授業科目名
英語科目名
対象学年

4学部共通講座:新しい世界を拓いた人々
授業形態
Four‑Schools Joint Course： Pioneers toward the New 開講学期
Frontiers
1
単位数

講義
前期
2.0

科目責任者 田中 和廣
科目担当者
田中 和廣、廣津 信義、藤倉 ひとみ、大野 早苗、馬場 猛、川村 浩之、工藤 綾子、Marcellus Nealy
授業概要
[授業全体の内容]
医学部、スポーツ健康科学部、医療看護学部の３学部の学生を対象として、共通開講する一般教養の選択科
目です。本学の全ての学部の一般教養担当教員を中心とした7名の教員が、それぞれの専門とする分野からイ
ンパクトのある話題、興味深い話題を選び、わかりやすく紹介します。特に、各分野に貢献した人物を糸口に
して、分野の発展におけるターニング・ポイントにスポットを当てるほか、現在注目を浴びているホットな話
題も取り上げます。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目では、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と
教養、及びそれらの活用能力」を身に付けます。人文科学から自然科学に至るまで、幅広い様々な内容に関心
を持ち、仲間とのコミュニケーション力を高めて互いに意見を交換し、視野を広げ、考えを深めることを目標
とします。
[授業の到達目標]
1. 人文科学から自然科学に至るまで、幅広い様々な内容に関心を持つことができる。
2. 所属学部にとらわれることなく他学部の学生とも積極的に交流して意見を交換できる。
3. 物事を様々な視点から考えることができる。
4 .チームでの討論を通して、問題点を掘り下げその解決策を提案することができる。
5. 自分の意見をわかりやすく具体的に述べ、簡潔な文でまとめることができる。
成績評価
[成績評価の基準]
評価は、各回の授業での提出物（グループ・ディスカッションの内容のまとめ、自分の意見をまとめた感想
文、その他提出課題）により到達目標1〜5の達成度と、授業態度、グループ・ディスカッションへの参加態度
を総合的に判定します（平常点）。
[成績評価の方法]
授業の各回を担当の教員が１０点満点で採点し、合計点を１００点満点に換算して最終結果とします。
履修における留意事項
[履修要件]
対象：医学部、スポーツ健康科学部、医療看護学部の１年生 (ただし、スポーツ健康科学部は２年生以上も
履修できます。)
[履修上の注意（科目独自のルール） ]
受講希望者多数の場合は、抽選をすることもあります。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
グループ・ディスカッションの内容を発表して全体で討論したり、各回の授業での提出物から解答例・感想
の例をピックアップして紹介し、フィードバックする機会があります。
[テキスト・参考書等]
テキストは使用しません。適宜、プリントなどを使用することがあります。
参考書等は、授業の際に適宜紹介します。
連絡先とオフィスアワー
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［担当者の連絡先とオフィスアワー］
担当： 田中和廣
E‑mail： kztanaka[at]juntendo.ac.jp
（[at] を@に変更してください）
日時： 前期期間中の木曜日9:00から15:00
場所： さくらキャンパス1号館3階1314室
担当： 廣津信義
E‑mail： nhirotsu[at]juntendo.ac.jp
（[at] を@に変更してください）
日時： 前期期間中の火曜日13:00から14:30
場所： さくらキャンパス1号館3階1327室
※上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相談時間とかち合わないように する
ため、できだけ前日までにE‑mailで予約してください。 質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
[学修時間]
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
[その他]
３学部の学生が混合するようにグループを作り、グループ・ディスカッションをする時間を授業の中に設け
る予定です。コミュニケーション能力、リーダーシップ、協調性を高め、ディスカッションに積極的に取り組
めるよう準備をしておくこと。
①良い、悪い、驚いた等と感じたことがどの点であるかを、具体的に述べ簡潔な文でまとめられるようにし
ておくこと。
②自分の意見をわかりやすくまとめて述べられるようにしておくこと。
③通り一遍の意見にならないよう、自分の意見を掘り下げ深めようとする習慣をつけること。
④理路整然とした筋の通った文章を書く訓練をしておくこと。
これらについて常日頃から意識して心掛け、身に付けるよう努めることが大切である。
また、この授業で登場する 新しい世界を拓いた人々 のエピソードや、授業のグループ・ディスカッショ
ンを通して自分の仲間たちの考え方からも学び、21世紀を生きていくために自分にとって不可欠な教養にどん
なものがあるか考え、それらを大学生活および生涯にわたってどう学習していくか計画をたて実行に移してい
く。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
田中
（予習：1時間）
1
[授業内容]
廣津
テーマ：４学部共通講座ガイダ グループ・ディスカッションの進め方について検
藤倉
索し自己学習してくること。
ンス
馬場
（復習：1時間）
受講者の心構えと成績評価の方法を確認し、ディ
[授業方法]
授業の進め方とスケジュール、 スカッション・リーダー等の次回の役割分担をま
受講者の心構えについて解説し とめておくこと。
、グループ・ディスカッション
のグループ分けを行う。
［キーワード］
・グループ・ディスカッション
・グループ・リーダー、成績評
価の方法
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廣津

大野

馬場

馬場

（予習：1時間）
[授業内容]
テーマ：オペレーションズ・リ 合理的な意思決定と聞いて連想することを挙げて
みる。
サーチの方法
（復習：1時間）
フォンノイマンが現代社会に与えた影響について
[授業方法]
考察してみる。
次の事項を議論する：
・合理的な意思決定とは
・ゲーム理論による駆け引きの
考察
［キーワード］
・経営科学、意思決定
・ゲーム理論、零和ゲーム、非
零和ゲーム
（予習：1時間）
[授業内容]
言葉の乱れとしてしばしば取り上げられる現象を
テーマ：日本語文法の見方
取り上げ、それがなぜ「乱れ」とされるのか考え
る。
[授業方法]
（復習：1時間）
次の事項を議論する：
予習時に自分が取り上げた「乱れ」の現象を、今
・日本語を分析するとは
日、学んだことを生かして説明してみよう。
・日本語文法の基礎
［キーワード］
・規則と規範
・言葉の「ゆれ」と「乱れ」
・言葉の変化
・文の構造
・富士谷成章
・本居宣長
・本居春庭
（予習：1時間）
[授業内容]
免疫という言葉から連想される事象を考えておく
テーマ：自己とは何か？
〜免疫というシステム〜（１） こと。
（復習：1時間）
免疫学の歴史について復習し、先人たちがいかに
[授業方法]
知恵を絞ったか、考えを巡らせよう。
次の事項を議論する：
・免疫の歴史
・免疫と抗体
［キーワード］
・天然痘、二度なし現象
・ワクチン、抗毒素（抗体）、
自己と非自己
（予習：1時間）
[授業内容]
免疫をつかさどる細胞について調べておくこと。
テーマ：自己とは何か？
〜免疫というシステム〜（２） （復習：1時間）
免疫の特徴である特異性と多様性について復習し
、免疫の意味とは何か、考えを巡らせよう。
[授業方法]
次の事項を議論する：
・免疫のしくみ
・免疫の反乱
［キーワード］
・自然免疫、獲得免疫、T細胞
、B細胞
・アレルギー、エイズ、癌
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大野

川村

川村

工藤

（予習：1時間）
[授業内容]
テーマ：やさしい日本語の誕生 1995年の阪神淡路大震災の際、神戸を中心とした
地域で外国人への情報伝達にどのような問題が起
と発展
こったか、調べる。
（復習：1時間）
[授業方法]
自分が将来、就こうとする職業や、生活すること
次の事項を議論する：
になる地域で、どの程度「やさしい日本語」が活
・やさしい日本語の誕生
用されているか調べてみる。
・やさしい日本語の発展
［キーワード］
・野元菊雄
・簡約日本語
・災害時の情報伝達
・多文化共生社会
・日本人が学ぶ「やさしい日本
語」
（予習：1時間）
[授業内容]
テーマ：宇宙のなりたち（１） 天体までの距離を測る単位である「光年」の意味
を調べておく。
（復習：1時間）
[授業方法]
遠くの天体までの距離をどのように測るかについ
次の事項を議論する：
て復習する。
・宇宙の大きさ
・宇宙の年齢
［キーワード］
・星、銀河、宇宙の果て
・ヘンリエッタ・リーベット
・膨張宇宙
・エドウィン・ハッブル
（予習：1時間）
[授業内容]
テーマ：宇宙のなりたち（２） ビッグバンとはなにか調べる。
（復習：1時間）
現代宇宙論がどのような観測によって確立された
[授業方法]
かを復習する。
次の事項を議論する：
・宇宙論の変遷
・現代宇宙論への招待
［キーワード］
・天動説と地動説
・ビッグバン宇宙論
・アインシュタイン
・宇宙背景輻射
・ペンジアス,ウィルソン
・暗黒物質
・暗黒エネルギー
（予習：1時間）
[授業内容]
テーマ：社会に影響を与えた無 東日本大震災の被害状況を調べる。
（復習：1時間）
名の人々（１）
災害時に対応できるための準備について整理する
。
[授業方法]
次の事項を議論する：
・災害時に生死をわける判断
［キーワード］
東日本大震災、自然災害
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工藤

田中

Nealy

Nealy

（予習：1時間）
[授業内容]
テーマ：社会に影響を与えた無 コミュニケーション方法について調べる。
（復習：1時間）
名の人々（２）
授業を振り返りそれぞれのまとめをする。
[授業方法]
次の事項を議論する：
・リスクコミュニケーション
［キーワード］
・組織、責任の取り方、マスコ
ミ対応
授業内容]
テーマ1：ヒッグス粒子とはな
んだろうか
テーマ2：ヒッグス粒子は神の
粒子か

（予習：1時間）
ヒッグス粒子発見に関する報道、特集記事等を読
み、自己学習してくること。ヒッグス粒子発見に
関する記事等を自己学習した切り抜き・プリント
アウトなどを授業に持参し、氏名を明記して提出
する。
（復習：1時間）
[授業方法]
テーマ1ではヒッグス・プロフ 宇宙の歴史でヒッグス粒子が果たした役割を復習
ァイリングについて議論し、テ すること。
ーマ2ではどこで、どんなやり
方でつくられたのかについて議
論する。
［キーワード］
・2013年ノーベル賞
・どのくらい小さく、どのくら
い軽いのか
・史上最大の実験LHC
・質量を生み出すもの
（予習：1時間）
[授業内容]
テーマ：Amazing people who l Bring a notebook and pen or pencil. Also br
ing an open mind and willingness to listen,
ive a double life
participate, and learn.
（復習：1時間）
[授業方法]
Be ready to speak and take part in class ass
次の事項を議論する：
・The joy of being someone ignments.
else
［キーワード］
・science, art, duality
・self‑expression
・creative thinking
（予習：1時間）
[授業内容]
テーマ：Expanding your creat Reading Assignment will be given the previo
us week and
ive self
must be completed before this class.
（復習：1時間）
[授業方法]
Recall the class and list the points that im
次の事項を議論する：
・Activities to build creati pressed you the
most. Challenge yourself and push beyond you
ve
r limitations
awareness
in language and thinking.
［キーワード］
・self‑expression
・creative thinking
・expanding potential
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田中
廣津
藤倉
馬場

（予習：1時間）
[授業内容]
テーマ：グループ・ディスカッ これまでの授業で感動した内容、印象に残ったグ
ループ・ディスカッションをまとめておく。
ションと全体討論
（復習：1時間）
グループ・ディスカッション、全体討論の中で、
[授業方法]
自分の仲間たちの発言、考え方から学んだことを
次の事項を議論する：
・新しい世界はどう切り拓かれ まとめる。
たか？
・これから新しい世界を切り拓
くには？
［キーワード］
・４学部共通講座のふりかえり
・必要となる 真の教養 とは
？
・大学生活でどう学んでいくか
？
定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

生命の倫理学
Ethics of Life and Death

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

長沼

淳

授業概要
［授業全体の内容］
他者と共存するには他者と何を共有していなければならないのか。そこに倫理はどのように関係してくるのか
という基本的なことがらを理解する。
現代社会では、科学技術の進歩に伴いこれまでの価値観では対応しきれない多くの問題が発生している。医療
技術の進歩により、生命の価値や人間存在の意義を捉え返さざるをえない状況が生み出されており、また科学
技術の進歩は地球環境を作り変えるまでに立ち至っている。本講義では生命や環境の倫理を中心に、その問題
の核心を明らかにすると当時に、未来をどのように展望するか、その基本的な出発点を確認することから始め
たい。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした教養」「倫理観」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1.倫理的に生きるとはどういうことかについての基本的な見通しを立てることができる。
2.個人の尊重と倫理の関係について理解することができる。
3.規範を守ることの理解に基づき、実践につなげることができる。
4.善悪と個人の価値観の関係について理解することができる。
現代社会がどのような経緯をたどることによって作り上げられているのかの理解を最初の目標とする。そのう
えで、多様な問題へ立ち向かう基本的な態度と解決の方向性を展望するための出発点の構築を目指す。現代社
会において、倫理学がどのような意味でその役割を果たしうるのかを理解することを目指す。
成績評価
［成績評価の基準］
1. 現代社会における倫理的諸問題について、基本的な構造を説明できるか、レポート、定期テストで評価す
る。
2. 上記理解に基づき、他者との共存を図る方法を説明できるか、授業後の小テスト、定期テストで評価する
。
3. さらに実践のための方策を提案できるか、定期テストで評価する。
［成績評価の方法］
定期試験（80％）、レポート（15％）、授業後の小テスト（5％）を基本に総合的に評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
特になし。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
・現代社会で問題となっている事柄について、新聞やテレビのニュースなどに関心を持って積極的に情報に触
れるようにすること。
・授業内で学んだことが実際の場面でどのように取り扱われているかを考えること。
・答えを探すというより、過程に目を向ける習慣をつけること。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
レポートは翌週以降の講義後に評価や改善点を受講者に個別にフィードバックする。
定期試験については、次学期において評価、改善点をフィードバックする。
［テキスト・参考書等］
授業内において適宜紹介する。
・答えを探すというより、過程に目を向ける習慣をつけること。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
連絡先は授業内に告知する。
［オフィスアワー］
日時：月曜の15:00から16:00、木曜の16:30から17:00
場所：1号館2階非常勤講師室
確実にコンタクトをとりたい場合は前日までメールにてアポイントメントをとること。
備考
［学修時間］
この授業は講義の授業形態による2単位の科目であり、授業25時間と予習復習時間30時間の合計55時間の学修
を必要とする内容から成り立つ。
［その他］
授業内容は受講生の要望に応じて変更する場合がある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
長沼
1
（授業内容）
オリエンテーション
倫理学の基本を学ぶ

2

長沼

3

長沼

4

長沼

5

長沼

（授業方法）
講義と小レポート作成を行う
（授業内容）
生命の倫理の誕生と発展（1）
生命倫理が登場した背景を理解
する。

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：0分）
不要
（復習：1時間）
配布プリントを確認すること。
（予習：1時間）
配布プリントを確認のこと。
（復習：1時間）
パターナリズムから自己決定への流れを確認して
おくこと。

（授業方法）
講義とそれを基にした小レポー
ト作成を行う
（予習：1時間）
（授業内容）
配布プリントを確認しておくこと。
生命の倫理の誕生と発展(2)
生命倫理の対象が人びとの生活
に直結していることを理解する （復習：1時間）
生命倫理の発展が科学の発達と相関していること
を確認すること。
（授業方法）
講義とそれを基にした小レポー
ト作成を行う
（予習：1時間）
（授業内容）
配布プリントを確認しておくこと。
生命の倫理の誕生と発展(3)
正解がない問いに人びとがどう
対応しようとしているのかを理 （復習：1時間）
生命倫理の三原則を確認しておくこと
解する。
（授業方法）
講義とそれを基にした小レポー
ト作成を行う
（予習：1時間）
（授業内容）
事前配布プリントを確認しておくこと。
自己決定権(1)
自分のことは自分で決めること
（復習：1時間）
ができるのかを理解する。
自分の生活と自己決定権の関連を確認しておくこ
と。
（授業方法）
講義とそれを基にした小レポー
ト作成を行う
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6

長沼

7

長沼

8

長沼

9

長沼

10

長沼

11

長沼

12

長沼

（予習：1時間）
（授業内容）
配布プリントを確認しておくこと。
自己決定権(2)
他者との共存の原理として自己
（復習：1時間）
決定を理解する。
自己決定権の他人への依存を確認しておくこと。
（授業方法）
講義とそれを基にした小レポー
ト作成を行う
（予習：1時間）
（授業内容）
配布プリントを確認しておくこと。
他者危害の原則(1)
他人と共存することは影響を相
互に与えあうということを理解 （復習：1時間）
迷惑をかけることと影響を与えることの違いを考
する。
えてみよう。
（授業方法）
講義とそれを基にした小レポー
ト作成を行う
（予習：1時間）
（授業内容）
配布プリントを確認しておくこと。
他者危害の原則(2)
相互規定的な関係の中で自分ら
しく生きることの意味を理解す （復習：1時間）
リバタリアニズムとコミュニタリアニズムを確認
る。
しておくこと
（授業方法）
講義とそれを基にした小レポー
ト作成を行う
（予習：1時間）
（授業内容）
配布プリントを確認しておくこと
自由について
責任のとれる行動とは何かを考
（復習：1時間）
え、その限界を理解する。
自由とは何かを考えてみよう
（授業方法）
講義とそれを基にした小レポー
ト作成を行う
（予習：1時間）
（授業内容）
配布プリントを確認しておくこと
環境倫理の諸問題(1)
環境がなぜ倫理学の課題となる
（復習：1時間）
のかを理解する。
環境倫理の基本問題を確認しておくこと
（授業方法）
講義とそれを基にした小レポー
ト作成を行う
（予習：1時間）
（授業内容）
配布プリントを確認しておくこと。
環境倫理の諸問題(2)
環境問題が空間的な問題と時間
的な問題の両面から成り立って （復習：1時間）
世代間倫理と貧困問題について確認しておくこと
いることを理解する。
。
（授業方法）
講義とそれを基にした小レポー
ト作成を行う
（予習：1時間）
（授業内容）
配布プリントを確認しておくこと。
環境倫理の諸問題(3)
豊かさと幸福の関係を理解する
（復習：1時間）
。
環境問題の困難さを確認しておくこと。
（授業方法）
講義とそれを基にした小レポー
ト作成を行う
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13

長沼

14

長沼

（予習：1時間）
（授業内容）
配布プリントを確認しておくこと。
現代社会と倫理
現代社会における倫理学の役割
（復習：1時間）
とその可能性を理解する。
現代社会の問題における個人と社会の関係から日
常における倫理問題を考えておくこと。
（授業方法）
講義とそれを基にした小レポー
ト作成を行う
（予習：1時間）
（授業内容）
半期の授業を振り返り、試験に向けた構想を練っ
まとめ
半期を振り返り、倫理的な思考 ておくこと。
を捉え直す。
（復習：2時間）
試験で論じるテーマについて情報を集めておくこ
（授業方法）
これまでの小レポートののフィ と。
ードバックを中心に、正確な理
解を促す。
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授業科目名
英語科目名

国語表現法
Japanese Language and Rhetoric

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 大野 早苗
科目担当者
大野早苗
授業概要
[授業全体の内容]
文章には様々なジャンルがあるが、本講義では、レポートなどの学術的な文章に適した文体、構成、適切な
引用のための技術などを学び、書く力を養成する。
毎回の授業は、学習項目の説明、練習、課題作文の作成というサイクルで進められる。課題作文は200〜300
字程度の短いものから始め、最終的には1500字程度の長さでまとまった内容のものが書けることを目指す。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
書くことは、学んだことを記録するだけでなく、自らの知識として再構成することにつながる。授業を通し
て身に付けた書く力は、学部での学びの基礎となるものである。また、レポート等を書くことは、自分が何を
学び、何を考えたかを担当教員をはじめとする他者に伝えることであり、学びを進める上で重要なコミュニケ
ーションの一つとなる。
[授業の到達目標]
1. 適切な書式を用いて整った文書を作成することができる。
2. 適切な表記方法を用いて書くことができる。
3. レポートや論文などの学術的な文章に適した文体で書くことができる。
4. レポートや論文などの学術的な文章に適した論理展開で書くことができる。
5. 適切な引用方法やデータの提示方法がわかる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 各回で学んだこと（書式、表記、文体、展開等）に沿って書ける。（課題作文）
2. 各回で学んだことを総合してまとまりのある文章が書ける。（定期試験）
[成績評価の方法]
平常点（課題作文および模擬レポートの提出）50％、期末試験50％の割合で評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
指定されたクラスで履修すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
配布プリント、および、自分の書いた課題作文を、いつでも参照できる状態で保管するためのファイル（A4
サイズ）を準備すること。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
提出物は、添削、評価して次回の授業時に返却する。返却時に、評価基準を説明するとともに、必要に応じ
て修正や書き直しの時間を設ける。
定期試験については、Juntendo Passportを使って解説する。
[テキスト・参考書等]
テキストは使用せず、配布プリントを用いて講義を進める。以下の1〜3は、さらに発展的に学ぶための参考
書である。
1.大修館書店編集部編(2012)『大修館 最新国語表記ハンドブック』大修館書店
2.二通信子・大島弥生・佐藤勢紀子・因京子・山本富美子(2009)『留学生と日本人学生のためのレポート・論
文表現ハンドブック』東京大学出版会
3.大島弥生・池田玲子・大場理恵子・高橋淑郎・岩田夏穂(2005)『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２版―
プロセス重視のレポート作成―』ひつじ書房
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：大野早苗
E‑mail：sanaeo[at]juntendo.ac.jp
※[at]を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：前期期間中の木曜日12:20〜14:00
場所：1号館3階1336号室
備考
[学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
[その他]
特になし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
大野
1
［授業内容］
テーマ：わかりやすい文章を書
くために、どのような知識や技
能が必要かを理解する。

2

3

大野

大野

［授業方法］
話し言葉と書き言葉の違いにつ
いて解説する。その後、学生同
士ペアになり、与えられた課題
をもとに互いの書いた文章を読
み合う。
［授業内容］
テーマ：見やすい文書を作成す
るための基礎として、原稿用紙
の使い方を覚える。読みやすい
（見やすい）文を書くために、
漢字、平仮名、片仮名の使い分
けのルールを知る。
［授業方法］
原稿用紙の使い方、表記のルー
ルを説明する。説明されたルー
ルに則って、前回の復習として
書いた作文を見直し、書式、表
記を整える練習をする。
［授業内容］
テーマ：日本語の文章にはさま
ざまな文体があることを知る。
レポートや論文などに適した文
体を知る。
［授業方法］
日本語の文体、特に常体と敬体
の使い分けについて解説する。
話し言葉から書き言葉へ、敬体
から常体への書き換える練習問
題をする。学生同士ペアになっ
て、練習問題を互いにチェック
する。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：1時間）
シラバス全体に目を通し、授業の目的と進め方を
確認しておく。
（復習：3時間）
授業中に指示されたテーマ、字数で作文を書く。

（予習：1.5時間）
インターネットの情報などを利用して、原稿用紙
の基本的な使い方を確認する。
参考図書『大修館 最新国語表記ハンドブック』
や以下の文部科学省ホームページなどを参考に、
文字・表記の基礎について確認する。
{http://www.mext.go.jp/b̲menu/hakusho/nc/k19
860701001/k19860701001.html}
（復習：2.5時間）
課題文をレポートらしい書式、表記で書き直す（
課題文は授業中に示す）。

（予習：1時間）
大学で書くレポートにはどのような文体がふさわ
しいかを調べる。
（復習：3時間）
課題文をレポートらしい文体に書き換える（課題
文は授業中に示す）。

4

大野

5

大野

6

大野

7

大野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文の構造を意識して、 文化庁による国語に関する世論調査などから、誤
用が増えた表現や意味の変化が見られる表現につ
正確な文を書く。
いての知識を得る。
{http://www.bunka.go.jp/tokei̲hakusho̲shuppa
［授業方法］
いわゆる「ねじれ文」や陳述の n/tokeichosa/kokugo̲yoronchosa/index.html}
副詞と文末の呼応の誤りなど、
間違いやすい文法項目を確認す （復習：3時間）
授業時間内に解いた練習問題を見直し、文法に関
る。
誤文訂正などの練習問題を解く する知識の定着を図る。
ことを通して、正しく文を書く
習慣を身に付ける。
［授業内容］中心文、支持文と （予習：1時間）
いう区別を用いることによって 新聞や雑誌、教科書等、身の回りにある文書を読
段落内の構成を整える方法を知 み、どのように段落分けがなされているかを確認
する。
る。
テーマ：中心文、支持文とはど
（復習：3時間）
ういうものか解説する。
与えられたテーマについて、中心文と支持文を明
確にして、自分の意見を述べた文を書く。
［授業方法］
実際に文章を読み、文中のそれ
ぞれの段落の中のどの文が中心
文か、また、どのような支持文
が用いられているかを確認する
。
中心文、支持文を意識して、短
い説明文を書く練習をする。そ
の後、学生同士のペアで書いた
ものを交換し、わかりやすさを
チェックする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文章を書くときの情報 報告の文章の題材とできるように、試合や競技会
などのデータをできるだけ整理して準備する。
整理の仕方を練習する。
［授業方法］
自分が参加した、あるいは観戦
した試合や競技大会などの結果
を報告するために必要な情報は
何かを考え、メモを作成する。
学生同士ペアになって、互いの
メモを読み合い、情報に過不足
がないか確認する。
［授業内容］
テーマ：他者の言説を引用して
書く方法を学ぶ。

（復習：3時間）
授業中に整理した情報をもとに、報告の文章を書
く。

（予習：1時間）
参考図書『留学生と日本人学生のためのレポート
・論文表現ハンドブック』pp.69‑75を参考に、引
用の方法の基本を理解する。

［授業方法］
書籍や論文などについての情報 （復習：3時間）
（著者、発表年、出版社など） 自分の意見と他者の言説の区別に注意して、引用
をどのようにして得るかを知る を含む意見文を書く。
。
引用する際に必要な情報を示す
練習をする。
実際に引用文を書いてみる。
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8

大野

9

大野

10

大野

11

大野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：前時に引き続き、引用 引用を含む文章を書く準備として、興味のあるテ
を含む文章の書き方を学ぶ。 ーマについて書かれた文献を2つ以上探しておく
。
［授業方法］
引用するときによく用いられる （復習：3時間）
文型を使って引用の練習をする 興味のあるテーマについて2つ以上の言説を引用
し、それらの差異について論じる文章を書く。
。
実際に読んだ本から印象に残っ
たフレーズを引用した短文を書
く。学生同士ペアになって短文
を交換し、引用部分の示し方が
適切か確認する。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文中でデータ（数値） 興味のある競技の試合結果などの記録や報道を、
を紹介するには、どのようなこ データの示し方に注意して読む。
とに気をつけて書けばよいかを
（復習：3時間）
理解する。
予習の際に読んだ報道の1つを取り上げ、そこに
示されたデータを引用しながら自分の考えを述べ
［授業方法］
データを紹介するときに必要な る文章を書く。
情報は何かを考える。
データの説明をするときによく
用いられる文型を使って、実際
にデータを説明する文を書く練
習をする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：自分で取ったデータを 興味のある競技や調査の記録集、報告等を読み、
データがどのような手順で紹介されているかを確
説明する方法を知る。
認する。
［授業方法］
調査や実験で得たデータを説明 （復習：3時間）
する際に必要な情報は何かを考 クラス内で行った「ミニ調査」の結果を報告する
文章を書く。
える。
クラス内で実際に「ミニ調査（
例：読書状況調査など）」を行
う。その結果を整理し、他者に
調査の概要と結果を伝えるには
何を書けばよいかを考える。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：筋の通った文章を書く 授業で取り上げるトピックを前もって告知するの
ためには、何をどのような順序 で、それについて新聞や雑誌、インターネットな
で述べればよいかを理解する。 どで情報を収集する。
（復習：3時間）
［授業方法］
論の構成要素にはどのようなも 講義時間に作成した構成メモをもとに意見文を書
のがあるかを考える。特に、デ く。
ータを用いて主張の理由づけを
するには何に気をつけなければ
ならないかに注目する。
与えられたテーマについて自分
の考えをまとめる。その後、学
生同士ペアになって考えを述べ
合い、説得力があるか、どのよ
うな述べ方をすればよいか、足
りない情報はないか等を互いに
指摘し合う。その指摘をもとに
、自分の考えを意見文としてま
とめるための構成メモを作成す
る。
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12

13

14

大野

大野

大野

大野

［授業内容］
テーマ：大学で書くレポートに
はどのようなタイプがあるかを
知り、それぞれのタイプの基本
的な構成を知る。
［授業方法］
レポートのタイプと基本的な構
成について解説する。
サンプルレポートを読んで、そ
の構成を書き出してみる。
与えられたテーマでレポートを
書くとすれば、どのような準備
が必要かを学生同士のペアで話
し合う。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを作成す
る。
［授業方法］
レポートや論文などでよく用い
られる表現形式を紹介する。
前時の構成メモをもとに、表現
に気をつけて模擬レポートを作
成する。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを推敲し
、修正する。
［授業内容］
前時に書いた模擬レポートを学
生同士のペアで交換し、互いの
レポートを読む。コメントカー
ドに感想や意見、修正案等を書
く。コメントカードを参考に模
擬レポートを書き直す。
定期試験
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（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』を参考に、
レポートを書くプロセスを確認しておく。
（復習：3時間）
授業で用いたサンプルレポートをもう一度よく読
み、全体の構成を確認する。

（予習：3時間）
模擬レポートを作成する準備として、与えられた
テーマについて、情報収集をする。
（復習：4時間）
講義時に書いた模擬レポートを読み直し、わかり
にくい点はないか、書かれた情報に過不足はない
かを点検する。

（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』などを参考
に、書くことをピア（学生同士のペア等）で行う
意味を考える。
（復習：4時間）
推敲前の模擬レポートと修正後の模擬レポートを
見比べ、どのような点をペアの学生から指摘され
、どのように修正したのかを整理する。

授業科目名
英語科目名

国語表現法
Japanese Language and Rhetoric

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 大野 早苗
科目担当者
大野早苗
授業概要
[授業全体の内容]
文章には様々なジャンルがあるが、本講義では、レポートなどの学術的な文章に適した文体、構成、適切な
引用のための技術などを学び、書く力を養成する。
毎回の授業は、学習項目の説明、練習、課題作文の作成というサイクルで進められる。課題作文は200〜300
字程度の短いものから始め、最終的には1500字程度の長さでまとまった内容のものが書けることを目指す。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
書くことは、学んだことを記録するだけでなく、自らの知識として再構成することにつながる。授業を通し
て身に付けた書く力は、学部での学びの基礎となるものである。また、レポート等を書くことは、自分が何を
学び、何を考えたかを担当教員をはじめとする他者に伝えることであり、学びを進める上で重要なコミュニケ
ーションの一つとなる。
[授業の到達目標]
1. 適切な書式を用いて整った文書を作成することができる。
2. 適切な表記方法を用いて書くことができる。
3. レポートや論文などの学術的な文章に適した文体で書くことができる。
4. レポートや論文などの学術的な文章に適した論理展開で書くことができる。
5. 適切な引用方法やデータの提示方法がわかる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 各回で学んだこと（書式、表記、文体、展開等）に沿って書ける。（課題作文）
2. 各回で学んだことを総合してまとまりのある文章が書ける。（定期試験）
[成績評価の方法]
平常点（課題作文および模擬レポートの提出）50％、期末試験50％の割合で評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
指定されたクラスで履修すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
配布プリント、および、自分の書いた課題作文を、いつでも参照できる状態で保管するためのファイル（A4
サイズ）を準備すること。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
提出物は、添削、評価して次回の授業時に返却する。返却時に、評価基準を説明するとともに、必要に応じ
て修正や書き直しの時間を設ける。
定期試験については、Juntendo Passportを使って解説する。
[テキスト・参考書等]
テキストは使用せず、配布プリントを用いて講義を進める。以下の1〜3は、さらに発展的に学ぶための参考
書である。
1.大修館書店編集部編(2012)『大修館 最新国語表記ハンドブック』大修館書店
2.二通信子・大島弥生・佐藤勢紀子・因京子・山本富美子(2009)『留学生と日本人学生のためのレポート・論
文表現ハンドブック』東京大学出版会
3.大島弥生・池田玲子・大場理恵子・高橋淑郎・岩田夏穂(2005)『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２版―
プロセス重視のレポート作成―』ひつじ書房
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：大野早苗
E‑mail：sanaeo[at]juntendo.ac.jp
※[at]を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：前期期間中の木曜日12:20〜14:00
場所：1号館3階1336号室
備考
[学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
[その他]
特になし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
大野
1
［授業内容］
テーマ：わかりやすい文章を書
くために、どのような知識や技
能が必要かを理解する。

2

3

大野

大野

［授業方法］
話し言葉と書き言葉の違いにつ
いて解説する。その後、学生同
士ペアになり、与えられた課題
をもとに互いの書いた文章を読
み合う。
［授業内容］
テーマ：見やすい文書を作成す
るための基礎として、原稿用紙
の使い方を覚える。読みやすい
（見やすい）文を書くために、
漢字、平仮名、片仮名の使い分
けのルールを知る。
［授業方法］
原稿用紙の使い方、表記のルー
ルを説明する。説明されたルー
ルに則って、前回の復習として
書いた作文を見直し、書式、表
記を整える練習をする。
［授業内容］
テーマ：日本語の文章にはさま
ざまな文体があることを知る。
レポートや論文などに適した文
体を知る。
［授業方法］
日本語の文体、特に常体と敬体
の使い分けについて解説する。
話し言葉から書き言葉へ、敬体
から常体への書き換える練習問
題をする。学生同士ペアになっ
て、練習問題を互いにチェック
する。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：1時間）
シラバス全体に目を通し、授業の目的と進め方を
確認しておく。
（復習：3時間）
授業中に指示されたテーマ、字数で作文を書く。

（予習：1.5時間）
インターネットの情報などを利用して、原稿用紙
の基本的な使い方を確認する。
参考図書『大修館 最新国語表記ハンドブック』
や以下の文部科学省ホームページなどを参考に、
文字・表記の基礎について確認する。
{http://www.mext.go.jp/b̲menu/hakusho/nc/k19
860701001/k19860701001.html}
（復習：2.5時間）
課題文をレポートらしい書式、表記で書き直す（
課題文は授業中に示す）。

（予習：1時間）
大学で書くレポートにはどのような文体がふさわ
しいかを調べる。
（復習：3時間）
課題文をレポートらしい文体に書き換える（課題
文は授業中に示す）。

4

大野

5

大野

6

大野

7

大野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文の構造を意識して、 文化庁による国語に関する世論調査などから、誤
用が増えた表現や意味の変化が見られる表現につ
正確な文を書く。
いての知識を得る。
{http://www.bunka.go.jp/tokei̲hakusho̲shuppa
［授業方法］
いわゆる「ねじれ文」や陳述の n/tokeichosa/kokugo̲yoronchosa/index.html}
副詞と文末の呼応の誤りなど、
間違いやすい文法項目を確認す （復習：3時間）
授業時間内に解いた練習問題を見直し、文法に関
る。
誤文訂正などの練習問題を解く する知識の定着を図る。
ことを通して、正しく文を書く
習慣を身に付ける。
［授業内容］中心文、支持文と （予習：1時間）
いう区別を用いることによって 新聞や雑誌、教科書等、身の回りにある文書を読
段落内の構成を整える方法を知 み、どのように段落分けがなされているかを確認
する。
る。
テーマ：中心文、支持文とはど
（復習：3時間）
ういうものか解説する。
与えられたテーマについて、中心文と支持文を明
確にして、自分の意見を述べた文を書く。
［授業方法］
実際に文章を読み、文中のそれ
ぞれの段落の中のどの文が中心
文か、また、どのような支持文
が用いられているかを確認する
。
中心文、支持文を意識して、短
い説明文を書く練習をする。そ
の後、学生同士のペアで書いた
ものを交換し、わかりやすさを
チェックする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文章を書くときの情報 報告の文章の題材とできるように、試合や競技会
などのデータをできるだけ整理して準備する。
整理の仕方を練習する。
［授業方法］
自分が参加した、あるいは観戦
した試合や競技大会などの結果
を報告するために必要な情報は
何かを考え、メモを作成する。
学生同士ペアになって、互いの
メモを読み合い、情報に過不足
がないか確認する。
［授業内容］
テーマ：他者の言説を引用して
書く方法を学ぶ。

（復習：3時間）
授業中に整理した情報をもとに、報告の文章を書
く。

（予習：1時間）
参考図書『留学生と日本人学生のためのレポート
・論文表現ハンドブック』pp.69‑75を参考に、引
用の方法の基本を理解する。

［授業方法］
書籍や論文などについての情報 （復習：3時間）
（著者、発表年、出版社など） 自分の意見と他者の言説の区別に注意して、引用
をどのようにして得るかを知る を含む意見文を書く。
。
引用する際に必要な情報を示す
練習をする。
実際に引用文を書いてみる。
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8

大野

9

大野

10

大野

11

大野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：前時に引き続き、引用 引用を含む文章を書く準備として、興味のあるテ
を含む文章の書き方を学ぶ。 ーマについて書かれた文献を2つ以上探しておく
。
［授業方法］
引用するときによく用いられる （復習：3時間）
文型を使って引用の練習をする 興味のあるテーマについて2つ以上の言説を引用
し、それらの差異について論じる文章を書く。
。
実際に読んだ本から印象に残っ
たフレーズを引用した短文を書
く。学生同士ペアになって短文
を交換し、引用部分の示し方が
適切か確認する。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文中でデータ（数値） 興味のある競技の試合結果などの記録や報道を、
を紹介するには、どのようなこ データの示し方に注意して読む。
とに気をつけて書けばよいかを
（復習：3時間）
理解する。
予習の際に読んだ報道の1つを取り上げ、そこに
示されたデータを引用しながら自分の考えを述べ
［授業方法］
データを紹介するときに必要な る文章を書く。
情報は何かを考える。
データの説明をするときによく
用いられる文型を使って、実際
にデータを説明する文を書く練
習をする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：自分で取ったデータを 興味のある競技や調査の記録集、報告等を読み、
データがどのような手順で紹介されているかを確
説明する方法を知る。
認する。
［授業方法］
調査や実験で得たデータを説明 （復習：3時間）
する際に必要な情報は何かを考 クラス内で行った「ミニ調査」の結果を報告する
文章を書く。
える。
クラス内で実際に「ミニ調査（
例：読書状況調査など）」を行
う。その結果を整理し、他者に
調査の概要と結果を伝えるには
何を書けばよいかを考える。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：筋の通った文章を書く 授業で取り上げるトピックを前もって告知するの
ためには、何をどのような順序 で、それについて新聞や雑誌、インターネットな
で述べればよいかを理解する。 どで情報を収集する。
（復習：3時間）
［授業方法］
論の構成要素にはどのようなも 講義時間に作成した構成メモをもとに意見文を書
のがあるかを考える。特に、デ く。
ータを用いて主張の理由づけを
するには何に気をつけなければ
ならないかに注目する。
与えられたテーマについて自分
の考えをまとめる。その後、学
生同士ペアになって考えを述べ
合い、説得力があるか、どのよ
うな述べ方をすればよいか、足
りない情報はないか等を互いに
指摘し合う。その指摘をもとに
、自分の考えを意見文としてま
とめるための構成メモを作成す
る。
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12

13

14

大野

大野

大野

大野

［授業内容］
テーマ：大学で書くレポートに
はどのようなタイプがあるかを
知り、それぞれのタイプの基本
的な構成を知る。
［授業方法］
レポートのタイプと基本的な構
成について解説する。
サンプルレポートを読んで、そ
の構成を書き出してみる。
与えられたテーマでレポートを
書くとすれば、どのような準備
が必要かを学生同士のペアで話
し合う。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを作成す
る。
［授業方法］
レポートや論文などでよく用い
られる表現形式を紹介する。
前時の構成メモをもとに、表現
に気をつけて模擬レポートを作
成する。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを推敲し
、修正する。
［授業内容］
前時に書いた模擬レポートを学
生同士のペアで交換し、互いの
レポートを読む。コメントカー
ドに感想や意見、修正案等を書
く。コメントカードを参考に模
擬レポートを書き直す。
定期試験
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（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』を参考に、
レポートを書くプロセスを確認しておく。
（復習：3時間）
授業で用いたサンプルレポートをもう一度よく読
み、全体の構成を確認する。

（予習：3時間）
模擬レポートを作成する準備として、与えられた
テーマについて、情報収集をする。
（復習：4時間）
講義時に書いた模擬レポートを読み直し、わかり
にくい点はないか、書かれた情報に過不足はない
かを点検する。

（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』などを参考
に、書くことをピア（学生同士のペア等）で行う
意味を考える。
（復習：4時間）
推敲前の模擬レポートと修正後の模擬レポートを
見比べ、どのような点をペアの学生から指摘され
、どのように修正したのかを整理する。

授業科目名
英語科目名

国語表現法
Japanese Language and Rhetoric

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 大野 早苗
科目担当者
大野早苗
授業概要
[授業全体の内容]
文章には様々なジャンルがあるが、本講義では、レポートなどの学術的な文章に適した文体、構成、適切な
引用のための技術などを学び、書く力を養成する。
毎回の授業は、学習項目の説明、練習、課題作文の作成というサイクルで進められる。課題作文は200〜300
字程度の短いものから始め、最終的には1500字程度の長さでまとまった内容のものが書けることを目指す。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
書くことは、学んだことを記録するだけでなく、自らの知識として再構成することにつながる。授業を通し
て身に付けた書く力は、学部での学びの基礎となるものである。また、レポート等を書くことは、自分が何を
学び、何を考えたかを担当教員をはじめとする他者に伝えることであり、学びを進める上で重要なコミュニケ
ーションの一つとなる。
[授業の到達目標]
1. 適切な書式を用いて整った文書を作成することができる。
2. 適切な表記方法を用いて書くことができる。
3. レポートや論文などの学術的な文章に適した文体で書くことができる。
4. レポートや論文などの学術的な文章に適した論理展開で書くことができる。
5. 適切な引用方法やデータの提示方法がわかる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 各回で学んだこと（書式、表記、文体、展開等）に沿って書ける。（課題作文）
2. 各回で学んだことを総合してまとまりのある文章が書ける。（定期試験）
[成績評価の方法]
平常点（課題作文および模擬レポートの提出）50％、期末試験50％の割合で評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
指定されたクラスで履修すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
配布プリント、および、自分の書いた課題作文を、いつでも参照できる状態で保管するためのファイル（A4
サイズ）を準備すること。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
提出物は、添削、評価して次回の授業時に返却する。返却時に、評価基準を説明するとともに、必要に応じ
て修正や書き直しの時間を設ける。
定期試験については、Juntendo Passportを使って解説する。
[テキスト・参考書等]
テキストは使用せず、配布プリントを用いて講義を進める。以下の1〜3は、さらに発展的に学ぶための参考
書である。
1.大修館書店編集部編(2012)『大修館 最新国語表記ハンドブック』大修館書店
2.二通信子・大島弥生・佐藤勢紀子・因京子・山本富美子(2009)『留学生と日本人学生のためのレポート・論
文表現ハンドブック』東京大学出版会
3.大島弥生・池田玲子・大場理恵子・高橋淑郎・岩田夏穂(2005)『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２版―
プロセス重視のレポート作成―』ひつじ書房
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：大野早苗
E‑mail：sanaeo[at]juntendo.ac.jp
※[at]を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：前期期間中の木曜日12:20〜14:00
場所：1号館3階1336号室
備考
[学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
[その他]
特になし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
大野
1
［授業内容］
テーマ：わかりやすい文章を書
くために、どのような知識や技
能が必要かを理解する。

2

3

大野

大野

［授業方法］
話し言葉と書き言葉の違いにつ
いて解説する。その後、学生同
士ペアになり、与えられた課題
をもとに互いの書いた文章を読
み合う。
［授業内容］
テーマ：見やすい文書を作成す
るための基礎として、原稿用紙
の使い方を覚える。読みやすい
（見やすい）文を書くために、
漢字、平仮名、片仮名の使い分
けのルールを知る。
［授業方法］
原稿用紙の使い方、表記のルー
ルを説明する。説明されたルー
ルに則って、前回の復習として
書いた作文を見直し、書式、表
記を整える練習をする。
［授業内容］
テーマ：日本語の文章にはさま
ざまな文体があることを知る。
レポートや論文などに適した文
体を知る。
［授業方法］
日本語の文体、特に常体と敬体
の使い分けについて解説する。
話し言葉から書き言葉へ、敬体
から常体への書き換える練習問
題をする。学生同士ペアになっ
て、練習問題を互いにチェック
する。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：1時間）
シラバス全体に目を通し、授業の目的と進め方を
確認しておく。
（復習：3時間）
授業中に指示されたテーマ、字数で作文を書く。

（予習：1.5時間）
インターネットの情報などを利用して、原稿用紙
の基本的な使い方を確認する。
参考図書『大修館 最新国語表記ハンドブック』
や以下の文部科学省ホームページなどを参考に、
文字・表記の基礎について確認する。
{http://www.mext.go.jp/b̲menu/hakusho/nc/k19
860701001/k19860701001.html}
（復習：2.5時間）
課題文をレポートらしい書式、表記で書き直す（
課題文は授業中に示す）。

（予習：1時間）
大学で書くレポートにはどのような文体がふさわ
しいかを調べる。
（復習：3時間）
課題文をレポートらしい文体に書き換える（課題
文は授業中に示す）。

4

大野

5

大野

6

大野

7

大野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文の構造を意識して、 文化庁による国語に関する世論調査などから、誤
用が増えた表現や意味の変化が見られる表現につ
正確な文を書く。
いての知識を得る。
{http://www.bunka.go.jp/tokei̲hakusho̲shuppa
［授業方法］
いわゆる「ねじれ文」や陳述の n/tokeichosa/kokugo̲yoronchosa/index.html}
副詞と文末の呼応の誤りなど、
間違いやすい文法項目を確認す （復習：3時間）
授業時間内に解いた練習問題を見直し、文法に関
る。
誤文訂正などの練習問題を解く する知識の定着を図る。
ことを通して、正しく文を書く
習慣を身に付ける。
［授業内容］中心文、支持文と （予習：1時間）
いう区別を用いることによって 新聞や雑誌、教科書等、身の回りにある文書を読
段落内の構成を整える方法を知 み、どのように段落分けがなされているかを確認
する。
る。
テーマ：中心文、支持文とはど
（復習：3時間）
ういうものか解説する。
与えられたテーマについて、中心文と支持文を明
確にして、自分の意見を述べた文を書く。
［授業方法］
実際に文章を読み、文中のそれ
ぞれの段落の中のどの文が中心
文か、また、どのような支持文
が用いられているかを確認する
。
中心文、支持文を意識して、短
い説明文を書く練習をする。そ
の後、学生同士のペアで書いた
ものを交換し、わかりやすさを
チェックする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文章を書くときの情報 報告の文章の題材とできるように、試合や競技会
などのデータをできるだけ整理して準備する。
整理の仕方を練習する。
［授業方法］
自分が参加した、あるいは観戦
した試合や競技大会などの結果
を報告するために必要な情報は
何かを考え、メモを作成する。
学生同士ペアになって、互いの
メモを読み合い、情報に過不足
がないか確認する。
［授業内容］
テーマ：他者の言説を引用して
書く方法を学ぶ。

（復習：3時間）
授業中に整理した情報をもとに、報告の文章を書
く。

（予習：1時間）
参考図書『留学生と日本人学生のためのレポート
・論文表現ハンドブック』pp.69‑75を参考に、引
用の方法の基本を理解する。

［授業方法］
書籍や論文などについての情報 （復習：3時間）
（著者、発表年、出版社など） 自分の意見と他者の言説の区別に注意して、引用
をどのようにして得るかを知る を含む意見文を書く。
。
引用する際に必要な情報を示す
練習をする。
実際に引用文を書いてみる。
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8

大野

9

大野

10

大野

11

大野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：前時に引き続き、引用 引用を含む文章を書く準備として、興味のあるテ
を含む文章の書き方を学ぶ。 ーマについて書かれた文献を2つ以上探しておく
。
［授業方法］
引用するときによく用いられる （復習：3時間）
文型を使って引用の練習をする 興味のあるテーマについて2つ以上の言説を引用
し、それらの差異について論じる文章を書く。
。
実際に読んだ本から印象に残っ
たフレーズを引用した短文を書
く。学生同士ペアになって短文
を交換し、引用部分の示し方が
適切か確認する。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文中でデータ（数値） 興味のある競技の試合結果などの記録や報道を、
を紹介するには、どのようなこ データの示し方に注意して読む。
とに気をつけて書けばよいかを
（復習：3時間）
理解する。
予習の際に読んだ報道の1つを取り上げ、そこに
示されたデータを引用しながら自分の考えを述べ
［授業方法］
データを紹介するときに必要な る文章を書く。
情報は何かを考える。
データの説明をするときによく
用いられる文型を使って、実際
にデータを説明する文を書く練
習をする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：自分で取ったデータを 興味のある競技や調査の記録集、報告等を読み、
データがどのような手順で紹介されているかを確
説明する方法を知る。
認する。
［授業方法］
調査や実験で得たデータを説明 （復習：3時間）
する際に必要な情報は何かを考 クラス内で行った「ミニ調査」の結果を報告する
文章を書く。
える。
クラス内で実際に「ミニ調査（
例：読書状況調査など）」を行
う。その結果を整理し、他者に
調査の概要と結果を伝えるには
何を書けばよいかを考える。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：筋の通った文章を書く 授業で取り上げるトピックを前もって告知するの
ためには、何をどのような順序 で、それについて新聞や雑誌、インターネットな
で述べればよいかを理解する。 どで情報を収集する。
（復習：3時間）
［授業方法］
論の構成要素にはどのようなも 講義時間に作成した構成メモをもとに意見文を書
のがあるかを考える。特に、デ く。
ータを用いて主張の理由づけを
するには何に気をつけなければ
ならないかに注目する。
与えられたテーマについて自分
の考えをまとめる。その後、学
生同士ペアになって考えを述べ
合い、説得力があるか、どのよ
うな述べ方をすればよいか、足
りない情報はないか等を互いに
指摘し合う。その指摘をもとに
、自分の考えを意見文としてま
とめるための構成メモを作成す
る。
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12

13

14

大野

大野

大野

大野

［授業内容］
テーマ：大学で書くレポートに
はどのようなタイプがあるかを
知り、それぞれのタイプの基本
的な構成を知る。
［授業方法］
レポートのタイプと基本的な構
成について解説する。
サンプルレポートを読んで、そ
の構成を書き出してみる。
与えられたテーマでレポートを
書くとすれば、どのような準備
が必要かを学生同士のペアで話
し合う。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを作成す
る。
［授業方法］
レポートや論文などでよく用い
られる表現形式を紹介する。
前時の構成メモをもとに、表現
に気をつけて模擬レポートを作
成する。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを推敲し
、修正する。
［授業内容］
前時に書いた模擬レポートを学
生同士のペアで交換し、互いの
レポートを読む。コメントカー
ドに感想や意見、修正案等を書
く。コメントカードを参考に模
擬レポートを書き直す。
定期試験
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（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』を参考に、
レポートを書くプロセスを確認しておく。
（復習：3時間）
授業で用いたサンプルレポートをもう一度よく読
み、全体の構成を確認する。

（予習：3時間）
模擬レポートを作成する準備として、与えられた
テーマについて、情報収集をする。
（復習：4時間）
講義時に書いた模擬レポートを読み直し、わかり
にくい点はないか、書かれた情報に過不足はない
かを点検する。

（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』などを参考
に、書くことをピア（学生同士のペア等）で行う
意味を考える。
（復習：4時間）
推敲前の模擬レポートと修正後の模擬レポートを
見比べ、どのような点をペアの学生から指摘され
、どのように修正したのかを整理する。

授業科目名
英語科目名

国語表現法
Japanese Language and Rhetoric

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 大野 早苗
科目担当者
大野早苗
授業概要
[授業全体の内容]
文章には様々なジャンルがあるが、本講義では、レポートなどの学術的な文章に適した文体、構成、適切な
引用のための技術などを学び、書く力を養成する。
毎回の授業は、学習項目の説明、練習、課題作文の作成というサイクルで進められる。課題作文は200〜300
字程度の短いものから始め、最終的には1500字程度の長さでまとまった内容のものが書けることを目指す。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
書くことは、学んだことを記録するだけでなく、自らの知識として再構成することにつながる。授業を通し
て身に付けた書く力は、学部での学びの基礎となるものである。また、レポート等を書くことは、自分が何を
学び、何を考えたかを担当教員をはじめとする他者に伝えることであり、学びを進める上で重要なコミュニケ
ーションの一つとなる。
[授業の到達目標]
1. 適切な書式を用いて整った文書を作成することができる。
2. 適切な表記方法を用いて書くことができる。
3. レポートや論文などの学術的な文章に適した文体で書くことができる。
4. レポートや論文などの学術的な文章に適した論理展開で書くことができる。
5. 適切な引用方法やデータの提示方法がわかる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 各回で学んだこと（書式、表記、文体、展開等）に沿って書ける。（課題作文）
2. 各回で学んだことを総合してまとまりのある文章が書ける。（定期試験）
[成績評価の方法]
平常点（課題作文および模擬レポートの提出）50％、期末試験50％の割合で評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
指定されたクラスで履修すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
配布プリント、および、自分の書いた課題作文を、いつでも参照できる状態で保管するためのファイル（A4
サイズ）を準備すること。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
提出物は、添削、評価して次回の授業時に返却する。返却時に、評価基準を説明するとともに、必要に応じ
て修正や書き直しの時間を設ける。
定期試験については、Juntendo Passportを使って解説する。
[テキスト・参考書等]
テキストは使用せず、配布プリントを用いて講義を進める。以下の1〜3は、さらに発展的に学ぶための参考
書である。
1.大修館書店編集部編(2012)『大修館 最新国語表記ハンドブック』大修館書店
2.二通信子・大島弥生・佐藤勢紀子・因京子・山本富美子(2009)『留学生と日本人学生のためのレポート・論
文表現ハンドブック』東京大学出版会
3.大島弥生・池田玲子・大場理恵子・高橋淑郎・岩田夏穂(2005)『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２版―
プロセス重視のレポート作成―』ひつじ書房
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：大野早苗
E‑mail：sanaeo[at]juntendo.ac.jp
※[at]を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：前期期間中の木曜日12:20〜14:00
場所：1号館3階1336号室
備考
[学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
[その他]
特になし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
大野
1
［授業内容］
テーマ：わかりやすい文章を書
くために、どのような知識や技
能が必要かを理解する。

2

3

大野

大野

［授業方法］
話し言葉と書き言葉の違いにつ
いて解説する。その後、学生同
士ペアになり、与えられた課題
をもとに互いの書いた文章を読
み合う。
［授業内容］
テーマ：見やすい文書を作成す
るための基礎として、原稿用紙
の使い方を覚える。読みやすい
（見やすい）文を書くために、
漢字、平仮名、片仮名の使い分
けのルールを知る。
［授業方法］
原稿用紙の使い方、表記のルー
ルを説明する。説明されたルー
ルに則って、前回の復習として
書いた作文を見直し、書式、表
記を整える練習をする。
［授業内容］
テーマ：日本語の文章にはさま
ざまな文体があることを知る。
レポートや論文などに適した文
体を知る。
［授業方法］
日本語の文体、特に常体と敬体
の使い分けについて解説する。
話し言葉から書き言葉へ、敬体
から常体への書き換える練習問
題をする。学生同士ペアになっ
て、練習問題を互いにチェック
する。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：1時間）
シラバス全体に目を通し、授業の目的と進め方を
確認しておく。
（復習：3時間）
授業中に指示されたテーマ、字数で作文を書く。

（予習：1.5時間）
インターネットの情報などを利用して、原稿用紙
の基本的な使い方を確認する。
参考図書『大修館 最新国語表記ハンドブック』
や以下の文部科学省ホームページなどを参考に、
文字・表記の基礎について確認する。
{http://www.mext.go.jp/b̲menu/hakusho/nc/k19
860701001/k19860701001.html}
（復習：2.5時間）
課題文をレポートらしい書式、表記で書き直す（
課題文は授業中に示す）。

（予習：1時間）
大学で書くレポートにはどのような文体がふさわ
しいかを調べる。
（復習：3時間）
課題文をレポートらしい文体に書き換える（課題
文は授業中に示す）。

4

大野

5

大野

6

大野

7

大野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文の構造を意識して、 文化庁による国語に関する世論調査などから、誤
用が増えた表現や意味の変化が見られる表現につ
正確な文を書く。
いての知識を得る。
{http://www.bunka.go.jp/tokei̲hakusho̲shuppa
［授業方法］
いわゆる「ねじれ文」や陳述の n/tokeichosa/kokugo̲yoronchosa/index.html}
副詞と文末の呼応の誤りなど、
間違いやすい文法項目を確認す （復習：3時間）
授業時間内に解いた練習問題を見直し、文法に関
る。
誤文訂正などの練習問題を解く する知識の定着を図る。
ことを通して、正しく文を書く
習慣を身に付ける。
［授業内容］中心文、支持文と （予習：1時間）
いう区別を用いることによって 新聞や雑誌、教科書等、身の回りにある文書を読
段落内の構成を整える方法を知 み、どのように段落分けがなされているかを確認
する。
る。
テーマ：中心文、支持文とはど
（復習：3時間）
ういうものか解説する。
与えられたテーマについて、中心文と支持文を明
確にして、自分の意見を述べた文を書く。
［授業方法］
実際に文章を読み、文中のそれ
ぞれの段落の中のどの文が中心
文か、また、どのような支持文
が用いられているかを確認する
。
中心文、支持文を意識して、短
い説明文を書く練習をする。そ
の後、学生同士のペアで書いた
ものを交換し、わかりやすさを
チェックする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文章を書くときの情報 報告の文章の題材とできるように、試合や競技会
などのデータをできるだけ整理して準備する。
整理の仕方を練習する。
［授業方法］
自分が参加した、あるいは観戦
した試合や競技大会などの結果
を報告するために必要な情報は
何かを考え、メモを作成する。
学生同士ペアになって、互いの
メモを読み合い、情報に過不足
がないか確認する。
［授業内容］
テーマ：他者の言説を引用して
書く方法を学ぶ。

（復習：3時間）
授業中に整理した情報をもとに、報告の文章を書
く。

（予習：1時間）
参考図書『留学生と日本人学生のためのレポート
・論文表現ハンドブック』pp.69‑75を参考に、引
用の方法の基本を理解する。

［授業方法］
書籍や論文などについての情報 （復習：3時間）
（著者、発表年、出版社など） 自分の意見と他者の言説の区別に注意して、引用
をどのようにして得るかを知る を含む意見文を書く。
。
引用する際に必要な情報を示す
練習をする。
実際に引用文を書いてみる。
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8

大野

9

大野

10

大野

11

大野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：前時に引き続き、引用 引用を含む文章を書く準備として、興味のあるテ
を含む文章の書き方を学ぶ。 ーマについて書かれた文献を2つ以上探しておく
。
［授業方法］
引用するときによく用いられる （復習：3時間）
文型を使って引用の練習をする 興味のあるテーマについて2つ以上の言説を引用
し、それらの差異について論じる文章を書く。
。
実際に読んだ本から印象に残っ
たフレーズを引用した短文を書
く。学生同士ペアになって短文
を交換し、引用部分の示し方が
適切か確認する。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文中でデータ（数値） 興味のある競技の試合結果などの記録や報道を、
を紹介するには、どのようなこ データの示し方に注意して読む。
とに気をつけて書けばよいかを
（復習：3時間）
理解する。
予習の際に読んだ報道の1つを取り上げ、そこに
示されたデータを引用しながら自分の考えを述べ
［授業方法］
データを紹介するときに必要な る文章を書く。
情報は何かを考える。
データの説明をするときによく
用いられる文型を使って、実際
にデータを説明する文を書く練
習をする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：自分で取ったデータを 興味のある競技や調査の記録集、報告等を読み、
データがどのような手順で紹介されているかを確
説明する方法を知る。
認する。
［授業方法］
調査や実験で得たデータを説明 （復習：3時間）
する際に必要な情報は何かを考 クラス内で行った「ミニ調査」の結果を報告する
文章を書く。
える。
クラス内で実際に「ミニ調査（
例：読書状況調査など）」を行
う。その結果を整理し、他者に
調査の概要と結果を伝えるには
何を書けばよいかを考える。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：筋の通った文章を書く 授業で取り上げるトピックを前もって告知するの
ためには、何をどのような順序 で、それについて新聞や雑誌、インターネットな
で述べればよいかを理解する。 どで情報を収集する。
（復習：3時間）
［授業方法］
論の構成要素にはどのようなも 講義時間に作成した構成メモをもとに意見文を書
のがあるかを考える。特に、デ く。
ータを用いて主張の理由づけを
するには何に気をつけなければ
ならないかに注目する。
与えられたテーマについて自分
の考えをまとめる。その後、学
生同士ペアになって考えを述べ
合い、説得力があるか、どのよ
うな述べ方をすればよいか、足
りない情報はないか等を互いに
指摘し合う。その指摘をもとに
、自分の考えを意見文としてま
とめるための構成メモを作成す
る。
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［授業内容］
テーマ：大学で書くレポートに
はどのようなタイプがあるかを
知り、それぞれのタイプの基本
的な構成を知る。
［授業方法］
レポートのタイプと基本的な構
成について解説する。
サンプルレポートを読んで、そ
の構成を書き出してみる。
与えられたテーマでレポートを
書くとすれば、どのような準備
が必要かを学生同士のペアで話
し合う。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを作成す
る。
［授業方法］
レポートや論文などでよく用い
られる表現形式を紹介する。
前時の構成メモをもとに、表現
に気をつけて模擬レポートを作
成する。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを推敲し
、修正する。
［授業内容］
前時に書いた模擬レポートを学
生同士のペアで交換し、互いの
レポートを読む。コメントカー
ドに感想や意見、修正案等を書
く。コメントカードを参考に模
擬レポートを書き直す。
定期試験
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（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』を参考に、
レポートを書くプロセスを確認しておく。
（復習：3時間）
授業で用いたサンプルレポートをもう一度よく読
み、全体の構成を確認する。

（予習：3時間）
模擬レポートを作成する準備として、与えられた
テーマについて、情報収集をする。
（復習：4時間）
講義時に書いた模擬レポートを読み直し、わかり
にくい点はないか、書かれた情報に過不足はない
かを点検する。

（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』などを参考
に、書くことをピア（学生同士のペア等）で行う
意味を考える。
（復習：4時間）
推敲前の模擬レポートと修正後の模擬レポートを
見比べ、どのような点をペアの学生から指摘され
、どのように修正したのかを整理する。

授業科目名
英語科目名

国語表現法
Japanese Language and Rhetoric

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 沢野 美由紀
科目担当者
沢野美由紀
授業概要
[授業全体の内容]
文章には様々なジャンルがあるが、本講義では、レポートなどの学術的な文章に適した文体、構成、適切な
引用のための技術などを学び、書く力を養成する。
毎回の授業は、学習項目の説明、練習、課題作文の作成というサイクルで進められる。課題作文は200〜300
字程度の短いものから始め、最終的には1500字程度の長さでまとまった内容のものが書けることを目指す。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
書くことは、学んだことを記録するだけでなく、自らの知識として再構成することにつながる。授業を通し
て身に付けた書く力は、学部での学びの基礎となるものである。また、レポート等を書くことは、自分が何を
学び、何を考えたかを担当教員をはじめとする他者に伝えることであり、学びを進める上で重要なコミュニケ
ーションの一つとなる。
[授業の到達目標]
1. 適切な書式を用いて整った文書を作成することができる。
2. 適切な表記方法を用いて書くことができる。
3. レポートや論文などの学術的な文章に適した文体で書くことができる。
4. レポートや論文などの学術的な文章に適した論理展開で書くことができる。
5. 適切な引用方法やデータの提示方法がわかる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 各回で学んだこと（書式、表記、文体、展開等）に沿って書ける。（課題作文）
2. 各回で学んだことを総合してまとまりのある文章が書ける。（定期試験）
[成績評価の方法]
平常点（課題作文および模擬レポートの提出）50％、期末試験50％の割合で評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
指定されたクラスで履修すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
配布プリント、および、自分の書いた課題作文を、いつでも参照できる状態で保管するためのファイル（A4
サイズ）を準備すること。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
提出物は、添削、評価して次回の授業時に返却する。返却時に、評価基準を説明するとともに、必要に応じ
て修正や書き直しの時間を設ける。
定期試験については、Juntendo Passportを使って解説する。
[テキスト・参考書等]
テキストは使用せず、配布プリントを用いて講義を進める。以下の1〜3は、さらに発展的に学ぶための参考
書である。
1.大修館書店編集部編(2012)『大修館 最新国語表記ハンドブック』大修館書店
2.二通信子・大島弥生・佐藤勢紀子・因京子・山本富美子(2009)『留学生と日本人学生のためのレポート・論
文表現ハンドブック』東京大学出版会
3.大島弥生・池田玲子・大場理恵子・高橋淑郎・岩田夏穂(2005)『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２版―
プロセス重視のレポート作成―』ひつじ書房
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：大野早苗
E‑mail：sanaeo[at]juntendo.ac.jp
※[at]を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：前期期間中の木曜日12:20〜14:00
場所：1号館3階1336号室
備考
[学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
[その他]
特になし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
沢野
1
［授業内容］
テーマ：わかりやすい文章を書
くために、どのような知識や技
能が必要かを理解する。

2

3

沢野

沢野

［授業方法］
話し言葉と書き言葉の違いにつ
いて解説する。その後、学生同
士ペアになり、与えられた課題
をもとに互いの書いた文章を読
み合う。
［授業内容］
テーマ：見やすい文書を作成す
るための基礎として、原稿用紙
の使い方を覚える。読みやすい
（見やすい）文を書くために、
漢字、平仮名、片仮名の使い分
けのルールを知る。
［授業方法］
原稿用紙の使い方、表記のルー
ルを説明する。説明されたルー
ルに則って、前回の復習として
書いた作文を見直し、書式、表
記を整える練習をする。
［授業内容］
テーマ：日本語の文章にはさま
ざまな文体があることを知る。
レポートや論文などに適した文
体を知る。
［授業方法］
日本語の文体、特に常体と敬体
の使い分けについて解説する。
話し言葉から書き言葉へ、敬体
から常体への書き換える練習問
題をする。学生同士ペアになっ
て、練習問題を互いにチェック
する。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：1時間）
シラバス全体に目を通し、授業の目的と進め方を
確認しておく。
（復習：3時間）
授業中に指示されたテーマ、字数で作文を書く。

（予習：1.5時間）
インターネットの情報などを利用して、原稿用紙
の基本的な使い方を確認する。
参考図書『大修館 最新国語表記ハンドブック』
や以下の文部科学省ホームページなどを参考に、
文字・表記の基礎について確認する。
{http://www.mext.go.jp/b̲menu/hakusho/nc/k19
860701001/k19860701001.html}
（復習：2.5時間）
課題文をレポートらしい書式、表記で書き直す（
課題文は授業中に示す）。

（予習：1時間）
大学で書くレポートにはどのような文体がふさわ
しいかを調べる。
（復習：3時間）
課題文をレポートらしい文体に書き換える（課題
文は授業中に示す）。

4

沢野

5

沢野

6

沢野

7

沢野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文の構造を意識して、 文化庁による国語に関する世論調査などから、誤
用が増えた表現や意味の変化が見られる表現につ
正確な文を書く。
いての知識を得る。
{http://www.bunka.go.jp/tokei̲hakusho̲shuppa
［授業方法］
いわゆる「ねじれ文」や陳述の n/tokeichosa/kokugo̲yoronchosa/index.html}
副詞と文末の呼応の誤りなど、
間違いやすい文法項目を確認す （復習：3時間）
授業時間内に解いた練習問題を見直し、文法に関
る。
誤文訂正などの練習問題を解く する知識の定着を図る。
ことを通して、正しく文を書く
習慣を身に付ける。
［授業内容］中心文、支持文と （予習：1時間）
いう区別を用いることによって 新聞や雑誌、教科書等、身の回りにある文書を読
段落内の構成を整える方法を知 み、どのように段落分けがなされているかを確認
する。
る。
テーマ：中心文、支持文とはど
（復習：3時間）
ういうものか解説する。
与えられたテーマについて、中心文と支持文を明
確にして、自分の意見を述べた文を書く。
［授業方法］
実際に文章を読み、文中のそれ
ぞれの段落の中のどの文が中心
文か、また、どのような支持文
が用いられているかを確認する
。
中心文、支持文を意識して、短
い説明文を書く練習をする。そ
の後、学生同士のペアで書いた
ものを交換し、わかりやすさを
チェックする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文章を書くときの情報 報告の文章の題材とできるように、試合や競技会
などのデータをできるだけ整理して準備する。
整理の仕方を練習する。
［授業方法］
自分が参加した、あるいは観戦
した試合や競技大会などの結果
を報告するために必要な情報は
何かを考え、メモを作成する。
学生同士ペアになって、互いの
メモを読み合い、情報に過不足
がないか確認する。
［授業内容］
テーマ：他者の言説を引用して
書く方法を学ぶ。

（復習：3時間）
授業中に整理した情報をもとに、報告の文章を書
く。

（予習：1時間）
参考図書『留学生と日本人学生のためのレポート
・論文表現ハンドブック』pp.69‑75を参考に、引
用の方法の基本を理解する。

［授業方法］
書籍や論文などについての情報 （復習：3時間）
（著者、発表年、出版社など） 自分の意見と他者の言説の区別に注意して、引用
をどのようにして得るかを知る を含む意見文を書く。
。
引用する際に必要な情報を示す
練習をする。
実際に引用文を書いてみる。
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（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：前時に引き続き、引用 引用を含む文章を書く準備として、興味のあるテ
を含む文章の書き方を学ぶ。 ーマについて書かれた文献を2つ以上探しておく
。
［授業方法］
引用するときによく用いられる （復習：3時間）
文型を使って引用の練習をする 興味のあるテーマについて2つ以上の言説を引用
し、それらの差異について論じる文章を書く。
。
実際に読んだ本から印象に残っ
たフレーズを引用した短文を書
く。学生同士ペアになって短文
を交換し、引用部分の示し方が
適切か確認する。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文中でデータ（数値） 興味のある競技の試合結果などの記録や報道を、
を紹介するには、どのようなこ データの示し方に注意して読む。
とに気をつけて書けばよいかを
（復習：3時間）
理解する。
予習の際に読んだ報道の1つを取り上げ、そこに
示されたデータを引用しながら自分の考えを述べ
［授業方法］
データを紹介するときに必要な る文章を書く。
情報は何かを考える。
データの説明をするときによく
用いられる文型を使って、実際
にデータを説明する文を書く練
習をする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：自分で取ったデータを 興味のある競技や調査の記録集、報告等を読み、
データがどのような手順で紹介されているかを確
説明する方法を知る。
認する。
［授業方法］
調査や実験で得たデータを説明 （復習：3時間）
する際に必要な情報は何かを考 クラス内で行った「ミニ調査」の結果を報告する
文章を書く。
える。
クラス内で実際に「ミニ調査（
例：読書状況調査など）」を行
う。その結果を整理し、他者に
調査の概要と結果を伝えるには
何を書けばよいかを考える。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：筋の通った文章を書く 授業で取り上げるトピックを前もって告知するの
ためには、何をどのような順序 で、それについて新聞や雑誌、インターネットな
で述べればよいかを理解する。 どで情報を収集する。
（復習：3時間）
［授業方法］
論の構成要素にはどのようなも 講義時間に作成した構成メモをもとに意見文を書
のがあるかを考える。特に、デ く。
ータを用いて主張の理由づけを
するには何に気をつけなければ
ならないかに注目する。
与えられたテーマについて自分
の考えをまとめる。その後、学
生同士ペアになって考えを述べ
合い、説得力があるか、どのよ
うな述べ方をすればよいか、足
りない情報はないか等を互いに
指摘し合う。その指摘をもとに
、自分の考えを意見文としてま
とめるための構成メモを作成す
る。
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［授業内容］
テーマ：大学で書くレポートに
はどのようなタイプがあるかを
知り、それぞれのタイプの基本
的な構成を知る。
［授業方法］
レポートのタイプと基本的な構
成について解説する。
サンプルレポートを読んで、そ
の構成を書き出してみる。
与えられたテーマでレポートを
書くとすれば、どのような準備
が必要かを学生同士のペアで話
し合う。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを作成す
る。
［授業方法］
レポートや論文などでよく用い
られる表現形式を紹介する。
前時の構成メモをもとに、表現
に気をつけて模擬レポートを作
成する。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを推敲し
、修正する。
［授業内容］
前時に書いた模擬レポートを学
生同士のペアで交換し、互いの
レポートを読む。コメントカー
ドに感想や意見、修正案等を書
く。コメントカードを参考に模
擬レポートを書き直す。
定期試験
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（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』を参考に、
レポートを書くプロセスを確認しておく。
（復習：3時間）
授業で用いたサンプルレポートをもう一度よく読
み、全体の構成を確認する。

（予習：3時間）
模擬レポートを作成する準備として、与えられた
テーマについて、情報収集をする。
（復習：4時間）
講義時に書いた模擬レポートを読み直し、わかり
にくい点はないか、書かれた情報に過不足はない
かを点検する。

（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』などを参考
に、書くことをピア（学生同士のペア等）で行う
意味を考える。
（復習：4時間）
推敲前の模擬レポートと修正後の模擬レポートを
見比べ、どのような点をペアの学生から指摘され
、どのように修正したのかを整理する。

授業科目名
英語科目名

国語表現法
Japanese Language and Rhetoric

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

大野

早苗

授業概要
[授業全体の内容]
文章には様々なジャンルがあるが、本講義では、レポートなどの学術的な文章に適した文体、構成、適切な
引用のための技術などを学び、書く力を養成する。
毎回の授業は、学習項目の説明、練習、課題作文の作成というサイクルで進められる。課題作文は200〜300
字程度の短いものから始め、最終的には1500字程度の長さでまとまった内容のものが書けることを目指す。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
書くことは、学んだことを記録するだけでなく、自らの知識として再構成することにつながる。授業を通し
て身に付けた書く力は、学部での学びの基礎となるものである。また、レポート等を書くことは、自分が何を
学び、何を考えたかを担当教員をはじめとする他者に伝えることであり、学びを進める上で重要なコミュニケ
ーションの一つとなる。
[授業の到達目標]
1. 適切な書式を用いて整った文書を作成することができる。
2. 適切な表記方法を用いて書くことができる。
3. レポートや論文などの学術的な文章に適した文体で書くことができる。
4. レポートや論文などの学術的な文章に適した論理展開で書くことができる。
5. 適切な引用方法やデータの提示方法がわかる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 各回で学んだこと（書式、表記、文体、展開等）に沿って書ける。（課題作文）
2. 各回で学んだことを総合してまとまりのある文章が書ける。（定期試験）
[成績評価の方法]
平常点（課題作文および模擬レポートの提出）50％、期末試験50％の割合で評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
指定されたクラスで履修すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
配布プリント、および、自分の書いた課題作文を、いつでも参照できる状態で保管するためのファイル（A4
サイズ）を準備すること。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
提出物は、添削、評価して次回の授業時に返却する。返却時に、評価基準を説明するとともに、必要に応じ
て修正や書き直しの時間を設ける。
定期試験については、Juntendo Passportを使って解説する。
[テキスト・参考書等]
テキストは使用せず、配布プリントを用いて講義を進める。以下の1〜3は、さらに発展的に学ぶための参考
書である。
1.大修館書店編集部編(2012)『大修館 最新国語表記ハンドブック』大修館書店
2.二通信子・大島弥生・佐藤勢紀子・因京子・山本富美子(2009)『留学生と日本人学生のためのレポート・論
文表現ハンドブック』東京大学出版会
3.大島弥生・池田玲子・大場理恵子・高橋淑郎・岩田夏穂(2005)『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２版―
プロセス重視のレポート作成―』ひつじ書房
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：大野早苗
E‑mail：sanaeo[at]juntendo.ac.jp
※[at]を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：前期期間中の木曜日12:20〜14:00
場所：1号館3階1336号室
備考
[学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
[その他]
特になし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
大野
1
［授業内容］
テーマ：わかりやすい文章を書
くために、どのような知識や技
能が必要かを理解する。

2

3

大野

大野

［授業方法］
話し言葉と書き言葉の違いにつ
いて解説する。その後、学生同
士ペアになり、与えられた課題
をもとに互いの書いた文章を読
み合う。
［授業内容］
テーマ：見やすい文書を作成す
るための基礎として、原稿用紙
の使い方を覚える。読みやすい
（見やすい）文を書くために、
漢字、平仮名、片仮名の使い分
けのルールを知る。
［授業方法］
原稿用紙の使い方、表記のルー
ルを説明する。説明されたルー
ルに則って、前回の復習として
書いた作文を見直し、書式、表
記を整える練習をする。
［授業内容］
テーマ：日本語の文章にはさま
ざまな文体があることを知る。
レポートや論文などに適した文
体を知る。
［授業方法］
日本語の文体、特に常体と敬体
の使い分けについて解説する。
話し言葉から書き言葉へ、敬体
から常体への書き換える練習問
題をする。学生同士ペアになっ
て、練習問題を互いにチェック
する。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：1時間）
シラバス全体に目を通し、授業の目的と進め方を
確認しておく。
（復習：3時間）
授業中に指示されたテーマ、字数で作文を書く。

（予習：1.5時間）
インターネットの情報などを利用して、原稿用紙
の基本的な使い方を確認する。
参考図書『大修館 最新国語表記ハンドブック』
や以下の文部科学省ホームページなどを参考に、
文字・表記の基礎について確認する。
{http://www.mext.go.jp/b̲menu/hakusho/nc/k19
860701001/k19860701001.html}
（復習：2.5時間）
課題文をレポートらしい書式、表記で書き直す（
課題文は授業中に示す）。

（予習：1時間）
大学で書くレポートにはどのような文体がふさわ
しいかを調べる。
（復習：3時間）
課題文をレポートらしい文体に書き換える（課題
文は授業中に示す）。

4

大野

5

大野

6

大野

7

大野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文の構造を意識して、 文化庁による国語に関する世論調査などから、誤
用が増えた表現や意味の変化が見られる表現につ
正確な文を書く。
いての知識を得る。
{http://www.bunka.go.jp/tokei̲hakusho̲shuppa
［授業方法］
いわゆる「ねじれ文」や陳述の n/tokeichosa/kokugo̲yoronchosa/index.html}
副詞と文末の呼応の誤りなど、
間違いやすい文法項目を確認す （復習：3時間）
授業時間内に解いた練習問題を見直し、文法に関
る。
誤文訂正などの練習問題を解く する知識の定着を図る。
ことを通して、正しく文を書く
習慣を身に付ける。
［授業内容］中心文、支持文と （予習：1時間）
いう区別を用いることによって 新聞や雑誌、教科書等、身の回りにある文書を読
段落内の構成を整える方法を知 み、どのように段落分けがなされているかを確認
する。
る。
テーマ：中心文、支持文とはど
（復習：3時間）
ういうものか解説する。
与えられたテーマについて、中心文と支持文を明
確にして、自分の意見を述べた文を書く。
［授業方法］
実際に文章を読み、文中のそれ
ぞれの段落の中のどの文が中心
文か、また、どのような支持文
が用いられているかを確認する
。
中心文、支持文を意識して、短
い説明文を書く練習をする。そ
の後、学生同士のペアで書いた
ものを交換し、わかりやすさを
チェックする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文章を書くときの情報 報告の文章の題材とできるように、試合や競技会
などのデータをできるだけ整理して準備する。
整理の仕方を練習する。
［授業方法］
自分が参加した、あるいは観戦
した試合や競技大会などの結果
を報告するために必要な情報は
何かを考え、メモを作成する。
学生同士ペアになって、互いの
メモを読み合い、情報に過不足
がないか確認する。
［授業内容］
テーマ：他者の言説を引用して
書く方法を学ぶ。

（復習：3時間）
授業中に整理した情報をもとに、報告の文章を書
く。

（予習：1時間）
参考図書『留学生と日本人学生のためのレポート
・論文表現ハンドブック』pp.69‑75を参考に、引
用の方法の基本を理解する。

［授業方法］
書籍や論文などについての情報 （復習：3時間）
（著者、発表年、出版社など） 自分の意見と他者の言説の区別に注意して、引用
をどのようにして得るかを知る を含む意見文を書く。
。
引用する際に必要な情報を示す
練習をする。
実際に引用文を書いてみる。
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8

大野

9

大野

10

大野

11

大野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：前時に引き続き、引用 引用を含む文章を書く準備として、興味のあるテ
を含む文章の書き方を学ぶ。 ーマについて書かれた文献を2つ以上探しておく
。
［授業方法］
引用するときによく用いられる （復習：3時間）
文型を使って引用の練習をする 興味のあるテーマについて2つ以上の言説を引用
し、それらの差異について論じる文章を書く。
。
実際に読んだ本から印象に残っ
たフレーズを引用した短文を書
く。学生同士ペアになって短文
を交換し、引用部分の示し方が
適切か確認する。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文中でデータ（数値） 興味のある競技の試合結果などの記録や報道を、
を紹介するには、どのようなこ データの示し方に注意して読む。
とに気をつけて書けばよいかを
（復習：3時間）
理解する。
予習の際に読んだ報道の1つを取り上げ、そこに
示されたデータを引用しながら自分の考えを述べ
［授業方法］
データを紹介するときに必要な る文章を書く。
情報は何かを考える。
データの説明をするときによく
用いられる文型を使って、実際
にデータを説明する文を書く練
習をする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：自分で取ったデータを 興味のある競技や調査の記録集、報告等を読み、
データがどのような手順で紹介されているかを確
説明する方法を知る。
認する。
［授業方法］
調査や実験で得たデータを説明 （復習：3時間）
する際に必要な情報は何かを考 クラス内で行った「ミニ調査」の結果を報告する
文章を書く。
える。
クラス内で実際に「ミニ調査（
例：読書状況調査など）」を行
う。その結果を整理し、他者に
調査の概要と結果を伝えるには
何を書けばよいかを考える。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：筋の通った文章を書く 授業で取り上げるトピックを前もって告知するの
ためには、何をどのような順序 で、それについて新聞や雑誌、インターネットな
で述べればよいかを理解する。 どで情報を収集する。
（復習：3時間）
［授業方法］
論の構成要素にはどのようなも 講義時間に作成した構成メモをもとに意見文を書
のがあるかを考える。特に、デ く。
ータを用いて主張の理由づけを
するには何に気をつけなければ
ならないかに注目する。
与えられたテーマについて自分
の考えをまとめる。その後、学
生同士ペアになって考えを述べ
合い、説得力があるか、どのよ
うな述べ方をすればよいか、足
りない情報はないか等を互いに
指摘し合う。その指摘をもとに
、自分の考えを意見文としてま
とめるための構成メモを作成す
る。
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12

13

14

大野

大野

大野

大野

［授業内容］
テーマ：大学で書くレポートに
はどのようなタイプがあるかを
知り、それぞれのタイプの基本
的な構成を知る。
［授業方法］
レポートのタイプと基本的な構
成について解説する。
サンプルレポートを読んで、そ
の構成を書き出してみる。
与えられたテーマでレポートを
書くとすれば、どのような準備
が必要かを学生同士のペアで話
し合う。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを作成す
る。
［授業方法］
レポートや論文などでよく用い
られる表現形式を紹介する。
前時の構成メモをもとに、表現
に気をつけて模擬レポートを作
成する。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを推敲し
、修正する。
［授業内容］
前時に書いた模擬レポートを学
生同士のペアで交換し、互いの
レポートを読む。コメントカー
ドに感想や意見、修正案等を書
く。コメントカードを参考に模
擬レポートを書き直す。
定期試験
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（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』を参考に、
レポートを書くプロセスを確認しておく。
（復習：3時間）
授業で用いたサンプルレポートをもう一度よく読
み、全体の構成を確認する。

（予習：3時間）
模擬レポートを作成する準備として、与えられた
テーマについて、情報収集をする。
（復習：4時間）
講義時に書いた模擬レポートを読み直し、わかり
にくい点はないか、書かれた情報に過不足はない
かを点検する。

（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』などを参考
に、書くことをピア（学生同士のペア等）で行う
意味を考える。
（復習：4時間）
推敲前の模擬レポートと修正後の模擬レポートを
見比べ、どのような点をペアの学生から指摘され
、どのように修正したのかを整理する。

授業科目名
英語科目名

国語表現法
Japanese Language and Rhetoric

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

沢野

美由紀

授業概要
[授業全体の内容]
文章には様々なジャンルがあるが、本講義では、レポートなどの学術的な文章に適した文体、構成、適切な
引用のための技術などを学び、書く力を養成する。
毎回の授業は、学習項目の説明、練習、課題作文の作成というサイクルで進められる。課題作文は200〜300
字程度の短いものから始め、最終的には1500字程度の長さでまとまった内容のものが書けることを目指す。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
書くことは、学んだことを記録するだけでなく、自らの知識として再構成することにつながる。授業を通し
て身に付けた書く力は、学部での学びの基礎となるものである。また、レポート等を書くことは、自分が何を
学び、何を考えたかを担当教員をはじめとする他者に伝えることであり、学びを進める上で重要なコミュニケ
ーションの一つとなる。
[授業の到達目標]
1. 適切な書式を用いて整った文書を作成することができる。
2. 適切な表記方法を用いて書くことができる。
3. レポートや論文などの学術的な文章に適した文体で書くことができる。
4. レポートや論文などの学術的な文章に適した論理展開で書くことができる。
5. 適切な引用方法やデータの提示方法がわかる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 各回で学んだこと（書式、表記、文体、展開等）に沿って書ける。（課題作文）
2. 各回で学んだことを総合してまとまりのある文章が書ける。（定期試験）
[成績評価の方法]
平常点（課題作文および模擬レポートの提出）50％、期末試験50％の割合で評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
指定されたクラスで履修すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
配布プリント、および、自分の書いた課題作文を、いつでも参照できる状態で保管するためのファイル（A4
サイズ）を準備すること。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
提出物は、添削、評価して次回の授業時に返却する。返却時に、評価基準を説明するとともに、必要に応じ
て修正や書き直しの時間を設ける。
定期試験については、Juntendo Passportを使って解説する。
[テキスト・参考書等]
テキストは使用せず、配布プリントを用いて講義を進める。以下の1〜3は、さらに発展的に学ぶための参考
書である。
1.大修館書店編集部編(2012)『大修館 最新国語表記ハンドブック』大修館書店
2.二通信子・大島弥生・佐藤勢紀子・因京子・山本富美子(2009)『留学生と日本人学生のためのレポート・論
文表現ハンドブック』東京大学出版会
3.大島弥生・池田玲子・大場理恵子・高橋淑郎・岩田夏穂(2005)『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２版―
プロセス重視のレポート作成―』ひつじ書房
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：大野早苗
E‑mail：sanaeo[at]juntendo.ac.jp
※[at]を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：前期期間中の木曜日12:20〜14:00
場所：1号館3階1336号室
備考
[学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
[その他]
特になし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
沢野
1
［授業内容］
テーマ：わかりやすい文章を書
くために、どのような知識や技
能が必要かを理解する。

2

3

沢野

沢野

［授業方法］
話し言葉と書き言葉の違いにつ
いて解説する。その後、学生同
士ペアになり、与えられた課題
をもとに互いの書いた文章を読
み合う。
［授業内容］
テーマ：見やすい文書を作成す
るための基礎として、原稿用紙
の使い方を覚える。読みやすい
（見やすい）文を書くために、
漢字、平仮名、片仮名の使い分
けのルールを知る。
［授業方法］
原稿用紙の使い方、表記のルー
ルを説明する。説明されたルー
ルに則って、前回の復習として
書いた作文を見直し、書式、表
記を整える練習をする。
［授業内容］
テーマ：日本語の文章にはさま
ざまな文体があることを知る。
レポートや論文などに適した文
体を知る。
［授業方法］
日本語の文体、特に常体と敬体
の使い分けについて解説する。
話し言葉から書き言葉へ、敬体
から常体への書き換える練習問
題をする。学生同士ペアになっ
て、練習問題を互いにチェック
する。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：1時間）
シラバス全体に目を通し、授業の目的と進め方を
確認しておく。
（復習：3時間）
授業中に指示されたテーマ、字数で作文を書く。

（予習：1.5時間）
インターネットの情報などを利用して、原稿用紙
の基本的な使い方を確認する。
参考図書『大修館 最新国語表記ハンドブック』
や以下の文部科学省ホームページなどを参考に、
文字・表記の基礎について確認する。
{http://www.mext.go.jp/b̲menu/hakusho/nc/k19
860701001/k19860701001.html}
（復習：2.5時間）
課題文をレポートらしい書式、表記で書き直す（
課題文は授業中に示す）。

（予習：1時間）
大学で書くレポートにはどのような文体がふさわ
しいかを調べる。
（復習：3時間）
課題文をレポートらしい文体に書き換える（課題
文は授業中に示す）。

4

沢野

5

沢野

6

沢野

7

沢野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文の構造を意識して、 文化庁による国語に関する世論調査などから、誤
用が増えた表現や意味の変化が見られる表現につ
正確な文を書く。
いての知識を得る。
{http://www.bunka.go.jp/tokei̲hakusho̲shuppa
［授業方法］
いわゆる「ねじれ文」や陳述の n/tokeichosa/kokugo̲yoronchosa/index.html}
副詞と文末の呼応の誤りなど、
間違いやすい文法項目を確認す （復習：3時間）
授業時間内に解いた練習問題を見直し、文法に関
る。
誤文訂正などの練習問題を解く する知識の定着を図る。
ことを通して、正しく文を書く
習慣を身に付ける。
［授業内容］中心文、支持文と （予習：1時間）
いう区別を用いることによって 新聞や雑誌、教科書等、身の回りにある文書を読
段落内の構成を整える方法を知 み、どのように段落分けがなされているかを確認
する。
る。
テーマ：中心文、支持文とはど
（復習：3時間）
ういうものか解説する。
与えられたテーマについて、中心文と支持文を明
確にして、自分の意見を述べた文を書く。
［授業方法］
実際に文章を読み、文中のそれ
ぞれの段落の中のどの文が中心
文か、また、どのような支持文
が用いられているかを確認する
。
中心文、支持文を意識して、短
い説明文を書く練習をする。そ
の後、学生同士のペアで書いた
ものを交換し、わかりやすさを
チェックする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文章を書くときの情報 報告の文章の題材とできるように、試合や競技会
などのデータをできるだけ整理して準備する。
整理の仕方を練習する。
［授業方法］
自分が参加した、あるいは観戦
した試合や競技大会などの結果
を報告するために必要な情報は
何かを考え、メモを作成する。
学生同士ペアになって、互いの
メモを読み合い、情報に過不足
がないか確認する。
［授業内容］
テーマ：他者の言説を引用して
書く方法を学ぶ。

（復習：3時間）
授業中に整理した情報をもとに、報告の文章を書
く。

（予習：1時間）
参考図書『留学生と日本人学生のためのレポート
・論文表現ハンドブック』pp.69‑75を参考に、引
用の方法の基本を理解する。

［授業方法］
書籍や論文などについての情報 （復習：3時間）
（著者、発表年、出版社など） 自分の意見と他者の言説の区別に注意して、引用
をどのようにして得るかを知る を含む意見文を書く。
。
引用する際に必要な情報を示す
練習をする。
実際に引用文を書いてみる。
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8

沢野

9

沢野

10

沢野

11

沢野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：前時に引き続き、引用 引用を含む文章を書く準備として、興味のあるテ
を含む文章の書き方を学ぶ。 ーマについて書かれた文献を2つ以上探しておく
。
［授業方法］
引用するときによく用いられる （復習：3時間）
文型を使って引用の練習をする 興味のあるテーマについて2つ以上の言説を引用
し、それらの差異について論じる文章を書く。
。
実際に読んだ本から印象に残っ
たフレーズを引用した短文を書
く。学生同士ペアになって短文
を交換し、引用部分の示し方が
適切か確認する。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文中でデータ（数値） 興味のある競技の試合結果などの記録や報道を、
を紹介するには、どのようなこ データの示し方に注意して読む。
とに気をつけて書けばよいかを
（復習：3時間）
理解する。
予習の際に読んだ報道の1つを取り上げ、そこに
示されたデータを引用しながら自分の考えを述べ
［授業方法］
データを紹介するときに必要な る文章を書く。
情報は何かを考える。
データの説明をするときによく
用いられる文型を使って、実際
にデータを説明する文を書く練
習をする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：自分で取ったデータを 興味のある競技や調査の記録集、報告等を読み、
データがどのような手順で紹介されているかを確
説明する方法を知る。
認する。
［授業方法］
調査や実験で得たデータを説明 （復習：3時間）
する際に必要な情報は何かを考 クラス内で行った「ミニ調査」の結果を報告する
文章を書く。
える。
クラス内で実際に「ミニ調査（
例：読書状況調査など）」を行
う。その結果を整理し、他者に
調査の概要と結果を伝えるには
何を書けばよいかを考える。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：筋の通った文章を書く 授業で取り上げるトピックを前もって告知するの
ためには、何をどのような順序 で、それについて新聞や雑誌、インターネットな
で述べればよいかを理解する。 どで情報を収集する。
（復習：3時間）
［授業方法］
論の構成要素にはどのようなも 講義時間に作成した構成メモをもとに意見文を書
のがあるかを考える。特に、デ く。
ータを用いて主張の理由づけを
するには何に気をつけなければ
ならないかに注目する。
与えられたテーマについて自分
の考えをまとめる。その後、学
生同士ペアになって考えを述べ
合い、説得力があるか、どのよ
うな述べ方をすればよいか、足
りない情報はないか等を互いに
指摘し合う。その指摘をもとに
、自分の考えを意見文としてま
とめるための構成メモを作成す
る。
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12

13

14

沢野

沢野

沢野

沢野

［授業内容］
テーマ：大学で書くレポートに
はどのようなタイプがあるかを
知り、それぞれのタイプの基本
的な構成を知る。
［授業方法］
レポートのタイプと基本的な構
成について解説する。
サンプルレポートを読んで、そ
の構成を書き出してみる。
与えられたテーマでレポートを
書くとすれば、どのような準備
が必要かを学生同士のペアで話
し合う。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを作成す
る。
［授業方法］
レポートや論文などでよく用い
られる表現形式を紹介する。
前時の構成メモをもとに、表現
に気をつけて模擬レポートを作
成する。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを推敲し
、修正する。
［授業内容］
前時に書いた模擬レポートを学
生同士のペアで交換し、互いの
レポートを読む。コメントカー
ドに感想や意見、修正案等を書
く。コメントカードを参考に模
擬レポートを書き直す。
定期試験
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（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』を参考に、
レポートを書くプロセスを確認しておく。
（復習：3時間）
授業で用いたサンプルレポートをもう一度よく読
み、全体の構成を確認する。

（予習：3時間）
模擬レポートを作成する準備として、与えられた
テーマについて、情報収集をする。
（復習：4時間）
講義時に書いた模擬レポートを読み直し、わかり
にくい点はないか、書かれた情報に過不足はない
かを点検する。

（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』などを参考
に、書くことをピア（学生同士のペア等）で行う
意味を考える。
（復習：4時間）
推敲前の模擬レポートと修正後の模擬レポートを
見比べ、どのような点をペアの学生から指摘され
、どのように修正したのかを整理する。

授業科目名
英語科目名

国語表現法
Japanese Language and Rhetoric

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 大野 早苗
科目担当者
大野早苗
授業概要
[授業全体の内容]
文章には様々なジャンルがあるが、本講義では、レポートなどの学術的な文章に適した文体、構成、適切な
引用のための技術などを学び、書く力を養成する。
毎回の授業は、学習項目の説明、練習、課題作文の作成というサイクルで進められる。課題作文は200〜300
字程度の短いものから始め、最終的には1500字程度の長さでまとまった内容のものが書けることを目指す。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
書くことは、学んだことを記録するだけでなく、自らの知識として再構成することにつながる。授業を通し
て身に付けた書く力は、学部での学びの基礎となるものである。また、レポート等を書くことは、自分が何を
学び、何を考えたかを担当教員をはじめとする他者に伝えることであり、学びを進める上で重要なコミュニケ
ーションの一つとなる。
[授業の到達目標]
1. 適切な書式を用いて整った文書を作成することができる。
2. 適切な表記方法を用いて書くことができる。
3. レポートや論文などの学術的な文章に適した文体で書くことができる。
4. レポートや論文などの学術的な文章に適した論理展開で書くことができる。
5. 適切な引用方法やデータの提示方法がわかる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 各回で学んだこと（書式、表記、文体、展開等）に沿って書ける。（課題作文）
2. 各回で学んだことを総合してまとまりのある文章が書ける。（定期試験）
[成績評価の方法]
平常点（課題作文および模擬レポートの提出）50％、期末試験50％の割合で評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
指定されたクラスで履修すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
配布プリント、および、自分の書いた課題作文を、いつでも参照できる状態で保管するためのファイル（A4
サイズ）を準備すること。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
提出物は、添削、評価して次回の授業時に返却する。返却時に、評価基準を説明するとともに、必要に応じ
て修正や書き直しの時間を設ける。
定期試験については、Juntendo Passportを使って解説する。
[テキスト・参考書等]
テキストは使用せず、配布プリントを用いて講義を進める。以下の1〜3は、さらに発展的に学ぶための参考
書である。
1.大修館書店編集部編(2012)『大修館 最新国語表記ハンドブック』大修館書店
2.二通信子・大島弥生・佐藤勢紀子・因京子・山本富美子(2009)『留学生と日本人学生のためのレポート・論
文表現ハンドブック』東京大学出版会
3.大島弥生・池田玲子・大場理恵子・高橋淑郎・岩田夏穂(2005)『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２版―
プロセス重視のレポート作成―』ひつじ書房
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：大野早苗
E‑mail：sanaeo[at]juntendo.ac.jp
※[at]を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：前期期間中の木曜日12:20〜14:00
場所：1号館3階1336号室
備考
[学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
[その他]
特になし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
大野
1
［授業内容］
テーマ：わかりやすい文章を書
くために、どのような知識や技
能が必要かを理解する。

2

3

大野

大野

［授業方法］
話し言葉と書き言葉の違いにつ
いて解説する。その後、学生同
士ペアになり、与えられた課題
をもとに互いの書いた文章を読
み合う。
［授業内容］
テーマ：見やすい文書を作成す
るための基礎として、原稿用紙
の使い方を覚える。読みやすい
（見やすい）文を書くために、
漢字、平仮名、片仮名の使い分
けのルールを知る。
［授業方法］
原稿用紙の使い方、表記のルー
ルを説明する。説明されたルー
ルに則って、前回の復習として
書いた作文を見直し、書式、表
記を整える練習をする。
［授業内容］
テーマ：日本語の文章にはさま
ざまな文体があることを知る。
レポートや論文などに適した文
体を知る。
［授業方法］
日本語の文体、特に常体と敬体
の使い分けについて解説する。
話し言葉から書き言葉へ、敬体
から常体への書き換える練習問
題をする。学生同士ペアになっ
て、練習問題を互いにチェック
する。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：1時間）
シラバス全体に目を通し、授業の目的と進め方を
確認しておく。
（復習：3時間）
授業中に指示されたテーマ、字数で作文を書く。

（予習：1.5時間）
インターネットの情報などを利用して、原稿用紙
の基本的な使い方を確認する。
参考図書『大修館 最新国語表記ハンドブック』
や以下の文部科学省ホームページなどを参考に、
文字・表記の基礎について確認する。
{http://www.mext.go.jp/b̲menu/hakusho/nc/k19
860701001/k19860701001.html}
（復習：2.5時間）
課題文をレポートらしい書式、表記で書き直す（
課題文は授業中に示す）。

（予習：1時間）
大学で書くレポートにはどのような文体がふさわ
しいかを調べる。
（復習：3時間）
課題文をレポートらしい文体に書き換える（課題
文は授業中に示す）。

4

大野

5

大野

6

大野

7

大野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文の構造を意識して、 文化庁による国語に関する世論調査などから、誤
用が増えた表現や意味の変化が見られる表現につ
正確な文を書く。
いての知識を得る。
{http://www.bunka.go.jp/tokei̲hakusho̲shuppa
［授業方法］
いわゆる「ねじれ文」や陳述の n/tokeichosa/kokugo̲yoronchosa/index.html}
副詞と文末の呼応の誤りなど、
間違いやすい文法項目を確認す （復習：3時間）
授業時間内に解いた練習問題を見直し、文法に関
る。
誤文訂正などの練習問題を解く する知識の定着を図る。
ことを通して、正しく文を書く
習慣を身に付ける。
［授業内容］中心文、支持文と （予習：1時間）
いう区別を用いることによって 新聞や雑誌、教科書等、身の回りにある文書を読
段落内の構成を整える方法を知 み、どのように段落分けがなされているかを確認
する。
る。
テーマ：中心文、支持文とはど
（復習：3時間）
ういうものか解説する。
与えられたテーマについて、中心文と支持文を明
確にして、自分の意見を述べた文を書く。
［授業方法］
実際に文章を読み、文中のそれ
ぞれの段落の中のどの文が中心
文か、また、どのような支持文
が用いられているかを確認する
。
中心文、支持文を意識して、短
い説明文を書く練習をする。そ
の後、学生同士のペアで書いた
ものを交換し、わかりやすさを
チェックする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文章を書くときの情報 報告の文章の題材とできるように、試合や競技会
などのデータをできるだけ整理して準備する。
整理の仕方を練習する。
［授業方法］
自分が参加した、あるいは観戦
した試合や競技大会などの結果
を報告するために必要な情報は
何かを考え、メモを作成する。
学生同士ペアになって、互いの
メモを読み合い、情報に過不足
がないか確認する。
［授業内容］
テーマ：他者の言説を引用して
書く方法を学ぶ。

（復習：3時間）
授業中に整理した情報をもとに、報告の文章を書
く。

（予習：1時間）
参考図書『留学生と日本人学生のためのレポート
・論文表現ハンドブック』pp.69‑75を参考に、引
用の方法の基本を理解する。

［授業方法］
書籍や論文などについての情報 （復習：3時間）
（著者、発表年、出版社など） 自分の意見と他者の言説の区別に注意して、引用
をどのようにして得るかを知る を含む意見文を書く。
。
引用する際に必要な情報を示す
練習をする。
実際に引用文を書いてみる。
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（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：前時に引き続き、引用 引用を含む文章を書く準備として、興味のあるテ
を含む文章の書き方を学ぶ。 ーマについて書かれた文献を2つ以上探しておく
。
［授業方法］
引用するときによく用いられる （復習：3時間）
文型を使って引用の練習をする 興味のあるテーマについて2つ以上の言説を引用
し、それらの差異について論じる文章を書く。
。
実際に読んだ本から印象に残っ
たフレーズを引用した短文を書
く。学生同士ペアになって短文
を交換し、引用部分の示し方が
適切か確認する。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文中でデータ（数値） 興味のある競技の試合結果などの記録や報道を、
を紹介するには、どのようなこ データの示し方に注意して読む。
とに気をつけて書けばよいかを
（復習：3時間）
理解する。
予習の際に読んだ報道の1つを取り上げ、そこに
示されたデータを引用しながら自分の考えを述べ
［授業方法］
データを紹介するときに必要な る文章を書く。
情報は何かを考える。
データの説明をするときによく
用いられる文型を使って、実際
にデータを説明する文を書く練
習をする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：自分で取ったデータを 興味のある競技や調査の記録集、報告等を読み、
データがどのような手順で紹介されているかを確
説明する方法を知る。
認する。
［授業方法］
調査や実験で得たデータを説明 （復習：3時間）
する際に必要な情報は何かを考 クラス内で行った「ミニ調査」の結果を報告する
文章を書く。
える。
クラス内で実際に「ミニ調査（
例：読書状況調査など）」を行
う。その結果を整理し、他者に
調査の概要と結果を伝えるには
何を書けばよいかを考える。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：筋の通った文章を書く 授業で取り上げるトピックを前もって告知するの
ためには、何をどのような順序 で、それについて新聞や雑誌、インターネットな
で述べればよいかを理解する。 どで情報を収集する。
（復習：3時間）
［授業方法］
論の構成要素にはどのようなも 講義時間に作成した構成メモをもとに意見文を書
のがあるかを考える。特に、デ く。
ータを用いて主張の理由づけを
するには何に気をつけなければ
ならないかに注目する。
与えられたテーマについて自分
の考えをまとめる。その後、学
生同士ペアになって考えを述べ
合い、説得力があるか、どのよ
うな述べ方をすればよいか、足
りない情報はないか等を互いに
指摘し合う。その指摘をもとに
、自分の考えを意見文としてま
とめるための構成メモを作成す
る。
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［授業内容］
テーマ：大学で書くレポートに
はどのようなタイプがあるかを
知り、それぞれのタイプの基本
的な構成を知る。
［授業方法］
レポートのタイプと基本的な構
成について解説する。
サンプルレポートを読んで、そ
の構成を書き出してみる。
与えられたテーマでレポートを
書くとすれば、どのような準備
が必要かを学生同士のペアで話
し合う。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを作成す
る。
［授業方法］
レポートや論文などでよく用い
られる表現形式を紹介する。
前時の構成メモをもとに、表現
に気をつけて模擬レポートを作
成する。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを推敲し
、修正する。
［授業内容］
前時に書いた模擬レポートを学
生同士のペアで交換し、互いの
レポートを読む。コメントカー
ドに感想や意見、修正案等を書
く。コメントカードを参考に模
擬レポートを書き直す。
定期試験
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（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』を参考に、
レポートを書くプロセスを確認しておく。
（復習：3時間）
授業で用いたサンプルレポートをもう一度よく読
み、全体の構成を確認する。

（予習：3時間）
模擬レポートを作成する準備として、与えられた
テーマについて、情報収集をする。
（復習：4時間）
講義時に書いた模擬レポートを読み直し、わかり
にくい点はないか、書かれた情報に過不足はない
かを点検する。

（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』などを参考
に、書くことをピア（学生同士のペア等）で行う
意味を考える。
（復習：4時間）
推敲前の模擬レポートと修正後の模擬レポートを
見比べ、どのような点をペアの学生から指摘され
、どのように修正したのかを整理する。

授業科目名
英語科目名

国語表現法
Japanese Language and Rhetoric

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

沢野

美由紀

授業概要
[授業全体の内容]
文章には様々なジャンルがあるが、本講義では、レポートなどの学術的な文章に適した文体、構成、適切な
引用のための技術などを学び、書く力を養成する。
毎回の授業は、学習項目の説明、練習、課題作文の作成というサイクルで進められる。課題作文は200〜300
字程度の短いものから始め、最終的には1500字程度の長さでまとまった内容のものが書けることを目指す。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
書くことは、学んだことを記録するだけでなく、自らの知識として再構成することにつながる。授業を通し
て身に付けた書く力は、学部での学びの基礎となるものである。また、レポート等を書くことは、自分が何を
学び、何を考えたかを担当教員をはじめとする他者に伝えることであり、学びを進める上で重要なコミュニケ
ーションの一つとなる。
[授業の到達目標]
1. 適切な書式を用いて整った文書を作成することができる。
2. 適切な表記方法を用いて書くことができる。
3. レポートや論文などの学術的な文章に適した文体で書くことができる。
4. レポートや論文などの学術的な文章に適した論理展開で書くことができる。
5. 適切な引用方法やデータの提示方法がわかる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 各回で学んだこと（書式、表記、文体、展開等）に沿って書ける。（課題作文）
2. 各回で学んだことを総合してまとまりのある文章が書ける。（定期試験）
[成績評価の方法]
平常点（課題作文および模擬レポートの提出）50％、期末試験50％の割合で評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
指定されたクラスで履修すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
配布プリント、および、自分の書いた課題作文を、いつでも参照できる状態で保管するためのファイル（A4
サイズ）を準備すること。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
提出物は、添削、評価して次回の授業時に返却する。返却時に、評価基準を説明するとともに、必要に応じ
て修正や書き直しの時間を設ける。
定期試験については、Juntendo Passportを使って解説する。
[テキスト・参考書等]
テキストは使用せず、配布プリントを用いて講義を進める。以下の1〜3は、さらに発展的に学ぶための参考
書である。
1.大修館書店編集部編(2012)『大修館 最新国語表記ハンドブック』大修館書店
2.二通信子・大島弥生・佐藤勢紀子・因京子・山本富美子(2009)『留学生と日本人学生のためのレポート・論
文表現ハンドブック』東京大学出版会
3.大島弥生・池田玲子・大場理恵子・高橋淑郎・岩田夏穂(2005)『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２版―
プロセス重視のレポート作成―』ひつじ書房
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：大野早苗
E‑mail：sanaeo[at]juntendo.ac.jp
※[at]を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：前期期間中の木曜日12:20〜14:00
場所：1号館3階1336号室
備考
[学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
[その他]
特になし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
沢野
1
［授業内容］
テーマ：わかりやすい文章を書
くために、どのような知識や技
能が必要かを理解する。

2

3

沢野

沢野

［授業方法］
話し言葉と書き言葉の違いにつ
いて解説する。その後、学生同
士ペアになり、与えられた課題
をもとに互いの書いた文章を読
み合う。
［授業内容］
テーマ：見やすい文書を作成す
るための基礎として、原稿用紙
の使い方を覚える。読みやすい
（見やすい）文を書くために、
漢字、平仮名、片仮名の使い分
けのルールを知る。
［授業方法］
原稿用紙の使い方、表記のルー
ルを説明する。説明されたルー
ルに則って、前回の復習として
書いた作文を見直し、書式、表
記を整える練習をする。
［授業内容］
テーマ：日本語の文章にはさま
ざまな文体があることを知る。
レポートや論文などに適した文
体を知る。
［授業方法］
日本語の文体、特に常体と敬体
の使い分けについて解説する。
話し言葉から書き言葉へ、敬体
から常体への書き換える練習問
題をする。学生同士ペアになっ
て、練習問題を互いにチェック
する。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：1時間）
シラバス全体に目を通し、授業の目的と進め方を
確認しておく。
（復習：3時間）
授業中に指示されたテーマ、字数で作文を書く。

（予習：1.5時間）
インターネットの情報などを利用して、原稿用紙
の基本的な使い方を確認する。
参考図書『大修館 最新国語表記ハンドブック』
や以下の文部科学省ホームページなどを参考に、
文字・表記の基礎について確認する。
{http://www.mext.go.jp/b̲menu/hakusho/nc/k19
860701001/k19860701001.html}
（復習：2.5時間）
課題文をレポートらしい書式、表記で書き直す（
課題文は授業中に示す）。

（予習：1時間）
大学で書くレポートにはどのような文体がふさわ
しいかを調べる。
（復習：3時間）
課題文をレポートらしい文体に書き換える（課題
文は授業中に示す）。

4

沢野

5

沢野

6

沢野

7

沢野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文の構造を意識して、 文化庁による国語に関する世論調査などから、誤
用が増えた表現や意味の変化が見られる表現につ
正確な文を書く。
いての知識を得る。
{http://www.bunka.go.jp/tokei̲hakusho̲shuppa
［授業方法］
いわゆる「ねじれ文」や陳述の n/tokeichosa/kokugo̲yoronchosa/index.html}
副詞と文末の呼応の誤りなど、
間違いやすい文法項目を確認す （復習：3時間）
授業時間内に解いた練習問題を見直し、文法に関
る。
誤文訂正などの練習問題を解く する知識の定着を図る。
ことを通して、正しく文を書く
習慣を身に付ける。
［授業内容］中心文、支持文と （予習：1時間）
いう区別を用いることによって 新聞や雑誌、教科書等、身の回りにある文書を読
段落内の構成を整える方法を知 み、どのように段落分けがなされているかを確認
する。
る。
テーマ：中心文、支持文とはど
（復習：3時間）
ういうものか解説する。
与えられたテーマについて、中心文と支持文を明
確にして、自分の意見を述べた文を書く。
［授業方法］
実際に文章を読み、文中のそれ
ぞれの段落の中のどの文が中心
文か、また、どのような支持文
が用いられているかを確認する
。
中心文、支持文を意識して、短
い説明文を書く練習をする。そ
の後、学生同士のペアで書いた
ものを交換し、わかりやすさを
チェックする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文章を書くときの情報 報告の文章の題材とできるように、試合や競技会
などのデータをできるだけ整理して準備する。
整理の仕方を練習する。
［授業方法］
自分が参加した、あるいは観戦
した試合や競技大会などの結果
を報告するために必要な情報は
何かを考え、メモを作成する。
学生同士ペアになって、互いの
メモを読み合い、情報に過不足
がないか確認する。
［授業内容］
テーマ：他者の言説を引用して
書く方法を学ぶ。

（復習：3時間）
授業中に整理した情報をもとに、報告の文章を書
く。

（予習：1時間）
参考図書『留学生と日本人学生のためのレポート
・論文表現ハンドブック』pp.69‑75を参考に、引
用の方法の基本を理解する。

［授業方法］
書籍や論文などについての情報 （復習：3時間）
（著者、発表年、出版社など） 自分の意見と他者の言説の区別に注意して、引用
をどのようにして得るかを知る を含む意見文を書く。
。
引用する際に必要な情報を示す
練習をする。
実際に引用文を書いてみる。
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（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：前時に引き続き、引用 引用を含む文章を書く準備として、興味のあるテ
を含む文章の書き方を学ぶ。 ーマについて書かれた文献を2つ以上探しておく
。
［授業方法］
引用するときによく用いられる （復習：3時間）
文型を使って引用の練習をする 興味のあるテーマについて2つ以上の言説を引用
し、それらの差異について論じる文章を書く。
。
実際に読んだ本から印象に残っ
たフレーズを引用した短文を書
く。学生同士ペアになって短文
を交換し、引用部分の示し方が
適切か確認する。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文中でデータ（数値） 興味のある競技の試合結果などの記録や報道を、
を紹介するには、どのようなこ データの示し方に注意して読む。
とに気をつけて書けばよいかを
（復習：3時間）
理解する。
予習の際に読んだ報道の1つを取り上げ、そこに
示されたデータを引用しながら自分の考えを述べ
［授業方法］
データを紹介するときに必要な る文章を書く。
情報は何かを考える。
データの説明をするときによく
用いられる文型を使って、実際
にデータを説明する文を書く練
習をする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：自分で取ったデータを 興味のある競技や調査の記録集、報告等を読み、
データがどのような手順で紹介されているかを確
説明する方法を知る。
認する。
［授業方法］
調査や実験で得たデータを説明 （復習：3時間）
する際に必要な情報は何かを考 クラス内で行った「ミニ調査」の結果を報告する
文章を書く。
える。
クラス内で実際に「ミニ調査（
例：読書状況調査など）」を行
う。その結果を整理し、他者に
調査の概要と結果を伝えるには
何を書けばよいかを考える。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：筋の通った文章を書く 授業で取り上げるトピックを前もって告知するの
ためには、何をどのような順序 で、それについて新聞や雑誌、インターネットな
で述べればよいかを理解する。 どで情報を収集する。
（復習：3時間）
［授業方法］
論の構成要素にはどのようなも 講義時間に作成した構成メモをもとに意見文を書
のがあるかを考える。特に、デ く。
ータを用いて主張の理由づけを
するには何に気をつけなければ
ならないかに注目する。
与えられたテーマについて自分
の考えをまとめる。その後、学
生同士ペアになって考えを述べ
合い、説得力があるか、どのよ
うな述べ方をすればよいか、足
りない情報はないか等を互いに
指摘し合う。その指摘をもとに
、自分の考えを意見文としてま
とめるための構成メモを作成す
る。
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［授業内容］
テーマ：大学で書くレポートに
はどのようなタイプがあるかを
知り、それぞれのタイプの基本
的な構成を知る。
［授業方法］
レポートのタイプと基本的な構
成について解説する。
サンプルレポートを読んで、そ
の構成を書き出してみる。
与えられたテーマでレポートを
書くとすれば、どのような準備
が必要かを学生同士のペアで話
し合う。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを作成す
る。
［授業方法］
レポートや論文などでよく用い
られる表現形式を紹介する。
前時の構成メモをもとに、表現
に気をつけて模擬レポートを作
成する。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを推敲し
、修正する。
［授業内容］
前時に書いた模擬レポートを学
生同士のペアで交換し、互いの
レポートを読む。コメントカー
ドに感想や意見、修正案等を書
く。コメントカードを参考に模
擬レポートを書き直す。
定期試験
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（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』を参考に、
レポートを書くプロセスを確認しておく。
（復習：3時間）
授業で用いたサンプルレポートをもう一度よく読
み、全体の構成を確認する。

（予習：3時間）
模擬レポートを作成する準備として、与えられた
テーマについて、情報収集をする。
（復習：4時間）
講義時に書いた模擬レポートを読み直し、わかり
にくい点はないか、書かれた情報に過不足はない
かを点検する。

（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』などを参考
に、書くことをピア（学生同士のペア等）で行う
意味を考える。
（復習：4時間）
推敲前の模擬レポートと修正後の模擬レポートを
見比べ、どのような点をペアの学生から指摘され
、どのように修正したのかを整理する。

授業科目名
英語科目名

国語表現法
Japanese Language and Rhetoric

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 沢野 美由紀
科目担当者
沢野美由紀
授業概要
[授業全体の内容]
文章には様々なジャンルがあるが、本講義では、レポートなどの学術的な文章に適した文体、構成、適切な
引用のための技術などを学び、書く力を養成する。
毎回の授業は、学習項目の説明、練習、課題作文の作成というサイクルで進められる。課題作文は200〜300
字程度の短いものから始め、最終的には1500字程度の長さでまとまった内容のものが書けることを目指す。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
書くことは、学んだことを記録するだけでなく、自らの知識として再構成することにつながる。授業を通し
て身に付けた書く力は、学部での学びの基礎となるものである。また、レポート等を書くことは、自分が何を
学び、何を考えたかを担当教員をはじめとする他者に伝えることであり、学びを進める上で重要なコミュニケ
ーションの一つとなる。
[授業の到達目標]
1. 適切な書式を用いて整った文書を作成することができる。
2. 適切な表記方法を用いて書くことができる。
3. レポートや論文などの学術的な文章に適した文体で書くことができる。
4. レポートや論文などの学術的な文章に適した論理展開で書くことができる。
5. 適切な引用方法やデータの提示方法がわかる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 各回で学んだこと（書式、表記、文体、展開等）に沿って書ける。（課題作文）
2. 各回で学んだことを総合してまとまりのある文章が書ける。（定期試験）
[成績評価の方法]
平常点（課題作文および模擬レポートの提出）50％、期末試験50％の割合で評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
指定されたクラスで履修すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
配布プリント、および、自分の書いた課題作文を、いつでも参照できる状態で保管するためのファイル（A4
サイズ）を準備すること。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
提出物は、添削、評価して次回の授業時に返却する。返却時に、評価基準を説明するとともに、必要に応じ
て修正や書き直しの時間を設ける。
定期試験については、Juntendo Passportを使って解説する。
[テキスト・参考書等]
テキストは使用せず、配布プリントを用いて講義を進める。以下の1〜3は、さらに発展的に学ぶための参考
書である。
1.大修館書店編集部編(2012)『大修館 最新国語表記ハンドブック』大修館書店
2.二通信子・大島弥生・佐藤勢紀子・因京子・山本富美子(2009)『留学生と日本人学生のためのレポート・論
文表現ハンドブック』東京大学出版会
3.大島弥生・池田玲子・大場理恵子・高橋淑郎・岩田夏穂(2005)『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２版―
プロセス重視のレポート作成―』ひつじ書房
連絡先とオフィスアワー

56

［連絡先］
担当：大野早苗
E‑mail：sanaeo[at]juntendo.ac.jp
※[at]を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：前期期間中の木曜日12:20〜14:00
場所：1号館3階1336号室
備考
[学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
[その他]
特になし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
沢野
1
［授業内容］
テーマ：わかりやすい文章を書
くために、どのような知識や技
能が必要かを理解する。

2

3

沢野

沢野

［授業方法］
話し言葉と書き言葉の違いにつ
いて解説する。その後、学生同
士ペアになり、与えられた課題
をもとに互いの書いた文章を読
み合う。
［授業内容］
テーマ：見やすい文書を作成す
るための基礎として、原稿用紙
の使い方を覚える。読みやすい
（見やすい）文を書くために、
漢字、平仮名、片仮名の使い分
けのルールを知る。
［授業方法］
原稿用紙の使い方、表記のルー
ルを説明する。説明されたルー
ルに則って、前回の復習として
書いた作文を見直し、書式、表
記を整える練習をする。
［授業内容］
テーマ：日本語の文章にはさま
ざまな文体があることを知る。
レポートや論文などに適した文
体を知る。
［授業方法］
日本語の文体、特に常体と敬体
の使い分けについて解説する。
話し言葉から書き言葉へ、敬体
から常体への書き換える練習問
題をする。学生同士ペアになっ
て、練習問題を互いにチェック
する。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：1時間）
シラバス全体に目を通し、授業の目的と進め方を
確認しておく。
（復習：3時間）
授業中に指示されたテーマ、字数で作文を書く。

（予習：1.5時間）
インターネットの情報などを利用して、原稿用紙
の基本的な使い方を確認する。
参考図書『大修館 最新国語表記ハンドブック』
や以下の文部科学省ホームページなどを参考に、
文字・表記の基礎について確認する。
{http://www.mext.go.jp/b̲menu/hakusho/nc/k19
860701001/k19860701001.html}
（復習：2.5時間）
課題文をレポートらしい書式、表記で書き直す（
課題文は授業中に示す）。

（予習：1時間）
大学で書くレポートにはどのような文体がふさわ
しいかを調べる。
（復習：3時間）
課題文をレポートらしい文体に書き換える（課題
文は授業中に示す）。

4

沢野

5

沢野

6

沢野

7

沢野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文の構造を意識して、 文化庁による国語に関する世論調査などから、誤
用が増えた表現や意味の変化が見られる表現につ
正確な文を書く。
いての知識を得る。
{http://www.bunka.go.jp/tokei̲hakusho̲shuppa
［授業方法］
いわゆる「ねじれ文」や陳述の n/tokeichosa/kokugo̲yoronchosa/index.html}
副詞と文末の呼応の誤りなど、
間違いやすい文法項目を確認す （復習：3時間）
授業時間内に解いた練習問題を見直し、文法に関
る。
誤文訂正などの練習問題を解く する知識の定着を図る。
ことを通して、正しく文を書く
習慣を身に付ける。
［授業内容］中心文、支持文と （予習：1時間）
いう区別を用いることによって 新聞や雑誌、教科書等、身の回りにある文書を読
段落内の構成を整える方法を知 み、どのように段落分けがなされているかを確認
する。
る。
テーマ：中心文、支持文とはど
（復習：3時間）
ういうものか解説する。
与えられたテーマについて、中心文と支持文を明
確にして、自分の意見を述べた文を書く。
［授業方法］
実際に文章を読み、文中のそれ
ぞれの段落の中のどの文が中心
文か、また、どのような支持文
が用いられているかを確認する
。
中心文、支持文を意識して、短
い説明文を書く練習をする。そ
の後、学生同士のペアで書いた
ものを交換し、わかりやすさを
チェックする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文章を書くときの情報 報告の文章の題材とできるように、試合や競技会
などのデータをできるだけ整理して準備する。
整理の仕方を練習する。
［授業方法］
自分が参加した、あるいは観戦
した試合や競技大会などの結果
を報告するために必要な情報は
何かを考え、メモを作成する。
学生同士ペアになって、互いの
メモを読み合い、情報に過不足
がないか確認する。
［授業内容］
テーマ：他者の言説を引用して
書く方法を学ぶ。

（復習：3時間）
授業中に整理した情報をもとに、報告の文章を書
く。

（予習：1時間）
参考図書『留学生と日本人学生のためのレポート
・論文表現ハンドブック』pp.69‑75を参考に、引
用の方法の基本を理解する。

［授業方法］
書籍や論文などについての情報 （復習：3時間）
（著者、発表年、出版社など） 自分の意見と他者の言説の区別に注意して、引用
をどのようにして得るかを知る を含む意見文を書く。
。
引用する際に必要な情報を示す
練習をする。
実際に引用文を書いてみる。
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8

沢野

9

沢野

10

沢野

11

沢野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：前時に引き続き、引用 引用を含む文章を書く準備として、興味のあるテ
を含む文章の書き方を学ぶ。 ーマについて書かれた文献を2つ以上探しておく
。
［授業方法］
引用するときによく用いられる （復習：3時間）
文型を使って引用の練習をする 興味のあるテーマについて2つ以上の言説を引用
し、それらの差異について論じる文章を書く。
。
実際に読んだ本から印象に残っ
たフレーズを引用した短文を書
く。学生同士ペアになって短文
を交換し、引用部分の示し方が
適切か確認する。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文中でデータ（数値） 興味のある競技の試合結果などの記録や報道を、
を紹介するには、どのようなこ データの示し方に注意して読む。
とに気をつけて書けばよいかを
（復習：3時間）
理解する。
予習の際に読んだ報道の1つを取り上げ、そこに
示されたデータを引用しながら自分の考えを述べ
［授業方法］
データを紹介するときに必要な る文章を書く。
情報は何かを考える。
データの説明をするときによく
用いられる文型を使って、実際
にデータを説明する文を書く練
習をする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：自分で取ったデータを 興味のある競技や調査の記録集、報告等を読み、
データがどのような手順で紹介されているかを確
説明する方法を知る。
認する。
［授業方法］
調査や実験で得たデータを説明 （復習：3時間）
する際に必要な情報は何かを考 クラス内で行った「ミニ調査」の結果を報告する
文章を書く。
える。
クラス内で実際に「ミニ調査（
例：読書状況調査など）」を行
う。その結果を整理し、他者に
調査の概要と結果を伝えるには
何を書けばよいかを考える。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：筋の通った文章を書く 授業で取り上げるトピックを前もって告知するの
ためには、何をどのような順序 で、それについて新聞や雑誌、インターネットな
で述べればよいかを理解する。 どで情報を収集する。
（復習：3時間）
［授業方法］
論の構成要素にはどのようなも 講義時間に作成した構成メモをもとに意見文を書
のがあるかを考える。特に、デ く。
ータを用いて主張の理由づけを
するには何に気をつけなければ
ならないかに注目する。
与えられたテーマについて自分
の考えをまとめる。その後、学
生同士ペアになって考えを述べ
合い、説得力があるか、どのよ
うな述べ方をすればよいか、足
りない情報はないか等を互いに
指摘し合う。その指摘をもとに
、自分の考えを意見文としてま
とめるための構成メモを作成す
る。
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12

13

14

沢野

沢野

沢野

沢野

［授業内容］
テーマ：大学で書くレポートに
はどのようなタイプがあるかを
知り、それぞれのタイプの基本
的な構成を知る。
［授業方法］
レポートのタイプと基本的な構
成について解説する。
サンプルレポートを読んで、そ
の構成を書き出してみる。
与えられたテーマでレポートを
書くとすれば、どのような準備
が必要かを学生同士のペアで話
し合う。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを作成す
る。
［授業方法］
レポートや論文などでよく用い
られる表現形式を紹介する。
前時の構成メモをもとに、表現
に気をつけて模擬レポートを作
成する。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを推敲し
、修正する。
［授業内容］
前時に書いた模擬レポートを学
生同士のペアで交換し、互いの
レポートを読む。コメントカー
ドに感想や意見、修正案等を書
く。コメントカードを参考に模
擬レポートを書き直す。
定期試験
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（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』を参考に、
レポートを書くプロセスを確認しておく。
（復習：3時間）
授業で用いたサンプルレポートをもう一度よく読
み、全体の構成を確認する。

（予習：3時間）
模擬レポートを作成する準備として、与えられた
テーマについて、情報収集をする。
（復習：4時間）
講義時に書いた模擬レポートを読み直し、わかり
にくい点はないか、書かれた情報に過不足はない
かを点検する。

（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』などを参考
に、書くことをピア（学生同士のペア等）で行う
意味を考える。
（復習：4時間）
推敲前の模擬レポートと修正後の模擬レポートを
見比べ、どのような点をペアの学生から指摘され
、どのように修正したのかを整理する。

授業科目名
英語科目名

国語表現法
Japanese Language and Rhetoric

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 大野 早苗
科目担当者
大野早苗
授業概要
[授業全体の内容]
文章には様々なジャンルがあるが、本講義では、レポートなどの学術的な文章に適した文体、構成、適切な
引用のための技術などを学び、書く力を養成する。
毎回の授業は、学習項目の説明、練習、課題作文の作成というサイクルで進められる。課題作文は200〜300
字程度の短いものから始め、最終的には1500字程度の長さでまとまった内容のものが書けることを目指す。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
書くことは、学んだことを記録するだけでなく、自らの知識として再構成することにつながる。授業を通し
て身に付けた書く力は、学部での学びの基礎となるものである。また、レポート等を書くことは、自分が何を
学び、何を考えたかを担当教員をはじめとする他者に伝えることであり、学びを進める上で重要なコミュニケ
ーションの一つとなる。
[授業の到達目標]
1. 適切な書式を用いて整った文書を作成することができる。
2. 適切な表記方法を用いて書くことができる。
3. レポートや論文などの学術的な文章に適した文体で書くことができる。
4. レポートや論文などの学術的な文章に適した論理展開で書くことができる。
5. 適切な引用方法やデータの提示方法がわかる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 各回で学んだこと（書式、表記、文体、展開等）に沿って書ける。（課題作文）
2. 各回で学んだことを総合してまとまりのある文章が書ける。（定期試験）
[成績評価の方法]
平常点（課題作文および模擬レポートの提出）50％、期末試験50％の割合で評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
指定されたクラスで履修すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
配布プリント、および、自分の書いた課題作文を、いつでも参照できる状態で保管するためのファイル（A4
サイズ）を準備すること。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
提出物は、添削、評価して次回の授業時に返却する。返却時に、評価基準を説明するとともに、必要に応じ
て修正や書き直しの時間を設ける。
定期試験については、Juntendo Passportを使って解説する。
[テキスト・参考書等]
テキストは使用せず、配布プリントを用いて講義を進める。以下の1〜3は、さらに発展的に学ぶための参考
書である。
1.大修館書店編集部編(2012)『大修館 最新国語表記ハンドブック』大修館書店
2.二通信子・大島弥生・佐藤勢紀子・因京子・山本富美子(2009)『留学生と日本人学生のためのレポート・論
文表現ハンドブック』東京大学出版会
3.大島弥生・池田玲子・大場理恵子・高橋淑郎・岩田夏穂(2005)『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２版―
プロセス重視のレポート作成―』ひつじ書房
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：大野早苗
E‑mail：sanaeo[at]juntendo.ac.jp
※[at]を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：前期期間中の木曜日12:20〜14:00
場所：1号館3階1336号室
備考
[学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
[その他]
特になし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
大野
1
［授業内容］
テーマ：わかりやすい文章を書
くために、どのような知識や技
能が必要かを理解する。

2

3

大野

大野

［授業方法］
話し言葉と書き言葉の違いにつ
いて解説する。その後、学生同
士ペアになり、与えられた課題
をもとに互いの書いた文章を読
み合う。
［授業内容］
テーマ：見やすい文書を作成す
るための基礎として、原稿用紙
の使い方を覚える。読みやすい
（見やすい）文を書くために、
漢字、平仮名、片仮名の使い分
けのルールを知る。
［授業方法］
原稿用紙の使い方、表記のルー
ルを説明する。説明されたルー
ルに則って、前回の復習として
書いた作文を見直し、書式、表
記を整える練習をする。
［授業内容］
テーマ：日本語の文章にはさま
ざまな文体があることを知る。
レポートや論文などに適した文
体を知る。
［授業方法］
日本語の文体、特に常体と敬体
の使い分けについて解説する。
話し言葉から書き言葉へ、敬体
から常体への書き換える練習問
題をする。学生同士ペアになっ
て、練習問題を互いにチェック
する。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：1時間）
シラバス全体に目を通し、授業の目的と進め方を
確認しておく。
（復習：3時間）
授業中に指示されたテーマ、字数で作文を書く。

（予習：1.5時間）
インターネットの情報などを利用して、原稿用紙
の基本的な使い方を確認する。
参考図書『大修館 最新国語表記ハンドブック』
や以下の文部科学省ホームページなどを参考に、
文字・表記の基礎について確認する。
{http://www.mext.go.jp/b̲menu/hakusho/nc/k19
860701001/k19860701001.html}
（復習：2.5時間）
課題文をレポートらしい書式、表記で書き直す（
課題文は授業中に示す）。

（予習：1時間）
大学で書くレポートにはどのような文体がふさわ
しいかを調べる。
（復習：3時間）
課題文をレポートらしい文体に書き換える（課題
文は授業中に示す）。

4

大野

5

大野

6

大野

7

大野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文の構造を意識して、 文化庁による国語に関する世論調査などから、誤
用が増えた表現や意味の変化が見られる表現につ
正確な文を書く。
いての知識を得る。
{http://www.bunka.go.jp/tokei̲hakusho̲shuppa
［授業方法］
いわゆる「ねじれ文」や陳述の n/tokeichosa/kokugo̲yoronchosa/index.html}
副詞と文末の呼応の誤りなど、
間違いやすい文法項目を確認す （復習：3時間）
授業時間内に解いた練習問題を見直し、文法に関
る。
誤文訂正などの練習問題を解く する知識の定着を図る。
ことを通して、正しく文を書く
習慣を身に付ける。
［授業内容］中心文、支持文と （予習：1時間）
いう区別を用いることによって 新聞や雑誌、教科書等、身の回りにある文書を読
段落内の構成を整える方法を知 み、どのように段落分けがなされているかを確認
する。
る。
テーマ：中心文、支持文とはど
（復習：3時間）
ういうものか解説する。
与えられたテーマについて、中心文と支持文を明
確にして、自分の意見を述べた文を書く。
［授業方法］
実際に文章を読み、文中のそれ
ぞれの段落の中のどの文が中心
文か、また、どのような支持文
が用いられているかを確認する
。
中心文、支持文を意識して、短
い説明文を書く練習をする。そ
の後、学生同士のペアで書いた
ものを交換し、わかりやすさを
チェックする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文章を書くときの情報 報告の文章の題材とできるように、試合や競技会
などのデータをできるだけ整理して準備する。
整理の仕方を練習する。
［授業方法］
自分が参加した、あるいは観戦
した試合や競技大会などの結果
を報告するために必要な情報は
何かを考え、メモを作成する。
学生同士ペアになって、互いの
メモを読み合い、情報に過不足
がないか確認する。
［授業内容］
テーマ：他者の言説を引用して
書く方法を学ぶ。

（復習：3時間）
授業中に整理した情報をもとに、報告の文章を書
く。

（予習：1時間）
参考図書『留学生と日本人学生のためのレポート
・論文表現ハンドブック』pp.69‑75を参考に、引
用の方法の基本を理解する。

［授業方法］
書籍や論文などについての情報 （復習：3時間）
（著者、発表年、出版社など） 自分の意見と他者の言説の区別に注意して、引用
をどのようにして得るかを知る を含む意見文を書く。
。
引用する際に必要な情報を示す
練習をする。
実際に引用文を書いてみる。
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8

大野

9

大野

10

大野

11

大野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：前時に引き続き、引用 引用を含む文章を書く準備として、興味のあるテ
を含む文章の書き方を学ぶ。 ーマについて書かれた文献を2つ以上探しておく
。
［授業方法］
引用するときによく用いられる （復習：3時間）
文型を使って引用の練習をする 興味のあるテーマについて2つ以上の言説を引用
し、それらの差異について論じる文章を書く。
。
実際に読んだ本から印象に残っ
たフレーズを引用した短文を書
く。学生同士ペアになって短文
を交換し、引用部分の示し方が
適切か確認する。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文中でデータ（数値） 興味のある競技の試合結果などの記録や報道を、
を紹介するには、どのようなこ データの示し方に注意して読む。
とに気をつけて書けばよいかを
（復習：3時間）
理解する。
予習の際に読んだ報道の1つを取り上げ、そこに
示されたデータを引用しながら自分の考えを述べ
［授業方法］
データを紹介するときに必要な る文章を書く。
情報は何かを考える。
データの説明をするときによく
用いられる文型を使って、実際
にデータを説明する文を書く練
習をする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：自分で取ったデータを 興味のある競技や調査の記録集、報告等を読み、
データがどのような手順で紹介されているかを確
説明する方法を知る。
認する。
［授業方法］
調査や実験で得たデータを説明 （復習：3時間）
する際に必要な情報は何かを考 クラス内で行った「ミニ調査」の結果を報告する
文章を書く。
える。
クラス内で実際に「ミニ調査（
例：読書状況調査など）」を行
う。その結果を整理し、他者に
調査の概要と結果を伝えるには
何を書けばよいかを考える。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：筋の通った文章を書く 授業で取り上げるトピックを前もって告知するの
ためには、何をどのような順序 で、それについて新聞や雑誌、インターネットな
で述べればよいかを理解する。 どで情報を収集する。
（復習：3時間）
［授業方法］
論の構成要素にはどのようなも 講義時間に作成した構成メモをもとに意見文を書
のがあるかを考える。特に、デ く。
ータを用いて主張の理由づけを
するには何に気をつけなければ
ならないかに注目する。
与えられたテーマについて自分
の考えをまとめる。その後、学
生同士ペアになって考えを述べ
合い、説得力があるか、どのよ
うな述べ方をすればよいか、足
りない情報はないか等を互いに
指摘し合う。その指摘をもとに
、自分の考えを意見文としてま
とめるための構成メモを作成す
る。
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12

13

14

大野

大野

大野

大野

［授業内容］
テーマ：大学で書くレポートに
はどのようなタイプがあるかを
知り、それぞれのタイプの基本
的な構成を知る。
［授業方法］
レポートのタイプと基本的な構
成について解説する。
サンプルレポートを読んで、そ
の構成を書き出してみる。
与えられたテーマでレポートを
書くとすれば、どのような準備
が必要かを学生同士のペアで話
し合う。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを作成す
る。
［授業方法］
レポートや論文などでよく用い
られる表現形式を紹介する。
前時の構成メモをもとに、表現
に気をつけて模擬レポートを作
成する。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを推敲し
、修正する。
［授業内容］
前時に書いた模擬レポートを学
生同士のペアで交換し、互いの
レポートを読む。コメントカー
ドに感想や意見、修正案等を書
く。コメントカードを参考に模
擬レポートを書き直す。
定期試験
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（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』を参考に、
レポートを書くプロセスを確認しておく。
（復習：3時間）
授業で用いたサンプルレポートをもう一度よく読
み、全体の構成を確認する。

（予習：3時間）
模擬レポートを作成する準備として、与えられた
テーマについて、情報収集をする。
（復習：4時間）
講義時に書いた模擬レポートを読み直し、わかり
にくい点はないか、書かれた情報に過不足はない
かを点検する。

（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』などを参考
に、書くことをピア（学生同士のペア等）で行う
意味を考える。
（復習：4時間）
推敲前の模擬レポートと修正後の模擬レポートを
見比べ、どのような点をペアの学生から指摘され
、どのように修正したのかを整理する。

授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅠ
Oral EnglishⅠ

授業形態
開講学期

対象学年

1

単位数

科目責任者
科目担当者

藤田

2.0

亮子

授業概要
[授業全体の内容] Summary of the Class
このクラスの目標は、口語英語を理解し、自分の意見を基本的な英語を用いて表現できるようになることであ
る。また、英語の実践的な運用能力を高めるとともに、英語のプレゼンテーションの基礎を習得する。英語を
学習することによって、新しいものの考え方にふれ、視野を広げ、国際感覚を習得することも目標とする。
シチュエーションに適切な英語表現で、コミュニケーションを図る演習を実施する。また、オーラルプレゼン
テーションの基礎を学習し、プレゼンテーションを行う。
このクラスは、英語ですべて実施される授業で、常に英語を聞き、話す学生参加型授業である。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）] Diploma and Curricular Policies
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets
1． 英語で基礎的なプレゼンテーションを実施できる。
2． シチュエーションごとに基礎的な会話を理解できる。
1． 3． 英語として適切な表現を使用し、実践的なコミュニケーションができる。
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for Evaluation
1． 英語でプレゼンテーションを行い、内容を相手に理解させることができる。（Presentation）
2． シチュエーションごとに基礎的な会話を理解し、英語として適切な表現で実践的なコミュニケーションが
できる。（Oral examination）(TOEFLスコア)
3． 授業における回答（Vocab quizzesとTOEFL exercisesの評価を含む）によって取り組み状況を評価する。
（Class participation）
[成績評価の方法] Evaluation System
Oral examination (20%), Class participation (Vocab quizzes, TOEFL exercisesを含む)(30%), TOEFLスコ
ア(40%), Presentation(10%)で評価する。
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する
履修における留意事項
[履修要件] Conditions
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
3.単語数について、40%以上の増加を目指す。
4.受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1. Main course text to be announced in class
2. A Shorter Course in Everyday Vocabulary Quizzes (佐藤誠司、南雲堂、2011)
3. 5‑minute Quizzes for TOEFL Test (Lin Lougheed, Joseph Tashiro, Macmillan Language house, 1998)
これらのテキストは必ず用意すること。
その他の参考書は、各回の授業において提示する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］Contact
matthew@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
月 16:20‑17:00 火 14:30‑17:00 水 12:00‑12:30 木 14:30‑17:00 金 14:30‑17:00
備考
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［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2． グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4． 特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5． 毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Marcellus Nealy （授業内容）
（予習：0.5時間）: 学内TOEFLを受験する。
1
オリエンテーション、Introduc
（復習：0.5時間）: Vocab exercise Lesson 1を
tion:
overview, self‑introductions 学習する。Conversation for communication Les
TOEFLスコアによりクラス分け son 1のわからない単語を調べ、覚えてくる。
を実施する。授業目的、授業方
法、シラバス、評価方法等を説
明する。
（授業方法）
LL機能を説明し、ペアワーク、
グループワーク、応答機能を実
際に使用する。
（予習：0.5時間）: Vocab exercise Lesson 2;
2
(,授業内容）
Survival English：Greetings, Conversation for communication Lesson 2 を
Schoolに関する表現を学習し 学習する。
、実践する。 How s it goin （復習：0.5時間: Vocab exercise Lesson 1; Co
g?
What s new?
Could nversation for communication Lesson 1の単語
you repeat that?
Could yo ・イディオムを覚える。授業で配布されるTOEFL
u speak more slowly?
など exerciseを行う。
の表現を学習し、実践する。TO
EFL exercise:
Structure, Vocab exercise: L
esson 1社会文化に関する語句
を学習する。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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3

4

5

（予習：0.5時間）：Vocab exercise Lesson 3;
(授業内容）
Conversation for communication Lesson 3 を学
Survival English:
Telephoningに関する表現を学 習する。
習し、実践する。Home call, b （復習：0.5時間）： Vocab exercise Lesson 2;
usiness call, taking and lea Conversation for communication Lesson 2 の
ving message, writing number 単語・イディオム・表現を覚える。授業で配布さ
れるTOEFL exerciseを行う。
を学習し、実践する。
TOEFL exercise: Written expr
ession
Vocab exercise: Lesson 2 法
律・政治・治安に関する語句を
学習する。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）: Vocab exercise Lesson 4;
(授業内容）
Conversation for communication Lesson 4 を学
Survival English:
Appointmentsに関する表現を学 習する。
（復習：0.5時間）: Vocab exercise Lesson 3;
習し、実践する。
Conversation for communication Lesson 3 の
TOEFL exercise:Reading compr 単語・イディオム・表現を覚える。授業で配布さ
れるTOEFL exerciseを行う。
ehension
Vocab exercise: Lesson 3 経
済・ビジネスに関する語句 を
学習する。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）: Vocab exercise Lesson 5;
(授業内容）
Guidanceに関する表現を学習し Conversation for communication Lesson 5 を学
習する。
、実践する。
（復習：0.5時間）: Vocab exercise Lesson 4;
Dictation practiceを実施する Conversation for communication Lesson 4 の
単語・イディオム・表現を覚える。授業で配布さ
。
れるTOEFL exerciseを行う。
TOEFL exercise: Structure
Vocab exercise: Lesson 4 産
業・機械に関する語句を学習す
る。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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（予習：0.5時間）: Vocab exercise Lesson 6;
(授業内容）
Doctor's officeにおける表現 Conversation for communication Lesson 6 を学
を学習する。 Dictation pract 習する。
（復習：0.5時間）: Vocab exercise Lesson 5;
iceを実施する。
TOEFL exercise:Written expre Conversation for communication Lesson 5 の単
語・イディオム・表現を覚える。授業で配布され
ssion
Vocab exercise: Lesson 5 自 るTOEFL exerciseを行う。
然・環境に関する語句を学習す
る。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）: Vocab exercise Lesson 7;
(授業内容）
Cars に関する表現を学習する Conversation for communication Lesson 7
。 Dictation practiceを実施
（復習：0.5時間）: Vocab exercise Lesson 6 ;
する。
TOEFL exercise: Reading comp Conversation for communication Lesson 6 の
単語・イディオム・表現を覚える。授業で配布さ
rehension
Vocab exercise:Lesson 6 自然 れるTOEFL exerciseを行う。
科学に関する語句を学習する。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）: Vocab exercise Lesson 8;
(授業内容）
Shopping に関する表現を学習 Conversation for communication Lesson 8 を学
習する。
する。
Dictation practiceを実施する （復習：0.5時間）: Vocab exercise Lesson 7;
Conversation for communication Lesson 7 の単
。
語・イディオム・表現を覚える。授業で配布され
TOEFL exercise: Structure
るTOEFL exerciseを行う。
Vocab exercise: Lesson 7 教
育・大学に関する語句を学習す
る。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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12

（予習：0.5時間）: Oral presentation のテー
(授業内容）
Restaurantに関する表現を学習 マを設定し、そのためのデータ、情報をインター
ネット、雑誌、新聞等から収集する。
する。
Dictation practiceを実施する （復習：0.5時間）: Vocab exercise Lesson 8;
Conversation for communication Lesson 8 の単
。
TOEFL exercise:Written expre 語・イディオム・表現を覚える。
授業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
ssion
Vocab exercise: Lesson 8 言
語・文学に関する語句を学習す
る。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）: Oral presentation の為に
(授業内容）
Reading exercise: newspapers 収集したデータに基づき、テキストを作成する。
（復習：0.5時間）: 新聞の読み方を復習する。
新聞の読み方を学習する。
授業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）: Oral presentation の為に
(授業内容）
Reading exercise: newspapers 作成したテキストを基に、発音、delivery 等を
練習する。
新聞の読み方を学習する。
Presentation: プレゼンの基 （復習：0.5時間）: プレゼンの基礎を復習し、
表現・構成を学習する。授業で配布されるTOEFL
礎を学習する。
exerciseを行う。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）: Presentationの準備をする
(授業内容）
。授業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
Oral presentations
（復習：0.5時間）: 授業で配布されるTOEFL exe
新聞の記事に関してOral prese rciseの誤答を復習する。
ntationを行う。
(授業方法)
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
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14

15
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17
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（予習：0.5時間）: Conversation for communic
(授業内容）
ation Lessons 1‑8 の場面における会話ができる
Oral presentations
新聞の記事に関してOral prese ように、Oral examination の準備をする。
（復習：0.5時間）: Review vocabulary and gra
ntationを行う。
mmar
(授業方法)
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
（予習：1時間）: TOEFL exercise のテキストを
(授業内容)
Oral examination を実施する 使用し、誤答箇所を復習し、模試の準備をする。
（復習：1時間）Review vocabulary and grammar
。
(授業方法）
Oral examinationをインタビュ
ー形式とペアワーク形式で実施
する。
First Semester Exam
First Semester Exam
（予習：0.5時間）: 授業で配布されるTOEFL exe
(授業内容）
TOEFL 模試のListening Compre rciseを行う。
（復習：0.5時間）: Vocab exercise, Conversat
hensionの解説を行う。
ion for communication のすべてのLesson を復
（授業内容）
授業で行った場面での会話をOr 習する。
al examinationにより実施する
。
（授業方法）
ペアになり、会話を行う。また
、口頭により学習した英語表現
を質疑応答する。
（予習：0.5時間）: Vocab exercise Lesson 9
(授業内容）
Conversation for
オリエンテーション。後期の授 を学習する。
業についての説明と解説を行う communication Lesson 9 の単語・イディオム・
。TOEFL 模試の解説を行う。 表現を覚える。
（復習：0.5時間）: TOEFL模試の誤答を学習する
（授業方法）
ペアワークで課題の会話を行う 。
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）: Vocab exercise Lesson 10;
(授業内容）
Asking a favor に関するギ表 Conversation for communication Lesson 10 を
学習する。
現を学習する。
Dictation practiceを実施する （復習：0.5時間）: Vocab exercise Lesson 9;
Conversation for communication Lesson 9 の単
。
TOEFL exercise: Reading comp 語・イディオム・表現を覚える。授業で配布され
るTOEFL exerciseを行う。
rehension
Vocab exercise: Lesson 9 交
通・旅行に関する語句を学習す
る。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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20

21

22

Dictation practiceを実施する （予習：0.5時間）: Vocab exercise Lesson 11;
Conversation for communication Lesson 11を
。
学習する。
TOEFL exercise:Structure
Vocab exercise: Lesson 10 マ （復習：0.5時間）: Vocab exercise Lesson 10;
スコミ・放送・情報に関する語 Conversation for communication Lesson 10 の
単語・イディオム・表現を覚える。授業で配布さ
句を学習する。
れるTOEFL exerciseを行う。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）: Vocab exercise Lesson 12;
(授業内容）
Thanking someone に関する表 Conversation for communication Lesson 12
を学習する。
現を学習する。
Dictation practiceを実施する （復習：0.5時間）: Vocab exercise Lesson 11;
Conversation for communication Lesson 11 の
。
TOEFL exercise:Written expre 単語・イディオム・表現を覚える。授業で配布さ
れるTOEFL exerciseを行う。
ssion
Vocab exercise: Lesson 11 郵
便・電話・メールに関する語句
を学習する。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）: Vocab exercise Lessons 9‑
(授業内容）
12を学習する。Oral presentation のテーマを
English in movies
映画を鑑賞し、口語表現を学習 設定し、そのためのデータ、情報をインターネッ
ト、雑誌、新聞等から収集する。
する。
（復習：0.5時間）: 映画で使用した口語表現を
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う 学習する。授業で配布されるTOEFL exerciseを行
。LL機能を使用し、リスニング う。
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）: Oral presentation のテー
(授業内容）
マを設定し、そのためのデータ、情報をインター
English in movies
ネット、雑誌、新聞等から収集する。
映画を鑑賞し、口語表現を学習 Vocab exercise Lesson 12; Conversation for c
ommunication Lesson 12 を学習する。
する。
（復習：0.5時間）: 映画で使用した口語表現を
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う 学習する。授業で配布されるTOEFL exerciseを行
。LL機能を使用し、リスニング う。
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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24

25

26

（予習：0.5時間）: Oral presentation の為に
(授業内容）
Airports に関するギ表現を学 収集したデータに基づき、テキストを作成する。
習するDictation practiceを実 Oral presentation の為に作成したテキストを基
に、発音、delivery 等を練習する。
施する。
TOEFL exercise: Reading comp （復習：0.5時間）: Vocab exercise Lesson 12;
rehension. Vocab exercise: L Conversation for communication Lesson 12
esson 12 買い物・商売に関す を学習する。授業で配布されるTOEFL exerciseを
行う。
る語句を学習する。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）: Oral presentation の為に
(授業内容）
自分が選んだテーマに関し、講 作成したテキストを基に、発音、delivery 等を
義形式のpresentationを実施す 練習する。
（復習：0.5時間）:プレゼンが終了した学生は、
る。
発音、delivery 等を再度練習する。
(授業方法)
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
（予習：0.5時間）: Oral presentation の為に
(授業内容）
自分が選んだテーマに関し、講 作成したテキストを基に、発音、delivery 等を
義形式のpresentationを実施す 練習する。
（復習：0.5時間）:プリゼンが終了した学生は、
る。
発音、delivery 等を再度練習する。
(授業方法)
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
（予習：0.5時間）: TOEFL exercise のテキスト
(授業内容）
Hotels に関する表現を学習す を使用し、誤答箇所を復習し、模試の準備をする
。
る。
Dictation practiceを実施する （復習：0.5時間）: Review vocabulary and gra
mmar
。
TOEFL exercise:Structure
Vocab exercise: 芸術・娯楽に
関する語句を学習する。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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予習（１時間）: TOEFL 模試 Section 2 (Struct
(授業内容）
TOEFL 模試のListening Compre ure and Written Expression), Section 3 (Read
hensionを実施し、解説を行う ing Comprehension) を自分で解答してくる。
復習（１時間）: TOEFL 模試の誤答の箇所を学習
。
する。
（授業方法）
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）: Vocab exercise Lesson 13;
（授業内容）
TOEFL 模試のSection 2 (Struc Conversation for communication Lesson 13を
ture and Written Expression) 学習する。
, Section 3 (Reading Compreh （復習：0.5時間）: TOEFL模試の誤答を学習する
。
ension）の解説を行う。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：1時間）: Vocab exercise Lesson 13; C
(授業内容）
The Bank に関する表現を学習 onversation for communication Lesson 13を復
習する。
する。
Dictation practiceを実施する （復習：1時間）: 授業で配布されるTOEFL exerc
iseを行う。
。
TOEFL exercise:Written expre
ssion
Vocab exercise: Lesson 13 食
品・食事に関する語句を学習す
る。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Final Exam
学期末テスト
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授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅠ
Oral EnglishⅠ

授業形態
開講学期

対象学年

1

単位数

科目責任者
科目担当者

Fran Conigliaro

2.0

授業概要
[授業全体の内容] Summary of the Class
このクラスの目標は、口語英語を理解し、自分の意見を基本的な英語を用いて表現できるようになることであ
る。また、英語の実践的な運用能力を高めるとともに、英語のプレゼンテーションの基礎を習得する。英語を
学習することによって、新しいものの考え方にふれ、視野を広げ、国際感覚を習得することも目標とする。
シチュエーションに適切な英語表現で、コミュニケーションを図る演習を実施する。また、オーラルプレゼン
テーションの基礎を学習し、プレゼンテーションを行う。
このクラスは、英語ですべて実施される授業で、常に英語を聞き、話す学生参加型授業である。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）] Diploma and Curricular Policies
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets
1． 英語で基礎的なプレゼンテーションを実施できる。
2． シチュエーションごとに基礎的な会話を理解できる。
1． 3． 英語として適切な表現を使用し、実践的なコミュニケーションができる。
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for Evaluation
1． 英語でプレゼンテーションを行い、内容を相手に理解させることができる。（Presentation）
2． シチュエーションごとに基礎的な会話を理解し、英語として適切な表現で実践的なコミュニケーションが
できる。（Oral examination）(TOEFLスコア)
3． 授業における回答（Vocab quizzesとTOEFL exercisesの評価を含む）によって取り組み状況を評価する。
（Class participation）
[成績評価の方法] Evaluation System
Oral examination (20%), Class participation (Vocab quizzes, TOEFL exercisesを含む)(30%), TOEFLスコ
ア(40%), Presentation(10%)で評価する。
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する
履修における留意事項
[履修要件] Conditions
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
3.単語数について、40%以上の増加を目指す。
4.受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1. Main course text to be announced in class
2. A Shorter Course in Everyday Vocabulary Quizzes (佐藤誠司、南雲堂、2011)
3. 5‑minute Quizzes for TOEFL Test (Lin Lougheed, Joseph Tashiro, Macmillan Language house, 1998)
これらのテキストは必ず用意すること。
その他の参考書は、各回の授業において提示する。
連絡先とオフィスアワー
[連絡先］Contact
email: franc@juntendo.ac.jp
[オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
Tuesdays,16:15‑16:35
備考
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［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2． グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4． 特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5． 毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Fran Conigliaro （授業内容）
予習（１時間）: 学内TOEFLを受験する。
1
オリエンテーション、Introduc
復習（１時間）: Vocab exercise Lesson 1を学
tion:
overview, self‑introductions 習する。Conversation for communication Lesso
TOEFLスコアによりクラス分け n 1のわからない単語を調べ、覚えてくる。
を実施する。授業目的、授業方
法、シラバス、評価方法等を説
明する。
（授業方法）
LL機能を説明し、ペアワーク、
グループワーク、応答機能を実
際に使用する。
Fran
Conigliaro
予習(１時間）:Vocab exercise Lesson 2; Conve
2
(,授業内容）
Survival English：Greetings, rsation for communication Lesson 2 を学習す
Schoolに関する表現を学習し る。
、実践する。 How s it goin 復習（１時間）: Vocab exercise Lesson 1; Con
g?
What s new?
Could versation for communication Lesson 1の単語・
you repeat that?
Could yo イディオムを覚える。授業で配布されるTOEFL ex
u speak more slowly?
など erciseを行う。
の表現を学習し、実践する。TO
EFL exercise:
Structure, Vocab exercise: L
esson 1社会文化に関する語句
を学習する。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）：Vocab exercise Lesson 3; Con
versation for communication Lesson 3 を学習
Survival English:
Telephoningに関する表現を学 する。
習し、実践する。Home call, b 復習（1時間）： Vocab exercise Lesson 2; Con
usiness call, taking and lea versation for communication Lesson 2 の単語
ving message, writing number ・イディオム・表現を覚える。授業で配布される
TOEFL exerciseを行う。
を学習し、実践する。
TOEFL exercise: Written expr
ession
Vocab exercise: Lesson 2 法
律・政治・治安に関する語句を
学習する。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）: Vocab exercise Lesson 4; Con
versation for communication Lesson 4 を学習
Survival English:
Appointmentsに関する表現を学 する。
復習（１時間）: Vocab exercise Lesson 3; Con
習し、実践する。
versation for communication Lesson 3 の単語
TOEFL exercise:Reading compr ・イディオム・表現を覚える。授業で配布される
TOEFL exerciseを行う。
ehension
Vocab exercise: Lesson 3 経
済・ビジネスに関する語句 を
学習する。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間): Vocab exercise Lesson 5; Conv
Guidanceに関する表現を学習し ersation for communication Lesson 5 を学習す
る。
、実践する。
復習（１時間）: Vocab exercise Lesson 4; Con
Dictation practiceを実施する versation for communication Lesson 4 の単語
・イディオム・表現を覚える。授業で配布される
。
TOEFL exerciseを行う。
TOEFL exercise: Structure
Vocab exercise: Lesson 4 産
業・機械に関する語句を学習す
る。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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Fran Conigliaro (授業内容）
予習 (１時間）: Vocab exercise Lesson 6; Con
Doctor's officeにおける表現 versation for communication Lesson 6 を学習
を学習する。 Dictation pract する。
復習（１時間）: Vocab exercise Lesson 5; Con
iceを実施する。
TOEFL exercise:Written expre versation for communication Lesson 5 の単語
・イディオム・表現を覚える。授業で配布される
ssion
Vocab exercise: Lesson 5 自 TOEFL exerciseを行う。
然・環境に関する語句を学習す
る。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）: Vocab exercise Lesson 7; Con
Cars に関する表現を学習する versation for communication Lesson 7
。 Dictation practiceを実施
復習（１時間）: Vocab exercise Lesson 6 ; Co
する。
TOEFL exercise: Reading comp nversation for communication Lesson 6 の単語
・イディオム・表現を覚える。授業で配布される
rehension
Vocab exercise:Lesson 6 自然 TOEFL exerciseを行う。
科学に関する語句を学習する。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習(1時間）: Vocab exercise Lesson 8; Conve
Shopping に関する表現を学習 rsation for communication Lesson 8 を学習す
る。
する。
Dictation practiceを実施する 復習（１時間）: Vocab exercise Lesson 7; Con
versation for communication Lesson 7 の単語
。
・イディオム・表現を覚える。授業で配布される
TOEFL exercise: Structure
TOEFL exerciseを行う。
Vocab exercise: Lesson 7 教
育・大学に関する語句を学習す
る。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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Fran Conigliaro (授業内容）
予習(1時間）: Oral presentation のテーマを設
Restaurantに関する表現を学習 定し、そのためのデータ、情報をインターネット
、雑誌、新聞等から収集する。
する。
Dictation practiceを実施する 復習（１時間）: Vocab exercise Lesson 8; Con
versation for communication Lesson 8 の単語
。
TOEFL exercise:Written expre ・イディオム・表現を覚える。
授業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
ssion
Vocab exercise: Lesson 8 言
語・文学に関する語句を学習す
る。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）: Oral presentation の為に収集
Reading exercise: newspapers したデータに基づき、テキストを作成する。
復習（１時間）: 新聞の読み方を復習する。授業
新聞の読み方を学習する。
で配布されるTOEFL exerciseを行う。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習(1時間）: Oral presentation の為に作成し
Reading exercise: newspapers たテキストを基に、発音、delivery 等を練習す
る。
新聞の読み方を学習する。
Presentation: プレゼンの基 復習（１時間）: プレゼンの基礎を復習し、表現
・構成を学習する。授業で配布されるTOEFL exer
礎を学習する。
ciseを行う。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習（1時間）: Presentationの準備をする。授
業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
Oral presentations
復習（1時間）: 授業で配布されるTOEFL exercis
新聞の記事に関してOral prese eの誤答を復習する。
ntationを行う。
(授業方法)
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
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Fran Conigliaro (授業内容）
予習・復習（２時間）: Conversation for commu
nication Lessons 1‑8 の場面における会話がで
Oral presentations
新聞の記事に関してOral prese きるように、Oral examination の準備をする。
ntationを行う。
(授業方法)
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
Fran Conigliaro (授業内容)
予習・復習（２時間）: TOEFL exercise のテキ
Oral examination を実施する ストを使用し、誤答箇所を復習し、模試の準備を
する。
。
(授業方法）
Oral examinationをインタビュ
ー形式とペアワーク形式で実施
する。
Fran Conigliaro First Semester Exam
First Semester Exam
Fran Conigliaro (授業内容）
予習(１時間）: 授業で配布されるTOEFL exercis
TOEFL 模試のListening Compre eを行う。
復習（１時間） Vocab exercise, Conversation
hensionの解説を行う。
for communication のすべてのLesson を復習す
（授業内容）
授業で行った場面での会話をOr る。
al examinationにより実施する
。
（授業方法）
ペアになり、会話を行う。また
、口頭により学習した英語表現
を質疑応答する。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）: Vocab exercise Lesson 9 を学
Conversation for com
オリエンテーション。後期の授 習する。
業についての説明と解説を行う munication Lesson 9 の単語・イディオム・表現
。TOEFL 模試の解説を行う。 を覚える。
復習：（１時間）: TOEFL模試の誤答を学習する
（授業方法）
ペアワークで課題の会話を行う 。
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）: Vocab exercise Lesson 10; Co
Asking a favor に関するギ表 nversation for communication Lesson 10 を学
習する。
現を学習する。
Dictation practiceを実施する 復習(１時間）: Vocab exercise Lesson 9; Conv
ersation for communication Lesson 9 の単語・
。
TOEFL exercise: Reading comp イディオム・表現を覚える。授業で配布されるTO
EFL exerciseを行う。
rehension
Vocab exercise: Lesson 9 交
通・旅行に関する語句を学習す
る。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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Fran Conigliaro Dictation practiceを実施する 予習（１時間）: Vocab exercise Lesson 11; Co
nversation for communication Lesson 11を学習
。
する。
TOEFL exercise:Structure
Vocab exercise: Lesson 10 マ 復習（１時間）: Vocab exercise Lesson 10; Co
スコミ・放送・情報に関する語 nversation for communication Lesson 10 の単
語・イディオム・表現を覚える。授業で配布され
句を学習する。
るTOEFL exerciseを行う。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）: Vocab exercise Lesson 12; Co
Thanking someone に関する表 nversation for communication Lesson 12 を学
習する。
現を学習する。
Dictation practiceを実施する 復習(１時間）: Vocab exercise Lesson 11; Con
versation for communication Lesson 11 の単語
。
TOEFL exercise:Written expre ・イディオム・表現を覚える。授業で配布される
TOEFL exerciseを行う。
ssion
Vocab exercise: Lesson 11 郵
便・電話・メールに関する語句
を学習する。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習(１時間）: Vocab exercise Lessons 9‑ 12
を学習する。Oral presentation のテーマを設定
English in movies
映画を鑑賞し、口語表現を学習 し、そのためのデータ、情報をインターネット、
雑誌、新聞等から収集する。
する。
復習（１時間）: 映画で使用した口語表現を学習
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う する。授業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）: Oral presentation のテーマを
設定し、そのためのデータ、情報をインターネッ
English in movies
ト、雑誌、新聞等から収集する。
映画を鑑賞し、口語表現を学習 Vocab exercise Lesson 12; Conversation for c
ommunication Lesson 12 を学習する。
する。
復習（１時間）: 映画で使用した口語表現を学習
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う する。授業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）: Oral presentation の為に収集
Airports に関するギ表現を学 したデータに基づき、テキストを作成する。Oral
習するDictation practiceを実 presentation の為に作成したテキストを基に、
発音、delivery 等を練習する。
施する。
TOEFL exercise: Reading comp 復習（１時間）: Vocab exercise Lesson 12; Co
rehension. Vocab exercise: L nversation for communication Lesson 12 を学
esson 12 買い物・商売に関す 習する。授業で配布されるTOEFL exerciseを行う
。
る語句を学習する。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）: Oral presentation の為に作成
自分が選んだテーマに関し、講 したテキストを基に、発音、delivery 等を練習
義形式のpresentationを実施す する。
復習（１時間）:プレゼンが終了した学生は、発
る。
音、delivery 等を再度練習する。
(授業方法)
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）: Oral presentation の為に作成
自分が選んだテーマに関し、講 したテキストを基に、発音、delivery 等を練習
義形式のpresentationを実施す する。
復習（１時間）:プリゼンが終了した学生は、発
る。
音、delivery 等を再度練習する。
(授業方法)
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習・復習（２時間）: TOEFL exercise のテキ
Hotels に関する表現を学習す ストを使用し、誤答箇所を復習し、模試の準備を
する。
る。
Dictation practiceを実施する
。
TOEFL exercise:Structure
Vocab exercise: 芸術・娯楽に
関する語句を学習する。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）: TOEFL 模試 Section 2 (Struct
TOEFL 模試のListening Compre ure and Written Expression), Section 3 (Read
hensionを実施し、解説を行う ing Comprehension) を自分で解答してくる。
復習（１時間）: TOEFL 模試の誤答の箇所を学習
。
する。
（授業方法）
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro （授業内容）
予習（１時間）: Vocab exercise Lesson 13; Co
TOEFL 模試のSection 2 (Struc nversation for communication Lesson 13を学習
ture and Written Expression) する。
, Section 3 (Reading Compreh 復習（１時間）: TOEFL模試の誤答を学習する。
ension）の解説を行う。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）: Vocab exercise Lesson 13; Co
The Bank に関する表現を学習 nversation for communication Lesson 13を復習
する。
する。
Dictation practiceを実施する 復習（１時間）: 授業で配布されるTOEFL exerci
seを行う。
。
TOEFL exercise:Written expre
ssion
Vocab exercise: Lesson 13 食
品・食事に関する語句を学習す
る。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro 学期末テスト
Final Exam
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授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅠ
Oral EnglishⅠ

授業形態
開講学期

演習
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

Keith G.Russell

授業概要
[授業全体の内容]
このクラスの目標は、口語英語を理解し、自分の意見を基本的な英語を用いて表現できるようになることであ
る。また、英語の実践的な運用能力を高めるとともに、英語のプレゼンテーションの基礎を習得する。英語を
学習することによって、新しいものの考え方にふれ、視野を広げ、国際感覚を習得することも目標とする。
シチュエーションに適切な英語表現で、コミュニケーションを図る演習を実施する。また、オーラルプレゼン
テーションの基礎を学習し、プレゼンテーションを行う。
このクラスは、英語ですべて実施される授業で、常に英語を聞き、話す学生参加型授業である。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．英語で基礎的なプレゼンテーションを実施できる。
2．シチュエーションごとに基礎的な会話を理解できる。
3．英語として適切な表現を使用し、実践的なコミュニケーションができる。
成績評価
[成績評価の基準]
1．英語でプレゼンテーションを行い、内容を相手に理解させることができる。（Presentation）
2．シチュエーションごとに基礎的な会話を理解し、英語として適切な表現で実践的なコミュニケーションが
できる。（Oral examination）(TOEFLスコア)
3．授業における回答（Vocab quizzesとTOEFL exercisesの評価を含む）によって取り組み状況を評価する。
（Class participation）
[成績評価の方法]
Oral examination (20%), Class participation (Vocab quizzes, TOEFL exercisesを含む)(30%), TOEFLスコ
ア(40%), Presentation(10%)で評価する。
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
（受講条件）
1. 辞書を必ず持参すること（携帯電話・スマートフォンを辞書の代わりに使うことは不可）。
（試験・レポートの課題に対するフィードバックの方法）
1,授業にて返却し、模範解答を提示、解説する。
2.初回の授業で指示する
3．適宜、プリントを配布する。
（テキスト・参考書）
1.Text will be Fifty‑Fifty by Pearson/Longman.
2.Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
k‑russell@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
Office hours Building 1
ays 4:20‑4:45)
備考

3'rd floor, rm1302, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays 8:00‑8:30, Wednesd

84

［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2．グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4．特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5．毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）:
1
Orientation, Class introduct Learn class room English, start to understan
ion and how to give self‑int d "Information Gaps".
roductions,
（復習: 0.5）
Check out the vocab sheet for Unit 2, HW: co
(授業方法）
Using first pair work, and t mplete the hand‑out.
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
2
Learn class room English, start to understan
Classroom English:
Language focus: Help languag d "Information Gaps".
e.
How do you say that in
English ,
Please speak mo （復習: 0.5）
re slowly ,
How do you sp Check out the vocab sheet for Unit 2,
ell that in English ..Bingo

3

(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Vocabulary: Family & biologi （予習：0.5）
cal information. Language fo To practice communicating in 4 man groups. T
cus: Frequency adverbs, supe o practice sufficiently to be able to effect
rlatives, experience, permis ively express experience and permission and
use frequency adverbs, superlatives.
sion
（復習: 0.5）
(授業方法）
Using first pair work, and t Review the vocab list Time: HW: Check out t
hen large group work, then p he vocab sheet for the next unit, write sect
rogressing to group conversa ion 8, complete the hand‑out
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
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4

5

6

7

Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To practice sufficiently to be able to effec
y other students using the t tively express experience and permission and
use frequency adverbs, superlatives.
arget language.
（復習: 0.5）
(授業方法）
Using first pair work, and t Preparation: Review the vocab list. HW: Chec
hen large group work, then p k out the vocab sheet for the next unit, wri
rogressing to group conversa te section 8, complete the hand‑out.
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Vocabulary: Numbers, dates, To be able to correctly say and communicate
ages and measurements. Lang numbers up to a trillion., read a clock in w
a quarter 'til five , and to
uage focus: numbers, descrip ays such as
tive language, review superl be able to discus sports. Preparation: revi
atives, and sports experienc ew the vocab list.
e
（復習: 0.5）
Preparation: Complete the hand‑out.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell （授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To be able to correctly say and communicate
y other students using the t numbers up to a trillion., read a clock in w
ays such as
a quarter 'til five , and to
arget language.
be able to discus sports.
(授業方法）
Using first pair work, and t （復習: 0.5）
hen large group work, then p Review the vocab list.HW/ Write section 8.
rogressing to group conversa check‑out the vocab sheet for the next unit,
tions, understand the gramma Complete the hand‑out.
r and conversation methods.
Keith G.Russell 〔授業内容〕
（予習：0.5）
Vocabulary: Associated vocab To be able to correctly communicate about pe
ulary, personality related w rsonality traits.
ords.
（復習: 0.5）
review the vocab list. HW: Complete the hand
(授業方法）
Using first pair work, and t ‑out.
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
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8

9

10

11

Keith G.Russell （授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To be able to correctly communicate about pe
y other students using the t rsonality traits.
arget language
（復習: 0.5）:
Review the vocab list. HW: Write section 8.
(授業方法）
Using first pair work, and t check‑out the vocab sheet for the next unit,
hen large group work, then p Complete the hand‑out.
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell 〔授業内容〕
（予習：0.5）
Planning & preparation: Voca To learn to correctly choose and use determi
bulary: Beach items, house h ners with, countable non‑countable nouns
old items,sewing items,veget
able names. Language Focus: （復習: 0.5）
usage of determiners with, Check‑out the vocab list. HW: Complete the
countable & non‑countable no hand‑out.
uns
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell 〔授業内容〕
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To learn to correctly choose and use determi
y other students using the t ners with, countable non‑countable nouns:
arget language
（復習: 0.5）
Review the vocab list. HW: Write section 8.
(授業方法）
Using first pair work, and t check‑out the vocab sheet for the next unit,
hen large group work, then p Complete the hand‑out.
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell 〔授業内容〕
（予習: 0.5）
Dating Vocabulary: physical To learn how to communicate about physical
appearance,personalities, cl appearance & personalities, Stating and aski
othing styles. Language Focu ng preferences, letter writing
s: Describing physical appea
rance & personalities, Stati （復習：0.5）
ng and asking preferences, s Review the vocab list. HW: Complete the hand
‑out.
imple letter writing
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
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12

13

14

Keith G.Russell 〔授業内容〕
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To learn how to communicate about physical
y other students using the t appearance & personalities, Stating and aski
ng preferences, letter writing
arget language
（復習: 0.5）
(授業方法）
Using first pair work, and t Review the vocab list. HW ?Write section 10.
hen large group work, then p check‑out the vocab sheet for the next unit
rogressing to group conversa , Complete the hand‑out.
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell
（予習：0.5）
TOEFL模試
To take a practice TOEFL test to prepare you
for your summer homework and the November T
OEFL test.
（復習: 0.5）
Review the vocab list. HW: Review the book a
nd your writing assignments.
Decide what you want to know about the test
and prepare to ask the teacher.
Keith G.Russell 〔授業内容〕
（予習：1.0）
Return the TOEFL test answer To let you know what might show up on the ex
s and prepare for the test. am. To get you thinking about what to study.
Next week is your final exam. You need to p
lan what you will study over the next 7 days
(授業方法）
Using first pair work, and t . Determine your weak areas as those are the
hen large group work, then p places you can most raise your score. Revie
rogressing to group conversa w every written assignment.
tions, understand the gramma
r and conversation methods. （復習: 1.0）
Preparations for the tes Review the vocab list. HW: Review the book
t: What will be on it and w and your writing assignments.
Decide what you want to know about the test
hat to prepare.
and prepare to ask the teacher.
Preparation Total time: 15hrs, Review total
time: 15hrs. Total 30hrs.
〔授業内容〕
Take the final

15

(授業方法）
Do your best on the test
Keith G.Russell 〔授業内容〕
（予習：0.5）
Return tests. Explain their Let the students know what they did on their
grades, this semester's goal examination. Help them to plan their goals.
Remove the rust from the brain and remember
s.
class room English. Get them back into conv
ersing in English.
(授業方法）
Review of classroom English.
Survey others about their s （復習: 0.5）
Students should lightly review the first sem
ummer vacation
esters work.
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16

17

18

19

Keith G.Russell

（予習：0.5）
To practice communicating about body parts,
(授業内容）
Continued, writing and surve common maladies and their treatments.
y other students using the t
（復習: 0.5）
arget language
Check‑out the vocab list. HW: Complete the h
and‑out.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Vocabulary: weather conditio To practice communicating about weather, and
ns, clothing and household g review preparations.
oods,days of the week
Language Focus: describing t （復習: 0.5）
he weather, advisability,, m Check‑out the vocab list. HW. Complete the h
aking suggestions, experienc and‑out. Choose partners for your presentati
on.
e with weather
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To be able to discuss the weather and appro
y other students using the t priate preparations using the correct determ
iners.
arget language.
（復習: 0.5）
(授業方法）
Using first pair work, and t Review the vocab list. HW Write Section 8. C
hen large group work, then p omplete the hand‑out.
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To practice communicating about travel, comp
y other students using the t ass directions, measurement & time, and mode
s of transportation.
arget language.
（復習: 0.5）Check‑out the vocab list.
HW
(授業方法）
Using first pair work, and t . Complete the hand‑out. Choose a topic for
hen large group work, then p your presentation.
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
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20

21

22

23

Keith G.Russell (授業内容）Travel and geogra （予習：0.5）
To practice communicating about travel, comp
phy
Vocabulary: compass directio ass directions, measurement & time, and mode
ns, measurement & time, mode s of transportation.
s of transportation. Languag
e Focus: directions,distance （復習: 0.5）
HW. Complete th
s,, duration & measurements, Check‑out the vocab list.
map interpretation, travel e hand‑out. Choose a topic for your presenta
tion.
experience.
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To practice communicating about food and rev
y other students using the t iew numbers.
arget language regarding foo
（復習: 0.5）
d.
Check‑out the vocab list. HW: Complete the h
and‑out. Every week from here on: prepare an
(授業方法）
Using first pair work, and t d practice your presentation.
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）To understand menus and be able
to order foods at a restaurant.
Restaurant menus
Vocabulary: menu item sprice
s: pounds, dollars, and othe （復習: 0.5）
Review the vocab list. HW: Write Section 7.
r countries
Complete the hand‑out.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To practice communicating about pollution wa
y other students using the t ste & energy usage.
arget language.about the eco
（復習: 0.5）
logy
Check‑out the vocab list. HW: Complete the h
and‑out.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
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24

25

26

27

Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
To be able to discuss types of garbage, and
Environmental issues
Vocabulary: pollution waste review household items and their determiner
& energy usage, types of gar s.
bage, and household items
Language Focus: expressing f （復習: 0.5）
igures,, numbers & percentag Review the vocab list. HW: Write Section 9.
es, stating frequency, and e Complete the hand‑out.
xpressing intention
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To practice communicating about generalizati
y other students using the t ons reviewing personality traits.
arget language about streoty
（復習: 0.5）
pes
Check‑out the vocab list. HW: Complete the h
and‑out.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）To be able to discuss stereoty
Continued, writing and surve pes.
y other students using the t
arget language about streoty （復習: 0.5）
review the vocab list. .HW: Write Section 7.
pes
Complete the hand‑out.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
To give their presentation and get practice
Oral presentations
talking in front of groups using A/V equipme
nt
(授業方法）
Students do their presentati （復習: 0.5）
ons while others critique th Practice your presentation.
em.
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28

Keith G.Russell (授業内容）
Oral presentations

（予習：1.0）
To give their presentation and get practice
talking in front of groups using A/V equipme
nt

(授業方法）
Students do their presentati （復習: 1.0）
ons while others critique th Practice your presentation
em.
Preparation Total time: 30hrs, Review total
time: 30hrs. Total 60hrs.
(授業内容）
Final oral presentations. Ex
planation of grades.
(授業方法）
Students do their presentati
ons while others critique th
em. I explain their grades.
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授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅠ
Oral EnglishⅠ

授業形態
開講学期

演習
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

庄子

ひとみ

授業概要
[授業全体の内容]
このクラスの目標は、口語英語を理解し、自分の意見を基本的な英語を用いて表現できるようになることであ
る。また、英語の実践的な運用能力を高めるとともに、英語のプレゼンテーションの基礎を習得する。英語学
習によって、新しいものの考え方にふれ、視野を広げ、国際感覚を習得することも目標とする。
シチュエーションに適切な英語表現で、コミュニケーションを図る演習を実施する。また、オーラルプレゼン
テーションの基礎を学習し、プレゼンテーションを行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．英語で基礎的なプレゼンテーションを実施できる。
2．シチュエーションごとに基礎的な会話を理解できる。
3．英語として適切な表現を使用し、実践的なコミュニケーションができる。
成績評価
[成績評価の基準]
1．英語でプレゼンテーションを行い、内容を相手に理解させることができる。
2．シチュエーションごとに基礎的な会話を理解し、英語として適切な表現で実践的なコミュニケーションが
できる。
3．授業内貢献度（Vocab quizzesとTOEFL exercisesの評価を含む）によっても取り組み状況を評価する。
[成績評価の方法]
Oral English test (20%), Class participation (Vocab quizzes, TOEFL exercisesを含む)(30%), TOEFLス
コア(40%), Presentation(10%)で評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1．4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
2．単語数について、40%以上の増加を目指す。
3．受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする場合がある。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1．Everyday Vocabulary Quizzes (Nan un‑do)
2．Usage and Vocabulary (Nan un‑do)
3．5‑Minutes Quizzes for TOEFL Test (Macmillan languagehouse)
その他授業において提示する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
hi‑shoji@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
月〜木 一号館３階
備考

庄子ひとみ研究室
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［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2．グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4．特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5．毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
庄子 ひとみ
（予習：0.5時間）
1
（授業内容）
・オリエンテーション：授業目 学内TOEFLを受験する。
的、授業方法、評価方法等を説
（復習：0.5時間）
明する。
TOEFL結果を分析し、学内受験2回目の目標設定を
また、各種英語試験の概要や取 する。
り組み方についても案内する。
庄子 ひとみ
（予習：0.5時間）
2
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 1（文 学内TOEFLを受験する。
化・社会に関する語句）; Usag
e and Vocab, Lesson 1（品詞 （復習：0.5時間）
）の答え合せと解説を行う。 TOEFL結果を分析し、学内受験2回目の目標設定を
・Talk about meを学習し、実 する。
践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehensionを学習する。

3

庄子

ひとみ

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 2（法
律・政治・治安に関する語句）
; Usage and Vocab, Lesson 2
（動詞）の答え合せと解説を行
う。
・Talk about family を学習し
、実践する。
・TOEFL exercise, Structure
and written expressionを学習
する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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（予習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 2; Usage and Vocab, Uni
t 2 を学習する。
（復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 2; Usage and Vocab, Les
son 2の単語・イディオムを覚える。授業で指示
されたTOEFL exerciseを行う。

4

5

6

7

庄子

庄子

庄子

庄子

ひとみ

ひとみ

ひとみ

ひとみ

（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 3（経 Everyday Vocab, Unit 3; Usage and Vocab, Les
済・ビジネスに関する語句）; son 3 を学習する。
Usage and Vocab, Lesson 3（
句動詞）の答え合せと解説を行 （復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 3; Usage and Vocab, Uni
う。
・Talk about Timeを学習し、 t 3の単語・イディオムを覚える。授業で指示さ
れたTOEFL exerciseを行う。
実践する。
・TOEFL exercise, Reading c
omprehension を学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 4（産 Everyday Vocab, Unit 4; Usage and Vocab, Les
業・機械に関する語句）; Usag son 4 を学習する。
e and Vocab, Lesson 4 （時制
１）の答え合せと解説を行う。 （復習：0.5時間）
・Talk about transportを学習 Everyday Vocab, Unit 4; Usage and Vocab, Les
son 4の単語・イディオムを覚える。授業で指示
し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening されたTOEFL exerciseを行う。
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 5（自 Everyday Vocab, Unit 5; Usage and Vocab, Les
然・環境に関する語句）; Usag son 5 を学習する。
e and Vocab, Lesson 5（時制2
） の答え合せと解説を行う。 （復習：0.5時間）
・Talk about meetingを学習し Everyday Vocab, Unit 5; Usage and Vocab, Les
son 5の単語・イディオムを覚える。授業で指示
、実践する。
・TOEFL exercise, Structure されたTOEFL exerciseを行う。
and written expressionを学
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 6（自 Everyday Vocab, Unit 6; Usage and Vocab, Les
然科学に関する語句）; Usage son 6 を学習する。
and Vocab, Lesson 6（主語と
動詞の一致） の答え合せと解 （復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 6; Usage and Vocab, Les
説を行う。
・Talk about drinksを学習し son 6の単語・イディオムを覚える。授業で指示
されたTOEFL exerciseを行う。
、実践する。
・TOEFL exercise, Reading c
omprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。

95

8

9

10

11

12

庄子

庄子

庄子

庄子

庄子

ひとみ

ひとみ

ひとみ

ひとみ

ひとみ

（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 7（教 Everyday Vocab, Unit 7; Usage and Vocab, Les
育・大学に関する語句）; Usag son 7 を学習する。
e and Vocab, Lesson 7（代名
詞）の答え合せと解説を行う。 （復習：0.5時間）
・TOEFL Speaking Part を学習 Everyday Vocab, Unit 7;Usage and Vocab, Less
on 7の単語・イディオムを覚える。TOEFL Speaki
する。
・TOEFL exercise, Listening ng 問題を復習する。授業で指示されたTOEFL exe
comprehension を学習する。 rciseを行う。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 8（言 Everyday Vocab, Unit 7; Usage and Vocab, Les
語・大学に関する語句）; Usag son 7 を学習する。
e and Vocab, Lesson 8（名詞
・冠詞）の答え合せと解説を行 （復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 7;Usage and Vocab, Less
う。
・TOEFL Speaking Part を学習 on 7の単語・イディオムを覚える。TOEFL Speaki
ng 問題を復習する。授業で指示されたTOEFL exe
する。
・TOEFL exercise, Structure rciseを行う。
and written expression を学
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（授業内容）
・Reading exercise, 新聞の
読み方を学習する。
・Oral Presentation, プレゼ
ンテーションの基礎を学習する
。
（授業方法）
新聞の読み方、プレゼンテーシ
ョンの基礎を解説したのち、ペ
アで問題演習を行う。
（授業内容）
・Reading exercise, 新聞の
読み方を学習する。
・Oral presentation, プレゼ
ンテーションの基礎を学習する
。

（予習：0.5時間）
プレゼンテーションのシナリオを作成する。
（復習：0.5時間）
新聞の読み方を復習する。授業で指示されたTOEF
L exerciseを行う。

（予習：0.5時間）
プレゼンテーションのシナリオを作成する。プレ
ゼンテーションの練習を行う。
（復習：0.5時間）
プレゼンテーションの基礎、および、新聞の読み
方を復習する。授業で指示されたTOEFL exercise
を行う。

（授業方法）
新聞の読み方、プレゼンテーシ
ョンの基礎を解説したのち、ペ
アで問題演習を行う。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
プレゼンテーションを実施する プレゼンテーションの練習を行う。
。
（復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Units 1‑8; Usage and Vocab,
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価 TOEFL exercise を復習する。
を行う。
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13

庄子

ひとみ

14

庄子

ひとみ

15

庄子

ひとみ

16

17

18

庄子

庄子

庄子

ひとみ

ひとみ

ひとみ

（予習：1.0時間）
（授業内容）
Oral examination を実施する Oral examination の準備をする。
。
（復習：1.0時間）
Everyday Vocab, Units 1‑8; Usage and Vocab;
TOEFL exerciseを復習する。
（予習：1.0時間）
（授業内容）
TOEFL 模試Section 1 & 2を実 前期の総復習をする。
施する。
（復習：1.0時間）
前期の総復習をする。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
なし
（授業内容）
TOEFL 模試Section 3 を実施す
る。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
（授業内容）
・オリエンテーション：後期授
業についての説明を行う。
・TOEFL exerciseの解説を行う
。

（予習：0.5時間）
TOEFL exerciseを行う。
（復習：0.5時間）
TOEFLの誤解答を復習する。

（授業方法）
間違えやすい問題をクラスで共
有し、説明する。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 9（交 Everyday Vocab, Unit 9; Usage and Vocab, Les
通・旅行に関する語句）; Usag son 9 を学習する。
e and Vocab, Lesson 9（前置
詞）の答え合せと解説を行う。 （復習：0.5時間）
・Talk about snacksを学習し Everyday Vocab, Unit 9; Usage and Vocab, Uni
t 9の単語・イディオムを覚える。授業で指示さ
、実践する。
・TOEFL exercise, Listening れたTOEFL exerciseを行う。
comprehension を学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 10（ Everyday Vocab, Unit 10; Usage and Vocab, Le
マスコミ・放送・メールに関す sson 10 を学習する。
る語句）; Usage and Vocab, L
esson 10（助動詞）の答え合せ （復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 10; Usage and Vocab, Le
と解説を行う。
・Talk about weatherを学習し sson 10の単語・イディオムを覚える。授業で指
示されたTOEFL exerciseを行う。
、実践する。
・TOEFL exercise, Structure
and written expression を学
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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19

20

21

庄子

庄子

庄子

ひとみ

ひとみ

ひとみ

（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 11（ Everyday Vocab, Unit 11; Usage and Vocab, Le
郵便・電話・メールに関する語 sson 11 を学習する。
句）; Usage and Vocab, Unit
11（不定詞）の答え合せと解説 （復習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 11; Usage and Vocab, Un
を行う。
・Talk about moneyを学習し、 it 11の単語・イディオムを覚える。授業で指示
されたTOEFL exerciseを行う。
実践する。
・TOEFL exercise, Reading c
omprehension を学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 12（ Everyday Vocab, Unit 12; Usage and Vocab, Le
買い物・商売に関する語句）; sson 12 を学習する。
Usage and Vocab, Lesson 12（
動名詞）の答え合せと解説を行 （復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 12; Usage and Vocab, Le
う。
・Talk about shoppingを学習 sson 12の単語・イディオムを覚える。授業で指
示されたTOEFL exerciseを行う。
し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 13（ Everyday Vocab, Unit 13; Usage and Vocab, Le
芸術・娯楽に関する語句）; Us sson 13 を学習する。
age and Vocab, Lesson 13（分
詞） の答え合せと解説を行う （復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 13; Usage and Vocab, Le
。
・Talk about birthdaysを学習 sson 13の単語・イディオムを覚える。授業で指
示されたTOEFL exerciseを行う。
し、実践する。
・TOEFL exercise, Structure
and written expressionを学
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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22

庄子

ひとみ

23

庄子

ひとみ

24

庄子

ひとみ

25

庄子

ひとみ

26

庄子

ひとみ

27

庄子

ひとみ

28

庄子

ひとみ

（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 14（ Everyday Vocab, Unit 14; Usage and Vocab, Le
食品・食事に関する語句）; Us sson 14 を学習する。
age and Vocab, Lesson 14（比
較） の答え合せと解説を行う （復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 14; Usage and Vocab, Le
。
・Talk about clothesを学習し sson 14の単語・イディオムを覚える。授業で指
示されたTOEFL exerciseを行う。
、実践する。
・TOEFL exercise, Reading c
omprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
TOEFL模試のSection 1 & 2 を TOEFL exercise の復習をする。
実施する。
（復習：0.5時間）
TOEFL模試の誤解答を復習する。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
TOEFL模試のSection 3 を実施 TOEFL exercise の復習をする。
する。
（復習：0.5時間）
TOEFL模試の誤解答を復習する。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Oral presentation, プレゼン プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
テーションの基礎を学習する。 ターネット、新聞等から収集する。
（授業方法）
プレゼンテーションの基礎を解
説したのち、ペアで問題演習を
行う。
（授業内容）
自分が選んだテーマについて講
義形式のプレゼンテーションを
実施する。

（復習：0.5時間）
プレゼンテーションのシナリオを作成する。プレ
ゼンテーションの練習を行う。
（予習：0.5時間）
プレゼンテーションのシナリオを作成する。プレ
ゼンテーションの練習を行う。

（復習：0.5時間）
授業で指示されたTOEFL exerciseを行う。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
English in movies, 映画を鑑 授業で指示されたTOEFL exerciseを行う。
賞し、口語表現を学習する。
（復習：0.5時間）
映画で用いられた口語表現を復習する。
（授業方法）
映画で用いられた口語表現をペ
アワークで練習する。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Writing exercise, CV writing 後期の総復習をする。
を実施する。
（復習：0.5時間）
後期の総復習をする。
（授業方法）
CVに必要な用語を説明する。各
自が自分のCVを作成する。
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29

庄子

ひとみ

30

庄子

ひとみ

（予習：1.0時間）
（授業内容）
まとめ１：グループワーク を 後期の総復習をする。
実施する。
（復習：1.0時間）
後期の総復習をする。
なし
（授業内容）
まとめ2 グループワーク
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授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅠ
Oral EnglishⅠ

授業形態
開講学期

演習
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 堀 智子
科目担当者
堀 智子
授業概要
[授業全体の内容]
このクラスの目標は、口語英語を理解し、自分の意見を基本的な英語を用いて表現できるようになることであ
る。また、英語の実践的な運用能力を高めるとともに、英語のプレゼンテーションの基礎を習得する。英語を
学習することによって、新しいものの考え方にふれ、視野を広げ、国際感覚を習得することも目標とする。
シチュエーションに応じて適切な英語表現でコミュニケーションを図る演習を実施する。また、オーラルプレ
ゼンテーションの基礎を学習し、プレゼンテーションを行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．英語で基礎的なプレゼンテーションを実施できる。
2．シチュエーションごとに基礎的な会話を理解できる。
3．適切な英語表現を使用し、実践的なコミュニケーションができる。
成績評価
[成績評価の基準]
1．英語でプレゼンテーションを行い、内容を相手に理解させることができる。（Presentation）
2．シチュエーションごとに基礎的な会話を理解し、適切な英語表現で実践的なコミュニケーションができる
。（Oral examination）（TOEFLスコア）
3．授業における回答（Vocab quizzesとTOEFL exercisesの評価を含む）によって取り組み状況を評価する。
（Class participation）
[成績評価の方法]
Oral examination (20%), Class participation (Vocab quizzes, TOEFL exercisesを含む)(30%), TOEFLスコ
ア(40%), Presentation(10%)で評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1．4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
2．単語数について、40%以上の増加を目指す。
3．受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする場合がある。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1．TOEFL TEST 必ずでる単 スピードマスター (Jリサーチ出版)
2．Usage and Vocabulary (Nan un‑do)
3．5‑Minutes Quizzes for TOEFL Test (Macmillan languagehouse)
その他授業において提示する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
t‑hori@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
火・水曜日12:15‑12:45 (1号館 3階 1304室)
備考
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［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2．グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4．特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5．毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
堀 智子
（予習：0.5時間）
1
（授業内容）
・オリエンテーション：授業目 学内TOEFLを受験する。
的、授業方法、評価方法等を説
（復習：0.5時間）
明する。
・日英語の言語的な違いを明確 TOEFL結果を分析し、学内受験2回目の目標設定を
にし、日本語母語話者として英 する。
語にどう取り組むかを考える。

2

3

堀

堀

智子

智子

（授業方法）
日英語の違い、英語への取り組
みについてグループで考える。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 1（文 学内TOEFLを受験する。
化・社会に関する語句）; Usag
e and Vocab, Lesson 1（品詞 （復習：0.5時間）
）の答え合せと解説を行う。 TOEFL結果を分析し、学内受験2回目の目標設定を
・Talk about meを学習し、実 する。
践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 2（法
律・政治・治安に関する語句）
; Usage and Vocab, Lesson 2
（動詞）の答え合せと解説を行
う。
・Talk about family を学習し
、実践する。
・TOEFL exercise, Structure
and written expressionを学習
する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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（予習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 2; Usage and Vocab, Uni
t 2 を学習する。
（復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 2; Usage and Vocab, Les
son 2の単語・イディオムを覚える。授業で指示
されたTOEFL exerciseを行う。

4

5

6

7

堀

堀

堀

堀

智子

智子

智子

智子

（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 3（経 Everyday Vocab, Unit 3; Usage and Vocab, Les
済・ビジネスに関する語句）; son 3 を学習する。
Usage and Vocab, Lesson 3（
句動詞）の答え合せと解説を行 （復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 3; Usage and Vocab, Uni
う。
・Talk about Timeを学習し、 t 3の単語・イディオムを覚える。授業で指示さ
れたTOEFL exerciseを行う。
実践する。
・TOEFL exercise, Reading c
omprehension を学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 4（産 Everyday Vocab, Unit 4; Usage and Vocab, Les
業・機械に関する語句）; Usag son 4 を学習する。
e and Vocab, Lesson 4 （時制
１）の答え合せと解説を行う。 （復習：0.5時間）
・Talk about transportを学習 Everyday Vocab, Unit 4; Usage and Vocab, Les
son 4の単語・イディオムを覚える。授業で指示
し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening されたTOEFL exerciseを行う。
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 5（自 Everyday Vocab, Unit 5; Usage and Vocab, Les
然・環境に関する語句）; Usag son 5 を学習する。
e and Vocab, Lesson 5（時制2
） の答え合せと解説を行う。 （復習：0.5時間）
・Talk about meetingを学習し Everyday Vocab, Unit 5; Usage and Vocab, Les
son 5の単語・イディオムを覚える。授業で指示
、実践する。
・TOEFL exercise, Structure されたTOEFL exerciseを行う。
and written expressionを学
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 6（自 Everyday Vocab, Unit 6; Usage and Vocab, Les
然科学に関する語句）; Usage son 6 を学習する。
and Vocab, Lesson 6（主語と
動詞の一致） の答え合せと解 （復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 6; Usage and Vocab, Les
説を行う。
・Talk about drinksを学習し son 6の単語・イディオムを覚える。授業で指示
されたTOEFL exerciseを行う。
、実践する。
・TOEFL exercise, Reading c
omprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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8

堀

智子

9

堀

智子

10

11

12

堀

堀

堀

智子

智子

智子

（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 7（教 Everyday Vocab, Unit 7; Usage and Vocab, Les
育・大学に関する語句）; Usag son 7 を学習する。
e and Vocab, Lesson 7（代名
詞）の答え合せと解説を行う。 （復習：0.5時間）
・TOEFL exercise, Listening Everyday Vocab, Unit 7;Usage and Vocab, Less
comprehension を学習する。 on 7の単語・イディオムを覚える。授業で指示さ
れたTOEFL exerciseを行う。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 8（言 Everyday Vocab, Unit 8; Usage and Vocab, Les
語・大学に関する語句）; Usag son 8 を学習する。
e and Vocab, Lesson 8（名詞
・冠詞）の答え合せと解説を行 （復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 8; Usage and Vocab, Les
う。
・TOEFL exercise, Structure son 8の単語・イディオムを覚える。授業で指示
and written expression を学 されたTOEFL exerciseを行う。
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（授業内容）
・Reading exercise, 新聞の
読み方を学習する。
・Oral Presentation, プレゼ
ンテーションの基礎を学習する
。
（授業方法）
新聞の読み方、プレゼンテーシ
ョンの基礎を解説したのち、ペ
アで問題演習を行う。
（授業内容）
・Reading exercise, 新聞の
読み方を学習する。
・Oral presentation, プレゼ
ンテーションの基礎を学習する
。

（予習：0.5時間）
プレゼンテーションのシナリオを作成する。
（復習：0.5時間）
新聞の読み方を復習する。授業で指示されたTOEF
L exerciseを行う。

（予習：0.5時間）
プレゼンテーションのシナリオを作成する。プレ
ゼンテーションの練習を行う。
（復習：0.5時間）
プレゼンテーションの基礎、および、新聞の読み
方を復習する。授業で指示されたTOEFL exercise
を行う。

（授業方法）
新聞の読み方、プレゼンテーシ
ョンの基礎を解説したのち、ペ
アで問題演習を行う。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
プレゼンテーションを実施する プレゼンテーションの練習を行う。
。
（復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Units 1‑8; Usage and Vocab,
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価 TOEFL exercise を復習する。
を行う。
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13

14

15

16

17

18

堀

堀

堀

堀

堀

堀

智子

智子

智子

智子

智子

智子

（予習：1.0時間）
（授業内容）
Oral 面での習得を確認する。 Oral examination の準備をする。
(授業方法）
Oral Examination を実施する
。
（授業内容）
TOEFL 模試Section 1 & 2を実
施する。

（復習：1.0時間）
Everyday Vocab, Units 1‑8; Usage and Vocab;
TOEFL exerciseを復習する。
（予習：1.0時間）
前期の総復習をする。

（復習：1.0時間）
前期の総復習をする。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
（予習・復習）
（授業内容）
TOEFL 模試Section 3 を実施す 前期の総復習をする。
る。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
（授業内容）
・オリエンテーション：後期授
業についての説明を行う。
・TOEFL exerciseの解説を行う
。

（予習：0.5時間）
TOEFL exerciseを行う。
（復習：0.5時間）
TOEFLの誤解答を復習する。

（授業方法）
間違えやすい問題をクラスで共
有し、説明する。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 9（交 Everyday Vocab, Unit 9; Usage and Vocab, Les
通・旅行に関する語句）; Usag son 9 を学習する。
e and Vocab, Lesson 9（前置
詞）の答え合せと解説を行う。 （復習：0.5時間）
・Talk about snacksを学習し Everyday Vocab, Unit 9; Usage and Vocab, Uni
t 9の単語・イディオムを覚える。授業で指示さ
、実践する。
・TOEFL exercise, Listening れたTOEFL exerciseを行う。
comprehension を学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 10（ Everyday Vocab, Unit 10; Usage and Vocab, Le
マスコミ・放送・メールに関す sson 10 を学習する。
る語句）; Usage and Vocab, L
esson 10（助動詞）の答え合せ （復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 10; Usage and Vocab, Le
と解説を行う。
・Talk about weatherを学習し sson 10の単語・イディオムを覚える。授業で指
示されたTOEFL exerciseを行う。
、実践する。
・TOEFL exercise, Structure
and written expression を学
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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19

20

21

堀

堀

堀

智子

智子

智子

（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 11（ Everyday Vocab, Unit 11; Usage and Vocab, Le
郵便・電話・メールに関する語 sson 11 を学習する。
句）; Usage and Vocab, Unit
11（不定詞）の答え合せと解説 （復習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 11; Usage and Vocab, Un
を行う。
・Talk about moneyを学習し、 it 11の単語・イディオムを覚える。授業で指示
されたTOEFL exerciseを行う。
実践する。
・TOEFL exercise, Reading c
omprehension を学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 12（ Everyday Vocab, Unit 12; Usage and Vocab, Le
買い物・商売に関する語句）; sson 12 を学習する。
Usage and Vocab, Lesson 12（
動名詞）の答え合せと解説を行 （復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 12; Usage and Vocab, Le
う。
・Talk about shoppingを学習 sson 12の単語・イディオムを覚える。授業で指
示されたTOEFL exerciseを行う。
し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 13（ Everyday Vocab, Unit 13; Usage and Vocab, Le
芸術・娯楽に関する語句）; Us sson 13 を学習する。
age and Vocab, Lesson 13（分
詞） の答え合せと解説を行う （復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 13; Usage and Vocab, Le
。
・Talk about birthdaysを学習 sson 13の単語・イディオムを覚える。授業で指
示されたTOEFL exerciseを行う。
し、実践する。
・TOEFL exercise, Structure
and written expressionを学
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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22

堀

智子

23

堀

智子

24

堀

智子

25

堀

智子

26

27

28

堀

堀

堀

智子

智子

智子

（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 14（ Everyday Vocab, Unit 14; Usage and Vocab, Le
食品・食事に関する語句）; Us sson 14 を学習する。
age and Vocab, Lesson 14（比
較） の答え合せと解説を行う （復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 14; Usage and Vocab, Le
。
・Talk about clothesを学習し sson 14の単語・イディオムを覚える。授業で指
示されたTOEFL exerciseを行う。
、実践する。
・TOEFL exercise, Reading c
omprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
TOEFL模試のSection 1 & 2 を TOEFL exercise の復習をする。
実施する。
（復習：0.5時間）
TOEFL模試の誤解答を復習する。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
TOEFL模試のSection 3 を実施 TOEFL exercise の復習をする。
する。
（復習：0.5時間）
TOEFL模試の誤解答を復習する。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Oral presentation, プレゼン プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
テーションの基礎を学習する。 ターネット、新聞等から収集する。
（授業方法）
プレゼンテーションの基礎を解
説したのち、ペアで問題演習を
行う。
（授業内容）
自分が選んだテーマについて講
義形式のプレゼンテーションを
実施する。

（復習：0.5時間）
プレゼンテーションのシナリオを作成する。プレ
ゼンテーションの練習を行う。
（予習：0.5時間）
プレゼンテーションのシナリオを作成する。プレ
ゼンテーションの練習を行う。

（復習：0.5時間）
授業で指示されたTOEFL exerciseを行う。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
（予習：1.0時間）
（授業内容）
Oral 面での習得を確認する。 Oral examinationの準備をする。
(授業方法）
oral Examinationを実施する。
（授業内容）
後期の授業内容の習得状況を確
認する。
（授業方法）
後期授業内容の要点のまとめを
する。
期末試験
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（復習：1.0時間）
後期の総復習をする。
（予習：0.5時間）
期末試験の準備をする

授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅠ
Oral EnglishⅠ

授業形態
開講学期

対象学年

1

単位数

科目責任者
科目担当者

篠塚

2.0

勝正

授業概要
[授業全体の内容]
このクラスの目標は、口語英語を理解し、自分の意見を基本的な英語を用いて表現できるようになることであ
る。また、英語の実践的な運用能力を高めるとともに、英語のプレゼンテーションの基礎を習得する。英語を
学習することによって、新しいものの考え方にふれ、視野を広げ、国際感覚を習得することも目標とする。
シチュエーションに適切な英語表現で、コミュニケーションを図る演習を実施する。また、オーラルプレゼン
テーションの基礎を学習し、プレゼンテーションを行う。
このクラスは、英語ですべて実施される授業で、常に英語を聞き、話す学生参加型授業である。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．英語で基礎的なプレゼンテーションを実施できる。
2．シチュエーションごとに基礎的な会話を理解できる。
3．英語として適切な表現を使用し、実践的なコミュニケーションができる。
成績評価
[成績評価の基準]
1．英語でプレゼンテーションを行い、内容を相手に理解させることができる。（Presentation）
2．シチュエーションごとに基礎的な会話を理解し、英語として適切な表現で実践的なコミュニケーションが
できる。（Oral examination）(TOEFLスコア)
3．授業における回答（Vocab quizzesとTOEFL exercisesの評価を含む）によって取り組み状況を評価する。
（Class participation）
[成績評価の方法]
Oral examination (20%), Class participation (Vocab quizzes, TOEFL exercisesを含む)(30%), TOEFLスコ
ア(40%), Presentation(10%)で評価する。
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
[履修要件]
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
[履修要件]
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
3.単語数について、40%以上の増加を目指す。
4.受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1.English through the News Media (Masami Takahashi, Asahi Press,2019)
2.A Shorter Course in Everyday Vocabulary Quizzes (佐藤誠司、南雲堂、2011)
3.5‑minute Quizzes for TOEFL Test (Lin Lougheed, Joseph Tashiro, Macmillan Language house, 1998)
これらのテキストは必ず用意すること。
その他の参考書は、各回の授業において提示する。
連絡先とオフィスアワー
aquarianks@hotmail.com
Building 1 Room 1302 12:15 12:50
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備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2．グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4．特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5．毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
篠塚勝正
予習（0.5時間）
1回目
（授業内容）
オリエンテーション、Introduc 学内TOEFLを受験する。Self‑Introduction を英
語で行うため、その練習をしておく（出身・趣味
tion、
・夢など）
self‑introductions
TOEFLによりクラス分けを行う 復習（0.5時間）
TOEFL結果を自己分析し、学内2回目の目標を設定
。
授業目的、授業の方法、シラバ する。
ス、評価方法などの説明を行う
。
（授業方法）
メディア教室を使用するため、
各自コンピューターにログイン
し、コンピューター上での学習
に関して説明をし、実際に使っ
てみる。
篠塚勝正
予習（0.5時間）
2回目
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.English through the News M 復習（0.5時間）
edai(EM) Unit 1を時間内に解 今日行ったことをすべて復習する。
未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
く。
本文内容理解後、shadowing 訓 どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 力(Output)を必ず行う。
、TOEFLと記載）。

3回目

篠塚勝正

（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 1のsammary を音読 復習（0.5時間）
今日行ったことをすべて復習する。
筆写する。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
、TOEFLと記載）。
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
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4回目

篠塚勝正

5回目

篠塚勝正

6回目

篠塚勝正

7回目

篠塚勝正

予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 2を時間内に解く。 復習（0.5時間）
本文内容理解後、shadowing 訓 今日行ったことをすべて復習する。
未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
、TOEFLと記載）。
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 2のsammary を音読 復習（0.5時間）
今日行ったことをすべて復習する。
筆写する。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
、TOEFLと記載）。
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 3を時間内に解く。 復習（0.5時間）
本文内容理解後、shadowing 訓 今日行ったことをすべて復習する。
未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
、TOEFLと記載）。
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 3のsammary を音読 復習（0.5時間）
今日行ったことをすべて復習する。
筆写する。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
、TOEFLと記載）。
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
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8回目

篠塚勝正

9回目

篠塚勝正

10回目

篠塚勝正

11回目

篠塚勝正

予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 4を時間内に解く。 復習（0.5時間）
本文内容理解後、shadowing 訓 今日行ったことをすべて復習する。
未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
、TOEFLと記載）。
力(Output)を必ず行う
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 4のsammary を音読 復習（0.5時間）
今日行ったことをすべて復習する。
筆写する。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
、TOEFLと記載）。
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
力(Output)を必ず行う
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 5を時間内に解く。 復習（0.5時間）
本文内容理解後、shadowing 訓 今日行ったことをすべて復習する。
未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
、TOEFLと記載）。
力(Output)を必ず行う
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 5のsammary を音読 復習（0.5時間）
今日行ったことをすべて復習する。
筆写する。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
、TOEFLと記載）。
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
力(Output)を必ず行う
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
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12回目

篠塚勝正

13回目

篠塚勝正

14回目

篠塚勝正

予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 6を時間内に解く。 復習（0.5時間）
本文内容理解後、shadowing 訓 今日行ったことをすべて復習する。
未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
、TOEFLと記載）。
力(Output)を必ず行う
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 6のsammary を音読 復習（0.5時間）
次回のTOEFL reading test に向け、今まで行っ
筆写する。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 たことをすべて目を通し、自分でできなかった箇
所を再確認をすること。
、TOEFLと記載）。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（2.5時間）
（授業内容）
TOEFL 模試のReading and List Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ening Comprehension の模擬試 ておく。
復習（0.5時間）
験を実施する。
次回のTOEFL Listening test に向け、今まで行
ったことをすべて目を通し、自分でできなかった
（授業方法）
模擬テストは、本番の試験のよ 箇所を再確認をすること。
また、指定したTOEFL online siteを行っておく
うに神経に受験すること。
こと。
夏休みの間に、今まで理解不明であったことを必
ず理解をし、また、EMのUnit 6.7.8.9を夏休みの
宿題とします。9月1回目に全員行ったか否かを確
認します。
（授業内容）
前期試験を行います。
予め、前の週にどのような試験
内容であるか伝えるので、心配
しないで必ず受験してください
。
内容は、簡単なoral comprehen
sion 試験とします。
（授業方法）
こちらで、ランダムにペアを作
り、oral examをします。
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15回目

篠塚勝正

16回目

篠塚勝正

17回目

篠塚勝正

18回目

篠塚勝正

19回目

篠塚勝正

予習（0.5時間）
（授業内容）
オリエンテーション：後期の授 新学期に向け、新たに目標設定を考え、それを一
人一人英語でspeech する。尚、speech は因果関
業の説明
係を明確にすること。
復習（0.5時間）
（授業方法）
後期からの再スタートの日なの 次週の授業の指定範囲を行うこと。
で、ひとりひとり、英語でどの
ような夏休みであったかを英語
で簡単にマイクを持って、皆の
前でspeechしてもらいます。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 10を時間内に解く。 復習（0.5時間）
本文内容理解後、shadowing 訓 今日行ったことをすべて復習する。
未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
、TOEFLと記載）。
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 10のsammary を音読 復習（0.5時間）
今日行ったことをすべて復習する。
筆写する。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
、TOEFLと記載）。
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 11を時間内に解く。 復習（0.5時間）
本文内容理解後、shadowing 訓 今日行ったことをすべて復習する。
未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
、TOEFLと記載）。
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 11のsammary を音読 復習（0.5時間）
今日行ったことをすべて復習する。
筆写する。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
、TOEFLと記載）。
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
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20回目

篠塚勝正

21回目

篠塚勝正

22回目

篠塚勝正

23回目

篠塚勝正

予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 12を時間内に解く。 復習（0.5時間）
本文内容理解後、shadowing 訓 今日行ったことをすべて復習する。
未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
、TOEFLと記載）。
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 12のsammary を音読 復習（0.5時間）
今日行ったことをすべて復習する。
筆写する。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
、TOEFLと記載）。
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 13を時間内に解く。 復習（0.5時間）
本文内容理解後、shadowing 訓 今日行ったことをすべて復習する。
未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
、TOEFLと記載）。
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 13のsammary を音読 復習（0.5時間）
今日行ったことをすべて復習する。
筆写する。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
、TOEFLと記載）。
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
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24回目

篠塚勝正

25回目

篠塚勝正

26回目

篠塚勝正

27回目

篠塚勝正

予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 14を時間内に解く。 復習（0.5時間）
本文内容理解後、shadowing 訓 今日行ったことをすべて復習する。
未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
、TOEFLと記載）。
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 14のsammary を音読 復習（0.5時間）
今日行ったことをすべて復習する。
筆写する。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
、TOEFLと記載）。
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 15を時間内に解く。 復習（0.5時間）
本文内容理解後、shadowing 訓 今日行ったことをすべて復習する。
未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
、TOEFLと記載）。
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 15のsammary を音読 復習（0.5時間）
今日行ったことをすべて復習する。
筆写する。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
、TOEFLと記載）。
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
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28回目

篠塚勝正

予習（2.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 6を時間内に解く。 また、翌週はpresenation を行うためのひな型（
本文内容理解後、shadowing 訓 essay writing: ＩIntorduction, Body, Conclus
ion 同様）を教示するので、それを自分の好きな
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 agenda にあてはめ、script を作成する。
、TOEFLと記載）。
（復習）(0.5時間）
英語を音声媒体で、何度もシャドーイング及び、
（授業方法）
上記の他にdaily conversation 音読を繰り返し行い、長期記憶化させることを心
の訓練をpair になり練習を行 掛ける。
う。 内容は指示をする。
(授業内容）
最終試験として、Presenation
を一人2 3分で、行う。
（授業方法）
Presenation に関して、presen
ter 以外が評価を行う。
備考
合計時間:90時間
授業時間:60時間
準備時間:30時間
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授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅠ
Oral EnglishⅠ

授業形態
開講学期

演習
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 須藤 路子
科目担当者
Matthew Willemsen（前期）、須藤 路子（後期）
授業概要
[授業全体の内容]
このクラスの目標は、口語英語を理解し、自分の意見を基本的な英語を用いて表現できるようになることであ
る。また、英語の実践的な運用能力を高めるとともに、英語のプレゼンテーションの基礎を習得する。英語を
学習することによって、新しいものの考え方にふれ、視野を広げ、国際感覚を習得することも目標とする。
シチュエーションに適切な英語表現で、コミュニケーションを図る演習を実施する。また、オーラルプレゼン
テーションの基礎を学習し、プレゼンテーションを行う。
このクラスは、英語ですべて実施される授業で、常に英語を聞き、話す学生参加型授業である。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1. 英語で基礎的なプレゼンテーションを実施できる。
2. シチュエーションごとに基礎的な会話を理解できる。
3. 英語として適切な表現を使用し、実践的なコミュニケーションができる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 英語でプレゼンテーションを行い、内容を相手に理解させることができる（Presentation）
2. シチュエーションごとに基礎的な会話を理解し、英語として適切な表現で実践的なコミュニケーションが
できる。（Oral examination）(TOEFLスコア)
3. 授業における回答（Vocab quizzesとTOEFL exercisesの評価を含む）によって取り組み状況を評価する。
（Class participation）
[成績評価の方法]
Oral examination (20%), Class participation (Vocab quizzes, TOEFL exercisesを含む)(30%), TOEFLスコ
ア(40%),
Presentation(10%)で評価する。
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
[履修要件]
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
Class PLは、Proficient Learners Classである。
[履修要件]
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. スポ科PLクラスは、すべて英語で実施する。
2. 4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
3. 単語数について、40%以上の増加を目指す。
4. 受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする場合がある。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1. Getting by (Diane Nagatomo
、 金星堂、2000)
2. A Shorter Course in Everyday Vocabulary Quizzes (佐藤誠司、南雲堂、2011)
3. 5‑minute Quizzes for TOEFL Test (Lin Lougheed, Joseph Tashiro, Macmillan Language house, 1998)
これらのテキストは必ず用意すること（授業内で販売する）。
その他の参考書は、各回の授業において提示する。
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連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
須藤路子： msudou@juntendo.ac.jp
Matthew Willemsen： matthew@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
須藤路子：
火曜日12:15‑12:45 (1号館 3階 1330室)、水曜日12:15‑12:45 (1号館 3階 1330室)
Matthew Willemsen：
1号館 3階 1302室
月曜日 16:20‑17:00, 火曜日 14:30‑17:00, 水曜日 12:00‑12:30, 木曜日 14:30‑17:00, 金曜日 14:30‑17:0
0
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1. この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2. グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3. 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4. 特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5. 毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Matthew
（予習：0.5時間）
1回目
［授業内容］
Willemsen
オリエンテーション、Introduc 学内TOEFLを受験する。
tion: overview, self‑introdu
（復習：0.5時間）
ctions
TOEFLスコアによりクラス分け Vocab exercise Lesson 1を学習する。Conversat
を実施する。授業目的、授業方 ion for communication Lesson 1のわからない単
法、シラバス、評価方法等を説 語を調べ、覚えてくる。
明する。

2回目

Matthew
Willemsen

［授業方法］
LL機能を説明し、ペアワーク、
グループワーク、応答機能を実
際に使用する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Survival English：Greetings Vocab exercise Lesson 2; Conversation for co
Schoolに関する表現を学習し、 mmunication Lesson 2 を学習する。
実践する。 How s it going?
What s new?
Could y （復習：0.5時間）
ou repeat that?
Could yo Vocab exercise Lesson 1; Conversation for co
u speak more slowly?
など mmunication Lesson 1の単語・イディオムを覚え
の表現を学習し、実践する。 る。授業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
TOEFL exercise: Structure
Vocab exercise: Lesson 1社会
文化に関する語句を学習する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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3回目

4回目

5回目

Matthew
Willemsen

（予習：0.5時間）
［授業内容］
Survival English: Telephonin Vocab exercise Lesson 3; Conversation for co
gに関する表現を学習し、実践 mmunication Lesson 3 を学習する。
する。Home call, business ca
ll, taking and leaving messa （復習：0.5時間）
ge, writing numberを学習し、 Vocab exercise Lesson 2; Conversation for co
mmunication Lesson 2 の単語・イディオム・表
実践する。
TOEFL exercise: Written expr 現を覚える。授業で配布されるTOEFL exerciseを
行う。
ession
Vocab exercise: Lesson 2 法
律・政治・治安に関する語句を
学習する。

Matthew
Willemsen

［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Survival English: Appointmen Vocab exercise Lesson 4; Conversation for co
tsに関する表現を学習し、実践 mmunication Lesson 4 を学習する。
する。
TOEFL exercise:Reading compr （復習：0.5時間）
Vocab exercise Lesson 3; Conversation for co
ehension
Vocab exercise: Lesson 3 経 mmunication Lesson 3 の単語・イディオム・表
済・ビジネスに関する語句 を 現を覚える。授業で配布されるTOEFL exerciseを
行う。
学習する。

Matthew
Willemsen

［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Guidanceに関する表現を学習し Vocab exercise Lesson 5; Conversation for co
mmunication Lesson 5 を学習する。
、実践する。
Dictation practiceを実施する
（復習：0.5時間）
。
Vocab exercise Lesson 4; Conversation for co
TOEFL exercise: Structure
Vocab exercise: Lesson 4 産 mmunication Lesson 4 の単語・イディオム・表
業・機械に関する語句を学習す 現を覚える。授業で配布されるTOEFL exerciseを
行う。
る。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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6回目

Matthew
Willemsen

7回目

Matthew
Willemsen

8回目

Matthew
Willemsen

（予習：0.5時間）
［授業内容］
Doctor's officeにおける表現 Vocab exercise Lesson 6; Conversation for co
を学習する。 Dictation pract mmunication Lesson 6 を学習する。
iceを実施する。
TOEFL exercise: Written exp （復習：0.5時間）
Vocab exercise Lesson 5; Conversation for co
ression
Vocab exercise: Lesson 5 自 mmunication Lesson 5 の単語・イディオム・表
然・環境に関する語句を学習す 現を覚える。授業で配布されるTOEFL exerciseを
行う。
る。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Cars に関する表現を学習する Vocab exercise Lesson 7; Conversation for co
。 Dictation practiceを実施 mmunication Lesson 7
する。
TOEFL exercise: Reading comp （復習：0.5時間）
Vocab exercise Lesson 6 ; Conversation for c
rehension
Vocab exercise:Lesson 6 自然 ommunication Lesson 6 の単語・イディオム・表
科学に関する語句を学習する。 現を覚える。授業で配布されるTOEFL exerciseを
行う。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Shopping に関する表現を学習 Vocab exercise Lesson 8; Conversation for co
mmunication Lesson 8 を学習する。
する。
Dictation practiceを実施する
（復習：0.5時間）
。
Vocab exercise Lesson 7; Conversation for co
TOEFL exercise: Structure
Vocab exercise: Lesson 7 教 mmunication Lesson 7 の単語・イディオム・表
育・大学に関する語句を学習す 現を覚える。授業で配布されるTOEFL exerciseを
行う。
る。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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9回目

10回目

Matthew
Willemsen

Matthew
Willemsen

11回目

Matthew
Willemsen

12回目

Matthew
Willemsen

（予習：0.5時間）
［授業内容］
Restaurantに関する表現を学習 Oral presentation のテーマを設定し、そのため
のデータ、情報をインターネット、雑誌、新聞等
する。
Dictation practiceを実施する から収集する。
。
TOEFL exercise: Written exp （復習：0.5時間）
Vocab exercise Lesson 8; Conversation for co
ression
Vocab exercise: Lesson 8 言 mmunication Lesson 8 の単語・イディオム・表
語・文学に関する語句を学習す 現を覚える。
授業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
る。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Reading exercise: newspapers Oral presentation の為に収集したデータに基づ
き、テキストを作成する。
新聞の読み方を学習する。
Presentation: プレゼンの基礎 Oral presentation の為に作成したテキストを基
に、発音、delivery 等を練習する。
を学習する。
（復習：0.5時間）
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う 新聞の読み方を復習する。プレゼンの基礎を復習
。LL機能を使用し、リスニング し、表現・構成を学習する。授業で配布されるTO
・スピーキング練習を行い、応 EFL exerciseを行う。
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：2.5時間）
［授業内容］
Presentationの準備をする。授業で配布されるTO
Oral presentations
新聞の記事に関してOral prese EFL exerciseを行う。
ntationを行う。
（復習：0.5時間）
授業で配布されるTOEFL exerciseの誤答を復習す
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン る。
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
（予習・復習：1時間）
［授業内容］
Oral examination を実施する TOEFL exercise のテキストを使用し、誤答箇所
を復習し、模試の準備をする。
。
［授業方法］
Oral examinationをインタビュ
ー形式とペアワーク形式で実施
する。
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13回目

14回目

15回目

16回目

Matthew
Willemsen

Matthew
Willemsen

須藤路子

須藤路子

（予習：0.5時間）
［授業内容］
Oral examinationの評価は、授 TOEFL 模試 Section 2 (Structure and Written
業にて提示し、改善点を解説・ Expression), Section 3 (Reading Comprehensio
指導する。Evaluation と英語 n) を解答してくる。
学習法について説明する。TOEF
L模試のListening Comprehensi （復習：0.5時間）
TOEFL問題の誤答を学習する。
on を実施する。
［授業方法］
ペアワークやLL機能を使用し、
今後の学習方法について、実践
してみる。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
TOEFL 模試のListening Compre 授業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
hensionの解説を行う。
授業で行った場面での会話をOr （復習：0.5時間）
al examinationにより実施する Vocab exercise, Conversation for communicati
on のすべてのLesson を復習する。
。
［授業方法］
ペアになり、会話を行う。また
、口頭により学習した英語表現
を質疑応答する。
［授業内容］
オリエンテーション。後期の授
業についての説明と解説を行う
。TOEFL 模試の解説を行う。

（予習：0.5時間）
Vocab exercise Lesson 9 を学習する。 Convers
ation for communication Lesson 9 の単語・イ
ディオム・表現を覚える。

（復習：0.5時間）
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う TOEFL模試の誤答を学習する。
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Asking a favor に関するギ表 Vocab exercise Lesson 10; Conversation for c
ommunication Lesson 10 を学習する。
現を学習する。
Dictation practiceを実施する
（復習：0.5時間）
。
TOEFL exercise: Reading comp Vocab exercise Lesson 9; Conversation for co
mmunication Lesson 9 の単語・イディオム・表
rehension
Vocab exercise: Lesson 9 交 現を覚える。授業で配布されるTOEFL exerciseを
通・旅行に関する語句を学習す 行う。
る。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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17回目

18回目

19回目

20回目

須藤路子

須藤路子

須藤路子

須藤路子

（予習：0.5時間）
［授業内容］
Making apologies に関する表 Vocab exercise Lesson 11; Conversation for c
ommunication Lesson 11を学習する。
現を学習する。
Dictation practiceを実施する
（復習：0.5時間）
。
TOEFL exercise: Structure Vocab exercise Lesson 10; Conversation for c
Vocab exercise: Lesson 10 マ ommunication Lesson 10 の単語・イディオム・
スコミ・放送・情報に関する語 表現を覚える。授業で配布されるTOEFL exercise
を行う。
句を学習する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Thanking someone に関する表 Vocab exercise Lesson 12; Conversation for c
ommunication Lesson 12 を学習する。
現を学習する。
Dictation practiceを実施する
（復習：0.5時間）
。
TOEFL exercise: Written exp Vocab exercise Lesson 11; Conversation for c
ommunication Lesson 11 の単語・イディオム・
ression
Vocab exercise: Lesson 11 郵 表現を覚える。授業で配布されるTOEFL exercise
便・電話・メールに関する語句 を行う。
を学習する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
［授業内容］
English in movies
映画を鑑賞し、口語表現を学習
する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
［授業内容］
English in movies
映画を鑑賞し、口語表現を学習
する。

（予習：0.5時間）
Vocab exercise Lessons 9‑12を学習する。Oral
presentation のテーマを設定し、そのためのデ
ータ、情報をインターネット、雑誌、新聞等から
収集する。
（復習：0.5時間）
映画で使用した口語表現を学習する。授業で配布
されるTOEFL exerciseを行う。

（予習：0.5時間）
Oral presentation のテーマを設定し、そのため
のデータ、情報をインターネット、雑誌、新聞等
から収集する。
Vocab exercise Lesson 12; Conversation for c
ommunication Lesson 12 を学習する。

［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング （復習：0.5時間）: 映画で使用した口語表現を
・スピーキング練習を行い、応 学習する。授業で配布されるTOEFL exerciseを行
答機能を使用し、質疑応答を行 う。
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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21回目

須藤路子

22回目

須藤路子

23回目

須藤路子

24回目

須藤路子

（予習：0.5時間）
［授業内容］
Airports に関するギ表現を学 Oral presentation の為に収集したデータに基づ
習するDictation practiceを実 き、テキストを作成する。Oral presentation の
為に作成したテキストを基に、発音、delivery
施する。
TOEFL exercise: Reading comp 等を練習する。
rehension
Vocab exercise: Lesson 12 買 （復習：0.5時間）
い物・商売に関する語句を学習 Vocab exercise Lesson 12; Conversation for c
ommunication Lesson 12 を学習する。授業で配
する。
布されるTOEFL exerciseを行う。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
自分が選んだテーマに関し、講 Oral presentation の為に作成したテキストを基
義形式のpresentationを実施す に、発音、delivery 等を練習する。
る。
（復習：0.5時間）
プレゼンが終了した学生は、発音、delivery 等
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン を再度練習する。
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
自分が選んだテーマに関し、講 Oral presentation の為に作成したテキストを基
義形式のpresentationを実施す に、発音、delivery 等を練習する。
る。
（復習：0.5時間）:プリゼンが終了した学生は、
発音、delivery 等を再度練習する。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
（予習・復習：1時間）
［授業内容］
Hotels に関する表現を学習す TOEFL exercise のテキストを使用し、誤答箇所
を復習し、模試の準備をする。
る。
Dictation practiceを実施する
。
TOEFL exercise: Structure
Vocab exercise: 芸術・娯楽に
関する語句を学習する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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25回目

須藤路子

26回目

須藤路子

27回目

須藤路子

28回目

須藤路子

（予習：0.5時間）
［授業内容］
TOEFL 模試のListening Compre TOEFL 模試 Section 2 (Structure and Written
hensionを実施し、解説を行う Expression), Section 3 (Reading Comprehensio
n) を自分で解答してくる。
。
TOEFL 模試のSection 2 (Struc Vocab exercise Lesson 13; Conversation for c
ture and Written Expression) ommunication Lesson 13を学習する。
, Section 3 (Reading Compreh
（復習：0.5時間）
ension）の解説を行う。
TOEFL 模試の誤答の箇所を学習する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
The Bank に関する表現を学習 Vocab exercise Lesson 13; Conversation for c
ommunication Lesson 13を復習する。
する。
Dictation practiceを実施する
（復習：0.5時間）
。
TOEFL exercise: Written exp 授業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
Oral examination の準備をする。
ression
Vocab exercise: Lesson 13 食
品・食事に関する語句を学習す
る。
Writing exercise: CV writing
を実施する。
Vocab exercise の解答をチェ
ックする。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。ペアでCVを作成し、モデルを
参考に修正する。LL機能を使用
し、リスニング・スピーキング
練習を行い、応答機能を使用し
、質疑応答を行い、反応時間と
正答の確認を行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Oral examination を実施する Vocab exercise Lesson 9‑13 を学習する。
。
（復習：0.5時間）
Conversation for communication Lessons 9‑13
［授業方法］
Oral examinationをインタビュ を学習する。
ー形式とペアワーク形式で実施
する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Oral examinationの評価は、授 授業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
業にて提示し、改善点を解説・
指導する。Evaluation と英語 （復習：0.5時間）
Vocab exercise, Conversation for communicati
学習法について説明する。
on, TOEFL exercise のすべてのLesson を復習す
る。
［授業方法］
ペアになり、会話を行う。また
、口頭により学習した英語表現
を質疑応答する。ペアワークや
LL機能を使用し、今後の学習方
法について、実践してみる。
定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅠ
Oral EnglishⅠ

授業形態
開講学期

演習
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

Matthew Willemsen

授業概要
[授業全体の内容] Summary of the Class
このクラスの目標は、口語英語を理解し、自分の意見を基本的な英語を用いて表現できるようになることであ
る。また、英語の実践的な運用能力を高めるとともに、英語のプレゼンテーションの基礎を習得する。英語を
学習することによって、新しいものの考え方にふれ、視野を広げ、国際感覚を習得することも目標とする。
シチュエーションに適切な英語表現で、コミュニケーションを図る演習を実施する。また、オーラルプレゼン
テーションの基礎を学習し、プレゼンテーションを行う。
このクラスは、英語ですべて実施される授業で、常に英語を聞き、話す学生参加型授業である。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）] Diploma and Curricular Policies
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets
1． 英語で基礎的なプレゼンテーションを実施できる。
2． シチュエーションごとに基礎的な会話を理解できる。
3． 英語として適切な表現を使用し、実践的なコミュニケーションができる。
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for Evaluation
1． 英語でプレゼンテーションを行い、内容を相手に理解させることができる。（Presentation）
2． シチュエーションごとに基礎的な会話を理解し、英語として適切な表現で実践的なコミュニケーションが
できる。（Oral examination）(TOEFLスコア)
3． 授業における回答（Vocab quizzesとTOEFL exercisesの評価を含む）によって取り組み状況を評価する。
（Class participation）
[成績評価の方法] Evaluation System
Oral examination (20%), Class participation (Vocab quizzes, TOEFL exercisesを含む)(30%), TOEFLスコ
ア(40%), Presentation(10%)で評価する。
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
[履修要件] Conditions
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
3.単語数について、40%以上の増加を目指す。
4.受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1. Main course text to be announced in class
2. A Shorter Course in Everyday Vocabulary Quizzes (佐藤誠司、南雲堂、2011)
3. 5‑minute Quizzes for TOEFL Test (Lin Lougheed, Joseph Tashiro, Macmillan Language house, 1998)
これらのテキストは必ず用意すること。
その他の参考書は、各回の授業において提示する。
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先］Contact
matthew@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
月 16:20‑17:00 火 14:30‑17:00 水 12:00‑12:30 木 14:30‑17:00 金 14:30‑17:00
備考
[学修時間］Preparation and Review
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2． グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4． 特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5． 毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Matthew
（予習：0.5時間）
1回目
［授業内容］
Willemsen
オリエンテーション、Introduc 学内TOEFLを受験する。
tion: overview, self‑introdu
（復習：0.5時間）
ctions
TOEFLスコアによりクラス分け Vocab exercise Lesson 1を学習する。Conversat
を実施する。授業目的、授業方 ion for communication Lesson 1のわからない単
法、シラバス、評価方法等を説 語を調べ、覚えてくる。
明する。

2回目

Matthew
Willemsen

［授業方法］
LL機能を説明し、ペアワーク、
グループワーク、応答機能を実
際に使用する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Survival English：Greetings Vocab exercise Lesson 2; Conversation for co
Schoolに関する表現を学習し、 mmunication Lesson 2 を学習する。
実践する。 How s it going?
What s new?
Could y （復習：0.5時間）
ou repeat that?
Could yo Vocab exercise Lesson 1; Conversation for co
u speak more slowly?
など mmunication Lesson 1の単語・イディオムを覚え
の表現を学習し、実践する。 る。授業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
TOEFL exercise: Structure
Vocab exercise: Lesson 1社会
文化に関する語句を学習する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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3回目

4回目

5回目

Matthew
Willemsen

（予習：0.5時間）
［授業内容］
Survival English: Telephonin Vocab exercise Lesson 3; Conversation for co
gに関する表現を学習し、実践 mmunication Lesson 3 を学習する。
する。Home call, business ca
ll, taking and leaving messa （復習：0.5時間）
ge, writing numberを学習し、 Vocab exercise Lesson 2; Conversation for co
mmunication Lesson 2 の単語・イディオム・表
実践する。
TOEFL exercise: Written expr 現を覚える。授業で配布されるTOEFL exerciseを
行う。
ession
Vocab exercise: Lesson 2 法
律・政治・治安に関する語句を
学習する。

Matthew
Willemsen

［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Survival English: Appointmen Vocab exercise Lesson 4; Conversation for co
tsに関する表現を学習し、実践 mmunication Lesson 4 を学習する。
する。
TOEFL exercise:Reading compr （復習：0.5時間）
Vocab exercise Lesson 3; Conversation for co
ehension
Vocab exercise: Lesson 3 経 mmunication Lesson 3 の単語・イディオム・表
済・ビジネスに関する語句 を 現を覚える。授業で配布されるTOEFL exerciseを
行う。
学習する。

Matthew
Willemsen

［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Guidanceに関する表現を学習し Vocab exercise Lesson 5; Conversation for co
mmunication Lesson 5 を学習する。
、実践する。
Dictation practiceを実施する
（復習：0.5時間）
。
Vocab exercise Lesson 4; Conversation for co
TOEFL exercise: Structure
Vocab exercise: Lesson 4 産 mmunication Lesson 4 の単語・イディオム・表
業・機械に関する語句を学習す 現を覚える。授業で配布されるTOEFL exerciseを
行う。
る。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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6回目

Matthew
Willemsen

7回目

Matthew
Willemsen

8回目

Matthew
Willemsen

（予習：0.5時間）
［授業内容］
Doctor's officeにおける表現 Vocab exercise Lesson 6; Conversation for co
を学習する。 Dictation pract mmunication Lesson 6 を学習する。
iceを実施する。
TOEFL exercise: Written exp （復習：0.5時間）
Vocab exercise Lesson 5; Conversation for co
ression
Vocab exercise: Lesson 5 自 mmunication Lesson 5 の単語・イディオム・表
然・環境に関する語句を学習す 現を覚える。授業で配布されるTOEFL exerciseを
行う。
る。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Cars に関する表現を学習する Vocab exercise Lesson 7; Conversation for co
。 Dictation practiceを実施 mmunication Lesson 7
する。
TOEFL exercise: Reading comp （復習：0.5時間）
Vocab exercise Lesson 6 ; Conversation for c
rehension
Vocab exercise:Lesson 6 自然 ommunication Lesson 6 の単語・イディオム・表
科学に関する語句を学習する。 現を覚える。授業で配布されるTOEFL exerciseを
行う。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Shopping に関する表現を学習 Vocab exercise Lesson 8; Conversation for co
mmunication Lesson 8 を学習する。
する。
Dictation practiceを実施する
（復習：0.5時間）
。
Vocab exercise Lesson 7; Conversation for co
TOEFL exercise: Structure
Vocab exercise: Lesson 7 教 mmunication Lesson 7 の単語・イディオム・表
育・大学に関する語句を学習す 現を覚える。授業で配布されるTOEFL exerciseを
行う。
る。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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9回目

10回目

Matthew
Willemsen

Matthew
Willemsen

11回目

Matthew
Willemsen

12回目

Matthew
Willemsen

（予習：0.5時間）
［授業内容］
Restaurantに関する表現を学習 Oral presentation のテーマを設定し、そのため
のデータ、情報をインターネット、雑誌、新聞等
する。
Dictation practiceを実施する から収集する。
。
TOEFL exercise: Written exp （復習：0.5時間）
Vocab exercise Lesson 8; Conversation for co
ression
Vocab exercise: Lesson 8 言 mmunication Lesson 8 の単語・イディオム・表
語・文学に関する語句を学習す 現を覚える。
授業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
る。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Reading exercise: newspapers Oral presentation の為に収集したデータに基づ
き、テキストを作成する。
新聞の読み方を学習する。
Presentation: プレゼンの基礎 Oral presentation の為に作成したテキストを基
に、発音、delivery 等を練習する。
を学習する。
（復習：0.5時間）
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う 新聞の読み方を復習する。プレゼンの基礎を復習
。LL機能を使用し、リスニング し、表現・構成を学習する。授業で配布されるTO
・スピーキング練習を行い、応 EFL exerciseを行う。
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Presentationの準備をする。授業で配布されるTO
Oral presentations
新聞の記事に関してOral prese EFL exerciseを行う。
ntationを行う。
（復習：0.5時間）
授業で配布されるTOEFL exerciseの誤答を復習す
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン る。
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
（予習・復習：1時間）
［授業内容］
Oral examination を実施する TOEFL exercise のテキストを使用し、誤答箇所
を復習し、模試の準備をする。
。
［授業方法］
Oral examinationをインタビュ
ー形式とペアワーク形式で実施
する。
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13回目

14回目

15回目

16回目
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Matthew
Willemsen

（予習：0.5時間）
［授業内容］
Oral examinationの評価は、授 TOEFL 模試 Section 2 (Structure and Written
業にて提示し、改善点を解説・ Expression), Section 3 (Reading Comprehensio
指導する。Evaluation と英語 n) を解答してくる。
学習法について説明する。TOEF
L模試のListening Comprehensi （復習：0.5時間）
TOEFL問題の誤答を学習する。
on を実施する。
［授業方法］
ペアワークやLL機能を使用し、
今後の学習方法について、実践
してみる。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
TOEFL 模試のListening Compre 授業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
hensionの解説を行う。
授業で行った場面での会話をOr （復習：0.5時間）
al examinationにより実施する Vocab exercise, Conversation for communicati
on のすべてのLesson を復習する。
。
［授業方法］
ペアになり、会話を行う。また
、口頭により学習した英語表現
を質疑応答する。
［授業内容］
オリエンテーション。後期の授
業についての説明と解説を行う
。TOEFL 模試の解説を行う。

（予習：0.5時間）
Vocab exercise Lesson 9 を学習する。 Convers
ation for communication Lesson 9 の単語・イ
ディオム・表現を覚える。

（復習：0.5時間）
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う TOEFL模試の誤答を学習する。
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Asking a favor に関するギ表 Vocab exercise Lesson 10; Conversation for c
ommunication Lesson 10 を学習する。
現を学習する。
Dictation practiceを実施する
（復習：0.5時間）
。
TOEFL exercise: Reading comp Vocab exercise Lesson 9; Conversation for co
mmunication Lesson 9 の単語・イディオム・表
rehension
Vocab exercise: Lesson 9 交 現を覚える。授業で配布されるTOEFL exerciseを
通・旅行に関する語句を学習す 行う。
る。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
Making apologies に関する表 Vocab exercise Lesson 11; Conversation for c
ommunication Lesson 11を学習する。
現を学習する。
Dictation practiceを実施する
（復習：0.5時間）
。
TOEFL exercise: Structure Vocab exercise Lesson 10; Conversation for c
Vocab exercise: Lesson 10 マ ommunication Lesson 10 の単語・イディオム・
スコミ・放送・情報に関する語 表現を覚える。授業で配布されるTOEFL exercise
を行う。
句を学習する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Thanking someone に関する表 Vocab exercise Lesson 12; Conversation for c
ommunication Lesson 12 を学習する。
現を学習する。
Dictation practiceを実施する
（復習：0.5時間）
。
TOEFL exercise: Written exp Vocab exercise Lesson 11; Conversation for c
ommunication Lesson 11 の単語・イディオム・
ression
Vocab exercise: Lesson 11 郵 表現を覚える。授業で配布されるTOEFL exercise
便・電話・メールに関する語句 を行う。
を学習する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
［授業内容］
English in movies
映画を鑑賞し、口語表現を学習
する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
［授業内容］
English in movies
映画を鑑賞し、口語表現を学習
する。

（予習：0.5時間）
Vocab exercise Lessons 9‑12を学習する。Oral
presentation のテーマを設定し、そのためのデ
ータ、情報をインターネット、雑誌、新聞等から
収集する。
（復習：0.5時間）
映画で使用した口語表現を学習する。授業で配布
されるTOEFL exerciseを行う。

（予習：0.5時間）
Oral presentation のテーマを設定し、そのため
のデータ、情報をインターネット、雑誌、新聞等
から収集する。
Vocab exercise Lesson 12; Conversation for c
ommunication Lesson 12 を学習する。

［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング （復習：0.5時間）: 映画で使用した口語表現を
・スピーキング練習を行い、応 学習する。授業で配布されるTOEFL exerciseを行
答機能を使用し、質疑応答を行 う。
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
Airports に関するギ表現を学 Oral presentation の為に収集したデータに基づ
習するDictation practiceを実 き、テキストを作成する。Oral presentation の
為に作成したテキストを基に、発音、delivery
施する。
TOEFL exercise: Reading comp 等を練習する。
rehension
Vocab exercise: Lesson 12 買 （復習：0.5時間）
い物・商売に関する語句を学習 Vocab exercise Lesson 12; Conversation for c
ommunication Lesson 12 を学習する。授業で配
する。
布されるTOEFL exerciseを行う。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
自分が選んだテーマに関し、講 Oral presentation の為に作成したテキストを基
義形式のpresentationを実施す に、発音、delivery 等を練習する。
る。
（復習：0.5時間）
プレゼンが終了した学生は、発音、delivery 等
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン を再度練習する。
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
自分が選んだテーマに関し、講 Oral presentation の為に作成したテキストを基
義形式のpresentationを実施す に、発音、delivery 等を練習する。
る。
（復習：0.5時間）:プリゼンが終了した学生は、
発音、delivery 等を再度練習する。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
（予習・復習：1時間）
［授業内容］
Hotels に関する表現を学習す TOEFL exercise のテキストを使用し、誤答箇所
を復習し、模試の準備をする。
る。
Dictation practiceを実施する
。
TOEFL exercise: Structure
Vocab exercise: 芸術・娯楽に
関する語句を学習する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
TOEFL 模試のListening Compre TOEFL 模試 Section 2 (Structure and Written
hensionを実施し、解説を行う Expression), Section 3 (Reading Comprehensio
n) を自分で解答してくる。
。
TOEFL 模試のSection 2 (Struc Vocab exercise Lesson 13; Conversation for c
ture and Written Expression) ommunication Lesson 13を学習する。
, Section 3 (Reading Compreh
（復習：0.5時間）
ension）の解説を行う。
TOEFL 模試の誤答の箇所を学習する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
The Bank に関する表現を学習 Vocab exercise Lesson 13; Conversation for c
ommunication Lesson 13を復習する。
する。
Dictation practiceを実施する
（復習：0.5時間）
。
TOEFL exercise: Written exp 授業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
Oral examination の準備をする。
ression
Vocab exercise: Lesson 13 食
品・食事に関する語句を学習す
る。
Writing exercise: CV writing
を実施する。
Vocab exercise の解答をチェ
ックする。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。ペアでCVを作成し、モデルを
参考に修正する。LL機能を使用
し、リスニング・スピーキング
練習を行い、応答機能を使用し
、質疑応答を行い、反応時間と
正答の確認を行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Oral examination を実施する Vocab exercise Lesson 9‑13 を学習する。
。
（復習：0.5時間）
Conversation for communication Lessons 9‑13
［授業方法］
Oral examinationをインタビュ を学習する。
ー形式とペアワーク形式で実施
する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Oral examinationの評価は、授 授業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
業にて提示し、改善点を解説・
指導する。Evaluation と英語 （復習：0.5時間）
Vocab exercise, Conversation for communicati
学習法について説明する。
on, TOEFL exercise のすべてのLesson を復習す
る。
［授業方法］
ペアになり、会話を行う。また
、口頭により学習した英語表現
を質疑応答する。ペアワークや
LL機能を使用し、今後の学習方
法について、実践してみる。
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(授業内容): Individual Oral （予習・復習：1時間）: Student presentations
, peer evaluations
Presentations (2)
(授業方法) Vocabulary practi Peer Evaluation
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
(授業内容): Individual Oral （予習・復習：1時間): Student presentations,
peer evaluations, Peer Evaluation
Presentations
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
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授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅠ
Oral EnglishⅠ

授業形態
開講学期

演習
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 堀 智子
科目担当者
堀 智子
授業概要
[授業全体の内容]
このクラスの目標は、口語英語を理解し、自分の意見を基本的な英語を用いて表現できるようになることであ
る。また、英語の実践的な運用能力を高めるとともに、英語のプレゼンテーションの基礎を習得する。英語を
学習することによって、新しいものの考え方にふれ、視野を広げ、国際感覚を習得することも目標とする。
シチュエーションに応じて適切な英語表現でコミュニケーションを図る演習を実施する。また、オーラルプレ
ゼンテーションの基礎を学習し、プレゼンテーションを行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．英語で基礎的なプレゼンテーションを実施できる。
2．シチュエーションごとに基礎的な会話を理解できる。
3．適切な英語表現を使用し、実践的なコミュニケーションができる。
成績評価
[成績評価の基準]
1．英語でプレゼンテーションを行い、内容を相手に理解させることができる。（Presentation）
2．シチュエーションごとに基礎的な会話を理解し、適切な英語表現で実践的なコミュニケーションができる
。（Oral examination）（TOEFLスコア）
3．授業における回答（Vocab quizzesとTOEFL exercisesの評価を含む）によって取り組み状況を評価する。
（Class participation）
[成績評価の方法]
Oral examination (20%), Class participation (Vocab quizzes, TOEFL exercisesを含む)(30%), TOEFLスコ
ア(40%), Presentation(10%)で評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1．4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
2．単語数について、40%以上の増加を目指す。
3．受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする場合がある。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1．TOEFL TEST 必ずでる単 スピードマスター (Jリサーチ出版)
2．Usage and Vocabulary (Nan un‑do)
3．5‑Minutes Quizzes for TOEFL Test (Macmillan languagehouse)
その他授業において提示する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
t‑hori@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
火・水曜日12:15‑12:45 (1号館 3階 1304室)
備考
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［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2．グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4．特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5．毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
堀 智子
（予習：0.5時間）
1
（授業内容）
・オリエンテーション：授業目 学内TOEFLを受験する。
的、授業方法、評価方法等を説
（復習：0.5時間）
明する。
・日英語の言語的な違いを明確 TOEFL結果を分析し、学内受験2回目の目標設定を
にし、日本語母語話者として英 する。
語にどう取り組むかを考える。

2

3

堀

堀

智子

智子

（授業方法）
日英語の違い、英語への取り組
みについてグループで考える。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 1（文 学内TOEFLを受験する。
化・社会に関する語句）; Usag
e and Vocab, Lesson 1（品詞 （復習：0.5時間）
）の答え合せと解説を行う。 TOEFL結果を分析し、学内受験2回目の目標設定を
・Talk about meを学習し、実 する。
践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 2（法
律・政治・治安に関する語句）
; Usage and Vocab, Lesson 2
（動詞）の答え合せと解説を行
う。
・Talk about family を学習し
、実践する。
・TOEFL exercise, Structure
and written expressionを学習
する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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（予習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 2; Usage and Vocab, Uni
t 2 を学習する。
（復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 2; Usage and Vocab, Les
son 2の単語・イディオムを覚える。授業で指示
されたTOEFL exerciseを行う。

4

5

6

7

堀

堀

堀

堀

智子

智子

智子

智子

（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 3（経 Everyday Vocab, Unit 3; Usage and Vocab, Les
済・ビジネスに関する語句）; son 3 を学習する。
Usage and Vocab, Lesson 3（
句動詞）の答え合せと解説を行 （復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 3; Usage and Vocab, Uni
う。
・Talk about Timeを学習し、 t 3の単語・イディオムを覚える。授業で指示さ
れたTOEFL exerciseを行う。
実践する。
・TOEFL exercise, Reading c
omprehension を学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 4（産 Everyday Vocab, Unit 4; Usage and Vocab, Les
業・機械に関する語句）; Usag son 4 を学習する。
e and Vocab, Lesson 4 （時制
１）の答え合せと解説を行う。 （復習：0.5時間）
・Talk about transportを学習 Everyday Vocab, Unit 4; Usage and Vocab, Les
son 4の単語・イディオムを覚える。授業で指示
し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening されたTOEFL exerciseを行う。
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 5（自 Everyday Vocab, Unit 5; Usage and Vocab, Les
然・環境に関する語句）; Usag son 5 を学習する。
e and Vocab, Lesson 5（時制2
） の答え合せと解説を行う。 （復習：0.5時間）
・Talk about meetingを学習し Everyday Vocab, Unit 5; Usage and Vocab, Les
son 5の単語・イディオムを覚える。授業で指示
、実践する。
・TOEFL exercise, Structure されたTOEFL exerciseを行う。
and written expressionを学
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 6（自 Everyday Vocab, Unit 6; Usage and Vocab, Les
然科学に関する語句）; Usage son 6 を学習する。
and Vocab, Lesson 6（主語と
動詞の一致） の答え合せと解 （復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 6; Usage and Vocab, Les
説を行う。
・Talk about drinksを学習し son 6の単語・イディオムを覚える。授業で指示
されたTOEFL exerciseを行う。
、実践する。
・TOEFL exercise, Reading c
omprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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8

堀

智子

9

堀

智子

10

11

12

堀

堀

堀

智子

智子

智子

（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 7（教 Everyday Vocab, Unit 7; Usage and Vocab, Les
育・大学に関する語句）; Usag son 7 を学習する。
e and Vocab, Lesson 7（代名
詞）の答え合せと解説を行う。 （復習：0.5時間）
・TOEFL exercise, Listening Everyday Vocab, Unit 7;Usage and Vocab, Less
comprehension を学習する。 on 7の単語・イディオムを覚える。授業で指示さ
れたTOEFL exerciseを行う。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 8（言 Everyday Vocab, Unit 8; Usage and Vocab, Les
語・大学に関する語句）; Usag son 8 を学習する。
e and Vocab, Lesson 8（名詞
・冠詞）の答え合せと解説を行 （復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 8; Usage and Vocab, Les
う。
・TOEFL exercise, Structure son 8の単語・イディオムを覚える。授業で指示
and written expression を学 されたTOEFL exerciseを行う。
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（授業内容）
・Reading exercise, 新聞の
読み方を学習する。
・Oral Presentation, プレゼ
ンテーションの基礎を学習する
。
（授業方法）
新聞の読み方、プレゼンテーシ
ョンの基礎を解説したのち、ペ
アで問題演習を行う。
（授業内容）
・Reading exercise, 新聞の
読み方を学習する。
・Oral presentation, プレゼ
ンテーションの基礎を学習する
。

（予習：0.5時間）
プレゼンテーションのシナリオを作成する。
（復習：0.5時間）
新聞の読み方を復習する。授業で指示されたTOEF
L exerciseを行う。

（予習：0.5時間）
プレゼンテーションのシナリオを作成する。プレ
ゼンテーションの練習を行う。
（復習：0.5時間）
プレゼンテーションの基礎、および、新聞の読み
方を復習する。授業で指示されたTOEFL exercise
を行う。

（授業方法）
新聞の読み方、プレゼンテーシ
ョンの基礎を解説したのち、ペ
アで問題演習を行う。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
プレゼンテーションを実施する プレゼンテーションの練習を行う。
。
（復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Units 1‑8; Usage and Vocab,
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価 TOEFL exercise を復習する。
を行う。
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13

堀

智子

14

堀

智子

15

庄子

ひとみ

16

庄子

ひとみ

17

庄子

ひとみ

（予習：1.0時間）
（授業内容）
Oral examination を実施する Oral examination の準備をする。
。
（復習：1.0時間）
Everyday Vocab, Units 1‑8; Usage and Vocab;
TOEFL exerciseを復習する。
（予習：1.0時間）
（授業内容）
前期授業内容の理解度を確認す 期末試験の準備をする。
る。
（復習：1.0時間）
前期の総復習をする。
（授業方法）
期末試験を実施する。
（予習：0.5時間）
授業内容）
・オリエンテーション：後期授 TOEFL exerciseを行う。
業についての説明を行う。
・TOEFL exerciseの解説を行う （復習：0.5時間）
TOEFLの誤解答を復習する。
。
（授業方法）
間違えやすい問題をクラスで共
有し、説明する。
・Everyday Vocab, 前期分の復 （予習：0.5時間）
TOEFL exerciseを行う。
習を行う。
・TOEFL exercise, Listening
comprehension を学習する。 （復習：0.5時間）
TOEFLの誤解答を復習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 9（交 Everyday Vocab, Unit 9; Usage and Vocab, Les
通・旅行に関する語句）; Usag son 9 を学習する。
e and Vocab, Lesson 9（前置
詞）の答え合せと解説を行う。 （復習：0.5時間）
・Talk about snacksを学習し Everyday Vocab, Unit 9; Usage and Vocab, Uni
t 9の単語・イディオムを覚える。授業で指示さ
、実践する。
・TOEFL exercise, Listening れたTOEFL exerciseを行う。
comprehension を学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。

140

18

19

20

庄子

庄子

庄子

ひとみ

ひとみ

ひとみ

（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 10（ Everyday Vocab, Unit 10; Usage and Vocab, Le
マスコミ・放送・メールに関す sson 10 を学習する。
る語句）; Usage and Vocab, L
esson 10（助動詞）の答え合せ （復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 10; Usage and Vocab, Le
と解説を行う。
・Talk about weatherを学習し sson 10の単語・イディオムを覚える。授業で指
示されたTOEFL exerciseを行う。
、実践する。
・TOEFL exercise, Structure
and written expression を学
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 11（ Everyday Vocab, Unit 11; Usage and Vocab, Le
郵便・電話・メールに関する語 sson 11 を学習する。
句）; Usage and Vocab, Unit
11（不定詞）の答え合せと解説 （復習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 11; Usage and Vocab, Un
を行う。
・Talk about moneyを学習し、 it 11の単語・イディオムを覚える。授業で指示
されたTOEFL exerciseを行う。
実践する。
・TOEFL exercise, Reading c
omprehension を学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 12（ Everyday Vocab, Unit 12; Usage and Vocab, Le
買い物・商売に関する語句）; sson 12 を学習する。
Usage and Vocab, Lesson 12（
動名詞）の答え合せと解説を行 （復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 12; Usage and Vocab, Le
う。
・Talk about shoppingを学習 sson 12の単語・イディオムを覚える。授業で指
示されたTOEFL exerciseを行う。
し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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21

22

庄子

庄子

ひとみ

ひとみ

23

庄子

ひとみ

24

庄子

ひとみ

25

庄子

ひとみ

26

庄子

ひとみ

（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 13（ Everyday Vocab, Unit 13; Usage and Vocab, Le
芸術・娯楽に関する語句）; Us sson 13 を学習する。
age and Vocab, Lesson 13（分
詞） の答え合せと解説を行う （復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 13; Usage and Vocab, Le
。
・Talk about birthdaysを学習 sson 13の単語・イディオムを覚える。授業で指
示されたTOEFL exerciseを行う。
し、実践する。
・TOEFL exercise, Structure
and written expressionを学
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 14（ Everyday Vocab, Unit 14; Usage and Vocab, Le
食品・食事に関する語句）; Us sson 14 を学習する。
age and Vocab, Lesson 14（比
較） の答え合せと解説を行う （復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 14; Usage and Vocab, Le
。
・Talk about clothesを学習し sson 14の単語・イディオムを覚える。授業で指
示されたTOEFL exerciseを行う。
、実践する。
・TOEFL exercise, Reading c
omprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
TOEFL模試のSection 1 & 2 を TOEFL exercise の復習をする。
実施する。
（復習：0.5時間）
TOEFL模試の誤解答を復習する。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
TOEFL模試のSection 3 を実施 TOEFL exercise の復習をする。
する。
（復習：0.5時間）
TOEFL模試の誤解答を復習する。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Oral presentation, プレゼン プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
テーションの基礎を学習する。 ターネット、新聞等から収集する。
（授業方法）
プレゼンテーションの基礎を解
説したのち、ペアで問題演習を
行う。
（授業内容）
自分が選んだテーマについて講
義形式のプレゼンテーションを
実施する。

（復習：0.5時間）
プレゼンテーションのシナリオを作成する。プレ
ゼンテーションの練習を行う。
（予習：0.5時間）
プレゼンテーションのシナリオを作成する。プレ
ゼンテーションの練習を行う。

（復習：0.5時間）
授業で指示されたTOEFL exerciseを行う。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
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27

28

庄子

庄子

ひとみ

ひとみ

（予習：1.0時間）
（授業内容）
Oral examination を実施する Oral examinationの準備をする。
（復習：1.0時間）
後期の総復習をする。
（予習：0.5時間）
期末試験の準備をする

（授業内容）
後期の授業内容まとめ
（授業方法）
要点の総復習
期末試験
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授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅠ
Oral EnglishⅠ

授業形態
開講学期

演習
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

須藤

路子

授業概要
[授業全体の内容]
このクラスの目標は、口語英語を理解し、自分の意見を基本的な英語を用いて表現できるようになることであ
る。また、英語の実践的な運用能力を高めるとともに、英語のプレゼンテーションの基礎を習得する。英語を
学習することによって、新しいものの考え方にふれ、視野を広げ、国際感覚を習得することも目標とする。
シチュエーションに適切な英語表現で、コミュニケーションを図る演習を実施する。また、オーラルプレゼン
テーションの基礎を学習し、プレゼンテーションを行う。
このクラスは、英語ですべて実施される授業で、常に英語を聞き、話す学生参加型授業である。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1. 英語で基礎的なプレゼンテーションを実施できる。
2. シチュエーションごとに基礎的な会話を理解できる。
3. 英語として適切な表現を使用し、実践的なコミュニケーションができる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 英語でプレゼンテーションを行い、内容を相手に理解させることができる。（Presentation）
2. シチュエーションごとに基礎的な会話を理解し、英語として適切な表現で実践的なコミュニケーションが
できる。（Oral examination）(TOEFLスコア)
3. 授業における回答（Vocab quizzesとTOEFL exercisesの評価を含む）によって取り組み状況を評価する。
（Class participation）
[成績評価の方法]
Oral examination (20%), Class participation (Vocab quizzes, TOEFL exercisesを含む)(30%), TOEFLスコ
ア(40%),
Presentation(10%)で評価する。
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
[履修要件]
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
Class PLは、Proficient Learners Classである。
[履修要件]
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. マネ・健康PLクラスは、すべて英語で実施する。
2. 4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
3. 単語数について、40%以上の増加を目指す。
4. 受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする場合がある。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1. Simply Speaking Conversations for Effective Communication (Diane Nagatomo, Kinseido, 2000)
2. A Shorter Course in Everyday Vocabulary Quizzes (佐藤誠司、南雲堂、2011)
3. 5‑minute Quizzes for TOEFL Test (Lin Lougheed, Joseph Tashiro, Macmillan Language house, 1998)
これらのテキストは必ず用意すること（授業内で販売する）。
その他の参考書は、各回の授業において提示する。
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連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
msudou@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
火曜日12:15‑12:45 (1号館 3階 1330室)、水曜日12:15‑12:45 (1号館 3階 1330室)
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1. この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2. グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3. 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4. 特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5. 毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
須藤路子
（予習：0.5時間）
1回目
［授業内容］
オリエンテーション、Introduc 学内TOEFLを受験する。Vocab exercise Lesson 1
tion: overview, self‑introdu を学習する。Conversation for communication L
esson 1のわからない単語を調べ、覚えてくる。
ctions
TOEFLスコアによりクラス分け
を実施する。授業目的、授業方 （復習：0.5時間）
法、シラバス、評価方法等を説 TOEFL結果を分析し、学内受験２回目の目標設定
をする。
明する。

2回目

須藤路子

［授業方法］
LL機能を説明し、ペアワーク、
グループワーク、応答機能を実
際に使用する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Simply Speaking (SS) chapter Vocab exercise Lesson 2; Conversation for co
mmunication Lesson 2を学習する。
1: Hi, How are you?
Greetingsに関する表現を学習
し、実践する。 How do you d （復習：0.5時間）
Vocab exercise Lesson 1; Conversation for co
o?"
How's everything?
Nice to meet you.
Let me mmunication Lesson 1の単語・イディオムを覚え
introduce you to my friend. る。授業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
などの表現を学習し、実践
する。
TOEFL exercise: Structure
Vocab exercise: Lesson 1 社
会文化に関する語句を学習する
。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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3回目

4回目

5回目

須藤路子

須藤路子

須藤路子

（予習：0.5時間）
授業内容］
SS chapter 2: What's your ma Vocab exercise Lesson 3; Conversation for co
mmunication Lesson 3 を学習する。
jor?
Schools で使う表現を学習し、
（復習：0.5時間）
実践する。
TOEFL exercise: Written expr Vocab exercise Lesson 2; Conversation for co
mmunication Lesson 2の単語・イディオム・表現
ession
Vocab exercise: Lesson 2 法 を覚える。授業で配布されるTOEFL exerciseを行
律・政治・治安に関する語句を う。
学習する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
SS chapter 3: What does she Vocab exercise Lesson 4; Conversation for co
mmunication Lesson 4 を学習する。
look like?
Appearances に関する表現を学
（復習：0.5時間）
習し、実践する。
TOEFL exercise: Reading com Vocab exercise Lesson 3; Conversation for co
mmunication Lesson 3の単語・イディオム・表現
prehension
Vocab exercise: Lesson 3 経 を覚える。授業で配布されるTOEFL exerciseを行
済・ビジネスに関する語句 を う。
学習する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
SS chapter 4: Let's take a t Vocab exercise Lesson 5; Conversation for co
mmunication Lesson 5 を学習する。
rip!
Travels に関する表現を学習し
（復習：0.5時間）
、実践する。
Dictation practiceを実施する Vocab exercise Lesson 4; Conversation for co
mmunication Lesson 4の単語・イディオム・表現
。
を覚える。授業で配布されるTOEFL exerciseを行
TOEFL exercise: Structure
Vocab exercise: Lesson 4 産 う。
業・機械に関する語句を学習す
る。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
SS chapter 5: How about goin Vocab exercise Lesson 6; Conversation for co
mmunication Lesson 6 を学習する。
g out for dinner?
Restaurants における表現を学
（復習：0.5時間）
習する。
Dictation practiceを実施する Vocab exercise Lesson 5; Conversation for co
mmunication Lesson 5 の単語・イディオム・表
。
TOEFL exercise: Written expr 現を覚える。授業で配布されるTOEFL exerciseを
行う。
ession
Vocab exercise: Lesson 5 自
然・環境に関する語句を学習す
る。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
SS chapter: 6 Let's go shopp Vocab exercise Lesson 7; Conversation for co
mmunication Lesson 7
ing!
Shopping に関する表現を学習
（復習：0.5時間）
する。
Dictation practiceを実施する Vocab exercise Lesson 6 ; Conversation for c
ommunication Lesson 6 の単語・イディオム・表
。
TOEFL exercise: Reading comp 現を覚える。授業で配布されるTOEFL exerciseを
行う。
rehension
Vocab exercise: Lesson 6 自
然科学に関する語句を学習する
。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
SS chapter 7: How are you fe Vocab exercise Lesson 8; Conversation for co
mmunication Lesson 8 を学習する。
eling?
Feelings に関する表現を学習
（復習：0.5時間）
する。
Dictation practiceを実施する Vocab exercise Lesson 7; Conversation for co
mmunication Lesson 7 の単語・イディオム・表
。
現を覚える。授業で配布されるTOEFL exerciseを
TOEFL exercise: Structure
Vocab exercise: Lesson 7 教 行う。
育・大学に関する語句を学習す
る
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
SS chapter 8: Hello, can I s Oral presentation のテーマを設定し、そのため
のデータ、情報をインターネット、雑誌、新聞等
peak to Mary?
Telephoning に関する表現を学 から収集する。
習する。
Dictation practiceを実施する （復習：0.5時間）
Vocab exercise Lesson 8; Conversation for co
。
TOEFL exercise: Written expr mmunication Lesson 8 の単語・イディオム・表
現を覚える。授業で配布されるTOEFL exerciseを
ession
Vocab exercise: Lesson 8 言 行う。
語・文学に関する語句を学習す
る。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Reading exercise: newspapers Oral presentation の為に収集したデータに基づ
き、テキストを作成する。
新聞の読み方を学習する。
Oral presentation の為に作成したテキストを基
に、発音、delivery 等を練習する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング （復習：0.5時間）
・スピーキング練習を行い、応 新聞の読み方を復習する。授業で配布されるTOEF
答機能を使用し、質疑応答を行 L exerciseを行う。
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：2.5時間）
［授業内容］
Oral presentations:新聞の記 Conversation for communication Lessons 1‑8
事に関してOral presentation の場面における会話ができるように、Oral exami
nation の準備をする。
を行う。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
［授業内容］
TOEFL模試を実施する。

（復習：0.5時間）
授業で配布されたTOEFL exerciseの誤答を学習す
る。

（予習：0.5時間）
TOEFL exercise のテキストを使用し、誤答箇所
を復習し、模試の準備をする。

［授業方法］
TOEFLのSection 1とSection 2 （復習：0.5時間）
授業で配布されたTOEFL exerciseの誤答を学習す
を模試形式で実施する。
る。
（復習：0.5時間）
［授業内容］
Oral examination を実施する Vocab exercise, Conversation for communicati
on のすべてのLesson を復習する。
。
［授業方法］
Oral examinationをインタビュ
ー形式とペアワーク形式で実施
する。
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［授業内容］
Oral examinationの評価は、授
業にて提示し、改善点を解説・
指導する。Evaluation と英語
学習法について説明する。
［授業方法］
ペアワークやLL機能を使用し、
今後の学習方法について、実践
してみる。
［授業内容］
オリエンテーション。後期の授
業についての説明と解説を行う
。TOEFL 模試の解説を行う。

（予習：0.5時間）
TOEFL 模試 Section 2 (Structure and Written
Expression), Section 3 (Reading Comprehensio
n) を解答してくる。
（復習：0.5時間）
Vocab exercise, Conversation for communicati
on のすべてのLesson を復習する。

（予習：0.5時間）
Vocab exercise Lesson 9 を学習する。
Conversation for communication Lesson 9 の単
語・イディオム・表現を覚える。

（復習：0.5時間）
［授業方法］
ペアになり、会話を行う。また 授業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
、口頭により学習した英語表現
を質疑応答する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
SS chapter 9: I am so busy. Vocab exercise Lesson 10; Conversation for c
daily routine に関するギ表現 ommunication Lesson 10 を学習する。
を学習する。
Dictation practiceを実施する （復習：0.5時間）
Vocab exercise Lesson 9; Conversation for co
。
TOEFL exercise: Reading comp mmunication Lesson 9 の単語・イディオム・表
現を覚える。授業で配布されるTOEFL exerciseを
rehension
Vocab exercise: Lesson 9 交 行う。
通・旅行に関する語句を学習す
る。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
SS chapter 10: What do you d Vocab exercise Lesson 11; Conversation for c
ommunication Lesson 11を学習する。
o?
Occupations に関する表現を学
（復習：0.5時間）
習する。
Dictation practiceを実施する Vocab exercise Lesson 10; Conversation for c
ommunication Lesson 10 の単語・イディオム・
。
TOEFL exercise: Structure 表現を覚える。授業で配布されるTOEFL exercise
Vocab exercise: Lesson 10 マ を行う。
スコミ・放送・情報に関する語
句を学習する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
SS chapter 11:Let's watch sp Vocab exercise Lesson 12; Conversation for c
ommunication Lesson 12を学習する。
orts!
Sports に関する表現を学習す
（復習：0.5時間）
る。
Dictation practiceを実施する Vocab exercise Lesson 11; Conversation for c
ommunication Lesson 11 の単語・イディオム・
。
TOEFL exercise: Written exp 表現を覚える。授業で配布されるTOEFL exercise
を行う。
ression
Vocab exercise: Lesson 11 郵
便・電話・メールに関する語句
を学習する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Vocab exercise Lessons 9‑12を学習する。
English in movies
映画を鑑賞し、口語表現を学習
（復習：0.5時間）
する。
映画で使用した口語表現を学習する。授業で配布
されるTOEFL exerciseを行う。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Vocab exercise Lessons 9‑ 12を学習する。
English in movies
映画を鑑賞し、口語表現を学習
（復習：0.5時間）
する。
映画で使用した口語表現を学習する。授業で配布
されるTOEFL exerciseを行う。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
SS chapter 12: Let's cerebra Oral presentation のテーマを設定し、そのため
のデータ、情報をインターネット、雑誌、新聞等
te!
Holidays に関するギ表現を学 から収集する。
習する。
Dictation practiceを実施する （復習：0.5時間）
授業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
。
TOEFL exercise: Reading comp
rehension
Vocab exercise: Lesson 12 買
い物・商売に関する語句を学習
する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
自分が選んだテーマに関し、講 Oral presentation の為に収集したデータに基づ
義形式のpresentationを実施す き、テキストを作成する。
る。
（復習：0.5時間）
授業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
自分が選んだテーマに関し、講 Oral presentation の為に作成したテキストを基
義形式のpresentationを実施す に、発音、delivery 等を練習する。
る。
（復習：0.5時間）
授業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
SS chapter 13: That's entert TOEFL exercise のテキストを使用し、模試の準
ainment!: Pastimes に関する 備をする。
表現を学習する。Dictation pr
（復習：0.5時間）
acticeを実施する。
TOEFL exercise: Structure 授業中配布されたTOEFL exerciseの誤答箇所を復
Vocab exercise: 芸術・娯楽に 習する。
関する語句を学習する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
TOEFL 模試のListening Compre TOEFL 模試 Section 2 (Structure and Written
hensionを実施し、解説を行う Expression), Section 3 (Reading Comprehensio
n) を自分で解答してくる。
。
Vocab exercise Lesson 13; Conversation for c
ommunication Lesson 13を学習する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング （復習：0.5時間）
・スピーキング練習を行い、応 TOEFL模試の誤答を学習する。
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
SS chapter 14: Let's stay he TOEFL模試のSection 2（配布分）を各自解答して
althy!: Health に関する表現 くる。
を学習する。
Dictation practiceを実施する （復習：0.5時間）
Conversation for communication Lessons 9‑13
。
TOEFL exercise: Written expr の場面における会話ができるように、Oral exami
nation の準備をする。授業で配布されるTOEFL e
ession
Vocab exercise: Lesson 13 食 xerciseを行う。
品・食事に関する語句を学習す
る。
Writing exercise: CV writing
を実施する。
Vocab exercise の解答をチェ
ックする。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
ペアワークでCVを作成し、ペア
にフィードバックし、再度ペア
で修正を実施する。
（復習：1時間）
［授業内容］
Oral examination を実施する Vocab exercise, Conversation for communicati
on, TOEFL exercise のすべてのLesson を復習す
。
る。
［授業方法］
Oral examinationをインタビュ
ー形式とペアワーク形式で実施
する。
（復習：1時間）
［授業内容］
Oral examinationの評価は、授 Vocab exercise, Conversation for communicati
業にて提示し、改善点を解説・ on, TOEFL exercise のすべてのLesson を復習す
指導する。Evaluation と英語 る。
学習法について説明する。
［授業方法］
ペアになり、会話を行う。また
、口頭により学習した英語表現
を質疑応答する。ペアワークや
LL機能を使用し、今後の学習方
法について、実践してみる。
定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅠ
Oral EnglishⅠ

授業形態
開講学期

対象学年

1

単位数

科目責任者
科目担当者

Fran Conigliaro

2.0

授業概要
[授業全体の内容] Summary of the Class
このクラスの目標は、口語英語を理解し、自分の意見を基本的な英語を用いて表現できるようになることであ
る。また、英語の実践的な運用能力を高めるとともに、英語のプレゼンテーションの基礎を習得する。英語を
学習することによって、新しいものの考え方にふれ、視野を広げ、国際感覚を習得することも目標とする。
シチュエーションに適切な英語表現で、コミュニケーションを図る演習を実施する。また、オーラルプレゼン
テーションの基礎を学習し、プレゼンテーションを行う。
このクラスは、英語ですべて実施される授業で、常に英語を聞き、話す学生参加型授業である。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）] Diploma and Curricular Policies
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets
1． 英語で基礎的なプレゼンテーションを実施できる。
2． シチュエーションごとに基礎的な会話を理解できる。
1． 3． 英語として適切な表現を使用し、実践的なコミュニケーションができる。
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for Evaluation
1． 英語でプレゼンテーションを行い、内容を相手に理解させることができる。（Presentation）
2． シチュエーションごとに基礎的な会話を理解し、英語として適切な表現で実践的なコミュニケーションが
できる。（Oral examination）(TOEFLスコア)
3． 授業における回答（Vocab quizzesとTOEFL exercisesの評価を含む）によって取り組み状況を評価する。
（Class participation）
[成績評価の方法] Evaluation System
Oral examination (20%), Class participation (Vocab quizzes, TOEFL exercisesを含む)(30%), TOEFLスコ
ア(40%), Presentation(10%)で評価する。
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する
履修における留意事項
[履修要件] Conditions
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
3.単語数について、40%以上の増加を目指す。
4.受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1. Main course text to be announced in class
2. A Shorter Course in Everyday Vocabulary Quizzes (佐藤誠司、南雲堂、2011)
3. 5‑minute Quizzes for TOEFL Test (Lin Lougheed, Joseph Tashiro, Macmillan Language house, 1998)
これらのテキストは必ず用意すること。
その他の参考書は、各回の授業において提示する。
連絡先とオフィスアワー
[連絡先］Contact
email: franc@juntendo.ac.jp
[オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
Tuesdays,16:15‑16:35
備考
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［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2． グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4． 特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5． 毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Fran Conigliaro （授業内容）
予習（１時間）: 学内TOEFLを受験する。
1
オリエンテーション、Introduc
復習（１時間）: Vocab exercise Lesson 1を学
tion:
overview, self‑introductions 習する。Conversation for communication Lesso
TOEFLスコアによりクラス分け n 1のわからない単語を調べ、覚えてくる。
を実施する。授業目的、授業方
法、シラバス、評価方法等を説
明する。
（授業方法）
LL機能を説明し、ペアワーク、
グループワーク、応答機能を実
際に使用する。
Fran
Conigliaro
予習(１時間）:Vocab exercise Lesson 2; Conve
2
(,授業内容）
Survival English：Greetings, rsation for communication Lesson 2 を学習す
Schoolに関する表現を学習し る。
、実践する。 How s it goin 復習（１時間）: Vocab exercise Lesson 1; Con
g?
What s new?
Could versation for communication Lesson 1の単語・
you repeat that?
Could yo イディオムを覚える。授業で配布されるTOEFL ex
u speak more slowly?
など erciseを行う。
の表現を学習し、実践する。TO
EFL exercise:
Structure, Vocab exercise: L
esson 1社会文化に関する語句
を学習する。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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4

5

Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）：Vocab exercise Lesson 3; Con
versation for communication Lesson 3 を学習
Survival English:
Telephoningに関する表現を学 する。
習し、実践する。Home call, b 復習（1時間）： Vocab exercise Lesson 2; Con
usiness call, taking and lea versation for communication Lesson 2 の単語
ving message, writing number ・イディオム・表現を覚える。授業で配布される
TOEFL exerciseを行う。
を学習し、実践する。
TOEFL exercise: Written expr
ession
Vocab exercise: Lesson 2 法
律・政治・治安に関する語句を
学習する。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）: Vocab exercise Lesson 4; Con
versation for communication Lesson 4 を学習
Survival English:
Appointmentsに関する表現を学 する。
復習（１時間）: Vocab exercise Lesson 3; Con
習し、実践する。
versation for communication Lesson 3 の単語
TOEFL exercise:Reading compr ・イディオム・表現を覚える。授業で配布される
TOEFL exerciseを行う。
ehension
Vocab exercise: Lesson 3 経
済・ビジネスに関する語句 を
学習する。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間): Vocab exercise Lesson 5; Conv
Guidanceに関する表現を学習し ersation for communication Lesson 5 を学習す
る。
、実践する。
復習（１時間）: Vocab exercise Lesson 4; Con
Dictation practiceを実施する versation for communication Lesson 4 の単語
・イディオム・表現を覚える。授業で配布される
。
TOEFL exerciseを行う。
TOEFL exercise: Structure
Vocab exercise: Lesson 4 産
業・機械に関する語句を学習す
る。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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7

8

Fran Conigliaro (授業内容）
予習 (１時間）: Vocab exercise Lesson 6; Con
Doctor's officeにおける表現 versation for communication Lesson 6 を学習
を学習する。 Dictation pract する。
復習（１時間）: Vocab exercise Lesson 5; Con
iceを実施する。
TOEFL exercise:Written expre versation for communication Lesson 5 の単語
・イディオム・表現を覚える。授業で配布される
ssion
Vocab exercise: Lesson 5 自 TOEFL exerciseを行う。
然・環境に関する語句を学習す
る。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）: Vocab exercise Lesson 7; Con
Cars に関する表現を学習する versation for communication Lesson 7
。 Dictation practiceを実施
復習（１時間）: Vocab exercise Lesson 6 ; Co
する。
TOEFL exercise: Reading comp nversation for communication Lesson 6 の単語
・イディオム・表現を覚える。授業で配布される
rehension
Vocab exercise:Lesson 6 自然 TOEFL exerciseを行う。
科学に関する語句を学習する。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習(1時間）: Vocab exercise Lesson 8; Conve
Shopping に関する表現を学習 rsation for communication Lesson 8 を学習す
る。
する。
Dictation practiceを実施する 復習（１時間）: Vocab exercise Lesson 7; Con
versation for communication Lesson 7 の単語
。
・イディオム・表現を覚える。授業で配布される
TOEFL exercise: Structure
TOEFL exerciseを行う。
Vocab exercise: Lesson 7 教
育・大学に関する語句を学習す
る。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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Fran Conigliaro (授業内容）
予習(1時間）: Oral presentation のテーマを設
Restaurantに関する表現を学習 定し、そのためのデータ、情報をインターネット
、雑誌、新聞等から収集する。
する。
Dictation practiceを実施する 復習（１時間）: Vocab exercise Lesson 8; Con
versation for communication Lesson 8 の単語
。
TOEFL exercise:Written expre ・イディオム・表現を覚える。
授業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
ssion
Vocab exercise: Lesson 8 言
語・文学に関する語句を学習す
る。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）: Oral presentation の為に収集
Reading exercise: newspapers したデータに基づき、テキストを作成する。
復習（１時間）: 新聞の読み方を復習する。授業
新聞の読み方を学習する。
で配布されるTOEFL exerciseを行う。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習(1時間）: Oral presentation の為に作成し
Reading exercise: newspapers たテキストを基に、発音、delivery 等を練習す
る。
新聞の読み方を学習する。
Presentation: プレゼンの基 復習（１時間）: プレゼンの基礎を復習し、表現
・構成を学習する。授業で配布されるTOEFL exer
礎を学習する。
ciseを行う。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習（1時間）: Presentationの準備をする。授
業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
Oral presentations
復習（1時間）: 授業で配布されるTOEFL exercis
新聞の記事に関してOral prese eの誤答を復習する。
ntationを行う。
(授業方法)
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
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Fran Conigliaro (授業内容）
予習・復習（２時間）: Conversation for commu
nication Lessons 1‑8 の場面における会話がで
Oral presentations
新聞の記事に関してOral prese きるように、Oral examination の準備をする。
ntationを行う。
(授業方法)
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
Fran Conigliaro (授業内容)
予習・復習（２時間）: TOEFL exercise のテキ
Oral examination を実施する ストを使用し、誤答箇所を復習し、模試の準備を
する。
。
(授業方法）
Oral examinationをインタビュ
ー形式とペアワーク形式で実施
する。
Fran Conigliaro First Semester Exam
First Semester Exam
Fran Conigliaro (授業内容）
予習(１時間）: 授業で配布されるTOEFL exercis
TOEFL 模試のListening Compre eを行う。
復習（１時間） Vocab exercise, Conversation
hensionの解説を行う。
for communication のすべてのLesson を復習す
（授業内容）
授業で行った場面での会話をOr る。
al examinationにより実施する
。
（授業方法）
ペアになり、会話を行う。また
、口頭により学習した英語表現
を質疑応答する。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）: Vocab exercise Lesson 9 を学
Conversation for com
オリエンテーション。後期の授 習する。
業についての説明と解説を行う munication Lesson 9 の単語・イディオム・表現
。TOEFL 模試の解説を行う。 を覚える。
復習：（１時間）: TOEFL模試の誤答を学習する
（授業方法）
ペアワークで課題の会話を行う 。
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）: Vocab exercise Lesson 10; Co
Asking a favor に関するギ表 nversation for communication Lesson 10 を学
習する。
現を学習する。
Dictation practiceを実施する 復習(１時間）: Vocab exercise Lesson 9; Conv
ersation for communication Lesson 9 の単語・
。
TOEFL exercise: Reading comp イディオム・表現を覚える。授業で配布されるTO
EFL exerciseを行う。
rehension
Vocab exercise: Lesson 9 交
通・旅行に関する語句を学習す
る。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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21
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Fran Conigliaro Dictation practiceを実施する 予習（１時間）: Vocab exercise Lesson 11; Co
nversation for communication Lesson 11を学習
。
する。
TOEFL exercise:Structure
Vocab exercise: Lesson 10 マ 復習（１時間）: Vocab exercise Lesson 10; Co
スコミ・放送・情報に関する語 nversation for communication Lesson 10 の単
語・イディオム・表現を覚える。授業で配布され
句を学習する。
るTOEFL exerciseを行う。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）: Vocab exercise Lesson 12; Co
Thanking someone に関する表 nversation for communication Lesson 12 を学
習する。
現を学習する。
Dictation practiceを実施する 復習(１時間）: Vocab exercise Lesson 11; Con
versation for communication Lesson 11 の単語
。
TOEFL exercise:Written expre ・イディオム・表現を覚える。授業で配布される
TOEFL exerciseを行う。
ssion
Vocab exercise: Lesson 11 郵
便・電話・メールに関する語句
を学習する。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習(１時間）: Vocab exercise Lessons 9‑ 12
を学習する。Oral presentation のテーマを設定
English in movies
映画を鑑賞し、口語表現を学習 し、そのためのデータ、情報をインターネット、
雑誌、新聞等から収集する。
する。
復習（１時間）: 映画で使用した口語表現を学習
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う する。授業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）: Oral presentation のテーマを
設定し、そのためのデータ、情報をインターネッ
English in movies
ト、雑誌、新聞等から収集する。
映画を鑑賞し、口語表現を学習 Vocab exercise Lesson 12; Conversation for c
ommunication Lesson 12 を学習する。
する。
復習（１時間）: 映画で使用した口語表現を学習
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う する。授業で配布されるTOEFL exerciseを行う。
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。

159

23

24

25

26

Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）: Oral presentation の為に収集
Airports に関するギ表現を学 したデータに基づき、テキストを作成する。Oral
習するDictation practiceを実 presentation の為に作成したテキストを基に、
発音、delivery 等を練習する。
施する。
TOEFL exercise: Reading comp 復習（１時間）: Vocab exercise Lesson 12; Co
rehension. Vocab exercise: L nversation for communication Lesson 12 を学
esson 12 買い物・商売に関す 習する。授業で配布されるTOEFL exerciseを行う
。
る語句を学習する。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）: Oral presentation の為に作成
自分が選んだテーマに関し、講 したテキストを基に、発音、delivery 等を練習
義形式のpresentationを実施す する。
復習（１時間）:プレゼンが終了した学生は、発
る。
音、delivery 等を再度練習する。
(授業方法)
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）: Oral presentation の為に作成
自分が選んだテーマに関し、講 したテキストを基に、発音、delivery 等を練習
義形式のpresentationを実施す する。
復習（１時間）:プリゼンが終了した学生は、発
る。
音、delivery 等を再度練習する。
(授業方法)
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習・復習（２時間）: TOEFL exercise のテキ
Hotels に関する表現を学習す ストを使用し、誤答箇所を復習し、模試の準備を
する。
る。
Dictation practiceを実施する
。
TOEFL exercise:Structure
Vocab exercise: 芸術・娯楽に
関する語句を学習する。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）: TOEFL 模試 Section 2 (Struct
TOEFL 模試のListening Compre ure and Written Expression), Section 3 (Read
hensionを実施し、解説を行う ing Comprehension) を自分で解答してくる。
復習（１時間）: TOEFL 模試の誤答の箇所を学習
。
する。
（授業方法）
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro （授業内容）
予習（１時間）: Vocab exercise Lesson 13; Co
TOEFL 模試のSection 2 (Struc nversation for communication Lesson 13を学習
ture and Written Expression) する。
, Section 3 (Reading Compreh 復習（１時間）: TOEFL模試の誤答を学習する。
ension）の解説を行う。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro (授業内容）
予習（１時間）: Vocab exercise Lesson 13; Co
The Bank に関する表現を学習 nversation for communication Lesson 13を復習
する。
する。
Dictation practiceを実施する 復習（１時間）: 授業で配布されるTOEFL exerci
seを行う。
。
TOEFL exercise:Written expre
ssion
Vocab exercise: Lesson 13 食
品・食事に関する語句を学習す
る。
(授業方法)
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
Fran Conigliaro 学期末テスト
Final Exam
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授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅠ
Oral EnglishⅠ

授業形態
開講学期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 堀 智子
科目担当者
庄子 ひとみ、堀 智子
授業概要
[授業全体の内容]
このクラスの目標は、口語英語を理解し、自分の意見を基本的な英語を用いて表現できるようになることであ
る。また、英語の実践的な運用能力を高めるとともに、英語のプレゼンテーションの基礎を習得する。英語を
学習することによって、新しいものの考え方にふれ、視野を広げ、国際感覚を習得することも目標とする。
シチュエーションに応じた適切な英語表現で、コミュニケーションを図る演習を実施する。また、オーラルプ
レゼンテーションの基礎を学習し、プレゼンテーションを行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．英語で基礎的なプレゼンテーションを実施できる。
2．シチュエーションごとに基礎的な会話を理解できる。
3．適切な英語表現を使用し、実践的なコミュニケーションができる。
成績評価
[成績評価の基準]
1．英語でプレゼンテーションを行い、内容を相手に理解させることができる。（Presentation）
2．シチュエーションごとに基礎的な会話を理解し、適切な英語表現で実践的なコミュニケーションができる
。（Oral examination）（TOEFLスコア）
3．授業における回答（Vocab quizzesとTOEFL exercisesの評価を含む）によって取り組み状況を評価する。
（Class participation）
[成績評価の方法]
Oral examination (20%), Class participation (Vocab quizzes, TOEFL exercisesを含む)(30%), TOEFLスコ
ア(40%), Presentation(10%)で評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
2.単語数について、40%以上の増加を目指す。
3.受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする場合がある。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1．TOEFL TEST 必ずでる単スピードマスター (Jリサーチ出版)
2．Usage and Vocabulary (Nan un‑do)
3．5‑Minutes Quizzes for TOEFL Test (Macmillan languagehouse)
その他授業において提示する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
t‑hori@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
火・水曜日12:15‑12:45 (1号館 3階 1304室)
備考
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［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2．グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4．特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5．毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
庄子 ひとみ
（予習：0.5時間）
1
（授業内容）
・オリエンテーション：授業目 学内TOEFLを受験する。
的、授業方法、評価方法等を説
（復習：0.5時間）
明する。
・日英語の言語的な違いを明確 TOEFL結果を分析し、学内受験2回目の目標設定を
にし、日本語母語話者として英 する。
語にどう取り組むかを考える。

2

3

庄子

庄子

ひとみ

ひとみ

（授業方法）
日英語の違い、英語への取り組
みについてグループで考える。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 1（文 Everyday Vocab, Unit 1; Usage and Vocab, Les
化・社会に関する語句）; Usag son 1 を学習する。
e and Vocab, Lesson 1（品詞
）の答え合せと解説を行う。 （復習：0.5時間）
・Talk about meを学習し、実 Everyday Vocab, Unit 1; Usage and Vocab, Les
son 1の単語・イディオムを覚える。授業で指示
践する。
・TOEFL exercise, Listening されたTOEFL exerciseを行う。
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 2（法
律・政治・治安に関する語句）
; Usage and Vocab, Lesson 2
（動詞）の答え合せと解説を行
う。
・Talk about family を学習し
、実践する。
・TOEFL exercise, Structure
and written expressionを学習
する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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（予習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 2; Usage and Vocab, Uni
t 2 を学習する。
（復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 2; Usage and Vocab, Les
son 2の単語・イディオムを覚える。授業で指示
されたTOEFL exerciseを行う。

4

5

6

7

庄子

庄子

庄子

庄子

ひとみ

ひとみ

ひとみ

ひとみ

（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 3（経 Everyday Vocab, Unit 3; Usage and Vocab, Les
済・ビジネスに関する語句）; son 3 を学習する。
Usage and Vocab, Lesson 3（
句動詞）の答え合せと解説を行 （復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 3; Usage and Vocab, Uni
う。
・Talk about Timeを学習し、 t 3の単語・イディオムを覚える。授業で指示さ
れたTOEFL exerciseを行う。
実践する。
・TOEFL exercise, Reading c
omprehension を学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 4（産 Everyday Vocab, Unit 4; Usage and Vocab, Les
業・機械に関する語句）; Usag son 4 を学習する。
e and Vocab, Lesson 4 （時制
１）の答え合せと解説を行う。 （復習：0.5時間）
・Talk about transportを学習 Everyday Vocab, Unit 4; Usage and Vocab, Les
son 4の単語・イディオムを覚える。授業で指示
し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening されたTOEFL exerciseを行う。
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 5（自 Everyday Vocab, Unit 5; Usage and Vocab, Les
然・環境に関する語句）; Usag son 5 を学習する。
e and Vocab, Lesson 5（時制2
） の答え合せと解説を行う。 （復習：0.5時間）
・Talk about meetingを学習し Everyday Vocab, Unit 5; Usage and Vocab, Les
son 5の単語・イディオムを覚える。授業で指示
、実践する。
・TOEFL exercise, Structure されたTOEFL exerciseを行う。
and written expressionを学
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 6（自 Everyday Vocab, Unit 6; Usage and Vocab, Les
然科学に関する語句）; Usage son 6 を学習する。
and Vocab, Lesson 6（主語と
動詞の一致） の答え合せと解 （復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 6; Usage and Vocab, Les
説を行う。
・Talk about drinksを学習し son 6の単語・イディオムを覚える。授業で指示
されたTOEFL exerciseを行う。
、実践する。
・TOEFL exercise, Reading c
omprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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8

庄子

ひとみ

9

庄子

ひとみ

10

庄子

ひとみ

11

12

庄子

庄子

ひとみ

ひとみ

（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 7（教 Everyday Vocab, Unit 7; Usage and Vocab, Les
育・大学に関する語句）; Usag son 7 を学習する。
e and Vocab, Lesson 7（代名
詞）の答え合せと解説を行う。 （復習：0.5時間）
・TOEFL exercise, Listening Everyday Vocab, Unit 7;Usage and Vocab, Less
comprehension を学習する。 on 7の単語・イディオムを覚える。授業で指示さ
れたTOEFL exerciseを行う。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 8（言 Everyday Vocab, Unit 8; Usage and Vocab, Les
語・大学に関する語句）; Usag son 8を学習する。プレゼンテーションのテーマ
e and Vocab, Lesson 8（名詞 を決め、情報をインターネット、新聞等から収集
・冠詞）の答え合せと解説を行 する。
う。
・TOEFL exercise, Structure （復習：0.5時間）
and written expression を学 Everyday Vocab, Unit 8; Usage and Vocab, Les
son 8の単語・イディオムを覚える。授業で指示
習する。
されたTOEFL exerciseを行う。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Reading exercise, 新聞の プレゼンテーションのシナリオを作成する。
読み方を学習する。
・Oral Presentation, プレゼ （復習：0.5時間）
ンテーションの基礎を学習する 新聞の読み方を復習する。授業で指示されたTOEF
L exerciseを行う。
。
（授業方法）
新聞の読み方、プレゼンテーシ
ョンの基礎を解説したのち、ペ
アで問題演習を行う。
（授業内容）
・Reading exercise, 新聞の
読み方を学習する。
・Oral presentation, プレゼ
ンテーションの基礎を学習する
。

（予習：0.5時間）
プレゼンテーションのシナリオを作成する。プレ
ゼンテーションの練習を行う。
（復習：0.5時間）
プレゼンテーションの基礎、および、新聞の読み
方を復習する。授業で指示されたTOEFL exercise
を行う。

（授業方法）
新聞の読み方、プレゼンテーシ
ョンの基礎を解説したのち、ペ
アで問題演習を行う。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
プレゼンテーションを実施する プレゼンテーションの練習を行う。
。
（復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Units 1‑8; Usage and Vocab,
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価 TOEFL exercise を復習する。
を行う。
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13

庄子

ひとみ

14

庄子

ひとみ

15

庄子

ひとみ

16

17

18

堀

堀

堀

智子

智子

智子

（予習：0.5時間）
（授業内容）
Oral examination を実施する Oral examination の準備をする。
。
（復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Units 1‑8; Usage and Vocab;
TOEFL exerciseを復習する。
（予習：1.0時間）
（授業内容）
TOEFL 模試Section 1 & 2 を実 前期の総復習をする。
施する。
（復習：1.0時間）
前期の総復習をする。
（授業方法）
試験の後、解法、解答について
説明する。
なし
（授業内容）
TOEFL 模試Section 3 を実施す
る。
（授業方法）
試験の後、解法、解答について
説明する。
（授業内容）
・オリエンテーション：後期授
業についての説明を行う。
・TOEFL exerciseの解説を行う
。

（予習：0.5時間）
TOEFL exerciseを行う。
（復習：0.5時間）
TOEFLの誤解答を復習する。

（授業方法）
間違えやすい問題をクラスで共
有し、説明する。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 9（交 Everyday Vocab, Unit 9; Usage and Vocab, Les
通・旅行に関する語句）; Usag son 9 を学習する。
e and Vocab, Lesson 9（前置
詞）の答え合せと解説を行う。 （復習：0.5時間）
・Talk about snacksを学習し Everyday Vocab, Unit 9; Usage and Vocab, Uni
t 9の単語・イディオムを覚える。授業で指示さ
、実践する。
・TOEFL exercise, Listening れたTOEFL exerciseを行う。
comprehension を学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 10（ Everyday Vocab, Unit 10; Usage and Vocab, Le
マスコミ・放送・メールに関す sson 10 を学習する。
る語句）; Usage and Vocab, L
esson 10（助動詞）の答え合せ （復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 10; Usage and Vocab, Le
と解説を行う。
・Talk about weatherを学習し sson 10の単語・イディオムを覚える。授業で指
示されたTOEFL exerciseを行う。
、実践する。
・TOEFL exercise, Structure
and written expression を学
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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19

20

21

22

23

堀

堀

堀

堀

堀

智子

智子

智子

智子

智子

（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 11（ Everyday Vocab, Unit 11; Usage and Vocab, Le
郵便・電話・メールに関する語 sson 11 を学習する。
句）; Usage and Vocab, Unit
11（不定詞）の答え合せと解説 （復習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 11; Usage and Vocab, Un
を行う。
・Talk about moneyを学習し、 it 11の単語・イディオムを覚える。授業で指示
されたTOEFL exerciseを行う。
実践する。
・TOEFL exercise, Reading c
omprehension を学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 12（ Everyday Vocab, Unit 12; Usage and Vocab, Le
買い物・商売に関する語句）; sson 12 を学習する。
Usage and Vocab, Lesson 12（
動名詞）の答え合せと解説を行 （復習：0.5時間）
Everyday Vocab, Unit 12; Usage and Vocab, Le
う。
・Talk about shoppingを学習 sson 12の単語・イディオムを覚える。授業で指
示されたTOEFL exerciseを行う。
し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
English in movies, 映画を鑑 Everyday Vocab, Unit 13; Usage and Vocab, Le
賞し、口語表現を学習する。 sson 13 を学習する。
（復習：0.5時間）
（授業方法）
映画で用いられた口語表現をペ Everyday Vocab, Unit 13; Usage and Vocab, Le
sson 13の単語・イディオムを覚える。授業で指
アワークで練習する。
示されたTOEFL exerciseを行う。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
English in movies, 映画を鑑 Everyday Vocab, Unit 14; Usage and Vocab, Le
賞し、口語表現を学習する。 sson 14 を学習する。
（復習：0.5時間）
（授業方法）
映画で用いられた口語表現をペ Everyday Vocab, Unit 14; Usage and Vocab, Le
sson 14の単語・イディオムを覚える。授業で指
アワークで練習する。
示されたTOEFL exerciseを行う。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
自分が選んだテーマについて講 TOEFL exercise の復習をする。
義形式のプレゼンテーションを
（復習：0.5時間）
実施する。
TOEFL模試の誤解答を復習する。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
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24

堀

智子

25

堀

智子

26

27

28

堀

堀

堀

智子

智子

智子

（予習：0.5時間）
（授業内容）
自分が選んだテーマについて講 TOEFL exercise の復習をする。
義形式のプレゼンテーションを
（復習：0.5時間）
実施する。
TOEFL模試の誤解答を復習する。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 13（ プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
芸術・娯楽に関する語句）; Us ターネット、新聞等から収集する。
age and Vocab, Lesson 13（分
詞） の答え合せと解説を行う
（復習：0.5時間）
。
・Talk about birthdaysを学習 プレゼンテーションのシナリオを作成する。プレ
ゼンテーションの練習を行う。
し、実践する。
・TOEFL exercise, Structure
and written expressionを学
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
English in movies, 映画を鑑 プレゼンテーションのシナリオを作成する。プレ
賞し、口語表現を学習する。 ゼンテーションの練習を行う。
（授業方法）
映画で用いられた口語表現をペ
アワークで練習する。
（授業内容）
後期授業内容の習得を確認する
。

（復習：0.5時間）
授業で指示されたTOEFL exerciseを行う。
（予習：0.5時間）
授業で指示されたTOEFL exerciseを行う。

（復習：0.5時間）
映画で用いられた口語表現を復習する。
（授業方法）
Oral Examinationを実施する。
（予習：1.0時間）
（授業内容）
後期授業内容の理解度を確認す 後期の総復習をする。
る。
（復習：1.0時間）
後期の総復習をする。
（授業方法）
後期授業内容の要点のまとめを
する。
期末試験
なし
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授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅠ
Oral EnglishⅠ

授業形態
開講学期

対象学年

1

単位数

科目責任者
科目担当者

篠塚

2.0

勝正

授業概要
[授業全体の内容]
このクラスの目標は、口語英語を理解し、自分の意見を基本的な英語を用いて表現できるようになることであ
る。また、英語の実践的な運用能力を高めるとともに、英語のプレゼンテーションの基礎を習得する。英語を
学習することによって、新しいものの考え方にふれ、視野を広げ、国際感覚を習得することも目標とする。
シチュエーションに適切な英語表現で、コミュニケーションを図る演習を実施する。また、オーラルプレゼン
テーションの基礎を学習し、プレゼンテーションを行う。
このクラスは、英語ですべて実施される授業で、常に英語を聞き、話す学生参加型授業である。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．英語で基礎的なプレゼンテーションを実施できる。
2．シチュエーションごとに基礎的な会話を理解できる。
3．英語として適切な表現を使用し、実践的なコミュニケーションができる。
成績評価
[成績評価の基準]
1．英語でプレゼンテーションを行い、内容を相手に理解させることができる。（Presentation）
2．シチュエーションごとに基礎的な会話を理解し、英語として適切な表現で実践的なコミュニケーションが
できる。（Oral examination）(TOEFLスコア)
3．授業における回答（Vocab quizzesとTOEFL exercisesの評価を含む）によって取り組み状況を評価する。
（Class participation）
[成績評価の方法]
Oral examination (20%), Class participation (Vocab quizzes, TOEFL exercisesを含む)(30%), TOEFLスコ
ア(40%), Presentation(10%)で評価する。
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
[履修要件]
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
[履修要件]
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
3.単語数について、40%以上の増加を目指す。
4.受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1.English through the News Media (Masami Takahashi, Asahi Press,2019)
2.A Shorter Course in Everyday Vocabulary Quizzes (佐藤誠司、南雲堂、2011)
3.5‑minute Quizzes for TOEFL Test (Lin Lougheed, Joseph Tashiro, Macmillan Language house, 1998)
これらのテキストは必ず用意すること。
その他の参考書は、各回の授業において提示する。
連絡先とオフィスアワー
aquarianks@hotmail.com
Building 1 Room 1302 12:15 12:50
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備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2．グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4．特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5．毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
篠塚勝正
予習（0.5時間）
1回目
（授業内容）
オリエンテーション、Introduc 学内TOEFLを受験する。Self‑Introduction を英
語で行うため、その練習をしておく（出身・趣味
tion、
・夢など）
self‑introductions
TOEFLによりクラス分けを行う 復習（0.5時間）
TOEFL結果を自己分析し、学内2回目の目標を設定
。
授業目的、授業の方法、シラバ する。
ス、評価方法などの説明を行う
。
（授業方法）
メディア教室を使用するため、
各自コンピューターにログイン
し、コンピューター上での学習
に関して説明をし、実際に使っ
てみる。
篠塚勝正
予習（0.5時間）
2回目
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.English through the News M 復習（0.5時間）
edai(EM) Unit 1を時間内に解 今日行ったことをすべて復習する。
未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
く。
本文内容理解後、shadowing 訓 どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 力(Output)を必ず行う。
、TOEFLと記載）。

3回目

篠塚勝正

（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 1のsammary を音読 復習（0.5時間）
今日行ったことをすべて復習する。
筆写する。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
、TOEFLと記載）。
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
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4回目

篠塚勝正

5回目

篠塚勝正

6回目

篠塚勝正

7回目

篠塚勝正

予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 2を時間内に解く。 復習（0.5時間）
本文内容理解後、shadowing 訓 今日行ったことをすべて復習する。
未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
、TOEFLと記載）。
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 2のsammary を音読 復習（0.5時間）
今日行ったことをすべて復習する。
筆写する。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
、TOEFLと記載）。
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 3を時間内に解く。 復習（0.5時間）
本文内容理解後、shadowing 訓 今日行ったことをすべて復習する。
未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
、TOEFLと記載）。
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 3のsammary を音読 復習（0.5時間）
今日行ったことをすべて復習する。
筆写する。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
、TOEFLと記載）。
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。

171

8回目

篠塚勝正

9回目

篠塚勝正

10回目

篠塚勝正

11回目

篠塚勝正

予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 4を時間内に解く。 復習（0.5時間）
本文内容理解後、shadowing 訓 今日行ったことをすべて復習する。
未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
、TOEFLと記載）。
力(Output)を必ず行う
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 4のsammary を音読 復習（0.5時間）
今日行ったことをすべて復習する。
筆写する。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
、TOEFLと記載）。
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
力(Output)を必ず行う
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 5を時間内に解く。 復習（0.5時間）
本文内容理解後、shadowing 訓 今日行ったことをすべて復習する。
未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
、TOEFLと記載）。
力(Output)を必ず行う
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 5のsammary を音読 復習（0.5時間）
今日行ったことをすべて復習する。
筆写する。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
、TOEFLと記載）。
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
力(Output)を必ず行う
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
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12回目

篠塚勝正

13回目

篠塚勝正

14回目

篠塚勝正

予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 6を時間内に解く。 復習（0.5時間）
本文内容理解後、shadowing 訓 今日行ったことをすべて復習する。
未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
、TOEFLと記載）。
力(Output)を必ず行う
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 6のsammary を音読 復習（0.5時間）
次回のTOEFL reading test に向け、今まで行っ
筆写する。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 たことをすべて目を通し、自分でできなかった箇
所を再確認をすること。
、TOEFLと記載）。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（2.5時間）
（授業内容）
TOEFL 模試のReading and List Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ening Comprehension の模擬試 ておく。
復習（0.5時間）
験を実施する。
次回のTOEFL Listening test に向け、今まで行
ったことをすべて目を通し、自分でできなかった
（授業方法）
模擬テストは、本番の試験のよ 箇所を再確認をすること。
また、指定したTOEFL online siteを行っておく
うに神経に受験すること。
こと。
夏休みの間に、今まで理解不明であったことを必
ず理解をし、また、EMのUnit 6.7.8.9を夏休みの
宿題とします。9月1回目に全員行ったか否かを確
認します。
（授業内容）
前期試験を行います。
予め、前の週にどのような試験
内容であるか伝えるので、心配
しないで必ず受験してください
。
内容は、簡単なoral comprehen
sion 試験とします。
（授業方法）
こちらで、ランダムにペアを作
り、oral examをします。
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15回目

篠塚勝正

16回目

篠塚勝正

17回目

篠塚勝正

18回目

篠塚勝正

19回目

篠塚勝正

予習（0.5時間）
（授業内容）
オリエンテーション：後期の授 新学期に向け、新たに目標設定を考え、それを一
人一人英語でspeech する。尚、speech は因果関
業の説明
係を明確にすること。
復習（0.5時間）
（授業方法）
後期からの再スタートの日なの 次週の授業の指定範囲を行うこと。
で、ひとりひとり、英語でどの
ような夏休みであったかを英語
で簡単にマイクを持って、皆の
前でspeechしてもらいます。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 10を時間内に解く。 復習（0.5時間）
本文内容理解後、shadowing 訓 今日行ったことをすべて復習する。
未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
、TOEFLと記載）。
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 10のsammary を音読 復習（0.5時間）
今日行ったことをすべて復習する。
筆写する。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
、TOEFLと記載）。
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 11を時間内に解く。 復習（0.5時間）
本文内容理解後、shadowing 訓 今日行ったことをすべて復習する。
未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
、TOEFLと記載）。
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 11のsammary を音読 復習（0.5時間）
今日行ったことをすべて復習する。
筆写する。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
、TOEFLと記載）。
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
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20回目

篠塚勝正

21回目

篠塚勝正

22回目

篠塚勝正

23回目

篠塚勝正

予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 12を時間内に解く。 復習（0.5時間）
本文内容理解後、shadowing 訓 今日行ったことをすべて復習する。
未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
、TOEFLと記載）。
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 12のsammary を音読 復習（0.5時間）
今日行ったことをすべて復習する。
筆写する。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
、TOEFLと記載）。
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 13を時間内に解く。 復習（0.5時間）
本文内容理解後、shadowing 訓 今日行ったことをすべて復習する。
未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
、TOEFLと記載）。
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 13のsammary を音読 復習（0.5時間）
今日行ったことをすべて復習する。
筆写する。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
、TOEFLと記載）。
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
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24回目

篠塚勝正

25回目

篠塚勝正

26回目

篠塚勝正

27回目

篠塚勝正

予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 14を時間内に解く。 復習（0.5時間）
本文内容理解後、shadowing 訓 今日行ったことをすべて復習する。
未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
、TOEFLと記載）。
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 14のsammary を音読 復習（0.5時間）
今日行ったことをすべて復習する。
筆写する。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
、TOEFLと記載）。
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 15を時間内に解く。 復習（0.5時間）
本文内容理解後、shadowing 訓 今日行ったことをすべて復習する。
未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
、TOEFLと記載）。
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
予習（0.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 15のsammary を音読 復習（0.5時間）
今日行ったことをすべて復習する。
筆写する。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 未知語は必ず、音声媒体（online dictionary な
どで何度も発音を聞き、何度も発音する：音声、
、TOEFLと記載）。
視覚入力(Input)後、忘れる前に、直ぐに口頭出
力(Output)を必ず行う。
（授業方法）
上記の他にdaily conversation
の訓練をpair になり練習を行
う。 内容は指示をする。
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28回目

篠塚勝正

予習（2.5時間）
（授業内容）
1 .Everyday Vocab の答え合 Everyday Vocab Quizzesの指定範囲をすべてやっ
ておく。
わせと解説
2.EM Unit 6を時間内に解く。 また、翌週はpresenation を行うためのひな型（
本文内容理解後、shadowing 訓 essay writing: ＩIntorduction, Body, Conclus
ion 同様）を教示するので、それを自分の好きな
練を行う。
3. TOEFL exerciseを行う(以下 agenda にあてはめ、script を作成する。
、TOEFLと記載）。
（復習）(0.5時間）
英語を音声媒体で、何度もシャドーイング及び、
（授業方法）
上記の他にdaily conversation 音読を繰り返し行い、長期記憶化させることを心
の訓練をpair になり練習を行 掛ける。
う。 内容は指示をする。
(授業内容）
最終試験として、Presenation
を一人2 3分で、行う。
（授業方法）
Presenation に関して、presen
ter 以外が評価を行う。
備考
合計時間:90時間
授業時間:60時間
準備時間:30時間
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授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅡ
Oral EnglishⅡ

授業形態
開講学期

演習
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

Matthew Willemsen

授業概要
[授業全体の内容] Summary of the class
Oral English Iの継続として、その内容を深め、レベルを高めたクラスである。英語の内容は日常会話に加え
、それよりもレベルを高めた、スポーツイベント、ビジネス、国際会議などを扱う。さまざまな状況における
コミュニケーションのための実践的なスピーキング・リスニングの演習を実施する。また、英語履歴書やe‑ma
ilの書き方や、英字新聞や雑誌の読解等のリーディング・ライティング活動も授業に取り入れ、総合的英語能
力の向上を目指す。TOEFLの模試と練習問題も実施し、TOEFL学内受験のための準備と訓練を行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]Diploma and curricular policies
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets
1．自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。
2．自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる発音で表現で
きる。
3．トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。
4．英語履歴書やビジネスレターで必要な表現を適切に使用できる。
5. TOEFLの問題形式を理解するとともに、TOEFLに必要なリスニング・文法・読解力を増強し、スコアを上昇
させる。
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1. 自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。（定期試験）
2. 自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる
発音で表現できる。（プレゼンテーション）
3. トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。（定期
試験）
4. 英語履歴書やビジネスレターを適切な表現を用いて作成できる。（定期試験）
5. TOEFLにおいてスコアを上昇させる。（授業内模試と学内受験）
[成績評価の方法] Evaluation system
1. 定期試験: 30%
2. プレゼンテーション: 20%
3. TOEFLスコア（授業内模試、学内受験）: 30%
4. Class participation: 20%
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
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[履修要件] Conditions for taking this class
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. 4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
2. 単語数について、40%以上の増加を目指す。
3. 受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする場合がある。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法] Feedback on exams, presentations, etc.
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等] Textbooks
1. Main text to be announced on first day of class
2. A Shorter Course in Everyday Vocabulary Quizzes (佐藤誠司、南雲堂、2011)
3. 5‑minute Quizzes for TOEFL Test (Lin Lougheed, Joseph Tashiro, Macmillan Language house, 1998)
これらのテキストは必ず用意すること（授業内で販売する）。
その他の参考書は、各回の授業において提示する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］Contact
matthew@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
月 16:20‑17:00 火 14:30‑17:00 水 12:00‑12:30 木 14:30‑17:00 金 14:30‑17:00
備考
［学修時間］(Preparation and Review)
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2． グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4． 特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5． 毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Matthew Willemse (授業内容) Introduction, cla (予習：0.5時間): Orientations, asking for cl
1
n
arification, Introductions
ss rules and requisites
(授業方法) Vocabulary practi (復習：0.5時間): Vocabulary, review
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
2
(授業内容): Personal achiev (予習：0.5時間): to understand how to use p
ements, using various past t ast tenses to describe personal achievements
.
enses
I started my own company. Ha Vocabulary: terms of struggle and success.
ve you won an award? I ve b Exclamations: Whoops! Whew! Uh‑uh, Ouch!
een working hard all year. (復習：0.5時間): Pronunciation P 114, Writin
(授業方法) Vocabulary practi g P 6
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
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3

4

5

6

7

8

(授業内容): continued pract (予習：0.5時間): to solidify knowledge of p
ast tenses and exclamations. Listening, pair
ice using past tenses.
What do you find most diffic practice, speaking
ult? How long have you been (復習：0.5時間): Listening, vocabulary, writ
skiing? Have you ever gotten ing P 9
sick?
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
(授業内容): Making difficul (予習：0.5時間): to be able to use various
t decisions using zero, firs conditionals in conversation. Vocabulary: as
t, and second conditionals tonish, satisfy, reassure
If he likes you, he ll say Expressing opinions: I agree. If you ask me.
yes. If you don t ask, you (復習：0.5時間): Grammar reference P 103 Pro
ll never know. If I don t nunciation P 114
try for a job soon, it ll
be too late!
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
(授業内容): More practice u (予習0.5時間): to be able to use zero, firs
t, and second conditionals.
sing conditionals
I was wondering if … If I w Identifying text organization
ake up early tomorrow … Wha (復習0.5時間): Listening, vocabulary, writin
g P 15
t would you do if …?
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
(授業内容): Lifestyles, exp (予習 0.時間5): to practice using verb + ge
rund dependent prepositions.
ressing preferences
I don t feel like going out Vocabulary: miss, need, intend, pretend, den
. You don t need to eat tha y
Everyday expressions: It s a deal. I was on
t. Let me help you.
(授業方法) Vocabulary practi ly kidding.
ce, dictation, listening, gr (復習 0.5時間): grammar activities P 104 Pro
nunciation P 114
ammar practice, pairwork
(授業内容): Free‑time activ (予習 0.5時間): to learn to use verb+ gerun
d prepositions
ities
I sometimes practice yoga. I Listening, speaking practice P 19
plan to visit Kenya next ye (復習 0.5時間): Listening check, Language ch
ar. If I had more time, I d eck P23
try windsurfing
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
(授業内容): Reporting event (予習： 0.5時間): to be able to report what
other said or did.
s, reported speech
He said what? He asked me wh Vocabulary: agree, offer, threaten, invite,
at you were doing. Did he ha promise
ve anything interesting to s (復習： 0.5時間): grammar activities P 105 P
ronunciation P 114
ay?
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork

180

9

10

11

12

13

14

15
16

(授業内容): Interviewing cl (予習： 0.5時間): to understand how to repo
rt what other people say.
assmates
Have you ever been to a fore Listening, speaking activities P 27
ign country? What did you sa (復習： 0.5時間): Listening, vocabulary, wri
y? I said that I liked it. H ting P 29
e refused to ...
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
(授業内容): Talking about c (予習： 0.5時間): to understand how to chan
hanges in your life and envi ges in your life using passives
Vocabulary: knock down, paint, install, put
ronment
It was working this morning. up
The window is broken. The d Expressing surprise or interest
(復習： 0.5時間): grammar activities P 106 P
ishes need washing.
(授業方法) Vocabulary practi ronunciation P 114
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
(授業内容): Asking classmat (予習： 0.5時間): to learn how to use passi
es
preferences, using pass ves to ask and answer about preferences.
Listening, vocabulary P 35
ives
Have you ever had your toena (復習： 0.5時間): Individual presentations a
ils painted? Does your appea ssigned
rance reflect your character
?
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
(授業内容): Conventions and (予習： 0.5時間): to understand how to expl
ain allowed and prohibited actions.
possibilities
You can t do that! Do I nee Vocabulary: be allowed, bound, supposed to
d to wear a uniform? You mus Giving advice
t be on time. I have to go. (復習： 0.5時間): grammar activities P 107 P
(授業方法) Vocabulary practi ronunciation P 114
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
(授業内容): Requirements fo (予習： 0.5時間): To be able to tell people
what the need to do or avoid. Write about y
r work, sports, arts
A teacher has to be patient! our life.
I don t have to be home ea (復習： 0.5時間): Listening, vocabulary, wri
rly. She doesn t need a uni ting P 41
form.
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
(授業内容): TOEFL practice (予習： 1時間): to prepare for the TOEFL te
st
test
(授業方法) Vocabulary practi (復習： 1時間): Listening check, Language ch
ce, dictation, listening, gr eck, P 43
ammar practice, pairwork
First Semester Exam
期末定期試験 Final exam
(授業内容): Influences in y (予習： 0.5時間): to learn how to use relat
our life, relative claques ive clauses.
This is where I grew up. The Vocabulary: adjectives
teacher who I liked was Mrs Adverbs indicating attitude
. Bell. That is the car whic (復習： 0.5時間): grammar activities P 108 P
ronunciation P 115
h I want.
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
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17

18

19

20

21

22

授業内容): A person who is (予習(： 0.5時間): to be able to use relati
ve clauses in conversation.
important to me
Who is this person? When do Listening, speaking practice P 47
you go there? When did it ha (復習： 0.5時間): Listening, Vocabulary, Wri
ting P 49
ppen?
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
(授業内容): decisions and r (予習： 0.5時間): to understand use of the
esults using the third condi third conditional
Vocabulary: remember, remind, realize, forge
tional
If I hadn t …Maybe you d t
feel better. What would you (復習： 0.5時間): grammar activities P 109 P
ronunciation P 115
have done?
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
(授業内容): discussing poss (予習： 0.5時間): to confidently use the th
ird conditional in conversation.
ible outcomes
What language would you have Listening, speaking
studied? Where would you ha (復習： 0.5時間): Listening, vocabulary, wri
ve gone? If the director had ting P 55
n t…
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
(授業内容): wishes and regr (予習： 0.5時間): to learn to express wishe
s and regrets using past perfect.
ets using past perfect
You should have gone. She sh Vocabulary: be down to, be out of, be up to
ould have written it down. I Showing sympathy
wish I hadn t told you. ( (復習： 0.5時間): grammar activities P 110 P
授業方法) Vocabulary practic ronunciation P 115
e, dictation, listening, gra
mmar practice, pairwork
(授業内容): expressing wish (予習： 0.5時間): practice stating wishes a
nd regrets
es and regrets
I wish I hadn t …, I shoul Listening, speaking practice P 59
dn t have …, If only I had (復習： 0.5時間): Listening check, Language
check P 63
n t …
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
(授業内容): stating future (予習： 0.5時間): to understand using futur
plans using going to future, e tenses in conversation.
future continuous, and futu Vocabulary: on time, in time, repeatedly, fo
r the moment
re perfect
I m going to see friends in (復習: 0.5時間): grammar activities P 111 Pr
France. I ll be relaxing o onunciation P 115
n a beach. I ll have finish
ed my report.
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
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23

24

25

26

27

28

29

(授業内容): answer question (予習： 0.5時間): to learn how to use futur
e tenses.
s about the future
Do you think machines will r Comparing opinions about the future
ule over us? Will he be stay Listening, speaking practice P 67
ing in Rome? One day I m go (復習： 0.5時間): listening, Vocabulary, Wri
ting P 69
ing to ...
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
(授業内容): job interviews, (予習： 0.5時間): to be able to answer ques
preferences and abilities tions in a job interview
I was wondering what happene Vocabulary: strong‑minded, creative, adaptab
d. Why do you want to work h le, determined
ere? Do you have any experie Asking short questions
(復習： 0.5時間): grammar activities P 112 P
nce?
(授業方法) Vocabulary practi ronunciation P 115
ce, dictation, listening, gr Presentations assigned
ammar practice, pairwork
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
(授業内容): Pre‑TOEFL pract (予習/復習： 1時間) preparing for the upcomi
ng TOEFL test
ice
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
(授業内容): Current events, (予習：0.5）Introduce new vocabulary and sub
newspapers, magazines. Topi jects of your choice, present your opinion o
n the new media
cal subjects, podcasts
(授業方法) Vocabulary practi (復習: 0.5）Prepare questions and answers wi
ce, dictation, listening, gr th your new vocabulary
ammar practice, pairwork
(授業内容): comparing occup (予習： 0.5時間): to understand how to talk
ations ? responsibilities an about jobs.
She s good at … He hates … making decisio
d demands
What qualities should a good ns
boss have? Would you consid (復習： 0.5時間): Listening, Writing vocabul
er working in another countr ary P 75
y?
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
(授業内容): gender stereoty (予習： 0.5時間): to learn about gender ste
reotypes
pes and equality, a/the
I got a raise, She s the ca Vocabulary: sensitive, strong, assertive, ca
reer woman, I already had di ring
Agreeing, disagreeing, correcting
nner
(授業方法) Vocabulary practi (復習： 0.5時間): grammar activities P 113 P
ce, dictation, listening, gr ronunciation P 115
ammar practice, pairwork
(授業内容): Individual Oral (予習： 0.5時間): Student presentations, pee
r evaluations
Presentations (1)
(授業方法) Vocabulary practi Peer Evaluation
ce, dictation, listening, gr (復習： 0.5時間): Review text, online practi
ce
ammar practice, pairwork
(授業内容): Individual Oral (予習:１時間): Student presentations, peer e
valuations
Presentations (2)
(授業方法) Vocabulary practi Peer Evaluation
ce, dictation, listening, gr (復習:１時間): Review text for final exam, o
nline practice
ammar practice, pairwork
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授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅡ
Oral EnglishⅡ

授業形態
開講学期

演習
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

Fran Conigliaro

授業概要
[授業全体の内容]
Oral English Iの継続として、その内容を深め、レベルを高めたクラスである。英語の内容は日常会話に加え
、それよりもレベルを高めた、スポーツイベント、ビジネス、国際会議などを扱う。さまざまな状況における
コミュニケーションのための実践的なスピーキング・リスニングの演習を実施する。また、英語履歴書やe‑ma
ilの書き方や、英字新聞や雑誌の読解等のリーディング・ライティング活動も授業に取り入れ、総合的英語能
力の向上を目指す。TOEFLの模試と練習問題も実施し、TOEFL学内受験のための準備と訓練を行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目では、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。
2．自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる発音で表現で
きる。
3．トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。
4．英語履歴書やビジネスレターなとで必要な表現を、適切な場面で使用できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1．自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。（定期試験）
2．自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる発音で表現で
きる。（プレゼンテーション）
3．トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。（定期試験）
4．英語履歴書やビジネスレターを適切な表現を用いて作成できる。（定期試験）
5．TOEFLにおいてスコアを上昇させる。（授業内模試と学内受験）
[成績評価の方法]
1．定期試験: 30%
2．プレゼンテーション: 20%
3．TOEFLスコア（授業内模試、学内受験）: 30%
4．Class participation: 20%
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
[履修要件]
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1．4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
2．単語数について、40%以上の増加を目指す。
3．受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする場合がある。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1．A Shorter Course in Everyday Vocabulary Quizzes (佐藤誠司、南雲堂、2011)
2．5‑minute Quizzes for TOEFL Test (Lin Lougheed, Joseph Tashiro, Macmillan Language house, 1998)
その他のテキスト・参考書は、授業において提示する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］Contact
email: franc@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
Tuesdays,16:15‑16:35
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2．グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4．特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5．毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5時間）
1
・オリエンテーション：授業目 学内TOEFLを受験する。
的、授業方法、評価方法等を説
（復習：0.5時間）
明する。
・日本語と英語の言語的な違い TOEFL結果を分析し、学内受験2回目の目標設定を
を明確にし、日本語母語話者と する。
して英語にどう取り組むかを考
える。

2

3

（授業方法）
日本語と英語の言語的な違い、
英語への取り組みについてグル
ープで話し合う。
Fran Conigliaro （授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 1, 2
の習熟度を測る。
・Talking about Familyを学習
し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
Fran Conigliaro （授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 3, 4
の習熟度を測る。
・Talking about Friendsを学
習し、実践する。
・TOEFL exercise, Structure
and written expressionを学習
する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 1,2 を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 3, 4を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

4

5

6

7

8

Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
・Everyday Vocab, Unit 5, 6 Everyday Vocab, Unit 5, 6を学習する。
の習熟度を測る。
・Talking about Cultureを学 （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
習し、実践する。
・TOEFL exercise, Reading co EFL exerciseを行う。
mprehension を学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
Fran Conigliaro （授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 7, 8
の習熟度を測る。
・Talking about Educationを
学習し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehension を学習する。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 7, 8 を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
・Everyday Vocab, Unit 9, 10 Everyday Vocab, Unit 9, 10 を学習する。
の習熟度を測る。
・Talking about Sportsを学習 （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
し、実践する。
・TOEFL exercise, Structure EFL exerciseを行う。
and written expressionを学習
する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5時間）
・Everyday Vocab, Unit 11, 1 Everyday Vocab, Unit 6; Usage and Vocab, Les
son 6 を学習する。
2の習熟度を測る。
・Talking about Workを学習し
（復習：0.5時間）
、実践する。
・TOEFL exercise, Reading co Everyday Vocab, Unit 6; Usage and Vocab, Les
son 6の単語・イディオムを覚える。授業で指示
mprehensionを学習する。
されたTOEFL exerciseを行う。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
・Everyday Vocab, Unit 13, 1 Everyday Vocab, Unit 13, 14を学習する。
4の習熟度を測る。
・TOEFL exercise, Listening （復習：0.5 時間）
指示されたTOEFL exerciseを行う。
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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12
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Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
・Everyday Vocab, Unit 15, 1 Everyday Vocab, Unit 15, 16を学習する。
6の習熟度を測る。
・TOEFL exercise, Structure （復習：0.5 時間）
and written expression を学 指示されたTOEFL exerciseを行う。
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークでTOEF
Lの演習を行う。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
・Reading exercise: 新聞の読 プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
ターネット、新聞等から収集する。
み方を学習する。
・Oral Presentation: プレゼ
ンテーションの基礎を学習する （復習：0.5 時間）
新聞の読み方を復習する。指示されたTOEFL exer
。
ciseを行う。
（授業方法）
新聞の読み方、プレゼンテーシ
ョンの基礎を説明する。ペア／
グループ・ワークで問題演習を
行う。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5時間）
Oral Presentation: プレゼン プレゼンテーションのシナリオを作成する。プレ
テーションの基礎を学習する。 ゼンテーションの練習を行う。
（授業方法）
プレゼンテーションの基礎を説
明しする。ペア／グループ・ワ
ークで問題演習を行う。
Fran Conigliaro （授業内容）
プレゼンテーションを実施する
。

（復習：0.5時間）
プレゼンテーションの基礎、および、新聞の読み
方を復習する。授業で指示されたTOEFL exercise
を行う。
（予習：0.5 時間）
プレゼンテーションの練習を行う。

（復習：0.5 時間）
TOEFL exerciseを復習する。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Oral examination を実施する Oral examinationの準備をする。
。
（復習：0.5 時間）
TOEFL exerciseを復習する。
（授業方法）
Oral examination の後、改善
点を説明する。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
TOEFL 模試のSection 1 & 2 を TOEFL exerciseを復習する。
実施する。
（復習：0.5 時間）
TOEFL exerciseを復習する。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
Fran Conigliaro （授業内容）
前期の復習をする。1.0 時間
TOEFL 模試Section 3 を実施す
る。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
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Fran Conigliaro （授業内容）
・オリエンテーション：後期授
業についての説明を行う。
・TOEFL exerciseの解説を行う
。
（授業方法）
間違えやすい問題をクラスで共
有し、説明する。
Fran Conigliaro （授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 16の
習熟度を測る。
・Talking about Foodを学習し
、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehension を学習する。

（予習：0.5時間）
TOEFL exerciseを行う。
（復習：0.5時間）
TOEFLの誤解答を復習する。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 16を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
・Everyday Vocab, Unit 17の Everyday Vocab, Unit 17を学習する。
習熟度を測る。
・Talking about Studying Eng （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
lishを学習し、実践する。
・TOEFL exercise, Structure EFL exerciseを行う。
and written expression を学
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
・Everyday Vocab, Unit 18の Everyday Vocab, Unit 18を学習する。
習熟度を測る。
・Talking about Healthを学習 （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
し、実践する。
・TOEFL exercise, Reading co EFL exerciseを行う。
mprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
Fran Conigliaro （授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 19の
習熟度を測る。
・Talking about Clothesを学
習し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 19を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

21

Fran Conigliaro （授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 20の
習熟度を測る。
・Talking about Travelingを
学習し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehension を学習する。

22

Fran

23

Fran

24

Fran

25

Fran
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（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 20 を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
English in movies: 映画を鑑 プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
賞し、口語表現を学習する。 ターネット、新聞等から収集する。シナリオを作
成する。
（授業方法）
映画で用いられた口語表現をペ （復習：0.5 時間）
映画で用いられた口語表現を学習する。指示され
アワークで練習する。
たTOEFL exerciseを行う。
Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
English in movies: 映画を鑑 プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
賞し、口語表現を学習する。 ターネット、雑誌、新聞等から収集する。シナリ
オを作成する。
（授業方法）
映画で用いられた口語表現をペ （復習：0.5 時間）
映画で用いられた口語表現を学習する。指示され
アワークで練習する。
たTOEFL exerciseを行う。
Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Oral presentation: 自分が選 プレゼンテーションの練習をする。
んだテーマについて講義形式の
プレゼンテーションを実施する
（復習：0.5 時間）
。
指示されたTOEFL exerciseを行う。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Oral presentation: 自分が選 プレゼンテーションの練習をする。
んだテーマについて講義形式の
プレゼンテーションを実施する （復習：0.5 時間）
指示されたTOEFL exerciseを行う。
。

（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
自分が選んだテーマについて講 英語履歴書・e‑mailの書き方に関する事前課題を
義形式のプレゼンテーションを 行う。
実施する。
（復習：0.5 時間）
英語履歴書・e‑mailの書き方を復習する。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
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Fran Conigliaro （授業内容）
英字新聞の読み方を学ぶ。

（予習：0.5 時間）
事前に配布された英文記事を読む。

（復習：0.5 時間）
（授業方法）
英字新聞の読み方を説明する。 英字新聞の読み方を復習する。
グループ・ワークで課題に取り
組む。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5時間）
Writing exercise, CV writing 後期の総復習をする。
を実施する。
（復習：0.5時間）
後期の総復習をする。
（授業方法）
CVに必要な用語を説明する。各
自が自分のCVを作成する。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習： 1.0 時間）
Oral examination を実施する Oral examinationの準備をする。
。
（復習：1.0 時間）
Everyday Vocab, Units 1‑20; TOEFL exerciseを
（授業方法）
Oral examination の後、改善 復習する。
点を説明する。
Fran Conigliaro 期末試験を実施する。
後期の復習をする。1.0 時間
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授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅡ
Oral EnglishⅡ

授業形態
開講学期

演習
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 庄子 ひとみ
科目担当者
庄子 ひとみ
授業概要
[授業全体の内容］
Oral English Iの継続として、その内容を深め、レベルを高めたクラスである。英語の内容は日常会話に加え
、それよりもレベルを高めた、スポーツイベント、ビジネス、国際会議などを扱う。さまざまな状況における
コミュニケーションのための実践的なスピーキング・リスニングの演習を実施する。また、英語履歴書やe‑ma
ilの書き方や、英字新聞や雑誌の読解等のリーディング・ライティング活動も授業に取り入れ、総合的英語能
力の向上を目指す。TOEFLの模試と練習問題も実施し、TOEFL学内受験のための準備と訓練を行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目では、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。
2．自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる発音で表現で
きる。
3．トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。
4．英語履歴書やビジネスレターなとで必要な表現を、適切な場面で使用できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1．自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。（定期試験）
2．自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる発音で表現で
きる。（プレゼンテーション）
3．トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。（定期試験）
4．英語履歴書やビジネスレターを適切な表現を用いて作成できる。（定期試験）
5．TOEFLにおいてスコアを上昇させる。（授業内模試と学内受験）
[成績評価の方法]
1．定期試験: 30%
2．プレゼンテーション: 20%
3．TOEFLスコア（授業内模試、学内受験）: 30%
4．Class participation: 20%
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
[履修要件]
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1．4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
2．単語数について、40%以上の増加を目指す。
3．受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする場合がある。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1．A Shorter Course in Everyday Vocabulary Quizzes (佐藤誠司、南雲堂、2011)
2．5‑minute Quizzes for TOEFL Test (Lin Lougheed, Joseph Tashiro, Macmillan Language house, 1998)
その他のテキスト・参考書は、授業において提示する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
hi‑shoji@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
月〜木 一号館３階 庄子ひとみ研究室1332
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2．グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4．特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5．毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
庄子
ひとみ
（予習：0.5時間）
1
（授業内容）
・オリエンテーション：授業目 学内TOEFLを受験する。
的、授業方法、評価方法等を説
（復習：0.5時間）
明する。
TOEFL結果を分析し、学内受験2回目の目標設定を
する。
（授業方法）
授業説明 Q＆A
グループワーク
庄子 ひとみ
（予習：0.5 時間）
2
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 1, 2 Everyday Vocab, Unit 1,2 を学習する。
の習熟度を測る。
・Talking about Familyを学習 （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening EFL exerciseを行う。
comprehensionを学習する。

3

庄子

ひとみ

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 3, 4
の習熟度を測る。
・Talking about Friendsを学
習し、実践する。
・TOEFL exercise, Structure
and written expressionを学習
する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 3, 4を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

4

5

6

庄子

庄子

庄子

ひとみ

ひとみ

ひとみ

7

庄子

ひとみ

8

庄子

ひとみ

（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 5, 6 Everyday Vocab, Unit 5, 6を学習する。
の習熟度を測る。
・Talking about Cultureを学 （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
習し、実践する。
・TOEFL exercise, Reading co EFL exerciseを行う。
mprehension を学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 7, 8
の習熟度を測る。
・Talking about Educationを
学習し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehension を学習する。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 7, 8 を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 9, 10 Everyday Vocab, Unit 9, 10 を学習する。
の習熟度を測る。
・Talking about Sportsを学習 （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
し、実践する。
・TOEFL exercise, Structure EFL exerciseを行う。
and written expressionを学習
する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 11, 1 Everyday Vocab, Unit 6; Usage and Vocab, Les
son 6 を学習する。
2の習熟度を測る。
・Talking about Workを学習し
（復習：0.5時間）
、実践する。
・TOEFL exercise, Reading co Everyday Vocab, Unit 6; Usage and Vocab, Les
son 6の単語・イディオムを覚える。授業で指示
mprehensionを学習する。
されたTOEFL exerciseを行う。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 13, 1 Everyday Vocab, Unit 13, 14を学習する。
4の習熟度を測る。
・TOEFL exercise, Listening （復習：0.5 時間）
指示されたTOEFL exerciseを行う。
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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9

庄子

ひとみ

10

庄子

ひとみ

11

庄子

ひとみ

12

庄子

ひとみ

13

庄子

ひとみ

14

庄子

ひとみ

15

庄子

ひとみ

（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 15, 1 Everyday Vocab, Unit 15, 16を学習する。
6の習熟度を測る。
・TOEFL exercise, Structure （復習：0.5 時間）
and written expression を学 指示されたTOEFL exerciseを行う。
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークでTOEF
Lの演習を行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Reading exercise: 新聞の読 プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
ターネット、新聞等から収集する。
み方を学習する。
・Oral Presentation: プレゼ
ンテーションの基礎を学習する （復習：0.5 時間）
新聞の読み方を復習する。指示されたTOEFL exer
。
ciseを行う。
（授業方法）
新聞の読み方、プレゼンテーシ
ョンの基礎を説明する。ペア／
グループ・ワークで問題演習を
行う。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Oral Presentation: プレゼン プレゼンテーションのシナリオを作成する。プレ
テーションの基礎を学習する。 ゼンテーションの練習を行う。
（授業方法）
プレゼンテーションの基礎を説
明しする。ペア／グループ・ワ
ークで問題演習を行う。
（授業内容）
プレゼンテーションを実施する
。

（復習：0.5時間）
プレゼンテーションの基礎、および、新聞の読み
方を復習する。授業で指示されたTOEFL exercise
を行う。
（予習：0.5 時間）
プレゼンテーションの練習を行う。

（復習：0.5 時間）
TOEFL exerciseを復習する。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
プレゼンテーションを実施する Oral examinationの準備をする。
。
（復習：0.5 時間）
TOEFL exerciseを復習する。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
（予習：1.0 時間）
（授業内容）
TOEFL 模試のSection 1 & 2 を TOEFL exerciseを復習する。
実施する。
（復習：1.0 時間）
TOEFL exerciseを復習する。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
（予習・復習）
（授業内容）
TOEFL 模試Section 3 を実施す 前期の復習をする。
る。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
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16

17

18

庄子

庄子

庄子

ひとみ

ひとみ

ひとみ

19

庄子

ひとみ

20

庄子

ひとみ

（授業内容）
・オリエンテーション：後期授
業についての説明を行う。
・TOEFL exerciseの解説を行う
。
（授業方法）
間違えやすい問題をクラスで共
有し、説明する。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 16の
習熟度を測る。
・Talking about Foodを学習し
、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehension を学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 17の
習熟度を測る。
・TOEFL exercise, Structure
and written expression を学
習する。

（予習：0.5時間）
TOEFL exerciseを行う。
（復習：0.5時間）
TOEFLの誤解答を復習する。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 16を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 17を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 18の Everyday Vocab, Unit 18を学習する。
習熟度を測る。
・TOEFL exercise, Reading co （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
mprehensionを学習する。
EFL exerciseを行う。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 19の Everyday Vocab, Unit 19を学習する。
習熟度を測る。
・TOEFL exercise, Listening （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
comprehensionを学習する。
EFL exerciseを行う。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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21

庄子

ひとみ

22

庄子

ひとみ

23

庄子

ひとみ

24

庄子

ひとみ

25

庄子

ひとみ

26

庄子

ひとみ

（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 20の
習熟度を測る。
・Talking about Travelingを
学習し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehension を学習する。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 20 を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
English in movies: 映画を鑑 プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
賞し、口語表現を学習する。 ターネット、新聞等から収集する。シナリオを作
成する。
（授業方法）
映画で用いられた口語表現をペ （復習：0.5 時間）
映画で用いられた口語表現を学習する。指示され
アワークで練習する。
たTOEFL exerciseを行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
English in movies: 映画を鑑 プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
賞し、口語表現を学習する。 ターネット、雑誌、新聞等から収集する。シナリ
オを作成する。
（授業方法）
映画で用いられた口語表現をペ （復習：0.5 時間）
映画で用いられた口語表現を学習する。指示され
アワークで練習する。
たTOEFL exerciseを行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Oral presentation: 自分が選 プレゼンテーションの練習をする。
んだテーマについて講義形式の
プレゼンテーションを実施する
（復習：0.5 時間）
。
指示されたTOEFL exerciseを行う。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Oral presentation: 自分が選 プレゼンテーションの練習をする。
んだテーマについて講義形式の
プレゼンテーションを実施する （復習：0.5 時間）
指示されたTOEFL exerciseを行う。
。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
自分が選んだテーマについて講 英語履歴書・e‑mailの書き方に関する事前課題を
義形式のプレゼンテーションを 行う。
実施する。
（復習：0.5 時間）
英語履歴書・e‑mailの書き方を復習する。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
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27

庄子

ひとみ

28

庄子

ひとみ

29

庄子

ひとみ

（授業内容）
英字新聞の読み方を学ぶ。

（復習：0.5 時間）
（授業方法）
英字新聞の読み方を説明する。 英字新聞の読み方を復習する。
グループ・ワークで課題に取り
組む。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Writing exercise, CV writing 後期の総復習をする。
を実施する。
（復習：0.5時間）
後期の総復習をする。
（授業方法）
CVに必要な用語を説明する。各
自が自分のCVを作成する。
（予習： 1.0 時間）
（授業内容）
これまでのノートの整理、見直し
まとめ
（授業方法）
グループワーク

30

庄子

ひとみ

（予習：0.5 時間）
事前に配布された英文記事を読む。

（授業内容）
まとめ、今後の学習について
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（復習：1.0 時間）
Everyday Vocab, Units 1‑20; TOEFL exerciseを
復習する。
（予習・復習）
後期の復習をする。

授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅡ
Oral EnglishⅡ

授業形態
開講学期

演習
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 堀 智子
科目担当者
堀 智子
授業概要
[授業全体の内容]
Oral English Iの継続として、その内容を深め、レベルを高めたクラスである。英語の内容は日常会話に加え
、さまざまな状況におけるコミュニケーションのための実践的なスピーキング・リスニングの演習を実施する
。また、英語履歴書やe‑mailの書き方や、英字新聞や雑誌の読解等のリーディング・ライティング活動も授業
に取り入れ、総合的英語能力の向上を目指す。TOEFLの模試と練習問題も実施し、TOEFL学内受験のための準備
と訓練を行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目では、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。
2．自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる発音で表現で
きる。
3．トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。
4．英語履歴書やビジネスレターなとで必要な表現を、適切な場面で使用できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1．自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。（定期試験）
2．自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる発音で表現で
きる。（プレゼンテーション）
3．トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。（定期試験）
4．英語履歴書やビジネスレターを適切な表現を用いて作成できる。（課題）
5．TOEFLにおいてスコアを上昇させる。（授業内模試と学内受験）
[成績評価の方法]
1．定期試験: 40%
2．プレゼンテーション: 30%
3．TOEFLスコア・小テスト: 20%
4．授業外課題: 10%
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
[履修要件]
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1．4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
2．単語数について、40%以上の増加を目指す。
3．受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする場合がある。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1．A Shorter Course in Everyday Vocabulary Quizzes (佐藤誠司、南雲堂、2011)
2．5‑minute Quizzes for TOEFL Test (Lin Lougheed, Joseph Tashiro, Macmillan Language house, 1998)
その他のテキスト・参考書は、授業において提示する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
t‑hori@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
火・水曜日12:15‑12:45 (1号館 3階 1304室)
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2．グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4．特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5．毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
堀
智子
（予習：0.5時間）
1
（授業内容）
・オリエンテーション：授業目 学内TOEFLを受験する。
的、授業方法、評価方法等を説
（復習：0.5時間）
明する。
・日本語と英語の言語的な違い TOEFL結果を分析し、学内受験2回目の目標設定を
を明確にし、日本語母語話者と する。
して英語にどう取り組むかを考
える。

2

3

堀

堀

智子

智子

（授業方法）
日本語と英語の言語的な違い、
英語への取り組みについてグル
ープで話し合う。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 1, 2
の習熟度を測る。
・Talking about Familyを学習
し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 3, 4
の習熟度を測る。
・Talking about Friendsを学
習し、実践する。
・TOEFL exercise, Structure
and written expressionを学習
する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 1,2 を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 3, 4を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

4

5

6

堀

堀

堀

智子

智子

智子

7

堀

智子

8

堀

智子

（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 5, 6 Everyday Vocab, Unit 5, 6を学習する。
の習熟度を測る。
・Talking about Cultureを学 （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
習し、実践する。
・TOEFL exercise, Reading co EFL exerciseを行う。
mprehension を学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 7, 8
の習熟度を測る。
・Talking about Educationを
学習し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehension を学習する。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 7, 8 を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 9, 10 Everyday Vocab, Unit 9, 10 を学習する。
の習熟度を測る。
・Talking about Sportsを学習 （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
し、実践する。
・TOEFL exercise, Structure EFL exerciseを行う。
and written expressionを学習
する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 11, 1 Everyday Vocab, Unit 6; Usage and Vocab, Les
son 6 を学習する。
2の習熟度を測る。
・Talking about Workを学習し
（復習：0.5時間）
、実践する。
・TOEFL exercise, Reading co Everyday Vocab, Unit 6; Usage and Vocab, Les
son 6の単語・イディオムを覚える。授業で指示
mprehensionを学習する。
されたTOEFL exerciseを行う。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 13, 1 Everyday Vocab, Unit 13, 14を学習する。
4の習熟度を測る。
・TOEFL exercise, Listening （復習：0.5 時間）
指示されたTOEFL exerciseを行う。
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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堀

智子

10

堀

智子

11

堀

智子

12

堀

智子

13

堀

智子

14

堀

智子

15

堀

智子

（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 15, 1 Everyday Vocab, Unit 15, 16を学習する。
6の習熟度を測る。
・TOEFL exercise, Structure （復習：0.5 時間）
and written expression を学 指示されたTOEFL exerciseを行う。
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークでTOEF
Lの演習を行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Reading exercise: 新聞の読 プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
ターネット、新聞等から収集する。
み方を学習する。
・Oral Presentation: プレゼ
ンテーションの基礎を学習する （復習：0.5 時間）
新聞の読み方を復習する。指示されたTOEFL exer
。
ciseを行う。
（授業方法）
新聞の読み方、プレゼンテーシ
ョンの基礎を説明する。ペア／
グループ・ワークで問題演習を
行う。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Oral Presentation: プレゼン プレゼンテーションのシナリオを作成する。プレ
テーションの基礎を学習する。 ゼンテーションの練習を行う。
（授業方法）
プレゼンテーションの基礎を説
明しする。ペア／グループ・ワ
ークで問題演習を行う。
（授業内容）
プレゼンテーションを実施する
。

（復習：0.5時間）
プレゼンテーションの基礎、および、新聞の読み
方を復習する。授業で指示されたTOEFL exercise
を行う。
（予習：0.5 時間）
プレゼンテーションの練習を行う。

（復習：0.5 時間）
TOEFL exerciseを復習する。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Oral examination を実施する Oral examinationの準備をする。
。
（復習：0.5 時間）
TOEFL exerciseを復習する。
（授業方法）
Oral examination の後、改善
点を説明する。
（予習：1.0 時間）
（授業内容）
TOEFL 模試のSection 1 & 2 を TOEFL exerciseを復習する。
実施する。
（復習：1.0 時間）
TOEFL exerciseを復習する。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
（予習・復習）
（授業内容）
TOEFL 模試Section 3 を実施す 前期の復習をする。
る。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
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16

17

18

19

20

堀

堀

堀

堀

堀

智子

智子

智子

智子

智子

（授業内容）
・オリエンテーション：後期授
業についての説明を行う。
・TOEFL exerciseの解説を行う
。
（授業方法）
間違えやすい問題をクラスで共
有し、説明する。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 16の
習熟度を測る。
・Talking about Foodを学習し
、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehension を学習する。

（予習：0.5時間）
TOEFL exerciseを行う。
（復習：0.5時間）
TOEFLの誤解答を復習する。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 16を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 17の Everyday Vocab, Unit 17を学習する。
習熟度を測る。
・Talking about Studying Eng （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
lishを学習し、実践する。
・TOEFL exercise, Structure EFL exerciseを行う。
and written expression を学
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 18の Everyday Vocab, Unit 18を学習する。
習熟度を測る。
・Talking about Healthを学習 （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
し、実践する。
・TOEFL exercise, Reading co EFL exerciseを行う。
mprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 19の
習熟度を測る。
・Talking about Clothesを学
習し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 19を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

21

堀

智子

22

堀

智子

23

堀

智子

24

堀

智子

25

堀

智子

26

堀

智子

（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 20の
習熟度を測る。
・Talking about Travelingを
学習し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehension を学習する。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 20 を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
English in movies: 映画を鑑 プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
賞し、口語表現を学習する。 ターネット、新聞等から収集する。シナリオを作
成する。
（授業方法）
映画で用いられた口語表現をペ （復習：0.5 時間）
映画で用いられた口語表現を学習する。指示され
アワークで練習する。
たTOEFL exerciseを行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
English in movies: 映画を鑑 プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
賞し、口語表現を学習する。 ターネット、雑誌、新聞等から収集する。シナリ
オを作成する。
（授業方法）
映画で用いられた口語表現をペ （復習：0.5 時間）
映画で用いられた口語表現を学習する。指示され
アワークで練習する。
たTOEFL exerciseを行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Oral presentation: 自分が選 プレゼンテーションの練習をする。
んだテーマについて講義形式の
プレゼンテーションを実施する
（復習：0.5 時間）
。
指示されたTOEFL exerciseを行う。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Oral presentation: 自分が選 プレゼンテーションの練習をする。
んだテーマについて講義形式の
プレゼンテーションを実施する （復習：0.5 時間）
指示されたTOEFL exerciseを行う。
。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
自分が選んだテーマについて講 プレゼンテーションの準備をする。
義形式のプレゼンテーションを
（復習：0.5 時間）
実施する。
後期の復習をする。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
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智子
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堀
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（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Oral examination を実施する Oral Examinationの準備をする。
（復習：1.0 時間）
。
期末試験の準備をする。
（授業方法）
Oral examination の後、改善
点を説明する。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
後期授業内容の理解度を確認す 後期の総復習をする。
る。
（復習：0.5時間）
後期の総復習をする。
（授業方法）
後期授業内容のまとめをする。
期末試験
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授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅡ
Oral EnglishⅡ

授業形態
開講学期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 Keith G.Russell
科目担当者
Keith G.Russell
授業概要
[授業全体の内容]
Oral English Iの継続として、その内容を深め、レベルを高めたクラスである。英語の内容は日常会話に加え
、それよりもレベルを高めた、スポーツイベント、ビジネス、国際会議などを扱う。さまざまな状況における
コミュニケーションのための実践的なスピーキング・リスニングの演習を実施する。また、英語履歴書やe‑ma
ilの書き方や、英字新聞や雑誌の読解等のリーディング・ライティング活動も授業に取り入れ、総合的英語能
力の向上を目指す。TOEFLの模試と練習問題も実施し、TOEFL学内受験のための準備と訓練を行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。
2．自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる発音で表現で
きる。
3．トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。
4．英語履歴書やビジネスレターで必要な表現を適切に使用できる。
5. TOEFLの問題形式を理解するとともに、TOEFLに必要なリスニング・文法・読解力を増強し、スコアを上昇
させる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。（定期試験）
2. 自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる
発音で表現できる。（プレゼンテーション）
3. トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。（定期試験）
4. 英語履歴書やビジネスレターを適切な表現を用いて作成できる。（定期試験）
5. TOEFLにおいてスコアを上昇させる。（授業内模試と学内受験）
[成績評価の方法]
1. Evaluation is based upon student participation in skills activities in class (40%),
of homework
assignments (30%), and in‑class tests (30%).
2. Further details will be described in the class orientation.
履修における留意事項
（受講条件）
1. 辞書を必ず持参すること（携帯電話・スマートフォンを辞書の代わりに使うことは不可）。

completion

（試験・レポートの課題に対するフィードバックの方法）
1,授業にて返却し、模範解答を提示、解説する。
2.初回の授業で指示する
3．適宜、プリントを配布する。
（テキスト・参考書）
Marathon Mouth Keep On Running
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
k‑russell@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
Office hours Building 1
ays 4:20‑4:45
備考

3'rd floor, rm1302, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays 8:00‑8:30, Wednesd
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［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2．グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4．特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5．毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）:
1
Orientation, Class introduct Learn class room English, start to understan
ion and how to give self‑int d "Information Gaps".
roductions, using first pair
work, and the large group w （復習: 0.5）
Check out the vocab sheet for Unit 1, HW: c
ork.
omplete the hand‑out.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
2
Learn class room English, start to understan
Classroom English:
Language focus: Help languag d "Information Gaps".
e.
How do you say that in
English ,
Please speak mo （復習: 0.5）
re slowly ,
How do you sp Check out the vocab sheet for Unit 2,
ell that in English ..Bingo

3

(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
To practice communicating in 4 man groups ab
Jackie Chan
Vocabulary: Family & biologi out family. To practice sufficiently to be a
cal information. Language fo ble to effectively express experience and pe
cus: Frequency adverbs, supe rmission and use frequency adverbs, superlat
rlatives, experience, permis ives.
sion
（復習: 0.5）
Review the vocab list Time: HW: Check out t
(授業方法）
Using first pair work, and t he vocab sheet for the next unit, write sect
hen large group work, then p ion 8, complete the hand‑out
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
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4

5

6

7

Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To practice sufficiently to be able to effec
y other students using the t tively express experience and permission and
use frequency adverbs, superlatives.
arget language.
（復習: 0.5）
(授業方法）
Using first pair work, and t Review the vocab list. HW: Check out the v
hen large group work, then p ocab sheet for the next unit, write section
rogressing to group conversa 8, complete the hand‑out.
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Bowling, Vocabulary: Numbers To be able to correctly say and communicate
, dates, ages and measureme numbers up to a trillion., read a clock in w
a quarter 'til five , and to
nts. Language focus: numbers ays such as
, descriptive language, revi be able to discus sports.
ew superlatives, and sports
（復習: 0.5）
experience
Review the vocab list. HW Complete the hand
‑out.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued, writin （予習：0.5）
g and survey other students To be able to correctly say and communicate
using the target language. numbers up to a trillion., read a clock in w
ays such as
a quarter 'til five , and to
(授業方法）Using first pair be able to discus sports.
work, and then large group w
ork, then progressing to gro （復習: 0.5）
up conversations, understand Preparation: Review the vocab list. HW Write
the grammar and conversatio section 8. check‑out the vocab sheet for th
e next unit, Complete the hand‑out.
n methods.
（復習: 0.5）
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Greek Zodiac and Chinese ani To be able to correctly communicate about pe
rsonality traits.
mal years
Vocabulary: Associated vocab
ulary, personality related w （復習: 0.5）
Review the vocab list. HW: Complete the hand
ords.
‑out.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
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8

9

10

11

Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To be able to correctly communicate about pe
y other students using the t rsonality traits.
arget language
（復習: 0.5）
Review the vocab list. HW: Write section 8.
(授業方法）
Using first pair work, and t check‑out the vocab sheet for the next unit,
hen large group work, then p Complete the hand‑out.
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Planning & preparation: Voca To learn to correctly choose and use determi
bulary: Beach items, house h ners with, countable non‑countable nouns
old items,sewing items,veget
able names. Language Focus: （復習: 0.5） Check‑out the vocab list..HW:.
usage of determiners with, Complete the hand‑out.
countable & non‑countable no
uns
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To learn to correctly choose and use determi
y other students using the t ners with, countable non‑countable nouns:
arget language
（復習: 0.5）
Review the vocab list. HW: Write section 8.
(授業方法）
Using first pair work, and t check‑out the vocab sheet for the next unit,
hen large group work, then p Complete the hand‑out.
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell 授業内容〕
（予習：0.5）To learn how to communicate abo
Dating Vocabulary: physical ut physical appearance & personalities, Stat
appearance,personalities, cl ing and asking preferences, letter writing
othing styles. Language Focu
s: Describing physical appea （復習: 0.5）
rance & personalities, Stati Review the vocab list. HW:. Complete the han
ng and asking preferences, s d‑out.
imple letter writing
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
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12

13

14

15

Keith G.Russell (授業内容）Continued, writin （予習：0.5）
g and survey other students To learn how to communicate about physical a
ppearance & personalities, Stating and askin
using the target language
g preferences, letter writing
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w （復習: 0.5）
ork, then progressing to gro Review the vocab list..HW: Write section 10.
up conversations, understand check‑out the vocab sheet for the next unit
the grammar and conversatio , Complete the hand‑out.
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）TOEFL模試
（予習：0.5）
To take a practice TOEFL test to prepare you
(授業方法）Students take a T for your summer homework and the November T
OEFL test.
OEFL test.
（復習: 0.5）
Review the vocab list. HW: Review the book
and your writing assignments.
Decide what you want to know about the test
and prepare to ask the teacher.
Keith G.Russell (授業内容） Students finish （予習：0.5）
the TOEFL test, then prepare To take a practice TOEFL test to prepare you
for the final test: What w for your summer homework and the November T
ill be on it and what to pre OEFL test.
pare.
（復習: 0.5）
(授業方法）The students fini Review the vocab list. HW: Review the book
sh the remaining part of the and your writing assignments.
test. Then they have time t Decide what you want to know about the test
o have the final test descri and prepare to ask the teacher.
bed and they should ask rele
Preparation Total time: 15hrs, Review total
vant questions..
time: 15hrs. Total 30hrs.
(授業内容）学期末テスト
(授業方法）They take the tes
t.
Keith G.Russell (授業内容）Return tests. Exp （予習：0.5）
lain their grades, this seme Let the students know what they did on thei
ster's goals. Review of clas r examination. Help them to plan their goals
sroom English. Survey others . Remove the rust from the brain and remembe
about their summer vacation r class room English. Get them back into con
versing in English.
(授業方法）First semester te （復習: 0.5）
sts are returned. They find Students should lightly review the first sem
out how their grades were ca esters work.
lculated, and plan their stu
dies for the second semester
.
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16

17

18

19

Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To practice communicating about body parts,
y other students using the t common maladies and their treatments.
arget language
（復習: 0.5）
Check‑out the vocab list. HW: Complete the h
(授業方法）
Using first pair work, and t and‑out.
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Vocabulary: weather conditio To practice communicating about weather, and
ns, clothing and household g review preparations.
oods,days of the week
Language Focus: describing t （復習: 0.5）
he weather, advisability,, m Check‑out the vocab list. HW. Complete the h
aking suggestions, experienc and‑out. Choose partners for your presentati
on.
e with weather
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To be able to discuss the weather and appro
y other students using the t priate preparations using the correct determ
iners.
arget language.
（復習: 0.5） review the vocab list. HW Writ
(授業方法）
Using first pair work, and t e Section 8. Complete the hand‑out.
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To practice communicating about travel, comp
y other students using the t ass directions, measurement & time, and mode
s of transportation.
arget language.
（復習: 0.5）
(授業方法）
HW. Complete th
Using first pair work, and t Check‑out the vocab list.
hen large group work, then p e hand‑out. Choose a topic for your presenta
rogressing to group conversa tion.
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
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20

21

22

23

Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
To be able to discuss travel.
Travel and geography
Vocabulary: compass directio
ns, measurement & time, mode （復習: 0.5）
s of transportation. Languag review the vocab list. HW Write Section 6.
e Focus: directions,distance Complete the hand‑out. Prepare for your pres
s,, duration & measurements, entation
map interpretation, travel
experience.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）To practice communicating about
Continued, writing and surve food and review numbers.
y other students using the t
arget language regarding foo （復習: 0.5）
Check‑out the vocab list. HW: Complete the h
d.
and‑out. Every week from here on: prepare an
d practice your presentation.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）To understand menus and be able
to order foods at a restaurant.
Restaurant menus
Vocabulary: menu item sprice
s: pounds, dollars, and othe （復習: 0.5）
Review the vocab list. HW: Write Section 7.
r countries
Complete the hand‑out.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To practice communicating about pollution wa
y other students using the t ste & energy usage.
arget language.about the eco
（復習: 0.5）
logy
Check‑out the vocab list. HW: Complete the
hand‑out.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
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24

25

26

27

Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
To be able to discuss types of garbage, and
Environmental issues
Vocabulary: pollution waste review household items and their determiner
& energy usage, types of gar s.
bage, and household items
Language Focus: expressing f （復習: 0.5）
igures,, numbers & percentag Review the vocab list. HW: Write Section 9.
es, stating frequency, and e Complete the hand‑out.
xpressing intention
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To practice communicating about generalizati
y other students using the t ons reviewing personality traits.
arget language about stereot
（復習: 0.5）
ypes
Check‑out the vocab list. HW: Complete the h
and‑out.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）To be able to discuss stereoty
pes.
Generalizations
Vocabulary: cultural, occupa
tion & gender specific state （復習: 0.5）
ments, true/false, positive/ review the vocab list. .HW: Write Section 7.
negative and neutral. Langua Complete the hand‑out.
ge Focus: understanding and
stating generalizations, exp
ressing one's opinion,descri
bing a cultural experience
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
To give their presentation and get practice
Oral presentations
talking in front of groups using A/V equipme
nt
(授業方法）
Students do their presentati
ons while others critique th （復習: 0.5）
Practice your presentation.
em.
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28

Keith G.Russell (授業内容）
Oral presentations

（予習：0.5）
To give their presentation and get practice
talking in front of groups using A/V equipme
nt

(授業方法）
Students do their presentati （復習: 0.5）
ons while others critique th Practice your presentation
em.
Preparation Total time: 30hrs, Review total
time: 30hrs. Total 60hrs.
(授業内容）
]Final oral presentations. E
xplanation of grades.
(授業方法）
Students do their presentati
ons while others critique th
em. I explain their grades.
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授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅡ
Oral EnglishⅡ

授業形態
開講学期

演習
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 堀 智子
科目担当者
堀 智子
授業概要
[授業全体の内容]
Oral English Iの継続として、その内容を深め、レベルを高めたクラスである。英語の内容は日常会話に加え
、さまざまな状況におけるコミュニケーションのための実践的なスピーキング・リスニングの演習を実施する
。また、英語履歴書やe‑mailの書き方や、英字新聞や雑誌の読解等のリーディング・ライティング活動も授業
に取り入れ、総合的英語能力の向上を目指す。TOEFLの模試と練習問題も実施し、TOEFL学内受験のための準備
と訓練を行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目では、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。
2．自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる発音で表現で
きる。
3．トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。
4．英語履歴書やビジネスレターなとで必要な表現を、適切な場面で使用できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1．自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。（定期試験）
2．自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる発音で表現で
きる。（プレゼンテーション）
3．トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。（定期試験）
4．英語履歴書やビジネスレターを適切な表現を用いて作成できる。（課題）
5．TOEFLにおいてスコアを上昇させる。（授業内模試と学内受験）
[成績評価の方法]
1．定期試験: 40%
2．プレゼンテーション: 30%
3．TOEFLスコア・小テスト: 20%
4．授業外課題: 10%
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
[履修要件]
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1．4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
2．単語数について、40%以上の増加を目指す。
3．受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする場合がある。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1．A Shorter Course in Everyday Vocabulary Quizzes (佐藤誠司、南雲堂、2011)
2．5‑minute Quizzes for TOEFL Test (Lin Lougheed, Joseph Tashiro, Macmillan Language house, 1998)
その他のテキスト・参考書は、授業において提示する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
t‑hori@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
火・水曜日12:15‑12:45 (1号館 3階 1304室)
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2．グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4．特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5．毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
堀
智子
（予習：0.5時間）
1
（授業内容）
・オリエンテーション：授業目 学内TOEFLを受験する。
的、授業方法、評価方法等を説
（復習：0.5時間）
明する。
・日本語と英語の言語的な違い TOEFL結果を分析し、学内受験2回目の目標設定を
を明確にし、日本語母語話者と する。
して英語にどう取り組むかを考
える。

2

3

堀

堀

智子

智子

（授業方法）
日本語と英語の言語的な違い、
英語への取り組みについてグル
ープで話し合う。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 1, 2
の習熟度を測る。
・Talking about Familyを学習
し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 3, 4
の習熟度を測る。
・Talking about Friendsを学
習し、実践する。
・TOEFL exercise, Structure
and written expressionを学習
する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 1,2 を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 3, 4を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

4

5

6

堀

堀

堀

智子

智子

智子

7

堀

智子

8

堀

智子

（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 5, 6 Everyday Vocab, Unit 5, 6を学習する。
の習熟度を測る。
・Talking about Cultureを学 （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
習し、実践する。
・TOEFL exercise, Reading co EFL exerciseを行う。
mprehension を学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 7, 8
の習熟度を測る。
・Talking about Educationを
学習し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehension を学習する。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 7, 8 を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 9, 10 Everyday Vocab, Unit 9, 10 を学習する。
の習熟度を測る。
・Talking about Sportsを学習 （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
し、実践する。
・TOEFL exercise, Structure EFL exerciseを行う。
and written expressionを学習
する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 11, 1 Everyday Vocab, Unit 6; Usage and Vocab, Les
son 6 を学習する。
2の習熟度を測る。
・Talking about Workを学習し
（復習：0.5時間）
、実践する。
・TOEFL exercise, Reading co Everyday Vocab, Unit 6; Usage and Vocab, Les
son 6の単語・イディオムを覚える。授業で指示
mprehensionを学習する。
されたTOEFL exerciseを行う。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 13, 1 Everyday Vocab, Unit 13, 14を学習する。
4の習熟度を測る。
・TOEFL exercise, Listening （復習：0.5 時間）
指示されたTOEFL exerciseを行う。
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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堀
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（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 15, 1 Everyday Vocab, Unit 15, 16を学習する。
6の習熟度を測る。
・TOEFL exercise, Structure （復習：0.5 時間）
and written expression を学 指示されたTOEFL exerciseを行う。
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークでTOEF
Lの演習を行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Reading exercise: 新聞の読 プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
ターネット、新聞等から収集する。
み方を学習する。
・Oral Presentation: プレゼ
ンテーションの基礎を学習する （復習：0.5 時間）
新聞の読み方を復習する。指示されたTOEFL exer
。
ciseを行う。
（授業方法）
新聞の読み方、プレゼンテーシ
ョンの基礎を説明する。ペア／
グループ・ワークで問題演習を
行う。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Oral Presentation: プレゼン プレゼンテーションのシナリオを作成する。プレ
テーションの基礎を学習する。 ゼンテーションの練習を行う。
（授業方法）
プレゼンテーションの基礎を説
明しする。ペア／グループ・ワ
ークで問題演習を行う。
（授業内容）
プレゼンテーションを実施する
。

（復習：0.5時間）
プレゼンテーションの基礎、および、新聞の読み
方を復習する。授業で指示されたTOEFL exercise
を行う。
（予習：0.5 時間）
プレゼンテーションの練習を行う。

（復習：0.5 時間）
TOEFL exerciseを復習する。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Oral examination を実施する Oral examinationの準備をする。
。
（復習：0.5 時間）
TOEFL exerciseを復習する。
（授業方法）
Oral examination の後、改善
点を説明する。
（予習：1.0 時間）
（授業内容）
TOEFL 模試のSection 1 & 2 を TOEFL exerciseを復習する。
実施する。
（復習：1.0 時間）
TOEFL exerciseを復習する。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
（予習・復習）
（授業内容）
TOEFL 模試Section 3 を実施す 前期の復習をする。
る。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
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（授業内容）
・オリエンテーション：後期授
業についての説明を行う。
・TOEFL exerciseの解説を行う
。
（授業方法）
間違えやすい問題をクラスで共
有し、説明する。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 16の
習熟度を測る。
・Talking about Foodを学習し
、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehension を学習する。

（予習：0.5時間）
TOEFL exerciseを行う。
（復習：0.5時間）
TOEFLの誤解答を復習する。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 16を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 17の Everyday Vocab, Unit 17を学習する。
習熟度を測る。
・Talking about Studying Eng （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
lishを学習し、実践する。
・TOEFL exercise, Structure EFL exerciseを行う。
and written expression を学
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 18の Everyday Vocab, Unit 18を学習する。
習熟度を測る。
・Talking about Healthを学習 （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
し、実践する。
・TOEFL exercise, Reading co EFL exerciseを行う。
mprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 19の
習熟度を測る。
・Talking about Clothesを学
習し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 19を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。
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（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 20の
習熟度を測る。
・Talking about Travelingを
学習し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehension を学習する。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 20 を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
English in movies: 映画を鑑 プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
賞し、口語表現を学習する。 ターネット、新聞等から収集する。シナリオを作
成する。
（授業方法）
映画で用いられた口語表現をペ （復習：0.5 時間）
映画で用いられた口語表現を学習する。指示され
アワークで練習する。
たTOEFL exerciseを行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
English in movies: 映画を鑑 プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
賞し、口語表現を学習する。 ターネット、雑誌、新聞等から収集する。シナリ
オを作成する。
（授業方法）
映画で用いられた口語表現をペ （復習：0.5 時間）
映画で用いられた口語表現を学習する。指示され
アワークで練習する。
たTOEFL exerciseを行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Oral presentation: 自分が選 プレゼンテーションの練習をする。
んだテーマについて講義形式の
プレゼンテーションを実施する
（復習：0.5 時間）
。
指示されたTOEFL exerciseを行う。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Oral presentation: 自分が選 プレゼンテーションの練習をする。
んだテーマについて講義形式の
プレゼンテーションを実施する （復習：0.5 時間）
指示されたTOEFL exerciseを行う。
。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
自分が選んだテーマについて講 プレゼンテーションの準備をする。
義形式のプレゼンテーションを
（復習：0.5 時間）
実施する。
後期の復習をする。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
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（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Oral examination を実施する Oral Examinationの準備をする。
（復習：1.0 時間）
。
期末試験の準備をする。
（授業方法）
Oral examination の後、改善
点を説明する。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
後期授業内容の理解度を確認す 後期の総復習をする。
る。
（復習：0.5時間）
後期の総復習をする。
（授業方法）
後期授業内容のまとめをする。
期末試験
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授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅡ
Oral EnglishⅡ

授業形態
開講学期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 Keith G.Russell
科目担当者
Keith G.Russell
授業概要
[授業全体の内容]
Oral English Iの継続として、その内容を深め、レベルを高めたクラスである。英語の内容は日常会話に加え
、それよりもレベルを高めた、スポーツイベント、ビジネス、国際会議などを扱う。さまざまな状況における
コミュニケーションのための実践的なスピーキング・リスニングの演習を実施する。また、英語履歴書やe‑ma
ilの書き方や、英字新聞や雑誌の読解等のリーディング・ライティング活動も授業に取り入れ、総合的英語能
力の向上を目指す。TOEFLの模試と練習問題も実施し、TOEFL学内受験のための準備と訓練を行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。
2．自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる発音で表現で
きる。
3．トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。
4．英語履歴書やビジネスレターで必要な表現を適切に使用できる。
5. TOEFLの問題形式を理解するとともに、TOEFLに必要なリスニング・文法・読解力を増強し、スコアを上昇
させる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。（定期試験）
2. 自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる
発音で表現できる。（プレゼンテーション）
3. トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。（定期試験）
4. 英語履歴書やビジネスレターを適切な表現を用いて作成できる。（定期試験）
5. TOEFLにおいてスコアを上昇させる。（授業内模試と学内受験）
[成績評価の方法]
1. Evaluation is based upon student participation in skills activities in class (40%),
of homework
assignments (30%), and in‑class tests (30%).
2. Further details will be described in the class orientation.
履修における留意事項
（受講条件）
1. 辞書を必ず持参すること（携帯電話・スマートフォンを辞書の代わりに使うことは不可）。

completion

（試験・レポートの課題に対するフィードバックの方法）
1,授業にて返却し、模範解答を提示、解説する。
2.初回の授業で指示する
3．適宜、プリントを配布する。
（テキスト・参考書）
Marathon Mouth Keep On Running
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
k‑russell@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
Office hours Building 1
ays 4:20‑4:45
備考

3'rd floor, rm1302, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays 8:00‑8:30, Wednesd
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［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2．グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4．特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5．毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）:
1
Orientation, Class introduct Learn class room English, start to understan
ion and how to give self‑int d "Information Gaps".
roductions, using first pair
work, and the large group w （復習: 0.5）
Check out the vocab sheet for Unit 1, HW: c
ork.
omplete the hand‑out.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
2
Learn class room English, start to understan
Classroom English:
Language focus: Help languag d "Information Gaps".
e.
How do you say that in
English ,
Please speak mo （復習: 0.5）
re slowly ,
How do you sp Check out the vocab sheet for Unit 2,
ell that in English ..Bingo

3

(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
To practice communicating in 4 man groups ab
Jackie Chan
Vocabulary: Family & biologi out family. To practice sufficiently to be a
cal information. Language fo ble to effectively express experience and pe
cus: Frequency adverbs, supe rmission and use frequency adverbs, superlat
rlatives, experience, permis ives.
sion
（復習: 0.5）
Review the vocab list Time: HW: Check out t
(授業方法）
Using first pair work, and t he vocab sheet for the next unit, write sect
hen large group work, then p ion 8, complete the hand‑out
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.

222

4

5

6

7

Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To practice sufficiently to be able to effec
y other students using the t tively express experience and permission and
use frequency adverbs, superlatives.
arget language.
（復習: 0.5）
(授業方法）
Using first pair work, and t Review the vocab list. HW: Check out the v
hen large group work, then p ocab sheet for the next unit, write section
rogressing to group conversa 8, complete the hand‑out.
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Bowling, Vocabulary: Numbers To be able to correctly say and communicate
, dates, ages and measureme numbers up to a trillion., read a clock in w
a quarter 'til five , and to
nts. Language focus: numbers ays such as
, descriptive language, revi be able to discus sports.
ew superlatives, and sports
（復習: 0.5）
experience
Review the vocab list. HW Complete the hand
‑out.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued, writin （予習：0.5）
g and survey other students To be able to correctly say and communicate
using the target language. numbers up to a trillion., read a clock in w
ays such as
a quarter 'til five , and to
(授業方法）Using first pair be able to discus sports.
work, and then large group w
ork, then progressing to gro （復習: 0.5）
up conversations, understand Preparation: Review the vocab list. HW Write
the grammar and conversatio section 8. check‑out the vocab sheet for th
e next unit, Complete the hand‑out.
n methods.
（復習: 0.5）
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Greek Zodiac and Chinese ani To be able to correctly communicate about pe
rsonality traits.
mal years
Vocabulary: Associated vocab
ulary, personality related w （復習: 0.5）
Review the vocab list. HW: Complete the hand
ords.
‑out.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
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8

9

10

11

Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To be able to correctly communicate about pe
y other students using the t rsonality traits.
arget language
（復習: 0.5）
Review the vocab list. HW: Write section 8.
(授業方法）
Using first pair work, and t check‑out the vocab sheet for the next unit,
hen large group work, then p Complete the hand‑out.
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Planning & preparation: Voca To learn to correctly choose and use determi
bulary: Beach items, house h ners with, countable non‑countable nouns
old items,sewing items,veget
able names. Language Focus: （復習: 0.5） Check‑out the vocab list..HW:.
usage of determiners with, Complete the hand‑out.
countable & non‑countable no
uns
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To learn to correctly choose and use determi
y other students using the t ners with, countable non‑countable nouns:
arget language
（復習: 0.5）
Review the vocab list. HW: Write section 8.
(授業方法）
Using first pair work, and t check‑out the vocab sheet for the next unit,
hen large group work, then p Complete the hand‑out.
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell 授業内容〕
（予習：0.5）To learn how to communicate abo
Dating Vocabulary: physical ut physical appearance & personalities, Stat
appearance,personalities, cl ing and asking preferences, letter writing
othing styles. Language Focu
s: Describing physical appea （復習: 0.5）
rance & personalities, Stati Review the vocab list. HW:. Complete the han
ng and asking preferences, s d‑out.
imple letter writing
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
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12

13

14

15

Keith G.Russell (授業内容）Continued, writin （予習：0.5）
g and survey other students To learn how to communicate about physical a
ppearance & personalities, Stating and askin
using the target language
g preferences, letter writing
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w （復習: 0.5）
ork, then progressing to gro Review the vocab list..HW: Write section 10.
up conversations, understand check‑out the vocab sheet for the next unit
the grammar and conversatio , Complete the hand‑out.
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）TOEFL模試
（予習：0.5）
To take a practice TOEFL test to prepare you
(授業方法）Students take a T for your summer homework and the November T
OEFL test.
OEFL test.
（復習: 0.5）
Review the vocab list. HW: Review the book
and your writing assignments.
Decide what you want to know about the test
and prepare to ask the teacher.
Keith G.Russell (授業内容） Students finish （予習：0.5）
the TOEFL test, then prepare To take a practice TOEFL test to prepare you
for the final test: What w for your summer homework and the November T
ill be on it and what to pre OEFL test.
pare.
（復習: 0.5）
(授業方法）The students fini Review the vocab list. HW: Review the book
sh the remaining part of the and your writing assignments.
test. Then they have time t Decide what you want to know about the test
o have the final test descri and prepare to ask the teacher.
bed and they should ask rele
Preparation Total time: 15hrs, Review total
vant questions..
time: 15hrs. Total 30hrs.
(授業内容）学期末テスト
(授業方法）They take the tes
t.
Keith G.Russell (授業内容）Return tests. Exp （予習：0.5）
lain their grades, this seme Let the students know what they did on thei
ster's goals. Review of clas r examination. Help them to plan their goals
sroom English. Survey others . Remove the rust from the brain and remembe
about their summer vacation r class room English. Get them back into con
versing in English.
(授業方法）First semester te （復習: 0.5）
sts are returned. They find Students should lightly review the first sem
out how their grades were ca esters work.
lculated, and plan their stu
dies for the second semester
.
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16

17

18

19

Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To practice communicating about body parts,
y other students using the t common maladies and their treatments.
arget language
（復習: 0.5）
Check‑out the vocab list. HW: Complete the h
(授業方法）
Using first pair work, and t and‑out.
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Vocabulary: weather conditio To practice communicating about weather, and
ns, clothing and household g review preparations.
oods,days of the week
Language Focus: describing t （復習: 0.5）
he weather, advisability,, m Check‑out the vocab list. HW. Complete the h
aking suggestions, experienc and‑out. Choose partners for your presentati
on.
e with weather
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To be able to discuss the weather and appro
y other students using the t priate preparations using the correct determ
iners.
arget language.
（復習: 0.5） review the vocab list. HW Writ
(授業方法）
Using first pair work, and t e Section 8. Complete the hand‑out.
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To practice communicating about travel, comp
y other students using the t ass directions, measurement & time, and mode
s of transportation.
arget language.
（復習: 0.5）
(授業方法）
HW. Complete th
Using first pair work, and t Check‑out the vocab list.
hen large group work, then p e hand‑out. Choose a topic for your presenta
rogressing to group conversa tion.
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
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20

21

22

23

Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
To be able to discuss travel.
Travel and geography
Vocabulary: compass directio
ns, measurement & time, mode （復習: 0.5）
s of transportation. Languag review the vocab list. HW Write Section 6.
e Focus: directions,distance Complete the hand‑out. Prepare for your pres
s,, duration & measurements, entation
map interpretation, travel
experience.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）To practice communicating about
Continued, writing and surve food and review numbers.
y other students using the t
arget language regarding foo （復習: 0.5）
Check‑out the vocab list. HW: Complete the h
d.
and‑out. Every week from here on: prepare an
d practice your presentation.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）To understand menus and be able
to order foods at a restaurant.
Restaurant menus
Vocabulary: menu item sprice
s: pounds, dollars, and othe （復習: 0.5）
Review the vocab list. HW: Write Section 7.
r countries
Complete the hand‑out.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To practice communicating about pollution wa
y other students using the t ste & energy usage.
arget language.about the eco
（復習: 0.5）
logy
Check‑out the vocab list. HW: Complete the
hand‑out.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
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24

25

26

27

Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
To be able to discuss types of garbage, and
Environmental issues
Vocabulary: pollution waste review household items and their determiner
& energy usage, types of gar s.
bage, and household items
Language Focus: expressing f （復習: 0.5）
igures,, numbers & percentag Review the vocab list. HW: Write Section 9.
es, stating frequency, and e Complete the hand‑out.
xpressing intention
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To practice communicating about generalizati
y other students using the t ons reviewing personality traits.
arget language about stereot
（復習: 0.5）
ypes
Check‑out the vocab list. HW: Complete the h
and‑out.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）To be able to discuss stereoty
pes.
Generalizations
Vocabulary: cultural, occupa
tion & gender specific state （復習: 0.5）
ments, true/false, positive/ review the vocab list. .HW: Write Section 7.
negative and neutral. Langua Complete the hand‑out.
ge Focus: understanding and
stating generalizations, exp
ressing one's opinion,descri
bing a cultural experience
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
To give their presentation and get practice
Oral presentations
talking in front of groups using A/V equipme
nt
(授業方法）
Students do their presentati
ons while others critique th （復習: 0.5）
Practice your presentation.
em.
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28

Keith G.Russell (授業内容）
Oral presentations

（予習：0.5）
To give their presentation and get practice
talking in front of groups using A/V equipme
nt

(授業方法）
Students do their presentati （復習: 0.5）
ons while others critique th Practice your presentation
em.
Preparation Total time: 30hrs, Review total
time: 30hrs. Total 60hrs.
(授業内容）
]Final oral presentations. E
xplanation of grades.
(授業方法）
Students do their presentati
ons while others critique th
em. I explain their grades.
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授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅡ
Oral EnglishⅡ

授業形態
開講学期

演習
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 庄子 ひとみ
科目担当者
庄子 ひとみ
授業概要
[授業全体の内容］
Oral English Iの継続として、その内容を深め、レベルを高めたクラスである。英語の内容は日常会話に加え
、それよりもレベルを高めた、スポーツイベント、ビジネス、国際会議などを扱う。さまざまな状況における
コミュニケーションのための実践的なスピーキング・リスニングの演習を実施する。また、英語履歴書やe‑ma
ilの書き方や、英字新聞や雑誌の読解等のリーディング・ライティング活動も授業に取り入れ、総合的英語能
力の向上を目指す。TOEFLの模試と練習問題も実施し、TOEFL学内受験のための準備と訓練を行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目では、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。
2．自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる発音で表現で
きる。
3．トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。
4．英語履歴書やビジネスレターなとで必要な表現を、適切な場面で使用できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1．自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。（定期試験）
2．自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる発音で表現で
きる。（プレゼンテーション）
3．トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。（定期試験）
4．英語履歴書やビジネスレターを適切な表現を用いて作成できる。（定期試験）
5．TOEFLにおいてスコアを上昇させる。（授業内模試と学内受験）
[成績評価の方法]
1．定期試験: 30%
2．プレゼンテーション: 20%
3．TOEFLスコア（授業内模試、学内受験）: 30%
4．Class participation: 20%
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
[履修要件]
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1．4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
2．単語数について、40%以上の増加を目指す。
3．受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする場合がある。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1．A Shorter Course in Everyday Vocabulary Quizzes (佐藤誠司、南雲堂、2011)
2．5‑minute Quizzes for TOEFL Test (Lin Lougheed, Joseph Tashiro, Macmillan Language house, 1998)
その他のテキスト・参考書は、授業において提示する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
hi‑shoji@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
月〜木 一号館３階 庄子ひとみ研究室1332
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2．グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4．特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5．毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
庄子
ひとみ
（予習：0.5時間）
1
（授業内容）
・オリエンテーション：授業目 学内TOEFLを受験する。
的、授業方法、評価方法等を説
（復習：0.5時間）
明する。
TOEFL結果を分析し、学内受験2回目の目標設定を
する。
（授業方法）
授業説明 Q＆A
グループワーク
庄子 ひとみ
（予習：0.5 時間）
2
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 1, 2 Everyday Vocab, Unit 1,2 を学習する。
の習熟度を測る。
・Talking about Familyを学習 （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening EFL exerciseを行う。
comprehensionを学習する。

3

庄子

ひとみ

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 3, 4
の習熟度を測る。
・Talking about Friendsを学
習し、実践する。
・TOEFL exercise, Structure
and written expressionを学習
する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 3, 4を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

4

5

6

庄子

庄子

庄子

ひとみ

ひとみ

ひとみ

7

庄子

ひとみ

8

庄子

ひとみ

（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 5, 6 Everyday Vocab, Unit 5, 6を学習する。
の習熟度を測る。
・Talking about Cultureを学 （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
習し、実践する。
・TOEFL exercise, Reading co EFL exerciseを行う。
mprehension を学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 7, 8
の習熟度を測る。
・Talking about Educationを
学習し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehension を学習する。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 7, 8 を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 9, 10 Everyday Vocab, Unit 9, 10 を学習する。
の習熟度を測る。
・Talking about Sportsを学習 （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
し、実践する。
・TOEFL exercise, Structure EFL exerciseを行う。
and written expressionを学習
する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 11, 1 Everyday Vocab, Unit 6; Usage and Vocab, Les
son 6 を学習する。
2の習熟度を測る。
・Talking about Workを学習し
（復習：0.5時間）
、実践する。
・TOEFL exercise, Reading co Everyday Vocab, Unit 6; Usage and Vocab, Les
son 6の単語・イディオムを覚える。授業で指示
mprehensionを学習する。
されたTOEFL exerciseを行う。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 13, 1 Everyday Vocab, Unit 13, 14を学習する。
4の習熟度を測る。
・TOEFL exercise, Listening （復習：0.5 時間）
指示されたTOEFL exerciseを行う。
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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9

庄子

ひとみ

10

庄子

ひとみ

11

庄子

ひとみ

12

庄子

ひとみ

13

庄子

ひとみ

14

庄子

ひとみ

15

庄子

ひとみ

（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 15, 1 Everyday Vocab, Unit 15, 16を学習する。
6の習熟度を測る。
・TOEFL exercise, Structure （復習：0.5 時間）
and written expression を学 指示されたTOEFL exerciseを行う。
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークでTOEF
Lの演習を行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Reading exercise: 新聞の読 プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
ターネット、新聞等から収集する。
み方を学習する。
・Oral Presentation: プレゼ
ンテーションの基礎を学習する （復習：0.5 時間）
新聞の読み方を復習する。指示されたTOEFL exer
。
ciseを行う。
（授業方法）
新聞の読み方、プレゼンテーシ
ョンの基礎を説明する。ペア／
グループ・ワークで問題演習を
行う。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Oral Presentation: プレゼン プレゼンテーションのシナリオを作成する。プレ
テーションの基礎を学習する。 ゼンテーションの練習を行う。
（授業方法）
プレゼンテーションの基礎を説
明しする。ペア／グループ・ワ
ークで問題演習を行う。
（授業内容）
プレゼンテーションを実施する
。

（復習：0.5時間）
プレゼンテーションの基礎、および、新聞の読み
方を復習する。授業で指示されたTOEFL exercise
を行う。
（予習：0.5 時間）
プレゼンテーションの練習を行う。

（復習：0.5 時間）
TOEFL exerciseを復習する。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
プレゼンテーションを実施する Oral examinationの準備をする。
。
（復習：0.5 時間）
TOEFL exerciseを復習する。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
（予習：1.0 時間）
（授業内容）
TOEFL 模試のSection 1 & 2 を TOEFL exerciseを復習する。
実施する。
（復習：1.0 時間）
TOEFL exerciseを復習する。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
（予習・復習）
（授業内容）
TOEFL 模試Section 3 を実施す 前期の復習をする。
る。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
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16

17

18

庄子

庄子

庄子

ひとみ

ひとみ

ひとみ

19

庄子

ひとみ

20

庄子

ひとみ

（授業内容）
・オリエンテーション：後期授
業についての説明を行う。
・TOEFL exerciseの解説を行う
。
（授業方法）
間違えやすい問題をクラスで共
有し、説明する。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 16の
習熟度を測る。
・Talking about Foodを学習し
、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehension を学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 17の
習熟度を測る。
・TOEFL exercise, Structure
and written expression を学
習する。

（予習：0.5時間）
TOEFL exerciseを行う。
（復習：0.5時間）
TOEFLの誤解答を復習する。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 16を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 17を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 18の Everyday Vocab, Unit 18を学習する。
習熟度を測る。
・TOEFL exercise, Reading co （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
mprehensionを学習する。
EFL exerciseを行う。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 19の Everyday Vocab, Unit 19を学習する。
習熟度を測る。
・TOEFL exercise, Listening （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
comprehensionを学習する。
EFL exerciseを行う。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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ひとみ
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庄子

ひとみ
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庄子

ひとみ
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ひとみ

25

庄子

ひとみ

26

庄子

ひとみ

（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 20の
習熟度を測る。
・Talking about Travelingを
学習し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehension を学習する。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 20 を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
English in movies: 映画を鑑 プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
賞し、口語表現を学習する。 ターネット、新聞等から収集する。シナリオを作
成する。
（授業方法）
映画で用いられた口語表現をペ （復習：0.5 時間）
映画で用いられた口語表現を学習する。指示され
アワークで練習する。
たTOEFL exerciseを行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
English in movies: 映画を鑑 プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
賞し、口語表現を学習する。 ターネット、雑誌、新聞等から収集する。シナリ
オを作成する。
（授業方法）
映画で用いられた口語表現をペ （復習：0.5 時間）
映画で用いられた口語表現を学習する。指示され
アワークで練習する。
たTOEFL exerciseを行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Oral presentation: 自分が選 プレゼンテーションの練習をする。
んだテーマについて講義形式の
プレゼンテーションを実施する
（復習：0.5 時間）
。
指示されたTOEFL exerciseを行う。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Oral presentation: 自分が選 プレゼンテーションの練習をする。
んだテーマについて講義形式の
プレゼンテーションを実施する （復習：0.5 時間）
指示されたTOEFL exerciseを行う。
。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
自分が選んだテーマについて講 英語履歴書・e‑mailの書き方に関する事前課題を
義形式のプレゼンテーションを 行う。
実施する。
（復習：0.5 時間）
英語履歴書・e‑mailの書き方を復習する。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
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28

庄子

ひとみ

29

庄子

ひとみ

（授業内容）
英字新聞の読み方を学ぶ。

（復習：0.5 時間）
（授業方法）
英字新聞の読み方を説明する。 英字新聞の読み方を復習する。
グループ・ワークで課題に取り
組む。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Writing exercise, CV writing 後期の総復習をする。
を実施する。
（復習：0.5時間）
後期の総復習をする。
（授業方法）
CVに必要な用語を説明する。各
自が自分のCVを作成する。
（予習： 1.0 時間）
（授業内容）
これまでのノートの整理、見直し
まとめ
（授業方法）
グループワーク

30

庄子

ひとみ

（予習：0.5 時間）
事前に配布された英文記事を読む。

（授業内容）
まとめ、今後の学習について
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（復習：1.0 時間）
Everyday Vocab, Units 1‑20; TOEFL exerciseを
復習する。
（予習・復習）
後期の復習をする。

授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅡ
Oral EnglishⅡ

授業形態
開講学期

演習
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

Fran Conigliaro

授業概要
[授業全体の内容]
Oral English Iの継続として、その内容を深め、レベルを高めたクラスである。英語の内容は日常会話に加え
、それよりもレベルを高めた、スポーツイベント、ビジネス、国際会議などを扱う。さまざまな状況における
コミュニケーションのための実践的なスピーキング・リスニングの演習を実施する。また、英語履歴書やe‑ma
ilの書き方や、英字新聞や雑誌の読解等のリーディング・ライティング活動も授業に取り入れ、総合的英語能
力の向上を目指す。TOEFLの模試と練習問題も実施し、TOEFL学内受験のための準備と訓練を行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目では、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。
2．自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる発音で表現で
きる。
3．トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。
4．英語履歴書やビジネスレターなとで必要な表現を、適切な場面で使用できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1．自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。（定期試験）
2．自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる発音で表現で
きる。（プレゼンテーション）
3．トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。（定期試験）
4．英語履歴書やビジネスレターを適切な表現を用いて作成できる。（定期試験）
5．TOEFLにおいてスコアを上昇させる。（授業内模試と学内受験）
[成績評価の方法]
1．定期試験: 30%
2．プレゼンテーション: 20%
3．TOEFLスコア（授業内模試、学内受験）: 30%
4．Class participation: 20%
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
[履修要件]
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1．4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
2．単語数について、40%以上の増加を目指す。
3．受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする場合がある。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1．A Shorter Course in Everyday Vocabulary Quizzes (佐藤誠司、南雲堂、2011)
2．5‑minute Quizzes for TOEFL Test (Lin Lougheed, Joseph Tashiro, Macmillan Language house, 1998)
その他のテキスト・参考書は、授業において提示する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］Contact
email: franc@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
Tuesdays,16:15‑16:35
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2．グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4．特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5．毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5時間）
1
・オリエンテーション：授業目 学内TOEFLを受験する。
的、授業方法、評価方法等を説
（復習：0.5時間）
明する。
・日本語と英語の言語的な違い TOEFL結果を分析し、学内受験2回目の目標設定を
を明確にし、日本語母語話者と する。
して英語にどう取り組むかを考
える。

2

3

（授業方法）
日本語と英語の言語的な違い、
英語への取り組みについてグル
ープで話し合う。
Fran Conigliaro （授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 1, 2
の習熟度を測る。
・Talking about Familyを学習
し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
Fran Conigliaro （授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 3, 4
の習熟度を測る。
・Talking about Friendsを学
習し、実践する。
・TOEFL exercise, Structure
and written expressionを学習
する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 1,2 を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 3, 4を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

4

5

6

7

8

Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
・Everyday Vocab, Unit 5, 6 Everyday Vocab, Unit 5, 6を学習する。
の習熟度を測る。
・Talking about Cultureを学 （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
習し、実践する。
・TOEFL exercise, Reading co EFL exerciseを行う。
mprehension を学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
Fran Conigliaro （授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 7, 8
の習熟度を測る。
・Talking about Educationを
学習し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehension を学習する。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 7, 8 を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
・Everyday Vocab, Unit 9, 10 Everyday Vocab, Unit 9, 10 を学習する。
の習熟度を測る。
・Talking about Sportsを学習 （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
し、実践する。
・TOEFL exercise, Structure EFL exerciseを行う。
and written expressionを学習
する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5時間）
・Everyday Vocab, Unit 11, 1 Everyday Vocab, Unit 6; Usage and Vocab, Les
son 6 を学習する。
2の習熟度を測る。
・Talking about Workを学習し
（復習：0.5時間）
、実践する。
・TOEFL exercise, Reading co Everyday Vocab, Unit 6; Usage and Vocab, Les
son 6の単語・イディオムを覚える。授業で指示
mprehensionを学習する。
されたTOEFL exerciseを行う。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
・Everyday Vocab, Unit 13, 1 Everyday Vocab, Unit 13, 14を学習する。
4の習熟度を測る。
・TOEFL exercise, Listening （復習：0.5 時間）
指示されたTOEFL exerciseを行う。
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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9

10

11

12

13

14

15

Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
・Everyday Vocab, Unit 15, 1 Everyday Vocab, Unit 15, 16を学習する。
6の習熟度を測る。
・TOEFL exercise, Structure （復習：0.5 時間）
and written expression を学 指示されたTOEFL exerciseを行う。
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークでTOEF
Lの演習を行う。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
・Reading exercise: 新聞の読 プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
ターネット、新聞等から収集する。
み方を学習する。
・Oral Presentation: プレゼ
ンテーションの基礎を学習する （復習：0.5 時間）
新聞の読み方を復習する。指示されたTOEFL exer
。
ciseを行う。
（授業方法）
新聞の読み方、プレゼンテーシ
ョンの基礎を説明する。ペア／
グループ・ワークで問題演習を
行う。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5時間）
Oral Presentation: プレゼン プレゼンテーションのシナリオを作成する。プレ
テーションの基礎を学習する。 ゼンテーションの練習を行う。
（授業方法）
プレゼンテーションの基礎を説
明しする。ペア／グループ・ワ
ークで問題演習を行う。
Fran Conigliaro （授業内容）
プレゼンテーションを実施する
。

（復習：0.5時間）
プレゼンテーションの基礎、および、新聞の読み
方を復習する。授業で指示されたTOEFL exercise
を行う。
（予習：0.5 時間）
プレゼンテーションの練習を行う。

（復習：0.5 時間）
TOEFL exerciseを復習する。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Oral examination を実施する Oral examinationの準備をする。
。
（復習：0.5 時間）
TOEFL exerciseを復習する。
（授業方法）
Oral examination の後、改善
点を説明する。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
TOEFL 模試のSection 1 & 2 を TOEFL exerciseを復習する。
実施する。
（復習：0.5 時間）
TOEFL exerciseを復習する。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
Fran Conigliaro （授業内容）
前期の復習をする。1.0 時間
TOEFL 模試Section 3 を実施す
る。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
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16

17

18

19

20

Fran Conigliaro （授業内容）
・オリエンテーション：後期授
業についての説明を行う。
・TOEFL exerciseの解説を行う
。
（授業方法）
間違えやすい問題をクラスで共
有し、説明する。
Fran Conigliaro （授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 16の
習熟度を測る。
・Talking about Foodを学習し
、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehension を学習する。

（予習：0.5時間）
TOEFL exerciseを行う。
（復習：0.5時間）
TOEFLの誤解答を復習する。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 16を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
・Everyday Vocab, Unit 17の Everyday Vocab, Unit 17を学習する。
習熟度を測る。
・Talking about Studying Eng （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
lishを学習し、実践する。
・TOEFL exercise, Structure EFL exerciseを行う。
and written expression を学
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
・Everyday Vocab, Unit 18の Everyday Vocab, Unit 18を学習する。
習熟度を測る。
・Talking about Healthを学習 （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
し、実践する。
・TOEFL exercise, Reading co EFL exerciseを行う。
mprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
Fran Conigliaro （授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 19の
習熟度を測る。
・Talking about Clothesを学
習し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 19を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

21

Fran Conigliaro （授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 20の
習熟度を測る。
・Talking about Travelingを
学習し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehension を学習する。

22

Fran

23

Fran

24

Fran

25

Fran

26

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 20 を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
English in movies: 映画を鑑 プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
賞し、口語表現を学習する。 ターネット、新聞等から収集する。シナリオを作
成する。
（授業方法）
映画で用いられた口語表現をペ （復習：0.5 時間）
映画で用いられた口語表現を学習する。指示され
アワークで練習する。
たTOEFL exerciseを行う。
Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
English in movies: 映画を鑑 プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
賞し、口語表現を学習する。 ターネット、雑誌、新聞等から収集する。シナリ
オを作成する。
（授業方法）
映画で用いられた口語表現をペ （復習：0.5 時間）
映画で用いられた口語表現を学習する。指示され
アワークで練習する。
たTOEFL exerciseを行う。
Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Oral presentation: 自分が選 プレゼンテーションの練習をする。
んだテーマについて講義形式の
プレゼンテーションを実施する
（復習：0.5 時間）
。
指示されたTOEFL exerciseを行う。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Oral presentation: 自分が選 プレゼンテーションの練習をする。
んだテーマについて講義形式の
プレゼンテーションを実施する （復習：0.5 時間）
指示されたTOEFL exerciseを行う。
。

（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
自分が選んだテーマについて講 英語履歴書・e‑mailの書き方に関する事前課題を
義形式のプレゼンテーションを 行う。
実施する。
（復習：0.5 時間）
英語履歴書・e‑mailの書き方を復習する。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
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27

28

29

30

Fran Conigliaro （授業内容）
英字新聞の読み方を学ぶ。

（予習：0.5 時間）
事前に配布された英文記事を読む。

（復習：0.5 時間）
（授業方法）
英字新聞の読み方を説明する。 英字新聞の読み方を復習する。
グループ・ワークで課題に取り
組む。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5時間）
Writing exercise, CV writing 後期の総復習をする。
を実施する。
（復習：0.5時間）
後期の総復習をする。
（授業方法）
CVに必要な用語を説明する。各
自が自分のCVを作成する。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習： 1.0 時間）
Oral examination を実施する Oral examinationの準備をする。
。
（復習：1.0 時間）
Everyday Vocab, Units 1‑20; TOEFL exerciseを
（授業方法）
Oral examination の後、改善 復習する。
点を説明する。
Fran Conigliaro 期末試験を実施する。
後期の復習をする。1.0 時間

243

授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅡ
Oral EnglishⅡ

授業形態
開講学期

演習
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

Matthew Willemsen

授業概要
[授業全体の内容] Summary of the class
Oral English Iの継続として、その内容を深め、レベルを高めたクラスである。英語の内容は日常会話に加え
、それよりもレベルを高めた、スポーツイベント、ビジネス、国際会議などを扱う。さまざまな状況における
コミュニケーションのための実践的なスピーキング・リスニングの演習を実施する。また、英語履歴書やe‑ma
ilの書き方や、英字新聞や雑誌の読解等のリーディング・ライティング活動も授業に取り入れ、総合的英語能
力の向上を目指す。TOEFLの模試と練習問題も実施し、TOEFL学内受験のための準備と訓練を行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]Diploma and curricular policies
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets
1．自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。
2．自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる発音で表現で
きる。
3．トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。
4．英語履歴書やビジネスレターで必要な表現を適切に使用できる。
5. TOEFLの問題形式を理解するとともに、TOEFLに必要なリスニング・文法・読解力を増強し、スコアを上昇
させる。
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1. 自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。（定期試験）
2. 自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる
発音で表現できる。（プレゼンテーション）
3. トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。（定期
試験）
4. 英語履歴書やビジネスレターを適切な表現を用いて作成できる。（定期試験）
5. TOEFLにおいてスコアを上昇させる。（授業内模試と学内受験）
[成績評価の方法] Evaluation system
1. 定期試験: 30%
2. プレゼンテーション: 20%
3. TOEFLスコア（授業内模試、学内受験）: 30%
4. Class participation: 20%
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
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[履修要件] Conditions for taking this class
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. 4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
2. 単語数について、40%以上の増加を目指す。
3. 受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする場合がある。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法] Feedback on exams, presentations, etc.
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等] Textbooks
1. Main text to be announced on first day of class
2. A Shorter Course in Everyday Vocabulary Quizzes (佐藤誠司、南雲堂、2011)
3. 5‑minute Quizzes for TOEFL Test (Lin Lougheed, Joseph Tashiro, Macmillan Language house, 1998)
これらのテキストは必ず用意すること（授業内で販売する）。
その他の参考書は、各回の授業において提示する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］Contact
matthew@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
月 16:20‑17:00 火 14:30‑17:00 水 12:00‑12:30 木 14:30‑17:00 金 14:30‑17:00
備考
［学修時間］(Preparation and Review)
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2． グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4． 特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5． 毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Matthew Willemse (授業内容) Introduction, cla 予習(0.5): Orientations, asking for clarific
1
n
ation, Introductions
ss rules and requisites
(授業方法) Vocabulary practi 復習(0.5): Vocabulary, review
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
Matthew
Willemse
2
(授業内容): Personal achiev 予習(0.5): to understand how to use past te
n
ements, using various past t nses to describe personal achievements.
Vocabulary: terms of struggle and success.
enses
I started my own company. Ha Exclamations: Whoops! Whew! Uh‑uh, Ouch!
ve you won an award? I ve b 復習(0.5): Pronunciation P 114, Writing P 6
een working hard all year.
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
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3

4

5

6

7

8

Matthew Willemse (授業内容): continued pract 予習(0.5): to solidify knowledge of past te
n
nses and exclamations. Listening, pair pract
ice using past tenses.
What do you find most diffic ice, speaking
ult? How long have you been 復習(0.5): Listening, vocabulary, writing P
skiing? Have you ever gotten 9
sick?
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
Matthew Willemse (授業内容): Making difficul 予習(0.5): to be able to use various condit
n
t decisions using zero, firs ionals in conversation. Vocabulary: astonish
t, and second conditionals , satisfy, reassure
If he likes you, he ll say Expressing opinions: I agree. If you ask me.
yes. If you don t ask, you 復習(0.5): Grammar reference P 103 Pronuncia
ll never know. If I don t tion P 114
try for a job soon, it ll
be too late!
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
Matthew Willemse (授業内容): More practice u 予習(0.5): to be able to use zero, first, a
n
nd second conditionals.
sing conditionals
I was wondering if … If I w Identifying text organization
ake up early tomorrow … Wha 復習(0.5): Listening, vocabulary, writing P
15
t would you do if …?
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
Matthew Willemse (授業内容): Lifestyles, exp 予習(0.5): to practice using verb + gerund
n
dependent prepositions.
ressing preferences
I don t feel like going out Vocabulary: miss, need, intend, pretend, den
. You don t need to eat tha y
Everyday expressions: It s a deal. I was on
t. Let me help you.
(授業方法) Vocabulary practi ly kidding.
ce, dictation, listening, gr 復習(0.5): grammar activities P 104 Pronunci
ation P 114
ammar practice, pairwork
Matthew Willemse (授業内容): Free‑time activ 予習(0.5): to learn to use verb+ gerund pre
n
positions
ities
I sometimes practice yoga. I Listening, speaking practice P 19
plan to visit Kenya next ye 復習(0.5): Listening check, Language check P
ar. If I had more time, I d 23
try windsurfing
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
Matthew Willemse (授業内容): Reporting event 予習(0.5): to be able to report what other
n
said or did.
s, reported speech
He said what? He asked me wh Vocabulary: agree, offer, threaten, invite,
at you were doing. Did he ha promise
ve anything interesting to s 復習(0.5): grammar activities P 105 Pronunci
ation P 114
ay?
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
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9

10

11

12

13

14

15

Matthew Willemse (授業内容): Interviewing cl 予習(0.5): to understand how to report what
n
other people say.
assmates
Have you ever been to a fore Listening, speaking activities P 27
ign country? What did you sa 復習(0.5): Listening, vocabulary, writing P
y? I said that I liked it. H 29
e refused to ...
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
Matthew Willemse (授業内容): Talking about c 予習(0.5): to understand how to changes in
n
hanges in your life and envi your life using passives
Vocabulary: knock down, paint, install, put
ronment
It was working this morning. up
The window is broken. The d Expressing surprise or interest
復習(0.5): grammar activities P 106 Pronunci
ishes need washing.
(授業方法) Vocabulary practi ation P 114
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
Matthew Willemse (授業内容): Asking classmat 予習(0.5): to learn how to use passives to
n
es
preferences, using pass ask and answer about preferences.
Listening, vocabulary P 35
ives
Have you ever had your toena 復習(0.5): Individual presentations assigned
ils painted? Does your appea
rance reflect your character
?
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
Matthew Willemse (授業内容): Conventions and 予習(0.5): to understand how to explain all
n
owed and prohibited actions.
possibilities
You can t do that! Do I nee Vocabulary: be allowed, bound, supposed to
d to wear a uniform? You mus Giving advice
t be on time. I have to go. 復習(0.5): grammar activities P 107 Pronunci
(授業方法) Vocabulary practi ation P 114
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
Matthew Willemse (授業内容): Requirements fo 予習(0.5): To be able to tell people what t
n
he need to do or avoid. Write about your lif
r work, sports, arts
A teacher has to be patient! e.
I don t have to be home ea 復習(0.5): Listening, vocabulary, writing P
rly. She doesn t need a uni 41
form.
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
Matthew Willemse (授業内容): TOEFL practice 予習(0.5): to prepare for the TOEFL test
n
復習(0.5): Listening check, Language check,
test
(授業方法) Vocabulary practi P 43
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
Matthew Willemse 期末定期試験 Final exam
First Semester Exam
n
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16

17

18

19

20

21

Matthew Willemse (授業内容): Influences in y 予習(0.5): to learn how to use relative cla
n
our life, relative claques uses.
This is where I grew up. The Vocabulary: adjectives
teacher who I liked was Mrs Adverbs indicating attitude
. Bell. That is the car whic 復習(0.5): grammar activities P 108 Pronunci
ation P 115
h I want.
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
Matthew Willemse 授業内容): A person who is 予習(0.5): to be able to use relative claus
n
es in conversation.
important to me
Who is this person? When do Listening, speaking practice P 47
you go there? When did it ha 復習(0.5): Listening, Vocabulary, Writing P
49
ppen?
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
Matthew Willemse (授業内容): decisions and r 予習(0.5): to understand use of the third c
n
esults using the third condi onditional
Vocabulary: remember, remind, realize, forge
tional
If I hadn t …Maybe you d t
feel better. What would you 復習(0.5): grammar activities P 109 Pronunci
ation P 115
have done?
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
Matthew Willemse (授業内容): discussing poss 予習(0.5): to confidently use the third con
n
ditional in conversation.
ible outcomes
What language would you have Listening, speaking
studied? Where would you ha 復習(0.5): Listening, vocabulary, writing P
ve gone? If the director had 55
n t…
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
Matthew Willemse (授業内容): wishes and regr 予習(0.5): to learn to express wishes and r
n
egrets using past perfect.
ets using past perfect
You should have gone. She sh Vocabulary: be down to, be out of, be up to
ould have written it down. I Showing sympathy
wish I hadn t told you. ( 復習(0.5): grammar activities P 110 Pronunci
授業方法) Vocabulary practic ation P 115
e, dictation, listening, gra
mmar practice, pairwork
Matthew Willemse (授業内容): expressing wish 予習(0.5): practice stating wishes and regr
n
ets
es and regrets
I wish I hadn t …, I shoul Listening, speaking practice P 59
dn t have …, If only I had 復習(0.5): Listening check, Language check P
63
n t …
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
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22

23

24

25

26

27

Matthew Willemse (授業内容): stating future 予習(0.5): to understand using future tense
n
plans using going to future, s in conversation.
future continuous, and futu Vocabulary: on time, in time, repeatedly, fo
r the moment
re perfect
I m going to see friends in 復習(0.5): grammar activities P 111 Pronunci
France. I ll be relaxing o ation P 115
n a beach. I ll have finish
ed my report.
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
Matthew Willemse (授業内容): answer question 予習(0.5): to learn how to use future tense
n
s.
s about the future
Do you think machines will r Comparing opinions about the future
ule over us? Will he be stay Listening, speaking practice P 67
ing in Rome? One day I m go 復習(0.5): listening, Vocabulary, Writing P
69
ing to ...
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
Matthew Willemse (授業内容): job interviews, 予習(0.5): to be able to answer questions i
n
preferences and abilities n a job interview
I was wondering what happene Vocabulary: strong‑minded, creative, adaptab
d. Why do you want to work h le, determined
ere? Do you have any experie Asking short questions
復習(0.5): grammar activities P 112 Pronunci
nce?
(授業方法) Vocabulary practi ation P 115
ce, dictation, listening, gr Presentations assigned
ammar practice, pairwork
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
Matthew Willemse (授業内容): Pre‑TOEFL pract 予習(0.5): preparing for the upcoming TOEFL
n
test
ice
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
Matthew Willemse (授業内容): Current events, (予習：0.5）Introduce new vocabulary and sub
n
newspapers, magazines. Topi jects of your choice, present your opinion o
n the new media
cal subjects, podcasts
(授業方法) Vocabulary practi (復習: 0.5）Prepare questions and answers wi
ce, dictation, listening, gr th your new vocabulary
ammar practice, pairwork
Matthew Willemse (授業内容): comparing occup 予習(0.5): to understand how to talk about
n
ations ? responsibilities an jobs.
She s good at … He hates … making decisio
d demands
What qualities should a good ns
boss have? Would you consid 復習(0.5): Listening, Writing vocabulary P 7
er working in another countr 5
y?
(授業方法) Vocabulary practi
ce, dictation, listening, gr
ammar practice, pairwork
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28

29

Matthew Willemse (授業内容): gender stereoty 予習(0.5): to learn about gender stereotype
n
s
pes and equality, a/the
I got a raise, She s the ca Vocabulary: sensitive, strong, assertive, ca
reer woman, I already had di ring
Agreeing, disagreeing, correcting
nner
(授業方法) Vocabulary practi 復習(0.5): grammar activities P 113 Pronunci
ce, dictation, listening, gr ation P 115
ammar practice, pairwork
Matthew Willemse (授業内容): Individual Oral 予習(0.5): Student presentations, peer evalu
n
ations
Presentations (1)
(授業方法) Vocabulary practi Peer Evaluation
ce, dictation, listening, gr 復習(0.5): Review text, online practice
ammar practice, pairwork
Matthew Willemse (授業内容): Individual Oral 予習(１時間): Student presentations, peer ev
n
aluations
Presentations (2)
(授業方法) Vocabulary practi Peer Evaluation
ce, dictation, listening, gr 復習(１時間): Review text for final exam, on
line practice
ammar practice, pairwork
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授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅡ
Oral EnglishⅡ

授業形態
開講学期

演習
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 庄子 ひとみ
科目担当者
庄子 ひとみ
授業概要
[授業全体の内容］
Oral English Iの継続として、その内容を深め、レベルを高めたクラスである。英語の内容は日常会話に加え
、それよりもレベルを高めた、スポーツイベント、ビジネス、国際会議などを扱う。さまざまな状況における
コミュニケーションのための実践的なスピーキング・リスニングの演習を実施する。また、英語履歴書やe‑ma
ilの書き方や、英字新聞や雑誌の読解等のリーディング・ライティング活動も授業に取り入れ、総合的英語能
力の向上を目指す。TOEFLの模試と練習問題も実施し、TOEFL学内受験のための準備と訓練を行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目では、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。
2．自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる発音で表現で
きる。
3．トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。
4．英語履歴書やビジネスレターなとで必要な表現を、適切な場面で使用できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1．自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。（定期試験）
2．自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる発音で表現で
きる。（プレゼンテーション）
3．トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。（定期試験）
4．英語履歴書やビジネスレターを適切な表現を用いて作成できる。（定期試験）
5．TOEFLにおいてスコアを上昇させる。（授業内模試と学内受験）
[成績評価の方法]
1．定期試験: 30%
2．プレゼンテーション: 20%
3．TOEFLスコア（授業内模試、学内受験）: 30%
4．Class participation: 20%
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
[履修要件]
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1．4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
2．単語数について、40%以上の増加を目指す。
3．受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする場合がある。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1．A Shorter Course in Everyday Vocabulary Quizzes (佐藤誠司、南雲堂、2011)
2．5‑minute Quizzes for TOEFL Test (Lin Lougheed, Joseph Tashiro, Macmillan Language house, 1998)
その他のテキスト・参考書は、授業において提示する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
hi‑shoji@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
月〜木 一号館３階 庄子ひとみ研究室1332
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2．グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4．特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5．毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
庄子
ひとみ
（予習：0.5時間）
1
（授業内容）
・オリエンテーション：授業目 学内TOEFLを受験する。
的、授業方法、評価方法等を説
（復習：0.5時間）
明する。
TOEFL結果を分析し、学内受験2回目の目標設定を
する。
（授業方法）
授業説明 Q＆A
グループワーク
庄子 ひとみ
（予習：0.5 時間）
2
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 1, 2 Everyday Vocab, Unit 1,2 を学習する。
の習熟度を測る。
・Talking about Familyを学習 （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening EFL exerciseを行う。
comprehensionを学習する。

3

庄子

ひとみ

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 3, 4
の習熟度を測る。
・Talking about Friendsを学
習し、実践する。
・TOEFL exercise, Structure
and written expressionを学習
する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 3, 4を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

4

5

6

庄子

庄子

庄子

ひとみ

ひとみ

ひとみ

7

庄子

ひとみ

8

庄子

ひとみ

（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 5, 6 Everyday Vocab, Unit 5, 6を学習する。
の習熟度を測る。
・Talking about Cultureを学 （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
習し、実践する。
・TOEFL exercise, Reading co EFL exerciseを行う。
mprehension を学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 7, 8
の習熟度を測る。
・Talking about Educationを
学習し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehension を学習する。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 7, 8 を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 9, 10 Everyday Vocab, Unit 9, 10 を学習する。
の習熟度を測る。
・Talking about Sportsを学習 （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
し、実践する。
・TOEFL exercise, Structure EFL exerciseを行う。
and written expressionを学習
する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 11, 1 Everyday Vocab, Unit 6; Usage and Vocab, Les
son 6 を学習する。
2の習熟度を測る。
・Talking about Workを学習し
（復習：0.5時間）
、実践する。
・TOEFL exercise, Reading co Everyday Vocab, Unit 6; Usage and Vocab, Les
son 6の単語・イディオムを覚える。授業で指示
mprehensionを学習する。
されたTOEFL exerciseを行う。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 13, 1 Everyday Vocab, Unit 13, 14を学習する。
4の習熟度を測る。
・TOEFL exercise, Listening （復習：0.5 時間）
指示されたTOEFL exerciseを行う。
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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9

庄子

ひとみ

10

庄子

ひとみ

11

庄子

ひとみ

12

庄子

ひとみ

13

庄子

ひとみ

14

庄子

ひとみ

15

庄子

ひとみ

（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 15, 1 Everyday Vocab, Unit 15, 16を学習する。
6の習熟度を測る。
・TOEFL exercise, Structure （復習：0.5 時間）
and written expression を学 指示されたTOEFL exerciseを行う。
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークでTOEF
Lの演習を行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Reading exercise: 新聞の読 プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
ターネット、新聞等から収集する。
み方を学習する。
・Oral Presentation: プレゼ
ンテーションの基礎を学習する （復習：0.5 時間）
新聞の読み方を復習する。指示されたTOEFL exer
。
ciseを行う。
（授業方法）
新聞の読み方、プレゼンテーシ
ョンの基礎を説明する。ペア／
グループ・ワークで問題演習を
行う。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Oral Presentation: プレゼン プレゼンテーションのシナリオを作成する。プレ
テーションの基礎を学習する。 ゼンテーションの練習を行う。
（授業方法）
プレゼンテーションの基礎を説
明しする。ペア／グループ・ワ
ークで問題演習を行う。
（授業内容）
プレゼンテーションを実施する
。

（復習：0.5時間）
プレゼンテーションの基礎、および、新聞の読み
方を復習する。授業で指示されたTOEFL exercise
を行う。
（予習：0.5 時間）
プレゼンテーションの練習を行う。

（復習：0.5 時間）
TOEFL exerciseを復習する。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
プレゼンテーションを実施する Oral examinationの準備をする。
。
（復習：0.5 時間）
TOEFL exerciseを復習する。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
（予習：1.0 時間）
（授業内容）
TOEFL 模試のSection 1 & 2 を TOEFL exerciseを復習する。
実施する。
（復習：1.0 時間）
TOEFL exerciseを復習する。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
（予習・復習）
（授業内容）
TOEFL 模試Section 3 を実施す 前期の復習をする。
る。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
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16

17

18

庄子

庄子

庄子

ひとみ

ひとみ

ひとみ

19

庄子

ひとみ

20

庄子

ひとみ

（授業内容）
・オリエンテーション：後期授
業についての説明を行う。
・TOEFL exerciseの解説を行う
。
（授業方法）
間違えやすい問題をクラスで共
有し、説明する。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 16の
習熟度を測る。
・Talking about Foodを学習し
、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehension を学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 17の
習熟度を測る。
・TOEFL exercise, Structure
and written expression を学
習する。

（予習：0.5時間）
TOEFL exerciseを行う。
（復習：0.5時間）
TOEFLの誤解答を復習する。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 16を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 17を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 18の Everyday Vocab, Unit 18を学習する。
習熟度を測る。
・TOEFL exercise, Reading co （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
mprehensionを学習する。
EFL exerciseを行う。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 19の Everyday Vocab, Unit 19を学習する。
習熟度を測る。
・TOEFL exercise, Listening （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
comprehensionを学習する。
EFL exerciseを行う。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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21

庄子

ひとみ

22

庄子

ひとみ

23

庄子

ひとみ

24

庄子

ひとみ

25

庄子

ひとみ

26

庄子

ひとみ

（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 20の
習熟度を測る。
・Talking about Travelingを
学習し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehension を学習する。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 20 を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
English in movies: 映画を鑑 プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
賞し、口語表現を学習する。 ターネット、新聞等から収集する。シナリオを作
成する。
（授業方法）
映画で用いられた口語表現をペ （復習：0.5 時間）
映画で用いられた口語表現を学習する。指示され
アワークで練習する。
たTOEFL exerciseを行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
English in movies: 映画を鑑 プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
賞し、口語表現を学習する。 ターネット、雑誌、新聞等から収集する。シナリ
オを作成する。
（授業方法）
映画で用いられた口語表現をペ （復習：0.5 時間）
映画で用いられた口語表現を学習する。指示され
アワークで練習する。
たTOEFL exerciseを行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Oral presentation: 自分が選 プレゼンテーションの練習をする。
んだテーマについて講義形式の
プレゼンテーションを実施する
（復習：0.5 時間）
。
指示されたTOEFL exerciseを行う。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Oral presentation: 自分が選 プレゼンテーションの練習をする。
んだテーマについて講義形式の
プレゼンテーションを実施する （復習：0.5 時間）
指示されたTOEFL exerciseを行う。
。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
自分が選んだテーマについて講 英語履歴書・e‑mailの書き方に関する事前課題を
義形式のプレゼンテーションを 行う。
実施する。
（復習：0.5 時間）
英語履歴書・e‑mailの書き方を復習する。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。

256

27

庄子

ひとみ

28

庄子

ひとみ

29

庄子

ひとみ

（授業内容）
英字新聞の読み方を学ぶ。

（復習：0.5 時間）
（授業方法）
英字新聞の読み方を説明する。 英字新聞の読み方を復習する。
グループ・ワークで課題に取り
組む。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Writing exercise, CV writing 後期の総復習をする。
を実施する。
（復習：0.5時間）
後期の総復習をする。
（授業方法）
CVに必要な用語を説明する。各
自が自分のCVを作成する。
（予習： 1.0 時間）
（授業内容）
これまでのノートの整理、見直し
まとめ
（授業方法）
グループワーク

30

庄子

ひとみ

（予習：0.5 時間）
事前に配布された英文記事を読む。

（授業内容）
まとめ、今後の学習について
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（復習：1.0 時間）
Everyday Vocab, Units 1‑20; TOEFL exerciseを
復習する。
（予習・復習）
後期の復習をする。

授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅡ
Oral EnglishⅡ

授業形態
開講学期

演習
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 堀 智子
科目担当者
堀 智子
授業概要
[授業全体の内容]
Oral English Iの継続として、その内容を深め、レベルを高めたクラスである。英語の内容は日常会話に加え
、さまざまな状況におけるコミュニケーションのための実践的なスピーキング・リスニングの演習を実施する
。また、英語履歴書やe‑mailの書き方や、英字新聞や雑誌の読解等のリーディング・ライティング活動も授業
に取り入れ、総合的英語能力の向上を目指す。TOEFLの模試と練習問題も実施し、TOEFL学内受験のための準備
と訓練を行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目では、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。
2．自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる発音で表現で
きる。
3．トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。
4．英語履歴書やビジネスレターなとで必要な表現を、適切な場面で使用できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1．自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。（定期試験）
2．自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる発音で表現で
きる。（プレゼンテーション）
3．トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。（定期試験）
4．英語履歴書やビジネスレターを適切な表現を用いて作成できる。（課題）
5．TOEFLにおいてスコアを上昇させる。（授業内模試と学内受験）
[成績評価の方法]
1．定期試験: 40%
2．プレゼンテーション: 30%
3．TOEFLスコア・小テスト: 20%
4．授業外課題: 10%
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
[履修要件]
学内TOEFL受験のスコアによりクラス分けを行うので、指定クラスを受講する。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1．4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
2．単語数について、40%以上の増加を目指す。
3．受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする場合がある。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1．A Shorter Course in Everyday Vocabulary Quizzes (佐藤誠司、南雲堂、2011)
2．5‑minute Quizzes for TOEFL Test (Lin Lougheed, Joseph Tashiro, Macmillan Language house, 1998)
その他のテキスト・参考書は、授業において提示する。
連絡先とオフィスアワー

258

［連絡先］
t‑hori@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
火・水曜日12:15‑12:45 (1号館 3階 1304室)
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2．グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4．特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5．毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
堀
智子
（予習：0.5時間）
1
（授業内容）
・オリエンテーション：授業目 学内TOEFLを受験する。
的、授業方法、評価方法等を説
（復習：0.5時間）
明する。
・日本語と英語の言語的な違い TOEFL結果を分析し、学内受験2回目の目標設定を
を明確にし、日本語母語話者と する。
して英語にどう取り組むかを考
える。

2

3

堀

堀

智子

智子

（授業方法）
日本語と英語の言語的な違い、
英語への取り組みについてグル
ープで話し合う。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 1, 2
の習熟度を測る。
・Talking about Familyを学習
し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 3, 4
の習熟度を測る。
・Talking about Friendsを学
習し、実践する。
・TOEFL exercise, Structure
and written expressionを学習
する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 1,2 を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 3, 4を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

4

5

6

堀

堀

堀

智子

智子

智子

7

堀

智子

8

堀

智子

（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 5, 6 Everyday Vocab, Unit 5, 6を学習する。
の習熟度を測る。
・Talking about Cultureを学 （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
習し、実践する。
・TOEFL exercise, Reading co EFL exerciseを行う。
mprehension を学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 7, 8
の習熟度を測る。
・Talking about Educationを
学習し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehension を学習する。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 7, 8 を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 9, 10 Everyday Vocab, Unit 9, 10 を学習する。
の習熟度を測る。
・Talking about Sportsを学習 （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
し、実践する。
・TOEFL exercise, Structure EFL exerciseを行う。
and written expressionを学習
する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 11, 1 Everyday Vocab, Unit 6; Usage and Vocab, Les
son 6 を学習する。
2の習熟度を測る。
・Talking about Workを学習し
（復習：0.5時間）
、実践する。
・TOEFL exercise, Reading co Everyday Vocab, Unit 6; Usage and Vocab, Les
son 6の単語・イディオムを覚える。授業で指示
mprehensionを学習する。
されたTOEFL exerciseを行う。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 13, 1 Everyday Vocab, Unit 13, 14を学習する。
4の習熟度を測る。
・TOEFL exercise, Listening （復習：0.5 時間）
指示されたTOEFL exerciseを行う。
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。

260

9

堀

智子
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堀

智子

11

堀

智子

12

堀

智子

13

堀

智子

14

堀

智子

15

堀

智子

（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 15, 1 Everyday Vocab, Unit 15, 16を学習する。
6の習熟度を測る。
・TOEFL exercise, Structure （復習：0.5 時間）
and written expression を学 指示されたTOEFL exerciseを行う。
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークでTOEF
Lの演習を行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Reading exercise: 新聞の読 プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
ターネット、新聞等から収集する。
み方を学習する。
・Oral Presentation: プレゼ
ンテーションの基礎を学習する （復習：0.5 時間）
新聞の読み方を復習する。指示されたTOEFL exer
。
ciseを行う。
（授業方法）
新聞の読み方、プレゼンテーシ
ョンの基礎を説明する。ペア／
グループ・ワークで問題演習を
行う。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Oral Presentation: プレゼン プレゼンテーションのシナリオを作成する。プレ
テーションの基礎を学習する。 ゼンテーションの練習を行う。
（授業方法）
プレゼンテーションの基礎を説
明しする。ペア／グループ・ワ
ークで問題演習を行う。
（授業内容）
プレゼンテーションを実施する
。

（復習：0.5時間）
プレゼンテーションの基礎、および、新聞の読み
方を復習する。授業で指示されたTOEFL exercise
を行う。
（予習：0.5 時間）
プレゼンテーションの練習を行う。

（復習：0.5 時間）
TOEFL exerciseを復習する。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Oral examination を実施する Oral examinationの準備をする。
。
（復習：0.5 時間）
TOEFL exerciseを復習する。
（授業方法）
Oral examination の後、改善
点を説明する。
（予習：1.0 時間）
（授業内容）
TOEFL 模試のSection 1 & 2 を TOEFL exerciseを復習する。
実施する。
（復習：1.0 時間）
TOEFL exerciseを復習する。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
（予習・復習）
（授業内容）
TOEFL 模試Section 3 を実施す 前期の復習をする。
る。
（授業方法）
試験の後、解説を行う。
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堀
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堀
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智子

智子

智子

智子

（授業内容）
・オリエンテーション：後期授
業についての説明を行う。
・TOEFL exerciseの解説を行う
。
（授業方法）
間違えやすい問題をクラスで共
有し、説明する。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 16の
習熟度を測る。
・Talking about Foodを学習し
、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehension を学習する。

（予習：0.5時間）
TOEFL exerciseを行う。
（復習：0.5時間）
TOEFLの誤解答を復習する。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 16を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 17の Everyday Vocab, Unit 17を学習する。
習熟度を測る。
・Talking about Studying Eng （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
lishを学習し、実践する。
・TOEFL exercise, Structure EFL exerciseを行う。
and written expression を学
習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 18の Everyday Vocab, Unit 18を学習する。
習熟度を測る。
・Talking about Healthを学習 （復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
し、実践する。
・TOEFL exercise, Reading co EFL exerciseを行う。
mprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 19の
習熟度を測る。
・Talking about Clothesを学
習し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehensionを学習する。
（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
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（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 19を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。
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智子
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堀

智子

（授業内容）
・Everyday Vocab, Unit 20の
習熟度を測る。
・Talking about Travelingを
学習し、実践する。
・TOEFL exercise, Listening
comprehension を学習する。

（予習：0.5 時間）
Everyday Vocab, Unit 20 を学習する。
（復習：0.5 時間）
授業で扱った口語表現を復習する。指示されたTO
EFL exerciseを行う。

（授業方法）
ペア／グループ・ワークで会話
練習およびTOEFLの演習を行う
。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
English in movies: 映画を鑑 プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
賞し、口語表現を学習する。 ターネット、新聞等から収集する。シナリオを作
成する。
（授業方法）
映画で用いられた口語表現をペ （復習：0.5 時間）
映画で用いられた口語表現を学習する。指示され
アワークで練習する。
たTOEFL exerciseを行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
English in movies: 映画を鑑 プレゼンテーションのテーマを決め、情報をイン
賞し、口語表現を学習する。 ターネット、雑誌、新聞等から収集する。シナリ
オを作成する。
（授業方法）
映画で用いられた口語表現をペ （復習：0.5 時間）
映画で用いられた口語表現を学習する。指示され
アワークで練習する。
たTOEFL exerciseを行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Oral presentation: 自分が選 プレゼンテーションの練習をする。
んだテーマについて講義形式の
プレゼンテーションを実施する
（復習：0.5 時間）
。
指示されたTOEFL exerciseを行う。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Oral presentation: 自分が選 プレゼンテーションの練習をする。
んだテーマについて講義形式の
プレゼンテーションを実施する （復習：0.5 時間）
指示されたTOEFL exerciseを行う。
。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
自分が選んだテーマについて講 プレゼンテーションの準備をする。
義形式のプレゼンテーションを
（復習：0.5 時間）
実施する。
後期の復習をする。
（授業方法）
プレゼンテーションの相互評価
を行う。
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（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Oral examination を実施する Oral Examinationの準備をする。
（復習：1.0 時間）
。
期末試験の準備をする。
（授業方法）
Oral examination の後、改善
点を説明する。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
後期授業内容の理解度を確認す 後期の総復習をする。
る。
（復習：0.5時間）
後期の総復習をする。
（授業方法）
後期授業内容のまとめをする。
期末試験
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授業科目名
英語科目名

Oral EnglishⅡ
Oral EnglishⅡ

授業形態
開講学期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 Keith G.Russell
科目担当者
Keith G.Russell
授業概要
[授業全体の内容]
Oral English Iの継続として、その内容を深め、レベルを高めたクラスである。英語の内容は日常会話に加え
、それよりもレベルを高めた、スポーツイベント、ビジネス、国際会議などを扱う。さまざまな状況における
コミュニケーションのための実践的なスピーキング・リスニングの演習を実施する。また、英語履歴書やe‑ma
ilの書き方や、英字新聞や雑誌の読解等のリーディング・ライティング活動も授業に取り入れ、総合的英語能
力の向上を目指す。TOEFLの模試と練習問題も実施し、TOEFL学内受験のための準備と訓練を行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。
2．自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる発音で表現で
きる。
3．トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。
4．英語履歴書やビジネスレターで必要な表現を適切に使用できる。
5. TOEFLの問題形式を理解するとともに、TOEFLに必要なリスニング・文法・読解力を増強し、スコアを上昇
させる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 自然な速度で話される英語を聞き取り、理解することができる。（定期試験）
2. 自分の意見やパラグラフの要点を英語らしい言い回しを用い、かつ英語として理解されうる
発音で表現できる。（プレゼンテーション）
3. トピックセンテンスを理解しながら英文を読解し、自分の言葉で要点を説明できる。（定期試験）
4. 英語履歴書やビジネスレターを適切な表現を用いて作成できる。（定期試験）
5. TOEFLにおいてスコアを上昇させる。（授業内模試と学内受験）
[成績評価の方法]
1. Evaluation is based upon student participation in skills activities in class (40%),
of homework
assignments (30%), and in‑class tests (30%).
2. Further details will be described in the class orientation.
履修における留意事項
（受講条件）
1. 辞書を必ず持参すること（携帯電話・スマートフォンを辞書の代わりに使うことは不可）。

completion

（試験・レポートの課題に対するフィードバックの方法）
1,授業にて返却し、模範解答を提示、解説する。
2.初回の授業で指示する
3．適宜、プリントを配布する。
（テキスト・参考書）
Marathon Mouth Keep On Running
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
k‑russell@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
Office hours Building 1
ays 4:20‑4:45
備考

3'rd floor, rm1302, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays 8:00‑8:30, Wednesd
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［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における選択必修科目として位置づけられている。
2．グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4．特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5．毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）:
1
Orientation, Class introduct Learn class room English, start to understan
ion and how to give self‑int d "Information Gaps".
roductions, using first pair
work, and the large group w （復習: 0.5）
Check out the vocab sheet for Unit 1, HW: c
ork.
omplete the hand‑out.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
2
Learn class room English, start to understan
Classroom English:
Language focus: Help languag d "Information Gaps".
e.
How do you say that in
English ,
Please speak mo （復習: 0.5）
re slowly ,
How do you sp Check out the vocab sheet for Unit 2,
ell that in English ..Bingo

3

(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
To practice communicating in 4 man groups ab
Jackie Chan
Vocabulary: Family & biologi out family. To practice sufficiently to be a
cal information. Language fo ble to effectively express experience and pe
cus: Frequency adverbs, supe rmission and use frequency adverbs, superlat
rlatives, experience, permis ives.
sion
（復習: 0.5）
Review the vocab list Time: HW: Check out t
(授業方法）
Using first pair work, and t he vocab sheet for the next unit, write sect
hen large group work, then p ion 8, complete the hand‑out
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
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4

5

6

7

Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To practice sufficiently to be able to effec
y other students using the t tively express experience and permission and
use frequency adverbs, superlatives.
arget language.
（復習: 0.5）
(授業方法）
Using first pair work, and t Review the vocab list. HW: Check out the v
hen large group work, then p ocab sheet for the next unit, write section
rogressing to group conversa 8, complete the hand‑out.
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Bowling, Vocabulary: Numbers To be able to correctly say and communicate
, dates, ages and measureme numbers up to a trillion., read a clock in w
a quarter 'til five , and to
nts. Language focus: numbers ays such as
, descriptive language, revi be able to discus sports.
ew superlatives, and sports
（復習: 0.5）
experience
Review the vocab list. HW Complete the hand
‑out.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued, writin （予習：0.5）
g and survey other students To be able to correctly say and communicate
using the target language. numbers up to a trillion., read a clock in w
ays such as
a quarter 'til five , and to
(授業方法）Using first pair be able to discus sports.
work, and then large group w
ork, then progressing to gro （復習: 0.5）
up conversations, understand Preparation: Review the vocab list. HW Write
the grammar and conversatio section 8. check‑out the vocab sheet for th
e next unit, Complete the hand‑out.
n methods.
（復習: 0.5）
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Greek Zodiac and Chinese ani To be able to correctly communicate about pe
rsonality traits.
mal years
Vocabulary: Associated vocab
ulary, personality related w （復習: 0.5）
Review the vocab list. HW: Complete the hand
ords.
‑out.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
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8

9

10

11

Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To be able to correctly communicate about pe
y other students using the t rsonality traits.
arget language
（復習: 0.5）
Review the vocab list. HW: Write section 8.
(授業方法）
Using first pair work, and t check‑out the vocab sheet for the next unit,
hen large group work, then p Complete the hand‑out.
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Planning & preparation: Voca To learn to correctly choose and use determi
bulary: Beach items, house h ners with, countable non‑countable nouns
old items,sewing items,veget
able names. Language Focus: （復習: 0.5） Check‑out the vocab list..HW:.
usage of determiners with, Complete the hand‑out.
countable & non‑countable no
uns
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To learn to correctly choose and use determi
y other students using the t ners with, countable non‑countable nouns:
arget language
（復習: 0.5）
Review the vocab list. HW: Write section 8.
(授業方法）
Using first pair work, and t check‑out the vocab sheet for the next unit,
hen large group work, then p Complete the hand‑out.
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell 授業内容〕
（予習：0.5）To learn how to communicate abo
Dating Vocabulary: physical ut physical appearance & personalities, Stat
appearance,personalities, cl ing and asking preferences, letter writing
othing styles. Language Focu
s: Describing physical appea （復習: 0.5）
rance & personalities, Stati Review the vocab list. HW:. Complete the han
ng and asking preferences, s d‑out.
imple letter writing
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
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12

13

14

15

Keith G.Russell (授業内容）Continued, writin （予習：0.5）
g and survey other students To learn how to communicate about physical a
ppearance & personalities, Stating and askin
using the target language
g preferences, letter writing
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w （復習: 0.5）
ork, then progressing to gro Review the vocab list..HW: Write section 10.
up conversations, understand check‑out the vocab sheet for the next unit
the grammar and conversatio , Complete the hand‑out.
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）TOEFL模試
（予習：0.5）
To take a practice TOEFL test to prepare you
(授業方法）Students take a T for your summer homework and the November T
OEFL test.
OEFL test.
（復習: 0.5）
Review the vocab list. HW: Review the book
and your writing assignments.
Decide what you want to know about the test
and prepare to ask the teacher.
Keith G.Russell (授業内容） Students finish （予習：0.5）
the TOEFL test, then prepare To take a practice TOEFL test to prepare you
for the final test: What w for your summer homework and the November T
ill be on it and what to pre OEFL test.
pare.
（復習: 0.5）
(授業方法）The students fini Review the vocab list. HW: Review the book
sh the remaining part of the and your writing assignments.
test. Then they have time t Decide what you want to know about the test
o have the final test descri and prepare to ask the teacher.
bed and they should ask rele
Preparation Total time: 15hrs, Review total
vant questions..
time: 15hrs. Total 30hrs.
(授業内容）学期末テスト
(授業方法）They take the tes
t.
Keith G.Russell (授業内容）Return tests. Exp （予習：0.5）
lain their grades, this seme Let the students know what they did on thei
ster's goals. Review of clas r examination. Help them to plan their goals
sroom English. Survey others . Remove the rust from the brain and remembe
about their summer vacation r class room English. Get them back into con
versing in English.
(授業方法）First semester te （復習: 0.5）
sts are returned. They find Students should lightly review the first sem
out how their grades were ca esters work.
lculated, and plan their stu
dies for the second semester
.
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16

17

18

19

Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To practice communicating about body parts,
y other students using the t common maladies and their treatments.
arget language
（復習: 0.5）
Check‑out the vocab list. HW: Complete the h
(授業方法）
Using first pair work, and t and‑out.
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Vocabulary: weather conditio To practice communicating about weather, and
ns, clothing and household g review preparations.
oods,days of the week
Language Focus: describing t （復習: 0.5）
he weather, advisability,, m Check‑out the vocab list. HW. Complete the h
aking suggestions, experienc and‑out. Choose partners for your presentati
on.
e with weather
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To be able to discuss the weather and appro
y other students using the t priate preparations using the correct determ
iners.
arget language.
（復習: 0.5） review the vocab list. HW Writ
(授業方法）
Using first pair work, and t e Section 8. Complete the hand‑out.
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To practice communicating about travel, comp
y other students using the t ass directions, measurement & time, and mode
s of transportation.
arget language.
（復習: 0.5）
(授業方法）
HW. Complete th
Using first pair work, and t Check‑out the vocab list.
hen large group work, then p e hand‑out. Choose a topic for your presenta
rogressing to group conversa tion.
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
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20

21

22

23

Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
To be able to discuss travel.
Travel and geography
Vocabulary: compass directio
ns, measurement & time, mode （復習: 0.5）
s of transportation. Languag review the vocab list. HW Write Section 6.
e Focus: directions,distance Complete the hand‑out. Prepare for your pres
s,, duration & measurements, entation
map interpretation, travel
experience.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）To practice communicating about
Continued, writing and surve food and review numbers.
y other students using the t
arget language regarding foo （復習: 0.5）
Check‑out the vocab list. HW: Complete the h
d.
and‑out. Every week from here on: prepare an
d practice your presentation.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）To understand menus and be able
to order foods at a restaurant.
Restaurant menus
Vocabulary: menu item sprice
s: pounds, dollars, and othe （復習: 0.5）
Review the vocab list. HW: Write Section 7.
r countries
Complete the hand‑out.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To practice communicating about pollution wa
y other students using the t ste & energy usage.
arget language.about the eco
（復習: 0.5）
logy
Check‑out the vocab list. HW: Complete the
hand‑out.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
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24

25

26

27

Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
To be able to discuss types of garbage, and
Environmental issues
Vocabulary: pollution waste review household items and their determiner
& energy usage, types of gar s.
bage, and household items
Language Focus: expressing f （復習: 0.5）
igures,, numbers & percentag Review the vocab list. HW: Write Section 9.
es, stating frequency, and e Complete the hand‑out.
xpressing intention
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Continued, writing and surve To practice communicating about generalizati
y other students using the t ons reviewing personality traits.
arget language about stereot
（復習: 0.5）
ypes
Check‑out the vocab list. HW: Complete the h
and‑out.
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）To be able to discuss stereoty
pes.
Generalizations
Vocabulary: cultural, occupa
tion & gender specific state （復習: 0.5）
ments, true/false, positive/ review the vocab list. .HW: Write Section 7.
negative and neutral. Langua Complete the hand‑out.
ge Focus: understanding and
stating generalizations, exp
ressing one's opinion,descri
bing a cultural experience
(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
To give their presentation and get practice
Oral presentations
talking in front of groups using A/V equipme
nt
(授業方法）
Students do their presentati
ons while others critique th （復習: 0.5）
Practice your presentation.
em.
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28

Keith G.Russell (授業内容）
Oral presentations

（予習：0.5）
To give their presentation and get practice
talking in front of groups using A/V equipme
nt

(授業方法）
Students do their presentati （復習: 0.5）
ons while others critique th Practice your presentation
em.
Preparation Total time: 30hrs, Review total
time: 30hrs. Total 60hrs.
(授業内容）
]Final oral presentations. E
xplanation of grades.
(授業方法）
Students do their presentati
ons while others critique th
em. I explain their grades.
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授業科目名
英語科目名

Advanced Oral English
Advanced Oral English

授業形態
開講学期

演習
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

須藤

路子

授業概要
[授業全体の内容]
この授業科目は、オーラル・コミュニケーションの上級授業である。
効果的なオーラル・プレゼンテーション、ディスカッション、ビジネスでの会議、就職面接等が、英語で出来
るようになることを目標とする。海外のニュース、映画、テレビ番組等を理解し、世界で活躍出来るためのコ
ミュニケーション・ツールを身に付ける。
スピーチサイエンス等の手法や、海外のニュース、映画、テレビ番組等を使用し、リスニング力・スピーキン
グ力が上達する訓練を実施する。また、TOEFLのListening ComprehensionとSpeakingの訓練も実施する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1. 自然な速さの英会話の内容を理解することができる。
2. 英語コミュニケーションの中で、様々な単語を適切に使い分けることができる。
3. 英会話らしい発音や韻律（prosody）を使用できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 1分間に200単語以上の速さの英会話の内容を理解できる（Business meeting）
2. 20,000単語以上の英単語を使うことができる。（Vocabulary test、TOEFL score)
3. スピーキングは、母音・子音、リズム、イントネーションの観点から評価する。（Oral presentation）
[成績評価の方法]
Oral presentation (50%), TOEFL score (30%), Business meeting (10%), Vocabulary test(10%)で評価する
。
詳細は、前・後期の一回目の授業時に提示する。
履修における留意事項
[履修要件]
1. 20名以上の受講希望者がいる場合には、TOEFLスコアや他の英語科目等の成績をもとに総合的に判断し、上
位20名までの対象者が履修できる。
2. 学内TOEFLを受験していることが望ましい。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. すべて英語で実施されるクラスである。
2. 4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
3. Reading rateは1分間に200単語以上をはじめのターゲットとし、すでにそのターゲットを達成している学
生はスターティングから20%以上上昇させる。
4. 語彙数は20,000単語をはじめのターゲットとし、すでにそのターゲットを達成している学生はスターティ
ングから20%以上上昇させる。
5. 受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1. Skills to Become a Better Listener (JACET関西支部リスニング研究会、金星堂、2001)
2. Power‑up Trainer for the TOEFL ITP (Mark D. Stafford, Chizuko Tsumatori, Cengage Learning, 2011
)
3. 聞いて覚える英単語キクタンTOEFL Test (田中真紀子、アルク、2009）
これらのテキストは必ず用意すること（授業内で販売する）。
その他の参考書は、各回の授業において提示する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
msudou@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
火曜日12:15‑12:45 (1号館 3階 1330室)、水曜日12:15‑12:45 (1号館 3階 1330室)
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1. グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
2. 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
3. 特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
4. 毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
須藤路子
（予習：0.5時間）
1回目
［授業内容］
Orientation, 3‑minute speech 学内TOEFLを受験する。英語のリスニングストラ
を行なう。授業目的、授業方法 テジー Section１を学習する。英単語キクタンDa
、シラバスの説明、評価方法等 ys 1 ‑3のわからない単語を調べ、覚えてくる。
を説明する。
（復習：0.5時間）
授業で説明のあるスピーチで重要な要素を理解し
［授業方法］
LL機能を説明し、ペアワーク、 、覚える。
グループワーク、応答機能を実
際に使用する。
須藤路子
（予習：0.5時間）
2回目
［授業内容］
1. Pronunciation clinic:スピ 英語のリスニングストラテジー Section 2を学習
ーチサイエンスの立場から、徹 する。英単語キクタンDays 4‑6 のわからない単
底した発音訓練を実施する。子 語を調べ、覚えてくる。
音訓練を行う。
2. Listening training progra （復習：0.5時間）
m: English consonants 英語の 英語のリスニングストラテジー Section１の語句
リスニングストラテジー Secti 、表現を覚える。英語キクタンDays 1‑3 の未習
得の単語を覚える。Power‑up Trainer for the T
on1.
3. TOEFLスコアを上げるための OEFL ITP Unit１の誤答の箇所を学習する。
訓練を行う。Power‑up Trainer
for the TOEFL ITP: Unit 1 (
Reading)
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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3回目

4回目

5回目

須藤路子

須藤路子

須藤路子

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Pronunciation clinic: vow 英語のリスニングストラテジー Section 3を学習
els 母音訓練を実施する。 Lis する。英単語キクタンDays 7‑9 のわからない単
tening training program: 英 語を調べ、覚えてくる。
語のリスニングストラテジー
（復習：0.5時間）
Section 2
2. TOEFL exercises: TOEFL Li 英語のリスニングストラテジー Section 2の語句
stening Sectionのスコアを上 、表現を覚える。英語キクタンDays 4‑6 の未習
げるための訓練を行う。Power‑ 得の単語を覚える。Power‑up Trainer for the T
up Trainer for the TOEFL ITP OEFL ITP Unit 2の誤答の箇所を学習する。
: Unit 2 Listening (Part A)
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Pronunciation clinic 音連 英語のリスニングストラテジー Section 4を学習
する。英単語キクタンDays 10‑12 のわからない
続の訓練を実施する。
2. Listening training progra 単語を調べ、覚えてくる。
m: 英語のリスニングストラテ
（復習：0.5時間）
ジーSection 3
3.TOEFL exercises: TOEFL Lis 英語のリスニングストラテジー Section 3の語句
tening Sectionのスコアを上げ 、表現を覚える。英語キクタンDays 7‑9 の未習
るための訓練を行う。Power‑up 得の単語を覚える。Power‑up Trainer for the T
Trainer for the TOEFL ITP: OEFL ITP Ｕnit 3の誤答の箇所を学習する。
Unit 3 (Reading) TOEFLのリス
ニング問題を訓練する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Pronunciation clinic: 音 英語のリスニングストラテジー Section 5を学習
の脱落と同化の訓練を実施する する。
。Listening training program
: 英語のリスニングストラテジ （復習：0.5時間）
英語のリスニングストラテジー Section 4の語句
ーSection 4
2. TOEFL exercises: TOEFL Li 、表現を覚える。英語キクタンDays 1‑12 の未習
stening Sectionのスコアを上 得の単語を覚える。Power‑up Trainer for the T
げるための訓練を行う。Power‑ OEFL ITP Unit 4 の誤答の箇所を学習する。
up Trainer for the TOEFL ITP
: Unit 4 (Part B) TOEFLのリ
スニング問題を訓練する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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6回目

7回目

須藤路子

須藤路子

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Pronunciation clinic: 語 英語のリスニングストラテジー Section 6を学習
アクセントと句アクセントの訓 する。英語キクタンDays 13‑15 を学習する。
練を実施する。
2. Listening training progra （復習：0.5時間）
m: 英語のリスニングストラテ 英語のリスニングストラテジー Section 5の語句
、表現を覚える。英語キクタンDays 1‑12 の未習
ジーSection 5
3. TOEFL exercises: TOEFL Li 得の単語を覚える。Power‑up Trainer for the T
stening Sectionのスコアを上 OEFL ITP 5 の誤答の箇所を学習する。
げるための訓練を行う。Power‑
up Trainer for the TOEFL ITP
: Unit 5 (Reading)
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Pronunciation clinic:文ア 英語のリスニングストラテジー Section 7を学習
クセントの訓練を実施する。 する。英単語キクタンDays 16‑18 のわからない
2. Listening training progra 単語を調べ、覚えてくる。
m:英語のリスニングストラテジ
（復習：0.5時間）
ーSection 6
3. TOEFL exercises: TOEFL Li 英語のリスニングストラテジー Section 6の語句
stening Sectionのスコアを上 表現を覚える。英語キクタンDays 13‑15 の未習
げるための訓練を行う。Power‑ 得の単語を覚える。Power‑up Trainer for the T
up Trainer for the TOEFL ITP OEFL ITP Unit 6 の誤答の箇所を学習する。
: Unit 6 (Part C) Reading TO
EFLリスニング問題を訓練する
。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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8回目

9回目

須藤路子

須藤路子

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Pronunciation clinic:英語 Oral presentation のテーマを設定し、そのため
のデータ、情報をインターネット、雑誌、新聞等
のリズム訓練を実施する。
2. Listening training progra から収集する。
m:英語のリスニングストラテジ
（復習：0.5時間）
ーSection 7
3. TOEFL exercises: TOEFL Li 英語のリスニングストラテジー Section 7の語句
stening Sectionのスコアを上 表現を覚える。英語キクタンDays 16‑18の未習得
げるための訓練を行う。Power‑ の単語を覚える。Power‑up Trainer for the TOE
up Trainer for the TOEFL ITP FL ITP Unit 7 の誤答の箇所を学習する。
: Unit 7 (Reading) TOEFLリス
ニング問題を訓練する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Pronunciation clinic:文に Oral presentation の為に収集したデータに基づ
おけるイントネーションの訓練 き、テキストを作成する。
を実施する。
2. Listening training progra （復習：0.5時間）
m:英語のリスニングストラテジ Power‑up Trainer for the TOEFL ITP Unit 8 の
誤答の箇所を学習する。
ーSection 8
3. TOEFL exercises: TOEFL Li
stening Sectionのスコアを上
げるための訓練を行う。Power‑
up Trainer for the TOEFL ITP
: Unit 8 (Part B) TOEFLリス
ニング問題を訓練する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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10回目

11回目

須藤路子

須藤路子

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Pronunciation clinic:英語 Oral presentation の為に作成したテキストを基
に、発音、delivery 等を練習する。
のリズム訓練を実施する。
2. Listening training progra
m:英語のリスニングストラテジ （復習：0.5時間）
Power‑up Trainer for the TOEFL ITP Unit 9 の
ーSection 9
3. TOEFL exercises: TOEFL Li 誤答の箇所を学習する。
stening Sectionのスコアを上
げるための訓練を行う。Power‑
up Trainer for the TOEFL ITP
: Unit 9 (Reading) TOEFLリス
ニング問題を訓練する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Oral presentations:英語プ 効果的なプレゼンテーションの仕方を学習する。
レゼンテーションの基本スキル パワーポイントスライドを作成する。
を習得する。Begin powerfully
, Present logically, Maintai （復習：0.5時間）
n interests, Use visualsの表 Begin powerfully, Present logically のための
表現を復習する。Power‑up Trainer for the TOE
現を学習する。
2. TOEFL exercises: TOEFL Li FL ITP Unit 10, Unit 11 (Reading) の誤答の
stening Sectionのスコアを上 箇所を学習する。
げるための訓練を行う。Power‑
up Trainer for the TOEFL ITP
: Unit 10 (Part C), Unit 11
(Reading) TOEFLリスニング問
題を訓練する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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12回目

13回目

14回目

15回目

16回目

須藤路子

須藤路子

須藤路子

須藤路子

須藤路子

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Oral presentations: プレ 効果的なプレゼンテーションを学習する。
ゼンテーションを実施する。
2. CNN News: CNN Newsを用い （復習：0.5時間）
リスニング・スピーキング訓練 Finish powerfully の表現を学習する。Power‑u
p Trainer for the TOEFL ITP: Unit 12 (Readin
を行う。
3. TOEFL exercises: TOEFL Li g) の誤答の箇所を学習する。
stening Sectionのスコアを上
げるための訓練を行う。Power‑
up Trainer for the TOEFL ITP
: Unit 12 (Part C) TOEFLリス
ニング問題を訓練する。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Oral examination を実施する 英語キクタンDays 13‑20 の未習得の単語を覚え
る。
。
［授業方法］
Oral examinationをインタビュ
ー形式とペアワーク形式で実施
する。
［授業内容］
Oral examinationの評価は、授
業にて提示し、改善点を解説・
指導する。Evaluation と英語
学習法について説明する。

（復習：0.5時間）
TOEFLのSection 1: Listening Comprehension問
題の誤答の箇所を学習する。
（予習：0.5時間）
3‑min speech の準備をする。英単語キクタンDay
s 21‑23 のわからない単語を調べ、覚えてくる。
（復習：0.5時間）
英語キクタンDays 1‑20 の未習得の単語を覚える
。TOEFL 練習テストの誤答の箇所を学習する。

［授業方法］
ペアになり、会話を行う。また
、口頭により学習した英語表現
を質疑応答する。ペアワークや
LL機能を使用し、今後の学習方
法について、実践してみる。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
3‑minute speech: Effective s 3‑min speech の準備をする。英単語キクタンDay
s 24‑26 のわからない単語を調べ、覚えてくる。
peechのスキルを習得する。
［授業方法］
実際にspeechを行い、他の学生
は評価を行う。
［授業内容］
3‑minute speech:Speechを実施
する。声の大きさ、ジェスチャ
ー等のdeliveryに関するスキル
を訓練する。

（復習：0.5時間）
Speechの基本スキルを復習する。英単語キクタン
Days 21‑23の未習得語彙を覚える。
（予習：0.5時間）
英単語キクタンDays 27‑29 のわからない単語を
調べ、覚えてくる。

（復習：0.5時間）
Speechのdeliveryに関するスキルを学習する。英
語キクタンDays 24‑26 の未習得の単語を覚える
［授業方法］
実際にspeechを行い、他の学生 。
は評価を行う。
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17回目

18回目

19回目

須藤路子

須藤路子

須藤路子

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Listening training progra 英語のリスニングストラテジー Section 10 を学
m: 外来語と固有名詞を聞き取 習する。英語キクタンDays 30‑32のわからない単
る訓練を実施する。英語のリス 語を調べ、覚えてくる。
ニングストラテジーSection 9
2. CNN News: CNN Newsを用い （復習：0.5時間）
リスニング・スピーキング訓練 英語のリスニングストラテジー Section 9の語句
、表現を覚える。英語キクタンDays 27‑29の未習
を行う。
3. TOEFL exercises: Independ 得の単語を覚える。TOEFL exercises の誤答の箇
ent Speaking TOEFLスコアを 所を学習する。
上げるための訓練を行う。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Listening training progra 英語のリスニングストラテジー Section 11 を学
m:数字を聞き取る訓練を実施す 習する。英語キクタンDays 33‑35のわからない単
る。英語のリスニングストラテ 語を調べ、覚えてくる。
ジーSection 10
（復習：0.5時間）
2. CNN News
3. TOEFL exercises: Independ 英語のリスニングストラテジー Section 10の語
ent Speaking:CNN Newsを用い 句、表現を覚える。英語キクタンDays 30‑32 の
リスニング・スピーキング訓練 未習得の単語を覚える。TOEFL exercises の誤答
を行う。TOEFLスコアを上げる の箇所を学習する。
ための訓練を行う。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Listening training progra 英語キクタンDays 36‑38 のわからない単語を調
m: 意味グループ単位を聞き取 べ、覚えてくる。
る訓練を実施する。英語のリス
ニングストラテジーSection 11 （復習：0.5時間）
2. CNN News: CNN Newsを用い 英語のリスニングストラテジー Section 11の語
リスニング・スピーキング訓練 句表現を覚える。英語キクタンDays 33‑35 の未
習得の単語を覚える。TOEFL exercises の誤答の
を行う。
3. TOEFL exercises: Independ 箇所を学習する。
ent Speaking TOEFLスコアを上
げるための訓練を行う。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。

281

20回目

須藤路子

21回目

須藤路子

22回目

須藤路子

［授業内容］
1. English in movies:映画を
鑑賞し、口語表現を学習する。
2. TOEFL受験TOEFLを受験し、
上達度を測定する。

（予習：0.5時間）
英単語キクタンDays 39‑41 のわからない単語を
調べ、覚えてくる。
（復習：0.5時間）
映画の口語表現を学習する。英語キクタンDays 3
6‑38の未習得の単語を覚える。

［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
English in movies: 映画を鑑 英語のリスニングストラテジー Section 12 を学
賞し、口語表現を学習する。 習する。英単語キクタンDays 42‑44 のわからな
い単語を調べ、覚えてくる。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う （復習：0.5時間）
。LL機能を使用し、リスニング 映画の口語表現を学習する。英語キクタンDays 3
・スピーキング練習を行い、応 9‑41の未習得の単語を覚える。
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Listening training progra 講義形式のOral presentation のテーマを設定し
m: イントネーションの意味を 、そのためのデータ、情報をインターネット、雑
理解する訓練を実施する。英語 誌、新聞等から収集する 。英単語キクタンDays
のリスニングストラテジーSect 45‑47 のわからない単語を調べ、覚えてくる。
ion 12
2. CNN News: CNN Newsを用い （復習：0.5時間）
リスニング・スピーキング訓練 英語のリスニングストラテジー Section 12 の語
句表現を覚える。英語キクタンDays 42‑44 の未
を行う。
3. TOEFL exercises: Integrat 習得の単語を覚える。TOEFL exercises の誤答の
ed SpeakingTOEFLスコアを上げ 箇所を学習する。
るための訓練を行う。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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23回目

24回目

25回目

須藤路子

須藤路子

須藤路子

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Listening training progra Oral presentation の為に作成したテキストを基
m: 必要な情報のみを聞き取る に、発音、delivery 等を練習する。
訓練を実施する。英語のリスニ
ングストラテジーSection 14 （復習：0.5時間）
2. CNN News:CNN Newsを用いリ 英語のリスニングストラテジー Section 14の語
スニング・スピーキング訓練を 句表現を覚える。英語キクタンDays 21‑44 の未
習得の単語を覚える。TOEFL exercises の誤答の
行う。
3. TOEFL exercises: Integrat 箇所を学習する。
ed Speaking TOEFLスコアを上
げるための訓練を行う。
4. キクタン英単語 (21‑33)テ
ストを実施する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
［授業内容］
Oral presentations:講義形式
のOral presentationを実施し
、上達度を測定する。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
［授業内容］
Informal discussion:特定のテ
ーマに関し、ディスカッション
を実施し、ディスカッションに
必要な表現を習得する。

（予習：0.5時間）
ディスカッションのテーマを設定し、そのための
データ、情報をインターネット、雑誌、新聞等か
ら収集するのための表現を学習する。
（復習：0.5時間）
効果的なプレゼンテーションを学習する。

（予習：0.5時間）
ビジネスミーティングの発表ためのテーマを設定
し、そのためのデータ、情報をインターネット、
雑誌、新聞等から収集する。

（復習：0.5時間）
ディスカッションに必要な表現を学習する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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26回目

27回目

28回目

須藤路子

須藤路子

須藤路子

（予習：1.5時間）
［授業内容］
Business meeting:ビジネスミ 収集したデータに基づき、agenda 作成の準備を
ーティングの基本スキルを習得 する。
する(opening statement, proc
eeding, encouraging, conclud （復習：1.5時間）
ing)。ミーティングの準備を開 ビジネスミーティングの基本スキルを学習する。
ビジネスミーティングで使用する表現を学習する
始する。
Business meeting:グループご 。
とにビジネスミーティングの練
習を実施し、agendaを作成する
。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
グループワークでミーティング
を行う。他のグループは、評価
を実施する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Business meeting:ビジネス 授業で行った場面での会話を復習する。
ミーティングをグループごとに
（復習：0.5時間）
発表する。
2. 英語能力測定:Reading rate 作成したagenda をもとにビジネスミーティング
、vocabularyの観点から上達度 の準備をする。ビジネスミーティングで使用する
表現を学習する。
を測定する。
3. TOEFL exercises: Integrat
ed Speaking
［授業方法］
グループワークでミーティング
を行う。他のグループは、評価
を実施する。
復習：1時間）
［授業内容］
授業で行った場面での会話を実 英語キクタンDays 1‑44 の未習得の単語を覚える
施する。Evaluation と英語学 。映画の表現を覚える。
習法について説明する。
Oral examinationの評価は、授
業にて提示し、改善点を解説・
指導する。
［授業方法］
ペアになり、会話を行う。また
、口頭により学習した英語表現
を質疑応答する 。ペアワーク
やLL機能を使用し、今後の学習
方法について、実践してみる。
定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

ドイツ語入門
Introduction to German

授業形態
開講学期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 Frank Riesner
科目担当者
ドイツ語入門
授業概要
[授業全体の内容]
このクラスの目的は、ドイツ語を理解し、自分の意見を基礎的なドイツ語を用いて表現できるようになること
である。ドイツ語の最初歩を学んでいく。文法面では、高校までの英語学習、日本語学習で置き去りにしてき
た「なぜ、このような規則があるのか」という側面を中心にドイツ語の概要を紹介していく。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1. 基本文法を理解し活用できる。
2. ドイツ語の発音に習熟し、平易な文章が音読できる。
3. online 辞書 (wadoku.de)を使って、平易な読み物が理解できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1． 基礎的なドイツ語の文法の理解度をを評価する。（学期末試験）
2． 音読度を評価する。（Class participation）
3． 読解度を評価する。（Class participation）
[成績評価の方法]
Class participation (20%), 学期末試験(80%)で評価する。
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
[履修要件]
１．定員30人。
２．辞書やスマートフォンのアプリケーション辞書を持ってくること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
2. 予習復習の目安は毎週一時間程度の時間が必要である。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
1. 発音の練習、聞き取り練習、文法練習のフィードバックは授業にて提示し、改善点を解説する。
2. ドイツ語検定試験の模擬テストの評価は授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
矢羽々崇 / フランク・リースナー（2014）ANFANG
テキストは必ず用意すること（授業内で販売する)。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
frankr@juntendo.ac.jp

第三書房 ￥2,500 + Tax

［オフィスアワー］
月曜日10:10‑10:20 (1号館 3階 1330室)
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
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授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
Riesner
1
アルファベット・母音の発音

2

Riesner

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
予習(0.5時間）： ドイツについて調べる。
復習(0.5時間）： アルファベット

人称代名詞・動詞の現在人称変
予習(0.5時間）：はAnfang
化・ドイツ語の発音(1)
10,11
復習(0.5時間）：はAnfang
現在人称変化

教科書：

ページ

教授資料科:動詞の

3

Riesner

ドイツ語の発音(2) 練習・ 聞 予習(0.5時間）：Anfang
復習(0.5時間）：Anfang
き取り練習・読み練習
在人称変化

4

Riesner

不規則変化動詞
werden

5

Riesner

数詞１‑２０、 聞き取り練習・ 予習(0.5時間）：Anfang
復習(0.5時間）：Anfang
読み練習

教科書ページ17
教授資料科: 数字

6

Riesner

文書理解・不規則変化動詞・練 予習(0.5時間）：Anfang
復習(0.5時間）：Anfang
習１
化動詞

教科書ページ20‑22
教授資料科:不規則変

7

Riesner

名詞の性と冠詞・聞き取り練習 予習(0.5時間）：Anfang
復習(0.5時間）：Anfang
・読み練習
と冠詞

教科書ページ22,23
教授資料科:名詞の性

8

Riesner

定冠詞･不定冠詞・4つの格･文 予習(0.5時間）：Anfang
復習(0.5時間）：Anfang
書理解・文法練習
不定冠詞・4つの格

教科書ページ25,26
教授資料科:定冠詞･

9

Riesner

練習１+２+３、否定冠詞・聞き 予習(0.5時間）：Anfang
復習(0.5時間）：Anfang
取り練習・読み練習

教科書ページ27
教授資料科:否定冠詞

10

Riesner

文書理解・名詞の複数形と格変 予習(0.5時間）：Anfang
復習(0.5時間）：Anfang
化・練習１
数形と格変化

教科書ページ30,31
教授資料科:名詞の複

11

Riesner

男性弱変化名詞･練習２、２０ 予習(0.5時間）：Anfang
‑１００数・聞き取り練習・読 復習(0.5時間）：Anfang
化名詞
み練習

教科書ページ33
教授資料科:男性弱変

12

Riesner

ドイツ語の人称代名詞 (1格、3 予習(0.5時間）：Anfang
格4格）、練習１ 人称代名詞の 復習(0.5時間）：Anfang
詞
語順

教科書ページ38
教授資料科:人称代名

13

Riesner

疑問詞・聞き取り練習・読みの 復習
予習
練習

14

Riesner

２格、３格、４格、３格や４格 予習(1 時間）：Anfang 教科書ページ44
教授資料科:前置詞
と結びつく主な前置詞・練習１ 復習(1 時間）：Anfang
期末試験を準備 Anfang 第1課〜第７課

sein, haben, 予習(0.5時間）：Anfang
復習(0.5時間）：Anfang
ben, werden
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教科書ページ13
教授資料科:動詞の現

教科書ページ16,17
教授資料科: sein, ha

(0.5時間）：教授資料科:疑問詞
(0.5時間）：Anfang 教科書ページ39

Riesner

予習(0.5時間) は期末試験を準備 Anfang 第1課
〜第７課
前置詞と定冠詞の融合形・聞き 予習(0.5時間) ページ45
復習(0.5時間) はAnfang教授資料科:前置詞と定
取り練習・読みの練習
冠詞の融合形
期末試験

15

Riesner

16

Riesner

動詞・名詞や前置詞の使い方の 予習 (0.5時間) はAnfang 教科書ぺージ46
復習 (0.5時間) はAnfang
教授資料科：２格、
復習
３格、４格、３格や４格と結びつく主な前置詞

17

Riesner

話法の助動詞

18

Riesner

復習 (0.5時間) はAnfang
助動詞
mein 型冠詞・dieser型冠詞・ 予習 (0.5時間) はAnfang
復習 (0.5時間) はAnfang
聞き取り練習
eser 型冠詞

19

Riesner

分離動詞・命令形
３

練習１+２+ 予習 (0.5時間) はAnfang
復習 (0.5時間) はAnfang
詞

教科書ページ59‑60
教授資料科:分離動

20

Riesner

聞き取り練習・読み練習・非分 予習 (0.5時間) はAnfang
復習 (0.5時間) はAnfang
離動詞

教科書ページ60,61
教授資料科:命令形

21

Riesner

副文

予習 (0.5時間) はAnfang
復習 (0.5時間) はAnfang

22

Riesner

接続詞・副文・練習１+２+３

予習(0.5時間) はAnfang
復習(0.5時間) はAnfang

23

Riesner

zu 不定句・練習１+２

教科書ページ68,69
教授資料科:zu 不定

24

Riesner

聞き取り練習・読み練習

予習 (0.5時間) はAnfang
復習(0.5時間) はAnfang
句(1)
予習 (0.5時間) はAnfang
復習(0.5時間) はAnfang
句(2)

25

Riesner

形容詞の原級・比較級・練習
１

予習 (0.5時間) はAnfang
復習 (0.5時間) はAnfang
の原級

教科書ページ73,74
教授資料科:形容詞

26

Riesner

最上級・練習２+３
練習・読み練習

聞き取り 予習 (0.5時間) はAnfang
復習 (0.5時間) はAnfang

教科書ページ75,76
教授資料科:最上級

27

Riesner

過去基本形と過去分詞・練習１ 予習 (0.5時間) はAnfang
復習(0.5時間) はAnfang
+２
形

28

Riesner

現在完了形・練習３
練習・読み練習

Riesner

期末試験

予習(0.5時間)

はAnfang

聞き取り 予習(0.5時間) はAnfang
復習(0.5時間) はAnfang

教科書ページ49‑50
教授資料科：話法の
教科書ページ54,55
教授資料科:mein,di

教科書ページ62,63
教授資料科:副文
教科書ページ64,65
教授資料科:副文

教科書ページ70‑72
教授資料科:zu 不定

教科書ページ80
教授資料科:過去基本

教科書ページ81
教授資料科:過去分詞

予習(2 時間) は期末試験を準備
〜第14課
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授業科目名
英語科目名

初級フランス語会話
Introduction to Oral French

授業形態
開講学期

対象学年

1

単位数

科目責任者
科目担当者

竹内

2.0

京子

授業概要
【授業全体の内容】
フランス語による簡単なコミュニケーションができるようなる。会話に必要な文法事項として動詞の活用や名
詞の性数、代名詞、冠詞など英語と違う点に重点を置いて解説する。ペアによるやりとりなど、口答で発表を
沢山する授業である。また、フランスを中心としてフランス語圏の文化、スポーツについても紹介する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
【授業の到達目標】
1.フランス語の日常会話のための基礎的な文法、語彙を学ぶ。
2.あいさつ、自己紹介ができるようになる。
3.旅先での簡単な会話などができるようになる。
4.フランス語の簡単な文法を理解する。
5.フランス語が使われている国の文化、習慣、ものの考え方などについて理解する。
6.フランス語圏で行われているスポーツを知り、ルールなどを説明できるようなる。
成績評価
[成績評価の基準]
授業で学んだ簡単な文法や表現を理解しているか。自己紹介ができ、口答で簡単な質問に答えられるか。
[成績評価の方法]
出席は３分の２以上が条件。平常点（毎回の宿題の小テスト・課題）(40％）+学期末試験（60％）合計点の60
％以上を合格とする。また、11月に実施される秋季フランス語技能検定試験５級を受験すること。
履修における留意事項
【履修要件】
フランス語を初めて学習する者
【履修上の注意（科目独自のルール）】
1. 初めて学ぶ言語であるので欠席せず、かつ積極的に参加することが非常に重要である。
2. 毎回の授業の予習・復習が1時間程度必要である。
3. 会話のクラスなので積極的にフランス語で話すことが大切であり、口答テストを重視する。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
毎回、宿題と小テストまたは課題提出があり、提出された課題は添削して次の授業で返却する。訂正された場
合は再提出をしてもらう。
【テキスト・参考書等】
パスカル・オ・ジャポン 藤田裕二（白水社）
連絡先とオフィスアワー
[連絡先]
ktakeu@juntendo.ac.jp
[オフィスアワー]
前期 月曜日10:00‑10:40 （1号館3階1302）
後期 月曜日12:15‑13:00（ 1号館3階1302）
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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1

竹内

京子

2

竹内

京子

3

竹内

京子

4

竹内

京子

5

竹内

京子

6

竹内

京子

7

竹内

京子

8

竹内

京子

（授業内容）
授業の進め方・評価方法、あい
さつ
（授業方法）
授業の目的、シラバスの内容、
評価方法、課題提出方法、教科
書を説明する。
（授業内容）
０課 フランス語に親しむ
（授業方法）
フランス語の単語を探し、意味
を考えてみる。
自分の名前の言い方を覚え、友
達と言い合う。
（授業内容）
1課 国籍を言う の本文と文法
を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。
練習問題を解く。
（授業内容）
1課 国籍を言う の練習問題を
学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。
練習問題を解く。
（授業内容）
2課 名前・職業を言う の本文
と文法を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。
練習問題を解く。
（授業内容）
2課 名前・職業を言う の練習
問題を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。
練習問題を解く。
（授業内容）
3課 持ち物を尋ねる の本文と
文法を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。
練習問題を解く。
（授業内容）
3課 持ち物を尋ねる の練習問
題を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。
練習問題を解く。
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予習：シラバスをよく読んでおく（0.5時間）
復習：あいさつの表現を覚える（0.5時間）

予習：知っているフランス語を探しておく（0.5
時間）
復習：自分の名前の綴りをアルファベットで言え
るようにする（0.5時間）

予習：本文のCDを聞いておく（0.5時間）
復習：動詞の活用、数字1‑20を読めるようにする
（0.5時間）

予習：練習問題をやっておく（0.5時間）
復習：本文を暗記する（0.5時間）

予習：本文のCDを聞いておく（0.5時間）
復習：職業、名前を言えるようにする（0.5時間
）

予習：練習問題をやっておく（0.5時間）
復習：本文を暗記する（0.5時間）

予習：本文のCDを聞いておく（0.5時間）
復習：動詞の活用を読めるようにする（0.5時間
）

予習：練習問題をやっておく（0.5時間）
復習：本文を暗記する（0.5時間）

9

竹内

京子

10

竹内

京子

11

竹内

京子

12

竹内

京子

13

竹内

京子

14

竹内

京子

15

竹内

京子

16

竹内

京子

17

竹内

京子

（授業内容）
1課3課の復習
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。
練習問題を解く。
（授業内容）
4課 趣味を語る の本文と文法
を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。
練習問題を解く。
（授業内容）
4課 趣味を語る の練習問題を
学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。
練習問題を解く。
（授業内容）
5課 誰か尋ねる の本文と文法
を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。
練習問題を解く。
（授業内容）
5課 誰か尋ねる の練習問題を
学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。
練習問題を解く。
（授業内容）
口答テスト・4課5課の復習
（授業方法）
個別に口答テストを行う
（授業内容）
前期の復習
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。
練習問題を解く。
（授業内容）
6課 したいことを尋ねる の本
文と文法を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。
練習問題を解く。
（授業内容）
6課 したいことを尋ねる の練
習問題を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
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予習：1課〜3課の疑問点を探しておく（0.5時間
）
復習：別冊の復習問題をやっておく（0.5時間）

予習：本文のCDを聞いておく（0.5時間）
復習：本文を読めるようにする（0.5時間）

予習：練習問題をやっておく（0.5時間）
復習：本文を暗記する（0.5時間）

予習：本文のCDを聞いておく（0.5時間）
復習：本文を読めるようにする（0.5時間）

予習：練習問題をやっておく（0.5時間）
復習：本文を暗記する（0.5時間）

予習：口答のテストの課題を覚えてくる（1時間
）
復習：口答テストの内容の復習をする（1時間）
予習：前期の内容の疑問点を探しておく（0.5時
間）
復習：授業中に理解したことを暗記しておく（0.
5時間）

予習：本文のCDを聞いておく（0.5時間）
復習：本文、動詞の活用を読めるようにする（0.
5時間）

予習：練習問題をやっておく（0.5時間）
復習：本文を暗記する（0.5時間）

18

竹内

京子

19

竹内

京子

20

竹内

京子

21

竹内

京子

22

竹内

京子

23

竹内

京子

24

竹内

京子

25

竹内

京子

予習：本文のCDを聞いておく（0.5時間）
（授業内容）
7課 住んでいる所を言う の本 復習：本文、動詞の活用を読めるようにする（0.
5時間）
文と文法を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。
練習問題を解く。
予習：練習問題をやっておく（0.5時間）
（授業内容）
7課 住んでいる所を言う の練 復習：本文を暗記する（0.5時間）
習問題を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
予習：6課〜7課の疑問点を探しておく（0.5時間
（授業内容）
）
6課7課の復習
復習：別冊の復習問題をやっておく（0.5時間）
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。
練習問題を解く。
予習：本文のCDを聞いておく（0.5時間）
（授業内容）
8課 何をしているか尋ねる の 復習：本文、動詞の活用を読めるようにする（0.
5時間）
本文と文法を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。
練習問題を解く。
予習：練習問題をやっておく（0.5時間）
(授業内容）
8課 何をしているか尋ねる の 復習：本文を暗記する（0.5時間）
練習問題を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。
練習問題を解く。
予習：本文のCDを聞いておく（0.5時間）
（授業内容）
9課 家族を語る の本文と文法 復習：本文を読めるようにする（0.5時間）
を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。
練習問題を解く。
予習：練習問題をやっておく（0.5時間）
（授業内容）
9課 家族を語る の練習問題を 復習：本文を暗記する（0.5時間）
学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。
練習問題を解く。
予習：8課〜9課の疑問点を探しておく（0.5時間
（授業内容）
）
8課9課の復習
復習：別冊の復習問題をやっておく（0.5時間）
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。
練習問題を解く。
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26

竹内

京子

27

竹内

京子

28

竹内

京子

（授業内容）
10課 年齢を言う の本文と文法
を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。
練習問題を解く。
（授業内容）
10課 年齢を言う の練習問題を
学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。
練習問題を解く。
（授業内容）
口答テスト・6課‑10課の復習
（授業方法）
個別に口答テストを行う
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予習：本文のCDを聞いておく（0.5時間）
復習：本文を読めるようにする（0.5時間）

予習：練習問題をやっておく（0.5時間）
復習：本文を暗記する（0.5時間）

予習：口答テストの課題を覚えてくる（1時間）
復習：口答テストの内容の復習をする（1時間）

授業科目名
英語科目名

TOEFL･IELTSⅠ
TOEFL･IELTS Ⅰ

授業形態
開講学期

対象学年

1

単位数

科目責任者
科目担当者

篠塚

1.0

勝正

授業概要
[授業全体の内容]
In this course, students will learn English for the TOEFL and IELTS tests and methods for improvin
g your score. The classes will be taught entirely in English. You will acquire the best methods to
approach the test with confidence. You will also learn the vocabulary and grammar necessary to su
cceed on the tests. The course has specialized exercises to reinforce and build upon your reading
and listening skills. You will learn the fundamentals of structure in written and spoken answers a
nd will practice speaking and writing extensively. You will additionally learn how to take notes o
n lectures and understand how to summarize and paraphrase oral and written reports.
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）] Diploma and curricular policies
この科目では、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets
1 Students will understand the structure of the TOEFL and IELTS tests. The goal is to increase you
r TOEFL score by 20 percent or more and vocabulary by 40% or more in a year.
2 You will be able to skim and scan written materials to find and answer questions rapidly.
3.You will become familiar with the structure expected for written and spoken answers and be able
to answer quickly and concisely.
4.You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through frequent i
n‑class quizzes and TOEFL tests.
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1. Students will increase your TOEFL score (TOEFL trial examination)
2. You will be able to skim and scan written material to find answer questions rapidly, become fam
iliar with the structure expected for written and spoken answers and be able to answer quickly and
concisely. (Student participation in in skills activities in class; in‑class test)
3. Your will learn supplemental vocabulary and grammar (completion of homework assignments)
Further details will be described in the class orientation.
[成績評価の方法] Evaluation system
1.TOEFL trail examination: 20%
2.Student participation in skills activities in class: 20%
3.In‑class test: 30%
4.Completion of homework assignments: 30%
履修における留意事項
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[履修要件] Conditions for taking this class
1. スポーツ科学科Oral English I クラスE, F, PL, スポーツマネジメント学科・健康学科Oral English I
クラスPL, 健康学科Oral English I クラスCの学生が、本授業を受講することができる。（左記以外の学生は
、 原則、選択必修Introduction to TOEFLを受講するが、TOEFLスコアが390点以上の場合、あるいは、定員に
余裕がある場合は、TOEFL・IELTSＩも受講可。）
2. TOEFLの受験希望者、TOEFL・IELTS IIの受講希望者は、この授業を履修することが望ましい。
3. クラスの人数は40人以下とする。
[履修上の注意（科目独自のルール）] Your own rules of the class
1. 辞書を必ず持参すること（携帯電話・スマートフォンを辞書の代わりに使うことは不可）。
2. 1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
3. 遅刻及び早退3回で1回分の欠席としてカウントする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法] Feedback on exams, presentations, etc.
授業にて試験を返却し、模範解答を提示、解説する。
[テキスト・参考書等]
All‑Round Practice For the TOEFL TEST (Jeffrey Durand, Naun'un‑do, 2017)テキストは必ず用意すること
（授業内で販売する）。適宜、プリントを配布する。
連絡先とオフィスアワー
aquarianks@hotmail.com
Building 1 Room 1302 12:15 12:50
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
毎週、vocab mini test を行うので、週に50個の未知語を必ず長期記憶化し活用語に出来るように、何度も文
脈で覚えるように、音読やシャドーイングなどを行うこと。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
篠塚勝正
予習(0.5時間）
1回目
(授業内容）
オリエンテーション、Introduc シラバスを熟読して、受講に当たっての課題、提
tion: Overview, self‑introdu 出物などが出来るかどうか、よく考えてみてくだ
さい。
ction
授業目標、授業方法、シラバス 復習（0.5時間）
、評価方法などの説明をします 早速、与えられたmini test の単語を覚えるよう
にして下さい。
。

2回目

篠塚勝正

（授業方法）
毎回の課題の行いかたの詳細な
説明。毎回のVocab testのmate
rialの配布するので、必ず出席
のこと。
予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
Unit1: Orientation for Colle 授業で行った、reading listening test で間違
ge Coruses のreadingとListen えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
ing を行います。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
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3回目

篠塚勝正

4回目

篠塚勝正

5回目

篠塚勝正

6回目

篠塚勝正

7回目

篠塚勝正

予習（0.5時間）
min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
授業で行った、reading listening test で間違
えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指 いて、音声化（声に出して）覚える。
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
Unit3 Communication Studies: 授業で行った、reading listening test で間違
EmotionのreadingとListening えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
を行います。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
Unit4: Cognitive Science :Ty 授業で行った、reading listening test で間違
pes of MemoryのreadingとList えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
ening を行います。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
Unit5 Gender Diffrences in L 授業で行った、reading listening test で間違
angugae and Communication の えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
readingとListening を行いま 所の因果関係を考える。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
す。
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
Unit6: What is Positive Psyc 授業で行った、reading listening test で間違
hogology? のreadingとListeni えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
ng を行います。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行
います。
Unit2: Archaeologyのreading
とListening を行います。
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8回目

篠塚勝正

9回目

篠塚勝正

10回目

篠塚勝正

11回目

篠塚勝正

予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
Unit7: History of the Kingdo 授業で行った、reading listening test で間違
m of HawaiiのreadingとListen えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
ing を行います。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
授業で行った、reading listening test で間違
初見のTOEFLのreadingとListen えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
ing を行います。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
授業で行った、reading listening test で間違
初見のTOEFLのreadingとListen えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
ing を行います。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
TOEFL のessay Writing を学ぶ 授業で行ったessay writing を再度見直し、異な
ったTopic のessayを書いてみる。
（授業方法）
Essay Writingのひな型を学び
、
computer のword file に指示
をしたtopic に対して、Introd
uction, Body and Conclusion
に基づき書き、それを提出する
。
提出したessay は翌週、添削し
返却する。
必ず、Topic に対して、説得力
があり、因果関係を明確にした
essay にすることに留意する。
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12回目

篠塚勝正

13回目

篠塚勝正

14回目

篠塚勝正

予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
TOEFL のSpeaking ( Prrsenati 授業で作成したscript を再度見直し、次回のpre
senation に備える。
on )を学ぶ
（授業方法）
先週行った、Essay Writingを
基に、Introduction, Body and
Conclusion を含めたpresenat
ion のScript を作成する。作
成したscriptはpeer review を
する。
Mini‑Vocab test: を最初に行 予習（0.5時間）
min‑vocab testの単語を覚える。
います。
一人一人、Presenation を行う 復習（0.5時間）
。一人3分程度で、マイクを持 授業で行った、reading listening test で間違
って、先週のscript を基に行 えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
う。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
他の学生が行ったpresentation
を自分のものを比較し、内省
文を提出する。
予習（1.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 翌週に行う最終試験の対策として、今までの総復
習を行って下さい。また、試験対策として、Unit
います。
11〜14迄を自分で行ってください。
前期の振り返りを行う(reading
. litening, essay writing) 復習（0.5時間）
行ったテストに対して、自分の出来具合を再試再
考してください。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
最終試験日
TOEFLの初見のreading 及びLis
tening の問題、今までのVocab
test の中から30台をテストに
課します。
備考
合計時間:45時間
授業時間:30時間
準備時間:15時間
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授業科目名
英語科目名

TOEFL･IELTSⅠ
TOEFL･IELTS Ⅰ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Matthew Willemsen

授業概要
[授業全体の内容]
In this course, students will learn English for the TOEFL and IELTS tests and methods for improvin
g your score. The classes will be taught entirely in English. You will acquire the best methods to
approach the test with confidence. You will also learn the vocabulary and grammar necessary to su
cceed on the tests. The course has specialized exercises to reinforce and build upon your reading
and listening skills. You will learn the fundamentals of structure in written and spoken answers a
nd will practice speaking
and writing extensively. You will additionally learn how to take notes on lectu
res and understand how to summarize and paraphrase oral and written reports.
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）] Diploma and curricular policies
この科目では、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets
1. Students will understand the structure of the TOEFL and IELTS tests. The goal is to increase yo
ur TOEFL score by 20 percent or more and vocabulary by 40% or more in a year.
2.

You will be able to skim and scan written materials to find and answer questions rapidly.

3. You will become familiar with the structure expected for written and spoken answers and be able
to answer quickly and concisely.
4. You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through frequent
in‑class quizzes and TOEFL tests.
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1. Students will increase your TOEFL score (TOEFL trial examination)
2. You will be able to skim and scan written material to find answer questions rapidly, become fam
iliar with the structure expected for written and spoken answers and be able to answer quickly and
concisely. (Student participation in in skills activities in class; in‑class test)
3. Your will learn supplemental vocabulary and grammar (completion of homework assignments)
Further details will be described in the class orientation.
[成績評価の方法] Evaluation system
1. Evaluation is based upon student participation in skills activities in class ‑ listening, gramm
ar, vocabulary, speaking ‑ (35%), completion of homework assignments in the text and provided by t
he teacher ‑ (45%), and in‑class tests (20%).
2. Further details will be described in the class orientation.
履修における留意事項
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[履修要件] Conditions for taking this class
1. スポーツ科学科Oral English I クラスE, F, PL, スポーツマネジメント学科・健康学科Oral English I
クラスPL, 健康学科Oral English I クラスCの学生が、本授業を受講することができる。（左記以外の学生は
、 原則、選択必修Introduction to TOEFLを受講するが、TOEFLスコアが390点以上の場合、あるいは、定員に
余裕がある場合は、TOEFL・IELTSＩも受講可。）
2. TOEFLの受験希望者、TOEFL・IELTS IIの受講希望者は、この授業を履修することが望ましい。
3. クラスの人数は40人以下とする。
[履修上の注意（科目独自のルール）] Your own rules of the class
1. As this is a more comprehensive course in TOEFL IELTS, this course is especially aimed at advan
ced English level students who intend to take the TOEFL iBT or IELTS test. You are expected to par
ticipate actively in all lessons.
2. At least five hours of review and preparation outside of class are expected each week.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
1. Evaluation will be done through quizzes in class, spoken and written presentations, and two in‑
class tests.
2. You are required to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be allo
wed in the classroom.
3. A notebook is also required for all new vocabulary and grammar in the lessons.
[テキスト・参考書等]
1. Text to be announced and distributed on first day of classes.
2. Additional printed materials provided by the teacher.
3. The class will be limited to 40 students.
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］Contact
matthew@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
月 16:20‑17:00 火 14:30‑17:00 水 12:00‑12:30 木 14:30‑17:00 金 14:30‑17:00
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Matthew Willemse (授業内容) Orientation.
予習（0.5時間）
1
n
What is TOEFL?
TOEFL mini‑test
Reading, listening, writing, speaking sample
(授業方法) TOEFL mini‑test s
復習（0.5時間）
TOEFL mini‑test, evaluation, homework distri
bution
2
(授業内容) Review mini‑TOEFL 予習（0.5時間)
TOEFL PBT の練習テストを実施する。
test, Introduce text
復習（0.5時間)
(授業方法) Vocabulary, Readi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Critical thinking, Writi rom teacher
ng, Summarizing, Listening
3
(授業内容) Reading practice: 予習（0.5時間)
Skimming and scanning (1) Reading: Types of reading questions: factual
, negative factual
(授業方法) Vocabulary, Readi 復習（0.5時間)
ng, Critical thinking, Writi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Summarizing, Listening rom teacher
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(授業内容) Reading practice: 予習（0.5時間)
Identifying main ideas and Use context clues to understand vocabulary
復習（0.5時間)
details
Self ‑ directed study with TOEFL materials f
(授業方法) Vocabulary, Readi rom teacher
ng, Critical thinking, Writi
ng, Summarizing, Listening
(授業内容) TOEFL PBT: Struct 予習（0.5時間)
ure and Written Expression Inference questions, author s purpose and m
Reading practice: identifyin ethods
復習（0.5時間)
g main ideas and details
Self ‑ directed study with TOEFL materials f
(授業方法) Vocabulary, Readi rom teacher
ng, Critical thinking, Writi
ng, Summarizing, Listening
(授業内容) Reading: Summariz 予習（0.5時間)
ing written and spoken repor Questions about author s attitude
Listening and reading exercises
ts
復習（0.5時間)
(授業方法) Vocabulary, Readi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Critical thinking, Writi rom teacher
ng, Summarizing, Listening
(授業内容) Reading: Paraphra 予習（0.5時間)
sing written and oral report Restatement / simplification, reference ques
tions
s
Listening: short lectures
(授業方法) Vocabulary, Readi 復習（0.5時間)
ng, Critical thinking, Writi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Summarizing, Listening rom teacher
(授業内容) Speaking: Persona 予習（0.5時間)
Rapid response quiz, personal questions
l information
Questions and answers. Pair Reading: opinions and choices
復習（0.5時間)
practice
(授業方法) Vocabulary, Readi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Critical thinking, Writi rom teacher
ng, Summarizing, Listening
(授業内容) Speaking: Choices 予習（0.5時間)
Speaking: pair practice on opinions, choices
and opinions
, likes and dislikes
(授業方法) Vocabulary, Readi Listening: student conversations
ng, Critical thinking, Writi 復習（0.5時間)
ng, Summarizing, Listening Self ‑ directed study with TOEFL materials f
rom teacher
(授業内容) Speaking: Compari 予習（0.5時間)
Speaking: comparing and contrasting ideas
ng and contrasting
Listening and reading: synthesizing statemen
(授業方法) Vocabulary, Readi ts for comparison
ng, Critical thinking, Writi 復習（0.5時間)
ng, Summarizing, Listening Self ‑ directed study with TOEFL materials f
rom teacher
(授業内容) Writing: Expressi 予習（0.5時間)
Writing: opinions exercise, analysis of answ
ng opinions
ers
(授業方法) Vocabulary, Readi Reading and speaking: Paraphrasing commentar
ng, Critical thinking, Writi ies
ng, Summarizing, Listening 復習（0.5時間)
Self ‑ directed study with TOEFL materials f
rom teacher
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(授業内容) Listening: Listen 予習（0.5時間)
Listening: short lectures
ing for details
Reading: science articles
(授業方法) Vocabulary, Readi 復習（0.5時間)
ng, Critical thinking, Writi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Summarizing, Listening rom teacher
(授業内容) Listening: summar 予習（0.5時間)
Reading: science articles, commentaries
izing
Listening, conversations and short lectures
(授業方法) Vocabulary, Readi 復習（0.5時間)
ng, Critical thinking, Writi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Summarizing, Listening rom teacher
予習, 復習 （1時間)
(授業内容) 学期末テスト
授業の理解度を測定するための試験を実施する。
Final Test (Part 1)
(授業方法) 学期末テスト
Final Test
(授業内容) 学期末テスト
Final Test (Part 2)

予習, 復習 （2時間)
授業の理解度を測定するための試験を実施する。

(授業方法) 学期末テスト
Final exam
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授業科目名
英語科目名

TOEFL･IELTSⅠ
TOEFL･IELTS Ⅰ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Matthew Willemsen

授業概要
[授業全体の内容]
In this course, students will learn English for the TOEFL and IELTS tests and methods for improvin
g your score. The classes will be taught entirely in English. You will acquire the best methods to
approach the test with confidence. You will also learn the vocabulary and grammar necessary to su
cceed on the tests. The course has specialized exercises to reinforce and build upon your reading
and listening skills. You will learn the fundamentals of structure in written and spoken answers a
nd will practice speaking
and writing extensively. You will additionally learn how to take notes on lectu
res and understand how to summarize and paraphrase oral and written reports.
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）] Diploma and curricular policies
この科目では、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets
1. Students will understand the structure of the TOEFL and IELTS tests. The goal is to increase yo
ur TOEFL score by 20 percent or more and vocabulary by 40% or more in a year.
2.

You will be able to skim and scan written materials to find and answer questions rapidly.

3. You will become familiar with the structure expected for written and spoken answers and be able
to answer quickly and concisely.
4. You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through frequent
in‑class quizzes and TOEFL tests.
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1. Students will increase your TOEFL score (TOEFL trial examination)
2. You will be able to skim and scan written material to find answer questions rapidly, become fam
iliar with the structure expected for written and spoken answers and be able to answer quickly and
concisely. (Student participation in in skills activities in class; in‑class test)
3. Your will learn supplemental vocabulary and grammar (completion of homework assignments)
Further details will be described in the class orientation.
[成績評価の方法] Evaluation system
1. Evaluation is based upon student participation in skills activities in class ‑ listening, gramm
ar, vocabulary, speaking ‑ (35%), completion of homework assignments in the text and provided by t
he teacher ‑ (45%), and in‑class tests (20%).
2. Further details will be described in the class orientation.
履修における留意事項
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[履修要件] Conditions for taking this class
1. スポーツ科学科Oral English I クラスE, F, PL, スポーツマネジメント学科・健康学科Oral English I
クラスPL, 健康学科Oral English I クラスCの学生が、本授業を受講することができる。（左記以外の学生は
、 原則、選択必修Introduction to TOEFLを受講するが、TOEFLスコアが390点以上の場合、あるいは、定員に
余裕がある場合は、TOEFL・IELTSＩも受講可。）
2. TOEFLの受験希望者、TOEFL・IELTS IIの受講希望者は、この授業を履修することが望ましい。
3. クラスの人数は40人以下とする。
[履修上の注意（科目独自のルール）] Your own rules of the class
1. As this is a more comprehensive course in TOEFL IELTS, this course is especially aimed at advan
ced English level students who intend to take the TOEFL iBT or IELTS test. You are expected to par
ticipate actively in all lessons.
2. At least five hours of review and preparation outside of class are expected each week.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
1. Evaluation will be done through quizzes in class, spoken and written presentations, and two in‑
class tests.
2. You are required to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be allo
wed in the classroom.
3. A notebook is also required for all new vocabulary and grammar in the lessons.
[テキスト・参考書等]
1. Text to be announced and distributed on first day of classes.
2. Additional printed materials provided by the teacher.
3. The class will be limited to 40 students.
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］Contact
matthew@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
月 16:20‑17:00 火 14:30‑17:00 水 12:00‑12:30 木 14:30‑17:00 金 14:30‑17:00
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Matthew Willemse (授業内容) Orientation.
予習（0.5時間）
1
n
What is TOEFL?
TOEFL mini‑test
Reading, listening, writing, speaking sample
(授業方法) TOEFL mini‑test s
復習（0.5時間）
TOEFL mini‑test, evaluation, homework distri
bution
2
(授業内容) Review mini‑TOEFL 予習（0.5時間)
TOEFL PBT の練習テストを実施する。
test, Introduce text
復習（0.5時間)
(授業方法) Vocabulary, Readi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Critical thinking, Writi rom teacher
ng, Summarizing, Listening
3
(授業内容) Reading practice: 予習（0.5時間)
Skimming and scanning (1) Reading: Types of reading questions: factual
, negative factual
(授業方法) Vocabulary, Readi 復習（0.5時間)
ng, Critical thinking, Writi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Summarizing, Listening rom teacher
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(授業内容) Reading practice: 予習（0.5時間)
Identifying main ideas and Use context clues to understand vocabulary
復習（0.5時間)
details
Self ‑ directed study with TOEFL materials f
(授業方法) Vocabulary, Readi rom teacher
ng, Critical thinking, Writi
ng, Summarizing, Listening
(授業内容) TOEFL PBT: Struct 予習（0.5時間)
ure and Written Expression Inference questions, author s purpose and m
Reading practice: identifyin ethods
復習（0.5時間)
g main ideas and details
Self ‑ directed study with TOEFL materials f
(授業方法) Vocabulary, Readi rom teacher
ng, Critical thinking, Writi
ng, Summarizing, Listening
(授業内容) Reading: Summariz 予習（0.5時間)
ing written and spoken repor Questions about author s attitude
Listening and reading exercises
ts
復習（0.5時間)
(授業方法) Vocabulary, Readi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Critical thinking, Writi rom teacher
ng, Summarizing, Listening
(授業内容) Reading: Paraphra 予習（0.5時間)
sing written and oral report Restatement / simplification, reference ques
tions
s
Listening: short lectures
(授業方法) Vocabulary, Readi 復習（0.5時間)
ng, Critical thinking, Writi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Summarizing, Listening rom teacher
(授業内容) Speaking: Persona 予習（0.5時間)
Rapid response quiz, personal questions
l information
Questions and answers. Pair Reading: opinions and choices
復習（0.5時間)
practice
(授業方法) Vocabulary, Readi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Critical thinking, Writi rom teacher
ng, Summarizing, Listening
(授業内容) Speaking: Choices 予習（0.5時間)
Speaking: pair practice on opinions, choices
and opinions
, likes and dislikes
(授業方法) Vocabulary, Readi Listening: student conversations
ng, Critical thinking, Writi 復習（0.5時間)
ng, Summarizing, Listening Self ‑ directed study with TOEFL materials f
rom teacher
(授業内容) Speaking: Compari 予習（0.5時間)
Speaking: comparing and contrasting ideas
ng and contrasting
Listening and reading: synthesizing statemen
(授業方法) Vocabulary, Readi ts for comparison
ng, Critical thinking, Writi 復習（0.5時間)
ng, Summarizing, Listening Self ‑ directed study with TOEFL materials f
rom teacher
(授業内容) Writing: Expressi 予習（0.5時間)
Writing: opinions exercise, analysis of answ
ng opinions
ers
(授業方法) Vocabulary, Readi Reading and speaking: Paraphrasing commentar
ng, Critical thinking, Writi ies
ng, Summarizing, Listening 復習（0.5時間)
Self ‑ directed study with TOEFL materials f
rom teacher
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(授業内容) Listening: Listen 予習（0.5時間)
Listening: short lectures
ing for details
Reading: science articles
(授業方法) Vocabulary, Readi 復習（0.5時間)
ng, Critical thinking, Writi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Summarizing, Listening rom teacher
(授業内容) Listening: summar 予習（0.5時間)
Reading: science articles, commentaries
izing
Listening, conversations and short lectures
(授業方法) Vocabulary, Readi 復習（0.5時間)
ng, Critical thinking, Writi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Summarizing, Listening rom teacher
予習, 復習 （1時間)
(授業内容) 学期末テスト
授業の理解度を測定するための試験を実施する。
Final Test (Part 1)
(授業方法) 学期末テスト
Final Test
(授業内容) 学期末テスト
Final Test (Part 2)

予習, 復習 （2時間)
授業の理解度を測定するための試験を実施する。

(授業方法) 学期末テスト
Final exam
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授業科目名
英語科目名

TOEFL･IELTSⅠ
TOEFL･IELTS Ⅰ

授業形態
開講学期

対象学年

1

単位数

科目責任者
科目担当者

篠塚

1.0

勝正

授業概要
[授業全体の内容]
In this course, students will learn English for the TOEFL and IELTS tests and methods for improvin
g your score. The classes will be taught entirely in English. You will acquire the best methods to
approach the test with confidence. You will also learn the vocabulary and grammar necessary to su
cceed on the tests. The course has specialized exercises to reinforce and build upon your reading
and listening skills. You will learn the fundamentals of structure in written and spoken answers a
nd will practice speaking and writing extensively. You will additionally learn how to take notes o
n lectures and understand how to summarize and paraphrase oral and written reports.
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）] Diploma and curricular policies
この科目では、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets
1 Students will understand the structure of the TOEFL and IELTS tests. The goal is to increase you
r TOEFL score by 20 percent or more and vocabulary by 40% or more in a year.
2 You will be able to skim and scan written materials to find and answer questions rapidly.
3.You will become familiar with the structure expected for written and spoken answers and be able
to answer quickly and concisely.
4.You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through frequent i
n‑class quizzes and TOEFL tests.
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1. Students will increase your TOEFL score (TOEFL trial examination)
2. You will be able to skim and scan written material to find answer questions rapidly, become fam
iliar with the structure expected for written and spoken answers and be able to answer quickly and
concisely. (Student participation in in skills activities in class; in‑class test)
3. Your will learn supplemental vocabulary and grammar (completion of homework assignments)
Further details will be described in the class orientation.
[成績評価の方法] Evaluation system
1.TOEFL trail examination: 20%
2.Student participation in skills activities in class: 20%
3.In‑class test: 30%
4.Completion of homework assignments: 30%
履修における留意事項
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[履修要件] Conditions for taking this class
1. スポーツ科学科Oral English I クラスE, F, PL, スポーツマネジメント学科・健康学科Oral English I
クラスPL, 健康学科Oral English I クラスCの学生が、本授業を受講することができる。（左記以外の学生は
、 原則、選択必修Introduction to TOEFLを受講するが、TOEFLスコアが390点以上の場合、あるいは、定員に
余裕がある場合は、TOEFL・IELTSＩも受講可。）
2. TOEFLの受験希望者、TOEFL・IELTS IIの受講希望者は、この授業を履修することが望ましい。
3. クラスの人数は40人以下とする。
[履修上の注意（科目独自のルール）] Your own rules of the class
1. 辞書を必ず持参すること（携帯電話・スマートフォンを辞書の代わりに使うことは不可）。
2. 1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
3. 遅刻及び早退3回で1回分の欠席としてカウントする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法] Feedback on exams, presentations, etc.
授業にて試験を返却し、模範解答を提示、解説する。
[テキスト・参考書等]
All‑Round Practice For the TOEFL TEST (Jeffrey Durand, Naun'un‑do, 2017)テキストは必ず用意すること
（授業内で販売する）。適宜、プリントを配布する。
連絡先とオフィスアワー
aquarianks@hotmail.com
Building 1 Room 1302 12:15 12:50
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
毎週、vocab mini test を行うので、週に50個の未知語を必ず長期記憶化し活用語に出来るように、何度も文
脈で覚えるように、音読やシャドーイングなどを行うこと。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
篠塚勝正
予習(0.5時間）
1回目
(授業内容）
オリエンテーション、Introduc シラバスを熟読して、受講に当たっての課題、提
tion: Overview, self‑introdu 出物などが出来るかどうか、よく考えてみてくだ
さい。
ction
授業目標、授業方法、シラバス 復習（0.5時間）
、評価方法などの説明をします 早速、与えられたmini test の単語を覚えるよう
にして下さい。
。

2回目

篠塚勝正

（授業方法）
毎回の課題の行いかたの詳細な
説明。毎回のVocab testのmate
rialの配布するので、必ず出席
のこと。
予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
Unit1: Orientation for Colle 授業で行った、reading listening test で間違
ge Coruses のreadingとListen えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
ing を行います。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
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3回目

篠塚勝正

4回目

篠塚勝正

5回目

篠塚勝正

6回目

篠塚勝正

7回目

篠塚勝正

予習（0.5時間）
min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
授業で行った、reading listening test で間違
えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指 いて、音声化（声に出して）覚える。
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
Unit3 Communication Studies: 授業で行った、reading listening test で間違
EmotionのreadingとListening えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
を行います。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
Unit4: Cognitive Science :Ty 授業で行った、reading listening test で間違
pes of MemoryのreadingとList えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
ening を行います。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
Unit5 Gender Diffrences in L 授業で行った、reading listening test で間違
angugae and Communication の えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
readingとListening を行いま 所の因果関係を考える。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
す。
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
Unit6: What is Positive Psyc 授業で行った、reading listening test で間違
hology? のreadingとListening えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
を行います。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行
います。
Unit2: Archaeologyのreading
とListening を行います。
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8回目

篠塚勝正

9回目

篠塚勝正

10回目

篠塚勝正

11回目

篠塚勝正

予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
Unit7: History of the Kingdo 授業で行った、reading listening test で間違
m of HawaiiのreadingとListen えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
ing を行います。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
授業で行った、reading listening test で間違
初見のTOEFLのreadingとListen えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
ing を行います。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
授業で行った、reading listening test で間違
初見のTOEFLのreadingとListen えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
ing を行います。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
TOEFL のessay Writing を学ぶ 授業で行ったessay writing を再度見直し、異な
ったTopic のessayを書いてみる。
（授業方法）
Essay Writingのひな型を学び
、
computer のword file に指示
をしたtopic に対して、Introd
uction, Body and Conclusion
に基づき書き、それを提出する
。
提出したessay は翌週、添削し
返却する。
必ず、Topic に対して、説得力
があり、因果関係を明確にした
essay にすることに留意する。

309

12回目

篠塚勝正

13回目

篠塚勝正

14回目

篠塚勝正

予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
TOEFL のSpeaking ( Prrsenati 授業で作成したscript を再度見直し、次回のpre
senation に備える。
on )を学ぶ
（授業方法）
先週行った、Essay Writingを
基に、Introduction, Body and
Conclusion を含めたpresenat
ion のScript を作成する。作
成したscriptはpeer review を
する。
Mini‑Vocab test: を最初に行 予習（0.5時間）
min‑vocab testの単語を覚える。
います。
一人一人、Presenation を行う 復習（0.5時間）
。一人3分程度で、マイクを持 授業で行った、reading listening test で間違
って、先週のscript を基に行 えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
う。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
他の学生が行ったpresentation
を自分のものを比較し、内省
文を提出する。
予習（1.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 翌週に行う最終試験の対策として、今までの総復
習を行って下さい。また、試験対策として、Unit
います。
11〜14迄を自分で行ってください。
前期の振り返りを行う(reading
. litening, essay writing) 復習（0.5時間）
行ったテストに対して、自分の出来具合を再試再
考してください。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
最終試験日
TOEFLの初見のreading 及びLis
tening の問題、今までのVocab
test の中から30台をテストに
課します。
備考
合計時間:45時間
授業時間:30時間
準備時間:15時間
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授業科目名
英語科目名

TOEFL･IELTSⅠ
TOEFL･IELTS Ⅰ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Matthew Willemsen

授業概要
[授業全体の内容]
In this course, students will learn English for the TOEFL and IELTS tests and methods for improvin
g your score. The classes will be taught entirely in English. You will acquire the best methods to
approach the test with confidence. You will also learn the vocabulary and grammar necessary to su
cceed on the tests. The course has specialized exercises to reinforce and build upon your reading
and listening skills. You will learn the fundamentals of structure in written and spoken answers a
nd will practice speaking
and writing extensively. You will additionally learn how to take notes on lectu
res and understand how to summarize and paraphrase oral and written reports.
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）] Diploma and curricular policies
この科目では、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets
1. Students will understand the structure of the TOEFL and IELTS tests. The goal is to increase yo
ur TOEFL score by 20 percent or more and vocabulary by 40% or more in a year.
2.

You will be able to skim and scan written materials to find and answer questions rapidly.

3. You will become familiar with the structure expected for written and spoken answers and be able
to answer quickly and concisely.
4. You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through frequent
in‑class quizzes and TOEFL tests.
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1. Students will increase your TOEFL score (TOEFL trial examination)
2. You will be able to skim and scan written material to find answer questions rapidly, become fam
iliar with the structure expected for written and spoken answers and be able to answer quickly and
concisely. (Student participation in in skills activities in class; in‑class test)
3. Your will learn supplemental vocabulary and grammar (completion of homework assignments)
Further details will be described in the class orientation.
[成績評価の方法] Evaluation system
1. Evaluation is based upon student participation in skills activities in class ‑ listening, gramm
ar, vocabulary, speaking ‑ (35%), completion of homework assignments in the text and provided by t
he teacher ‑ (45%), and in‑class tests (20%).
2. Further details will be described in the class orientation.
履修における留意事項
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[履修要件] Conditions for taking this class
1. スポーツ科学科Oral English I クラスE, F, PL, スポーツマネジメント学科・健康学科Oral English I
クラスPL, 健康学科Oral English I クラスCの学生が、本授業を受講することができる。（左記以外の学生は
、 原則、選択必修Introduction to TOEFLを受講するが、TOEFLスコアが390点以上の場合、あるいは、定員に
余裕がある場合は、TOEFL・IELTSＩも受講可。）
2. TOEFLの受験希望者、TOEFL・IELTS IIの受講希望者は、この授業を履修することが望ましい。
3. クラスの人数は40人以下とする。
[履修上の注意（科目独自のルール）] Your own rules of the class
1. As this is a more comprehensive course in TOEFL IELTS, this course is especially aimed at advan
ced English level students who intend to take the TOEFL iBT or IELTS test. You are expected to par
ticipate actively in all lessons.
2. At least five hours of review and preparation outside of class are expected each week.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
1. Evaluation will be done through quizzes in class, spoken and written presentations, and two in‑
class tests.
2. You are required to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be allo
wed in the classroom.
3. A notebook is also required for all new vocabulary and grammar in the lessons.
[テキスト・参考書等]
1. Text to be announced and distributed on first day of classes.
2. Additional printed materials provided by the teacher.
3. The class will be limited to 40 students.
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］Contact
matthew@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
月 16:20‑17:00 火 14:30‑17:00 水 12:00‑12:30 木 14:30‑17:00 金 14:30‑17:00
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Matthew Willemse (授業内容) Orientation.
予習（0.5時間）
1
n
What is TOEFL?
TOEFL mini‑test
Reading, listening, writing, speaking sample
(授業方法) TOEFL mini‑test s
復習（0.5時間）
TOEFL mini‑test, evaluation, homework distri
bution
2
(授業内容) Review mini‑TOEFL 予習（0.5時間)
TOEFL PBT の練習テストを実施する。
test, Introduce text
復習（0.5時間)
(授業方法) Vocabulary, Readi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Critical thinking, Writi rom teacher
ng, Summarizing, Listening
3
(授業内容) Reading practice: 予習（0.5時間)
Skimming and scanning (1) Reading: Types of reading questions: factual
, negative factual
(授業方法) Vocabulary, Readi 復習（0.5時間)
ng, Critical thinking, Writi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Summarizing, Listening rom teacher
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4

5

6

7

8

9

10

11

(授業内容) Reading practice: 予習（0.5時間)
Identifying main ideas and Use context clues to understand vocabulary
復習（0.5時間)
details
Self ‑ directed study with TOEFL materials f
(授業方法) Vocabulary, Readi rom teacher
ng, Critical thinking, Writi
ng, Summarizing, Listening
(授業内容) TOEFL PBT: Struct 予習（0.5時間)
ure and Written Expression Inference questions, author s purpose and m
Reading practice: identifyin ethods
復習（0.5時間)
g main ideas and details
Self ‑ directed study with TOEFL materials f
(授業方法) Vocabulary, Readi rom teacher
ng, Critical thinking, Writi
ng, Summarizing, Listening
(授業内容) Reading: Summariz 予習（0.5時間)
ing written and spoken repor Questions about author s attitude
Listening and reading exercises
ts
復習（0.5時間)
(授業方法) Vocabulary, Readi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Critical thinking, Writi rom teacher
ng, Summarizing, Listening
(授業内容) Reading: Paraphra 予習（0.5時間)
sing written and oral report Restatement / simplification, reference ques
tions
s
Listening: short lectures
(授業方法) Vocabulary, Readi 復習（0.5時間)
ng, Critical thinking, Writi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Summarizing, Listening rom teacher
(授業内容) Speaking: Persona 予習（0.5時間)
Rapid response quiz, personal questions
l information
Questions and answers. Pair Reading: opinions and choices
復習（0.5時間)
practice
(授業方法) Vocabulary, Readi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Critical thinking, Writi rom teacher
ng, Summarizing, Listening
(授業内容) Speaking: Choices 予習（0.5時間)
Speaking: pair practice on opinions, choices
and opinions
, likes and dislikes
(授業方法) Vocabulary, Readi Listening: student conversations
ng, Critical thinking, Writi 復習（0.5時間)
ng, Summarizing, Listening Self ‑ directed study with TOEFL materials f
rom teacher
(授業内容) Speaking: Compari 予習（0.5時間)
Speaking: comparing and contrasting ideas
ng and contrasting
Listening and reading: synthesizing statemen
(授業方法) Vocabulary, Readi ts for comparison
ng, Critical thinking, Writi 復習（0.5時間)
ng, Summarizing, Listening Self ‑ directed study with TOEFL materials f
rom teacher
(授業内容) Writing: Expressi 予習（0.5時間)
Writing: opinions exercise, analysis of answ
ng opinions
ers
(授業方法) Vocabulary, Readi Reading and speaking: Paraphrasing commentar
ng, Critical thinking, Writi ies
ng, Summarizing, Listening 復習（0.5時間)
Self ‑ directed study with TOEFL materials f
rom teacher
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12

13

14

(授業内容) Listening: Listen 予習（0.5時間)
Listening: short lectures
ing for details
Reading: science articles
(授業方法) Vocabulary, Readi 復習（0.5時間)
ng, Critical thinking, Writi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Summarizing, Listening rom teacher
(授業内容) Listening: summar 予習（0.5時間)
Reading: science articles, commentaries
izing
Listening, conversations and short lectures
(授業方法) Vocabulary, Readi 復習（0.5時間)
ng, Critical thinking, Writi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Summarizing, Listening rom teacher
予習, 復習 （1時間)
(授業内容) 学期末テスト
授業の理解度を測定するための試験を実施する。
Final Test (Part 1)
(授業方法) 学期末テスト
Final Test
(授業内容) 学期末テスト
Final Test (Part 2)

予習, 復習 （2時間)
授業の理解度を測定するための試験を実施する。

(授業方法) 学期末テスト
Final exam
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授業科目名
英語科目名

TOEFL･IELTSⅠ
TOEFL･IELTS Ⅰ

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 Keith G.Russell
科目担当者
Keith G.Russell
授業概要
1. In this course, students will learn English for the TOEFL and IELTS tests and methods for impro
ving your score.
2. The classes will be taught entirely in English. You will acquire the best methods to approach t
he test
with confidence.
3. You will also learn the vocabulary and grammar necessary to succeed on the tests. The course ha
s specialized exercises to reinforce and build upon your reading and listening skills.
4. You will learn the fundamentals of structure in written and spoken answers and will practice sp
eaking
and writing extensively.
5. You will additionally learn how to take notes on lectures and understand how to summarize and p
araphrase
oral and written reports.
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）] Diploma and curricular policies
この科目では、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets
1. Students will understand the structure of the TOEFL and IELTS tests. The goal is to increase yo
ur TOEFL score by 20 percent or more and vocabulary by 40% or more in a year.
2.

You will be able to skim and scan written materials to find and answer questions rapidly.

3. You will become familiar with the structure expected for written
to answer quickly and concisely.
4. You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will
in‑class quizzes and TOEFL tests.
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1. Students will increase your TOEFL score (TOEFL trial examination)
2. You will be able to skim and scan written material to find answer
iliar with the structure expected for written and spoken answers and
concisely. (Student participation in in skills activities in class;
3. You will learn supplemental vocabulary and grammar (completion of

and spoken answers and be able
be evaluated through frequent

questions rapidly, become fam
be able to answer quickly and
in‑class test)
homework assignments)

Further details will be described in the class orientation.
[成績評価の方法] Evaluation system
1. Evaluation is based upon student participation in skills activities in class (40%), completion
of homework assignments (30%), and in‑class tests (30%).
2. Further details will be described in the class orientation.
[課題に対するフィードバックの方法]
1. Written examination will be used and students will be given feedback during class.
履修における留意事項
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[履修要件] Conditions for taking this class
1. スポーツ科学科Oral English I クラスE, F, PL, スポーツマネジメント学科・健康学科Oral English I
クラスPL, 健康学科Oral English I クラスCの学生が、本授業を受講することができる。（左記以外の学生は
、 原則、選択必修Introduction to TOEFLを受講するが、TOEFLスコアが390点以上の場合、あるいは、定員に
余裕がある場合は、TOEFL・IELTSＩも受講可。）
2. TOEFLの受験希望者、TOEFL・IELTS IIの受講希望者は、この授業を履修することが望ましい。
3. クラスの人数は40人以下とする。
[履修上の注意（科目独自のルール）] Your own rules of the class
1. As this is a more comprehensive course in TOEFL IELTS, this course is especially aimed at advan
ced English level students who intend to take the TOEFL iBT or IELTS test. You are expected to par
ticipate actively in all lessons.
2. At least five hours of review and preparation outside of class are expected each week.
3. You are required to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be allo
wed for translation.
4. A notebook is also required for all new vocabulary and grammar in the lessons.
5. Text to be announced and distributed on first day of classes.
6. Additional printed materials provided by the teacher.
7. The class will be limited to 25 students.
8. The textbook will be Complete IELTS by Cambidge.
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
k‑russell@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office hours
Office hours Building 1 3'rd floor, rm1302, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays 8:00‑8:30, Wednesd
ays 4:20‑4:45
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Keith G.Russell (授業内容）
1
Orientation, Class introduct （予習：0.5）
ion and how to give self‑int What is IELTS?
Reading, listening, writing, speaking sample
roductions,
s
(授業方法）
Using first pair work, and t （復習: 0.5）
hen large group work, then p TOEFL Mini‑test, evaluation of results.
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）
2
（予習：0.5）
Practice test
IELTSの練習テストを実施する。
(授業方法）
（復習: 0.5）
They take a practice test
Self‑directed study with materials from the
teacher and from the library.
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3

4

5

6

7

8

Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Analysis of your test scores Reading: Types of reading questions: factual
. Reading practice: Skimming , negative factual
and scanning (1)
（復習: 0.5）
Self‑directed study with materials from the
(授業方法）
Practice tests are returned teacher and from the library.
and analyzed where improvem 復習: 0.5）
ent is needed and thereby pl
an the studies.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）（Reading: Use context clues to
Reading practice: Identifyin understand vocabulary
g main ideas and details
（復習: 0.5）
Self‑directed study with materials from the
(授業方法）
Follow along as examples are teacher and from the library.
explained and do the exerci
ses in the book together.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Reading practice: Identifyin Inference questions, author s purpose and m
ethods
g main ideas and details
（復習: 0.5）
(授業方法）
Follow along as examples are Self‑directed study with materials from the
explained and do the exerci teacher and from the library.
ses in the book together.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Reading practice: Identifyin Questions about author s attitude
Listening and reading exercises
g main ideas and details
(授業方法）
Follow along as examples are （復習: 0.5）
explained and do the exerci Self‑directed study with materials from the
teacher and from the library.
ses in the book together.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Reading: Paraphrasing writte Restatement / simplification, reference ques
tions
n and oral reports
Listening: short lectures
(授業方法）
Follow along as examples are
explained and do the exerci （復習: 0.5）
Self‑directed study with materials from the
ses in the book together.
teacher and from the library.
Keith G.Russell (授業内容）
（予習：0.5）
Speaking: Personal informati Review your studies
on
（復習: 0.5）
Next week is your mid‑term. Review where you
(授業方法）
Follow along as examples are are weak and study that as it is your best
explained and do the exerci chance to get a higher score.
ses in the book together.
Questions and answers. Pair
practice
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9

Keith G.Russell (授業内容）
Mid‑term Exam
(授業方法）
Take a condensed IELTS test

10

Keith G.Russell

11

Keith G.Russell

12

Keith G.Russell

13

Keith G.Russell

14

（予習：0.5）
To get more experience, re‑analyze your weak
nesses and strengths to plan what to do next
.

（復習: 0.5）
Self‑directed study with materials from the
teacher and from the library.
（予習：0.5）
(授業内容）
Tests are returned and analy Speaking: pair practice on opinions, choices
, likes and dislikes
zed.
Listening: student conversations
(授業方法）
Analyze how you did on thete （復習: 0.5）
st and re‑plan your studies. Self ‑ directed study with TOEFL materials f
rom teacher.
（予習：0.5）
(授業内容）
Speaking: Comparing and cont Speaking: comparing and contrasting ideas
Listening and reading: synthesizing statemen
rasting
ts for comparison
(授業方法）
Follow along as examples are （復習: 0.5）
explained and do the exerci Self‑directed study with materials from the
teacher and from the library.
ses in the book together.
（予習：0.5）
(授業内容）
Writing: Expressing opinions Writing: opinions exercise, analysis of answ
ers
Reading and speaking: Paraphrasing commentar
(授業方法）
Follow along as examples are ies
explained and do the exerci
（復習: 0.5）
ses in the book together.
Self‑directed study with materials from the
teacher and from the library.
（予習：0.5）
(授業内容）
Listening: Listening for det Listening: to short lectures
Reading: science articles
ails

（復習: 0.5）
(授業方法）
Follow along as examples are Self‑directed study with materials from the
explained and do the exerci teacher and from the library.
ses in the book together.
Keith G.Russell (授業内容）
Listening: summarizing. Expl （予習：1.0）
anation of the final test. Look for where you might be weak and study a
ccordingly.
（復習: 1.0）
(授業方法）
Follow along as examples are Next week is your final! Review where you ar
explained and do the exerci e weak and study accordingly, that as it is
your best chance to get a higher score.
ses in the book together.
Preparation Total time: 15hrs, Review total
time: 15hrs. Total 30hrs.

15

授業内容）
学期末テスト
(授業方法）
Do your best on the condense
d exam
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授業科目名
英語科目名

TOEFL･IELTSⅠ
TOEFL･IELTS Ⅰ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 堀 智子
科目担当者
堀 智子
授業概要
[授業全体の内容]
In this course, students will learn English for the TOEFL and IELTS tests and methods for improvin
g your score. The classes will be taught entirely in English. You will acquire the best methods to
approach the test with confidence. You will also learn the vocabulary and grammar necessary to su
cceed on the tests. The course has specialized exercises to reinforce and build upon your reading
and listening skills. You will learn the fundamentals of structure in written and spoken answers a
nd will practice speaking and writing extensively. You will additionally learn how to take notes o
n lectures and understand how to summarize and paraphrase oral and written reports.
[授業の到達目標]
1. Students will understand the structure of the TOEFL and IELTS tests. The goal is to increase yo
ur TOEFL score by 20 percent or more and vocabulary by 40% or more in a year.
2. You will be able to skim and scan written materials to find and answer questions rapidly.
3. You will become familiar with the structure expected for written and spoken answers and be able
to answer quickly and concisely.
4. You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through frequent
in‑class quizzes and TOEFL tests.
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目では、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1. Students will increase your TOEFL score (TOEFL test)
2. You will be able to skim and scan written material to find answer questions rapidly, become fam
iliar with the structure expected for written and spoken answers and be able to answer quickly and
concisely. (Student participation in in skills activities in class; in‑class test)
3. Your will learn supplemental vocabulary and grammar (completion of homework assignments)
Further details will be described in the class orientation.
[成績評価の方法] Evaluation system
1. TOEFL test: 20%
2. Student participation in skills activities in class: 20%
3. In‑class test: 30%
4. Completion of homework assignments: 30%
履修における留意事項
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[履修要件]
1. スポーツ科学科Oral English I クラスE, F, PL, スポーツマネジメント学科・健康学科Oral English I
クラスPL, 健康学科Oral English I クラスCの学生が、本授業を受講することができる。（左記以外の学生は
、 原則、選択必修Introduction to TOEFLを受講するが、TOEFLスコアが390点以上の場合、あるいは、定員に
余裕がある場合は、TOEFL・IELTS IIも受講可。）
2. TOEFLの受験希望者は、この授業を履修することが望ましい。
3．TOEFL・IELTS I とTOEFL・IELTS IIは授業内容が異なる。TOEFL・IELTS II のみの受講も可能である。
4. クラスの人数は40人以下とする。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. 辞書を必ず持参すること（携帯電話・スマートフォンを辞書の代わりに使うことは不可）。
2. 遅刻及び早退3回で1回分の欠席としてカウントする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業にて試験を返却し、模範解答を提示、解説する。
[テキスト・参考書等]
オリエンテーションにおいて提示する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
t‑hori@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office hours
火・水曜日12:15‑12:45 (1号館 3階 1304室)
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
堀 智子
（予習：0.5時間）
1
（授業内容）
・オリエンテーション：授業目 前期に学習したTOEFL exerciseを見直す。
的、授業方法、評価方法等を説
（復習：0.5時間）
明する。
指示されたTOEFL exercise を行う。
・TOEFL模試を実施する。
堀 智子
（予習：0.5時間）
2
（授業内容）
指示されたTOEFL exercise を行う。
TOEFL模試の解説を行う。

3

4

堀

堀

智子

智子

（授業方法）
間違えやすい問題を取り上げ、
解法、解答を説明する。
（授業内容）
Module 3, Listening 1 を学習
する。
（授業方法）
音読・シャドーイングを行う。
ペアワークで問題の解法を確認
し、理解を深める。
（授業内容）
Module 3, Listening 2 を学習
する。

（復習：0.5時間）
TOEFL模試で間違えた問題を見直す。
（予習：0.5時間）
Module 3, Listening 1の練習問題を解く。
（復習：0.5時間）
Module 3, Listening 1の見直しをする。単語や
文法事項を確認する。

（予習：0.5時間）
Module 3, Listening 2の練習問題を解く。

（復習：0.5時間）
Module 3, Listening 2の見直しをする。単語や
（授業方法）
音読・シャドーイングを行う。 文法事項を確認する。
ペアワークで問題の解法を確認
し、理解を深める。
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5

堀

智子

6

堀

智子

7

堀

智子

8

堀

智子

9

堀

智子

10

堀

智子

11

堀

智子

12

堀

智子

（予習：0.5時間）
（授業内容）
Module 3, Structure 1を学習 Module 3, Structure 1の練習問題を解く。
する。
（復習：0.5時間）
Module 3, Structure 1の見直しをする。単語や
（授業方法）
ペアワークで問題の解法を確認 文法事項を確認する。
し、理解を深める。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Module 3, Structure 2を学習 Module 3, Structure 2の練習問題を解く。
する。
（復習：0.5時間）
Module 3, Listening の見直しをする。単語や文
（授業方法）
ペアワークで問題の解法を確認 法事項を確認する。
し、理解を深める。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Module 3, Reading 1を学習す Module 3, Reading 1の練習問題を解く。
る。
（復習：0.5時間）
Module 3, Reading 1の見直しをする。単語や文
（授業方法）
音読・速読を行う。ペアワーク 法事項を確認する。
で問題の解法を確認し、理解を
深める。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Module 3, Reading 2を学習す Module 2, Reading 2の練習問題を解く。
る。
（復習：0.5時間）
Module 2, Reading 2 の見直しをする。単語や文
（授業方法）
音読・速読を行う。ペアワーク 法事項を確認する。
で問題の解法を確認し、理解を
深める。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Module 4, Listening 1 を学習 Module 3, Listening 1 の練習問題を解く。
する。
（復習：0.5時間）
Module 3, Listening 1 の見直しをする。単語や
（授業方法）
音読・シャドーイングを行う。 文法事項を確認する。
ペアワークで問題の解法を確認
し、理解を深める。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Module 4, Listening 2を学習 Module 4, Listening 2の練習問題を解く。
する。
（復習：0.5時間）
Module 4, Structureの見直しをする。単語や文
（授業方法）
音読・シャドーイングを行う。 法事項を確認する。
ペアワークで問題の解法を確認
し、理解を深める。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Module 4, Structure 1を学習 Module 4, Structure 1の練習問題を解く。
する。
（復習：0.5時間）
Module 4, Structure 1の見直しをする。単語や
（授業方法）
ペアワークで問題の解法を確認 文法事項を確認する。
し、理解を深める。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Module 4, Structure 2を学習 Module 4, Structure 2の練習問題を解く。
する。
（復習：0.5時間）
Module 4, Structure 2の見直しをする。単語や
（授業方法）
ペアワークで問題の解法を確認 文法事項を確認する。
し、理解を深める。
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13

堀

智子

14

堀

智子

（予習：0.5時間）
（授業内容）
Module 4, Reading 1を学習す Module 4, Reading 1の練習問題を解く。
る。
（復習：0.5時間）
Module 4, Reading 1の見直しをする。単語や文
（授業方法）
音読・速読を行う。ペアワーク 法事項を確認する。
で問題の解法を確認し、理解を
深める。
（予習・復習）
（授業内容）
授業内容の理解度を確認する。 コースの総復習を行う。
（授業方法）
授業内容の要点の再確認をする
。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

TOEFL･IELTSⅡ
TOEFL･IELTS Ⅱ

授業形態
開講学期

対象学年

1

単位数

科目責任者
科目担当者

篠塚

1.0

勝正

授業概要
[授業全体の内容]
In this course, students will learn English for the TOEFL and IELTS tests and methods for improvin
g your score. The classes will be taught entirely in English. You will acquire the best methods to
approach the test with confidence. You will also learn the vocabulary and grammar necessary to su
cceed on the tests. The course has specialized exercises to reinforce and build upon your reading
and listening skills. You will learn the fundamentals of structure in written and spoken answers a
nd will practice speaking and writing extensively. You will additionally learn how to take notes o
n lectures and understand how to summarize and paraphrase oral and written reports.
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）] Diploma and curricular policies
この科目では、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets
1 Students will understand the structure of the TOEFL and IELTS tests. The goal is to increase you
r TOEFL score by 20 percent or more and vocabulary by 40% or more in a year.
2 You will be able to skim and scan written materials to find and answer questions rapidly.
3.You will become familiar with the structure expected for written and spoken answers and be able
to answer quickly and concisely.
4.You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through frequent i
n‑class quizzes and TOEFL tests.
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1. Students will increase your TOEFL score (TOEFL trial examination)
2. You will be able to skim and scan written material to find answer questions rapidly, become fam
iliar with the structure expected for written and spoken answers and be able to answer quickly and
concisely. (Student participation in in skills activities in class; in‑class test)
3. Your will learn supplemental vocabulary and grammar (completion of homework assignments)
Further details will be described in the class orientation.
[成績評価の方法] Evaluation system
1.TOEFL trail examination: 20%
2.Student participation in skills activities in class: 20%
3.In‑class test: 30%
4.Completion of homework assignments: 30%
履修における留意事項
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[履修要件] Conditions for taking this class
1. スポーツ科学科Oral English I クラスE, F, PL, スポーツマネジメント学科・健康学科Oral English I
クラスPL, 健康学科Oral English I クラスCの学生が、本授業を受講することができる。（左記以外の学生は
、 原則、選択必修Introduction to TOEFLを受講するが、TOEFLスコアが390点以上の場合、あるいは、定員に
余裕がある場合は、TOEFL・IELTSＩも受講可。）
2. TOEFLの受験希望者、TOEFL・IELTS IIの受講希望者は、この授業を履修することが望ましい。
3. クラスの人数は40人以下とする。
[履修上の注意（科目独自のルール）] Your own rules of the class
1. 辞書を必ず持参すること（携帯電話・スマートフォンを辞書の代わりに使うことは不可）。
2. 1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
3. 遅刻及び早退3回で1回分の欠席としてカウントする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法] Feedback on exams, presentations, etc.
授業にて試験を返却し、模範解答を提示、解説する。
[テキスト・参考書等]
All‑Round Practice For the TOEFL TEST (Jeffrey Durand, Naun'un‑do, 2017)テキストは必ず用意すること
（授業内で販売する）。適宜、プリントを配布する。
連絡先とオフィスアワー
aquarianks@hotmail.com
Building 1 Room 1302 12:15 12:50
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
毎週、vocab mini test を行うので、週に50個の未知語を必ず長期記憶化し活用語に出来るように、何度も文
脈で覚えるように、音読やシャドーイングなどを行うこと。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
篠塚勝正
予習(0.5時間）
1回目
(授業内容）
オリエンテーション、Introduc シラバスを熟読して、受講に当たっての課題、提
tion: Overview, self‑introdu 出物などが出来るかどうか、よく考えてみてくだ
さい。
ction
授業目標、授業方法、シラバス 復習（0.5時間）
、評価方法などの説明をします 早速、与えられたmini test の単語を覚えるよう
にして下さい。
。

2回目

篠塚勝正

（授業方法）
毎回の課題の行いかたの詳細な
説明。毎回のVocab testのmate
rialの配布するので、必ず出席
のこと。
予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
Unit8: Children and New Medi 授業で行った、reading listening test で間違
a のreadingとListening を行 えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
います。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
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3回目

篠塚勝正

4回目

篠塚勝正

5回目

篠塚勝正

6回目

篠塚勝正

7回目

篠塚勝正

予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
Unit9: Cool Computersのreadi 授業で行った、reading listening test で間違
ngとListening を行います。 えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指 いて、音声化（声に出して）覚える。
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
Unit10 Why do people get mar 授業で行った、reading listening test で間違
ried?のreadingとListening を えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
行います。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
Unit 11 What is a planet?のr 授業で行った、reading listening test で間違
eadingとListening を行います えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
Unit12 What does the " First 授業で行った、reading listening test で間違
Lady" do?のreadingとListeni えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
ng を行います。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
Unit 13 Confusing Weights an 授業で行った、reading listening test で間違
d Measures のreadingとListen えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
ing を行います。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
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8回目

篠塚勝正

9回目

篠塚勝正

10回目

篠塚勝正

11回目

篠塚勝正

予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
Unit 14 Copperheads and Cott 授業で行った、reading listening test で間違
onmouthsのreadingとListening えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
を行います。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
Extra Unit: Review のListeni 授業で行った、reading listening test で間違
ng とディクテーションを行い えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
ます。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
Extra Unit: Reviewのreading 授業で行った、reading listening test で間違
とreading aloud, shadowing えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
を行います。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
TOEFL のessay Writing を学ぶ 授業で行ったessay writing を再度見直し、異な
ったTopic のessayを書いてみる。
（授業方法）
Essay Writingのひな型を学び
、
computer のword file に指示
をしたtopic に対して、Introd
uction, Body and Conclusion
に基づき書き、それを提出する
。
提出したessay は翌週、添削し
返却する。
必ず、Topic に対して、説得力
があり、因果関係を明確にした
essay にすることに留意する。
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12回目

篠塚勝正

13回目

篠塚勝正

14回目

篠塚勝正

予習（0.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 min‑vocab testの単語を覚える。
復習（0.5時間）
います。
TOEFL のSpeaking ( Prrsenati 授業で作成したscript を再度見直し、次回のpre
senation に備える。
on )を学ぶ
（授業方法）
先週行った、Essay Writingを
基に、Introduction, Body and
Conclusion を含めたpresenat
ion のScript を作成する。作
成したscriptはpeer review を
する。
Mini‑Vocab test: を最初に行 予習（0.5時間）
min‑vocab testの単語を覚える。
います。
一人一人、Presenation を行う 復習（0.5時間）
。一人3分程度で、マイクを持 授業で行った、reading listening test で間違
って、先週のscript を基に行 えた箇所の理由をよく考え直し、その間違った箇
所の因果関係を考える。
う。
また、min‑vocab testの単語を何度も手書きで書
いて、音声化（声に出して）覚える。
（授業方法）
他の学生が行ったpresentation
を自分のものを比較し、内省
文を提出する。
予習（1.5時間）
(授業内容）
Mini‑Vocab test: を最初に行 翌週に行う最終試験の対策として、今までの総復
習を行って下さい。また、試験対策として、Unit
います。
11〜14迄を自分で行ってください。
後期の振り返りを行う(reading
. litening, essay writing) 復習（0.5時間）
行ったテストに対して、自分の出来具合を再試再
考してください。
(授業方法）
受講生はテキストに沿って、指
定箇所をシャドーイング訓練す
る。
最終試験日
TOEFLの初見のreading 及びLis
tening の問題、今までのVocab
test の中から30題をテストに
課します。
備考
合計時間:45時間
授業時間:30時間
準備時間:15時間
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授業科目名
英語科目名

TOEFL･IELTSⅡ
TOEFL･IELTS Ⅱ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 堀 智子
科目担当者
堀 智子
授業概要
[授業全体の内容]
In this course, students will learn English for the TOEFL and IELTS tests and methods for improvin
g your score. The classes will be taught entirely in English. You will acquire the best methods to
approach the test with confidence. You will also learn the vocabulary and grammar necessary to su
cceed on the tests. The course has specialized exercises to reinforce and build upon your reading
and listening skills. You will learn the fundamentals of structure in written and spoken answers a
nd will practice speaking and writing extensively. You will additionally learn how to take notes o
n lectures and understand how to summarize and paraphrase oral and written reports.
[授業の到達目標]
1. Students will understand the structure of the TOEFL and IELTS tests. The goal is to increase yo
ur TOEFL score by 20 percent or more and vocabulary by 40% or more in a year.
2. You will be able to skim and scan written materials to find and answer questions rapidly.
3. You will become familiar with the structure expected for written and spoken answers and be able
to answer quickly and concisely.
4. You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through frequent
in‑class quizzes and TOEFL tests.
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目では、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1. Students will increase your TOEFL score (TOEFL test)
2. You will be able to skim and scan written material to find answer questions rapidly, become fam
iliar with the structure expected for written and spoken answers and be able to answer quickly and
concisely. (Student participation in in skills activities in class; in‑class test)
3. Your will learn supplemental vocabulary and grammar (completion of homework assignments)
Further details will be described in the class orientation.
[成績評価の方法] Evaluation system
1. TOEFL test: 20%
2. Student participation in skills activities in class: 20%
3. In‑class test: 30%
4. Completion of homework assignments: 30%
履修における留意事項
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[履修要件]
1. スポーツ科学科Oral English I クラスE, F, PL, スポーツマネジメント学科・健康学科Oral English I
クラスPL, 健康学科Oral English I クラスCの学生が、本授業を受講することができる。（左記以外の学生は
、 原則、選択必修Introduction to TOEFLを受講するが、TOEFLスコアが390点以上の場合、あるいは、定員に
余裕がある場合は、TOEFL・IELTS IIも受講可。）
2. TOEFLの受験希望者は、この授業を履修することが望ましい。
3．TOEFL・IELTS I とTOEFL・IELTS IIは授業内容が異なる。TOEFL・IELTS II のみの受講も可能である。
4. クラスの人数は40人以下とする。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. 辞書を必ず持参すること（携帯電話・スマートフォンを辞書の代わりに使うことは不可）。
2. 遅刻及び早退3回で1回分の欠席としてカウントする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業にて試験を返却し、模範解答を提示、解説する。
[テキスト・参考書等]
オリエンテーションにおいて提示する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
t‑hori@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office hours
火・水曜日12:15‑12:45 (1号館 3階 1304室)
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
堀 智子
（予習：0.5時間）
1
（授業内容）
・オリエンテーション：授業目 前期に学習したTOEFL exerciseを見直す。
的、授業方法、評価方法等を説
（復習：0.5時間）
明する。
指示されたTOEFL exercise を行う。
・TOEFL模試を実施する。
堀 智子
（予習：0.5時間）
2
（授業内容）
指示されたTOEFL exercise を行う。
TOEFL模試の解説を行う。

3

4

堀

堀

智子

智子

（授業方法）
間違えやすい問題を取り上げ、
解法、解答を説明する。
（授業内容）
Module 3, Listening 1 を学習
する。
（授業方法）
音読・シャドーイングを行う。
ペアワークで問題の解法を確認
し、理解を深める。
（授業内容）
Module 3, Listening 2 を学習
する。

（復習：0.5時間）
TOEFL模試で間違えた問題を見直す。
（予習：0.5時間）
Module 3, Listening 1の練習問題を解く。
（復習：0.5時間）
Module 3, Listening 1の見直しをする。単語や
文法事項を確認する。

（予習：0.5時間）
Module 3, Listening 2の練習問題を解く。

（復習：0.5時間）
Module 3, Listening 2の見直しをする。単語や
（授業方法）
音読・シャドーイングを行う。 文法事項を確認する。
ペアワークで問題の解法を確認
し、理解を深める。
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5

堀

智子

6

堀

智子

7

堀

智子

8

堀

智子

9

堀

智子

10

堀

智子

11

堀

智子

12

堀

智子

（予習：0.5時間）
（授業内容）
Module 3, Structure 1を学習 Module 3, Structure 1の練習問題を解く。
する。
（復習：0.5時間）
Module 3, Structure 1の見直しをする。単語や
（授業方法）
ペアワークで問題の解法を確認 文法事項を確認する。
し、理解を深める。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Module 3, Structure 2を学習 Module 3, Structure 2の練習問題を解く。
する。
（復習：0.5時間）
Module 3, Listening の見直しをする。単語や文
（授業方法）
ペアワークで問題の解法を確認 法事項を確認する。
し、理解を深める。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Module 3, Reading 1を学習す Module 3, Reading 1の練習問題を解く。
る。
（復習：0.5時間）
Module 3, Reading 1の見直しをする。単語や文
（授業方法）
音読・速読を行う。ペアワーク 法事項を確認する。
で問題の解法を確認し、理解を
深める。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Module 3, Reading 2を学習す Module 2, Reading 2の練習問題を解く。
る。
（復習：0.5時間）
Module 2, Reading 2 の見直しをする。単語や文
（授業方法）
音読・速読を行う。ペアワーク 法事項を確認する。
で問題の解法を確認し、理解を
深める。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Module 4, Listening 1 を学習 Module 3, Listening 1 の練習問題を解く。
する。
（復習：0.5時間）
Module 3, Listening 1 の見直しをする。単語や
（授業方法）
音読・シャドーイングを行う。 文法事項を確認する。
ペアワークで問題の解法を確認
し、理解を深める。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Module 4, Listening 2を学習 Module 4, Listening 2の練習問題を解く。
する。
（復習：0.5時間）
Module 4, Structureの見直しをする。単語や文
（授業方法）
音読・シャドーイングを行う。 法事項を確認する。
ペアワークで問題の解法を確認
し、理解を深める。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Module 4, Structure 1を学習 Module 4, Structure 1の練習問題を解く。
する。
（復習：0.5時間）
Module 4, Structure 1の見直しをする。単語や
（授業方法）
ペアワークで問題の解法を確認 文法事項を確認する。
し、理解を深める。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Module 4, Structure 2を学習 Module 4, Structure 2の練習問題を解く。
する。
（復習：0.5時間）
Module 4, Structure 2の見直しをする。単語や
（授業方法）
ペアワークで問題の解法を確認 文法事項を確認する。
し、理解を深める。
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13

堀

智子

14

堀

智子

（予習：0.5時間）
（授業内容）
Module 4, Reading 1を学習す Module 4, Reading 1の練習問題を解く。
る。
（復習：0.5時間）
Module 4, Reading 1の見直しをする。単語や文
（授業方法）
音読・速読を行う。ペアワーク 法事項を確認する。
で問題の解法を確認し、理解を
深める。
（予習・復習）
（授業内容）
授業内容の理解度を確認する。 コースの総復習を行う。
（授業方法）
授業内容の要点のまとめ
定期試験
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授業科目名
英語科目名

TOEFL･IELTSⅡ
TOEFL･IELTS Ⅱ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Matthew Willemsen

授業概要
[授業全体の内容]
In this course, students will learn English for the TOEFL and IELTS tests and methods for improvin
g your score. The classes will be taught entirely in English. You will acquire the best methods to
approach the test with confidence. You will also learn the vocabulary and grammar necessary to su
cceed on the tests. The course has specialized exercises to reinforce and build upon your reading
and listening skills. You will learn the fundamentals of structure in written and spoken answers a
nd will practice speaking
and writing extensively. You will additionally learn how to take notes on lectu
res and understand how to summarize and paraphrase oral and written reports.
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）] Diploma and curricular policies
この科目では、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets
1. Students will understand the structure of the TOEFL and IELTS tests. The goal is to increase yo
ur TOEFL score by 20 percent or more and vocabulary by 40% or more in a year.
2.

You will be able to skim and scan written materials to find and answer questions rapidly.

3. You will become familiar with the structure expected for written and spoken answers and be able
to answer quickly and concisely.
4. You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through frequent
in‑class quizzes and TOEFL tests.
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1. Students will increase your TOEFL score (TOEFL trial examination)
2. You will be able to skim and scan written material to find answer questions rapidly, become fam
iliar with the structure expected for written and spoken answers and be able to answer quickly and
concisely. (Student participation in in skills activities in class; in‑class test)
3. Your will learn supplemental vocabulary and grammar (completion of homework assignments)
Further details will be described in the class orientation.
[成績評価の方法] Evaluation system
1. Evaluation is based upon student participation in skills activities in class ‑ listening, gramm
ar, vocabulary, speaking ‑ (35%), completion of homework assignments in the text and provided by t
he teacher ‑ (45%), and in‑class tests (20%).
2. Further details will be described in the class orientation.
履修における留意事項
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[履修要件] Conditions for taking this class
1. スポーツ科学科Oral English I クラスE, F, PL, スポーツマネジメント学科・健康学科Oral English I
クラスPL, 健康学科Oral English I クラスCの学生が、本授業を受講することができる。（左記以外の学生は
、 原則、選択必修Introduction to TOEFLを受講するが、TOEFLスコアが390点以上の場合、あるいは、定員に
余裕がある場合は、TOEFL・IELTSＩも受講可。）
2. TOEFLの受験希望者、TOEFL・IELTS IIの受講希望者は、この授業を履修することが望ましい。
3. クラスの人数は40人以下とする。
[履修上の注意（科目独自のルール）] Your own rules of the class
1. As this is a more comprehensive course in TOEFL IELTS, this course is especially aimed at advan
ced English level students who intend to take the TOEFL iBT or IELTS test. You are expected to par
ticipate actively in all lessons.
2. At least five hours of review and preparation outside of class are expected each week.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
1. Evaluation will be done through quizzes in class, spoken and written presentations, and two in‑
class tests.
2. You are required to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be allo
wed in the classroom.
3. A notebook is also required for all new vocabulary and grammar in the lessons.
[テキスト・参考書等]
1. Integrated Skills for the TOEFL iBT.
2. Additional printed materials provided by the teacher.
3. The class will be limited to 40 students.
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］Contact
matthew@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
月 16:20‑17:00 火 14:30‑17:00 水 12:00‑12:30 木 14:30‑17:00 金 14:30‑17:00
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Matthew Willemse (授業内容) Orientation.
予習（0.5時間）
1
n
What is TOEFL?
TOEFL mini‑test
Reading, listening, writing, speaking sample
(授業方法) TOEFL mini‑test s
復習（0.5時間）
TOEFL mini‑test, evaluation, homework distri
bution
2
(授業内容) Review mini‑TOEFL 予習（0.5時間)
TOEFL PBT の練習テストを実施する。
test, Introduce text
復習（0.5時間)
(授業方法) Vocabulary, Readi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Critical thinking, Writi rom teacher
ng, Summarizing, Listening
3
(授業内容) Reading practice: 予習（0.5時間)
Skimming and scanning (1) Reading: Types of reading questions: factual
, negative factual
(授業方法) Vocabulary, Readi 復習（0.5時間)
ng, Critical thinking, Writi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Summarizing, Listening rom teacher
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4

5

6

7

8

9

10

11

(授業内容) Reading practice: 予習（0.5時間)
Identifying main ideas and Use context clues to understand vocabulary
復習（0.5時間)
details
Self ‑ directed study with TOEFL materials f
(授業方法) Vocabulary, Readi rom teacher
ng, Critical thinking, Writi
ng, Summarizing, Listening
(授業内容) TOEFL PBT: Struct 予習（0.5時間)
ure and Written Expression Inference questions, author s purpose and m
Reading practice: identifyin ethods
復習（0.5時間)
g main ideas and details
Self ‑ directed study with TOEFL materials f
(授業方法) Vocabulary, Readi rom teacher
ng, Critical thinking, Writi
ng, Summarizing, Listening
(授業内容) Reading: Summariz 予習（0.5時間)
ing written and spoken repor Questions about author s attitude
Listening and reading exercises
ts
復習（0.5時間)
(授業方法) Vocabulary, Readi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Critical thinking, Writi rom teacher
ng, Summarizing, Listening
(授業内容) Reading: Paraphra 予習（0.5時間)
sing written and oral report Restatement / simplification, reference ques
tions
s
Listening: short lectures
(授業方法) Vocabulary, Readi 復習（0.5時間)
ng, Critical thinking, Writi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Summarizing, Listening rom teacher
(授業内容) Speaking: Persona 予習（0.5時間)
Rapid response quiz, personal questions
l information
Questions and answers. Pair Reading: opinions and choices
復習（0.5時間)
practice
(授業方法) Vocabulary, Readi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Critical thinking, Writi rom teacher
ng, Summarizing, Listening
(授業内容) Speaking: Choices 予習（0.5時間)
Speaking: pair practice on opinions, choices
and opinions
, likes and dislikes
(授業方法) Vocabulary, Readi Listening: student conversations
ng, Critical thinking, Writi 復習（0.5時間)
ng, Summarizing, Listening Self ‑ directed study with TOEFL materials f
rom teacher
(授業内容) Speaking: Compari 予習（0.5時間)
Speaking: comparing and contrasting ideas
ng and contrasting
Listening and reading: synthesizing statemen
(授業方法) Vocabulary, Readi ts for comparison
ng, Critical thinking, Writi 復習（0.5時間)
ng, Summarizing, Listening Self ‑ directed study with TOEFL materials f
rom teacher
(授業内容) Writing: Expressi 予習（0.5時間)
Writing: opinions exercise, analysis of answ
ng opinions
ers
(授業方法) Vocabulary, Readi Reading and speaking: Paraphrasing commentar
ng, Critical thinking, Writi ies
ng, Summarizing, Listening 復習（0.5時間)
Self ‑ directed study with TOEFL materials f
rom teacher
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12

13

14

15

(授業内容) Listening: Listen 予習（0.5時間)
Listening: short lectures
ing for details
Reading: science articles
(授業方法) Vocabulary, Readi 復習（0.5時間)
ng, Critical thinking, Writi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Summarizing, Listening rom teacher
(授業内容) Listening: summar 予習（0.5時間)
Reading: science articles, commentaries
izing
Listening, conversations and short lectures
(授業方法) Vocabulary, Readi 復習（0.5時間)
ng, Critical thinking, Writi Self ‑ directed study with TOEFL materials f
ng, Summarizing, Listening rom teacher
予習, 復習 （1時間)
(授業内容) 学期末テスト
授業の理解度を測定するための試験を実施する。
Final Test (Part 1)
(授業方法) 学期末テスト
Final Test
(授業内容) 学期末テスト
Final Test (Part 2)

予習, 復習 （2時間)
授業の理解度を測定するための試験を実施する。

(授業方法) 学期末テスト
Final Test
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授業科目名
英語科目名

TOEFL･IELTSⅡ
TOEFL･IELTS Ⅱ

授業形態
開講学期

演習
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 庄子 ひとみ
科目担当者
庄子ひとみ
授業概要
[授業全体の内容]
In this course, students will learn English for the TOEFL and IELTS tests. You will improve your E
nglish and acquire the best methods to take the test with confidence. The course exercises are des
igned to brush up four skills in English, listening, reading, writing, and speaking. You will lea
rn the fundamentals of structure in English through the extensive practice of speaking and writing
. This class will be taught in English.
[授業の到達目標]
1. Students will understand the structure of the TOEFL and IELTS tests. The goal is to improve you
r TOEFL score by 20 percent or more and vocabulary by 40% or more in a year.
2. You will be able to use skim/scan reading skills, to find necessary information in various writ
ten materials rapidly.
3. You will become familiar with the structure of oral/written English.
4. Supplemental vocabulary and grammar drills will be given; the progress will be evaluated by in‑
class quizzes and TOEFL tests.
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目では、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1. TOEFL test: 20%
2. Student participation in class: 20%
3. In‑class test: 30%
4. Completion of homework assignments: 30%
Further details will be given in the class.
履修における留意事項
[履修要件]
1. スポーツ科学科Oral English I クラスE, F, PL, スポーツマネジメント学科・健康学科Oral English I
クラスPL, 健康学科Oral English I クラスCの学生が、本授業を受講することができる。（左記以外の学生は
、 原則、選択必修Introduction to TOEFLを受講するが、TOEFLスコアが390点以上の場合、あるいは、定員に
余裕がある場合は、TOEFL・IELTS IIも受講可。）
2. TOEFLの受験希望者は、この授業を履修することが望ましい。
3．TOEFL・IELTS I とTOEFL・IELTS IIは授業内容が異なる。TOEFL・IELTS II のみの受講も可能である。
4. クラスの人数は40人以下とする。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. 辞書を必ず持参すること（携帯電話・スマートフォンを辞書の代わりに使うことは不可）。
2. 遅刻及び早退3回で1回分の欠席としてカウントする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業にて試験を返却し、模範解答を提示、解説する。
[テキスト・参考書等]
オリエンテーションにおいて提示する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
hi‑shoji@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office hours
月〜木 (1号館 3階 庄子ひとみ研究室)
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
庄子 ひとみ
（予習：0.5時間）
1
（授業内容）
・オリエンテーション：授業目 前期に学習したTOEFL exerciseを見直す。
的、授業方法、評価方法等を説
（復習：0.5時間）
明する。
指示されたTOEFL exercise を行う。
・TOEFL模試を実施する。
庄子 ひとみ
（予習：0.5時間）
2
（授業内容）
指示されたTOEFL exercise を行う。
TOEFL模試の解説を行う。

3

4

5

6

庄子

庄子

庄子

庄子

ひとみ

ひとみ

ひとみ

ひとみ

（授業方法）
間違えやすい問題を取り上げ、
解法、解答を説明する。
（授業内容）
Module 3, Listening 1 を学習
する。
（授業方法）
音読・シャドーイングを行う。
ペアワークで問題の解法を確認
し、理解を深める。
（授業内容）
Module 3, Listening 2 を学習
する。
（授業方法）
音読・シャドーイングを行う。
ペアワークで問題の解法を確認
し、理解を深める。
（授業内容）
Module 3, Structure 1を学習
する。
（授業方法）
ペアワークで問題の解法を確認
し、理解を深める。
（授業内容）
Module 3, Structure 2を学習
する。

（復習：0.5時間）
TOEFL模試で間違えた問題を見直す。
（予習：0.5時間）
Module 3, Listening 1の練習問題を解く。
（復習：0.5時間）
Module 3, Listening 1の見直しをする。単語や
文法事項を確認する。

（予習：0.5時間）
Module 3, Listening 2の練習問題を解く。
（復習：0.5時間）
Module 3, Listening 2の見直しをする。単語や
文法事項を確認する。

（予習：0.5時間）
Module 3, Structure 1の練習問題を解く。
（復習：0.5時間）
Module 3, Structure 1の見直しをする。単語や
文法事項を確認する。
（予習：0.5時間）
Module 3, Structure 2の練習問題を解く。

（復習：0.5時間）
Module 3, Listening の見直しをする。単語や文
（授業方法）
ペアワークで問題の解法を確認 法事項を確認する。
し、理解を深める。
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7

庄子

ひとみ

8

庄子

ひとみ

9

庄子

ひとみ

10

庄子

ひとみ

11

庄子

ひとみ

12

庄子

ひとみ

13

庄子

ひとみ

（予習：0.5時間）
（授業内容）
Module 3, Reading 1を学習す Module 3, Reading 1の練習問題を解く。
る。
（復習：0.5時間）
Module 3, Reading 1の見直しをする。単語や文
（授業方法）
音読・速読を行う。ペアワーク 法事項を確認する。
で問題の解法を確認し、理解を
深める。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Module 3, Reading 2を学習す Module 2, Reading 2の練習問題を解く。
る。
（復習：0.5時間）
Module 2, Reading 2 の見直しをする。単語や文
（授業方法）
音読・速読を行う。ペアワーク 法事項を確認する。
で問題の解法を確認し、理解を
深める。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Module 4, Listening 1 を学習 Module 3, Listening 1 の練習問題を解く。
する。
（復習：0.5時間）
Module 3, Listening 1 の見直しをする。単語や
（授業方法）
音読・シャドーイングを行う。 文法事項を確認する。
ペアワークで問題の解法を確認
し、理解を深める。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Module 4, Listening 2を学習 Module 4, Listening 2の練習問題を解く。
する。
（復習：0.5時間）
Module 4, Structureの見直しをする。単語や文
（授業方法）
音読・シャドーイングを行う。 法事項を確認する。
ペアワークで問題の解法を確認
し、理解を深める。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Module 4, Structure 1を学習 Module 4, Structure 1の練習問題を解く。
する。
（復習：0.5時間）
Module 4, Structure 1の見直しをする。単語や
（授業方法）
ペアワークで問題の解法を確認 文法事項を確認する。
し、理解を深める。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Module 4, Structure 2を学習 Module 4, Structure 2の練習問題を解く。
する。
（復習：0.5時間）
Module 4, Structure 2の見直しをする。単語や
（授業方法）
ペアワークで問題の解法を確認 文法事項を確認する。
し、理解を深める。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
Module 4, Reading 1を学習す Module 4, Reading 1の練習問題を解く。
る。
（復習：0.5時間）
Module 4, Reading 1の見直しをする。単語や文
（授業方法）
音読・速読を行う。ペアワーク 法事項を確認する。
で問題の解法を確認し、理解を
深める。
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14

庄子

ひとみ

15

庄子

ひとみ

（予習：1.0時間）
（授業内容）
Module 4, Reading 2を学習す Module 4, Reading 2の練習問題を解く。
る。
（復習：1.0時間）
Module 4, Reading 2の見直しをする。単語や文
（授業方法）
音読・速読を行う。ペアワーク 法事項を確認する。コースの総復習を行う。
で問題の解法を確認し、理解を
深める。
（予習・復習）
まとめ
コースの総復習を行う。
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授業科目名
英語科目名

Introduction to TOEFLⅠ
Introduction to TOEFLⅠ

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 Keith G.Russell
科目担当者
Keith G.Russell
授業概要
[授業全体の内容]
このクラスは、グローバルスタンダードの英語テストであるTOEFL(Test of English as a Foreign Language)
のテスト形式、出題傾向を理解し、学内受験に対応できる実力を養成するTOEFLの入門コースである。TOEFL I
TP (Institutional Testing Program)を構成する3つのセクション（Listening Comprehension、Structure an
d Written Expression、Reading Comprehension）をそれぞれ集中的に学習することにより、基礎的なリスニ
ング・リーディング能力の向上を目指す。また、頻出単語・熟語や重要語句、基礎的な構文を学習し、語彙力
・文法能力の向上も目指す。それぞれの練習問題を数多く解くことに加えて、ディクテーションや音読、速読
も実施する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets to students
1．TOEFL ITPのテスト形式、問題傾向を理解できる。
2．TOEFL ITPに頻出の単語や表現を習得し、使用できるようになる。
3．学内受験において、420点以上を獲得できるようになる。
成績評価
[成績評価の基準]
1．TOEFLにおいて、スコアを上昇させる。（定期試験）
2．各セクションの出題パターンを理解し、頻出する語彙や構文を覚えている。（定期試験）
3．学習した単語や熟語、文法知識を活かし、TOEFL形式問題で正答できる。（学期末試験）
4．地道に課題を行い、授業に積極的に参加している。（小テスト）
[成績評価の方法]
小テスト (20%), 学期末試験 (60%), Class participation (20%)で評価する。
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
[履修要件] Conditions for taking this class
1. スポ科Oral English I クラスA, B, C, D, マネ科Oral English I クラスA, B, 健康学科Oral English I
クラスAの学生が、この授業を受講することができる。
2. TOEFLの受験希望者、Introduction to TOEFL IIの受講希望者は、この授業を履修することが望ましい。
3. クラスの人数は50人以下とする。
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1. 辞書を必ず持参すること（携帯電話・スマートフォンを辞書の代わりに使うことは不可）。
2. 1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
3. 遅刻及び早退3回で1回分の欠席としてカウントする。
Feedback on examinations and presentations, etc.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業にて返却し、模範解答を提示、解説する。
[テキスト・参考書等] Textbooks
1. Text to be announced and distributed on first day of classes.
Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］Contact address
k‑russell@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office hours
Office hours Building 1 3'rd floor, rm1302, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays 8:00‑8:30, Wednesd
ays 4:20‑4:45
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備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
2． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Russell
（予習：0.5）
(授業内容）
Orientation, Class introduct What is TOEFL?
ion and how to give self‑int Reading, listening, writing, speaking sample
s
roductions,

Russell

（復習: 0.5）
(授業方法）
Using first pair work, and t TOEFL Mini‑test, evaluation of results.
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
（予習：0.5）
(授業内容）
TOEFL PBTの練習テストを実施する。
Practice test
（復習: 0.5）
Self‑directed study with materials from the
teacher and from the library.
（予習：0.5）
(授業内容）
Analysis of your test scores Listening Comprehensionの出題パターンを理解
. TOEFL: Listening Comprehen し、頻出する語彙や構文を学習する。
sion (here after LC)への入門
（復習: 0.5）
Self‑directed study with materials from the
(授業方法）
Practice tests are returned teacher and from the library.
and analyzed where improvem
ent is needed and thereby pl
an the studies.
（予習：0.5）
(授業内容）
TOEFL: Structure and Written Structure and Written Expressionの出題パター
Expression (here after SWE) ンを理解し、頻出する語彙や構文を学習する。
への入門
（復習: 0.5）
Self‑directed study with materials from the
(授業方法）
Follow along as examples are teacher and from the library.
explained and do the exerci
ses in the book together.
（予習：0.5）
(授業内容）
TOEFL: Reading Comprehension Reading Comprehensionの問題を使って、語彙力
、文法能力の強化を行う。
(here after RC) への入門
(授業方法）
They take a practice test

3

Russell

4

Russell

5

Russell

（復習: 0.5）
(授業方法）
Follow along as examples are Self‑directed study with materials from the
explained and do the exerci teacher and from the library.
ses in the book together.
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6

Russell

7

Russell

8

Russell

9

Russell

10

Russell

11

Russell

12

Russell

（予習：0.5）
(授業内容）
TOEFL: listening Comprehensi Learn to recognize associated words as used
in TOEFL tests. Do one exercise on your wea
on Unit 2
kest area.
(授業方法）
Follow along as examples are （復習: 0.5）
explained and do the exerci Self‑directed study with materials from the
teacher and from the library.
ses in the book together.
（予習：0.5）
(授業内容）
TOEFL: Structure and Written To understand about word families.Prep: Revi
ew pgs. 99‑106. HW: Do one exercise on SWE.
Expression. Section 2
（復習: 0.5）
(授業方法）
Follow along as examples are Self‑directed study with materials from the
explained and do the exerci teacher and from the library.
ses in the book together.
（予習：0.5）
(授業内容）
Reading Comprehension.Sectio Review your studies
n 2.
（復習: 0.5）
Next week is your mid‑term. Review where you
(授業方法）
Follow along as examples are are weak and study that as it is your best
explained and do the exerci chance to get a higher score.
ses in the book together.
（予習：0.5）
(授業内容）
To get more experience, re‑analyze your weak
Mid‑term Exam
nesses and strengths to plan what to do next
.
(授業方法）
Take a condensed TOEFL test.
（復習: 0.5）
Self‑directed study with materials from the
teacher and from the library.
（予習：0.5）
(授業内容）
Tests are returned and analy To practice Recognizing verbals.
zed.
（復習: 0.5）
Self‑directed study with materials from the
(授業方法）
Analyze how you did on thete teacher and from the library.
st and re‑plan your studies.
（予習：0.5）
(授業内容）
To understand word choices.
TOEFL SWE Section 3
（復習: 0.5）
(授業方法）
Follow along as examples are Self‑directed study with materials from the
explained and do the exerci teacher and from the library.
ses in the book together.
（予習：0.5）
(授業内容）
To learn how to analyze vocabulary questions
TOEFL: RC Section 4
.
(授業方法）
Follow along as examples are （復習: 0.5）
explained and do the exerci Self‑directed study with materials from the
teacher and from the library.
ses in the book together.
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13

14

15

Russell

Russell

（予習：0.5）
(授業内容）
TOEFL: LC Unit 4 Recognizing To learn how to differentiate between words
with similar sounds, i.e. "fax" vs. "facts".
similar sounds.
（復習: 0.5）
(授業方法）
Follow along as examples are Self‑directed study with materials from the
explained and do the exerci teacher and from the library.
ses in the book together.
（予習：1.0）
(授業内容）
TOEFL: Structure and Written To understand word order.
（復習: 1.0）
Expression Unit 4
Next week is your final! Review where you ar
e weak and study accordingly, that as it is
(授業方法）
Follow along as examples are your best chance to get a higher score.
explained and do the exerci
Preparation Total time: 15hrs, Review total
ses in the book together.
time: 15hrs. Total 30hrs.
(授業内容）
学期末テスト
(授業方法）
Do your best on the condense
d exam
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授業科目名
英語科目名

Introduction to TOEFLⅠ
Introduction to TOEFLⅠ

授業形態
開講学期

対象学年

1

単位数

科目責任者
科目担当者

Fran Conigliaro

1.0

授業概要
[授業全体の内容]
このクラスは、グローバルスタンダードの英語テストであるTOEFL(Test of English as a Foreign Language)
のテスト形式、出題傾向を理解し、学内受験に対応できる実力を養成するTOEFLの入門コースである。TOEFL I
TP (Institutional Testing Program)を構成する3つのセクション（Listening Comprehension、Structure an
d Written Expression、Reading Comprehension）をそれぞれ集中的に学習することにより、基礎的なリスニ
ング・リーディング能力の向上を目指す。また、頻出単語・熟語や重要語句、基礎的な構文を学習し、語彙力
・文法能力の向上も目指す。それぞれの練習問題を数多く解くことに加えて、ディクテーションや音読、速読
も実施する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1． TOEFL ITPのテスト形式、問題傾向を理解できる。
2． TOEFL ITPに頻出の単語や表現を習得し、使用できるようになる。
3． 学内受験において、420点以上を獲得できるようになる。
成績評価
[成績評価の基準]
1． TOEFLにおいて、スコアを上昇させる（定期試験）。
2． 各セクションの出題パターンを理解し、頻出する語彙や構文を覚えている（定期試験）
3． 学習した単語や熟語、文法知識を活かし、TOEFL形式問題で正答できる（定期試験）
4． 英文法の基礎知識、学習意欲や授業参加度を評価する（TOEFL模試、小テスト）
[成績評価の方法]
TOEFL模試(10%), 小テスト (15%), 学期末テスト (60%), Class participation (15%)で評価する。
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
[履修要件]
1. スポ科Oral English I クラスA, B, C, D, マネ科Oral English I クラスA, B, 健康学科Oral English I
クラスAの学生が、この授業を受講することができる。
2. TOEFLの受験希望者、Introduction to TOEFL IIの受講希望者は、この授業を履修することが望ましい。
3. クラスの人数は50人以下とする。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. 辞書を必ず持参すること（携帯電話・スマートフォンを辞書の代わりに使うことは不可）。
2. 1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
3. 遅刻及び早退3回で1回分の欠席としてカウントする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業にて返却し、模範解答を提示、解説する。
[テキスト・参考書等]
テキストは初回の授業で指示するので、必ず用意すること。
適宜、プリントを配布する。
連絡先とオフィスアワー
[連絡先］Contact
email: franc@juntendo.ac.jp
[オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
Tuesdays,16:15‑16:35
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備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
2． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Fran
Conigliaro
（復習：1時間）
1
[授業内容]
Orientation, Introduction: o TOEFL模試のわからない単語・熟語を調べ、覚え
る。解説を見直し、正答するのに必要な事項を確
verview
授業目的、授業方法、シラバス 認し、理解を深める。
、評価方法等を説明する。TOEF
Lの概略を説明する。
TOEFL模試を実施する。

2

3

4

[授業方法]
TOEFL Section 1: Listening C
omprehension と Section 2: S
tructure & Written Expressio
n に解答する。答え合わせと
解説を行う。
Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：0.5時間）
文法書等の文型・時制の箇所を読んでおく。
TOEFL模試を実施する。
英語の文型・時制を学習する。
（復習：0.5時間）
TOEFL模試で間違った箇所をやり直す。授業中の
［授業方法］
TOEFL Section 3: Reading com 解説を見直し理解を深める。
prehension に解答する。答え
わせと解説を行う。英語の文型
・時制に関する練習問題を行う
。
Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：0.5時間）
Unit 1 の練習問題に解答する。分からない単語
Unit 1 を学習する。
Listening Comprehension Part や表現を調べておく。
Aの問題形式・出題傾向を学習
（復習：0.5時間）
する。
Unit 1 の練習問題で間違った箇所をやり直し、
理解を深める。授業で扱った単語、構文、表現を
［授業方法］
覚える。
Listening Comprehension
Part A の練習問題を行う。答
え合わせと解説を行う。
Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：0.5時間）
Unit 2 の練習問題に解答する。分からない単語
Unit 2 を学習する。
Structure and Written Expres や表現を調べておく。
sionの関係詞に関する出題傾向
（復習：0.5時間）
と対策を学習する。
Unit 2 の練習問題で間違った箇所をやり直し、
理解を深める。授業で扱った単語、構文、表現を
［授業方法］
Structure and Written Expres 覚える。
sionの関係詞に関する練習問題
を行う。 答え合わせと解説を
行う。
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5

6

7

8

9

10

Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：0.5時間）
Unit 3 の練習問題に解答する。分からない単語
Unit 3 を学習する。
Structure and Written Expres や表現を調べておく。
sionの能動態と受動態に関する
出題傾向と対策を学習する。 （復習：0.5時間）
Unit 3 の練習問題で間違った箇所をやり直し、
理解を深める。授業で扱った単語、構文、表現を
［授業方法］
Structure and Written Expres 覚える。
sionの能動態と受動態に関する
練習問題を行う。答え合わせと
解説を行う。
Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：0.5時間）
Unit 4 の練習問題に解答する。分からない単語
Unit 4 を学習する。
Reading Comprehension の問題 や表現を調べておく。
形式・出題傾向を学習する。
（復習：0.5時間）
Unit 4 の練習問題で間違った箇所をやり直し、
［授業方法］
Reading Comprehension の自然 理解を深める。授業で扱った単語、構文、表現を
科学分野の練習問題を行う。答 覚える。
え合わせと解説を行う。
Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：0.5時間）
教科書や配布資料を見直し、授業の前半で学んだ
練習テストを実施する。
ことの理解を深める。
［授業方法］
今まで扱った文法事項を復習す （復習：0.5時間）
るための練習テストを実施する 練習テストで間違った箇所をやり直す。授業中の
。答え合わせと解説を行う。 解説を見直し理解を深める。
Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：0.5時間）
Unit 5 の練習問題に解答する。分からない単語
Unit 5 を学習する。
Listening Comprehension Part や表現を調べておく。
Bの問題形式・出題傾向を学習
（復習：0.5時間）
する。
Unit 5 の練習問題で間違った箇所をやり直し、
理解を深める。授業で扱った単語、構文、表現を
［授業方法］
覚える。
Listening Comprehension
Part B の練習問題を行う。答
え合わせと解説を行う。
Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：0.5時間）
Unit 6 の練習問題に解答する。分からない単語
Unit 6 を学習する。
Structure and Written Expres や表現を調べておく。
sionの不定詞・動名詞・分詞に
関する出題傾向と対策を学習す （復習：0.5時間）
Unit 6 の練習問題で間違った箇所をやり直し、
る。
理解を深める。授業で扱った単語、構文、表現を
覚える。
［授業方法］
Structure and Written Expres
sionの不定詞・動名詞・分詞に
関する練習問題を行う。 答え
合わせと解説を行う。
Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：0.5時間）
Unit 7 の練習問題に解答する。分からない単語
Unit 7 を学習する。
Structure and Written Expres や表現を調べておく。
sionの句と節に関する出題傾向
（復習：0.5時間）
と対策を学習する。
Unit 7 の練習問題で間違った箇所をやり直し、
理解を深める。授業で扱った単語、構文、表現を
［授業方法］
Structure and Written Expres 覚える。
sionの句と節に関する練習問題
を行う。答え合わせと解説を行
う。
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11

12

13

14

15

Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：0.5時間）
Unit 8 の練習問題に解答する。分からない単語
Unit 8 を学習する。
Reading Comprehension の問題 や表現を調べておく。
形式・出題傾向を学習する。
（復習：0.5時間）
Unit 8 の練習問題で間違った箇所をやり直し、
［授業方法］
Reading Comprehension の人文 理解を深める。授業で扱った単語、構文、表現を
科学分野の練習問題を行う。答 覚える。
え合わせと解説を行う。
Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：0.5時間）
Unit 9 の練習問題に解答する。分からない単語
Unit 9 を学習する。
Listening Comprehension Part や表現を調べておく。
Cの問題形式・出題傾向を学習
（復習：0.5時間）
する。
Unit 9 の練習問題で間違った箇所をやり直し、
理解を深める。授業で扱った単語、構文、表現を
［授業方法］
覚える。
Listening Comprehension
Part C の練習問題を行う。答
え合わせと解説を行う。
Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：0.5時間）
Unit 10 の練習問題に解答する。分からない単語
Unit 10 を学習する。
Structure and Written Expres や表現を調べておく。
sionの比較表現に関する出題傾
（復習：0.5時間）
向と対策を学習する。
Unit 10 の練習問題で間違った箇所をやり直し、
理解を深める。授業で扱った単語、構文、表現を
［授業方法］
Structure and Written Expres 覚える。
sionの比較表現に関する練習問
題を行う。答え合わせと解説を
行う。
Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：1時間）
Unit 11 の練習問題に解答する。分からない単語
Unit 11 を学習する。
Structure and Written Expres や表現を調べておく。
sionの仮定法に関する出題傾向
（復習：1時間）
と対策を学習する。
Unit 11 の練習問題で間違った箇所をやり直し、
理解を深める。授業で扱った単語、構文、表現を
［授業方法］
Structure and Written Expres 覚える。
sionの仮定法に関する練習問題
を行う。答え合わせと解説を行
う。
Fran Conigliaro 定期試験
Final Exam（１時間)
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授業科目名
英語科目名
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Introduction to TOEFLⅠ

授業形態
開講学期

対象学年

1

単位数

科目責任者
科目担当者

Fran Conigliaro

1.0

授業概要
[授業全体の内容]
このクラスは、グローバルスタンダードの英語テストであるTOEFL(Test of English as a Foreign Language)
のテスト形式、出題傾向を理解し、学内受験に対応できる実力を養成するTOEFLの入門コースである。TOEFL I
TP (Institutional Testing Program)を構成する3つのセクション（Listening Comprehension、Structure an
d Written Expression、Reading Comprehension）をそれぞれ集中的に学習することにより、基礎的なリスニ
ング・リーディング能力の向上を目指す。また、頻出単語・熟語や重要語句、基礎的な構文を学習し、語彙力
・文法能力の向上も目指す。それぞれの練習問題を数多く解くことに加えて、ディクテーションや音読、速読
も実施する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1． TOEFL ITPのテスト形式、問題傾向を理解できる。
2． TOEFL ITPに頻出の単語や表現を習得し、使用できるようになる。
3． 学内受験において、420点以上を獲得できるようになる。
成績評価
[成績評価の基準]
1． TOEFLにおいて、スコアを上昇させる（定期試験）。
2． 各セクションの出題パターンを理解し、頻出する語彙や構文を覚えている（定期試験）
3． 学習した単語や熟語、文法知識を活かし、TOEFL形式問題で正答できる（定期試験）
4． 英文法の基礎知識、学習意欲や授業参加度を評価する（TOEFL模試、小テスト）
[成績評価の方法]
TOEFL模試(10%), 小テスト (15%), 学期末テスト (60%), Class participation (15%)で評価する。
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
[履修要件]
1. スポ科Oral English I クラスA, B, C, D, マネ科Oral English I クラスA, B, 健康学科Oral English I
クラスAの学生が、この授業を受講することができる。
2. TOEFLの受験希望者、Introduction to TOEFL IIの受講希望者は、この授業を履修することが望ましい。
3. クラスの人数は50人以下とする。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. 辞書を必ず持参すること（携帯電話・スマートフォンを辞書の代わりに使うことは不可）。
2. 1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
3. 遅刻及び早退3回で1回分の欠席としてカウントする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業にて返却し、模範解答を提示、解説する。
[テキスト・参考書等]
テキストは初回の授業で指示するので、必ず用意すること。
適宜、プリントを配布する。
連絡先とオフィスアワー
[連絡先］Contact
email: franc@juntendo.ac.jp
[オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
Tuesdays,16:15‑16:35
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備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
2． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Fran
Conigliaro
（復習：1時間）
1
[授業内容]
Orientation, Introduction: o TOEFL模試のわからない単語・熟語を調べ、覚え
る。解説を見直し、正答するのに必要な事項を確
verview
授業目的、授業方法、シラバス 認し、理解を深める。
、評価方法等を説明する。TOEF
Lの概略を説明する。
TOEFL模試を実施する。

2

3

4

[授業方法]
TOEFL Section 1: Listening C
omprehension と Section 2: S
tructure & Written Expressio
n に解答する。答え合わせと
解説を行う。
Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：0.5時間）
文法書等の文型・時制の箇所を読んでおく。
TOEFL模試を実施する。
英語の文型・時制を学習する。
（復習：0.5時間）
TOEFL模試で間違った箇所をやり直す。授業中の
［授業方法］
TOEFL Section 3: Reading com 解説を見直し理解を深める。
prehension に解答する。答え
わせと解説を行う。英語の文型
・時制に関する練習問題を行う
。
Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：0.5時間）
Unit 1 の練習問題に解答する。分からない単語
Unit 1 を学習する。
Listening Comprehension Part や表現を調べておく。
Aの問題形式・出題傾向を学習
（復習：0.5時間）
する。
Unit 1 の練習問題で間違った箇所をやり直し、
理解を深める。授業で扱った単語、構文、表現を
［授業方法］
覚える。
Listening Comprehension
Part A の練習問題を行う。答
え合わせと解説を行う。
Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：0.5時間）
Unit 2 の練習問題に解答する。分からない単語
Unit 2 を学習する。
Structure and Written Expres や表現を調べておく。
sionの関係詞に関する出題傾向
（復習：0.5時間）
と対策を学習する。
Unit 2 の練習問題で間違った箇所をやり直し、
理解を深める。授業で扱った単語、構文、表現を
［授業方法］
Structure and Written Expres 覚える。
sionの関係詞に関する練習問題
を行う。 答え合わせと解説を
行う。
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5

6

7

8

9

10

Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：0.5時間）
Unit 3 の練習問題に解答する。分からない単語
Unit 3 を学習する。
Structure and Written Expres や表現を調べておく。
sionの能動態と受動態に関する
出題傾向と対策を学習する。 （復習：0.5時間）
Unit 3 の練習問題で間違った箇所をやり直し、
理解を深める。授業で扱った単語、構文、表現を
［授業方法］
Structure and Written Expres 覚える。
sionの能動態と受動態に関する
練習問題を行う。答え合わせと
解説を行う。
Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：0.5時間）
Unit 4 の練習問題に解答する。分からない単語
Unit 4 を学習する。
Reading Comprehension の問題 や表現を調べておく。
形式・出題傾向を学習する。
（復習：0.5時間）
Unit 4 の練習問題で間違った箇所をやり直し、
［授業方法］
Reading Comprehension の自然 理解を深める。授業で扱った単語、構文、表現を
科学分野の練習問題を行う。答 覚える。
え合わせと解説を行う。
Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：0.5時間）
教科書や配布資料を見直し、授業の前半で学んだ
練習テストを実施する。
ことの理解を深める。
［授業方法］
今まで扱った文法事項を復習す （復習：0.5時間）
るための練習テストを実施する 練習テストで間違った箇所をやり直す。授業中の
。答え合わせと解説を行う。 解説を見直し理解を深める。
Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：0.5時間）
Unit 5 の練習問題に解答する。分からない単語
Unit 5 を学習する。
Listening Comprehension Part や表現を調べておく。
Bの問題形式・出題傾向を学習
（復習：0.5時間）
する。
Unit 5 の練習問題で間違った箇所をやり直し、
理解を深める。授業で扱った単語、構文、表現を
［授業方法］
覚える。
Listening Comprehension
Part B の練習問題を行う。答
え合わせと解説を行う。
Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：0.5時間）
Unit 6 の練習問題に解答する。分からない単語
Unit 6 を学習する。
Structure and Written Expres や表現を調べておく。
sionの不定詞・動名詞・分詞に
関する出題傾向と対策を学習す （復習：0.5時間）
Unit 6 の練習問題で間違った箇所をやり直し、
る。
理解を深める。授業で扱った単語、構文、表現を
覚える。
［授業方法］
Structure and Written Expres
sionの不定詞・動名詞・分詞に
関する練習問題を行う。 答え
合わせと解説を行う。
Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：0.5時間）
Unit 7 の練習問題に解答する。分からない単語
Unit 7 を学習する。
Structure and Written Expres や表現を調べておく。
sionの句と節に関する出題傾向
（復習：0.5時間）
と対策を学習する。
Unit 7 の練習問題で間違った箇所をやり直し、
理解を深める。授業で扱った単語、構文、表現を
［授業方法］
Structure and Written Expres 覚える。
sionの句と節に関する練習問題
を行う。答え合わせと解説を行
う。
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11

12

13

14

15

Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：0.5時間）
Unit 8 の練習問題に解答する。分からない単語
Unit 8 を学習する。
Reading Comprehension の問題 や表現を調べておく。
形式・出題傾向を学習する。
（復習：0.5時間）
Unit 8 の練習問題で間違った箇所をやり直し、
［授業方法］
Reading Comprehension の人文 理解を深める。授業で扱った単語、構文、表現を
科学分野の練習問題を行う。答 覚える。
え合わせと解説を行う。
Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：0.5時間）
Unit 9 の練習問題に解答する。分からない単語
Unit 9 を学習する。
Listening Comprehension Part や表現を調べておく。
Cの問題形式・出題傾向を学習
（復習：0.5時間）
する。
Unit 9 の練習問題で間違った箇所をやり直し、
理解を深める。授業で扱った単語、構文、表現を
［授業方法］
覚える。
Listening Comprehension
Part C の練習問題を行う。答
え合わせと解説を行う。
Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：0.5時間）
Unit 10 の練習問題に解答する。分からない単語
Unit 10 を学習する。
Structure and Written Expres や表現を調べておく。
sionの比較表現に関する出題傾
（復習：0.5時間）
向と対策を学習する。
Unit 10 の練習問題で間違った箇所をやり直し、
理解を深める。授業で扱った単語、構文、表現を
［授業方法］
Structure and Written Expres 覚える。
sionの比較表現に関する練習問
題を行う。答え合わせと解説を
行う。
Fran Conigliaro ［授業内容］
（予習：1時間）
Unit 11 の練習問題に解答する。分からない単語
Unit 11 を学習する。
Structure and Written Expres や表現を調べておく。
sionの仮定法に関する出題傾向
（復習：1時間）
と対策を学習する。
Unit 11 の練習問題で間違った箇所をやり直し、
理解を深める。授業で扱った単語、構文、表現を
［授業方法］
Structure and Written Expres 覚える。
sionの仮定法に関する練習問題
を行う。答え合わせと解説を行
う。
Fran Conigliaro 定期試験
Final Exam（１時間)
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授業科目名
英語科目名

Introduction to TOEFLⅠ
Introduction to TOEFLⅠ

授業形態
開講学期

対象学年

1

単位数

科目責任者
科目担当者

庄子

1.0

ひとみ

授業概要
[授業全体の内容]
このクラスは、グローバルスタンダードの英語テストであるTOEFL(Test of English as a Foreign Language)
のテスト形式、出題傾向を理解し、学内受験に対応できる実力を養成するTOEFLの入門コースである。TOEFL I
TP (Institutional Testing Program)を構成する3つのセクション（Listening Comprehension、Structure an
d Written Expression、Reading Comprehension）をそれぞれ集中的に学習することにより、基礎的なリスニ
ング・リーディング能力の向上を目指す。また、頻出単語・熟語や重要語句、基礎的な構文を学習し、語彙力
・文法能力の向上も目指す。それぞれの練習問題を数多く解くことに加えて、ディクテーションや音読、速読
も実施する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1． TOEFL ITPのテスト形式、問題傾向を理解できる。
2． TOEFL ITPに頻出の単語や表現を習得し、使用できるようになる。
3． 学内受験において、420点以上を獲得できるようになる。
成績評価
[成績評価の方法、基準]
1． TOEFLにおいて、スコアを上昇させる。
2． 各セクションの出題パターンを理解し、頻出する語彙や構文を覚えている。
3． 学習した単語や熟語、文法知識を活かし、TOEFL形式問題で正答できる。
4． 英文法の基礎知識、学習意欲や授業参加度
TOEFL模試(10%), 小テスト (15%), 学期末テスト (60%), Class participation (15%)で評価する。
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
[履修要件]
1. スポ科Oral English I クラスA, B, C, D, マネ科Oral English I クラスA, B, 健康学科Oral English I
クラスAの学生が、この授業を受講することができる。
2. TOEFLの受験希望者、Introduction to TOEFL IIの受講希望者は、この授業を履修することが望ましい。
3. クラスの人数は50人以下とする。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. 辞書を必ず持参すること（携帯電話・スマートフォンを辞書の代わりに使うことは不可）。
2. 1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
3. 遅刻及び早退3回で1回分の欠席としてカウントする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業にて返却し、模範解答を提示、解説する。
[テキスト・参考書等]
テキストは初回の授業で指示するので、必ず用意すること。
適宜、プリントを配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
月曜〜木曜 1332 庄子ひとみ研究室
hi‑shoji@juntendo.ac.jp
備考
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［学修時間］
語彙力増強は語学習得の柱です。日々、語彙を増やす努力を続けましょう。
［その他］
1． グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
2． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
庄子 ひとみ
（復習：1時間）
1
[授業内容]
Orientation, Introduction: o TOEFL模試のわからない単語・熟語を調べ、覚え
る。解説を見直し、正答するのに必要な事項を確
verview
授業目的、授業方法、シラバス 認し、理解を深める。
、評価方法等を説明する。TOEF
Lの概略を説明する。
TOEFL模試を実施する。

2

庄子

ひとみ

3

庄子

ひとみ

4

庄子

ひとみ

5

庄子

ひとみ

[授業方法]
TOEFL Section 1: Listening C
omprehension と Section 2: S
tructure & Written Expressio
n に解答する。答え合わせと
解説を行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
語彙ノートの作成
TOEFL模試を実施する。
（復習：0.5時間）
TOEFL模試で間違った箇所をやり直す。授業中の
［授業方法］
TOEFL Section 3: Reading com 解説を見直し理解を深める。
prehension に解答する。答え
わせと解説を行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Listening Comprehension Part 分からない単語や表現を調べ
Aの問題形式・出題傾向を学習 語彙ノートに記し、暗記する。
する。
（復習：0.5時間）
練習問題で間違った箇所をやり直し、理解を深め
［授業方法］
る。授業で扱った単語、構文、表現を覚える。
Listening Comprehension
Part A の練習問題を行う。答
え合わせと解説を行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Structure and Written Expres 練習問題に解答する。分からない単語や表現を調
sionの出題傾向と対策を学習す べておく。
る。
（復習：0.5時間）
練習問題で間違った箇所をやり直し、理解を深め
［授業方法］
Structure and Written Expres る。授業で扱った単語、構文、表現を覚える。
sionの練習問題を行う。 答え
合わせと解説を行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Structure and Written Expres 練習問題に解答する。分からない単語や表現を調
sionの出題傾向と対策を学習す べておく。
る。
（復習：0.5時間）
練習問題で間違った箇所をやり直し、理解を深め
［授業方法］
Structure and Written Expres る。授業で扱った単語、構文、表現を覚える。
sionの練習問題を行う。答え合
わせと解説を行う。
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6

7

庄子

庄子

ひとみ

ひとみ

8

庄子

ひとみ

9

庄子

ひとみ

10

庄子

ひとみ

11

庄子

ひとみ

12

庄子

ひとみ

（予習：0.5時間）
［授業内容］
Reading Comprehension の問題 練習問題に解答する。分からない単語や表現を調
形式・出題傾向を学習する。 べておく。
［授業方法］
Reading Comprehension の自然
科学分野の練習問題を行う。答
え合わせと解説を行う。
［授業内容］
練習テストを実施する。

（復習：0.5時間）
練習問題で間違った箇所をやり直し、理解を深め
る。授業で扱った単語、構文、表現を覚える。
（予習：0.5時間）
教科書や配布資料を見直し、授業の前半で学んだ
ことの理解を深める。

［授業方法］
今まで扱った文法事項を復習す （復習：0.5時間）
るための練習テストを実施する 練習テストで間違った箇所をやり直す。授業中の
。答え合わせと解説を行う。 解説を見直し理解を深める。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Listening Comprehension Part 練習問題に解答する。分からない単語や表現を調
Bの問題形式・出題傾向を学習 べておく。
する。
（復習：0.5時間）
練習問題で間違った箇所をやり直し、理解を深め
［授業方法］
る。授業で扱った単語、構文、表現を覚える。
Listening Comprehension
Part B の練習問題を行う。答
え合わせと解説を行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Structure and Written Expres 練習問題に解答する。分からない単語や表現を調
sionの出題傾向と対策を学習す べておく。
る。
（復習：0.5時間）
練習問題で間違った箇所をやり直し、理解を深め
［授業方法］
Structure and Written Expres る。授業で扱った単語、構文、表現を覚える。
sion練習問題を行う。 答え合
わせと解説を行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Structure and Written Expres 練習問題に解答する。分からない単語や表現を調
sionの出題傾向と対策を学習す べておく。
る。
（復習：0.5時間）
練習問題で間違った箇所をやり直し、理解を深め
［授業方法］
Structure and Written Expres る。授業で扱った単語、構文、表現を覚える。
sionの練習問題を行う。答え合
わせと解説を行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Reading Comprehension の問題 練習問題に解答する。分からない単語や表現を調
形式・出題傾向を学習する。 べておく。
（復習：0.5時間）
［授業方法］
Reading Comprehension の人文 練習問題で間違った箇所をやり直し、理解を深め
科学分野の練習問題を行う。答 る。授業で扱った単語、構文、表現を覚える。
え合わせと解説を行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Listening Comprehension Part 練習問題に解答する。分からない単語や表現を調
Cの問題形式・出題傾向を学習 べておく。
する。
（復習：0.5時間）
練習問題で間違った箇所をやり直し、理解を深め
［授業方法］
る。授業で扱った単語、構文、表現を覚える。
Listening Comprehension
Part C の練習問題を行う。答
え合わせと解説を行う。
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13

庄子

ひとみ

14

庄子

ひとみ

15

庄子

ひとみ

（予習：0.5時間）
［授業内容］
Structure and Written Expres 練習問題に解答する。分からない単語や表現を調
sionの出題傾向と対策を学習す べておく。
る。
（復習：0.5時間）
練習問題で間違った箇所をやり直し、理解を深め
［授業方法］
Structure and Written Expres る。授業で扱った単語、構文、表現を覚える。
sionの練習問題を行う。答え合
わせと解説を行う。
（予習：1時間）
［授業内容］
Structure and Written Expres 練習問題に解答する。分からない単語や表現を調
sionの出題傾向と対策を学習す べておく。
る。
（復習：1時間）
練習問題で間違った箇所をやり直し、理解を深め
［授業方法］
Structure and Written Expres る。授業で扱った単語、構文、表現を覚える。
sionの練習問題を行う。答え合
わせと解説を行う。
まとめ
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授業科目名
英語科目名

Introduction to TOEFLⅠ
Introduction to TOEFLⅠ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Keith G.Russell

授業概要
[授業全体の内容]
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2．Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準]
1．You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar and
vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2．Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class tests)
[成績評価の方法]
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of home
work assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件]
1. Class is limited to 26 students.
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1.You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2.You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class q
uizzes.
3.You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4.You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5.Students are expected to participate actively in all lessons.
6.Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7.Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
Feedback on examinations and presentations, etc.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1.Text to be announced and distributed on first day of classes.
2.Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
k‑russell@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
Office hours Building 1 3'rd floor, rm1302, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays 8:00‑8:30, Wednesd
ays 4:20‑4:45
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Keith G.Russell Orientation, Class introduct Goals: Learn class room English, start to un
1
ion and how to give self‑int derstand "Information Gaps".
roductions, using first pair Prep: Check out the vocab sheet for Unit 2,
work, and the large group w HW: complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
ork.
Keith G.Russell （授業内容） Help!
Goal: Learn class room English, start to und
2
Learn how to use phrases "Is erstand "Information Gaps". HW Check out th
this correct?" or "What do e vocab sheet for Unit 2, complete the hand‑
out.
I do now?" etc.
（予習：0.5）（復習: 0.5）

3

4

(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）Family relationsh Goal: To practice communicating in 4 man gro
ups about family (as always using informatio
ips
Usage of describing family r n gaps). To practice sufficiently to be able
elationships, biographical d to effectively express experience and permi
ata, one's home, occupation, ssion and use frequency adverbs, superlative
s. Preparation: review help words. HW ‑Writ
and travel experience
e section 8. review the vocab sheet, Complet
(授業方法）Using first pair e the hand‑out.
work, and then large group w （予習：0.5）（復習: 0.5）
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued
Goals: To practice communicating about famil
Continued discussion includi y. To practice sufficiently to be able to ef
ng phrases "How many...?" or fectively express personal experience.
"Where was ...?" or "What d Preparation: Review the vocab list Check out
the vocab sheet for the next unit, write se
oes ...?" etc.
ction 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
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5

6

7

8

Keith G.Russell (授業内容） Western gestures Goals: To practice communicating about
Preparation: Check‑out the vocab list for th
and body language
Learning how to use gestures e next chapter. Write section 8. HW: review
the vocab sheet, Complete the hand‑out.
to communicate.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued
Goals: To practice sufficiently to be able t
Learn useing phrases "What's o effectively use gestures naturally.
the gesture for ...?" or "W Preparation: Review the vocab list HW: Chec
hat was ....'s gesture?" or k out the vocab sheet for the next unit, wri
te section 8, complete the hand‑out.
"I'm determined" etc.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Asking about and Goals: To practice communicating about abili
Stating ability answering in tes.
degrees of ability. Asking Preparation: Review the vocab list.HW: Write
questions about sports, game section 8. review the vocab sheet, Complete
the hand‑out.
s, activities and hobbies
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively express abilities correctly.
Continued
Using phrases "Can you ...?" Preparation: Check‑out the vocab list for th
, "How well can you….?","Ca e next chapter. HW: Write section 8, write
n I do it indoors/outdoors?" section 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
etc.
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
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9

10

11

12

Keith G.Russell (授業内容）Asking about and Goals: To practice communicating about givin
stating permission, Giving o g or not giving permission, stating a possib
r denying permission, possib ility, or a need.
Preparation: Review the vocab list. HW: Writ
ilites, or rquirements.
Through the experience visit e section 8. review the vocab sheet, Complet
ing parks, learn questioning e the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
rules and permissions.
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued
Goals: To practice sufficiently to be able t
Using phrases "Is it OK to.. o effectively express giving or not giving p
.?","You are/are not allowed ermission, stating a possibility, or a need.
to ..."."You can/can't...", Preparation: Check‑out the vocab list for th
e next chapter. HW: Write section 8, write
"You may/may not..." etc.
section 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Asking about and Goals: To practice communicating about feeli
Stating one's feelings and e ngs and emotions.
Preparation: Review the vocab list. HW: Wri
motions
Learn common adjectives of f te section 8. review the vocab sheet, Comple
te the hand‑out.
eeling and emotion
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued
Goals: To practice sufficiently to be able t
Learn using these phrases "H o effectively express feelings and emotions.
ow do ...feel?","How did ... Preparation: Check‑out the vocab list for th
e next chapter. HW: Write section 8, write s
feel on?"
ection 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
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13

14

15

Keith G.Russell 〔テーマ〕TOEFL Test

Goals: To take a practice TOEFL test to prep
are you for your summer homework and the Nov
ember TOEFL test.
Preparation: Review the vocab list. HW Revie
w the book and your writing assignments. Dec
ide what you want to know about the test and
prepare to ask the teacher.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
Keith G.Russell Short oral presentations and 〔テーマ〕 Preparation for the test
group skits, peer evaluatio （予習：1.0）（復習: 1.0）
n, conclusion
Rusell
Preparation Total time: 8.5hrs, Review total
学期末テスト
time: 8.5rs. Total 17hrs. Take a practice T
OEFL during the summer.
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授業科目名
英語科目名

Introduction to TOEFLⅡ
Introduction to TOEFL Ⅱ

授業形態
開講学期

演習
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Fran Conigliaro

授業概要
[授業全体の内容]
このクラスは、グローバルスタンダードの英語テストであるTOEFL(Test of English as a Foreign Language)
のテスト形式、出題傾向を理解し、学内受験に対応できる実力を養成するTOEFLの入門コースである。TOEFL I
TP (Institutional Testing Program)を構成する3つのセクション（Listening Comprehension、Structure an
d Written Expression、Reading Comprehension）をそれぞれ集中的に学習することにより、基礎的なリスニ
ング・リーディング能力の向上を目指す。また、頻出単語・熟語や重要語句、基礎的な構文を学習し、語彙力
・文法能力の向上も目指す。それぞれの練習問題を数多く解くことに加えて、ディクテーションや音読、速読
も実施する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets to students
1．TOEFL ITPのテスト形式、問題傾向を理解できる。
2．TOEFL ITPに頻出の単語や表現を習得し、使用できるようになる。
3．学内受験において、420点以上を獲得できるようになる。
成績評価
[成績評価の基準]
1．TOEFLにおいて、スコアを上昇させる。（定期試験）
2．各セクションの出題パターンを理解し、頻出する語彙や構文を覚えている。（定期試験）
3．学習した単語や熟語、文法知識を活かし、TOEFL形式問題で正答できる。（学期末試験）
4．地道に課題を行い、授業に積極的に参加している。（小テスト）
[成績評価の方法]
小テスト (20%), 学期末試験 (60%), Class participation (20%)で評価する。
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
[履修要件]
1. スポ科Oral English I クラスA, B, C, D, マネ科Oral English I クラスA, B, 健康学科Oral English I
クラスAの学生が、この授業を受講することができる。
2. TOEFLの受験希望者は、この授業を履修することが望ましい。
3. クラスの人数は50人以下とする。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. 辞書を必ず持参すること（携帯電話・スマートフォンを辞書の代わりに使うことは不可）。
2. 1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
3. 遅刻及び早退3回で1回分の欠席としてカウントする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業にて返却し、模範解答を提示、解説する。
[テキスト・参考書等]
授業において提示する。
連絡先とオフィスアワー
[連絡先］Contact
email: franc@juntendo.ac.jp
[オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
Tuesdays,16:15‑16:35
備考
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［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
2．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Fran
Conigliaro
（予習：0.5時間）
1
（授業内容）
・オリエンテーション：授業目 前期で学習したTOEFL問題の振り返りを行う。
的、授業方法、評価方法等を説
（復習：0.5 時間）
明する。
指示されたTOEFL問題を解く。
・TOEFL模試を実施する。
Fran
Conigliaro
（予習：0.5時間）
2
（授業内容）
指示されたTOEFL問題を行う。
TOEFL模試の見直しをする。

3

4

5

（復習：0.5時間）
（授業方法）
誤りやすい問題を取り上げ、説 TOEFL模試で間違えた問題を見直す。
明する。各々が弱点を自覚でき
るようにする。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Lesson 1, Listening and note Lesson 1の指示された練習問題を解く 。単語リ
‑taking, Reading comprehensi ストの指定箇所を覚える。
on を学習する。単語の習熟度
（復習：0.5 時間）
を測る。
Lesson 1の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Lesson 2, Listening and note Lesson 2の指示された練習問題を解く 。単語リ
‑taking, Reading comprehensi ストの指定箇所を覚える。
on を学習する。単語の習熟度
（復習：0.5 時間）
を測る。
Lesson 2の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Lesson 3, Listening and note Lesson 3の指示された練習問題を解く 。単語リ
‑taking, Reading comprehensi ストの指定箇所を覚える。
on を学習する。単語の習熟度
（復習：0.5 時間）
を測る。
Lesson 3の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
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6

7

8

9

10

11

Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Lesson 4, Listening and note Lesson 4 の練習問題を解く 。単語リストの指定
‑taking, Reading comprehensi 箇所を覚える。
onを学習する。単語の習熟度を
（復習：0.5 時間）
測る。
Lesson 4の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Lesson 5, Listening and note Lesson 5 の練習問題を解く 。単語リストの指定
‑taking, Reading comprehensi 箇所を覚える。
on を学習する。単語の習熟度
（復習：0.5 時間）
を測る。
Lesson 5の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Lesson 6, Listening and note Lesson 6 の練習問題を解く 。単語リストの指定
‑taking, Reading comprehensi 箇所を覚える。
onを学習する。単語の習熟度を
（復習：0.5 時間）
測る。
Lesson 6の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Lesson 7, Listening and note Lesson 7 の練習問題を解く 。単語リストの指定
‑taking, Reading comprehensi 箇所を覚える。
onを学習する。単語の習熟度を
（復習：0.5 時間）
測る。
Lesson 7の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Lesson 8, Listening and note Lesson 8 の練習問題を解く 。単語リストの指定
‑taking, Reading comprehensi 箇所を覚える。
onを学習する。単語の習熟度を
（復習：0.5 時間）
測る。
Lesson 8の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Lesson 9, Listening and note Lesson 9 の練習問題を解く 。単語リストの指定
‑taking, Reading comprehensi 箇所を覚える。
onを学習する。単語の習熟度を
（復習：0.5 時間）
測る。
Lesson 9の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
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12

13

14

15

Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Lesson 10, Listening and not Lesson 10 の練習問題を解く 。単語リストの指
e‑taking, Reading comprehens 定箇所を覚える。
ionを学習する。単語の習熟度
（復習：0.5 時間）
を測る。
Lesson 10の見直しをする。単語や文法事項を確
認する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Lesson 11, Listening and not Lesson 11の練習問題を解く 。単語リストの指定
e‑taking, Reading comprehens 箇所を覚える。
ionを学習する。単語の習熟度
（復習：0.5 時間）
を測る。
Lesson 11の見直しをする。単語や文法事項を確
認する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：1.0 時間）
Lesson 12, Listening and not Lesson 12 の練習問題を解く 。単語リストの指
e‑taking, Reading comprehens 定箇所を覚える。
ionを学習する。単語の習熟度
（復習：1.0 時間）
を測る。
Lesson 1‑12の見直しをする。単語や文法事項を
確認する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
Fran Conigliaro 学期末試験を行う。
（予習・復習）
コースの総復習を行う。(1時間)
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授業科目名
英語科目名

Introduction to TOEFLⅡ
Introduction to TOEFL Ⅱ

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 Keith G.Russell
科目担当者
Keith G.Russell
授業概要
[授業全体の内容]
このクラスは、グローバルスタンダードの英語テストであるTOEFL(Test of English as a Foreign Language)
のテスト形式、出題傾向を理解し、学内受験に対応できる実力を養成するTOEFLの入門コースである。TOEFL I
TP (Institutional Testing Program)を構成する3つのセクション（Listening Comprehension、Structure an
d Written Expression、Reading Comprehension）をそれぞれ集中的に学習することにより、基礎的なリスニ
ング・リーディング能力の向上を目指す。また、頻出単語・熟語や重要語句、基礎的な構文を学習し、語彙力
・文法能力の向上も目指す。それぞれの練習問題を数多く解くことに加えて、ディクテーションや音読、速読
も実施する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets to students
1．TOEFL ITPのテスト形式、問題傾向を理解できる。
2．TOEFL ITPに頻出の単語や表現を習得し、使用できるようになる。
3．学内受験において、420点以上を獲得できるようになる。
成績評価
[成績評価の基準]
1．TOEFLにおいて、スコアを上昇させる。（定期試験）
2．各セクションの出題パターンを理解し、頻出する語彙や構文を覚えている。（定期試験）
3．学習した単語や熟語、文法知識を活かし、TOEFL形式問題で正答できる。（学期末試験）
4．地道に課題を行い、授業に積極的に参加している。（小テスト）
[成績評価の方法]
小テスト (20%), 学期末試験 (60%), Class participation (20%)で評価する。
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
[履修要件] Conditions for taking this class
1. スポ科Oral English I クラスA, B, C, D, マネ科Oral English I クラスA, B, 健康学科Oral English I
クラスAの学生が、この授業を受講することができる。
2. TOEFLの受験希望者、Introduction to TOEFL IIの受講希望者は、この授業を履修することが望ましい。
3. クラスの人数は50人以下とする。
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1. 辞書を必ず持参すること（携帯電話・スマートフォンを辞書の代わりに使うことは不可）。
2. 1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
3. 遅刻及び早退3回で1回分の欠席としてカウントする。
Feedback on examinations and presentations, etc.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業にて返却し、模範解答を提示、解説する。
[テキスト・参考書等] Textbooks
1. Text to be announced and distributed on first day of classes.
Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］Contact address
k‑russell@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office hours
Office hours Building 1 3'rd floor, rm1302, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays 8:00‑8:30, Wednesd
ays 4:20‑4:45
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備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
2． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Russell
（予習：0.5）
(授業内容）
Orientation, Class introduct What is TOEFL?
ion and how to give self‑int Reading, listening, writing, speaking sample
s
roductions,

Russell

（復習: 0.5）
(授業方法）
Using first pair work, and t TOEFL Mini‑test, evaluation of results.
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
（予習：0.5）
(授業内容）
TOEFL PBTの練習テストを実施する。
Practice test
（復習: 0.5）
Self‑directed study with materials from the
teacher and from the library.
（予習：0.5）
(授業内容）
Analysis of your test scores Listening Comprehensionの出題パターンを理解
. TOEFL: Listening Comprehen し、頻出する語彙や構文を学習する。
sion (here after LC)への入門
（復習: 0.5）
Self‑directed study with materials from the
(授業方法）
Practice tests are returned teacher and from the library.
and analyzed where improvem
ent is needed and thereby pl
an the studies.
（予習：0.5）
(授業内容）
TOEFL: Structure and Written Structure and Written Expressionの出題パター
Expression (here after SWE) ンを理解し、頻出する語彙や構文を学習する。
への入門
（復習: 0.5）
Self‑directed study with materials from the
(授業方法）
Follow along as examples are teacher and from the library.
explained and do the exerci
ses in the book together.
（予習：0.5）
(授業内容）
TOEFL: Reading Comprehension Reading Comprehensionの問題を使って、語彙力
、文法能力の強化を行う。
(here after RC) への入門
(授業方法）
They take a practice test

3

Russell

4

Russell

5

Russell

（復習: 0.5）
(授業方法）
Follow along as examples are Self‑directed study with materials from the
explained and do the exerci teacher and from the library.
ses in the book together.
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6

Russell

7

Russell

8

Russell

9

Russell

10

Russell

11

Russell

12

Russell

（予習：0.5）
(授業内容）
TOEFL: listening Comprehensi Learn to recognize associated words as used
in TOEFL tests. Do one exercise on your wea
on Section 6
kest area.
(授業方法）
Follow along as examples are
explained and do the exerci （復習: 0.5）
Self‑directed study with materials from the
ses in the book together.
teacher and from the library.
（予習：0.5）
(授業内容）
TOEFL: Structure and Written To understand about word families.Prep: Revi
ew pgs. 99‑106. HW: Do one exercise on SWE.
Expression. Section 6
（復習: 0.5）
(授業方法）
Follow along as examples are Self‑directed study with materials from the
explained and do the exerci teacher and from the library.
ses in the book together.
（予習：0.5）
(授業内容）
Reading Comprehension.Sectio Review your studies
n 6.
（復習: 0.5）
Next week is your mid‑term. Review where you
(授業方法）
Follow along as examples are are weak and study that as it is your best
explained and do the exerci chance to get a higher score.
ses in the book together.
（予習：0.5）
(授業内容）
To get more experience, re‑analyze your weak
Mid‑term Exam
nesses and strengths to plan what to do next
.
(授業方法）
Take a condensed TOEFL test.
（復習: 0.5）
Self‑directed study with materials from the
teacher and from the library.
（予習：0.5）
(授業内容）
Tests are returned and analy To practice Recognizing verbals.
zed.
（復習: 0.5）
Self‑directed study with materials from the
(授業方法）
Analyze how you did on thete teacher and from the library.
st and re‑plan your studies.
（予習：0.5）
(授業内容）
To understand word choices.
TOEFL SWE Section 7
（復習: 0.5）
(授業方法）
Follow along as examples are Self‑directed study with materials from the
explained and do the exerci teacher and from the library.
ses in the book together.
（予習：0.5）
(授業内容）
To learn how to analyze vocabulary questions
TOEFL: RC Section 7
.
(授業方法）
Follow along as examples are （復習: 0.5）
explained and do the exerci Self‑directed study with materials from the
teacher and from the library.
ses in the book together.
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13

14

15

Russell

Russell

（予習：0.5）
(授業内容）
TOEFL: LC section 7 Recogniz To learn how to differentiate between words
with similar sounds, i.e. "fax" vs. "facts".
ing similar sounds.
（復習: 0.5）
(授業方法）
Follow along as examples are Self‑directed study with materials from the
explained and do the exerci teacher and from the library.
ses in the book together.
（予習：1.0）
(授業内容）
TOEFL: Structure and Written To understand word order.
（復習: 1.0）
Expression Section 8
Next week is your final! Review where you ar
e weak and study accordingly, that as it is
(授業方法）
Follow along as examples are your best chance to get a higher score.
explained and do the exerci
Preparation Total time: 15hrs, Review total
ses in the book together.
time: 15hrs. Total 30hrs.
(授業内容）
学期末テスト
(授業方法）
Do your best on the condense
d exam
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授業科目名
英語科目名

Introduction to TOEFLⅡ
Introduction to TOEFL Ⅱ

授業形態
開講学期

対象学年

1

単位数

科目責任者
科目担当者

庄子

1.0

ひとみ

授業概要
[授業全体の内容]
このクラスは、グローバルスタンダードの英語テストであるTOEFL(Test of English as a Foreign Language)
のテスト形式、出題傾向を理解し、学内受験に対応できる実力を養成するTOEFLの入門コースである。TOEFL I
TP (Institutional Testing Program)を構成する3つのセクション（Listening Comprehension、Structure an
d Written Expression、Reading Comprehension）をそれぞれ集中的に学習することにより、基礎的なリスニ
ング・リーディング能力の向上を目指す。また、頻出単語・熟語や重要語句、基礎的な構文を学習し、語彙力
・文法能力の向上も目指す。それぞれの練習問題を数多く解くことに加えて、ディクテーションや音読、速読
も実施する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1． TOEFL ITPのテスト形式、問題傾向を理解できる。
2． TOEFL ITPに頻出の単語や表現を習得し、使用できるようになる。
3． 学内受験において、420点以上を獲得できるようになる。
成績評価
[成績評価の方法、基準]
1． TOEFLにおいて、スコアを上昇させる。
2． 各セクションの出題パターンを理解し、頻出する語彙や構文を覚えている。
3． 学習した単語や熟語、文法知識を活かし、TOEFL形式問題で正答できる。
4． 英文法の基礎知識、学習意欲や授業参加度
TOEFL模試(10%), 小テスト (15%), 学期末テスト (60%), Class participation (15%)で評価する。
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
[履修要件]
1. スポ科Oral English I クラスA, B, C, D, マネ科Oral English I クラスA, B, 健康学科Oral English I
クラスAの学生が、この授業を受講することができる。
2. TOEFLの受験希望者、Introduction to TOEFL IIの受講希望者は、この授業を履修することが望ましい。
3. クラスの人数は50人以下とする。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. 辞書を必ず持参すること（携帯電話・スマートフォンを辞書の代わりに使うことは不可）。
2. 1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
3. 遅刻及び早退3回で1回分の欠席としてカウントする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業にて返却し、模範解答を提示、解説する。
[テキスト・参考書等]
テキストは初回の授業で指示するので、必ず用意すること。
適宜、プリントを配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
月曜〜木曜 1332 庄子ひとみ研究室
hi‑shoji@juntendo.ac.jp
備考
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［学修時間］
語彙力増強は語学習得の柱です。日々、語彙を増やす努力を続けましょう。
［その他］
1． グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
2． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
庄子 ひとみ
（復習：1時間）
1
[授業内容]
Orientation, Introduction: o TOEFL模試のわからない単語・熟語を調べ、覚え
る。解説を見直し、正答するのに必要な事項を確
verview
授業目的、授業方法、シラバス 認し、理解を深める。
、評価方法等を説明する。TOEF
Lの概略を説明する。
TOEFL模試を実施する。

2

庄子

ひとみ

3

庄子

ひとみ

4

庄子

ひとみ

5

庄子

ひとみ

[授業方法]
TOEFL Section 1: Listening C
omprehension と Section 2: S
tructure & Written Expressio
n に解答する。答え合わせと
解説を行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
語彙ノートの作成
TOEFL模試を実施する。
（復習：0.5時間）
TOEFL模試で間違った箇所をやり直す。授業中の
［授業方法］
TOEFL Section 3: Reading com 解説を見直し理解を深める。
prehension に解答する。答え
わせと解説を行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Listening Comprehension Part 分からない単語や表現を調べ
Aの問題形式・出題傾向を学習 語彙ノートに記し、暗記する。
する。
（復習：0.5時間）
練習問題で間違った箇所をやり直し、理解を深め
［授業方法］
る。授業で扱った単語、構文、表現を覚える。
Listening Comprehension
Part A の練習問題を行う。答
え合わせと解説を行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Structure and Written Expres 練習問題に解答する。分からない単語や表現を調
sionの出題傾向と対策を学習す べておく。
る。
（復習：0.5時間）
練習問題で間違った箇所をやり直し、理解を深め
［授業方法］
Structure and Written Expres る。授業で扱った単語、構文、表現を覚える。
sionの練習問題を行う。 答え
合わせと解説を行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Structure and Written Expres 練習問題に解答する。分からない単語や表現を調
sionの出題傾向と対策を学習す べておく。
る。
（復習：0.5時間）
練習問題で間違った箇所をやり直し、理解を深め
［授業方法］
Structure and Written Expres る。授業で扱った単語、構文、表現を覚える。
sionの練習問題を行う。答え合
わせと解説を行う。
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6

7

庄子

庄子

ひとみ

ひとみ

8

庄子

ひとみ

9

庄子

ひとみ

10

庄子

ひとみ

11

庄子

ひとみ

12

庄子

ひとみ

（予習：0.5時間）
［授業内容］
Reading Comprehension の問題 練習問題に解答する。分からない単語や表現を調
形式・出題傾向を学習する。 べておく。
［授業方法］
Reading Comprehension の自然
科学分野の練習問題を行う。答
え合わせと解説を行う。
［授業内容］
練習テストを実施する。

（復習：0.5時間）
練習問題で間違った箇所をやり直し、理解を深め
る。授業で扱った単語、構文、表現を覚える。
（予習：0.5時間）
教科書や配布資料を見直し、授業の前半で学んだ
ことの理解を深める。

［授業方法］
今まで扱った文法事項を復習す （復習：0.5時間）
るための練習テストを実施する 練習テストで間違った箇所をやり直す。授業中の
。答え合わせと解説を行う。 解説を見直し理解を深める。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Listening Comprehension Part 練習問題に解答する。分からない単語や表現を調
Bの問題形式・出題傾向を学習 べておく。
する。
（復習：0.5時間）
練習問題で間違った箇所をやり直し、理解を深め
［授業方法］
る。授業で扱った単語、構文、表現を覚える。
Listening Comprehension
Part B の練習問題を行う。答
え合わせと解説を行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Structure and Written Expres 練習問題に解答する。分からない単語や表現を調
sionの出題傾向と対策を学習す べておく。
る。
（復習：0.5時間）
練習問題で間違った箇所をやり直し、理解を深め
［授業方法］
Structure and Written Expres る。授業で扱った単語、構文、表現を覚える。
sion練習問題を行う。 答え合
わせと解説を行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Structure and Written Expres 練習問題に解答する。分からない単語や表現を調
sionの出題傾向と対策を学習す べておく。
る。
（復習：0.5時間）
練習問題で間違った箇所をやり直し、理解を深め
［授業方法］
Structure and Written Expres る。授業で扱った単語、構文、表現を覚える。
sionの練習問題を行う。答え合
わせと解説を行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Reading Comprehension の問題 練習問題に解答する。分からない単語や表現を調
形式・出題傾向を学習する。 べておく。
（復習：0.5時間）
［授業方法］
Reading Comprehension の人文 練習問題で間違った箇所をやり直し、理解を深め
科学分野の練習問題を行う。答 る。授業で扱った単語、構文、表現を覚える。
え合わせと解説を行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Listening Comprehension Part 練習問題に解答する。分からない単語や表現を調
Cの問題形式・出題傾向を学習 べておく。
する。
（復習：0.5時間）
練習問題で間違った箇所をやり直し、理解を深め
［授業方法］
る。授業で扱った単語、構文、表現を覚える。
Listening Comprehension
Part C の練習問題を行う。答
え合わせと解説を行う。
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
Structure and Written Expres 練習問題に解答する。分からない単語や表現を調
sionの出題傾向と対策を学習す べておく。
る。
（復習：0.5時間）
練習問題で間違った箇所をやり直し、理解を深め
［授業方法］
Structure and Written Expres る。授業で扱った単語、構文、表現を覚える。
sionの練習問題を行う。答え合
わせと解説を行う。
（予習：1時間）
［授業内容］
Structure and Written Expres 練習問題に解答する。分からない単語や表現を調
sionの出題傾向と対策を学習す べておく。
る。
（復習：1時間）
練習問題で間違った箇所をやり直し、理解を深め
［授業方法］
Structure and Written Expres る。授業で扱った単語、構文、表現を覚える。
sionの練習問題を行う。答え合
わせと解説を行う。
まとめ
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授業科目名
英語科目名

Introduction to TOEFLⅡ
Introduction to TOEFL Ⅱ

授業形態
開講学期

演習
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 堀 智子
科目担当者
堀 智子
授業概要
[授業全体の内容]
このクラスは、グローバルスタンダードの英語テストであるTOEFL(Test of English as a Foreign Language)
のテスト形式、出題傾向を理解し、学内受験に対応できる実力を養成するTOEFLの入門コースである。TOEFL I
TP (Institutional Testing Program)を構成する3つのセクション（Listening Comprehension、Structure an
d Written Expression、Reading Comprehension）をそれぞれ集中的に学習することにより、基礎的なリスニ
ング・リーディング能力の向上を目指す。また、頻出単語・熟語や重要語句、基礎的な構文を学習し、語彙力
・文法能力の向上も目指す。それぞれの練習問題を数多く解くことに加えて、ディクテーションや音読、速読
も実施する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets to students
1．TOEFL ITPのテスト形式、問題傾向を理解できる。
2．TOEFL ITPに頻出の単語や表現を習得し、使用できるようになる。
3．学内受験において、420点以上を獲得できるようになる。
成績評価
[成績評価の基準]
1．TOEFLにおいて、スコアを上昇させる。（定期試験）
2．各セクションの出題パターンを理解し、頻出する語彙や構文を覚えている。（定期試験）
3．学習した単語や熟語、文法知識を活かし、TOEFL形式問題で正答できる。（学期末試験）
4．地道に課題を行い、授業に積極的に参加している。（小テスト）
[成績評価の方法]
小テスト (20%), 学期末試験 (60%), Class participation (20%)で評価する。
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
[履修要件]
1. スポ科Oral English I クラスA, B, C, D, マネ科Oral English I クラスA, B, 健康学科Oral English I
クラスAの学生が、この授業を受講することができる。
2. TOEFLの受験希望者は、この授業を履修することが望ましい。
3. クラスの人数は50人以下とする。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. 辞書を必ず持参すること（携帯電話・スマートフォンを辞書の代わりに使うことは不可）。
2. 1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
3. 遅刻及び早退3回で1回分の欠席としてカウントする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業にて返却し、模範解答を提示、解説する。
[テキスト・参考書等]
授業において提示する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
t‑hori@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office hours
火・水曜日12:15‑12:45 (1号館 3階 1304室)
備考
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［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
2．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
堀
智子
（予習：0.5時間）
1
（授業内容）
・オリエンテーション：授業目 前期で学習したTOEFL問題の振り返りを行う。
的、授業方法、評価方法等を説
（復習：0.5 時間）
明する。
指示されたTOEFL問題を解く。
・TOEFL模試を実施する。
堀
智子
（予習：0.5時間）
2
（授業内容）
指示されたTOEFL問題を行う。
TOEFL模試の見直しをする。

3

堀

智子

4

堀

智子

5

堀

智子

（復習：0.5時間）
（授業方法）
誤りやすい問題を取り上げ、説 TOEFL模試で間違えた問題を見直す。
明する。各々が弱点を自覚でき
るようにする。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Lesson 1, Listening and note Lesson 1の指示された練習問題を解く 。単語リ
‑taking, Reading comprehensi ストの指定箇所を覚える。
on を学習する。単語の習熟度
（復習：0.5 時間）
を測る。
Lesson 1の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Lesson 2, Listening and note Lesson 2の指示された練習問題を解く 。単語リ
‑taking, Reading comprehensi ストの指定箇所を覚える。
on を学習する。単語の習熟度
（復習：0.5 時間）
を測る。
Lesson 2の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Lesson 3, Listening and note Lesson 3の指示された練習問題を解く 。単語リ
‑taking, Reading comprehensi ストの指定箇所を覚える。
on を学習する。単語の習熟度
（復習：0.5 時間）
を測る。
Lesson 3の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
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（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Lesson 4, Listening and note Lesson 4 の練習問題を解く 。単語リストの指定
‑taking, Reading comprehensi 箇所を覚える。
onを学習する。単語の習熟度を
（復習：0.5 時間）
測る。
Lesson 4の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Lesson 5, Listening and note Lesson 5 の練習問題を解く 。単語リストの指定
‑taking, Reading comprehensi 箇所を覚える。
on を学習する。単語の習熟度
（復習：0.5 時間）
を測る。
Lesson 5の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Lesson 6, Listening and note Lesson 6 の練習問題を解く 。単語リストの指定
‑taking, Reading comprehensi 箇所を覚える。
onを学習する。単語の習熟度を
（復習：0.5 時間）
測る。
Lesson 6の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Lesson 7, Listening and note Lesson 7 の練習問題を解く 。単語リストの指定
‑taking, Reading comprehensi 箇所を覚える。
onを学習する。単語の習熟度を
（復習：0.5 時間）
測る。
Lesson 7の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Lesson 8, Listening and note Lesson 8 の練習問題を解く 。単語リストの指定
‑taking, Reading comprehensi 箇所を覚える。
onを学習する。単語の習熟度を
（復習：0.5 時間）
測る。
Lesson 8の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Lesson 9, Listening and note Lesson 9 の練習問題を解く 。単語リストの指定
‑taking, Reading comprehensi 箇所を覚える。
onを学習する。単語の習熟度を
（復習：0.5 時間）
測る。
Lesson 9の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
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（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Lesson 10, Listening and not Lesson 10 の練習問題を解く 。単語リストの指
e‑taking, Reading comprehens 定箇所を覚える。
ionを学習する。単語の習熟度
（復習：0.5 時間）
を測る。
Lesson 10の見直しをする。単語や文法事項を確
認する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
（予習：0.5 時間）
（授業内容）
Lesson 11, Listening and not Lesson 11の練習問題を解く 。単語リストの指定
e‑taking, Reading comprehens 箇所を覚える。
ionを学習する。単語の習熟度
（復習：0.5 時間）
を測る。
Lesson 11の見直しをする。単語や文法事項を確
認する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
（予習：1.0 時間）
（授業内容）
Lesson 12, Listening and not Lesson 12 の練習問題を解く 。単語リストの指
e‑taking, Reading comprehens 定箇所を覚える。
ionを学習する。単語の習熟度
（復習：1.0 時間）
を測る。
Lesson 1‑12の見直しをする。単語や文法事項を
確認する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
定期試験を行う。
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授業科目名
英語科目名

Introduction to TOEFLⅡ
Introduction to TOEFL Ⅱ

授業形態
開講学期

演習
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Fran Conigliaro

授業概要
[授業全体の内容]
このクラスは、グローバルスタンダードの英語テストであるTOEFL(Test of English as a Foreign Language)
のテスト形式、出題傾向を理解し、学内受験に対応できる実力を養成するTOEFLの入門コースである。TOEFL I
TP (Institutional Testing Program)を構成する3つのセクション（Listening Comprehension、Structure an
d Written Expression、Reading Comprehension）をそれぞれ集中的に学習することにより、基礎的なリスニ
ング・リーディング能力の向上を目指す。また、頻出単語・熟語や重要語句、基礎的な構文を学習し、語彙力
・文法能力の向上も目指す。それぞれの練習問題を数多く解くことに加えて、ディクテーションや音読、速読
も実施する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets to students
1．TOEFL ITPのテスト形式、問題傾向を理解できる。
2．TOEFL ITPに頻出の単語や表現を習得し、使用できるようになる。
3．学内受験において、420点以上を獲得できるようになる。
成績評価
[成績評価の基準]
1．TOEFLにおいて、スコアを上昇させる。（定期試験）
2．各セクションの出題パターンを理解し、頻出する語彙や構文を覚えている。（定期試験）
3．学習した単語や熟語、文法知識を活かし、TOEFL形式問題で正答できる。（学期末試験）
4．地道に課題を行い、授業に積極的に参加している。（小テスト）
[成績評価の方法]
小テスト (20%), 学期末試験 (60%), Class participation (20%)で評価する。
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
[履修要件]
1. スポ科Oral English I クラスA, B, C, D, マネ科Oral English I クラスA, B, 健康学科Oral English I
クラスAの学生が、この授業を受講することができる。
2. TOEFLの受験希望者は、この授業を履修することが望ましい。
3. クラスの人数は50人以下とする。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. 辞書を必ず持参すること（携帯電話・スマートフォンを辞書の代わりに使うことは不可）。
2. 1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
3. 遅刻及び早退3回で1回分の欠席としてカウントする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業にて返却し、模範解答を提示、解説する。
[テキスト・参考書等]
授業において提示する。
連絡先とオフィスアワー
[連絡先］Contact
email: franc@juntendo.ac.jp
[オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
Tuesdays,16:15‑16:35
備考
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［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
2．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Fran
Conigliaro
（予習：0.5時間）
1
（授業内容）
・オリエンテーション：授業目 前期で学習したTOEFL問題の振り返りを行う。
的、授業方法、評価方法等を説
（復習：0.5 時間）
明する。
指示されたTOEFL問題を解く。
・TOEFL模試を実施する。
Fran
Conigliaro
（予習：0.5時間）
2
（授業内容）
指示されたTOEFL問題を行う。
TOEFL模試の見直しをする。

3

4

5

（復習：0.5時間）
（授業方法）
誤りやすい問題を取り上げ、説 TOEFL模試で間違えた問題を見直す。
明する。各々が弱点を自覚でき
るようにする。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Lesson 1, Listening and note Lesson 1の指示された練習問題を解く 。単語リ
‑taking, Reading comprehensi ストの指定箇所を覚える。
on を学習する。単語の習熟度
（復習：0.5 時間）
を測る。
Lesson 1の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Lesson 2, Listening and note Lesson 2の指示された練習問題を解く 。単語リ
‑taking, Reading comprehensi ストの指定箇所を覚える。
on を学習する。単語の習熟度
（復習：0.5 時間）
を測る。
Lesson 2の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Lesson 3, Listening and note Lesson 3の指示された練習問題を解く 。単語リ
‑taking, Reading comprehensi ストの指定箇所を覚える。
on を学習する。単語の習熟度
（復習：0.5 時間）
を測る。
Lesson 3の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
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Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Lesson 4, Listening and note Lesson 4 の練習問題を解く 。単語リストの指定
‑taking, Reading comprehensi 箇所を覚える。
onを学習する。単語の習熟度を
（復習：0.5 時間）
測る。
Lesson 4の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Lesson 5, Listening and note Lesson 5 の練習問題を解く 。単語リストの指定
‑taking, Reading comprehensi 箇所を覚える。
on を学習する。単語の習熟度
（復習：0.5 時間）
を測る。
Lesson 5の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Lesson 6, Listening and note Lesson 6 の練習問題を解く 。単語リストの指定
‑taking, Reading comprehensi 箇所を覚える。
onを学習する。単語の習熟度を
（復習：0.5 時間）
測る。
Lesson 6の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Lesson 7, Listening and note Lesson 7 の練習問題を解く 。単語リストの指定
‑taking, Reading comprehensi 箇所を覚える。
onを学習する。単語の習熟度を
（復習：0.5 時間）
測る。
Lesson 7の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Lesson 8, Listening and note Lesson 8 の練習問題を解く 。単語リストの指定
‑taking, Reading comprehensi 箇所を覚える。
onを学習する。単語の習熟度を
（復習：0.5 時間）
測る。
Lesson 8の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Lesson 9, Listening and note Lesson 9 の練習問題を解く 。単語リストの指定
‑taking, Reading comprehensi 箇所を覚える。
onを学習する。単語の習熟度を
（復習：0.5 時間）
測る。
Lesson 9の見直しをする。単語や文法事項を確認
する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
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Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Lesson 10, Listening and not Lesson 10 の練習問題を解く 。単語リストの指
e‑taking, Reading comprehens 定箇所を覚える。
ionを学習する。単語の習熟度
（復習：0.5 時間）
を測る。
Lesson 10の見直しをする。単語や文法事項を確
認する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：0.5 時間）
Lesson 11, Listening and not Lesson 11の練習問題を解く 。単語リストの指定
e‑taking, Reading comprehens 箇所を覚える。
ionを学習する。単語の習熟度
（復習：0.5 時間）
を測る。
Lesson 11の見直しをする。単語や文法事項を確
認する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
Fran Conigliaro （授業内容）
（予習：1.0 時間）
Lesson 12, Listening and not Lesson 12 の練習問題を解く 。単語リストの指
e‑taking, Reading comprehens 定箇所を覚える。
ionを学習する。単語の習熟度
（復習：1.0 時間）
を測る。
Lesson 1‑12の見直しをする。単語や文法事項を
確認する。
（授業方法）
音読・速読・シャドーイングを
行う。ペアワークで問題の解法
を確認し、理解を深める。
Fran Conigliaro 学期末試験を行う。
（予習・復習）
コースの総復習を行う。(1時間)
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授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅠ
Basic English Conversation Ⅰ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Fran Conigliaro

授業概要
[授業全体の内容] Objective and summary
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets to students
1． Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2． Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1． You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar an
d vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2． Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class presentations and tests)
[成績評価の方法] Evaluation system
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of home
work assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件] Conditions for taking this class
1. Class is limited to 26 students.
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1. You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2. You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class
quizzes.
3. You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4. You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5. Students are expected to participate actively in all lessons.
6. Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7. Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
Feedback on examinations and presentations, etc.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等] Textbooks
1. Text to be announced and distributed on first day of classes.
2. Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］Contact
email: franc@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
Tuesdays,16:15‑16:35
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Fran Conigliaro (授業内容) Just Arrived!
予習(0.5時間）
1
To understand how to introduce yourself and
Introductions
Where are you from? How s i others, describe places to visit, book a roo
t going? See you later. Nice m at a hotel, arrange transportation from th
e airport, learn some tips to prepare for an
talking to you.
overseas trip
復習（0.5時間）
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve Review Pages 4‑7, Vocabulary, Pronunciatio
n. Online exercises
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) On Campus
予習(0.5時間）
2
Where
Asking about facilities on c To learn how to ask for information,
ampus, opening hours, learni can I …? Is there … ? What do you … ?
復習（0.5時間）
ng about study abroad
Pages 8‑10, Vocabulary, Listening Online e
xercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Make Yourself at 予習(0.5時間）
3
To become able to ask about household rules,
Home
request permission, learn how to get the mo
Theme: Household Rules
May I ask you … ? Don t be st out of a homestay
afraid to ask. Do you mind 復習（0.5時間）
Pages 12‑14, Vocabulary, Listening Online
if I … ?
exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Out and About in 予習(0.5時間）
4
To be able to ask for, follow, and give dire
L. A.
Theme: Asking for directions ctions,
to a place, following & giv What s the best way to … ? Could you ple
ase tell me ...?
ing directions
復習（0.5時間）
Pages 16‑18, Vocabulary, Pronunciation Onl
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve ine exercises
rsation, Pair work
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Fran Conigliaro (授業内容) Dining Out
予習(0.5時間）
Theme: Describing experience To learn how to ask about and describe exper
iences.
s
I ve never had Thai food. D Vocabulary: foods, cuisines
o you know any Italian dishe 復習（0.5時間）
s? I feel like French tonigh Pages 12‑13, Vocabulary, Grammar Online ex
ercises
t.
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Surf s Up
予習(0.5時間）
Theme: Talking about vacatio To understand how to rent equipment from a s
tore, ask for advice, learn about adventure
n activities
Do I pay … ? I ll rent one travel
for … Does the price inclu 復習（0.5時間）
Pages 28‑30, Vocabulary, Pronunciation Onl
de … ?
ine exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Getting Around To 予習(0.5時間）
To learn how to use public transportation, l
wn
Theme: Learn how to get arou earn about London taxis
復習（0.5時間）
nd town
What s the best way to … ? Pages 32‑34, Vocabulary, Listening Online
We re thinking of … You exercises
ll love … How long does it
take …?
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) The Grand Hotel 予習(0.5時間）
Theme: Checking into a hotel Know to ask for guest services, check in, pa
Could you spell … ? How wou y for rooms
ld you like to … ? Could yo 復習（0.5時間）
Pages 36‑38, Vocabulary, Pronunciation Onl
u fill … ?
ine exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Bargain Hunting 予習(0.5時間）
Theme: Describing clothing To understand how to ask about clothing, tal
I m looking for … What siz k about sizes, styles, colors of clothes, te
e do you … ? Can I help you ll the clerk what you are looking for
復習（0.5時間）
?
Pages 40‑47, Vocabulary, Listening Online
exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Checking In
予習(0.5時間）
To learn how to check in for a flight, ask f
Theme: Booking a flight
How many … ? Could I have or a seat, talk about what to do before depa
rture
… ? I d like to …
復習（0.5時間）
Pages 48‑50, Vocabulary, Pronunciation Onl
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve ine exercises
rsation, Pair work
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Fran Conigliaro (授業内容) A Day Tour
予習(0.5時間）
Theme: Talking about tourist To become able to talk about things you ve
done and places you ve seen, describe touri
spots
Is it worth … ? How long ha st places, ask people s opinions about plac
ve you been … ? Where have es
復習（0.5時間）
you … ?
Pages 52‑54
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Two Lattes and a 予習(0.5時間）
To understand how to ask about someone s fa
Chat
Theme: Talking about familie mily, tell about your hometown, talk about y
our interests
s and interests
What do your … ? Do you eve 復習（0.5時間）
r … ? What kind of a … ? M Pages 56‑58, Vocabulary, Pronunciation Onl
ine exercises
y mom works …
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Temples, Tours, a 予習(0.5時間）
To learn how to ask for information about to
nd Treks
Theme: Talking about tourist urs, book a tour, suggest tourist activities
復習（0.5時間）
activities
Whay don t we … ? How abou Pages 60‑65, Vocabulary, Pronunciation Voc
t … ? How does that sound? abulary: P 120
What do you feel like … ?
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Out on the Town 予習(0.5時間）
Theme: Talking about your to to be able to ask for and give recommendatio
ns for entertainment, book tickets
wn
Could you recommend … ? Wha 復習（0.5時間）
t are you up to? I wouldn t Pages 68‑70, Vocabulary, Listening Online
mind … Do you think I need exercises
… ?
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Final Examination Final Examination
(授業方法)
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授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅠ
Basic English Conversation Ⅰ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Matthew Willemsen

授業概要
[授業全体の内容] Objective and summary
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets to students
1． Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2． Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1． You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar an
d vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2． Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class presentations and tests)
[成績評価の方法] Evaluation system
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of home
work assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件] Conditions for taking this class
1. Class is limited to 26 students.
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1. You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2. You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class
quizzes.
3. You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4. You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5. Students are expected to participate actively in all lessons.
6. Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7. Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
Feedback on examinations and presentations, etc.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等] Textbooks
1. Text to be announced and distributed on first day of classes.
2. Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］Contact
matthew@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
月 16:20‑17:00 火 14:30‑17:00 水 12:00‑12:30 木 14:30‑17:00 金 14:30‑17:00
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Willemsen
予習(0.5時間）
1
(授業内容) Just Arrived!
To understand how to introduce yourself and
Introductions
Where are you from? How s i others, describe places to visit, book a roo
t going? See you later. Nice m at a hotel, arrange transportation from th
e airport, learn some tips to prepare for an
talking to you.
overseas trip
復習（0.5時間）
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve Review Pages 4‑7, Vocabulary, Pronunciatio
n. Online exercises
rsation, Pair work
Willemsen
予習(0.5時間）
2
(授業内容) On Campus
Where
Asking about facilities on c To learn how to ask for information,
ampus, opening hours, learni can I …? Is there … ? What do you … ?
復習（0.5時間）
ng about study abroad
Pages 8‑10, Vocabulary, Listening Online e
xercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Willemsen
3
(授業内容) Make Yourself at 予習(0.5時間）
To become able to ask about household rules,
Home
request permission, learn how to get the mo
Theme: Household Rules
May I ask you … ? Don t be st out of a homestay
afraid to ask. Do you mind 復習（0.5時間）
Pages 12‑14, Vocabulary, Listening Online
if I … ?
exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Willemsen
4
(授業内容) Out and About in 予習(0.5時間）
To be able to ask for, follow, and give dire
L. A.
Theme: Asking for directions ctions,
to a place, following & giv What s the best way to … ? Could you ple
ase tell me ...?
ing directions
復習（0.5時間）
Pages 16‑18, Vocabulary, Pronunciation Onl
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve ine exercises
rsation, Pair work
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予習(0.5時間）
(授業内容) Dining Out
Theme: Describing experience To learn how to ask about and describe exper
iences.
s
I ve never had Thai food. D Vocabulary: foods, cuisines
o you know any Italian dishe 復習（0.5時間）
s? I feel like French tonigh Pages 12‑13, Vocabulary, Grammar Online ex
ercises
t.
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
予習(0.5時間）
(授業内容) Surf s Up
Theme: Talking about vacatio To understand how to rent equipment from a s
tore, ask for advice, learn about adventure
n activities
Do I pay … ? I ll rent one travel
for … Does the price inclu 復習（0.5時間）
Pages 28‑30, Vocabulary, Pronunciation Onl
de … ?
ine exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
(授業内容) Getting Around To 予習(0.5時間）
To learn how to use public transportation, l
wn
Theme: Learn how to get arou earn about London taxis
復習（0.5時間）
nd town
What s the best way to … ? Pages 32‑34, Vocabulary, Listening Online
We re thinking of … You exercises
ll love … How long does it
take …?
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
(授業内容) The Grand Hotel 予習(0.5時間）
Theme: Checking into a hotel Know to ask for guest services, check in, pa
Could you spell … ? How wou y for rooms
ld you like to … ? Could yo 復習（0.5時間）
Pages 36‑38, Vocabulary, Pronunciation Onl
u fill … ?
ine exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
(授業内容) Bargain Hunting 予習(0.5時間）
Theme: Describing clothing To understand how to ask about clothing, tal
I m looking for … What siz k about sizes, styles, colors of clothes, te
e do you … ? Can I help you ll the clerk what you are looking for
復習（0.5時間）
?
Pages 40‑47, Vocabulary, Listening Online
exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
予習(0.5時間）
(授業内容) Checking In
To learn how to check in for a flight, ask f
Theme: Booking a flight
How many … ? Could I have or a seat, talk about what to do before depa
rture
… ? I d like to …
復習（0.5時間）
Pages 48‑50, Vocabulary, Pronunciation Onl
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve ine exercises
rsation, Pair work
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予習(0.5時間）
(授業内容) A Day Tour
Theme: Talking about tourist To become able to talk about things you ve
done and places you ve seen, describe touri
spots
Is it worth … ? How long ha st places, ask people s opinions about plac
ve you been … ? Where have es
復習（0.5時間）
you … ?
Pages 52‑54
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
(授業内容) Two Lattes and a 予習(0.5時間）
To understand how to ask about someone s fa
Chat
Theme: Talking about familie mily, tell about your hometown, talk about y
our interests
s and interests
What do your … ? Do you eve 復習（0.5時間）
r … ? What kind of a … ? M Pages 56‑58, Vocabulary, Pronunciation Onl
ine exercises
y mom works …
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
(授業内容) Temples, Tours, a 予習(0.5時間）
To learn how to ask for information about to
nd Treks
Theme: Talking about tourist urs, book a tour, suggest tourist activities
復習（0.5時間）
activities
Whay don t we … ? How abou Pages 60‑65, Vocabulary, Pronunciation Voc
t … ? How does that sound? abulary: P 120
What do you feel like … ?
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
(授業内容) Out on the Town 予習(0.5時間）
Theme: Talking about your to to be able to ask for and give recommendatio
ns for entertainment, book tickets
wn
Could you recommend … ? Wha 復習（0.5時間）
t are you up to? I wouldn t Pages 68‑70, Vocabulary, Listening Online
mind … Do you think I need exercises
… ?
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
(授業内容) Final Examination Final Examination
(授業方法)
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１時間

授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅠ
Basic English Conversation Ⅰ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Matthew Willemsen

授業概要
[授業全体の内容] Objective and summary
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets to students
1． Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2． Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1． You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar an
d vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2． Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class presentations and tests)
[成績評価の方法] Evaluation system
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of home
work assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件] Conditions for taking this class
1. Class is limited to 26 students.
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1. You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2. You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class
quizzes.
3. You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4. You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5. Students are expected to participate actively in all lessons.
6. Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7. Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
Feedback on examinations and presentations, etc.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等] Textbooks
1. Text to be announced and distributed on first day of classes.
2. Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］Contact
matthew@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
月 16:20‑17:00 火 14:30‑17:00 水 12:00‑12:30 木 14:30‑17:00 金 14:30‑17:00
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Willemsen
予習(0.5時間）
1
(授業内容) Just Arrived!
To understand how to introduce yourself and
Introductions
Where are you from? How s i others, describe places to visit, book a roo
t going? See you later. Nice m at a hotel, arrange transportation from th
e airport, learn some tips to prepare for an
talking to you.
overseas trip
復習（0.5時間）
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve Review Pages 4‑7, Vocabulary, Pronunciatio
n. Online exercises
rsation, Pair work
Willemsen
予習(0.5時間）
2
(授業内容) On Campus
Where
Asking about facilities on c To learn how to ask for information,
ampus, opening hours, learni can I …? Is there … ? What do you … ?
復習（0.5時間）
ng about study abroad
Pages 8‑10, Vocabulary, Listening Online e
xercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Willemsen
3
(授業内容) Make Yourself at 予習(0.5時間）
To become able to ask about household rules,
Home
request permission, learn how to get the mo
Theme: Household Rules
May I ask you … ? Don t be st out of a homestay
afraid to ask. Do you mind 復習（0.5時間）
Pages 12‑14, Vocabulary, Listening Online
if I … ?
exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Willemsen
4
(授業内容) Out and About in 予習(0.5時間）
To be able to ask for, follow, and give dire
L. A.
Theme: Asking for directions ctions,
to a place, following & giv What s the best way to … ? Could you ple
ase tell me ...?
ing directions
復習（0.5時間）
Pages 16‑18, Vocabulary, Pronunciation Onl
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve ine exercises
rsation, Pair work
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5

Willemsen

6

Willemsen

7

Willemsen

8

Willemsen

9

Willemsen

10

Willemsen

予習(0.5時間）
(授業内容) Dining Out
Theme: Describing experience To learn how to ask about and describe exper
iences.
s
I ve never had Thai food. D Vocabulary: foods, cuisines
o you know any Italian dishe 復習（0.5時間）
s? I feel like French tonigh Pages 12‑13, Vocabulary, Grammar Online ex
ercises
t.
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
予習(0.5時間）
(授業内容) Surf s Up
Theme: Talking about vacatio To understand how to rent equipment from a s
tore, ask for advice, learn about adventure
n activities
Do I pay … ? I ll rent one travel
for … Does the price inclu 復習（0.5時間）
Pages 28‑30, Vocabulary, Pronunciation Onl
de … ?
ine exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
(授業内容) Getting Around To 予習(0.5時間）
To learn how to use public transportation, l
wn
Theme: Learn how to get arou earn about London taxis
復習（0.5時間）
nd town
What s the best way to … ? Pages 32‑34, Vocabulary, Listening Online
We re thinking of … You exercises
ll love … How long does it
take …?
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
(授業内容) The Grand Hotel 予習(0.5時間）
Theme: Checking into a hotel Know to ask for guest services, check in, pa
Could you spell … ? How wou y for rooms
ld you like to … ? Could yo 復習（0.5時間）
Pages 36‑38, Vocabulary, Pronunciation Onl
u fill … ?
ine exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
(授業内容) Bargain Hunting 予習(0.5時間）
Theme: Describing clothing To understand how to ask about clothing, tal
I m looking for … What siz k about sizes, styles, colors of clothes, te
e do you … ? Can I help you ll the clerk what you are looking for
復習（0.5時間）
?
Pages 40‑47, Vocabulary, Listening Online
exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
予習(0.5時間）
(授業内容) Checking In
To learn how to check in for a flight, ask f
Theme: Booking a flight
How many … ? Could I have or a seat, talk about what to do before depa
rture
… ? I d like to …
復習（0.5時間）
Pages 48‑50, Vocabulary, Pronunciation Onl
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve ine exercises
rsation, Pair work
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11

Willemsen

12

Willemsen

13

14

Willemsen

Willemsen
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予習(0.5時間）
(授業内容) A Day Tour
Theme: Talking about tourist To become able to talk about things you ve
done and places you ve seen, describe touri
spots
Is it worth … ? How long ha st places, ask people s opinions about plac
ve you been … ? Where have es
復習（0.5時間）
you … ?
Pages 52‑54
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
(授業内容) Two Lattes and a 予習(0.5時間）
To understand how to ask about someone s fa
Chat
Theme: Talking about familie mily, tell about your hometown, talk about y
our interests
s and interests
What do your … ? Do you eve 復習（0.5時間）
r … ? What kind of a … ? M Pages 56‑58, Vocabulary, Pronunciation Onl
ine exercises
y mom works …
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
(授業内容) Temples, Tours, a 予習(0.5時間）
To learn how to ask for information about to
nd Treks
Theme: Talking about tourist urs, book a tour, suggest tourist activities
復習（0.5時間）
activities
Whay don t we … ? How abou Pages 60‑65, Vocabulary, Pronunciation Voc
t … ? How does that sound? abulary: P 120
What do you feel like … ?
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
(授業内容) Out on the Town 予習(0.5時間）
Theme: Talking about your to to be able to ask for and give recommendatio
ns for entertainment, book tickets
wn
Could you recommend … ? Wha 復習（0.5時間）
t are you up to? I wouldn t Pages 68‑70, Vocabulary, Listening Online
mind … Do you think I need exercises
… ?
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
(授業内容) Final Examination Final Examination
(授業方法)
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１時間

授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅠ
Basic English Conversation Ⅰ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Matthew Willemsen

授業概要
[授業全体の内容] Objective and summary
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets to students
1． Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2． Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1． You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar an
d vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2． Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class presentations and tests)
[成績評価の方法] Evaluation system
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of home
work assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件] Conditions for taking this class
1. Class is limited to 26 students.
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1. You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2. You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class
quizzes.
3. You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4. You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5. Students are expected to participate actively in all lessons.
6. Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7. Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
Feedback on examinations and presentations, etc.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等] Textbooks
1. Text to be announced and distributed on first day of classes.
2. Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］Contact
matthew@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
月 16:20‑17:00 火 14:30‑17:00 水 12:00‑12:30 木 14:30‑17:00 金 14:30‑17:00
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Willemsen
予習(0.5時間）
1
(授業内容) Just Arrived!
To understand how to introduce yourself and
Introductions
Where are you from? How s i others, describe places to visit, book a roo
t going? See you later. Nice m at a hotel, arrange transportation from th
e airport, learn some tips to prepare for an
talking to you.
overseas trip
復習（0.5時間）
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve Review Pages 4‑7, Vocabulary, Pronunciatio
n. Online exercises
rsation, Pair work
Willemsen
予習(0.5時間）
2
(授業内容) On Campus
Where
Asking about facilities on c To learn how to ask for information,
ampus, opening hours, learni can I …? Is there … ? What do you … ?
復習（0.5時間）
ng about study abroad
Pages 8‑10, Vocabulary, Listening Online e
xercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Willemsen
3
(授業内容) Make Yourself at 予習(0.5時間）
To become able to ask about household rules,
Home
request permission, learn how to get the mo
Theme: Household Rules
May I ask you … ? Don t be st out of a homestay
afraid to ask. Do you mind 復習（0.5時間）
Pages 12‑14, Vocabulary, Listening Online
if I … ?
exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Willemsen
4
(授業内容) Out and About in 予習(0.5時間）
To be able to ask for, follow, and give dire
L. A.
Theme: Asking for directions ctions,
to a place, following & giv What s the best way to … ? Could you ple
ase tell me ...?
ing directions
復習（0.5時間）
Pages 16‑18, Vocabulary, Pronunciation Onl
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve ine exercises
rsation, Pair work
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5

Willemsen
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Willemsen

7

Willemsen

8

Willemsen

9

Willemsen

10

Willemsen

予習(0.5時間）
(授業内容) Dining Out
Theme: Describing experience To learn how to ask about and describe exper
iences.
s
I ve never had Thai food. D Vocabulary: foods, cuisines
o you know any Italian dishe 復習（0.5時間）
s? I feel like French tonigh Pages 12‑13, Vocabulary, Grammar Online ex
ercises
t.
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
予習(0.5時間）
(授業内容) Surf s Up
Theme: Talking about vacatio To understand how to rent equipment from a s
tore, ask for advice, learn about adventure
n activities
Do I pay … ? I ll rent one travel
for … Does the price inclu 復習（0.5時間）
Pages 28‑30, Vocabulary, Pronunciation Onl
de … ?
ine exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
(授業内容) Getting Around To 予習(0.5時間）
To learn how to use public transportation, l
wn
Theme: Learn how to get arou earn about London taxis
復習（0.5時間）
nd town
What s the best way to … ? Pages 32‑34, Vocabulary, Listening Online
We re thinking of … You exercises
ll love … How long does it
take …?
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
(授業内容) The Grand Hotel 予習(0.5時間）
Theme: Checking into a hotel Know to ask for guest services, check in, pa
Could you spell … ? How wou y for rooms
ld you like to … ? Could yo 復習（0.5時間）
Pages 36‑38, Vocabulary, Pronunciation Onl
u fill … ?
ine exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
(授業内容) Bargain Hunting 予習(0.5時間）
Theme: Describing clothing To understand how to ask about clothing, tal
I m looking for … What siz k about sizes, styles, colors of clothes, te
e do you … ? Can I help you ll the clerk what you are looking for
復習（0.5時間）
?
Pages 40‑47, Vocabulary, Listening Online
exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
予習(0.5時間）
(授業内容) Checking In
To learn how to check in for a flight, ask f
Theme: Booking a flight
How many … ? Could I have or a seat, talk about what to do before depa
rture
… ? I d like to …
復習（0.5時間）
Pages 48‑50, Vocabulary, Pronunciation Onl
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve ine exercises
rsation, Pair work
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予習(0.5時間）
(授業内容) A Day Tour
Theme: Talking about tourist To become able to talk about things you ve
done and places you ve seen, describe touri
spots
Is it worth … ? How long ha st places, ask people s opinions about plac
ve you been … ? Where have es
復習（0.5時間）
you … ?
Pages 52‑54
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
(授業内容) Two Lattes and a 予習(0.5時間）
To understand how to ask about someone s fa
Chat
Theme: Talking about familie mily, tell about your hometown, talk about y
our interests
s and interests
What do your … ? Do you eve 復習（0.5時間）
r … ? What kind of a … ? M Pages 56‑58, Vocabulary, Pronunciation Onl
ine exercises
y mom works …
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
(授業内容) Temples, Tours, a 予習(0.5時間）
To learn how to ask for information about to
nd Treks
Theme: Talking about tourist urs, book a tour, suggest tourist activities
復習（0.5時間）
activities
Whay don t we … ? How abou Pages 60‑65, Vocabulary, Pronunciation Voc
t … ? How does that sound? abulary: P 120
What do you feel like … ?
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
(授業内容) Out on the Town 予習(0.5時間）
Theme: Talking about your to to be able to ask for and give recommendatio
ns for entertainment, book tickets
wn
Could you recommend … ? Wha 復習（0.5時間）
t are you up to? I wouldn t Pages 68‑70, Vocabulary, Listening Online
mind … Do you think I need exercises
… ?
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
(授業内容) Final Examination Final Examination
(授業方法)
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１時間

授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅠ
Basic English Conversation Ⅰ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Keith G.Russell

授業概要
[授業全体の内容]
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2．Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準]
1．You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar and
vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2．Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class tests)
[成績評価の方法]
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of home
work assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件]
1. Class is limited to 26 students.
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1.You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2.You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class q
uizzes.
3.You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4.You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5.Students are expected to participate actively in all lessons.
6.Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7.Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
Feedback on examinations and presentations, etc.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1.Text to be announced and distributed on first day of classes.
2.Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
k‑russell@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
Office hours Building 1 3'rd floor, rm1302, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays 8:00‑8:30, Wednesd
ays 4:20‑4:45
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Keith G.Russell Orientation, Class introduct Goals: Learn class room English, start to un
1
ion and how to give self‑int derstand "Information Gaps".
roductions, using first pair Prep: Check out the vocab sheet for Unit 2,
work, and the large group w HW: complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
ork.
Keith G.Russell （授業内容） Help!
Goal: Learn class room English, start to und
2
Learn how to use phrases "Is erstand "Information Gaps". HW Check out th
this correct?" or "What do e vocab sheet for Unit 2, complete the hand‑
out.
I do now?" etc.
（予習：0.5）（復習: 0.5）

3

4

(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）Family relationsh Goal: To practice communicating in 4 man gro
ups about family (as always using informatio
ips
Usage of describing family r n gaps). To practice sufficiently to be able
elationships, biographical d to effectively express experience and permi
ata, one's home, occupation, ssion and use frequency adverbs, superlative
s. Preparation: review help words. HW ‑Writ
and travel experience
e section 8. review the vocab sheet, Complet
(授業方法）Using first pair e the hand‑out.
work, and then large group w （予習：0.5）（復習: 0.5）
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued
Goals: To practice communicating about famil
Continued discussion includi y. To practice sufficiently to be able to ef
ng phrases "How many...?" or fectively express personal experience.
"Where was ...?" or "What d Preparation: Review the vocab list Check out
the vocab sheet for the next unit, write se
oes ...?" etc.
ction 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
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5

6

7

8

Keith G.Russell (授業内容） Western gestures Goals: To practice communicating about
Preparation: Check‑out the vocab list for th
and body language
Learning how to use gestures e next chapter. Write section 8. HW: review
the vocab sheet, Complete the hand‑out.
to communicate.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued
Goals: To practice sufficiently to be able t
Learn useing phrases "What's o effectively use gestures naturally.
the gesture for ...?" or "W Preparation: Review the vocab list HW: Chec
hat was ....'s gesture?" or k out the vocab sheet for the next unit, wri
te section 8, complete the hand‑out.
"I'm determined" etc.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Asking about and Goals: To practice communicating about abili
Stating ability answering in tes.
degrees of ability. Asking Preparation: Review the vocab list.HW: Write
questions about sports, game section 8. review the vocab sheet, Complete
the hand‑out.
s, activities and hobbies
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively express abilities correctly.
Continued
Using phrases "Can you ...?" Preparation: Check‑out the vocab list for th
, "How well can you….?","Ca e next chapter. HW: Write section 8, write
n I do it indoors/outdoors?" section 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
etc.
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
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9

10

11

12

Keith G.Russell (授業内容）Asking about and Goals: To practice communicating about givin
stating permission, Giving o g or not giving permission, stating a possib
r denying permission, possib ility, or a need.
Preparation: Review the vocab list. HW: Writ
ilites, or rquirements.
Through the experience visit e section 8. review the vocab sheet, Complet
ing parks, learn questioning e the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
rules and permissions.
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued
Goals: To practice sufficiently to be able t
Using phrases "Is it OK to.. o effectively express giving or not giving p
.?","You are/are not allowed ermission, stating a possibility, or a need.
to ..."."You can/can't...", Preparation: Check‑out the vocab list for th
e next chapter. HW: Write section 8, write
"You may/may not..." etc.
section 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Asking about and Goals: To practice communicating about feeli
Stating one's feelings and e ngs and emotions.
Preparation: Review the vocab list. HW: Wri
motions
Learn common adjectives of f te section 8. review the vocab sheet, Comple
te the hand‑out.
eeling and emotion
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued
Goals: To practice sufficiently to be able t
Learn using these phrases "H o effectively express feelings and emotions.
ow do ...feel?","How did ... Preparation: Check‑out the vocab list for th
e next chapter. HW: Write section 8, write s
feel on?"
ection 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
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14

Keith G.Russell 〔テーマ〕TOEFL Test

Goals: To take a practice TOEFL test to prep
are you for your summer homework and the Nov
ember TOEFL test.
Preparation: Review the vocab list. HW Revie
w the book and your writing assignments. Dec
ide what you want to know about the test and
prepare to ask the teacher.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
Keith G.Russell Short oral presentations and 〔テーマ〕 Preparation for the test
group skits, peer evaluatio （予習：1.0）（復習: 1.0）
n, conclusion
Rusell
Preparation Total time: 8.5hrs, Review total
学期末テスト
time: 8.5rs. Total 17hrs. Take a practice T
OEFL during the summer.
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授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅠ
Basic English Conversation Ⅰ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Keith G.Russell

授業概要
[授業全体の内容]
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2．Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準]
1．You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar and
vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2．Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class tests)
[成績評価の方法]
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of home
work assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件]
1. Class is limited to 26 students.
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1.You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2.You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class q
uizzes.
3.You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4.You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5.Students are expected to participate actively in all lessons.
6.Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7.Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
Feedback on examinations and presentations, etc.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1.Text to be announced and distributed on first day of classes.
2.Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー

402

［連絡先］
k‑russell@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
Office hours Building 1 3'rd floor, rm1302, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays 8:00‑8:30, Wednesd
ays 4:20‑4:45
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Keith G.Russell Orientation, Class introduct Goals: Learn class room English, start to un
1
ion and how to give self‑int derstand "Information Gaps".
roductions, using first pair Prep: Check out the vocab sheet for Unit 2,
work, and the large group w HW: complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
ork.
Keith G.Russell （授業内容） Help!
Goal: Learn class room English, start to und
2
Learn how to use phrases "Is erstand "Information Gaps". HW Check out th
this correct?" or "What do e vocab sheet for Unit 2, complete the hand‑
out.
I do now?" etc.
（予習：0.5）（復習: 0.5）

3

4

(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）Family relationsh Goal: To practice communicating in 4 man gro
ups about family (as always using informatio
ips
Usage of describing family r n gaps). To practice sufficiently to be able
elationships, biographical d to effectively express experience and permi
ata, one's home, occupation, ssion and use frequency adverbs, superlative
s. Preparation: review help words. HW ‑Writ
and travel experience
e section 8. review the vocab sheet, Complet
(授業方法）Using first pair e the hand‑out.
work, and then large group w （予習：0.5）（復習: 0.5）
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued
Goals: To practice communicating about famil
Continued discussion includi y. To practice sufficiently to be able to ef
ng phrases "How many...?" or fectively express personal experience.
"Where was ...?" or "What d Preparation: Review the vocab list Check out
the vocab sheet for the next unit, write se
oes ...?" etc.
ction 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
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5

6

7

8

Keith G.Russell (授業内容） Western gestures Goals: To practice communicating about
Preparation: Check‑out the vocab list for th
and body language
Learning how to use gestures e next chapter. Write section 8. HW: review
the vocab sheet, Complete the hand‑out.
to communicate.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued
Goals: To practice sufficiently to be able t
Learn useing phrases "What's o effectively use gestures naturally.
the gesture for ...?" or "W Preparation: Review the vocab list HW: Chec
hat was ....'s gesture?" or k out the vocab sheet for the next unit, wri
te section 8, complete the hand‑out.
"I'm determined" etc.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Asking about and Goals: To practice communicating about abili
Stating ability answering in tes.
degrees of ability. Asking Preparation: Review the vocab list.HW: Write
questions about sports, game section 8. review the vocab sheet, Complete
the hand‑out.
s, activities and hobbies
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively express abilities correctly.
Continued
Using phrases "Can you ...?" Preparation: Check‑out the vocab list for th
, "How well can you….?","Ca e next chapter. HW: Write section 8, write
n I do it indoors/outdoors?" section 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
etc.
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
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9

10

11

12

Keith G.Russell (授業内容）Asking about and Goals: To practice communicating about givin
stating permission, Giving o g or not giving permission, stating a possib
r denying permission, possib ility, or a need.
Preparation: Review the vocab list. HW: Writ
ilites, or rquirements.
Through the experience visit e section 8. review the vocab sheet, Complet
ing parks, learn questioning e the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
rules and permissions.
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued
Goals: To practice sufficiently to be able t
Using phrases "Is it OK to.. o effectively express giving or not giving p
.?","You are/are not allowed ermission, stating a possibility, or a need.
to ..."."You can/can't...", Preparation: Check‑out the vocab list for th
e next chapter. HW: Write section 8, write
"You may/may not..." etc.
section 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Asking about and Goals: To practice communicating about feeli
Stating one's feelings and e ngs and emotions.
Preparation: Review the vocab list. HW: Wri
motions
Learn common adjectives of f te section 8. review the vocab sheet, Comple
te the hand‑out.
eeling and emotion
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued
Goals: To practice sufficiently to be able t
Learn using these phrases "H o effectively express feelings and emotions.
ow do ...feel?","How did ... Preparation: Check‑out the vocab list for th
e next chapter. HW: Write section 8, write s
feel on?"
ection 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
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13

14

Keith G.Russell 〔テーマ〕TOEFL Test

Goals: To take a practice TOEFL test to prep
are you for your summer homework and the Nov
ember TOEFL test.
Preparation: Review the vocab list. HW Revie
w the book and your writing assignments. Dec
ide what you want to know about the test and
prepare to ask the teacher.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
Keith G.Russell Short oral presentations and 〔テーマ〕 Preparation for the test
group skits, peer evaluatio （予習：1.0）（復習: 1.0）
n, conclusion
Rusell
Preparation Total time: 8.5hrs, Review total
学期末テスト
time: 8.5rs. Total 17hrs. Take a practice T
OEFL during the summer.
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授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅠ
Basic English Conversation Ⅰ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Keith G.Russell

授業概要
[授業全体の内容]
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2．Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準]
1．You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar and
vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2．Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class tests)
[成績評価の方法]
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of home
work assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件]
1. Class is limited to 26 students.
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1.You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2.You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class q
uizzes.
3.You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4.You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5.Students are expected to participate actively in all lessons.
6.Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7.Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
Feedback on examinations and presentations, etc.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1.Text to be announced and distributed on first day of classes.
2.Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
k‑russell@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
Office hours Building 1 3'rd floor, rm1302, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays 8:00‑8:30, Wednesd
ays 4:20‑4:45
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Keith G.Russell Orientation, Class introduct Goals: Learn class room English, start to un
1
ion and how to give self‑int derstand "Information Gaps".
roductions, using first pair Prep: Check out the vocab sheet for Unit 2,
work, and the large group w HW: complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
ork.
Keith G.Russell （授業内容） Help!
Goal: Learn class room English, start to und
2
Learn how to use phrases "Is erstand "Information Gaps". HW Check out th
this correct?" or "What do e vocab sheet for Unit 2, complete the hand‑
out.
I do now?" etc.
（予習：0.5）（復習: 0.5）

3

4

(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）Family relationsh Goal: To practice communicating in 4 man gro
ups about family (as always using informatio
ips
Usage of describing family r n gaps). To practice sufficiently to be able
elationships, biographical d to effectively express experience and permi
ata, one's home, occupation, ssion and use frequency adverbs, superlative
s. Preparation: review help words. HW ‑Writ
and travel experience
e section 8. review the vocab sheet, Complet
(授業方法）Using first pair e the hand‑out.
work, and then large group w （予習：0.5）（復習: 0.5）
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued
Goals: To practice communicating about famil
Continued discussion includi y. To practice sufficiently to be able to ef
ng phrases "How many...?" or fectively express personal experience.
"Where was ...?" or "What d Preparation: Review the vocab list Check out
the vocab sheet for the next unit, write se
oes ...?" etc.
ction 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
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5

6

7

8

Keith G.Russell (授業内容） Western gestures Goals: To practice communicating about
Preparation: Check‑out the vocab list for th
and body language
Learning how to use gestures e next chapter. Write section 8. HW: review
the vocab sheet, Complete the hand‑out.
to communicate.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued
Goals: To practice sufficiently to be able t
Learn useing phrases "What's o effectively use gestures naturally.
the gesture for ...?" or "W Preparation: Review the vocab list HW: Chec
hat was ....'s gesture?" or k out the vocab sheet for the next unit, wri
te section 8, complete the hand‑out.
"I'm determined" etc.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Asking about and Goals: To practice communicating about abili
Stating ability answering in tes.
degrees of ability. Asking Preparation: Review the vocab list.HW: Write
questions about sports, game section 8. review the vocab sheet, Complete
the hand‑out.
s, activities and hobbies
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively express abilities correctly.
Continued
Using phrases "Can you ...?" Preparation: Check‑out the vocab list for th
, "How well can you….?","Ca e next chapter. HW: Write section 8, write
n I do it indoors/outdoors?" section 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
etc.
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
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9

10

11

12

Keith G.Russell (授業内容）Asking about and Goals: To practice communicating about givin
stating permission, Giving o g or not giving permission, stating a possib
r denying permission, possib ility, or a need.
Preparation: Review the vocab list. HW: Writ
ilites, or rquirements.
Through the experience visit e section 8. review the vocab sheet, Complet
ing parks, learn questioning e the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
rules and permissions.
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued
Goals: To practice sufficiently to be able t
Using phrases "Is it OK to.. o effectively express giving or not giving p
.?","You are/are not allowed ermission, stating a possibility, or a need.
to ..."."You can/can't...", Preparation: Check‑out the vocab list for th
e next chapter. HW: Write section 8, write
"You may/may not..." etc.
section 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Asking about and Goals: To practice communicating about feeli
Stating one's feelings and e ngs and emotions.
Preparation: Review the vocab list. HW: Wri
motions
Learn common adjectives of f te section 8. review the vocab sheet, Comple
te the hand‑out.
eeling and emotion
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued
Goals: To practice sufficiently to be able t
Learn using these phrases "H o effectively express feelings and emotions.
ow do ...feel?","How did ... Preparation: Check‑out the vocab list for th
e next chapter. HW: Write section 8, write s
feel on?"
ection 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.

410

13

14

Keith G.Russell 〔テーマ〕TOEFL Test

Goals: To take a practice TOEFL test to prep
are you for your summer homework and the Nov
ember TOEFL test.
Preparation: Review the vocab list. HW Revie
w the book and your writing assignments. Dec
ide what you want to know about the test and
prepare to ask the teacher.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
Keith G.Russell Short oral presentations and 〔テーマ〕 Preparation for the test
group skits, peer evaluatio （予習：1.0）（復習: 1.0）
n, conclusion
Rusell
Preparation Total time: 8.5hrs, Review total
学期末テスト
time: 8.5rs. Total 17hrs. Take a practice T
OEFL during the summer.
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授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅠ
Basic English Conversation Ⅰ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Keith G.Russell

授業概要
[授業全体の内容]
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2．Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準]
1．You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar and
vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2．Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class tests)
[成績評価の方法]
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of home
work assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件]
1. Class is limited to 26 students.
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1.You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2.You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class q
uizzes.
3.You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4.You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5.Students are expected to participate actively in all lessons.
6.Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7.Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
Feedback on examinations and presentations, etc.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1.Text to be announced and distributed on first day of classes.
2.Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー

412

［連絡先］
k‑russell@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
Office hours Building 1 3'rd floor, rm1302, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays 8:00‑8:30, Wednesd
ays 4:20‑4:45
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Keith G.Russell Orientation, Class introduct Goals: Learn class room English, start to un
1
ion and how to give self‑int derstand "Information Gaps".
roductions, using first pair Prep: Check out the vocab sheet for Unit 2,
work, and the large group w HW: complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
ork.
Keith G.Russell （授業内容） Help!
Goal: Learn class room English, start to und
2
Learn how to use phrases "Is erstand "Information Gaps". HW Check out th
this correct?" or "What do e vocab sheet for Unit 2, complete the hand‑
out.
I do now?" etc.
（予習：0.5）（復習: 0.5）

3

4

(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）Family relationsh Goal: To practice communicating in 4 man gro
ups about family (as always using informatio
ips
Usage of describing family r n gaps). To practice sufficiently to be able
elationships, biographical d to effectively express experience and permi
ata, one's home, occupation, ssion and use frequency adverbs, superlative
s. Preparation: review help words. HW ‑Writ
and travel experience
e section 8. review the vocab sheet, Complet
(授業方法）Using first pair e the hand‑out.
work, and then large group w （予習：0.5）（復習: 0.5）
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued
Goals: To practice communicating about famil
Continued discussion includi y. To practice sufficiently to be able to ef
ng phrases "How many...?" or fectively express personal experience.
"Where was ...?" or "What d Preparation: Review the vocab list Check out
the vocab sheet for the next unit, write se
oes ...?" etc.
ction 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.

413

5

6

7

8

Keith G.Russell (授業内容） Western gestures Goals: To practice communicating about
Preparation: Check‑out the vocab list for th
and body language
Learning how to use gestures e next chapter. Write section 8. HW: review
the vocab sheet, Complete the hand‑out.
to communicate.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued
Goals: To practice sufficiently to be able t
Learn useing phrases "What's o effectively use gestures naturally.
the gesture for ...?" or "W Preparation: Review the vocab list HW: Chec
hat was ....'s gesture?" or k out the vocab sheet for the next unit, wri
te section 8, complete the hand‑out.
"I'm determined" etc.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Asking about and Goals: To practice communicating about abili
Stating ability answering in tes.
degrees of ability. Asking Preparation: Review the vocab list.HW: Write
questions about sports, game section 8. review the vocab sheet, Complete
the hand‑out.
s, activities and hobbies
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively express abilities correctly.
Continued
Using phrases "Can you ...?" Preparation: Check‑out the vocab list for th
, "How well can you….?","Ca e next chapter. HW: Write section 8, write
n I do it indoors/outdoors?" section 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
etc.
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.

414

9

10

11

12

Keith G.Russell (授業内容）Asking about and Goals: To practice communicating about givin
stating permission, Giving o g or not giving permission, stating a possib
r denying permission, possib ility, or a need.
Preparation: Review the vocab list. HW: Writ
ilites, or rquirements.
Through the experience visit e section 8. review the vocab sheet, Complet
ing parks, learn questioning e the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
rules and permissions.
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued
Goals: To practice sufficiently to be able t
Using phrases "Is it OK to.. o effectively express giving or not giving p
.?","You are/are not allowed ermission, stating a possibility, or a need.
to ..."."You can/can't...", Preparation: Check‑out the vocab list for th
e next chapter. HW: Write section 8, write
"You may/may not..." etc.
section 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Asking about and Goals: To practice communicating about feeli
Stating one's feelings and e ngs and emotions.
Preparation: Review the vocab list. HW: Wri
motions
Learn common adjectives of f te section 8. review the vocab sheet, Comple
te the hand‑out.
eeling and emotion
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued
Goals: To practice sufficiently to be able t
Learn using these phrases "H o effectively express feelings and emotions.
ow do ...feel?","How did ... Preparation: Check‑out the vocab list for th
e next chapter. HW: Write section 8, write s
feel on?"
ection 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
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13

14

Keith G.Russell 〔テーマ〕TOEFL Test

Goals: To take a practice TOEFL test to prep
are you for your summer homework and the Nov
ember TOEFL test.
Preparation: Review the vocab list. HW Revie
w the book and your writing assignments. Dec
ide what you want to know about the test and
prepare to ask the teacher.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
Keith G.Russell Short oral presentations and 〔テーマ〕 Preparation for the test
group skits, peer evaluatio （予習：1.0）（復習: 1.0）
n, conclusion
Rusell
Preparation Total time: 8.5hrs, Review total
学期末テスト
time: 8.5rs. Total 17hrs. Take a practice T
OEFL during the summer.
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授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅠ
Basic English Conversation Ⅰ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Keith G.Russell

授業概要
[授業全体の内容]
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2．Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準]
1．You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar and
vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2．Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class tests)
[成績評価の方法]
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of home
work assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件]
1. Class is limited to 26 students.
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1.You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2.You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class q
uizzes.
3.You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4.You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5.Students are expected to participate actively in all lessons.
6.Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7.Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
Feedback on examinations and presentations, etc.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1.Text to be announced and distributed on first day of classes.
2.Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
k‑russell@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
Office hours Building 1 3'rd floor, rm1302, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays 8:00‑8:30, Wednesd
ays 4:20‑4:45
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Keith G.Russell Orientation, Class introduct Goals: Learn class room English, start to un
1
ion and how to give self‑int derstand "Information Gaps".
roductions, using first pair Prep: Check out the vocab sheet for Unit 2,
work, and the large group w HW: complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
ork.
Keith G.Russell （授業内容） Help!
Goal: Learn class room English, start to und
2
Learn how to use phrases "Is erstand "Information Gaps". HW Check out th
this correct?" or "What do e vocab sheet for Unit 2, complete the hand‑
out.
I do now?" etc.
（予習：0.5）（復習: 0.5）

3

4

(授業方法）
Using first pair work, and t
hen large group work, then p
rogressing to group conversa
tions, understand the gramma
r and conversation methods.
Keith G.Russell (授業内容）Family relationsh Goal: To practice communicating in 4 man gro
ups about family (as always using informatio
ips
Usage of describing family r n gaps). To practice sufficiently to be able
elationships, biographical d to effectively express experience and permi
ata, one's home, occupation, ssion and use frequency adverbs, superlative
s. Preparation: review help words. HW ‑Writ
and travel experience
e section 8. review the vocab sheet, Complet
(授業方法）Using first pair e the hand‑out.
work, and then large group w （予習：0.5）（復習: 0.5）
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued
Goals: To practice communicating about famil
Continued discussion includi y. To practice sufficiently to be able to ef
ng phrases "How many...?" or fectively express personal experience.
"Where was ...?" or "What d Preparation: Review the vocab list Check out
the vocab sheet for the next unit, write se
oes ...?" etc.
ction 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
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5

6

7

8

Keith G.Russell (授業内容） Western gestures Goals: To practice communicating about
Preparation: Check‑out the vocab list for th
and body language
Learning how to use gestures e next chapter. Write section 8. HW: review
the vocab sheet, Complete the hand‑out.
to communicate.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued
Goals: To practice sufficiently to be able t
Learn useing phrases "What's o effectively use gestures naturally.
the gesture for ...?" or "W Preparation: Review the vocab list HW: Chec
hat was ....'s gesture?" or k out the vocab sheet for the next unit, wri
te section 8, complete the hand‑out.
"I'm determined" etc.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Asking about and Goals: To practice communicating about abili
Stating ability answering in tes.
degrees of ability. Asking Preparation: Review the vocab list.HW: Write
questions about sports, game section 8. review the vocab sheet, Complete
the hand‑out.
s, activities and hobbies
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively express abilities correctly.
Continued
Using phrases "Can you ...?" Preparation: Check‑out the vocab list for th
, "How well can you….?","Ca e next chapter. HW: Write section 8, write
n I do it indoors/outdoors?" section 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
etc.
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
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9

10

11

12

Keith G.Russell (授業内容）Asking about and Goals: To practice communicating about givin
stating permission, Giving o g or not giving permission, stating a possib
r denying permission, possib ility, or a need.
Preparation: Review the vocab list. HW: Writ
ilites, or rquirements.
Through the experience visit e section 8. review the vocab sheet, Complet
ing parks, learn questioning e the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
rules and permissions.
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued
Goals: To practice sufficiently to be able t
Using phrases "Is it OK to.. o effectively express giving or not giving p
.?","You are/are not allowed ermission, stating a possibility, or a need.
to ..."."You can/can't...", Preparation: Check‑out the vocab list for th
e next chapter. HW: Write section 8, write
"You may/may not..." etc.
section 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Asking about and Goals: To practice communicating about feeli
Stating one's feelings and e ngs and emotions.
Preparation: Review the vocab list. HW: Wri
motions
Learn common adjectives of f te section 8. review the vocab sheet, Comple
te the hand‑out.
eeling and emotion
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）Continued
Goals: To practice sufficiently to be able t
Learn using these phrases "H o effectively express feelings and emotions.
ow do ...feel?","How did ... Preparation: Check‑out the vocab list for th
e next chapter. HW: Write section 8, write s
feel on?"
ection 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
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13

14

Keith G.Russell 〔テーマ〕TOEFL Test

Goals: To take a practice TOEFL test to prep
are you for your summer homework and the Nov
ember TOEFL test.
Preparation: Review the vocab list. HW Revie
w the book and your writing assignments. Dec
ide what you want to know about the test and
prepare to ask the teacher.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
Keith G.Russell Short oral presentations and 〔テーマ〕 Preparation for the test
group skits, peer evaluatio （予習：1.0）（復習: 1.0）
n, conclusion
Rusell
Preparation Total time: 8.5hrs, Review total
学期末テスト
time: 8.5rs. Total 17hrs. Take a practice T
OEFL during the summer.
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授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅠ
Basic English Conversation Ⅰ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Fran Conigliaro

授業概要
[授業全体の内容] Objective and summary
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets to students
1． Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2． Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1． You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar an
d vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2． Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class presentations and tests)
[成績評価の方法] Evaluation system
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of home
work assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件] Conditions for taking this class
1. Class is limited to 26 students.
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1. You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2. You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class
quizzes.
3. You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4. You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5. Students are expected to participate actively in all lessons.
6. Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7. Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
Feedback on examinations and presentations, etc.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等] Textbooks
1. Text to be announced and distributed on first day of classes.
2. Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］Contact
email: franc@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
Tuesdays,16:15‑16:35
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Fran Conigliaro (授業内容) Just Arrived!
予習(0.5時間）
1
To understand how to introduce yourself and
Introductions
Where are you from? How s i others, describe places to visit, book a roo
t going? See you later. Nice m at a hotel, arrange transportation from th
e airport, learn some tips to prepare for an
talking to you.
overseas trip
復習（0.5時間）
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve Review Pages 4‑7, Vocabulary, Pronunciatio
n. Online exercises
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) On Campus
予習(0.5時間）
2
Where
Asking about facilities on c To learn how to ask for information,
ampus, opening hours, learni can I …? Is there … ? What do you … ?
復習（0.5時間）
ng about study abroad
Pages 8‑10, Vocabulary, Listening Online e
xercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Make Yourself at 予習(0.5時間）
3
To become able to ask about household rules,
Home
request permission, learn how to get the mo
Theme: Household Rules
May I ask you … ? Don t be st out of a homestay
afraid to ask. Do you mind 復習（0.5時間）
Pages 12‑14, Vocabulary, Listening Online
if I … ?
exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Out and About in 予習(0.5時間）
4
To be able to ask for, follow, and give dire
L. A.
Theme: Asking for directions ctions,
to a place, following & giv What s the best way to … ? Could you ple
ase tell me ...?
ing directions
復習（0.5時間）
Pages 16‑18, Vocabulary, Pronunciation Onl
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve ine exercises
rsation, Pair work

423

5

6

7

8

9

10

Fran Conigliaro (授業内容) Dining Out
予習(0.5時間）
Theme: Describing experience To learn how to ask about and describe exper
iences.
s
I ve never had Thai food. D Vocabulary: foods, cuisines
o you know any Italian dishe 復習（0.5時間）
s? I feel like French tonigh Pages 12‑13, Vocabulary, Grammar Online ex
ercises
t.
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Surf s Up
予習(0.5時間）
Theme: Talking about vacatio To understand how to rent equipment from a s
tore, ask for advice, learn about adventure
n activities
Do I pay … ? I ll rent one travel
for … Does the price inclu 復習（0.5時間）
Pages 28‑30, Vocabulary, Pronunciation Onl
de … ?
ine exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Getting Around To 予習(0.5時間）
To learn how to use public transportation, l
wn
Theme: Learn how to get arou earn about London taxis
復習（0.5時間）
nd town
What s the best way to … ? Pages 32‑34, Vocabulary, Listening Online
We re thinking of … You exercises
ll love … How long does it
take …?
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) The Grand Hotel 予習(0.5時間）
Theme: Checking into a hotel Know to ask for guest services, check in, pa
Could you spell … ? How wou y for rooms
ld you like to … ? Could yo 復習（0.5時間）
Pages 36‑38, Vocabulary, Pronunciation Onl
u fill … ?
ine exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Bargain Hunting 予習(0.5時間）
Theme: Describing clothing To understand how to ask about clothing, tal
I m looking for … What siz k about sizes, styles, colors of clothes, te
e do you … ? Can I help you ll the clerk what you are looking for
復習（0.5時間）
?
Pages 40‑47, Vocabulary, Listening Online
exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Checking In
予習(0.5時間）
To learn how to check in for a flight, ask f
Theme: Booking a flight
How many … ? Could I have or a seat, talk about what to do before depa
rture
… ? I d like to …
復習（0.5時間）
Pages 48‑50, Vocabulary, Pronunciation Onl
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve ine exercises
rsation, Pair work
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Fran Conigliaro (授業内容) A Day Tour
予習(0.5時間）
Theme: Talking about tourist To become able to talk about things you ve
done and places you ve seen, describe touri
spots
Is it worth … ? How long ha st places, ask people s opinions about plac
ve you been … ? Where have es
復習（0.5時間）
you … ?
Pages 52‑54
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Two Lattes and a 予習(0.5時間）
To understand how to ask about someone s fa
Chat
Theme: Talking about familie mily, tell about your hometown, talk about y
our interests
s and interests
What do your … ? Do you eve 復習（0.5時間）
r … ? What kind of a … ? M Pages 56‑58, Vocabulary, Pronunciation Onl
ine exercises
y mom works …
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Temples, Tours, a 予習(0.5時間）
To learn how to ask for information about to
nd Treks
Theme: Talking about tourist urs, book a tour, suggest tourist activities
復習（0.5時間）
activities
Whay don t we … ? How abou Pages 60‑65, Vocabulary, Pronunciation Voc
t … ? How does that sound? abulary: P 120
What do you feel like … ?
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Out on the Town 予習(0.5時間）
Theme: Talking about your to to be able to ask for and give recommendatio
ns for entertainment, book tickets
wn
Could you recommend … ? Wha 復習（0.5時間）
t are you up to? I wouldn t Pages 68‑70, Vocabulary, Listening Online
mind … Do you think I need exercises
… ?
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Final Examination Final Examination
(授業方法)
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（１時間）

授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅠ
Basic English Conversation Ⅰ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Fran Conigliaro

授業概要
[授業全体の内容] Objective and summary
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets to students
1． Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2． Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1． You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar an
d vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2． Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class presentations and tests)
[成績評価の方法] Evaluation system
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of home
work assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件] Conditions for taking this class
1. Class is limited to 26 students.
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1. You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2. You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class
quizzes.
3. You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4. You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5. Students are expected to participate actively in all lessons.
6. Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7. Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
Feedback on examinations and presentations, etc.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等] Textbooks
1. Text to be announced and distributed on first day of classes.
2. Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］Contact
email: franc@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
Tuesdays,16:15‑16:35
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Fran Conigliaro (授業内容) Just Arrived!
予習(0.5時間）
1
To understand how to introduce yourself and
Introductions
Where are you from? How s i others, describe places to visit, book a roo
t going? See you later. Nice m at a hotel, arrange transportation from th
e airport, learn some tips to prepare for an
talking to you.
overseas trip
復習（0.5時間）
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve Review Pages 4‑7, Vocabulary, Pronunciatio
n. Online exercises
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) On Campus
予習(0.5時間）
2
Where
Asking about facilities on c To learn how to ask for information,
ampus, opening hours, learni can I …? Is there … ? What do you … ?
復習（0.5時間）
ng about study abroad
Pages 8‑10, Vocabulary, Listening Online e
xercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Make Yourself at 予習(0.5時間）
3
To become able to ask about household rules,
Home
request permission, learn how to get the mo
Theme: Household Rules
May I ask you … ? Don t be st out of a homestay
afraid to ask. Do you mind 復習（0.5時間）
Pages 12‑14, Vocabulary, Listening Online
if I … ?
exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Out and About in 予習(0.5時間）
4
To be able to ask for, follow, and give dire
L. A.
Theme: Asking for directions ctions,
to a place, following & giv What s the best way to … ? Could you ple
ase tell me ...?
ing directions
復習（0.5時間）
Pages 16‑18, Vocabulary, Pronunciation Onl
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve ine exercises
rsation, Pair work
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Fran Conigliaro (授業内容) Dining Out
予習(0.5時間）
Theme: Describing experience To learn how to ask about and describe exper
iences.
s
I ve never had Thai food. D Vocabulary: foods, cuisines
o you know any Italian dishe 復習（0.5時間）
s? I feel like French tonigh Pages 12‑13, Vocabulary, Grammar Online ex
ercises
t.
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Surf s Up
予習(0.5時間）
Theme: Talking about vacatio To understand how to rent equipment from a s
tore, ask for advice, learn about adventure
n activities
Do I pay … ? I ll rent one travel
for … Does the price inclu 復習（0.5時間）
Pages 28‑30, Vocabulary, Pronunciation Onl
de … ?
ine exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Getting Around To 予習(0.5時間）
To learn how to use public transportation, l
wn
Theme: Learn how to get arou earn about London taxis
復習（0.5時間）
nd town
What s the best way to … ? Pages 32‑34, Vocabulary, Listening Online
We re thinking of … You exercises
ll love … How long does it
take …?
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) The Grand Hotel 予習(0.5時間）
Theme: Checking into a hotel Know to ask for guest services, check in, pa
Could you spell … ? How wou y for rooms
ld you like to … ? Could yo 復習（0.5時間）
Pages 36‑38, Vocabulary, Pronunciation Onl
u fill … ?
ine exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Bargain Hunting 予習(0.5時間）
Theme: Describing clothing To understand how to ask about clothing, tal
I m looking for … What siz k about sizes, styles, colors of clothes, te
e do you … ? Can I help you ll the clerk what you are looking for
復習（0.5時間）
?
Pages 40‑47, Vocabulary, Listening Online
exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Checking In
予習(0.5時間）
To learn how to check in for a flight, ask f
Theme: Booking a flight
How many … ? Could I have or a seat, talk about what to do before depa
rture
… ? I d like to …
復習（0.5時間）
Pages 48‑50, Vocabulary, Pronunciation Onl
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve ine exercises
rsation, Pair work
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Fran Conigliaro (授業内容) A Day Tour
予習(0.5時間）
Theme: Talking about tourist To become able to talk about things you ve
done and places you ve seen, describe touri
spots
Is it worth … ? How long ha st places, ask people s opinions about plac
ve you been … ? Where have es
復習（0.5時間）
you … ?
Pages 52‑54
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Two Lattes and a 予習(0.5時間）
To understand how to ask about someone s fa
Chat
Theme: Talking about familie mily, tell about your hometown, talk about y
our interests
s and interests
What do your … ? Do you eve 復習（0.5時間）
r … ? What kind of a … ? M Pages 56‑58, Vocabulary, Pronunciation Onl
ine exercises
y mom works …
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Temples, Tours, a 予習(0.5時間）
To learn how to ask for information about to
nd Treks
Theme: Talking about tourist urs, book a tour, suggest tourist activities
復習（0.5時間）
activities
Whay don t we … ? How abou Pages 60‑65, Vocabulary, Pronunciation Voc
t … ? How does that sound? abulary: P 120
What do you feel like … ?
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Out on the Town 予習(0.5時間）
Theme: Talking about your to to be able to ask for and give recommendatio
ns for entertainment, book tickets
wn
Could you recommend … ? Wha 復習（0.5時間）
t are you up to? I wouldn t Pages 68‑70, Vocabulary, Listening Online
mind … Do you think I need exercises
… ?
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Final Examination Final Examination
(授業方法)
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授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅠ
Basic English Conversation Ⅰ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Fran Conigliaro

授業概要
[授業全体の内容] Objective and summary
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets to students
1． Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2． Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1． You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar an
d vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2． Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class presentations and tests)
[成績評価の方法] Evaluation system
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of home
work assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件] Conditions for taking this class
1. Class is limited to 26 students.
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1. You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2. You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class
quizzes.
3. You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4. You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5. Students are expected to participate actively in all lessons.
6. Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7. Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
Feedback on examinations and presentations, etc.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等] Textbooks
1. Text to be announced and distributed on first day of classes.
2. Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］Contact
email: franc@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
Tuesdays,16:15‑16:35
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Fran Conigliaro (授業内容) Just Arrived!
予習(0.5時間）
1
To understand how to introduce yourself and
Introductions
Where are you from? How s i others, describe places to visit, book a roo
t going? See you later. Nice m at a hotel, arrange transportation from th
e airport, learn some tips to prepare for an
talking to you.
overseas trip
復習（0.5時間）
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve Review Pages 4‑7, Vocabulary, Pronunciatio
n. Online exercises
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) On Campus
予習(0.5時間）
2
Where
Asking about facilities on c To learn how to ask for information,
ampus, opening hours, learni can I …? Is there … ? What do you … ?
復習（0.5時間）
ng about study abroad
Pages 8‑10, Vocabulary, Listening Online e
xercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Make Yourself at 予習(0.5時間）
3
To become able to ask about household rules,
Home
request permission, learn how to get the mo
Theme: Household Rules
May I ask you … ? Don t be st out of a homestay
afraid to ask. Do you mind 復習（0.5時間）
Pages 12‑14, Vocabulary, Listening Online
if I … ?
exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Out and About in 予習(0.5時間）
4
To be able to ask for, follow, and give dire
L. A.
Theme: Asking for directions ctions,
to a place, following & giv What s the best way to … ? Could you ple
ase tell me ...?
ing directions
復習（0.5時間）
Pages 16‑18, Vocabulary, Pronunciation Onl
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve ine exercises
rsation, Pair work
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Fran Conigliaro (授業内容) Dining Out
予習(0.5時間）
Theme: Describing experience To learn how to ask about and describe exper
iences.
s
I ve never had Thai food. D Vocabulary: foods, cuisines
o you know any Italian dishe 復習（0.5時間）
s? I feel like French tonigh Pages 12‑13, Vocabulary, Grammar Online ex
ercises
t.
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Surf s Up
予習(0.5時間）
Theme: Talking about vacatio To understand how to rent equipment from a s
tore, ask for advice, learn about adventure
n activities
Do I pay … ? I ll rent one travel
for … Does the price inclu 復習（0.5時間）
Pages 28‑30, Vocabulary, Pronunciation Onl
de … ?
ine exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Getting Around To 予習(0.5時間）
To learn how to use public transportation, l
wn
Theme: Learn how to get arou earn about London taxis
復習（0.5時間）
nd town
What s the best way to … ? Pages 32‑34, Vocabulary, Listening Online
We re thinking of … You exercises
ll love … How long does it
take …?
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) The Grand Hotel 予習(0.5時間）
Theme: Checking into a hotel Know to ask for guest services, check in, pa
Could you spell … ? How wou y for rooms
ld you like to … ? Could yo 復習（0.5時間）
Pages 36‑38, Vocabulary, Pronunciation Onl
u fill … ?
ine exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Bargain Hunting 予習(0.5時間）
Theme: Describing clothing To understand how to ask about clothing, tal
I m looking for … What siz k about sizes, styles, colors of clothes, te
e do you … ? Can I help you ll the clerk what you are looking for
復習（0.5時間）
?
Pages 40‑47, Vocabulary, Listening Online
exercises
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Checking In
予習(0.5時間）
To learn how to check in for a flight, ask f
Theme: Booking a flight
How many … ? Could I have or a seat, talk about what to do before depa
rture
… ? I d like to …
復習（0.5時間）
Pages 48‑50, Vocabulary, Pronunciation Onl
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve ine exercises
rsation, Pair work

432

11

12

13

14

15

Fran Conigliaro (授業内容) A Day Tour
予習(0.5時間）
Theme: Talking about tourist To become able to talk about things you ve
done and places you ve seen, describe touri
spots
Is it worth … ? How long ha st places, ask people s opinions about plac
ve you been … ? Where have es
復習（0.5時間）
you … ?
Pages 52‑54
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Two Lattes and a 予習(0.5時間）
To understand how to ask about someone s fa
Chat
Theme: Talking about familie mily, tell about your hometown, talk about y
our interests
s and interests
What do your … ? Do you eve 復習（0.5時間）
r … ? What kind of a … ? M Pages 56‑58, Vocabulary, Pronunciation Onl
ine exercises
y mom works …
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Temples, Tours, a 予習(0.5時間）
To learn how to ask for information about to
nd Treks
Theme: Talking about tourist urs, book a tour, suggest tourist activities
復習（0.5時間）
activities
Whay don t we … ? How abou Pages 60‑65, Vocabulary, Pronunciation Voc
t … ? How does that sound? abulary: P 120
What do you feel like … ?
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Out on the Town 予習(0.5時間）
Theme: Talking about your to to be able to ask for and give recommendatio
ns for entertainment, book tickets
wn
Could you recommend … ? Wha 復習（0.5時間）
t are you up to? I wouldn t Pages 68‑70, Vocabulary, Listening Online
mind … Do you think I need exercises
… ?
(授業方法)
Vocabulary, Listening, Conve
rsation, Pair work
Fran Conigliaro (授業内容) Final Examination Final Examination
(授業方法)
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（１時間）

授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅡ
Basic English Conversation Ⅱ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Matthew Willemsen

授業概要
[授業全体の内容] Objective and summary
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets to students
1． Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2． Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1． You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar an
d vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2． Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class presentations and tests)
[成績評価の方法] Evaluation system
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of home
work assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件] Conditions for taking this class
1. Class is limited to 26 students.
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1. You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2. You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class
quizzes.
3. You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4. You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5. Students are expected to participate actively in all lessons.
6. Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7. Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
Feedback on examinations and presentations, etc.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等] Textbooks
1. Text to be announced and distributed on first day of classes.
2. Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］Contact
matthew@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
月 16:20‑17:00 火 14:30‑17:00 水 12:00‑12:30 木 14:30‑17:00 金 14:30‑17:00
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
1
n
Orientation, introduction an to understand how to talk about life abroad,
introduce friends, get to know new people
d self‑introductions
復習（0.5時間）
Meet My Colleague
Pages 6‑7, Vocabulary, Listening Online ex
Theme: Introductions
How long will you be … ? I ercises
hope you … I d like you t
o meet … I ve heard a lot
about …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
2
n
to learn to talk about study abroad, describ
New Classes, New Teachers
Theme: Talking about study a e a person s appearance and personality, as
k about schedules and classes
broad
So, classes start today. Who 復習（0.5時間）
s your new … ? Is he the Pages 8‑10, Vocabulary, Pronunciation Onli
guy with … ? How about … ? ne exercises
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
3
n
to be able to talk about weekend plans, invi
Thank God it s Friday!
Theme: Describing holiday pl te friends to do something, respond to invit
ations
ans
Do you have any plans for … 復習（0.5時間）
? Would you like to … ? Ar Pages 12‑14, Vocabulary, Listening Online
exercises
e you free … ?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
4
n
to learn how to talk about travel experience
The Best Way to Get There
Theme: Talking about travel s, decide how to travel, ask and offer infor
mation about travel costs
experiences
I ve heard the … Do you st 復習（0.5時間）
ill want to … ? I wonder ho Pages 16‑18, Vocabulary, Pronunciation Onl
w much … I guess we could ine exercises
…
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
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Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
How do You Like Living There to be able to ask and tell about jobs and li
fe abroad, describe climate
?
Theme: Talking about jobs an 復習（0.5時間）
Pages 20‑25, Vocabulary, Pronunciation Onl
d work
It s better than … How do ine exercises
you like … ? I really like
… Lucky you !
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to be able to ask about and describe restaur
A Good Place to Eat
Theme: Talking about restaur ants, recommending places, make reservations
復習（0.5時間）
ant preferences
Would it be possible … I wa Pages 28‑30, Vocabulary, Listening Online
s wondering if … Can you re exercises
commend … ? What s it like
?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to learn to talk about lost luggage, explain
A Lost Bag
Theme: Talking about travel a problem, describe luggage
復習（0.5時間）
problems
Does it have your … ? I ve Pages 32‑34, Vocabulary, Pronunciation Onl
lost my … What s it made ine exercises
… ? I left it …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to understand how describe hotel problems, s
A Room with a View
Theme: Checking into and out tate preferences, request room changes, expr
ess appreciation
of hotels
Would it be possible to chan 復習（0.5時間）
ge … ? It seems to be … Co Pages 36‑38, Vocabulary, Listening Online
uld you tell me what … ? Ac exercises
tually, I d prefer …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to become able to talk about moving to anoth
A New Place to Live
Theme: Asking for and giving er place, ask for advice about places to liv
advice about places to live e, describe places in a city
If I were you, I d … Do yo 復習（0.5時間）
u think it s better to … ? Pages 40‑47, Vocabulary, Pronunciation Onl
Someplace that s … would ine exercises
be good. Have you thought …
?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
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Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to learn how to discuss tourist activities,
A Busy Weekend!
Theme: Talk about tourist ac make a weekend schedule, talk about famous p
laces
tivities
I wouldn t mind … What are 復習（0.5時間）
you interested in … ? We c Pages 48‑50, Vocabulary, Listening Online
an do that, no problem. I d exercises
really like to …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to understand how to take and leave telephon
Could I Leave a Message?
Theme: Talk about telephone e messages
復習（0.5時間）
habits
Could you tell me when … ? Pages 52‑54, Vocabulary, Pronunciation Onl
Could I speak to … ? Please ine exercises
hold the line. She isn t h
ere now.
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to be able to talk about accidents and injur
Does it Hurt?
Theme: talk about travel inj ies, describe an accident and treatment, tal
k about travel insurance
uries
I think you ve … Does it h 復習（0.5時間）
urt when … ? Should I … ? Pages 56‑58, Vocabulary, Listening Online
I hope it doesn t take too exercises
long.
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to learn how to talk about shopping habits,
It s a Deal!
ask about prices, bargain for better prices
Theme: Shopping
That seems a little … How m 復習（0.5時間）
uch is…? It s a good price Pages 60‑67, Vocabulary, Listening Online
exercises
. That s still …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to be able to ask about flight information,
Making a Reservation
Theme: Making a flight reser make a flight reservation, change a flight r
eservation
vation
Let me check the … Could yo 復習（0.5時間）
u book me … ? There s one Pages 72‑74, Vocabulary, Listening Online e
that leaves at … Do I need xercises
Prepare for Final Examination
a …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容) Final Examination Final Exam（１時間）
n
(授業方法)
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授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅡ
Basic English Conversation Ⅱ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Matthew Willemsen

授業概要
[授業全体の内容] Objective and summary
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets to students
1． Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2． Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1． You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar an
d vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2． Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class presentations and tests)
[成績評価の方法] Evaluation system
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of home
work assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件] Conditions for taking this class
1. Class is limited to 26 students.
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1. You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2. You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class
quizzes.
3. You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4. You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5. Students are expected to participate actively in all lessons.
6. Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7. Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
Feedback on examinations and presentations, etc.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等] Textbooks
1. Text to be announced and distributed on first day of classes.
2. Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］Contact
matthew@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
月 16:20‑17:00 火 14:30‑17:00 水 12:00‑12:30 木 14:30‑17:00 金 14:30‑17:00
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
1
n
Orientation, introduction an to understand how to talk about life abroad,
introduce friends, get to know new people
d self‑introductions
復習（0.5時間）
Meet My Colleague
Pages 6‑7, Vocabulary, Listening Online ex
Theme: Introductions
How long will you be … ? I ercises
hope you … I d like you t
o meet … I ve heard a lot
about …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
2
n
to learn to talk about study abroad, describ
New Classes, New Teachers
Theme: Talking about study a e a person s appearance and personality, as
k about schedules and classes
broad
So, classes start today. Who 復習（0.5時間）
s your new … ? Is he the Pages 8‑10, Vocabulary, Pronunciation Onli
guy with … ? How about … ? ne exercises
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
3
n
to be able to talk about weekend plans, invi
Thank God it s Friday!
Theme: Describing holiday pl te friends to do something, respond to invit
ations
ans
Do you have any plans for … 復習（0.5時間）
? Would you like to … ? Ar Pages 12‑14, Vocabulary, Listening Online
exercises
e you free … ?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
4
n
to learn how to talk about travel experience
The Best Way to Get There
Theme: Talking about travel s, decide how to travel, ask and offer infor
mation about travel costs
experiences
I ve heard the … Do you st 復習（0.5時間）
ill want to … ? I wonder ho Pages 16‑18, Vocabulary, Pronunciation Onl
w much … I guess we could ine exercises
…
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
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Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
How do You Like Living There to be able to ask and tell about jobs and li
fe abroad, describe climate
?
Theme: Talking about jobs an 復習（0.5時間）
Pages 20‑25, Vocabulary, Pronunciation Onl
d work
It s better than … How do ine exercises
you like … ? I really like
… Lucky you !
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to be able to ask about and describe restaur
A Good Place to Eat
Theme: Talking about restaur ants, recommending places, make reservations
復習（0.5時間）
ant preferences
Would it be possible … I wa Pages 28‑30, Vocabulary, Listening Online
s wondering if … Can you re exercises
commend … ? What s it like
?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to learn to talk about lost luggage, explain
A Lost Bag
Theme: Talking about travel a problem, describe luggage
復習（0.5時間）
problems
Does it have your … ? I ve Pages 32‑34, Vocabulary, Pronunciation Onl
lost my … What s it made ine exercises
… ? I left it …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to understand how describe hotel problems, s
A Room with a View
Theme: Checking into and out tate preferences, request room changes, expr
ess appreciation
of hotels
Would it be possible to chan 復習（0.5時間）
ge … ? It seems to be … Co Pages 36‑38, Vocabulary, Listening Online
uld you tell me what … ? Ac exercises
tually, I d prefer …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to become able to talk about moving to anoth
A New Place to Live
Theme: Asking for and giving er place, ask for advice about places to liv
advice about places to live e, describe places in a city
If I were you, I d … Do yo 復習（0.5時間）
u think it s better to … ? Pages 40‑47, Vocabulary, Pronunciation Onl
Someplace that s … would ine exercises
be good. Have you thought …
?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
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Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to learn how to discuss tourist activities,
A Busy Weekend!
Theme: Talk about tourist ac make a weekend schedule, talk about famous p
laces
tivities
I wouldn t mind … What are 復習（0.5時間）
you interested in … ? We c Pages 48‑50, Vocabulary, Listening Online
an do that, no problem. I d exercises
really like to …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to understand how to take and leave telephon
Could I Leave a Message?
Theme: Talk about telephone e messages
復習（0.5時間）
habits
Could you tell me when … ? Pages 52‑54, Vocabulary, Pronunciation Onl
Could I speak to … ? Please ine exercises
hold the line. She isn t h
ere now.
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to be able to talk about accidents and injur
Does it Hurt?
Theme: talk about travel inj ies, describe an accident and treatment, tal
k about travel insurance
uries
I think you ve … Does it h 復習（0.5時間）
urt when … ? Should I … ? Pages 56‑58, Vocabulary, Listening Online
I hope it doesn t take too exercises
long.
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to learn how to talk about shopping habits,
It s a Deal!
ask about prices, bargain for better prices
Theme: Shopping
That seems a little … How m 復習（0.5時間）
uch is…? It s a good price Pages 60‑67, Vocabulary, Listening Online
exercises
. That s still …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to be able to ask about flight information,
Making a Reservation
Theme: Making a flight reser make a flight reservation, change a flight r
eservation
vation
Let me check the … Could yo 復習（0.5時間）
u book me … ? There s one Pages 72‑74, Vocabulary, Listening Online e
that leaves at … Do I need xercises
Prepare for Final Examination
a …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容) Final Examination Final Exam（１時間）
n
(授業方法)
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授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅡ
Basic English Conversation Ⅱ

授業形態
開講学期

演習
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Keith G.Russell

授業概要
[授業全体の内容]
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2．Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準]
1．You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar and
vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2．Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class tests)
[成績評価の方法]
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of hom
ework assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件]
1. Class is limited to 26 students.
2. Basic English Conversation IとIIでは授業内容が異なるため、Iの受講の有無に関わらずIIを受講するこ
とができる
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1.You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2.You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class q
uizzes.
3.You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4.You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5.Students are expected to participate actively in all lessons.
6.Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7.Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1.Text to be announced and distributed on first day of classes.
2.Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
k‑russell@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
Office hours Building 1 3'rd floor, rm1302, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays 8:00‑8:30, Wednesd
ays 4:20‑4:45
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Keith G.Russell
1
Orientation, introduction aGoals: Learn class room English, start to un
derstand "Information Gaps".
nd self‑introductions
Prep: Check out the vocab sheet for Unit 2,
HW: complete the hand‑out
（予習：0.5）（復習: 0.5）
Keith G.Russell (授業内容）
Goal: Learn class room English, start to und
2
erstand "Information Gaps". HW: Check out th
Help!
Learn how to use phrases "Is e vocab sheet for Unit 2, complete the hand‑
this correct?" or "What do out.
I do now?" etc.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goal: To practice communicating in 4 man gro
3
ups about family (as always using informatio
Family relationships
Usage of describing family r n gaps). To practice sufficiently to be able
elationships, biographical d to effectively express experience and permi
ata, one's home, occupation, ssion and use frequency adverbs, superlative
s. Preparation: review help words.
and travel experience
HW : Write section 8. review the vocab she
(授業方法）Using first pair et, Complete the hand‑out.
work, and then large group w
ork, then progressing to gro （予習：0.5）（復習: 0.5）
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice communicating about famil
4
y. To practice sufficiently to be able to ef
Continued
Continued discussion includi fectively express personal experience.
ng phrases "How many...?" or Preparation: Review the vocab list.
"Where was ...?" or "What d HW: Check out the vocab sheet for the next
unit, write section 8, complete the hand‑out
oes ...?" etc.
(授業方法）Using first pair .
work, and then large group w
ork, then progressing to gro （予習：0.5）（復習: 0.5）
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.

443

5

6

7

8

Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice communicating about
Western gestures and body l Preparation: Check‑out the vocab list for th
e next chapter.
anguage
Learning how to use gestures HW: Write section 8. review the vocab sheet
, Complete the hand‑out.
to communicate.
(授業方法）Using first pair （予習：0.5）（復習: 0.5）
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively use gestures naturally.
Continued
Learn useing phrases "What's Preparation: Review the vocab list. HW: Chec
the gesture for ...?" or "W k out the vocab sheet for the next unit, wri
hat was ....'s gesture?" or te section 8, complete the hand‑out.
"I'm determined" etc.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice communicating about abili
Asking about and Stating abi tes.
lity answering in degrees of Preparation: Review the vocab list.
ability. Asking questions a HW: Write section 8. review the vocab sheet
bout sports, games, activiti , Complete the hand‑out.
es and hobbies
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively express abilities correctly.
Continued
Using phrases "Can you ...?" Preparation: Check‑out the vocab list for th
, "How well can you….?","Ca e next chapter. HW: Write section 8, write
n I do it indoors/outdoors?" section 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
etc.
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
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9

10

11

12

13

Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice communicating about givin
Asking about and stating per g or not giving permission, stating a possib
mission, Giving or denying p ility, or a need.
ermission, possibilites, or Preparation: Review the vocab list. HW: Wri
te section 8. review the vocab sheet, Comple
rquirements.
Through the experience visit te the hand‑out.
ing parks, learn questioning （予習：0.5）（復習: 0.5）
rules and permissions.
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively express giving or not giving p
Continued
Using phrases "Is it OK to.. ermission, stating a possibility, or a need.
.?","You are/are not allowed Preparation: Check‑out the vocab list for th
to ..."."You can/can't...", e next chapter. HW: Write section 8, write s
ection 8, complete the hand‑out.
"You may/may not..." etc.
(授業方法）Using first pai （予習：0.5）（復習: 0.5）
r work, and then large group
work, then progressing to g
roup conversations, understa
nd the grammar and conversat
ion methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice communicating about feeli
Asking about and Stating one ngs and emotions.
Preparation: Review the vocab list. HW: Writ
's feelings and emotions
Learn common adjectives of f e section 8. review the vocab sheet, Complet
e the hand‑out.
eeling and emotion
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively express feelings and emotions.
Continued
Learn using these phrases "H Preparation: Check‑out the vocab list for th
ow do ...feel?","How did ... e next chapter. HW: Write section 8, write
section 8, complete the hand‑out.
feel on?"
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell 〔テーマ〕Learn how to ask Goals: To practice communicating about relat
and state the location of ob ive positions.
Preparation: Review the vocab list. HW: Wri
jects
Location of objects in a hou te section 8. review the vocab sheet, Comple
se, convenience store and gr te the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
een grocer.
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14

Keith G.Russell TOEFL Test
Russell

〔テーマ〕 Preparation for the test
（予習：1.0）（復習: 1.0）
Prep: Study. HW: Take a practice TOEFL duri
ng the summer.
Preparation Total time: 7.5hrs, Review total
time: 7.5hrs. Total 15hrs.

学期末テスト

446

授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅡ
Basic English Conversation Ⅱ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Matthew Willemsen

授業概要
[授業全体の内容] Objective and summary
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets to students
1． Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2． Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1． You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar an
d vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2． Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class presentations and tests)
[成績評価の方法] Evaluation system
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of home
work assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件] Conditions for taking this class
1. Class is limited to 26 students.
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1. You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2. You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class
quizzes.
3. You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4. You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5. Students are expected to participate actively in all lessons.
6. Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7. Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
Feedback on examinations and presentations, etc.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等] Textbooks
1. Text to be announced and distributed on first day of classes.
2. Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］Contact
matthew@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
月 16:20‑17:00 火 14:30‑17:00 水 12:00‑12:30 木 14:30‑17:00 金 14:30‑17:00
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
1
n
Orientation, introduction an to understand how to talk about life abroad,
introduce friends, get to know new people
d self‑introductions
復習（0.5時間）
Meet My Colleague
Pages 6‑7, Vocabulary, Listening Online ex
Theme: Introductions
How long will you be … ? I ercises
hope you … I d like you t
o meet … I ve heard a lot
about …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
2
n
to learn to talk about study abroad, describ
New Classes, New Teachers
Theme: Talking about study a e a person s appearance and personality, as
k about schedules and classes
broad
So, classes start today. Who 復習（0.5時間）
s your new … ? Is he the Pages 8‑10, Vocabulary, Pronunciation Onli
guy with … ? How about … ? ne exercises
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
3
n
to be able to talk about weekend plans, invi
Thank God it s Friday!
Theme: Describing holiday pl te friends to do something, respond to invit
ations
ans
Do you have any plans for … 復習（0.5時間）
? Would you like to … ? Ar Pages 12‑14, Vocabulary, Listening Online
exercises
e you free … ?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
4
n
to learn how to talk about travel experience
The Best Way to Get There
Theme: Talking about travel s, decide how to travel, ask and offer infor
mation about travel costs
experiences
I ve heard the … Do you st 復習（0.5時間）
ill want to … ? I wonder ho Pages 16‑18, Vocabulary, Pronunciation Onl
w much … I guess we could ine exercises
…
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
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5

6

7

8

9

Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
How do You Like Living There to be able to ask and tell about jobs and li
fe abroad, describe climate
?
Theme: Talking about jobs an 復習（0.5時間）
Pages 20‑25, Vocabulary, Pronunciation Onl
d work
It s better than … How do ine exercises
you like … ? I really like
… Lucky you !
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to be able to ask about and describe restaur
A Good Place to Eat
Theme: Talking about restaur ants, recommending places, make reservations
復習（0.5時間）
ant preferences
Would it be possible … I wa Pages 28‑30, Vocabulary, Listening Online
s wondering if … Can you re exercises
commend … ? What s it like
?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to learn to talk about lost luggage, explain
A Lost Bag
Theme: Talking about travel a problem, describe luggage
復習（0.5時間）
problems
Does it have your … ? I ve Pages 32‑34, Vocabulary, Pronunciation Onl
lost my … What s it made ine exercises
… ? I left it …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to understand how describe hotel problems, s
A Room with a View
Theme: Checking into and out tate preferences, request room changes, expr
ess appreciation
of hotels
Would it be possible to chan 復習（0.5時間）
ge … ? It seems to be … Co Pages 36‑38, Vocabulary, Listening Online
uld you tell me what … ? Ac exercises
tually, I d prefer …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to become able to talk about moving to anoth
A New Place to Live
Theme: Asking for and giving er place, ask for advice about places to liv
advice about places to live e, describe places in a city
If I were you, I d … Do yo 復習（0.5時間）
u think it s better to … ? Pages 40‑47, Vocabulary, Pronunciation Onl
Someplace that s … would ine exercises
be good. Have you thought …
?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
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10

11

12

13

14

15

Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to learn how to discuss tourist activities,
A Busy Weekend!
Theme: Talk about tourist ac make a weekend schedule, talk about famous p
laces
tivities
I wouldn t mind … What are 復習（0.5時間）
you interested in … ? We c Pages 48‑50, Vocabulary, Listening Online
an do that, no problem. I d exercises
really like to …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to understand how to take and leave telephon
Could I Leave a Message?
Theme: Talk about telephone e messages
復習（0.5時間）
habits
Could you tell me when … ? Pages 52‑54, Vocabulary, Pronunciation Onl
Could I speak to … ? Please ine exercises
hold the line. She isn t h
ere now.
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to be able to talk about accidents and injur
Does it Hurt?
Theme: talk about travel inj ies, describe an accident and treatment, tal
k about travel insurance
uries
I think you ve … Does it h 復習（0.5時間）
urt when … ? Should I … ? Pages 56‑58, Vocabulary, Listening Online
I hope it doesn t take too exercises
long.
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to learn how to talk about shopping habits,
It s a Deal!
ask about prices, bargain for better prices
Theme: Shopping
That seems a little … How m 復習（0.5時間）
uch is…? It s a good price Pages 60‑67, Vocabulary, Listening Online
exercises
. That s still …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to be able to ask about flight information,
Making a Reservation
Theme: Making a flight reser make a flight reservation, change a flight r
eservation
vation
Let me check the … Could yo 復習（0.5時間）
u book me … ? There s one Pages 72‑74, Vocabulary, Listening Online e
that leaves at … Do I need xercises
Prepare for Final Examination
a …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容) Final Examination Final Exam（１時間）
n
(授業方法)
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授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅡ
Basic English Conversation Ⅱ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Matthew Willemsen

授業概要
[授業全体の内容] Objective and summary
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets to students
1． Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2． Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1． You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar an
d vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2． Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class presentations and tests)
[成績評価の方法] Evaluation system
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of home
work assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件] Conditions for taking this class
1. Class is limited to 26 students.
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1. You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2. You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class
quizzes.
3. You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4. You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5. Students are expected to participate actively in all lessons.
6. Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7. Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
Feedback on examinations and presentations, etc.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等] Textbooks
1. Text to be announced and distributed on first day of classes.
2. Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］Contact
matthew@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
月 16:20‑17:00 火 14:30‑17:00 水 12:00‑12:30 木 14:30‑17:00 金 14:30‑17:00
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
1
n
Orientation, introduction an to understand how to talk about life abroad,
introduce friends, get to know new people
d self‑introductions
復習（0.5時間）
Meet My Colleague
Pages 6‑7, Vocabulary, Listening Online ex
Theme: Introductions
How long will you be … ? I ercises
hope you … I d like you t
o meet … I ve heard a lot
about …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
2
n
to learn to talk about study abroad, describ
New Classes, New Teachers
Theme: Talking about study a e a person s appearance and personality, as
k about schedules and classes
broad
So, classes start today. Who 復習（0.5時間）
s your new … ? Is he the Pages 8‑10, Vocabulary, Pronunciation Onli
guy with … ? How about … ? ne exercises
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
3
n
to be able to talk about weekend plans, invi
Thank God it s Friday!
Theme: Describing holiday pl te friends to do something, respond to invit
ations
ans
Do you have any plans for … 復習（0.5時間）
? Would you like to … ? Ar Pages 12‑14, Vocabulary, Listening Online
exercises
e you free … ?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
4
n
to learn how to talk about travel experience
The Best Way to Get There
Theme: Talking about travel s, decide how to travel, ask and offer infor
mation about travel costs
experiences
I ve heard the … Do you st 復習（0.5時間）
ill want to … ? I wonder ho Pages 16‑18, Vocabulary, Pronunciation Onl
w much … I guess we could ine exercises
…
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
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6

7

8

9

Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
How do You Like Living There to be able to ask and tell about jobs and li
fe abroad, describe climate
?
Theme: Talking about jobs an 復習（0.5時間）
Pages 20‑25, Vocabulary, Pronunciation Onl
d work
It s better than … How do ine exercises
you like … ? I really like
… Lucky you !
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to be able to ask about and describe restaur
A Good Place to Eat
Theme: Talking about restaur ants, recommending places, make reservations
復習（0.5時間）
ant preferences
Would it be possible … I wa Pages 28‑30, Vocabulary, Listening Online
s wondering if … Can you re exercises
commend … ? What s it like
?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to learn to talk about lost luggage, explain
A Lost Bag
Theme: Talking about travel a problem, describe luggage
復習（0.5時間）
problems
Does it have your … ? I ve Pages 32‑34, Vocabulary, Pronunciation Onl
lost my … What s it made ine exercises
… ? I left it …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to understand how describe hotel problems, s
A Room with a View
Theme: Checking into and out tate preferences, request room changes, expr
ess appreciation
of hotels
Would it be possible to chan 復習（0.5時間）
ge … ? It seems to be … Co Pages 36‑38, Vocabulary, Listening Online
uld you tell me what … ? Ac exercises
tually, I d prefer …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to become able to talk about moving to anoth
A New Place to Live
Theme: Asking for and giving er place, ask for advice about places to liv
advice about places to live e, describe places in a city
If I were you, I d … Do yo 復習（0.5時間）
u think it s better to … ? Pages 40‑47, Vocabulary, Pronunciation Onl
Someplace that s … would ine exercises
be good. Have you thought …
?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
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11

12

13

14

15

Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to learn how to discuss tourist activities,
A Busy Weekend!
Theme: Talk about tourist ac make a weekend schedule, talk about famous p
laces
tivities
I wouldn t mind … What are 復習（0.5時間）
you interested in … ? We c Pages 48‑50, Vocabulary, Listening Online
an do that, no problem. I d exercises
really like to …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to understand how to take and leave telephon
Could I Leave a Message?
Theme: Talk about telephone e messages
復習（0.5時間）
habits
Could you tell me when … ? Pages 52‑54, Vocabulary, Pronunciation Onl
Could I speak to … ? Please ine exercises
hold the line. She isn t h
ere now.
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to be able to talk about accidents and injur
Does it Hurt?
Theme: talk about travel inj ies, describe an accident and treatment, tal
k about travel insurance
uries
I think you ve … Does it h 復習（0.5時間）
urt when … ? Should I … ? Pages 56‑58, Vocabulary, Listening Online
I hope it doesn t take too exercises
long.
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to learn how to talk about shopping habits,
It s a Deal!
ask about prices, bargain for better prices
Theme: Shopping
That seems a little … How m 復習（0.5時間）
uch is…? It s a good price Pages 60‑67, Vocabulary, Listening Online
exercises
. That s still …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to be able to ask about flight information,
Making a Reservation
Theme: Making a flight reser make a flight reservation, change a flight r
eservation
vation
Let me check the … Could yo 復習（0.5時間）
u book me … ? There s one Pages 72‑74, Vocabulary, Listening Online e
that leaves at … Do I need xercises
Prepare for Final Examination
a …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容) Final Examination Final Exam（１時間）
n
(授業方法)
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授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅡ
Basic English Conversation Ⅱ

授業形態
開講学期

演習
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Keith G.Russell

授業概要
[授業全体の内容]
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2．Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準]
1．You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar and
vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2．Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class tests)
[成績評価の方法]
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of hom
ework assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件]
1. Class is limited to 26 students.
2. Basic English Conversation IとIIでは授業内容が異なるため、Iの受講の有無に関わらずIIを受講するこ
とができる
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1.You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2.You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class q
uizzes.
3.You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4.You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5.Students are expected to participate actively in all lessons.
6.Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7.Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1.Text to be announced and distributed on first day of classes.
2.Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
k‑russell@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
Office hours Building 1 3'rd floor, rm1302, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays 8:00‑8:30, Wednesd
ays 4:20‑4:45
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Keith G.Russell
1
Orientation, introduction aGoals: Learn class room English, start to un
derstand "Information Gaps".
nd self‑introductions
Prep: Check out the vocab sheet for Unit 2,
HW: complete the hand‑out
（予習：0.5）（復習: 0.5）
Keith G.Russell (授業内容）
Goal: Learn class room English, start to und
2
erstand "Information Gaps". HW: Check out th
Help!
Learn how to use phrases "Is e vocab sheet for Unit 2, complete the hand‑
this correct?" or "What do out.
I do now?" etc.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goal: To practice communicating in 4 man gro
3
ups about family (as always using informatio
Family relationships
Usage of describing family r n gaps). To practice sufficiently to be able
elationships, biographical d to effectively express experience and permi
ata, one's home, occupation, ssion and use frequency adverbs, superlative
s. Preparation: review help words.
and travel experience
HW : Write section 8. review the vocab she
(授業方法）Using first pair et, Complete the hand‑out.
work, and then large group w
ork, then progressing to gro （予習：0.5）（復習: 0.5）
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice communicating about famil
4
y. To practice sufficiently to be able to ef
Continued
Continued discussion includi fectively express personal experience.
ng phrases "How many...?" or Preparation: Review the vocab list.
"Where was ...?" or "What d HW: Check out the vocab sheet for the next
unit, write section 8, complete the hand‑out
oes ...?" etc.
(授業方法）Using first pair .
work, and then large group w
ork, then progressing to gro （予習：0.5）（復習: 0.5）
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
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6

7

8

Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice communicating about
Western gestures and body l Preparation: Check‑out the vocab list for th
e next chapter.
anguage
Learning how to use gestures HW: Write section 8. review the vocab sheet
, Complete the hand‑out.
to communicate.
(授業方法）Using first pair （予習：0.5）（復習: 0.5）
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively use gestures naturally.
Continued
Learn useing phrases "What's Preparation: Review the vocab list. HW: Chec
the gesture for ...?" or "W k out the vocab sheet for the next unit, wri
hat was ....'s gesture?" or te section 8, complete the hand‑out.
"I'm determined" etc.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice communicating about abili
Asking about and Stating abi tes.
lity answering in degrees of Preparation: Review the vocab list.
ability. Asking questions a HW: Write section 8. review the vocab sheet
bout sports, games, activiti , Complete the hand‑out.
es and hobbies
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively express abilities correctly.
Continued
Using phrases "Can you ...?" Preparation: Check‑out the vocab list for th
, "How well can you….?","Ca e next chapter. HW: Write section 8, write
n I do it indoors/outdoors?" section 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
etc.
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
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9

10

11

12

13

Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice communicating about givin
Asking about and stating per g or not giving permission, stating a possib
mission, Giving or denying p ility, or a need.
ermission, possibilites, or Preparation: Review the vocab list. HW: Wri
te section 8. review the vocab sheet, Comple
rquirements.
Through the experience visit te the hand‑out.
ing parks, learn questioning （予習：0.5）（復習: 0.5）
rules and permissions.
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively express giving or not giving p
Continued
Using phrases "Is it OK to.. ermission, stating a possibility, or a need.
.?","You are/are not allowed Preparation: Check‑out the vocab list for th
to ..."."You can/can't...", e next chapter. HW: Write section 8, write s
ection 8, complete the hand‑out.
"You may/may not..." etc.
(授業方法）Using first pai （予習：0.5）（復習: 0.5）
r work, and then large group
work, then progressing to g
roup conversations, understa
nd the grammar and conversat
ion methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice communicating about feeli
Asking about and Stating one ngs and emotions.
Preparation: Review the vocab list. HW: Writ
's feelings and emotions
Learn common adjectives of f e section 8. review the vocab sheet, Complet
e the hand‑out.
eeling and emotion
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively express feelings and emotions.
Continued
Learn using these phrases "H Preparation: Check‑out the vocab list for th
ow do ...feel?","How did ... e next chapter. HW: Write section 8, write
section 8, complete the hand‑out.
feel on?"
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell 〔テーマ〕Learn how to ask Goals: To practice communicating about relat
and state the location of ob ive positions.
Preparation: Review the vocab list. HW: Wri
jects
Location of objects in a hou te section 8. review the vocab sheet, Comple
se, convenience store and gr te the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
een grocer.
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14

Keith G.Russell TOEFL Test
Russell

〔テーマ〕 Preparation for the test
（予習：1.0）（復習: 1.0）
Prep: Study. HW: Take a practice TOEFL duri
ng the summer.
Preparation Total time: 7.5hrs, Review total
time: 7.5hrs. Total 15hrs.

学期末テスト
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授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅡ
Basic English Conversation Ⅱ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Fran Conigliaro

授業概要
[授業全体の内容] Objective and summary
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets to students
1． Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2． Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1． You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar an
d vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2． Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class presentations and tests)
[成績評価の方法] Evaluation system
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of home
work assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件] Conditions for taking this class
1. Class is limited to 26 students.
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1. You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2. You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class
quizzes.
3. You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4. You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5. Students are expected to participate actively in all lessons.
6. Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7. Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
Feedback on examinations and presentations, etc.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等] Textbooks
1. Text to be announced and distributed on first day of classes.
2. Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先］Contact
email: franc@juntendo.ac.jp
[オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
Tuesdays,16:15‑16:35
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
1
Orientation, introduction an to understand how to talk about life abroad,
introduce friends, get to know new people
d self‑introductions
復習（0.5時間）
Meet My Colleague
Pages 6‑7, Vocabulary, Listening Online ex
Theme: Introductions
How long will you be … ? I ercises
hope you … I d like you t
o meet … I ve heard a lot
about …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
2
to learn to talk about study abroad, describ
New Classes, New Teachers
Theme: Talking about study a e a person s appearance and personality, as
k about schedules and classes
broad
So, classes start today. Who 復習（0.5時間）
s your new … ? Is he the Pages 8‑10, Vocabulary, Pronunciation Onli
guy with … ? How about … ? ne exercises
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
3
to be able to talk about weekend plans, invi
Thank God it s Friday!
Theme: Describing holiday pl te friends to do something, respond to invit
ations
ans
Do you have any plans for … 復習（0.5時間）
? Would you like to … ? Ar Pages 12‑14, Vocabulary, Listening Online
exercises
e you free … ?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
4
to learn how to talk about travel experience
The Best Way to Get There
Theme: Talking about travel s, decide how to travel, ask and offer infor
mation about travel costs
experiences
I ve heard the … Do you st 復習（0.5時間）
ill want to … ? I wonder ho Pages 16‑18, Vocabulary, Pronunciation Onl
w much … I guess we could ine exercises
…
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
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5

6

7

8

9

Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
How do You Like Living There to be able to ask and tell about jobs and li
fe abroad, describe climate
?
Theme: Talking about jobs an 復習（0.5時間）
Pages 20‑25, Vocabulary, Pronunciation Onl
d work
It s better than … How do ine exercises
you like … ? I really like
… Lucky you !
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to be able to ask about and describe restaur
A Good Place to Eat
Theme: Talking about restaur ants, recommending places, make reservations
復習（0.5時間）
ant preferences
Would it be possible … I wa Pages 28‑30, Vocabulary, Listening Online
s wondering if … Can you re exercises
commend … ? What s it like
?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to learn to talk about lost luggage, explain
A Lost Bag
Theme: Talking about travel a problem, describe luggage
復習（0.5時間）
problems
Does it have your … ? I ve Pages 32‑34, Vocabulary, Pronunciation Onl
lost my … What s it made ine exercises
… ? I left it …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to understand how describe hotel problems, s
A Room with a View
Theme: Checking into and out tate preferences, request room changes, expr
ess appreciation
of hotels
Would it be possible to chan 復習（0.5時間）
ge … ? It seems to be … Co Pages 36‑38, Vocabulary, Listening Online
uld you tell me what … ? Ac exercises
tually, I d prefer …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to become able to talk about moving to anoth
A New Place to Live
Theme: Asking for and giving er place, ask for advice about places to liv
advice about places to live e, describe places in a city
If I were you, I d … Do yo 復習（0.5時間）
u think it s better to … ? Pages 40‑47, Vocabulary, Pronunciation Onl
Someplace that s … would ine exercises
be good. Have you thought …
?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
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15

Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to learn how to discuss tourist activities,
A Busy Weekend!
Theme: Talk about tourist ac make a weekend schedule, talk about famous p
laces
tivities
I wouldn t mind … What are 復習（0.5時間）
you interested in … ? We c Pages 48‑50, Vocabulary, Listening Online
an do that, no problem. I d exercises
really like to …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to understand how to take and leave telephon
Could I Leave a Message?
Theme: Talk about telephone e messages
復習（0.5時間）
habits
Could you tell me when … ? Pages 52‑54, Vocabulary, Pronunciation Onl
Could I speak to … ? Please ine exercises
hold the line. She isn t h
ere now.
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to be able to talk about accidents and injur
Does it Hurt?
Theme: talk about travel inj ies, describe an accident and treatment, tal
k about travel insurance
uries
I think you ve … Does it h 復習（0.5時間）
urt when … ? Should I … ? Pages 56‑58, Vocabulary, Listening Online
I hope it doesn t take too exercises
long.
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to learn how to talk about shopping habits,
It s a Deal!
ask about prices, bargain for better prices
Theme: Shopping
That seems a little … How m 復習（0.5時間）
uch is…? It s a good price Pages 60‑67, Vocabulary, Listening Online
exercises
. That s still …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to be able to ask about flight information,
Making a Reservation
Theme: Making a flight reser make a flight reservation, change a flight r
eservation
vation
Let me check the … Could yo 復習（0.5時間）
u book me … ? There s one Pages 72‑74, Vocabulary, Listening Online e
that leaves at … Do I need xercises
Prepare for Final Examination
a …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容) Final Examination Final Exam（１時間）
(授業方法)
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授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅡ
Basic English Conversation Ⅱ

授業形態
開講学期

演習
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Keith G.Russell

授業概要
[授業全体の内容]
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2．Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準]
1．You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar and
vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2．Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class tests)
[成績評価の方法]
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of hom
ework assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件]
1. Class is limited to 26 students.
2. Basic English Conversation IとIIでは授業内容が異なるため、Iの受講の有無に関わらずIIを受講するこ
とができる
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1.You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2.You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class q
uizzes.
3.You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4.You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5.Students are expected to participate actively in all lessons.
6.Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7.Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1.Text to be announced and distributed on first day of classes.
2.Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
k‑russell@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
Office hours Building 1 3'rd floor, rm1302, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays 8:00‑8:30, Wednesd
ays 4:20‑4:45
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Keith G.Russell
1
Orientation, introduction aGoals: Learn class room English, start to un
derstand "Information Gaps".
nd self‑introductions
Prep: Check out the vocab sheet for Unit 2,
HW: complete the hand‑out
（予習：0.5）（復習: 0.5）
Keith G.Russell (授業内容）
Goal: Learn class room English, start to und
2
erstand "Information Gaps". HW: Check out th
Help!
Learn how to use phrases "Is e vocab sheet for Unit 2, complete the hand‑
this correct?" or "What do out.
I do now?" etc.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goal: To practice communicating in 4 man gro
3
ups about family (as always using informatio
Family relationships
Usage of describing family r n gaps). To practice sufficiently to be able
elationships, biographical d to effectively express experience and permi
ata, one's home, occupation, ssion and use frequency adverbs, superlative
s. Preparation: review help words.
and travel experience
HW : Write section 8. review the vocab she
(授業方法）Using first pair et, Complete the hand‑out.
work, and then large group w
ork, then progressing to gro （予習：0.5）（復習: 0.5）
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice communicating about famil
4
y. To practice sufficiently to be able to ef
Continued
Continued discussion includi fectively express personal experience.
ng phrases "How many...?" or Preparation: Review the vocab list.
"Where was ...?" or "What d HW: Check out the vocab sheet for the next
unit, write section 8, complete the hand‑out
oes ...?" etc.
(授業方法）Using first pair .
work, and then large group w
ork, then progressing to gro （予習：0.5）（復習: 0.5）
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
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5

6

7

8

Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice communicating about
Western gestures and body l Preparation: Check‑out the vocab list for th
e next chapter.
anguage
Learning how to use gestures HW: Write section 8. review the vocab sheet
, Complete the hand‑out.
to communicate.
(授業方法）Using first pair （予習：0.5）（復習: 0.5）
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively use gestures naturally.
Continued
Learn useing phrases "What's Preparation: Review the vocab list. HW: Chec
the gesture for ...?" or "W k out the vocab sheet for the next unit, wri
hat was ....'s gesture?" or te section 8, complete the hand‑out.
"I'm determined" etc.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice communicating about abili
Asking about and Stating abi tes.
lity answering in degrees of Preparation: Review the vocab list.
ability. Asking questions a HW: Write section 8. review the vocab sheet
bout sports, games, activiti , Complete the hand‑out.
es and hobbies
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively express abilities correctly.
Continued
Using phrases "Can you ...?" Preparation: Check‑out the vocab list for th
, "How well can you….?","Ca e next chapter. HW: Write section 8, write
n I do it indoors/outdoors?" section 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
etc.
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
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9

10

11

12

13

Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice communicating about givin
Asking about and stating per g or not giving permission, stating a possib
mission, Giving or denying p ility, or a need.
ermission, possibilites, or Preparation: Review the vocab list. HW: Wri
te section 8. review the vocab sheet, Comple
rquirements.
Through the experience visit te the hand‑out.
ing parks, learn questioning （予習：0.5）（復習: 0.5）
rules and permissions.
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively express giving or not giving p
Continued
Using phrases "Is it OK to.. ermission, stating a possibility, or a need.
.?","You are/are not allowed Preparation: Check‑out the vocab list for th
to ..."."You can/can't...", e next chapter. HW: Write section 8, write s
ection 8, complete the hand‑out.
"You may/may not..." etc.
(授業方法）Using first pai （予習：0.5）（復習: 0.5）
r work, and then large group
work, then progressing to g
roup conversations, understa
nd the grammar and conversat
ion methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice communicating about feeli
Asking about and Stating one ngs and emotions.
Preparation: Review the vocab list. HW: Writ
's feelings and emotions
Learn common adjectives of f e section 8. review the vocab sheet, Complet
e the hand‑out.
eeling and emotion
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively express feelings and emotions.
Continued
Learn using these phrases "H Preparation: Check‑out the vocab list for th
ow do ...feel?","How did ... e next chapter. HW: Write section 8, write
section 8, complete the hand‑out.
feel on?"
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell 〔テーマ〕Learn how to ask Goals: To practice communicating about relat
and state the location of ob ive positions.
Preparation: Review the vocab list. HW: Wri
jects
Location of objects in a hou te section 8. review the vocab sheet, Comple
se, convenience store and gr te the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
een grocer.
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14

Keith G.Russell TOEFL Test
Russell

〔テーマ〕 Preparation for the test
（予習：1.0）（復習: 1.0）
Prep: Study. HW: Take a practice TOEFL duri
ng the summer.
Preparation Total time: 7.5hrs, Review total
time: 7.5hrs. Total 15hrs.

学期末テスト
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授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅡ
Basic English Conversation Ⅱ

授業形態
開講学期

演習
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Keith G.Russell

授業概要
[授業全体の内容]
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2．Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準]
1．You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar and
vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2．Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class tests)
[成績評価の方法]
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of hom
ework assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件]
1. Class is limited to 26 students.
2. Basic English Conversation IとIIでは授業内容が異なるため、Iの受講の有無に関わらずIIを受講するこ
とができる
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1.You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2.You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class q
uizzes.
3.You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4.You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5.Students are expected to participate actively in all lessons.
6.Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7.Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1.Text to be announced and distributed on first day of classes.
2.Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
k‑russell@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
Office hours Building 1 3'rd floor, rm1302, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays 8:00‑8:30, Wednesd
ays 4:20‑4:45
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Keith G.Russell
1
Orientation, introduction aGoals: Learn class room English, start to un
derstand "Information Gaps".
nd self‑introductions
Prep: Check out the vocab sheet for Unit 2,
HW: complete the hand‑out
（予習：0.5）（復習: 0.5）
Keith G.Russell (授業内容）
Goal: Learn class room English, start to und
2
erstand "Information Gaps". HW: Check out th
Help!
Learn how to use phrases "Is e vocab sheet for Unit 2, complete the hand‑
this correct?" or "What do out.
I do now?" etc.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goal: To practice communicating in 4 man gro
3
ups about family (as always using informatio
Family relationships
Usage of describing family r n gaps). To practice sufficiently to be able
elationships, biographical d to effectively express experience and permi
ata, one's home, occupation, ssion and use frequency adverbs, superlative
s. Preparation: review help words.
and travel experience
HW : Write section 8. review the vocab she
(授業方法）Using first pair et, Complete the hand‑out.
work, and then large group w
ork, then progressing to gro （予習：0.5）（復習: 0.5）
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice communicating about famil
4
y. To practice sufficiently to be able to ef
Continued
Continued discussion includi fectively express personal experience.
ng phrases "How many...?" or Preparation: Review the vocab list.
"Where was ...?" or "What d HW: Check out the vocab sheet for the next
unit, write section 8, complete the hand‑out
oes ...?" etc.
(授業方法）Using first pair .
work, and then large group w
ork, then progressing to gro （予習：0.5）（復習: 0.5）
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
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5

6

7

8

Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice communicating about
Western gestures and body l Preparation: Check‑out the vocab list for th
e next chapter.
anguage
Learning how to use gestures HW: Write section 8. review the vocab sheet
, Complete the hand‑out.
to communicate.
(授業方法）Using first pair （予習：0.5）（復習: 0.5）
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively use gestures naturally.
Continued
Learn useing phrases "What's Preparation: Review the vocab list. HW: Chec
the gesture for ...?" or "W k out the vocab sheet for the next unit, wri
hat was ....'s gesture?" or te section 8, complete the hand‑out.
"I'm determined" etc.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice communicating about abili
Asking about and Stating abi tes.
lity answering in degrees of Preparation: Review the vocab list.
ability. Asking questions a HW: Write section 8. review the vocab sheet
bout sports, games, activiti , Complete the hand‑out.
es and hobbies
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively express abilities correctly.
Continued
Using phrases "Can you ...?" Preparation: Check‑out the vocab list for th
, "How well can you….?","Ca e next chapter. HW: Write section 8, write
n I do it indoors/outdoors?" section 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
etc.
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
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9

10

11

12

13

Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice communicating about givin
Asking about and stating per g or not giving permission, stating a possib
mission, Giving or denying p ility, or a need.
ermission, possibilites, or Preparation: Review the vocab list. HW: Wri
te section 8. review the vocab sheet, Comple
rquirements.
Through the experience visit te the hand‑out.
ing parks, learn questioning （予習：0.5）（復習: 0.5）
rules and permissions.
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively express giving or not giving p
Continued
Using phrases "Is it OK to.. ermission, stating a possibility, or a need.
.?","You are/are not allowed Preparation: Check‑out the vocab list for th
to ..."."You can/can't...", e next chapter. HW: Write section 8, write s
ection 8, complete the hand‑out.
"You may/may not..." etc.
(授業方法）Using first pai （予習：0.5）（復習: 0.5）
r work, and then large group
work, then progressing to g
roup conversations, understa
nd the grammar and conversat
ion methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice communicating about feeli
Asking about and Stating one ngs and emotions.
Preparation: Review the vocab list. HW: Writ
's feelings and emotions
Learn common adjectives of f e section 8. review the vocab sheet, Complet
e the hand‑out.
eeling and emotion
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively express feelings and emotions.
Continued
Learn using these phrases "H Preparation: Check‑out the vocab list for th
ow do ...feel?","How did ... e next chapter. HW: Write section 8, write
section 8, complete the hand‑out.
feel on?"
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell 〔テーマ〕Learn how to ask Goals: To practice communicating about relat
and state the location of ob ive positions.
Preparation: Review the vocab list. HW: Wri
jects
Location of objects in a hou te section 8. review the vocab sheet, Comple
se, convenience store and gr te the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
een grocer.
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14

Keith G.Russell TOEFL Test
Russell

〔テーマ〕 Preparation for the test
（予習：1.0）（復習: 1.0）
Prep: Study. HW: Take a practice TOEFL duri
ng the summer.
Preparation Total time: 7.5hrs, Review total
time: 7.5hrs. Total 15hrs.

学期末テスト
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授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅡ
Basic English Conversation Ⅱ

授業形態
開講学期

演習
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Keith G.Russell

授業概要
[授業全体の内容]
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1．Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2．Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準]
1．You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar and
vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2．Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class tests)
[成績評価の方法]
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of hom
ework assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件]
1. Class is limited to 26 students.
2. Basic English Conversation IとIIでは授業内容が異なるため、Iの受講の有無に関わらずIIを受講するこ
とができる
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1.You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2.You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class q
uizzes.
3.You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4.You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5.Students are expected to participate actively in all lessons.
6.Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7.Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1.Text to be announced and distributed on first day of classes.
2.Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
k‑russell@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
Office hours Building 1 3'rd floor, rm1302, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays 8:00‑8:30, Wednesd
ays 4:20‑4:45
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1．積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Keith G.Russell
1
Orientation, introduction aGoals: Learn class room English, start to un
derstand "Information Gaps".
nd self‑introductions
Prep: Check out the vocab sheet for Unit 2,
HW: complete the hand‑out
（予習：0.5）（復習: 0.5）
Keith G.Russell (授業内容）
Goal: Learn class room English, start to und
2
erstand "Information Gaps". HW: Check out th
Help!
Learn how to use phrases "Is e vocab sheet for Unit 2, complete the hand‑
this correct?" or "What do out.
I do now?" etc.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goal: To practice communicating in 4 man gro
3
ups about family (as always using informatio
Family relationships
Usage of describing family r n gaps). To practice sufficiently to be able
elationships, biographical d to effectively express experience and permi
ata, one's home, occupation, ssion and use frequency adverbs, superlative
s. Preparation: review help words.
and travel experience
HW : Write section 8. review the vocab she
(授業方法）Using first pair et, Complete the hand‑out.
work, and then large group w
ork, then progressing to gro （予習：0.5）（復習: 0.5）
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice communicating about famil
4
y. To practice sufficiently to be able to ef
Continued
Continued discussion includi fectively express personal experience.
ng phrases "How many...?" or Preparation: Review the vocab list.
"Where was ...?" or "What d HW: Check out the vocab sheet for the next
unit, write section 8, complete the hand‑out
oes ...?" etc.
(授業方法）Using first pair .
work, and then large group w
ork, then progressing to gro （予習：0.5）（復習: 0.5）
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
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5

6

7

8

Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice communicating about
Western gestures and body l Preparation: Check‑out the vocab list for th
e next chapter.
anguage
Learning how to use gestures HW: Write section 8. review the vocab sheet
, Complete the hand‑out.
to communicate.
(授業方法）Using first pair （予習：0.5）（復習: 0.5）
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively use gestures naturally.
Continued
Learn useing phrases "What's Preparation: Review the vocab list. HW: Chec
the gesture for ...?" or "W k out the vocab sheet for the next unit, wri
hat was ....'s gesture?" or te section 8, complete the hand‑out.
"I'm determined" etc.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice communicating about abili
Asking about and Stating abi tes.
lity answering in degrees of Preparation: Review the vocab list.
ability. Asking questions a HW: Write section 8. review the vocab sheet
bout sports, games, activiti , Complete the hand‑out.
es and hobbies
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively express abilities correctly.
Continued
Using phrases "Can you ...?" Preparation: Check‑out the vocab list for th
, "How well can you….?","Ca e next chapter. HW: Write section 8, write
n I do it indoors/outdoors?" section 8, complete the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
etc.
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
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9

10

11

12

13

Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice communicating about givin
Asking about and stating per g or not giving permission, stating a possib
mission, Giving or denying p ility, or a need.
ermission, possibilites, or Preparation: Review the vocab list. HW: Wri
te section 8. review the vocab sheet, Comple
rquirements.
Through the experience visit te the hand‑out.
ing parks, learn questioning （予習：0.5）（復習: 0.5）
rules and permissions.
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively express giving or not giving p
Continued
Using phrases "Is it OK to.. ermission, stating a possibility, or a need.
.?","You are/are not allowed Preparation: Check‑out the vocab list for th
to ..."."You can/can't...", e next chapter. HW: Write section 8, write s
ection 8, complete the hand‑out.
"You may/may not..." etc.
(授業方法）Using first pai （予習：0.5）（復習: 0.5）
r work, and then large group
work, then progressing to g
roup conversations, understa
nd the grammar and conversat
ion methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice communicating about feeli
Asking about and Stating one ngs and emotions.
Preparation: Review the vocab list. HW: Writ
's feelings and emotions
Learn common adjectives of f e section 8. review the vocab sheet, Complet
e the hand‑out.
eeling and emotion
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell (授業内容）
Goals: To practice sufficiently to be able t
o effectively express feelings and emotions.
Continued
Learn using these phrases "H Preparation: Check‑out the vocab list for th
ow do ...feel?","How did ... e next chapter. HW: Write section 8, write
section 8, complete the hand‑out.
feel on?"
（予習：0.5）（復習: 0.5）
(授業方法）Using first pair
work, and then large group w
ork, then progressing to gro
up conversations, understand
the grammar and conversatio
n methods.
Keith G.Russell 〔テーマ〕Learn how to ask Goals: To practice communicating about relat
and state the location of ob ive positions.
Preparation: Review the vocab list. HW: Wri
jects
Location of objects in a hou te section 8. review the vocab sheet, Comple
se, convenience store and gr te the hand‑out.
（予習：0.5）（復習: 0.5）
een grocer.
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14

Keith G.Russell TOEFL Test
Russell

〔テーマ〕 Preparation for the test
（予習：1.0）（復習: 1.0）
Prep: Study. HW: Take a practice TOEFL duri
ng the summer.
Preparation Total time: 7.5hrs, Review total
time: 7.5hrs. Total 15hrs.

学期末テスト
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授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅡ
Basic English Conversation Ⅱ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Matthew Willemsen

授業概要
[授業全体の内容] Objective and summary
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets to students
1． Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2． Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1． You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar an
d vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2． Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class presentations and tests)
[成績評価の方法] Evaluation system
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of home
work assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件] Conditions for taking this class
1. Class is limited to 26 students.
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1. You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2. You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class
quizzes.
3. You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4. You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5. Students are expected to participate actively in all lessons.
6. Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7. Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
Feedback on examinations and presentations, etc.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等] Textbooks
1. Text to be announced and distributed on first day of classes.
2. Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］Contact
matthew@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
月 16:20‑17:00 火 14:30‑17:00 水 12:00‑12:30 木 14:30‑17:00 金 14:30‑17:00
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
1
n
Orientation, introduction an to understand how to talk about life abroad,
introduce friends, get to know new people
d self‑introductions
復習（0.5時間）
Meet My Colleague
Pages 6‑7, Vocabulary, Listening Online ex
Theme: Introductions
How long will you be … ? I ercises
hope you … I d like you t
o meet … I ve heard a lot
about …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
2
n
to learn to talk about study abroad, describ
New Classes, New Teachers
Theme: Talking about study a e a person s appearance and personality, as
k about schedules and classes
broad
So, classes start today. Who 復習（0.5時間）
s your new … ? Is he the Pages 8‑10, Vocabulary, Pronunciation Onli
guy with … ? How about … ? ne exercises
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
3
n
to be able to talk about weekend plans, invi
Thank God it s Friday!
Theme: Describing holiday pl te friends to do something, respond to invit
ations
ans
Do you have any plans for … 復習（0.5時間）
? Would you like to … ? Ar Pages 12‑14, Vocabulary, Listening Online
exercises
e you free … ?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
4
n
to learn how to talk about travel experience
The Best Way to Get There
Theme: Talking about travel s, decide how to travel, ask and offer infor
mation about travel costs
experiences
I ve heard the … Do you st 復習（0.5時間）
ill want to … ? I wonder ho Pages 16‑18, Vocabulary, Pronunciation Onl
w much … I guess we could ine exercises
…
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
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5

6

7

8

9

Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
How do You Like Living There to be able to ask and tell about jobs and li
fe abroad, describe climate
?
Theme: Talking about jobs an 復習（0.5時間）
Pages 20‑25, Vocabulary, Pronunciation Onl
d work
It s better than … How do ine exercises
you like … ? I really like
… Lucky you !
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to be able to ask about and describe restaur
A Good Place to Eat
Theme: Talking about restaur ants, recommending places, make reservations
復習（0.5時間）
ant preferences
Would it be possible … I wa Pages 28‑30, Vocabulary, Listening Online
s wondering if … Can you re exercises
commend … ? What s it like
?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to learn to talk about lost luggage, explain
A Lost Bag
Theme: Talking about travel a problem, describe luggage
復習（0.5時間）
problems
Does it have your … ? I ve Pages 32‑34, Vocabulary, Pronunciation Onl
lost my … What s it made ine exercises
… ? I left it …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to understand how describe hotel problems, s
A Room with a View
Theme: Checking into and out tate preferences, request room changes, expr
ess appreciation
of hotels
Would it be possible to chan 復習（0.5時間）
ge … ? It seems to be … Co Pages 36‑38, Vocabulary, Listening Online
uld you tell me what … ? Ac exercises
tually, I d prefer …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to become able to talk about moving to anoth
A New Place to Live
Theme: Asking for and giving er place, ask for advice about places to liv
advice about places to live e, describe places in a city
If I were you, I d … Do yo 復習（0.5時間）
u think it s better to … ? Pages 40‑47, Vocabulary, Pronunciation Onl
Someplace that s … would ine exercises
be good. Have you thought …
?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
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10

11

12

13

14

15

Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to learn how to discuss tourist activities,
A Busy Weekend!
Theme: Talk about tourist ac make a weekend schedule, talk about famous p
laces
tivities
I wouldn t mind … What are 復習（0.5時間）
you interested in … ? We c Pages 48‑50, Vocabulary, Listening Online
an do that, no problem. I d exercises
really like to …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to understand how to take and leave telephon
Could I Leave a Message?
Theme: Talk about telephone e messages
復習（0.5時間）
habits
Could you tell me when … ? Pages 52‑54, Vocabulary, Pronunciation Onl
Could I speak to … ? Please ine exercises
hold the line. She isn t h
ere now.
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to be able to talk about accidents and injur
Does it Hurt?
Theme: talk about travel inj ies, describe an accident and treatment, tal
k about travel insurance
uries
I think you ve … Does it h 復習（0.5時間）
urt when … ? Should I … ? Pages 56‑58, Vocabulary, Listening Online
I hope it doesn t take too exercises
long.
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to learn how to talk about shopping habits,
It s a Deal!
ask about prices, bargain for better prices
Theme: Shopping
That seems a little … How m 復習（0.5時間）
uch is…? It s a good price Pages 60‑67, Vocabulary, Listening Online
exercises
. That s still …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to be able to ask about flight information,
Making a Reservation
Theme: Making a flight reser make a flight reservation, change a flight r
eservation
vation
Let me check the … Could yo 復習（0.5時間）
u book me … ? There s one Pages 72‑74, Vocabulary, Listening Online e
that leaves at … Do I need xercises
Prepare for Final Examination
a …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容) Final Examination Final Exam（１時間）
n
(授業方法)
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授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅡ
Basic English Conversation Ⅱ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Matthew Willemsen

授業概要
[授業全体の内容] Objective and summary
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets to students
1． Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2． Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1． You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar an
d vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2． Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class presentations and tests)
[成績評価の方法] Evaluation system
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of home
work assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件] Conditions for taking this class
1. Class is limited to 26 students.
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1. You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2. You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class
quizzes.
3. You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4. You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5. Students are expected to participate actively in all lessons.
6. Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7. Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
Feedback on examinations and presentations, etc.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等] Textbooks
1. Text to be announced and distributed on first day of classes.
2. Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］Contact
matthew@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
月 16:20‑17:00 火 14:30‑17:00 水 12:00‑12:30 木 14:30‑17:00 金 14:30‑17:00
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
1
n
Orientation, introduction an to understand how to talk about life abroad,
introduce friends, get to know new people
d self‑introductions
復習（0.5時間）
Meet My Colleague
Pages 6‑7, Vocabulary, Listening Online ex
Theme: Introductions
How long will you be … ? I ercises
hope you … I d like you t
o meet … I ve heard a lot
about …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
2
n
to learn to talk about study abroad, describ
New Classes, New Teachers
Theme: Talking about study a e a person s appearance and personality, as
k about schedules and classes
broad
So, classes start today. Who 復習（0.5時間）
s your new … ? Is he the Pages 8‑10, Vocabulary, Pronunciation Onli
guy with … ? How about … ? ne exercises
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
3
n
to be able to talk about weekend plans, invi
Thank God it s Friday!
Theme: Describing holiday pl te friends to do something, respond to invit
ations
ans
Do you have any plans for … 復習（0.5時間）
? Would you like to … ? Ar Pages 12‑14, Vocabulary, Listening Online
exercises
e you free … ?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
4
n
to learn how to talk about travel experience
The Best Way to Get There
Theme: Talking about travel s, decide how to travel, ask and offer infor
mation about travel costs
experiences
I ve heard the … Do you st 復習（0.5時間）
ill want to … ? I wonder ho Pages 16‑18, Vocabulary, Pronunciation Onl
w much … I guess we could ine exercises
…
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
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5

6

7

8

9

Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
How do You Like Living There to be able to ask and tell about jobs and li
fe abroad, describe climate
?
Theme: Talking about jobs an 復習（0.5時間）
Pages 20‑25, Vocabulary, Pronunciation Onl
d work
It s better than … How do ine exercises
you like … ? I really like
… Lucky you !
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to be able to ask about and describe restaur
A Good Place to Eat
Theme: Talking about restaur ants, recommending places, make reservations
復習（0.5時間）
ant preferences
Would it be possible … I wa Pages 28‑30, Vocabulary, Listening Online
s wondering if … Can you re exercises
commend … ? What s it like
?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to learn to talk about lost luggage, explain
A Lost Bag
Theme: Talking about travel a problem, describe luggage
復習（0.5時間）
problems
Does it have your … ? I ve Pages 32‑34, Vocabulary, Pronunciation Onl
lost my … What s it made ine exercises
… ? I left it …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to understand how describe hotel problems, s
A Room with a View
Theme: Checking into and out tate preferences, request room changes, expr
ess appreciation
of hotels
Would it be possible to chan 復習（0.5時間）
ge … ? It seems to be … Co Pages 36‑38, Vocabulary, Listening Online
uld you tell me what … ? Ac exercises
tually, I d prefer …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to become able to talk about moving to anoth
A New Place to Live
Theme: Asking for and giving er place, ask for advice about places to liv
advice about places to live e, describe places in a city
If I were you, I d … Do yo 復習（0.5時間）
u think it s better to … ? Pages 40‑47, Vocabulary, Pronunciation Onl
Someplace that s … would ine exercises
be good. Have you thought …
?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
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11

12

13

14

15

Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to learn how to discuss tourist activities,
A Busy Weekend!
Theme: Talk about tourist ac make a weekend schedule, talk about famous p
laces
tivities
I wouldn t mind … What are 復習（0.5時間）
you interested in … ? We c Pages 48‑50, Vocabulary, Listening Online
an do that, no problem. I d exercises
really like to …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to understand how to take and leave telephon
Could I Leave a Message?
Theme: Talk about telephone e messages
復習（0.5時間）
habits
Could you tell me when … ? Pages 52‑54, Vocabulary, Pronunciation Onl
Could I speak to … ? Please ine exercises
hold the line. She isn t h
ere now.
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to be able to talk about accidents and injur
Does it Hurt?
Theme: talk about travel inj ies, describe an accident and treatment, tal
k about travel insurance
uries
I think you ve … Does it h 復習（0.5時間）
urt when … ? Should I … ? Pages 56‑58, Vocabulary, Listening Online
I hope it doesn t take too exercises
long.
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to learn how to talk about shopping habits,
It s a Deal!
ask about prices, bargain for better prices
Theme: Shopping
That seems a little … How m 復習（0.5時間）
uch is…? It s a good price Pages 60‑67, Vocabulary, Listening Online
exercises
. That s still …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容)
予習(0.5時間）
n
to be able to ask about flight information,
Making a Reservation
Theme: Making a flight reser make a flight reservation, change a flight r
eservation
vation
Let me check the … Could yo 復習（0.5時間）
u book me … ? There s one Pages 72‑74, Vocabulary, Listening Online e
that leaves at … Do I need xercises
Prepare for Final Examination
a …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Matthew Willemse (授業内容) Final Examination Final Exam（１時間）
n
(授業方法)
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授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅡ
Basic English Conversation Ⅱ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Fran Conigliaro

授業概要
[授業全体の内容] Objective and summary
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets to students
1． Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2． Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1． You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar an
d vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2． Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class presentations and tests)
[成績評価の方法] Evaluation system
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of home
work assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件] Conditions for taking this class
1. Class is limited to 26 students.
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1. You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2. You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class
quizzes.
3. You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4. You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5. Students are expected to participate actively in all lessons.
6. Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7. Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
Feedback on examinations and presentations, etc.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等] Textbooks
1. Text to be announced and distributed on first day of classes.
2. Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先］Contact
email: franc@juntendo.ac.jp
[オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
Tuesdays,16:15‑16:35
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
1
Orientation, introduction an to understand how to talk about life abroad,
introduce friends, get to know new people
d self‑introductions
復習（0.5時間）
Meet My Colleague
Pages 6‑7, Vocabulary, Listening Online ex
Theme: Introductions
How long will you be … ? I ercises
hope you … I d like you t
o meet … I ve heard a lot
about …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
2
to learn to talk about study abroad, describ
New Classes, New Teachers
Theme: Talking about study a e a person s appearance and personality, as
k about schedules and classes
broad
So, classes start today. Who 復習（0.5時間）
s your new … ? Is he the Pages 8‑10, Vocabulary, Pronunciation Onli
guy with … ? How about … ? ne exercises
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
3
to be able to talk about weekend plans, invi
Thank God it s Friday!
Theme: Describing holiday pl te friends to do something, respond to invit
ations
ans
Do you have any plans for … 復習（0.5時間）
? Would you like to … ? Ar Pages 12‑14, Vocabulary, Listening Online
exercises
e you free … ?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
4
to learn how to talk about travel experience
The Best Way to Get There
Theme: Talking about travel s, decide how to travel, ask and offer infor
mation about travel costs
experiences
I ve heard the … Do you st 復習（0.5時間）
ill want to … ? I wonder ho Pages 16‑18, Vocabulary, Pronunciation Onl
w much … I guess we could ine exercises
…
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
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5

6

7

8

9

Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
How do You Like Living There to be able to ask and tell about jobs and li
fe abroad, describe climate
?
Theme: Talking about jobs an 復習（0.5時間）
Pages 20‑25, Vocabulary, Pronunciation Onl
d work
It s better than … How do ine exercises
you like … ? I really like
… Lucky you !
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to be able to ask about and describe restaur
A Good Place to Eat
Theme: Talking about restaur ants, recommending places, make reservations
復習（0.5時間）
ant preferences
Would it be possible … I wa Pages 28‑30, Vocabulary, Listening Online
s wondering if … Can you re exercises
commend … ? What s it like
?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to learn to talk about lost luggage, explain
A Lost Bag
Theme: Talking about travel a problem, describe luggage
復習（0.5時間）
problems
Does it have your … ? I ve Pages 32‑34, Vocabulary, Pronunciation Onl
lost my … What s it made ine exercises
… ? I left it …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to understand how describe hotel problems, s
A Room with a View
Theme: Checking into and out tate preferences, request room changes, expr
ess appreciation
of hotels
Would it be possible to chan 復習（0.5時間）
ge … ? It seems to be … Co Pages 36‑38, Vocabulary, Listening Online
uld you tell me what … ? Ac exercises
tually, I d prefer …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to become able to talk about moving to anoth
A New Place to Live
Theme: Asking for and giving er place, ask for advice about places to liv
advice about places to live e, describe places in a city
If I were you, I d … Do yo 復習（0.5時間）
u think it s better to … ? Pages 40‑47, Vocabulary, Pronunciation Onl
Someplace that s … would ine exercises
be good. Have you thought …
?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
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10

11

12

13

14

15

Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to learn how to discuss tourist activities,
A Busy Weekend!
Theme: Talk about tourist ac make a weekend schedule, talk about famous p
laces
tivities
I wouldn t mind … What are 復習（0.5時間）
you interested in … ? We c Pages 48‑50, Vocabulary, Listening Online
an do that, no problem. I d exercises
really like to …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to understand how to take and leave telephon
Could I Leave a Message?
Theme: Talk about telephone e messages
復習（0.5時間）
habits
Could you tell me when … ? Pages 52‑54, Vocabulary, Pronunciation Onl
Could I speak to … ? Please ine exercises
hold the line. She isn t h
ere now.
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to be able to talk about accidents and injur
Does it Hurt?
Theme: talk about travel inj ies, describe an accident and treatment, tal
k about travel insurance
uries
I think you ve … Does it h 復習（0.5時間）
urt when … ? Should I … ? Pages 56‑58, Vocabulary, Listening Online
I hope it doesn t take too exercises
long.
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to learn how to talk about shopping habits,
It s a Deal!
ask about prices, bargain for better prices
Theme: Shopping
That seems a little … How m 復習（0.5時間）
uch is…? It s a good price Pages 60‑67, Vocabulary, Listening Online
exercises
. That s still …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to be able to ask about flight information,
Making a Reservation
Theme: Making a flight reser make a flight reservation, change a flight r
eservation
vation
Let me check the … Could yo 復習（0.5時間）
u book me … ? There s one Pages 72‑74, Vocabulary, Listening Online e
that leaves at … Do I need xercises
Prepare for Final Examination
a …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容) Final Examination Final Exam（１時間）
(授業方法)
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授業科目名
英語科目名

Basic English ConversationⅡ
Basic English Conversation Ⅱ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Fran Conigliaro

授業概要
[授業全体の内容] Objective and summary
In this course, students will learn an extensive variety of basic everyday conversations. Addition
ally, you will have practice in the vocabulary, pronunciation, and listening necessary for the con
versations. The classes will be taught entirely in English, so you will have extensive practice he
aring and speaking English. You will be able to converse confidently in a wide variety of situatio
ns that you will encounter in daily life and at work. You will acquire listening skills which can
be applied any time English speech is encountered. You will also gain a much richer vocabulary.
Diploma and curricular policies
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標] Targets to students
1． Students will be able to converse in such common situations as starting a conversation, giving
instructions, ordering food, discussing health, telephone conversations, and making comparisons.
2． Additional practice will be given via review and preview assignments from the text and printed
materials provided by the teacher.
成績評価
[成績評価の基準] Criteria for evaluation
1． You will be evaluated by the quality of your English conversations, your control of grammar an
d vocabulary. (In‑class tests and the final exam)
2． Your participation in lessons will be evaluated. (In‑class presentations and tests)
[成績評価の方法] Evaluation system
Evaluation is based upon student participation in conversations in class (60%), completion of home
work assignments (20%), and a final test (20%).
履修における留意事項
[履修要件] Conditions for taking this class
1. Class is limited to 26 students.
[履修上の注意（科目独自のルール）]Original rules of the class
1. You should be comfortable conducting conversations in a variety of situations.
2. You should learn supplemental vocabulary and grammar, which will be evaluated through in‑class
quizzes.
3. You should display an interest in conversations and put an effort into speaking and listening.
4. You should complete the conversations with correct grammar and originality.
5. Students are expected to participate actively in all lessons.
6. Two hours of review and preparation outside of class are expected each week.
7. Students are expected to have a dictionary; either electronic or paper. Cell phones will not be
allowed for translation.
Feedback on examinations and presentations, etc.
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等] Textbooks
1. Text to be announced and distributed on first day of classes.
2. Additional printed materials provided by the teacher.
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先］Contact
email: franc@juntendo.ac.jp
[オフィスアワー］Office Hours
1号館 3階 1302室
Tuesdays,16:15‑16:35
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による1単位の外国語科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
1
Orientation, introduction an to understand how to talk about life abroad,
introduce friends, get to know new people
d self‑introductions
復習（0.5時間）
Meet My Colleague
Pages 6‑7, Vocabulary, Listening Online ex
Theme: Introductions
How long will you be … ? I ercises
hope you … I d like you t
o meet … I ve heard a lot
about …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
2
to learn to talk about study abroad, describ
New Classes, New Teachers
Theme: Talking about study a e a person s appearance and personality, as
k about schedules and classes
broad
So, classes start today. Who 復習（0.5時間）
s your new … ? Is he the Pages 8‑10, Vocabulary, Pronunciation Onli
guy with … ? How about … ? ne exercises
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
3
to be able to talk about weekend plans, invi
Thank God it s Friday!
Theme: Describing holiday pl te friends to do something, respond to invit
ations
ans
Do you have any plans for … 復習（0.5時間）
? Would you like to … ? Ar Pages 12‑14, Vocabulary, Listening Online
exercises
e you free … ?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
4
to learn how to talk about travel experience
The Best Way to Get There
Theme: Talking about travel s, decide how to travel, ask and offer infor
mation about travel costs
experiences
I ve heard the … Do you st 復習（0.5時間）
ill want to … ? I wonder ho Pages 16‑18, Vocabulary, Pronunciation Onl
w much … I guess we could ine exercises
…
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
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5

6

7

8

9

Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
How do You Like Living There to be able to ask and tell about jobs and li
fe abroad, describe climate
?
Theme: Talking about jobs an 復習（0.5時間）
Pages 20‑25, Vocabulary, Pronunciation Onl
d work
It s better than … How do ine exercises
you like … ? I really like
… Lucky you !
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to be able to ask about and describe restaur
A Good Place to Eat
Theme: Talking about restaur ants, recommending places, make reservations
復習（0.5時間）
ant preferences
Would it be possible … I wa Pages 28‑30, Vocabulary, Listening Online
s wondering if … Can you re exercises
commend … ? What s it like
?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to learn to talk about lost luggage, explain
A Lost Bag
Theme: Talking about travel a problem, describe luggage
復習（0.5時間）
problems
Does it have your … ? I ve Pages 32‑34, Vocabulary, Pronunciation Onl
lost my … What s it made ine exercises
… ? I left it …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to understand how describe hotel problems, s
A Room with a View
Theme: Checking into and out tate preferences, request room changes, expr
ess appreciation
of hotels
Would it be possible to chan 復習（0.5時間）
ge … ? It seems to be … Co Pages 36‑38, Vocabulary, Listening Online
uld you tell me what … ? Ac exercises
tually, I d prefer …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to become able to talk about moving to anoth
A New Place to Live
Theme: Asking for and giving er place, ask for advice about places to liv
advice about places to live e, describe places in a city
If I were you, I d … Do yo 復習（0.5時間）
u think it s better to … ? Pages 40‑47, Vocabulary, Pronunciation Onl
Someplace that s … would ine exercises
be good. Have you thought …
?
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k

493

10

11

12

13

14

15

Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to learn how to discuss tourist activities,
A Busy Weekend!
Theme: Talk about tourist ac make a weekend schedule, talk about famous p
laces
tivities
I wouldn t mind … What are 復習（0.5時間）
you interested in … ? We c Pages 48‑50, Vocabulary, Listening Online
an do that, no problem. I d exercises
really like to …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to understand how to take and leave telephon
Could I Leave a Message?
Theme: Talk about telephone e messages
復習（0.5時間）
habits
Could you tell me when … ? Pages 52‑54, Vocabulary, Pronunciation Onl
Could I speak to … ? Please ine exercises
hold the line. She isn t h
ere now.
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to be able to talk about accidents and injur
Does it Hurt?
Theme: talk about travel inj ies, describe an accident and treatment, tal
k about travel insurance
uries
I think you ve … Does it h 復習（0.5時間）
urt when … ? Should I … ? Pages 56‑58, Vocabulary, Listening Online
I hope it doesn t take too exercises
long.
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to learn how to talk about shopping habits,
It s a Deal!
ask about prices, bargain for better prices
Theme: Shopping
That seems a little … How m 復習（0.5時間）
uch is…? It s a good price Pages 60‑67, Vocabulary, Listening Online
exercises
. That s still …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容)
予習(0.5時間）
to be able to ask about flight information,
Making a Reservation
Theme: Making a flight reser make a flight reservation, change a flight r
eservation
vation
Let me check the … Could yo 復習（0.5時間）
u book me … ? There s one Pages 72‑74, Vocabulary, Listening Online e
that leaves at … Do I need xercises
Prepare for Final Examination
a …
(授業方法) Vocabulary, Liste
ning, Conversation, Pair wor
k
Fran Conigliaro (授業内容) Final Examination Final Exam（１時間）
(授業方法)
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授業科目名
英語科目名

力学の基礎
Basics of Mechanics

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

田中

和廣

授業概要
[授業全体の内容]
バイオメカニクス、ボディメカニクス、現代物理等に用いる最小限度の力学の基礎を学ぶ。
力学の基本となる概念・法則を、具体例を多く取り上げながら詳しく解説する。さまざまな運動に見られる
規則性・普遍性と、運動を 結果 として引き起こす 原因 は何なのか、という観点を手がかりに、あらゆ
る物体の運動を背後で支配している基礎法則を明らかにしていく。投げたボールが飛んでいくのも、跳躍した
ときに人体がたどる軌道も、月が地球のまわりをめぐり続けているのも、同じ運動の法則に支配されているこ
とを理解できるようになる。また、運動の法則の視点から現象の分析と予測を行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目では、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と
教養、及びそれらの活用能力」を身に付ける。知識・教養を体系化する能力、知識・教養を応用して問題を解
決する能力も身につける。
[授業の到達目標]
１．力学の基本となる概念・法則を理解し身近な現象に応用できるようになり、自ら考え問題を解決する能
力を身につける。
２．瞬間の速さと平均の速さの関係、速さ、速度、加速度の間の関係を説明できる。
３．等加速度運動する物体がもつ速さと到達する距離を求める方法を説明できる。
４．物体の慣性とニュートンの運動の第１法則について説明できる。
５．物体にはたらく力とニュートンの運動の第２法則について説明できる。
６．自由落下と重力加速度、空気抵抗による終速度について、ニュートンの運動の法則を使って説明できる
。
７．放物運動の軌道が作図でき、スポーツで見られる放物運動の例、放物運動と衛星の運動の関係について
説明できる。
８．力のつり合いと力のモーメントのつり合いを用いて、ボディメカニクスを説明できる。
成績評価
[成績評価の基準]
１．授業の終わりに実施するまとめの練習問題の解答用紙を毎回回収し、練習問題に積極的に取り組んでい
るか（自分でまず答案を考えてから模範解答と照合し、理解度の自己チェックができているか）を評価し、取
り組みが良くない場合には減点する。
２．運動の測定データを速度、加速度を用いて分析し、これを活用した推論ができるか、授業内の課題で評
価する。
３．等加速度運動する物体がもつ速さと到達する距離を求めることができるか、期末試験で評価する。
４．物体の慣性とニュートンの運動の第１法則について説明できるか、期末試験で評価する。
５．さまざまな状況下で運動がどうなっていくかを、ニュートンの運動の第２法則を用いて予測できるか、
期末試験で評価する。
６．放物運動の軌道を作図して求めることができるか、授業内の課題と期末試験で評価する。
7．力のつり合いと力のモーメントのつり合いをボディメカニクスに活用できるか、授業内の課題と期末試
験で評価する。
[成績評価の方法]
期末試験（多肢選択マーク80%、記述20%）によって評価する。なお、授業態度や、毎回の授業の終わりに実
施するまとめの練習問題への取り組みが良くない場合には、減点の対象となるので注意すること。
履修における留意事項
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[履修要件]
高校で物理を学んでいなくてよい。
[履修上の注意（科目独自のルール） ]
特になし。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
毎回の授業の終わりにはまとめの練習問題を出題し、模範解答も提示するので、積極的に取り組んで各自の
理解度のチェックに役立てること。
[テキスト・参考書等]
テキスト：特に指定しない。
参考書：ポール G. ヒューエット他著 「力と運動（物理科学のコンセプト１）」（共立出版、1997）、飽
本一裕著 「クイズで学ぶ大学の物理」(講談社ブルーバックス、2001）
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当： 田中和廣
E‑mail： kztanaka[at]juntendo.ac.jp
※[at] を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：木曜日9:00から15:00
場所： 1号館 3階1314
物理学研究室
上記の時間帯には、予約なし質問や相談に応じますが、他の学生の相談時間とかち合わないように するため
、できだけ前日までにE‑mailで予約してください。 質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
[学修時間]
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
[その他]
「速さとは？」といった簡単な話から始めて、一段一段階段を上るように、力学の基礎となるポイントを発
見的に学んでいくので、欠かさず出席し興味を持って授業に臨んで欲しい。授業計画は、受講者の理解の状況
に応じて多少前後することがある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
田中 和廣
（予習：1時間）
1
[授業内容]
物理学がスポーツ健康科学に役立つことを示すと
物理とは？力学とは？
思われる具体例を、各自考えてくること。
（復習：1時間）
[授業方法]
物理と力学的自然観、物理学と 長さ・質量・時間を測るMKS単位系について復習
他の学問との関係について解説 する。
する。
田中 和廣
（予習：1時間）
2
[授業内容]
前回講義内容を復習する。スピードガンで球速を
運動と速さ
測るしくみについて調べること。
（復習：1時間）
[授業方法]
「速さ」に２種類あること（ 瞬間の速さから平均の速さを割り出す方法を復習
平均の速さ と 瞬間の速さ する。
）について解説する。
田中 和廣
（予習：1時間）
3
[授業内容]
運動をどのように表現するか？ 前回講義内容を復習する。乗り物酔いがなぜ起き
るかについて調べること。
（復習：1時間）
[授業方法]
速度と加速度によって、運動が 減速する運動では加速度をどう表すか復習するこ
詳細に表現できることについて と。
解説する。
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4

田中

和廣

5

田中

和廣

6

田中

和廣

7

田中

和廣

8

田中

和廣

9

田中

和廣

10

田中

和廣

11

田中

和廣

（予習：1時間）
前回講義内容を復習する。加速度が変化する運動
・変化しない運動の例を挙げる。
（復習：1時間）
[授業方法]
「斜面をころがる球」の演示実 「斜面をころがる球」の演示実験のデータから作
験の測定データを各自が分析し 成した 速さのグラフ を復習し傾きを求める。
、等加速度運動の証拠を探る。
（予習：1時間）
[授業内容]
前回講義内容を復習する。スキージャンプの踏み
等加速度運動の応用
切りのときの時速を調べること。
（復習：1時間）
[授業方法]
加速度から速さと距離を求める 速さと距離を求める式を自分で導けるよう復習す
ること。
方法について解説する。
（予習：1時間）
[授業内容]
等加速度運動の講義ノートを見直し疑問点を調べ
落下する物体
ること。
（復習：10時間）
[授業方法]
自由落下が等加速度運動である 垂直跳びのハングタイムの求め方を復習すること
ことを解説する。また、自由落 。また、「演習問題（その1）」を授業で配布す
下運動の演示実験の測定データ るので、1〜6回の授業の総復習としてこれから毎
を分析し、重力加速度の値を割 日少しずつ解き、参考書「力と運動」の巻末に出
ている解答で答え合わせすること。
り出す。
（予習：1時間）
[授業内容]
前回講義内容を復習する。カーリングではなぜブ
車は急に止まれない！
ラシで氷をこするのか調べること。
（復習：1時間）
[授業方法]
ニュートンの運動の第１法則 質量が慣性の強さを表すことについて復習するこ
と慣性について解説する。 と。
（予習：1時間）
[授業内容]
月や火星に行くと体重はいくら 前回講義内容を復習する。国際宇宙ステーション
での無重力状態について調べる。
になるか？
（復習：1時間）
重さを測る単位N（ニュートン）について復習す
[授業方法]
力学で質量と重さがどう区別さ ること。
れるか解説する。
（予習：1時間）
[授業内容]
前回講義内容を復習する。静電気ではたらく力や
力と運動方程式
磁石にはたらく力について調べる。
（復習：1時間）
[授業方法]
ニュートンの運動の第２法則 摩擦力がはたらく場合の合力の求め方を復習する
と未来の運動の予測について こと。
解説する。
（予習：1時間）
[授業内容]
前回講義内容を復習する。スポーツで空気抵抗を
落下運動と重力
減らす方法の例を調べること。
（復習：10時間）
[授業方法]
落下運動が運動の第２法則から 空気抵抗があるときの落下の加速度の求め方を復
どうとらえられるかについて考 習。また、「演習問題（その2）」を授業で配布
え、空気抵抗の効果についても するので、7〜10回の授業の総復習としてこれか
ら毎日少しずつ解き、参考書「力と運動」の巻末
解説する。
に出ている解答で答え合わせすること。
（予習：1時間）
[授業内容]
遠くへ飛んだり物を投げたりす 前回講義内容を復習する。自由落下の落下距離の
求め方の講義ノートを見直す。
るには？
（復習：1時間）
放物運動を作図して到達距離が出せるよう復習す
[授業方法]
放物運動の軌道と到達距離を作 る。
図して求める方法を解説する。
[授業内容]
スキーで直滑降をしたとき
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12

田中

和廣

13

田中

和廣

14

田中

和廣

（予習：1時間）
[授業内容]
放物運動と人工衛星の飛ばし方 前回講義内容を復習する。スポーツで放物運動が
見られる例を５つ以上挙げる。
（復習：1時間）
地球表面の湾曲が第１宇宙速度を決めることを復
[授業方法]
地球のまわりをめぐる人工衛星 習。
や月の軌道を放物運動から考察
し、第１宇宙速度についても解
説する。
（予習：1時間）
[授業内容]
前回講義内容を復習する。地球と月の質量・半径
相互作用としての力
がそれぞれいくらか調べること。
（復習：1時間）
[授業方法]
ニュートンの運動の第３法則 万有引力の法則から月表面での重力加速度を求め
と作用・反作用について解説 る。
する。万有引力による相互作用
を考察し、重力加速度の値から
地球の質量を割り出す。
（予習：1時間）
[授業内容]
人体の筋肉と関節にかかる力 前回講義内容を復習する。人体の重心はどこか調
べること。
[授業方法]
力のモーメントとボディメカニ （復習：8時間）
スポーツや介護動作における具体例を、力のつり
クスについて解説する。
あいとてこの原理で説明してみる。また、「演習
問題（その3）」を授業で配布するので、11〜14
回の授業の総復習として解き、参考書「力と運動
」の巻末に出ている解答で答え合わせすること。
多肢選択マーク問題と記述問題による筆記試験を
定期試験
実施するので、1〜14回の講義内容を復習し、毎
回の授業の終わりに実施したまとめの練習問題の
解答用紙（前回授業で返却）も見直しておくこと
。
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授業科目名
英語科目名

力学の基礎
Basics of Mechanics

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 田中 和廣
科目担当者
（
）
授業概要
【授業全体の内容】
力学の基礎として、静力学・動力学・圧力を理解し、習得する。その解析に必要な、運動方程式、ベクトルの
合成ができるようにする。
【授業の位置づけ（学与方針に定められた知識・能力等と関連）】
「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」を修得する事が関連している。
①「対人調整力」（S、K、M）
②「コミュニケーション力」（S、K、M）
③「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」（S、K、M）
④「①〜③を応用し表現する能力」（S、K、M）
⑤「医学的知識を備えたスポーツ指導者の育成」（S）
⑥「スポーツ指導現場に詳しいスポーツ医科学研究者の育成」（S）
⑦「経営学・社会心理学・社会学を応用したスポーツマネジメントについての知識」（M）
⑧「スポーツをヒト・モノ・カネ・情報という経営資源の側面からマネジメントできる」（M）
⑨「健康についての専門的知識と実践的技能の取得」（K）
⑩「健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」（K）
⑪ 資格対応科目
※S：スポーツ科学科、M：スポーツマネジメント学科、K：健康学科
【到達目標】
1) 力の分解と合成を作図で説明できる。
2) 力のモーメントのつり合い(てこの原理)を用いて、静力学現象を説明できる。
3) 力のつり合いと力のモーメントのつり合いを用いて、ボディメカニクスを説明できる
4) 運動量保存を用いて衝突現象を説明できる。
5) 運動の法則を用いて、動力学現象を説明できる。
6) 圧力と気圧を理解し、ドレナージ・サイフォン等の圧力による現象を説明できる。
成績評価
1．成績評価方法
授業参加態度30％、レポート30％、期末試験40％の割合で評価する。
2．成績評価基準
授業の到達目標の各項目に対して、以下の参加態度と提出物で評価する。
①授業中のグループ討論に参加しそれが記録されている。
②レポートが目的・物理原理・実験結果・考察が明記されている。
③期末試験の得点。
履修における留意事項
1. 受講条件
積極的に予習し、質問し、授業では演示実験や討論に参加すること。自分の手でためし、考え、話し合って下
さい。
2. 試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法
試験・レポート等の課題に対して、授業内に返却し、解答の解説のみでなく様々な視点からの考えについて考
察をしながら、フィードバックを行う。
3.テキスト・参考書
授業中に関連テキスト・参考書を伝える。
連絡先とオフィスアワー
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月曜１０：３０〜１２：３０。
オフィス「1号館3階 1315」
備考
【学生に望むこと】
授業に積極的に参加し、自ら思考し、実験し、検証する態度を身に着けてください。
【学修時間】
予習 120分、復習 120分
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（
） アーチ石橋が何故丈夫なのか？ 予習：「力の分解と合成」 ベクトル作図課題(
1
学習時間120分)
復習：プリント作成(学習時間120分)
授業方法
学生による実験、思考タイム、
ディスカッション、講義
（
） 人体の重心はどこか？
予習：「てこの原理」を応用して人体の重心の測
2
定方法を考える。(学習時間120分)
復習：練習問題プリント(学習時間120分)
授業方法
学生による実験、思考タイム、
ディスカッション、講義
（
）
予習：「ボディメカニクス」 スポーツや介護動
3
筋肉と関節にかかる力
作における具体例を、力のつりあいとてこの原理
で説明できるようにする。(学習時間120分)
授業方法
学生による実験、思考タイム、 復習：グループ討論の結果をまとめる。(学習時
間120分)
ディスカッション、講義
（
） コインの衝突実験
予習：「運動量保存則」 を学習する。(学習時
4
間120分)
復習：コインの衝突実験において、運動量保存則
授業方法
学生による実験、思考タイム、 でどのようになるのかレポートにまとめる。(学
習時間120分)
ディスカッション、講義
（
） だるま落としのだるま
予習：「慣性の法則」を用いて宇宙空間の物体の
5
運動を説明できるようにしておく。(学習時間120
分)
授業方法
学生による実験、思考タイム、 復習：練習問題プリント。(学習時間120分)
ディスカッション、講義
（
） 月で羽とハンマーを落としたら 予習：「自由落下」を学習。(学習時間120分)
6
復習：運動の方程式の課題を提出する。(学習時
？
間120分)
授業方法
学生による実験、思考タイム、
ディスカッション、講義
（
） モンキーハンティング
予習：「放物運動」 を学習しておく。(学習時
7
間120分)
復習：あるモンキーハンティング実験やスポーツ
授業方法
学生による実験、思考タイム、 の運動を、運動方程式で説明したレポート。(学
習時間120分)
ディスカッション、講義
（
） 押し合い実験
予習：「作用・反作用の法則」を学習しておく。
8
(学習時間120分)
復習：押し合い実験を体験し、レポート提出。(
授業方法
学生による実験、思考タイム、 学習時間120分)
ディスカッション、講義
（
） ボールをバットで打つと？
予習：「運動量と力積」を学習しておく。(学習
9
時間120分)
復習： 力積による運動量変化をベクトルの作図
授業方法
学生による実験、思考タイム、 プリント。(学習時間120分)
ディスカッション、講義
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10

（

）

11

（

）

12

（

）

13

（

）

14

（

）

（

）

予習：球技の球の軌跡や体操のジャンプ運動の軌
跡を考えておく。(学習時間120分)
復習：等加速度運動と等速度運動の運動方程式を
授業方法
学生による実験、思考タイム、 立て、解けるようにしておく。(学習時間120分)
ディスカッション、講義
予習：「放物運動」の一般解を勉強しておく。(
スポーツの放物運動 その2
学習時間120分)
復習：投げ上げた球やジャンプした時の重心の軌
授業方法
学生による実験、思考タイム、 跡を運動方程式で解析し、レポート。(学習時間1
20分)
ディスカッション、講義
予習：「圧力」 の原理を理解しておく。(学習
呼吸と血液循環
時間120分)
復習：流体力学的現象を説明できるようにしてお
授業方法
学生による実験、思考タイム、 き、グループ討論する。(学習時間120分)
ディスカッション、講義
予習：「気圧と血圧」の原理を理解しておく。(
血圧と点滴
学習時間120分)
復習：点滴と人体における血圧を説明できるよう
にしておき、グループ討論の結果をまとめる。(
授業方法
学生による実験、思考タイム、 学習時間120分)
ディスカッション、講義
ドレナージ、サイフォンのしく 予習：「圧力の利用」として、サイフォン・ドレ
ナージのしくみを説明できるようにしておく。(
み
学習時間120分)
復習：グループ討論の結果をまとめる。(学習時
授業方法
学生による実験、思考タイム、 間120分)
ディスカッション、講義
定期テスト
スポーツの放物運動

その1
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授業科目名
英語科目名

一般化学
General Chemistry

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

志村

絵理

授業概要
[授業全体の内容]
生体は有機物をはじめとした様々な種類の化学物質の集合体である。生体を理解するためには、それを構成す
る生体物質や体内
で生じる反応に関する知識を欠くことができないが、そこで必須となるのが化学の知識である。
この授業では、化学の基礎を学ぶとともに生化学・生理学の理解のための基礎知識を学ぶ。
[授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした教養」という学位授与方針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
1. 物質を構成する原子・分子についてその基本的な構造、性質を説明することができる。
2. 物質が示す気体・液体・固体という3つの状態についてその特徴を説明できる。特に気体の性質について説
明できる。
3. 物質が水に溶ける、溶けないを決めている水との相互作用について説明できる。
4. 水溶液の性質、特に濃度、酸と塩基、緩衝作用について説明できる。
5. 有機化合物について、その基本構造と官能基とその反応について説明できる。
6. 脂質の種類と基本性質について説明できる。
7. 糖質の種類と基本性質について説明できる。
8. アミノ酸・タンパク質の基本構造と性質について説明できる
成績評価
[成績評価の基準]
以下の各項目について、中間試験および定期テストで評価する。
1. 物質を構成する原子・分子についてその基本的な構造、性質を説明することができる。
2. 物質が示す気体・液体・固体という3つの状態についてその特徴を説明できる。特に気体の性質について説
明できる。
3. 物質が水に溶ける、溶けないを決めている水との相互作用について説明できる。
4. 水溶液の性質、特に濃度、酸と塩基、緩衝作用について説明できる。
5. 有機化合物について、その基本構造と官能基とその反応について説明できる。
6. 脂質の種類と基本性質について説明できる。
7. 糖質の種類と基本性質について説明できる。
8. アミノ酸?タンパク質の基本構造と性質について説明できる。
[成績評価の方法]
中間試験40%、期末試験40%で評価します。残りの20%は授業の終わりに出した課題の解答内容や授業中の態度
、授業に
対する積極性などを評価します。出欠席については学則に準じます。
履修における留意事項
[履修要件]
特になし
[履修上の注意(科目独自のルール)]
特になし
[課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法]
授業期間中に課す問題については、授業内で解説を行う。
[テキスト・参考書等]
教科書: 山倉文幸・大森大二郎・馬場猛著、『化学の視点』、東京教学社、2017年
その他、授業中に適宜、資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
連絡先は授業内で知らせる。
[オフィスアワー]
日時:前期の月曜日 12時から13時
場所:2号館2階2115室
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相談時間と合わないようにするため、で
きるだけ前日までに
E‑mail等で予約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
[学修時間]
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容を
持って構成する。
[その他]
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
志村
(予習:2時間)
1
[授業内容]
原子・分子・イオンについて理 使用教科書のp2 p12を予め読んでおくこと。
(復習:2時間)
解を
講義で取り上げた箇所について教科書を読み、理
深める。
解を深めてお
[授業方法]
講義を行い、それに基づいた小 く。
問題
を解く。
志村
(予習:2時間)
2
[授業内容]
化学結合について理解を深める 使用教科書のp14 p25を予め読んでおくこと。
(復習:2時間)
。
講義で取り上げた箇所について教科書を読み、理
[授業方法]
講義を行い、それに基づいた小 解を深めておく。
問題
を解く。
志村
(予習:2時間)
3
[授業内容]
物質の状態について理解を深め 使用教科書のp28 p40を予め読んでおくこと。
(復習:2時間)
る。
講義で取り上げた箇所について教科書を読み、理
[授業方法]
講義を行い、それに基づいた小 解を深めておく。
問題
を解く。
志村
(予習:2時間)
4
[授業内容
酸と塩基について理解を深める 使用教科書のp42 p48を予め読んでおくこと。
(復習:2時間)
。
講義で取り上げた箇所について教科書を読み、理
[授業方法]
講義を行い、それに基づいた小 解を深めてお
く。
問題
を解く。
志村
(予習:2時間)
5
[授業内容]
化学反応の速さと化学平衡につ 使用教科書のp50 p56を予め読んでおくこと。
(復習:2時間)
いて
講義で取り上げた箇所について教科書を読み、理
理解を深める。
解を深めてお
[授業方法]
講義を行い、それに基づいた小 く。
問題
を解く。
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6

志村

7

志村

8

志村

9

志村

10

志村

11

志村

12

志村

13

志村

[授業内容]
化学反応とエネルギーについて
理解
を深める。
[授業方法]
講義を行い、それに基づいた小
問題
を解く。
[授業内容]
酸化還元反応について理解を深
める
。
[授業方法]
講義を行い、それに基づいた小
問題
を解く。
マークシートによる中間試験を
予定

(予習:2時間)
使用教科書のp58 p63を予め読んでおくこと。
(復習:2時間)
講義で取り上げた箇所について教科書を読み、理
解を深めてお
く。

(予習:2時間)
使用教科書のp66 p75を予め読んでおくこと。
(復習:2時間)
講義で取り上げた箇所について教科書を読み、理
解を深めてお
く。

(予習:3時間)
これまでの講義内容
(復習:3時間)
これまでの講義内容
(予習:2時間)
[授業内容]
炭化水素について理解を深める 使用教科書のp78 p92を予め読んでおくこと。
(復習:2時間)
。
講義で取り上げた箇所について教科書を読み、理
[授業方法]
講義を行い、それに基づいた小 解を深めてお
く。
問題
を解く。
(予習:2時間)
[授業内容]
酸素原子を含む有機化合物につ 使用教科書のp94 p112を予め読んでおくこと。
(復習:2時間)
いて
講義で取り上げた箇所について教科書を読み、理
理解を深める。
解を深めてお
[授業方法]
講義を行い、それに基づいた小 く。
問題
を解く。
(予習:2時間)
[授業内容]
窒素を含む有機化合物について 使用教科書のp114 p124を予め読んでおくこと。
(復習:2時間)
理解
講義で取り上げた箇所について教科書を読み、理
を深める。
解を深めてお
[授業方法]
講義を行い、それに基づいた小 く。
問題
を解く。
(予習:2時間)
[授業内容]
糖質(炭水化物)について理解を 使用教科書のp126 p138を予め読んでおくこと。
(復習:3時間)
深め
講義で取り上げた箇所について教科書を読み、理
る。
解を深めてお
[授業方法]
講義を行い、それに基づいた小 く。
問題
を解く。
(予習:2時間)
[授業内容]
脂質の構造と働きについて理解 使用教科書のp140 p149を予め読んでおくこと。
(復習:3時間)
を深
講義で取り上げた箇所について教科書を読み、理
める。
解を深めてお
[授業方法]
講義を行い、それに基づいた小 く。
問題
を解く。
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14

志村

[授業内容]
アミノ酸とタンパク質について
理解を
深める。
[授業方法]
講義を行い、それに基づいた小
問題
を解く。
マークシートによる期末試験
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(予習:2時間)
使用教科書のp152 p166を予め読んでおくこと。
(復習:2時間)
講義で取り上げた箇所について教科書を読み、理
解を深めてお
く。

授業科目名
英語科目名

一般化学
General Chemistry

対象学年

1

科目責任者
科目担当者

馬場

1

授業形態
開講学期

講義
後期

単位数

2.0

猛

授業概要
［授業全体の内容］
わずか100余りの元素だけで、これらが組み合わさったり、組み換えられたりすることによりあらゆる物質
が構成される。物質の構造、性質、反応と、それらの関連について学ぶことにより、「化学とは何か」を理解
することを目的とする。近年の科学・技術の進歩は著しく、優れた機能をもつ物質が創り出され、我々の環境
を豊かなものとしてきた。このような物質の性質を理解するために化学の基礎的な概念・知識を学習する。物
質の構造にかかわるものとして原子構造、化学結合を、性質にかかわるものとして状態変化、溶液、電解質を
、反応にかかわるものとして反応速度、酸化・還元をとりあげ、化学と社会の関わりを学ぶために、地球環境
と化学についても考察していく。
［授業の位置付け（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
スポーツ健康科学は、医学・歯学・薬学同様に人体を扱う学問であり、人体を理解するためには、それを構
成する生体物質や体内で生じる反応に関する化学の知識が必須である。この科目は、基本的な化学の知識を理
解することによって、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を養う科
目として位置付けられる。
［授業の到達目標］
1．単位について理解し単位換算ができる。
2．化学の基礎用語を理解し、使うことができる。
3．化学結合と物質の性質との関係を理解し、物質について微視的な見方ができる。
4．化学反応に関する基本的な概念や法則を理解し、基礎的な化学計算ができる。
5．日常生活に関わりのある物質や現象について化学的に考察できる。
成績評価
［成績評価の方法］
中間試験（４５%）、定期試験（４５％）、演習問題（１０％）を総合して評価する。
［成績評価の基準］
１．教科書の内容をもとに計算問題を出題し、適切な解法で解答できるかを評価する。
（到達目標1、到達目標4、評価方法：中間試験・期末試験）
２．物質の構造や性質についての説明問題を出題し、正しく解答できるかを評価する。
（到達目標2、到達目標3、評価方法：中間試験・期末試験）
３．科学や地球環境をめぐる考察問題を出題し、講義などの情報をもとに自らの考えを述べられるか評価する
。
（到達目標5、評価方法：演習問題）
上記項目の総合的な問題を中間試験及び期末試験とする。
履修における留意事項
［履修要件］
特になし
［履修上の注意］
１．授業計画に記載されている予習項目について調べておくこと。
２．講義中、演示実験なども取り入れ授業を展開し、また演習問題も出題する。自分自身で考える習慣を身に
つけ、
きちんと理解するように努めること。
［試験等の課題に対するフィードバックの方法］
中間試験等の解答は講義形式で解説を行う。
［テキスト］
書名：化学の視点 著者：山倉文幸ほか
その他、授業中にプリントを配布する。
連絡先とオフィスアワー

出版社：東京教学社
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出版年：2016年

［連絡先］
担当：馬場 猛
E‑mail：tkbaba［at］juntendo.ac.jp
※［at］を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：水曜日12：00〜12：50
場所：2号館2階2212室
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
馬場 猛
（予習：2時間）
1
［授業内容］
環境問題について学習しておくこと。
−化学とは？−
生活や環境における化学の役割
、環境と化学の関わりについて （復習：2時間）
講義中に出された問題を解いておくこと。
。

2

馬場

猛

3

馬場

猛

4

馬場

猛

5

馬場

猛

［授業方法］
配布資料とスライドを用いた講
義。
（予習：2時間）
［授業内容］
原子・分子・イオンについて学習しておくこと
−ミクロの世界−
元素の周期性、原子構造及び核 。
外電子配置等を学ぶ。
（復習：2時間）
講義中に出された問題を解いておくこと。
［授業方法］
教科書とスライドを用いた講義
。
（予習：2時間）
［授業内容］
化学結合について学習しておくこと。
−化学結合−
原子から分子、分子から物質へ
（復習：2時間）
。化学結合について。
講義中に出された問題を解いておくこと。
［授業方法］
教科書とスライドを用いた講義
。
（予習：2時間）
［授業内容］
物質の三態について学習しておくこと。
−物質の示す姿−
結晶の構造と性質について。
（復習：2時間）
講義中に出された問題を解いておくこと。
［授業方法］
教科書とスライドを用いた講義
。
（予習：2時間）
［授業内容］
溶解と溶液の性質について学習しておくこと。
−「溶ける」とは？−
溶解と溶液の性質、コロイドに
（復習：2時間）
ついて。
講義中に出された問題を解いておくこと。
［授業方法］
教科書とスライドを用いた講義
。
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（予習：2時間）
［授業内容］
気体の法則について学習しておくこと。
−気体の性質−
気体の体積・圧力・温度・物質
（復習：2時間）
量の関係について。
講義中に出された問題を解いておくこと。
［授業方法］
教科書とスライドを用いた講義
。
（予習：2時間）
［授業内容］
酸性・塩基性について学習しておくこと。
−酸と塩基−
酸の定義。酸と塩基の強さにつ
（復習：2時間）
いて。
講義中に出された問題を解いておくこと。
［授業方法］
教科書とスライドを用いた講義
。
今までの授業内容を総復習しておくこと。（4
［授業内容］
時間）
中間試験
（予習：2時間）
−化学反応とエネルギー−
熱化学方程式。反応熱について 化学変化や状態変化における熱の出入りについ
て学習
。
しておくこと。
［授業方法］
教科書とスライドを用いた講義 （復習：2時間）
講義中に出された問題を解いておくこと。
。
（予習：2時間）
［授業内容］
化学反応の速さについて学習しておくこと。
−反応の仕組み−
反応速度、活性化エネルギー、
（復習：2時間）
触媒について。
講義中に出された問題を解いておくこと。
［授業方法］
教科書とスライドを用いた講義
。
（予習：2時間）
［授業内容］
化学平衡について学習しておくこと。
−化学平衡−
温度・圧力・濃度の変化に伴う
（復習：2時間）
化学平衡の移動について。
講義中に出された問題を解いておくこと。
［授業方法］
教科書とスライドを用いた講義
。
（予習：2時間）
［授業内容］
電子のやりとりや酸化数および電池について学
−酸化・還元―
酸化・還元の定義。金属のイオ 習しておくこと。
ン化傾向、電池、電気分解を理
（復習：2時間）
解する。
講義中に出された問題を解いておくこと。
［授業方法］
教科書とスライドを用いた講義
。
（予習：2時間）
［授業内容］
有機化合物の基本的な構造について学習してお
−脂肪族炭化水素−
アルカン・アルケン・アルキン くこと。
の命名及びそれらの性質につい
（復習：2時間）
て。
講義中に出された問題を解いておくこと。
［授業方法］
配布資料とスライドを用いた講
義。
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（予習：2時間）
［授業内容］
官能基について学習しておくこと。
−酸素を含む脂肪族化合物−
アルコール・エーテル・アルデ
ヒド・ケトン・カルボン酸など （復習：2時間）
講義中に出された問題を解いておくこと。
の有機化合物について。
［授業方法］
配布資料とスライドを用いた講
義。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

細胞の生物学
Cell Biology

授業形態
開講学期

対象学年

1

単位数

科目責任者
科目担当者

松本

2.0

顕

授業概要
「授業全体の内容］
細胞生物学はスポーツ健康科学を学ぶ上での基礎概念として重要であるのみならず、医療技術が高度化する現
代で、より良い社会生活を送る上での基礎知識としても重要である。本授業では、細胞生物学の諸概念（細胞
の構造と機能、さらには、生化学反応や生体におけるその役割）を教科書から学ぶだけでなく、実際の映像な
どを通してより身近なものとして定着させ、講義内容の実社会への応用例に関しても理解を深める。2年次以
降で学ぶ、より専門性の高い分野との関連性も紹介する。
［授業の位置付け］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」を身につけることに寄与する。
［授業の到達目標］
1．細胞の構造を専門用語を用いて正しく説明できる。
2．細胞の機能を専門用語を用いて正しく説明できる。
3．細胞内での生化学反応や代謝について専門用語や化学式を用いて正しく説明できる。
4．各種の細胞および組織のヒトの生命活動における役割を専門用語を用いて正しく説明できる。
5．細胞生物学の専門用語を正しく使って生命科学の現代社会への影響を解説できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1．細胞の構造を専門用語を用いて正しく記述できる（定期試験および小テスト）。
2．細胞の機能を専門用語を用いて正しく説明できる（定期試験および小テスト）。
3．細胞内での生化学反応や代謝について専門用語や化学式を用いて正しく説明できる（定期試験および小テ
スト）。
4．各種の細胞および組織のヒトの生命活動における役割を正しく説明できる（定期試験および小テスト）。
5．提示された生命科学関連の時事問題に対して、細胞生物学の専門用語を正しく用いた解説ができる（定期
試験および小テスト）。
6．授業中の発言や質問、グループワークの取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
［成績評価の方法］
定期試験（70％）、小テストおよびレポート（平常点を含んで30％）で総合評価する。ただし、各評価の比率
は小テストやレポートの実施状況に従い、若干の変更がありうる。また、授業態度が授業進行上においてふさ
わしくないと判断した場合は、減点の対象とする。
履修における留意事項
［履修要件］
本講義の履修には、高校で旧課程の「生物Ⅰ」および「生物Ⅱ」、あるいは新課程の「生物基礎」「生物」を
履修していることが望ましい。そうでない者はまずは高校の教科書などで自習して、知識を補充しておく努力
をすること。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。また、遅刻およ
び早退３回で、1回分の欠席としてカウントする。
［課題（私見やレポートなど）に対するフィードバックの方法］
小テストは翌週の授業にて返却し、模範解答などを提示して解説する。ただし、受講者数が多く小テストの返
却が困難な場合は、模範解答の提示のみに留める。
［テキスト・参考書など］
教科書は特に指定しない。毎回、理解を助けるためのプリントを配布する予定である。
参考書としては「エッセンシャル細胞生物学（南江堂）」を勧めるが、購入は強制しない。購入しない場合は
、授業前に図書館で該当箇所を一読し、太字の重要単語やその説明文をノートに書き出すなどの予習をするこ
とを勧める。
連絡先とオフィスアワー

510

［連絡先］
メールアドレス： amatsumo(at)juntendo.ac.jp
※(at)を@に変更してください。
［オフィスアワー」
日時：前期期間中の木曜12：20〜13：10
場所：2号館3階2317号室
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
受講人数が200人を超える場合には、高校生物の履修状況や生物学に関する基礎知識によって受講者の選別、
および、授業方法の変更の可能性がある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
松本 顕
（予習：100分）
1
［授業内容］
細胞を基本とする生物の階層性 真核生物の細胞の構造、脊椎動物の基本組織、ヒ
トの器官と器官系についての概略を理解しておく
について理解を深める。
・細胞の構造について解説する 事。
。
・脊椎動物の組織の成り立ちに （復習：100分）
授業プリントを見ながら、真核生物の細胞の構造
ついて解説する。
・ヒトの器官と器官系について 、脊椎動物の基本組織、ヒトの器官と器官系につ
いて、専門用語を用いて正しい解説をノートに書
解説する。
き出す。
［授業方法］
細胞を基本とする生物の階層性
について理解を深めるため、図
表、映像資料などを適宜使いな
がら解説を行う。
松本 顕
（予習：100分）
2
［授業内容］
細胞小器官に関して理解を深め 細胞小器官についての概略を理解しておく事。
る。
・細胞膜の機能と構造について （復習：100分）
授業プリントを見ながら、細胞膜、核、ミトコン
解説する。
・細胞小器官の機能と構造につ ドリア、葉緑体、ゴルジ体、小胞体、リソソーム
などの細胞小器官の機能と構造について、専門用
いて解説する。
・細胞小器官から見た原核生物 語を用いて正しい解説をノートに書き出す。
と真核生物の共通点と相違点に
ついて解説する。
［授業方法］
細胞小器官に関して理解を深め
るため、図表、映像資料などを
適宜使いながら解説を行う。
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［授業内容］
細胞内の物質の種類と役割、そ
の消化と吸収のメカニズムにつ
いて理解を深める。
・３大栄養素の基本構造、消化
、吸収メカニズムについて解説
する。
・３大栄養素以外の細胞内物質
に関して解説する。
［授業方法］
細胞内の物質の種類と役割、そ
の消化と吸収のメカニズムにつ
いて理解を深めるため、図表、
映像資料などを適宜使いながら
解説を行う。
［授業内容］
酸素を必要としない細胞のエネ
ルギー獲得について理解を深め
る。
・好気呼吸と嫌気呼吸の違いに
ついて解説する。
・ATPについて解説する。
・発酵と乳酸について解説する
。
・解糖系について解説する。
［授業方法］
酸素を必要としない細胞のエネ
ルギー獲得のメカニズム、およ
び、身の回りでのそれらの反応
系について理解を深めるため、
図表、映像資料などを適宜使い
ながら解説を行う。
［授業内容］
酸素を必要とする細胞のエネル
ギー獲得について理解を深める
。
・クエン酸回路に関して解説す
る。
・酸化的リン酸化に関して解説
する。

予習：100分）
細胞内に存在する物質の種類、その消化と吸収メ
カニズムついての概略を理解しておく事。
（復習：100分）
授業プリントを見ながら、細胞内に存在する物質
の種類、その消化と吸収メカニズムについて、専
門用語を用いて正しい解説をノートに書き出す。
健康の維持増進、スポーツ競技に対する栄養摂取
の役割について、専門用語を用いて正しい解説を
ノートに書き出す。

（予習：100分）
酸素を用いないエネルギー獲得反応についての概
略を理解しておく事。
（復習：100分）
授業プリントを見ながら、酸素を用いないエネル
ギー獲得反応についてATPや解糖系、乳酸などと
いった専門用語を用いて正しい解説をノートに書
き出す。また、その反応系の身の回りでの利用事
例、スポーツとの関連に関してノートに書き出す
。

（予習：100分）
酸素を用いるエネルギー獲得反応についての概略
を理解しておく事。

（復習：100分）
授業プリントを見ながら、クエン酸回路、酸化的
リン酸化について専門用語を用いて正しい解説を
ノートに書き出す。有酸素運動および無酸素運度
と細胞内呼吸の関係について、専門用語を用いて
正しい解説をノートに書き出す。なお、専門用語
［授業方法］
酸素を必要とする細胞のエネル については講義中に指摘するもので充分であるが
ギー獲得のメカニズム、および 、余力や興味のある学生は、より詳しい化学反応
、それらの反応系の真核生物に 式や物質名についても学習しておくと良い。
とっての重要性に関して理解を
深めるため、図表、映像資料な
どを適宜使いながら解説を行う
。

512

6

7

8

松本

松本

松本

顕

顕

顕

［授業の内容］
体細胞分裂について理解を深め
る。
・体細胞分裂と減数分裂の違い
に関して解説する。
・体細胞分裂の細胞周期に関し
て解説する。
・DNAの複製に関して解説する
。

（予習：100分）
細胞の増殖およびDNA複製に関する概略を理解し
ておく事。

（復習：100分）
授業プリントを見ながら、体細胞分裂における細
胞周期の各ステップで起きる現象、および、DNA
複製のメカニズムに関して専門用語を用いて正し
い解説をノートに書き出す。なお、専門用語につ
いては講義中に指摘するもので充分であるが、余
力や興味のある学生は、より詳しい化学反応式や
［授業方法］
体細胞分裂の様式やDNA複製に 酵素名、DNAの化学構造について学習するとよい
関する理解を深めるため、図表 。
、映像資料などを適宜使いなが
ら解説を行う。
（予習：100分）
［授業の内容］
遺伝子発現メカニズムの中でも ゲノム、遺伝子、DNAの違いに関して概略を理解
特に転写に関しての理解を深め しておく事。遺伝子の転写メカニズムに関して概
略を理解しておく事。
る。
・ゲノム、遺伝子、DNAの関係
性、また、それらの機能につい （復習：100分）
授業プリントを見ながら、遺伝子の働きおよび転
て解説する。
・転写のメカニズムに関して解 写メカニズムについて専門用語を用いて正しい解
説をノートに書き出す。
説する。
［授業方法］
遺伝子の働きおよび転写に関し
て理解を深めるため、図表、映
像資料などを適宜使いながら解
説を行う。
［授業の内容］
遺伝子発現メカニズムの中でも
特に翻訳に関しての理解を深め
る。
・mRNAからタンパク質への翻訳
メカニズムに関して解説する。
・ゲノム研究の社会的影響やス
ポーツ競技への影響に関して解
説する。

（予習：100分）
遺伝子の翻訳メカニズムの概略を理解しておく事
。ゲノム研究の社会的影響に関してネットなどで
調べておく事。

（復習：100分）
授業プリントを見ながら、翻訳について専門用語
を用いて正しい解説をノートに書き出す。ゲノム
研究の社会的影響やスポーツ競技への影響を書き
出し、講義中のグループ討論も参考にしながら、
自分の意見を専門用語を用いてノートにまとめる
［授業方法］
遺伝子の翻訳メカニズムに関し 。
て理解を深めるため、図表、映
像資料などを適宜使いながら解
説を行う。また、ゲノム研究の
現状と課題について解説し［時
間があれば］少人数でのグルー
プ討論も行う。
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［授業の内容］
減数分裂とヒト生殖細胞の形成
について理解を深める。
・減数分裂の過程に関して解説
する。
・ヒト生殖細胞の形成に関して
解説する。

（予習：100分）
第6回の講義内容の、体細胞分裂の細胞周期に関
して復習した上で、減数分裂と体細胞分裂の共通
点と相違点を理解しておく事。ヒト生殖細胞の形
成に関して概略を調べておく事。

（復習：100分）
授業プリントを見ながら、減数分裂の特徴と過程
について専門用語を用いて正しい解説をノートに
［授業方法］
減数分裂の過程をふまえた上で 書き出す。減数分裂の各ステップを基準として、
ヒト生殖細胞の形成に関して理 ヒト生殖細胞の形成過程をノートに書き出し、特
解を深めるため、図表、映像資 徴をまとめる。
料などを適宜使いながら解説を
行う。
（予習：100分）
［授業の内容］
細胞の分化と発生について理解 多細胞生物における初期発生の概略を理解してお
く事。
を深める。
・ヒト胚の初期発生に関して解
（復習：100分）
説する。
・三胚葉からの組織・器官の分 授業プリントを見ながら、ヒト胚の初期発生の様
式、三胚葉からの組織・器官形成について専門用
化に関して解説する。
・生殖医療や再生医療の現状と 語を用いて正しい解説をノートに書き出す。生殖
医療、再生医療の現状と課題をふまえてそれらに
課題に関して解説する。
対する自分の意見をノートにまとめる。
［授業方法］
細胞の分化と発生について、特
にヒト胚の初期発生に関する理
解を深めるため、図表、映像資
料などを適宜使いながら解説を
行う。
（予習：100分）
［授業の内容］
細胞の運命決定と分化における 遺伝子発現の調節メカニズムの概略を理解してお
遺伝子の機能について理解を深 く事。
める。
・遺伝子発現の調節に関して解 （復習：100分）
授業プリントを見ながら、遺伝子発現の調節機構
説する。
・ホメオティック遺伝子に関し およびホメオティック遺伝子の働きについて専門
用語を用いて正しい解説をノートに書き出す。
て解説する。
［授業方法］
細胞の運命決定と分化における
遺伝子の機能に関して理解を深
めるため、図表、映像資料など
を適宜使いながら解説を行う。
［授業の内容］
細胞および個体の老化現象と死
について理解を深める。
・老化の特徴に関して解説する
。
・プログラム細胞死に関して解
説する。
・老化のプログラム説に関して
解説する。
［授業方法］
細胞および個体の老化現象と死
に関して、主にプログラム説か
らの理解を深めるため、図表、
映像資料などを適宜使いながら
解説を行う。
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（予習：100分）
テロメアの構造と機能、DNA複製との関係につい
ての概略を理解しておく事。
（復習：100分）
授業プリントを見ながら、プログラム細胞死のメ
カニズムおよび老化のプログラム説について専門
用語を用いて正しい解説をノートに書き出す。

13

14

松本

松本

顕

顕

［授業の内容］
細胞および個体の老化現象と死
について理解を深める。
・老化の傷害蓄積説に関して解
説する。
・老化のプログラム説と傷害蓄
積説の関係性に関して解説する
。
・高齢化社会の問題、老化制御
の取り組みに関して解説する。
［授業方法］
細胞および個体の老化現象と死
に関して、傷害蓄積説からの理
解を深めるめ、図表、映像資料
などを適宜使いながら解説を行
う。さらに、老化制御研究の最
新の話題を紹介する。
［授業の内容］
「細胞の生物学」の授業のまと
めを行い、以下の事項を有機的
に結びつける。
1．細胞の構造
2．細胞の機能
3．細胞内での生化学反応や代
謝
4．各種の細胞および組織のヒ
トの生命活動における役割
5．生命科学の現代社会への影
響
［授業方法］
これまでに配布したプリント、
各自でノートにまとめてきた予
習復習課題への解答を見ながら
、これまでの授業を振り返り、
それぞれの内容の関連性を解説
する。
定期試験
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（予習：100分）
活性酸素の細胞への影響についての概略を理解し
ておく事。
（復習：100分）
授業プリントを見ながら、老化の傷害蓄積説につ
いて専門用語を用いて正しい解説をノートに書き
出す。DNA複製、好気呼吸、生殖細胞の形成など
真核生物における細胞機能が老化とどのように結
びついているかをノートにまとめる。

（予習：100分）
これまでの授業内容をプリントやノートで振り返
ってまとめておく事。
（復習：100分）
授業プリントやノートを見ながら、各単元の重要
概念、キーワードをノートに書き出す。それらの
関連性をイメージ図としてまとめる。

授業科目名
英語科目名

細胞の生物学
Cell Biology

授業形態
開講学期

講義
1,2年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 和田 麻理
科目担当者
和田 麻理
授業概要
授業全体の内容〕
自分の体を動かすにあたって、まず自分をかたちづくっているもの、すなわち、基本単位である細胞とはどの
ようなものか、その構造と機能について学習し理解を深めることは、スポーツ健康科学を学ぶ上でも基礎知識
として重要である。本授業、細胞の生物学では、基本的な細胞の働きを学んだ上で、自分のからだで実際にお
こっていること、代謝、恒常性、免疫、遺伝などに関する理解を深める。さらに、近年進歩がめざましい再生
医療など応用例に関しても解説を行う。
〔授業の位置付け〕
この科目では、「スポーツ科学を中心とした幅広い知識と教養」を身につける。
〔授業の到達目標〕
・細胞の構造と機能を、専門用語を用いて正しく説明できる。
・自分のからだに関連した、遺伝、代謝、恒常性、情報伝達、免疫について、その概要を、専門用語を用いて
正しく説明できる。
・再生医療など生命科学の諸問題に対して、利点のみでなく欠点を考慮した上で自分の意見を述べることがで
きる。
成績評価
［成績評価の基準］
・細胞の構造及び機能に関して、専門用語を用いて正しく記述できるか、小テスト及び定期試験で評価する。
・ヒトの生命活動における細胞や組織の役割を、専門用語を用いて正しく説明できるか、小テスト及び定期試
験で評価する。
［成績評価の方法］
講義毎の出席および小テスト30%、定期試験70%。
ただし、評価の比率は小テストの実施に状況によっては多少前後する。なお、授業態度が授業を進行する上で
ふさわしくないと判断した場合は減点の対象とする。
履修における留意事項
〔履修条件〕
「生物基礎」を履修している事が望ましい。
〔履修上の注意〕
１回の授業について、2/3以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。また、遅刻および
早退３回で、１回分の欠席としてカウントする。
〔課題に対するフィードバックの方法〕
小テストの模範解答は、翌週の講義で提示し、解説を加える。
連絡先とオフィスアワー
木曜日 12：００〜13:00
２号館3F 2318
連絡先：mwada(at)juntendo.ac.jp
*(at)を＠に変更してください。
備考
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〔テキスト・参考書など〕
特に指定しないが、理解を深めたり、日頃の予習、復習のためには、各社から発行されている生物図表は便利
である。
なお、毎回、理解を助けるためのプリントを配布する予定である。
〔学修時間〕
本授業は、講義形態による２単位の科目であるので、講義３０時間と準備学習６０時間の計９０時間の学習を
必要とする内容で構成する。
〔その他〕
自分の体を動かす上でも関連する内容であるので、興味をもって積極的に授業に参加できること。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
和田 麻理
（予習：２時間）原核細胞と真核細胞の違いにつ
1
〔授業内容〕
真核生物の誕生：生命の誕生時 いて自己学習しておくこと。
から、真核細胞が出現する過程 （復習：２時間）原核細胞と真核細胞の違いを正
しく解説することができる。共生説が説明できる
について理解を深める。
。
〔授業方法〕
配布資料や映像資料などを適宜
用いながら、解説を行う。
和田 麻理
（予習：3時間）各細胞小器官の名称、構造、働
2
〔授業内容〕
細胞小器官のはたらき：各細胞 きについて理解しておくこと。
小器官のはたらきと構造につい （復習：3時間）各細胞小器官の名称、構造、働
きについて正しく解説することができる。
て、理解を深める。

3

和田

麻理

4

和田

麻理

5

和田

麻理

〔授業方法〕
核やミトコンドリアなどの細胞
小器官の構造と機能について、
配布資料や映像資料などを適宜
用いながら、解説を行う。
〔授業内容〕
細胞を構成する物質：主として
タンパク質の働きについて理解
を深める。

予習：２時間）タンパク質を構成するアミノ酸、
タンパク質の働きについて自己学習しておくこと
。
（復習：２時間）タンパク質を構成するアミノ酸
、酵素などタンパク質の働きについて正しく解説
することができる。

〔授業方法〕
筋肉など構造タンパク質や、か
らだの様々な反応を行う酵素に
ついて、配布資料や映像資料な
どを適宜用いながら、解説を行
う。
（予習：２時間）DNAとは何かについて自己学習
〔授業内容〕
遺伝子とは何かについて理解を しておくこと。
（復習：２時間）半保存的複製、転写、翻訳につ
深める。
いて解説することができる。
〔授業方法〕
複製などについて、配布資料や
映像資料などを適宜用いながら
、解説を行う。
予習：２時間）遺伝する形質とは何かについて自
〔授業内容〕
遺伝とは何かについて、理解を 己学習しておくこと。
（復習：２時間）１組の対立遺伝子が関与する遺
深める。
伝の仕組みについて、解説することができる。
〔授業方法〕
身近な遺伝する形質について、
配布資料や映像資料などを適宜
用いながら、解説を行う。
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6

和田

麻理

7

和田

麻理

8

9

10

和田

和田

和田

麻理

麻理

麻理

（予習：２時間）性染色体上にある遺伝子の子孫
〔授業内容〕
伴性遺伝や母系遺伝などについ への伝わり方と保因者について、自己学習してお
くこと。
て理解を深める。
（復習：２時間）伴性遺伝、ミトコンドリアの遺
伝の仕方について解説することができる。
〔授業方法〕
簡単な家系図などの資料から、
性染色体上にある遺伝子が子孫
にどう伝わるか、解説を行う。
（予習：２時間）体細胞分裂と減数分裂について
〔授業内容〕
自分のからだを維持する際の体 自己学習しておくこと。
細胞分裂と、次世代につなぐた （復習：２時間）自分の体を維持する体細胞分裂
めの減数分裂のしくみについて と、次の世代につなぐための減数分裂の仕組みを
説明できる。
理解を深める。
〔授業方法〕
体細胞と生殖細胞各々の分裂様
式を、配布資料や映像資料など
を適宜用いながら、解説を行う
。
（予習：２時間）呼吸の役割について自己学習し
〔授業内容〕
生命共通のエネルギーであるAT ておくこと。
Pとは何か、また、嫌気呼吸に （復習：２時間）酸素を使わない、エネルギーの
よるATP産生について、理解を 獲得法について説明できる。
深める。
〔授業方法〕
生きているものが様々な活動の
ために必要とするATPをどう獲
得するか、また、酸素を用いな
い嫌気呼吸の方法を、配布資料
や映像資料などを適宜用いなが
ら、解説を行う。
〔授業内容〕
酸素を用いた好気呼吸好につい
て理解を深める。また、筋肉の
収縮についても解説を行う。

（予習：２時間）酸素呼吸について予習しておく
こと。
（復習：２時間）筋繊維の性質と、筋肉における
ATP合成について説明できる。

〔授業方法〕
酸素を用いて効率的にエネルギ
ーを取り出す好気呼吸の方法を
、配布資料や映像資料などを適
宜用いながら、解説を行う。
（予習：２時間）外分泌と内分泌の違いについて
〔授業内容〕
体を整えるホルモンについて理 予習しておくこと。
（復習：２時間）ホルモン分泌の負のフィードバ
解を深める。
ック調節について説明できる。
〔授業方法〕
血糖濃度の調節など内分泌の仕
組みを、配布資料や映像資料な
どを適宜用いながら、解説を行
う。
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11

12

13

14

和田

和田

和田

和田

麻理

麻理

麻理

麻理

〔授業内容〕
刺激を伝える神経細胞の構造と
、刺激の伝わり方について理解
を深める。
〔授業方法〕
神経細胞の構造、伝導、伝達に
ついて、配布資料や映像資料な
どを適宜用いながら、解説を行
う。
〔授業内容〕
感覚器から入った情報が、どの
ようにして脳に伝わり、様々な
反応につながるのかについて、
理解を深める。

（予習：２時間）神経の伝導と伝達について自己
学習しておくこと。
（復習：２時間）神経細胞、グリア細胞の働き、
神経伝達物質について説明できる。

（予習：２時間）運動神経、感覚神経、自律神経
について自己学習しておくこと。
（復習：２時間）脳幹、間脳、小脳、大脳の機能
をおおまかに説明できる。

〔授業方法〕
自律神経がどのように自分の体
を調節するか、また、脳の機能
について、配布資料や映像資料
などを適宜用いながら、解説を
行う。
〔授業内容〕
免疫とは何か、先天的免疫と後
天的免疫について、理解を深め
る。

（予習：２時間）先天性免疫と後天性免疫につい
て自己学習しておくこと。
（復習：２時間）細胞性免疫と、体液性免疫の仕
組みについて説明できる。

〔授業方法〕
各種リンパ球の働きや、免疫記
憶などについて配布資料や映像
資料などを適宜用いながら、解
説を行う。また、アレルギー反
応についても解説を行う。
〔授業内容〕
幹細胞の性質を学び、iPS細胞
やES細胞はどんな可能性をもつ
のかについて理解を深める。

（予習：3時間）幹細胞のもつ性質について自己
学習しておくこと。
（復習：3時間））ES細胞、iPS細胞についてどん
なものか説明できる

〔授業方法〕
ES細胞やiPS細胞がどのような
背景で確立され、現在どのよう
に使用されているのかなどにつ
いて、配布資料や映像資料など
を適宜用いながら、解説を行う
。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

基礎の数学
Elementary Mathematics

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

小宮根

文子

授業概要
[授業全体の内容]
近年のICTの発達により、多様な分野の様々な種類のデータを収集する事が簡単になり、それらをうまく活用
する事が重要になってきている
自分の考えに沿うように正しくデータを活用するためには、基本的な数学の知識として関数に関する知識とそ
れらを活かすための論理的思考が必須となっている
この授業では、関数(一次、二次、指数、対数)に関する本質的な理解及び応用方法、さらに数学の問題を解く
事によって得られる論理的思考の習得のために、関数に関する課題に取り組み解法を学ぶ
[授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付けるため
の科目の1つとして開講される
[授業の到達目標]
1.関数(一次、二次、指数、対数)について、概念を把握し、問題を解くことが出来る
成績評価
[成績評価の基準]
1.関数(一次、二次、指数、対数)について、それらに関する問題を解くことが出来る(定期試験)
2.授業態度や授業内での課題への取り組み状況によって受講態度を評価する(平常点)
[成績評価の方法]
定期試験(85％)、平常点(15%)を総合して評価する
履修における留意事項
[履修要件]
特になし
[履修上の注意(科目独自のルール)]
特になし
[課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法]
試験等の課題に対するフィードバックは、授業内の講義もしくはJ‑PASS上へ模範解答を掲示する事で行う
[テキスト・参考書等]
テキストは特に指定しないが、一般的な数学のテキスト等を参考にしてもよい
連絡先とオフィスアワー
[連絡先]
a‑komine[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に替えて下さい
[オフィスアワー]
事前にメールで日程を相談して(概ね水曜日12:05‑12:20, 16:30‑16:45)、
非常勤講師室で対応します
備考
[学修時間]
この授業は講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必要
とする内容をもって構成する
[その他]
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

1

小宮根

2

小宮根

3

小宮根

4

小宮根

5

小宮根

6

小宮根

(予習：2時間)
[授業内容]
ガイダンスとして、授業の目的 高校までの数学について見直しをする
、概要の解説、評価方法と授業
(復習：2時間)
の進め方を説明する
この授業の概要、授業目的や評価方法、授業の進
め方を理解し、高校までの数学でこの授業の概要
[授業方法]
スライドを用いて内容を説明す に関連する部分を復習する
る
高校までの数学の履修状況につ
いて、アンケートを実施する
(予習：2時間)
[授業内容]
一次関数の概念を説明し、式、 一次関数の式やグラフについて調べてくる
グラフについて解説する
(復習：2時間)
一次関数の式からグラフ、グラフから式にする方
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、 法を復習する
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
一次関数の応用について説明し 一次関数の概念を理解しておく
、考え方や例題について解説す
(復習：2時間)
る
一次関数を用いた応用問題の解法について復習す
る
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
二次関数の概念を説明し、式、 二次関数の式やグラフについて調べてくる
グラフについて解説する
(復習：2時間)
二次関数の式で、一般形から標準形にする方法、
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、 二次関数の式をグラフにする方法を復習する
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
二次関数の応用について説明し 二次関数の概念を理解しておく
、考え方や例題について解説す
(復習：2時間)
る
二次関数を用いた応用問題の解法について復習す
る
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
二次関数と二次方程式の解の判 二次方程式の解の判別式について調べてくる
別式の関係について解説する
(復習：2時間)
二次関数のグラフと解の判別式、二次関数と一次
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、 関数のグラフと解の判別式の関係について復習す
プリントの課題に取り組み理解 る
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
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(予習：2.5時間)
[授業内容]
指数法則について説明し、指数 指数法則について調べてくる
計算、指数の大小関係について
(復習：2.5時間)
解説する
指数法則を用いた計算について復習する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2.5時間)
[授業内容]
対数法則について説明し、対数 対数法則について調べてくる
計算、対数の大小関係について
(復習：2.5時間)
解説する
対数法則を用いた計算について復習する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
指数関数の概念を説明し、式、 指数関数の式やグラフについて調べてくる
グラフについて解説する
(復習：2時間)
指数関数の式でとりうるx, yの値や指数関数の式
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、 をグラフにする方法を復習する
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
対数関数の概念を説明し、式、 対数関数の式やグラフについて調べてくる
グラフについて解説する
(復習：2時間)
対数関数の式でとりうるx, yの値や指数関数の式
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、 をグラフにする方法を復習する
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
指数、対数関数を用いる応用問 指数、対数関数の概念を理解しておく
題の解法や考え方について解説
(復習：2時間)
する
指数、対数関数を用いた応用問題の解法について
復習する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
関数の式とグラフで、対称や逆 今まで学習した関数の式やグラフについて理解し
関数の関係について解説する ておく
(復習：2時間)
グラフが対称移動の関係になる関数の式の関係、
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、 逆関数となる関数の式の関係について復習する
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
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(予習：2時間)
[授業内容]
関数の式とグラフで、平行移動 今まで学習した関数の式やグラフについて理解し
ておく
の関係について解説する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
[授業内容]
総復習として今までの講義内容
について、特に重要なポイント
を解説する

(復習：2時間)
グラフが平行移動の関係になる関数の式の関係に
ついて復習する

(予習：3時間)
今まで学習した関数の式やグラフについて理解し
ておく

(復習：3時間)
本講義で学んだことについて復習をする
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
定期試験
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授業科目名
英語科目名

基礎の数学
Elementary Mathematics

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

廣津

信義

授業概要
[授業全体の内容]
スポーツの分野にも、数学や統計学などの数理科学の手法が多く利用されている。この授業では、スポーツ
健康科学部での学習にあたって必要となる基礎的な数学の概念の理解を深め、具体的な計算ができるようにす
る。
この授業では、基礎的な数学の問題を解いてもらい、数学の基礎を習得する。アクティブラーニングとして
、「数学とは何か」について討議したり、問題の解答についても学生同士の討議を通じて理解を進めていき、
並行して、基礎概念について学ぶ。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」を身につけるための科目の一つとして開
講され、スポーツ健康科学に関連するどの分野においても必要となり、専門性をもちかつ教養のある人材を育
成するための基盤となる。
[授業の到達目標]
１．スポーツ・健康科学を学ぶために必要となる数学の基礎概念が理解できる。
２．スポーツのモデル化やスポーツデータの分析に関する数学の基礎的な考え方が理解できる。
３．２次関数、指数・対数、微積分、ベクトル・行列、確率に関する計算ができる。
成績評価
[成績評価の基準]
１．スポーツ・健康科学を学ぶために必要となる数学の基礎概念を理解している（定期試験）。
２．スポーツのモデル化やスポーツデータの分析に関する数学の基礎的な考え方を理解している（定期試験）
。
３．２次関数、指数・対数、微積分、ベクトル・行列、確率に関する計算ができる（定期試験）。
４．毎回のレポート課題や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
[成績評価の方法]
期末試験（85％）、毎回の平常点（15％）を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
特になし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
１回の授業について、３分の２以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
プリント課題の内容は授業中にフィードバックする。定期試験後には要望があれば個別に解説を行う。
[テキスト・参考書等]
この科目では、必ず用意しなければならないテキストはありません。必要な資料は、授業中に、適宜配布しま
す。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：廣津信義
E‑mail:nhirotsu[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
［オフィスアワー］
日時：火曜日 13：10から:14:45
場所：1号館3階1327室
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約があった学生を優先します。
備考
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［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
廣津
(予習:１時間）シラバスを読み、他の基礎の数学
1
(授業内容）
授業の内容を把握するとともに の授業との違いを確認する。
、基礎的な数学の考え方を再認 （復習：１時間）ガイダンスを受け、自分にとっ
ての受講の意義を確認すること。
識する。
（授業方法）授業目的や評価方
法と授業の進め方を説明する。
基礎的な数学の考え方を提示し
解説する。
廣津
2
(授業内容）基礎学力テストを (予習:4時間）基礎学力テストの備え、出題範囲
について予習する。
受け、
受講生の数学に関する学力を認 （復習：2時間）基礎学力テストで誤った箇所に
ついて復習する。
識する。
（授業方法）基礎的な計算問題
を解いてもらい、自己採点する
。不明点は3名程度のグループ
で討議する。
廣津
(予習:2時間）プリントで配布した課題に取り組
3
(授業内容）
数学とは何かについてGr討論す む。
る。1次関数と2次関数の概念を （復習：２時間）問題の解答を読み、理解する。
把握し、1次関数、2次関数につ 1
次関数、２次関数についての不明点を調べる。
いての性質を理解する。
（授業方法）
数学とは何かについて４名程度
のグループで討論し、討議内容
をまとめ発表する。1次関数と2
次関数について、解説するとと
もに、問題を解いてもらい討議
する。
廣津
4
（授業内容）指数関数の概念を (予習:2時間）プリントで配布した課題に取り組
把握し、指数関数に関する計算 む。
（復習：２時間）問題の解答を読み、理解する。
ができるようになる。
指数関数についての不明点を調べる。
（授業方法）
指数関数について、解説すると
ともに、問題を解いてもらい討
議する。
廣津
5
（授業内容）対数関数の概念を (予習:2時間）プリントで配布した課題に取り組
把握し、対数関数に関する計算 む。
（復習：２時間）問題の解答を読み、理解する。
ができるようになる。
対数関数についての不明点を調べる。
（授業方法）
対数関数について、解説すると
ともに、問題を解いてもらい討
議する
廣津
6
(授業内容）バイオメカニクス (予習:2時間）プリントで配布した課題に取り組
などでも必要となるベクトルの む。
概念と計算規則を理解する。 （復習：２時間）計算問題の解答を読み、理解す
る。ベクトルについての不明点を調べる。
（授業方法）
ベクトルについて、解説すると
ともに、計算練習をする。
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(授業内容）バイオメカニクス
などでも必要となる行列の概念
と計算規則を理解する。
（授業方法）
行列について、解説するととも
に、計算練習をする。
(授業内容）行列と連立方程式
の関係を把握する。
（授業方法）行列と連立方程式
の解法の関係について解説する
。行列の計算規則で連立方程式
を解いてみる。
(授業内容）微分法の考え方を
理解し、導関数の意味と計算方
法を把握する。
（授業方法）微分法とその応用
について解説する。微分に関す
る問題を解き、討議する。
(授業内容）積分法の考え方を
理解し、原始関数の意味と定積
分の計算方法を把握する。
（授業方法）積分法とその応用
について解説する。積分に関す
る問題を解き、討議する。
(授業内容）場合の数や順列、
組み合わせについて数え上げる
ための公式を理解する。
（授業方法）場合の数・順列・
組み合わせにとその応用につい
て解説する。問題を解き、討議
する。
(授業内容）確率の概念を考察
するとともに、確率計算の方法
を理解する。
（授業方法）確率とその応用に
ついて解説する。問題を解き、
討議する。
(授業内容）期待値と分散、標
準偏差の意味を把握するととも
に、
と計算方法を理解する。
（授業方法）期待値と分散、標
準偏差について解説する。計算
練習を行う。
(授業内容）数学の応用の立場
から、マルコフ連鎖の考え方を
理解する。
（授業方法）マルコフ連鎖につ
いて解説する。計算事例を示し
討議する。
定期試験
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(予習:2時間）プリントで配布した課題に取り組
む。
（復習：２時間）計算問題の解答を読み、理解す
る。行列についての不明点を調べる。

(予習:2時間）プリントで配布した課題に取り組
む。
（復習：２時間）計算問題の解答を読み、理解す
る。連立方程式の解法についての不明点を調べる
。
(予習:2時間）プリントで配布した課題に取り組
む。
（復習：２時間）計算問題の解答を読み、理解す
る。微分法についての不明点を調べる。

(予習:2時間）プリントで配布した課題に取り組
む。
（復習：２時間）計算問題の解答を読み、理解す
る。積分法についての不明点を調べる。

(予習:2時間）プリントで配布した課題に取り組
む。
（復習：２時間）計算問題の解答を読み、理解す
る。場合の数・順列・組み合わせについての不明
点を調べる。

(予習:2時間）プリントで配布した課題に取り組
む。
（復習：２時間）計算問題の解答を読み、理解す
る。確率についての不明点を調べる。

(予習:2時間）プリントで配布した課題に取り組
む。
（復習：２時間）計算問題の解答を読み、理解す
る。期待値、分散、標準偏差についての不明点を
調べる。

(予習:4時間）プリントで配布した課題に取り組
む。
（復習：4時間）計算問題の解答を読み、理解す
る。マルコフ連鎖についての不明点を調べる。

授業科目名
英語科目名

基礎の数学
Elementary Mathematics

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

小宮根

文子

授業概要
[授業全体の内容]
近年のICTの発達により、多様な分野の様々な種類のデータを収集する事が簡単になり、それらをうまく活用
する事が重要になってきている
自分の考えに沿うように正しくデータを活用するためには、基本的な数学の知識として関数に関する知識とそ
れらを活かすための論理的思考が必須となっている
この授業では、関数(一次、二次、指数、対数)に関する本質的な理解及び応用方法、さらに数学の問題を解く
事によって得られる論理的思考の習得のために、関数に関する課題に取り組み解法を学ぶ
[授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付けるため
の科目の1つとして開講される
[授業の到達目標]
1.関数(一次、二次、指数、対数)について、概念を把握し、問題を解くことが出来る
成績評価
[成績評価の基準]
1.関数(一次、二次、指数、対数)について、それらに関する問題を解くことが出来る(定期試験)
2.授業態度や授業内での課題への取り組み状況によって受講態度を評価する(平常点)
[成績評価の方法]
定期試験(85％)、平常点(15%)を総合して評価する
履修における留意事項
[履修要件]
特になし
[履修上の注意(科目独自のルール)]
特になし
[課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法]
試験等の課題に対するフィードバックは、授業内の講義もしくはJ‑PASS上へ模範解答を掲示する事で行う
[テキスト・参考書等]
テキストは特に指定しないが、一般的な数学のテキスト等を参考にしてもよい
連絡先とオフィスアワー
[連絡先]
a‑komine[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に替えて下さい
[オフィスアワー]
事前にメールで日程を相談して(概ね水曜日12:05‑12:20, 16:30‑16:45)、
非常勤講師室で対応します
備考
[学修時間]
この授業は講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必要
とする内容をもって構成する
[その他]
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

1

小宮根

2
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3

小宮根

4

小宮根

5

小宮根

6

小宮根

(予習：2時間)
[授業内容]
ガイダンスとして、授業の目的 高校までの数学について見直しをする
、概要の解説、評価方法と授業
(復習：2時間)
の進め方を説明する
この授業の概要、授業目的や評価方法、授業の進
め方を理解し、高校までの数学でこの授業の概要
[授業方法]
スライドを用いて内容を説明す に関連する部分を復習する
る
高校までの数学の履修状況につ
いて、アンケートを実施する
(予習：2時間)
[授業内容]
一次関数の概念を説明し、式、 一次関数の式やグラフについて調べてくる
グラフについて解説する
(復習：2時間)
一次関数の式からグラフ、グラフから式にする方
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、 法を復習する
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
一次関数の応用について説明し 一次関数の概念を理解しておく
、考え方や例題について解説す
(復習：2時間)
る
一次関数を用いた応用問題の解法について復習す
る
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
二次関数の概念を説明し、式、 二次関数の式やグラフについて調べてくる
グラフについて解説する
(復習：2時間)
二次関数の式で、一般形から標準形にする方法、
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、 二次関数の式をグラフにする方法を復習する
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
二次関数の応用について説明し 二次関数の概念を理解しておく
、考え方や例題について解説す
(復習：2時間)
る
二次関数を用いた応用問題の解法について復習す
る
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
二次関数と二次方程式の解の判 二次方程式の解の判別式について調べてくる
別式の関係について解説する
(復習：2時間)
二次関数のグラフと解の判別式、二次関数と一次
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、 関数のグラフと解の判別式の関係について復習す
プリントの課題に取り組み理解 る
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
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(予習：2.5時間)
[授業内容]
指数法則について説明し、指数 指数法則について調べてくる
計算、指数の大小関係について
(復習：2.5時間)
解説する
指数法則を用いた計算について復習する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2.5時間)
[授業内容]
対数法則について説明し、対数 対数法則について調べてくる
計算、対数の大小関係について
(復習：2.5時間)
解説する
対数法則を用いた計算について復習する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
指数関数の概念を説明し、式、 指数関数の式やグラフについて調べてくる
グラフについて解説する
(復習：2時間)
指数関数の式でとりうるx, yの値や指数関数の式
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、 をグラフにする方法を復習する
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
対数関数の概念を説明し、式、 対数関数の式やグラフについて調べてくる
グラフについて解説する
(復習：2時間)
対数関数の式でとりうるx, yの値や指数関数の式
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、 をグラフにする方法を復習する
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
指数、対数関数を用いる応用問 指数、対数関数の概念を理解しておく
題の解法や考え方について解説
(復習：2時間)
する
指数、対数関数を用いた応用問題の解法について
復習する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
関数の式とグラフで、対称や逆 今まで学習した関数の式やグラフについて理解し
関数の関係について解説する ておく
(復習：2時間)
グラフが対称移動の関係になる関数の式の関係、
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、 逆関数となる関数の式の関係について復習する
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
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(予習：2時間)
[授業内容]
関数の式とグラフで、平行移動 今まで学習した関数の式やグラフについて理解し
ておく
の関係について解説する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
[授業内容]
総復習として今までの講義内容
について、特に重要なポイント
を解説する

(復習：2時間)
グラフが平行移動の関係になる関数の式の関係に
ついて復習する

(予習：3時間)
今まで学習した関数の式やグラフについて理解し
ておく

(復習：3時間)
本講義で学んだことについて復習をする
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
定期試験
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授業科目名
英語科目名

基礎の数学
Elementary Mathematics

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

小宮根

文子

授業概要
[授業全体の内容]
近年のICTの発達により、多様な分野の様々な種類のデータを収集する事が簡単になり、それらをうまく活用
する事が重要になってきている
自分の考えに沿うように正しくデータを活用するためには、基本的な数学の知識として関数に関する知識とそ
れらを活かすための論理的思考が必須となっている
この授業では、関数(一次、二次、指数、対数)に関する本質的な理解及び応用方法、さらに数学の問題を解く
事によって得られる論理的思考の習得のために、関数に関する課題に取り組み解法を学ぶ
[授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付けるため
の科目の1つとして開講される
[授業の到達目標]
1.関数(一次、二次、指数、対数)について、概念を把握し、問題を解くことが出来る
成績評価
[成績評価の基準]
1.関数(一次、二次、指数、対数)について、それらに関する問題を解くことが出来る(定期試験)
2.授業態度や授業内での課題への取り組み状況によって受講態度を評価する(平常点)
[成績評価の方法]
定期試験(85％)、平常点(15%)を総合して評価する
履修における留意事項
[履修要件]
特になし
[履修上の注意(科目独自のルール)]
特になし
[課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法]
試験等の課題に対するフィードバックは、授業内の講義もしくはJ‑PASS上へ模範解答を掲示する事で行う
[テキスト・参考書等]
テキストは特に指定しないが、一般的な数学のテキスト等を参考にしてもよい
連絡先とオフィスアワー
[連絡先]
a‑komine[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に替えて下さい
[オフィスアワー]
事前にメールで日程を相談して(概ね水曜日12:05‑12:20, 16:30‑16:45)、
非常勤講師室で対応します
備考
[学修時間]
この授業は講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必要
とする内容をもって構成する
[その他]
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
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(予習：2時間)
[授業内容]
ガイダンスとして、授業の目的 高校までの数学について見直しをする
、概要の解説、評価方法と授業
(復習：2時間)
の進め方を説明する
この授業の概要、授業目的や評価方法、授業の進
め方を理解し、高校までの数学でこの授業の概要
[授業方法]
スライドを用いて内容を説明す に関連する部分を復習する
る
高校までの数学の履修状況につ
いて、アンケートを実施する
(予習：2時間)
[授業内容]
一次関数の概念を説明し、式、 一次関数の式やグラフについて調べてくる
グラフについて解説する
(復習：2時間)
一次関数の式からグラフ、グラフから式にする方
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、 法を復習する
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
一次関数の応用について説明し 一次関数の概念を理解しておく
、考え方や例題について解説す
(復習：2時間)
る
一次関数を用いた応用問題の解法について復習す
る
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
二次関数の概念を説明し、式、 二次関数の式やグラフについて調べてくる
グラフについて解説する
(復習：2時間)
二次関数の式で、一般形から標準形にする方法、
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、 二次関数の式をグラフにする方法を復習する
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
二次関数の応用について説明し 二次関数の概念を理解しておく
、考え方や例題について解説す
(復習：2時間)
る
二次関数を用いた応用問題の解法について復習す
る
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
二次関数と二次方程式の解の判 二次方程式の解の判別式について調べてくる
別式の関係について解説する
(復習：2時間)
二次関数のグラフと解の判別式、二次関数と一次
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、 関数のグラフと解の判別式の関係について復習す
プリントの課題に取り組み理解 る
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
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(予習：2.5時間)
[授業内容]
指数法則について説明し、指数 指数法則について調べてくる
計算、指数の大小関係について
(復習：2.5時間)
解説する
指数法則を用いた計算について復習する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2.5時間)
[授業内容]
対数法則について説明し、対数 対数法則について調べてくる
計算、対数の大小関係について
(復習：2.5時間)
解説する
対数法則を用いた計算について復習する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
指数関数の概念を説明し、式、 指数関数の式やグラフについて調べてくる
グラフについて解説する
(復習：2時間)
指数関数の式でとりうるx, yの値や指数関数の式
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、 をグラフにする方法を復習する
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
対数関数の概念を説明し、式、 対数関数の式やグラフについて調べてくる
グラフについて解説する
(復習：2時間)
対数関数の式でとりうるx, yの値や指数関数の式
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、 をグラフにする方法を復習する
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
指数、対数関数を用いる応用問 指数、対数関数の概念を理解しておく
題の解法や考え方について解説
(復習：2時間)
する
指数、対数関数を用いた応用問題の解法について
復習する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
関数の式とグラフで、対称や逆 今まで学習した関数の式やグラフについて理解し
関数の関係について解説する ておく
(復習：2時間)
グラフが対称移動の関係になる関数の式の関係、
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、 逆関数となる関数の式の関係について復習する
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
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(予習：2時間)
[授業内容]
関数の式とグラフで、平行移動 今まで学習した関数の式やグラフについて理解し
ておく
の関係について解説する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
[授業内容]
総復習として今までの講義内容
について、特に重要なポイント
を解説する

(復習：2時間)
グラフが平行移動の関係になる関数の式の関係に
ついて復習する

(予習：3時間)
今まで学習した関数の式やグラフについて理解し
ておく

(復習：3時間)
本講義で学んだことについて復習をする
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
定期試験
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授業科目名
英語科目名

基礎の数学
Elementary Mathematics

授業形態
開講学期

講義

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

奥野

浩

授業概要
[授業全体の内容]
数学は「科学」を記述する言語であると言われている。スポーツ科学や健康科学においても、その内容を理
解し、表現するためには「数学」が不可欠である。
この講義では、有効数字・代表値・分散など数値処理の基本、方程式の考え方、さまざまな現象を表現する
のに必要となる基本的な関数（三角関数・対数関数・指数関数）の扱い方を学ぶ。
[授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養
、及びそれらの活用能力」を身に付ける。
[到達目標]
1. 数値を扱うための基礎知識として、有効数字を理解し、計算できる。
2. 統計学の基礎として代表値、確率、相関係数などについて説明し、計算できる。
3. 基本的な方程式を解ける。
4. 基本的な関数（三角関数、指数関数、対数関数）について、その意味を説明し、値を求められる。
5. グラフを描ける。
成績評価
[成績評基準]
1. 基本的な計算ができる。（定期試験）
2. 用語を説明できる。（定期試験）
3. 数学的な論述ができる。（定期試験）
4. 演習にきちんと取り組む。（平常点）
[成績評価の方法]
平常点（20%） 定期試験（80%）
履修における留意事項
[履修要件]
特になし。
[履修上の注意（科目独自ルール）]
30分以上の遅刻は、欠席扱いとする。遅刻および早退3回で、1回分の欠席と扱う。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
小試験は、次の回に模範解答を提示する。
試験については、J‑passにて模範解答および解説を配布する。
[テキスト・参考書]
独自のプリントを授業時に配布する。
参考書
高校のテキスト（数学Ⅰ、Ⅱ、A）
連絡先とオフィスアワー
[連絡先]
奥野浩
E‑mail: h‑okuno[at]juntendo.ac.jp ([at]を@に変更してください)
[オフィスアワー]
日時: 木曜日10:00‑12:30
備考
[学習時間]
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
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授業回数 担当
奥野浩
1

2

奥野浩

授業内容（授業方法を含む）
[授業内容]
この講義について

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
(予習：1時間）
高校時に学んだ集合についてまとめておくこと
。

[授業方法]
プリントとスライドを用いて (復習：２時間)
集合の記号について復習および練習問題を解く
講義を進める。
こと。
[キーワード]
集合、元、部分集合、補習合
(予習:2時間)
[授業内容]
誤差について調べておくこと。
有効数字
(復習:2時間)
[授業方法]
プリントとスライドを用いて 有効数字の練習問題を解くこと。
講義を進める。

3

奥野浩

[キーワード]
有効数字、誤差
[授業内容]
代表値

(予習:1時間)
最頻値および中央値について調べておくこと。

(復習:3時間)
[授業方法]
プリントとスライドを用いて 代表値の練習問題を解くこと。
講義を進める。

4

奥野浩

[キーワード]
平均値、中央値、最頻値
[授業内容]
分散

(予習：2時間)
標準偏差について調べておくこと。

(復習:2時間)
[授業方法]
プリントとスライドを用いて 練習問題で、与えられたデータの分散の値を求
めること。
講義を進める。

5

奥野浩

[キーワード]
分散、標準偏差
[授業内容]
場合の数

(予習:２時間)
順列と組み合わせの求め方について調べておく
こと。

[授業方法]
プリントとスライドを用いて (復習:２時間)
場合の数についての練習問題を解くこと。
講義を進める。

6

奥野浩

[キーワード]
順列、組み合わせ
[授業内容]
確率

(予習:２時間)
試行および事象について調べておくこと。

(復習:２時間)
[授業方法]
プリントとスライドを用いて 確率の練習問題を解くこと。
講義を進める。
[キーワード]
事象、大数の法則
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7

奥野浩

(予習:1時間)
条件付確率・相関係数について調べておくこと
。

[授業内容]
条件付き確率

[授業方法]
プリントとスライドを用いて (復習:２時間)
条件付確率の練習問題を解くこと。
講義を進める。

8

9

奥野浩

奥野浩

[キーワード]
条件付き確率
[授業内容]
演習

(予習:２時間)
これまでの復習をする。

[授業方法]
プリントの問題を解く。
[授業内容]
方程式

(復習: 4時間)
できなかった問題を解く。
(予習:２時間)
高校までの方程式について復習しておくこと。

(復習:２時間)
[授業方法]
プリントとスライドを用いて 方程式の練習問題を解くこと。
講義を進める。

10

11

奥野浩

奥野浩

[キーワード]
解、直線の方程式、円の方程
式
(予習:２時間)
[授業内容]
高校時にならった2次関数の復習をしておくこ
1次関数と2次関数
と。
[授業方法]
プリントとスライドを用いて (復習:２時間)
2次関数の練習問題を解くこと。
講義を進める。
[キーワード]
放物線
[授業内容]
三角関数

(予習:２時間)
高校時における三角関数の復習をしておくこと
。

[授業方法]
プリントとスライドを用いて (復習:２時間)
三角関数の練習問題を解くこと。
講義を進める。

12

奥野浩

[キーワード]
sin、cos、tan、加法定理
[授業内容]
指数関数

(予習:２時間)
指数法則について調べておくこと。

(復習:２時間)
[授業方法]
プリントとスライドを用いて 指数関数の練習問題を解くこと。
講義を進める。
[キーワード]
指数、有理数、実数、指数法
則
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13

奥野浩

(予習:２時間)
対数関数について調べておくこと。

[授業内容]
対数関数

(復習:２時間)
[授業方法]
プリントとスライドを用いて 対数関数の練習問題を解くこと。
講義を進める。

14

奥野浩

[キーワード]
逆関数、単調増加、単調減少
(予習:２時間)
[授業内容]
これまでの復習をする。
演習
[授業方法]
プリントの問題を解く。
定期試験
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(復習:5時間)
できなかった問題を解く。

授業科目名
英語科目名

基礎の数学
Elementary Mathematics

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

小宮根

文子

授業概要
[授業全体の内容]
近年のICTの発達により、多様な分野の様々な種類のデータを収集する事が簡単になり、それらをうまく活用
する事が重要になってきている
自分の考えに沿うように正しくデータを活用するためには、基本的な数学の知識として関数に関する知識とそ
れらを活かすための論理的思考が必須となっている
この授業では、関数(一次、二次、指数、対数)に関する本質的な理解及び応用方法、さらに数学の問題を解く
事によって得られる論理的思考の習得のために、関数に関する課題に取り組み解法を学ぶ
[授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付けるため
の科目の1つとして開講される
[授業の到達目標]
1.関数(一次、二次、指数、対数)について、概念を把握し、問題を解くことが出来る
成績評価
[成績評価の基準]
1.関数(一次、二次、指数、対数)について、それらに関する問題を解くことが出来る(定期試験)
2.授業態度や授業内での課題への取り組み状況によって受講態度を評価する(平常点)
[成績評価の方法]
定期試験(85％)、平常点(15%)を総合して評価する
履修における留意事項
[履修要件]
特になし
[履修上の注意(科目独自のルール)]
特になし
[課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法]
試験等の課題に対するフィードバックは、授業内の講義もしくはJ‑PASS上へ模範解答を掲示する事で行う
[テキスト・参考書等]
テキストは特に指定しないが、一般的な数学のテキスト等を参考にしてもよい
連絡先とオフィスアワー
[連絡先]
a‑komine[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に替えて下さい
[オフィスアワー]
事前にメールで日程を相談して(概ね水曜日12:05‑12:20, 16:30‑16:45)、
非常勤講師室で対応します
備考
[学修時間]
この授業は講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必要
とする内容をもって構成する
[その他]
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

1

小宮根

2

小宮根

3

小宮根

4

小宮根

5

小宮根

6

小宮根

(予習：2時間)
[授業内容]
ガイダンスとして、授業の目的 高校までの数学について見直しをする
、概要の解説、評価方法と授業
(復習：2時間)
の進め方を説明する
この授業の概要、授業目的や評価方法、授業の進
め方を理解し、高校までの数学でこの授業の概要
[授業方法]
スライドを用いて内容を説明す に関連する部分を復習する
る
高校までの数学の履修状況につ
いて、アンケートを実施する
(予習：2時間)
[授業内容]
一次関数の概念を説明し、式、 一次関数の式やグラフについて調べてくる
グラフについて解説する
(復習：2時間)
一次関数の式からグラフ、グラフから式にする方
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、 法を復習する
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
一次関数の応用について説明し 一次関数の概念を理解しておく
、考え方や例題について解説す
(復習：2時間)
る
一次関数を用いた応用問題の解法について復習す
る
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
二次関数の概念を説明し、式、 二次関数の式やグラフについて調べてくる
グラフについて解説する
(復習：2時間)
二次関数の式で、一般形から標準形にする方法、
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、 二次関数の式をグラフにする方法を復習する
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
二次関数の応用について説明し 二次関数の概念を理解しておく
、考え方や例題について解説す
(復習：2時間)
る
二次関数を用いた応用問題の解法について復習す
る
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
二次関数と二次方程式の解の判 二次方程式の解の判別式について調べてくる
別式の関係について解説する
(復習：2時間)
二次関数のグラフと解の判別式、二次関数と一次
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、 関数のグラフと解の判別式の関係について復習す
プリントの課題に取り組み理解 る
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
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7

小宮根

8

小宮根

9

小宮根

10

小宮根

11

小宮根

12

小宮根

(予習：2.5時間)
[授業内容]
指数法則について説明し、指数 指数法則について調べてくる
計算、指数の大小関係について
(復習：2.5時間)
解説する
指数法則を用いた計算について復習する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2.5時間)
[授業内容]
対数法則について説明し、対数 対数法則について調べてくる
計算、対数の大小関係について
(復習：2.5時間)
解説する
対数法則を用いた計算について復習する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
指数関数の概念を説明し、式、 指数関数の式やグラフについて調べてくる
グラフについて解説する
(復習：2時間)
指数関数の式でとりうるx, yの値や指数関数の式
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、 をグラフにする方法を復習する
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
対数関数の概念を説明し、式、 対数関数の式やグラフについて調べてくる
グラフについて解説する
(復習：2時間)
対数関数の式でとりうるx, yの値や指数関数の式
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、 をグラフにする方法を復習する
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
指数、対数関数を用いる応用問 指数、対数関数の概念を理解しておく
題の解法や考え方について解説
(復習：2時間)
する
指数、対数関数を用いた応用問題の解法について
復習する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
関数の式とグラフで、対称や逆 今まで学習した関数の式やグラフについて理解し
関数の関係について解説する ておく
(復習：2時間)
グラフが対称移動の関係になる関数の式の関係、
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、 逆関数となる関数の式の関係について復習する
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
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13

14

小宮根

小宮根

(予習：2時間)
[授業内容]
関数の式とグラフで、平行移動 今まで学習した関数の式やグラフについて理解し
ておく
の関係について解説する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
[授業内容]
総復習として今までの講義内容
について、特に重要なポイント
を解説する

(復習：2時間)
グラフが平行移動の関係になる関数の式の関係に
ついて復習する

(予習：3時間)
今まで学習した関数の式やグラフについて理解し
ておく

(復習：3時間)
本講義で学んだことについて復習をする
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説により今回
の内容を再確認する
定期試験
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授業科目名
英語科目名

統計学
Statistics

対象学年

2

科目責任者
科目担当者

廣津

3

授業形態
開講学期

講義
前期

単位数

2.0

信義

授業概要
[授業全体の内容]
統計学は、数値データを用いて定量的に現象を把握するだけでなく、相手を説得する際に必要となる学問であ
る。この授業では、統計学の基礎的な概念を理解するとともに、実データを基に統計計算することで、スポー
ツ健康科学部での卒業研究などで必要となる統計理論に関する理解を深める。
この授業では、母集団と標本、標本の特性値、確率分布、標本分布、推定、検定という用語や概念を講義す
るとともに、毎回アクティブラーニングとして、統計学の問題を解いてもらい、さらに学生同士の討議を通じ
て理解を深めていく。また、グループワークとしてインフォグラフィックの資料作成や統計分析を行い発表す
る。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」を身につけるための科目の一つとして開
講され、スポーツ健康科学に関連するどの分野においても必要となり、専門性をもちかつ教養のある人材を育
成するための基盤となる。
[授業の到達目標]
１．スポーツ健康科学にて必須となる統計学の専門用語を覚える。
２．測定や調査・実験にて得られたデータの解析にあたって、分散、標準偏差、標準得点など基本的な統計量
の計算ができる。
３．推定・検定など統計学で使われる基礎的な概念が理解できる。
４．相関や回帰分析に関する計算ができる。
成績評価
[成績評価の基準]
１．スポーツ・健康科学を学ぶために必要となる数学の基礎概念を理解している（定期試験）。
２．スポーツのモデル化やスポーツデータの分析に関する数学の基礎的な考え方を理解している（定期試験）
。
３．２次関数、指数・対数、微積分、ベクトル・行列、確率に関する計算ができる（定期試験）。
４．毎回のレポート課題や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
[成績評価の方法]
期末試験（85％）、毎回の平常点（15％）を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
特になし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
１回の授業について、３分の２以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
プリント課題の内容は授業中にフィードバックする。定期試験後には要望があれば個別に解説を行う。
[テキスト・参考書等]
この科目では、必ず用意しなければならないテキストはありません。必要な資料は、授業中に、適宜配布しま
す。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：廣津信義
E‑mail:nhirotsu[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
［オフィスアワー］
日時：火曜日 13：10から:14:45
場所：1号館3階1327室
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約があった学生を優先します。
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備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。

［その他］
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
廣津
1
(授業内容）
授業の内容を把握するとともに
、基礎的な統計学の考え方を理
解する。
（授業方法）
授業目的や評価方法と授業の進
め方を説明する。統計学の考え
方を提示し解説する。
廣津
2
(授業内容）
統計と統計学という用語の理解
を深める。データの収集方法に
ついて学習する。
（授業方法）
データの収集方法について解説
するとともに、練習問題を解い
てもらい３名程度のグループで
討議する。
廣津
3
(授業内容）
標本と母集団の概念を理解する
。データ整理の例として度数分
布表を作成できるようになる。
（授業方法）
標本と母集団の概念を解説する
。度数分布表の作成方法を示し
、具体的な例で作成してしてみ
る。
廣津
4
（授業内容）
記述統計として重要となるメジ
アン、モード、平均値、分散、
標準偏差を理解する。
（授業方法）
メジアン、モード、平均値、分
散、標準偏差の意味と計算方法
を解説する。例をもとに計算を
行う。インフォグラフィックに
ついて3名程度のグループで資
料作成し発表する。
廣津
5
（授業内容）
統計学の背後にある確率の概念
を把握する。
（授業方法）
確率の意味と計算方法を解説す
る。例をもとに計算計算を行う
。不明点については3名程度の
グループで討議する。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
(予習:2時間）シラバスを読み、「健康統計学」
の授業や他の授業との違いを確認する。
（復習：2時間）ガイダンスを受け、自分にとっ
ての受講の意義を確認すること。

(予習:3時間）プリントを読み、疑問点について
調べてくること。
（復習：3時間）プリント

(予習:2時間）プリントを読み、疑問点について
調べてくること。
（復習：2時間）プリント

(予習:2時間）インフォグラフィックスの資料を
作成する。
（復習：2時間）他Gｒの資料をよみ、理解を深め
ること。

(予習:2時間）プリントを読み、疑問点について
調べてくること。
（復習：2時間）プリントを再読し、理解を深め
ること。

6

廣津

7

廣津

8

廣津

9

廣津

10

廣津

11

廣津

（授業内容）
連続型の確率分布として最重要
である正規分布について学び、
正規分布を利用した計算方法を
習得する.
（授業方法）
正規分布について解説する。標
準得点や偏差値の計算を行う。
不明点については3名程度のグ
ループで討議する。
(授業内容）
離散型の確率分布として最重要
である二項分布について学び、
二項分布を利用した計算方法を
習得する.
（授業方法）
二項分布について解説する。問
題を解いて、不明点については
3名程度のグループで討議する
。
(授業内容）
母集団の平均値を推定するため
の区間推定の概念と計算手法を
理解する。
（授業方法）
中心極限定理と区間推定の概念
を説明する。具体的な計算手法
を例示する。不明点については
3名程度のグループで討議する
。
(授業内容）
母比率を推定するための区間推
定の概念と計算手法を理解する
。
（授業方法）
母比率の区間推定の考え方を説
明する。具体的な計算手法を例
示する。不明点については3名
程度のグループで討議する。
(授業内容）
検定の概念について学び、母平
均値の検定の方法を区間推定と
比較しながら学習する。
（授業方法）
検定の考え方を説明する。具体
的な計算手法を例示する。不明
点については3名程度のグルー
プで討議する。
〔授業内容］
(授業内容）
平均値の差の検定の方法を理解
する。
（授業方法）
平均値の差の検定の方法を説明
する。具体的な計算手法を例示
する。不明点については3名程
度のグループで討議する。
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(予習:2時間）プリントを読み、疑問点について
調べてくること。
（復習：2時間）プリントを再読し、理解を深め
ること。

(予習:2時間）プリントを読み、疑問点について
調べてくること。
（復習：2時間）プリントを再読し、理解を深め
ること。

(予習:2時間）プリントを読み、疑問点について
調べてくること。
（復習：2時間）プリントを再読し、理解を深め
ること。

(予習:2時間）プリントを読み、疑問点について
調べてくること。
（復習：2時間）プリントを再読し、理解を深め
ること。

(予習:2時間）プリントを読み、疑問点について
調べてくること。
（復習：2時間）プリントを再読し、理解を深め
ること。

(予習:2時間）プリントを読み、疑問点について
調べてくること。
（復習：2時間）プリントを再読し、理解を深め
ること。

12

廣津

13

廣津

14

廣津

（授業内容）
母比率の差の検定の方法を理解
する。発表会のための事前準備
を行う。
（授業方法）
母比率の差の検定の方法を説明
する。具体的な計算手法を例示
する。不明点については3名程
度のグループで討議する。グル
ープ発表の方法を説明する。
（授業内容）
相関の概念を学ぶとともに、相
関係数の算出法や、回帰式の決
定法について学習する。
（授業方法）
相関の概念を説明する。相関係
数の計算方法を例示する。回帰
分析の方法を提示し、計算手法
を例示する。不明点については
3名程度のグループで討議する
。
（授業内容）
授業で学んだ知識を基にグルー
プワークとして、統計分析を行
い、パワーポイントを用いて発
表する。
（授業方法）
3名程度のグループをトーナメ
ント方式で対戦する形で分析結
果を提示し、上位チームは全体
発表する。
定期試験
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(予習:2時間）プリントを読み、疑問点について
調べてくること。
（復習：2時間）プリントを再読し、理解を深め
ること。

(予習:2時間）プリントを読み、疑問点について
調べてくること。
（復習：2時間）プリントを再読し、理解を深め
ること。

(予習:3時間）授業の内容を復習し、発表会のた
めの準備を行う。
（復習：１時間）他Grの発表内容についての理解
を深めること。

授業科目名
英語科目名

心とからだの哲学
Body and Mind Philosophy

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

長沼

淳

授業概要
［授業の全体の内容］
哲学の営為に触れ、哲学的に考えるということの意味を理解する。
哲学とは、あらゆるものごとの基盤を問い返す試みである。したがってその対象は、人間の存在そのものとい
った根源的なものから日常生活でふと経験する些細なことまで非常に広い。
本講では、われわれの存在について様々な角度から、これまでの哲学的な議論を基にしつつ、分析し、新たな
視点を確保することを目指したい。あまりに当たり前すぎて考えてみることもしなかったような事象について
捉え返す作業を積み重ね、哲学的考察の方法を習得できるようにしたい。
こうした問いかけは、他者のみならず自らとの対話を求めるものであり、当然のことながらコミュニケーショ
ン能力や他者などと折り合いをつけながら生きるための基本的な視点を確保することになる。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、およびそれらの活用能力」を身につけるもの
である。
［授業の到達目標］
人間の生や生きるための具体的な営みを問い返すといった作業から、哲学的にものごとを考えるとはどのよう
なことなのかを理解できるようにする。そのうえで、自分の問題意識にそって、哲学的な考察ができるように
なることを第二の目標とする。
1.哲学という方法論を理解することができる。
2.世界の多様な存在様式について確認でき、それを幅広い他者理解につなげることができる。
3.他者との共存のためにコミュニケーションを通して調整することができる。
4.哲学的な理解を日常生活に応用、実践につなげることができる。
成績評価
［成績評価の基準］
・哲学的に考察することの、基本的な構造を理解できるか、レポート、定期テストで評価する。
・哲学的な考察を、自らの問題に応用できるか、授業後の小テスト、定期テストで評価する。
・上記応用に基づき、日常生活への実践方法を構想できるか、定期テストで評価する。
［成績評価の方法］
定期試験（80％）、レポート（15％）、小テスト（5％）を基本に総合的に評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
特に指定しない。
［履修上の注意］
「哲学的に考える」ということは簡単な問に見えて非常に難しい問題である。この授業を手がかりにして自ら
の生き方を振り返るきっかけとしてほしい。
［課題に対するフィードバックの方法］
レポートは翌週以降の講義後に評価や改善点を受講者に個別にフィードバックする。
定期試験については、次学期において評価、改善点をフィードバックする。
［テキスト・参考書等］
授業内において適宜紹介する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
連絡先は授業内に告知する。
［オフィスアワー］
日時：月曜の15:00から16:00、木曜の16:30から17:00
場所：1号館2階非常勤講師室
確実にコンタクトをとりたい場合は前日までメールにてアポイントメントをとること。
備考
［学修時間］
この授業は講義の授業形態による2単位の科目であり、授業25時間と予習復習時間30時間の合計55時間の学修
を必要とする内容から成り立つ。
［その他］
授業内容は受講生の要望に応じて変更する場合がある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
長沼
淳
1
（授業内容）
オリエンテーション
哲学とは何かを考える

2

3

4

5

6

7

長沼

長沼

長沼

長沼

長沼

長沼

淳

淳

淳

淳

淳

淳

（授業方法）
講義と小レポート作成を行う
（授業内容）
ロボットに心はあるか

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習）
必要なし
（復習：1時間）
哲学とは何かをまとめ、学びを深めること。
（予習：1時間）
配布プリントを確認しておくこと

（授業方法）
講義とその内容に応じた考察を
行う
（授業内容）
本当とは何か

（復習：1時間）
心を持つとはどういうことなのかについて考えを
深める
（予習：1時間）
予習：配布プリントを確認しておくこと。

（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考
察を行う
（授業内容）
同じもの、同じこと

（復習：1時間）
私が見ているものは私が見ている通りに存在する
のかについて、自らの考えをまとめる
（予習：1時間）
配布プリントを確認しておくこと。

（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考
察を行う
（授業内容）
見ることと考えること

（復習：1時間）
「同じ」とはどのようなことで「違う」というこ
とはどのようなことなのか自分の考えをまとめる
（予習：1時間）
配布プリントを確認しておくこと。

（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考
察を行う
（授業内容）
現実とは何か

（復習：1時間）
何も考えずにものを見ることはできるのかについ
て、自分の考えをまとめる
（予習：1時間）
配布プリントを確認しておくこと。

（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考
察を行う
（授業内容）
記憶について

（復習：1時間）
夢はなぜ取るに取らないものとされるのか、現実
とは何かについて自分を考えをまとめる。
（予習：1時間）
配布プリントを確認しておくこと

（復習：1時間）
（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考 記憶について、知覚とは何がどう異なるのかにつ
いて自分の考えをまとめる。
察を行う
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8

長沼

淳

9

長沼

淳

10

11

12

13

14

長沼

長沼

長沼

長沼

長沼

淳

淳

淳

淳

淳

（予習：1時間）
（授業内容）
私と他者とで何が同じで何が異 配布プリントを確認しておくこと
なるのか──私はなぜ特別な存
（復習：1時間）
在なのか
私の「特別さ」はこころや身体だけに由来するの
か、それ以外の要素はありうるのかについて自分
（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考 なりに考えてみる。
察を行う
（予習：1時間）
（授業内容）
事前配布資料を確認しておくこと。
独我論とは何か
（復習：1時間）
（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考 「私のことは誰にも理解できてはならない」とい
うウィトゲンシュタインの言葉の真意を考えるこ
察を行う
と。
（予習：1時間）
（授業内容）
配布プリントを確認しておくこと。
確率とは何か
（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考
察を行う
（授業内容）
名前と実体

（復習：1時間）
一回だけの出来事について確率計算をする意味を
自分なりにまとめること。
（予習：1時間）
配布プリントを確認しておくこと。

（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考
察を行う
（授業内容）
私らしさは私の中にあるか──
アイデンティティについて考え
る

（復習：1時間）
言葉が意味を持つということについて、それがど
ういうことなのかを考えること。
（予習：2時間）
配布プリントを確認しておくこと。
（復習：2時間）
アイデンティティ形成に関わる他者の存在の意義
について自分なりに考えること。

（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考
察を行う
（予習：1時間）
（授業内容）
配布プリントを確認しておくこと。
主観は客観的になりうるか
（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考
察を行う
（授業内容）
哲学を哲学的に考える

（復習：1時間）
言葉の意味が自分の思い通りに他者に伝わるのは
なぜなのかを自分なりにまとめること。
（予習：1時間）
配布プリントを確認しておくこと。

（復習：1時間）
（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考 試験の課題をしっかり考えておくこと。
察を行う
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授業科目名
英語科目名

心とからだの哲学
Body and Mind Philosophy

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

長沼

淳

授業概要
［授業の全体の内容］
哲学の営為に触れ、哲学的に考えるということの意味を理解する。
哲学とは、あらゆるものごとの基盤を問い返す試みである。したがってその対象は、人間の存在そのものとい
った根源的なものから日常生活でふと経験する些細なことまで非常に広い。
本講では、われわれの存在について様々な角度から、これまでの哲学的な議論を基にしつつ、分析し、新たな
視点を確保することを目指したい。あまりに当たり前すぎて考えてみることもしなかったような事象について
捉え返す作業を積み重ね、哲学的考察の方法を習得できるようにしたい。
こうした問いかけは、他者のみならず自らとの対話を求めるものであり、当然のことながらコミュニケーショ
ン能力や他者などと折り合いをつけながら生きるための基本的な視点を確保することになる。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、およびそれらの活用能力」を身につけるもの
である。
［授業の到達目標］
人間の生や生きるための具体的な営みを問い返すといった作業から、哲学的にものごとを考えるとはどのよう
なことなのかを理解できるようにする。そのうえで、自分の問題意識にそって、哲学的な考察ができるように
なることを第二の目標とする。
1.哲学という方法論を理解することができる。
2.世界の多様な存在様式について確認でき、それを幅広い他者理解につなげることができる。
3.他者との共存のためにコミュニケーションを通して調整することができる。
4.哲学的な理解を日常生活に応用、実践につなげることができる。
成績評価
［成績評価の基準］
・哲学的に考察することの、基本的な構造を理解できるか、レポート、定期テストで評価する。
・哲学的な考察を、自らの問題に応用できるか、授業後の小テスト、定期テストで評価する。
・上記応用に基づき、日常生活への実践方法を構想できるか、定期テストで評価する。
［成績評価の方法］
定期試験（80％）、レポート（15％）、小テスト（5％）を基本に総合的に評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
特に指定しない。
［履修上の注意］
「哲学的に考える」ということは簡単な問に見えて非常に難しい問題である。この授業を手がかりにして自ら
の生き方を振り返るきっかけとしてほしい。
［課題に対するフィードバックの方法］
レポートは翌週以降の講義後に評価や改善点を受講者に個別にフィードバックする。
定期試験については、次学期において評価、改善点をフィードバックする。
［テキスト・参考書等］
授業内において適宜紹介する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
連絡先は授業内に告知する。
［オフィスアワー］
日時：前期; 月曜の15:00から16:00、木曜の16:30から17:00、後期; 木曜の16:30から17:00
場所：1号館2階非常勤講師室
確実にコンタクトをとりたい場合は前日までメールにてアポイントメントをとること。
備考
［学修時間］
この授業は講義の授業形態による2単位の科目であり、授業25時間と予習復習時間30時間の合計55時間の学修
を必要とする内容から成り立つ。
［その他］
授業内容は受講生の要望に応じて変更する場合がある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
長沼
淳
1
（授業内容）
オリエンテーション
哲学とは何かを考える

2

3

4

5

6

7

長沼

長沼

長沼

長沼

長沼

長沼

淳

淳

淳

淳

淳

淳

（授業方法）
講義と小レポート作成を行う
（授業内容）
ロボットに心はあるか

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習）
必要なし
（復習：1時間）
哲学とは何かをまとめ、学びを深めること。
（予習：1時間）
配布プリントを確認しておくこと

（授業方法）
講義とその内容に応じた考察を
行う
（授業内容）
本当とは何か

（復習：1時間）
心を持つとはどういうことなのかについて考えを
深める
（予習：1時間）
予習：配布プリントを確認しておくこと。

（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考
察を行う
（授業内容）
同じもの、同じこと

（復習：1時間）
私が見ているものは私が見ている通りに存在する
のかについて、自らの考えをまとめる
（予習：1時間）
配布プリントを確認しておくこと。

（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考
察を行う
（授業内容）
見ることと考えること

（復習：1時間）
「同じ」とはどのようなことで「違う」というこ
とはどのようなことなのか自分の考えをまとめる
（予習：1時間）
配布プリントを確認しておくこと。

（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考
察を行う
（授業内容）
現実とは何か

（復習：1時間）
何も考えずにものを見ることはできるのかについ
て、自分の考えをまとめる
（予習：1時間）
配布プリントを確認しておくこと。

（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考
察を行う
（授業内容）
記憶について

（復習：1時間）
夢はなぜ取るに取らないものとされるのか、現実
とは何かについて自分を考えをまとめる。
（予習：1時間）
配布プリントを確認しておくこと

（復習：1時間）
（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考 記憶について、知覚とは何がどう異なるのかにつ
いて自分の考えをまとめる。
察を行う
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8

長沼

淳

9

長沼

淳

10

11

12

13

14

長沼

長沼

長沼

長沼

長沼

淳

淳

淳

淳

淳

（予習：1時間）
（授業内容）
私と他者とで何が同じで何が異 配布プリントを確認しておくこと
なるのか──私はなぜ特別な存
（復習：1時間）
在なのか
私の「特別さ」はこころや身体だけに由来するの
か、それ以外の要素はありうるのかについて自分
（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考 なりに考えてみる。
察を行う
（予習：1時間）
（授業内容）
事前配布資料を確認しておくこと。
独我論とは何か
（復習：1時間）
（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考 「私のことは誰にも理解できてはならない」とい
うウィトゲンシュタインの言葉の真意を考えるこ
察を行う
と。
（予習：1時間）
（授業内容）
配布プリントを確認しておくこと。
確率とは何か
（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考
察を行う
（授業内容）
名前と実体

（復習：1時間）
一回だけの出来事について確率計算をする意味を
自分なりにまとめること。
（予習：1時間）
配布プリントを確認しておくこと。

（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考
察を行う
（授業内容）
私らしさは私の中にあるか──
アイデンティティについて考え
る

（復習：1時間）
言葉が意味を持つということについて、それがど
ういうことなのかを考えること。
（予習：2時間）
配布プリントを確認しておくこと。
（復習：2時間）
アイデンティティ形成に関わる他者の存在の意義
について自分なりに考えること。

（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考
察を行う
（予習：1時間）
（授業内容）
配布プリントを確認しておくこと。
主観は客観的になりうるか
（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考
察を行う
（授業内容）
哲学を哲学的に考える

（復習：1時間）
言葉の意味が自分の思い通りに他者に伝わるのは
なぜなのかを自分なりにまとめること。
（予習：1時間）
配布プリントを確認しておくこと。

（復習：1時間）
（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考 試験の課題をしっかり考えておくこと。
察を行う
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授業科目名
英語科目名

心とからだの哲学
Body and Mind Philosophy

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

長沼

淳

授業概要
［授業の全体の内容］
哲学の営為に触れ、哲学的に考えるということの意味を理解する。
哲学とは、あらゆるものごとの基盤を問い返す試みである。したがってその対象は、人間の存在そのものとい
った根源的なものから日常生活でふと経験する些細なことまで非常に広い。
本講では、われわれの存在について様々な角度から、これまでの哲学的な議論を基にしつつ、分析し、新たな
視点を確保することを目指したい。あまりに当たり前すぎて考えてみることもしなかったような事象について
捉え返す作業を積み重ね、哲学的考察の方法を習得できるようにしたい。
こうした問いかけは、他者のみならず自らとの対話を求めるものであり、当然のことながらコミュニケーショ
ン能力や他者などと折り合いをつけながら生きるための基本的な視点を確保することになる。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、およびそれらの活用能力」を身につけるもの
である。
［授業の到達目標］
人間の生や生きるための具体的な営みを問い返すといった作業から、哲学的にものごとを考えるとはどのよう
なことなのかを理解できるようにする。そのうえで、自分の問題意識にそって、哲学的な考察ができるように
なることを第二の目標とする。
1.哲学という方法論を理解することができる。
2.世界の多様な存在様式について確認でき、それを幅広い他者理解につなげることができる。
3.他者との共存のためにコミュニケーションを通して調整することができる。
4.哲学的な理解を日常生活に応用、実践につなげることができる。
成績評価
［成績評価の基準］
・哲学的に考察することの、基本的な構造を理解できるか、レポート、定期テストで評価する。
・哲学的な考察を、自らの問題に応用できるか、授業後の小テスト、定期テストで評価する。
・上記応用に基づき、日常生活への実践方法を構想できるか、定期テストで評価する。
［成績評価の方法］
定期試験（80％）、レポート（15％）、小テスト（5％）を基本に総合的に評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
特に指定しない。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
「哲学的に考える」ということは簡単な問に見えて非常に難しい問題である。この授業を手がかりにして自ら
の生き方を振り返るきっかけとしてほしい。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
レポートは翌週以降の講義後に評価や改善点を受講者に個別にフィードバックする。
定期試験については、次学期において評価、改善点をフィードバックする。
［テキスト・参考書等］
授業内において適宜紹介する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
連絡先は授業内に告知する。
［オフィスアワー］
日時：月曜の15:00から16:00、木曜の16:30から17:00
場所：1号館2階非常勤講師室
確実にコンタクトをとりたい場合は前日までメールにてアポイントメントをとること。
備考
［学修時間］
この授業は講義の授業形態による2単位の科目であり、授業25時間と予習復習時間30時間の合計55時間の学修
を必要とする内容から成り立つ。
［その他］
本講義は医療看護学部開講科目であるため、授業内容がそれに配慮したものとなることもある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
長沼
淳
（予習）
1
（授業内容）
必要なし
オリエンテーション
哲学とは何かを考える
（復習：1時間）
哲学とは何かをまとめ、学びを深めること。
（授業方法）
講義と小レポート作成を行う
長沼 淳
（予習：1時間）
2
（授業内容）
配布プリントを確認しておくこと
ロボットに心はあるか

3

4

5

6

7

長沼

長沼

長沼

長沼

長沼

淳

淳

淳

淳

淳

（授業方法）
講義とその内容に応じた考察を
行う
（授業内容）
本当とは何か

（復習：1時間）
心を持つとはどういうことなのかについて考えを
深める
（予習：1時間）
予習：配布プリントを確認しておくこと。

（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考
察を行う
（授業内容）
同じもの、同じこと

（復習：1時間）
私が見ているものは私が見ている通りに存在する
のかについて、自らの考えをまとめる
（予習：1時間）
配布プリントを確認しておくこと。

（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考
察を行う
（授業内容）
見ることと考えること

（復習：1時間）
「同じ」とはどのようなことで「違う」というこ
とはどのようなことなのか自分の考えをまとめる
（予習：1時間）
配布プリントを確認しておくこと。

（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考
察を行う
（授業内容）
現実とは何か

（復習：1時間）
何も考えずにものを見ることはできるのかについ
て、自分の考えをまとめる
（予習：1時間）
配布プリントを確認しておくこと。

（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考
察を行う
（授業内容）
記憶について

（復習：1時間）
夢はなぜ取るに取らないものとされるのか、現実
とは何かについて自分を考えをまとめる。
（予習：1時間）
配布プリントを確認しておくこと

（復習：1時間）
（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考 記憶について、知覚とは何がどう異なるのかにつ
いて自分の考えをまとめる。
察を行う

554

8

長沼

淳

9

長沼

淳

10

11

12

13

14

長沼

長沼

長沼

長沼

長沼

淳

淳

淳

淳

淳

（予習：1時間）
（授業内容）
私と他者とで何が同じで何が異 配布プリントを確認しておくこと
なるのか──私はなぜ特別な存
（復習：1時間）
在なのか
私の「特別さ」はこころや身体だけに由来するの
か、それ以外の要素はありうるのかについて自分
（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考 なりに考えてみる。
察を行う
（予習：1時間）
（授業内容）
事前配布資料を確認しておくこと。
独我論とは何か
（復習：1時間）
（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考 「私のことは誰にも理解できてはならない」とい
うウィトゲンシュタインの言葉の真意を考えるこ
察を行う
と。
（予習：1時間）
（授業内容）
配布プリントを確認しておくこと。
確率とは何か
（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考
察を行う
（授業内容）
名前と実体

（復習：1時間）
一回だけの出来事について確率計算をする意味を
自分なりにまとめること。
（予習：1時間）
配布プリントを確認しておくこと。

（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考
察を行う
（授業内容）
私らしさは私の中にあるか──
アイデンティティについて考え
る

（復習：1時間）
言葉が意味を持つということについて、それがど
ういうことなのかを考えること。
（予習：2時間）
配布プリントを確認しておくこと。
（復習：2時間）
アイデンティティ形成に関わる他者の存在の意義
について自分なりに考えること。

（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考
察を行う
（予習：1時間）
（授業内容）
配布プリントを確認しておくこと。
主観は客観的になりうるか
（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考
察を行う
（授業内容）
哲学を哲学的に考える

（復習：1時間）
言葉の意味が自分の思い通りに他者に伝わるのは
なぜなのかを自分なりにまとめること。
（予習：1時間）
配布プリントを確認しておくこと。

（復習：1時間）
（授業方法）
講義とその内容に基づき各自考 試験の課題をしっかり考えておくこと。
察を行う

555

授業科目名
英語科目名

社会学
Sociology

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

渡

正

授業概要
[授業全体の内容]
現代社会を取り巻く課題は数多く存在し、それらは私たちの身近なことから、国家規模の問題、世界全体の
問題にまで拡がっている。社会学の授業では、これら現代社会における諸課題とその背景知識について学ぶ。
また、様々な社会的課題を考察するための社会学的理論について学ぶ。
講義と設定されたワークによって社会学の基礎を学ぶ他、現代の社会的課題についてのグループディスカッ
ションと発表を行い、理解を深める。また、授業内・授業外の学修全般でJ‑Passその他のICTを活用する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は現代社会の課題を考察するための社会学的知識の修得を通して、「スポーツ健康科学を中心とし
た幅広い知識と教養、およびそれらの活用能力」という学位授与方針の達成に寄与する科目の1つとして開講
される。
[授業の到達目標]
1.現代社会における課題を理解し、それが生起する背景的な問題を理解できる。
2.現代社会における課題を考えるための社会学的理論／知識を理解し説明できる。
3.現代社会における課題を社会学的な観点から解釈し、自らの考えとしてまとめる事ができる。
成績評価
[成績評価の基準]
1.現代社会における課題とその背景的問題を把握することができる（ワークシート）
2.現代社会における課題を理解するための社会学知識を理解している（小テスト・定期試験）
3.現代社会における課題を社会学的な観点から考察することができる（課題レポート）
4.その他、学習意欲や態度や取り組みを小テスト、提出された課題、ワークシートで評価する（平常点）
[成績評価の方法]
定期試験（筆記）30％、課題レポート20％、提出されたワークシート30％、少テスト10％、その他課題の取り
組み状況10％（平常点）
履修における留意事項
[履修要件]
特になし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
本授業では、毎回、ICTを用いてワークの提出などを行う。そのためタブレットPC、ノートPCなどインター
ネットにアクセスし作業のできる機器を持ち込むことを推奨する。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業内にて返却し、模範解答やポイントを提示し、解説する。定期試験・レポート課題については、希望す
る者には内容の解説等を行う。
[テキスト・参考書等]
授業・準備学習に関わる必要な資料は、授業中に適宜配布するか、J‑Pass上にアップロードしますので、各
自ダウンロードしてください。
友枝俊雄・浜日出夫・山田真茂留編（2017）『社会学の力：最重要概念・命題集』有斐閣.
西澤晃彦・渋谷望（2008）『社会学をつかむ」有斐閣.
ギデンズ.A（2009）『社会学第5版』而立書房.
上記は必ず用意しなければならないテキストではありませんが、レポート作成や準備学習の参考図書です。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：渡 正
E‑mail: t‑watari[at]juntendo.ac.jp（[at]を＠に変更してください）
［オフィスアワー］
日時：日時:13:00〜14:30
場所: 1号館3階1321室（スポーツ社会学研究室）
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約してくれた学生を優先するので、前日までにE‑mailやJ‑Pa
ssから予約してください。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習60時間の計90時間の学
修を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
渡 正（以下同） ［授業内容］
1
テーマ：社会学的想像力とは
社会学の基本的な考え方を紹介
する。

2

3

［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義形式で行う。提示されたワー
クを行い、提出する。
［授業内容］
テーマ：近代社会の成立と社会
学
大きな社会変動であった近代社
会の成立と、それを分析する学
としての社会学をコント・デュ
ルケーム・ウェーバーの学説か
ら考える
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義形式で行う。提示されたワー
クを行い、提出する。
［授業内容］
テーマ：日常的行為の社会学
ゴフマンによる日常的行為の社
会学から、およびエスノメソド
ロジーの会話分析から、私たち
の日常的行為がいかに成り立っ
ているかを解説する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

4

5

［授業内容］
テーマ：制度場面のコミュニケ
ーション
地位―役割理論とIRE連鎖など
「ワークの実践」について解説
する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：教育制度と教育機能の
社会学
現代社会における能力主義と学
校教育の社会化／選抜・配分機
能について解説し、学校教育の
歴史とその機能について理解を
深める。

6

［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：少子高齢化社会の諸相
人口動態および出生率、未婚化
・晩婚化、諸国の対応などにつ
いて解説し、現代日本における
少子高齢化問題について理解す
る。

7

［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：貧困問題とは
絶対的貧困、相対的貧困、相対
的剥奪やジニ係数について解説
し、現代の格差社会の進展と日
本の貧困問題について理解する
。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
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（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

8

9

［授業内容］
テーマ：社会的排除
社会階層論、社会的排除につい
て解説し、日本における差別（
部落・地域）の問題について理
解する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：ジェンダーとセクシュ
アリティの多様性
ジェンダー、セクシュアリティ
、セクシュアル・マイノリティ
について解説し、マジョリティ
からの抑圧と性の多様性につい
てのフェミニズム理論を理解す
る。

10

［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：障害の社会学
ICF、障害の個人モデル、障害
の社会モデル、共生社会につい
て解説し、障害とは何か、共生
社会とは何かについて理解する
。

11

［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：民族とナショナリズム
民族、国民、国民国家、ナショ
ナリズムなどについて、B・ア
ンダーソンの「想像の共同体」
論の視点から解説する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
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（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

12

13

14

［授業内容］
テーマ：メディアはメッセージ
である
エンコーディング／デコーディ
ング、ホット／クールメディア
、メディアの機能分析（順機能
・逆機能）などについて解説し
、現代社会の各メディアの特徴
と機能について理解する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：グローバリゼーション
グローバリゼーション、新自由
主義、多文化主義、福祉国家な
ど、現代社会のグローバル化の
状況を解説し、グローバル化に
伴う経済・社会・政治・文化の
問題について理解する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：現代社会の諸相
消費社会（記号消費）や、ポス
トモダン、データベース型社会
や生権力など、現代社会で生起
する事象を考えるための諸理論
を解説する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
定期試験
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（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

授業科目名
英語科目名

社会学
Sociology

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

渡

正

授業概要
[授業全体の内容]
現代社会を取り巻く課題は数多く存在し、それらは私たちの身近なことから、国家規模の問題、世界全体の
問題にまで拡がっている。社会学の授業では、これら現代社会における諸課題とその背景知識について学ぶ。
また、様々な社会的課題を考察するための社会学的理論について学ぶ。
講義と設定されたワークによって社会学の基礎を学ぶ他、現代の社会的課題についてのグループディスカッ
ションと発表を行い、理解を深める。また、授業内・授業外の学修全般でJ‑Passその他のICTを活用する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は現代社会の課題を考察するための社会学的知識の修得を通して、「スポーツ健康科学を中心とし
た幅広い知識と教養、およびそれらの活用能力」という学位授与方針の達成に寄与する科目の1つとして開講
される。
[授業の到達目標]
1.現代社会における課題を理解し、それが生起する背景的な問題を理解できる。
2.現代社会における課題を考えるための社会学的理論／知識を理解し説明できる。
3.現代社会における課題を社会学的な観点から解釈し、自らの考えとしてまとめる事ができる。
成績評価
[成績評価の基準]
1.現代社会における課題とその背景的問題を把握することができる（ワークシート）
2.現代社会における課題を理解するための社会学知識を理解している（小テスト・定期試験）
3.現代社会における課題を社会学的な観点から考察することができる（課題レポート）
4.その他、学習意欲や態度や取り組みを小テスト、提出された課題、ワークシートで評価する（平常点）
[成績評価の方法]
定期試験（筆記）30％、課題レポート20％、提出されたワークシート30％、少テスト10％、その他課題の取り
組み状況10％（平常点）
履修における留意事項
[履修要件]
特になし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
本授業では、毎回、ICTを用いてワークの提出などを行う。そのためタブレットPC、ノートPCなどインター
ネットにアクセスし作業のできる機器を持ち込むことを推奨する。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業内にて返却し、模範解答やポイントを提示し、解説する。定期試験・レポート課題については、希望す
る者には内容の解説等を行う。
[テキスト・参考書等]
授業・準備学習に関わる必要な資料は、授業中に適宜配布するか、J‑Pass上にアップロードしますので、各
自ダウンロードしてください。
友枝俊雄・浜日出夫・山田真茂留編（2017）『社会学の力：最重要概念・命題集』有斐閣.
西澤晃彦・渋谷望（2008）『社会学をつかむ」有斐閣.
ギデンズ.A（2009）『社会学第5版』而立書房.
上記は必ず用意しなければならないテキストではありませんが、レポート作成や準備学習の参考図書です。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：渡 正
E‑mail: t‑watari[at]juntendo.ac.jp（[at]を＠に変更してください）
［オフィスアワー］
日時：日時:13:00〜14:30
場所: 1号館3階1321室（スポーツ社会学研究室）
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約してくれた学生を優先するので、前日までにE‑mailやJ‑Pa
ssから予約してください。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習60時間の計90時間の学
修を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
渡 正（以下同） ［授業内容］
1
テーマ：社会学的想像力とは
社会学の基本的な考え方を紹介
する。

2

3

［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義形式で行う。提示されたワー
クを行い、提出する。
［授業内容］
テーマ：近代社会の成立と社会
学
大きな社会変動であった近代社
会の成立と、それを分析する学
としての社会学をコント・デュ
ルケーム・ウェーバーの学説か
ら考える
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義形式で行う。提示されたワー
クを行い、提出する。
［授業内容］
テーマ：日常的行為の社会学
ゴフマンによる日常的行為の社
会学から、およびエスノメソド
ロジーの会話分析から、私たち
の日常的行為がいかに成り立っ
ているかを解説する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

4

5

［授業内容］
テーマ：制度場面のコミュニケ
ーション
地位―役割理論とIRE連鎖など
「ワークの実践」について解説
する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：教育制度と教育機能の
社会学
現代社会における能力主義と学
校教育の社会化／選抜・配分機
能について解説し、学校教育の
歴史とその機能について理解を
深める。

6

［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：少子高齢化社会の諸相
人口動態および出生率、未婚化
・晩婚化、諸国の対応などにつ
いて解説し、現代日本における
少子高齢化問題について理解す
る。

7

［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：貧困問題とは
絶対的貧困、相対的貧困、相対
的剥奪やジニ係数について解説
し、現代の格差社会の進展と日
本の貧困問題について理解する
。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
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（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

8

9

［授業内容］
テーマ：社会的排除
社会階層論、社会的排除につい
て解説し、日本における差別（
部落・地域）の問題について理
解する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：ジェンダーとセクシュ
アリティの多様性
ジェンダー、セクシュアリティ
、セクシュアル・マイノリティ
について解説し、マジョリティ
からの抑圧と性の多様性につい
てのフェミニズム理論を理解す
る。

10

［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：障害の社会学
ICF、障害の個人モデル、障害
の社会モデル、共生社会につい
て解説し、障害とは何か、共生
社会とは何かについて理解する
。

11

［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：民族とナショナリズム
民族、国民、国民国家、ナショ
ナリズムなどについて、B・ア
ンダーソンの「想像の共同体」
論の視点から解説する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。

564

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

12

13

14

［授業内容］
テーマ：メディアはメッセージ
である
エンコーディング／デコーディ
ング、ホット／クールメディア
、メディアの機能分析（順機能
・逆機能）などについて解説し
、現代社会の各メディアの特徴
と機能について理解する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：グローバリゼーション
グローバリゼーション、新自由
主義、多文化主義、福祉国家な
ど、現代社会のグローバル化の
状況を解説し、グローバル化に
伴う経済・社会・政治・文化の
問題について理解する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：現代社会の諸相
消費社会（記号消費）や、ポス
トモダン、データベース型社会
や生権力など、現代社会で生起
する事象を考えるための諸理論
を解説する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
定期試験
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（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

授業科目名
英語科目名

心理学
Psychology

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

村山

憲男

授業概要
【授業全体の内容】
心理学は一般に「心の科学」とされており、その領域には、人間の情報処理過程を扱う認知心理学や、生涯
発達の過程を扱う発達心理学、現場でのカウンセリングや検査などを扱う臨床心理学など、様々な種類がある
。本科目は、心理学の基本的な内容を理解することが目標であるが、さらに、実生活のほか教育現場や医療現
場などで実際に役立つ応用的な内容も積極的に取り扱っていく。たとえば、情報処理過程の一部である記憶の
メカニズムについて解説し、国家試験等にも有用な効率的な記憶なども紹介する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
本科目では、記憶のメカニズムなどのほか、対人コミュニケーションや、生涯発達、ストレスなどの特徴に
ついて取り扱う。また、カウンセリングなど臨床心理学に関係した内容も紹介する。これらの内容から、協働
で課題を解決するために必要なコミュニケーション能力や、心理的健康、人づくり・社会づくりへの貢献など
に関する知識の獲得を目指す。
【授業の到達目標】
１．人間の情報処理過程を理解し説明できる。
２．人間の対人コミュニケーションの特徴を理解し説明できる。
３．人間の生涯発達の特徴を理解し説明できる。
４．臨床心理学の概論を理解し説明できる。
成績評価
【成績評価の基準】
１．人間の情報処理過程を理解し説明できる。（定期試験）
２．人間の対人コミュニケーションの特徴を理解し説明できる。（定期試験）
３．人間の生涯発達の特徴を理解し説明できる。（定期試験）
４．臨床心理学の概論を理解し説明できる。（定期試験）
【成績評価の方法】
定期試験（筆記）100％。ただし、受講態度がふさわしくなく、改善が認められない場合、減点する。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
ノートを必ず持参すること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業で解説する。
【テキスト・参考書等】
特にないが、ノートを必ず持参すること。資料等は必要に応じて適宜配布する。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：村山憲男
E‑mail：n‑murayama [at] juntendo‑u.ac.jp
※[at]を@に変更。順天堂大学でのメールアドレスは授業内で伝達する。
【オフィスアワー】
日時：月曜日12:10から12:45
場所：授業内で伝達する。
他の学生の相談時間と重複しないようにするため、できるだけ前週までにE‑mailで予約すること。
備考
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【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
【その他】
授業のなかで、4年生や大学院生などによる質問紙調査を行う場合がある。参加することによって、質問紙調
査研究の実際を体験することができ、心理学を学ぶ上でメリットとなる。
しかし、参加・不参加は履修者本人の自由であり、参加・不参加および回答内容などによる成績への影響は一
切ない。
履修者本人・保護者が調査研究への参加を希望しない場合、および、参加したものの研究での使用を希望しな
い場合、講義内やメールなどでその旨を科目責任者まで連絡すること。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
村山 憲男
【予習：0時間】
1
（授業内容）
オリエンテーションとして、授
業の目的と概要、成績評価、履 【復習：2時間】
修上の注意について説明する。 心理学の全体像について、学んだ知識を整理して
また、心理学の全体像について おく。
、最近のテーマを含めて解説す
る。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山 憲男
【予習：2時間】
2
（授業内容）
認知心理学：記憶①として、記 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
憶のメカニズムや種類について 【復習：2時間】
記憶のメカニズムや種類について、学んだ知識を
解説する。
整理しておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山 憲男
【予習：2時間】
3
（授業内容）
認知心理学：記憶②として、効 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
率的な記憶について、実践的な 【復習：2時間】
授業で紹介した効率的な記憶について、学んだ知
内容を解説する。
識を整理しておくとともに、他の授業などでも実
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って 践してみる。
講義を進める。
村山
憲男
【予習：2時間】
4
（授業内容）
社会心理学：対人コミュニケー 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
ションの特徴について解説する 【復習：2時間】
対人コミュニケーションの特徴について、学んだ
。
知識を整理しておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山 憲男
【予習：2時間】
5
（授業内容）
社会心理学：ゲーム理論と説得 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
の技法について解説する。
ゲーム理論と説得の技法について、学んだ知識を
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って 整理しておく。
講義を進める。
村山 憲男
【予習：4時間】
6
（授業内容）
小テストにより到達度を確認す
るとともに、知識をより定着さ これまでの内容を体系的に整理するとともに、小
テストに向けて知識を確実にしておく。
せたものにする。
【復習：3時間】
（授業方法）
第1〜5回目までの内容に関する 間違えた内容を中心に、理解・記憶を確実にする
小テストを行い、この授業内で 。
解説する。
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7

村山

憲男

8

村山

憲男

9

村山

憲男

10

村山

憲男

11

村山

憲男

12

村山

憲男

13

村山

憲男

14

村山

憲男

（授業内容）
発達心理学：生涯発達の特徴に
ついて解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
臨床心理学：フロイトとユング
の理論について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
臨床心理学：ロジャーズの理論
について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
健康心理学：ストレスの特徴に
ついて解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
健康的なコミュニケーション：
アサーションの理論について解
説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
心理査定法：心理査定法につい
て解説するとともに、実際に使
われる心理検査を実施する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
心理学の実際：認知症に関係す
る心理学の最近の研究や、社会
的な問題について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
小テストにより到達度を確認す
るとともに、知識をより定着さ
せたものにする。
（授業方法）
第7〜13回目までの内容に関す
る小テストを行い、この授業内
で解説する。
定期試験
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【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
生涯発達の特徴について、学んだ知識を整理して
おく。
【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
フロイトとユングの理論について、学んだ知識を
整理しておく。
【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
ロジャーズの理論について、学んだ知識を整理し
ておく。
【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
ストレスの特徴について、学んだ知識を整理して
おく。
【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
感覚・知覚の特徴について、学んだ知識を整理し
ておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
認知症の心理学的特徴について、学んだ内容を整
理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
認知症に関係する心理学の最近の研究や社会的な
問題について、内容を整理しておく。

【予習：4時間】
これまでの内容を体系的に整理するとともに、小
テストに向けて知識を確実にしておく。
【復習：3時間】
間違えた内容を中心に、理解・記憶を確実にする
。

授業科目名
英語科目名

心理学
Psychology

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

村山

憲男

授業概要
【授業全体の内容】
心理学は一般に「心の科学」とされており、その領域には、人間の情報処理過程を扱う認知心理学や、生涯
発達の過程を扱う発達心理学、現場でのカウンセリングや検査などを扱う臨床心理学など、様々な種類がある
。本科目は、心理学の基本的な内容を理解することが目標であるが、さらに、実生活のほか教育現場や医療現
場などで実際に役立つ応用的な内容も積極的に取り扱っていく。たとえば、情報処理過程の一部である記憶の
メカニズムについて解説し、国家試験等にも有用な効率的な記憶なども紹介する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
本科目では、記憶のメカニズムなどのほか、対人コミュニケーションや、生涯発達、ストレスなどの特徴に
ついて取り扱う。また、カウンセリングなど臨床心理学に関係した内容も紹介する。これらの内容から、協働
で課題を解決するために必要なコミュニケーション能力や、心理的健康、人づくり・社会づくりへの貢献など
に関する知識の獲得を目指す。
【授業の到達目標】
１．人間の情報処理過程を理解し説明できる。
２．人間の対人コミュニケーションの特徴を理解し説明できる。
３．人間の生涯発達の特徴を理解し説明できる。
４．臨床心理学の概論を理解し説明できる。
成績評価
【成績評価の基準】
１．人間の情報処理過程を理解し説明できる。（定期試験）
２．人間の対人コミュニケーションの特徴を理解し説明できる。（定期試験）
３．人間の生涯発達の特徴を理解し説明できる。（定期試験）
４．臨床心理学の概論を理解し説明できる。（定期試験）
【成績評価の方法】
定期試験（筆記）100％。ただし、受講態度がふさわしくなく、改善が認められない場合、減点する。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
ノートを必ず持参すること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業で解説する。
【テキスト・参考書等】
特にないが、ノートを必ず持参すること。資料等は必要に応じて適宜配布する。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：村山憲男
E‑mail：n‑murayama [at] juntendo‑u.ac.jp
※[at]を@に変更。順天堂大学でのメールアドレスは授業内で伝達する。
【オフィスアワー】
日時：月曜日12:10から12:45
場所：授業内で伝達する。
他の学生の相談時間と重複しないようにするため、できるだけ前週までにE‑mailで予約すること。
備考
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【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
【その他】
授業のなかで、4年生や大学院生などによる質問紙調査を行う場合がある。参加することによって、質問紙調
査研究の実際を体験することができ、心理学を学ぶ上でメリットとなる。
しかし、参加・不参加は履修者本人の自由であり、参加・不参加および回答内容などによる成績への影響は一
切ない。
履修者本人およびその保護者が、調査研究への参加を希望しない場合、および、参加したものの研究での使用
を希望しない場合、講義内やメールなどでその旨を科目責任者まで連絡すること。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
村山 憲男
【予習：0時間】
1
（授業内容）
オリエンテーションとして、授
業の目的と概要、成績評価、履 【復習：2時間】
修上の注意について説明する。 心理学の全体像について、学んだ知識を整理して
また、心理学の全体像について おく。
、最近のテーマを含めて解説す
る。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山 憲男
【予習：2時間】
2
（授業内容）
認知心理学：記憶①として、記 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
憶のメカニズムや種類について 【復習：2時間】
記憶のメカニズムや種類について、学んだ知識を
解説する。
整理しておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山 憲男
【予習：2時間】
3
（授業内容）
認知心理学：記憶②として、効 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
率的な記憶について、実践的な 【復習：2時間】
授業で紹介した効率的な記憶について、学んだ知
内容を解説する。
識を整理しておくとともに、他の授業などでも実
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って 践してみる。
講義を進める。
村山
憲男
【予習：2時間】
4
（授業内容）
社会心理学：対人コミュニケー 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
ションの特徴について解説する 【復習：2時間】
対人コミュニケーションの特徴について、学んだ
。
知識を整理しておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山 憲男
【予習：2時間】
5
（授業内容）
社会心理学：ゲーム理論と説得 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
の技法について解説する。
ゲーム理論と説得の技法について、学んだ知識を
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って 整理しておく。
講義を進める。
村山 憲男
【予習：4時間】
6
（授業内容）
小テストにより到達度を確認す
るとともに、知識をより定着さ これまでの内容を体系的に整理するとともに、小
テストに向けて知識を確実にしておく。
せたものにする。
【復習：3時間】
（授業方法）
第1〜5回目までの内容に関する 間違えた内容を中心に、理解・記憶を確実にする
小テストを行い、この授業内で 。
解説する。
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7

村山

憲男

8

村山

憲男

9

村山

憲男

10

村山

憲男

11

村山

憲男

12

村山

憲男

13

村山

憲男

14

村山

憲男

（授業内容）
発達心理学：生涯発達の特徴に
ついて解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
臨床心理学：フロイトとユング
の理論について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
臨床心理学：ロジャーズの理論
について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
健康心理学：ストレスの特徴に
ついて解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
健康的なコミュニケーション：
アサーションの理論について解
説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
心理査定法：心理査定法につい
て解説するとともに、実際に使
われる心理検査を実施する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
心理学の実際：認知症に関係す
る心理学の最近の研究や、社会
的な問題について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
小テストにより到達度を確認す
るとともに、知識をより定着さ
せたものにする。
（授業方法）
第7〜13回目までの内容に関す
る小テストを行い、この授業内
で解説する。
定期試験
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【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
生涯発達の特徴について、学んだ知識を整理して
おく。
【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
フロイトとユングの理論について、学んだ知識を
整理しておく。
【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
ロジャーズの理論について、学んだ知識を整理し
ておく。
【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
ストレスの特徴について、学んだ知識を整理して
おく。
【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
感覚・知覚の特徴について、学んだ知識を整理し
ておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
認知症の心理学的特徴について、学んだ内容を整
理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
認知症に関係する心理学の最近の研究や社会的な
問題について、内容を整理しておく。

【予習：4時間】
これまでの内容を体系的に整理するとともに、小
テストに向けて知識を確実にしておく。
【復習：3時間】
間違えた内容を中心に、理解・記憶を確実にする
。

授業科目名
英語科目名

経済学
Economics

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

鈴木

慶春

授業概要
【授業全体の内容】
経済学の用語・概念を理解し、それらを用いて具体的な経済問題を理解する。特に、人々の経済行動を分析す
るミクロ経済学、および一国全体の経済状況を分析するマクロ経済学の双方についてバランス良く学習する。
テレビや新聞等で報じられる経済ニュースは社会に出た途端に自身のビジネスや生活に関わるものとなる。本
講義で扱うトピックは経済学という学問として捉えるのではなく、むしろ社会・経済で生活する上での一般常
識に近いものだと思って、修得する必要性を感じながら臨んで欲しい。
【授業の到達目標】
1. ミクロ経済学とマクロ経済学の基本的用語を理解し、それぞれの概念の関係について説明できる。
2. 具体的な経済問題について、講義で学んだ用語を用いて解釈できる。
【授業の位置付け（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）】
経済学を通してスポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養を身につける。
成績評価
【成績評価方法】
定期試験（筆記）70%、毎回の授業内の小テスト30%で評価します。なお、授業態度が授業進行上においてふさ
わしくないと判断した場合は、減点の対象とします。
【成績評価基準】
1. ミクロ経済学とマクロ経済学の基本的用語について説明できるか、定期試験で評価する。
2. 現実の具体的な経済問題が、講義で学んだどの用語・概念と合致すると判断できるかを、定期試験で評価
する。
3. 受講態度や学習意欲を授業内の小テストで評価する。
履修における留意事項
【受講条件】
特になし
【試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法】
授業内の小テストは、提出後に模範解答を配付する。
【テキスト・参考書】
プリントを授業時に配付する。参考書として『N・グレゴリー・マンキュー「入門経済学 第2版」, 東洋経済
新報社』を挙げるが、購入の必要は無い。
連絡先とオフィスアワー
質問は講義後の教室または控室にて受け付ける。
備考
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習60時間の計90時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
鈴木 慶春
（予習：2時間）
1
（授業内容）
経済学はどのような学問か、分 最近の日本や世界で起きた経済ニュースについて
析の対象と方法について理解す 調査する。
（復習：2時間）
る。
ミクロ経済学とマクロ経済学の特徴や相違点につ
（授業方法）
経済学の二大分野であるミクロ いて整理する。
経済学とマクロ経済学の概要に
ついて解説する。
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2

鈴木

慶春

3

鈴木

慶春

4

鈴木

慶春

5

鈴木

慶春

6

鈴木

慶春

7

鈴木

慶春

（授業内容）
分業と交換のメリット、国際間
の自由貿易のメリット・デメリ
ットについて学習する。
（授業方法）
機会費用、比較優位という概念
を理解したのち、交易がもたら
す経済的利益について素朴なモ
デルを用いて分析する。
（授業内容）
ゲーム理論の基本的なトピック
である、支配戦略均衡とナッシ
ュ均衡、囚人のジレンマについ
て学習する。
（授業方法）
複数の人の意思決定が相互に作
用する状況において、各人がど
のように行動するのか、そして
その結果どのような状態が実現
するのかを分析する。
（授業内容）
ゲーム理論の基本的なトピック
である、チキンゲーム、協調の
失敗、サブゲーム完全均衡につ
いて学習する。
（授業方法）
複数の人の意思決定が異なるタ
イミングで行われる状況におい
て、各人がどのように行動する
のか、そしてその結果どのよう
な状態が実現するのかを分析す
る。
（授業内容）
市場において財・サービスの価
格はどのようにして決まるのか
を学習する。
（授業方法）
経済学の基礎となる需要曲線と
供給曲線について解説する。
（授業内容）
政府が市場介入したときに均衡
価格や均衡数量がどのように動
くのかを学習する。
（授業方法）
前回の内容を発展させ、価格規
制や課税などの政策が市場に与
える影響を需要曲線と供給曲線
の図を用いて議論する。
（授業内容）
労働市場と失業について学習す
る。
（授業方法）
失業が発生する理論的な理由を
説明したのち、失業対策として
政府がどのような政策をしてい
るかを解説する。
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（予習：1時間）
なぜ自由貿易に反対する人々がいるのか、彼らの
意見について調査する。
（復習：1時間）
自由貿易の長所と短所を把握して、どのような貿
易政策が望ましいのか考察する。

（予習：2時間）
ゲーム理論とは何か概要をつかむ。
（復習：2時間）
現実のどの事象が囚人のジレンマに当てはまって
いるか考える。

（予習：2時間）
展開形ゲームと標準形ゲームの違いをつかむ。
（復習：2時間）
現実のどの事象がチキンゲーム、協調の失敗に当
てはまっているか考える。

（予習：2時間）
世の中の財・サービスはどうしてそれぞれで価格
が異なるのかを考える。また、どのようなときに
価格が変化するか考える。
（復習：2時間）
経済に様々な外的ショックが発生したときに市場
均衡がどう動くのかを整理する。
（予習：2時間）
現実の政府はどのような財・サービスに対して市
場介入を行っているか考える。
（復習：2時間）
現実の各種の課税がどの「租税原則」に則ってい
るのかを考える。

（予習：2時間）
日本や世界の失業率の推移を調査する。
（復習：2時間）
失業の発生理由と政府の失業対策について整理す
る。

8

鈴木

慶春

9

鈴木

慶春

10

鈴木

慶春

11

鈴木

慶春

12

鈴木

慶春

13

鈴木

慶春

14

鈴木

慶春

（授業内容）
民間保険と社会保険の役割を学
ぶ。
（授業方法）
現実の保険の種類や、逆選択や
モラルハザードなど保険に付随
する経済問題について解説する
。
（授業内容）
日本や世界各国における税制の
役割について学習する。
（授業方法）
課税が持つ経済学的機能を学習
する。
（授業内容）
世界各国のマクロ経済の状況を
把握する。
（授業方法）
世界各国の経済状態を、経済成
長率や失業率等のデータを用い
て説明する。
（授業内容）
日本のマクロ経済の状況を把握
する。
（授業方法）
日本の経済状態を、経済成長率
や失業率等のデータを用いて説
明する。
（授業内容）
一国の経済活動の規模を測る指
標としての国内総生産（GDP）
について学習する。
（授業方法）
GDPの定義や測定方法を説明す
る。
（授業内容）
日本の物価はどのように動いて
きたのか、物価水準はどのよう
にして計測されるのかを学習す
る。
（授業方法）
物価水準の指標をいくつか紹介
したのち、実際の日本の物価の
推移を概観する。
（授業内容）
一国の経済成長プロセスの普遍
的法則について学習する。
（授業方法）
日本や世界各国の経済成長のデ
ータを概観し、そこから一般的
な事実を導き出す。
定期試験

574

（予習：2時間）
日本の公的保険制度について調査する。
（復習：2時間）
民間保険と社会保険の役割分担について整理する
。

（予習：2時間）
日本や世界にある税制について調査する。
（復習：2時間）
日本の税制が講義で学んだ理論通りの経済学的機
能を有しているか考察する。
（予習：2時間）
最近世界で起きた経済ニュースを調査する。
（復習：2時間）
世界各国の経済的特徴を把握し、相違点や共通点
を見つける。

（予習：2時間）
日本で起きた経済ニュースを調査する。
（復習：2時間）
前回の講義で紹介した国々と日本経済の相違点や
共通点を見つける。

（予習：2時間）
日本や世界の国々のGDPの推移を調査する。
（復習：2時間）
名目GDPと実質GDPの違いについて整理する。

（予習：2時間）
世界各国の物価の動向を調べる。
（復習：2時間）
過去と現在の貨幣価値を換算する方法について整
理する。

（予習：2時間）
近年で経済成長が著しい国と停滞している国がど
こかを調査する。
（復習：2時間）
経済成長の定型化された事実から、どのような政
策が経済成長に有効か考察する。
（予習：5時間）
1〜14回の講義内容を復習する。

授業科目名
英語科目名

経済学
Economics

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

鈴木

慶春

授業概要
【授業全体の内容】
経済学の用語・概念を理解し、それらを用いて具体的な経済問題を理解する。特に、人々の経済行動を分析す
るミクロ経済学、および一国全体の経済状況を分析するマクロ経済学の双方についてバランス良く学習する。
テレビや新聞等で報じられる経済ニュースは社会に出た途端に自身のビジネスや生活に関わるものとなる。本
講義で扱うトピックは経済学という学問として捉えるのではなく、むしろ社会・経済で生活する上での一般常
識に近いものだと思って、修得する必要性を感じながら臨んで欲しい。
【授業の到達目標】
1. ミクロ経済学とマクロ経済学の基本的用語を理解し、それぞれの概念の関係について説明できる。
2. 具体的な経済問題について、講義で学んだ用語を用いて解釈できる。
【授業の位置付け（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連】
経済学を通してスポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養を身につける。
成績評価
【成績評価方法】
定期試験（筆記）70%、毎回の授業内の小テスト30%で評価します。なお、授業態度が授業進行上においてふさ
わしくないと判断した場合は、減点の対象とします。
【成績評価基準】
1. ミクロ経済学とマクロ経済学の基本的用語について説明できるか、定期試験で評価する。
2. 現実の具体的な経済問題が、講義で学んだどの用語・概念と合致すると判断できるかを、定期試験で評価
する。
3. 受講態度や学習意欲を授業内の小テストで評価する。
履修における留意事項
【受講条件】
特になし
【試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法】
授業内の小テストは、提出後に模範解答を配付する。
【テキスト・参考書】
プリントを授業時に配付する。参考書として『N・グレゴリー・マンキュー「入門経済学 第2版」, 東洋経済
新報社』を挙げるが、購入の必要は無い。
連絡先とオフィスアワー
質問は講義後の教室または控室にて受け付ける。
備考
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習60時間の計90時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
鈴木 慶春
（予習：2時間）
1
（授業内容）
経済学はどのような学問か、分 最近の日本や世界で起きた経済ニュースについて
析の対象と方法について理解す 調査する。
（復習：2時間）
る。
ミクロ経済学とマクロ経済学の特徴や相違点につ
（授業方法）
経済学の二大分野であるミクロ いて整理する。
経済学とマクロ経済学の概要に
ついて解説する。
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2

鈴木

慶春

3

鈴木

慶春

4

鈴木

慶春

5

鈴木

慶春

6

鈴木

慶春

7

鈴木

慶春

（授業内容）
分業と交換のメリット、国際間
の自由貿易のメリット・デメリ
ットについて学習する。
（授業方法）
機会費用、比較優位という概念
を理解したのち、交易がもたら
す経済的利益について素朴なモ
デルを用いて分析する。
（授業内容）
ゲーム理論の基本的なトピック
である、支配戦略均衡とナッシ
ュ均衡、囚人のジレンマについ
て学習する。
（授業方法）
複数の人の意思決定が相互に作
用する状況において、各人がど
のように行動するのか、そして
その結果どのような状態が実現
するのかを分析する。
（授業内容）
ゲーム理論の基本的なトピック
である、チキンゲーム、協調の
失敗、サブゲーム完全均衡につ
いて学習する。
（授業方法）
複数の人の意思決定が異なるタ
イミングで行われる状況におい
て、各人がどのように行動する
のか、そしてその結果どのよう
な状態が実現するのかを分析す
る。
（授業内容）
市場において財・サービスの価
格はどのようにして決まるのか
を学習する。
（授業方法）
経済学の基礎となる需要曲線と
供給曲線について解説する。
（授業内容）
政府が市場介入したときに均衡
価格や均衡数量がどのように動
くのかを学習する。
（授業方法）
前回の内容を発展させ、価格規
制や課税などの政策が市場に与
える影響を需要曲線と供給曲線
の図を用いて議論する。
（授業内容）
労働市場と失業について学習す
る。
（授業方法）
失業が発生する理論的な理由を
説明したのち、失業対策として
政府がどのような政策をしてい
るかを解説する。
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（予習：1時間）
なぜ自由貿易に反対する人々がいるのか、彼らの
意見について調査する。
（復習：1時間）
自由貿易の長所と短所を把握して、どのような貿
易政策が望ましいのか考察する。

（予習：2時間）
ゲーム理論とは何か概要をつかむ。
（復習：2時間）
現実のどの事象が囚人のジレンマに当てはまって
いるか考える。

（予習：2時間）
展開形ゲームと標準形ゲームの違いをつかむ。
（復習：2時間）
現実のどの事象がチキンゲーム、協調の失敗に当
てはまっているか考える。

（予習：2時間）
世の中の財・サービスはどうしてそれぞれで価格
が異なるのかを考える。また、どのようなときに
価格が変化するか考える。
（復習：2時間）
経済に様々な外的ショックが発生したときに市場
均衡がどう動くのかを整理する。
（予習：2時間）
現実の政府はどのような財・サービスに対して市
場介入を行っているか考える。
（復習：2時間）
現実の各種の課税がどの「租税原則」に則ってい
るのかを考える。

（予習：2時間）
日本や世界の失業率の推移を調査する。
（復習：2時間）
失業の発生理由と政府の失業対策について整理す
る。

8

鈴木

慶春

9

鈴木

慶春

10

鈴木

慶春

11

鈴木

慶春

12

鈴木

慶春

13

鈴木

慶春

14

鈴木

慶春

（授業内容）
民間保険と社会保険の役割を学
ぶ。
（授業方法）
現実の保険の種類や、逆選択や
モラルハザードなど保険に付随
する経済問題について解説する
。
（授業内容）
日本や世界各国における税制の
役割について学習する。
（授業方法）
課税が持つ経済学的機能を学習
する。
（授業内容）
世界各国のマクロ経済の状況を
把握する。
（授業方法）
世界各国の経済状態を、経済成
長率や失業率等のデータを用い
て説明する。
（授業内容）
日本のマクロ経済の状況を把握
する。
（授業方法）
日本の経済状態を、経済成長率
や失業率等のデータを用いて説
明する。
（授業内容）
一国の経済活動の規模を測る指
標としての国内総生産（GDP）
について学習する。
（授業方法）
GDPの定義や測定方法を説明す
る。
（授業内容）
日本の物価はどのように動いて
きたのか、物価水準はどのよう
にして計測されるのかを学習す
る。
（授業方法）
物価水準の指標をいくつか紹介
したのち、実際の日本の物価の
推移を概観する。
（授業内容）
一国の経済成長プロセスの普遍
的法則について学習する。
（授業方法）
日本や世界各国の経済成長のデ
ータを概観し、そこから一般的
な事実を導き出す。
定期試験
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（予習：2時間）
日本の公的保険制度について調査する。
（復習：2時間）
民間保険と社会保険の役割分担について整理する
。

（予習：2時間）
日本や世界にある税制について調査する。
（復習：2時間）
日本の税制が講義で学んだ理論通りの経済学的機
能を有しているか考察する。
（予習：2時間）
最近世界で起きた経済ニュースを調査する。
（復習：2時間）
世界各国の経済的特徴を把握し、相違点や共通点
を見つける。

（予習：2時間）
日本で起きた経済ニュースを調査する。
（復習：2時間）
前回の講義で紹介した国々と日本経済の相違点や
共通点を見つける。

（予習：2時間）
日本や世界の国々のGDPの推移を調査する。
（復習：2時間）
名目GDPと実質GDPの違いについて整理する。

（予習：2時間）
世界各国の物価の動向を調べる。
（復習：2時間）
過去と現在の貨幣価値を換算する方法について整
理する。

（予習：2時間）
近年で経済成長が著しい国と停滞している国がど
こかを調査する。
（復習：2時間）
経済成長の定型化された事実から、どのような政
策が経済成長に有効か考察する。
（予習：5時間）
1〜14回の講義内容を復習する。

授業科目名
英語科目名

法学
Law and Society

授業形態
開講学期

後期
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

池田

良彦

授業概要
［授業全体の内容］
近代の立憲主義が要請する基本的な考え方は、主に英米の国家では「法の支配（rule of law）」といい
、ヨーロッパの国々では「法治国家（government of laws and not of men）」といい、国家が法に基づき、
法による規律を受けることを意味している。したがって国民は法に従って生活をすることが求められ、この「
法的なものの考え方（legal mind）」を習得することが重要となる。法律は憲法の精神に従って制定されるも
ので、代表的なものとして実体法（民法・刑法・商法など）、そして手続法（刑事訴訟法・民事訴訟法など）
があり、これらの法律を遵守することにより国家の法的安定性が維持されることになる。この授業では代表的
な法律を挙げ、その考え方を判例を通して理解を深めていくことにする。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）］
この科目は、スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養を習得することがもとめられ、基本的な法思
想を理解してほしい。
［授業の到達目標］
法治国家では、誰もが法的なものの考え方（legal mind）が求められ、それが全ての行動に反映することと
なり、人間行動に必要な基本的思想を学んでほしい。
成績評価
［成績評価の基準］
レポートの提出を求め、評価の対象とする。
①テーマについての理解度
②問題点の把握
③自説の展開
［成績評価の方法］
定期試験（５０％）
履修における留意事項
［履修要件］
特になし。

レポート（５０％）

［履修上の注意（科目独自のルール）］
とくになし。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
課題提出後、次回の授業で解説等で示す。
［テキスト・参考書等］
テキストは指定しないが、六法（コンパクト版）の準備が必要。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先】］
担当：池田良彦
E‑mail：ysikeda［at］df.catv.ne.jp
※［at］を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：毎週火曜日の2時間目
場所：講師室
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習60時間の計90時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
とくになし
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授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
池田良彦（以下同 （授業内容）
1
）
テーマ：法とは何か

2

3

4

5

6

7

8

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：３時間】

初めて法学を学ぶ人たちの法概念について
かんがえて欲しい。
（授業方法）
とても抽象的な概念である「法
【復習：１時間】
」の姿を解明する。
授業内容を思い起こし、「法とは」について考え
る。
【予習：３時間】
（授業内容）
テーマ：法と他の社会規範
道徳違反、倫理違反と法的責任との関係につ
いて理解をしてほしい。
（授業方法）
法と類似した社会規範として
の倫理、道徳などとの関係を説 【復習：１時間】
資料をよく読んで法的責任との違いを理会する
明する。
。
【予習：３時間】
（授業内容）
テーマ：法的責任とは（民事
民事責任の中心テーマは何かを考えて欲しい
責任）
。
【復習：１時間】
（授業方法）
民事訴訟の代表的事例を検討 事件の内容を理解し、民事事件の基本を学ぶ。
する。
【予習：３時間】
（授業内容）
テーマ： 法的責任とは（刑
刑事事件の成立要件について考える。
事責任）
【復習：１時間】
（授業方法）
刑事事件の代表的事例を通して 事案の内容を把握して、刑事事件の本質を学ぶ
。
検討する。
【予習：３時間】
（授業内容）
テーマ： 法的責任とは（行
行政責任と民事・刑事の違いを比較する。
政責任）
【復習：１時間】
（授業方法）
実例を通して行政責任の基本を理解する。
行政事件の事例を検討する。
【予習：３時間】
（授業内容）
テーマ： 法的手続き（民事
行政、刑事、民事のそれぞれの訴訟形態の違い
訴訟法）
を説明できるように調べること。
（授業方法）
訴訟法の原則を理解するこ
手続き法の違いを説明し、理解 【復習：１時間】
と。
を深める。
【予習：３時間】
（授業内容）
テーマ： 法的手続き（刑事
わが国には刑事と民事の裁判所があるがその
訴訟法）
違いを説明できるように。
（授業方法）
刑事訴訟、民事訴訟を比較 【復習：１時間】
訴訟手続きの違いを理解する。
して説明する。
【予習：３時間】
（授業内容）
テーマ： 法的手続き （少
少年法の改正に伴い少年事件の問題点をさぐ
年法）
る。
【復習：１時間】
（授業方法）
少年事件の手続きについて 少年事件の特長と今後の課題について
説明する。
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9

10

11

12

13

14

【予習：３時間】
（授業内容）
テーマ：スポーツ事故におけ
スポーツ事故とは何かを理解する。
る法的責任
【復習：１時間】
（授業方法）
スポーツ事故の特徴を理解する。
スポーツ事故の法的問題とは
【予習：３時間】
（授業内容）
テーマ：医療事故における刑
医療事故の刑事責任について何が問題かを
事事件
調べる。
（授業方法）
代表的な裁判を例に検討す 【復習：１時間】
具体的事例について検討する。」
る。
【予習：３時間】
（授業内容）
テーマ： 医療事故における
医療事故の民事責任の特長を調べること
民事事件
。
【復習：１時間】
（授業方法）
代表的な民意事件を検討す 検討した事例を再度読み理解を深める。
る。
【予習：３時間】
（授業内容）
テーマ： 裁判制度（陪審制
裁判制度は何を問題点とするのかを見極める
度）
こと。
（授業方法）
わが国の裁判員制度との違いを
【復習１ 時間】
比較して説明する。
わが国の裁判員制度に問題点があるか考える。
【予習：３時間】
（授業内容）
テーマ： 裁判制度 （参審
参審制度と陪審制度の違いを調べること。
制度）
（授業方法）
わが国は参審制度をモデルとし 【復習：１時間】
て裁判員制度を導入したが、そ 裁判員制度が導入されて10年ほどたつが、この
制度の評価について考えて欲しい。
の問題点を説明する。
【予習：3時間】
（授業内容）
テーマ： まとめ
法学の授業の中で疑問点があったならば発言し
てほしい。
（授業方法）
法学で学んだことについて疑
問点があったら発言してほしい 【復習：１時間】
。
定期試験を実施する
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授業科目名
英語科目名

生命現象の科学
Life Science

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

カリキュラムにより
異なります
内田 桂吉

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

授業概要
【授業全体の内容】
スポーツに最も関わる神経系、筋肉系、骨格系の解説を中心に、内分泌系、循環器系、呼吸器系、消化器系、
免疫系のそれぞれについて解説し、ヒトの生命活動を支える様々な器官系のはたらきについての知識と理解を
深める。各器官についてマクロ的視点から機能・構造面をとらえると同時に、細胞レベル、分子レベルでの機
能についても学習する。ヒトの器官系を理解することは、スポーツおよび健康を学ぶ上で必須の基礎知識であ
ることから、本授業ではスポーツに関わる器官系を中心とした講義を行い、スポーツ活動や将来の卒業研究、
卒後の大学院での研究、あるいは職場における活動に対応できる学生の育成を目指す。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
□①「対人調整力」 「対人調整力」 「対人調整力」 「対人調整力」 （S、K、M）
□②「コミュニケーション力」 （S、K、M）
■③「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識教養 （S、K、M）
□④「①〜③を応用し表現する能力」（S、K、M）
□⑤「医学的知識を備えたスポーツ指導者の育成」（S）
□⑥「スポーツ指導現場に詳しい医科学研究者の育成」（S）
□⑦「経営学・社会心理を応用したスポーツマネジメントについての知識」（M）
□⑧「スポーツをヒト・モノカネ情報という経営資源の側面からマジメンできる」 （M）
□⑨「健康についての専門的知識と実践技能取得」（K）
□⑩「健康支援についての専門的知識と実践技能習得」（K）
□⑪ 資格対応科目 資格対応科目 資格対応科目
※S：スポーツ科学、M：スポーツマネジメント学科、 K：健康学科
【授業の到達目標】
１．個体を形成する器官系の種類とその概要について説明することができる。
２．神経系の構造および興奮の伝導・伝達のしくみについて説明することができる。
３．筋肉の構造とその収縮のしくみについて説明することができる。
４．骨格の構造とその役割について説明することができる。
５．血液循環に関わる器官の構造とその働きについて説明することができる。
６．呼吸に関わる器官の構造とその働きについて説明することができる。
７．内分泌器官の種類とその働きについて説明することができる。
８．消化器官の構造とその働きについて説明することができる。
９．免疫系に関わる組織・器官の種類およびその構造、またそれぞれの働きについて説明することができる。
成績評価
【成績評価の基準】
１．講義に対する集中度及び姿勢（講義内小テスト及び発表態度）
２．学習した各器官系の重要事項についての理解度（定期試験）
【成績評価の方法】
定期試験（筆記）（70％）、講義内の小テスト（20％）、講義内での発表態度（10％）
履修における留意事項
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【履修要件】
「細胞の生物学」を受講していることが望ましい。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
テキスト中心に授業を展開していくが、必ず自身のノートを持参し、授業内容をまとめながら記載していくこ
と。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業内における小テストでは、指名発表の後、正解の解説を行い、理解が不十分な項目を確認する。
【テキスト・参考書等】
テキスト：「人体の構造と機能１ 解剖生理学」（医学書院系統看護学講座）￥4,104
＊ このテキスト購入は受講に必須で、２回目の講義の際に販売します。
＊ その他必要に応じてプリントを配付。
参考書：「人体の正常構造と機能」（日本医事新報社）￥19,440
「カラーで学ぶ解剖生理学」（医学書院）￥6,048
「ヒューマンバイオロジー 人体と生命」（医学書院）￥5,616
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
keuchida［at］juntendo.ac.jp ※［at］を@に変更してください。
【オフィスアワー】
水曜日、金曜日：12：00〜13:00［2号館3階2316研究室］
備考
【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習60時間の計90時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
特になし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
内田桂吉（以降同
【予習：3時間】
1
（授業内容）
）
ヒトの器官系全体の概略を理解
テキストを参考に個体を形成するさまざまな組織
する。
・器官にはどのようなものがあるか学習しておく
。
（授業方法）
イントロダクションとして、ヒ 【復習：3時間】
トの器官系をイラストを用い概 テキストおよび自分のノートを参考に、ヒトのか
略を解説すると同時に今後の授 らだをつくる器官系の全体像を理解すると同時に
業の展開について説明する。 、各器官が異なった細胞・組織から構築されるし
くみも確認しておく。
【予習：2時間】
2
（授業内容）
神経系全体のマクロな構造と機
能の概要について理解を深める テキストを参考に中枢神経と末梢神経の違いにつ
いて学習しておく。
。
（授業方法）
人体における中枢神経と末梢神 【復習：3時間】
経および自律神経のつながりを 末梢神経、体性神経、脊髄神経、自律神経につい
てそれぞれの正確な意味を把握しておく。
図を用いて説明する。
【予習：2時間】
3
（授業内容）
脳および脊髄の構造と機能につ
テキストを参考に大脳〜延髄までの各脳の配置を
いて理解を深める。
学習しておく。
（授業方法）
大脳〜延髄までの各脳および脊 【復習：3時間】
髄について、その形態と主な機 テキストを見ずに脳〜脊髄までの簡略図が図示で
きるよう自己学習する。大脳についても全体図を
能を図を示して説明する。
描けると同時に視覚、運動、言語などの中枢箇所
を示せるように理解を深めておく。
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【予習：2時間】
（授業内容）
神経細胞（ニューロン）の構造
および興奮の伝導・伝達のしく テキストを参考に神経細胞およびシナプスの構造
を学習しておく。
みについて理解を深める。
（授業方法）
神経細胞の様々な形態を示した
後、軸索を伝わる興奮の伝導お
よびその伝達についてイオンの
動きをアニメで示しながら説明
する。
（授業内容）
さまざまな内分泌器官の存在場
所、形態およびはたらきについ
て理解を深める。
（授業方法）
図により内分泌器官の場所、形
態を示し，さらにそれぞれの働
きを説明する。
ホルモンの分子的な違いと、そ
の違いに基づいた作用の違いに
ついて説明する。
（授業内容）
血糖値の調節，女性の性周期に
ついて理解を深める。
（授業方法）
内分泌による体内環境のコント
ロールの例として，血糖値調節
および女性の性周期を取り上げ
、内分泌の視点から説明する。
（授業内容）
人体を支える骨格の役割につい
て理解を深める。
（授業方法）
図およびアニメにより人体の骨
格を示し，おもな骨の名称およ
びその働きについて説明する。

【復習：2時間】
テキストおよびノートを参考に神経の興奮伝導お
よび伝達のしくみをナトリウムイオン、カリウム
イオン、カルシウムイオン、塩素イオンの移動を
確認しながら理解を深めておく。
【予習：2時間】
テキストを参考にホルモンとはなにかを学習して
おく。
【復習：2時間】
人体中の内分泌器官とそこから分泌されるホルモ
ン分子の性質、さらにその働きについて表を作成
し知識をまとめて整理しておく。

【予習：2

時間】

テキストを参考に血糖値とはなにかを学習してお
く。
【復習：2時間】
内分泌による血糖値の調節および女性の性周期（
月経周期）の調節について、関わるホルモンおよ
びその分泌器官を確認しておく。
【予習：2時間】
テキストを参考にヒトの体における主な骨の名称
について学習しておく。
【復習：2時間】
授業で得た知識を元に，再度自身の体をつくる骨
の名称・働きについて確認しておく。
【予習：2時間】

（授業内容）
筋の構造と収縮のしくみについ
てマクロな視点とミクロな視点 テキストを参考にヒトの体における主な筋肉の名
称について学習しておく。
からの理解を深める。
（授業方法）
筋の構造と収縮のしくみについ
てマクロな視点とミクロな視点
からの理解を深める。
（授業内容）
消化器官の概要と各消化器官の
役割について理解を深める。
（授業方法）
図により人の消化器官の場所・
形態について説明する。各消化
器官より分泌される消化酵素と
３大栄養素（糖、脂質、タンパ
ク質）の消化吸収について説明
する。
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【復習：2時間】
授業で得た知識を元に自身の体の筋肉を確認して
おくと同時にアクチン、ミオシンによる筋収縮の
しくみを復習し理解を深めておく。
【予習：2時間】
テキストを参考に口から肛門までのあいだの消化
管の名称について学習しておく。
【復習：2時間】
3大栄養素の消化･吸収に関して表を作成し、それ
ぞれの栄養素が消化される場所、吸収される場所
、およびその消化酵素についてまとめる。
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（授業内容）
空気より酸素を取り込む呼吸
器系のしくみについて、肺のマ
クロおよびミクロの構造を確認
しながら理解を深める。

【予習：2時間】

（授業方法）
泌尿器系のマクロ構造の説明の
後、ネフロンの微細構造につい
て解説し、老廃物の除去および
必要な物質の再吸収が効率よく
行われているしくみを説明する
。
精巣、卵巣においてどのように
配偶子が形成されるかを説明す
る。卵の発育に関しては、内分
泌の学習内容を復習しながら説
明する。
（授業内容）
体内環境を守るため異物を排除
する免疫系のしくみについて理
解を深める。

ネフロンにおける物質の再吸収が，これまで学習
した神経系、内分泌系でコントロールされている
ことを復習して確認しておく。
精子の形成と卵の形成の共通点および相違点につ
いて整理してまとめておく。

テキストを参考に肺の構造について学習しておく
。
【復習：2時間】
鼻から肺までのマクロな構造と内部の肺胞の微細
構造を確認する。肺および組織における酸素分圧
（授業方法）
図により鼻から肺までのマクロ 、二酸化炭素分圧と酸素、二酸化炭素の運搬の関
な構造、および肺胞の微細構造 連を明確に理解しておく。
について説明する。肺および体
の組織における酸素の供給と二
酸化炭素の放出のしくみについ
て説明する。
【予習：2時間】
（授業内容）
循環器系の構造を理解し、体の
組織･細胞へ酸素や栄養分を供 テキストを参考に循環器系全体の構造と心臓の構
給するしくみについて理解を深 造について学習しておく。
める。
【復習：2 時間】
（授業方法）
図により心臓を含めた循環器の 心臓を中心としたおもな動脈系、静脈系について
構造を説明する。さらに、動脈 図を参考に確認しておく。
･静脈の分布を示し、酸素、栄
養分の供給、二酸化炭素の回収
が能率よく行われているしくみ
を説明する。
【予習：2 時間】
（授業内容）
腎臓の構造と機能、および男女
の生殖器の構造と機能を理解す テキストを参考に泌尿器系および生殖器系の構造
る。腎臓における老廃物の除去 について学習しておく。
のしくみと精子・卵子の形成を
【復習：2 時間】
学習する。

【予習：2時間】
テキストを参考に免疫系の構造および免疫に関わ
る細胞群について学習しておく。

【復習：2時間】
（授業方法）
自然免疫、獲得免疫、さらに獲 自然免疫、細胞性免疫、体液性免疫に関わる組織
得免疫を構成する細胞性免疫、 ・細胞群について、表を作成してまとめておく。
体液性免疫について説明する。
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（授業内容）
神経系から免疫系までの学習を
振り返り，重要事項を確認して
定期試験に備える。
（授業方法）
各器官系における重要事項をま
とめて単語集として印刷・配付
し、それぞれについて説明する
。
定期試験
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【予習：2時間】
これまでに学習した器官系についてテキスト、ノ
ートを参考に復習して整理しておく。
【復習：2時間】
授業で示された重要単語に関してテキスト、ノー
トを参考に理解を深めておく。

授業科目名
英語科目名

現代物理学
Modern Physics

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

清

裕一郎

授業概要
[授業全体の内容]
ガリレオやニュートンの時代に生まれた科学的な方法は力学，電磁気学などの古典物理学から相対性理論
や量子力学
に象徴される現代物理へと急速に発展してきた。１８世紀の古典力学の時代から２０世紀の物理である現代物
理の誕生
の歴史に沿った形で約３００年の物理学の発展を概観し、我々の生活を支える現代物理学の基礎について学ぶ
。
これらの基礎事項の中には現代社会に不可欠な情報セキュリティーへと繋がる技術や、放射線といった身近な
テーマ
も含まれる。現代社会を支える技術について基本的な知識を身につけて欲しい。
[学位授与方針に定められた知識・能力等との関連]
現代社会では、我々の生活はあらゆる場面において、科学技術によって支えられている。スポーツや医療に
おいても
最先端の技術を利用した様々な機器が使われる。本講義では、そのような最先端技術についても多く取り上げ
るので、興味
をもって聴講して欲しい。予習・復習を行い、しっかりとした知識を身につけることによって、ディプロマ・
ポリシーの一つである
「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識の教養」を身につけて欲しい。
[授業の到達目標]
1. 現代に生きる我々にとって重要な科学基礎となるような知識を身につけ, 身の回りでどのように応用され
ているか説明できる。
2. 身の回りにある物理現象について、物理法則と関係付けて説明できる。
成績評価
[成績評価基準]
1. 授業で扱った物理概念がどのようにして生まれて、科学の発展にどのように寄与したのか分かりやすく説
明できる（レポート）
2. 光、熱、音波、電気、放射線、仕事、エネルギー保存則について基本用語や概念を理解している（定期試
験、配布プリント）
3. 授業中の積極的な発言、実験での取り組みなどを授業参加態度として評価する (平常点 )
[成績評価方法]
毎回の講義で配布される課題プリントの提出(30%), 日々の学習状況や授業参加態度(20%),
履修における留意事項
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定期試験(50%)

[履修要件]
これまで物理を学んだことがない学生も歓迎です.
[履修上の注意点]
授業内容に興味を持って積極的に授業参加すること。
進行状況に応じて授業計画は適宜変更する可能性がある。
[試験・課題に対するフィードバックの方法]
毎回の授業で配布される課題プリントは、授業中に全員で答え合わせと採点を行い授業終了後に提出する。
提出されたプリントには、適宜コメントや評価点を入れて次回以降に返却するので、試験前の復習に活用する
こと。
[使用テキスト]
物理科学のコンセプト１〜５
Paul G. Hewitt, John Suchocki, Leslie A. Hewitt 著，小出昭一郎監修、吉田義久訳，
共立出版
参考資料として使用することがあるが、必要な場合には資料のコピーなどを配布する
ので各自で用意する必要はない。
連絡先とオフィスアワー
火曜日13時〜１７時 1号館３階の１３１６号室
連絡先は授業内にしらせる
備考
[学修時間]
この授業は、３０時間の講義形式の授業と、準備学習６０時間の計９０時間の学修を必要とする２単位の科目
である。
[その他]
進行状況に応じて授業計画は適宜変更する可能性がある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
清裕一郎
1
[授業内容]
科学的な考え方の芽生え

清裕一郎

清裕一郎

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
(予習：2時間 )
テキスト1巻，プロローグ：科学について
(復習：２時間）
配布プリントの演習問題

[授業方法]
科学の歴史を紐解き、科学的に
物事を考えるということがどう
いうことか、グループ・ディス
カッションする。
(予習：２時間）
[内容]
テキスト４巻，3章：光の波
光１〜光の正体
（復習：２時間）
配布プリント
[授業方法]
光とはなんだろうか？ 太陽光
やレーザー光を観察しながら、
光の持つ特徴について講義する
。
（予習：２時間）
[授業内容]
テキスト４巻，3章：光の波
光２〜色の不思議
（復習：２時間）
配布プリント
[授業方法]
光の混色実験を通して色の持つ
不思議についてグループ・ディ
スカッションしながら、光と色
の関係を物理学について講義す
る。
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清裕一郎

清裕一郎

清裕一郎

清裕一郎

清裕一郎

清裕一郎

（予習：２時間）
テキスト４巻，４章：光の性質
（復習：２時間）
配布プリント

[授業内容]
光３〜反射、屈折

[授業方法]
光の屈折に関するスネルの法則
について講義する。
（予習：２時間）
[授業内容]
熱１〜熱いや冷たいを定義する テキスト２巻，２章：熱エネルギー
（復習：2時間）
配布プリント
[授業方法]
気体の圧縮実験や、異なる温度
の水を混ぜた時の温度変化など
を測定し、その結果を踏まえて
、熱エネルギーと絶対温度につ
いて講義する。
（予習：２時間）
[授業内容]
熱２〜太陽エネルギーと温度 テキスト２巻，２章：熱エネルギー
（復習：２時間）
配布プリント
[授業方法]
地球のエネルギーが太陽から来
ていることを講義する。また、
プランクの輻射公式から太陽の
表面温度を見積もるグループ・
ワークを行う。
（予習：２時間）
[授業内容]
音１〜波の形と音の聞こえ方 テキスト３巻，２章：音の波
（復習：２時間）
配布プリント
[授業方法]
音の正体が空気を伝われる波動
であることを説明して、音につ
いて科学的に考えるための基礎
を与える。人間の聴覚で認識で
きる様々な音が音波の形とどの
ように関係しているのかディス
カッションをしながら考えてゆ
く。
（予習：２時間）
[授業内容]
テキスト３巻，２章：音の波
音２〜音階と周波数の測定
（復習：２時間）
配布プリント
[授業方法]
オシロスコープを使い、電子楽
器から発せられるドレミファの
音階を画像として表示したり、
周波数を測定する実験を行う。
音を周波数測定することで、ド
レミファの音階がどのように構
成されているのかについて科学
的に考える。
（予習：２時間）
[授業内容]
テキスト１巻，４章：回転運動と角運動量
力１〜力のつり合い
（復習：２時間）
配布プリント
[授業方法]
力学の基礎となる力と力の釣り
合いについて講義する。力の釣
り合をさらに発展させ、重心や
力のモーメントなどの高度な内
容についても説明する。
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清裕一郎

清裕一郎

清裕一郎

清裕一郎

清裕一郎

（予習：２時間）
テキスト２巻，１章：力学的エネルギー
（復習：2時間）
配布プリント

[授業内容]
力２〜仕事とエネルギー

[授業方法]
力学的に定義されたエネルギー
の概念について説明する。授業
内で、いくつかの演習問題をや
ってもらうので是非とも
エネルギーの保存が成立してい
ことを実感して欲しい。
（予習：２時間）
[授業内容]
テキスト４巻，１章：電気
電磁気１〜静電気
（復習：２時間）
配布プリント
[授業方法]
ライデン瓶や白検電器を用いた
実験を行う。静電気の性質を理
解して、クーロンの法則を学び
とって欲しい。
（予習：２時間）
[授業内容]
テキスト４巻，２章：磁気
電磁気２〜電流が作る磁界
（復習：２時間）
配布プリント
[授業方法]
電流が作る次回について説明し
て、モーターの原理について考
える。
（予習：２時間）
[授業内容]
最短ネットワーク問題とシャボ 配布プリント
（復習：２時間）
ン膜
配布プリント
[授業方法]
シャボン膜は膜の面積が最小に
なるように形を決める。最短ネ
ットワーク問題を解きながらそ
れらの答えがシャボン膜を使っ
た実験で確認できることを体験
する。
（予習：２時間）
[授業内容]
テキスト５巻，１章：原子の構造
放射能〜半減期と放射線量
（復習：2時間）
配布プリント
[授業方法]
放射性物質、放射線、放射能と
いった基本的な事項に関して講
義した後、霧箱実験によるα線
やβ、γ線の観察実験を行う。
実際に放射線を目で見ることで
、放射能に関して科学的な議論
ができるようになって欲しい。
予習：２時間
定期試験
配布プリントを見直して試験に備えること
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授業科目名
英語科目名

現代物理学
Modern Physics

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

清

裕一郎

授業概要
[授業全体の内容]
ガリレオやニュートンの時代に生まれた科学的な方法は力学，電磁気学などの古典物理学から相対性理論
や量子力学
に象徴される現代物理へと急速に発展してきた。１８世紀の古典力学の時代から２０世紀の物理である現代物
理の誕生
の歴史に沿った形で約３００年の物理学の発展を概観し、我々の生活を支える現代物理学の基礎について学ぶ
。
これらの基礎事項の中には現代社会に不可欠な情報セキュリティーへと繋がる技術や、放射線といった身近な
テーマ
も含まれる。現代社会を支える技術について基本的な知識を身につけて欲しい。
[学位授与方針に定められた知識・能力等との関連]
現代社会では、我々の生活はあらゆる場面において、科学技術によって支えられている。スポーツや医療に
おいても
最先端の技術を利用した様々な機器が使われる。本講義では、そのような最先端技術についても多く取り上げ
るので、興味
をもって聴講して欲しい。予習・復習を行い、しっかりとした知識を身につけることによって、ディプロマ・
ポリシーの一つである
「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識の教養」を身につけて欲しい。
[授業の到達目標]
1. 現代に生きる我々にとって重要な科学基礎となるような知識を身につけ, 身の回りでどのように応用され
ているか説明できる。
2. 身の回りにある物理現象について、物理法則と関係付けて説明できる。
成績評価
[成績評価基準]
1. 授業で扱った物理概念がどのようにして生まれて、科学の発展にどのように寄与したのか分かりやすく説
明できる（レポート）
2. 光、熱、音波、電気、放射線、仕事、エネルギー保存則について基本用語や概念を理解している（定期試
験、配布プリント）
3. 授業中の積極的な発言、実験での取り組みなどを授業参加態度として評価する (平常点 )
[成績評価方法]
毎回の講義で配布される課題プリントの提出(30%), 日々の学習状況や授業参加態度(20%),
履修における留意事項
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定期試験(50%)

[履修要件]
これまで物理を学んだことがない学生も歓迎です.
[履修上の注意点]
授業内容に興味を持って積極的に授業参加すること。
進行状況に応じて授業計画は適宜変更する可能性がある。
[試験・課題に対するフィードバックの方法]
毎回の授業で配布される課題プリントは、授業中に全員で答え合わせと採点を行い授業終了後に提出する。
提出されたプリントには、適宜コメントや評価点を入れて次回以降に返却するので、試験前の復習に活用する
こと。
[使用テキスト]
物理科学のコンセプト１〜５
Paul G. Hewitt, John Suchocki, Leslie A. Hewitt 著，小出昭一郎監修、吉田義久訳，
共立出版
参考資料として使用することがあるが、必要な場合には資料のコピーなどを配布する
ので各自で用意する必要はない。
連絡先とオフィスアワー
火曜日13時〜１７時 1号館３階の１３１６号室
連絡先は授業内にしらせる
備考
[学修時間]
この授業は、３０時間の講義形式の授業と、準備学習６０時間の計９０時間の学修を必要とする２単位の科目
である。
[その他]
進行状況に応じて授業計画は適宜変更する可能性がある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
清裕一郎
1
[授業内容]
科学的な考え方の芽生え

清裕一郎

清裕一郎

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
(予習：2時間 )
テキスト1巻，プロローグ：科学について
(復習：２時間）
配布プリントの演習問題

[授業方法]
科学の歴史を紐解き、科学的に
物事を考えるということがどう
いうことか、グループ・ディス
カッションする。
(予習：２時間）
[内容]
テキスト４巻，3章：光の波
光１〜光の正体
（復習：２時間）
配布プリント
[授業方法]
光とはなんだろうか？ 太陽光
やレーザー光を観察しながら、
光の持つ特徴について講義する
。
（予習：２時間）
[授業内容]
テキスト４巻，3章：光の波
光２〜色の不思議
（復習：２時間）
配布プリント
[授業方法]
光の混色実験を通して色の持つ
不思議についてグループ・ディ
スカッションしながら、光と色
の関係を物理学について講義す
る。
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清裕一郎

清裕一郎

清裕一郎

清裕一郎

清裕一郎

清裕一郎

（予習：２時間）
テキスト４巻，４章：光の性質
（復習：２時間）
配布プリント

[授業内容]
光３〜反射、屈折

[授業方法]
光の屈折に関するスネルの法則
について講義する。
（予習：２時間）
[授業内容]
熱１〜熱いや冷たいを定義する テキスト２巻，２章：熱エネルギー
（復習：2時間）
配布プリント
[授業方法]
気体の圧縮実験や、異なる温度
の水を混ぜた時の温度変化など
を測定し、その結果を踏まえて
、熱エネルギーと絶対温度につ
いて講義する。
（予習：２時間）
[授業内容]
熱２〜太陽エネルギーと温度 テキスト２巻，２章：熱エネルギー
（復習：２時間）
配布プリント
[授業方法]
地球のエネルギーが太陽から来
ていることを講義する。また、
プランクの輻射公式から太陽の
表面温度を見積もるグループ・
ワークを行う。
（予習：２時間）
[授業内容]
音１〜波の形と音の聞こえ方 テキスト３巻，２章：音の波
（復習：２時間）
配布プリント
[授業方法]
音の正体が空気を伝われる波動
であることを説明して、音につ
いて科学的に考えるための基礎
を与える。人間の聴覚で認識で
きる様々な音が音波の形とどの
ように関係しているのかディス
カッションをしながら考えてゆ
く。
（予習：２時間）
[授業内容]
テキスト３巻，２章：音の波
音２〜音階と周波数の測定
（復習：２時間）
配布プリント
[授業方法]
オシロスコープを使い、電子楽
器から発せられるドレミファの
音階を画像として表示したり、
周波数を測定する実験を行う。
音を周波数測定することで、ド
レミファの音階がどのように構
成されているのかについて科学
的に考える。
（予習：２時間）
[授業内容]
テキスト１巻，４章：回転運動と角運動量
力１〜力のつり合い
（復習：２時間）
配布プリント
[授業方法]
力学の基礎となる力と力の釣り
合いについて講義する。力の釣
り合をさらに発展させ、重心や
力のモーメントなどの高度な内
容についても説明する。
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清裕一郎

清裕一郎

清裕一郎

清裕一郎

清裕一郎

（予習：２時間）
テキスト２巻，１章：力学的エネルギー
（復習：2時間）
配布プリント

[授業内容]
力２〜仕事とエネルギー

[授業方法]
力学的に定義されたエネルギー
の概念について説明する。授業
内で、いくつかの演習問題をや
ってもらうので是非とも
エネルギーの保存が成立してい
ことを実感して欲しい。
（予習：２時間）
[授業内容]
テキスト４巻，１章：電気
電磁気１〜静電気
（復習：２時間）
配布プリント
[授業方法]
ライデン瓶や白検電器を用いた
実験を行う。静電気の性質を理
解して、クーロンの法則を学び
とって欲しい。
（予習：２時間）
[授業内容]
テキスト４巻，２章：磁気
電磁気２〜電流が作る磁界
（復習：２時間）
配布プリント
[授業方法]
電流が作る次回について説明し
て、モーターの原理について考
える。
（予習：２時間）
[授業内容]
最短ネットワーク問題とシャボ 配布プリント
（復習：２時間）
ン膜
配布プリント
[授業方法]
シャボン膜は膜の面積が最小に
なるように形を決める。最短ネ
ットワーク問題を解きながらそ
れらの答えがシャボン膜を使っ
た実験で確認できることを体験
する。
（予習：２時間）
[授業内容]
テキスト５巻，１章：原子の構造
放射能〜半減期と放射線量
（復習：2時間）
配布プリント
[授業方法]
放射性物質、放射線、放射能と
いった基本的な事項に関して講
義した後、霧箱実験によるα線
やβ、γ線の観察実験を行う。
実際に放射線を目で見ることで
、放射能に関して科学的な議論
ができるようになって欲しい。
予習：２時間
定期試験
配布プリントを見直して試験に備えること
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授業科目名
英語科目名

総合数学
Mathematics

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

カリキュラムにより
異なります
小宮根 文子

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

授業概要
[授業全体の内容]
昨今のビジネスシーンでは、変化や規則性などを見抜く「分析力」や自分の考えや外部から得た情報を正確に
伝える「表現力」を
求められる事が多くなってきており、
これらのベースには、基本的な数学的知識や手法が必須となっている
この授業では、割合や確率、集合など、基本的な数学的知識に関する本質的な理解及び問題解決方法を学び、
課題の解説を皆で行う中で、自分の考えを伝え、人の考えを理解するによって、表現力や理解力を身につける
[授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付けるため
の科目の1つとして開講される
[授業の到達目標]
1.割合や確率、集合など各回の項目について、概念を把握し、問題を解くことが出来る
成績評価
[成績評価の基準]
1.割合や確率、集合など各回の項目について、それらに関する問題を解くことが出来る(定期試験)
2.授業態度や授業内での課題や解説への取り組み状況によって受講態度を評価する(平常点)
[成績評価の方法]
定期試験(70％)、平常点(30%)を総合して評価する
履修における留意事項
[履修要件]
特になし
[履修上の注意(科目独自のルール)]
特になし
[課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法]
試験等の課題に対するフィードバックは、授業内の講義もしくはJ‑PASS上へ模範解答を掲示する事で行う
[テキスト・参考書等]
テキストは特に指定しないが、一般的な数学のテキスト等を参考にしてもよい
連絡先とオフィスアワー
[連絡先]
a‑komine[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に替えて下さい
[オフィスアワー]
事前にメールで日程を相談して(概ね水曜日12:05‑12:20, 16:30‑16:45)、
非常勤講師室で対応します
備考
[学修時間]
この授業は講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必要
とする内容をもって構成する
[その他]
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

1

小宮根

2

小宮根

3

小宮根

4

小宮根

5

小宮根

(予習：2時間)
[授業内容]
ガイダンスとして、授業の目的 高校までの数学について見直しをする
、概要の解説、評価方法と授業
(復習：2時間)
の進め方を説明する
この授業の概要、授業目的や評価方法、授業の進
め方を理解し、高校までの数学でこの授業の概要
[授業方法]
スライドを用いて内容を説明す に関連する部分を復習する
る
(予習：2時間)
[授業内容]
推論(発言の正誤、順位、平均) 命題の真偽や平均について調べてくる
に関する概念について説明し、
それについての問題の解法につ (復習：2時間)
発言の正誤や順位、平均に関する推論についての
いて解説する
問題の解法を復習する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説を皆で行う
ことにより今回の講義の内容を
再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
推論(内訳、密度、対戦)に関す 密度について調べてくる
る概念について説明し、それに
ついての問題の解法について解 (復習：2時間)
内訳や密度、対戦に関する推論についての問題の
説する
解法を復習する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説を皆で行う
ことにより今回の講義の内容を
再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
集合に関する概念について説明 「和集合」や「積集合」について調べてくる
し、それについての問題の解法
(復習：2時間)
について解説する
集合についての問題の解法を復習する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説を皆で行う
ことにより今回の講義の内容を
再確認する
(予習：3時間)
[授業内容]
割合に関する概念について説明 割合の概念について調べてくる
し、それについての問題の解法
(復習：3時間)
について解説する
割合についての問題の解法を復習する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説を皆で行う
ことにより今回の講義の内容を
再確認する
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6

小宮根

7

小宮根

8

小宮根

9

小宮根

10

小宮根

(予習：2時間)
[授業内容]
損益算に関する概念について説 「原価」や「定価」、「売価」について調べてく
明し、それについての問題の解 る
法について解説する
(復習：2時間)
損益算についての問題の解法を復習する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説を皆で行う
ことにより今回の講義の内容を
再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
分割払いに関する概念について 分割払い(「頭金」や「手数料」)について調べて
説明し、それについての問題の くる
解法について解説する
(復習：2時間)
分割払いについての問題の解法を復習する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説を皆で行う
ことにより今回の講義の内容を
再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
料金の割引や代金の精算に関す 料金の割引を考えるのに必要となる割合について
る概念について説明し、それに 理解しておく
ついての問題の解法について解
(復習：2時間)
説する
料金の割引や代金の精算についての問題の解法を
復習する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説を皆で行う
ことにより今回の講義の内容を
再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
表の読み取りに関する概念につ 表の読み取りに必要となる割合について理解して
いて説明し、それについての問 おく
題の解法について解説する
(復習：2時間)
表の読み取りについての問題の解法を復
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説を皆で行う
ことにより今回の講義の内容を
再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
長文や資料の読み取りに関する 資料や長文の読み取りに必要となる割合について
概念について説明し、それにつ 理解しておく
いての問題の解法について解説
(復習：2時間)
する
資料や長文の読み取りについての問題の解法を復
習する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説を皆で行う
ことにより今回の講義の内容を
再確認する
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11

小宮根

12

小宮根

13

小宮根

14

小宮根

(予習：2時間)
[授業内容]
場合の数に関する概念について 「組合せ」や「順列」について調べてくる
説明し、それについての問題の
(復習：2時間)
解法について解説する
場合の数についての問題の解法を復習する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説を皆で行う
ことにより今回の講義の内容を
再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
確率に関する概念について説明 確率の算出方法について調べてくる
し、それについての問題の解法
(復習：2時間)
について解説する
確率についての問題の解法を復習する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説を皆で行う
ことにより今回の講義の内容を
再確認する
(予習：2時間)
[授業内容]
速度算に関する概念について説 速さ、距離、時間の関係について調べてくる
明し、それについての問題の解
(復習：2時間)
法について解説する
速度算についての問題の解法を復習する
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説を皆で行う
ことにより今回の講義の内容を
再確認する
(予習：3時間)
[授業内容]
総復習として今までの講義内容 今まで学習した項目の内容について理解しておく
について、特に重要なポイント
(復習：3時間)
を解説する
本講義で学んだことについて復習をする
[授業方法]
スライドを用いて講義した後、
プリントの課題に取り組み理解
を深め、課題の解説を皆で行う
ことにより今までの講義の内容
を再確認する
定期試験
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[授業全体の内容]
[授業全体の内容]
スポーツ健康科学を中心とする幅広い知識と教養を学ぶ一環として、この歴史学では人と社会及びその生活の
歴史を多様な観点から学ぶ。世界には肌の色や言葉・風俗・習慣・宗教などの文化が異なる多様な人々が暮ら
すが、この授業ではヒト・モノ・カネ・
情報などの国際化が急速に進む中で、日本の歴史的現在に対する理解を深めていきたい。重要なテーマを中心
に、日本と国際社会の動きを理解し、日本人と日本の社会に対する理解が深まるようにしたい。
[授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)]
この科目は、スポーツ健康科学分野の理解と能力を強化するため、歴史学の分野における幅広い知識と教養を
身につけ、これを背景にしてコミュニケーション力の充実を図り、高い倫理観を養うことにも寄与することを
目指す。
[授業の到達目標]
1．人類の起源と日本人の祖先
1 人類の起源と日本人の祖先との関係を説明することができる。
2 人種と民族の違いを説明することができる。
3 縄文人と弥生人の特色を説明することができる。
2．産業革命と欧米列強の極東進出
1 市民社会を生み出した欧米列強がアジアに進出した理由を説明することができる。
2 アメリカ合衆国が日本を開国させた理由を説明することができる。
3 安政大地震の規模と下田港で起きた軍艦遭難事件を説明することができる。
3．自由貿易の開始と明治維新
1 明治維新の主体となった薩長連合の歴史的な意義を説明することができる。
2 幕末から明治に至る順天堂の佐藤良順の活動を説明することができる。
3 明治維新の三大改革とその歴史的な意義を説明することができる。
4．日清戦後経営と日露戦争
1 日清戦争による東アジアの秩序の変化を説明することができる。
2 日露戦争による日本社会の変化を説明することができる。
3 日本海海戦の戦法と勝利の要因を説明することができる。
5．大正デモクラシーと政党政治
1 第一次世界大戦の構図を説明することができる。
2 大戦後の憲政の常道を説明することができる。
3 電灯が普及した大衆消費社会の光と影を説明することができる。
6．恐慌とアジア・太平洋戦争
1 世界恐慌の原因を説明することができる。
2 恐慌が日本社会と東アジア等にもたらした影響を説明することができる。
3 日本の無条件降伏の歴史的な意義を説明することができる。
7．原水爆と原子力の時代
1 核兵器禁止条約とNPT(核兵器不拡散条約)の違いを説明することができる。
2 原子力発電に対する国際的な動向を説明することができる。
3 日本人が被災した核爆発(原爆2、水爆1)と核抑止力について説明することができる。
8．飢餓と飽食の時代
1 飢餓人口を減らす国際的な取り組みを説明することができる。
2 肥満がもたらす社会的な問題を説明することができる。
3 先進国における相対的貧困について説明することができる。
9．エネルギー革命による繁栄と環境問題
1 エネルギー革命の内容と意義を説明することができる。
2 偏西風の蛇行と停滞がもたらす台風と豪雨の特色を説明することができる。
3 パリ協定のポイントを説明することができる。
10．企業社会の発展と暮らしの変化
1 日本の企業社会の成立時期とその特色を説明することができる。
2 現在の企業社会の賃金格差について説明することができる。
3 学歴による賃金格差の状況を説明することができる。
11．都市の発達と若者文化
1 世界の若 者人口の地域的な偏在を説明することができる。
2 都市に集まった若者の文化の歴史的な変化を説明することができる。
3 米国の銃社会と若者の変化について説明することができる。
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成績評価
[ 成績評価の基準]
[講義の内容と毎回配布する講義資料などを踏まえて、レポートでは与えられた課題を多様な観点から調査し
説明できることが評価の基準になる。また、定期試験では毎回のテーマに沿った基本的な用語の理解度と各テ
ーマの課題について論理的に説明できることが評価の基準になる。さらに、毎時間の小テストに示された課題
を解くために話し合い、その解答を発表できることが評価の基準になる。
[ 成績評価方法 ]
課題レポート1回(30%)、定期試験(40%)、小テストを含む平常点(30%)を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
1 配布された資料を含むテキスト等を読み、事実とその解釈を含む読解力を高める姿勢をもってもらいたい。
2 コミュニケーション力を伸ばすためによく調べ、よく考え、適切に話し合い、定められた時間に発表するな
ど、積極的に授業に参加する意欲をもってもらいたい。
[履修上の注意]
授業開始に遅れないように入室し、私語を慎み、無断で教室の出入りをしないこと。また話し合いは他者に配
慮し、発表は論点を絞り、時間と内容に注意して行ってもらいたい。
[課題に対するフィードバックの方法]
各小テストの解答は、各時間の最後に確認し、レポートの成績は定期試験の実施前に発表する。また定期試験
の結果は採点後に知らせ、その解説はJuntendo Passport等を使って行う。
[テキスト・参考書等]
資料を含むテキスト等は毎回配布する。
連絡先とオフィスアワー
[連絡先]
担当:松井茂
E‑maiil: krmatsuisg2005@yahoo.co.jp
[オフィスアワー]
前期・後期ともに、月曜日2時限の前後約20分間。1号館2階非常勤講師室。
備考
[学修時間]
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
[その他]
配布資料は、レポートの作成や定期試験の問題として使用するので、各自で保管すること。
また、教育実習や試合等による欠席は、必ず所定の届を提出すること。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
松井茂
(予習:2.5時間)
1
(授業内容)
[人類の起源と日本人の祖先]に サルと区別されるヒトとは何か、また人種によっ
て肌の色がなぜ違うのか調べてくること。
ついて理解を深める。
(復習::1.5時間)
(授業方法)
[人類の起源と日本人の祖先]に 日本人の祖先はどこから来たと考えられいるかを
ついて解説する。また、配布さ 確認すること。
れたテキストなどをを見て問題
を解き、さらになぜ人類はアフ
リカで誕生したといわれ,なぜ
日本人とアフリカ人の肌の色が
違うのかを話し合い、発表する
。
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2

松井茂

3

松井茂

4

松井茂

5

松井茂

(予習:2.5時間)
(授業内容)
「産業革命と欧米列強の極東進 なぜアメリカ合衆国が日本を開国させたのか調べ
てくること。
出」
について理解を深める。
(復習::1.5時間)
産業革命とアジアの植民地化について確認するこ
(授業方法)
「産業革命と欧米列強の極東進 と。
出」
について解説する。また、配布
されたテキストを見て、問題を
解き、さらに欧米列強は何を求
めてアジアに進出し、その中で
なぜアメリカが日本を開国させ
たのかを話し合い、発表する。
(予習:2.5時間)
(授業内容)
[自由貿易の開始と明治維新]に 薩長連合の形成は、日本の植民地化防止と明治維
新にどのような影響を与えたのか調べてくること
ついて理解を深める。
。
(授業方法)
[自由貿易の開始と明治維新]に (復習::1.5時間)
ついて解説する。また、配布さ なぜ佐倉藩に順天堂が誕生したのかを確認するこ
れたテキストを見て、問題を解 と。
き、さらに自由貿易の開始は尊
王攘夷運動と順天堂の佐藤良順
にどのような事態をもたらした
のかを話し合い、発表する。
(予習:2.5時間)
(授業内容)
[日清戦後経営と日露戦争]につ 日清戦争と日露戦争は、日本に何をもたらしたの
か調べてくること。
いて理解を深める。
(復習::1.5時間)
(授業方法)
[日清戦後経営と日露戦争]につ 日露戦争を経て、日本の産業革命が達成されたこ
いて解説する。また、配布され とを確認すること。
たテキストを見て、問題を解き
、さらに李鴻章が書いた「妙手
回春」の意味と日本海海戦の意
味について話し合い、発表する
。
(予習:2．5時間)
(授業内容)
[大正デモクラシーと政党政治] 日本が第一次世界大戦に勝利したことは、日本の
政治・経済・文化に何をもたらしたのか調べてく
について理解を深める。
ること。
(授業方法)
[大正デモクラシーと政党政治] (復習::1．5時間)
について解説する。また、配布 第一次世界大戦中の好景気と戦争の勝利が日本の
されたテキストを見て、問題を 政党政治と国際的な地位の変化に及ぼした影響を
解き、さらに大正時代の大学出 確認すること。
の給料と大衆消費社会における
ビジネスモデルについて話し合
い、発表する。
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6

松井茂

7

松井茂

8

松井茂

9

松井茂

(予習:2.5時間)
(授業内容)
[恐慌とアジア・太平洋戦争]に 世界恐慌がなぜ第二次世界大戦につながるのか調
べてくること。
ついて理解を深める。
(復習::1.5時間)
(授業方法)
[恐慌とアジア・太平洋戦争]に 世界恐慌から第二次世界大戦に至る時期の日本社
ついて解説する。また、配布さ 会の変化を確認すること。
れたテキストを見て、問題を解
き、さらになぜ世界恐慌が日本
の農村に打撃をあたえたのか、
また太平洋戦争中の南満州鉄道
と新幹線との関係を話し合い、
発表する。
(予習:2.5時間)
(授業内容)
[原水爆と原子力の時代]につい 巨費を投じて開発された大量破壊兵器である核兵
器とエネルギー源としての原子力には各々どのよ
て理解を深める。
うな目的があるのか調べてくること。
(授業方法)
[原水爆と原子力の時代]につい (復習::1.5時間)
て解説する。また、配布された 科学技術がもつ二面性について確認すること。
テキストを見て、問題を解き、
さらに原子力発電がエネルギー
源として注目された理由および
その問題点と核の抑止力につい
て話し合い、発表する。
(予習:2.5時間)
(授業内容)
[飢餓と飽食の時代]について理 肥満や飢餓はなぜ社会的な問題になるのか調べて
くること。
解を深める。
(授業方法)
[]飢餓と飽食の時代について解
説する。また、配布されたテキ
ストを見て、問題を解き、さら
に飢餓と難民の問題、また肥満
とやせがもたらす社会的な問題
を話し合い、、発表する。
(授業内容)
エネルギー革命による繁栄と環
境問題]について理解を深める
。

(復習::1.5時間)
肥満や飢餓の社会的な問題点と対策を確認するこ
と。

(予習:2.5時間)
エネルギー革命と地球温暖化の影響防止を目的と
するパリ協定の内容を調べてくること。

(復習::1.5時間)
化石燃料が人々の生活に与える影響と持続可能な
(授業方法)
[エネルギー革命による繁栄と エネルギーの現状を確認すること。
環境問題]について解説する。
また、配布されたテキストを見
て、問題を解き、なぜ地球温暖
化が問題になるのか、さらに中
国が温暖化防止に積極的になる
世界的な意義などを話し合い、
発表する。
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(予習:2.5時間)
(授業内容)
[企業社会の発展と暮らしの変 日本の高度経済成長期に発展した企業活動と人々
の働き方について調べてくること。」
化]について理解を深める。
(授業方法)
[企業社会の発展と暮らしの変
化]について解説する。また、
配布されたテキストを見て、問
題を解き、高度成長期に人々は
なぜ豊かさを感じたのか、また
団塊の世代はなぜ太平洋ベルト
地帯に集まったのかを話し合い
、発表する。
(授業内容)
[都市の発達と若者文化]につい
て理解を深める。

(復習::1.5時間)
社会の変化と男女の働き方の変化を確認すること
。

(授業方法)
[都市の発達と若者文化]につい
て解説する。また、配布された
テキストを見て、問題を解き、
さらに若者はなぜ都市に集まる
傾向があるのか話し合い、発表
する。
(授業内容)
[少子高齢社会]について理解を
深める。

(復習::1.5時間)
第二次世界大戦後の若者文化の変化とその特色を
確認すること。

(授業方法)
[少子高齢社会]について解説す
る。
[また、配布されたテキストを
見て、問題を解き、さらに少子
高齢化がなぜ進んでいるのか、
その影響は生産と教育にどのよ
うに現れるのかを話し合い、発
表する。
(授業内容)
[知的財産の字お代]について理
解を深める。

(復習::1.5時間)
日本の少子化と高齢化の現状と問題点を確認する
こと。

(授業方法)
[知財立国の時代]について解説
する。[また、配布されたテキ
ストを見て、問題を解き、さら
に、自然資源の乏しい戦後の日
本が豊かになった要因と知的財
産と教育の関係を話し合い、発
表する。
(授業内容)
[交通革命と車社会]について理
解を深める。
(授業方法)
[交通革命と車社会]について解
説する。[また、配布されたテ
キストを見て、問題を解き、さ
らに車の自動運転と電気自動車
の開発が求められる理由につい
て話し合い、発表する。
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(予習:2.5時間)
日本の都市化の現状と若者文化の特色を調べてく
ること。

(予習:2.5時間)
少子化と高齢化の何が問題になるのか調べてくる
こと。

(予習:2.5時間)
世界の貿易を含む経済活動で重視される知的財産
の特色とこれがもたらす富について調べてくるこ
と。
(復習::1.5時間)
莫大な富をもたらす知的財産の内容を確認するこ
と。

(予習:2.5時間)
自家用車の普及が人々の生活と日本経済にどのよ
うな影響を与えているのか調べてくること。
(復習::1.5時間)
電気自動車と自動運転車両の開発が新たな産業の
展開と地球温暖化防止にどのような影響を及ぼし
ているのか確認すること。

定期試験
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2.0

[授業全体の内容]
[授業全体の内容]
スポーツ健康科学を中心とする幅広い知識と教養を学ぶ一環として、この歴史学では人と社会及びその生活の
歴史を多様な観点から学ぶ。世界には肌の色や言葉・風俗・習慣・宗教などの文化が異なる多様な人々が暮ら
すが、この授業ではヒト・モノ・カネ・
情報などの国際化が急速に進む中で、日本の歴史的現在に対する理解を深めていきたい。重要なテーマを中心
に、日本と国際社会の動きを理解し、日本人と日本の社会に対する理解が深まるようにしたい。
[授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)]
この科目は、スポーツ健康科学分野の理解と能力を強化するため、歴史学の分野における幅広い知識と教養を
身につけ、これを背景にしてコミュニケーション力の充実を図り、高い倫理観を養うことにも寄与することを
目指す。
[授業の到達目標]
1．人類の起源と日本人の祖先
1 人類の起源と日本人の祖先との関係を説明することができる。
2 人種と民族の違いを説明することができる。
3 縄文人と弥生人の特色を説明することができる。
2．産業革命と欧米列強の極東進出
1 市民社会を生み出した欧米列強がアジアに進出した理由を説明することができる。
2 アメリカ合衆国が日本を開国させた理由を説明することができる。
3 安政大地震の規模と下田港で起きた軍艦遭難事件を説明することができる。
3．自由貿易の開始と明治維新
1 明治維新の主体となった薩長連合の歴史的な意義を説明することができる。
2 幕末から明治に至る順天堂の佐藤良順の活動を説明することができる。
3 明治維新の三大改革とその歴史的な意義を説明することができる。
4．日清戦後経営と日露戦争
1 日清戦争による東アジアの秩序の変化を説明することができる。
2 日露戦争による日本社会の変化を説明することができる。
3 日本海海戦の戦法と勝利の要因を説明することができる。
5．大正デモクラシーと政党政治
1 第一次世界大戦の構図を説明することができる。
2 大戦後の憲政の常道を説明することができる。
3 電灯が普及した大衆消費社会の光と影を説明することができる。
6．恐慌とアジア・太平洋戦争
1 世界恐慌の原因を説明することができる。
2 恐慌が日本社会と東アジア等にもたらした影響を説明することができる。
3 日本の無条件降伏の歴史的な意義を説明することができる。
7．原水爆と原子力の時代
1 核兵器禁止条約とNPT(核兵器不拡散条約)の違いを説明することができる。
2 原子力発電に対する国際的な動向を説明することができる。
3 日本人が被災した核爆発(原爆2、水爆1)と核抑止力について説明することができる。
8．飢餓と飽食の時代
1 飢餓人口を減らす国際的な取り組みを説明することができる。
2 肥満がもたらす社会的な問題を説明することができる。
3 先進国における相対的貧困について説明することができる。
9．エネルギー革命による繁栄と環境問題
1 エネルギー革命の内容と意義を説明することができる。
2 偏西風の蛇行と停滞がもたらす台風と豪雨の特色を説明することができる。
3 パリ協定のポイントを説明することができる。
10．企業社会の発展と暮らしの変化
1 日本の企業社会の成立時期とその特色を説明することができる。
2 現在の企業社会の賃金格差について説明することができる。
3 学歴による賃金格差の状況を説明することができる。
11．都市の発達と若者文化
1 世界の若 者人口の地域的な偏在を説明することができる。
2 都市に集まった若者の文化の歴史的な変化を説明することができる。
3 米国の銃社会と若者の変化について説明することができる。
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成績評価
評価の基準]
[講義の内容と毎回配布する講義資料などを踏まえて、レポートでは与えられた課題を多様な観点から調査し
説明できることが評価の基準になる。また、定期試験では毎回のテーマに沿った基本的な用語の理解度と各テ
ーマの課題について論理的に説明できることが評価の基準になる。さらに、毎時間の小テストに示された課題
を解くために話し合い、その解答を発表できることが評価の基準になる。 なお、毎回の課題に対する成績評
価の主要なポイントは以下のようになる。
[ 成績評価方法 ]
ま課題レポート1回(30%)、定期試験(40%)、小テストを含む平常点(30%)を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
1 配布された資料を含むテキスト等を読み、事実とその解釈を含む読解力を高める姿勢をもってもらいたい。
2 コミュニケーション力を伸ばすためによく調べ、よく考え、適切に話し合い、定められた時間に発表するな
ど、積極的に授業に参加する意欲をもってもらいたい。
[履修上の注意]
授業開始に遅れないように入室し、私語を慎み、無断で教室の出入りをしないこと。また話し合いは他者に配
慮し、発表は論点を絞り、時間と内容に注意して行ってもらいたい。
[課題に対するフィードバックの方法]
各小テストの解答は、各時間の最後に確認し、レポートの成績は定期試験の実施前に発表する。また定期試験
の結果は採点後に知らせ、その解説はJuntendo Passport等を使って行う。
[テキスト・参考書等]
資料を含むテキスト等は毎回配布する。
連絡先とオフィスアワー
[連絡先]
担当:松井茂
E‑maiil: krmatsuisg2005@yahoo.co.jp
[オフィスアワー]
前期・後期ともに、月曜日2時限の前後約20分間。1号館2階非常勤講師室。
備考
[学修時間]
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
[その他]
配布資料は、レポートの作成や定期試験の問題として使用するので、各自で保管すること。
また、教育実習や試合等による欠席は、必ず所定の届を提出すること。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
松井茂
(予習:2.5時間)
1
(授業内容)
[人類の起源と日本人の祖先]に サルと区別されるヒトとは何か、また人種によっ
て肌の色がなぜ違うのか調べてくること。
ついて理解を深める。
(復習::1.5時間)
(授業方法)
[人類の起源と日本人の祖先]に 日本人の祖先はどこから来たと考えられいるかを
ついて解説する。また、配布さ 確認すること。
れたテキストなどをを見て問題
を解き、さらになぜ人類はアフ
リカで誕生したといわれ,なぜ
日本人とアフリカ人の肌の色が
違うのかを話し合い、発表する
。
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2

松井茂

3

松井茂

4

松井茂

5

松井茂

(予習:2.5時間)
(授業内容)
「産業革命と欧米列強の極東進 なぜアメリカ合衆国が日本を開国させたのか調べ
てくること。
出」
について理解を深める。
(復習::1.5時間)
産業革命とアジアの植民地化について確認するこ
(授業方法)
「産業革命と欧米列強の極東進 と。
出」
について解説する。また、配布
されたテキストを見て、問題を
解き、さらに欧米列強は何を求
めてアジアに進出し、その中で
なぜアメリカが日本を開国させ
たのかを話し合い、発表する。
(予習:2.5時間)
(授業内容)
[自由貿易の開始と明治維新]に 薩長連合の形成は、日本の植民地化防止と明治維
新にどのような影響を与えたのか調べてくること
ついて理解を深める。
。
(授業方法)
[自由貿易の開始と明治維新]に (復習::1.5時間)
ついて解説する。また、配布さ なぜ佐倉藩に順天堂が誕生したのかを確認するこ
れたテキストを見て、問題を解 と。
き、さらに自由貿易の開始は尊
王攘夷運動と順天堂の佐藤良順
にどのような事態をもたらした
のかを話し合い、発表する。
(予習:2.5時間)
(授業内容)
[日清戦後経営と日露戦争]につ 日清戦争と日露戦争は、日本に何をもたらしたの
か調べてくること。
いて理解を深める。
(復習::1.5時間)
(授業方法)
「日清戦後経営と日露戦争]に 日露戦争を経て、日本の産業革命が達成されたこ
ついて解説する。また、配布さ とを確認すること。
れたテキストを見て、問題を解
き、さらに李鴻章が書いた「妙
手回春」の意味と日本海海戦の
意味について話し合い、発表す
る。
(予習:2.5時間)
(授業内容)
[大正デモクラシーと政党政治] 日本が第一次世界大戦に勝利したことは、日本の
政治・経済・文化に何をもたらしたのか調べてく
について理解を深める。
ること。
(授業方法)
[大正デモクラシーと政党政治] (復習::1.5時間)
について解説する。また、配布 第一次世界大戦中の好景気と戦争の勝利が日本の
されたテキストを見て、問題を 政党政治と国際的な地位の変化に及ぼした影響を
解き、さらに大正時代の大学出 確認すること。
の給料と大衆消費社会における
ビジネスモデルについて話し合
い、発表する。

608

6

松井茂

7

松井茂

8

松井茂

9

松井茂

(予習:2.5時間)
(授業内容)
[恐慌とアジア・太平洋戦争]に 世界恐慌がなぜ第二次世界大戦につながるのか調
べてくること。
ついて理解を深める。
(復習::1.5時間)
(授業方法)
[恐慌とアジア・太平洋戦争]に 世界恐慌から第二次世界大戦に至る時期の日本社
ついて解説する。また、配布さ 会の変化を確認すること。
れたテキストを見て、問題を解
き、さらになぜ世界恐慌が日本
の農村に打撃をあたえたのか、
また太平洋戦争中の南満州鉄道
と新幹線との関係を話し合い、
発表する。
(予習:2.5時間)
(授業内容)
[原水爆と原子力の時代]につい 巨費を投じて開発された大量破壊兵器である核兵
器とエネルギー源としての原子力には各々どのよ
て理解を深める。
うな目的があるのか調べてくること。
(授業方法)
[原水爆と原子力の時代]につい (復習::1.5時間)
て解説する。また、配布された 科学技術がもつ二面性について確認すること。
テキストを見て、問題を解き、
さらに原子力発電がエネルギー
源として注目された理由および
その問題点と核の抑止力につい
て話し合い、発表する。
(予習:2.5時間)
(授業内容)
[飢餓と飽食の時代]について理 肥満や飢餓はなぜ社会的な問題になるのか調べて
くること。
解を深める。
(授業方法)
[]飢餓と飽食の時代について解
説する。また、配布されたテキ
ストを見て、問題を解き、さら
に飢餓と難民の問題、また肥満
とやせがもたらす社会的な問題
を話し合い、、発表する。
(授業内容)
エネルギー革命による繁栄と環
境問題]について理解を深める
。

(復習::1.5時間)
肥満や飢餓の社会的な問題点と対策を確認するこ
と。

(予習:2.5時間)
エネルギー革命と地球温暖化の影響防止を目的と
するパリ協定の内容を調べてくること。

(復習::1．5時間)
化石燃料が人々の生活に与える影響と持続可能な
(授業方法)
[エネルギー革命による繁栄と エネルギーの現状を確認すること。
環境問題]について解説する。
また、配布されたテキストを見
て、問題を解き、なぜ地球温暖
化が問題になるのか、さらに中
国が温暖化防止に積極的になる
世界的な意義などを話し合い、
発表する。
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11

12

13

14

松井茂

松井茂

松井茂

松井茂

松井茂

(予習:2.5時間)
業内容)
[企業社会の発展と暮らしの変 日本の高度経済成長期に発展した企業活動と人々
の働き方について調べてくること。」
化]について理解を深める。
(授業方法)
[企業社会の発展と暮らしの変
化]について解説する。また、
配布されたテキストを見て、問
題を解き、高度成長期に人々は
なぜ豊かさを感じたのか、また
団塊の世代はなぜ太平洋ベルト
地帯に集まったのかを話し合い
、発表する。
(授業内容)
[都市の発達と若者文化]につい
て理解を深める。

(復習::1.5時間)
社会の変化と男女の働き方の変化を確認すること
。

(授業方法)
[都市の発達と若者文化]につい
て解説する。また、配布された
テキストを見て、問題を解き、
さらに若者はなぜ都市に集まる
傾向があるのか話し合い、発表
する。
(授業内容)
[少子高齢社会]について理解を
深める。

(復習::1.5時間)
第二次世界大戦後の若者文化の変化とその特色を
確認すること。

(授業方法)
[少子高齢社会]について解説す
る。
[また、配布されたテキストを
見て、問題を解き、さらに少子
高齢化がなぜ進んでいるのか、
その影響は生産と教育にどのよ
うに現れるのかを話し合い、発
表する。
(授業内容)
[知的財産の字お代]について理
解を深める。

(復習::1.5時間)
日本の少子化と高齢化の現状と問題点を確認する
こと。

(授業方法)
[知財立国の時代]について解説
する。[また、配布されたテキ
ストを見て、問題を解き、さら
に、自然資源の乏しい戦後の日
本が豊かになった要因と知的財
産と教育の関係を話し合い、発
表する。
(授業内容)
[交通革命と車社会]について理
解を深める。
(授業方法)
[交通革命と車社会]について解
説する。[また、配布されたテ
キストを見て、問題を解き、さ
らに車の自動運転と電気自動車
の開発が求められる理由につい
て話し合い、発表する。

610

(予習:2.5時間)
日本の都市化の現状と若者文化の特色を調べてく
ること。

(予習:2.5時間)
少子化と高齢化の何が問題になるのか調べてくる
こと。

(予習:2.5時間)
世界の貿易を含む経済活動で重視される知的財産
の特色とこれがもたらす富について調べてくるこ
と。
(復習::1.5時間)
莫大な富をもたらす知的財産の内容を確認するこ
と。

(予習:2.5時間)
自家用車の普及が人々の生活と日本経済にどのよ
うな影響を与えているのか調べてくること。
(復習::1.5時間)
電気自動車と自動運転車両の開発が新たな産業の
展開と地球温暖化防止にどのような影響を及ぼし
ているのか確認すること。

定期試験
.
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授業科目名
英語科目名

日本文学
Literature

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

加藤

由紀子

授業概要
［授業全体の内容］
文学作品を通して人間の生き方や考え方を知り、人間についてより深く理解する。日本語及び日本文学に対
する知識と理解を深める。古典文学から近代文学まで幅広く親しむ態度を身につける。
この授業では、日本語及び日本文学についてを学ぶ。万葉集を通して、日本語についての知識を深め、歌の
背景にある歴史や社会について学び、作者の考え方や生き方について授業内で意見を交換する。芥川龍之介の
小説を読み。登場人物の生き方について、授業内で意見を交換する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」及び「コミュニケ
ーション力」「倫理観」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1.日本語の特色について理解し、日本語表記の歴史について説明することができる。
2.万葉集を通して、歌謡から和歌への流れを理解し、前期万葉と後期万葉の違いについて説明することができ
る。
3.歌の背景にある古代日本の社会や歴史を知り、万葉集の時代と和歌の関わりについて説明することができる
。
4.万葉集の和歌から作者の思いを読み取り、古代日本の人びとの考え方や生き方について理解し、そこからわ
かった人間の生き方について説明することができる。
5.小説を読んで、登場人物の行動、言動、描写などを分析し、登場人物の心理を読み取り説明することができ
る。
6.原典との比較を通して、作者の創作について説明することができる。
7.作者の人生について知り、作品を通して人間の生き方についてより深く理解し、そこからわかった人間の生
き方について説明することができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.日本語や日本語表記の歴史について説明することができる（定期試験）
2.万葉集を通して、和歌の流れや、歴史・社会と和歌との関わりについて説明することができる（定期試験）
3.芥川龍之介の作品を読んで、登場人物の心理を読み取り説明することができる（定期試験）
4.原典との比較を通して、作者の創作について説明することができる（定期試験）
5.授業でとりあげた作品や作者を通してわかった人間の生き方について説明し、それに対する自分の考えを文
章にまとめることができる（レポート）
6.授業に対する取り組みや課題、提出物などで評価する(平常点）
［成績評価の方法］
課題レポート2回（40％）,定期試験（40％）、平常点（20％）を総合して評価する。
履修における留意事項
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［履修要件］
特になし
［履修上の注意（科目独自のルール）］
特になし
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
平常授業及び準備学習における課題については、授業内で講義形式で解説する。
試験及び課題レポートについては、評価のポイントを提示する。
［テキスト］
1.芥川龍之介『地獄変・偸盗』・新潮文庫
2.その他の教材についてはその都度コピーを配布する。
1は教科書として使用するので必ず用意すること。2は授業内でテキストとして使用し、授業のまとめやレポ
ート作成の際に参考となる。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
授業内で知らせます。
［オフィスアワー］
授業時間の後に控室で
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
加藤
（予習：1時間）
1
［授業内容］
日本語表記の歴史について解説 あらかじめシラバスを読んで授業全体を把握して
する。奈良時代の文学について おくこと。
解説する。万葉集について紹介
（復習：2時間）
する。
日本語表記の歴史や奈良時代の文学、万葉集につ
いて、整理しておくこと。
［授業方法］
プリントと板書を用いて講義を
進める。コメントシートを提出
する。
加藤
（予習：1時間）
2
［授業内容］
万葉集の全体像を紹介する。万 万葉集について授業プリントを読んでおくこと。
葉集の時代について解説する。
万葉仮名について解説する。 （復習：2時間）
万葉仮名について整理しておくこと。
万葉集について講義で学習したことを整理してお
［授業方法］
ビデオとプリントを用いて講義 くこと。
を進める。コメントシートを提
出する。
加藤
（予習：1時間）
3
［授業内容］
萌芽時代から万葉第一期の時代 万葉集の時期区分について、授業プリントの解説
背景と歌について解説する。 を読んで理解を深めておくこと。
（復習：2時間）
［授業方法］
プリントを用いて講義を進める 萌芽時代と万葉第一期の時代について整理してお
。コメントシートを提出する。 くこと。
授業で取り扱った歌について理解を深めておくこ
と。
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（予習：1時間）
［授業内容］
万葉第二期の時代背景と歌につ 万葉第二期の時代について、授業プリントの解説
を読んで理解を深めておくこと。
いて解説する。
（復習：2時間）
［授業方法］
プリントを用いて講義を進める 万葉第二期の時代について整理しておくこと。
。コメントシートを提出する。 授業で取り扱った歌について理解を深めておくこ
と。
（予習：1時間）
［授業内容］
万葉第三期の時代背景と歌につ 万葉第三期の時代について、授業プリントの解説
を読んで理解を深めておくこと。
いて解説する。
（復習：2時間）
［授業方法］
プリントを用いて講義を進める 万葉第三期の時代について整理しておくこと。
。コメントシートを提出する。 授業で取り扱った歌について理解を深めておくこ
と。
（予習：1時間）
［授業内容］
万葉第四期の時代背景と歌につ 万葉第四期の時代について、授業プリントの解説
を読んで理解を深めておくこと。
いて解説する。
（復習：2時間）
［授業方法］
プリントを用いて講義を進める 万葉第四期の時代について整理しておくこと。
。コメントシートを提出する。 授業で取り扱った歌について理解を深めておくこ
と。
（予習：2時間）
［授業内容］
万葉集についてまとめの解説を 前回までの授業について整理しておくこと。
する。歌謡から和歌への流れや 万葉集の歌からわかった人間の生き方についてま
前期万葉と後期万葉の違いにつ とめておくこと。
いて解説する。歌から作者の思
いを読み取り、考え方や生き方 （復習：4時間）
万葉集の歌からわかった人間の生き方についてレ
について考える。
ポート課題を作成しておくこと。
［授業方法］
プリントを用いて講義を進める
。歌からわかった人間の生き方
について話し合う。コメントシ
ートを提出する。
（予習：4時間）
［授業内容］
作者について紹介する。小説の 授業プリントを読んで理解を深めておくこと。
手法について解説する。第一段 テキストの『偸盗』を読んで内容を把握しておく
落、第二段階の内容について解 こと。
説する。
（復習：2時間）
小説の書き出し、登場人物の描写などについて整
［授業方法］
プリントとテキストを用いて講 理しておくこと。
義を進める。コメントシートを
提出する。
（予習：1時間）
［授業内容］
第三段落、第四段落の内容につ テキストの『偸盗』（第三、四段落）を読んで理
いて解説する。登場人物の述懐 解を深めておくこと。
について考える。
（復習：2時間）
登場人物の心理について整理しておくこと。
［授業方法］
テキストを用いて講義を進める
。登場人物の述懐について話し
合う。コメントシートを提出す
る。
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［授業内容］
第五段落、第六段落の内容につ
いて解説する。
登場人物の問答について考える
。

（予習：1時間）
テキストの『偸盗』（第五、六段落）を読んで理
解を深めておくこと。
（復習：2時間）
登場人物の心理について整理しておくこと。

［授業方法］
テキストを用いて講義を進める
。登場人物の問答について話し
合う。コメントシートを提出す
る。
（予習：1時間）
［授業内容］
第七段落の内容について解説す テキストの『偸盗』（第七段落）を読んで理解を
る。この段落から問題を提起す 深めておくこと。
る。
（復習：2時間）
授業で取り上げた問題点について整理しておくこ
［授業方法］
テキストを用いて講義を進める と。
。提起された問題について話し 登場人物の心理について整理しておくこと。
合う。コメントシートを提出す
る。
（予習：2時間）
［授業内容］
第八段落、第九段落の内容につ テキストの『偸盗』（第八、九段落）を読んで理
解を深めておくこと。
いて解説する。
この段落から問題を提起する。 全体を通して問題点を整理しておくこと。
［授業方法］
テキストを用いて講義を進める
。提起された問題について話し
合う。コメントシートを提出す
る。
［授業内容］
『往生絵巻』の内容について解
説する。場面ごとの登場人物の
役割について解説する。主人公
の生き方について考える。
［授業方法］
テキストとプリントを用いて講
義を進める。役割分担をして読
む。主人公の生き方について話
し合う。コメントシートを提出
する。
［授業内容］
『今昔物語』の原話の内容につ
いて解説する。『往生絵巻』と
原話との相違点について考える
。

［復習：4時間］
作品を通してわかった人間の生き方についてレポ
ート課題を作成しておくこと。

（予習：1時間）
テキストの『往生絵巻』を読んで理解を深めてお
くこと。
（復習：2時間）
場面ごとの登場人物の役割を整理しておくこと。

（予習：2時間）
授業プリントの『今昔物語』の原話を読んで理解
を深めておくこと。

（復習：10時間）
芥川龍之介の創作について自分の考えをまとめて
おくこと。
［授業方法］
素材と創作について話し合う。 『往生絵巻』の主人公の生き方について自分の考
これまで授業で取り上げた問題 えをまとめておくこと。
や課題について話し合う。コメ 1〜14の講義内容について整理しておくこと。
課題レポート2題を仕上げること。
ントシートを提出する。
定期試験

615

授業科目名
英語科目名

日本文学
Literature

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

加藤

由紀子

授業概要
［授業全体の内容］
文学作品を通して人間の生き方や考え方を知り、人間についてより深く理解する。日本語及び日本文学に対
する知識と理解を深める。古典文学から近代文学まで幅広く親しむ態度を身につける。
この授業では、日本語及び日本文学についてを学ぶ。万葉集を通して、日本語についての知識を深め、歌の
背景にある歴史や社会について学び、作者の考え方や生き方について授業内で意見を交換する。芥川龍之介の
小説を読み。登場人物の生き方について、授業内で意見を交換する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」及び「コミュニケ
ーション力」「倫理観」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1.日本語の特色について理解し、日本語表記の歴史について説明することができる。
2.万葉集を通して、歌謡から和歌への流れを理解し、前期万葉と後期万葉の違いについて説明することができ
る。
3.歌の背景にある古代日本の社会や歴史を知り、万葉集の時代と和歌の関わりについて説明することができる
。
4.万葉集の和歌から作者の思いを読み取り、古代日本の人びとの考え方や生き方について理解し、そこからわ
かった人間の生き方について説明することができる。
5.小説を読んで、登場人物の行動、言動、描写などを分析し、登場人物の心理を読み取り説明することができ
る。
6.原典との比較を通して、作者の創作について説明することができる。
7.作者の人生について知り、作品を通して人間の生き方についてより深く理解し、そこからわかった人間の生
き方について説明することができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.日本語や日本語表記の歴史について説明することができる（定期試験）
2.万葉集を通して、和歌の流れや、歴史・社会と和歌との関わりについて説明することができる（定期試験）
3.芥川龍之介の作品を読んで、登場人物の心理を読み取り説明することができる（定期試験）
4.原典との比較を通して、作者の創作について説明することができる（定期試験）
5.授業でとりあげた作品や作者を通してわかった人間の生き方について説明し、それに対する自分の考えを文
章にまとめることができる（レポート）
6.授業に対する取り組みや課題、提出物などで評価する(平常点）
［成績評価の方法］
課題レポート2回（40％）,定期試験（40％）、平常点（20％）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
特になし
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
平常授業及び準備学習における課題については、授業内で講義形式で解説する。
試験及び課題レポートについては、評価のポイントを提示する。
［テキスト］
1.芥川龍之介『地獄変・偸盗』・新潮文庫
2.その他の教材についてはその都度コピーを配布する。
1は教科書として使用するので必ず用意すること。2は授業内でテキストとして使用し、授業のまとめやレポ
ート作成の際に参考となる。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
授業内で知らせます。
［オフィスアワー］
授業時間の後に控室で
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
加藤
（予習：1時間）
1
［授業内容］
日本語表記の歴史について解説 あらかじめシラバスを読んで授業全体を把握して
する。奈良時代の文学について おくこと。
解説する。万葉集について紹介
（復習：2時間）
する。
日本語表記の歴史や奈良時代の文学、万葉集につ
いて、整理しておくこと。
［授業方法］
プリントと板書を用いて講義を
進める。コメントシートを提出
する。
加藤
（予習：1時間）
2
［授業内容］
万葉集の全体像を紹介する。万 万葉集について授業プリントを読んでおくこと。
葉集の時代について解説する。
万葉仮名について解説する。 （復習：2時間）
万葉仮名について整理しておくこと。
万葉集について講義で学習したことを整理してお
［授業方法］
ビデオとプリントを用いて講義 くこと。
を進める。コメントシートを提
出する。
加藤
（予習：1時間）
3
［授業内容］
萌芽時代から万葉第一期の時代 万葉集の時期区分について、授業プリントの解説
背景と歌について解説する。 を読んで理解を深めておくこと。

4

5
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（復習：2時間）
［授業方法］
プリントを用いて講義を進める 萌芽時代と万葉第一期の時代について整理してお
。コメントシートを提出する。 くこと。
授業で取り扱った歌について理解を深めておくこ
と。
（予習：1時間）
［授業内容］
万葉第二期の時代背景と歌につ 万葉第二期の時代について、授業プリントの解説
を読んで理解を深めておくこと。
いて解説する。
（復習：2時間）
［授業方法］
プリントを用いて講義を進める 万葉第二期の時代について整理しておくこと。
。コメントシートを提出する。 授業で取り扱った歌について理解を深めておくこ
と。
（予習：1時間）
［授業内容］
万葉第三期の時代背景と歌につ 万葉第三期の時代について、授業プリントの解説
を読んで理解を深めておくこと。
いて解説する。
（復習：2時間）
［授業方法］
プリントを用いて講義を進める 万葉第三期の時代について整理しておくこと。
。コメントシートを提出する。 授業で取り扱った歌について理解を深めておくこ
と。
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（予習：1時間）
［授業内容］
万葉第四期の時代背景と歌につ 万葉第四期の時代について、授業プリントの解説
を読んで理解を深めておくこと。
いて解説する。
（復習：2時間）
［授業方法］
プリントを用いて講義を進める 万葉第四期の時代について整理しておくこと。
。コメントシートを提出する。 授業で取り扱った歌について理解を深めておくこ
と。
（予習：2時間）
［授業内容］
万葉集についてまとめの解説を 前回までの授業について整理しておくこと。
する。歌謡から和歌への流れや 万葉集の歌からわかった人間の生き方についてま
前期万葉と後期万葉の違いにつ とめておくこと。
いて解説する。歌から作者の思
いを読み取り、考え方や生き方 （復習：4時間）
万葉集の歌からわかった人間の生き方についてレ
について考える。
ポート課題を作成しておくこと。
［授業方法］
プリントを用いて講義を進める
。歌からわかった人間の生き方
について話し合う。コメントシ
ートを提出する。
（予習：4時間）
［授業内容］
作者について紹介する。小説の 授業プリントを読んで理解を深めておくこと。
手法について解説する。第一段 テキストの『偸盗』を読んで内容を把握しておく
落、第二段階の内容について解 こと。
説する。
（復習：2時間）
小説の書き出し、登場人物の描写などについて整
［授業方法］
プリントとテキストを用いて講 理しておくこと。
義を進める。コメントシートを
提出する。
（予習：1時間）
［授業内容］
第三段落、第四段落の内容につ テキストの『偸盗』（第三、四段落）を読んで理
いて解説する。登場人物の述懐 解を深めておくこと。
について考える。
（復習：2時間）
登場人物の心理について整理しておくこと。
［授業方法］
テキストを用いて講義を進める
。登場人物の述懐について話し
合う。コメントシートを提出す
る。
（予習：1時間）
［授業内容］
第五段落、第六段落の内容につ テキストの『偸盗』（第五、六段落）を読んで理
解を深めておくこと。
いて解説する。
登場人物の問答について考える
（復習：2時間）
。
登場人物の心理について整理しておくこと。
［授業方法］
テキストを用いて講義を進める
。登場人物の問答について話し
合う。コメントシートを提出す
る。
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（予習：1時間）
［授業内容］
第七段落の内容について解説す テキストの『偸盗』（第七段落）を読んで理解を
る。この段落から問題を提起す 深めておくこと。
る。
（復習：2時間）
授業で取り上げた問題点について整理しておくこ
［授業方法］
テキストを用いて講義を進める と。
。提起された問題について話し 登場人物の心理について整理しておくこと。
合う。コメントシートを提出す
る。
（予習：2時間）
［授業内容］
第八段落、第九段落の内容につ テキストの『偸盗』（第八、九段落）を読んで理
解を深めておくこと。
いて解説する。
この段落から問題を提起する。 全体を通して問題点を整理しておくこと。
［授業方法］
テキストを用いて講義を進める
。提起された問題について話し
合う。コメントシートを提出す
る。
［授業内容］
『往生絵巻』の内容について解
説する。場面ごとの登場人物の
役割について解説する。主人公
の生き方について考える。
［授業方法］
テキストとプリントを用いて講
義を進める。役割分担をして読
む。主人公の生き方について話
し合う。コメントシートを提出
する。
［授業内容］
『今昔物語』の原話の内容につ
いて解説する。『往生絵巻』と
原話との相違点について考える
。

［復習：4時間］
作品を通してわかった人間の生き方についてレポ
ート課題を作成しておくこと。

（予習：1時間）
テキストの『往生絵巻』を読んで理解を深めてお
くこと。
（復習：2時間）
場面ごとの登場人物の役割を整理しておくこと。

（予習：2時間）
授業プリントの『今昔物語』の原話を読んで理解
を深めておくこと。

（復習：10時間）
芥川龍之介の創作について自分の考えをまとめて
おくこと。
［授業方法］
素材と創作について話し合う。 『往生絵巻』の主人公の生き方について自分の考
これまで授業で取り上げた問題 えをまとめておくこと。
や課題について話し合う。コメ 1〜14の講義内容について整理しておくこと。
課題レポート2題を仕上げること。
ントシートを提出する。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

日本文学
Literature

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

加藤

由紀子

授業概要
［授業全体の内容］
文学作品を通して人間の生き方や考え方を知り、人間についてより深く理解する。日本語及び日本文学に対
する知識と理解を深める。古典文学から近代文学まで幅広く親しむ態度を身につける。
この授業では、日本語及び日本文学についてを学ぶ。万葉集を通して、日本語についての知識を深め、歌の
背景にある歴史や社会について学び、作者の考え方や生き方について授業内で意見を交換する。芥川龍之介の
小説を読み。登場人物の生き方について、授業内で意見を交換する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」及び「コミュニケ
ーション力」「倫理観」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1.日本語の特色について理解し、日本語表記の歴史について説明することができる。
2.万葉集を通して、歌謡から和歌への流れを理解し、前期万葉と後期万葉の違いについて説明することができ
る。
3.歌の背景にある古代日本の社会や歴史を知り、万葉集の時代と和歌の関わりについて説明することができる
。
4.万葉集の和歌から作者の思いを読み取り、古代日本の人びとの考え方や生き方について理解し、そこからわ
かった人間の生き方について説明することができる。
5.小説を読んで、登場人物の行動、言動、描写などを分析し、登場人物の心理を読み取り説明することができ
る。
6.原典との比較を通して、作者の創作について説明することができる。
7.作者の人生について知り、作品を通して人間の生き方についてより深く理解し、そこからわかった人間の生
き方について説明することができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.日本語や日本語表記の歴史について説明することができる（定期試験）
2.万葉集を通して、和歌の流れや、歴史・社会と和歌との関わりについて説明することができる（定期試験）
3.芥川龍之介の作品を読んで、登場人物の心理を読み取り説明することができる（定期試験）
4.原典との比較を通して、作者の創作について説明することができる（定期試験）
5.授業でとりあげた作品や作者を通してわかった人間の生き方について説明し、それに対する自分の考えを文
章にまとめることができる（レポート）
6.授業に対する取り組みや課題、提出物などで評価する(平常点）
［成績評価の方法］
課題レポート2回（40％）,定期試験（40％）、平常点（20％）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
特になし
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
平常授業及び準備学習における課題については、授業内で講義形式で解説する。
試験及び課題レポートについては、評価のポイントを提示する。
［テキスト］
1.芥川龍之介『地獄変・偸盗』・新潮文庫
2.その他の教材についてはその都度コピーを配布する。
1は教科書として使用するので必ず用意すること。2は授業内でテキストとして使用し、授業のまとめやレポ
ート作成の際に参考となる。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
授業内で知らせます。
［オフィスアワー］
授業時間の後に控室で
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
加藤
（予習：1時間）
1
［授業内容］
日本語表記の歴史について解説 あらかじめシラバスを読んで授業全体を把握して
する。奈良時代の文学について おくこと。
解説する。万葉集について紹介
（復習：2時間）
する。
日本語表記の歴史や奈良時代の文学、万葉集につ
いて、整理しておくこと。
［授業方法］
プリントと板書を用いて講義を
進める。コメントシートを提出
する。
加藤
（予習：1時間）
2
［授業内容］
万葉集の全体像を紹介する。万 万葉集について授業プリントを読んでおくこと。
葉集の時代について解説する。
万葉仮名について解説する。 （復習：2時間）
万葉仮名について整理しておくこと。
万葉集について講義で学習したことを整理してお
［授業方法］
ビデオとプリントを用いて講義 くこと。
を進める。コメントシートを提
出する。
加藤
（予習：1時間）
3
［授業内容］
萌芽時代から万葉第一期の時代 万葉集の時期区分について、授業プリントの解説
背景と歌について解説する。 を読んで理解を深めておくこと。

4

5

加藤

加藤

（復習：2時間）
［授業方法］
プリントを用いて講義を進める 萌芽時代と万葉第一期の時代について整理してお
。コメントシートを提出する。 くこと。
授業で取り扱った歌について理解を深めておくこ
と。
（予習：1時間）
［授業内容］
万葉第二期の時代背景と歌につ 万葉第二期の時代について、授業プリントの解説
を読んで理解を深めておくこと。
いて解説する。
（復習：2時間）
［授業方法］
プリントを用いて講義を進める 万葉第二期の時代について整理しておくこと。
。コメントシートを提出する。 授業で取り扱った歌について理解を深めておくこ
と。
（予習：1時間）
［授業内容］
万葉第三期の時代背景と歌につ 万葉第三期の時代について、授業プリントの解説
を読んで理解を深めておくこと。
いて解説する。
（復習：2時間）
［授業方法］
プリントを用いて講義を進める 万葉第三期の時代について整理しておくこと。
。コメントシートを提出する。 授業で取り扱った歌について理解を深めておくこ
と。
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6

加藤

7

加藤

8

加藤

9

加藤

10

加藤

（予習：1時間）
［授業内容］
万葉第四期の時代背景と歌につ 万葉第四期の時代について、授業プリントの解説
を読んで理解を深めておくこと。
いて解説する。
（復習：2時間）
［授業方法］
プリントを用いて講義を進める 万葉第四期の時代について整理しておくこと。
。コメントシートを提出する。 授業で取り扱った歌について理解を深めておくこ
と。
（予習：2時間）
［授業内容］
万葉集についてまとめの解説を 前回までの授業について整理しておくこと。
する。歌謡から和歌への流れや 万葉集の歌からわかった人間の生き方についてま
前期万葉と後期万葉の違いにつ とめておくこと。
いて解説する。歌から作者の思
いを読み取り、考え方や生き方 （復習：4時間）
万葉集の歌からわかった人間の生き方についてレ
について考える。
ポート課題を作成しておくこと。
［授業方法］
プリントを用いて講義を進める
。歌からわかった人間の生き方
について話し合う。コメントシ
ートを提出する。
（予習：4時間）
［授業内容］
作者について紹介する。小説の 授業プリントを読んで理解を深めておくこと。
手法について解説する。第一段 テキストの『偸盗』を読んで内容を把握しておく
落、第二段階の内容について解 こと。
説する。
（復習：2時間）
小説の書き出し、登場人物の描写などについて整
［授業方法］
プリントとテキストを用いて講 理しておくこと。
義を進める。コメントシートを
提出する。
（予習：1時間）
［授業内容］
第三段落、第四段落の内容につ テキストの『偸盗』（第三、四段落）を読んで理
いて解説する。登場人物の述懐 解を深めておくこと。
について考える。
（復習：2時間）
登場人物の心理について整理しておくこと。
［授業方法］
テキストを用いて講義を進める
。登場人物の述懐について話し
合う。コメントシートを提出す
る。
（予習：1時間）
［授業内容］
第五段落、第六段落の内容につ テキストの『偸盗』（第五、六段落）を読んで理
解を深めておくこと。
いて解説する。
登場人物の問答について考える
（復習：2時間）
。
登場人物の心理について整理しておくこと。
［授業方法］
テキストを用いて講義を進める
。登場人物の問答について話し
合う。コメントシートを提出す
る。
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11

加藤

12

加藤

13

14

加藤

加藤

（予習：1時間）
［授業内容］
第七段落の内容について解説す テキストの『偸盗』（第七段落）を読んで理解を
る。この段落から問題を提起す 深めておくこと。
る。
（復習：2時間）
授業で取り上げた問題点について整理しておくこ
［授業方法］
テキストを用いて講義を進める と。
。提起された問題について話し 登場人物の心理について整理しておくこと。
合う。コメントシートを提出す
る。
（予習：2時間）
［授業内容］
第八段落、第九段落の内容につ テキストの『偸盗』（第八、九段落）を読んで理
解を深めておくこと。
いて解説する。
この段落から問題を提起する。 全体を通して問題点を整理しておくこと。
［授業方法］
テキストを用いて講義を進める
。提起された問題について話し
合う。コメントシートを提出す
る。
［授業内容］
『往生絵巻』の内容について解
説する。場面ごとの登場人物の
役割について解説する。主人公
の生き方について考える。
［授業方法］
テキストとプリントを用いて講
義を進める。役割分担をして読
む。主人公の生き方について話
し合う。コメントシートを提出
する。
［授業内容］
『今昔物語』の原話の内容につ
いて解説する。『往生絵巻』と
原話との相違点について考える
。

［復習：4時間］
作品を通してわかった人間の生き方についてレポ
ート課題を作成しておくこと。

（予習：1時間）
テキストの『往生絵巻』を読んで理解を深めてお
くこと。
（復習：2時間）
場面ごとの登場人物の役割を整理しておくこと。

（予習：2時間）
授業プリントの『今昔物語』の原話を読んで理解
を深めておくこと。

（復習：10時間）
芥川龍之介の創作について自分の考えをまとめて
おくこと。
［授業方法］
素材と創作について話し合う。 『往生絵巻』の主人公の生き方について自分の考
これまで授業で取り上げた問題 えをまとめておくこと。
や課題について話し合う。コメ 1〜14の講義内容について整理しておくこと。
課題レポート2題を仕上げること。
ントシートを提出する。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

日本国憲法
The Constitution of Japan

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

池田

良彦

授業概要
［授業全体の内容］
憲法を学ぶ意義は、主権者である国民が政治のあり方を最終的に決定する力をもっていることにあるといえる
。日本国憲法が制定（1947年5月3日）されてから７０年が過ぎたが、その間に国際情勢が変化し、日本が少な
からず影響を受けながらどのようにかかわってきたのかは、この間の日本の歴史を見れば明確であり、今後も
わが国の対応が注目されることになる。憲法は、国家の基本法であり、国の制度や国の運営の方法について定
められたもので、主権者である国民はこの憲法についての基本的な知識をもつことが必須条件といわなければ
ならない。昨年、選挙権は18歳からと公職選挙法の改正が行われたが、大学生の皆さんは、政治に関心を持つ
ことが必要不可欠ということになった。この授業では103カ条から成る日本国憲法の基本的な考え方を習得し
、是非とも憲法問題に関心を示していただくことを念頭に置き授業を進めていきたい。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）］
スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識および教養を身につけることが求められており、とりわけ憲法が定
めている人権問題については理解を深めて欲しい。
［授業の到達目標］
憲法問題は、連日のようにマスコミが採り上げているが、そこでの議論に理解を示し、自分の意見を論じる
ことができるようになることを目標とする。
成績評価
［成績評価の基準］
定期的にレポートの提出をもとめ、次の三点を評価の対象とする。
①テーマに対する理解度、
②問題点の説明、
③自説の展開
［成績評価の方法］
レポートの評価（50％）と定期試験（50％）
履修における留意事項
［履修要件］
特になし。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
教職免許証取得の必修科目なので、教員志望者は必ず履修してください。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
レポート提出日の次の授業の時に解説する。
［テキスト・参考書等］
テキストはとくに指定しないが、憲法の条文は準備すること。（六法を購入する必要はないが、憲法の条文は
必要。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：池田良彦
E‑mail：ysikeda［at］df.catv.ne.jp
※［at］を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：毎週月曜日の2時間目の時間
場所：講師室の部屋
備考
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［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習60時間の計90時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66条6
に定める科目）」における必修科目（日本国憲法）として位置づけられている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
池田良彦（以下同
【予習：３時間】
1
（授業内容）
）
テーマ：日本国憲法制定の過程
１９４５年（昭和２０年）８月１５日の終戦が
を説明する。
日本史の上でどのような状況にあったのかを高校
時代の日本史の教科書で確認しておくこと。
（授業方法）
大日本帝国憲法と日本国憲法と
の違いを比較し、講義を進める 【復習：１時間】
配布資料をよく読むこと。
。
【予習：３時間】
2
（授業内容）
テーマ：天皇制について。
天皇の退位問題が話題となっているが、現行法
上ではどのように考えられているのか調べておく
（授業方法）
「皇室典範」により天皇制が法 こと。
的に位置づけられているが、今
後の天皇制についての問題点を 【復習：１時間】
配布資料をよく読むこと。
考える。
【予習：３時間】
3
（授業内容）
テーマ：日本国憲法９条の戦争
憲法９条問題を理解するためには、日米安保条
放棄条項について。
約についての理解が必須であり、条約の趣旨をり
かいしておくこと。
（授業方法）
わが国の政府は、９条に関する
見解を日米安保条約との関係で 【復習：１時間】
解釈を変更してきたが、その主 配布資料をよく読んで、憲法と条約の関係を理
旨を説明し問題点を考える。 解すること。
【予習：３時間】
4
（授業内容）
テーマ：憲法９条に関する司
憲法問題は、政治的判断と、憲法上の法解釈と
法解釈について。
が異なることがあり、その違いを調べて理解をし
ておくことが必要である。
【復習：１時間】
授業方法）
、最高裁の砂川判決を資料とし 配布資料を熟読し、政治的判断と法的判断との
違いを理解すること。
て使い説明する。
【予習：３時間】
5
（授業内容）
テーマ：基本的人権の基礎を 人権の歴史は古く、１２１５年のイギリスのマグ
ナカルタにはじまり、以降１７７６年のアメリカ
学ぶ。
の独立宣言、１７８９年のフランス革命があり、
その歴史的な背景を理解しておくこと。
（授業方法）
基本的人権は自由権から始まり
、生存権へと発展していくがそ
の基本的な考え方の違いについ 【復習：１時間】
配布資料をよく読んで人権のルーツを理解する
て理解する。
。
（授業方法）
人権の歴史を紹介する。
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6

7

8

9

10

11

12

（授業内容）
テーマ：三権分立の意義

【予習：３時間】

モンテスキューの「法の精神」によって三権分
立が説かれたのでその考え方を調べてほしい。
（授業方法）
民主主義の根幹である国の制度
【復習：１時間】
のあり方について
配布資料を熟読して理解を深めて欲しい。
学ぶ。
【予習：３時間】
（授業内容）
テーマ： 憲法13条の「個人
個人の尊重はプライバシーの権利としてアメリ
の尊重」について
カで発展してきた権利であり、この権利について
調べて理解をしてほしい。
（授業方法）
プライバシーの権利は、一世
紀前の時代から、現在の権利に 【復習：１時間】
至るまでの歴史画あり、その発 配布資料を読んで理解してほしい。
展過程を理解してほしい。
【予習：３時間】
（授業内容）
テーマ：憲法14条の「法の下の
平等概念はアメリカで発展してきた権利であり
平等」について
、
（授業方法）
人種差別問題をはじめ、今日で 新しい平等概念についても理解を深めて欲しい。
は平等概念が広く主張されるよ
うになったのでその情報を提供 【復習：１時間】
平等問題は広く議論されているので、資料を読
する。
んで理解を深めて欲しい。
【予習：3時間】
（授業内容）
テーマ： 思想、良心の自由
思想や表現の自由は、人間に与えられた基本
、表現の自由
権であり、国家によって制限されるものではない
が、世界には表現の自由が厳しく制限されている
（授業方法）
表現の自由をはじめ、人間 国家があり、そのような事情を調べて欲しい。
には生まれながらにして自由が
付与されていることを理解する 【復習：１時間】
必要があることを説明数する。 配布資料をよく読んでほしい。
【予習：３時間】
（授業内容）
テーマ：刑事被告人の権利に
裁判における被告人の権利について調べて欲
ついて
しい。
（授業方法）
わが国の司法制度について説明 【復習：１時間】
資料を熟読して司法制度の理解を深めて欲しい
をする。
。
【予習：３時間】
（授業内容）
テーマ：市民参加型の刑事裁
裁判員制度の導入により国民が裁判に関心を
判について
持つ機会が多くなったがその問題点を調べてほし
い。
（授業方法）
世界の裁判制度について、陪審 【復習：１時間】
配布資料を読んで理解を求める。
制（英米）、参審制
（ヨーロッパ大陸）を比較して
説明する。
【予習：３時間】
（授業内容）
テーマ：立法権、行政権につ
国民の権利および義務の中心は、主権者とし
いて
て政治にどのようにかかわるのかが重要であり、
この問題について積極的に意見を求めたい。
（授業方法）
立法権、行政権に関わる国
【復習：１時間】
民の立場から、
どのような参加ができるのか語
りたい。
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13

14

（授業内容）
テーマ：憲法改正手続きにつ
いて
（授業方法）
現行憲法には、改正に関す
る手続きが明確に示されていな
い。今後でてくる議論であるの
で、
学生の皆さんにも積極的に考え
て欲しい。
（授業内容）
テーマ：憲法論のまとめ

【予習：３時間】
わが国では憲法改正論議が盛んであるが、一
国民としてこの問題をどのように考えるのかを問
いたい。
【復習：１時間】
憲法改正について、あなたはどのように考える
かを議論してほしい。
【予習：３時間】

これまで扱ったテーマについて、憲法論として
纏め、質問があったら申し出ること。
（授業方法）
これまで扱ったテーマについ
【復習：５時間】
て質疑を受ける。
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授業科目名
英語科目名

日本国憲法
The Constitution of Japan

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

池田

良彦

授業概要
［授業全体の内容］
憲法を学ぶ意義は、主権者である国民が政治のあり方を最終的に決定する力をもっていることにあるといえる
。日本国憲法が制定（1947年5月3日）されてから７０年が過ぎたが、その間に国際情勢が変化し、日本が少な
からず影響を受けながらどのようにかかわってきたのかは、この間の日本の歴史を見れば明確であり、今後も
わが国の対応が注目されることになる。憲法は、国家の基本法であり、国の制度や国の運営の方法について定
められたもので、主権者である国民はこの憲法についての基本的な知識をもつことが必須条件といわなければ
ならない。昨年、選挙権は18歳からと公職選挙法の改正が行われたが、大学生の皆さんは、政治に関心を持つ
ことが必要不可欠ということになった。この授業では103カ条から成る日本国憲法の基本的な考え方を習得し
、是非とも憲法問題に関心を示していただくことを念頭に置き授業を進めていきたい。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）］
スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識および教養を身につけることが求められており、とりわけ憲法が定
めている人権問題については理解を深めて欲しい。
［授業の到達目標］
憲法問題は、連日のようにマスコミが採り上げているが、そこでの議論に理解を示し、自分の意見を論じる
ことができるようになることを目標とする。
成績評価
［成績評価の基準］
定期的にレポートの提出をもとめ、次の三点を評価の対象とする。
①テーマに対する理解度、
②問題点の説明、
③自説の展開
［成績評価の方法］
レポートの評価（50％）と定期試験（50％）
履修における留意事項
［履修要件］
特になし。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
教職免許証取得の必修科目なので、教員志望者は必ず履修してください。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
レポート提出日の次の授業の時に解説する。
［テキスト・参考書等］
テキストはとくに指定しないが、憲法の条文は準備すること。（六法を購入する必要はないが、憲法の条文は
必要。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：池田良彦
E‑mail：ysikeda［at］df.catv.ne.jp
※［at］を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：毎週月曜日の2時間目の時間
場所：講師室の部屋
備考
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［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習60時間の計90時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66条6
に定める科目）」における必修科目（日本国憲法）として位置づけられている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
池田良彦（以下同
【予習：３時間】
1
（授業内容）
）
テーマ：日本国憲法制定の過程
１９４５年（昭和２０年）８月１５日の終戦が
を説明する。
日本史の上でどのような状況にあったのかを高校
時代の日本史の教科書で確認しておくこと。
（授業方法）
大日本帝国憲法と日本国憲法と
の違いを比較し、講義を進める 【復習：１時間】
配布資料をよく読むこと。
。
【予習：３時間】
2
（授業内容）
テーマ：天皇制について。
天皇の退位問題が話題となっているが、現行法
上ではどのように考えられているのか調べておく
（授業方法）
「皇室典範」により天皇制が法 こと。
的に位置づけられているが、今
後の天皇制についての問題点を 【復習：１時間】
配布資料をよく読むこと。
考える。
【予習：３時間】
3
（授業内容）
テーマ：日本国憲法９条の戦争
憲法９条問題を理解するためには、日米安保条
放棄条項について。
約についての理解が必須であり、条約の趣旨をり
かいしておくこと。
（授業方法）
わが国の政府は、９条に関する
見解を日米安保条約との関係で 【復習：１時間】
解釈を変更してきたが、その主 配布資料をよく読んで、憲法と条約の関係を理
旨を説明し問題点を考える。 解すること。
【予習：３時間】
4
（授業内容）
テーマ：憲法９条に関する司
憲法問題は、政治的判断と、憲法上の法解釈と
法解釈について。
が異なることがあり、その違いを調べて理解をし
ておくことが必要である。
【復習：１時間】
授業方法）
、最高裁の砂川判決を資料とし 配布資料を熟読し、政治的判断と法的判断との
違いを理解すること。
て使い説明する。
【予習：３時間】
5
（授業内容）
テーマ：基本的人権の基礎を 人権の歴史は古く、１２１５年のイギリスのマグ
ナカルタにはじまり、以降１７７６年のアメリカ
学ぶ。
の独立宣言、１７８９年のフランス革命があり、
その歴史的な背景を理解しておくこと。
（授業方法）
基本的人権は自由権から始まり
、生存権へと発展していくがそ
の基本的な考え方の違いについ 【復習：１時間】
配布資料をよく読んで人権のルーツを理解する
て理解する。
。
（授業方法）
人権の歴史を紹介する。
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6

7

8

9

10

11

12

（授業内容）
テーマ：三権分立の意義

【予習：３時間】

モンテスキューの「法の精神」によって三権分
立が説かれたのでその考え方を調べてほしい。
（授業方法）
民主主義の根幹である国の制度
【復習：１時間】
のあり方について
配布資料を熟読して理解を深めて欲しい。
学ぶ。
【予習：３時間】
（授業内容）
テーマ： 憲法13条の「個人
個人の尊重はプライバシーの権利としてアメリ
の尊重」について
カで発展してきた権利であり、この権利について
調べて理解をしてほしい。
（授業方法）
プライバシーの権利は、一世
紀前の時代から、現在の権利に 【復習：１時間】
至るまでの歴史画あり、その発 配布資料を読んで理解してほしい。
展過程を理解してほしい。
【予習：３時間】
（授業内容）
テーマ：憲法14条の「法の下の
平等概念はアメリカで発展してきた権利であり
平等」について
、
（授業方法）
人種差別問題をはじめ、今日で 新しい平等概念についても理解を深めて欲しい。
は平等概念が広く主張されるよ
うになったのでその情報を提供 【復習：１時間】
平等問題は広く議論されているので、資料を読
する。
んで理解を深めて欲しい。
【予習：3時間】
（授業内容）
テーマ： 思想、良心の自由
思想や表現の自由は、人間に与えられた基本
、表現の自由
権であり、国家によって制限されるものではない
が、世界には表現の自由が厳しく制限されている
（授業方法）
表現の自由をはじめ、人間 国家があり、そのような事情を調べて欲しい。
には生まれながらにして自由が
付与されていることを理解する 【復習：１時間】
必要があることを説明数する。 配布資料をよく読んでほしい。
【予習：３時間】
（授業内容）
テーマ：刑事被告人の権利に
裁判における被告人の権利について調べて欲
ついて
しい。
（授業方法）
わが国の司法制度について説明 【復習：１時間】
資料を熟読して司法制度の理解を深めて欲しい
をする。
。
【予習：３時間】
（授業内容）
テーマ：市民参加型の刑事裁
裁判員制度の導入により国民が裁判に関心を
判について
持つ機会が多くなったがその問題点を調べてほし
い。
（授業方法）
世界の裁判制度について、陪審 【復習：１時間】
配布資料を読んで理解を求める。
制（英米）、参審制
（ヨーロッパ大陸）を比較して
説明する。
【予習：３時間】
（授業内容）
テーマ：立法権、行政権につ
国民の権利および義務の中心は、主権者とし
いて
て政治にどのようにかかわるのかが重要であり、
この問題について積極的に意見を求めたい。
（授業方法）
立法権、行政権に関わる国
【復習：１時間】
民の立場から、
どのような参加ができるのか語
りたい。

630

13

14

（授業内容）
テーマ：憲法改正手続きにつ
いて
（授業方法）
現行憲法には、改正に関す
る手続きが明確に示されていな
い。今後でてくる議論であるの
で、
学生の皆さんにも積極的に考え
て欲しい。
（授業内容）
テーマ：憲法論のまとめ

【予習：３時間】
わが国では憲法改正論議が盛んであるが、一
国民としてこの問題をどのように考えるのかを問
いたい。
【復習：１時間】
憲法改正について、あなたはどのように考える
かを議論してほしい。
【予習：３時間】

これまで扱ったテーマについて、憲法論として
纏め、質問があったら申し出ること。
（授業方法）
これまで扱ったテーマについ
【復習：５時間】
て質疑を受ける。
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授業科目名
英語科目名

音楽
Music

対象学年

1

1

授業形態
開講学期

講義
前期

単位数

2.0

科目責任者 寺島 慶子
科目担当者
寺島慶子
授業概要
世界の共通語とも言うことができる音楽、その全般的な知識を西洋音楽史を通じて学ぶ事により、日常生活の
中に溢れる音楽のルーツを知り、理解を深める事により、このグローバルな時代に世界の人達とのコミュニケ
ーションの手段の一つとして役立てて欲しい。
また、クラシック音楽をより身近に感じ、鑑賞力を高め、音楽が心にどの様に作用するか学ぶ。この科目は、
スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれら
の活用能力」を身につける。
授業到達目標
１音楽の３要素が言える
２音楽の誕生から現代までの音楽の変遷について説明できる
３音楽を聴く耳を作る
4音楽が心に与える作用について説明できる 世界の共通語とも言うことができる音楽、その全般的な知識を
西洋音楽史を通じて学ぶ事により、日常生活の中に溢れる音楽のルーツを知り、理解を深める事により、この
グローバルな時代に
成績評価
授業に取り組む姿勢(１０%) 授業内レポート(２０％) 試験(7０％)を総合して評価する。
[成績評価の基準］
１．音楽の三要素が理解できている。
２．音楽の誕生から現代までの音楽の変遷について説明できる。
３．音楽を聴く耳を作る。（流れている音楽がいつの時代に作曲されたものか聞き分ける事が出来る）
４．音楽が心に与える作用について説明できる。（音楽療法）
［成績評価の方法］
平常点（１０％）
授業内レポート）（２０％）定期試験（７０％）を総合して評価する。
履修における留意事項
授業に取り組む姿勢(１０%) 授業内レポート(２０％) 試験(7０％)を総合して評価する。
[成績評価の基準］
１．音楽の三要素が理解できている。
２．音楽の誕生から現代までの音楽の変遷について説明できる。
３．音楽を聴く耳を作る。（流れている音楽がいつの時代に作曲されたものか聞き分ける事が出来る）
４．音楽が心に与える作用について説明できる。（音楽療法）
［成績評価の方法］
平常点（１０％）
授業内レポート）（２０％）定期試験（７０％）を総合して評価する。
連絡先とオフィスアワー
pfkeiko@kdp.biglobe.ne.jp
月曜日、金曜日13時30分から14時30分
備考
この授業は、講義の形態による2単位の科目であり、授業３０時間と準備６０時間の計９０時間の学習必須を
必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
寺島慶子
予習 クラシック音楽とは何かを調べる。２時間
1
音楽総論・音楽とは
私達の日常生活での音楽の役割 復習 日常生活での音楽の使われ方を調べる。２
時間
寺島慶子
2
宗教における音楽の役割につい 予習 宗教における音楽の役割を調べる。２時間
復習 宗教に関係する色々な音楽を聴き比べなさ
て
い。２時間
CD DVD使用
寺島慶子
予習 オペラとは何かを調べる。２時間
3
バロック音楽
復習 オペラが生まれた理由をまとめよう。２時
CD DVD使用
間
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4

寺島慶子

5

寺島慶子

6

寺島慶子

7

寺島慶子

8

寺島慶子

9

寺島慶子

10

寺島慶子

11

寺島慶子

12

寺島慶子

13

寺島慶子

14

寺島慶子

15

寺島慶子

古典派の音楽１
（バロック音楽からの推移）
CD DVD使用
古典派の音楽２
（古典派の音楽の確立）
CD DVD使用
ロマン派の音楽1
CD DVD使用

予習
復習

古典派の音楽家を調べる。２時間
古典派の時代背景を調べる。２時間

予習 モーツアルトの音楽を聴いておく。２時間
復習 モーツアルトの音楽と彼の人間性について
まとめよう。２時間
予習 ロマン主義について調べよう。２時間
復習 ロマン主義の文学作品を読んで、音楽に与
えた影響を感じ取ろう。２時間
予習 ロマン派の音楽家の作品を調べておこう。
ロマン派の音楽２
２時間
CD DVD使用
復習 古典派の音楽との相違点についてまとめよ
う。２時間
予習 ロシアの国民楽派について調べよう。２時
ロシアの国民楽派について
間
CD DVD使用
復習 ロシアの国民楽派がヨーロッパの作品の響
きから距離をおいた理由をまとめよう。２時間
予習 チェコの音楽家について調べよう。２時間
東欧の国民楽派
復習 オーストリアの統制下にあったチェコの音
CD DVD使用
楽家の苦悩を理解し、その響きを聴いて感じたこ
とをまとめる。２時間
予習 近代に起きた出来事についてまとめなさい
近代（印象派）
。２時間
CD DVD使用
復習 印象派の音楽がどの様な芸術から影た受け
ていてのか、具体的にまとめなさい。２時間
現代音楽（２１世紀）無調への 予習 現代音楽とは何かを調べる。２時間
復習 新しい響き、複雑なリズムが生まれた背景
歩み
を探る。２時間
CD DVD使用
コンサートに行こう。生の音を耳だけでなく身体
劇場音楽１
全体で体験すること。予習 コンサートの内容を
（オーケストラを聴こう）
把握しリサーチする。２時間 復習 コンサート
DVD使用
の感想をまとめる。２時間
劇場公演を体験しよう。予習 公演内容をリサー
劇場音楽２
ミュージカル・オペラ・バレエ チしておく。２時間 復習 感想をまとめる。２
時間
鑑賞
DVD使用
習 どんな音楽が心を癒す事が出来るか、いろい
心と音楽
ろなタイプの音楽を聞いてみよう。２時間
CD使用
復習 気にいった曲を見つけ、音楽がどの様に自
分の心に作用したか分析する。２時間
試験
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授業科目名
英語科目名

音楽
Music

対象学年

1

1

授業形態
開講学期

講義
後期

単位数

2.0

科目責任者 寺島 慶子
科目担当者
寺島慶子
授業概要
世界の共通語とも言うことができる音楽、その全般的な知識を西洋音楽史を通じて学ぶ事により、日常生活の
中に溢れる音楽のルーツを知り、理解を深める事により、このグローバルな時代に世界の人達とのコミュニケ
ーションの手段の一つとして役立てて欲しい。
また、クラシック音楽をより身近に感じ、鑑賞力を高め、音楽が心にどの様に作用するか学ぶ。この科目は、
スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれら
の活用能力」を身につける。
授業到達目標
１音楽の３要素が言える
２音楽の誕生から現代までの音楽の変遷について説明できる
３音楽を聴く耳を作る
4音楽が心に与える作用について説明できる
成績評価
授業に取り組む姿勢(１０%) 授業内レポート(２０％) 試験(7０％)を総合して評価する。
[成績評価の基準］
１．音楽の三要素が理解できている。
２．音楽の誕生から現代までの音楽の変遷について説明できる。
３．音楽を聴く耳を作る。（流れている音楽がいつの時代に作曲されたものか聞き分ける事が出来る）
４．音楽が心に与える作用について説明できる。（音楽療法）
［成績評価の方法］
平常点（１０％）
授業内レポート）（２０％）定期試験（７０％）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件」 特になし
日頃から沢山の音楽に触れて欲しい。
コンサート、ミュージカル、オペラを体験して欲しい。
［履修上の注意〕
1回の授業について、3分の２以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
課題レポートは翌週の授業で解説する。また定期試験については要望があれば個別に解説や指導を行う。
[テキスト・参考書等］
授業に則したプリントを配布する。参考書 初めての音楽史（音楽之友社）
連絡先とオフィスアワー
pfkeiko@kdp.biglobe.ne.jp
月曜日、金曜日13時30分から14時30分
備考
この授業は、講義の形態による2単位の科目であり、授業３０時間と準備６０時間の計９０時間の学習必須を
必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
寺島慶子
予習 クラシック音楽とは何かを調べる。２時間
1
音楽総論・音楽とは
私達の日常生活での音楽の役割 復習 日常生活での音楽の使われ方を調べる。２
時間
寺島慶子
2
宗教における音楽の役割につい 予習 宗教における音楽の役割を調べる。２時間
復習 宗教に関係する色々な音楽を聴き比べなさ
て
い。２時間
CD DVD使用
寺島慶子
予習 オペラとは何かを調べる。２時間
3
バロック音楽
復習 オペラが生まれた理由をまとめよう。２時
CD DVD使用
間
寺島慶子
予習 古典派の音楽家を調べる。２時間
4
古典派の音楽１
（バロック音楽からの推移） 復習 古典派の時代背景を調べる。２時間
CD DVD使用
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5

寺島慶子

6

寺島慶子

7

寺島慶子

8

寺島慶子

9

寺島慶子

10

寺島慶子

11

寺島慶子

12

寺島慶子

13

寺島慶子

14

寺島慶子

15

寺島慶子

予習 モーツアルトの音楽を聴いておく。２時間
復習 モーツアルトの音楽と彼の人間性について
まとめよう。２時間
予習 ロマン主義について調べよう。２時間
復習 ロマン主義の文学作品を読んで、音楽に与
えた影響を感じ取ろう。２時間
予習 ロマン派の音楽家の作品を調べておこう。
ロマン派の音楽２
２時間
CD DVD使用
復習 古典派の音楽との相違点についてまとめよ
う。２時間
予習 ロシアの国民楽派について調べよう。２時
ロシアの国民楽派について
間
CD DVD使用
復習 ロシアの国民楽派がヨーロッパの作品の響
きから距離をおいた理由をまとめよう。２時間
予習 チェコの音楽家について調べよう。２時間
東欧の国民楽派
復習 オーストリアの統制下にあったチェコの音
CD DVD使用
楽家の苦悩を理解し、その響きを聴いて感じたこ
とをまとめる。２時間
予習 近代に起きた出来事についてまとめなさい
近代（印象派）
。２時間
CD DVD使用
復習 印象派の音楽がどの様な芸術から影た受け
ていてのか、具体的にまとめなさい。２時間
現代音楽（２１世紀）無調への 予習 現代音楽とは何かを調べる。２時間
復習 新しい響き、複雑なリズムが生まれた背景
歩み
を探る。２時間
CD DVD使用
コンサートに行こう。生の音を耳だけでなく身体
劇場音楽１
全体で体験すること。予習 コンサートの内容を
（オーケストラを聴こう）
把握しリサーチする。２時間 復習 コンサート
DVD使用
の感想をまとめる。２時間
劇場公演を体験しよう。予習 公演内容をリサー
劇場音楽２
ミュージカル・オペラ・バレエ チしておく。２時間 復習 感想をまとめる。２
時間
鑑賞
DVD使用
予習 どんな音楽が心を癒す事が出来るか、いろ
心と音楽
いろなタイプの音楽を聞いてみよう。２時間
CD使用
復習 気にいった曲を見つけ、音楽がどの様に自
分の心に作用したか分析する。２時間
試験
古典派の音楽２
（古典派の音楽の確立）
CD DVD使用
ロマン派の音楽1
CD DVD使用
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授業科目名
英語科目名

美術
Fine Art

授業形態
開講学期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 江藤 匠
科目担当者
江藤 匠
授業概要
[授業全体の内容]
本年度は近代ヨーロッパ文明の礎になったイタリア・ルネサンス美術を扱う。一般に古代の復興と゜みなさ
れているルネサンス美術は、東方のビザンチン文明を起源とする地中海文明と、北方のゴシック文明が統合し
たものと言われる。そこには南方のパトス(情熱)の表現と、北方のエトス(倫理)の表現が融合されている。そ
の流れを13世紀末から16世紀まで、現地で撮影したスライドを鑑賞しながら辿っていきたい。
[授業の位置づけ]
この学科は「スポーツ健康学分野における専門的な知識と技能」及び「学士」という学位授与方針
の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
1.ルネサンスの主要な画家や彫刻家の名前や作品名を挙げることができる。
2.14世紀のプロト・ルネサンス、15世紀の初期ルネサンス、16世紀世紀ルネサンスのそれぞれの性格の違いが
理解できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1.ルネサンスの主要な画家や彫刻家の名前や作品名を挙げることができる。(定期試験)
2.14世紀のプロト・ルネサンス、15世紀の初期ルネサンス、16世紀世紀ルネサンスのそれぞれの性格の違いが
理解できる。(定期試験)
3.ルネサンス期におけるシエナ、フィレンツェ、ウルビーノ、ローマの都市の果たした役割の違いを説明てで
きる。
(定期試験)
4.ゴシックとルネサンスの宗教建築の性格の変化を説明できる。(定期試験)
[成績評価の方法]
成績は、授業態度と授業に取り組む姿勢(20％)、学期末の試験(80％)で評価します。
履修における留意事項
[受講条件]
時々、授業終了後に感想をリアクションペーパーに書いてもらいます。試験問題に関しては、事前に大まか
な内容をおしらせしますので、しっかり勉強してきてください。友達同士で協力してもかまいませんので、確
実な知識を身につけてください。
[課題に対するフィードバック]
受講期間中に一回、指定された展覧会を鑑賞してきてもらい、レポート一枚に感想を提出してもらい、コメン
トを書いて返却する。
[テキスト・参考書等]
テキストは、遠山公一著『西洋絵画の歴史1 ルネサンスの驚愕』小学館ビジュアル新書、2013年、1200円を
用います。参考書としては、ジャン・リュデル著『イタリア・ルネサンス絵画』望月典子他訳、白水社、2010
年、1050円。佐野重利、京谷京徳、水野千依『西洋美術の歴史4 ルネサンスI』中央公論新社、2017年、4104
円(必ずしも購入の必要はない)などが挙げられます。
連絡先とオフィスアワー
連絡先 E‑mail: takumi̲eto@seagreen.ocn.ne.jp
オフィスアワー 木曜日 14:00〜16:30 二階講師室
備考
[学修時間]
この授業は、講義形式による2単位の科目であり、授業30時間と準備学修60時間の計90時間で学修に必要とす
る時間とする。
[その他]
スライド上映中は部屋を暗くするので、メモを取る場合はペンライト等を持参するとよい。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
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授業回数 担当
江藤
1

江藤

江藤

江藤

江藤

江藤

匠

匠

匠

匠

匠

匠

授業内容（授業方法を含む）
(授業内容)
プロト・ルネサンスの彫刻家、
ピサーノ父子
(授業方法)
前半プリントによる解説、後半
スライド・プロジェクターによ
る作品鑑賞
(授業内容)
国際ゴシック様式の画家、ロレ
ンツォ・モナコ
(授業方法)
前半配布したプリントの解説、
後半スライド・プロジェクター
による作品鑑賞とリアクション
ペーパーによる感想文。
(授業内容)
1401年のフィレンツェ洗礼堂ま
門扉コンクール
(授業方法)
前半配布したプリントの解説、
後半スライド・プロジェクター
による作品鑑賞とリアクション
ペーパーによる感想文。
(授業内容)
フィレンツェ画派の形成、マザ
ッチョ
(授業方法)
前半配布したプリントの解説、
後半スライド・プロジェクター
による作品鑑賞とリアクション
ペーパーによる感想文。
(授業内容)
フィレンツェ派の彫刻、ドナテ
ッロ
(授業方法)
前半配布したプリントの解説、
後半スライド・プロジェクター
による作品鑑賞とリアクション
ペーパーによる感想文。
(授業内容)
フィレンツェ画派の黄金期、リ
ッピ、アンジェリコ

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
(予習)
事前に、小佐野重利『ルネサンスI』中央公論新
社、2017年、などの該当箇所に目を通しておいて
下さい。(2.2時間)
(復習)
ノートの整理、配布されたプリントを読む。(2時
間)
(予習)
事前に、小佐野重利『ルネサンスI』中央公論新
社、2017年、などの該当箇所に目を通しておいて
下さい。(2.2時間)
(復習)
ノートの整理、配布されたプリントを読んで、次
回の授業に備える。(2時間)
(予習)
事前に、小佐野重利『ルネサンスI』中央公論新
社、2017年、などの該当箇所に目を通しておいて
下さい。(2.2時間)
(復習)
ノートの整理、配布されたプリントを読んで、次
回の授業に備える。(2時間)
(予習)
事前に、遠山公一『西洋絵画の歴史1、ルネサン
スの驚愕』小学館、2013年の該当箇所に目を通し
ておいて下さい。(2.2時間)
(復習)
ノートの整理、配布されたプリントを読んで、次
回の授業に備える。(2時間)
(予習)
事前に、小佐野重利『ルネサンスI』中央公論新
社、2017年、などの該当箇所に目を通しておいて
下さい。(2.2時間)
(復習)
ノートの整理、配布されたプリントを読んで、次
回の授業に備える。(2時間)
(予習)
事前に、遠山公一『西洋絵画の歴史1、ルネサン
スの驚愕』小学館、2013年の該当箇所に目を通し
ておいて下さい。(2.2時間)

(授業方法)
前半配布したプリントの解説、 (復習)
後半スライド・プロジェクター ノートの整理、配布されたプリントを読んで、次
による作品鑑賞とリアクション 回の授業に備える。(2時間)
ペーパーによる感想文。
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江藤

匠

江藤

匠

江藤

匠

江藤

匠

江藤

匠

江藤

匠

(予習)
(授業内容)
フィレンツェ画派の光芒、ボッ 事前に、遠山公一『西洋絵画の歴史1、ルネサン
スの驚愕』小学館、2013年の該当箇所に目を通し
ティチェルリ
ておいて下さい。(2.2時間)
(授業方法)
前半配布したプリントの解説、 (復習)
後半スライド・プロジェクター ノートの整理、配布されたプリントを読んで、次
による作品鑑賞とリアクション 回の授業に備える。(2時間)
ペーパーによる感想文。
(予習)
(授業内容)
中部イタリアの画家、フランチ 事前に、遠山公一『西洋絵画の歴史1、ルネサン
スの驚愕』小学館、2013年の該当箇所に目を通し
ェスカ
ておいて下さい。(2.2時間)
(授業方法)
前半配布したプリントの解説、 (復習)
後半スライド・プロジェクター ノートの整理、配布されたプリントを読んで、次
による作品鑑賞とリアクション 回の授業に備える。(2時間)
ペーパーによる感想文。
(予習)
(授業内容)
北イタリアの画家、マンテーニ 事前に、遠山公一『西洋絵画の歴史1、ルネサン
スの驚愕』小学館、2013年の該当箇所に目を通し
ャ
ておいて下さい。(2.2時間)
(授業方法)
前半配布したプリントの解説、 (復習)
後半スライド・プロジェクター ノートの整理、配布されたプリントを読んで、次
による作品鑑賞とリアクション 回の授業に備える。(2時間)
ペーパーによる感想文。
(予習)
(授業内容)
ヴェネツィア派の画家、ベリー 事前に、遠山公一『西洋絵画の歴史1、ルネサン
スの驚愕』小学館、2013年の該当箇所に目を通し
ニ
ておいて下さい。(2.2時間)
(授業方法)
前半配布したプリントの解説、 (復習)
後半スライド・プロジェクター ノートの整理、配布されたプリントを読んで、次
による作品鑑賞とリアクション 回の授業に備える。(2時間)
ペーパーによる感想文。
(予習)
(授業内容)
事前に、遠山公一『西洋絵画の歴史1、ルネサン
レオナルド・ダ・ヴィンチ
スの驚愕』小学館、2013年の該当箇所に目を通し
ておいて下さい。(2.5時間)
(授業方法)
前半配布したプリントの解説、
後半スライド・プロジェクター (復習)
による作品鑑賞とリアクション ノートの整理、配布されたプリントを読んで、次
回の授業に備える。(2時間)
ペーパーによる感想文。
(予習)
(授業内容)
15世紀末のフィレンツェ画派 事前に、遠山公一『西洋絵画の歴史1、ルネサン
スの驚愕』小学館、2013年の該当箇所に目を通し
ておいて下さい。(2.5時間)
(授業方法)
前半配布したプリントの解説、
後半スライド・プロジェクター (復習)
による作品鑑賞とリアクション ノートの整理、配布されたプリントを読んで、次
回の授業に備える。(2時間)
ペーパーによる感想文。
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江藤

江藤

匠

匠

(授業内容)
ラファエロ
(授業方法)
前半配布したプリントの解説、
後半スライド・プロジェクター
による作品鑑賞とリアクション
ペーパーによる感想文。
(授業内容)
ミケランジェロの彫刻

(予習)
事前に、遠山公一『西洋絵画の歴史1、ルネサン
スの驚愕』小学館、2013年の該当箇所に目を通し
ておいて下さい。(2.5時間)
(復習)
ノートの整理、配布されたプリントを読んで、次
回の授業に備える。(2時間)
(予習)
事前に、小佐野重利『ルネサンスI』中央公論新
社、2017年、などの該当箇所に目を通しておいて
下さい。(2.5時間)

(授業方法)
前半配布したプリントの解説、
後半スライド・プロジェクター (復習)
による作品鑑賞とリアクション ノートの整理、配布されたプリントを読む。(2時
間)
ペーパーによる感想文。
準備学習の合計時間
江藤

匠

定期試験

639

60時間

授業科目名
英語科目名

美術
Fine Art

授業形態
開講学期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 江藤 匠
科目担当者
江藤 匠
授業概要
[授業全体の内容]
美術作品を通して、近代文明の精華を学ぶ基礎的な教養科目の一つです。ヨーロッパの絶対王政から民主主
義への大きな時代の変革期であった18世紀から19世紀にかけて、芸術の役割も変化しました。それまで為政者
や貴族、教会に奉仕してきた美術制作は、市民や画家の芸術的理念の達成のために制作されるようになりまし
た。その過程を、多くの人々に馴染みのあるフランス近代絵画を中心に、新古典主義、ロマン主義、写実主義
、象徴主義、印象派、新印象主義の美術を鑑賞しながら辿っていきます。特に、主観的な色彩の導入を図った
印象派の出現は、現代の抽象絵画の成立を促す画期的な出来事でした。そうした状況を現地で撮影したスライ
ドを鑑賞しながら観ることにします。
[授業の位置づけ]
この学科は「スポーツ健康学分野における専門的な知識と技能」及び「学士」という学位授与方針
の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
1.フランス近代主要な画家の名前や作品名を挙げることができる。
2.フランス近代美術の発展を、市民革命によるパトロネージ層の変化から理解できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1.基本的な知識が身に着いているかを重視する。試験では基礎的な人名や作品、用語が問われるが、それらを
暗記することを厭わないこと。
2.フランス近代の主要な画家の名前や作品名を挙げることができる。(定期試験)
3.フランス近代美術の発展を、市民革命によるパトロネージ層の変化から理解できる。
(定期試験)
4.一般教養としてしても重要なものだから、就職試験などにも役立つかもしれない。(平常点)
[成績評価方法]
成績は、授業態度と授業に取り組む姿勢で(20％)、学期末の試験で(80％)の割合で評価します。
履修における留意事項
[受講条件]
ときどき授業終了後に感想をリアクションペーパーに書いてもらいます。試験問題に関しては、事前に大ま
かな内容をおしらせしますので、しっかり勉強してきてください。友達同士で協力してもかまいませんので、
確実な知識を身につけてください。
[課題に対するフィードバック]
受講期間中に一回、指定された展覧会を鑑賞してきてもらい、レポート一枚に感想を提出してもらい、コメン
トを書いて返却する。
[テキスト・参考書]
テキスト:高階秀爾『フランス絵画史』講談社学術文庫、1990年、1240円、同著『近代絵画史』(上、下)中公
新書、1975年
参考文献:尾関幸、陣岡めくみ、三浦篤『西洋美術の歴史7 、19世紀』中央公論新社、2017年、青柳正規編『
西洋美術史』朝日新聞出版社、2013年
連絡先とオフィスアワー
木曜日 14:00〜16:30 二階講師室
備考
[学修時間]
この授業は、講義形式による2単位の科目であり、授業30時間と準備学修60時間の計90時間で学修に必要とす
る時間とする。
[その他]
スライド上映中は教室を暗くするので、メモを取る場合はペンライトなどを持参するとよい。

640

授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
江藤 匠
1
（授業内容）
近代絵画の先駆者―ゴヤ、メレ
ンデス、シャルダン

江藤

江藤

江藤

江藤

江藤

匠

匠

匠

匠

匠

（授業方法）
前半プリントによる解説、後半
スライド・プロジェクターによ
る作品鑑賞。リアクション・ペ
ーパーによる感想文。
（授業内容）
新古典主義の画家―ダヴィッド
、ジェリコー、アングル

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習）
高階秀爾著『近代絵画史(上)』中公新書、1975年
、800円、本文192頁を購入し、事前に該当箇所を
読んでください。(150分間)
（復習）
配布されたプリントを読む。(100分間)

（予習）
高階秀爾著『フランス絵画史』講談社学術文庫、
1990年の該当箇所を読んでください。(150分間)

（授業方法）
前半プリントによる解説、後半
スライド・プロジェクターによ
る作品鑑賞。 リアクション・
ペーパーによる感想文。
（授業内容）
ロマン主義の画家ードラクロア
、ターナー

（復習）
前回配布されたプリントを読み直し、ノートの整
理。(100分間)

（授業方法）
前半プリントによる解説、後半
スライド・プロジェクターによ
る作品鑑賞。リアクション・ペ
ーパーによる感想文。
授業内容）
レアリズムの絵画―コロー、ミ
レー、クールベ

（復習）
前回配布されたプリントを読み直し、ノートの整
理。(100分間)

（授業方法）
前半プリントによる解説、後半
スライド・プロジェクターによ
る作品鑑賞。リアクション・ペ
ーパーによる感想文。
授業内容）
マネとモデルヌの風俗画

（復習）
前回配布されたプリントを読み直し、ノートの整
理。(100分間)

（授業方法）
前半プリントによる解説、後半
スライド・プロジェクターによ
る作品鑑賞。リアクション・ペ
ーパーによる感想文。
（授業内容）
モネと印象派の風景画ーブーダ
ン、シスレー

（予習）
高階秀爾著『フランス絵画史』講談社学術文庫、
1990年の該当箇所を読んでください。(150分間)

（予習）
高階秀爾著『フランス絵画史』講談社学術文庫、
1990年の該当箇所を読んでください。(150分間)

（予習）
高階秀爾著『フランス絵画史』講談社学術文庫、
1990年の該当箇所を読んでください。(150分間)
（復習）
前回配布されたプリントを読み直し、ノートの整
理。(100分間)
（予習）
高階秀爾著『フランス絵画史』講談社学術文庫、
1990年の該当箇所を読んでください。(150分間)

（復習）
（授業方法）
前半プリントによる解説、後半 前回配布されたプリントを読み直志、ノートの整
スライド・プロジェクターによ 理。(100分間)
る作品鑑賞。リアクション・ペ
ーパーによる感想文。
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江藤

江藤

江藤

江藤

江藤

江藤

江藤

匠

匠

匠

匠

匠

匠

匠

（授業内容）
ルノアールの人物画
（授業方法）
前半プリントによる解説、後半
スライド・プロジェクターによ
る作品鑑賞。リアクション・ペ
ーパーによる感想文。
（授業内容）
ドガとドーミエの風俗画―女流
画家ベルト・モリゾ
（授業方法）
前半プリントによる解説、後半
スライド・プロジェクターによ
る作品鑑賞。リアクション・ペ
ーパーによる感想文。
（授業内容）
ゴーギャンと綜合主義
（授業方法）
前半プリントによる解説、後半
スライド・プロジェクターによ
る作品鑑賞。リアクション・ペ
ーパーによる感想文。
（授業内容）
ゴッホとアルル
（授業方法）
前半プリントによる解説、後半
スライド・プロジェクターによ
る作品鑑賞。リアクション・ペ
ーパーによる感想文。
（授業内容）
ロートレック、スーラと新印象
主義―ピサロとシニャック
（授業方法）
前半プリントによる解説、後半
スライド・プロジェクターによ
る作品鑑賞。リアクション・ペ
ーパーによる感想文。
（授業内容）
セザンヌの人物画、風景画、静
物画
（授業方法）
前半プリントによる解説、後半
スライド・プロジェクターによ
る作品鑑賞。リアクション・ペ
ーパーによる感想文。
（授業内容）
マチスとフォービズムと素朴派

（予習）
高階秀爾著『フランス絵画史』講談社学術文庫、
1990年と同著『近代絵画史(上)』中公新書、1975
年の該当箇所を読んでください。(150分間)
（復習）
前回配布されたプリントを読み直し、ノートの整
理。(100分間)
（予習）
高階秀爾著『フランス絵画史』講談社学術文庫、
1990年と同著『近代絵画史(上)』中公新書、1975
年の該当箇所を読んでください。(150分間)
（復習）
前回配布されたプリントを読み直し、ノートの整
理。(100分間)
（予習）
高階秀爾著『フランス絵画史』講談社学術文庫、
1990年と同著『近代絵画史(上)』中公新書、1975
年の該当箇所を読んでください。(150分間)
（復習）
前回配布されたプリントを読み直し、ノートの整
理。(100分間)
（予習）
高階秀爾著『フランス絵画史』講談社学術文庫、
1990年と同著『近代絵画史(上)』中公新書、1975
年の該当箇所を読んでください。(150分間)
（復習）
前回配布されたプリントを読み直し、ノートの整
理。(100分間)
（予習）
高階秀爾著『フランス絵画史』講談社学術文庫、
1990年と同著『近代絵画史(上)』中公新書、1975
年の該当箇所を読んでください。(200分間)
（復習）
前回配布されたプリントを読み直し、ノートの整
理。(100分間)
（予習）
高階秀爾著『フランス絵画史』講談社学術文庫、
1990年と同著『近代絵画史(上)』中公新書、1975
年の該当箇所を読んでください。(200分間)
（復習）
前回配布されたプリントを読み直し、ノートの整
理。(100分間)
（予習）
高階秀爾著『フランス絵画史』講談社学術文庫、
1990年と同著『近代絵画史(下)』中公新書、1975
年の該当箇所を読んでください。(200分間)

（授業方法）
前半プリントによる解説、後半
スライド・プロジェクターによ （復習）
る作品鑑賞。リアクション・ペ 前回配布されたプリントを読み直し、ノートの整
理。(100分間)
ーパーによる感想文。
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江藤

匠

江藤

匠

（予習）
（授業内容）
ピカソとブラックー分析的キュ 高階秀爾著『近代絵画史(下)』中公新書、1975年
ービズムから綜合的キュービズ の該当箇所を読んでください。(200分間)
ムへ
（復習）
前回配布されたプリントを読む。ノートの整理。
（授業方法）
前半プリントによる解説、後半 (100分間)
スライド・プロジェクターによ
る作品鑑賞。リアクション・ペ
準備学習合計時間 3700分
ーパーによる感想文。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

Advanced English Reading
Advanced English Reading

授業形態
開講学期

演習
通年

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

須藤

路子

授業概要
[授業全体の内容]
この授業科目は、英語読解の上級授業である。
このクラスでは、Graded readersを使用した多読により読解速度と読解力を向上させるとともに、intensive
readingにより、正確な情報の理解と語彙力の向上を目指す。Extensive readingは、授業時間外で行い、毎週
reading journalを提出する。併せて、速読訓練も実施し、特に新聞・雑誌等から情報を迅速に入手できる英
語力を習得する。また、e‑mail
writingにおいては、ビジネスで使用できる速度と正確さを習得することを目標とする。
以上の学修成果として、TOEFLの高得点（550点以上）、およびTOEFL iBT（Essay Writing）の最高評価点を取
得できるようにする。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1. 英語で書かれた文章の内容を素早く理解することができる。
2. 英語圏の新聞や雑誌等のメディア情報を正確に把握することができる。
3. ビジネスでも使用可能な速度と適切な表現で英語を使うことができる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 1分間に200単語以上の速さで、英文の内容を理解できる。（Extensive readingに関する読書量）
2. 100,000語以上の読書を実施できる。（Extensive readingに関する読書量）
3. 20,000単語以上の英単語を使うことができる。（新聞のheadline wordsと単語のテスト, TOEFL score)
4. 英語圏の新聞や雑誌等をもとにプレゼンテーションを実施できる。（Oral presentation）
5. ビジネスでも使用できる速度と正確な表現で英語文書を作成できる。（E‑mail writing quiz, Criterion,
TOEFL score）
[成績評価の方法]
Extensive readingに関する読書量 (20%), Oral presentation (20%), 新聞のheadline wordsと単語のテスト
(10%),
TOEFLスコア (30%), Criterion (10%), E‑mail writing quiz (10%）で評価する。
詳細は前・後期の一回目の授業時に提示する。
履修における留意事項
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[履修要件]
1. 20名以上の受講希望者がいる場合には、TOEFLスコアや他の英語科目等の成績をもとに総合的に判断し、上
位20名までの対象者が履修できる。
2. 学内TOEFLを受験していることが望ましい。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. すべて英語で実施されるクラスである。
2. 4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
3. 読解速度に関しては、1分間に200wordsが読解できる読解速度を第一の目標とし、その達成後は半年で20%
以上読解速度を上昇させる。
4. 語彙力については、授業開始時点から30%以上の単語数の増加を目指し、20,000語をはじめのターゲットと
する。
5. 多読の目標は15万語とする。
6. TOEFL iBTのEssay Writingにおいて、最高評価点を取得できるようにする。
7. 受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする場合がある。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1. Timed Reading Plus in Science Book 2 (Glencoe MacGrraw‑Hill, 2002)
2. Meet the World (Yasuhiko Wakaari, Seibido, 2017)
3. 語源で増やす英単語（恒石昌志、べレ出版、2002）
上記のテキストは必ず用意すること（授業内で販売する）。
Graded Readers、TOEFL Exerciseなど他の参考書、ハンダウトは授業時に配布、提示する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
msudou@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
火曜日12:15‑12:45 (1号館 3階 1330室)、水曜日12:15‑12:45 (1号館 3階 1330室)
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1. グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
2. 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
3. 特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする。
4. 毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
須藤路子
（予習：0.5時間）
1回目
［授業内容］
授業目的、授業方法、シラバス 学内TOEFL を受験する。
、評価方法等を説明する。exte
nsive reading のためのシリー （復習：0.5時間）
ズとレベルを設定する。Readin 語源英単語1‑10の知らない単語を調べる。
g Journal の作成の仕方を学習
する。TOEFL を受験し、starti
ng point を測定する。
［授業方法］
LL機能を説明し、ペアワーク、
グループワーク、応答機能を実
際に使用する。

645

2回目

須藤路子

3回目

須藤路子

4回目

須藤路子

（予習：0.5時間）
［授業内容］
Selection of reading project Extensive readingのためのGraded Readerを読み
s: Extensive reading (多読） 、reading journalを作成する。語源英単語11‑20
の方法を説明し、多読を開始す の知らない単語を調べる。Timed Reading Plus
る。多読教材について説明する in Science Book 2 (TRP) 1‑A、Meet the World(
MW)のテキストUnit 1の単語・イディオムを調べ
。Journal を作成する。
てくる。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う （復習：0.5時間）
。LL機能を使用し、リスニング 語源英単語1‑10 の未習得の単語を覚える。
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Intensive reading: Intens Extensive readingのためのGraded Readerを読み
ive readingにより、読解速度 、reading journalを作成する。語源英単語21‑30
、読解力を上達する訓練を実施 の知らない単語を調べる。TRP 1‑B、MWのテキス
する。 Timed Readings Plus トUnit 2の単語・イディオムを調べてくる。
in Science (TRP) I‑A; Meet t
（復習：0.5時間）
he World (MW) Unit 1
2. Extensive reading: Extens 語源英単語11‑20 の未習得の単語を覚える。TRP
ive readingにより、語彙力、 1‑A とMW Unit 1の単語・イディオムを学習する
読解速度を上達する訓練を実施 。
する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Intensive reading: Intens Extensive readingのためのGraded Readerを読み
ive readingにより、読解速度 、reading journalを作成する。語源英単語31‑40
、読解力を上達する訓練を実施 の知らない単語を調べる。TRP 2‑A、MWのテキス
する。 Timed Readings Plus トUnit 3の単語・イディオムを調べてくる。
in Science (TRP) I‑B; Meet t
（復習：0.5時間）
he World (MW) Unit 2
2. Extensive reading: Extens 語源英単語21‑30 の未習得の単語を覚える。TRP
ive readingにより、語彙力、 1‑B とMW Unit 2の単語・イディオムを学習する
読解速度を上達する訓練を実施 。Criterionにより、Essay Writingを実施する。
する。
3. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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5回目

6回目

須藤路子

須藤路子

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Newspapers: Newspaper Eng Extensive readingのためのGraded Readerを読み
lishを読む訓練を実施する。 、reading journalを作成する。語源英単語41‑50
2. TOEFL Reading Section:TOE の知らない単語を調べる。TRP 2‑B、MWのテキ
FLリーディングセクションのス ストUnit 4の単語・イディオムを調べてくる。
コアを上げるための訓練を行う
（復習：0.5時間）
。
3. Intensive reading: Timed 語源英単語31‑40 の未習得の単語を覚える。TRP
Readings Plus in Science (TR 2‑AとMW Unit 3の単語・イディオムを学習する
P) 2‑A; Meet the World (MW) 。英字新聞の単語・イディオムを学習する。TOEF
L reading 問題の誤答の箇所を学習する。Criter
Unit 3
4. Extensive reading: Extens ionにより、Essay Writingを実施する。
ive readingにより、語彙力、
読解速度を上達する訓練を実施
する。
5. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Reading strategies: struc Extensive readingのためのGraded Readerを読み
ture of a paragraph, skimmin 、reading journalを作成する。語源英単語51‑60
g, scanning リーディングスト の知らない単語を調べる。TRP 3‑A、MWのテキス
トUnit 5の単語・イディオムを調べてくる。
ラテジーを習得する。
2. Newspapers: Newspaper Eng
lishを読む訓練を実施する。 3 （復習：0.5時間）
. TOEFL Reading Section: TOE 語源英単語41‑50の未習得の単語を覚える。TRP 2
FL リーディングセクションの ‑BとMW Unit 4の単語・イディオムを学習する。
スコアを上げるための訓練を行 英字新聞の単語・イディオムを学習する。TOEFL
reading 問題の誤答の箇所を学習する。
なう。
4. Intensive reading: Timed
Readings Plus in Science (TR
P) 2‑B; Meet the World (MW)
Unit 4
5. Extensive reading: Extens
ive readingにより、語彙力、
読解速度を上達する訓練を実施
する。
6. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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7回目

須藤路子

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Reading strategies: struc Extensive readingのためのGraded Readerを読み
ture of a paragraph, skimmin 、reading journalを作成する。語源英単語61‑70
g, scanning リーディングスト の知らない単語を調べる。TRP 3‑B、MWのテキス
トUnit 6の単語・イディオムを調べてくる。
ラテジーを習得する。
2. Newspaper English を読む
（復習：0.5時間）
訓練を実施する。
3. TOEFL Reading Section: TO 語源英単語51‑60の未習得の単語を覚える。TRP 3
EFL リーディングセクションの ‑AとMW Unit 5の単語・イディオムを学習する。
スコアを上げるための訓練を行 英字新聞の単語・イディオムを学習する。TOEFL
reading 問題の誤答の箇所を学習する。
なう。
4. Intensive reading:Timed R
eadings Plus in Science (TRP
) 3‑A; Meet the World (MW) U
nit 5
5. Extensive reading: Extens
ive readingにより、語彙力、
読解速度を上達する訓練を実施
する。
6. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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8回目

須藤路子

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Principles of speed readi Extensive readingのためのGraded Readerを読み
ng: pre‑reading, skimming, s 、reading journalを作成する。語源英単語71‑80
ummarizing リーディングスト の知らない単語を調べる。TRP 4‑A、MWのテキス
トUnit 7の単語・イディオムを調べてくる。
ラテジーを習得する。
2. Newspaper English を読む
（復習：0.5時間）
訓練を実施する。
3. TOEFL Reading Section: TO 語源英単語61‑70の知らない単語を調べる。TRP 3
EFL リーディングセクションの ‑BとMW Unit 6の単語・イディオムを学習する。
スコアを上げるための訓練を行 英字新聞の単語・イディオムを学習する。TOEFL
reading 問題の誤答の箇所を学習する。Criterio
なう。
4. Intensive reading:Timed R nにより、Essay Writingを実施する。
eadings Plus in Science (TRP
) 3‑B; Meet the World (MW) U
nit 6
5. Extensive reading: Extens
ive readingにより、語彙力、
読解速度を上達する訓練を実施
する。
6. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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9回目

須藤路子

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Principles of speed readi Extensive readingのためのGraded Readerを読み
ng: pre‑reading, skimming, s 、reading journalを作成する。TRP 4‑B、MWのテ
ummarizing リーディングスト キストUnit 8の単語・イディオムを調べてくる。
ラテジーを習得する。
2. Newspaper English を読む （復習：0.5時間）
語源英単語1‑80 の未習得の単語を覚える。TRP 4
訓練を実施する。
3. TOEFL Reading Section: TO ‑AとMW Unit 7の単語・イディオムを学習する。
EFL リーディングセクションの 英字新聞の単語とフレーズを学習する。TOEFL re
スコアを上げるための訓練を行 ading 問題の誤答の箇所を学習する。E‑mail wri
ting(EW) のAppointment のEメールサンプルと表
なう。
4. Intensive reading: Timed 現集を学習する。
Readings Plus in Science (TR
P) 4‑A; Meet the World (MW)
Unit 7
5. Extensive reading: Extens
ive readingにより、語彙力、
読解速度を上達する訓練を実施
する。
6. E‑mail writing: Appointme
nt を学習する。
7. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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10回目

須藤路子

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Newspapers: Newspaper Eng Extensive readingのためのGraded Readerを読み
lish を読む訓練を実施する。 、reading journalを作成する。語源英単語81‑90
2. TOEFL Reading Section: TO の知らない単語を調べる。TRP 5‑A、MW Unit 9の
EFL リーディングセクションの テキストの単語・イディオムを調べてくる。
スコアを上げるための訓練を行
（復習：0.5時間）
なう。
3. Intensive reading: Timed Headline wordsを覚える。E‑mail writing の表
Readings Plus in Science (TR 現を学習する。語源英単語1‑80の未習得単語を覚
P) 4‑B; Meet the World (MW) える。TRP 4‑BとMW Unit 8の単語・イディオムを
学習する。英字新聞の単語・イディオムを学習す
Unit 8
4. Extensive reading: Extens る。TOEFL reading 問題の誤答の箇所を学習する
ive readingにより、語彙力、 。EW: Request のEメールサンプルと表現集を学
読解速度を上達する訓練を実施 習する。Criterionにより、Essay Writingを実施
する。
する。
5. E‑mail writing: Request
を学習する。
6. 単語テスト: 語彙単語1‑80
を実施する。
7. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。

651

11回目

12回目

13回目

須藤路子

須藤路子

須藤路子

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Checking a
reading diar Oral presentation のテーマを設定し、そのため
y
Extensive readingのjourn のデータ、情報をインターネット、雑誌、新聞等
alを確認する。Standardized t から収集する。Extensive readingのためのGrade
ests (reading speed, vocabul d Readerを読み、reading journalを作成する。T
RP 6‑A 、MWのテキストUnit 11の単語・イディオ
ary) を実施する。
2. TOEFL Reading Section: TO ムを調べる。
EFL リーディングセクションの
スコアを上げるための訓練を行 （復習：0.5時間）
E‑mail writingの表現を学習する。TRP 5‑BとMW
なう。
3. Intensive reading:Timed R Unit 10の単語・イディオムを学習する。英字新
eadings Plus in Science (TRP 聞の単語・イディオムを学習する。TOEFL readin
) 5‑B; Meet the World (MW) U g 問題の誤答の箇所を学習する。Criterionによ
り、Essay Writingを実施する。
nit 10
4. Extensive reading: Extens
ive readingにより、語彙力、
読解速度を上達する訓練を実施
する。
5. E‑mail writing: Change of
my e‑mail address を学習す
る。
6. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. 英語能力測定: Reading rat Oral presentation の為に作成したテキストを基
e、vocabularyを測定し、上達 に、発音、delivery 等を練習する。
度を診断する。
2.前期のExtensive readingに （復習：0.5時間）
関し、単語数、冊数、レベル等 Criterionにより、Essay Writingを実施する。
についてのプレゼンテーション
を行う準備をする。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Oral presentation を実施する Extensive reading に関する中間報告の準備をす
る。
。
（復習：0.5時間）
［授業方法］
Oral presentationを実施し、 効果的なプレゼンテーションを学習する。
発表者以外は評価を実施する。
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14回目

15回目

須藤路子

須藤路子

（予習：0.5時間）
［授業内容］
Oral presentationの評価は、 Extensive reading に関する中間報告の準備をす
授業にて提示し、改善点を解説 る。
・指導する。Evaluation と英 Extensive readingのためのGraded Readerを読み
語学習法について説明する。 、reading journalを作成する。語源英単語91‑10
Oral presentations: Extensiv 0の知らない単語を調べる。
e readingに関する、中間報告
を実施し、併せて、英語プレゼ （復習：0.5時間）
ンテーションの上達度を確認す 効果的なプレゼンテーションを学習する。
る。
［授業方法］
ペアワークやLL機能を使用し、
今後の学習方法について、実践
してみる。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Magazines: Time & Newswe Extensive readingのためのGraded Readerを読み
、reading journalを作成する。語源英単語101‑1
ekを読む訓練を実施する。
2. TOEFL Reading Section: TO 10の知らない単語を調べる。
EFL リーディングセクションの
スコアを上げるための訓練を行 （復習：0.5時間）
Time, Newsweek の単語・イディオムを学習する
なう。
3. Extensive reading: Extens 。語源英単語91‑100 の未習得の単語を覚える。T
ive readingにより、語彙力、 OEFL reading 問題の誤答の箇所を学習する。Cri
読解速度を上達する訓練を実施 terionにより、Essay Writingを実施する。
する。
4. 英字新聞の記事のプリゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
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16回目

17回目

須藤路子

須藤路子

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Magazines: Time & Newswe Extensive readingのためのGraded Readerを読み
、reading journalを作成する。語源英単語111‑1
ekを読む訓練を実施する。
2. TOEFL Reading Section: TO 20の知らない単語を調べる。
EFL リーディングセクションの
スコアを上げるための訓練を行 （復習：0.5時間）
Time, Newsweek の中の単語・イディオムを学習
なう。
3. Extensive reading: Extens する。語源英単語101‑110の未習得の単語を覚え
ive readingにより、語彙力、 る。TOEFL reading 問題の誤答の箇所を学習する
読解速度を上達する訓練を実施 。
する。
4. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Magazines: Time & Newswe Extensive readingのためのGraded Readerを読み
、reading journalを作成する。語源英単語121‑1
ekを読む訓練を実施する。
2. TOEFL Reading Section: TO 30の知らない単語を調べる。TRP 6‑B、MWのテキ
EFL リーディングセクションの ストUnit 12の単語・イディオムを調べてくる。
スコアを上げるための訓練を行
（復習：0.5時間）
なう。
3. Extensive reading: Extens Time, Newsweek の中の単語・イディオムを学習
ive readingにより、語彙力、 する。語源英単語111‑120の未習得の単語を覚え
読解速度を上達する訓練を実施 る。TOEFL reading 問題の誤答の箇所を学習する
。Criterionにより、Essay Writingを実施する。
する。
4. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
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18回目

19回目
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. TOEFL Reading Section: TO Extensive readingのためのGraded Readerを読み
EFL リーディングセクションの 、reading journalを作成する。語源英単語131‑1
スコアを上げるための訓練を行 40の知らない単語を調べる。TRP 7‑A、MWのテキ
ストUnit 13の単語・イディオムを調べてくる。
なう。
2. Intensive reading:Timed R
eadings Plus in Science (TRP （復習：0.5時間）
) 6‑B; Meet the World (MW) U 語源英単語121‑130の未習得の単語を覚える。TRP
6‑BとMW Unit 12の単語・イディオムを学習する
nit 12
3. Extensive reading: Extens 。TOEFL reading 問題の誤答の箇所を学習する。
ive readingにより、語彙力、 EW: Application のEメールサンプルと表現集を
読解速度を上達する訓練を実施 学習する。
する。
4. E‑mail writing: Applicati
on を学習する。
5. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. TOEFL Reading Section: TO Extensive readingのためのGraded Readerを読み
EFL リーディングセクションの 、reading journalを作成する。語源英単語141‑1
スコアを上げるための訓練を行 50の知らない単語を調べる。TRP 7‑B、MWのテキ
ストUnit 14の単語・イディオムを調べてくる。
なう。
2. Intensive reading:Timed R
eadings Plus in Science (TRP （復習：0.5時間）
) 7‑A; Meet the World (MW) U 語源英単語131‑140の未習得の単語を覚える。TRP
7‑AとMW Unit 13の単語・イディオムを学習する
nit 13
3. Extensive reading: Extens 。TOEFL reading 問題の誤答の箇所を学習する。
ive readingにより、語彙力、 E‑mail writingの表現を学習する。Criterionに
読解速度を上達する訓練を実施 より、Essay Writingを実施する。
する。
4. E‑mail writing: Interview
を学習する。
5. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
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20回目

21回目
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. TOEFL Reading Section: TO Extensive readingのためのGraded Readerを読み
EFL リーディングセクションの 、reading journalを作成する。語源英単語141‑1
スコアを上げるための訓練を行 50の知らない単語を調べる。TRP 8‑A、MWのテキ
ストUnit 15の単語・イディオムを調べてくる。
なう。
2. Intensive reading: Timed
Readings Plus in Science (TR （復習：0.5時間）
P) 7‑B; Meet the World (MW) 語源英単語131‑140の未習得の単語を覚える。TRP
7‑BとMW Unit 14の単語・イディオムを学習する
Unit 14
3. Extensive reading: Extens 。英字新聞の単語とフレーズを学習する。TOEFL
ive readingにより、語彙力、 reading 問題の誤答の箇所を学習する。 E‑mail
読解速度を上達する訓練を実施 writingの表現を学習する。
する。
4. E‑mail writing: Our emplo
yment を学習する。
5. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. TOEFL Reading Section: TO Extensive readingのためのGraded Readerを読み
EFL リーディングセクションの 、reading journalを作成する。語源英単語151‑1
スコアを上げるための訓練を行 60の知らない単語を調べる。TRP 8‑B、MWのテキ
ストUnit 16の単語・イディオムを調べてくる。
なう。
2. Intensive reading: Timed
Readings Plus in Science (TR （復習：0.5時間）
P) 8‑A; Meet the World (MW) 語源英単語141‑150の未習得の単語を覚える。TRP
8‑AとMW Unit 15の単語・イディオムを学習する
Unit 15
3. Extensive reading: Extens 。英字新聞の単語・イディオムを学習する。TOEF
ive readingにより、語彙力、 L reading 問題の誤答の箇所を学習する。 E‑mai
読解速度を上達する訓練を実施 l writingの表現を学習する。Criterionにより、
Essay Writingを実施する。
する。
4. E‑mail writing: Congratu
lations を学習する。
5. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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22回目

23回目
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. TOEFL Reading Section: TO Extensive readingのためのGraded Readerを読み
EFL リーディングセクションの 、reading journalを作成する。語源英単語161‑1
スコアを上げるための訓練を行 70の知らない単語を調べる。TRP 9‑A、MWのテキ
ストUnit 17の単語・イディオムを調べてくる。
なう。
2. Intensive reading: Timed
Readings Plus in Science (TR （復習：0.5時間）
P) 8‑B; Meet the World (MW) 語源英単語161‑170の未習得の単語を覚える。TRP
8‑BとMW Unit 16の単語・イディオムを学習する
Unit 16
3. Extensive reading: Extens 。英字新聞の単語とフレーズを学習する。TOEFL
ive readingにより、語彙力、 reading 問題の誤答の箇所を学習する。E‑mail w
読解速度を上達する訓練を実施 ritingを復習する。
する。
4. E‑mail writing: I'll be o
ut を学習する。
5. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. TOEFL Reading Section: TO Extensive readingのためのGraded Readerを読み
EFL リーディングセクションの 、reading journalを作成する。語源英単語171‑1
スコアを上げるための訓練を行 80の知らない単語を調べる。TRP 9‑B、MWのテキ
ストUnit 18の単語・イディオムを調べてくる。
なう。
2. Intensive reading:Timed R
eadings Plus in Science (TRP （復習：0.5時間）
) 9‑A; Meet the World (MW) U 語源英単語161‑170の未習得の単語を覚える。TRP
9‑AとMW Unit 17の単語・イディオムを学習する
nit 17
3. Extensive reading: Extens 。英字新聞の単語とフレーズを学習する。TOEFL
ive readingにより、語彙力、 reading 問題の誤答の箇所を学習する。E‑mail w
読解速度を上達する訓練を実施 ritingの表現を学習する。Criterionにより、Ess
ay Writingを実施する。
する。
4. E‑mail writing:I'm attach
ing the dataを学習する。
5. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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24回目

須藤路子

（予習：0.5時間）
［授業内容］
Extensive readingのためのGraded Readerを読み
1. Newspaper headlines
2. TOEFL Reading Section: TO 、reading journalを作成する。TRP 10‑A, MW Un
EFL リーディングセクションの it 19の単語・イディオムを調べてくる。
スコアを上げるための訓練を行
（復習：0.5時間）
なう。
3. Intensive reading:Timed R 語源英単語81‑180の未習得の単語を覚える。TRP
eadings Plus in Science (TRP 9‑B, MW Unit 18の単語・イディオムを学習する
) 9‑B; Meet the World (MW) U 。英字新聞の単語・イディオムを学習する。TOEF
L reading 問題の誤答の箇所を学習する。E‑mail
nit 18
4. Extensive reading: Extens writingの表現を学習する。
ive readingにより、語彙力、
読解速度を上達する訓練を実施
する。
5. E‑mail writing: The month
ly meeting を学習する。
6. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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25回目

26回目
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Reading & writing exercis Extensive readingと自分の英語能力に関する上
es: Intensive readingのtext 達度の最終報告のプレゼンテーションの準備をす
を使用し、モデル文の英語構造 る。
の理解を確認する。
2. TOEFL Reading Section: TO （復習：0.5時間）
EFL リーディングセクションの 語源英単語81‑180の未習得の単語を覚える。TRP
スコアを上げるための訓練を行 10‑A, MW Unit 19の単語・イディオムを学習する
。英字新聞の単語・イディオムを学習する。TOEF
なう。
3. Intensive reading: Timed L reading 問題の誤答の箇所を学習する。E‑mail
Readings Plus in Science (TR writingの表現を学習する。Criterionにより、E
P) 10‑A; Meet the World (MW) ssay Writingを実施する。
Unit 19
4. Extensive reading: Extens
ive readingにより、語彙力、
読解速度を上達する訓練を実施
する。
5 E‑mail writing: Re: Reques
t to reserve a room を学習す
る。
6. 単語テスト: 語源英単語 81
‑180を実施する。
7. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：2.5時間）
［授業内容］
1. CV & cover letter:CVとcov Extensive readingと自分の英語能力に関する上
er letterの訓練を実施する。 達度の最終報告のプレゼンテーションの準備をす
2. TOEFL Reading Section: TO る。
EFL リーディングセクションの
スコアを上げるための訓練を行 （復習：0.5時間）
CVとCover letter の表現を学習する。語源英単
なう。
3. Extensive reading: Extens 語101‑200の未習得の単語を覚える。TOEFL readi
ive readingにより、語彙力、 ng 問題の誤答の箇所を学習する。
読解速度を上達する訓練を実施
する。
4. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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27回目

須藤路子

28回目

須藤路子

（復習：1時間）
［授業内容］
Oral presentation を実施する Intensive reading のテキストにある単語・イデ
ィオムを復習する。語源英単語の未習得の単語を
。
覚える。E‑mail writingの未習得部分を学習する
。
［授業方法］
Oral presentationを実施し、
発表者以外は評価を行う。
（復習：1時間）
［授業内容］
Oral presentationの評価は、 Intensive reading のテキストにある単語・イデ
授業にて提示し、改善点を解説 ィオムを復習する。語源英単語の未習得の単語を
・指導する。Evaluation と英 覚える。E‑mail writingの未習得部分を学習する
語学習法について説明する。 。
［授業方法］
ペアになり、会話を行う。また
、口頭により学習した英語表現
を質疑応答する。ペアワークや
LL機能を使用し、今後の学習方
法について、実践してみる。
定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

陸上運動
Intermediate Track and Field

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 山崎 一彦
科目担当者
越川一紀，鯉川なつえ，仲村明，高梨雄太
授業概要
［授業全体の内容］
走跳投(短距離・ハードル・中距離・長距離・跳躍・投てき)の競技特性を理解・習得し実践する。
1.短距離は、スプリントドリル、スタートダッシュ、最高疾走速度の習得。ハードル走は、抜き脚の正確な動
作、
ハードル間インターバル、踏切ー空中動作ー着地のハー ドルクリアランス。
2.中長距離走は、インターバルトレーニング、12分間走、ランニングエコノミーなどの持久走。
3.跳躍は、走高跳・走幅跳の踏切、空中動作、クリアランス、あふり動作、頸反射などの動作。
4.投擲は、砲丸投 グライド、力の伝達方法。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」及び「スポーツ科学分野の専門的な実践力」とい
う学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1.走跳投の基本的動作とルールを理解できる
2.走跳投の基本的動作および技術を獲得できる
3.走跳投の指導方法を習得できる
成績評価
［成績評価の基準］
1. 走跳投種目の基本的動作ができたか実習効果測定値で評価する。
2. 走跳投種目の基本的ルールが理解できたか評価する。
3. 走跳投種目の基本的指導方法ができたか評価する。
［成績評価の方法］
課題レポート4回（40%）、実技試験（50%）、平常点（10%）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
実技ができる服装、シューズを着用すること。ただし危険防止のためスパイクシューズの使用は禁止とする。
また、基本的に見学は実習科目であるため原則認めない。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
・4種目(短距離、ハードル、長距離、跳躍、投擲)において、 それぞれ2/3以上の出席がない場合は、その種
目の実技試験資格を認めない。
・各種目の実技試験を受験した上で、平均100点中平均60点以上を獲得しなければならない。ただし、4種目の
うち最低2種目は、単独で60点以上を獲得しなければならない。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
課題レポートは、予習課題の場合は当該授業内で解説を行う。復習課題の場合は、翌週の授業で解説する。
［テキスト・参考書等］
必要な資料は、授業中に適宜配布します。
連絡先とオフィスアワー
山 崎:火曜日 9時〜11時 kayamaza@juntendo.ac.jp 1号館5階1523室
越 川:火曜日 9時〜11時 kkoshika@juntendo.ac.jp 1号館5階1525室
鯉 川:火曜日 9時〜11時 nkoikawa@juntendo.ac.jp 1号館5階1522室
仲 村:火曜日 9時〜11時 aknaka@juntendo.ac.jp 1号館5階1524室
高 梨:火曜日 9時〜11時 ytakana@juntendo.ac.jp 1号館5階1509室
備考
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［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他」
中学校並びに高等学校教諭1種免許状（保健体育）の必修科目
日本体育協会公認コーチ共通科目必修科目
アスレティックトレーナー必修科目
健康運動指導士必修科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
山崎一彦，越川一 ［授業内容］
(予習:0.5時間)
1
紀，鯉川なつえ， オリエンテーション 受講の諸 シラバスを読み授業目的および概要を一読してく
仲村明，高梨雄太 注意、単位取得の方法、年間 る。
を通じた授業の流れ、予習復習 (復習:0.5時間)
評価方法、授業の展開および運動実技に関する諸
の仕方 について理解する。
注意をまとめ る。
［授業方法］
各担当教員から、各種目につ
いての主な特徴、授業での習得
目的と目標、授業内容および単
位取得の観点、安全上の留意点
等につ いて話し、理解しても
らうようにする。
山崎一彦
(予習:0.5時間)
2
［授業内容］
短距離走の基本的技術理論を理 100m走を速く走るためのメカニズムをテキストで
解する。 最高疾走速度を発生 学んでおく。
させるための理 論と実践を行 (復習:0.5時間)
重心位置、前傾、ストライド長、足・膝・股関節
う。
角度などの走動作 に関わる部位について覚える
。
［授業方法］
ピッチ・ストライド長を生むた
めのメカニズムを学び、まずは
ストライド長 を伸ばす方法に
ついて学ぶ。
山崎一彦
(予習:0.5時間)
3
［授業内容］
最高疾走速度を発生させるため 3種類のクラウチング・スタートを型で覚える。
の技術を円滑に行えるようにす (復習:0:5時間)
る。スタート方法について学ぶ 角運動量保存の法則、作用反作用の用語を理解し
、走動作とリンクさせる。
。

4

山崎一彦

［授業方法］
前回講義で行った内容を円滑に
行え るようにする。クラウチ
ングスタートの方法を実践する
。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
スタートから加速までのスプリ websiteなどで、世界一流競技者の動画を検索し
、どのようなレースをしているか全体像をイメー
ント走を完成させる。
ジできるようにしておく。
(復習:0.5時間)
［授業方法］
クラウチングスタートを円滑に 短距離走の技術(ギャザー、フィニッシュ、リラ
行い、 加速から最高速度到達 クゼーション、メインテイン、プ ッシュ走法)な
のプロセスが容易に発生するた どの用語が身体表現できているかをチェックする
。
めの技術習得を行 う。
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［授業内容］
ハードル走の基本動作を学ぶ。
抜き脚、振り上げ脚動作を理解
する。

(予習:0.5時間)
ハードル走について、配布資料を熟読して用語等
を理解してお く。
(復習:0.5時間)
用語が理解でき、身体表現ができているかをチ
ェックする。

［授業方法］
まずは、恐怖感を取り除くトレ
ーニン グ方法を学び、ハード
ルの特徴的動作である抜き脚動
作を実践する。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
ハードル間インターバルをリズ 配布資料のハードル走のトレーニング方法を理解
しておくこと。
ムよく走れるよ うにする。
(復習:0.5時間)
ハードル走の局面(スプリントー踏切ー空中動作
［授業方法］
ミニハードルを用いて、インタ ー着地ースプ リント走)の流れの中で分習した指
ーバル を走破するための必要 導方法についてまとめる。
ストライド長の確保、インター
バルのリズムおよびインターバ
ルからのジャンプ動作を習得す
る。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
第1ハードルから第５ハードル ハードル走を速く走るためのメカニズムについ
て、それぞれのハードル種目の相違点について配
までを完成させる。
布資料を参考にしてまとめてくる。
(復習:0.5時間)
［授業方法］
スタートからのハードルへの スムースにレースできる受講者とできない受講者
アプロ ーチを行う。 スタート を比較し、なぜできないかをまとめてくる。
からハードルを連続して跳ぶ。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
短距離・ハードル走の実習効果 体調を整えて授業へ臨む。
(復習:0.5時間)
の測定
自身の測定した結果から、改善点とその指導方法
についてまと める。
［授業方法］
短距離走、ハードル走を実践的
に行い 、測定する。 ハードル
走は測定後、さらに記録を伸
ばすための指導を受け、再度挑
戦する 。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
走高跳における跳躍フォームの 跳躍フォームの変遷とルールについて配布資料を
変遷 とルールを理解する。 走 確認す る。
高跳の基本動作を取得する。 (復習:0.5時間)
走高跳における助走ー踏切動作について日常から
イメージする 。
［授業方法］
走高跳における助走、踏切、ド
リルの基本動作を実践する。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
背面跳における助走の走り方 走高跳についてwebsiteおよび図書館などで動画
、踏切・ 空中動作の流れをつ 検索し、動きを 理解する。
(復習:0.5時間)
かむ。
走高跳に関する専門的用語を学んでおく。 動き
のイメージを確認する。
［授業方法］
助走、踏切、空中動作の分習を
行い、 一連の動きを行う。
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［授業内容］
競技会のルールについて学ぶ。
背面跳びにおける空中動作を
習得す る。

(予習:0.5時間)
助走の長さについて配布資料等で確認しておく
(復習:0.5時間)
背面跳びのイメージを作る

［授業方法］
助走、踏切、空中動作の分習を
行い、 理論的理解と実践をマ
ッチングさせ る練習を行う。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
背面跳びの踏切と空中動作のイメージ
走高跳の実習効果の測定
(復習:0.5時間)
助走からクリアまでの流れをチェックする
［授業方法］
1つの高さを3回ずつ跳躍し記録
やフ ォームをチェックする。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
走幅跳のルールと助走を理解す 走幅跳のイメージを作るため、配布資料を熟読し
、website等で 実際の試技を調査しておく。
る。
(復習:0.5時間)
実際の助走の長さを確認しておく。 助走をイメ
［授業方法］
助走距離の決定方法と足の合 ージし正しい踏切を確認する。
わせ方を習得する。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
走幅跳における競技会形式での フィニッシュのイメージを正しく行う。
跳躍練習を行い、ルールと動作 (復習:2.5時間)
助走から踏切、着地までのすべてのフォームを安
について実践する。
定させるよう なイメージを作っておく。 前期の
授業内容を復習しておく。
［授業方法］
走幅跳の実習効果を測定する
。 3回ずつの跳躍でフォームを
チェック する。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
走幅跳の実習効果の測定をす 受講中、安全に試技ができるようにするため体調
管理を万全に 行う。
る。
走幅跳の遠くへ跳ぶための理論を再度見直す。
(復習:0.5時間)
［授業内容］
記録会形式で計測しフォームを 実践での改善点、修正するための指導方法につい
チェ ックし、改善点を見出す てまとめる。
ために、指導 者からのフィー
ドバックおよび受講者同士のデ
ィスカッションを行う。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
砲丸投の基本(ルール、安全管 フォームの変遷とルールについて配布資料を確
理の方法など)について学習し 認する
(復習:0.5時間)
理解をする。
投擲の動作イメージの練習を行う
［授業方法］
実際に砲丸やメディシンボール
を使 って、砲丸投の動き作り
をする。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
砲丸投(重さに慣れる・突き出 砲丸投の基本的動作について、配布資料、動画検
索などを活用し し基本的な動きをチェックする
し)の基本的動作の習得
(復習:0.5時間)
動きのイメージを確認する
［授業方法］
男子5.45kg、女子2.721kgの重
さの砲丸に多く触れることでに
慣れる。突き出しの基本的動作
を繰り返し行い習得
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(予習:0.5時間)
［授業内容］
砲丸投(グライド) グライド動 グライド動作の習得と突出し動作の確認
(復習:0.5時間)
作の導入と基本の習得
実際にグライド動作を用いて砲丸を投げ、グライ
ド動作から突 出しのイメージをつくる。
［授業方法］
グライド動作を習得するために
、まずは砲丸を持たずに動作練
習を行う。その後、実際に砲丸
を投げる。
高梨雄太
(予習:0.5時間)
［授業内容］
砲丸投(グライドの完成) グラ グライド動作動作のイメージをおこなう
(復習:0.5時間)
イド動作の習熟
グライド動作から突出しまでの流れをチェックす
る
［授業方法］
砲丸を繰り返しグライド動作
を用いて投げることでグライド
動作の習熟を図る。
高梨雄太
(予習:0.5時間)
［授業内容］
投擲動作の全体的な流れを確認する
砲丸投の測定方法
(復習:0.5時間)
投擲動作の全体的流れをイメージし正しい動作
［授業方法］
競技会形式で測定をするための を確認する
方法 を学習する。実際に競技
会形式で測定 を行う
高梨雄太
(予習:0.5時間)
［授業内容］
砲丸投(サークルからの投擲)、 投擲動作の全体的流れをイメージし正しい動作を
ルールの理解と実践、審判方法 確認する
(復習:0.5時間)
、記録の測定
ルール、審判方法、記録の測定方法について確認
する
［授業方法］
実際に記録を測定し、測定方法
について理解する
鯉川なつえ、仲村 ［授業内容］
(予習:0.5時間)
明
中長距離走:ジョギングを通し 長距離走者に求められる必要な条件を調べて お
て、個々に応じたランニングの く。
必要性と効果について理解を深 (復習:0.5時間)
授業で行ったジョギングの有効性を意識し、体調
める。
に合わせジョ ギングを行う。
［授業方法］
ゆっくりとしたペースでのジョ
ギングを行い、現状の体力を把
握する。ジ ョギングの効果や
有効性に加え、注意 点も解説
する。
鯉川なつえ、仲村 ［授業内容］
(予習:0.5時間)
明
中長距離走:効率の良いランニ 授業で配布した資料を参照し、動きづくりの目的
ングフォーム習得のためのラン や方法を知り、動きを イメージしてくる。
ニングドリルについて学習する (復習:0.5時間)
ランニングドリルの動きと注意点をまとめる。
。
［授業方法］
ランニングドリルの映像を視聴
させ、ポイントを解説する。8
名程度のグループに分かれ、正
確にできているかを確認しなが
ら行う。
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鯉川なつえ、仲村 ［授業内容］
(予習:0.5時間)
明
中長距離:12分間走の目的や意 クーパーテストについて調べる。
義についての理解を深める。 (復習:0.5時間)
自分自身の12分間走の記録と最大酸素摂取量に
ついて考察する 。
［授業方法］
12分間走を行い、現状の有酸素
運動 の体力レベルの確認を行
う。12分間走の目的や意義、背
景にあるものを解説する。
鯉川なつえ、仲村 ［授業内容］
(予習:0.5時間)
明
中長距離:インターバルトレー 配布資料を参照し、インターバルトレーニングに
ニングの目的や効果、方法につ ついて課題レポート を作成する。
(復習:0.5時間)
いて学習する 。
実際にインターバルを行い、自分の心拍数の変動
を考察する。
［授業方法］
予習してきたインターバルトレ
ーニ ングに関して、手を挙げ
て解答させる 。このトレーニ
ングのポイントを解 説する。
レベルに応じたグループを編
成し、インターバルトレーニン
グを行う。
鯉川なつえ、仲村 ［授業内容］
(予習:0.5時間)
明
中長距離:ウォーキングの効果 ウォーキングの効果を調べる。
と有効性について学習する。 (復習:0.5時間)
授業で体験したウォーキング強度をもとにウォー
キングプログ ラムの立案を行う。
［授業方法］
予習してきたウォーキング効果
に関して、手を挙げて解答させ
る。3つの異なるペースでのウ
ォーキングを体験させ、心拍数
の変化を認識させ、解説を行う
。
鯉川なつえ、仲村 ［授業内容］
(予習:0.5時間)
明
中長距離:L・S・D(Long Slow D 配布資料を参照し、様々な持久走の区別と使い方
istance)と変形ダッシュを体験 を知る。
し、その目的と効果を学習する (復習:0.5時間)
LSDの効果と注意する点に関してレポートを作成
。
する。
［授業方法］
L・S・Dの目的と効果に関して
、解説す る。加えて変形ダッ
シュを行う。変形ダッシュを行
った目的も合わせて解説する。
鯉川なつえ、仲村 ［授業内容］
(予習:0.5時間)
明
中長距離:中長距離走の総括お 3回 8回の振り返りおよび実習効果の測定に対す
よび実習効果の測定を行う。 る準備を行う。
(復習:0.5時間)
中長距離走の総括レポートを作成する。
［授業方法］
22回 27回までの授業の振り返
りを行 い、ミニテストで理解
度を確認する。 実技テストは
中距離走か長距離走を選択させ
、実施する。
「定期試験を実施しない」
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授業科目名
英語科目名

陸上運動
Intermediate Track and Field

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 山崎 一彦
科目担当者
越川一紀，鯉川なつえ，仲村明，高梨雄太
授業概要
［授業全体の内容］
走跳投(短距離・ハードル・中距離・長距離・跳躍・投てき)の競技特性を理解・習得し実践する。
1.短距離は、スプリントドリル、スタートダッシュ、最高疾走速度の習得。ハードル走は、抜き脚の正確な動
作、
ハードル間インターバル、踏切ー空中動作ー着地のハー ドルクリアランス。
2.中長距離走は、インターバルトレーニング、12分間走、ランニングエコノミーなどの持久走。
3.跳躍は、走高跳・走幅跳の踏切、空中動作、クリアランス、あふり動作、頸反射などの動作。
4.投擲は、砲丸投 グライド、力の伝達方法。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」及び「スポーツ科学分野の専門的な実践力」とい
う学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1.走跳投の基本的動作とルールを理解できる
2.走跳投の基本的動作および技術を獲得できる
3.走跳投の指導方法を習得できる
成績評価
［成績評価の基準］
1. 走跳投種目の基本的動作ができたか実習効果測定値で評価する。
2. 走跳投種目の基本的ルールが理解できたか評価する。
3. 走跳投種目の基本的指導方法ができたか評価する。
［成績評価の方法］
課題レポート4回（40%）、実技試験（50%）、平常点（10%）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
実技ができる服装、シューズを着用すること。ただし危険防止のためスパイクシューズの使用は禁止とする。
また、基本的に見学は実習科目であるため原則認めない。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
・4種目(短距離、ハードル、長距離、跳躍、投擲)において、 それぞれ2/3以上の出席がない場合は、その種
目の実技試験資格を認めない。
・各種目の実技試験を受験した上で、平均100点中平均60点以上を獲得しなければならない。ただし、4種目の
うち最低2種目は、単独で60点以上を獲得しなければならない。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
課題レポートは、予習課題の場合は当該授業内で解説を行う。復習課題の場合は、翌週の授業で解説する。
［テキスト・参考書等］
必要な資料は、授業中に適宜配布します。
連絡先とオフィスアワー
山 崎:火曜日 9時〜11時 kayamaza@juntendo.ac.jp 1号館5階1523室
越 川:火曜日 9時〜11時 kkoshika@juntendo.ac.jp 1号館5階1525室
鯉 川:火曜日 9時〜11時 nkoikawa@juntendo.ac.jp 1号館5階1522室
仲 村:火曜日 9時〜11時 aknaka@juntendo.ac.jp 1号館5階1524室
高 梨:火曜日 9時〜11時 ytakana@juntendo.ac.jp 1号館5階1509室
備考
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［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他」
中学校並びに高等学校教諭1種免許状（保健体育）の必修科目
日本体育協会公認コーチ共通科目必修科目
アスレティックトレーナー必修科目
健康運動指導士必修科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
山崎一彦，越川一 ［授業内容］
(予習:0.5時間)
1
紀，鯉川なつえ， オリエンテーション 受講の諸 シラバスを読み授業目的および概要を一読してく
仲村明，高梨雄太 注意、単位取得の方法、年間 る。
を通じた授業の流れ、予習復習 (復習:0.5時間)
評価方法、授業の展開および運動実技に関する諸
の仕方 について理解する。
注意をまとめ る。
［授業方法］
各担当教員から、各種目につ
いての主な特徴、授業での習得
目的と目標、授業内容および単
位取得の観点、安全上の留意点
等につ いて話し、理解しても
らうようにする。
山崎一彦
(予習:0.5時間)
2
［授業内容］
短距離走の基本的技術理論を理 100m走を速く走るためのメカニズムをテキストで
解する。 最高疾走速度を発生 学んでおく。
させるための理 論と実践を行 (復習:0.5時間)
重心位置、前傾、ストライド長、足・膝・股関節
う。
角度などの走動作 に関わる部位について覚える
。
［授業方法］
ピッチ・ストライド長を生むた
めのメカニズムを学び、まずは
ストライド長 を伸ばす方法に
ついて学ぶ。
山崎一彦
(予習:0.5時間)
3
［授業内容］
最高疾走速度を発生させるため 3種類のクラウチング・スタートを型で覚える。
の技術を円滑に行えるようにす (復習:0:5時間)
る。スタート方法について学ぶ 角運動量保存の法則、作用反作用の用語を理解し
、走動作とリンクさせる。
。

4

山崎一彦

［授業方法］
前回講義で行った内容を円滑に
行え るようにする。クラウチ
ングスタートの方法を実践する
。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
スタートから加速までのスプリ websiteなどで、世界一流競技者の動画を検索し
、どのようなレースをしているか全体像をイメー
ント走を完成させる。
ジできるようにしておく。
(復習:0.5時間)
［授業方法］
クラウチングスタートを円滑に 短距離走の技術(ギャザー、フィニッシュ、リラ
行い、 加速から最高速度到達 クゼーション、メインテイン、プ ッシュ走法)な
のプロセスが容易に発生するた どの用語が身体表現できているかをチェックする
。
めの技術習得を行 う。
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越川一紀

10

越川一紀

［授業内容］
ハードル走の基本動作を学ぶ。
抜き脚、振り上げ脚動作を理解
する。

(予習:0.5時間)
ハードル走について、配布資料を熟読して用語等
を理解してお く。
(復習:0.5時間)
用語が理解でき、身体表現ができているかをチ
ェックする。

［授業方法］
まずは、恐怖感を取り除くトレ
ーニン グ方法を学び、ハード
ルの特徴的動作である抜き脚動
作を実践する。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
ハードル間インターバルをリズ 配布資料のハードル走のトレーニング方法を理解
しておくこと。
ムよく走れるよ うにする。
(復習:0.5時間)
ハードル走の局面(スプリントー踏切ー空中動作
［授業方法］
ミニハードルを用いて、インタ ー着地ースプ リント走)の流れの中で分習した指
ーバル を走破するための必要 導方法についてまとめる。
ストライド長の確保、インター
バルのリズムおよびインターバ
ルからのジャンプ動作を習得す
る。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
第1ハードルから第５ハードル ハードル走を速く走るためのメカニズムについ
て、それぞれのハードル種目の相違点について配
までを完成させる。
布資料を参考にしてまとめてくる。
(復習:0.5時間)
［授業方法］
スタートからのハードルへの スムースにレースできる受講者とできない受講者
アプロ ーチを行う。 スタート を比較し、なぜできないかをまとめてくる。
からハードルを連続して跳ぶ。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
短距離・ハードル走の実習効果 体調を整えて授業へ臨む。
(復習:0.5時間)
の測定
自身の測定した結果から、改善点とその指導方法
についてまと める。
［授業方法］
短距離走、ハードル走を実践的
に行い 、測定する。 ハードル
走は測定後、さらに記録を伸
ばすための指導を受け、再度挑
戦する 。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
走高跳における跳躍フォームの 跳躍フォームの変遷とルールについて配布資料を
変遷 とルールを理解する。 走 確認す る。
高跳の基本動作を取得する。 (復習:0.5時間)
走高跳における助走ー踏切動作について日常から
イメージする 。
［授業方法］
走高跳における助走、踏切、ド
リルの基本動作を実践する。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
背面跳における助走の走り方 走高跳についてwebsiteおよび図書館などで動画
、踏切・ 空中動作の流れをつ 検索し、動きを 理解する。
(復習:0.5時間)
かむ。
走高跳に関する専門的用語を学んでおく。 動き
のイメージを確認する。
［授業方法］
助走、踏切、空中動作の分習を
行い、 一連の動きを行う。
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［授業内容］
競技会のルールについて学ぶ。
背面跳びにおける空中動作を
習得す る。

(予習:0.5時間)
助走の長さについて配布資料等で確認しておく
(復習:0.5時間)
背面跳びのイメージを作る

［授業方法］
助走、踏切、空中動作の分習を
行い、 理論的理解と実践をマ
ッチングさせ る練習を行う。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
背面跳びの踏切と空中動作のイメージ
走高跳の実習効果の測定
(復習:0.5時間)
助走からクリアまでの流れをチェックする
［授業方法］
1つの高さを3回ずつ跳躍し記録
やフ ォームをチェックする。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
走幅跳のルールと助走を理解す 走幅跳のイメージを作るため、配布資料を熟読し
、website等で 実際の試技を調査しておく。
る。
(復習:0.5時間)
実際の助走の長さを確認しておく。 助走をイメ
［授業方法］
助走距離の決定方法と足の合 ージし正しい踏切を確認する。
わせ方を習得する。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
走幅跳における競技会形式での フィニッシュのイメージを正しく行う。
跳躍練習を行い、ルールと動作 (復習:2.5時間)
助走から踏切、着地までのすべてのフォームを安
について実践する。
定させるよう なイメージを作っておく。 前期の
授業内容を復習しておく。
［授業方法］
走幅跳の実習効果を測定する
。 3回ずつの跳躍でフォームを
チェック する。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
走幅跳の実習効果の測定をす 受講中、安全に試技ができるようにするため体調
管理を万全に 行う。
る。
走幅跳の遠くへ跳ぶための理論を再度見直す。
(復習:0.5時間)
［授業内容］
記録会形式で計測しフォームを 実践での改善点、修正するための指導方法につい
チェ ックし、改善点を見出す てまとめる。
ために、指導 者からのフィー
ドバックおよび受講者同士のデ
ィスカッションを行う。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
砲丸投の基本(ルール、安全管 フォームの変遷とルールについて配布資料を確
理の方法など)について学習し 認する
(復習:0.5時間)
理解をする。
投擲の動作イメージの練習を行う
［授業方法］
実際に砲丸やメディシンボール
を使 って、砲丸投の動き作り
をする。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
砲丸投(重さに慣れる・突き出 砲丸投の基本的動作について、配布資料、動画検
索などを活用し し基本的な動きをチェックする
し)の基本的動作の習得
(復習:0.5時間)
動きのイメージを確認する
［授業方法］
男子5.45kg、女子2.721kgの重
さの砲丸に多く触れることでに
慣れる。突き出しの基本的動作
を繰り返し行い習得
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高梨雄太

(予習:0.5時間)
［授業内容］
砲丸投(グライド) グライド動 グライド動作の習得と突出し動作の確認
(復習:0.5時間)
作の導入と基本の習得
実際にグライド動作を用いて砲丸を投げ、グライ
ド動作から突 出しのイメージをつくる。
［授業方法］
グライド動作を習得するために
、まずは砲丸を持たずに動作練
習を行う。その後、実際に砲丸
を投げる。
高梨雄太
(予習:0.5時間)
［授業内容］
砲丸投(グライドの完成) グラ グライド動作動作のイメージをおこなう
(復習:0.5時間)
イド動作の習熟
グライド動作から突出しまでの流れをチェックす
る
［授業方法］
砲丸を繰り返しグライド動作
を用いて投げることでグライド
動作の習熟を図る。
高梨雄太
(予習:0.5時間)
［授業内容］
投擲動作の全体的な流れを確認する
砲丸投の測定方法
(復習:0.5時間)
投擲動作の全体的流れをイメージし正しい動作
［授業方法］
競技会形式で測定をするための を確認する
方法 を学習する。実際に競技
会形式で測定 を行う
高梨雄太
(予習:0.5時間)
［授業内容］
砲丸投(サークルからの投擲)、 投擲動作の全体的流れをイメージし正しい動作を
ルールの理解と実践、審判方法 確認する
(復習:0.5時間)
、記録の測定
ルール、審判方法、記録の測定方法について確認
する
［授業方法］
実際に記録を測定し、測定方法
について理解する
鯉川なつえ、仲村 ［授業内容］
(予習:0.5時間)
明
中長距離走:ジョギングを通し 長距離走者に求められる必要な条件を調べて お
て、個々に応じたランニングの く。
必要性と効果について理解を深 (復習:0.5時間)
授業で行ったジョギングの有効性を意識し、体調
める。
に合わせジョ ギングを行う。
［授業方法］
ゆっくりとしたペースでのジョ
ギングを行い、現状の体力を把
握する。ジ ョギングの効果や
有効性に加え、注意 点も解説
する。
鯉川なつえ、仲村 ［授業内容］
(予習:0.5時間)
明
中長距離走:効率の良いランニ 授業で配布した資料を参照し、動きづくりの目的
ングフォーム習得のためのラン や方法を知り、動きを イメージしてくる。
ニングドリルについて学習する (復習:0.5時間)
ランニングドリルの動きと注意点をまとめる。
。
［授業方法］
ランニングドリルの映像を視聴
させ、ポイントを解説する。8
名程度のグループに分かれ、正
確にできているかを確認しなが
ら行う。
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鯉川なつえ、仲村 ［授業内容］
(予習:0.5時間)
明
中長距離:12分間走の目的や意 クーパーテストについて調べる。
義についての理解を深める。 (復習:0.5時間)
自分自身の12分間走の記録と最大酸素摂取量に
ついて考察する 。
［授業方法］
12分間走を行い、現状の有酸素
運動 の体力レベルの確認を行
う。12分間走の目的や意義、背
景にあるものを解説する。
鯉川なつえ、仲村 ［授業内容］
(予習:0.5時間)
明
中長距離:インターバルトレー 配布資料を参照し、インターバルトレーニングに
ニングの目的や効果、方法につ ついて課題レポート を作成する。
(復習:0.5時間)
いて学習する 。
実際にインターバルを行い、自分の心拍数の変動
を考察する。
［授業方法］
予習してきたインターバルトレ
ーニ ングに関して、手を挙げ
て解答させる 。このトレーニ
ングのポイントを解 説する。
レベルに応じたグループを編
成し、インターバルトレーニン
グを行う。
鯉川なつえ、仲村 ［授業内容］
(予習:0.5時間)
明
中長距離:ウォーキングの効果 ウォーキングの効果を調べる。
と有効性について学習する。 (復習:0.5時間)
授業で体験したウォーキング強度をもとにウォー
キングプログ ラムの立案を行う。
［授業方法］
予習してきたウォーキング効果
に関して、手を挙げて解答させ
る。3つの異なるペースでのウ
ォーキングを体験させ、心拍数
の変化を認識させ、解説を行う
。
鯉川なつえ、仲村 ［授業内容］
(予習:0.5時間)
明
中長距離:L・S・D(Long Slow D 配布資料を参照し、様々な持久走の区別と使い方
istance)と変形ダッシュを体験 を知る。
し、その目的と効果を学習する (復習:0.5時間)
LSDの効果と注意する点に関してレポートを作成
。
する。
［授業方法］
L・S・Dの目的と効果に関して
、解説す る。加えて変形ダッ
シュを行う。変形ダッシュを行
った目的も合わせて解説する。
鯉川なつえ、仲村 ［授業内容］
(予習:0.5時間)
明
中長距離:中長距離走の総括お 3回 8回の振り返りおよび実習効果の測定に対す
よび実習効果の測定を行う。 る準備を行う。
(復習:0.5時間)
中長距離走の総括レポートを作成する。
［授業方法］
22回 27回までの授業の振り返
りを行 い、ミニテストで理解
度を確認する。 実技テストは
中距離走か長距離走を選択させ
、実施する。
「定期試験を実施しない」
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授業科目名
英語科目名

陸上運動
Intermediate Track and Field

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 山崎 一彦
科目担当者
越川一紀，鯉川なつえ，仲村明，高梨雄太
授業概要
［授業全体の内容］
走跳投(短距離・ハードル・中距離・長距離・跳躍・投てき)の競技特性を理解・習得し実践する。
1.短距離は、スプリントドリル、スタートダッシュ、最高疾走速度の習得。ハードル走は、抜き脚の正確な動
作、
ハードル間インターバル、踏切ー空中動作ー着地のハー ドルクリアランス。
2.中長距離走は、インターバルトレーニング、12分間走、ランニングエコノミーなどの持久走。
3.跳躍は、走高跳・走幅跳の踏切、空中動作、クリアランス、あふり動作、頸反射などの動作。
4.投擲は、砲丸投 グライド、力の伝達方法。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」及び「スポーツ科学分野の専門的な実践力」とい
う学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1.走跳投の基本的動作とルールを理解できる
2.走跳投の基本的動作および技術を獲得できる
3.走跳投の指導方法を習得できる
成績評価
［成績評価の基準］
1.各種目に関して基本的な運動技術の習得ができたか実習効果測定値で評価する。
2. 学習意欲を評価する。
3. 各種目の基本的理解ができているか評価する。
［成績評価の方法］
課題レポート4回（40%）、実技試験（50%）、平常点（10%）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
実技ができる服装、シューズを着用すること。ただし危険防止のためスパイクシューズの使用は禁止とする。
また、基本的に見学は実習科目であるため原則認めない。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
・4種目(短距離、ハードル、長距離、跳躍、投擲)において、 それぞれ2/3以上の出席がない場合は、その種
目の実技試験資格を認めない。
・各種目の実技試験を受験した上で、平均100点中平均60点以上を獲得しなければならない。ただし、4種目の
うち最低2種目は、単独で60点以上を獲得しなければならない。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
課題レポートは、予習課題の場合は当該授業内で解説を行う。復習課題の場合は、翌週の授業で解説する。
［テキスト・参考書等］
必要な資料は、授業中に適宜配布します。
連絡先とオフィスアワー
山 崎:火曜日 9時〜11時 kayamaza@juntendo.ac.jp 1号館5階1523室
越 川:火曜日 9時〜11時 kkoshika@juntendo.ac.jp 1号館5階1525室
鯉 川:火曜日 9時〜11時 nkoikawa@juntendo.ac.jp 1号館5階1522室
仲 村:火曜日 9時〜11時 aknaka@juntendo.ac.jp 1号館5階1524室
高 梨:火曜日 9時〜11時 ytakana@juntendo.ac.jp 1号館5階1509室
備考
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［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他」
中学校並びに高等学校教諭1種免許状（保健体育）の必修科目
日本体育協会公認コーチ共通科目必修科目
アスレティックトレーナー必修科目
健康運動指導士必修科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
山崎一彦，越川一 ［授業内容］
(予習:0.5時間)
1
紀，鯉川なつえ， オリエンテーション 受講の諸 シラバスを読み授業目的および概要を一読してく
仲村明，高梨雄太 注意、単位取得の方法、年間 る。
を通じた授業の流れ、予習復習 (復習:0.5時間)
評価方法、授業の展開および運動実技に関する諸
の仕方 について理解する。
注意をまとめ る。
［授業方法］
各担当教員から、各種目につ
いての主な特徴、授業での習得
目的と目標、授業内容および単
位取得の観点、安全上の留意点
等につ いて話し、理解しても
らうようにする。
山崎一彦
(予習:0.5時間)
2
［授業内容］
短距離走の基本的技術理論を理 100m走を速く走るためのメカニズムをテキストで
解する。 最高疾走速度を発生 学んでおく。
させるための理 論と実践を行 (復習:0.5時間)
重心位置、前傾、ストライド長、足・膝・股関節
う。
角度などの走動作 に関わる部位について覚える
。
［授業方法］
ピッチ・ストライド長を生むた
めのメカニズムを学び、まずは
ストライド長 を伸ばす方法に
ついて学ぶ。
山崎一彦
(予習:0.5時間)
3
［授業内容］
最高疾走速度を発生させるため 3種類のクラウチング・スタートを型で覚える。
の技術を円滑に行えるようにす (復習:0:5時間)
る。スタート方法について学ぶ 角運動量保存の法則、作用反作用の用語を理解し
、走動作とリンクさせる。
。

4

山崎一彦

［授業方法］
前回講義で行った内容を円滑に
行え るようにする。クラウチ
ングスタートの方法を実践する
。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
スタートから加速までのスプリ websiteなどで、世界一流競技者の動画を検索し
、どのようなレースをしているか全体像をイメー
ント走を完成させる。
ジできるようにしておく。
(復習:0.5時間)
［授業方法］
クラウチングスタートを円滑に 短距離走の技術(ギャザー、フィニッシュ、リラ
行い、 加速から最高速度到達 クゼーション、メインテイン、プ ッシュ走法)な
のプロセスが容易に発生するた どの用語が身体表現できているかをチェックする
。
めの技術習得を行 う。
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5

山崎一彦

6

山崎一彦

7

山崎一彦

8

山崎一彦

9

越川一紀

10

越川一紀

［授業内容］
ハードル走の基本動作を学ぶ。
抜き脚、振り上げ脚動作を理解
する。

(予習:0.5時間)
ハードル走について、配布資料を熟読して用語等
を理解してお く。
(復習:0.5時間)
用語が理解でき、身体表現ができているかをチ
ェックする。

［授業方法］
まずは、恐怖感を取り除くトレ
ーニン グ方法を学び、ハード
ルの特徴的動作である抜き脚動
作を実践する。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
ハードル間インターバルをリズ 配布資料のハードル走のトレーニング方法を理解
しておくこと。
ムよく走れるよ うにする。
(復習:0.5時間)
ハードル走の局面(スプリントー踏切ー空中動作
［授業方法］
ミニハードルを用いて、インタ ー着地ースプ リント走)の流れの中で分習した指
ーバル を走破するための必要 導方法についてまとめる。
ストライド長の確保、インター
バルのリズムおよびインターバ
ルからのジャンプ動作を習得す
る。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
第1ハードルから第５ハードル ハードル走を速く走るためのメカニズムについ
て、それぞれのハードル種目の相違点について配
までを完成させる。
布資料を参考にしてまとめてくる。
(復習:0.5時間)
［授業方法］
スタートからのハードルへの スムースにレースできる受講者とできない受講者
アプロ ーチを行う。 スタート を比較し、なぜできないかをまとめてくる。
からハードルを連続して跳ぶ。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
短距離・ハードル走の実習効果 体調を整えて授業へ臨む。
(復習:0.5時間)
の測定
自身の測定した結果から、改善点とその指導方法
についてまと める。
［授業方法］
短距離走、ハードル走を実践的
に行い 、測定する。 ハードル
走は測定後、さらに記録を伸
ばすための指導を受け、再度挑
戦する 。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
走高跳における跳躍フォームの 跳躍フォームの変遷とルールについて配布資料を
変遷 とルールを理解する。 走 確認す る。
高跳の基本動作を取得する。 (復習:0.5時間)
走高跳における助走ー踏切動作について日常から
イメージする 。
［授業方法］
走高跳における助走、踏切、ド
リルの基本動作を実践する。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
背面跳における助走の走り方 走高跳についてwebsiteおよび図書館などで動画
、踏切・ 空中動作の流れをつ 検索し、動きを 理解する。
(復習:0.5時間)
かむ。
走高跳に関する専門的用語を学んでおく。 動き
のイメージを確認する。
［授業方法］
助走、踏切、空中動作の分習を
行い、 一連の動きを行う。
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11

越川一紀

12

越川一紀

13

越川一紀

14

越川一紀

15

越川一紀

16

高梨雄太

17

高梨雄太

［授業内容］
競技会のルールについて学ぶ。
背面跳びにおける空中動作を
習得す る。

(予習:0.5時間)
助走の長さについて配布資料等で確認しておく
(復習:0.5時間)
背面跳びのイメージを作る

［授業方法］
助走、踏切、空中動作の分習を
行い、 理論的理解と実践をマ
ッチングさせ る練習を行う。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
背面跳びの踏切と空中動作のイメージ
走高跳の実習効果の測定
(復習:0.5時間)
助走からクリアまでの流れをチェックする
［授業方法］
1つの高さを3回ずつ跳躍し記録
やフ ォームをチェックする。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
走幅跳のルールと助走を理解す 走幅跳のイメージを作るため、配布資料を熟読し
、website等で 実際の試技を調査しておく。
る。
(復習:0.5時間)
実際の助走の長さを確認しておく。 助走をイメ
［授業方法］
助走距離の決定方法と足の合 ージし正しい踏切を確認する。
わせ方を習得する。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
走幅跳における競技会形式での フィニッシュのイメージを正しく行う。
跳躍練習を行い、ルールと動作 (復習:2.5時間)
助走から踏切、着地までのすべてのフォームを安
について実践する。
定させるよう なイメージを作っておく。 前期の
授業内容を復習しておく。
［授業方法］
走幅跳の実習効果を測定する
。 3回ずつの跳躍でフォームを
チェック する。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
走幅跳の実習効果の測定をす 受講中、安全に試技ができるようにするため体調
管理を万全に 行う。
る。
走幅跳の遠くへ跳ぶための理論を再度見直す。
(復習:0.5時間)
［授業内容］
記録会形式で計測しフォームを 実践での改善点、修正するための指導方法につい
チェ ックし、改善点を見出す てまとめる。
ために、指導 者からのフィー
ドバックおよび受講者同士のデ
ィスカッションを行う。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
砲丸投の基本(ルール、安全管 フォームの変遷とルールについて配布資料を確
理の方法など)について学習し 認する
(復習:0.5時間)
理解をする。
投擲の動作イメージの練習を行う
［授業方法］
実際に砲丸やメディシンボール
を使 って、砲丸投の動き作り
をする。
(予習:0.5時間)
［授業内容］
砲丸投(重さに慣れる・突き出 砲丸投の基本的動作について、配布資料、動画検
索などを活用し し基本的な動きをチェックする
し)の基本的動作の習得
(復習:0.5時間)
動きのイメージを確認する
［授業方法］
男子5.45kg、女子2.721kgの重
さの砲丸に多く触れることでに
慣れる。突き出しの基本的動作
を繰り返し行い習得
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18

19

20

21

22

23

高梨雄太

(予習:0.5時間)
［授業内容］
砲丸投(グライド) グライド動 グライド動作の習得と突出し動作の確認
(復習:0.5時間)
作の導入と基本の習得
実際にグライド動作を用いて砲丸を投げ、グライ
ド動作から突 出しのイメージをつくる。
［授業方法］
グライド動作を習得するために
、まずは砲丸を持たずに動作練
習を行う。その後、実際に砲丸
を投げる。
高梨雄太
(予習:0.5時間)
［授業内容］
砲丸投(グライドの完成) グラ グライド動作動作のイメージをおこなう
(復習:0.5時間)
イド動作の習熟
グライド動作から突出しまでの流れをチェックす
る
［授業方法］
砲丸を繰り返しグライド動作
を用いて投げることでグライド
動作の習熟を図る。
高梨雄太
(予習:0.5時間)
［授業内容］
投擲動作の全体的な流れを確認する
砲丸投の測定方法
(復習:0.5時間)
投擲動作の全体的流れをイメージし正しい動作
［授業方法］
競技会形式で測定をするための を確認する
方法 を学習する。実際に競技
会形式で測定 を行う
高梨雄太
(予習:0.5時間)
［授業内容］
砲丸投(サークルからの投擲)、 投擲動作の全体的流れをイメージし正しい動作を
ルールの理解と実践、審判方法 確認する
(復習:0.5時間)
、記録の測定
ルール、審判方法、記録の測定方法について確認
する
［授業方法］
実際に記録を測定し、測定方法
について理解する
鯉川なつえ、仲村 ［授業内容］
(予習:0.5時間)
明
中長距離走:ジョギングを通し 長距離走者に求められる必要な条件を調べて お
て、個々に応じたランニングの く。
必要性と効果について理解を深 (復習:0.5時間)
授業で行ったジョギングの有効性を意識し、体調
める。
に合わせジョ ギングを行う。
［授業方法］
ゆっくりとしたペースでのジョ
ギングを行い、現状の体力を把
握する。ジ ョギングの効果や
有効性に加え、注意 点も解説
する。
鯉川なつえ、仲村 ［授業内容］
(予習:0.5時間)
明
中長距離走:効率の良いランニ 授業で配布した資料を参照し、動きづくりの目的
ングフォーム習得のためのラン や方法を知り、動きを イメージしてくる。
ニングドリルについて学習する (復習:0.5時間)
ランニングドリルの動きと注意点をまとめる。
。
［授業方法］
ランニングドリルの映像を視聴
させ、ポイントを解説する。8
名程度のグループに分かれ、正
確にできているかを確認しなが
ら行う。
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25

26

27

28

鯉川なつえ、仲村 ［授業内容］
(予習:0.5時間)
明
中長距離:12分間走の目的や意 クーパーテストについて調べる。
義についての理解を深める。 (復習:0.5時間)
自分自身の12分間走の記録と最大酸素摂取量に
ついて考察する 。
［授業方法］
12分間走を行い、現状の有酸素
運動 の体力レベルの確認を行
う。12分間走の目的や意義、背
景にあるものを解説する。
鯉川なつえ、仲村 ［授業内容］
(予習:0.5時間)
明
中長距離:インターバルトレー 配布資料を参照し、インターバルトレーニングに
ニングの目的や効果、方法につ ついて課題レポート を作成する。
(復習:0.5時間)
いて学習する 。
実際にインターバルを行い、自分の心拍数の変動
を考察する。
［授業方法］
予習してきたインターバルトレ
ーニ ングに関して、手を挙げ
て解答させる 。このトレーニ
ングのポイントを解 説する。
レベルに応じたグループを編
成し、インターバルトレーニン
グを行う。
鯉川なつえ、仲村 ［授業内容］
(予習:0.5時間)
明
中長距離:ウォーキングの効果 ウォーキングの効果を調べる。
と有効性について学習する。 (復習:0.5時間)
授業で体験したウォーキング強度をもとにウォー
キングプログ ラムの立案を行う。
［授業方法］
予習してきたウォーキング効果
に関して、手を挙げて解答させ
る。3つの異なるペースでのウ
ォーキングを体験させ、心拍数
の変化を認識させ、解説を行う
。
鯉川なつえ、仲村 ［授業内容］
(予習:0.5時間)
明
中長距離:L・S・D(Long Slow D 配布資料を参照し、様々な持久走の区別と使い方
istance)と変形ダッシュを体験 を知る。
し、その目的と効果を学習する (復習:0.5時間)
LSDの効果と注意する点に関してレポートを作成
。
する。
［授業方法］
L・S・Dの目的と効果に関して
、解説す る。加えて変形ダッ
シュを行う。変形ダッシュを行
った目的も合わせて解説する。
鯉川なつえ、仲村 ［授業内容］
(予習:0.5時間)
明
中長距離:中長距離走の総括お 3回 8回の振り返りおよび実習効果の測定に対す
よび実習効果の測定を行う。 る準備を行う。
(復習:0.5時間)
中長距離走の総括レポートを作成する。
［授業方法］
22回 27回までの授業の振り返
りを行 い、ミニテストで理解
度を確認する。 実技テストは
中距離走か長距離走を選択させ
、実施する。
「定期試験を実施しない」
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授業科目名
英語科目名

器械運動
Apparatus Gymnastics

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 原田 睦巳
科目担当者
冨田洋之・新竹優子
授業概要
[授業全体の内容]
本授業では、器械運動におけるマット運動（伸膝前転・前転とび・前方宙返り・後転とび）、跳び箱運動（
屈身とび・前転とび）、鉄棒運動（け上がり・大振り上がり・後方支持回転・前方支持回転・振りとび下り）
といった初級から中級程度の技を中心に体系的に習得する。加えて、大なわとびと短なわとびの基本的な技能
を獲得する。これらの習得の過程で段階的な学習と幇助等の体験を行うことによって、各技の基礎知識や運動
構造、安全面への配慮、段階的指導の方法などの指導法に関する知識と技能を身につける。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等の関連）]
安全面の配慮、基礎的な知識の発展、実施が望まれるため、正しい基礎的な知識と運動構造を理解しておく
必要がある。本授業では、学生同士により、スポーツ健康科学を中心とした教養や知識、運動構造の情報伝達
が多く必要とされるため、コミュニケーション力を養いスポーツ医科学とコーチング科学を中心としたスポー
ツ科学についての知識と技能と教養の育成を目指す。
[授業の到達目標]
マット運動：「伸膝前転」・「前転とび」・「前方宙返り」・「後転とび」を実施することができる。
とび箱運動：「屈身とび」・「前転とび」を実施することができる。
鉄棒運動：「け上がり」・「大振り上がり」・「後方支持回転」・「前方支持回転」・「振りとび下り」を実
施することができる。
短なわ跳び：INFなわとびハンドブックの10級を実施することができる。
成績評価
[成績評価の基準]
各種目の課題に関して正確に動きを理解し、実施することができているかを評価の基準とする。
[成績評価の方法]
「学習態度・取り組む姿勢（40％）、実技テスト（60％）」を総合して評価する。
学習態度・取り組む姿勢に関しては、各課題への取り組み方を総合的に判断し、
実技テストにおいては、一人一人の実施を観察し、採点する。
履修における留意事項
[履修要件]
特になし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.動きやすい服装。
2.アクセサリー類は身につけない。
3.到達目標に挙げられている技の名称、動きについて調べる。
4.1回の授業において3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
課題に関して正確に動きを理解させ、評価や助言を各受講者へその場でフィードバックする。
[テキスト・参考書等]
1.器械運動の授業づくり≪大修館書店,1992≫
2.INFなわとびハンドブック≪株式会社アシックス,1991≫
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
担当：原田 睦巳
E‑mail：mtharada[at]juntendo.ac.jp
担当：冨田 洋之
E‑mail：htomita[at]juntendo.ac.jp

※ [at]を@に変更してください。
※ [at]を@に変更してください。

[オフィスアワー]
日時：火・木・金曜日10：00〜12：00
場所：1号館5階1511体操競技研究室
できるだけ前日までにE‑mailでお知らせください。
備考
[学修時間]
この授業は、実技形態による通年2単位の科目であり、授業60時間、準備学習30時間の計90時間の学習を必要
とする内容をもって構成する。
[その他]
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
原田・冨田・新竹 [授業内容]
（復習：2時間）
1
説明の内容を振り返り、授業全体のイメージをつ
テーマ：ガイダンス
かむ
[授業方法]
前期授業の目標ならびに授業展
開について説明する。
長なわとびの基本のとび方につ
いての説明および実践を行う。
原田・冨田・新竹 [授業内容]
（予習：0.5時間）
2 5
テーマ：長なわとびの基本、前 マット運動
転・開脚前転・伸膝前転・倒立 前転・開脚前転・伸膝前転・倒立前転の映像を閲
覧しておくこと。
前転を習得
長なわとび
8の字とび・O字とび・十字とび・ダブルダッチの
[授業方法]
映像を閲覧しておくこと。
マット運動
体の前屈によって回転を得る系
統技（前転・開脚前転・伸膝前 （復習：0.5時間）
転・倒立前転）の段階指導を行 マット運動
前転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
う
し、理解を深める。
長なわとび
基本的なとび方の段階指導を行 長なわとび
指導方法および実施の際の注意点を復習し、理解
う
（８の字とび・O字とび・十字 を深める。
とび・ダブルダッチ）
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原田・冨田・新竹 [授業内容]
テーマ：とび前転・前方宙返り
を習得、かかえこみ跳び・開脚
とびを習得、前方支持回転・後
方支持回転を習得する。

（予習：0.5時間）
マット運動
とび前転・前方宙返りの映像を閲覧しておくこと
。
とび箱運動
かかえこみ跳び・開脚跳びの映像を閲覧しておく
こと。
[授業方法]
鉄棒運動
長なわとび
基本的なとび方の段階指導を行 前方支持回転・後方支持回転の映像を閲覧してお
くこと。
う
（８の字とび・O字とび・十字
（復習：0.5時間）
とび・ダブルダッチ）
マット運動
とび前転・前方宙返りの指導方法および注意点を
マット運動
前方宙返りにおける段階指導を 復習し、理解を深める。
とび箱運動
行う。
かかえこみ跳び・開脚跳びの指導方法および注意
（とび前転・前方宙返り）
点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動
とび箱運動
きり返し系統技の段階指導を行 支持回転系の指導方法および注意点を復習し、理
解を深める。
う。
（かかえこみ跳び・開脚とび）

鉄棒運動
支持回転系の技の段階指導を行
う。
（前方支持回転・後方支持回転
）
原田・冨田・新竹 [授業内容]
テーマ：三点倒立・頭はね起き
を習得、屈身とび・大屈身とび
を習得、足かけ上がり・け上が
りを習得する。

（予習：0.5時間）
マット運動
三点倒立・頭はね起きの映像を閲覧しておくこと
。
とび箱運動
屈身とび・大屈身とびの映像を閲覧しておくこと
。
[授業方法]
鉄棒運動
マット運動
体の後屈によって回転力を得る 足かけ上がり・け上がりの映像を閲覧しておくこ
基本技術の段階指導を行う。 と。
三点倒立・頭はね起きの指導を
（復習：0.5時間）
行う
マット運動
三点倒立・頭はね起きの指導方法および注意点を
とび箱運動
きり返し系統技の段階指導を行 復習し、理解を深める。
とび箱運動
う。
屈身とび・大屈身とびの指導方法および注意点を
（屈身とび・大屈身とび）
復習し、理解を深める。
鉄棒運動
鉄棒運動
懸垂前振りからの前方回転への 上がり技の指導方法および注意点を復習し、理解
きり返しを伴う技群の段階指導 を深める。
を行う。
（足かけ上がり・け上がり）

原田・冨田・新竹 [授業内容]
テーマ：ガイダンス

（予習２時間）
前期に実施した課題および注意点を理解しておく
こと。

[授業方法]
後期授業の目標ならびに授業展
開について説明する。
短なわとびの基本のとび方につ
いての説明および実践を行う。
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原田・冨田・新竹 [授業内容]
（予習：0.5時間）
テーマ：基本となるとび方を習 マット運動
前転とびの映像を閲覧しておくこと。
得、前転とびを習得する。
短なわとび
短なわとびの映像を閲覧しておくこと。
[授業方法]
短なわとび
INF級別表に基づき、指導を行 （復習：0.5時間）
マット運動
う。
前転とびの指導方法および注意点を復習し、理解
を深める。
マット運動
前転とびの段階指導を行う。 短なわとび
指導方法および注意点を復習し、理解を深める。
原田・冨田・新竹 [授業内容]
（予習：0.5時間）
テーマ：INF級別表の10級以上 マット運動
を習得、後転・後転倒立・後転 後転倒立・後転とびの映像を閲覧しておくこと。
とびを習得、頭はね跳び・前転 とび箱運動
とびを習得、ほん転逆上がり・ 頭はね跳び・前転とびの映像を閲覧しておくこと
け上がり・後ろ振り上がりを習 。
鉄棒運動
得する。
ほん転逆上がり・け上がり・後ろ振り上がりの映
像を閲覧しておくこと。
[授業方法]
短なわとび
INF級別表に基づき、指導を行 （復習：0.5時間）
マット運動
う。
後転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
（INF級別表の10級以上）
し、理解を深める。
とび箱運動
マット運動
後転系技群の段階指導を行う。 回転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
（後転・後転倒立・後転とび） し、理解を深める。
鉄棒運動
上がり技系の指導方法および実施の際の注意点を
とび箱運動
回転系技群の段階指導を行う。 復習し、理解を深める。
（頭はね跳び・前転とび）
鉄棒運動
高鉄棒における上がり技の段階
指導を行う。（ほん転逆上がり
・け上がり・後ろ振り上がり）
原田・冨田・新竹 [授業内容]
（予習：0.5時間）
テーマ：あん馬・つり輪・平行 体操競技大会の映像を閲覧しておくこと。
棒での基本的な技の体験を行う
（復習：0.5時間）
。
体操競技大会の映像を閲覧しておくこと。
[授業方法]
体操競技器具の使用法を説明し
、指導を行う。
授業時間60時間
準備学習30時間
計90時間
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授業科目名
英語科目名

器械運動
Apparatus Gymnastics

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 原田 睦巳
科目担当者
冨田洋之・新竹優子
授業概要
[授業全体の内容]
本授業では、器械運動におけるマット運動（伸膝前転・前転とび・前方宙返り・後転とび）、跳び箱運動（屈
身とび・前転とび）、鉄棒運動（け上がり・大振り上がり・後方支持回転・前方支持回転・振りとび下り）と
いった初級から中級程度の技を中心に体系的に習得する。加えて、大なわとびと短なわとびの基本的な技能を
獲得する。これらの習得の過程で段階的な学習と幇助等の体験を行うことによって、各技の基礎知識や運動構
造、安全面への配慮、段階的指導の方法などの指導法に関する知識と技能を身につける。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等の関連）]
安全面の配慮、基礎的な知識の発展、実施が望まれるため、正しい基礎的な知識と運動構造を理解しておく必
要がある。本授業では、学生同士により、スポーツ健康科学を中心とした教養や知識、運動構造の情報伝達が
多く必要とされるため、コミュニケーション力を養いスポーツ医科学とコーチング科学を中心としたスポーツ
科学についての知識と技能と教養の育成を目指す。
[授業の到達目標]
マット運動：「伸膝前転」・「前転とび」・「前方宙返り」・「後転とび」を実施することができる。
とび箱運動：「屈身とび」・「前転とび」を実施することができる。
鉄棒運動：「け上がり」・「大振り上がり」・「後方支持回転」・「前方支持回転」・「振りとび下り」を実
施することができる。
短なわ跳び：INFなわとびハンドブックの10級を実施することができる。
成績評価
[成績評価の基準]
各種目の課題に関して正確に動きを理解し、実施することができているかを評価の基準とする。
[成績評価の方法]
「学習態度・取り組む姿勢（40％）、実技テスト（60％）」を総合して評価する。
学習態度・取り組む姿勢に関しては、各課題への取り組み方を総合的に判断し、
実技テストにおいては、一人一人の実施を観察し、採点する。
履修における留意事項
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.動きやすい服装。
2.アクセサリー類は身につけない。
3. 到達目標に挙げられている技の名称、動きについて調べる。
4.1回の授業において3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
課題に関して正確に動きを理解させ、評価や助言を各受講者へその場でフィードバックする。
[テキスト・参考書等]
1.器械運動の授業づくり≪大修館書店,1992≫
2.INFなわとびハンドブック≪株式会社アシックス,1991≫
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
担当：原田 睦巳
E‑mail：mtharada[at]juntendo.ac.jp
担当：冨田 洋之
E‑mail：htomita[at]juntendo.ac.jp

※ [at]を@に変更してください。
※ [at]を@に変更してください。

[オフィスアワー]
日時：火・木・金曜日10：00〜12：00
場所：1号館5階1511体操競技研究室
できるだけ前日までにE‑mailでお知らせください。
備考
[学修時間]
この授業は、実技形態による通年2単位の科目であり、授業60時間、準備学習30時間の計90時間の学習を必要
とする内容をもって構成する。
[その他]
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
原田・冨田・新竹 [授業内容]
（復習：2時間）
1
説明の内容を振り返り、授業全体のイメージをつ
テーマ：ガイダンス
かむ
[授業方法]
前期授業の目標ならびに授業展
開について説明する。
長なわとびの基本のとび方につ
いての説明および実践を行う。
原田・冨田・新竹
（予習：0.5時間）
2 5
[授業内容]
テーマ：長なわとびの基本、前 マット運動
転・開脚前転・伸膝前転・倒立 前転・開脚前転・伸膝前転・倒立前転の映像を閲
覧しておくこと。
前転を習得
長なわとび
8の字とび・O字とび・十字とび・ダブルダッチの
[授業方法]
映像を閲覧しておくこと。
マット運動
体の前屈によって回転を得る系
統技（前転・開脚前転・伸膝前 （復習：0.5時間）
転・倒立前転）の段階指導を行 マット運動
前転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
う
し、理解を深める。
長なわとび
基本的なとび方の段階指導を行 長なわとび
指導方法および実施の際の注意点を復習し、理解
う
（８の字とび・O字とび・十字 を深める。
とび・ダブルダッチ）
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原田・冨田・新竹 [授業内容]
テーマ：とび前転・前方宙返り
を習得、かかえこみ跳び・開脚
とびを習得、前方支持回転・後
方支持回転を習得する。

（予習：0.5時間）
マット運動
とび前転・前方宙返りの映像を閲覧しておくこと
。
とび箱運動
かかえこみ跳び・開脚跳びの映像を閲覧しておく
こと。
[授業方法]
鉄棒運動
長なわとび
基本的なとび方の段階指導を行 前方支持回転・後方支持回転の映像を閲覧してお
くこと。
う
（８の字とび・O字とび・十字
（復習：0.5時間）
とび・ダブルダッチ）
マット運動
とび前転・前方宙返りの指導方法および注意点を
マット運動
前方宙返りにおける段階指導を 復習し、理解を深める。
とび箱運動
行う。
かかえこみ跳び・開脚跳びの指導方法および注意
（とび前転・前方宙返り）
点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動
とび箱運動
きり返し系統技の段階指導を行 支持回転系の指導方法および注意点を復習し、理
解を深める。
う。
（かかえこみ跳び・開脚とび）

鉄棒運動
支持回転系の技の段階指導を行
う。
（前方支持回転・後方支持回転
）
原田・冨田・新竹 [授業内容]
テーマ：三点倒立・頭はね起き
を習得、屈身とび・大屈身とび
を習得、足かけ上がり・け上が
りを習得する。

（予習：0.5時間）
マット運動
三点倒立・頭はね起きの映像を閲覧しておくこと
。
とび箱運動
屈身とび・大屈身とびの映像を閲覧しておくこと
。
[授業方法]
鉄棒運動
マット運動
体の後屈によって回転力を得る 足かけ上がり・け上がりの映像を閲覧しておくこ
基本技術の段階指導を行う。 と。
三点倒立・頭はね起きの指導を
（復習：0.5時間）
行う
マット運動
三点倒立・頭はね起きの指導方法および注意点を
とび箱運動
きり返し系統技の段階指導を行 復習し、理解を深める。
とび箱運動
う。
屈身とび・大屈身とびの指導方法および注意点を
（屈身とび・大屈身とび）
復習し、理解を深める。
鉄棒運動
鉄棒運動
懸垂前振りからの前方回転への 上がり技の指導方法および注意点を復習し、理解
きり返しを伴う技群の段階指導 を深める。
を行う。
（足かけ上がり・け上がり）
原田・冨田・新竹 [授業内容]
（予習２時間）
前期に実施した課題および注意点を理解しておく
テーマ：ガイダンス
こと。
[授業方法]
後期授業の目標ならびに授業展
開について説明する。
短なわとびの基本のとび方につ
いての説明および実践を行う。
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原田・冨田・新竹 授業内容]
（予習：0.5時間）
テーマ：基本となるとび方を習 マット運動
前転とびの映像を閲覧しておくこと。
得、前転とびを習得する。
短なわとび
短なわとびの映像を閲覧しておくこと。
[授業方法]
短なわとび
INF級別表に基づき、指導を行 （復習：0.5時間）
マット運動
う。
前転とびの指導方法および注意点を復習し、理解
を深める。
マット運動
前転とびの段階指導を行う。 短なわとび
指導方法および注意点を復習し、理解を深める。
原田・冨田・新竹 [授業内容]
（予習：0.5時間）
テーマ：INF級別表の10級以上 マット運動
を習得、後転・後転倒立・後転 後転倒立・後転とびの映像を閲覧しておくこと。
とびを習得、頭はね跳び・前転 とび箱運動
とびを習得、ほん転逆上がり・ 頭はね跳び・前転とびの映像を閲覧しておくこと
け上がり・後ろ振り上がりを習 。
鉄棒運動
得する。
ほん転逆上がり・け上がり・後ろ振り上がりの映
像を閲覧しておくこと。
[授業方法]
短なわとび
INF級別表に基づき、指導を行 （復習：0.5時間）
マット運動
う。
後転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
（INF級別表の10級以上）
し、理解を深める。
とび箱運動
マット運動
後転系技群の段階指導を行う。 回転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
（後転・後転倒立・後転とび） し、理解を深める。
鉄棒運動
上がり技系の指導方法および実施の際の注意点を
とび箱運動
回転系技群の段階指導を行う。 復習し、理解を深める。
（頭はね跳び・前転とび）
鉄棒運動
高鉄棒における上がり技の段階
指導を行う。（ほん転逆上がり
・け上がり・後ろ振り上がり）
原田・冨田・新竹 [授業内容]
（予習：0.5時間）
テーマ：あん馬・つり輪・平行 体操競技大会の映像を閲覧しておくこと。
棒・での基本的な技の体験を行
（復習：0.5時間）
う。
体操競技大会の映像を閲覧しておくこと。
[授業方法]
体操競技器具の使用法を説明し
、指導を行う。
授業時間60時間
準備学習30時間
計90時間
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授業科目名
英語科目名

器械運動
Apparatus Gymnastics

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 原田 睦巳
科目担当者
冨田洋之・新竹優子
授業概要
[授業全体の内容]
本授業では、器械運動におけるマット運動（伸膝前転・前転とび・前方宙返り・後転とび）、跳び箱運動（屈
身とび・前転とび）、鉄棒運動（け上がり・大振り上がり・後方支持回転・前方支持回転・振りとび下り）と
いった初級から中級程度の技を中心に体系的に習得する。加えて、大なわとびと短なわとびの基本的な技能を
獲得する。これらの習得の過程で段階的な学習と幇助等の体験を行うことによって、各技の基礎知識や運動構
造、安全面への配慮、段階的指導の方法などの指導法に関する知識と技能を身につける。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等の関連）]
安全面の配慮、基礎的な知識の発展、実施が望まれるため、正しい基礎的な知識と運動構造を理解しておく必
要がある。本授業では、学生同士により、スポーツ健康科学を中心とした教養や知識、運動構造の情報伝達が
多く必要とされるため、コミュニケーション力を養いスポーツ医科学とコーチング科学を中心としたスポーツ
科学についての知識と技能と教養の育成を目指す。
[授業の到達目標]
マット運動：「伸膝前転」・「前転とび」・「前方宙返り」・「後転とび」を実施することができる。
とび箱運動：「屈身とび」・「前転とび」を実施することができる。
鉄棒運動：「け上がり」・「大振り上がり」・「後方支持回転」・「前方支持回転」・「振りとび下り」を実
施することができる。
短なわ跳び：INFなわとびハンドブックの10級を実施することができる。
成績評価
[成績評価の基準]
各種目の課題に関して正確に動きを理解し、実施することができているかを評価の基準とする。
[成績評価の方法]
「学習態度・取り組む姿勢（40％）、実技テスト（60％）」を総合して評価する。
学習態度・取り組む姿勢に関しては、各課題への取り組み方を総合的に判断し、
実技テストにおいては、一人一人の実施を観察し、採点する。
履修における留意事項
[履修要件]
特になし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.動きやすい服装。
2.アクセサリー類は身につけない。
3. 到達目標に挙げられている技の名称、動きについて調べる。
4.1回の授業において3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
課題に関して正確に動きを理解させ、評価や助言を各受講者へその場でフィードバックする。
[テキスト・参考書等]
1.器械運動の授業づくり≪大修館書店,1992≫
2.INFなわとびハンドブック≪株式会社アシックス,1991≫
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
担当：原田 睦巳
E‑mail：mtharada[at]juntendo.ac.jp
担当：冨田 洋之
E‑mail：htomita[at]juntendo.ac.jp

※ [at]を@に変更してください。
※ [at]を@に変更してください。

[オフィスアワー]
日時：火・木・金曜日10：00〜12：00
場所：1号館5階1511体操競技研究室
できるだけ前日までにE‑mailでお知らせください。
備考
[学修時間]
この授業は、実技形態による通年2単位の科目であり、授業60時間、準備学習30時間の計90時間の学習を必要
とする内容をもって構成する。
[その他]
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目（マネ科は必修）として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
原田・冨田・新竹 [授業内容]
（復習：2時間）
1
説明の内容を振り返り、授業全体のイメージをつ
テーマ：ガイダンス
かむ
[授業方法]
前期授業の目標ならびに授業展
開について説明する。
長なわとびの基本のとび方につ
いての説明および実践を行う。
原田・冨田・新竹
（予習：0.5時間）
2 5
[授業内容]
テーマ：長なわとびの基本、前 マット運動
転・開脚前転・伸膝前転・倒立 前転・開脚前転・伸膝前転・倒立前転の映像を閲
覧しておくこと。
前転を習得
長なわとび
8の字とび・O字とび・十字とび・ダブルダッチの
[授業方法]
映像を閲覧しておくこと。
マット運動
体の前屈によって回転を得る系
統技（前転・開脚前転・伸膝前 （復習：0.5時間）
転・倒立前転）の段階指導を行 マット運動
前転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
う
し、理解を深める。
長なわとび
基本的なとび方の段階指導を行 長なわとび
指導方法および実施の際の注意点を復習し、理解
う
（８の字とび・O字とび・十字 を深める。
とび・ダブルダッチ）
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6 10

11 14

15

原田・冨田・新竹 [授業内容]
テーマ：とび前転・前方宙返り
を習得、かかえこみ跳び・開脚
とびを習得、前方支持回転・後
方支持回転を習得する。

（予習：0.5時間）
マット運動
とび前転・前方宙返りの映像を閲覧しておくこと
。
とび箱運動
かかえこみ跳び・開脚跳びの映像を閲覧しておく
こと。
[授業方法]
鉄棒運動
長なわとび
基本的なとび方の段階指導を行 前方支持回転・後方支持回転の映像を閲覧してお
くこと。
う
（８の字とび・O字とび・十字
（復習：0.5時間）
とび・ダブルダッチ）
マット運動
とび前転・前方宙返りの指導方法および注意点を
マット運動
前方宙返りにおける段階指導を 復習し、理解を深める。
とび箱運動
行う。
かかえこみ跳び・開脚跳びの指導方法および注意
（とび前転・前方宙返り）
点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動
とび箱運動
きり返し系統技の段階指導を行 支持回転系の指導方法および注意点を復習し、理
解を深める。
う。
（かかえこみ跳び・開脚とび）

鉄棒運動
支持回転系の技の段階指導を行
う。
（前方支持回転・後方支持回転
）
原田・冨田・新竹 [授業内容]
テーマ：三点倒立・頭はね起き
を習得、屈身とび・大屈身とび
を習得、足かけ上がり・け上が
りを習得する。

（予習：0.5時間）
マット運動
三点倒立・頭はね起きの映像を閲覧しておくこと
。
とび箱運動
屈身とび・大屈身とびの映像を閲覧しておくこと
。
[授業方法]
鉄棒運動
マット運動
体の後屈によって回転力を得る 足かけ上がり・け上がりの映像を閲覧しておくこ
基本技術の段階指導を行う。 と。
三点倒立・頭はね起きの指導を
（復習：0.5時間）
行う
マット運動
三点倒立・頭はね起きの指導方法および注意点を
とび箱運動
きり返し系統技の段階指導を行 復習し、理解を深める。
とび箱運動
う。
屈身とび・大屈身とびの指導方法および注意点を
（屈身とび・大屈身とび）
復習し、理解を深める。
鉄棒運動
鉄棒運動
懸垂前振りからの前方回転への 上がり技の指導方法および注意点を復習し、理解
きり返しを伴う技群の段階指導 を深める。
を行う。
（足かけ上がり・け上がり）

原田・冨田・新竹 [授業内容]
テーマ：ガイダンス

（予習２時間）
前期に実施した課題および注意点を理解しておく
こと。

[授業方法]
後期授業の目標ならびに授業展
開について説明する。
短なわとびの基本のとび方につ
いての説明および実践を行う。
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16〜19

原田・冨田・新竹 [授業内容]
（予習：0.5時間）
テーマ：基本となるとび方を習 マット運動
前転とびの映像を閲覧しておくこと。
得、前転とびを習得する。
短なわとび
短なわとびの映像を閲覧しておくこと。
[授業方法]
短なわとび
INF級別表に基づき、指導を行 （復習：0.5時間）
マット運動
う。
前転とびの指導方法および注意点を復習し、理解
を深める。
マット運動
前転とびの段階指導を行う。 短なわとび
指導方法および注意点を復習し、理解を深める。
[授業内容]
テーマ：INF級別表の10級以上
を習得、後転・後転倒立・後転
とびを習得、頭はね跳び・前転
とびを習得、ほん転逆上がり・
け上がり・後ろ振り上がりを習
得する。
[授業方法]
短なわとび
INF級別表に基づき、指導を行
う。
（INF級別表の10級以上）
マット運動
後転系技群の段階指導を行う。
（後転・後転倒立・後転とび）
とび箱運動
回転系技群の段階指導を行う。
（頭はね跳び・前転とび）
鉄棒運動
高鉄棒における上がり技の段階
指導を行う。（ほん転逆上がり
・け上がり・後ろ振り上がり）
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20〜26

原田・冨田・新竹 [授業内容]
テーマ：INF級別表の10級以上
を習得、後転・後転倒立・後転
とびを習得、頭はね跳び・前転
とびを習得、ほん転逆上がり・
け上がり・後ろ振り上がりを習
得する。

（予習：0.5時間）
マット運動
後転倒立・後転とびの映像を閲覧しておくこと。
とび箱運動
頭はね跳び・前転とびの映像を閲覧しておくこと
。
鉄棒運動
ほん転逆上がり・け上がり・後ろ振り上がりの映
像を閲覧しておくこと。

[授業方法]
短なわとび
INF級別表に基づき、指導を行 （復習：0.5時間）
マット運動
う。
後転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
（INF級別表の10級以上）
し、理解を深める。
とび箱運動
マット運動
後転系技群の段階指導を行う。 回転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
（後転・後転倒立・後転とび） し、理解を深める。
鉄棒運動
上がり技系の指導方法および実施の際の注意点を
とび箱運動
回転系技群の段階指導を行う。 復習し、理解を深める。
（頭はね跳び・前転とび）

27 28

鉄棒運動
高鉄棒における上がり技の段階
指導を行う。（ほん転逆上がり
・け上がり・後ろ振り上がり）
原田・冨田・新竹 [授業内容]
（予習：0.5時間）
テーマ：あん馬・つり輪・平行 体操競技大会の映像を閲覧しておくこと。
棒・での基本的な技の体験を行
（復習：0.5時間）
う。
体操競技大会の映像を閲覧しておくこと。
[授業方法]
体操競技器具の使用法を説明し
、指導を行う。
授業時間60時間
準備学習30時間
計90時間
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授業科目名
英語科目名

器械運動
Apparatus Gymnastics

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 原田 睦巳
科目担当者
冨田洋之・新竹優子
授業概要
[授業全体の内容]
本授業では、器械運動におけるマット運動（伸膝前転・前転とび・前方宙返り）、跳び箱運動（屈身とび・前
転とび）、鉄棒運動（足かけ上がり・後方支持回転・前方支持回転・振りとび下り）といった初級から中級程
度の技を中心に体系的に習得する。加えて、大なわとびと短なわとびの基本的な技能を獲得する。これらの習
得の過程で段階的な学習と幇助等の体験を行うことによって、各技の基礎知識や運動構造、安全面への配慮、
段階的指導の方法などの指導法に関する知識と技能を身につける。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等の関連）]
安全面の配慮、基礎的な知識の発展、実施が望まれるため、正しい基礎的な知識と運動構造を理解しておく必
要がある。本授業では、学生同士により、スポーツ健康科学を中心とした知識や運動構造の情報伝達が多く必
要とされるため、コミュニケーション力を養いスポーツ医科学とコーチング科学を中心としたスポーツ科学に
ついての知識と技能と教養の育成を目指す。
[授業の到達目標]
マット運動：「伸膝前転」・「前転とび」・「前方宙返り」を実施することができる。
とび箱運動：「屈身とび」・「前転とび」を実施することができる。
鉄棒運動：「足掛け上がり」・「後方支持回転」・「前方支持回転」・「振りとび下り」を実施することがで
きる。
短なわ跳び：INFなわとびハンドブックの10級を実施することができる。
成績評価
[成績評価の基準]
各種目の課題に関して正確に動きを理解し、実施することができているかを評価の基準とする。
[成績評価の方法]
「学習態度・取り組む姿勢（40％）、実技テスト（60％）」を総合して評価する。
学習態度・取り組む姿勢に関しては、各課題への取り組み方を総合的に判断し、
実技テストにおいては、一人一人の実施を観察し、採点する。
履修における留意事項
[履修要件]
特になし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.動きやすい服装。
2.アクセサリー類は身につけない。
3. 到達目標に挙げられている技の名称、動きについて調べる。
4.1回の授業において3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
課題に関して正確に動きを理解させ、評価や助言を各受講者へその場でフィードバックする。
[テキスト・参考書等]
1.器械運動の授業づくり≪大修館書店,1992≫
2.INFなわとびハンドブック≪株式会社アシックス,1991≫
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
担当：原田 睦巳
E‑mail：mtharada[at]juntendo.ac.jp
担当：冨田 洋之
E‑mail：htomita[at]juntendo.ac.jp

※ [at]を@に変更してください。
※ [at]を@に変更してください。

[オフィスアワー]
日時：火・木・金曜日10：00〜12：00
場所：1号館5階1511体操競技研究室
できるだけ前日までにE‑mailでお知らせください。
備考
[学修時間]
この授業は、実技形態による通年2単位の科目であり、授業60時間、準備学習30時間の計90時間の学習を必要
とする内容をもって構成する。
[その他]
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目(マネ科は必修)として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
原田・冨田・新竹 [授業内容]
（復習：2時間）
1
説明の内容を振り返り、授業全体のイメージをつ
テーマ：ガイダンス
かむ
[授業方法]
前期授業の目標ならびに授業展
開について説明する。
長なわとびの基本のとび方につ
いての説明および実践を行う。
原田・冨田・新竹
（予習：0.5時間）
2 5
[授業内容]
テーマ：長なわとびの基本、前 マット運動
転・開脚前転・伸膝前転・倒立 前転・開脚前転・伸膝前転・倒立前転の映像を閲
覧しておくこと。
前転を習得
長なわとび
8の字とび・O字とび・十字とび・ダブルダッチの
[授業方法]
映像を閲覧しておくこと。
マット運動
体の前屈によって回転を得る系
統技（前転・開脚前転・伸膝前 （復習：0.5時間）
転・倒立前転）の段階指導を行 マット運動
前転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
う
し、理解を深める。
長なわとび
基本的なとび方の段階指導を行 長なわとび
指導方法および実施の際の注意点を復習し、理解
う
（８の字とび・O字とび・十字 を深める。
とび・ダブルダッチ）
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原田・冨田・新竹 [授業内容]
テーマ：とび前転・前方宙返り
を習得、かかえこみ跳び・開脚
とびを習得、前方支持回転・後
方支持回転を習得する。

（予習：0.5時間）
マット運動
とび前転・前方宙返りの映像を閲覧しておくこと
。
とび箱運動
かかえこみ跳び・開脚跳びの映像を閲覧しておく
こと。
[授業方法]
鉄棒運動
長なわとび
基本的なとび方の段階指導を行 前方支持回転・後方支持回転の映像を閲覧してお
くこと。
う
（８の字とび・O字とび・十字
（復習：0.5時間）
とび・ダブルダッチ）
マット運動
とび前転・前方宙返りの指導方法および注意点を
マット運動
前方宙返りにおける段階指導を 復習し、理解を深める。
とび箱運動
行う。
かかえこみ跳び・開脚跳びの指導方法および注意
（とび前転・前方宙返り）
点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動
とび箱運動
きり返し系統技の段階指導を行 支持回転系の指導方法および注意点を復習し、理
解を深める。
う。
（かかえこみ跳び・開脚とび）

鉄棒運動
支持回転系の技の段階指導を行
う。
（前方支持回転・後方支持回転
）
原田・冨田・新竹 [授業内容]
テーマ：三点倒立・頭はね起き
を習得、屈身とび・大屈身とび
を習得、足かけ上がりを習得す
る。

（予習：0.5時間）
マット運動
三点倒立・頭はね起きの映像を閲覧しておくこと
。
とび箱運動
屈身とび・大屈身とびの映像を閲覧しておくこと
。
[授業方法]
鉄棒運動
マット運動
体の後屈によって回転力を得る 足かけ上がりの映像を閲覧しておくこと。
基本技術の段階指導を行う。
三点倒立・頭はね起きの指導を （復習：0.5時間）
マット運動
行う
三点倒立・頭はね起きの指導方法および注意点を
復習し、理解を深める。
とび箱運動
きり返し系統技の段階指導を行 とび箱運動
屈身とび・大屈身とびの指導方法および注意点を
う。
復習し、理解を深める。
（屈身とび・大屈身とび）
鉄棒運動
上がり技の指導方法および注意点を復習し、理解
鉄棒運動
懸垂前振りからの前方回転への を深める。
きり返しを伴う技群の段階指導
を行う。
（足かけ上がり）
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原田・冨田・新竹 [授業内容]
テーマ：ガイダンス

（予習２時間）
前期に実施した課題および注意点を理解しておく
こと。

[授業方法]
後期授業の目標ならびに授業展
開について説明する。
短なわとびの基本のとび方につ
いての説明および実践を行う。
原田・冨田・新竹 [授業内容]
（予習：0.5時間）
テーマ：基本となるとび方を習 マット運動
前転とびの映像を閲覧しておくこと。
得、前転とびを習得する。
短なわとび
短なわとびの映像を閲覧しておくこと。
[授業方法]
短なわとび
INF級別表に基づき、指導を行 （復習：0.5時間）
マット運動
う。
前転とびの指導方法および注意点を復習し、理解
を深める。
マット運動
前転とびの段階指導を行う。 短なわとび
指導方法および注意点を復習し、理解を深める。
原田・冨田・新竹 [授業内容]
（予習：0.5時間）
テーマ：INF級別表の10級以上 マット運動
を習得、頭はね跳び・前転とび 前転とびの映像を閲覧しておくこと。
とび箱運動
を習得する。
頭はね跳び・前転とびの映像を閲覧しておくこと
。
[授業方法]
短なわとび
INF級別表に基づき、指導を行 （復習：0.5時間）
マット運動
う。
前転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
（INF級別表の10級以上）
し、理解を深める。
とび箱運動
マット運動
前転とびの段階指導を行う。 回転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
し、理解を深める。
とび箱運動
回転系技群の段階指導を行う。
（頭はね跳び・前転とび）
原田・冨田・新竹 [授業内容]
（予習：0.5時間）
テーマ：平均台・トランポリン 体操競技・トランポリン競技大会の映像を閲覧し
での基本的な技の体験を行う。 ておくこと。
（復習：0.5時間）
[授業方法]
体操競技器具の使用法を説明し 体操競技・トランポリン競技大会の映像を閲覧し
ておくこと。
、指導を行う。
授業時間60時間
準備学習30時間
計90時間
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授業科目名
英語科目名

器械運動
Apparatus Gymnastics

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 原田 睦巳
科目担当者
冨田洋之・新竹優子
授業概要
[授業全体の内容]
本授業では、器械運動におけるマット運動（伸膝前転・前転とび・前方宙返り）、跳び箱運動（屈身とび・前
転とび）、鉄棒運動（足かけ上がり・後方支持回転・前方支持回転・振りとび下り）といった初級から中級程
度の技を中心に体系的に習得する。加えて、大なわとびと短なわとびの基本的な技能を獲得する。これらの習
得の過程で段階的な学習と幇助等の体験を行うことによって、各技の基礎知識や運動構造、安全面への配慮、
段階的指導の方法などの指導法に関する知識と技能を身につける。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等の関連）]
安全面の配慮、基礎的な知識の発展、実施が望まれるため、正しい基礎的な知識と運動構造を理解しておく必
要がある。本授業では、学生同士により、スポーツ健康科学を中心とした知識や運動構造の情報伝達が多く必
要とされるため、コミュニケーション力を養いスポーツ医科学とコーチング科学を中心としたスポーツ科学に
ついての知識と技能と教養の育成を目指す。
[授業の到達目標]
マット運動：「伸膝前転」・「前転とび」・「前方宙返り」を実施することができる。
とび箱運動：「屈身とび」・「前転とび」を実施することができる。
鉄棒運動：「足掛け上がり」・「後方支持回転」・「前方支持回転」・「振りとび下り」を実施することがで
きる。
短なわ跳び：INFなわとびハンドブックの10級を実施することができる。
成績評価
[成績評価の基準]
各種目の課題に関して正確に動きを理解し、実施することができているかを評価の基準とする。
[成績評価の方法]
「学習態度・取り組む姿勢（40％）、実技テスト（60％）」を総合して評価する。
学習態度・取り組む姿勢に関しては、各課題への取り組み方を総合的に判断し、
実技テストにおいては、一人一人の実施を観察し、採点する。
履修における留意事項
[履修要件]
特になし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.動きやすい服装。
2.アクセサリー類は身につけない。
3. 到達目標に挙げられている技の名称、動きについて調べる。
4.1回の授業において3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
課題に関して正確に動きを理解させ、評価や助言を各受講者へその場でフィードバックする。
[テキスト・参考書等]
1.器械運動の授業づくり≪大修館書店,1992≫
2.INFなわとびハンドブック≪株式会社アシックス,1991≫
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
担当：原田 睦巳
E‑mail：mtharada[at]juntendo.ac.jp
担当：冨田 洋之
E‑mail：htomita[at]juntendo.ac.jp

※ [at]を@に変更してください。
※ [at]を@に変更してください。

[オフィスアワー]
日時：火・木・金曜日10：00〜12：00
場所：1号館5階1511体操競技研究室
できるだけ前日までにE‑mailでお知らせください。
備考
[学修時間]
この授業は、実技形態による通年2単位の科目であり、授業60時間、準備学習30時間の計90時間の学習を必要
とする内容をもって構成する。
[その他]
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目(マネ科は必修)として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
原田・冨田・新竹 [授業内容]
（復習：2時間）
1
説明の内容を振り返り、授業全体のイメージをつ
テーマ：ガイダンス
かむ
[授業方法]
前期授業の目標ならびに授業展
開について説明する。
長なわとびの基本のとび方につ
いての説明および実践を行う。
原田・冨田・新竹
（予習：0.5時間）
2 5
[授業内容]
テーマ：長なわとびの基本、前 マット運動
転・開脚前転・伸膝前転・倒立 前転・開脚前転・伸膝前転・倒立前転の映像を閲
覧しておくこと。
前転を習得
長なわとび
8の字とび・O字とび・十字とび・ダブルダッチの
[授業方法]
映像を閲覧しておくこと。
マット運動
体の前屈によって回転を得る系
統技（前転・開脚前転・伸膝前 （復習：0.5時間）
転・倒立前転）の段階指導を行 マット運動
前転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
う
し、理解を深める。
長なわとび
基本的なとび方の段階指導を行 長なわとび
指導方法および実施の際の注意点を復習し、理解
う
（８の字とび・O字とび・十字 を深める。
とび・ダブルダッチ）
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原田・冨田・新竹 [授業内容]
テーマ：とび前転・前方宙返り
を習得、かかえこみ跳び・開脚
とびを習得、前方支持回転・後
方支持回転を習得する。

（予習：0.5時間）
マット運動
とび前転・前方宙返りの映像を閲覧しておくこと
。
とび箱運動
かかえこみ跳び・開脚跳びの映像を閲覧しておく
こと。
[授業方法]
鉄棒運動
長なわとび
基本的なとび方の段階指導を行 前方支持回転・後方支持回転の映像を閲覧してお
くこと。
う
（８の字とび・O字とび・十字
（復習：0.5時間）
とび・ダブルダッチ）
マット運動
とび前転・前方宙返りの指導方法および注意点を
マット運動
前方宙返りにおける段階指導を 復習し、理解を深める。
とび箱運動
行う。
かかえこみ跳び・開脚跳びの指導方法および注意
（とび前転・前方宙返り）
点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動
とび箱運動
きり返し系統技の段階指導を行 支持回転系の指導方法および注意点を復習し、理
解を深める。
う。
（かかえこみ跳び・開脚とび）

鉄棒運動
支持回転系の技の段階指導を行
う。
（前方支持回転・後方支持回転
）
原田・冨田・新竹 [授業内容]
テーマ：三点倒立・頭はね起き
を習得、屈身とび・大屈身とび
を習得、足かけ上がりを習得す
る。

（予習：0.5時間）
マット運動
三点倒立・頭はね起きの映像を閲覧しておくこと
。
とび箱運動
屈身とび・大屈身とびの映像を閲覧しておくこと
。
[授業方法]
鉄棒運動
マット運動
体の後屈によって回転力を得る 足かけ上がりの映像を閲覧しておくこと。
基本技術の段階指導を行う。
三点倒立・頭はね起きの指導を （復習：0.5時間）
マット運動
行う
三点倒立・頭はね起きの指導方法および注意点を
復習し、理解を深める。
とび箱運動
きり返し系統技の段階指導を行 とび箱運動
屈身とび・大屈身とびの指導方法および注意点を
う。
復習し、理解を深める。
（屈身とび・大屈身とび）
鉄棒運動
上がり技の指導方法および注意点を復習し、理解
鉄棒運動
懸垂前振りからの前方回転への を深める。
きり返しを伴う技群の段階指導
を行う。
（足かけ上がり）
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原田・冨田・新竹 [授業内容]
テーマ：ガイダンス

（予習２時間）
前期に実施した課題および注意点を理解しておく
こと。

[授業方法]
後期授業の目標ならびに授業展
開について説明する。
短なわとびの基本のとび方につ
いての説明および実践を行う。
原田・冨田・新竹 [授業内容]
（予習：0.5時間）
テーマ：基本となるとび方を習 マット運動
前転とびの映像を閲覧しておくこと。
得、前転とびを習得する。
短なわとび
短なわとびの映像を閲覧しておくこと。
[授業方法]
短なわとび
INF級別表に基づき、指導を行 （復習：0.5時間）
マット運動
う。
前転とびの指導方法および注意点を復習し、理解
を深める。
マット運動
前転とびの段階指導を行う。 短なわとび
指導方法および注意点を復習し、理解を深める。
原田・冨田・新竹 [授業内容]
（予習：0.5時間）
テーマ：INF級別表の10級以上 マット運動
を習得、頭はね跳び・前転とび 前転とびの映像を閲覧しておくこと。
とび箱運動
を習得する。
頭はね跳び・前転とびの映像を閲覧しておくこと
。
[授業方法]
短なわとび
INF級別表に基づき、指導を行 （復習：0.5時間）
マット運動
う。
前転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
（INF級別表の10級以上）
し、理解を深める。
とび箱運動
マット運動
前転とびの段階指導を行う。 回転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
し、理解を深める。
とび箱運動
回転系技群の段階指導を行う。
（頭はね跳び・前転とび）
原田・冨田・新竹 [授業内容]
（予習：0.5時間）
テーマ：平均台・トランポリン 体操競技・トランポリン競技大会の映像を閲覧し
での基本的な技の体験を行う。 ておくこと。
（復習：0.5時間）
[授業方法]
体操競技器具の使用法を説明し 体操競技・トランポリン競技大会の映像を閲覧し
ておくこと。
、指導を行う。
授業時間60時間
準備学習30時間
計90時間
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授業科目名
英語科目名

柔道
Judo

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 廣瀬 伸良
科目担当者
竹澤 稔裕
授業概要
［授業全体の内容］
講道館柔道の技能（初段相当）を習得し、その指導法と基礎理論について理解を深める。
柔道の歴史・運動特性等の基礎理論を理解し、礼法・受け身など基本動作や投げ技、固め技に代表される対人
的技能とその指導方法を学ぶ。試合審判規定を理解するとともにその審判法についても学習する。技術の習得
にはグループ学習や映像を活用した技術確認を行い、柔道技能を対人調整力とコミュニケーション能力を向上
させるなかで育み、その指導方法も身につくようにする。
各週の学習内容については個人テキスト（レポート）を作成する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められてた知識・能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付けるため
の科目の１つとして開講される。また、実技を通して高い倫理観とコミュニケーション能力を涵養し、スポー
ツ科学分野での専門的な実践力を身につけるという学位授与方針の達成にも寄与する。
［授業の到達目標］
1.講道館柔道の歴史や運動特性が理解できる。
2.礼法・受け身などの基本動作や投げ技・固め技などの対人的技能が習得できる。
3.連絡、変化技などの対人応用技能に発展させ、簡易試合が行えるようになる。
4.教育現場における安全を考慮した柔道技術指導方法ついて理解できる。
5.上記の内容を総合的に習得できた者には日本伝講道館柔道「初段」審査を受験することが出来る。
成績評価
［成績評価の基準］
1.講道館柔道における歴史や運動特性、基本動作や技術、戦術を理解している（レポート、定期試験）。
2.講道館柔道における基本動作、投げ技、固め技についてその技能を修得している（実技試験）。
3.講道館柔道における基本動作や技術、安全管理に関しての指導方法を理解している（レポート、定期試験）
。
5.授業中の発言や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
［成績評価の方法］
平常点（10％）、課題レポート（10％）、定期試験（30％）、実技試験（50％）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
対人格闘技という運動特性を充分に理解し、卒業後に各種スポーツ指導者や保健体育科教員を目指しているこ
とが望ましい。
［履修上の注意］
特になし
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業などで返却、もしくはグループ別発表時にコメントするなど評価のポイントを提示して解説する。
［テキスト・参考書の資料］
とくになし
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：廣瀬伸良
nhirose［at］juntendo.ac.jp「［at］を@に変更してください」」
［オフィスアワー］
日時：授業開講日の昼休み
場所：1号館5F 1506室
備考

700

［学修時間］
この授業は実技形式による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を必要とする
内容をもって構成する。
[位置付け]
教職資格の教科に関する科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
廣瀬 伸良
1
［授業内容］
竹澤 稔裕
オリエンテーション
履修生抽選、授業目的および授
業概要、シラバス内容、評価方
法の解説する。柔道着の購入注
文受付も行う。

2

3

4

5

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：0.5時間）
「講道館柔道」について指導書や映像を活用して
学習する。
（復習：0.5時間）
説明内容について概要をまとめる。個人テキスト
（レポート）を作成する。

［授業方法］
講義形式で行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
柔道の基本動作①について理解 「後ろ受け身」「横受け身」を技術書や映像を活
用して学習する。
し習得する。
［授業方法］
実技授業形態で礼法および後ろ
受け身、横受け身を説明する。
［授業内容］
柔道の基本動作②について理解
し、習得する。

（復習：0.5時間）
基本動作①についての個人テキスト（レポート）
を作成する。
（予習：0.5時間）
「前受身」「前回り受身」を技術書や映像を活用
して学習する。

［授業方法］
実技形式で前受け身、前回り受
け身、姿勢、進退動作、組み方
などを説明する。
［授業内容］
膝車、袈裟固めを習得する。

（復習：0.5時間）
基本動作②についての個人テキスト（レポート）
を作成する。

［授業方法］
実技形式で崩し・つくり・かけ
の基本動作と膝車（足技）、袈
裟固めを説明する。
［授業内容］
大腰、釣込腰、かかり練習を習
得する。

（予習：0.5時間）
「膝車」「袈裟固め」を技術書や映像を活用して
学習する。
（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。
（予習：0.5時間）
「大腰」「釣込腰」を技術書や映像を活用して学
習する。

（復習：0.5時間）
［授業方法］
実技形式で大腰・釣込腰（腰技 本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
）を説明し、かかり練習（打ち ート）を作成する。
込み）の練習方法理解させる。
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6

7

8

9

10

11

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

（予習：0.5時間）
［授業内容］
背負い投げ、肩固めを習得する 「背負い投げ」「肩固め」を技術書や映像を活用
して学習する。
。
［授業方法］
実技形式で背負い投げ（手技）
、肩固め、移動しながらの施技
について説明する。
［授業内容］
体落し、横四方固め、約束練習
を習得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技形式で体落し（手技）およ
び横四方固め、練習方法として
の約束練習（投げ込み）をグル
ープ内で説明する。
［授業内容］
払い腰、上四方固め、自由練習
を習得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技形式で払い腰（腰技）およ
び上四方固めを説明し、グルー
プ内で自由練習（乱取り）を実
践させる。
［授業内容］
大外刈、支釣り込足、縦四方固
めを習得する。

（復習：0.5時間）
本授業における学習内容と達成度についての個人
テキスト（レポート）を作成する。

［授業方法］
大外刈、支釣り込足（足技）お
よび縦四方固めをかかり練習→
約束練習→自由練習のなかで実
践する。
［授業内容］
大内刈、小内刈、上四方固めを
習得する。

（復習：0.5時間）
本授業における学習内容と達成度についての個人
テキスト（レポート）を作成する。

［授業方法］
大内刈・小内刈（足技）および
崩れ上四方固めを説明し、かか
り練習→約束練習→自由練習で
実践する。
［授業内容］
柔道の歴史・運動特性・教育基
本理念について理解を深める。

（復習：0.5時間）
本授業における学習内容と達成度についての個人
テキスト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「体落し」「横四方固め」を技術書や映像を活用
して学習する。

（予習：0.5時間）
「払い腰」「上四方固め」を技術書や映像を活用
して学習する。

（予習：0.5時間）
「大外刈」「支え釣り込足」を技術書や映像を活
用して学習する。

（予習：0.5時間）
「大内刈」「小内刈」を技術書や映像を活用して
学習する。

（予習：0.5時間）
「嘉納治五郎」について指導書や映像を活用して
学習する。

（復習：0.5時間）
［授業方法］
講義形式で柔道の創始者：嘉納 本授業の学習内容についての個人テキスト（レポ
治五郎の柔道理念について説明 ート）を作成する。
する。また、DVDを視聴し現在
の競技柔道に至る経緯を解説す
る。
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12

13

14

15

16

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

（予習：0.5時間）
［授業内容］
出足払い、送り足払いについて 「出足払い」「送り足払い」を技術書や映像を活
用して学習する。
説明し技能を習得する。
［授業方法］
実技形式で行う。出足払い、送
り足払い（足技）を説明しかか
り練習→約束練習→自由練習で
実践する。
［授業内容］
小外刈り、小外掛けの技能を習
得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技形式で小外刈り 小外掛け
（足技）を説明し、かかり練習
→約束練習→自由練習で実践す
る。
［授業内容］
前期の授業内容全般について復
習し技能習得の達成度を確認す
る。（まとめ）

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技形式でグループ学習を行う
。前期に学習した内容を総復習
し、未習得の技能を確認する。
［授業内容］
内股を習得する。右組から左組
の技をかける戦術も理解する。
［授業方法］
実技形式で内股（足技）を説明
し右組から左技への施技（一本
背負い投げ）を実践する。グル
ープ学習においてかかり練習→
約束練習→自由練習と応用する
。
［授業内容］
連絡技を習得する。

（予習：0.5時間）
「小外刈り」「小外掛け」を技術書や映像を活用
して学習する。

（予習：0.5時間）
前期学習の「基本動作」「投げ技」「固め技」を
技術書や映像を活用して学習する。
（復習：0.5時間）
前期学習内容の達成度を自己評価する。

（予習：0.5時間）
「内股」「一本背負い」を技術書や映像を活用し
て学習する。
（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「連絡技」のバリエーションを技術書や映像を活
用して学習する。

［授業方法］
実技形式で「連絡技」を説明し （復習：0.5時間）
、主に足技から手技への技能を 本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
理解する。かかり練習→約束練 ト（レポート）を作成する。
習→自由練習と応用する。
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17

18

19

20

21

22

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

［授業内容］
変化技を習得する。

伸良
稔裕

［授業方法］
実技形式で「変化技」を説明し
、主に足技から手技への技能を
習得する。グループ学習におい
てかかり練習→約束練習→自由
練習と実践する。
［授業内容］
絞め技（固め技）を習得する。

伸良
稔裕

［授業方法］
実技形式で「絞め技」を説明す
る。
3人一組で裸絞め、送り襟絞め
、片羽絞めを理解して自由練習
で実践する。
［授業内容］
関節技を理解して習得する。

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

（予習：0.5時間）
「変化技」のバリエーションを技術書や映像を活
用して学習する。

［授業方法］
固め技のなかから「関節技」を
説明する。肘関節を決める腕ひ
しぎ十字固め、腕ひしぎ腕固め
をグループ内で実践する。
［授業内容］
「投げの形」（浮落）について
理解を深め技能を習得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「絞め技」（裸絞め、送り襟絞め、片羽絞め）を
技術書や映像を活用して学習する。
（復習：0.5時間）
本授業における学習内容と達成度についての個人
テキスト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「関節技」（腕ひしぎ十字固め、腕がらみ）を技
術書や映像を活用して学習する。
（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。
（予習：0.5時間）
「投げの形」（浮落）を技術書や映像を活用して
学習する。

［授業方法］
「投げの形」手技のうち浮落を
説明する。グループ学習で受け
・取りの諸技能および左右技を
実践する。
［授業内容］
投げの形（背負い投げ）につい
て理解を深め技能を習得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
「投げの形」手技のうち背負い
投げ（一本背負い）を説明する
。グループ学習において受け・
取りの諸技能および左右技を実
践する。
［授業内容］
投げの形（肩車）について理解
を深め技能を習得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「投げの形」（背負い投げ）を技術書や映像を活
用して学習する。

（予習：0.5時間）
「投げの形」（肩車）を技術書や映像を活用して
学習する。

（復習：0.5時間）
［授業方法］
「投げの形」手技のうち肩車を 本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
説明する。グループ学習におい ト（レポート）を作成する。
て受け・取りの諸技能および左
右技を実践する。
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23

24

25

26

27

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

（予習：0.5時間）
［授業内容］
投げの形「手技」3種について 「投げの形」（手技）を技術書や映像を活用して
学習する。
技能を習得する。
［授業方法］
浮落、背負い投げ、肩車の施技
と礼法、進退動作などの技法を
説明し実践する。所作の意義に
ついても解説する。
［授業内容］
講道館試合審判規定について（
技の判定）理解を深める。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技形式で「一本、技あり、有
効」など技の評価と判定につい
て解説する。グループ学習にお
いて実際の自由練習（乱取り）
で審判担当者の判定を評価する
。
［授業内容］
講道館試合審判規定について（
場内外・反則）理解を深める。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
柔道試合時の場内外の見極め方
、反則行為について学習し、実
際の自由練習（乱取り）のなか
で審判が判定する。反則行為の
意味合いについても解説する。
［授業内容］
講道館試合審判規定の理解を深
め簡易試合を実践する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
グループ学習とする。試合者と
審判者を決め、簡易試合が行え
るように説明する。グループ内
での審判員への評価を行う。
［授業内容］
実技試験（基本動作、歩合、投
げの形）を行う。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「講道館審判規定」を技術書や映像を活用して学
習する。

（予習：0.5時間）
「講道館試合審判規定」を技術書や映像を活用し
て学習する。

（予習：0.5時間）
「講道館試合審判規定」を技術書や映像を活用し
て学習する。

（予習：1時間）
通年での学習内容を総合的に学習する。

（復習：1時間）
試験内容について個人テキスト（レポート）を確
［授業方法］
講道館昇段審査資格を持つ試験 認して達成度の自己評価を行う。
員のもと実技試験を行う。講道
館柔道初段のレベルに達した学
生には昇段審査受験の説明を行
う。
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廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

（予習：1時間）
［授業内容］
実技試験（基本動作、歩合、投 通年での学習内容を総合的に学習する。
げの形）を行う。
（復習：1時間）
試験内容について個人テキスト（レポート）を確
［授業方法］
講道館昇段審査資格を持つ試験 認して達成度の自己評価を行う。
員のもと実技試験を行う。講道
館柔道初段のレベルに達した学
生には昇段審査受験の説明を行
う。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

柔道
Judo

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 廣瀬 伸良
科目担当者
竹澤 稔裕
授業概要
［授業全体の内容］
講道館柔道の技能（初段相当）を習得し、その指導法と基礎理論について理解を深める。
柔道の歴史・運動特性等の基礎理論を理解し、礼法・受け身など基本動作や投げ技、固め技に代表される対人
的技能とその指導方法を学ぶ。試合審判規定を理解するとともにその審判法についても学習する。技術の習得
にはグループ学習や映像を活用した技術確認を行い、柔道技能を対人調整力とコミュニケーション能力を向上
させるなかで育み、その指導方法も身につくようにする。
各週の学習内容については個人テキスト（レポート）を作成する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められてた知識・能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付けるため
の科目の１つとして開講される。また、実技を通して高い倫理観とコミュニケーション能力を涵養し、スポー
ツ科学分野での専門的な実践力を身につけるという学位授与方針の達成にも寄与する。
［授業の到達目標］
1.講道館柔道の歴史や運動特性が理解できる。
2.礼法・受け身などの基本動作や投げ技・固め技などの対人的技能が習得できる。
3.連絡、変化技などの対人応用技能に発展させ、簡易試合が行えるようになる。
4.教育現場における安全を考慮した柔道技術指導方法ついて理解できる。
5.上記の内容を総合的に習得できた者には日本伝講道館柔道「初段」審査を受験することが出来る。
成績評価
［成績評価の基準］
1.講道館柔道における歴史や運動特性、基本動作や技術、戦術を理解している（レポート、定期試験）。
2.講道館柔道における基本動作、投げ技、固め技についてその技能を修得している（実技試験）。
3.講道館柔道における基本動作や技術、安全管理に関しての指導方法を理解している（レポート、定期試験）
。
5.授業中の発言や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
［成績評価の方法］
平常点（10％）、課題レポート（10％）、定期試験（30％）、実技試験（50％）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
対人格闘技という運動特性を充分に理解し、卒業後に各種スポーツ指導者や保健体育科教員を目指しているこ
とが望ましい。
［履修上の注意］
特になし
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業などで返却、もしくはグループ別発表時にコメントするなど評価のポイントを提示して解説する。
［テキスト・参考書の資料］
とくになし
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：廣瀬伸良
nhirose@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：授業開講日の昼休み
場所：1号館5F 1506室
備考
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［学修時間］
この授業は実技形式による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を必要とする
内容をもって構成する。
[位置付け]
教職資格の教科に関する科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
廣瀬 伸良
1
［授業内容］
竹澤 稔裕
オリエンテーション
履修生抽選、授業目的および授
業概要、シラバス内容、評価方
法の解説する。柔道着の購入注
文受付も行う。

2

3

4

5

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：0.5時間）
「講道館柔道」について指導書や映像を活用して
学習する。
（復習：0.5時間）
説明内容について概要をまとめる。個人テキスト
（レポート）を作成する。

［授業方法］
講義形式で行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
柔道の基本動作①について理解 「後ろ受け身」「横受け身」を技術書や映像を活
用して学習する。
し習得する。
［授業方法］
実技授業形態で礼法および後ろ
受け身、横受け身を説明する。
［授業内容］
柔道の基本動作②について理解
し、習得する。

（復習：0.5時間）
基本動作①についての個人テキスト（レポート）
を作成する。
（予習：0.5時間）
「前受身」「前回り受身」を技術書や映像を活用
して学習する。

［授業方法］
実技形式で前受け身、前回り受
け身、姿勢、進退動作、組み方
などを説明する。
［授業内容］
膝車、袈裟固めを習得する。

（復習：0.5時間）
基本動作②についての個人テキスト（レポート）
を作成する。

［授業方法］
実技形式で崩し・つくり・かけ
の基本動作と膝車（足技）、袈
裟固めを説明する。
［授業内容］
大腰、釣込腰、かかり練習を習
得する。

（予習：0.5時間）
「膝車」「袈裟固め」を技術書や映像を活用して
学習する。
（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。
（予習：0.5時間）
「大腰」「釣込腰」を技術書や映像を活用して学
習する。

（復習：0.5時間）
［授業方法］
実技形式で大腰・釣込腰（腰技 本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
）を説明し、かかり練習（打ち ート）を作成する。
込み）の練習方法理解させる。
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6

7

8

9

10

11

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

（予習：0.5時間）
［授業内容］
背負い投げ、肩固めを習得する 「背負い投げ」「肩固め」を技術書や映像を活用
して学習する。
。
［授業方法］
実技形式で背負い投げ（手技）
、肩固め、移動しながらの施技
について説明する。
［授業内容］
体落し、横四方固め、約束練習
を習得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技形式で体落し（手技）およ
び横四方固め、練習方法として
の約束練習（投げ込み）をグル
ープ内で説明する。
［授業内容］
払い腰、上四方固め、自由練習
を習得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技形式で払い腰（腰技）およ
び上四方固めを説明し、グルー
プ内で自由練習（乱取り）を実
践させる。
［授業内容］
大外刈、支釣り込足、縦四方固
めを習得する。

（復習：0.5時間）
本授業における学習内容と達成度についての個人
テキスト（レポート）を作成する。

［授業方法］
大外刈、支釣り込足（足技）お
よび縦四方固めをかかり練習→
約束練習→自由練習のなかで実
践する。
［授業内容］
大内刈、小内刈、上四方固めを
習得する。

（復習：0.5時間）
本授業における学習内容と達成度についての個人
テキスト（レポート）を作成する。

［授業方法］
大内刈・小内刈（足技）および
崩れ上四方固めを説明し、かか
り練習→約束練習→自由練習で
実践する。
［授業内容］
柔道の歴史・運動特性・教育基
本理念について理解を深める。

（復習：0.5時間）
本授業における学習内容と達成度についての個人
テキスト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「体落し」「横四方固め」を技術書や映像を活用
して学習する。

（予習：0.5時間）
「払い腰」「上四方固め」を技術書や映像を活用
して学習する。

（予習：0.5時間）
「大外刈」「支え釣り込足」を技術書や映像を活
用して学習する。

（予習：0.5時間）
「大内刈」「小内刈」を技術書や映像を活用して
学習する。

（予習：0.5時間）
「嘉納治五郎」について指導書や映像を活用して
学習する。

（復習：0.5時間）
［授業方法］
講義形式で柔道の創始者：嘉納 本授業の学習内容についての個人テキスト（レポ
治五郎の柔道理念について説明 ート）を作成する。
する。また、DVDを視聴し現在
の競技柔道に至る経緯を解説す
る。
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廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

（予習：0.5時間）
［授業内容］
出足払い、送り足払いについて 「出足払い」「送り足払い」を技術書や映像を活
用して学習する。
説明し技能を習得する。
［授業方法］
実技形式で行う。出足払い、送
り足払い（足技）を説明しかか
り練習→約束練習→自由練習で
実践する。
［授業内容］
小外刈り、小外掛けの技能を習
得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技形式で小外刈り 小外掛け
（足技）を説明し、かかり練習
→約束練習→自由練習で実践す
る。
［授業内容］
前期の授業内容全般について復
習し技能習得の達成度を確認す
る。（まとめ）

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技形式でグループ学習を行う
。前期に学習した内容を総復習
し、未習得の技能を確認する。
［授業内容］
内股を習得する。右組から左組
の技をかける戦術も理解する。
［授業方法］
実技形式で内股（足技）を説明
し右組から左技への施技（一本
背負い投げ）を実践する。グル
ープ学習においてかかり練習→
約束練習→自由練習と応用する
。
［授業内容］
連絡技を習得する。

（予習：0.5時間）
「小外刈り」「小外掛け」を技術書や映像を活用
して学習する。

（予習：0.5時間）
前期学習の「基本動作」「投げ技」「固め技」を
技術書や映像を活用して学習する。
（復習：0.5時間）
前期学習内容の達成度を自己評価する。

（予習：0.5時間）
「内股」「一本背負い」を技術書や映像を活用し
て学習する。
（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「連絡技」のバリエーションを技術書や映像を活
用して学習する。

［授業方法］
実技形式で「連絡技」を説明し （復習：0.5時間）
、主に足技から手技への技能を 本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
理解する。かかり練習→約束練 ト（レポート）を作成する。
習→自由練習と応用する。
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17

18

19

20

21

22

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

［授業内容］
変化技を習得する。

伸良
稔裕

［授業方法］
実技形式で「変化技」を説明し
、主に足技から手技への技能を
習得する。グループ学習におい
てかかり練習→約束練習→自由
練習と実践する。
［授業内容］
絞め技（固め技）を習得する。

伸良
稔裕

［授業方法］
実技形式で「絞め技」を説明す
る。
3人一組で裸絞め、送り襟絞め
、片羽絞めを理解して自由練習
で実践する。
［授業内容］
関節技を理解して習得する。

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

（予習：0.5時間）
「変化技」のバリエーションを技術書や映像を活
用して学習する。

［授業方法］
固め技のなかから「関節技」を
説明する。肘関節を決める腕ひ
しぎ十字固め、腕ひしぎ腕固め
をグループ内で実践する。
［授業内容］
「投げの形」（浮落）について
理解を深め技能を習得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「絞め技」（裸絞め、送り襟絞め、片羽絞め）を
技術書や映像を活用して学習する。
（復習：0.5時間）
本授業における学習内容と達成度についての個人
テキスト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「関節技」（腕ひしぎ十字固め、腕がらみ）を技
術書や映像を活用して学習する。
（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。
（予習：0.5時間）
「投げの形」（浮落）を技術書や映像を活用して
学習する。

［授業方法］
「投げの形」手技のうち浮落を
説明する。グループ学習で受け
・取りの諸技能および左右技を
実践する。
［授業内容］
投げの形（背負い投げ）につい
て理解を深め技能を習得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
「投げの形」手技のうち背負い
投げ（一本背負い）を説明する
。グループ学習において受け・
取りの諸技能および左右技を実
践する。
［授業内容］
投げの形（肩車）について理解
を深め技能を習得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「投げの形」（背負い投げ）を技術書や映像を活
用して学習する。

（予習：0.5時間）
「投げの形」（肩車）を技術書や映像を活用して
学習する。

（復習：0.5時間）
［授業方法］
「投げの形」手技のうち肩車を 本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
説明する。グループ学習におい ト（レポート）を作成する。
て受け・取りの諸技能および左
右技を実践する。
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
投げの形「手技」3種について 「投げの形」（手技）を技術書や映像を活用して
学習する。
技能を習得する。
［授業方法］
浮落、背負い投げ、肩車の施技
と礼法、進退動作などの技法を
説明し実践する。所作の意義に
ついても解説する。
［授業内容］
講道館試合審判規定について（
技の判定）理解を深める。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技形式で「一本、技あり、有
効」など技の評価と判定につい
て解説する。グループ学習にお
いて実際の自由練習（乱取り）
で審判担当者の判定を評価する
。
［授業内容］
講道館試合審判規定について（
場内外・反則）理解を深める。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
柔道試合時の場内外の見極め方
、反則行為について学習し、実
際の自由練習（乱取り）のなか
で審判が判定する。反則行為の
意味合いについても解説する。
［授業内容］
講道館試合審判規定の理解を深
め簡易試合を実践する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
グループ学習とする。試合者と
審判者を決め、簡易試合が行え
るように説明する。グループ内
での審判員への評価を行う。
［授業内容］
実技試験（基本動作、歩合、投
げの形）を行う。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「講道館審判規定」を技術書や映像を活用して学
習する。

（予習：0.5時間）
「講道館試合審判規定」を技術書や映像を活用し
て学習する。

（予習：0.5時間）
「講道館試合審判規定」を技術書や映像を活用し
て学習する。

（予習：1時間）
通年での学習内容を総合的に学習する。

（復習：1時間）
試験内容について個人テキスト（レポート）を確
［授業方法］
講道館昇段審査資格を持つ試験 認して達成度の自己評価を行う。
員のもと実技試験を行う。講道
館柔道初段のレベルに達した学
生には昇段審査受験の説明を行
う。
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28

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

（予習：1時間）
［授業内容］
実技試験（基本動作、歩合、投 通年での学習内容を総合的に学習する。
げの形）を行う。
（復習：1時間）
試験内容について個人テキスト（レポート）を確
［授業方法］
講道館昇段審査資格を持つ試験 認して達成度の自己評価を行う。
員のもと実技試験を行う。講道
館柔道初段のレベルに達した学
生には昇段審査受験の説明を行
う。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

柔道
Judo

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 廣瀬 伸良
科目担当者
竹澤 稔裕
授業概要
［授業全体の内容］
講道館柔道の技能（初段相当）を習得し、その指導法と基礎理論について理解を深める。
柔道の歴史・運動特性等の基礎理論を理解し、礼法・受け身など基本動作や投げ技、固め技に代表される対人
的技能とその指導方法を学ぶ。試合審判規定を理解するとともにその審判法についても学習する。技術の習得
にはグループ学習や映像を活用した技術確認を行い、柔道技能を対人調整力とコミュニケーション能力を向上
させるなかで育み、その指導方法も身につくようにする。
各週の学習内容については個人テキスト（レポート）を作成する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められてた知識・能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付けるため
の科目の１つとして開講される。また、実技を通して高い倫理観とコミュニケーション能力を涵養し、スポー
ツ科学分野での専門的な実践力を身につけるという学位授与方針の達成にも寄与する。
［授業の到達目標］
1.講道館柔道の歴史や運動特性が理解できる。
2.礼法・受け身などの基本動作や投げ技・固め技などの対人的技能が習得できる。
3.連絡、変化技などの対人応用技能に発展させ、簡易試合が行えるようになる。
4.教育現場における安全を考慮した柔道技術指導方法ついて理解できる。
5.上記の内容を総合的に習得できた者には日本伝講道館柔道「初段」審査を受験することが出来る。
成績評価
［成績評価の基準］
1.講道館柔道における歴史や運動特性、基本動作や技術、戦術を理解している（レポート、定期試験）。
2.講道館柔道における基本動作、投げ技、固め技についてその技能を修得している（実技試験）。
3.講道館柔道における基本動作や技術、安全管理に関しての指導方法を理解している（レポート、定期試験）
。
5.授業中の発言や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
［成績評価の方法］
平常点（10％）、課題レポート（10％）、定期試験（30％）、実技試験（50％）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
対人格闘技という運動特性を充分に理解し、卒業後に各種スポーツ指導者や保健体育科教員を目指しているこ
とが望ましい。
［履修上の注意］
特になし
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業などで返却、もしくはグループ別発表時にコメントするなど評価のポイントを提示して解説する。
［テキスト・参考書の資料］
とくになし
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：廣瀬伸良
nhirose@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：授業開講日の昼休み
場所：1号館5F 1506室
備考
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［学修時間］
この授業は実技形式による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を必要とする
内容をもって構成する。
[位置付け]
教職資格の教科に関する科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
廣瀬 伸良
1
［授業内容］
竹澤 稔裕
オリエンテーション
履修生抽選、授業目的および授
業概要、シラバス内容、評価方
法の解説する。柔道着の購入注
文受付も行う。

2

3

4

5

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：0.5時間）
「講道館柔道」について指導書や映像を活用して
学習する。
（復習：0.5時間）
説明内容について概要をまとめる。個人テキスト
（レポート）を作成する。

［授業方法］
講義形式で行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
柔道の基本動作①について理解 「後ろ受け身」「横受け身」を技術書や映像を活
用して学習する。
し習得する。
［授業方法］
実技授業形態で礼法および後ろ
受け身、横受け身を説明する。
［授業内容］
柔道の基本動作②について理解
し、習得する。

（復習：0.5時間）
基本動作①についての個人テキスト（レポート）
を作成する。
（予習：0.5時間）
「前受身」「前回り受身」を技術書や映像を活用
して学習する。

［授業方法］
実技形式で前受け身、前回り受
け身、姿勢、進退動作、組み方
などを説明する。
［授業内容］
膝車、袈裟固めを習得する。

（復習：0.5時間）
基本動作②についての個人テキスト（レポート）
を作成する。

［授業方法］
実技形式で崩し・つくり・かけ
の基本動作と膝車（足技）、袈
裟固めを説明する。
［授業内容］
大腰、釣込腰、かかり練習を習
得する。

（予習：0.5時間）
「膝車」「袈裟固め」を技術書や映像を活用して
学習する。
（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。
（予習：0.5時間）
「大腰」「釣込腰」を技術書や映像を活用して学
習する。

（復習：0.5時間）
［授業方法］
実技形式で大腰・釣込腰（腰技 本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
）を説明し、かかり練習（打ち ート）を作成する。
込み）の練習方法理解させる。
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7

8

9

10

11

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

（予習：0.5時間）
［授業内容］
背負い投げ、肩固めを習得する 「背負い投げ」「肩固め」を技術書や映像を活用
して学習する。
。
［授業方法］
実技形式で背負い投げ（手技）
、肩固め、移動しながらの施技
について説明する。
［授業内容］
体落し、横四方固め、約束練習
を習得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技形式で体落し（手技）およ
び横四方固め、練習方法として
の約束練習（投げ込み）をグル
ープ内で説明する。
［授業内容］
払い腰、上四方固め、自由練習
を習得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技形式で払い腰（腰技）およ
び上四方固めを説明し、グルー
プ内で自由練習（乱取り）を実
践させる。
［授業内容］
大外刈、支釣り込足、縦四方固
めを習得する。

（復習：0.5時間）
本授業における学習内容と達成度についての個人
テキスト（レポート）を作成する。

［授業方法］
大外刈、支釣り込足（足技）お
よび縦四方固めをかかり練習→
約束練習→自由練習のなかで実
践する。
［授業内容］
大内刈、小内刈、上四方固めを
習得する。

（復習：0.5時間）
本授業における学習内容と達成度についての個人
テキスト（レポート）を作成する。

［授業方法］
大内刈・小内刈（足技）および
崩れ上四方固めを説明し、かか
り練習→約束練習→自由練習で
実践する。
［授業内容］
柔道の歴史・運動特性・教育基
本理念について理解を深める。

（復習：0.5時間）
本授業における学習内容と達成度についての個人
テキスト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「体落し」「横四方固め」を技術書や映像を活用
して学習する。

（予習：0.5時間）
「払い腰」「上四方固め」を技術書や映像を活用
して学習する。

（予習：0.5時間）
「大外刈」「支え釣り込足」を技術書や映像を活
用して学習する。

（予習：0.5時間）
「大内刈」「小内刈」を技術書や映像を活用して
学習する。

（予習：0.5時間）
「嘉納治五郎」について指導書や映像を活用して
学習する。

（復習：0.5時間）
［授業方法］
講義形式で柔道の創始者：嘉納 本授業の学習内容についての個人テキスト（レポ
治五郎の柔道理念について説明 ート）を作成する。
する。また、DVDを視聴し現在
の競技柔道に至る経緯を解説す
る。
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廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

（予習：0.5時間）
［授業内容］
出足払い、送り足払いについて 「出足払い」「送り足払い」を技術書や映像を活
用して学習する。
説明し技能を習得する。
［授業方法］
実技形式で行う。出足払い、送
り足払い（足技）を説明しかか
り練習→約束練習→自由練習で
実践する。
［授業内容］
小外刈り、小外掛けの技能を習
得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技形式で小外刈り 小外掛け
（足技）を説明し、かかり練習
→約束練習→自由練習で実践す
る。
［授業内容］
前期の授業内容全般について復
習し技能習得の達成度を確認す
る。（まとめ）

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技形式でグループ学習を行う
。前期に学習した内容を総復習
し、未習得の技能を確認する。
［授業内容］
内股を習得する。右組から左組
の技をかける戦術も理解する。
［授業方法］
実技形式で内股（足技）を説明
し右組から左技への施技（一本
背負い投げ）を実践する。グル
ープ学習においてかかり練習→
約束練習→自由練習と応用する
。
［授業内容］
連絡技を習得する。

（予習：0.5時間）
「小外刈り」「小外掛け」を技術書や映像を活用
して学習する。

（予習：0.5時間）
前期学習の「基本動作」「投げ技」「固め技」を
技術書や映像を活用して学習する。
（復習：0.5時間）
前期学習内容の達成度を自己評価する。

（予習：0.5時間）
「内股」「一本背負い」を技術書や映像を活用し
て学習する。
（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「連絡技」のバリエーションを技術書や映像を活
用して学習する。

［授業方法］
実技形式で「連絡技」を説明し （復習：0.5時間）
、主に足技から手技への技能を 本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
理解する。かかり練習→約束練 ト（レポート）を作成する。
習→自由練習と応用する。
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18

19

20

21

22

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

［授業内容］
変化技を習得する。

伸良
稔裕

［授業方法］
実技形式で「変化技」を説明し
、主に足技から手技への技能を
習得する。グループ学習におい
てかかり練習→約束練習→自由
練習と実践する。
［授業内容］
絞め技（固め技）を習得する。

伸良
稔裕

［授業方法］
実技形式で「絞め技」を説明す
る。
3人一組で裸絞め、送り襟絞め
、片羽絞めを理解して自由練習
で実践する。
［授業内容］
関節技を理解して習得する。

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

（予習：0.5時間）
「変化技」のバリエーションを技術書や映像を活
用して学習する。

［授業方法］
固め技のなかから「関節技」を
説明する。肘関節を決める腕ひ
しぎ十字固め、腕ひしぎ腕固め
をグループ内で実践する。
［授業内容］
「投げの形」（浮落）について
理解を深め技能を習得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「絞め技」（裸絞め、送り襟絞め、片羽絞め）を
技術書や映像を活用して学習する。
（復習：0.5時間）
本授業における学習内容と達成度についての個人
テキスト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「関節技」（腕ひしぎ十字固め、腕がらみ）を技
術書や映像を活用して学習する。
（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。
（予習：0.5時間）
「投げの形」（浮落）を技術書や映像を活用して
学習する。

［授業方法］
「投げの形」手技のうち浮落を
説明する。グループ学習で受け
・取りの諸技能および左右技を
実践する。
［授業内容］
投げの形（背負い投げ）につい
て理解を深め技能を習得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
「投げの形」手技のうち背負い
投げ（一本背負い）を説明する
。グループ学習において受け・
取りの諸技能および左右技を実
践する。
［授業内容］
投げの形（肩車）について理解
を深め技能を習得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「投げの形」（背負い投げ）を技術書や映像を活
用して学習する。

（予習：0.5時間）
「投げの形」（肩車）を技術書や映像を活用して
学習する。

（復習：0.5時間）
［授業方法］
「投げの形」手技のうち肩車を 本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
説明する。グループ学習におい ト（レポート）を作成する。
て受け・取りの諸技能および左
右技を実践する。
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廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

（予習：0.5時間）
［授業内容］
投げの形「手技」3種について 「投げの形」（手技）を技術書や映像を活用して
学習する。
技能を習得する。
［授業方法］
浮落、背負い投げ、肩車の施技
と礼法、進退動作などの技法を
説明し実践する。所作の意義に
ついても解説する。
［授業内容］
講道館試合審判規定について（
技の判定）理解を深める。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技形式で「一本、技あり、有
効」など技の評価と判定につい
て解説する。グループ学習にお
いて実際の自由練習（乱取り）
で審判担当者の判定を評価する
。
［授業内容］
講道館試合審判規定について（
場内外・反則）理解を深める。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
柔道試合時の場内外の見極め方
、反則行為について学習し、実
際の自由練習（乱取り）のなか
で審判が判定する。反則行為の
意味合いについても解説する。
［授業内容］
講道館試合審判規定の理解を深
め簡易試合を実践する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
グループ学習とする。試合者と
審判者を決め、簡易試合が行え
るように説明する。グループ内
での審判員への評価を行う。
［授業内容］
実技試験（基本動作、歩合、投
げの形）を行う。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「講道館審判規定」を技術書や映像を活用して学
習する。

（予習：0.5時間）
「講道館試合審判規定」を技術書や映像を活用し
て学習する。

（予習：0.5時間）
「講道館試合審判規定」を技術書や映像を活用し
て学習する。

（予習：1時間）
通年での学習内容を総合的に学習する。

（復習：1時間）
試験内容について個人テキスト（レポート）を確
［授業方法］
講道館昇段審査資格を持つ試験 認して達成度の自己評価を行う。
員のもと実技試験を行う。講道
館柔道初段のレベルに達した学
生には昇段審査受験の説明を行
う。
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28

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

（予習：1時間）
［授業内容］
実技試験（基本動作、歩合、投 通年での学習内容を総合的に学習する。
げの形）を行う。
（復習：1時間）
試験内容について個人テキスト（レポート）を確
［授業方法］
講道館昇段審査資格を持つ試験 認して達成度の自己評価を行う。
員のもと実技試験を行う。講道
館柔道初段のレベルに達した学
生には昇段審査受験の説明を行
う。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

柔道
Judo

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 廣瀬 伸良
科目担当者
竹澤 稔裕
授業概要
［授業全体の内容］
講道館柔道の技能（初段相当）を習得し、その指導法と基礎理論について理解を深める。
柔道の歴史・運動特性等の基礎理論を理解し、礼法・受け身など基本動作や投げ技、固め技に代表される対人
的技能とその指導方法を学ぶ。試合審判規定を理解するとともにその審判法についても学習する。技術の習得
にはグループ学習や映像を活用した技術確認を行い、柔道技能を対人調整力とコミュニケーション能力を向上
させるなかで育み、その指導方法も身につくようにする。
各週の学習内容については個人テキスト（レポート）を作成する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められてた知識・能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付けるため
の科目の１つとして開講される。また、実技を通して高い倫理観とコミュニケーション能力を涵養し、スポー
ツ科学分野での専門的な実践力を身につけるという学位授与方針の達成にも寄与する。
［授業の到達目標］
1.講道館柔道の歴史や運動特性が理解できる。
2.礼法・受け身などの基本動作や投げ技・固め技などの対人的技能が習得できる。
3.連絡、変化技などの対人応用技能に発展させ、簡易試合が行えるようになる。
4.教育現場における安全を考慮した柔道技術指導方法ついて理解できる。
5.上記の内容を総合的に習得できた者には日本伝講道館柔道「初段」審査を受験することが出来る。
成績評価
［成績評価の基準］
1.講道館柔道における歴史や運動特性、基本動作や技術、戦術を理解している（レポート、定期試験）。
2.講道館柔道における基本動作、投げ技、固め技についてその技能を修得している（実技試験）。
3.講道館柔道における基本動作や技術、安全管理に関しての指導方法を理解している（レポート、定期試験）
。
5.授業中の発言や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
［成績評価の方法］
平常点（10％）、課題レポート（10％）、定期試験（30％）、実技試験（50％）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
対人格闘技という運動特性を充分に理解し、卒業後に各種スポーツ指導者や保健体育科教員を目指しているこ
とが望ましい。
［履修上の注意］
特になし
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業などで返却、もしくはグループ別発表時にコメントするなど評価のポイントを提示して解説する。
［テキスト・参考書の資料］
とくになし
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：廣瀬伸良
nhirose@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：授業開講日の昼休み
場所：1号館5F 1506室
備考
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［学修時間］
この授業は実技形式による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を必要とする
内容をもって構成する。
[位置付け]
教職資格の教科に関する科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
廣瀬 伸良
1
［授業内容］
竹澤 稔裕
オリエンテーション
履修生抽選、授業目的および授
業概要、シラバス内容、評価方
法の解説する。柔道着の購入注
文受付も行う。

2

3

4

5

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：0.5時間）
「講道館柔道」について指導書や映像を活用して
学習する。
（復習：0.5時間）
説明内容について概要をまとめる。個人テキスト
（レポート）を作成する。

［授業方法］
講義形式で行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
柔道の基本動作①について理解 「後ろ受け身」「横受け身」を技術書や映像を活
用して学習する。
し習得する。
［授業方法］
実技授業形態で礼法および後ろ
受け身、横受け身を説明する。
［授業内容］
柔道の基本動作②について理解
し、習得する。

（復習：0.5時間）
基本動作①についての個人テキスト（レポート）
を作成する。
（予習：0.5時間）
「前受身」「前回り受身」を技術書や映像を活用
して学習する。

［授業方法］
実技形式で前受け身、前回り受
け身、姿勢、進退動作、組み方
などを説明する。
［授業内容］
膝車、袈裟固めを習得する。

（復習：0.5時間）
基本動作②についての個人テキスト（レポート）
を作成する。

［授業方法］
実技形式で崩し・つくり・かけ
の基本動作と膝車（足技）、袈
裟固めを説明する。
［授業内容］
大腰、釣込腰、かかり練習を習
得する。

（予習：0.5時間）
「膝車」「袈裟固め」を技術書や映像を活用して
学習する。
（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。
（予習：0.5時間）
「大腰」「釣込腰」を技術書や映像を活用して学
習する。

（復習：0.5時間）
［授業方法］
実技形式で大腰・釣込腰（腰技 本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
）を説明し、かかり練習（打ち ート）を作成する。
込み）の練習方法理解させる。
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6

7

8

9

10

11

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

（予習：0.5時間）
［授業内容］
背負い投げ、肩固めを習得する 「背負い投げ」「肩固め」を技術書や映像を活用
して学習する。
。
［授業方法］
実技形式で背負い投げ（手技）
、肩固め、移動しながらの施技
について説明する。
［授業内容］
体落し、横四方固め、約束練習
を習得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技形式で体落し（手技）およ
び横四方固め、練習方法として
の約束練習（投げ込み）をグル
ープ内で説明する。
［授業内容］
払い腰、上四方固め、自由練習
を習得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技形式で払い腰（腰技）およ
び上四方固めを説明し、グルー
プ内で自由練習（乱取り）を実
践させる。
［授業内容］
大外刈、支釣り込足、縦四方固
めを習得する。

（復習：0.5時間）
本授業における学習内容と達成度についての個人
テキスト（レポート）を作成する。

［授業方法］
大外刈、支釣り込足（足技）お
よび縦四方固めをかかり練習→
約束練習→自由練習のなかで実
践する。
［授業内容］
大内刈、小内刈、上四方固めを
習得する。

（復習：0.5時間）
本授業における学習内容と達成度についての個人
テキスト（レポート）を作成する。

［授業方法］
大内刈・小内刈（足技）および
崩れ上四方固めを説明し、かか
り練習→約束練習→自由練習で
実践する。
［授業内容］
柔道の歴史・運動特性・教育基
本理念について理解を深める。

（復習：0.5時間）
本授業における学習内容と達成度についての個人
テキスト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「体落し」「横四方固め」を技術書や映像を活用
して学習する。

（予習：0.5時間）
「払い腰」「上四方固め」を技術書や映像を活用
して学習する。

（予習：0.5時間）
「大外刈」「支え釣り込足」を技術書や映像を活
用して学習する。

（予習：0.5時間）
「大内刈」「小内刈」を技術書や映像を活用して
学習する。

（予習：0.5時間）
「嘉納治五郎」について指導書や映像を活用して
学習する。

（復習：0.5時間）
［授業方法］
講義形式で柔道の創始者：嘉納 本授業の学習内容についての個人テキスト（レポ
治五郎の柔道理念について説明 ート）を作成する。
する。また、DVDを視聴し現在
の競技柔道に至る経緯を解説す
る。
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廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

（予習：0.5時間）
［授業内容］
出足払い、送り足払いについて 「出足払い」「送り足払い」を技術書や映像を活
用して学習する。
説明し技能を習得する。
［授業方法］
実技形式で行う。出足払い、送
り足払い（足技）を説明しかか
り練習→約束練習→自由練習で
実践する。
［授業内容］
小外刈り、小外掛けの技能を習
得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技形式で小外刈り 小外掛け
（足技）を説明し、かかり練習
→約束練習→自由練習で実践す
る。
［授業内容］
前期の授業内容全般について復
習し技能習得の達成度を確認す
る。（まとめ）

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技形式でグループ学習を行う
。前期に学習した内容を総復習
し、未習得の技能を確認する。
［授業内容］
内股を習得する。右組から左組
の技をかける戦術も理解する。
［授業方法］
実技形式で内股（足技）を説明
し右組から左技への施技（一本
背負い投げ）を実践する。グル
ープ学習においてかかり練習→
約束練習→自由練習と応用する
。
［授業内容］
連絡技を習得する。

（予習：0.5時間）
「小外刈り」「小外掛け」を技術書や映像を活用
して学習する。

（予習：0.5時間）
前期学習の「基本動作」「投げ技」「固め技」を
技術書や映像を活用して学習する。
（復習：0.5時間）
前期学習内容の達成度を自己評価する。

（予習：0.5時間）
「内股」「一本背負い」を技術書や映像を活用し
て学習する。
（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「連絡技」のバリエーションを技術書や映像を活
用して学習する。

［授業方法］
実技形式で「連絡技」を説明し （復習：0.5時間）
、主に足技から手技への技能を 本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
理解する。かかり練習→約束練 ト（レポート）を作成する。
習→自由練習と応用する。
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20
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22

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

［授業内容］
変化技を習得する。

伸良
稔裕

［授業方法］
実技形式で「変化技」を説明し
、主に足技から手技への技能を
習得する。グループ学習におい
てかかり練習→約束練習→自由
練習と実践する。
［授業内容］
絞め技（固め技）を習得する。

伸良
稔裕

［授業方法］
実技形式で「絞め技」を説明す
る。
3人一組で裸絞め、送り襟絞め
、片羽絞めを理解して自由練習
で実践する。
［授業内容］
関節技を理解して習得する。

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

（予習：0.5時間）
「変化技」のバリエーションを技術書や映像を活
用して学習する。

［授業方法］
固め技のなかから「関節技」を
説明する。肘関節を決める腕ひ
しぎ十字固め、腕ひしぎ腕固め
をグループ内で実践する。
［授業内容］
「投げの形」（浮落）について
理解を深め技能を習得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「絞め技」（裸絞め、送り襟絞め、片羽絞め）を
技術書や映像を活用して学習する。
（復習：0.5時間）
本授業における学習内容と達成度についての個人
テキスト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「関節技」（腕ひしぎ十字固め、腕がらみ）を技
術書や映像を活用して学習する。
（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。
（予習：0.5時間）
「投げの形」（浮落）を技術書や映像を活用して
学習する。

［授業方法］
「投げの形」手技のうち浮落を
説明する。グループ学習で受け
・取りの諸技能および左右技を
実践する。
［授業内容］
投げの形（背負い投げ）につい
て理解を深め技能を習得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
「投げの形」手技のうち背負い
投げ（一本背負い）を説明する
。グループ学習において受け・
取りの諸技能および左右技を実
践する。
［授業内容］
投げの形（肩車）について理解
を深め技能を習得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「投げの形」（背負い投げ）を技術書や映像を活
用して学習する。

（予習：0.5時間）
「投げの形」（肩車）を技術書や映像を活用して
学習する。

（復習：0.5時間）
［授業方法］
「投げの形」手技のうち肩車を 本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
説明する。グループ学習におい ト（レポート）を作成する。
て受け・取りの諸技能および左
右技を実践する。
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伸良
稔裕

（予習：0.5時間）
［授業内容］
投げの形「手技」3種について 「投げの形」（手技）を技術書や映像を活用して
学習する。
技能を習得する。
［授業方法］
浮落、背負い投げ、肩車の施技
と礼法、進退動作などの技法を
説明し実践する。所作の意義に
ついても解説する。
［授業内容］
講道館試合審判規定について（
技の判定）理解を深める。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技形式で「一本、技あり、有
効」など技の評価と判定につい
て解説する。グループ学習にお
いて実際の自由練習（乱取り）
で審判担当者の判定を評価する
。
［授業内容］
講道館試合審判規定について（
場内外・反則）理解を深める。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
柔道試合時の場内外の見極め方
、反則行為について学習し、実
際の自由練習（乱取り）のなか
で審判が判定する。反則行為の
意味合いについても解説する。
［授業内容］
講道館試合審判規定の理解を深
め簡易試合を実践する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
グループ学習とする。試合者と
審判者を決め、簡易試合が行え
るように説明する。グループ内
での審判員への評価を行う。
［授業内容］
実技試験（基本動作、歩合、投
げの形）を行う。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「講道館審判規定」を技術書や映像を活用して学
習する。

（予習：0.5時間）
「講道館試合審判規定」を技術書や映像を活用し
て学習する。

（予習：0.5時間）
「講道館試合審判規定」を技術書や映像を活用し
て学習する。

（予習：1時間）
通年での学習内容を総合的に学習する。

（復習：1時間）
試験内容について個人テキスト（レポート）を確
［授業方法］
講道館昇段審査資格を持つ試験 認して達成度の自己評価を行う。
員のもと実技試験を行う。講道
館柔道初段のレベルに達した学
生には昇段審査受験の説明を行
う。
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廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

（予習：1時間）
［授業内容］
実技試験（基本動作、歩合、投 通年での学習内容を総合的に学習する。
げの形）を行う。
（復習：1時間）
試験内容について個人テキスト（レポート）を確
［授業方法］
講道館昇段審査資格を持つ試験 認して達成度の自己評価を行う。
員のもと実技試験を行う。講道
館柔道初段のレベルに達した学
生には昇段審査受験の説明を行
う。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

柔道
Judo

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 廣瀬 伸良
科目担当者
竹澤 稔裕
授業概要
［授業全体の内容］
講道館柔道の技能（初段相当）を習得し、その指導法と基礎理論について理解を深める。
柔道の歴史・運動特性等の基礎理論を理解し、礼法・受け身など基本動作や投げ技、固め技に代表される対人
的技能とその指導方法を学ぶ。試合審判規定を理解するとともにその審判法についても学習する。技術の習得
にはグループ学習や映像を活用した技術確認を行い、柔道技能を対人調整力とコミュニケーション能力を向上
させるなかで育み、その指導方法も身につくようにする。
各週の学習内容については個人テキスト（レポート）を作成する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められてた知識・能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付けるため
の科目の１つとして開講される。また、実技を通して高い倫理観とコミュニケーション能力を涵養し、スポー
ツ科学分野での専門的な実践力を身につけるという学位授与方針の達成にも寄与する。
［授業の到達目標］
1.講道館柔道の歴史や運動特性が理解できる。
2.礼法・受け身などの基本動作や投げ技・固め技などの対人的技能が習得できる。
3.連絡、変化技などの対人応用技能に発展させ、簡易試合が行えるようになる。
4.教育現場における安全を考慮した柔道技術指導方法ついて理解できる。
5.上記の内容を総合的に習得できた者には日本伝講道館柔道「初段」審査を受験することが出来る。
成績評価
［成績評価の基準］
1.講道館柔道における歴史や運動特性、基本動作や技術、戦術を理解している（レポート、定期試験）。
2.講道館柔道における基本動作、投げ技、固め技についてその技能を修得している（実技試験）。
3.講道館柔道における基本動作や技術、安全管理に関しての指導方法を理解している（レポート、定期試験）
。
5.授業中の発言や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
［成績評価の方法］
平常点（10％）、課題レポート（10％）、定期試験（30％）、実技試験（50％）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
対人格闘技という運動特性を充分に理解し、卒業後に各種スポーツ指導者や保健体育科教員を目指しているこ
とが望ましい。
［履修上の注意］
特になし
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業などで返却、もしくはグループ別発表時にコメントするなど評価のポイントを提示して解説する。
［テキスト・参考書の資料］
とくになし
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：廣瀬伸良
nhirose@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：授業開講日の昼休み
場所：1号館5F 1506室
備考
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［学修時間］
この授業は実技形式による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を必要とする
内容をもって構成する。
[位置付け]
教職資格の教科に関する科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
廣瀬 伸良
1
［授業内容］
竹澤 稔裕
オリエンテーション
履修生抽選、授業目的および授
業概要、シラバス内容、評価方
法の解説する。柔道着の購入注
文受付も行う。

2

3

4

5

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：0.5時間）
「講道館柔道」について指導書や映像を活用して
学習する。
（復習：0.5時間）
説明内容について概要をまとめる。個人テキスト
（レポート）を作成する。

［授業方法］
講義形式で行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
柔道の基本動作①について理解 「後ろ受け身」「横受け身」を技術書や映像を活
用して学習する。
し習得する。
［授業方法］
実技授業形態で礼法および後ろ
受け身、横受け身を説明する。
［授業内容］
柔道の基本動作②について理解
し、習得する。

（復習：0.5時間）
基本動作①についての個人テキスト（レポート）
を作成する。
（予習：0.5時間）
「前受身」「前回り受身」を技術書や映像を活用
して学習する。

［授業方法］
実技形式で前受け身、前回り受
け身、姿勢、進退動作、組み方
などを説明する。
［授業内容］
膝車、袈裟固めを習得する。

（復習：0.5時間）
基本動作②についての個人テキスト（レポート）
を作成する。

［授業方法］
実技形式で崩し・つくり・かけ
の基本動作と膝車（足技）、袈
裟固めを説明する。
［授業内容］
大腰、釣込腰、かかり練習を習
得する。

（予習：0.5時間）
「膝車」「袈裟固め」を技術書や映像を活用して
学習する。
（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。
（予習：0.5時間）
「大腰」「釣込腰」を技術書や映像を活用して学
習する。

（復習：0.5時間）
［授業方法］
実技形式で大腰・釣込腰（腰技 本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
）を説明し、かかり練習（打ち ート）を作成する。
込み）の練習方法理解させる。
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6

7

8

9

10

11

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

（予習：0.5時間）
［授業内容］
背負い投げ、肩固めを習得する 「背負い投げ」「肩固め」を技術書や映像を活用
して学習する。
。
［授業方法］
実技形式で背負い投げ（手技）
、肩固め、移動しながらの施技
について説明する。
［授業内容］
体落し、横四方固め、約束練習
を習得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技形式で体落し（手技）およ
び横四方固め、練習方法として
の約束練習（投げ込み）をグル
ープ内で説明する。
［授業内容］
払い腰、上四方固め、自由練習
を習得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技形式で払い腰（腰技）およ
び上四方固めを説明し、グルー
プ内で自由練習（乱取り）を実
践させる。
［授業内容］
大外刈、支釣り込足、縦四方固
めを習得する。

（復習：0.5時間）
本授業における学習内容と達成度についての個人
テキスト（レポート）を作成する。

［授業方法］
大外刈、支釣り込足（足技）お
よび縦四方固めをかかり練習→
約束練習→自由練習のなかで実
践する。
［授業内容］
大内刈、小内刈、上四方固めを
習得する。

（復習：0.5時間）
本授業における学習内容と達成度についての個人
テキスト（レポート）を作成する。

［授業方法］
大内刈・小内刈（足技）および
崩れ上四方固めを説明し、かか
り練習→約束練習→自由練習で
実践する。
［授業内容］
柔道の歴史・運動特性・教育基
本理念について理解を深める。

（復習：0.5時間）
本授業における学習内容と達成度についての個人
テキスト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「体落し」「横四方固め」を技術書や映像を活用
して学習する。

（予習：0.5時間）
「払い腰」「上四方固め」を技術書や映像を活用
して学習する。

（予習：0.5時間）
「大外刈」「支え釣り込足」を技術書や映像を活
用して学習する。

（予習：0.5時間）
「大内刈」「小内刈」を技術書や映像を活用して
学習する。

（予習：0.5時間）
「嘉納治五郎」について指導書や映像を活用して
学習する。

（復習：0.5時間）
［授業方法］
講義形式で柔道の創始者：嘉納 本授業の学習内容についての個人テキスト（レポ
治五郎の柔道理念について説明 ート）を作成する。
する。また、DVDを視聴し現在
の競技柔道に至る経緯を解説す
る。
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伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
出足払い、送り足払いについて 「出足払い」「送り足払い」を技術書や映像を活
用して学習する。
説明し技能を習得する。
［授業方法］
実技形式で行う。出足払い、送
り足払い（足技）を説明しかか
り練習→約束練習→自由練習で
実践する。
［授業内容］
小外刈り、小外掛けの技能を習
得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技形式で小外刈り 小外掛け
（足技）を説明し、かかり練習
→約束練習→自由練習で実践す
る。
［授業内容］
前期の授業内容全般について復
習し技能習得の達成度を確認す
る。（まとめ）

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技形式でグループ学習を行う
。前期に学習した内容を総復習
し、未習得の技能を確認する。
［授業内容］
内股を習得する。右組から左組
の技をかける戦術も理解する。
［授業方法］
実技形式で内股（足技）を説明
し右組から左技への施技（一本
背負い投げ）を実践する。グル
ープ学習においてかかり練習→
約束練習→自由練習と応用する
。
［授業内容］
連絡技を習得する。

（予習：0.5時間）
「小外刈り」「小外掛け」を技術書や映像を活用
して学習する。

（予習：0.5時間）
前期学習の「基本動作」「投げ技」「固め技」を
技術書や映像を活用して学習する。
（復習：0.5時間）
前期学習内容の達成度を自己評価する。

（予習：0.5時間）
「内股」「一本背負い」を技術書や映像を活用し
て学習する。
（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「連絡技」のバリエーションを技術書や映像を活
用して学習する。

［授業方法］
実技形式で「連絡技」を説明し （復習：0.5時間）
、主に足技から手技への技能を 本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
理解する。かかり練習→約束練 ト（レポート）を作成する。
習→自由練習と応用する。
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18

19

20

21

22

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

［授業内容］
変化技を習得する。

伸良
稔裕

［授業方法］
実技形式で「変化技」を説明し
、主に足技から手技への技能を
習得する。グループ学習におい
てかかり練習→約束練習→自由
練習と実践する。
［授業内容］
絞め技（固め技）を習得する。

伸良
稔裕

［授業方法］
実技形式で「絞め技」を説明す
る。
3人一組で裸絞め、送り襟絞め
、片羽絞めを理解して自由練習
で実践する。
［授業内容］
関節技を理解して習得する。

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

（予習：0.5時間）
「変化技」のバリエーションを技術書や映像を活
用して学習する。

［授業方法］
固め技のなかから「関節技」を
説明する。肘関節を決める腕ひ
しぎ十字固め、腕ひしぎ腕固め
をグループ内で実践する。
［授業内容］
「投げの形」（浮落）について
理解を深め技能を習得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「絞め技」（裸絞め、送り襟絞め、片羽絞め）を
技術書や映像を活用して学習する。
（復習：0.5時間）
本授業における学習内容と達成度についての個人
テキスト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「関節技」（腕ひしぎ十字固め、腕がらみ）を技
術書や映像を活用して学習する。
（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。
（予習：0.5時間）
「投げの形」（浮落）を技術書や映像を活用して
学習する。

［授業方法］
「投げの形」手技のうち浮落を
説明する。グループ学習で受け
・取りの諸技能および左右技を
実践する。
［授業内容］
投げの形（背負い投げ）につい
て理解を深め技能を習得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
「投げの形」手技のうち背負い
投げ（一本背負い）を説明する
。グループ学習において受け・
取りの諸技能および左右技を実
践する。
［授業内容］
投げの形（肩車）について理解
を深め技能を習得する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「投げの形」（背負い投げ）を技術書や映像を活
用して学習する。

（予習：0.5時間）
「投げの形」（肩車）を技術書や映像を活用して
学習する。

（復習：0.5時間）
［授業方法］
「投げの形」手技のうち肩車を 本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
説明する。グループ学習におい ト（レポート）を作成する。
て受け・取りの諸技能および左
右技を実践する。
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23

24

25

26

27

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

（予習：0.5時間）
［授業内容］
投げの形「手技」3種について 「投げの形」（手技）を技術書や映像を活用して
学習する。
技能を習得する。
［授業方法］
浮落、背負い投げ、肩車の施技
と礼法、進退動作などの技法を
説明し実践する。所作の意義に
ついても解説する。
［授業内容］
講道館試合審判規定について（
技の判定）理解を深める。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技形式で「一本、技あり、有
効」など技の評価と判定につい
て解説する。グループ学習にお
いて実際の自由練習（乱取り）
で審判担当者の判定を評価する
。
［授業内容］
講道館試合審判規定について（
場内外・反則）理解を深める。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
柔道試合時の場内外の見極め方
、反則行為について学習し、実
際の自由練習（乱取り）のなか
で審判が判定する。反則行為の
意味合いについても解説する。
［授業内容］
講道館試合審判規定の理解を深
め簡易試合を実践する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

［授業方法］
グループ学習とする。試合者と
審判者を決め、簡易試合が行え
るように説明する。グループ内
での審判員への評価を行う。
［授業内容］
実技試験（基本動作、歩合、投
げの形）を行う。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容と達成度についての個人テキス
ト（レポート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「講道館審判規定」を技術書や映像を活用して学
習する。

（予習：0.5時間）
「講道館試合審判規定」を技術書や映像を活用し
て学習する。

（予習：0.5時間）
「講道館試合審判規定」を技術書や映像を活用し
て学習する。

（予習：1時間）
通年での学習内容を総合的に学習する。

（復習：1時間）
試験内容について個人テキスト（レポート）を確
［授業方法］
講道館昇段審査資格を持つ試験 認して達成度の自己評価を行う。
員のもと実技試験を行う。講道
館柔道初段のレベルに達した学
生には昇段審査受験の説明を行
う。
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28

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

（予習：1時間）
［授業内容］
実技試験（基本動作、歩合、投 通年での学習内容を総合的に学習する。
げの形）を行う。
（復習：1時間）
試験内容について個人テキスト（レポート）を確
［授業方法］
講道館昇段審査資格を持つ試験 認して達成度の自己評価を行う。
員のもと実技試験を行う。講道
館柔道初段のレベルに達した学
生には昇段審査受験の説明を行
う。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

剣道
Kendo

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 中村 充
科目担当者
鷹見由紀子
授業概要
［授業全体の内容］
現代剣道の成立過程を解説し、剣道で必要な基本的な所作法を理解し習得する。そして、個人技能、対人技
能へと展開し、地稽古ならびに試合稽古へと発展させていく。また、その展開において初心者指導についても
併せて解説していく。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
剣道を通して、対人競技の楽しさとともに文化的側面を学ぶ。その過程で、互いに競いながらも協力し合う
ことで対人調整力やコミュニケーション力を向上させ、学校現場で指導できるよう応用的能力を養う。
［到達目標］
1. 現代剣道の成立過程を理解し、所作法に生かせるようになる。
2. 基本動作や対人的技能を習得する。
3. 互角稽古・試合稽古を楽しめるようになる。
4. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。
成績評価
［成績評価の基準］
1. 相手を尊重した所作法や取り組みができる。（平常点）
2. 剣道の基本動作や対人的技能が身についた。（授業内試験）
3. 互角稽古・試合稽古ができる。（授業内試験）
4. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。（平常点、レポート）
［成績評価の方法］
授業に取り組む姿勢・参画度 50％、 課題達成度 40%、 知識の獲得度 10％
履修における留意事項
［履修要件］
剣道具は貸し出しするが、剣道着・袴等は安全なものを各自が準備する。なお、安全上の問題から受講希望
者が50人を超えた場合は、抽選により人数制限を行う。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
共有する道具の扱いを丁寧にし、授業内で求められる所作や態度を守ること。
［課題（試験･レポート等）に対するフィードバックの方法］
課題試験や試合実施後に、授業内でポイント等をフィードバックする。
［テキスト・参考書］
1. 剣道指導要領（全日本剣道連盟）
2. 剣道授業の展開（全日本剣道連盟）
連絡先とオフィスアワー
［連絡先：オフィスアワー］
中村 充
（1号館5階 1505号室）：木曜日 10:00〜12:00、14:30〜16:00
E‑mail：mtnakamu[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更し
てください）
鷹見 由紀子（1号館5階 1530号室）：水曜日 12:30〜16:00
E‑mail：y‑takami[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してく
ださい）
備考
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［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を
必要とする内容を持って構成する。
［その他］
この科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目もうち「教科に関する科目」における選択必修科
目に位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中村・鷹見（以下
（予習：30分）
1
［授業内容］
同様）
ガイダンス、剣道に必要な道具 剣道について調べる。（剣道の理念・剣道修錬の
心構えなど
を理解する。
（復習：60分）
［授業方法］
授業目的及び概要の解説、評価 授業に必要な道具の準備を進める
方法と授業の進め方・道具準備
について説明する。
（予習：30分）
2
［授業内容］
剣道の歴史、用具についての知 剣道の歴史について調べる。
（復習：30分）
識を深める。
授業に必要な用具を準備する。
［授業方法］
剣道に関連する遊びを行い剣道 剣道の導入として用いられる遊びについて事例を
研究する。
の楽しさを味わう。
礼儀作法について説明し、実践
する。
（予習：30分）
3
［授業内容］
木刀の持ち方、構え方を習得す 五法の構えについて調べる。
（復習:30分）
る
中段の構えの特性についてまとめる。
［授業方法］
木刀の成り立ちを解説する。 木刀を用いた遊びについて事例を研究する。
木刀を用いた遊びを行い、剣道
を楽しむとともに、木刀の持ち
方、構え方を実践する。
（予習：30分）
4
［授業内容］
剣道特有の動き（足捌き）を体 打突部位・足捌きについて調べる。
（復習：30分）
験する。
打突部位を学習し、打ち方・受 足捌きの特性についてまとめる。
打突部位それぞれの打ち方・受け方を整理する。
け方を身に付ける。
［授業方法］
足捌きの種類を解説し、相手の
動きに合わせて瞬時に移動する
動作を身に付ける。
打突部位の説明を行い、二人組
で打ち方・受け方を実践する。
（予習：30分）
5
［授業内容］
竹刀の持ち方、振り方を学習す 竹刀の部位・名称を調べる。
（復習:30分）
る。
剣道の技分類について理解する 剣道の技分類を整理する。
。
［授業方法］
木刀と竹刀の違いを説明し、竹
刀の持ち方、振り方を実践する
。
剣道の技分類について解説する
。

736

6

7

8

9

10

11

12

［授業内容］
剣道着の着装法を学習する。
竹刀打ち、踏み込み動作を体験
する。
［授業方法］
剣道着の着装法を説明し、着装
する。
グループに分かれ、踏み込み足
の習得方法の練習を行う。
［授業内容］
剣道具（垂・胴）の着け方を学
習する。
踏み込みを復習する。
一本打ちの技を学習する。
［授業方法］
剣道具（垂・胴）の着装法を説
明し、着装する。
一本打ちの技について説明し、
実際に打ち込む。
［授業内容］
連続技、退き技を学習する。
［授業方法］
グループに分かれ、連続技・退
き技の習得方法を練習する。
［授業内容］
面の付け方を学習する。
剣道具を付けて、実際に打つ・
打たせるを体験する。
［授業方法］
手ぬぐいの着装法、面紐の結び
方を説明し、着装する。
二人組で実際に打ち込み、打つ
感覚、打たせる感覚を味わう。
［授業内容］
払い技、切り返しを学習する。
［授業方法］
払い技をグループに分かれ練習
する。
切り返しの説明を行い、打ち方
、打たせ方を身に付ける。
［授業内容］
切り返し、体当たりを学習する
。
［授業方法］
切り返しの復習をする。
体当たりを説明し、二人組で実
践する。
［授業内容］
仕掛け技のまとめを行う。
互角稽古を体験する。
［授業方法］
習得した仕掛け技の総合練習を
行う。
互角稽古について説明し、実践
する。
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（予習：30分）
剣道着・袴の準備をする。
（復習:30分）
剣道着を正しく着装できるようにする。
踏み込みの必要性をまとめる。

（予習：30分）
剣道具の名称を調べる。
（復習：30分）
剣道具の着装法を整理する。

（予習:30分）
連続技、退き技について調べる。
（復習：30分）
退き技の要点を整理する。
（予習：30分）
面着装の仕組みを調べる。手拭いを準備する。
（復習：30分）
手拭いの巻き方を整理する。

（予習：30分）
切り返しについて調べる。
（復習：30分）
払い技の要点を整理する。

（予習：30分）
体当たりの有効性について調べる。
（復習：30分）
体当たりから繰り出す技を整理する。

（予習：30分）
互角稽古の意味を調べる。
（復習：30分）
仕掛け技について整理する。

13

14

15

16

17

18

19

20

［授業内容］
仕掛け技のまとめを行う。
互角稽古・試合練習を体験する
。
［授業方法］
習得した仕掛け技の総合練習、
および互角稽古を行う。
剣道の試合について解説し、試
合練習を行う。
［授業内容］
実技テスト
［授業方法］）
前期に習得した技術を試験課題
とし、二人組で課題に取り組む
。
［授業内容］
前期の復習を行う。
［授業方法］
前期で学んだ技術・動作を実際
に打ち込み、整理・確認する。
［授業内容］
技分類（応じ技）について理解
を深める。
抜き技について学習する。
［授業方法］
応じ技について解説する。
抜き技について説明し、二人組
で実践する。
［授業内容］
抜き技の復習を行う。
返し技について学習する。
［授業方法］
二人組になり抜き技を復習する
。
グループに分かれ、返し技の習
得方法の練習を行う。
［授業内容］
返し技の復習を行う。
すりあげ技について学習する。
［授業方法］
返し技を解説し、復習する。
グループに分かれ、すりあげ技
の習得方法の練習を行う。
［授業内容］
すりあげ技の復習を行う。
打ち落とし技・出ばな技・掛か
り稽古について学習する。
［授業方法］
すりあげ技を復習する。
グループに分かれ、打ち落とし
技・出ばな技の習得方法の練習
を行う。掛かり稽古について説
明し、二人組で実践する。
［授業内容］
上段の構えについて学習する。
［授業方法］
上段の構えについて解説し、上
段の構えを体験する。
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（予習：30分）
剣道の試合ルールについて調べる。
（復習：60分）
試合練習について振り返る。

（予習：60分）
実技テストの内容を確認する。
（復習：30分）
実技テストの内容について課題を整理する。

（予習：30分）
剣道具の着装について整理する。
（復習：30分）
前期に習得した技術、動作を整理する。
（予習：30分）
剣道の技分類について調べる。
（復習：30分）
抜き技の要点について整理する。

（予習：30分）
返し技について調べる。
（復習：30分）
抜き技と返し技の違いを明確にし、返し技の要点
を整理する。

（予習：30分）
すりあげ技について調べる。
（復習：30分）
抜き技・返し技・すりあげ技の違いを明確にし、
すりあげ技の要点を整理する。

（予習：30分）
打ち落とし技、出ばな技について調べる。
（復習：30分）
応じ技4種類と出ばな技の違いを明確にし、打ち
落とし技と出ばな技の要点を整理する。

（予習：30分）
上段の構えについて調べる。
（復習：30分）
上段の構えの戦術を研究する。

21

22

23

24

25

26

27

28

［授業内容］
応じ技のまとめを行う。
掛かり稽古を学習する。
［授業方法］
応じ技の総合練習を行う。
掛かり稽古を実践する。
［授業内容］
試合・審判規則を学習する。
試合の進行方法を理解する。
［授業方法］
剣道の試合・審判規則の概略を
解説する。
試合の進行方法について説明し
、試合練習を行う。
［授業内容］
試合（個人戦）を行う。
［授業方法］
リーグ表の記入方法を説明する
。
個人戦の進行方法を説明し、グ
ループに分かれて試合練習（個
人戦）を行う。
［授業内容］
試合（個人戦）を行う。
［授業方法］
グループに分かれて試合練習（
個人戦）を行う。
［授業内容］
試合（団体戦）を行う。
［授業方法］
団体戦のスコア表の記入方法を
説明する。また、団体戦のポデ
ィションの役割について解説し
、個人戦と団体戦の戦術の違い
を説明する。
グループに分かれて試合練習（
団体戦）を行う。
［授業内容］
試合（団体戦）を行う。
［授業方法］
グループに分かれて試合練習（
団体戦）を行う。
［授業内容］
実技テスト
［授業方法］
後期に習得した技術を試験課題
とし、二人組で課題に取り組む
。
［授業内容］
剣道の武道的側面について理解
を深める。
［授業方法］
昇段審査について解説し、映像
鑑賞等で、剣道の武道的側面を
説明する。
定期試験を実施しない
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（予習：30分）
掛かり稽古の目的について調べる。
（復習：30分）
仕掛け技と応じ技の分類を整理する。

（予習：30分）
剣道の試合規則について調べる。
（復習：30分）
剣道の映像を観て、試合・審判規則を整理・確認
する。

（予習：30分）
個人戦の戦い方について調べる。
（復習：30分）
個人戦の試合内容を振り返り、有効打突の条件に
則った打突を繰り出せているか振り返る。

（予習：30分）
自分の得意技を研究する。
（復習：30分）
個人戦の試合内容を振り返り、有効打突になる技
とならない技について振り返る。
（予習：30分）
団体戦の戦い方について調べる。
（復習：30分）
団体戦と個人戦の戦術の違いを整理する。

（予習：30分）
団体戦での戦術を研究する。
（復習：60分）
試合を振り返り、自分の得意技を研究する。
（予習：60分）
実技テストの内容を整理・確認する。

（復習：60分）
課題レポートを作成する。

授業科目名
英語科目名

剣道
Kendo

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 中村 充
科目担当者
鷹見由紀子
授業概要
［授業全体の内容］
現代剣道の成立過程を解説し、剣道で必要な基本的な所作法を理解し習得する。そして、個人技能、対人技
能へと展開し、地稽古ならびに試合稽古へと発展させていく。また、その展開において初心者指導についても
併せて解説していく。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
剣道を通して、対人競技の楽しさとともに文化的側面を学ぶ。その過程で、互いに競いながらも協力し合う
ことで対人調整力やコミュニケーション力を向上させ、学校現場で指導できるよう応用的能力を養う。
［到達目標］
1. 現代剣道の成立過程を理解し、所作法に生かせるようになる。
2. 基本動作や対人的技能を習得する。
3. 互角稽古・試合稽古を楽しめるようになる。
4. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。
成績評価
［成績評価の基準］
1. 相手を尊重した所作法や取り組みができる。（平常点）
2. 剣道の基本動作や対人的技能が身についた。（授業内試験）
3. 互角稽古・試合稽古ができる。（授業内試験）
4. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。（平常点、レポート）
［成績評価の方法］
授業に取り組む姿勢・参画度 50％、 課題達成度 40%、 知識の獲得度 10％
履修における留意事項
［履修要件］
剣道具は貸し出しするが、剣道着・袴等は安全なものを各自が準備する。なお、安全上の問題から受講希望
者が50人を超えた場合は、抽選により人数制限を行う。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
共有する道具の扱いを丁寧にし、授業内で求められる所作や態度を守ること。
［課題（試験･レポート等）に対するフィードバックの方法］
課題試験や試合実施後に、授業内でポイント等をフィードバックする。
［テキスト・参考書］
1. 剣道指導要領（全日本剣道連盟）
2. 剣道授業の展開（全日本剣道連盟）
連絡先とオフィスアワー
［連絡先：オフィスアワー］
中村 充
（1号館5階 1505号室）：木曜日 10:00〜12:00、14:30〜16:00
E‑mail：mtnakamu[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更し
てください）
鷹見 由紀子（1号館5階 1530号室）：水曜日 12:30〜16:00
E‑mail：y‑takami[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してく
ださい）
備考
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［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を
必要とする内容を持って構成する。
［その他］
この科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目もうち「教科に関する科目」における選択必修科
目に位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中村・鷹見（以下
（予習：30分）
1
［授業内容］
同様）
ガイダンス、剣道に必要な道具 剣道について調べる。（剣道の理念・剣道修錬の
心構えなど
を理解する。
（復習：60分）
［授業方法］
授業目的及び概要の解説、評価 授業に必要な道具の準備を進める
方法と授業の進め方・道具準備
について説明する。
（予習：30分）
2
［授業内容］
剣道の歴史、用具についての知 剣道の歴史について調べる。
（復習：30分）
識を深める。
授業に必要な用具を準備する。
［授業方法］
剣道に関連する遊びを行い剣道 剣道の導入として用いられる遊びについて事例を
研究する。
の楽しさを味わう。
礼儀作法について説明し、実践
する。
（予習：30分）
3
［授業内容］
木刀の持ち方、構え方を習得す 五法の構えについて調べる。
（復習:30分）
る
中段の構えの特性についてまとめる。
［授業方法］
木刀の成り立ちを解説する。 木刀を用いた遊びについて事例を研究する。
木刀を用いた遊びを行い、剣道
を楽しむとともに、木刀の持ち
方、構え方を実践する。
（予習：30分）
4
［授業内容］
剣道特有の動き（足捌き）を体 打突部位・足捌きについて調べる。
（復習：30分）
験する。
打突部位を学習し、打ち方・受 足捌きの特性についてまとめる。
打突部位それぞれの打ち方・受け方を整理する。
け方を身に付ける。
［授業方法］
足捌きの種類を解説し、相手の
動きに合わせて瞬時に移動する
動作を身に付ける。
打突部位の説明を行い、二人組
で打ち方・受け方を実践する。
（予習：30分）
5
［授業内容］
竹刀の持ち方、振り方を学習す 竹刀の部位・名称を調べる。
（復習:30分）
る。
剣道の技分類について理解する 剣道の技分類を整理する。
。
［授業方法］
木刀と竹刀の違いを説明し、竹
刀の持ち方、振り方を実践する
。
剣道の技分類について解説する
。

741

6

7

8

9

10

11

12

［授業内容］
剣道着の着装法を学習する。
竹刀打ち、踏み込み動作を体験
する。
［授業方法］
剣道着の着装法を説明し、着装
する。
グループに分かれ、踏み込み足
の習得方法の練習を行う。
［授業内容］
剣道具（垂・胴）の着け方を学
習する。
踏み込みを復習する。
一本打ちの技を学習する。
［授業方法］
剣道具（垂・胴）の着装法を説
明し、着装する。
一本打ちの技について説明し、
実際に打ち込む。
［授業内容］
連続技、退き技を学習する。
［授業方法］
グループに分かれ、連続技・退
き技の習得方法を練習する。
［授業内容］
面の付け方を学習する。
剣道具を付けて、実際に打つ・
打たせるを体験する。
［授業方法］
手ぬぐいの着装法、面紐の結び
方を説明し、着装する。
二人組で実際に打ち込み、打つ
感覚、打たせる感覚を味わう。
［授業内容］
払い技、切り返しを学習する。
［授業方法］
払い技をグループに分かれ練習
する。
切り返しの説明を行い、打ち方
、打たせ方を身に付ける。
［授業内容］
切り返し、体当たりを学習する
。
［授業方法］
切り返しの復習をする。
体当たりを説明し、二人組で実
践する。
［授業内容］
仕掛け技のまとめを行う。
互角稽古を体験する。
［授業方法］
習得した仕掛け技の総合練習を
行う。
互角稽古について説明し、実践
する。
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（予習：30分）
剣道着・袴の準備をする。
（復習:30分）
剣道着を正しく着装できるようにする。
踏み込みの必要性をまとめる。

（予習：30分）
剣道具の名称を調べる。
（復習：30分）
剣道具の着装法を整理する。

（予習:30分）
連続技、退き技について調べる。
（復習：30分）
退き技の要点を整理する。
（予習：30分）
面着装の仕組みを調べる。手拭いを準備する。
（復習：30分）
手拭いの巻き方を整理する。

（予習：30分）
切り返しについて調べる。
（復習：30分）
払い技の要点を整理する。

（予習：30分）
体当たりの有効性について調べる。
（復習：30分）
体当たりから繰り出す技を整理する。

（予習：30分）
互角稽古の意味を調べる。
（復習：30分）
仕掛け技について整理する。

13

14

15

16

17

18

19

20

［授業内容］
仕掛け技のまとめを行う。
互角稽古・試合練習を体験する
。
［授業方法］
習得した仕掛け技の総合練習、
および互角稽古を行う。
剣道の試合について解説し、試
合練習を行う。
［授業内容］
実技テスト
［授業方法］）
前期に習得した技術を試験課題
とし、二人組で課題に取り組む
。
［授業内容］
前期の復習を行う。
［授業方法］
前期で学んだ技術・動作を実際
に打ち込み、整理・確認する。
［授業内容］
技分類（応じ技）について理解
を深める。
抜き技について学習する。
［授業方法］
応じ技について解説する。
抜き技について説明し、二人組
で実践する。
［授業内容］
抜き技の復習を行う。
返し技について学習する。
［授業方法］
二人組になり抜き技を復習する
。
グループに分かれ、返し技の習
得方法の練習を行う。
［授業内容］
返し技の復習を行う。
すりあげ技について学習する。
［授業方法］
返し技を解説し、復習する。
グループに分かれ、すりあげ技
の習得方法の練習を行う。
［授業内容］
すりあげ技の復習を行う。
打ち落とし技・出ばな技・掛か
り稽古について学習する。
［授業方法］
すりあげ技を復習する。
グループに分かれ、打ち落とし
技・出ばな技の習得方法の練習
を行う。掛かり稽古について説
明し、二人組で実践する。
［授業内容］
上段の構えについて学習する。
［授業方法］
上段の構えについて解説し、上
段の構えを体験する。
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（予習：30分）
剣道の試合ルールについて調べる。
（復習：60分）
試合練習について振り返る。

（予習：60分）
実技テストの内容を確認する。
（復習：30分）
実技テストの内容について課題を整理する。

（予習：30分）
剣道具の着装について整理する。
（復習：30分）
前期に習得した技術、動作を整理する。
（予習：30分）
剣道の技分類について調べる。
（復習：30分）
抜き技の要点について整理する。

（予習：30分）
返し技について調べる。
（復習：30分）
抜き技と返し技の違いを明確にし、返し技の要点
を整理する。

（予習：30分）
すりあげ技について調べる。
（復習：30分）
抜き技・返し技・すりあげ技の違いを明確にし、
すりあげ技の要点を整理する。

（予習：30分）
打ち落とし技、出ばな技について調べる。
（復習：30分）
応じ技4種類と出ばな技の違いを明確にし、打ち
落とし技と出ばな技の要点を整理する。

（予習：30分）
上段の構えについて調べる。
（復習：30分）
上段の構えの戦術を研究する。

21

22

23

24

25

26

27

28

［授業内容］
応じ技のまとめを行う。
掛かり稽古を学習する。
［授業方法］
応じ技の総合練習を行う。
掛かり稽古を実践する。
［授業内容］
試合・審判規則を学習する。
試合の進行方法を理解する。
［授業方法］
剣道の試合・審判規則の概略を
解説する。
試合の進行方法について説明し
、試合練習を行う。
［授業内容］
試合（個人戦）を行う。
［授業方法］
リーグ表の記入方法を説明する
。
個人戦の進行方法を説明し、グ
ループに分かれて試合練習（個
人戦）を行う。
［授業内容］
試合（個人戦）を行う。
［授業方法］
グループに分かれて試合練習（
個人戦）を行う。
［授業内容］
試合（団体戦）を行う。
［授業方法］
団体戦のスコア表の記入方法を
説明する。また、団体戦のポデ
ィションの役割について解説し
、個人戦と団体戦の戦術の違い
を説明する。
グループに分かれて試合練習（
団体戦）を行う。
［授業内容］
試合（団体戦）を行う。
［授業方法］
グループに分かれて試合練習（
団体戦）を行う。
［授業内容］
実技テスト
［授業方法］
後期に習得した技術を試験課題
とし、二人組で課題に取り組む
。
［授業内容］
剣道の武道的側面について理解
を深める。
［授業方法］
昇段審査について解説し、映像
鑑賞等で、剣道の武道的側面を
説明する。
定期試験を実施しない
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（予習：30分）
掛かり稽古の目的について調べる。
（復習：30分）
仕掛け技と応じ技の分類を整理する。

（予習：30分）
剣道の試合規則について調べる。
（復習：30分）
剣道の映像を観て、試合・審判規則を整理・確認
する。

（予習：30分）
個人戦の戦い方について調べる。
（復習：30分）
個人戦の試合内容を振り返り、有効打突の条件に
則った打突を繰り出せているか振り返る。

（予習：30分）
自分の得意技を研究する。
（復習：30分）
個人戦の試合内容を振り返り、有効打突になる技
とならない技について振り返る。
（予習：30分）
団体戦の戦い方について調べる。
（復習：30分）
団体戦と個人戦の戦術の違いを整理する。

（予習：30分）
団体戦での戦術を研究する。
（復習：60分）
試合を振り返り、自分の得意技を研究する。
（予習：60分）
実技テストの内容を整理・確認する。

（復習：60分）
課題レポートを作成する。

授業科目名
英語科目名

剣道
Kendo

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 中村 充
科目担当者
鷹見由紀子
授業概要
［授業全体の内容］
現代剣道の成立過程を解説し、剣道で必要な基本的な所作法を理解し習得する。そして、個人技能、対人技
能へと展開し、地稽古ならびに試合稽古へと発展させていく。また、その展開において初心者指導についても
併せて解説していく。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
剣道を通して、対人競技の楽しさとともに文化的側面を学ぶ。その過程で、互いに競いながらも協力し合う
ことで対人調整力やコミュニケーション力を向上させ、学校現場で指導できるよう応用的能力を養う。
［到達目標］
1. 現代剣道の成立過程を理解し、所作法に生かせるようになる。
2. 基本動作や対人的技能を習得する。
3. 互角稽古・試合稽古を楽しめるようになる。
4. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。
成績評価
［成績評価の基準］
1. 相手を尊重した所作法や取り組みができる。（平常点）
2. 剣道の基本動作や対人的技能が身についた。（授業内試験）
3. 互角稽古・試合稽古ができる。（授業内試験）
4. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。（平常点、レポート）
［成績評価の方法］
授業に取り組む姿勢・参画度 50％、 課題達成度 40%、 知識の獲得度 10％
履修における留意事項
［履修要件］
剣道具は貸し出しするが、剣道着・袴等は安全なものを各自が準備する。なお、安全上の問題から受講希望
者が50人を超えた場合は、抽選により人数制限を行う。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
共有する道具の扱いを丁寧にし、授業内で求められる所作や態度を守ること。
［課題（試験･レポート等）に対するフィードバックの方法］
課題試験や試合実施後に、授業内でポイント等をフィードバックする。
［テキスト・参考書］
1. 剣道指導要領（全日本剣道連盟）
2. 剣道授業の展開（全日本剣道連盟）
連絡先とオフィスアワー
［連絡先：オフィスアワー］
中村 充
（1号館5階 1505号室）：木曜日 10:00〜12:00、14:30〜16:00
E‑mail：mtnakamu[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更し
てください）
鷹見 由紀子（1号館5階 1530号室）：水曜日 12:30〜16:00
E‑mail：y‑takami[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してく
ださい）
備考
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［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を
必要とする内容を持って構成する。
［その他］
この科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目もうち「教科に関する科目」における選択必修科
目に位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中村・鷹見（以下
（予習：30分）
1
［授業内容］
同様）
ガイダンス、剣道に必要な道具 剣道について調べる。（剣道の理念・剣道修錬の
心構えなど
を理解する。
（復習：60分）
［授業方法］
授業目的及び概要の解説、評価 授業に必要な道具の準備を進める
方法と授業の進め方・道具準備
について説明する。
（予習：30分）
2
［授業内容］
剣道の歴史、用具についての知 剣道の歴史について調べる。
（復習：30分）
識を深める。
授業に必要な用具を準備する。
［授業方法］
剣道に関連する遊びを行い剣道 剣道の導入として用いられる遊びについて事例を
研究する。
の楽しさを味わう。
礼儀作法について説明し、実践
する。
（予習：30分）
3
［授業内容］
木刀の持ち方、構え方を習得す 五法の構えについて調べる。
（復習:30分）
る
中段の構えの特性についてまとめる。
［授業方法］
木刀の成り立ちを解説する。 木刀を用いた遊びについて事例を研究する。
木刀を用いた遊びを行い、剣道
を楽しむとともに、木刀の持ち
方、構え方を実践する。
（予習：30分）
4
［授業内容］
剣道特有の動き（足捌き）を体 打突部位・足捌きについて調べる。
（復習：30分）
験する。
打突部位を学習し、打ち方・受 足捌きの特性についてまとめる。
打突部位それぞれの打ち方・受け方を整理する。
け方を身に付ける。
［授業方法］
足捌きの種類を解説し、相手の
動きに合わせて瞬時に移動する
動作を身に付ける。
打突部位の説明を行い、二人組
で打ち方・受け方を実践する。
（予習：30分）
5
［授業内容］
竹刀の持ち方、振り方を学習す 竹刀の部位・名称を調べる。
（復習:30分）
る。
剣道の技分類について理解する 剣道の技分類を整理する。
。
［授業方法］
木刀と竹刀の違いを説明し、竹
刀の持ち方、振り方を実践する
。
剣道の技分類について解説する
。
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6

7

8

9

10

11

12

［授業内容］
剣道着の着装法を学習する。
竹刀打ち、踏み込み動作を体験
する。
［授業方法］
剣道着の着装法を説明し、着装
する。
グループに分かれ、踏み込み足
の習得方法の練習を行う。
［授業内容］
剣道具（垂・胴）の着け方を学
習する。
踏み込みを復習する。
一本打ちの技を学習する。
［授業方法］
剣道具（垂・胴）の着装法を説
明し、着装する。
一本打ちの技について説明し、
実際に打ち込む。
［授業内容］
連続技、退き技を学習する。
［授業方法］
グループに分かれ、連続技・退
き技の習得方法を練習する。
［授業内容］
面の付け方を学習する。
剣道具を付けて、実際に打つ・
打たせるを体験する。
［授業方法］
手ぬぐいの着装法、面紐の結び
方を説明し、着装する。
二人組で実際に打ち込み、打つ
感覚、打たせる感覚を味わう。
［授業内容］
払い技、切り返しを学習する。
［授業方法］
払い技をグループに分かれ練習
する。
切り返しの説明を行い、打ち方
、打たせ方を身に付ける。
［授業内容］
切り返し、体当たりを学習する
。
［授業方法］
切り返しの復習をする。
体当たりを説明し、二人組で実
践する。
［授業内容］
仕掛け技のまとめを行う。
互角稽古を体験する。
［授業方法］
習得した仕掛け技の総合練習を
行う。
互角稽古について説明し、実践
する。
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（予習：30分）
剣道着・袴の準備をする。
（復習:30分）
剣道着を正しく着装できるようにする。
踏み込みの必要性をまとめる。

（予習：30分）
剣道具の名称を調べる。
（復習：30分）
剣道具の着装法を整理する。

（予習:30分）
連続技、退き技について調べる。
（復習：30分）
退き技の要点を整理する。
（予習：30分）
面着装の仕組みを調べる。手拭いを準備する。
（復習：30分）
手拭いの巻き方を整理する。

（予習：30分）
切り返しについて調べる。
（復習：30分）
払い技の要点を整理する。

（予習：30分）
体当たりの有効性について調べる。
（復習：30分）
体当たりから繰り出す技を整理する。

（予習：30分）
互角稽古の意味を調べる。
（復習：30分）
仕掛け技について整理する。

13

14

15

16

17

18

19

20

［授業内容］
仕掛け技のまとめを行う。
互角稽古・試合練習を体験する
。
［授業方法］
習得した仕掛け技の総合練習、
および互角稽古を行う。
剣道の試合について解説し、試
合練習を行う。
［授業内容］
実技テスト
［授業方法］）
前期に習得した技術を試験課題
とし、二人組で課題に取り組む
。
［授業内容］
前期の復習を行う。
［授業方法］
前期で学んだ技術・動作を実際
に打ち込み、整理・確認する。
［授業内容］
技分類（応じ技）について理解
を深める。
抜き技について学習する。
［授業方法］
応じ技について解説する。
抜き技について説明し、二人組
で実践する。
［授業内容］
抜き技の復習を行う。
返し技について学習する。
［授業方法］
二人組になり抜き技を復習する
。
グループに分かれ、返し技の習
得方法の練習を行う。
［授業内容］
返し技の復習を行う。
すりあげ技について学習する。
［授業方法］
返し技を解説し、復習する。
グループに分かれ、すりあげ技
の習得方法の練習を行う。
［授業内容］
すりあげ技の復習を行う。
打ち落とし技・出ばな技・掛か
り稽古について学習する。
［授業方法］
すりあげ技を復習する。
グループに分かれ、打ち落とし
技・出ばな技の習得方法の練習
を行う。掛かり稽古について説
明し、二人組で実践する。
［授業内容］
上段の構えについて学習する。
［授業方法］
上段の構えについて解説し、上
段の構えを体験する。
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（予習：30分）
剣道の試合ルールについて調べる。
（復習：60分）
試合練習について振り返る。

（予習：60分）
実技テストの内容を確認する。
（復習：30分）
実技テストの内容について課題を整理する。

（予習：30分）
剣道具の着装について整理する。
（復習：30分）
前期に習得した技術、動作を整理する。
（予習：30分）
剣道の技分類について調べる。
（復習：30分）
抜き技の要点について整理する。

（予習：30分）
返し技について調べる。
（復習：30分）
抜き技と返し技の違いを明確にし、返し技の要点
を整理する。

（予習：30分）
すりあげ技について調べる。
（復習：30分）
抜き技・返し技・すりあげ技の違いを明確にし、
すりあげ技の要点を整理する。

（予習：30分）
打ち落とし技、出ばな技について調べる。
（復習：30分）
応じ技4種類と出ばな技の違いを明確にし、打ち
落とし技と出ばな技の要点を整理する。

（予習：30分）
上段の構えについて調べる。
（復習：30分）
上段の構えの戦術を研究する。

21

22

23

24

25

26

27

28

［授業内容］
応じ技のまとめを行う。
掛かり稽古を学習する。
［授業方法］
応じ技の総合練習を行う。
掛かり稽古を実践する。
［授業内容］
試合・審判規則を学習する。
試合の進行方法を理解する。
［授業方法］
剣道の試合・審判規則の概略を
解説する。
試合の進行方法について説明し
、試合練習を行う。
［授業内容］
試合（個人戦）を行う。
［授業方法］
リーグ表の記入方法を説明する
。
個人戦の進行方法を説明し、グ
ループに分かれて試合練習（個
人戦）を行う。
［授業内容］
試合（個人戦）を行う。
［授業方法］
グループに分かれて試合練習（
個人戦）を行う。
［授業内容］
試合（団体戦）を行う。
［授業方法］
団体戦のスコア表の記入方法を
説明する。また、団体戦のポデ
ィションの役割について解説し
、個人戦と団体戦の戦術の違い
を説明する。
グループに分かれて試合練習（
団体戦）を行う。
［授業内容］
試合（団体戦）を行う。
［授業方法］
グループに分かれて試合練習（
団体戦）を行う。
［授業内容］
実技テスト
［授業方法］
後期に習得した技術を試験課題
とし、二人組で課題に取り組む
。
［授業内容］
剣道の武道的側面について理解
を深める。
［授業方法］
昇段審査について解説し、映像
鑑賞等で、剣道の武道的側面を
説明する。
定期試験を実施しない
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（予習：30分）
掛かり稽古の目的について調べる。
（復習：30分）
仕掛け技と応じ技の分類を整理する。

（予習：30分）
剣道の試合規則について調べる。
（復習：30分）
剣道の映像を観て、試合・審判規則を整理・確認
する。

（予習：30分）
個人戦の戦い方について調べる。
（復習：30分）
個人戦の試合内容を振り返り、有効打突の条件に
則った打突を繰り出せているか振り返る。

（予習：30分）
自分の得意技を研究する。
（復習：30分）
個人戦の試合内容を振り返り、有効打突になる技
とならない技について振り返る。
（予習：30分）
団体戦の戦い方について調べる。
（復習：30分）
団体戦と個人戦の戦術の違いを整理する。

（予習：30分）
団体戦での戦術を研究する。
（復習：60分）
試合を振り返り、自分の得意技を研究する。
（予習：60分）
実技テストの内容を整理・確認する。

（復習：60分）
課題レポートを作成する。

授業科目名
英語科目名

剣道
Kendo

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 中村 充
科目担当者
鷹見由紀子
授業概要
［授業全体の内容］
現代剣道の成立過程を解説し、剣道で必要な基本的な所作法を理解し習得する。そして、個人技能、対人技
能へと展開し、地稽古ならびに試合稽古へと発展させていく。また、その展開において初心者指導についても
併せて解説していく。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
剣道を通して、対人競技の楽しさとともに文化的側面を学ぶ。その過程で、互いに競いながらも協力し合う
ことで対人調整力やコミュニケーション力を向上させ、学校現場で指導できるよう応用的能力を養う。
［到達目標］
1. 現代剣道の成立過程を理解し、所作法に生かせるようになる。
2. 基本動作や対人的技能を習得する。
3. 互角稽古・試合稽古を楽しめるようになる。
4. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。
成績評価
［成績評価の基準］
1. 相手を尊重した所作法や取り組みができる。（平常点）
2. 剣道の基本動作や対人的技能が身についた。（授業内試験）
3. 互角稽古・試合稽古ができる。（授業内試験）
4. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。（平常点、レポート）
［成績評価の方法］
授業に取り組む姿勢・参画度 50％、 課題達成度 40%、 知識の獲得度 10％
履修における留意事項
［履修要件］
剣道具は貸し出しするが、剣道着・袴等は安全なものを各自が準備する。なお、安全上の問題から受講希望
者が50人を超えた場合は、抽選により人数制限を行う。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
共有する道具の扱いを丁寧にし、授業内で求められる所作や態度を守ること。
［課題（試験･レポート等）に対するフィードバックの方法］
課題試験や試合実施後に、授業内でポイント等をフィードバックする。
［テキスト・参考書］
1. 剣道指導要領（全日本剣道連盟）
2. 剣道授業の展開（全日本剣道連盟）
連絡先とオフィスアワー
［連絡先：オフィスアワー］
中村 充
（1号館5階 1505号室）：木曜日 10:00〜12:00、14:30〜16:00
E‑mail：mtnakamu[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更し
てください）
鷹見 由紀子（1号館5階 1530号室）：水曜日 12:30〜16:00
E‑mail：y‑takami[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してく
ださい）
備考
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［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を
必要とする内容を持って構成する。
［その他］
この科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目もうち「教科に関する科目」における選択必修科
目に位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中村・鷹見（以下
（予習：30分）
1
［授業内容］
同様）
ガイダンス、剣道に必要な道具 剣道について調べる。（剣道の理念・剣道修錬の
心構えなど
を理解する。
（復習：60分）
［授業方法］
授業目的及び概要の解説、評価 授業に必要な道具の準備を進める
方法と授業の進め方・道具準備
について説明する。
（予習：30分）
2
［授業内容］
剣道の歴史、用具についての知 剣道の歴史について調べる。
（復習：30分）
識を深める。
授業に必要な用具を準備する。
［授業方法］
剣道に関連する遊びを行い剣道 剣道の導入として用いられる遊びについて事例を
研究する。
の楽しさを味わう。
礼儀作法について説明し、実践
する。
（予習：30分）
3
［授業内容］
木刀の持ち方、構え方を習得す 五法の構えについて調べる。
（復習:30分）
る
中段の構えの特性についてまとめる。
［授業方法］
木刀の成り立ちを解説する。 木刀を用いた遊びについて事例を研究する。
木刀を用いた遊びを行い、剣道
を楽しむとともに、木刀の持ち
方、構え方を実践する。
（予習：30分）
4
［授業内容］
剣道特有の動き（足捌き）を体 打突部位・足捌きについて調べる。
（復習：30分）
験する。
打突部位を学習し、打ち方・受 足捌きの特性についてまとめる。
打突部位それぞれの打ち方・受け方を整理する。
け方を身に付ける。
［授業方法］
足捌きの種類を解説し、相手の
動きに合わせて瞬時に移動する
動作を身に付ける。
打突部位の説明を行い、二人組
で打ち方・受け方を実践する。
（予習：30分）
5
［授業内容］
竹刀の持ち方、振り方を学習す 竹刀の部位・名称を調べる。
（復習:30分）
る。
剣道の技分類について理解する 剣道の技分類を整理する。
。
［授業方法］
木刀と竹刀の違いを説明し、竹
刀の持ち方、振り方を実践する
。
剣道の技分類について解説する
。
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6

7

8

9

10

11

12

［授業内容］
剣道着の着装法を学習する。
竹刀打ち、踏み込み動作を体験
する。
［授業方法］
剣道着の着装法を説明し、着装
する。
グループに分かれ、踏み込み足
の習得方法の練習を行う。
［授業内容］
剣道具（垂・胴）の着け方を学
習する。
踏み込みを復習する。
一本打ちの技を学習する。
［授業方法］
剣道具（垂・胴）の着装法を説
明し、着装する。
一本打ちの技について説明し、
実際に打ち込む。
［授業内容］
連続技、退き技を学習する。
［授業方法］
グループに分かれ、連続技・退
き技の習得方法を練習する。
［授業内容］
面の付け方を学習する。
剣道具を付けて、実際に打つ・
打たせるを体験する。
［授業方法］
手ぬぐいの着装法、面紐の結び
方を説明し、着装する。
二人組で実際に打ち込み、打つ
感覚、打たせる感覚を味わう。
［授業内容］
払い技、切り返しを学習する。
［授業方法］
払い技をグループに分かれ練習
する。
切り返しの説明を行い、打ち方
、打たせ方を身に付ける。
［授業内容］
切り返し、体当たりを学習する
。
［授業方法］
切り返しの復習をする。
体当たりを説明し、二人組で実
践する。
［授業内容］
仕掛け技のまとめを行う。
互角稽古を体験する。
［授業方法］
習得した仕掛け技の総合練習を
行う。
互角稽古について説明し、実践
する。
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（予習：30分）
剣道着・袴の準備をする。
（復習:30分）
剣道着を正しく着装できるようにする。
踏み込みの必要性をまとめる。

（予習：30分）
剣道具の名称を調べる。
（復習：30分）
剣道具の着装法を整理する。

（予習:30分）
連続技、退き技について調べる。
（復習：30分）
退き技の要点を整理する。
（予習：30分）
面着装の仕組みを調べる。手拭いを準備する。
（復習：30分）
手拭いの巻き方を整理する。

（予習：30分）
切り返しについて調べる。
（復習：30分）
払い技の要点を整理する。

（予習：30分）
体当たりの有効性について調べる。
（復習：30分）
体当たりから繰り出す技を整理する。

（予習：30分）
互角稽古の意味を調べる。
（復習：30分）
仕掛け技について整理する。

13

14

15

16

17

18

19

20

［授業内容］
仕掛け技のまとめを行う。
互角稽古・試合練習を体験する
。
［授業方法］
習得した仕掛け技の総合練習、
および互角稽古を行う。
剣道の試合について解説し、試
合練習を行う。
［授業内容］
実技テスト
［授業方法］）
前期に習得した技術を試験課題
とし、二人組で課題に取り組む
。
［授業内容］
前期の復習を行う。
［授業方法］
前期で学んだ技術・動作を実際
に打ち込み、整理・確認する。
［授業内容］
技分類（応じ技）について理解
を深める。
抜き技について学習する。
［授業方法］
応じ技について解説する。
抜き技について説明し、二人組
で実践する。
［授業内容］
抜き技の復習を行う。
返し技について学習する。
［授業方法］
二人組になり抜き技を復習する
。
グループに分かれ、返し技の習
得方法の練習を行う。
［授業内容］
返し技の復習を行う。
すりあげ技について学習する。
［授業方法］
返し技を解説し、復習する。
グループに分かれ、すりあげ技
の習得方法の練習を行う。
［授業内容］
すりあげ技の復習を行う。
打ち落とし技・出ばな技・掛か
り稽古について学習する。
［授業方法］
すりあげ技を復習する。
グループに分かれ、打ち落とし
技・出ばな技の習得方法の練習
を行う。掛かり稽古について説
明し、二人組で実践する。
［授業内容］
上段の構えについて学習する。
［授業方法］
上段の構えについて解説し、上
段の構えを体験する。
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（予習：30分）
剣道の試合ルールについて調べる。
（復習：60分）
試合練習について振り返る。

（予習：60分）
実技テストの内容を確認する。
（復習：30分）
実技テストの内容について課題を整理する。

（予習：30分）
剣道具の着装について整理する。
（復習：30分）
前期に習得した技術、動作を整理する。
（予習：30分）
剣道の技分類について調べる。
（復習：30分）
抜き技の要点について整理する。

（予習：30分）
返し技について調べる。
（復習：30分）
抜き技と返し技の違いを明確にし、返し技の要点
を整理する。

（予習：30分）
すりあげ技について調べる。
（復習：30分）
抜き技・返し技・すりあげ技の違いを明確にし、
すりあげ技の要点を整理する。

（予習：30分）
打ち落とし技、出ばな技について調べる。
（復習：30分）
応じ技4種類と出ばな技の違いを明確にし、打ち
落とし技と出ばな技の要点を整理する。

（予習：30分）
上段の構えについて調べる。
（復習：30分）
上段の構えの戦術を研究する。

21

22

23

24

25

26

27

28

［授業内容］
応じ技のまとめを行う。
掛かり稽古を学習する。
［授業方法］
応じ技の総合練習を行う。
掛かり稽古を実践する。
［授業内容］
試合・審判規則を学習する。
試合の進行方法を理解する。
［授業方法］
剣道の試合・審判規則の概略を
解説する。
試合の進行方法について説明し
、試合練習を行う。
［授業内容］
試合（個人戦）を行う。
［授業方法］
リーグ表の記入方法を説明する
。
個人戦の進行方法を説明し、グ
ループに分かれて試合練習（個
人戦）を行う。
［授業内容］
試合（個人戦）を行う。
［授業方法］
グループに分かれて試合練習（
個人戦）を行う。
［授業内容］
試合（団体戦）を行う。
［授業方法］
団体戦のスコア表の記入方法を
説明する。また、団体戦のポデ
ィションの役割について解説し
、個人戦と団体戦の戦術の違い
を説明する。
グループに分かれて試合練習（
団体戦）を行う。
［授業内容］
試合（団体戦）を行う。
［授業方法］
グループに分かれて試合練習（
団体戦）を行う。
［授業内容］
実技テスト
［授業方法］
後期に習得した技術を試験課題
とし、二人組で課題に取り組む
。
［授業内容］
剣道の武道的側面について理解
を深める。
［授業方法］
昇段審査について解説し、映像
鑑賞等で、剣道の武道的側面を
説明する。
定期試験を実施しない
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（予習：30分）
掛かり稽古の目的について調べる。
（復習：30分）
仕掛け技と応じ技の分類を整理する。

（予習：30分）
剣道の試合規則について調べる。
（復習：30分）
剣道の映像を観て、試合・審判規則を整理・確認
する。

（予習：30分）
個人戦の戦い方について調べる。
（復習：30分）
個人戦の試合内容を振り返り、有効打突の条件に
則った打突を繰り出せているか振り返る。

（予習：30分）
自分の得意技を研究する。
（復習：30分）
個人戦の試合内容を振り返り、有効打突になる技
とならない技について振り返る。
（予習：30分）
団体戦の戦い方について調べる。
（復習：30分）
団体戦と個人戦の戦術の違いを整理する。

（予習：30分）
団体戦での戦術を研究する。
（復習：60分）
試合を振り返り、自分の得意技を研究する。
（予習：60分）
実技テストの内容を整理・確認する。

（復習：60分）
課題レポートを作成する。

授業科目名
英語科目名

剣道
Kendo

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 中村 充
科目担当者
鷹見由紀子
授業概要
［授業全体の内容］
現代剣道の成立過程を解説し、剣道で必要な基本的な所作法を理解し習得する。そして、個人技能、対人技
能へと展開し、地稽古ならびに試合稽古へと発展させていく。また、その展開において初心者指導についても
併せて解説していく。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
剣道を通して、対人競技の楽しさとともに文化的側面を学ぶ。その過程で、互いに競いながらも協力し合う
ことで対人調整力やコミュニケーション力を向上させ、学校現場で指導できるよう応用的能力を養う。
［到達目標］
1. 現代剣道の成立過程を理解し、所作法に生かせるようになる。
2. 基本動作や対人的技能を習得する。
3. 互角稽古・試合稽古を楽しめるようになる。
4. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。
成績評価
［成績評価の基準］
1. 相手を尊重した所作法や取り組みができる。（平常点）
2. 剣道の基本動作や対人的技能が身についた。（授業内試験）
3. 互角稽古・試合稽古ができる。（授業内試験）
4. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。（平常点、レポート）
［成績評価の方法］
授業に取り組む姿勢・参画度 50％、 課題達成度 40%、 知識の獲得度 10％
履修における留意事項
［履修要件］
剣道具は貸し出しするが、剣道着・袴等は安全なものを各自が準備する。なお、安全上の問題から受講希望
者が50人を超えた場合は、抽選により人数制限を行う。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
共有する道具の扱いを丁寧にし、授業内で求められる所作や態度を守ること。
［課題（試験･レポート等）に対するフィードバックの方法］
課題試験や試合実施後に、授業内でポイント等をフィードバックする。
［テキスト・参考書］
1. 剣道指導要領（全日本剣道連盟）
2. 剣道授業の展開（全日本剣道連盟）
連絡先とオフィスアワー
［連絡先：オフィスアワー］
中村 充
（1号館5階 1505号室）：木曜日 10:00〜12:00、14:30〜16:00
E‑mail：mtnakamu[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更し
てください）
鷹見 由紀子（1号館5階 1530号室）：水曜日 12:30〜16:00
E‑mail：y‑takami[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してく
ださい）
備考
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［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を
必要とする内容を持って構成する。
［その他］
この科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目もうち「教科に関する科目」における選択必修科
目に位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中村・鷹見（以下
（予習：30分）
1
［授業内容］
同様）
ガイダンス、剣道に必要な道具 剣道について調べる。（剣道の理念・剣道修錬の
心構えなど
を理解する。
（復習：60分）
［授業方法］
授業目的及び概要の解説、評価 授業に必要な道具の準備を進める
方法と授業の進め方・道具準備
について説明する。
（予習：30分）
2
［授業内容］
剣道の歴史、用具についての知 剣道の歴史について調べる。
（復習：30分）
識を深める。
授業に必要な用具を準備する。
［授業方法］
剣道に関連する遊びを行い剣道 剣道の導入として用いられる遊びについて事例を
研究する。
の楽しさを味わう。
礼儀作法について説明し、実践
する。
（予習：30分）
3
［授業内容］
木刀の持ち方、構え方を習得す 五法の構えについて調べる。
（復習:30分）
る
中段の構えの特性についてまとめる。
［授業方法］
木刀の成り立ちを解説する。 木刀を用いた遊びについて事例を研究する。
木刀を用いた遊びを行い、剣道
を楽しむとともに、木刀の持ち
方、構え方を実践する。
（予習：30分）
4
［授業内容］
剣道特有の動き（足捌き）を体 打突部位・足捌きについて調べる。
（復習：30分）
験する。
打突部位を学習し、打ち方・受 足捌きの特性についてまとめる。
打突部位それぞれの打ち方・受け方を整理する。
け方を身に付ける。
［授業方法］
足捌きの種類を解説し、相手の
動きに合わせて瞬時に移動する
動作を身に付ける。
打突部位の説明を行い、二人組
で打ち方・受け方を実践する。
（予習：30分）
5
［授業内容］
竹刀の持ち方、振り方を学習す 竹刀の部位・名称を調べる。
（復習:30分）
る。
剣道の技分類について理解する 剣道の技分類を整理する。
。
［授業方法］
木刀と竹刀の違いを説明し、竹
刀の持ち方、振り方を実践する
。
剣道の技分類について解説する
。
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6

7

8

9

10

11

12

［授業内容］
剣道着の着装法を学習する。
竹刀打ち、踏み込み動作を体験
する。
［授業方法］
剣道着の着装法を説明し、着装
する。
グループに分かれ、踏み込み足
の習得方法の練習を行う。
［授業内容］
剣道具（垂・胴）の着け方を学
習する。
踏み込みを復習する。
一本打ちの技を学習する。
［授業方法］
剣道具（垂・胴）の着装法を説
明し、着装する。
一本打ちの技について説明し、
実際に打ち込む。
［授業内容］
連続技、退き技を学習する。
［授業方法］
グループに分かれ、連続技・退
き技の習得方法を練習する。
［授業内容］
面の付け方を学習する。
剣道具を付けて、実際に打つ・
打たせるを体験する。
［授業方法］
手ぬぐいの着装法、面紐の結び
方を説明し、着装する。
二人組で実際に打ち込み、打つ
感覚、打たせる感覚を味わう。
［授業内容］
払い技、切り返しを学習する。
［授業方法］
払い技をグループに分かれ練習
する。
切り返しの説明を行い、打ち方
、打たせ方を身に付ける。
［授業内容］
切り返し、体当たりを学習する
。
［授業方法］
切り返しの復習をする。
体当たりを説明し、二人組で実
践する。
［授業内容］
仕掛け技のまとめを行う。
互角稽古を体験する。
［授業方法］
習得した仕掛け技の総合練習を
行う。
互角稽古について説明し、実践
する。
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（予習：30分）
剣道着・袴の準備をする。
（復習:30分）
剣道着を正しく着装できるようにする。
踏み込みの必要性をまとめる。

（予習：30分）
剣道具の名称を調べる。
（復習：30分）
剣道具の着装法を整理する。

（予習:30分）
連続技、退き技について調べる。
（復習：30分）
退き技の要点を整理する。
（予習：30分）
面着装の仕組みを調べる。手拭いを準備する。
（復習：30分）
手拭いの巻き方を整理する。

（予習：30分）
切り返しについて調べる。
（復習：30分）
払い技の要点を整理する。

（予習：30分）
体当たりの有効性について調べる。
（復習：30分）
体当たりから繰り出す技を整理する。

（予習：30分）
互角稽古の意味を調べる。
（復習：30分）
仕掛け技について整理する。

13

14

15

16

17

18

19

20

［授業内容］
仕掛け技のまとめを行う。
互角稽古・試合練習を体験する
。
［授業方法］
習得した仕掛け技の総合練習、
および互角稽古を行う。
剣道の試合について解説し、試
合練習を行う。
［授業内容］
実技テスト
［授業方法］）
前期に習得した技術を試験課題
とし、二人組で課題に取り組む
。
［授業内容］
前期の復習を行う。
［授業方法］
前期で学んだ技術・動作を実際
に打ち込み、整理・確認する。
［授業内容］
技分類（応じ技）について理解
を深める。
抜き技について学習する。
［授業方法］
応じ技について解説する。
抜き技について説明し、二人組
で実践する。
［授業内容］
抜き技の復習を行う。
返し技について学習する。
［授業方法］
二人組になり抜き技を復習する
。
グループに分かれ、返し技の習
得方法の練習を行う。
［授業内容］
返し技の復習を行う。
すりあげ技について学習する。
［授業方法］
返し技を解説し、復習する。
グループに分かれ、すりあげ技
の習得方法の練習を行う。
［授業内容］
すりあげ技の復習を行う。
打ち落とし技・出ばな技・掛か
り稽古について学習する。
［授業方法］
すりあげ技を復習する。
グループに分かれ、打ち落とし
技・出ばな技の習得方法の練習
を行う。掛かり稽古について説
明し、二人組で実践する。
［授業内容］
上段の構えについて学習する。
［授業方法］
上段の構えについて解説し、上
段の構えを体験する。
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（予習：30分）
剣道の試合ルールについて調べる。
（復習：60分）
試合練習について振り返る。

（予習：60分）
実技テストの内容を確認する。
（復習：30分）
実技テストの内容について課題を整理する。

（予習：30分）
剣道具の着装について整理する。
（復習：30分）
前期に習得した技術、動作を整理する。
（予習：30分）
剣道の技分類について調べる。
（復習：30分）
抜き技の要点について整理する。

（予習：30分）
返し技について調べる。
（復習：30分）
抜き技と返し技の違いを明確にし、返し技の要点
を整理する。

（予習：30分）
すりあげ技について調べる。
（復習：30分）
抜き技・返し技・すりあげ技の違いを明確にし、
すりあげ技の要点を整理する。

（予習：30分）
打ち落とし技、出ばな技について調べる。
（復習：30分）
応じ技4種類と出ばな技の違いを明確にし、打ち
落とし技と出ばな技の要点を整理する。

（予習：30分）
上段の構えについて調べる。
（復習：30分）
上段の構えの戦術を研究する。

21

22

23

24

25

26

27

28

［授業内容］
応じ技のまとめを行う。
掛かり稽古を学習する。
［授業方法］
応じ技の総合練習を行う。
掛かり稽古を実践する。
［授業内容］
試合・審判規則を学習する。
試合の進行方法を理解する。
［授業方法］
剣道の試合・審判規則の概略を
解説する。
試合の進行方法について説明し
、試合練習を行う。
［授業内容］
試合（個人戦）を行う。
［授業方法］
リーグ表の記入方法を説明する
。
個人戦の進行方法を説明し、グ
ループに分かれて試合練習（個
人戦）を行う。
［授業内容］
試合（個人戦）を行う。
［授業方法］
グループに分かれて試合練習（
個人戦）を行う。
［授業内容］
試合（団体戦）を行う。
［授業方法］
団体戦のスコア表の記入方法を
説明する。また、団体戦のポデ
ィションの役割について解説し
、個人戦と団体戦の戦術の違い
を説明する。
グループに分かれて試合練習（
団体戦）を行う。
［授業内容］
試合（団体戦）を行う。
［授業方法］
グループに分かれて試合練習（
団体戦）を行う。
［授業内容］
実技テスト
［授業方法］
後期に習得した技術を試験課題
とし、二人組で課題に取り組む
。
［授業内容］
剣道の武道的側面について理解
を深める。
［授業方法］
昇段審査について解説し、映像
鑑賞等で、剣道の武道的側面を
説明する。
定期試験を実施しない
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（予習：30分）
掛かり稽古の目的について調べる。
（復習：30分）
仕掛け技と応じ技の分類を整理する。

（予習：30分）
剣道の試合規則について調べる。
（復習：30分）
剣道の映像を観て、試合・審判規則を整理・確認
する。

（予習：30分）
個人戦の戦い方について調べる。
（復習：30分）
個人戦の試合内容を振り返り、有効打突の条件に
則った打突を繰り出せているか振り返る。

（予習：30分）
自分の得意技を研究する。
（復習：30分）
個人戦の試合内容を振り返り、有効打突になる技
とならない技について振り返る。
（予習：30分）
団体戦の戦い方について調べる。
（復習：30分）
団体戦と個人戦の戦術の違いを整理する。

（予習：30分）
団体戦での戦術を研究する。
（復習：60分）
試合を振り返り、自分の得意技を研究する。
（予習：60分）
実技テストの内容を整理・確認する。

（復習：60分）
課題レポートを作成する。

授業科目名
英語科目名

水泳
Swimming

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 武田 剛
科目担当者
藤島遥香、古賀大樹
授業概要
[授業全体の内容]
水泳指導の際に指導内容が体現できるように基礎泳力の向上を図る。授業内容は4泳法（クロール、平泳ぎ、
背泳ぎ、バタフライ）、潜行や横泳ぎの基礎的理論および技術の習得を目指し、４泳法を連続して泳ぐ個人メ
ドレーの練習も行う。さらに水中運動や水中レジスタンストレーニングを体験し、指導ができるようになるこ
とを目指す。
本授業は日本体育協会／日本水泳連盟公認の「水泳教師」と「水泳指導員」実技指導実習内容（四泳法、潜行
、横泳ぎ）を含みます。
[授業位置付け(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)]
この科目はスポーツ科学分野の専門的な知識と技能の獲得に貢献する。
[授業の到達目標]
1. 平泳ぎを３分間で150m以上泳ぐことができる。
2. 100m個人メドレーで男子は1分５０秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。
3. 泳法違反のない正しいフォームを習得する
成績評価
[成績評価の基準]
1. 平泳ぎを３分間で150m以上泳ぐことができる。（前期実技試験）
2. 100m個人メドレーで男子は1分50秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。（前期実技試験）
3. 泳法違反のない正しいフォームで四泳法を泳ぐことができる。（前期実技試験、後期実技試験）
4. 授業中の実技練習やグループ（ペア）練習に取り組む状況によって受講態度を評価する（平常点）。
[成績評価の方法]
実技試験（前期：平泳ぎ３分間泳、後期：100m個人メドレー）（70％）
平常点（30％）
履修における留意事項
[履修要件]
施設の使用人数制限のため、指定されたクラスを受講すること
[履修上の注意]
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
準備体操の実施以降からの授業出席の場合は見学となる。
[課題（試験）に対するフィードバック方法]
試験結果と平常点数は試験の翌週以降に各受講者へフィードバックを行う。
[テキスト・参考図書]
水泳指導教本 改定第二版、公益財団法人日本水泳連盟、大修館書店、購入の必要はなし。
[授業で使用する水着や帽子について]
本授業で使用する水着や帽子（白：色指定）は泳法練習に適したものを着用すること。レジャー用水着での受
講は技能練習に支障をきたすため、競泳用（練習用）の着用が推奨される。帽子には苗字をカタカナで大きく
はっきりと記入し、授業中にこれを着用する。教員は帽子にて学生の氏名を把握するため、帽子を紛失した場
合でも友人等の他人の帽子を着用しないこと。
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
担当：武田 剛
Email: tutakeda[at]juntendo.ac.jp
*[at]を@に変更してください。
[オフィスアワー]
通年授業期間中の木曜日15:00‑16:00
場所：1号館5階1507室（水泳研究室）
上記の時間には予約に無しに対応しますが、他の学生との時間調整のためできるだけ前日までにEmailで予約
をしてください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
[学修時間]
この授業は、実技の授業形態による２単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間を必要とす
る内容をもって構成する。
[その他]
この授業科目は、中学校教諭１種免許状（保健体育）並びに高等学校教諭１種免許状の取得に必要な科目のう
ち、「教科に関する科目」における選択必修科目に位置付けられています。また日本スポーツ協会／日本水泳
連盟公認資格「水泳教師」と「水泳指導員」、日本スポーツ協会公認「ジュニアスポーツ指導員」、健康・体
力づくり事業財団の「健康運動指導士」の専門科目（講習）免除科目でもあります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
武田剛ほか
(復習：1時間)
1
[授業内容]
水泳授業の進め方のガイダンス 水泳用具の準備をする。プール使用上の注意を安
を行う。授業概要、成績評価方 全面と指導効率にわけてノートにまとめる。
法、プール利用上の注意や水泳
用具の使用方法を学ぶ。

2

武田剛ほか

3

武田剛ほか

4

武田剛ほか

5

武田剛ほか

[授業方法]
教室で実施し、スライドを用い
て説明する。また希望者には水
泳用具の販売を行う。
[授業内容]
プール施設の利用方法、水泳用
具の使用方法、水泳授業の授業
形態、水慣れの学習を行う。
[授業方法]
プールにて実施する。水慣れプ
ログラムを中心したプログラム
を実施する。
[授業内容]
蹴伸び、浮身、呼吸法の練習を
行い、水中での重力、浮力、抵
抗の理解を深める。

（復習：1時間）
授業内容やプール施設使用上の注意点をノートに
まとめ、プール管理方法を学習する。

（復習：1時間）
アルキメデスの定理や水中トルク発生原理をノー
トにまとめる。

[授業方法]
プールにて実施をする。
（復習：1時間）
[授業内容]
クロールのキック（足の動き） 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
を全体の一斉練習で学習する。 の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
クロールのプル（手の動き）を 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
全体の一斉練習で学習する。 の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。
[授業方法]
プールにて実施する。
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6

7

武田剛ほか

武田剛ほか

8

武田剛ほか

9

武田剛ほか

10

武田剛ほか

11

武田剛ほか

12

武田剛ほか

13

武田剛ほか

[授業内容]
クロールの手と足のコーティネ
ーションと呼吸方法を全体の一
斉練習で学習する。
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
クロールの能力別／ペア練習。
泳力高い学生とクロールが苦手
な学生でペアリングを行い、マ
ンツーマン指導を実施する。苦
手な学生の弱点克服を行う。

（復習：1時間）
全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。

（復習：1時間）
教える側は指導したポイントのまとめと自らの指
導方法に対する自己評価と反省をノートにまとめ
る。教わる側は指導してもらった内容と自分自身
の泳技能の課題をノートにまとめる。

[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
授業内容]
平泳ぎのキック（足の動き）を 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
全体の一斉練習で学習する。 の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
授業内容]
平泳ぎのプル（手の動き）を全 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
体の一斉練習で学習する。
トにまとめる。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
授業内容]
平泳ぎの手と足のコーディネー 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
ション、呼吸方法、ターン方法 の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
を全体の一斉練習で学習する。 トにまとめる。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
プレテストとして平泳ぎ３分間 プレテストの結果のまとめを行い、本試験に向け
た自分の技能の課題を整理し、練習計画をノート
泳の距離測定を行う。
にまとめる。
[ 授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
平泳ぎの能力別／ペア練習。泳 教える側は指導したポイントのまとめと自らの指
力の高い学生と平泳ぎが苦手な 導方法に対する自己評価と反省をノートにまとめ
学生でペアリングを行い、マン る。教わる側は指導してもらった内容と自分自身
ツーマン指導を実施する。苦手 の泳技能の課題をノートにまとめる。
な学生の弱点克服を行う。
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
平泳ぎの能力別／ペア練習。泳
力の高い学生と平泳ぎが苦手な
学生でペアリングを行い、マン
ツーマン指導を実施する。苦手
な学生の弱点克服を行う。
[授業方法]
プールにて実施する。
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（復習：1時間）
教える側は指導したポイントのまとめと自らの指
導方法に対する自己評価と反省をノートにまとめ
る。教わる側は指導してもらった内容と自分自身
の泳技能の課題をノートにまとめる。

14

武田剛ほか

武田剛ほか

15

16

武田剛ほか

武田剛ほか

[授業方法]
プールにて実施する。
（予習：1時間）
[授業内容]
横泳ぎを全体の一斉練習で学習 横泳ぎの手と足の動きをテキスト（水泳指導教本
）を見て、横向きで寝ながら練習してくる。
する。

武田剛ほか

18

武田剛ほか

20

[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
前期授業評価を点数通知でフィ
ードバックする。前期実技指導
内容の振り返りをして、総まと
めを行う。
[授業方法]
教室で学生との面談と、スライ
ドでの講義を行う。
(復習：1時間)
[授業内容]
水中レジスタンス運動と水中ウ 指導上の注意点、水の抵抗を使用した運動負荷の
ォーキングを体験し、その指導 調整方法をノートにまとめる。
方法を学習する。

17

19

（復習：2時間）
[授業内容]
前期本試験の平泳ぎ３分間泳の 本試験結果の反省点をノートにまとめる。
距離測定を行う。

武田剛ほか

武田剛ほか

[授業方法]
プールにて実施する。
（予習：1時間）
[授業内容]
クロールと平泳ぎを全体の一斉 これまでの授業ノートを事前に読み、自分のクロ
ールと平泳ぎの練習で注意すべき技術的なポイン
練習で復習する。
トを確認してから授業に臨む。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
背浮き、仰向けでの呼吸方法、 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
背泳ぎのキックを全体の一斉練 の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。
習で学習する。
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
エレメンタリーバックストロー
クと背泳ぎのプルを全体の一斉
練習で学習する。

（復習：1時間）
全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。

[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
背泳ぎの手と足のコーディネー
ションを全体の一斉練習で学習
する。

（復習：1時間）
全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。

[授業方法]
プールにて実施する。
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21

武田剛ほか

22

武田剛ほか

23

武田剛ほか

24

武田剛ほか

25

武田剛ほか

26

武田剛ほか

27

28

武田剛ほか

武田剛ほか

[授業内容]
バタフライのキック（ドルフィ
ンキック）と潜行を全体の一斉
練習で学習する。

（復習：1時間）
全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）、また
潜行実施上の安全面の注意点をノートにまとめる
。

[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
バタフライのプルを全体の一斉 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）、また
練習で学習する。
潜行実施上の安全面の注意点をノートにまとめる
。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
バタフライの手と足のコーディ 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
ネーションを全体の一斉練習で の位置、用具、泳距離、技術のポイント）、また
潜行実施上の安全面の注意点をノートにまとめる
学習する。
。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
個人メドレーのペース配分とタ 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
ーンを全体の一斉練習で学習す の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。
る。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
プレテストとして１００M個人 プレテストの結果のまとめを行い、本試験に向け
メドレーのタイム測定を行う。 た自分の技能の課題を整理し、練習計画をノート
にまとめる。
[ 授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
泳技能別／ペア練習。泳力の高 教える側は指導したポイントのまとめと自らの指
い学生と苦手な学生でペアリン 導方法に対する自己評価と反省をノートにまとめ
グを行い、マンツーマン指導を る。教わる側は指導してもらった内容と自分自身
実施する。苦手な学生の弱点克 の泳技能の課題をノートにまとめる。
服を行う。
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
泳技能別／ペア練習。泳力の高
い学生と苦手な学生でペアリン
グを行い、マンツーマン指導を
実施する。苦手な学生の弱点克
服を行う。

（復習：1時間）
教える側は指導したポイントのまとめと自らの指
導方法に対する自己評価と反省をノートにまとめ
る。教わる側は指導してもらった内容と自分自身
の泳技能の課題をノートにまとめる。

[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：2時間）
[授業内容]
後期本試験の１００M個人メド 本試験結果の反省点をノートにまとめる。
レーのタイム測定を行う。
[ 授業方法]
プールにて実施する。

764

武田剛ほか

[授業内容]
通年（後期）授業評価を点数通
知でフィードバックする。後期
実技指導内容の振り返りをして
、総まとめを行う。
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授業科目名
英語科目名

水泳
Swimming

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 武田 剛
科目担当者
藤島遥香、古賀大樹
授業概要
[授業全体の内容]
水泳指導の際に指導内容が体現できるように基礎泳力の向上を図る。授業内容は4泳法（クロール、平泳ぎ、
背泳ぎ、バタフライ）、潜行や横泳ぎの基礎的理論および技術の習得を目指し、４泳法を連続して泳ぐ個人メ
ドレーの練習も行う。さらに水中運動や水中レジスタンストレーニングを体験し、指導ができるようになるこ
とを目指す。
本授業は日本体育協会／日本水泳連盟公認の「水泳教師」と「水泳指導員」実技指導実習内容（四泳法、潜行
、横泳ぎ）を含みます。
[授業位置付け(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)]
この科目はスポーツ科学分野の専門的な知識と技能の獲得に貢献する。
[授業の到達目標]
1. 平泳ぎを３分間で150m以上泳ぐことができる。
2. 100m個人メドレーで男子は1分５０秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。
3. 泳法違反のない正しいフォームを習得する
成績評価
[成績評価の基準]
1. 平泳ぎを３分間で150m以上泳ぐことができる。（前期実技試験）
2. 100m個人メドレーで男子は1分50秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。（前期実技試験）
3. 泳法違反のない正しいフォームで四泳法を泳ぐことができる。（前期実技試験、後期実技試験）
4. 授業中の実技練習やグループ（ペア）練習に取り組む状況によって受講態度を評価する（平常点）。
[成績評価の方法]
実技試験（前期：平泳ぎ３分間泳、後期：100m個人メドレー）（70％）
平常点（30％）
履修における留意事項
[履修要件]
施設の使用人数制限のため、指定されたクラスを受講すること
[履修上の注意]
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
準備体操の実施以降からの授業出席の場合は見学となる。
[課題（試験）に対するフィードバック方法]
試験結果と平常点数は試験の翌週以降に各受講者へフィードバックを行う。
[テキスト・参考図書]
水泳指導教本 改定第二版、公益財団法人日本水泳連盟、大修館書店、購入の必要はなし。
[授業で使用する水着や帽子について]
本授業で使用する水着や帽子（白：色指定）は泳法練習に適したものを着用すること。レジャー用水着での受
講は技能練習に支障をきたすため、競泳用（練習用）の着用が推奨される。帽子には苗字をカタカナで大きく
はっきりと記入し、授業中にこれを着用する。教員は帽子にて学生の氏名を把握するため、帽子を紛失した場
合でも友人等の他人の帽子を着用しないこと。
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
担当：武田 剛
Email: tutakeda[at]juntendo.ac.jp
*[at]を@に変更してください。
[オフィスアワー]
通年授業期間中の木曜日15:00‑16:00
場所：1号館5階1507室（水泳研究室）
上記の時間には予約に無しに対応しますが、他の学生との時間調整のためできるだけ前日までにEmailで予約
をしてください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
[学修時間]
この授業は、実技の授業形態による２単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間を必要とす
る内容をもって構成する。
[その他]
この授業科目は、中学校教諭１種免許状（保健体育）並びに高等学校教諭１種免許状の取得に必要な科目のう
ち、「教科に関する科目」における選択必修科目に位置付けられています。また日本スポーツ協会／日本水泳
連盟公認資格「水泳教師」と「水泳指導員」、日本スポーツ協会公認「ジュニアスポーツ指導員」、健康・体
力づくり事業財団の「健康運動指導士」の専門科目（講習）免除科目でもあります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
武田剛ほか
(復習：1時間)
1
[授業内容]
水泳授業の進め方のガイダンス 水泳用具の準備をする。プール使用上の注意を安
を行う。授業概要、成績評価方 全面と指導効率にわけてノートにまとめる。
法、プール利用上の注意や水泳
用具の使用方法を学ぶ。

2

武田剛ほか

3

武田剛ほか

4

武田剛ほか

5

武田剛ほか

[授業方法]
教室で実施し、スライドを用い
て説明する。また希望者には水
泳用具の販売を行う。
[授業内容]
プール施設の利用方法、水泳用
具の使用方法、水泳授業の授業
形態、水慣れの学習を行う。
[授業方法]
プールにて実施する。水慣れプ
ログラムを中心したプログラム
を実施する。
[授業内容]
蹴伸び、浮身、呼吸法の練習を
行い、水中での重力、浮力、抵
抗の理解を深める。

（復習：1時間）
授業内容やプール施設使用上の注意点をノートに
まとめ、プール管理方法を学習する。

（復習：1時間）
アルキメデスの定理や水中トルク発生原理をノー
トにまとめる。

[授業方法]
プールにて実施をする。
（復習：1時間）
[授業内容]
クロールのキック（足の動き） 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
を全体の一斉練習で学習する。 の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
クロールのプル（手の動き）を 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
全体の一斉練習で学習する。 の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。
[授業方法]
プールにて実施する。
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6

7

武田剛ほか

武田剛ほか

8

武田剛ほか

9

武田剛ほか

10

武田剛ほか

11

武田剛ほか

12

武田剛ほか

13

武田剛ほか

[授業内容]
クロールの手と足のコーティネ
ーションと呼吸方法を全体の一
斉練習で学習する。
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
クロールの能力別／ペア練習。
泳力高い学生とクロールが苦手
な学生でペアリングを行い、マ
ンツーマン指導を実施する。苦
手な学生の弱点克服を行う。

（復習：1時間）
全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。

（復習：1時間）
教える側は指導したポイントのまとめと自らの指
導方法に対する自己評価と反省をノートにまとめ
る。教わる側は指導してもらった内容と自分自身
の泳技能の課題をノートにまとめる。

[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
授業内容]
平泳ぎのキック（足の動き）を 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
全体の一斉練習で学習する。 の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
授業内容]
平泳ぎのプル（手の動き）を全 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
体の一斉練習で学習する。
トにまとめる。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
授業内容]
平泳ぎの手と足のコーディネー 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
ション、呼吸方法、ターン方法 の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
を全体の一斉練習で学習する。 トにまとめる。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
プレテストとして平泳ぎ３分間 プレテストの結果のまとめを行い、本試験に向け
た自分の技能の課題を整理し、練習計画をノート
泳の距離測定を行う。
にまとめる。
[ 授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
平泳ぎの能力別／ペア練習。泳 教える側は指導したポイントのまとめと自らの指
力の高い学生と平泳ぎが苦手な 導方法に対する自己評価と反省をノートにまとめ
学生でペアリングを行い、マン る。教わる側は指導してもらった内容と自分自身
ツーマン指導を実施する。苦手 の泳技能の課題をノートにまとめる。
な学生の弱点克服を行う。
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
平泳ぎの能力別／ペア練習。泳
力の高い学生と平泳ぎが苦手な
学生でペアリングを行い、マン
ツーマン指導を実施する。苦手
な学生の弱点克服を行う。
[授業方法]
プールにて実施する。

768

（復習：1時間）
教える側は指導したポイントのまとめと自らの指
導方法に対する自己評価と反省をノートにまとめ
る。教わる側は指導してもらった内容と自分自身
の泳技能の課題をノートにまとめる。

14

武田剛ほか

武田剛ほか

15

16

武田剛ほか

武田剛ほか

[授業方法]
プールにて実施する。
（予習：1時間）
[授業内容]
横泳ぎを全体の一斉練習で学習 横泳ぎの手と足の動きをテキスト（水泳指導教本
）を見て、横向きで寝ながら練習してくる。
する。

武田剛ほか

18

武田剛ほか

20

[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
前期授業評価を点数通知でフィ
ードバックする。前期実技指導
内容の振り返りをして、総まと
めを行う。
[授業方法]
教室で学生との面談と、スライ
ドでの講義を行う。
(復習：1時間)
[授業内容]
水中レジスタンス運動と水中ウ 指導上の注意点、水の抵抗を使用した運動負荷の
ォーキングを体験し、その指導 調整方法をノートにまとめる。
方法を学習する。

17

19

（復習：2時間）
[授業内容]
前期本試験の平泳ぎ３分間泳の 本試験結果の反省点をノートにまとめる。
距離測定を行う。

武田剛ほか

武田剛ほか

[授業方法]
プールにて実施する。
（予習：1時間）
[授業内容]
クロールと平泳ぎを全体の一斉 これまでの授業ノートを事前に読み、自分のクロ
ールと平泳ぎの練習で注意すべき技術的なポイン
練習で復習する。
トを確認してから授業に臨む。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
背浮き、仰向けでの呼吸方法、 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
背泳ぎのキックを全体の一斉練 の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。
習で学習する。
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
エレメンタリーバックストロー
クと背泳ぎのプルを全体の一斉
練習で学習する。

（復習：1時間）
全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。

[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
背泳ぎの手と足のコーディネー
ションを全体の一斉練習で学習
する。

（復習：1時間）
全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。

[授業方法]
プールにて実施する。
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21

武田剛ほか

22

武田剛ほか

23

武田剛ほか

24

武田剛ほか

25

武田剛ほか

26

武田剛ほか

27

28

武田剛ほか

武田剛ほか

[授業内容]
バタフライのキック（ドルフィ
ンキック）と潜行を全体の一斉
練習で学習する。

（復習：1時間）
全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）、また
潜行実施上の安全面の注意点をノートにまとめる
。

[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
バタフライのプルを全体の一斉 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）、また
練習で学習する。
潜行実施上の安全面の注意点をノートにまとめる
。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
バタフライの手と足のコーディ 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
ネーションを全体の一斉練習で の位置、用具、泳距離、技術のポイント）、また
潜行実施上の安全面の注意点をノートにまとめる
学習する。
。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
個人メドレーのペース配分とタ 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
ーンを全体の一斉練習で学習す の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。
る。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
プレテストとして１００M個人 プレテストの結果のまとめを行い、本試験に向け
メドレーのタイム測定を行う。 た自分の技能の課題を整理し、練習計画をノート
にまとめる。
[ 授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
泳技能別／ペア練習。泳力の高 教える側は指導したポイントのまとめと自らの指
い学生と苦手な学生でペアリン 導方法に対する自己評価と反省をノートにまとめ
グを行い、マンツーマン指導を る。教わる側は指導してもらった内容と自分自身
実施する。苦手な学生の弱点克 の泳技能の課題をノートにまとめる。
服を行う。
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
泳技能別／ペア練習。泳力の高
い学生と苦手な学生でペアリン
グを行い、マンツーマン指導を
実施する。苦手な学生の弱点克
服を行う。

（復習：1時間）
教える側は指導したポイントのまとめと自らの指
導方法に対する自己評価と反省をノートにまとめ
る。教わる側は指導してもらった内容と自分自身
の泳技能の課題をノートにまとめる。

[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：2時間）
[授業内容]
後期本試験の１００M個人メド 本試験結果の反省点をノートにまとめる。
レーのタイム測定を行う。
[ 授業方法]
プールにて実施する。
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武田剛ほか

[授業内容]
通年（後期）授業評価を点数通
知でフィードバックする。後期
実技指導内容の振り返りをして
、総まとめを行う。
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授業科目名
英語科目名

水泳
Swimming

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 武田 剛
科目担当者
藤島遥香、古賀大樹
授業概要
[授業全体の内容]
水泳指導の際に指導内容が体現できるように基礎泳力の向上を図る。授業内容は4泳法（クロール、平泳ぎ、
背泳ぎ、バタフライ）、潜行や横泳ぎの基礎的理論および技術の習得を目指し、４泳法を連続して泳ぐ個人メ
ドレーの練習も行う。さらに水中運動や水中レジスタンストレーニングを体験し、指導ができるようになるこ
とを目指す。
本授業は日本体育協会／日本水泳連盟公認の「水泳教師」と「水泳指導員」実技指導実習内容（四泳法、潜行
、横泳ぎ）を含みます。
[授業位置付け(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)]
この科目はスポーツ科学分野の専門的な知識と技能の獲得に貢献する。
[授業の到達目標]
1. 平泳ぎを３分間で150m以上泳ぐことができる。
2. 100m個人メドレーで男子は1分５０秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。
3. 泳法違反のない正しいフォームを習得する
成績評価
[成績評価の基準]
1. 平泳ぎを３分間で150m以上泳ぐことができる。（前期実技試験）
2. 100m個人メドレーで男子は1分50秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。（前期実技試験）
3. 泳法違反のない正しいフォームで四泳法を泳ぐことができる。（前期実技試験、後期実技試験）
4. 授業中の実技練習やグループ（ペア）練習に取り組む状況によって受講態度を評価する（平常点）。
[成績評価の方法]
実技試験（前期：平泳ぎ３分間泳、後期：100m個人メドレー）（70％）
平常点（30％）
履修における留意事項
[履修要件]
施設の使用人数制限のため、指定されたクラスを受講すること
[履修上の注意]
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
準備体操の実施以降からの授業出席の場合は見学となる。
[課題（試験）に対するフィードバック方法]
試験結果と平常点数は試験の翌週以降に各受講者へフィードバックを行う。
[テキスト・参考図書]
水泳指導教本 改定第二版、公益財団法人日本水泳連盟、大修館書店、購入の必要はなし。
[授業で使用する水着や帽子について]
本授業で使用する水着や帽子（白：色指定）は泳法練習に適したものを着用すること。レジャー用水着での受
講は技能練習に支障をきたすため、競泳用（練習用）の着用が推奨される。帽子には苗字をカタカナで大きく
はっきりと記入し、授業中にこれを着用する。教員は帽子にて学生の氏名を把握するため、帽子を紛失した場
合でも友人等の他人の帽子を着用しないこと。
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
担当：武田 剛
Email: tutakeda[at]juntendo.ac.jp
*[at]を@に変更してください。
[オフィスアワー]
通年授業期間中の木曜日15:00‑16:00
場所：1号館5階1507室（水泳研究室）
上記の時間には予約に無しに対応しますが、他の学生との時間調整のためできるだけ前日までにEmailで予約
をしてください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
[学修時間]
この授業は、実技の授業形態による２単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間を必要とす
る内容をもって構成する。
[その他]
この授業科目は、中学校教諭１種免許状（保健体育）並びに高等学校教諭１種免許状の取得に必要な科目のう
ち、「教科に関する科目」における選択必修科目に位置付けられています。また日本スポーツ協会／日本水泳
連盟公認資格「水泳教師」と「水泳指導員」、日本スポーツ協会公認「ジュニアスポーツ指導員」、健康・体
力づくり事業財団の「健康運動指導士」の専門科目（講習）免除科目でもあります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
武田剛ほか
(復習：1時間)
1
[授業内容]
水泳授業の進め方のガイダンス 水泳用具の準備をする。プール使用上の注意を安
を行う。授業概要、成績評価方 全面と指導効率にわけてノートにまとめる。
法、プール利用上の注意や水泳
用具の使用方法を学ぶ。

2

武田剛ほか

3

武田剛ほか

4

武田剛ほか

5

武田剛ほか

[授業方法]
教室で実施し、スライドを用い
て説明する。また希望者には水
泳用具の販売を行う。
[授業内容]
プール施設の利用方法、水泳用
具の使用方法、水泳授業の授業
形態、水慣れの学習を行う。
[授業方法]
プールにて実施する。水慣れプ
ログラムを中心したプログラム
を実施する。
[授業内容]
蹴伸び、浮身、呼吸法の練習を
行い、水中での重力、浮力、抵
抗の理解を深める。

（復習：1時間）
授業内容やプール施設使用上の注意点をノートに
まとめ、プール管理方法を学習する。

（復習：1時間）
アルキメデスの定理や水中トルク発生原理をノー
トにまとめる。

[授業方法]
プールにて実施をする。
（復習：1時間）
[授業内容]
クロールのキック（足の動き） 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
を全体の一斉練習で学習する。 の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
クロールのプル（手の動き）を 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
全体の一斉練習で学習する。 の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。
[授業方法]
プールにて実施する。
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6

7

武田剛ほか

武田剛ほか

8

武田剛ほか

9

武田剛ほか

10

武田剛ほか

11

武田剛ほか

12

武田剛ほか

13

武田剛ほか

[授業内容]
クロールの手と足のコーティネ
ーションと呼吸方法を全体の一
斉練習で学習する。
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
クロールの能力別／ペア練習。
泳力高い学生とクロールが苦手
な学生でペアリングを行い、マ
ンツーマン指導を実施する。苦
手な学生の弱点克服を行う。

（復習：1時間）
全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。

（復習：1時間）
教える側は指導したポイントのまとめと自らの指
導方法に対する自己評価と反省をノートにまとめ
る。教わる側は指導してもらった内容と自分自身
の泳技能の課題をノートにまとめる。

[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
授業内容]
平泳ぎのキック（足の動き）を 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
全体の一斉練習で学習する。 の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
授業内容]
平泳ぎのプル（手の動き）を全 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
体の一斉練習で学習する。
トにまとめる。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
授業内容]
平泳ぎの手と足のコーディネー 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
ション、呼吸方法、ターン方法 の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
を全体の一斉練習で学習する。 トにまとめる。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
プレテストとして平泳ぎ３分間 プレテストの結果のまとめを行い、本試験に向け
た自分の技能の課題を整理し、練習計画をノート
泳の距離測定を行う。
にまとめる。
[ 授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
平泳ぎの能力別／ペア練習。泳 教える側は指導したポイントのまとめと自らの指
力の高い学生と平泳ぎが苦手な 導方法に対する自己評価と反省をノートにまとめ
学生でペアリングを行い、マン る。教わる側は指導してもらった内容と自分自身
ツーマン指導を実施する。苦手 の泳技能の課題をノートにまとめる。
な学生の弱点克服を行う。
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
平泳ぎの能力別／ペア練習。泳
力の高い学生と平泳ぎが苦手な
学生でペアリングを行い、マン
ツーマン指導を実施する。苦手
な学生の弱点克服を行う。
[授業方法]
プールにて実施する。
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（復習：1時間）
教える側は指導したポイントのまとめと自らの指
導方法に対する自己評価と反省をノートにまとめ
る。教わる側は指導してもらった内容と自分自身
の泳技能の課題をノートにまとめる。
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武田剛ほか

武田剛ほか

15

16

武田剛ほか

武田剛ほか

[授業方法]
プールにて実施する。
（予習：1時間）
[授業内容]
横泳ぎを全体の一斉練習で学習 横泳ぎの手と足の動きをテキスト（水泳指導教本
）を見て、横向きで寝ながら練習してくる。
する。

武田剛ほか

18

武田剛ほか

20

[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
前期授業評価を点数通知でフィ
ードバックする。前期実技指導
内容の振り返りをして、総まと
めを行う。
[授業方法]
教室で学生との面談と、スライ
ドでの講義を行う。
(復習：1時間)
[授業内容]
水中レジスタンス運動と水中ウ 指導上の注意点、水の抵抗を使用した運動負荷の
ォーキングを体験し、その指導 調整方法をノートにまとめる。
方法を学習する。

17

19

（復習：2時間）
[授業内容]
前期本試験の平泳ぎ３分間泳の 本試験結果の反省点をノートにまとめる。
距離測定を行う。

武田剛ほか

武田剛ほか

[授業方法]
プールにて実施する。
（予習：1時間）
[授業内容]
クロールと平泳ぎを全体の一斉 これまでの授業ノートを事前に読み、自分のクロ
ールと平泳ぎの練習で注意すべき技術的なポイン
練習で復習する。
トを確認してから授業に臨む。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
背浮き、仰向けでの呼吸方法、 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
背泳ぎのキックを全体の一斉練 の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。
習で学習する。
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
エレメンタリーバックストロー
クと背泳ぎのプルを全体の一斉
練習で学習する。

（復習：1時間）
全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。

[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
背泳ぎの手と足のコーディネー
ションを全体の一斉練習で学習
する。

（復習：1時間）
全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。

[授業方法]
プールにて実施する。
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21

武田剛ほか

22

武田剛ほか

23

武田剛ほか

24

武田剛ほか

25

武田剛ほか

26

武田剛ほか

27

28

武田剛ほか

武田剛ほか

[授業内容]
バタフライのキック（ドルフィ
ンキック）と潜行を全体の一斉
練習で学習する。

（復習：1時間）
全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）、また
潜行実施上の安全面の注意点をノートにまとめる
。

[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
バタフライのプルを全体の一斉 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）、また
練習で学習する。
潜行実施上の安全面の注意点をノートにまとめる
。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
バタフライの手と足のコーディ 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
ネーションを全体の一斉練習で の位置、用具、泳距離、技術のポイント）、また
潜行実施上の安全面の注意点をノートにまとめる
学習する。
。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
個人メドレーのペース配分とタ 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
ーンを全体の一斉練習で学習す の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。
る。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
プレテストとして１００M個人 プレテストの結果のまとめを行い、本試験に向け
メドレーのタイム測定を行う。 た自分の技能の課題を整理し、練習計画をノート
にまとめる。
[ 授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
泳技能別／ペア練習。泳力の高 教える側は指導したポイントのまとめと自らの指
い学生と苦手な学生でペアリン 導方法に対する自己評価と反省をノートにまとめ
グを行い、マンツーマン指導を る。教わる側は指導してもらった内容と自分自身
実施する。苦手な学生の弱点克 の泳技能の課題をノートにまとめる。
服を行う。
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
泳技能別／ペア練習。泳力の高
い学生と苦手な学生でペアリン
グを行い、マンツーマン指導を
実施する。苦手な学生の弱点克
服を行う。

（復習：1時間）
教える側は指導したポイントのまとめと自らの指
導方法に対する自己評価と反省をノートにまとめ
る。教わる側は指導してもらった内容と自分自身
の泳技能の課題をノートにまとめる。

[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：2時間）
[授業内容]
後期本試験の１００M個人メド 本試験結果の反省点をノートにまとめる。
レーのタイム測定を行う。
[ 授業方法]
プールにて実施する。
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武田剛ほか

[授業内容]
通年（後期）授業評価を点数通
知でフィードバックする。後期
実技指導内容の振り返りをして
、総まとめを行う。
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授業科目名
英語科目名

水泳
Swimming

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 武田 剛
科目担当者
藤島遥香、古賀大樹
授業概要
[授業全体の内容]
水泳指導の際に指導内容が体現できるように基礎泳力の向上を図る。授業内容は4泳法（クロール、平泳ぎ、
背泳ぎ、バタフライ）、潜行や横泳ぎの基礎的理論および技術の習得を目指し、４泳法を連続して泳ぐ個人メ
ドレーの練習も行う。さらに水中運動や水中レジスタンストレーニングを体験し、指導ができるようになるこ
とを目指す。
本授業は日本体育協会／日本水泳連盟公認の「水泳教師」と「水泳指導員」実技指導実習内容（四泳法、潜行
、横泳ぎ）を含みます。
[授業位置付け(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)]
この科目はスポーツ科学分野の専門的な知識と技能の獲得に貢献する。
[授業の到達目標]
1. 平泳ぎを３分間で150m以上泳ぐことができる。
2. 100m個人メドレーで男子は1分５０秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。
3. 泳法違反のない正しいフォームを習得する
成績評価
[成績評価の基準]
1. 平泳ぎを３分間で150m以上泳ぐことができる。（前期実技試験）
2. 100m個人メドレーで男子は1分50秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。（前期実技試験）
3. 泳法違反のない正しいフォームで四泳法を泳ぐことができる。（前期実技試験、後期実技試験）
4. 授業中の実技練習やグループ（ペア）練習に取り組む状況によって受講態度を評価する（平常点）。
[成績評価の方法]
実技試験（前期：平泳ぎ３分間泳、後期：100m個人メドレー）（70％）
平常点（30％）
履修における留意事項
[履修要件]
施設の使用人数制限のため、指定されたクラスを受講すること
[履修上の注意]
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
準備体操の実施以降からの授業出席の場合は見学となる。
[課題（試験）に対するフィードバック方法]
試験結果と平常点数は試験の翌週以降に各受講者へフィードバックを行う。
[テキスト・参考図書]
水泳指導教本 改定第二版、公益財団法人日本水泳連盟、大修館書店、購入の必要はなし。
[授業で使用する水着や帽子について]
本授業で使用する水着や帽子（白：色指定）は泳法練習に適したものを着用すること。レジャー用水着での受
講は技能練習に支障をきたすため、競泳用（練習用）の着用が推奨される。帽子には苗字をカタカナで大きく
はっきりと記入し、授業中にこれを着用する。教員は帽子にて学生の氏名を把握するため、帽子を紛失した場
合でも友人等の他人の帽子を着用しないこと。
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
担当：武田 剛
Email: tutakeda[at]juntendo.ac.jp
*[at]を@に変更してください。
[オフィスアワー]
通年授業期間中の木曜日15:00‑16:00
場所：1号館5階1507室（水泳研究室）
上記の時間には予約に無しに対応しますが、他の学生との時間調整のためできるだけ前日までにEmailで予約
をしてください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
[学修時間]
この授業は、実技の授業形態による２単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間を必要とす
る内容をもって構成する。
[その他]
この授業科目は、中学校教諭１種免許状（保健体育）並びに高等学校教諭１種免許状の取得に必要な科目のう
ち、「教科に関する科目」における選択必修科目に位置付けられています。また日本スポーツ協会／日本水泳
連盟公認資格「水泳教師」と「水泳指導員」、日本スポーツ協会公認「ジュニアスポーツ指導員」、健康・体
力づくり事業財団の「健康運動指導士」の専門科目（講習）免除科目でもあります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
武田剛ほか
(復習：1時間)
1
[授業内容]
水泳授業の進め方のガイダンス 水泳用具の準備をする。プール使用上の注意を安
を行う。授業概要、成績評価方 全面と指導効率にわけてノートにまとめる。
法、プール利用上の注意や水泳
用具の使用方法を学ぶ。

2

武田剛ほか

3

武田剛ほか

4

武田剛ほか

5

武田剛ほか

[授業方法]
教室で実施し、スライドを用い
て説明する。また希望者には水
泳用具の販売を行う。
[授業内容]
プール施設の利用方法、水泳用
具の使用方法、水泳授業の授業
形態、水慣れの学習を行う。
[授業方法]
プールにて実施する。水慣れプ
ログラムを中心したプログラム
を実施する。
[授業内容]
蹴伸び、浮身、呼吸法の練習を
行い、水中での重力、浮力、抵
抗の理解を深める。

（復習：1時間）
授業内容やプール施設使用上の注意点をノートに
まとめ、プール管理方法を学習する。

（復習：1時間）
アルキメデスの定理や水中トルク発生原理をノー
トにまとめる。

[授業方法]
プールにて実施をする。
（復習：1時間）
[授業内容]
クロールのキック（足の動き） 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
を全体の一斉練習で学習する。 の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
クロールのプル（手の動き）を 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
全体の一斉練習で学習する。 の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。
[授業方法]
プールにて実施する。
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6

7

武田剛ほか

武田剛ほか

8

武田剛ほか

9

武田剛ほか

10

武田剛ほか

11

武田剛ほか

12

武田剛ほか

13

武田剛ほか

[授業内容]
クロールの手と足のコーティネ
ーションと呼吸方法を全体の一
斉練習で学習する。
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
クロールの能力別／ペア練習。
泳力高い学生とクロールが苦手
な学生でペアリングを行い、マ
ンツーマン指導を実施する。苦
手な学生の弱点克服を行う。

（復習：1時間）
全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。

（復習：1時間）
教える側は指導したポイントのまとめと自らの指
導方法に対する自己評価と反省をノートにまとめ
る。教わる側は指導してもらった内容と自分自身
の泳技能の課題をノートにまとめる。

[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
授業内容]
平泳ぎのキック（足の動き）を 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
全体の一斉練習で学習する。 の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
授業内容]
平泳ぎのプル（手の動き）を全 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
体の一斉練習で学習する。
トにまとめる。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
授業内容]
平泳ぎの手と足のコーディネー 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
ション、呼吸方法、ターン方法 の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
を全体の一斉練習で学習する。 トにまとめる。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
プレテストとして平泳ぎ３分間 プレテストの結果のまとめを行い、本試験に向け
た自分の技能の課題を整理し、練習計画をノート
泳の距離測定を行う。
にまとめる。
[ 授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
平泳ぎの能力別／ペア練習。泳 教える側は指導したポイントのまとめと自らの指
力の高い学生と平泳ぎが苦手な 導方法に対する自己評価と反省をノートにまとめ
学生でペアリングを行い、マン る。教わる側は指導してもらった内容と自分自身
ツーマン指導を実施する。苦手 の泳技能の課題をノートにまとめる。
な学生の弱点克服を行う。
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
平泳ぎの能力別／ペア練習。泳
力の高い学生と平泳ぎが苦手な
学生でペアリングを行い、マン
ツーマン指導を実施する。苦手
な学生の弱点克服を行う。
[授業方法]
プールにて実施する。
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（復習：1時間）
教える側は指導したポイントのまとめと自らの指
導方法に対する自己評価と反省をノートにまとめ
る。教わる側は指導してもらった内容と自分自身
の泳技能の課題をノートにまとめる。

14

武田剛ほか

武田剛ほか

15

16

武田剛ほか

武田剛ほか

[授業方法]
プールにて実施する。
（予習：1時間）
[授業内容]
横泳ぎを全体の一斉練習で学習 横泳ぎの手と足の動きをテキスト（水泳指導教本
）を見て、横向きで寝ながら練習してくる。
する。

武田剛ほか

18

武田剛ほか

20

[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
前期授業評価を点数通知でフィ
ードバックする。前期実技指導
内容の振り返りをして、総まと
めを行う。
[授業方法]
教室で学生との面談と、スライ
ドでの講義を行う。
(復習：1時間)
[授業内容]
水中レジスタンス運動と水中ウ 指導上の注意点、水の抵抗を使用した運動負荷の
ォーキングを体験し、その指導 調整方法をノートにまとめる。
方法を学習する。

17

19

（復習：2時間）
[授業内容]
前期本試験の平泳ぎ３分間泳の 本試験結果の反省点をノートにまとめる。
距離測定を行う。

武田剛ほか

武田剛ほか

[授業方法]
プールにて実施する。
（予習：1時間）
[授業内容]
クロールと平泳ぎを全体の一斉 これまでの授業ノートを事前に読み、自分のクロ
ールと平泳ぎの練習で注意すべき技術的なポイン
練習で復習する。
トを確認してから授業に臨む。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
背浮き、仰向けでの呼吸方法、 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
背泳ぎのキックを全体の一斉練 の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。
習で学習する。
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
エレメンタリーバックストロー
クと背泳ぎのプルを全体の一斉
練習で学習する。

（復習：1時間）
全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。

[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
背泳ぎの手と足のコーディネー
ションを全体の一斉練習で学習
する。

（復習：1時間）
全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。

[授業方法]
プールにて実施する。
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21

武田剛ほか

22

武田剛ほか

23

武田剛ほか

24

武田剛ほか

25

武田剛ほか

26

武田剛ほか

27

28

武田剛ほか

武田剛ほか

[授業内容]
バタフライのキック（ドルフィ
ンキック）と潜行を全体の一斉
練習で学習する。

（復習：1時間）
全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）、また
潜行実施上の安全面の注意点をノートにまとめる
。

[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
バタフライのプルを全体の一斉 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）、また
練習で学習する。
潜行実施上の安全面の注意点をノートにまとめる
。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
バタフライの手と足のコーディ 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
ネーションを全体の一斉練習で の位置、用具、泳距離、技術のポイント）、また
潜行実施上の安全面の注意点をノートにまとめる
学習する。
。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
個人メドレーのペース配分とタ 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
ーンを全体の一斉練習で学習す の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。
る。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
プレテストとして１００M個人 プレテストの結果のまとめを行い、本試験に向け
メドレーのタイム測定を行う。 た自分の技能の課題を整理し、練習計画をノート
にまとめる。
[ 授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
泳技能別／ペア練習。泳力の高 教える側は指導したポイントのまとめと自らの指
い学生と苦手な学生でペアリン 導方法に対する自己評価と反省をノートにまとめ
グを行い、マンツーマン指導を る。教わる側は指導してもらった内容と自分自身
実施する。苦手な学生の弱点克 の泳技能の課題をノートにまとめる。
服を行う。
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
泳技能別／ペア練習。泳力の高
い学生と苦手な学生でペアリン
グを行い、マンツーマン指導を
実施する。苦手な学生の弱点克
服を行う。

（復習：1時間）
教える側は指導したポイントのまとめと自らの指
導方法に対する自己評価と反省をノートにまとめ
る。教わる側は指導してもらった内容と自分自身
の泳技能の課題をノートにまとめる。

[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：2時間）
[授業内容]
後期本試験の１００M個人メド 本試験結果の反省点をノートにまとめる。
レーのタイム測定を行う。
[ 授業方法]
プールにて実施する。
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武田剛ほか

[授業内容]
通年（後期）授業評価を点数通
知でフィードバックする。後期
実技指導内容の振り返りをして
、総まとめを行う。
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授業科目名
英語科目名

水泳
Swimming

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 武田 剛
科目担当者
藤島遥香、古賀大樹
授業概要
[授業全体の内容]
水泳指導の際に指導内容が体現できるように基礎泳力の向上を図る。授業内容は4泳法（クロール、平泳ぎ、
背泳ぎ、バタフライ）、潜行や横泳ぎの基礎的理論および技術の習得を目指し、４泳法を連続して泳ぐ個人メ
ドレーの練習も行う。さらに水中運動や水中レジスタンストレーニングを体験し、指導ができるようになるこ
とを目指す。
本授業は日本体育協会／日本水泳連盟公認の「水泳教師」と「水泳指導員」実技指導実習内容（四泳法、潜行
、横泳ぎ）を含みます。
[授業位置付け(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)]
この科目はスポーツ科学分野の専門的な知識と技能の獲得に貢献する。
[授業の到達目標]
1. 平泳ぎを３分間で150m以上泳ぐことができる。
2. 100m個人メドレーで男子は1分５０秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。
3. 泳法違反のない正しいフォームを習得する
成績評価
[成績評価の基準]
1. 平泳ぎを３分間で150m以上泳ぐことができる。（前期実技試験）
2. 100m個人メドレーで男子は1分50秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。（前期実技試験）
3. 泳法違反のない正しいフォームで四泳法を泳ぐことができる。（前期実技試験、後期実技試験）
4. 授業中の実技練習やグループ（ペア）練習に取り組む状況によって受講態度を評価する（平常点）。
[成績評価の方法]
実技試験（前期：平泳ぎ３分間泳、後期：100m個人メドレー）（70％）
平常点（30％）
履修における留意事項
[履修要件]
施設の使用人数制限のため、指定されたクラスを受講すること
[履修上の注意]
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
準備体操の実施以降からの授業出席の場合は見学となる。
[課題（試験）に対するフィードバック方法]
試験結果と平常点数は試験の翌週以降に各受講者へフィードバックを行う。
[テキスト・参考図書]
水泳指導教本 改定第二版、公益財団法人日本水泳連盟、大修館書店、購入の必要はなし。
[授業で使用する水着や帽子について]
本授業で使用する水着や帽子（白：色指定）は泳法練習に適したものを着用すること。レジャー用水着での受
講は技能練習に支障をきたすため、競泳用（練習用）の着用が推奨される。帽子には苗字をカタカナで大きく
はっきりと記入し、授業中にこれを着用する。教員は帽子にて学生の氏名を把握するため、帽子を紛失した場
合でも友人等の他人の帽子を着用しないこと。
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
担当：武田 剛
Email: tutakeda[at]juntendo.ac.jp
*[at]を@に変更してください。
[オフィスアワー]
通年授業期間中の木曜日15:00‑16:00
場所：1号館5階1507室（水泳研究室）
上記の時間には予約に無しに対応しますが、他の学生との時間調整のためできるだけ前日までにEmailで予約
をしてください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
[学修時間]
この授業は、実技の授業形態による２単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間を必要とす
る内容をもって構成する。
[その他]
この授業科目は、中学校教諭１種免許状（保健体育）並びに高等学校教諭１種免許状の取得に必要な科目のう
ち、「教科に関する科目」における選択必修科目に位置付けられています。また日本スポーツ協会／日本水泳
連盟公認資格「水泳教師」と「水泳指導員」、日本スポーツ協会公認「ジュニアスポーツ指導員」、健康・体
力づくり事業財団の「健康運動指導士」の専門科目（講習）免除科目でもあります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
武田剛ほか
(復習：1時間)
1
[授業内容]
水泳授業の進め方のガイダンス 水泳用具の準備をする。プール使用上の注意を安
を行う。授業概要、成績評価方 全面と指導効率にわけてノートにまとめる。
法、プール利用上の注意や水泳
用具の使用方法を学ぶ。

2

武田剛ほか

3

武田剛ほか

4

武田剛ほか

5

武田剛ほか

[授業方法]
教室で実施し、スライドを用い
て説明する。また希望者には水
泳用具の販売を行う。
[授業内容]
プール施設の利用方法、水泳用
具の使用方法、水泳授業の授業
形態、水慣れの学習を行う。
[授業方法]
プールにて実施する。水慣れプ
ログラムを中心したプログラム
を実施する。
[授業内容]
蹴伸び、浮身、呼吸法の練習を
行い、水中での重力、浮力、抵
抗の理解を深める。

（復習：1時間）
授業内容やプール施設使用上の注意点をノートに
まとめ、プール管理方法を学習する。

（復習：1時間）
アルキメデスの定理や水中トルク発生原理をノー
トにまとめる。

[授業方法]
プールにて実施をする。
（復習：1時間）
[授業内容]
クロールのキック（足の動き） 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
を全体の一斉練習で学習する。 の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
クロールのプル（手の動き）を 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
全体の一斉練習で学習する。 の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。
[授業方法]
プールにて実施する。
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6

7

武田剛ほか

武田剛ほか

8

武田剛ほか

9

武田剛ほか

10

武田剛ほか

11

武田剛ほか

12

武田剛ほか

13

武田剛ほか

[授業内容]
クロールの手と足のコーティネ
ーションと呼吸方法を全体の一
斉練習で学習する。
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
クロールの能力別／ペア練習。
泳力高い学生とクロールが苦手
な学生でペアリングを行い、マ
ンツーマン指導を実施する。苦
手な学生の弱点克服を行う。

（復習：1時間）
全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。

（復習：1時間）
教える側は指導したポイントのまとめと自らの指
導方法に対する自己評価と反省をノートにまとめ
る。教わる側は指導してもらった内容と自分自身
の泳技能の課題をノートにまとめる。

[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
授業内容]
平泳ぎのキック（足の動き）を 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
全体の一斉練習で学習する。 の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
授業内容]
平泳ぎのプル（手の動き）を全 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
体の一斉練習で学習する。
トにまとめる。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
授業内容]
平泳ぎの手と足のコーディネー 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
ション、呼吸方法、ターン方法 の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
を全体の一斉練習で学習する。 トにまとめる。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
プレテストとして平泳ぎ３分間 プレテストの結果のまとめを行い、本試験に向け
た自分の技能の課題を整理し、練習計画をノート
泳の距離測定を行う。
にまとめる。
[ 授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
平泳ぎの能力別／ペア練習。泳 教える側は指導したポイントのまとめと自らの指
力の高い学生と平泳ぎが苦手な 導方法に対する自己評価と反省をノートにまとめ
学生でペアリングを行い、マン る。教わる側は指導してもらった内容と自分自身
ツーマン指導を実施する。苦手 の泳技能の課題をノートにまとめる。
な学生の弱点克服を行う。
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
平泳ぎの能力別／ペア練習。泳
力の高い学生と平泳ぎが苦手な
学生でペアリングを行い、マン
ツーマン指導を実施する。苦手
な学生の弱点克服を行う。
[授業方法]
プールにて実施する。
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（復習：1時間）
教える側は指導したポイントのまとめと自らの指
導方法に対する自己評価と反省をノートにまとめ
る。教わる側は指導してもらった内容と自分自身
の泳技能の課題をノートにまとめる。

14

武田剛ほか

武田剛ほか

15

16

武田剛ほか

武田剛ほか

[授業方法]
プールにて実施する。
（予習：1時間）
[授業内容]
横泳ぎを全体の一斉練習で学習 横泳ぎの手と足の動きをテキスト（水泳指導教本
）を見て、横向きで寝ながら練習してくる。
する。

武田剛ほか

18

武田剛ほか

20

[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
前期授業評価を点数通知でフィ
ードバックする。前期実技指導
内容の振り返りをして、総まと
めを行う。
[授業方法]
教室で学生との面談と、スライ
ドでの講義を行う。
(復習：1時間)
[授業内容]
水中レジスタンス運動と水中ウ 指導上の注意点、水の抵抗を使用した運動負荷の
ォーキングを体験し、その指導 調整方法をノートにまとめる。
方法を学習する。

17

19

（復習：2時間）
[授業内容]
前期本試験の平泳ぎ３分間泳の 本試験結果の反省点をノートにまとめる。
距離測定を行う。

武田剛ほか

武田剛ほか

[授業方法]
プールにて実施する。
（予習：1時間）
[授業内容]
クロールと平泳ぎを全体の一斉 これまでの授業ノートを事前に読み、自分のクロ
ールと平泳ぎの練習で注意すべき技術的なポイン
練習で復習する。
トを確認してから授業に臨む。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
背浮き、仰向けでの呼吸方法、 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
背泳ぎのキックを全体の一斉練 の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。
習で学習する。
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
エレメンタリーバックストロー
クと背泳ぎのプルを全体の一斉
練習で学習する。

（復習：1時間）
全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。

[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
背泳ぎの手と足のコーディネー
ションを全体の一斉練習で学習
する。

（復習：1時間）
全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。

[授業方法]
プールにて実施する。
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21

武田剛ほか

22

武田剛ほか

23

武田剛ほか

24

武田剛ほか

25

武田剛ほか

26

武田剛ほか

27

28

武田剛ほか

武田剛ほか

[授業内容]
バタフライのキック（ドルフィ
ンキック）と潜行を全体の一斉
練習で学習する。

（復習：1時間）
全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）、また
潜行実施上の安全面の注意点をノートにまとめる
。

[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
バタフライのプルを全体の一斉 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
の位置、用具、泳距離、技術のポイント）、また
練習で学習する。
潜行実施上の安全面の注意点をノートにまとめる
。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
バタフライの手と足のコーディ 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
ネーションを全体の一斉練習で の位置、用具、泳距離、技術のポイント）、また
潜行実施上の安全面の注意点をノートにまとめる
学習する。
。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
個人メドレーのペース配分とタ 全体練習の実施方法（学生、学習者の動線、教師
ーンを全体の一斉練習で学習す の位置、用具、泳距離、技術のポイント）をノー
トにまとめる。
る。
[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
プレテストとして１００M個人 プレテストの結果のまとめを行い、本試験に向け
メドレーのタイム測定を行う。 た自分の技能の課題を整理し、練習計画をノート
にまとめる。
[ 授業方法]
プールにて実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
泳技能別／ペア練習。泳力の高 教える側は指導したポイントのまとめと自らの指
い学生と苦手な学生でペアリン 導方法に対する自己評価と反省をノートにまとめ
グを行い、マンツーマン指導を る。教わる側は指導してもらった内容と自分自身
実施する。苦手な学生の弱点克 の泳技能の課題をノートにまとめる。
服を行う。
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
泳技能別／ペア練習。泳力の高
い学生と苦手な学生でペアリン
グを行い、マンツーマン指導を
実施する。苦手な学生の弱点克
服を行う。

（復習：1時間）
教える側は指導したポイントのまとめと自らの指
導方法に対する自己評価と反省をノートにまとめ
る。教わる側は指導してもらった内容と自分自身
の泳技能の課題をノートにまとめる。

[授業方法]
プールにて実施する。
（復習：2時間）
[授業内容]
後期本試験の１００M個人メド 本試験結果の反省点をノートにまとめる。
レーのタイム測定を行う。
[ 授業方法]
プールにて実施する。
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武田剛ほか

[授業内容]
通年（後期）授業評価を点数通
知でフィードバックする。後期
実技指導内容の振り返りをして
、総まとめを行う。
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授業科目名
英語科目名

サッカー
Soccer

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

堀池

巧

授業概要
[授業全体の内容]
この授業では「自身ができる」と「他者にできるようにさせる」ことを柱に、サッカーにおける基礎技術の習
得と向上、個人戦術、グループ戦術、チーム戦術を理解し、仲間とともに競技をする楽しさを学び、さらには
、サッカーの基本原則や競技規則について理解を深めます。また、サッカー（障がい者サッカーを含む）おけ
るテーマごとの様々なトレーニングメニューを体験しサッカー理解を高める。またグループごとにトレーニン
グをプランニングし中学・高校の授業で指導実践できる技術を身につける。
[学位授与方針に定められた知識・能力等との関連]
集団スポーツであるサッカーは、人との関わりが非常に重要なスポーツである。本授業では、サッカーにおい
て特に必要な能力である「個人スキル」「コミュニケーション力」「対人調整力」を養い、スポーツ健康科学
を中心とした幅広い知識と教養を身につけることを目指す。
[到達目標]
１．サッカーにおける基礎技術を習得しプレーすることができる。
２．サッカーの原理原則および楽しさを理解しプレーすることができる。
３．サッカーの競技規則に基づいてプレーおよび審判をすることができる。
成績評価
[成績評価基準]
１．サッカーにおけるボールをコントロールする・パスする・ドリブルするといった基本技術、個人戦術を
正確に行うことができるかゲームの中で評価する。
２．サッカー知識として、サッカーの競技規則、審判法等を理解しているか定期試験で評価する。
[成績評価方法]
実技レベルおよび知識理解：50%、定期試験：30%、授業態度および取り組む姿勢：20%の割合で評価します。
出席が授業回数の2/3に満たない場合、また著しく不適切な受講態度と判断した学生に対しての単位認定は行
いません。
履修における留意事項
[受講条件]
適切な服装（スネ当てを含む）とシューズの準備をすること。
[試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法]
授業の中でキーファクター、ポイント等を提示し、解説する。
[テキスト・参考書]
Laws of the Game サッカー競技規則
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：堀池 巧
E‑mail：t‑horiike［at］juntendo．ac．jp

（［at］を＠に変更してください）

［オフィスアワー］
日時：火曜日・10時〜12時、木曜日・10時〜12時、
場所：1号館5階 サッカー研究室 1529室
備考
[学修時間」
この授業は、実技の授業形態による 2単位の科目であり、授業 60 時間と 準備学習 30時間の計 90 時間の学
修を必要とする内容もって構成。
[その他］
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
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授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
堀池 巧
1
（授業内容）
ガイダンス：サッカーの授業に
対しての理解を深める。
（授業方法）
授業の進め方、諸注意を説明す
る。
堀池 巧
2
（授業内容）
サッカーをしよう！：コミュニ
ケーション＆アイスブレイクに
ついて理解を深める。
（授業方法）
様々なアイスブレイクの実例を
体験させる。
堀池 巧
3
（授業内容）
サッカーのコーディネーション
トレーニング・ボールフィーリ
ングについて理解を深める。
（授業方法）
どのようなコーディネーション
トレーニングがあるのか解説す
る。
堀池 巧
4
（授業内容）
パス＆コントロールのテクニッ
クについて理解を深める。
（授業方法）
対面パスを中心に両足を使いな
がらのドリルを行う。
堀池
巧
5
（授業内容）
様々なキックについて理解を深
める。
（授業方法）
様々なキックを体験させ、蹴り
方について解説する。
6

堀池

巧

7

堀池

巧

8

堀池

巧

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：0.5時間）
シラバスを確認に授業について理解・把握をする
（復習：0.5時間）
サッカー競技の特性について理解を深める。

（予習：0.5時間）
アイスブレイクとは何か調べる。
（復習：0.5時間）
楽しくサッカーをするためには、どうすれば良い
か考える。

（予習：0.5時間）
コーディネーショントレーニング・ボールフィー
リングとは何か調べる。
（復習：0.5時間）
サッカーのためのコーディネーショントレーニン
グを１つ開発する。

（予習：0.5時間）
有効な視野の確保、ボールの置き所とはどういう
ことか調べる。
（復習：0.5時間）
両足で、なおかつ正確性を追求しながらパスとコ
ントロールができているか復習を行う.。
（予習：0.5時間）
サッカーにおけるパスの種類とキックの種類につ
いて調べる。
（復習：0.5時間）
受け手がシュートを選択するために、パスのスピ
ード、角度、タイミングが適切かどうか復習する
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
フィニッシュ①：シュートの基 シュートについて調べる。
（復習：0.5時間）
本について理解を深める。
ボールをしっかり捉え、ボールをよく見て強いシ
（授業方法）
様々なシュートトレーニングを ュートが打てるか復習する。
行い、解説する。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
ボールを奪う：守備の個人戦術 守備におけるチャレンジの優先順位、ポジション
の原則について調べてくる。
について理解を深める。
（復習：0.5時間）
（授業方法）
守備の個人戦術について解説し 守備における個人戦術を理解し、プレッシャーを
、ドリルトレーニングを行う。 かけ、奪うチャンスを逃さずボールが奪えるか復
習する。
（予習：0.5時間）
授業内容）
ドリブルについて理解を深める ドリブルについて調べる。
（復習：0.5時間）
。
周りを見ながら、スピードの変化を加えながら、
（授業方法）
様々な部位を使ったドリブル、 フェイントを入れながらドリブルできるか復習す
ドリブルターン、１対１のドリ る。
ブル等を行う。
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9

堀池

巧

10

堀池

巧

11

堀池

巧

12

堀池

巧

13

堀池

巧

14

堀池

巧

15

堀池

巧

16

堀池

巧

17

堀池

巧

（授業内容）
講義：スポーツ現場における暴
力根絶について理解を深める。
（授業方法）
少人数のグループに分かれディ
スカッションし、その後発表す
る。
（授業内容）
ポゼッションについて理解を深
める。
（授業方法）
ボールを失わないためのテクニ
ックドリルを行い、解説する
（授業内容）
ゴールキーピングについて理解
を深める。
（授業方法）ゴールキーパー育
成のための様々な基本動作を体
験させ、解説する。
（授業内容）
ヘディングの基本について理解
を深める。
（授業方法）
タンディングヘッド・ジャンプ
ヘッド・ダイビングヘッドを行
い、解説する。
（授業内容）
障がい者サッカーについて理解
を深める。
（授業方法）
アンプティサッカーを体験し、
解説する。
（授業内容）
突破：ゴールを奪うために必要
な突破の動きについて理解を深
める。
（授業方法）
突破の動きについて解説し、様
々なトレーニングを行う。
（授業内容）
スモールサイドゲームについて
理解を深める。
（授業方法）
様々なスモールゲームを行い、
解説する。
（授業内容）
フィニッシュ②：コンビネーシ
ョンからのシュートについて理
解を深める。
（授業方法）
コンビネーションからのドリル
シュートを行い、解説する。
（授業内容）
攻撃のオフ・ザ・ボールの動き
について理解を深める。
（授業方法）
オフ・ザ・ボールの動きについ
て解説し、ゲーム①：８対８を
行う。
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（予習：1時間）
スポーツ指導における暴力はなぜ起きるのかを考
える。
（復習：1時間）
暴力根絶に対する自分の考えをまとめる。

（予習：0.5時間）
ポゼションとはどういうことか調べる。
（復習：0.5時間）
相手選手にボールを奪われることなく、判断の変
化に対応しながらポジションを変化させ、ボール
を奪われないか復習する。
（予習：0.5時間）
現代のゴールキーパに求められることは何か調べ
る。
（復習：0.5時間）
ゴールキーパの基本動作について正しくできるか
どうか復習する。
（予習：0.5時間）
ヘディングについて調べる。
（復習：0.5時間）
ボールをよく見て、また、腕を使いながら、さら
に、コンタクト部分が適切か復習を行う。

（予習：0.5時間）
障がい者サッカーの種類について調べる。
（復習：0.5時間）
自分の専門競技の障がい者スポーツにつて調べる
。
（予習：0.5時間）
サッカーにおける突破の動きについて調べてくる
こと。
（復習：0.5時間）
相手との間合い、フェイント、スピードの変化、
方向の変化を加えながら突破ができているか復習
する。
（予習：0.5時間）
サッカーのスモールサイドゲームにはどのような
ものがあるか調べる。
（復習：0.5時間）
様々なスモールサイドゲームに於いて必要とされ
る技術・戦術について復習する。
（予習：0.5時間）
シュートについて調べる。
（復習：0.5時間）
積極的にシュートを狙う姿勢を常に持ちながら、
GKとの駆け引きや、正確に狙うことができるか復
習する。
（予習：0.5時間）
攻守におけるオフ・ザ・ボールとはどういうこと
か調べる。
（復習：0.5時間）
ゲーム中、オフ・ザ・ボールの状況を理解した上
でプレーできているかどうか復習する。

18

堀池

巧

19

堀池

巧

20

堀池

巧

21

堀池

巧

22

堀池

巧

23

堀池

巧

24

堀池

巧

（授業内容）
グループ指導実践②：守備につ
いて理解を深める。
（授業方法）
少人数のグループ分けをし、テ
ーマに沿った指導実践を行う。

25

堀池

巧

（授業内容）
グループ指導実践③：フィニッ
シュについて理解を深める。
（授業方法）
少人数のグループ分けをし、テ
ーマに沿った指導実践を行う。

(授業内容）
守備のオフ・ザ・ボールの動き
について理解を深める。
（授業方法）
オフ・ザ・ボールの動きについ
て解説し、ゲーム②：８対８を
行う。
（授業内容）
クロスボールからの攻防につい
て理解を深める。
（授業方法）
クロスボールはなぜ有効なのか
解説し、ゲーム③：条件付きゲ
ームを行う。
（授業内容）
講義：ルールと審判法について
理解を深める。
（授業方法）
サッカーのルールと審判法につ
いて解説する。
（授業内容）
システムとポジションについて
理解を深める。
（授業方法）
自分たちでシステムとポジショ
ンを決め、ゲーム④：１１対１
１を行う。
（授業内容）
セットプレー：現代サッカーに
おけるセットプレーの重要性に
ついて理解を深める。
（授業方法）
ゲーム⑤：セットプレーゲーム
を行い、解説をする。
（授業内容）
グループ指導実践①：テクニッ
クについて理解を深める。
（授業方法）
少人数のグループ分けをし、テ
ーマに沿った指導実践を行う。

793

（予習：0.5時間）
チャレンジ＆カバーについて調べてくること。
（復習：0.5時間）
ゲーム中、オフ・ザ・ボールの状況を理解した上
でプレーできているかどうか復習する。

（予習：0.5時間）
クロスからの攻撃はなぜ有効なのか調べる。
（復習：0.5時間）
クロスにおける攻守のポジショニングを正確に取
れるか復習する。

（予習：1時間）
サッカーのオフサイドについて調べる。
（復習：1時間）
サッカーのルールについて、「サッカーの競技規
則」をWeb上で閲覧し復習する。
（予習：0.5時間）
システムの変遷と各ポジションの役割について調
べる。
（復習：0.5時間）
システムとポジションについて理解すると共に、
映像を通して実際のゲームでどのようになってい
るか復習する。
（予習：0.5時間）
セットプレーはなぜ攻撃側に有利なのか調べる。
（復習：0.5時間）
得点に直接結びつくようなセットプレーができる
かどうか復習する。

（予習：0.5時間）
各グループごとに、テーマに沿ったプランニング
を考える。
（復習：0.5時間）
各グループごとに、より良い指導実践を行うため
には何が必要か授業を振り返りながら復習を行う
。
（予習：0.5時間）
各グループごとに、テーマに沿ったプランニング
を考える。
（復習：0.5時間）
各グループごとに、より良い指導実践を行うため
には何が必要か授業を振り返りながら復習を行う
。
（予習：0.5時間）
各グループごとに、テーマに沿ったプランニング
を考える。
（復習：0.5時間）
各グループごとに、より良い指導実践を行うため
には何が必要か授業を振り返りながら復習を行う
。

26

堀池

巧

27

堀池

巧

28

堀池

巧

（授業内容）
ゲーム⑥：11対11の対抗戦でサ
ッカーの本質と審判法の理解を
深める。
（授業方法）
システム、ポジションを自分た
ちで決めさせゲームを行う。ま
たレフェリーをやり、審判法を
身につけさせる。
（授業内容）
ゲーム⑦：11対11の対抗戦でサ
ッカーの本質と審判法の理解を
深める。
（授業方法）
システム、ポジションを自分た
ちで決めさせゲームを行う。ま
たレフェリーをやり、審判法を
身につけさせる。
（授業内容）
ゲーム⑧：11対11の対抗戦でサ
ッカーの本質と審判法の理解を
深める。
（授業方法）
システム、ポジションを自分た
ちで決めさせゲームを行う。ま
たレフェリーをやり、審判法を
身につけさせる。
最終試験（筆記テスト）
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（予習：0.5時間）
各チームごとに、主導権を握るサッカーをするた
めには何が必要かミーティングを行う。
（復習：0.5時間）
各チームごとに、試合の分析を行い、課題解決の
ために何が必要か授業を振り返りながら復習を行
う。

（予習：0.5時間）
各チームごとに、主導権を握るサッカーをするた
めには何が必要かミーティングを行う。
（復習：0.5時間）
各チームごとに、試合の分析を行い、課題解決の
ために何が必要か授業を振り返りながら復習を行
う。

（予習：0.5間）
各チームごとに、主導権を握るサッカーをするた
めには何が必要かミーティングを行う。
（復習：0.5時間）
各チームごとに、試合の分析を行い、課題解決の
ために何が必要か授業を振り返りながら復習を行
う。

（予習）
筆記テストの準備をする。
（復習）
テスト内容を振り返る。

授業科目名
英語科目名

サッカー
Soccer

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

堀池

巧

授業概要
[授業全体の内容]
この授業では「自身ができる」と「他者にできるようにさせる」ことを柱に、サッカーにおける基礎技術の習
得と向上、個人戦術、グループ戦術、チーム戦術を理解し、仲間とともに競技をする楽しさを学び、さらには
、サッカーの基本原則や競技規則について理解を深めます。また、サッカー（障がい者サッカーを含む）おけ
るテーマごとの様々なトレーニングメニューを体験しサッカー理解を高める。またグループごとにトレーニン
グをプランニングし中学・高校の授業で指導実践できる技術を身につける。
[学位授与方針に定められた知識・能力等との関連]
集団スポーツであるサッカーは、人との関わりが非常に重要なスポーツである。本授業では、サッカーにおい
て特に必要な能力である「個人スキル」「コミュニケーション力」「対人調整力」を養い、スポーツ健康科学
を中心とした幅広い知識と教養を身につけることを目指す。
[到達目標]
１．サッカーにおける基礎技術を習得しプレーすることができる。
２．サッカーの原理原則および楽しさを理解しプレーすることができる。
３．サッカーの競技規則に基づいてプレーおよび審判をすることができる。
成績評価
[成績評価基準]
１．サッカーにおけるボールをコントロールする・パスする・ドリブルするといった基本技術、個人戦術を
正確に行うことができるかゲームの中で評価する。
２．サッカー知識として、サッカーの競技規則、審判法等を理解しているか定期試験で評価する。
[成績評価方法]
実技レベルおよび知識理解：50%、定期試験：30%、授業態度および取り組む姿勢：20%の割合で評価します。
出席が授業回数の2/3に満たない場合、また著しく不適切な受講態度と判断した学生に対しての単位認定は行
いません。
履修における留意事項
[受講条件]
適切な服装（スネ当てを含む）とシューズの準備をすること。
[試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法]
授業の中でキーファクター、ポイント等を提示し、解説する。
[テキスト・参考書]
Laws of the Game サッカー競技規則
連絡先とオフィスアワー
[連絡先］
担当：堀池 巧
E‑mail：t‑horiike［at］juntendo．ac．jp

（［at］を＠に変更してください）

[オフィスアワー］
日時：火曜日・10時〜12時、木曜日・10時〜12時、
場所：1号館5階 サッカー研究室 1529室
備考
[学修時間」
この授業は、実技の授業形態による 2単位の科目であり、授業 60 時間と 準備学習 30 時間の計 90 時間の
学修を必要とする内容もって構成。
[その他］
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
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授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
堀池 巧
1
（授業内容）
ガイダンス：サッカーの授業に
対しての理解を深める。
（授業方法）
授業の進め方、諸注意を説明す
る。
堀池 巧
2
（授業内容）
サッカーをしよう！：コミュニ
ケーション＆アイスブレイクに
ついて理解を深める。
（授業方法）
様々なアイスブレイクの実例を
体験させる。
堀池 巧
3
（授業内容）
サッカーのコーディネーション
トレーニング・ボールフィーリ
ングについて理解を深める。
（授業方法）
どのようなコーディネーション
トレーニングがあるのか解説す
る。
堀池 巧
4
（授業内容）
パス＆コントロールのテクニッ
クについて理解を深める。
（授業方法）
対面パスを中心に両足を使いな
がらのドリルを行う。
堀池
巧
5
（授業内容）
様々なキックについて理解を深
める。
（授業方法）
様々なキックを体験させ、蹴り
方について解説する。
6

堀池

巧

7

堀池

巧

8

堀池

巧

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：0.5時間）
シラバスを確認に授業について理解・把握をする
（復習：0.5時間）
サッカー競技の特性について理解を深める。

（予習：0.5時間）
アイスブレイクとは何か調べる。
（復習：0.5時間）
楽しくサッカーをするためには、どうすれば良い
か考える。

（予習：0.5時間）
コーディネーショントレーニング・ボールフィー
リングとは何か調べる。
（復習：0.5時間）
サッカーのためのコーディネーショントレーニン
グを１つ開発する。

（予習：0.5時間）
有効な視野の確保、ボールの置き所とはどういう
ことか調べる。
（復習：0.5時間）
両足で、なおかつ正確性を追求しながらパスとコ
ントロールができているか復習を行う.。
（予習：0.5時間）
サッカーにおけるパスの種類とキックの種類につ
いて調べる。
（復習：0.5時間）
受け手がシュートを選択するために、パスのスピ
ード、角度、タイミングが適切かどうか復習する
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
フィニッシュ①：シュートの基 シュートについて調べる。
（復習：0.5時間）
本について理解を深める。
ボールをしっかり捉え、ボールをよく見て強いシ
（授業方法）
様々なシュートトレーニングを ュートが打てるか復習する。
行い、解説する。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
ボールを奪う：守備の個人戦術 守備におけるチャレンジの優先順位、ポジション
の原則について調べてくる。
について理解を深める。
（復習：0.5時間）
（授業方法）
守備の個人戦術について解説し 守備における個人戦術を理解し、プレッシャーを
、ドリルトレーニングを行う。 かけ、奪うチャンスを逃さずボールが奪えるか復
習する。
（予習：0.5時間）
授業内容）
ドリブルについて理解を深める ドリブルについて調べる。
（復習：0.5時間）
。
周りを見ながら、スピードの変化を加えながら、
（授業方法）
様々な部位を使ったドリブル、 フェイントを入れながらドリブルできるか復習す
ドリブルターン、１対１のドリ る。
ブル等を行う。
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（授業内容）
講義：スポーツ現場における暴
力根絶について理解を深める。
（授業方法）
少人数のグループに分かれディ
スカッションし、その後発表す
る。
（授業内容）
ポゼッションについて理解を深
める。
（授業方法）
ボールを失わないためのテクニ
ックドリルを行い、解説する
（授業内容）
ゴールキーピングについて理解
を深める。
（授業方法）ゴールキーパー育
成のための様々な基本動作を体
験させ、解説する。
（授業内容）
ヘディングの基本について理解
を深める。
（授業方法）
タンディングヘッド・ジャンプ
ヘッド・ダイビングヘッドを行
い、解説する。
（授業内容）
障がい者サッカーについて理解
を深める。
（授業方法）
アンプティサッカーを体験し、
解説する。
（授業内容）
突破：ゴールを奪うために必要
な突破の動きについて理解を深
める。
（授業方法）
突破の動きについて解説し、様
々なトレーニングを行う。
（授業内容）
スモールサイドゲームについて
理解を深める。
（授業方法）
様々なスモールゲームを行い、
解説する。
（授業内容）
フィニッシュ②：コンビネーシ
ョンからのシュートについて理
解を深める。
（授業方法）
コンビネーションからのドリル
シュートを行い、解説する。
（授業内容）
攻撃のオフ・ザ・ボールの動き
について理解を深める。
（授業方法）
オフ・ザ・ボールの動きについ
て解説し、ゲーム①：８対８を
行う。
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（予習：1時間）
スポーツ指導における暴力はなぜ起きるのかを考
える。
（復習：1時間）
暴力根絶に対する自分の考えをまとめる。

（予習：0.5時間）
ポゼションとはどういうことか調べる。
（復習：0.5時間）
相手選手にボールを奪われることなく、判断の変
化に対応しながらポジションを変化させ、ボール
を奪われないか復習する。
（予習：0.5時間）
現代のゴールキーパに求められることは何か調べ
る。
（復習：0.5時間）
ゴールキーパの基本動作について正しくできるか
どうか復習する。
（予習：0.5時間）
ヘディングについて調べる。
（復習：0.5時間）
ボールをよく見て、また、腕を使いながら、さら
に、コンタクト部分が適切か復習を行う。

（予習：0.5時間）
障がい者サッカーの種類について調べる。
（復習：0.5時間）
自分の専門競技の障がい者スポーツにつて調べる
。
（予習：0.5時間）
サッカーにおける突破の動きについて調べてくる
こと。
（復習：0.5時間）
相手との間合い、フェイント、スピードの変化、
方向の変化を加えながら突破ができているか復習
する。
（予習：0.5時間）
サッカーのスモールサイドゲームにはどのような
ものがあるか調べる。
（復習：0.5時間）
様々なスモールサイドゲームに於いて必要とされ
る技術・戦術について復習する。
（予習：0.5時間）
シュートについて調べる。
（復習：0.5時間）
積極的にシュートを狙う姿勢を常に持ちながら、
GKとの駆け引きや、正確に狙うことができるか復
習する。
（予習：0.5時間）
攻守におけるオフ・ザ・ボールとはどういうこと
か調べる。
（復習：0.5時間）
ゲーム中、オフ・ザ・ボールの状況を理解した上
でプレーできているかどうか復習する。
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（授業内容）
グループ指導実践②：守備につ
いて理解を深める。
（授業方法）
少人数のグループ分けをし、テ
ーマに沿った指導実践を行う。
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（授業内容）
グループ指導実践③：フィニッ
シュについて理解を深める。
（授業方法）
少人数のグループ分けをし、テ
ーマに沿った指導実践を行う。

(授業内容）
守備のオフ・ザ・ボールの動き
について理解を深める。
（授業方法）
オフ・ザ・ボールの動きについ
て解説し、ゲーム②：８対８を
行う。
（授業内容）
クロスボールからの攻防につい
て理解を深める。
（授業方法）
クロスボールはなぜ有効なのか
解説し、ゲーム③：条件付きゲ
ームを行う。
（授業内容）
講義：ルールと審判法について
理解を深める。
（授業方法）
サッカーのルールと審判法につ
いて解説する。
（授業内容）
システムとポジションについて
理解を深める。
（授業方法）
自分たちでシステムとポジショ
ンを決め、ゲーム④：１１対１
１を行う。
（授業内容）
セットプレー：現代サッカーに
おけるセットプレーの重要性に
ついて理解を深める。
（授業方法）
ゲーム⑤：セットプレーゲーム
を行い、解説をする。
（授業内容）
グループ指導実践①：テクニッ
クについて理解を深める。
（授業方法）
少人数のグループ分けをし、テ
ーマに沿った指導実践を行う。
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（予習：0.5時間）
チャレンジ＆カバーについて調べてくること。
（復習：0.5時間）
ゲーム中、オフ・ザ・ボールの状況を理解した上
でプレーできているかどうか復習する。

（予習：0.5時間）
クロスからの攻撃はなぜ有効なのか調べる。
（復習：0.5時間）
クロスにおける攻守のポジショニングを正確に取
れるか復習する。

（予習：1時間）
サッカーのオフサイドについて調べる。
（復習：1時間）
サッカーのルールについて、「サッカーの競技規
則」をWeb上で閲覧し復習する。
（予習：0.5時間）
システムの変遷と各ポジションの役割について調
べる。
（復習：0.5時間）
システムとポジションについて理解すると共に、
映像を通して実際のゲームでどのようになってい
るか復習する。
（予習：0.5時間）
セットプレーはなぜ攻撃側に有利なのか調べる。
（復習：0.5時間）
得点に直接結びつくようなセットプレーができる
かどうか復習する。

（予習：0.5時間）
各グループごとに、テーマに沿ったプランニング
を考える。
（復習：0.5時間）
各グループごとに、より良い指導実践を行うため
には何が必要か授業を振り返りながら復習を行う
。
（予習：0.5時間）
各グループごとに、テーマに沿ったプランニング
を考える。
（復習：0.5時間）
各グループごとに、より良い指導実践を行うため
には何が必要か授業を振り返りながら復習を行う
。
（予習：0.5時間）
各グループごとに、テーマに沿ったプランニング
を考える。
（復習：0.5時間）
各グループごとに、より良い指導実践を行うため
には何が必要か授業を振り返りながら復習を行う
。
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（授業内容）
ゲーム⑥：11対11の対抗戦でサ
ッカーの本質と審判法の理解を
深める。
（授業方法）
システム、ポジションを自分た
ちで決めさせゲームを行う。ま
たレフェリーをやり、審判法を
身につけさせる。
（授業内容）
ゲーム⑦：11対11の対抗戦でサ
ッカーの本質と審判法の理解を
深める。
（授業方法）
システム、ポジションを自分た
ちで決めさせゲームを行う。ま
たレフェリーをやり、審判法を
身につけさせる。
（授業内容）
ゲーム⑧：11対11の対抗戦でサ
ッカーの本質と審判法の理解を
深める。
（授業方法）
システム、ポジションを自分た
ちで決めさせゲームを行う。ま
たレフェリーをやり、審判法を
身につけさせる。
最終試験（筆記テスト）
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（予習：0.5時間）
各チームごとに、主導権を握るサッカーをするた
めには何が必要かミーティングを行う。
（復習：0.5時間）
各チームごとに、試合の分析を行い、課題解決の
ために何が必要か授業を振り返りながら復習を行
う。

（予習：0.5時間）
各チームごとに、主導権を握るサッカーをするた
めには何が必要かミーティングを行う。
（復習：0.5時間）
各チームごとに、試合の分析を行い、課題解決の
ために何が必要か授業を振り返りながら復習を行
う。

（予習：0.5間）
各チームごとに、主導権を握るサッカーをするた
めには何が必要かミーティングを行う。
（復習：0.5時間）
各チームごとに、試合の分析を行い、課題解決の
ために何が必要か授業を振り返りながら復習を行
う。

（予習）
筆記テストの準備をする。
（復習）
テスト内容を振り返る。

授業科目名
英語科目名

サッカー
Soccer

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

堀池

巧

授業概要
[授業全体の内容]
この授業では「自身ができる」と「他者にできるようにさせる」ことを柱に、サッカーにおける基礎技術の習
得と向上、個人戦術、グループ戦術、チーム戦術を理解し、仲間とともに競技をする楽しさを学び、さらには
、サッカーの基本原則や競技規則について理解を深めます。また、サッカー（障がい者サッカーを含む）おけ
るテーマごとの様々なトレーニングメニューを体験しサッカー理解を高める。またグループごとにトレーニン
グをプランニングし中学・高校の授業で指導実践できる技術を身につける。
[学位授与方針に定められた知識・能力等との関連]
集団スポーツであるサッカーは、人との関わりが非常に重要なスポーツである。本授業では、サッカーにおい
て特に必要な能力である「個人スキル」「コミュニケーション力」「対人調整力」を養い、スポーツ健康科学
を中心とした幅広い知識と教養を身につけることを目指す。
[到達目標]
１．サッカーにおける基礎技術を習得しプレーすることができる。
２．サッカーの原理原則および楽しさを理解しプレーすることができる。
３．サッカーの競技規則に基づいてプレーおよび審判をすることができる。
成績評価
[成績評価基準]
１．サッカーにおけるボールをコントロールする・パスする・ドリブルするといった基本技術、個人戦術を
正確に行うことができるかゲームの中で評価する。
２．サッカー知識として、サッカーの競技規則、審判法等を理解しているか定期試験で評価する。
[成績評価方法]
実技レベルおよび知識理解：50%、定期試験：30%、授業態度および取り組む姿勢：20%の割合で評価します。
出席が授業回数の2/3に満たない場合、また著しく不適切な受講態度と判断した学生に対しての単位認定は行
いません。
履修における留意事項
[受講条件]
適切な服装（スネ当てを含む）とシューズの準備をすること。
[試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法]
授業の中でキーファクター、ポイント等を提示し、解説する。
[テキスト・参考書]
Laws of the Game サッカー競技規則
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：堀池 巧
E‑mail：t‑horiike［at］juntendo．ac．jp

（［at］を＠に変更してください）

［オフィスアワー］
日時：火曜日・10時〜12時、木曜日・10時〜12時、
場所：1号館5階 サッカー研究室 1529室
備考
[学修時間」
この授業は、実技の授業形態による 2単位の科目であり、授業 60 時間と 準備学習 30 時間の計 90 時間の
学修を必要とする内容もって構成。
[その他］
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
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授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
堀池 巧
1
（授業内容）
ガイダンス：サッカーの授業に
対しての理解を深める。
（授業方法）
授業の進め方、諸注意を説明す
る。
堀池 巧
2
（授業内容）
サッカーをしよう！：コミュニ
ケーション＆アイスブレイクに
ついて理解を深める。
（授業方法）
様々なアイスブレイクの実例を
体験させる。
堀池 巧
3
（授業内容）
サッカーのコーディネーション
トレーニング・ボールフィーリ
ングについて理解を深める。
（授業方法）
どのようなコーディネーション
トレーニングがあるのか解説す
る。
堀池 巧
4
（授業内容）
パス＆コントロールのテクニッ
クについて理解を深める。
（授業方法）
対面パスを中心に両足を使いな
がらのドリルを行う。
堀池
巧
5
（授業内容）
様々なキックについて理解を深
める。
（授業方法）
様々なキックを体験させ、蹴り
方について解説する。
6

堀池

巧

7

堀池

巧

8

堀池

巧

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：0.5時間）
シラバスを確認に授業について理解・把握をする
（復習：0.5時間）
サッカー競技の特性について理解を深める。

（予習：0.5時間）
アイスブレイクとは何か調べる。
（復習：0.5時間）
楽しくサッカーをするためには、どうすれば良い
か考える。

（予習：0.5時間）
コーディネーショントレーニング・ボールフィー
リングとは何か調べる。
（復習：0.5時間）
サッカーのためのコーディネーショントレーニン
グを１つ開発する。

（予習：0.5時間）
有効な視野の確保、ボールの置き所とはどういう
ことか調べる。
（復習：0.5時間）
両足で、なおかつ正確性を追求しながらパスとコ
ントロールができているか復習を行う.。
（予習：0.5時間）
サッカーにおけるパスの種類とキックの種類につ
いて調べる。
（復習：0.5時間）
受け手がシュートを選択するために、パスのスピ
ード、角度、タイミングが適切かどうか復習する
。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
フィニッシュ①：シュートの基 シュートについて調べる。
（復習：0.5時間）
本について理解を深める。
ボールをしっかり捉え、ボールをよく見て強いシ
（授業方法）
様々なシュートトレーニングを ュートが打てるか復習する。
行い、解説する。
（予習：0.5時間）
（授業内容）
ボールを奪う：守備の個人戦術 守備におけるチャレンジの優先順位、ポジション
の原則について調べてくる。
について理解を深める。
（復習：0.5時間）
（授業方法）
守備の個人戦術について解説し 守備における個人戦術を理解し、プレッシャーを
、ドリルトレーニングを行う。 かけ、奪うチャンスを逃さずボールが奪えるか復
習する。
（予習：0.5時間）
授業内容）
ドリブルについて理解を深める ドリブルについて調べる。
（復習：0.5時間）
。
周りを見ながら、スピードの変化を加えながら、
（授業方法）
様々な部位を使ったドリブル、 フェイントを入れながらドリブルできるか復習す
ドリブルターン、１対１のドリ る。
ブル等を行う。
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（授業内容）
講義：スポーツ現場における暴
力根絶について理解を深める。
（授業方法）
少人数のグループに分かれディ
スカッションし、その後発表す
る。
（授業内容）
ポゼッションについて理解を深
める。
（授業方法）
ボールを失わないためのテクニ
ックドリルを行い、解説する
（授業内容）
ゴールキーピングについて理解
を深める。
（授業方法）ゴールキーパー育
成のための様々な基本動作を体
験させ、解説する。
（授業内容）
ヘディングの基本について理解
を深める。
（授業方法）
タンディングヘッド・ジャンプ
ヘッド・ダイビングヘッドを行
い、解説する。
（授業内容）
障がい者サッカーについて理解
を深める。
（授業方法）
アンプティサッカーを体験し、
解説する。
（授業内容）
突破：ゴールを奪うために必要
な突破の動きについて理解を深
める。
（授業方法）
突破の動きについて解説し、様
々なトレーニングを行う。
（授業内容）
スモールサイドゲームについて
理解を深める。
（授業方法）
様々なスモールゲームを行い、
解説する。
（授業内容）
フィニッシュ②：コンビネーシ
ョンからのシュートについて理
解を深める。
（授業方法）
コンビネーションからのドリル
シュートを行い、解説する。
（授業内容）
攻撃のオフ・ザ・ボールの動き
について理解を深める。
（授業方法）
オフ・ザ・ボールの動きについ
て解説し、ゲーム①：８対８を
行う。
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（予習：1時間）
スポーツ指導における暴力はなぜ起きるのかを考
える。
（復習：1時間）
暴力根絶に対する自分の考えをまとめる。

（予習：0.5時間）
ポゼションとはどういうことか調べる。
（復習：0.5時間）
相手選手にボールを奪われることなく、判断の変
化に対応しながらポジションを変化させ、ボール
を奪われないか復習する。
（予習：0.5時間）
現代のゴールキーパに求められることは何か調べ
る。
（復習：0.5時間）
ゴールキーパの基本動作について正しくできるか
どうか復習する。
（予習：0.5時間）
ヘディングについて調べる。
（復習：0.5時間）
ボールをよく見て、また、腕を使いながら、さら
に、コンタクト部分が適切か復習を行う。

（予習：0.5時間）
障がい者サッカーの種類について調べる。
（復習：0.5時間）
自分の専門競技の障がい者スポーツにつて調べる
。
（予習：0.5時間）
サッカーにおける突破の動きについて調べてくる
こと。
（復習：0.5時間）
相手との間合い、フェイント、スピードの変化、
方向の変化を加えながら突破ができているか復習
する。
（予習：0.5時間）
サッカーのスモールサイドゲームにはどのような
ものがあるか調べる。
（復習：0.5時間）
様々なスモールサイドゲームに於いて必要とされ
る技術・戦術について復習する。
（予習：0.5時間）
シュートについて調べる。
（復習：0.5時間）
積極的にシュートを狙う姿勢を常に持ちながら、
GKとの駆け引きや、正確に狙うことができるか復
習する。
（予習：0.5時間）
攻守におけるオフ・ザ・ボールとはどういうこと
か調べる。
（復習：0.5時間）
ゲーム中、オフ・ザ・ボールの状況を理解した上
でプレーできているかどうか復習する。
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（授業内容）
グループ指導実践②：守備につ
いて理解を深める。
（授業方法）
少人数のグループ分けをし、テ
ーマに沿った指導実践を行う。
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（授業内容）
グループ指導実践③：フィニッ
シュについて理解を深める。
（授業方法）
少人数のグループ分けをし、テ
ーマに沿った指導実践を行う。

(授業内容）
守備のオフ・ザ・ボールの動き
について理解を深める。
（授業方法）
オフ・ザ・ボールの動きについ
て解説し、ゲーム②：８対８を
行う。
（授業内容）
クロスボールからの攻防につい
て理解を深める。
（授業方法）
クロスボールはなぜ有効なのか
解説し、ゲーム③：条件付きゲ
ームを行う。
（授業内容）
講義：ルールと審判法について
理解を深める。
（授業方法）
サッカーのルールと審判法につ
いて解説する。
（授業内容）
システムとポジションについて
理解を深める。
（授業方法）
自分たちでシステムとポジショ
ンを決め、ゲーム④：１１対１
１を行う。
（授業内容）
セットプレー：現代サッカーに
おけるセットプレーの重要性に
ついて理解を深める。
（授業方法）
ゲーム⑤：セットプレーゲーム
を行い、解説をする。
（授業内容）
グループ指導実践①：テクニッ
クについて理解を深める。
（授業方法）
少人数のグループ分けをし、テ
ーマに沿った指導実践を行う。
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（予習：0.5時間）
チャレンジ＆カバーについて調べてくること。
（復習：0.5時間）
ゲーム中、オフ・ザ・ボールの状況を理解した上
でプレーできているかどうか復習する。

（予習：0.5時間）
クロスからの攻撃はなぜ有効なのか調べる。
（復習：0.5時間）
クロスにおける攻守のポジショニングを正確に取
れるか復習する。

（予習：1時間）
サッカーのオフサイドについて調べる。
（復習：1時間）
サッカーのルールについて、「サッカーの競技規
則」をWeb上で閲覧し復習する。
（予習：0.5時間）
システムの変遷と各ポジションの役割について調
べる。
（復習：0.5時間）
システムとポジションについて理解すると共に、
映像を通して実際のゲームでどのようになってい
るか復習する。
（予習：0.5時間）
セットプレーはなぜ攻撃側に有利なのか調べる。
（復習：0.5時間）
得点に直接結びつくようなセットプレーができる
かどうか復習する。

（予習：0.5時間）
各グループごとに、テーマに沿ったプランニング
を考える。
（復習：0.5時間）
各グループごとに、より良い指導実践を行うため
には何が必要か授業を振り返りながら復習を行う
。
（予習：0.5時間）
各グループごとに、テーマに沿ったプランニング
を考える。
（復習：0.5時間）
各グループごとに、より良い指導実践を行うため
には何が必要か授業を振り返りながら復習を行う
。
（予習：0.5時間）
各グループごとに、テーマに沿ったプランニング
を考える。
（復習：0.5時間）
各グループごとに、より良い指導実践を行うため
には何が必要か授業を振り返りながら復習を行う
。
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（授業内容）
ゲーム⑥：11対11の対抗戦でサ
ッカーの本質と審判法の理解を
深める。
（授業方法）
システム、ポジションを自分た
ちで決めさせゲームを行う。ま
たレフェリーをやり、審判法を
身につけさせる。
（授業内容）
ゲーム⑦：11対11の対抗戦でサ
ッカーの本質と審判法の理解を
深める。
（授業方法）
システム、ポジションを自分た
ちで決めさせゲームを行う。ま
たレフェリーをやり、審判法を
身につけさせる。
（授業内容）
ゲーム⑧：11対11の対抗戦でサ
ッカーの本質と審判法の理解を
深める。
（授業方法）
システム、ポジションを自分た
ちで決めさせゲームを行う。ま
たレフェリーをやり、審判法を
身につけさせる。
最終試験（筆記テスト）
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（予習：0.5時間）
各チームごとに、主導権を握るサッカーをするた
めには何が必要かミーティングを行う。
（復習：0.5時間）
各チームごとに、試合の分析を行い、課題解決の
ために何が必要か授業を振り返りながら復習を行
う。

（予習：0.5時間）
各チームごとに、主導権を握るサッカーをするた
めには何が必要かミーティングを行う。
（復習：0.5時間）
各チームごとに、試合の分析を行い、課題解決の
ために何が必要か授業を振り返りながら復習を行
う。

（予習：0.5間）
各チームごとに、主導権を握るサッカーをするた
めには何が必要かミーティングを行う。
（復習：0.5時間）
各チームごとに、試合の分析を行い、課題解決の
ために何が必要か授業を振り返りながら復習を行
う。

（予習）
筆記テストの準備をする。
（復習）
テスト内容を振り返る。

授業科目名
英語科目名

サッカー
Soccer

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 島嵜 佑
科目担当者
島嵜 佑
授業概要
［授業全体の内容］
サッカーは、世界で最もポピュラーな種目であり、ワールドカップはオリンピックと並ぶ世界的なイベントで
ある。なぜ、それほどまでに人気を博するのか、是非、体験して頂きたい。授業は、毎時間のテーマに（獲得
を目指す技術・能力）に則した内容を設定し、プレーする。 初心者は基礎技術の習得を目指し、経験者は初
心者に教えることで、全体としてサッカーへの理解が高まるように授業展開する。また、チーム分けをして、
リーグ戦を行うことで、チームワークの重要性、勝利の喜びなど、サッカーの楽しさを体感して欲しいと思い
ます。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「コニュニケーション力」、「倫理観」および「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教
養及びそれらの活用能力」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1.サッカーにおける基礎技術を習得し、プレーすることができる。
2.サッカーの本質・原理原則および楽しさを理解し、プレーす ことができる。
3.ルールを理解し、プレーおよび審判を行うことができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.前期終了時に実技試験を行い、評価する。（実技レベル・上達度）
2.後期終了時に理論(ルール・戦術)試験を行い、評価する。（理論）
3.復習課題が整理されているか評価する。（復習ノート）
4.リーグ戦の対戦成績を評価する。（授業態度・取り組み）（実技レベル・上達度）
［成績評価の方法］
授業態度・取り組み30%、実技レベル・上達度40％、理論20%、復習ノート10%の割合で評価します。
履修における留意事項
［履修要件］
実技科目のため、すでに2ヶ月を超えてプレーできない可能性がある場合は、相談すること。
［履修上の注意（科目独自のルール］
実技科目のため、見学は欠席と同等に扱います。
強制はしませんが、足の保護、滑らないためにサッカーシューズの準備を勧めます。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
復習課題については、修正点を記載し、返却する。
理論試験については、採点後、模範解答とともに返却する。
［テキスト・参考文献等の資料］
必要に応じて、資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：島嵜 佑
E‑mail：yshimasa[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
[オフィスアワー］
日時：水曜日 12:00〜12:50
場所：1号館5F 1528号 球技コーチング学研究室
備考
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［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による2単位の科目であり 、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する 。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
島嵜
佑
（予習：0.5時間）
1
［授業内容］
ガイダンス：実技選択を行う。 シラバスを確認し、授業の全体像を把握する。
授業について説明する。
（復習：0.5時間）
授業展開、注意事項、準備について確認する。
［授業方法］
希望を調査し、他種目との調整
を行う。
島嵜 佑
（予習：0.5時間）
2
［授業内容］
アイスブレイクを通じて、人間 授業に必要な用具の準備を行う。
関係を構築する。
（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
島嵜 佑
（予習：0.5時間）
3
［授業内容］
ボールフィーリングを行い、手 サッカーのラインおよびエリアの名称を調べる。
以外でボールを触る感覚を養う
（復習：0.5時間）
。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
島嵜 佑
（予習：0.5時間）
4
［授業内容］
ドリブルを中心したボールフィ ドリブルの得意な選手を調べ、インターネット映
ーリングを行い、自由に移動で 像でイメージする。
きるようになる。
（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
島嵜 佑
（予習：0.5時間）
5
［授業内容］
パスとコントロールを中心とし インサイドキックとは何か調べ、ポイントを理解
たインサイドを使用したキック する。
、コントロールを体得する。
（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
島嵜 佑
（予習：0.5時間）
6
［授業内容］
パス&コントロールを移動しな パスの質とは何か調べてくる。
がら行う。
（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
島嵜 佑
（予習：0.5時間）
7
［授業内容］
キックを中心としたボールフィ キックの種類について調べてくる。
ーリングを行い、様々なキック
（復習：0.5時間）
を体験する。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
インステップキックによるシュ インステップによるシュートのポイントについて
調べてくる。
ートを体得する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
［授業内容］
パスを活用し、ボールを取られ
ないようにする。

（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
（予習：0.5時間）
サッカーにおけるロンドとは何かを調べる。
（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。

［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
浮き玉のコントロール、プレー クッションコントロールとウェッジコントロール
（ヘディング）を体得する。 の違いを調べ、ポイントを理解する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
［授業内容］
浮き玉に対するキック、シュー
トを体得する。

（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
（予習：0.5時間）
ボレーキックとは何かを調べ、ポイントを理解す
る。

［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
［授業内容］
センタリングからのシュートを
体得する。

（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
（予習：0.5時間）
センタリングからのシュートの映像をインタネッ
ト動画で閲覧し、イメージを深める。
リフティングを練習する。

［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ （復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
を与え、プレーする。
ントを整理する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ゴールキーパーの基礎動作、技 ゴールキーパーの映像をインタネット動画で閲覧
し、イメージを深める。
術を体得する。
リフティングを練習する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ （復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
を与え、プレーする。
ントを整理する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
8人制のハーフコートゲームを ポジションについて調べ、各ポジションの主な役
割について理解する。
行う。
リフティングを練習する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ （復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
を与え、プレーする。
ントを整理する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ルールと審判法について理解す オフサイドについて調べる。
る。
（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
パワーポイントおよび映像を利 ントを整理する。
用した講義形式で行う。
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
各チームのリーダーを決め、チ リーダーの資質について調べる。
ーム編成を行う。
（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
8人制のハーフコートゲームを ントを整理する。
行う中で、各リーダーがチーム
メイトの選考する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
サッカーの本質を理解し、プレ パスの優先順位について調べる。
ーする。
（復習：0.5時間）
リーグ戦①
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
オフ・ザ・ボールの動きを理解 ONの選手とOFFの選手とは何かを調べ、その役割
を理解する。
し、プレーする。
リーグ戦②
（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ボールを奪うための個人戦術（ デフェンス時の正しいポジションについて調べる
。
ON）を体得する。
リーグ戦③
（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ボールを奪うための個人戦術（ チャレンジの優先順位について調べる。
OFF）を体得する。
（復習：0.5時間）
リーグ戦④
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ボールを奪うためのグループ戦 チャレンジ＆カバーとは、どのようなことか調べ
る。
術を理解する。
リーグ戦⑤
（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ボールポゼッションを行うため ボールポゼッションとは、どのようなことか調べ
に重要なことを理解し、プレー る。
する。
（復習：0.5時間）
リーグ戦⑥
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
ビルドアップについて理解し、 ビルドアップとは、どのようなことか調べる。
プレーする。
（復習：0.5時間）
リーグ戦⑦
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ダイレクトプレーについて理解 スルーパスとは、どのようなパスかを調べ、イン
ターネット映像でイメージを深める。
し、プレーする。
リーグ戦⑧
（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
センタリングに対して、ニアと ニアとファーとはどこを意味するのか調べる。
ファーに入るコンビネーション
（復習：0.5時間）
を体得する。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
リーグ戦⑨
ントを整理する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
セットプレーのポイントについ セットプレーのインターネット動画を閲覧し、イ
メージを深める。
て理解し、プレーする。
リーグ戦⑩
（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
11vs11のプルピッチでゲームを 復習ノートでプレーのキーポイントを確認する。
行う。
（復習：1時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
11vs11のフルピッチでゲームを ペナルティーキック時のルールについて調べる。
行う。
ペナルティーキックを体験する （復習：2時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
。
ントを整理する。
試験に向けて、勉強する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

サッカー
Soccer

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 堀池 巧
科目担当者
島嵜 佑
授業概要
［授業全体の内容］
サッカーは、世界で最もポピュラーな種目であり、ワールドカップはオリンピックと並ぶ世界的なイベントで
ある。なぜ、それほどまでに人気を博するのか、是非、体験して頂きたい。
授業は、毎時間のテーマに（獲得を目指す技術・能力）に則した内容を設定し、プレーする。 初心者は基
礎技術の習得を目指し、経験者は初心者に教えることで、全体としてサッカーへの理解が高まるように授業展
開する。また、チーム分けをして、リーグ戦を行うことで、チームワークの重要性、勝利の喜びなど、サッカ
ーの楽しさを体感して欲しいと思います。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「コニュニケーション力」、「倫理観」および「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教
養及びそれらの活用能力」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1.サッカーにおける基礎技術を習得し、プレーすることができる。
2.サッカーの本質・原理原則および楽しさを理解し、プレーす ことができる。
3.ルールを理解し、プレーおよび審判を行うことができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.前期終了時に実技試験を行い、評価する。（実技レベル・上達度）
2.後期終了時に理論(ルール・戦術)試験を行い、評価する。（理論）
3.復習課題が整理されているか評価する。（復習ノート）
4.リーグ戦の対戦成績を評価する。（授業態度・取り組み）（実技レベル・上達度）
［成績評価の方法］
授業態度・取り組み30%、実技レベル・上達度40％、理論20%、復習ノート10%の割合で評価します。
履修における留意事項
［履修要件］
実技科目のため、すでに2ヶ月を超えてプレーできない可能性がある場合は、相談すること。
［履修上の注意（科目独自のルール］
実技科目のため、見学は欠席と同等に扱います。
強制はしませんが、足の保護、滑らないためにサッカーシューズの準備を勧めます。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
復習課題については、修正点を記載し、返却する。
理論試験については、採点後、模範解答とともに返却する。
［テキスト・参考文献等の資料］
必要に応じて、資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：島嵜 佑
E‑mail：yshimasa[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
[オフィスアワー］
日時：水曜日 12:00〜12:50
場所：1号館5F 1528号 球技コーチング学研究室
備考
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［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による2単位の科目であり 、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する 。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
島嵜
佑
（予習：0.5時間）
1
［授業内容］
ガイダンス：実技選択を行う。 シラバスを確認し、授業の全体像を把握する。
授業について生命する。
（復習：0.5時間）
授業展開、注意事項、準備について確認する。
［授業方法］
希望を調査し、他種目との調整
を行う。
島嵜 佑
（予習：0.5時間）
2
［授業内容］
アイスブレイクを通じて、人間 授業に必要な用具の準備を行う。
関係を構築する。
（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
島嵜 佑
（予習：0.5時間）
3
［授業内容］
ボールフィーリングを行い、手 サッカーのラインおよびエリアの名称を調べる。
以外でボールを触る感覚を養う
（復習：0.5時間）
。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
島嵜 佑
（予習：0.5時間）
4
［授業内容］
ドリブルを中心したボールフィ ドリブルの得意な選手を調べ、インターネット映
ーリングを行い、自由に移動で 像でイメージする。
きるようになる。
（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
島嵜 佑
（予習：0.5時間）
5
［授業内容］
パスとコントロールを中心とし インサイドキックとは何か調べ、ポイントを理解
たインサイドを使用したキック する。
、コントロールを体得する。
（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
島嵜 佑
（予習：0.5時間）
6
［授業内容］
パス&コントロールを移動しな パスの質とは何か調べてくる。
がら行う。
（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
島嵜 佑
（予習：0.5時間）
7
［授業内容］
キックを中心としたボールフィ キックの種類について調べてくる。
ーリングを行い、様々なキック
（復習：0.5時間）
を体験する。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
インステップキックによるシュ インステップによるシュートのポイントについて
調べてくる。
ートを体得する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
［授業内容］
パスを活用し、ボールを取られ
ないようにする。

（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
（予習：0.5時間）
サッカーにおけるロンドとは何かを調べる。
（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。

［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
浮き玉のコントロール、プレー クッションコントロールとウェッジコントロール
（ヘディング）を体得する。 の違いを調べ、ポイントを理解する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
［授業内容］
浮き玉に対するキック、シュー
トを体得する。

（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
（予習：0.5時間）
ボレーキックとは何かを調べ、ポイントを理解す
る。

［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
［授業内容］
センタリングからのシュートを
体得する。

（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
（予習：0.5時間）
センタリングからのシュートの映像をインタネッ
ト動画で閲覧し、イメージを深める。
リフティングを練習する。

［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ （復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
を与え、プレーする。
ントを整理する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ゴールキーパーの基礎動作、技 ゴールキーパーの映像をインタネット動画で閲覧
し、イメージを深める。
術を体得する。
リフティングを練習する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ （復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
を与え、プレーする。
ントを整理する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
8人制のハーフコートゲームを ポジションについて調べ、各ポジションの主な役
割について理解する。
行う。
リフティングを練習する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ （復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
を与え、プレーする。
ントを整理する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ルールと審判法について理解す オフサイドについて調べる。
る。
（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
パワーポイントおよび映像を利 ントを整理する。
用した講義形式で行う。
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
各チームのリーダーを決め、チ リーダーの資質について調べる。
ーム編成を行う。
（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
8人制のハーフコートゲームを ントを整理する。
行う中で、各リーダーがチーム
メイトの選考する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
サッカーの本質を理解し、プレ パスの優先順位について調べる。
ーする。
（復習：0.5時間）
リーグ戦①
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
オフ・ザ・ボールの動きを理解 ONの選手とOFFの選手とは何かを調べ、その役割
を理解する。
し、プレーする。
リーグ戦②
（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ボールを奪うための個人戦術（ デフェンス時の正しいポジションについて調べる
。
ON）を体得する。
リーグ戦③
（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ボールを奪うための個人戦術（ チャレンジの優先順位について調べる。
OFF）を体得する。
（復習：0.5時間）
リーグ戦④
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ボールを奪うためのグループ戦 チャレンジ＆カバーとは、どのようなことか調べ
る。
術を理解する。
リーグ戦⑤
（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ボールポゼッションを行うため ボールポゼッションとは、どのようなことか調べ
に重要なことを理解し、プレー る。
する。
（復習：0.5時間）
リーグ戦⑥
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
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23

島嵜 佑

24

島嵜 佑

25

島嵜 佑

26

島嵜 佑

27

島嵜 佑

28

島嵜 佑

（予習：0.5時間）
［授業内容］
ビルドアップについて理解し、 ビルドアップとは、どのようなことか調べる。
プレーする。
（復習：0.5時間）
リーグ戦⑦
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ダイレクトプレーについて理解 スルーパスとは、どのようなパスかを調べ、イン
ターネット映像でイメージを深める。
し、プレーする。
リーグ戦⑧
（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
センタリングに対して、ニアと ニアとファーとはどこを意味するのか調べる。
ファーに入るコンビネーション
（復習：0.5時間）
を体得する。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
リーグ戦⑨
ントを整理する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
セットプレーのポイントについ セットプレーのインターネット動画を閲覧し、イ
メージを深める。
て理解し、プレーする。
リーグ戦⑩
（復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
11vs11のプルピッチでゲームを 復習ノートでプレーのキーポイントを確認する。
行う。
（復習：1時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
11vs11のフルピッチでゲームを ペナルティーキック時のルールについて調べる。
行う。
ペナルティーキックを体験する （復習：2時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
。
ントを整理する。
試験に向けて、勉強する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

バレーボール
Volleyball

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 蔦宗 浩二
科目担当者
蔦宗 浩二 中田 学
授業概要
[授業全体の内容]
バレーボールの基礎について学び、個人技術の向上、基本的な戦術、ビーチバレー、9人制、6人制のルール
等を理解する。また、バレーボールは中学・高校でも授業として行われることも多く、教員採用試験において
も様々な都道府県で実技科目として実施されている。本授業では、シラバスに記載してある内容（技術・戦術
）について学んでいき、基礎が定着してきたらミニゲームなどの形式でリーグ戦を行っていく。スキルだけの
向上ではなく、教員採用試験を視野に入れて授業を行っていく。
[授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
技術的な向上はもちろん、バレーボールを通じて、コミュニケーションスキル、対人能力を身に付ける。
[授業の到達目標]
1 バレーボールの特性を生かした基礎的トレーニング方法と学ぶことができる
2 各技能の指導法・審判法・ゲーム運営等を学習し、現場教育に即応できる能力を養うことができる
3 教員採用試験で行う技術レベルに到達することができる
成績評価
[成績評価の基準]
1 前後期ともに授業実施回数の2/3以上の出席をもって受験資格とする。
2 前期終了時と後期終了時に実技試験を行い評価する
3 前期終了時と後期終了時にバレーボールノートを提出し評価する
4 リーグ戦の対戦戦績を評価する
[成績評価の方法]
授業態度・取り組み・出席点３０％、実技レベル５０％、バレーボールノート１０％、リーグ戦戦績１０％の
割合で評価します。
履修における留意事項
[履修要件]
実技科目のため、ケガなどで長期的にプレーをすることが出来ない場合は予め、相談するようにお願いします
。
[履修上の注意]
技術の向上はもちろん、教員採用試験を視野に入れて授業を行っていきます。体調管理と向上心を持って授
業に望んで下さい。
体育館で滑らないようなシューズ、できればバレーボールシューズの準備を勧めます。
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の 授業を欠席扱いとする。 また、遅刻
及び早退についても減点を行う
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
課題レポートは翌週の授業で返却して、 定期試験については、評価や助言を各受講者へ口頭にてフィー ド
バックする。
[テキスト・参考書等]
蔦宗 浩二著、みるみる上達！バレーボール基礎からマスター
教科書として使用するので必ず用意すること。
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
担当：蔦宗、中田
E−mail：m‑nakata@juntendo.ac.jp
[オフィスアワー]
日時：１号館5階1515室 火曜〜金曜
場所：１号館５階１５０２室

昼休み

放課後

上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相 談時間とかち合わないようにするた
め、できるだけ前日までにE‑mailで予 約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
蔦宗・中田
（予習0.5h）シラバスの内容をよく読んでおく。
1
(授業内容)
ガイダンス
実技の選択決定
（復習0.5h）授業の方針や概要について理解し、
1年間の授業方針について
学習ノートを準備する。
(授業方法)
希望を調査し、他種目との調整
蔦宗・中田
（予習0.5h）ネットの張り方と円陣パスについて
2
(授業内容)
事前に調べておく。
ネットの張り方と円陣パス
・バレーボールネットの正しい （復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。
張り方
・バレーボールの準備運動の注
意点
・バレーボールのボールとレク
リエーションボールの違い
・グループ分け
・円陣パス

3

4

蔦宗・中田

蔦宗・中田

(授業方法)
ネットが張れるようになる、、
またバレーボールを使って楽し
むことができるようになる
(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・アンダーパスとオーバーパス

（予習0.5h）アンダーパスとオーバーパスについ
て事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
アンダーパスとオーバーパスが
できるようになる
(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・マンツーマンとサーブ

（予習0.5h）マンツーマンとサーブについて事前
に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
二人一組でマンツーマンパス、
色々なサーブができるようにな
る

816

5

6

蔦宗・中田

蔦宗・中田

7

蔦宗・中田

8

蔦宗・中田

9

蔦宗・中田

10

蔦宗・中田

(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・サーブレシーブと三段攻撃

（予習0.5h）サーブレシーブと三段攻撃について
事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
最初は短い位置からサーブレシ
ーブ、三段攻撃とは何かを知る
ことができる
(授業内容)
基本姿勢と技術
・アンダーパスとオーバーパス
②

（予習0.5h）アンダーパスとオーバーパスの指導
法について事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
アンダーパスとオーバーパスを
また復習し、より高いレベルの
パスができるようになる
（予習0.5h）マンツーマンとサーブの指導法につ
(授業内容)
いて事前に調べておく。
基本姿勢と技術
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・マンツーマンとサーブ②
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
マンツーマンとサーブを復習し
、さらにレベルの高い技術を習
得できる
（予習0.5h）サーブレシーブと三段攻撃の指導法
(授業内容)
について事前に調べておく。
基本姿勢と技術
・サーブレシーブと三段攻撃② （復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
サーブレシーブと三段攻撃を復
習し、レベルの高い技術が習得
できる
（予習0.5h）スパイクについて事前に調べておく
(授業内容)
。
スパイク
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・スイング練習
ノートにまとめ理解を深める。
・踏み込み 助走
・直上スパイク
(授業方法)
スパイクのスイング、ステップ
を分解して練習し、繋げてでき
るようになる。
(授業内容)
スパイク ・ブロック
・スパイクの打ち込み
・スパイクゲーム
・ブロック面 ・手の出し方
(授業方法)
スパイクが打てるようになる。
ブロックの形が習得できる
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（予習0.5h）スパイク・ブロックについて事前に
調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

11

12

13

14

15

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

（予習0.5h）サーブについて事前に調べておく。
(授業内容)
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
サーブ
・アンダーサーブ、フローター ノートにまとめ理解を深める。
サーブ、サイドハンド、ジャン
ピングドライブ等
(授業方法)
様々な種類のサーブを学び自分
に合ったサーブを見つけること
ができる。
(授業内容)
ICT（ipad）を用いた動画撮影
フォーメーション
・W型と三角形型フォーメーシ
ョン
(授業方法)
ipadを用いて自分のプレーを動
画で撮影し、フィードバックし
ながらスキル練習
６人制のフォーメーションにつ
いて知ることができる。
(授業内容)
ゲーム（ビーチバレー）
・移動式ネットの立て方
・コートの安全面について
・3対3ゲーム
(授業方法)
ビーチバレーのルールを知る。
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
(授業内容)
ゲーム（ビーチバレー）
・試合のまわし方
・ビーチバレーのルール
・3対3ゲーム（練習試合）

（予習0.5h）フォーメーションについて事前に調
べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）コート設営や安全面について事前に
調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）ビーチバレーのルールについて事前
に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
（予習0.5h）ゲームの進め方について事前に調べ
(授業内容)
ておく。
ゲーム（ビーチバレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・3対3ゲーム（公式戦）
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
公式戦を行い、勝敗をつける
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16

蔦宗・中田

(授業内容)
筆記試験ではなく実技テストの
みとする
スパイク
オーバーパス

（予習0.5h）これまでの授業で学習した技術につ
いて確認しておく。
（復習0.5h）学習した内容について、学習ノート
に授業全体のまとめを作成し理解を深める。

(授業方法)
スパイクを３本打ち、１本１
０点で
計３０点で計算
オーバーパスは直上パスを一
定
時間継続させる
備考
学習時間
準備学習
17

18

19

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

22.5時間
15時間
計
37.5時間
(授業内容)
復習
・マンツーマン スパイク
ーブ

（予習0.5h）これまでに学習したマンツーマン、
スパイク、サーブについて確認しておく。
サ （復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
前期で学んだ技術の復習を行う
(授業内容)
クイックと時間差
・クイックの種類
・時間差の入り方

（予習0.5h）クイックと時間差について事前に調
べておく
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
クイックスパイクの種類と時間
差攻撃ができるようになる
(授業内容)
9人制バレー
・9人制バレーのルール
・6人制と9人制の違い

（予習0.5h）9人制バレーのルールについて事前
に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
6人制と9人制の違いを知り、9
人制バレーのルールを知ること
ができる
9人制の乱打練習を行う
20

蔦宗・中田

（予習0.5h）ゲームの進め方について事前に調べ
ておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業内容)
ゲーム（9人制バレー）
・グループ分け
・練習試合

21

蔦宗・中田

(授業方法)
9人制のルールを覚えゲームが
できるようになる
（予習0.5h）9人制バレーの試合展開について事
(授業内容)
前に調べておく。
ゲーム（9人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・練習試合
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
9人制のルールを覚えゲームが
できるようになる
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22

蔦宗・中田

23

蔦宗・中田

24

蔦宗・中田

25

蔦宗・中田

26

蔦宗・中田

27

蔦宗・中田

（予習0.5h）練習試合の結果をもとに戦術につい
て確認しておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業内容)
ゲーム（9人制バレー）
・公式戦

(授業方法)
9人制のルールを覚えゲームが
できるようになる
リーグ戦で勝敗を付け順位を決
める
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業内容)
確認しておく。
ゲーム（9人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
9人制のルールを覚えゲームが
できるようになる
リーグ戦で勝敗を付け順位を決
める
（予習0.5h）ローテーション、アウト ・オブ ・
(授業内容)
ポジションについて事前に調べておく。
6人制バレー
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・フォーメーションの復習
（W型 ・三角形型フォーメーシ ノートにまとめ理解を深める。
ョン）
・ローテーション
・アウト ・オブ ・ポジション
(授業方法)
6人制のルール（ローテーショ
ン・アウトオブポジション）を
説明し、覚えることができる
（予習0.5h）リベロプレーヤーについて事前に調
(授業内容)
べておく。
6人制バレー
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・リベロプレーヤーの説明
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
ローテーション・アウトオブポ
ジションの復習と、リベロプレ
―ヤーについてしることができ
る
（予習0.5h）6人制バレーのルールについて事前
(授業内容)
に調べておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・グループ分け
ノートにまとめ理解を深める。
・練習試合
(授業方法)
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
（予習0.5h）ゲームの進め方について事前に調べ
(授業内容)
ておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・練習試合
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
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28

蔦宗・中田

29

蔦宗・中田

30

蔦宗・中田

31

蔦宗・中田

32

蔦宗・中田

（予習0.5h）6人制バレーの試合展開について事
前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
ゲーム（6人制バレー）
・公式戦

（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業方法)
確認しておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業方法)
確認しておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）これまでの授業で学習した技術につ
(授業方法)
いて確認しておく。
実技テスト
筆記試験ではなく実技テストの （復習0.5h）学習した内容について、学習ノート
に授業全体のまとめを作成し理解を深める。
みとする
スパイク
マンツーマン
(授業内容)
スパイクを３本打ち、１本１
０点で
計３０点で計算
マンツーマンは片方から打ち
、１０ 回連続でつなげる。打
つ方、レ
シーブする方両方ができて合
格
(授業方法)
実技テスト②
筆記試験ではなく実技テストの
みとする
スパイク
マンツーマン
(授業内容)
スパイクを３本打ち、１本１
０点で
計３０点で計算
マンツーマンは片方から打ち
、１０ 回連続でつなげる。打
つ方、レ
シーブする方両方ができて合
格
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（予習0.5h）これまでの授業で学習した技術につ
いて確認しておく。
（復習0.5h）学習した内容について、学習ノート
に授業全体のまとめを作成し理解を深める。

備考
学習時間 90時間
・授業
60時間
・準備学習 30時間

授業科目名
英語科目名

バレーボール
Volleyball

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 蔦宗 浩二
科目担当者
蔦宗 浩二 中田 学
授業概要
[授業全体の内容]
バレーボールの基礎について学び、個人技術の向上、基本的な戦術、ビーチバレー、9人制、6人制のルール
等を理解する。また、バレーボールは中学・高校でも授業として行われることも多く、教員採用試験において
も様々な都道府県で実技科目として実施されている。本授業では、シラバスに記載してある内容（技術・戦術
）について学んでいき、基礎が定着してきたらミニゲームなどの形式でリーグ戦を行っていく。スキルだけの
向上ではなく、教員採用試験を視野に入れて授業を行っていく。
[授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
技術的な向上はもちろん、バレーボールを通じて、コミュニケーションスキル、対人能力を身に付ける。
[授業の到達目標]
1 バレーボールの特性を生かした基礎的トレーニング方法と学ぶことができる
2 各技能の指導法・審判法・ゲーム運営等を学習し、現場教育に即応できる能力を養うことができる
3 教員採用試験で行う技術レベルに到達することができる
成績評価
[成績評価の基準]
1 前後期ともに授業実施回数の2/3以上の出席をもって受験資格とする。
2 前期終了時と後期終了時に実技試験を行い評価する
3 前期終了時と後期終了時にバレーボールノートを提出し評価する
4 リーグ戦の対戦戦績を評価する
[成績評価の方法]
授業態度・取り組み・出席点３０％、実技レベル５０％、バレーボールノート１０％、リーグ戦戦績１０％の
割合で評価します。
履修における留意事項
[履修要件]
実技科目のため、ケガなどで長期的にプレーをすることが出来ない場合は予め、相談するようにお願いします
。
[履修上の注意]
技術の向上はもちろん、教員採用試験を視野に入れて授業を行っていきます。体調管理と向上心を持って授
業に望んで下さい。
体育館で滑らないようなシューズ、できればバレーボールシューズの準備を勧めます。
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の 授業を欠席扱いとする。 また、遅刻
及び早退についても減点を行う
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
課題レポートは翌週の授業で返却して、 定期試験については、評価や助言を各受講者へ口頭にてフィー ド
バックする。
[テキスト・参考書等]
蔦宗 浩二著、みるみる上達！バレーボール基礎からマスター
教科書として使用するので必ず用意すること。
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
担当：蔦宗、中田
E−mail：m‑nakata@juntendo.ac.jp
[オフィスアワー]
日時：１号館5階1515室 火曜〜金曜
場所：１号館５階１５０２室

昼休み

放課後

上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相 談時間とかち合わないようにするた
め、できるだけ前日までにE‑mailで予 約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
蔦宗・中田
（予習0.5h）シラバスの内容をよく読んでおく。
1
(授業内容)
ガイダンス
実技の選択決定
（復習0.5h）授業の方針や概要について理解し、
1年間の授業方針について
学習ノートを準備する。
(授業方法)
希望を調査し、他種目との調整
蔦宗・中田
（予習0.5h）ネットの張り方と円陣パスについて
2
(授業内容)
事前に調べておく。
ネットの張り方と円陣パス
・バレーボールネットの正しい （復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。
張り方
・バレーボールの準備運動の注
意点
・バレーボールのボールとレク
リエーションボールの違い
・グループ分け
・円陣パス

3

4

蔦宗・中田

蔦宗・中田

(授業方法)
ネットが張れるようになる、、
またバレーボールを使って楽し
むことができるようになる
(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・アンダーパスとオーバーパス

（予習0.5h）アンダーパスとオーバーパスについ
て事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
アンダーパスとオーバーパスが
できるようになる
(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・マンツーマンとサーブ

（予習0.5h）マンツーマンとサーブについて事前
に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
二人一組でマンツーマンパス、
色々なサーブができるようにな
る
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5

6

蔦宗・中田

蔦宗・中田

7

蔦宗・中田

8

蔦宗・中田

9

蔦宗・中田

10

蔦宗・中田

(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・サーブレシーブと三段攻撃

（予習0.5h）サーブレシーブと三段攻撃について
事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
最初は短い位置からサーブレシ
ーブ、三段攻撃とは何かを知る
ことができる
(授業内容)
基本姿勢と技術
・アンダーパスとオーバーパス
②

（予習0.5h）アンダーパスとオーバーパスの指導
法について事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
アンダーパスとオーバーパスを
また復習し、より高いレベルの
パスができるようになる
（予習0.5h）マンツーマンとサーブの指導法につ
(授業内容)
いて事前に調べておく。
基本姿勢と技術
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・マンツーマンとサーブ②
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
マンツーマンとサーブを復習し
、さらにレベルの高い技術を習
得できる
（予習0.5h）サーブレシーブと三段攻撃の指導法
(授業内容)
について事前に調べておく。
基本姿勢と技術
・サーブレシーブと三段攻撃② （復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
サーブレシーブと三段攻撃を復
習し、レベルの高い技術が習得
できる
（予習0.5h）スパイクについて事前に調べておく
(授業内容)
。
スパイク
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・スイング練習
ノートにまとめ理解を深める。
・踏み込み 助走
・直上スパイク
(授業方法)
スパイクのスイング、ステップ
を分解して練習し、繋げてでき
るようになる。
(授業内容)
スパイク ・ブロック
・スパイクの打ち込み
・スパイクゲーム
・ブロック面 ・手の出し方
(授業方法)
スパイクが打てるようになる。
ブロックの形が習得できる
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（予習0.5h）スパイク・ブロックについて事前に
調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

11

12

13

14

15

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

（予習0.5h）サーブについて事前に調べておく。
(授業内容)
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
サーブ
・アンダーサーブ、フローター ノートにまとめ理解を深める。
サーブ、サイドハンド、ジャン
ピングドライブ等
(授業方法)
様々な種類のサーブを学び自分
に合ったサーブを見つけること
ができる。
(授業内容)
ICT（ipad）を用いた動画撮影
フォーメーション
・W型と三角形型フォーメーシ
ョン
(授業方法)
ipadを用いて自分のプレーを動
画で撮影し、フィードバックし
ながらスキル練習
６人制のフォーメーションにつ
いて知ることができる。
(授業内容)
ゲーム（ビーチバレー）
・移動式ネットの立て方
・コートの安全面について
・3対3ゲーム
(授業方法)
ビーチバレーのルールを知る。
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
(授業内容)
ゲーム（ビーチバレー）
・試合のまわし方
・ビーチバレーのルール
・3対3ゲーム（練習試合）

（予習0.5h）フォーメーションについて事前に調
べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）コート設営や安全面について事前に
調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）ビーチバレーのルールについて事前
に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
（予習0.5h）ゲームの進め方について事前に調べ
(授業内容)
ておく。
ゲーム（ビーチバレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・3対3ゲーム（公式戦）
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
公式戦を行い、勝敗をつける
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16

蔦宗・中田

(授業内容)
筆記試験ではなく実技テストの
みとする
スパイク
オーバーパス

（予習0.5h）これまでの授業で学習した技術につ
いて確認しておく。
（復習0.5h）学習した内容について、学習ノート
に授業全体のまとめを作成し理解を深める。

(授業方法)
スパイクを３本打ち、１本１
０点で
計３０点で計算
オーバーパスは直上パスを一
定
時間継続させる
備考
学習時間
準備学習
17

18

19

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

22.5時間
15時間
計
37.5時間
(授業内容)
復習
・マンツーマン スパイク
ーブ

（予習0.5h）これまでに学習したマンツーマン、
スパイク、サーブについて確認しておく。
サ （復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
前期で学んだ技術の復習を行う
(授業内容)
クイックと時間差
・クイックの種類
・時間差の入り方

（予習0.5h）クイックと時間差について事前に調
べておく
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
クイックスパイクの種類と時間
差攻撃ができるようになる
(授業内容)
9人制バレー
・9人制バレーのルール
・6人制と9人制の違い

（予習0.5h）9人制バレーのルールについて事前
に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
6人制と9人制の違いを知り、9
人制バレーのルールを知ること
ができる
9人制の乱打練習を行う
20

蔦宗・中田

（予習0.5h）ゲームの進め方について事前に調べ
ておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業内容)
ゲーム（9人制バレー）
・グループ分け
・練習試合

21

蔦宗・中田

(授業方法)
9人制のルールを覚えゲームが
できるようになる
（予習0.5h）9人制バレーの試合展開について事
(授業内容)
前に調べておく。
ゲーム（9人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・練習試合
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
9人制のルールを覚えゲームが
できるようになる
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22

蔦宗・中田

23

蔦宗・中田

24

蔦宗・中田

25

蔦宗・中田

26

蔦宗・中田

27

蔦宗・中田

（予習0.5h）練習試合の結果をもとに戦術につい
て確認しておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業内容)
ゲーム（9人制バレー）
・公式戦

(授業方法)
9人制のルールを覚えゲームが
できるようになる
リーグ戦で勝敗を付け順位を決
める
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業内容)
確認しておく。
ゲーム（9人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
9人制のルールを覚えゲームが
できるようになる
リーグ戦で勝敗を付け順位を決
める
（予習0.5h）ローテーション、アウト ・オブ ・
(授業内容)
ポジションについて事前に調べておく。
6人制バレー
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・フォーメーションの復習
（W型 ・三角形型フォーメーシ ノートにまとめ理解を深める。
ョン）
・ローテーション
・アウト ・オブ ・ポジション
(授業方法)
6人制のルール（ローテーショ
ン・アウトオブポジション）を
説明し、覚えることができる
（予習0.5h）リベロプレーヤーについて事前に調
(授業内容)
べておく。
6人制バレー
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・リベロプレーヤーの説明
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
ローテーション・アウトオブポ
ジションの復習と、リベロプレ
―ヤーについてしることができ
る
（予習0.5h）6人制バレーのルールについて事前
(授業内容)
に調べておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・グループ分け
ノートにまとめ理解を深める。
・練習試合
(授業方法)
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
（予習0.5h）ゲームの進め方について事前に調べ
(授業内容)
ておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・練習試合
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
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28

蔦宗・中田

29

蔦宗・中田

30

蔦宗・中田

31

蔦宗・中田

32

蔦宗・中田

（予習0.5h）6人制バレーの試合展開について事
前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
ゲーム（6人制バレー）
・公式戦

（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業方法)
確認しておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業方法)
確認しておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）これまでの授業で学習した技術につ
(授業方法)
いて確認しておく。
実技テスト
筆記試験ではなく実技テストの （復習0.5h）学習した内容について、学習ノート
に授業全体のまとめを作成し理解を深める。
みとする
スパイク
マンツーマン
(授業内容)
スパイクを３本打ち、１本１
０点で
計３０点で計算
マンツーマンは片方から打ち
、１０ 回連続でつなげる。打
つ方、レ
シーブする方両方ができて合
格
(授業方法)
実技テスト②
筆記試験ではなく実技テストの
みとする
スパイク
マンツーマン
(授業内容)
スパイクを３本打ち、１本１
０点で
計３０点で計算
マンツーマンは片方から打ち
、１０ 回連続でつなげる。打
つ方、レ
シーブする方両方ができて合
格
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（予習0.5h）これまでの授業で学習した技術につ
いて確認しておく。
（復習0.5h）学習した内容について、学習ノート
に授業全体のまとめを作成し理解を深める。

備考
学習時間 90時間
・授業
60時間
・準備学習 30時間

授業科目名
英語科目名

バレーボール
Volleyball

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 蔦宗 浩二
科目担当者
蔦宗 浩二 中田 学
授業概要
[授業全体の内容]
バレーボールの基礎について学び、個人技術の向上、基本的な戦術、ビーチバレー、9人制、6人制のルール
等を理解する。また、バレーボールは中学・高校でも授業として行われることも多く、教員採用試験において
も様々な都道府県で実技科目として実施されている。本授業では、シラバスに記載してある内容（技術・戦術
）について学んでいき、基礎が定着してきたらミニゲームなどの形式でリーグ戦を行っていく。スキルだけの
向上ではなく、教員採用試験を視野に入れて授業を行っていく。
[授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
技術的な向上はもちろん、バレーボールを通じて、コミュニケーションスキル、対人能力を身に付ける。
[授業の到達目標]
1 バレーボールの特性を生かした基礎的トレーニング方法と学ぶことができる
2 各技能の指導法・審判法・ゲーム運営等を学習し、現場教育に即応できる能力を養うことができる
3 教員採用試験で行う技術レベルに到達することができる
成績評価
[成績評価の基準]
1 前後期ともに授業実施回数の2/3以上の出席をもって受験資格とする。
2 前期終了時と後期終了時に実技試験を行い評価する
3 前期終了時と後期終了時にバレーボールノートを提出し評価する
4 リーグ戦の対戦戦績を評価する
[成績評価の方法]
授業態度・取り組み・出席点３０％、実技レベル５０％、バレーボールノート１０％、リーグ戦戦績１０％の
割合で評価します。
履修における留意事項
[履修要件]
実技科目のため、ケガなどで長期的にプレーをすることが出来ない場合は予め、相談するようにお願いします
。
[履修上の注意]
技術の向上はもちろん、教員採用試験を視野に入れて授業を行っていきます。体調管理と向上心を持って授
業に望んで下さい。
体育館で滑らないようなシューズ、できればバレーボールシューズの準備を勧めます。
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の 授業を欠席扱いとする。 また、遅刻
及び早退についても減点を行う
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
課題レポートは翌週の授業で返却して、 定期試験については、評価や助言を各受講者へ口頭にてフィー ド
バックする。
[テキスト・参考書等]
蔦宗 浩二著、みるみる上達！バレーボール基礎からマスター
教科書として使用するので必ず用意すること。
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
担当：蔦宗、中田
E−mail：m‑nakata@juntendo.ac.jp
[オフィスアワー]
日時：１号館5階1515室 火曜〜金曜
場所：１号館５階１５０２室

昼休み

放課後

上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相 談時間とかち合わないようにするた
め、できるだけ前日までにE‑mailで予 約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
蔦宗・中田
（予習0.5h）シラバスの内容をよく読んでおく。
1
(授業内容)
ガイダンス
実技の選択決定
（復習0.5h）授業の方針や概要について理解し、
1年間の授業方針について
学習ノートを準備する。
(授業方法)
希望を調査し、他種目との調整
蔦宗・中田
（予習0.5h）ネットの張り方と円陣パスについて
2
(授業内容)
事前に調べておく。
ネットの張り方と円陣パス
・バレーボールネットの正しい （復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。
張り方
・バレーボールの準備運動の注
意点
・バレーボールのボールとレク
リエーションボールの違い
・グループ分け
・円陣パス

3

4

蔦宗・中田

蔦宗・中田

(授業方法)
ネットが張れるようになる、、
またバレーボールを使って楽し
むことができるようになる
(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・アンダーパスとオーバーパス

（予習0.5h）アンダーパスとオーバーパスについ
て事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
アンダーパスとオーバーパスが
できるようになる
(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・マンツーマンとサーブ

（予習0.5h）マンツーマンとサーブについて事前
に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
二人一組でマンツーマンパス、
色々なサーブができるようにな
る
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5

6

蔦宗・中田

蔦宗・中田

7

蔦宗・中田

8

蔦宗・中田

9

蔦宗・中田

10

蔦宗・中田

(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・サーブレシーブと三段攻撃

（予習0.5h）サーブレシーブと三段攻撃について
事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
最初は短い位置からサーブレシ
ーブ、三段攻撃とは何かを知る
ことができる
(授業内容)
基本姿勢と技術
・アンダーパスとオーバーパス
②

（予習0.5h）アンダーパスとオーバーパスの指導
法について事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
アンダーパスとオーバーパスを
また復習し、より高いレベルの
パスができるようになる
（予習0.5h）マンツーマンとサーブの指導法につ
(授業内容)
いて事前に調べておく。
基本姿勢と技術
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・マンツーマンとサーブ②
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
マンツーマンとサーブを復習し
、さらにレベルの高い技術を習
得できる
（予習0.5h）サーブレシーブと三段攻撃の指導法
(授業内容)
について事前に調べておく。
基本姿勢と技術
・サーブレシーブと三段攻撃② （復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
サーブレシーブと三段攻撃を復
習し、レベルの高い技術が習得
できる
（予習0.5h）スパイクについて事前に調べておく
(授業内容)
。
スパイク
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・スイング練習
ノートにまとめ理解を深める。
・踏み込み 助走
・直上スパイク
(授業方法)
スパイクのスイング、ステップ
を分解して練習し、繋げてでき
るようになる。
(授業内容)
スパイク ・ブロック
・スパイクの打ち込み
・スパイクゲーム
・ブロック面 ・手の出し方
(授業方法)
スパイクが打てるようになる。
ブロックの形が習得できる
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（予習0.5h）スパイク・ブロックについて事前に
調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

11

12

13

14

15

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

（予習0.5h）サーブについて事前に調べておく。
(授業内容)
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
サーブ
・アンダーサーブ、フローター ノートにまとめ理解を深める。
サーブ、サイドハンド、ジャン
ピングドライブ等
(授業方法)
様々な種類のサーブを学び自分
に合ったサーブを見つけること
ができる。
(授業内容)
ICT（ipad）を用いた動画撮影
フォーメーション
・W型と三角形型フォーメーシ
ョン
(授業方法)
ipadを用いて自分のプレーを動
画で撮影し、フィードバックし
ながらスキル練習
６人制のフォーメーションにつ
いて知ることができる。
(授業内容)
ゲーム（ビーチバレー）
・移動式ネットの立て方
・コートの安全面について
・3対3ゲーム
(授業方法)
ビーチバレーのルールを知る。
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
(授業内容)
ゲーム（ビーチバレー）
・試合のまわし方
・ビーチバレーのルール
・3対3ゲーム（練習試合）

（予習0.5h）フォーメーションについて事前に調
べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）コート設営や安全面について事前に
調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）ビーチバレーのルールについて事前
に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
（予習0.5h）ゲームの進め方について事前に調べ
(授業内容)
ておく。
ゲーム（ビーチバレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・3対3ゲーム（公式戦）
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
公式戦を行い、勝敗をつける
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16

蔦宗・中田

(授業内容)
筆記試験ではなく実技テストの
みとする
スパイク
オーバーパス

（予習0.5h）これまでの授業で学習した技術につ
いて確認しておく。
（復習0.5h）学習した内容について、学習ノート
に授業全体のまとめを作成し理解を深める。

(授業方法)
スパイクを３本打ち、１本１
０点で
計３０点で計算
オーバーパスは直上パスを一
定
時間継続させる
備考
学習時間
準備学習
17

18

19

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

22.5時間
15時間
計
37.5時間
(授業内容)
復習
・マンツーマン スパイク
ーブ

（予習0.5h）これまでに学習したマンツーマン、
スパイク、サーブについて確認しておく。
サ （復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
前期で学んだ技術の復習を行う
(授業内容)
クイックと時間差
・クイックの種類
・時間差の入り方

（予習0.5h）クイックと時間差について事前に調
べておく
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
クイックスパイクの種類と時間
差攻撃ができるようになる
(授業内容)
9人制バレー
・9人制バレーのルール
・6人制と9人制の違い

（予習0.5h）9人制バレーのルールについて事前
に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
6人制と9人制の違いを知り、9
人制バレーのルールを知ること
ができる
9人制の乱打練習を行う
20

蔦宗・中田

（予習0.5h）ゲームの進め方について事前に調べ
ておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業内容)
ゲーム（9人制バレー）
・グループ分け
・練習試合

21

蔦宗・中田

(授業方法)
9人制のルールを覚えゲームが
できるようになる
（予習0.5h）9人制バレーの試合展開について事
(授業内容)
前に調べておく。
ゲーム（9人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・練習試合
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
9人制のルールを覚えゲームが
できるようになる

833

22

蔦宗・中田

23

蔦宗・中田

24

蔦宗・中田

25

蔦宗・中田

26

蔦宗・中田

27

蔦宗・中田

（予習0.5h）練習試合の結果をもとに戦術につい
て確認しておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業内容)
ゲーム（9人制バレー）
・公式戦

(授業方法)
9人制のルールを覚えゲームが
できるようになる
リーグ戦で勝敗を付け順位を決
める
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業内容)
確認しておく。
ゲーム（9人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
9人制のルールを覚えゲームが
できるようになる
リーグ戦で勝敗を付け順位を決
める
（予習0.5h）ローテーション、アウト ・オブ ・
(授業内容)
ポジションについて事前に調べておく。
6人制バレー
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・フォーメーションの復習
（W型 ・三角形型フォーメーシ ノートにまとめ理解を深める。
ョン）
・ローテーション
・アウト ・オブ ・ポジション
(授業方法)
6人制のルール（ローテーショ
ン・アウトオブポジション）を
説明し、覚えることができる
（予習0.5h）リベロプレーヤーについて事前に調
(授業内容)
べておく。
6人制バレー
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・リベロプレーヤーの説明
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
ローテーション・アウトオブポ
ジションの復習と、リベロプレ
―ヤーについてしることができ
る
（予習0.5h）6人制バレーのルールについて事前
(授業内容)
に調べておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・グループ分け
ノートにまとめ理解を深める。
・練習試合
(授業方法)
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
（予習0.5h）ゲームの進め方について事前に調べ
(授業内容)
ておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・練習試合
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
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28

蔦宗・中田

29

蔦宗・中田

30

蔦宗・中田

31

蔦宗・中田

32

蔦宗・中田

（予習0.5h）6人制バレーの試合展開について事
前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
ゲーム（6人制バレー）
・公式戦

（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業方法)
確認しておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業方法)
確認しておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）これまでの授業で学習した技術につ
(授業方法)
いて確認しておく。
実技テスト
筆記試験ではなく実技テストの （復習0.5h）学習した内容について、学習ノート
に授業全体のまとめを作成し理解を深める。
みとする
スパイク
マンツーマン
(授業内容)
スパイクを３本打ち、１本１
０点で
計３０点で計算
マンツーマンは片方から打ち
、１０ 回連続でつなげる。打
つ方、レ
シーブする方両方ができて合
格
(授業方法)
実技テスト②
筆記試験ではなく実技テストの
みとする
スパイク
マンツーマン
(授業内容)
スパイクを３本打ち、１本１
０点で
計３０点で計算
マンツーマンは片方から打ち
、１０ 回連続でつなげる。打
つ方、レ
シーブする方両方ができて合
格

835

（予習0.5h）これまでの授業で学習した技術につ
いて確認しておく。
（復習0.5h）学習した内容について、学習ノート
に授業全体のまとめを作成し理解を深める。

備考
学習時間 90時間
・授業
60時間
・準備学習 30時間

授業科目名
英語科目名

バレーボール
Volleyball

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 蔦宗 浩二
科目担当者
蔦宗 浩二 中田 学
授業概要
[授業全体の内容]
バレーボールの基礎について学び、個人技術の向上、基本的な戦術、ビーチバレー、9人制、6人制のルール
等を理解する。また、バレーボールは中学・高校でも授業として行われることも多く、教員採用試験において
も様々な都道府県で実技科目として実施されている。本授業では、シラバスに記載してある内容（技術・戦術
）について学んでいき、基礎が定着してきたらミニゲームなどの形式でリーグ戦を行っていく。スキルだけの
向上ではなく、教員採用試験を視野に入れて授業を行っていく。
[授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
技術的な向上はもちろん、バレーボールを通じて、コミュニケーションスキル、対人能力を身に付ける。
[授業の到達目標]
1 バレーボールの特性を生かした基礎的トレーニング方法と学ぶことができる
2 各技能の指導法・審判法・ゲーム運営等を学習し、現場教育に即応できる能力を養うことができる
3 教員採用試験で行う技術レベルに到達することができる
成績評価
[成績評価の基準]
1 前後期ともに授業実施回数の2/3以上の出席をもって受験資格とする。
2 前期終了時と後期終了時に実技試験を行い評価する
3 前期終了時と後期終了時にバレーボールノートを提出し評価する
4 リーグ戦の対戦戦績を評価する
[成績評価の方法]
授業態度・取り組み・出席点３０％、実技レベル５０％、バレーボールノート１０％、リーグ戦戦績１０％の
割合で評価します。
履修における留意事項
[履修要件]
実技科目のため、ケガなどで長期的にプレーをすることが出来ない場合は予め、相談するようにお願いします
。
[履修上の注意]
技術の向上はもちろん、教員採用試験を視野に入れて授業を行っていきます。体調管理と向上心を持って授
業に望んで下さい。
体育館で滑らないようなシューズ、できればバレーボールシューズの準備を勧めます。
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の 授業を欠席扱いとする。 また、遅刻
及び早退についても減点を行う
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
課題レポートは翌週の授業で返却して、 定期試験については、評価や助言を各受講者へ口頭にてフィー ド
バックする。
[テキスト・参考書等]
蔦宗 浩二著、みるみる上達！バレーボール基礎からマスター
教科書として使用するので必ず用意すること。
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
担当：蔦宗、中田
E−mail：m‑nakata@juntendo.ac.jp
[オフィスアワー]
日時：１号館5階1515室 火曜〜金曜
場所：１号館５階１５０２室

昼休み

放課後

上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相 談時間とかち合わないようにするた
め、できるだけ前日までにE‑mailで予 約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
蔦宗・中田
（予習0.5h）シラバスの内容をよく読んでおく。
1
(授業内容)
ガイダンス
実技の選択決定
（復習0.5h）授業の方針や概要について理解し、
1年間の授業方針について
学習ノートを準備する。
(授業方法)
希望を調査し、他種目との調整
蔦宗・中田
（予習0.5h）ネットの張り方と円陣パスについて
2
(授業内容)
事前に調べておく。
ネットの張り方と円陣パス
・バレーボールネットの正しい （復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。
張り方
・バレーボールの準備運動の注
意点
・バレーボールのボールとレク
リエーションボールの違い
・グループ分け
・円陣パス

3

4

蔦宗・中田

蔦宗・中田

(授業方法)
ネットが張れるようになる、、
またバレーボールを使って楽し
むことができるようになる
(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・アンダーパスとオーバーパス

（予習0.5h）アンダーパスとオーバーパスについ
て事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
アンダーパスとオーバーパスが
できるようになる
(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・マンツーマンとサーブ

（予習0.5h）マンツーマンとサーブについて事前
に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
二人一組でマンツーマンパス、
色々なサーブができるようにな
る
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5

6

蔦宗・中田

蔦宗・中田

7

蔦宗・中田

8

蔦宗・中田

9

蔦宗・中田

10

蔦宗・中田

(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・サーブレシーブと三段攻撃

（予習0.5h）サーブレシーブと三段攻撃について
事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
最初は短い位置からサーブレシ
ーブ、三段攻撃とは何かを知る
ことができる
(授業内容)
基本姿勢と技術
・アンダーパスとオーバーパス
②

（予習0.5h）アンダーパスとオーバーパスの指導
法について事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
アンダーパスとオーバーパスを
また復習し、より高いレベルの
パスができるようになる
（予習0.5h）マンツーマンとサーブの指導法につ
(授業内容)
いて事前に調べておく。
基本姿勢と技術
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・マンツーマンとサーブ②
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
マンツーマンとサーブを復習し
、さらにレベルの高い技術を習
得できる
（予習0.5h）サーブレシーブと三段攻撃の指導法
(授業内容)
について事前に調べておく。
基本姿勢と技術
・サーブレシーブと三段攻撃② （復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
サーブレシーブと三段攻撃を復
習し、レベルの高い技術が習得
できる
（予習0.5h）スパイクについて事前に調べておく
(授業内容)
。
スパイク
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・スイング練習
ノートにまとめ理解を深める。
・踏み込み 助走
・直上スパイク
(授業方法)
スパイクのスイング、ステップ
を分解して練習し、繋げてでき
るようになる。
(授業内容)
スパイク ・ブロック
・スパイクの打ち込み
・スパイクゲーム
・ブロック面 ・手の出し方
(授業方法)
スパイクが打てるようになる。
ブロックの形が習得できる
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（予習0.5h）スパイク・ブロックについて事前に
調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

11

12

13

14

15

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

（予習0.5h）サーブについて事前に調べておく。
(授業内容)
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
サーブ
・アンダーサーブ、フローター ノートにまとめ理解を深める。
サーブ、サイドハンド、ジャン
ピングドライブ等
(授業方法)
様々な種類のサーブを学び自分
に合ったサーブを見つけること
ができる。
(授業内容)
ICT（ipad）を用いた動画撮影
フォーメーション
・W型と三角形型フォーメーシ
ョン
(授業方法)
ipadを用いて自分のプレーを動
画で撮影し、フィードバックし
ながらスキル練習
６人制のフォーメーションにつ
いて知ることができる。
(授業内容)
ゲーム（ビーチバレー）
・移動式ネットの立て方
・コートの安全面について
・3対3ゲーム
(授業方法)
ビーチバレーのルールを知る。
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
(授業内容)
ゲーム（ビーチバレー）
・試合のまわし方
・ビーチバレーのルール
・3対3ゲーム（練習試合）

（予習0.5h）フォーメーションについて事前に調
べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）コート設営や安全面について事前に
調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）ビーチバレーのルールについて事前
に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
（予習0.5h）ゲームの進め方について事前に調べ
(授業内容)
ておく。
ゲーム（ビーチバレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・3対3ゲーム（公式戦）
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
公式戦を行い、勝敗をつける
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16

蔦宗・中田

(授業内容)
筆記試験ではなく実技テストの
みとする
スパイク
オーバーパス

（予習0.5h）これまでの授業で学習した技術につ
いて確認しておく。
（復習0.5h）学習した内容について、学習ノート
に授業全体のまとめを作成し理解を深める。

(授業方法)
スパイクを３本打ち、１本１
０点で
計３０点で計算
オーバーパスは直上パスを一
定
時間継続させる
備考
学習時間
準備学習
17

18

19

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

22.5時間
15時間
計
37.5時間
(授業内容)
復習
・マンツーマン スパイク
ーブ

（予習0.5h）これまでに学習したマンツーマン、
スパイク、サーブについて確認しておく。
サ （復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
前期で学んだ技術の復習を行う
(授業内容)
クイックと時間差
・クイックの種類
・時間差の入り方

（予習0.5h）クイックと時間差について事前に調
べておく
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
クイックスパイクの種類と時間
差攻撃ができるようになる
(授業内容)
9人制バレー
・9人制バレーのルール
・6人制と9人制の違い

（予習0.5h）9人制バレーのルールについて事前
に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
6人制と9人制の違いを知り、9
人制バレーのルールを知ること
ができる
9人制の乱打練習を行う
20

蔦宗・中田

（予習0.5h）ゲームの進め方について事前に調べ
ておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業内容)
ゲーム（9人制バレー）
・グループ分け
・練習試合

21

蔦宗・中田

(授業方法)
9人制のルールを覚えゲームが
できるようになる
（予習0.5h）9人制バレーの試合展開について事
(授業内容)
前に調べておく。
ゲーム（9人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・練習試合
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
9人制のルールを覚えゲームが
できるようになる
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22

蔦宗・中田

23

蔦宗・中田

24

蔦宗・中田

25

蔦宗・中田

26

蔦宗・中田

27

蔦宗・中田

（予習0.5h）練習試合の結果をもとに戦術につい
て確認しておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業内容)
ゲーム（9人制バレー）
・公式戦

(授業方法)
9人制のルールを覚えゲームが
できるようになる
リーグ戦で勝敗を付け順位を決
める
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業内容)
確認しておく。
ゲーム（9人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
9人制のルールを覚えゲームが
できるようになる
リーグ戦で勝敗を付け順位を決
める
（予習0.5h）ローテーション、アウト ・オブ ・
(授業内容)
ポジションについて事前に調べておく。
6人制バレー
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・フォーメーションの復習
（W型 ・三角形型フォーメーシ ノートにまとめ理解を深める。
ョン）
・ローテーション
・アウト ・オブ ・ポジション
(授業方法)
6人制のルール（ローテーショ
ン・アウトオブポジション）を
説明し、覚えることができる
（予習0.5h）リベロプレーヤーについて事前に調
(授業内容)
べておく。
6人制バレー
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・リベロプレーヤーの説明
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
ローテーション・アウトオブポ
ジションの復習と、リベロプレ
―ヤーについてしることができ
る
（予習0.5h）6人制バレーのルールについて事前
(授業内容)
に調べておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・グループ分け
ノートにまとめ理解を深める。
・練習試合
(授業方法)
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
（予習0.5h）ゲームの進め方について事前に調べ
(授業内容)
ておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・練習試合
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
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28

蔦宗・中田

29

蔦宗・中田

30

蔦宗・中田

31

蔦宗・中田

32

蔦宗・中田

（予習0.5h）6人制バレーの試合展開について事
前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
ゲーム（6人制バレー）
・公式戦

（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業方法)
確認しておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業方法)
確認しておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）これまでの授業で学習した技術につ
(授業方法)
いて確認しておく。
実技テスト
筆記試験ではなく実技テストの （復習0.5h）学習した内容について、学習ノート
に授業全体のまとめを作成し理解を深める。
みとする
スパイク
マンツーマン
(授業内容)
スパイクを３本打ち、１本１
０点で
計３０点で計算
マンツーマンは片方から打ち
、１０ 回連続でつなげる。打
つ方、レ
シーブする方両方ができて合
格
(授業方法)
実技テスト②
筆記試験ではなく実技テストの
みとする
スパイク
マンツーマン
(授業内容)
スパイクを３本打ち、１本１
０点で
計３０点で計算
マンツーマンは片方から打ち
、１０ 回連続でつなげる。打
つ方、レ
シーブする方両方ができて合
格
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（予習0.5h）これまでの授業で学習した技術につ
いて確認しておく。
（復習0.5h）学習した内容について、学習ノート
に授業全体のまとめを作成し理解を深める。

備考
学習時間 90時間
・授業
60時間
・準備学習 30時間

授業科目名
英語科目名

バスケットボール
Basketball

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

中嶽

誠

授業概要
［授業全体の内容］
日本のバスケットボール競技者数は現在約６3万人、そのうち９０％近くを高校生・中学生・小学生が占
め、若い世代の人気スポーツとなっている。
この授業科目では、バスケットボールの特性を理解して競技の楽しさに触れるとともに、技術の向上と戦
術の理解を深める。そして、「ボール操作」と「ボールを持っていないときの動き」の基本的な個人技術やチ
ーム戦術・ゲーム運営・審判法を習得し、ゲームの中で実践する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、スポーツ科学分野の「専門的な知識と技能」及び「専門的な実践力」という学位授与方針の
達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1.バスケットボール競技の「ボール操作」を実践できる。
2.ゲームの中でシュートを決めることができる。
3.チーム内で作戦を立てたり練習を工夫して、ゲームに勝利することができる。
4.バスケットボール競技の特性や知識を理解できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.バスケットボール競技の「ボール操作」を実践できる（スキルテスト）。
2.ゲームの中でシュートを決めたり、チーム内で作戦を立てたりして、ゲームに勝利することができる（
ゲーム評価）。
3.バスケットボール競技の特性や知識を理解できる（筆記ミニテスト）。
4.取組状況によって受講態度を評価する（平常点）。
［成績評価の方法］
スキルテスト（４０％）、ゲーム評価（10％）、 筆記ミニテスト（10％）、 平常点（40％）を総合し
て評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
指定されたクラスを受講すること。
多数受講希望者がいる場合には抽選を行い、当選者だけが履修することができる。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
バスケットボールに適した服装・シューズを必ず着用し、腕時計・指輪・ピアス等の装飾品は身に着けな
いで下さい。
また、時間厳守で行います。少し早く来て各自で「シュート練習」を行って下さい。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業中にポイントを解説します。
［テキスト・参考書等］
授業中に指示します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：中嶽誠
E‑mail：mknakada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：水曜日12時00分〜12時45分
場所：1号館5階1520室 バスケットボール研究室
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備考
［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修
を必要とする内容を持って構成する。
「その他］
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選
択必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中嶽
（予習：０．5時間）
1
［授業内容］
バスケットボールの競技特性を調べる。
オリエンテーションの内容
（復習：０．5時間）
を理解する。
紹介された書籍やホームページ・映像等を閲
［授業方法］
授業の目的や進め方・評価 覧する。
方法等について説明する。
グループの中で確認する。
中嶽
（予習：０．５時間）
2
［授業内容］
バスケットボールの技術書を読み、ボールハ
ボールハンドリングを習得
ンドリングについて調べる。
する。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
ボールの持ち方やスピンのかけ方等のポイン
バスケットボールのボール
の持ち方やスピンのかけ方等を トを整理する。
解説し実践する。
グループの中で教え合う。
中嶽
（予習：０．５時間）
3
［授業内容］
コーディネーショントレーニングについて調
コーディネーショントレー
べる。
ニングを理解する。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
授業で習得した以外のコーディネーショント
バスケットボールのコーデ
ィネーショントレーニングを解 レーニングメニューを調べる。
説し実践する。
グループの中で教え合う。
中嶽
（予習：０．５時間）
4
［授業内容］
バスケットボールの技術書を読み、レイアッ
シュートについて理解し実
プシュートとフリースローについて調べる。
践する。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
レイアップシュートやフリースローのポイン
レイアップシュートとフリ
ースローについて解説し実践す トを整理する。
る。
グループの中で教え合う。
中嶽
（予習：０．５時間）
5
［授業内容］
バスケットボールの技術書を読み、パスの種
パスについて理解し実践す
類について調べる。
る。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
パスについてのポイントを整理する。
様々なパスの種類を解説し
実践する。
グループの中で教え合う。
中嶽
（予習：０．５時間）
6
［授業内容］
バスケットボールの技術書を読み、ドリブル
ドリブルについて理解し実
の種類について調べる。
践する。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
ドリブルについてのポイントを整理する。
ドリブルでの様々なチェン
ジオブディレクションを解説し
実践する。
グループの中で教え合う。
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7

中嶽

8

中嶽

9

中嶽

10

中嶽

11

中嶽

12

中嶽

13

中嶽

［授業内容］
１対１について理解し実践
する。
［授業方法］
オフェンス・ディフェンス
の目的を解説しドリブルを駆使
して１対１の攻防を実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
スキルアップテスト①に挑
戦する。
［授業方法］
ハンドリング・ドリブル・
シュートの個人スキルアップテ
スト①を実施する。
グループの中で役割を決め
て行う。
［授業内容］
スキルアップテスト②に挑
戦する。
［授業方法］
ハンドリング・ドリブル・
シュートの個人スキルアップテ
スト②を実施する。
グループの中で役割を決め
て行う。
［授業内容］
スキルアップテスト③に挑
戦する。
［授業方法］
ハンドリング・ドリブル・
シュートの個人スキルアップテ
スト③を実施する。
グループの中で役割を決め
て行う。
［授業内容］
競技規則と審判法について
理解する。
［授業方法］
バスケットボール競技規則
と審判の動き方やシグナルにつ
いて解説しゲームの中で実践す
る。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
競技の基礎知識について理
解する。
［授業方法］
バスケットボールのコート
やリング等について解説しゲー
ムを実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
競技の基礎知識について確
認する。
［授業方法］
前回理解した基礎知識につ
いて筆記ミニテストを実施する
。
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（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書を読み、オフェン
ス・ディフェンスの目的を調べる。
（復習：０．５時間）
１対１の攻防のポイントを整理する。

（予習：０．５時間）
今まで学習した個人スキルのポイントを振返
る。
（復習：０．５時間）
できなかったスキルのポイントを整理する。

（予習：０．５時間）
今まで学習した個人スキルのポイントを振返
る。
（復習：０．５時間）
できなかったスキルのポイントを整理する。

（予習：０．５時間）
今まで学習した個人スキルのポイントを振返
る。
（復習：０．５時間）
できなかったスキルのポイントを整理する。

（予習：０．５時間）
バスケットボール競技規則や審判法の書籍等
を読み、競技規則や審判法を調べる。
（復習：０．５時間）
授業で理解した競技規則や審判法を整理する
。

（予習：０．５時間）
バスケットボール競技規則の書籍等を読み、
コートやリングについて調べる。
（復習：０．５時間）
授業で理解したコートやリングについて整理
する。

（予習：2時間）
筆記テストに解答できるように、前回の内容
を学習する。
（復習：1時間）
筆記テストの内容を再確認する。

14

中嶽

15

中嶽

16

中嶽

17

中嶽

18

中嶽

19

中嶽

［授業内容］
前期まとめとしてのゲーム
を評価する。
［授業方法］
実際のゲーム中で、「ボー
ル操作」として習得したスキル
を実践する。
グループの中で課題を話し
合う。
定期試験を実施しない
［授業内容］
前期の内容を確認する。
［授業方法］
前期で習得した個人スキル
や知識を確認しながらゲームを
実践する。
グループの中で課題を話し
合う。
［授業内容］
コンビネーションオフェン
ス①について理解し実践する。
［授業方法］
ツーメンパスの動きから「
パスアンドラン」について解説
し実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
コンビネーションオフェン
ス②について理解し実践する。
［授業方法］
スリーメンパスの動きから
「パスアンドラン」について解
説し実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
コンビネーションオフェン
ス③について理解し実践する。
［授業方法］
２対２の動きから「カット
・スクリーン・アウエイ」につ
いて解説し実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
コンビネーションオフェン
ス④について理解し実践する。
［授業方法］
オフェンスの基本となる「
インサイドアウト・サイドチェ
ンジ」について解説し実践する
。
グループの中で教え合う。
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（予習：０．5時間）
今まで学習した個人スキルのポイントや知識
を振返る。
（復習：０．5時間））
ゲームの中で実践できたスキルを整理する。

（予習：０．5時間）
前期の授業内容を振返る。
（復習：０．5時間）
紹介されたバスケットボールの試合映像を見
る。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書から２人組の動き
について調べる。
（復習：０．５時間）
ツーメンパスの動きについてポイントを整理
する。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書から３人組の動き
について調べる。
（復習：０．５時間）
スリーメンパスの動きについてポイントを整
理する。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書から２対２の動き
について調べる。
（復習：０．５時間）
２対２の動きについてポイントを整理する。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書からインサイドア
ウトとサイドチェンジの動きについて調べる。
（復習：０．５時間）
良いシュートを打つためのオフェンスの基本
の動きについてポイントを整理する。
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中嶽

21

中嶽

22

中嶽

23

中嶽

24

中嶽

25

中嶽

26

中嶽

27

中嶽

［授業内容］
コンビネーションオフェン
ス⑤について理解し実践する。
［授業方法］
今までの授業内容を参考に
、グループの中でオフェンスの
フォーメーションをつくり実践
する。
［授業内容］
ゾーンディフェンスについ
て理解し実践する。
［授業方法］
ゾーンディフェンスについ
て解説し実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
タイムアウトについて理解
し実践する。
［授業方法］
時間と得点を競うゲーム特
性として、戦術として駆使する
タイムアウトについて解説し実
践する。
グループの中で話し合う。
［授業内容］
リーグ戦①を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立て、ゲー
ムを実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦②を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立て、ゲー
ムを実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦③を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立て、ゲー
ムを実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦④を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立て、ゲー
ムを実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦⑤を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立て、ゲー
ムを実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
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（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書からオフェンスの
フォーメーションの動きについて調べる。
（復習：０．５時間）
自分たちで作成したフォーメーションの動き
について確認する。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書からゾーンディフ
ェンスについて調べる。
（復習：０．５時間）
ゾーンディフェンスについてポイントを整理
する。
（予習：０．５時間）
タイムアウトについて調べる。
（復習：０．５時間）
タイムアウトの取り方や場面等について整理
する。

（予習：０．５時間）
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

28

中嶽

［授業内容］
まとめとしてのゲームを評
価する。
［授業方法］
ゲームに勝利することがで
きるよう、チーム内で工夫して
ゲームを実践する。
チーム内で課題を話し合う
。
定期試験を実施しない
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（予習：０．5時間）
今まで学習した動きや戦術のポイントを振返
る。
（復習：０．5時間）
ゲームの中で実践できた動きや戦術を確認す
る。

授業科目名
英語科目名

バスケットボール
Basketball

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

中嶽

誠

授業概要
［授業全体の内容］
日本のバスケットボール競技者数は現在約６3万人、そのうち９０％近くを高校生・中学生・小学生が占
め、若い世代の人気スポーツとなっている。
この授業科目では、バスケットボールの特性を理解して競技の楽しさに触れるとともに、技術の向上と戦
術の理解を深める。そして、「ボール操作」と「ボールを持っていないときの動き」の基本的な個人技術やチ
ーム戦術・ゲーム運営・審判法を習得し、ゲームの中で実践する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、スポーツ科学分野の「専門的な知識と技能」及び「専門的な実践力」という学位授与方針の
達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1.バスケットボール競技の「ボール操作」を実践できる。
2.ゲームの中でシュートを決めることができる。
3.チーム内で作戦を立てたり練習を工夫して、ゲームに勝利することができる。
4.バスケットボール競技の特性や知識を理解できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.バスケットボール競技の「ボール操作」を実践できる（スキルテスト）。
2.ゲームの中でシュートを決めたり、チーム内で作戦を立てたりして、ゲームに勝利することができる（
ゲーム評価）。
3.バスケットボール競技の特性や知識を理解できる（筆記ミニテスト）。
4.取組状況によって受講態度を評価する（平常点）。
［成績評価の方法］
スキルテスト（４０％）、ゲーム評価（10％）、 筆記ミニテスト（10％）、 平常点（40％）を総合し
て評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
指定されたクラスを受講すること。
多数受講希望者がいる場合には抽選を行い、当選者だけが履修することができる。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
バスケットボールに適した服装・シューズを必ず着用し、腕時計・指輪・ピアス等の装飾品は身に着けな
いで下さい。
また、時間厳守で行います。少し早く来て各自で「シュート練習」を行って下さい。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業中にポイントを解説します。
［テキスト・参考書等］
授業中に指示します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：中嶽誠
E‑mail：mknakada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：水曜日12時00分〜12時45分
場所：1号館5階1520室 バスケットボール研究室
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備考
［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修
を必要とする内容を持って構成する。
「その他］
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選
択必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中嶽
（予習：０．5時間）
1
［授業内容］
バスケットボールの競技特性を調べる。
オリエンテーションの内容
（復習：０．5時間）
を理解する。
紹介された書籍やホームページ・映像等を閲
［授業方法］
授業の目的や進め方・評価 覧する。
方法等について説明する。
グループの中で確認する。
中嶽
（予習：０．５時間）
2
［授業内容］
バスケットボールの技術書を読み、ボールハ
ボールハンドリングを習得
ンドリングについて調べる。
する。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
ボールの持ち方やスピンのかけ方等のポイン
バスケットボールのボール
の持ち方やスピンのかけ方等を トを整理する。
解説し実践する。
グループの中で教え合う。
中嶽
（予習：０．５時間）
3
［授業内容］
コーディネーショントレーニングについて調
コーディネーショントレー
べる。
ニングを理解する。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
授業で習得した以外のコーディネーショント
バスケットボールのコーデ
ィネーショントレーニングを解 レーニングメニューを調べる。
説し実践する。
グループの中で教え合う。
中嶽
（予習：０．５時間）
4
［授業内容］
バスケットボールの技術書を読み、レイアッ
シュートについて理解し実
プシュートとフリースローについて調べる。
践する。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
レイアップシュートやフリースローのポイン
レイアップシュートとフリ
ースローについて解説し実践す トを整理する。
る。
グループの中で教え合う。
中嶽
（予習：０．５時間）
5
［授業内容］
バスケットボールの技術書を読み、パスの種
パスについて理解し実践す
類について調べる。
る。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
パスについてのポイントを整理する。
様々なパスの種類を解説し
実践する。
グループの中で教え合う。
中嶽
（予習：０．５時間）
6
［授業内容］
バスケットボールの技術書を読み、ドリブル
ドリブルについて理解し実
の種類について調べる。
践する。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
ドリブルについてのポイントを整理する。
ドリブルでの様々なチェン
ジオブディレクションを解説し
実践する。
グループの中で教え合う。
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7

中嶽

8

中嶽

9

中嶽

10

中嶽

11

中嶽

12

中嶽

13

中嶽

［授業内容］
１対１について理解し実践
する。
［授業方法］
オフェンス・ディフェンス
の目的を解説しドリブルを駆使
して１対１の攻防を実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
スキルアップテスト①に挑
戦する。
［授業方法］
ハンドリング・ドリブル・
シュートの個人スキルアップテ
スト①を実施する。
グループの中で役割を決め
て行う。
［授業内容］
スキルアップテスト②に挑
戦する。
［授業方法］
ハンドリング・ドリブル・
シュートの個人スキルアップテ
スト②を実施する。
グループの中で役割を決め
て行う。
［授業内容］
スキルアップテスト③に挑
戦する。
［授業方法］
ハンドリング・ドリブル・
シュートの個人スキルアップテ
スト③を実施する。
グループの中で役割を決め
て行う。
［授業内容］
競技規則と審判法について
理解する。
［授業方法］
バスケットボール競技規則
と審判の動き方やシグナルにつ
いて解説しゲームの中で実践す
る。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
競技の基礎知識について理
解する。
［授業方法］
バスケットボールのコート
やリング等について解説しゲー
ムを実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
競技の基礎知識について確
認する。
［授業方法］
前回理解した基礎知識につ
いて筆記ミニテストを実施する
。

851

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書を読み、オフェン
ス・ディフェンスの目的を調べる。
（復習：０．５時間）
１対１の攻防のポイントを整理する。

（予習：０．５時間）
今まで学習した個人スキルのポイントを振返
る。
（復習：０．５時間）
できなかったスキルのポイントを整理する。

（予習：０．５時間）
今まで学習した個人スキルのポイントを振返
る。
（復習：０．５時間）
できなかったスキルのポイントを整理する。

（予習：０．５時間）
今まで学習した個人スキルのポイントを振返
る。
（復習：０．５時間）
できなかったスキルのポイントを整理する。

（予習：０．５時間）
バスケットボール競技規則や審判法の書籍等
を読み、競技規則や審判法を調べる。
（復習：０．５時間）
授業で理解した競技規則や審判法を整理する
。

（予習：０．５時間）
バスケットボール競技規則の書籍等を読み、
コートやリングについて調べる。
（復習：０．５時間）
授業で理解したコートやリングについて整理
する。

（予習：2時間）
筆記テストに解答できるように、前回の内容
を学習する。
（復習：1時間）
筆記テストの内容を再確認する。
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中嶽

15

中嶽

16

中嶽

17

中嶽

18

中嶽

19

中嶽

［授業内容］
前期まとめとしてのゲーム
を評価する。
［授業方法］
実際のゲーム中で、「ボー
ル操作」として習得したスキル
を実践する。
グループの中で課題を話し
合う。
定期試験を実施しない
［授業内容］
前期の内容を確認する。
［授業方法］
前期で習得した個人スキル
や知識を確認しながらゲームを
実践する。
グループの中で課題を話し
合う。
［授業内容］
コンビネーションオフェン
ス①について理解し実践する。
［授業方法］
ツーメンパスの動きから「
パスアンドラン」について解説
し実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
コンビネーションオフェン
ス②について理解し実践する。
［授業方法］
スリーメンパスの動きから
「パスアンドラン」について解
説し実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
コンビネーションオフェン
ス③について理解し実践する。
［授業方法］
２対２の動きから「カット
・スクリーン・アウエイ」につ
いて解説し実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
コンビネーションオフェン
ス④について理解し実践する。
［授業方法］
オフェンスの基本となる「
インサイドアウト・サイドチェ
ンジ」について解説し実践する
。
グループの中で教え合う。
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（予習：０．5時間）
今まで学習した個人スキルのポイントや知識
を振返る。
（復習：０．5時間））
ゲームの中で実践できたスキルを整理する。

（予習：０．5時間）
前期の授業内容を振返る。
（復習：０．5時間）
紹介されたバスケットボールの試合映像を見
る。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書から２人組の動き
について調べる。
（復習：０．５時間）
ツーメンパスの動きについてポイントを整理
する。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書から３人組の動き
について調べる。
（復習：０．５時間）
スリーメンパスの動きについてポイントを整
理する。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書から２対２の動き
について調べる。
（復習：０．５時間）
２対２の動きについてポイントを整理する。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書からインサイドア
ウトとサイドチェンジの動きについて調べる。
（復習：０．５時間）
良いシュートを打つためのオフェンスの基本
の動きについてポイントを整理する。
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中嶽

21

中嶽

22

中嶽

23

中嶽

24

中嶽

25

中嶽

26

中嶽

27

中嶽

［授業内容］
コンビネーションオフェン
ス⑤について理解し実践する。
［授業方法］
今までの授業内容を参考に
、グループの中でオフェンスの
フォーメーションをつくり実践
する。
［授業内容］
ゾーンディフェンスについ
て理解し実践する。
［授業方法］
ゾーンディフェンスについ
て解説し実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
タイムアウトについて理解
し実践する。
［授業方法］
時間と得点を競うゲーム特
性として、戦術として駆使する
タイムアウトについて解説し実
践する。
グループの中で話し合う。
［授業内容］
リーグ戦①を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立て、ゲー
ムを実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦②を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立て、ゲー
ムを実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦③を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立て、ゲー
ムを実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦④を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立て、ゲー
ムを実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦⑤を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立て、ゲー
ムを実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
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（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書からオフェンスの
フォーメーションの動きについて調べる。
（復習：０．５時間）
自分たちで作成したフォーメーションの動き
について確認する。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書からゾーンディフ
ェンスについて調べる。
（復習：０．５時間）
ゾーンディフェンスについてポイントを整理
する。
（予習：０．５時間）
タイムアウトについて調べる。
（復習：０．５時間）
タイムアウトの取り方や場面等について整理
する。

（予習：０．５時間）
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

28

中嶽

［授業内容］
まとめとしてのゲームを評
価する。
［授業方法］
ゲームに勝利することがで
きるよう、チーム内で工夫して
ゲームを実践する。
チーム内で課題を話し合う
。
定期試験を実施しない
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（予習：０．5時間）
今まで学習した動きや戦術のポイントを振返
る。
（復習：０．5時間）
ゲームの中で実践できた動きや戦術を確認す
る。

授業科目名
英語科目名

バスケットボール
Basketball

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

中嶽

誠

授業概要
［授業全体の内容］
日本のバスケットボール競技者数は現在約６3万人、そのうち９０％近くを高校生・中学生・小学生が占
め、若い世代の人気スポーツとなっている。
この授業科目では、バスケットボールの特性を理解して競技の楽しさに触れるとともに、技術の向上と戦
術の理解を深める。そして、「ボール操作」と「ボールを持っていないときの動き」の基本的な個人技術やチ
ーム戦術・ゲーム運営・審判法を習得し、ゲームの中で実践する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、スポーツ科学分野の「専門的な知識と技能」及び「専門的な実践力」という学位授与方針の
達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1.バスケットボール競技の「ボール操作」を実践できる。
2.ゲームの中でシュートを決めることができる。
3.チーム内で作戦を立てたり練習を工夫して、ゲームに勝利することができる。
4.バスケットボール競技の特性や知識を理解できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.バスケットボール競技の「ボール操作」を実践できる（スキルテスト）。
2.ゲームの中でシュートを決めたり、チーム内で作戦を立てたりして、ゲームに勝利することができる（
ゲーム評価）。
3.バスケットボール競技の特性や知識を理解できる（筆記ミニテスト）。
4.取組状況によって受講態度を評価する（平常点）。
［成績評価の方法］
スキルテスト（４０％）、ゲーム評価（10％）、 筆記ミニテスト（10％）、 平常点（40％）を総合し
て評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
指定されたクラスを受講すること。
多数受講希望者がいる場合には抽選を行い、当選者だけが履修することができる。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
バスケットボールに適した服装・シューズを必ず着用し、腕時計・指輪・ピアス等の装飾品は身に着けな
いで下さい。
また、時間厳守で行います。少し早く来て各自で「シュート練習」を行って下さい。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業中にポイントを解説します。
［テキスト・参考書等］
授業中に指示します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：中嶽誠
E‑mail：mknakada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：水曜日12時00分〜12時45分
場所：1号館5階1520室 バスケットボール研究室
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備考
［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修
を必要とする内容を持って構成する。
「その他］
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選
択必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中嶽
（予習：０．5時間）
1
［授業内容］
バスケットボールの競技特性を調べる。
オリエンテーションの内容
（復習：０．5時間）
を理解する。
紹介された書籍やホームページ・映像等を閲
［授業方法］
授業の目的や進め方・評価 覧する。
方法等について説明する。
グループの中で確認する。
中嶽
（予習：０．５時間）
2
［授業内容］
バスケットボールの技術書を読み、ボールハ
ボールハンドリングを習得
ンドリングについて調べる。
する。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
ボールの持ち方やスピンのかけ方等のポイン
バスケットボールのボール
の持ち方やスピンのかけ方等を トを整理する。
解説し実践する。
グループの中で教え合う。
中嶽
（予習：０．５時間）
3
［授業内容］
コーディネーショントレーニングについて調
コーディネーショントレー
べる。
ニングを理解する。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
授業で習得した以外のコーディネーショント
バスケットボールのコーデ
ィネーショントレーニングを解 レーニングメニューを調べる。
説し実践する。
グループの中で教え合う。
中嶽
（予習：０．５時間）
4
［授業内容］
バスケットボールの技術書を読み、レイアッ
シュートについて理解し実
プシュートとフリースローについて調べる。
践する。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
レイアップシュートやフリースローのポイン
レイアップシュートとフリ
ースローについて解説し実践す トを整理する。
る。
グループの中で教え合う。
中嶽
（予習：０．５時間）
5
［授業内容］
バスケットボールの技術書を読み、パスの種
パスについて理解し実践す
類について調べる。
る。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
パスについてのポイントを整理する。
様々なパスの種類を解説し
実践する。
グループの中で教え合う。
中嶽
（予習：０．５時間）
6
［授業内容］
バスケットボールの技術書を読み、ドリブル
ドリブルについて理解し実
の種類について調べる。
践する。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
ドリブルについてのポイントを整理する。
ドリブルでの様々なチェン
ジオブディレクションを解説し
実践する。
グループの中で教え合う。
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7

中嶽

8

中嶽

9

中嶽

10

中嶽

11

中嶽

12

中嶽

13

中嶽

［授業内容］
１対１について理解し実践
する。
［授業方法］
オフェンス・ディフェンス
の目的を解説しドリブルを駆使
して１対１の攻防を実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
スキルアップテスト①に挑
戦する。
［授業方法］
ハンドリング・ドリブル・
シュートの個人スキルアップテ
スト①を実施する。
グループの中で役割を決め
て行う。
［授業内容］
スキルアップテスト②に挑
戦する。
［授業方法］
ハンドリング・ドリブル・
シュートの個人スキルアップテ
スト②を実施する。
グループの中で役割を決め
て行う。
［授業内容］
スキルアップテスト③に挑
戦する。
［授業方法］
ハンドリング・ドリブル・
シュートの個人スキルアップテ
スト③を実施する。
グループの中で役割を決め
て行う。
［授業内容］
競技規則と審判法について
理解する。
［授業方法］
バスケットボール競技規則
と審判の動き方やシグナルにつ
いて解説しゲームの中で実践す
る。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
競技の基礎知識について理
解する。
［授業方法］
バスケットボールのコート
やリング等について解説しゲー
ムを実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
競技の基礎知識について確
認する。
［授業方法］
前回理解した基礎知識につ
いて筆記ミニテストを実施する
。
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（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書を読み、オフェン
ス・ディフェンスの目的を調べる。
（復習：０．５時間）
１対１の攻防のポイントを整理する。

（予習：０．５時間）
今まで学習した個人スキルのポイントを振返
る。
（復習：０．５時間）
できなかったスキルのポイントを整理する。

（予習：０．５時間）
今まで学習した個人スキルのポイントを振返
る。
（復習：０．５時間）
できなかったスキルのポイントを整理する。

（予習：０．５時間）
今まで学習した個人スキルのポイントを振返
る。
（復習：０．５時間）
できなかったスキルのポイントを整理する。

（予習：０．５時間）
バスケットボール競技規則や審判法の書籍等
を読み、競技規則や審判法を調べる。
（復習：０．５時間）
授業で理解した競技規則や審判法を整理する
。

（予習：０．５時間）
バスケットボール競技規則の書籍等を読み、
コートやリングについて調べる。
（復習：０．５時間）
授業で理解したコートやリングについて整理
する。

（予習：2時間）
筆記テストに解答できるように、前回の内容
を学習する。
（復習：1時間）
筆記テストの内容を再確認する。

14

中嶽

15

中嶽

16

中嶽

17

中嶽

18

中嶽

19

中嶽

［授業内容］
前期まとめとしてのゲーム
を評価する。
［授業方法］
実際のゲーム中で、「ボー
ル操作」として習得したスキル
を実践する。
グループの中で課題を話し
合う。
定期試験を実施しない
［授業内容］
前期の内容を確認する。
［授業方法］
前期で習得した個人スキル
や知識を確認しながらゲームを
実践する。
グループの中で課題を話し
合う。
［授業内容］
コンビネーションオフェン
ス①について理解し実践する。
［授業方法］
ツーメンパスの動きから「
パスアンドラン」について解説
し実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
コンビネーションオフェン
ス②について理解し実践する。
［授業方法］
スリーメンパスの動きから
「パスアンドラン」について解
説し実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
コンビネーションオフェン
ス③について理解し実践する。
［授業方法］
２対２の動きから「カット
・スクリーン・アウエイ」につ
いて解説し実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
コンビネーションオフェン
ス④について理解し実践する。
［授業方法］
オフェンスの基本となる「
インサイドアウト・サイドチェ
ンジ」について解説し実践する
。
グループの中で教え合う。
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（予習：０．5時間）
今まで学習した個人スキルのポイントや知識
を振返る。
（復習：０．5時間））
ゲームの中で実践できたスキルを整理する。

（予習：０．5時間）
前期の授業内容を振返る。
（復習：０．5時間）
紹介されたバスケットボールの試合映像を見
る。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書から２人組の動き
について調べる。
（復習：０．５時間）
ツーメンパスの動きについてポイントを整理
する。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書から３人組の動き
について調べる。
（復習：０．５時間）
スリーメンパスの動きについてポイントを整
理する。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書から２対２の動き
について調べる。
（復習：０．５時間）
２対２の動きについてポイントを整理する。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書からインサイドア
ウトとサイドチェンジの動きについて調べる。
（復習：０．５時間）
良いシュートを打つためのオフェンスの基本
の動きについてポイントを整理する。

20

中嶽

21

中嶽

22

中嶽

23

中嶽

24

中嶽

25

中嶽

26

中嶽

27

中嶽

［授業内容］
コンビネーションオフェン
ス⑤について理解し実践する。
［授業方法］
今までの授業内容を参考に
、グループの中でオフェンスの
フォーメーションをつくり実践
する。
［授業内容］
ゾーンディフェンスについ
て理解し実践する。
［授業方法］
ゾーンディフェンスについ
て解説し実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
タイムアウトについて理解
し実践する。
［授業方法］
時間と得点を競うゲーム特
性として、戦術として駆使する
タイムアウトについて解説し実
践する。
グループの中で話し合う。
［授業内容］
リーグ戦①を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立て、ゲー
ムを実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦②を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立て、ゲー
ムを実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦③を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立て、ゲー
ムを実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦④を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立て、ゲー
ムを実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦⑤を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立て、ゲー
ムを実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
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（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書からオフェンスの
フォーメーションの動きについて調べる。
（復習：０．５時間）
自分たちで作成したフォーメーションの動き
について確認する。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書からゾーンディフ
ェンスについて調べる。
（復習：０．５時間）
ゾーンディフェンスについてポイントを整理
する。
（予習：０．５時間）
タイムアウトについて調べる。
（復習：０．５時間）
タイムアウトの取り方や場面等について整理
する。

（予習：０．５時間）
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

28

中嶽

［授業内容］
まとめとしてのゲームを評
価する。
［授業方法］
ゲームに勝利することがで
きるよう、チーム内で工夫して
ゲームを実践する。
チーム内で課題を話し合う
。
定期試験を実施しない
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（予習：０．5時間）
今まで学習した動きや戦術のポイントを振返
る。
（復習：０．5時間）
ゲームの中で実践できた動きや戦術を確認す
る。

授業科目名
英語科目名

バスケットボール
Basketball

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

中嶽

誠

授業概要
［授業全体の内容］
日本のバスケットボール競技者数は現在約６3万人、そのうち９０％近くを高校生・中学生・小学生が占
め、若い世代の人気スポーツとなっている。
この授業科目では、バスケットボールの特性を理解して競技の楽しさに触れるとともに、技術の向上と戦
術の理解を深める。そして、「ボール操作」と「ボールを持っていないときの動き」の基本的な個人技術やチ
ーム戦術・ゲーム運営・審判法を習得し、ゲームの中で実践する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、スポーツ科学分野の「専門的な知識と技能」及び「専門的な実践力」という学位授与方針の
達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1.バスケットボール競技の「ボール操作」を実践できる。
2.ゲームの中でシュートを決めることができる。
3.チーム内で作戦を立てたり練習を工夫して、ゲームに勝利することができる。
4.バスケットボール競技の特性や知識を理解できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.バスケットボール競技の「ボール操作」を実践できる（スキルテスト）。
2.ゲームの中でシュートを決めたり、チーム内で作戦を立てたりして、ゲームに勝利することができる（
ゲーム評価）。
3.バスケットボール競技の特性や知識を理解できる（筆記ミニテスト）。
4.取組状況によって受講態度を評価する（平常点）。
［成績評価の方法］
スキルテスト（４０％）、ゲーム評価（10％）、 筆記ミニテスト（10％）、 平常点（40％）を総合し
て評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
指定されたクラスを受講すること。
多数受講希望者がいる場合には抽選を行い、当選者だけが履修することができる。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
バスケットボールに適した服装・シューズを必ず着用し、腕時計・指輪・ピアス等の装飾品は身に着けな
いで下さい。
また、時間厳守で行います。少し早く来て各自で「シュート練習」を行って下さい。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業中にポイントを解説します。
［テキスト・参考書等］
授業中に指示します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：中嶽誠
E‑mail：mknakada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：水曜日12時00分〜12時45分
場所：1号館5階1520室 バスケットボール研究室
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備考
［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修
を必要とする内容を持って構成する。
「その他］
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選
択必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中嶽
（予習：０．5時間）
1
［授業内容］
バスケットボールの競技特性を調べる。
オリエンテーションの内容
（復習：０．5時間）
を理解する。
紹介された書籍やホームページ・映像等を閲
［授業方法］
授業の目的や進め方・評価 覧する。
方法等について説明する。
グループの中で確認する。
中嶽
（予習：０．５時間）
2
［授業内容］
バスケットボールの技術書を読み、ボールハ
ボールハンドリングを習得
ンドリングについて調べる。
する。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
ボールの持ち方やスピンのかけ方等のポイン
バスケットボールのボール
の持ち方やスピンのかけ方等を トを整理する。
解説し実践する。
グループの中で教え合う。
中嶽
（予習：０．５時間）
3
［授業内容］
コーディネーショントレーニングについて調
コーディネーショントレー
べる。
ニングを理解する。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
授業で習得した以外のコーディネーショント
バスケットボールのコーデ
ィネーショントレーニングを解 レーニングメニューを調べる。
説し実践する。
グループの中で教え合う。
中嶽
（予習：０．５時間）
4
［授業内容］
バスケットボールの技術書を読み、レイアッ
シュートについて理解し実
プシュートとフリースローについて調べる。
践する。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
レイアップシュートやフリースローのポイン
レイアップシュートとフリ
ースローについて解説し実践す トを整理する。
る。
グループの中で教え合う。
中嶽
（予習：０．５時間）
5
［授業内容］
バスケットボールの技術書を読み、パスの種
パスについて理解し実践す
類について調べる。
る。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
パスについてのポイントを整理する。
様々なパスの種類を解説し
実践する。
グループの中で教え合う。
中嶽
（予習：０．５時間）
6
［授業内容］
バスケットボールの技術書を読み、ドリブル
ドリブルについて理解し実
の種類について調べる。
践する。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
ドリブルについてのポイントを整理する。
ドリブルでの様々なチェン
ジオブディレクションを解説し
実践する。
グループの中で教え合う。
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7

中嶽

8

中嶽

9

中嶽

10

中嶽

11

中嶽

12

中嶽

13

中嶽

［授業内容］
１対１について理解し実践
する。
［授業方法］
オフェンス・ディフェンス
の目的を解説しドリブルを駆使
して１対１の攻防を実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
スキルアップテスト①に挑
戦する。
［授業方法］
ハンドリング・ドリブル・
シュートの個人スキルアップテ
スト①を実施する。
グループの中で役割を決め
て行う。
［授業内容］
スキルアップテスト②に挑
戦する。
［授業方法］
ハンドリング・ドリブル・
シュートの個人スキルアップテ
スト②を実施する。
グループの中で役割を決め
て行う。
［授業内容］
スキルアップテスト③に挑
戦する。
［授業方法］
ハンドリング・ドリブル・
シュートの個人スキルアップテ
スト③を実施する。
グループの中で役割を決め
て行う。
［授業内容］
競技規則と審判法について
理解する。
［授業方法］
バスケットボール競技規則
と審判の動き方やシグナルにつ
いて解説しゲームの中で実践す
る。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
競技の基礎知識について理
解する。
［授業方法］
バスケットボールのコート
やリング等について解説しゲー
ムを実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
競技の基礎知識について確
認する。
［授業方法］
前回理解した基礎知識につ
いて筆記ミニテストを実施する
。
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（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書を読み、オフェン
ス・ディフェンスの目的を調べる。
（復習：０．５時間）
１対１の攻防のポイントを整理する。

（予習：０．５時間）
今まで学習した個人スキルのポイントを振返
る。
（復習：０．５時間）
できなかったスキルのポイントを整理する。

（予習：０．５時間）
今まで学習した個人スキルのポイントを振返
る。
（復習：０．５時間）
できなかったスキルのポイントを整理する。

（予習：０．５時間）
今まで学習した個人スキルのポイントを振返
る。
（復習：０．５時間）
できなかったスキルのポイントを整理する。

（予習：０．５時間）
バスケットボール競技規則や審判法の書籍等
を読み、競技規則や審判法を調べる。
（復習：０．５時間）
授業で理解した競技規則や審判法を整理する
。

（予習：０．５時間）
バスケットボール競技規則の書籍等を読み、
コートやリングについて調べる。
（復習：０．５時間）
授業で理解したコートやリングについて整理
する。

（予習：2時間）
筆記テストに解答できるように、前回の内容
を学習する。
（復習：1時間）
筆記テストの内容を再確認する。

14

中嶽

15

中嶽

16

中嶽

17

中嶽

18

中嶽

19

中嶽

［授業内容］
前期まとめとしてのゲーム
を評価する。
［授業方法］
実際のゲーム中で、「ボー
ル操作」として習得したスキル
を実践する。
グループの中で課題を話し
合う。
定期試験を実施しない
［授業内容］
前期の内容を確認する。
［授業方法］
前期で習得した個人スキル
や知識を確認しながらゲームを
実践する。
グループの中で課題を話し
合う。
［授業内容］
コンビネーションオフェン
ス①について理解し実践する。
［授業方法］
ツーメンパスの動きから「
パスアンドラン」について解説
し実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
コンビネーションオフェン
ス②について理解し実践する。
［授業方法］
スリーメンパスの動きから
「パスアンドラン」について解
説し実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
コンビネーションオフェン
ス③について理解し実践する。
［授業方法］
２対２の動きから「カット
・スクリーン・アウエイ」につ
いて解説し実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
コンビネーションオフェン
ス④について理解し実践する。
［授業方法］
オフェンスの基本となる「
インサイドアウト・サイドチェ
ンジ」について解説し実践する
。
グループの中で教え合う。
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（予習：０．5時間）
今まで学習した個人スキルのポイントや知識
を振返る。
（復習：０．5時間））
ゲームの中で実践できたスキルを整理する。

（予習：０．5時間）
前期の授業内容を振返る。
（復習：０．5時間）
紹介されたバスケットボールの試合映像を見
る。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書から２人組の動き
について調べる。
（復習：０．５時間）
ツーメンパスの動きについてポイントを整理
する。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書から３人組の動き
について調べる。
（復習：０．５時間）
スリーメンパスの動きについてポイントを整
理する。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書から２対２の動き
について調べる。
（復習：０．５時間）
２対２の動きについてポイントを整理する。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書からインサイドア
ウトとサイドチェンジの動きについて調べる。
（復習：０．５時間）
良いシュートを打つためのオフェンスの基本
の動きについてポイントを整理する。

20

中嶽

21

中嶽

22

中嶽

23

中嶽

24

中嶽

25

中嶽

26

中嶽

27

中嶽

［授業内容］
コンビネーションオフェン
ス⑤について理解し実践する。
［授業方法］
今までの授業内容を参考に
、グループの中でオフェンスの
フォーメーションをつくり実践
する。
［授業内容］
ゾーンディフェンスについ
て理解し実践する。
［授業方法］
ゾーンディフェンスについ
て解説し実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
タイムアウトについて理解
し実践する。
［授業方法］
時間と得点を競うゲーム特
性として、戦術として駆使する
タイムアウトについて解説し実
践する。
グループの中で話し合う。
［授業内容］
リーグ戦①を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立て、ゲー
ムを実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦②を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立て、ゲー
ムを実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦③を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立て、ゲー
ムを実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦④を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立て、ゲー
ムを実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦⑤を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立て、ゲー
ムを実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
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（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書からオフェンスの
フォーメーションの動きについて調べる。
（復習：０．５時間）
自分たちで作成したフォーメーションの動き
について確認する。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書からゾーンディフ
ェンスについて調べる。
（復習：０．５時間）
ゾーンディフェンスについてポイントを整理
する。
（予習：０．５時間）
タイムアウトについて調べる。
（復習：０．５時間）
タイムアウトの取り方や場面等について整理
する。

（予習：０．５時間）
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

28

中嶽

［授業内容］
まとめとしてのゲームを評
価する。
［授業方法］
ゲームに勝利することがで
きるよう、チーム内で工夫して
ゲームを実践する。
チーム内で課題を話し合う
。
定期試験を実施しない
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（予習：０．5時間）
今まで学習した動きや戦術のポイントを振返
る。
（復習：０．5時間）
ゲームの中で実践できた動きや戦術を確認す
る。

授業科目名
英語科目名

バスケットボール
Basketball

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

中嶽

誠

授業概要
［授業全体の内容］
日本のバスケットボール競技者数は現在約６3万人、そのうち９０％近くを高校生・中学生・小学生が占
め、若い世代の人気スポーツとなっている。
この授業科目では、バスケットボールの特性を理解して競技の楽しさに触れるとともに、技術の向上と戦
術の理解を深める。そして、「ボール操作」と「ボールを持っていないときの動き」の基本的な個人技術やチ
ーム戦術・ゲーム運営・審判法を習得し、ゲームの中で実践する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、スポーツ科学分野の「専門的な知識と技能」及び「専門的な実践力」という学位授与方針の
達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1.バスケットボール競技の「ボール操作」を実践できる。
2.ゲームの中でシュートを決めることができる。
3.チーム内で作戦を立てたり練習を工夫して、ゲームに勝利することができる。
4.バスケットボール競技の特性や知識を理解できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.バスケットボール競技の「ボール操作」を実践できる（スキルテスト）。
2.ゲームの中でシュートを決めたり、チーム内で作戦を立てたりして、ゲームに勝利することができる（
ゲーム評価）。
3.バスケットボール競技の特性や知識を理解できる（筆記ミニテスト）。
4.取組状況によって受講態度を評価する（平常点）。
［成績評価の方法］
スキルテスト（４０％）、ゲーム評価（10％）、 筆記ミニテスト（10％）、 平常点（40％）を総合し
て評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
指定されたクラスを受講すること。
多数受講希望者がいる場合には抽選を行い、当選者だけが履修することができる。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
バスケットボールに適した服装・シューズを必ず着用し、腕時計・指輪・ピアス等の装飾品は身に着けな
いで下さい。
また、時間厳守で行います。少し早く来て各自で「シュート練習」を行って下さい。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業中にポイントを解説します。
［テキスト・参考書等］
授業中に指示します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：中嶽誠
E‑mail：mknakada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：水曜日12時00分〜12時45分
場所：1号館5階1520室 バスケットボール研究室
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備考
［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修
を必要とする内容を持って構成する。
「その他］
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選
択必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中嶽
（予習：０．5時間）
1
［授業内容］
バスケットボールの競技特性を調べる。
オリエンテーションの内容
（復習：０．5時間）
を理解する。
紹介された書籍やホームページ・映像等を閲
［授業方法］
授業の目的や進め方・評価 覧する。
方法等について説明する。
グループの中で確認する。
中嶽
（予習：０．５時間）
2
［授業内容］
バスケットボールの技術書を読み、ボールハ
ボールハンドリングを習得
ンドリングについて調べる。
する。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
ボールの持ち方やスピンのかけ方等のポイン
バスケットボールのボール
の持ち方やスピンのかけ方等を トを整理する。
解説し実践する。
グループの中で教え合う。
中嶽
（予習：０．５時間）
3
［授業内容］
コーディネーショントレーニングについて調
コーディネーショントレー
べる。
ニングを理解する。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
授業で習得した以外のコーディネーショント
バスケットボールのコーデ
ィネーショントレーニングを解 レーニングメニューを調べる。
説し実践する。
グループの中で教え合う。
中嶽
（予習：０．５時間）
4
［授業内容］
バスケットボールの技術書を読み、レイアッ
シュートについて理解し実
プシュートとフリースローについて調べる。
践する。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
レイアップシュートやフリースローのポイン
レイアップシュートとフリ
ースローについて解説し実践す トを整理する。
る。
グループの中で教え合う。
中嶽
（予習：０．５時間）
5
［授業内容］
バスケットボールの技術書を読み、パスの種
パスについて理解し実践す
類について調べる。
る。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
パスについてのポイントを整理する。
様々なパスの種類を解説し
実践する。
グループの中で教え合う。
中嶽
（予習：０．５時間）
6
［授業内容］
バスケットボールの技術書を読み、ドリブル
ドリブルについて理解し実
の種類について調べる。
践する。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
ドリブルについてのポイントを整理する。
ドリブルでの様々なチェン
ジオブディレクションを解説し
実践する。
グループの中で教え合う。
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7

中嶽

8

中嶽

9

中嶽

10

中嶽

11

中嶽

12

中嶽

13

中嶽

［授業内容］
１対１について理解し実践
する。
［授業方法］
オフェンス・ディフェンス
の目的を解説しドリブルを駆使
して１対１の攻防を実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
スキルアップテスト①に挑
戦する。
［授業方法］
ハンドリング・ドリブル・
シュートの個人スキルアップテ
スト①を実施する。
グループの中で役割を決め
て行う。
［授業内容］
スキルアップテスト②に挑
戦する。
［授業方法］
ハンドリング・ドリブル・
シュートの個人スキルアップテ
スト②を実施する。
グループの中で役割を決め
て行う。
［授業内容］
スキルアップテスト③に挑
戦する。
［授業方法］
ハンドリング・ドリブル・
シュートの個人スキルアップテ
スト③を実施する。
グループの中で役割を決め
て行う。
［授業内容］
競技規則と審判法について
理解する。
［授業方法］
バスケットボール競技規則
と審判の動き方やシグナルにつ
いて解説しゲームの中で実践す
る。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
競技の基礎知識について理
解する。
［授業方法］
バスケットボールのコート
やリング等について解説しゲー
ムを実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
競技の基礎知識について確
認する。
［授業方法］
前回理解した基礎知識につ
いて筆記ミニテストを実施する
。
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（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書を読み、オフェン
ス・ディフェンスの目的を調べる。
（復習：０．５時間）
１対１の攻防のポイントを整理する。

（予習：０．５時間）
今まで学習した個人スキルのポイントを振返
る。
（復習：０．５時間）
できなかったスキルのポイントを整理する。

（予習：０．５時間）
今まで学習した個人スキルのポイントを振返
る。
（復習：０．５時間）
できなかったスキルのポイントを整理する。

（予習：０．５時間）
今まで学習した個人スキルのポイントを振返
る。
（復習：０．５時間）
できなかったスキルのポイントを整理する。

（予習：０．５時間）
バスケットボール競技規則や審判法の書籍等
を読み、競技規則や審判法を調べる。
（復習：０．５時間）
授業で理解した競技規則や審判法を整理する
。

（予習：０．５時間）
バスケットボール競技規則の書籍等を読み、
コートやリングについて調べる。
（復習：０．５時間）
授業で理解したコートやリングについて整理
する。

（予習：2時間）
筆記テストに解答できるように、前回の内容
を学習する。
（復習：1時間）
筆記テストの内容を再確認する。
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中嶽

15

中嶽

16

中嶽

17

中嶽

18

中嶽

19

中嶽

［授業内容］
前期まとめとしてのゲーム
を評価する。
［授業方法］
実際のゲーム中で、「ボー
ル操作」として習得したスキル
を実践する。
グループの中で課題を話し
合う。
定期試験を実施しない
［授業内容］
前期の内容を確認する。
［授業方法］
前期で習得した個人スキル
や知識を確認しながらゲームを
実践する。
グループの中で課題を話し
合う。
［授業内容］
コンビネーションオフェン
ス①について理解し実践する。
［授業方法］
ツーメンパスの動きから「
パスアンドラン」について解説
し実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
コンビネーションオフェン
ス②について理解し実践する。
［授業方法］
スリーメンパスの動きから
「パスアンドラン」について解
説し実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
コンビネーションオフェン
ス③について理解し実践する。
［授業方法］
２対２の動きから「カット
・スクリーン・アウエイ」につ
いて解説し実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
コンビネーションオフェン
ス④について理解し実践する。
［授業方法］
オフェンスの基本となる「
インサイドアウト・サイドチェ
ンジ」について解説し実践する
。
グループの中で教え合う。
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（予習：０．5時間）
今まで学習した個人スキルのポイントや知識
を振返る。
（復習：０．5時間））
ゲームの中で実践できたスキルを整理する。

（予習：０．5時間）
前期の授業内容を振返る。
（復習：０．5時間）
紹介されたバスケットボールの試合映像を見
る。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書から２人組の動き
について調べる。
（復習：０．５時間）
ツーメンパスの動きについてポイントを整理
する。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書から３人組の動き
について調べる。
（復習：０．５時間）
スリーメンパスの動きについてポイントを整
理する。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書から２対２の動き
について調べる。
（復習：０．５時間）
２対２の動きについてポイントを整理する。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書からインサイドア
ウトとサイドチェンジの動きについて調べる。
（復習：０．５時間）
良いシュートを打つためのオフェンスの基本
の動きについてポイントを整理する。

20

中嶽

21

中嶽

22

中嶽

23

中嶽

24

中嶽

25

中嶽

26

中嶽

27

中嶽

［授業内容］
コンビネーションオフェン
ス⑤について理解し実践する。
［授業方法］
今までの授業内容を参考に
、グループの中でオフェンスの
フォーメーションをつくり実践
する。
［授業内容］
ゾーンディフェンスについ
て理解し実践する。
［授業方法］
ゾーンディフェンスについ
て解説し実践する。
グループの中で教え合う。
［授業内容］
タイムアウトについて理解
し実践する。
［授業方法］
時間と得点を競うゲーム特
性として、戦術として駆使する
タイムアウトについて解説し実
践する。
グループの中で話し合う。
［授業内容］
リーグ戦①を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立て、ゲー
ムを実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦②を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立て、ゲー
ムを実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦③を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立て、ゲー
ムを実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦④を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立て、ゲー
ムを実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦⑤を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立て、ゲー
ムを実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
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（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書からオフェンスの
フォーメーションの動きについて調べる。
（復習：０．５時間）
自分たちで作成したフォーメーションの動き
について確認する。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの技術書からゾーンディフ
ェンスについて調べる。
（復習：０．５時間）
ゾーンディフェンスについてポイントを整理
する。
（予習：０．５時間）
タイムアウトについて調べる。
（復習：０．５時間）
タイムアウトの取り方や場面等について整理
する。

（予習：０．５時間）
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

28

中嶽

［授業内容］
まとめとしてのゲームを評
価する。
［授業方法］
ゲームに勝利することがで
きるよう、チーム内で工夫して
ゲームを実践する。
チーム内で課題を話し合う
。
定期試験を実施しない
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（予習：０．5時間）
今まで学習した動きや戦術のポイントを振返
る。
（復習：０．5時間）
ゲームの中で実践できた動きや戦術を確認す
る。

授業科目名
英語科目名

ラグビー
Rugby

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

木内

誠

授業概要
［授業全体の内容］
2019年に日本でRugby World Cupが開催されることから、ラグビーは、日本国内で大きな注目が集めている。
学校体育においても、小学校や高等学校の学習指導要領のゴール型のゲームとしてラグビーが明記されたこと
により、体育授業の中でラグビーが行われる機会も増加している。この実技科目では、パス、キック、ランな
どの個人スキルと複数人で行うユニットスキル、セットプレー（スクラム、ラインアウト）の基礎プレーにつ
いて重点的に学習し、戦術学習へと発展させていく。また、ゲームを通してルールと審判法を理解する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
ラグビーに関する基礎知識（ルール、ゲーム構造）を身に付け、それを基に個人スキル及びユニットスキルの
習得を目指す。また、授業の中で他者との関わりの中から表現する能力の習得を目指す。以上のことから、ス
ポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養を養う。
［授業の達成目標］
ルール、ゲーム構造を理解し、パス、キック、ランなどの個人スキルとユニットスキルをゲームの中で発揮す
る。
成績評価
［成績評価基準］
個人スキル(パス・キック・ラン)及びユニットスキルの習得ができているか(技能試験)
授業に対して積極的に参加しているか(平常点)
ラグビーのルールについて説明できるか(定期試験)
ラグビーのスキルについて説明できるか(レポート)
［成績評価方法］
技能試験(30％)、平常点(50％)、定期試験(10％)、レポート(10%)
履修における留意事項
［履修要件］
運動着、運動靴の着用(スエットの着用は認めない)
［履修上の注意(科目独自のルール)］
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席とする。また、欠席及び早退
は3回で1回分の欠席とする。
［試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法］
授業にて返却を行い、評価についてのポイント解説する
［テキスト・参考書］
参考書
①清宮克幸、ぐんぐんうまくなるラグビー、ベースボールマガジン社、２００８年１０月
②岩渕健輔、ぐんぐんうまくなる！7人制ラグビー、ベースボールマガジン社、２０１１年３月
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：木内誠
E‑mail：makotos621115@yahoo.co.jp
［オフィスアワー］
日時：金曜日の10:00〜10:30、12:30〜13：10
場所：ラグビー場または非常勤講師室
上記の時間帯は質問・相談に応じることができます。
上記以外の時間帯はE‑mailにて問い合わせてください。
備考

873

［学習時間］
この授業は、実技の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学習を必
要とする内容をもって校正する。
［その他］
この授業科目は、中学校教諭1種免許状（保健体育）ならびに高等学校教諭1種免許状（保健体育）の取得に必
要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必修科目として位置付けられています。
天候状況により授業内容を変更する可能性があります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
木内誠（以下同） ［授業内容］
予習：０.５時間
1
シラバス確認
オリエンテーション

2

3

4

5

［授業方法］
授業の概要説明
予習：０.５時間
［授業内容］
ハンドリングを中心に行いボー 技能参考書の確認（ハンドリングスキルについて
ルの持ち方とボールコントロー ）
ル方法を理解する。
復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ハンド
［授業方法］
楕円形のボールを使ってハンド リングスキルについて）
リングゲームを行う。
予習：０.５時間
［授業内容］
パスの基本動作として、ストレ 技能参考書の確認（パススキルについて）
ートパスを習得する。
［授業方法］
立ち止まった状態でのボール操
作を行う。パス時のボールの握
り方や受け手のボールの取り方
を説明する。
復習：０.５時間
［授業内容］
3人一組でユニットを作り、ス 授業内容を整理し、留意点の確認を行う（パスス
トレートパスを用いて、ランニ キルについて）
ングパスを習得する
［授業方法］
パス時における立ち位置につい
て説明する。また、パスゲーム
を用いて、走りこんでボールを
受けとることを学習する。
予習：０.５時間
［授業内容］
相手を躱すための1対1のランニ 技能参考書の確認
ング技能を学習する。（カット （ランニングスキルについて）
イン）
［授業方法］
走る時のボールの持ち方につい
て説明する。またカットインに
ついて演示を行い、相手との間
合いについて説明する。
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6

7

8

9

10

11

復習：０.５時間
［授業内容］
相手を躱すための1対1のランニ 授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ランニ
ング技能を学習する。（スワー ングスキルについて）
ブ）
［授業方法］
スワーブについて演示を行い、
動きの説明をする。前時で学習
したカットインについて復習を
行い。1対1のゲームを行う。
予習：０.５時間
［授業内容］
アウトナンバーの活かすために 技能参考書の確認（ストレートランについて）
ストレートランについて学習す
復習：０.５時間
る。
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ストレ
ートランについて）
［授業方法］
グリットを作成し、ストレート
ランの重要性を説明する。
予習：０.５時間
［授業内容］
アウトナンバーの活かし方とし 技能参考書の確認（ダミープレーとデコイプレー
て、ダミープレーとデコイプレ について）
ーについて学習する。
復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ダミー
［授業方法］
2対1での演示を行い、ミニゲー プレーとデコイプレーについて）
ムにおいて実践を行う。
予習：０.５時間
［授業内容］
アウトナンバーの活かし方とし 技能参考書の確認（クロス、飛ばしパス、スクリ
て、クロス、飛ばしパス、スク ュウパスについて）
リュウパスについて学習する。
復習：0.5時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（クロス
、飛ばしパス、スクリュウパスについて）
［授業方法］
3対2での演示を行い、ミニゲー
ムにおいて実践を行う。
予習：０.５時間
［授業内容］
ディフェンスの方法について学 技能参考書の確認（間合いを詰めるディフェンス
習する。本時の授業ではオフェ について）
ンスへのプレッシャーをかけ相
手との間合いを詰めるディフェ 復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（間合い
ンスを行う。
を詰めるディフェンスについて）
［授業方法］
ディフェンスのオフサイドライ
ンについて説明し、相手との間
合いを詰めるタイミングを解説
する。
予習：０.５時間
［授業内容］
ディフェンスの方法について学 技能参考書の確認（スライドディフェンスについ
習する。本時の授業ではスライ て）
ドディフェンスを行う。
復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（スライ
［授業方法］
スライドディフェンスの動き方 ドディフェンスについて）
について解説する、また、スラ
イドディフェンスは味方同士の
間隔が重要になるため、感覚の
取り方について説明する。
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12

13

14

予習：０.５時間
［授業内容］
キックについて学習する。本時 技能参考書の確認（ロングキック、グラバーキッ
はロングキック、グラバーキッ クについて）
クを行う。
復習：０.５時間
技能参考書の確認（ロングキック、グラバーキッ
［授業方法］
キックの種類について説明し、 クについて）
種類別に概要を解説する。ボー
ルの持ち方、ボールに当たる足
の部位などの説明を行う。
予習：０.５時間
［授業内容］
キックについて学習する。本時 技能参考書の確認（ドロップゴールとゴールキッ
はドロップゴールとゴールキッ クについて）
クを行う。
復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ドロッ
［授業方法］
キックの種類について説明し、 プゴールとゴールキックについて）
種類別に概要を解説する。ボー
ルの持ち方、ボールに当たる足
の部位などの説明を行う。
予習：2.5時間
［授業内容］
前期を振り返ってレポート作成する
スキルテスト(個人スキル)
前期の復習を行う。
［授業方法］
個人でのパスとキックについて
のスキルテストを行う。前期の
復習として、これまでに学習し
た内容について解説する。

15

16

［その他］
レポート提出
［授業内容］
後期の授業の流れを把握する。
コンタクトプレーの重要性につ
いて理解する。
［授業方法］
授業の流れについて説明を行う
。
また、コンタクトプレーについ
て解説する。
［授業内容］
コンタクトプレーについて学習
する。本時はタックルを行う。

予習：２時間
技能参考書を参考に前期の授業を振り返る
技能参考書の確認（ラック、ピックアップ、オフ
ロードパスについて）
復習：１時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う （ラッ
ク、ピックアップ、オフロードパスについて）

予習：０.５時間
技能参考書の確認（タックルについて）

復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（タック
［授業方法］
タックルの概要について説明し ルについて）
、コンタクトバックに向かって
タックルを行う。ぺアになり、
お互いの改善点を指摘しあう。
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17

18

19

20

21

22

予習：０.５時間
［授業内容］
セットプレーについて学習する 技能参考書の確認（スクラムについて）
。本時はスクラムを行う。
復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（スクラ
［授業方法］
スクラムの概要について説明す ムについて）
る。
1対1から、2対2、3対3まで発展
させる。また、スクラム時のボ
ール操作も説明する。
予習：０.５時間
［授業内容］
セットプレーについて学習する 技能参考書の確認（ラインアウトについて）
。本時はラインアウトを行う。
復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ライン
［授業方法］
ラインアウトの概要について説 アウトについて）
明する。授業の進行状況に応じ
て、リフトアップについても解
説を行う。
予習：０.５時間
［授業内容］
ラインアタックについて学習を 技能参考書の確認（ラインアタックについて）
行う。オフェンスラインの組み
方、オープン攻撃について理解 復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ライン
する。
アタックについて）
［授業方法］
ラインの組み方については、配
布資料または見本を用いて説明
する。チームを作成し、ライン
アタックを実施する。
予習：０.５時間
［授業内容］
セットプレーからのラインアタ 技能参考書の確認（ラインアタックについて）
ックについて学習する。
復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（セット
［授業方法］
セットプレー時のラインのルー プレーからのラインアタック）
ルについて説明する。スクラム
、ラインアウトへと発展させる
。
予習：０.５時間
［授業内容］
連続攻撃(順目攻撃)について学 技能参考書の確認（連続攻撃について）
習する。
復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（順目攻
［授業方法］
連続攻撃について解説し、順目 撃について）
攻撃を行う際のラインの組み方
を説明する。各チームの連続攻
撃を分析し、自身のチームがよ
り早く攻撃ができるように話し
あう。
復習：０.５時間
［授業内容］
連続攻撃(逆目攻撃)について学 授業内容を整理し、留意点の確認を行う（順目攻
撃と逆目攻撃について）
習する。
［授業方法］
逆目攻撃を行う際のラインの組
み方を説明する。これまで学習
した攻撃方法を活用し、ゲーム
を行う。
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25
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27
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予習：０.５時間
ルールについて予習を行う（配布資料にて）

［授業内容］
審判法
ルールの理解
［授業方法］
プリントを配布し、ブレイクダ
ウンでの基本的なルールについ
て解説する。
［授業内容］
リーグ戦

復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ルール
について）

予習：１時間
これまで学習した技能について整理する。

［授業方法］
チームの作成をし、ゲームでス
キルを発揮するためにチーム内
で作戦をたてる。ゲーム後にチ
ーム内での批評を行う。さらに
次時に向けて相手チームの分析
を行う。
復習：0.5時間
［授業内容］
前時のゲーム分析
リーグ戦
［授業方法］
ゲームでスキルを発揮するため
にチーム内で作戦をたてる。ゲ
ーム後にチーム内での批評を行
う。さらに次時に向けて相手チ
ームの分析を行う。
復習：0.5時間
［授業内容］
前時のゲーム分析
リーグ戦
［授業方法］
ゲームでスキルを発揮するため
にチーム内で作戦をたてる。ゲ
ーム後にチーム内での批評を行
う。さらに次時に向けて相手チ
ームの分析を行う。
復習：0.5時間
［授業内容］
前時のゲーム分析
リーグ戦
［授業方法］
ゲームでスキルを発揮するため
にチーム内で作戦をたてる。ゲ
ーム後にチーム内での批評を行
う。さらに次時に向けて相手チ
ームの分析を行う。
予習：2時間
［授業内容］
ルール、技能の名称とグランド規格について学習
テスト
ルール、技能の名称とグランド する。
規格について
復習：2時間
これまで学習した技能について整理する。
［授業方法］
授業内テスト
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授業科目名
英語科目名

ラグビー
Rugby

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

木内

誠

授業概要
［授業全体の内容］
2019年に日本でRugby World Cupが開催されることから、ラグビーは、日本国内で大きな注目が集めている。
学校体育においても、小学校や高等学校の学習指導要領のゴール型のゲームとしてラグビーが明記されたこと
により、体育授業の中でラグビーが行われる機会も増加している。この実技科目では、パス、キック、ランな
どの個人スキルと複数人で行うユニットスキル、セットプレー（スクラム、ラインアウト）の基礎プレーにつ
いて重点的に学習し、戦術学習へと発展させていく。また、ゲームを通してルールと審判法を理解する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
ラグビーに関する基礎知識（ルール、ゲーム構造）を身に付け、それを基に個人スキル及びユニットスキルの
習得を目指す。また、授業の中で他者との関わりの中から表現する能力の習得を目指す。以上のことから、ス
ポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養を養う。
［授業の達成目標］
ルール、ゲーム構造を理解し、パス、キック、ランなどの個人スキルとユニットスキルをゲームの中で発揮す
る。
成績評価
［成績評価基準］
個人スキル(パス・キック・ラン)及びユニットスキルの習得ができているか(技能試験)
授業に対して積極的に参加しているか(平常点)
ラグビーのルールについて説明できるか(定期試験)
ラグビーのスキルについて説明できるか(レポート)
［成績評価方法］
技能試験(30％)、平常点(50％)、定期試験(10％)、レポート(10%)
履修における留意事項
［履修要件］
運動着、運動靴の着用(スエットの着用は認めない)
［履修上の注意(科目独自のルール)］
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席とする。また、欠席及び早退
は3回で1回分の欠席とする。
［試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法］
授業にて返却を行い、評価についてのポイント解説する
［テキスト・参考書］
参考書
①清宮克幸、ぐんぐんうまくなるラグビー、ベースボールマガジン社、２００８年１０月
②岩渕健輔、ぐんぐんうまくなる！7人制ラグビー、ベースボールマガジン社、２０１１年３月
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：木内誠
E‑mail：makotos621115@yahoo.co.jp
［オフィスアワー］
日時：金曜日の10:00〜10:30、12:30〜13：10
場所：ラグビー場または非常勤講師室
上記の時間帯は質問・相談に応じることができます。
上記以外の時間帯はE‑mailにて問い合わせてください。
備考
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［学習時間］
この授業は、実技の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学習を必
要とする内容をもって校正する。
［その他］
この授業科目は、中学校教諭1種免許状（保健体育）ならびに高等学校教諭1種免許状（保健体育）の取得に必
要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必修科目として位置付けられています。
天候状況により授業内容を変更する可能性があります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
木内誠（以下同） ［授業内容］
予習：0.5時間
1
シラバス内容の確認
オリエンテーション

2

3

4

5

［授業方法］
授業の概要説明
予習：０.５時間
［授業内容］
ハンドリングを中心に行いボー 技能参考書の確認（ハンドリングスキルについて
ルの持ち方とボールコントロー ）
ル方法を理解する
復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ハンド
［授業方法］
楕円形のボールを使ってハンド リングスキルについて）
リングゲームを行う
予習：0.5時間
［授業内容］
パスの基本動作として、ストレ 技能参考書の確認（パススキルについて）
ートパスを習得する
［授業方法］
立ち止まった状態でのボール操
作を行う。パス時のボールの握
り方や受け手のボールの取り方
を説明する
復習：0.5時間
［授業内容］
3人一組でユニットを作り、ス 授業内容を整理し、留意点の確認を行う（パスス
トレートパスを用いて、ランニ キルについて）
ングパスを習得する
［授業方法］
パス時における立ち位置につい
て説明する。また、パスゲーム
を用いて、走りこんでボールを
受けとることを学習する。
予習：0.5時間
［授業内容］
相手を躱すための1対1のランニ 技能参考書の確認
ング技能を学習する。（カット （ランニングスキルについて）
イン）
［授業方法］
走る時のボールの持ち方につい
て説明する。またカットインに
ついて演示を行い、相手との間
合いについて説明する。
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6

7

8

9

10

11

復習：0.5時間
［授業内容］
相手を躱すための1対1のランニ 授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ランニ
ング技能を学習する。（スワー ングスキルについて）
ブ）
［授業方法］
スワーブについて演示を行い、
動きの説明をする。前時で学習
したカットインについて復習を
行い。1対1のゲームを行う。
予習：0.5時間
［授業内容］
アウトナンバーの活かすために 技能参考書の確認（ストレートランについて）
ストレートランについて学習す
復習：0.5時間
る。
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ストレ
ートランについて）
［授業方法］
グリットを作成し、ストレート
ランの重要性を説明する。
予習：0.5時間
［授業内容］
アウトナンバーの活かし方とし 技能参考書の確認（ダミープレーとデコイプレー
て、ダミープレーとデコイプレ について）
ーについて学習する。
復習：0.5時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ダミー
［授業方法］
2対1での演示を行い、ミニゲ プレーとデコイプレーについて）
ームにおいて実践を行う。
予習：0.5時間
［授業内容］
アウトナンバーの活かし方とし 技能参考書の確認（クロス、飛ばしパス、スクリ
て、クロス、飛ばしパス、スク ュウパスについて）
リュウパスについて学習する。
復習：0.5時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（クロス
、飛ばしパス、スクリュウパスについて）
［授業方法］
3対2での演示を行い、ミニゲー
ムにおいて実践を行う。
予習：0.5時間
［授業内容］
ディフェンスの方法について学 技能参考書の確認（間合いを詰めるディフェンス
習する。本時の授業ではオフェ について）
ンスへのプレッシャーをかけ相
手との間合いを詰めるディフェ 復習：0.5時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（間合い
ンスを行う。
を詰めるディフェンスについて）
［授業方法］
ディフェンスのオフサイドライ
ンについて説明し、相手との間
合いを詰めるタイミングを解説
する。
予習：0.5時間
［授業内容］
ディフェンスの方法について学 技能参考書の確認（スライドディフェンスについ
習する。本時の授業ではスライ て）
ドディフェンスを行う。
復習：0.5時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（スライ
［授業方法］
スライドディフェンスの動き方 ドディフェンスについて）
について解説する、また、スラ
イドディフェンスは味方同士の
間隔が重要になるため、感覚の
取り方について説明する。
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予習：0.5時間
［授業内容］
キックについての学習する。本 技能参考書の確認（ロングキック、グラバーキッ
時はロングキック、グラバーキ クについて）
ックを行う。
復習：0.5時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ロング
［授業方法］
キックの種類について説明し、 キック、グラバーキックについて）
種類別に概要を解説する。ボー
ルの持ち方、ボールに当たる足
の部位などの説明を行う。
予習：0.5時間
［授業内容］
キックについての学習する。本 技能参考書の確認（ドロップゴールとゴールキッ
時はドロップゴールとゴールキ クについて）
ックを行う。
復習：0.5時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ドロッ
プゴールとゴールキックについて）
［授業方法］
キックの種類について説明し、
種類別に概要を解説する。ボー
ルの持ち方、ボールに当たる足
の部位などの説明を行う。
予習：2.5時間
［授業内容］
前期を振り返ってレポート作成する
スキルテスト(個人スキル)
前期の復習を行う。
［授業方法］
個人でのパスとキックについて
のスキルテストを行う。前期の
復習として、これまでに学習し
た内容について解説する。

15

16

［その他］
レポート提出
［授業内容］
後期の授業の流れを把握する。
コンタクトプレーの重要性につ
いて理解する。
［授業方法］
授業の流れについて説明を行う
。
また、コンタクトプレーについ
て解説する。
［授業内容］
コンタクトプレーについて学習
する。本時はタックルを行う。

予習：2時間
技能参考書を参考に前期の授業を振り返る
技能参考書の確認（ラック、ピックアップ、オフ
ロードパスについて）
復習：１時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う （ラッ
ク、ピックアップ、オフロードパスについて）

予習：０.５時間
技能参考書の確認（タックルについて）

復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（タック
［授業方法］
タックルの概要について説明し ルについて）
、コンタクトバックに向かって
タックルを行う。ぺアになり、
お互いの改善点を指摘しあう。

882

17

18

19

20

21

22

予習：０.５時間
［授業内容］
セットプレーについて学習する 技能参考書の確認（スクラムについて）
。本時はスクラムを行う。
復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（スクラ
［授業方法］
スクラムの概要について説明す ムについて）
る。
1対1から、2対2、3対3まで発展
させる。また、スクラム時のボ
ール操作も説明する。
予習：0.5時間
［授業内容］
セットプレーについて学習する 技能参考書の確認（ラインアウトについて）
。本時はラインアウトを行う。
復習：0.5時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ライン
［授業方法］
ラインアウトの概要について説 アウトについて）
明する。授業の進行状況に応じ
て、リフトアップについても解
説を行う。
予習：０.５時間
［授業内容］
ラインアタックについて学習を 技能参考書の確認（ラインアタックについて）
行う。オフェンスラインの組み
方、オープン攻撃について理解 復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ライン
する。
アタックについて）
［授業方法］
ラインの組み方については、配
布資料または見本を用いて説明
する。チームを作成し、ライン
アタックを実施する。
予習：０.５時間
［授業内容］
セットプレーからのラインアタ 技能参考書の確認（ラインアタックについて）
ックについて学習する。
復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（セット
［授業方法］
セットプレー時のラインのルー プレーからのラインアタック）
ルについて説明する。スクラム
、ラインアウトへと発展させる
。
予習：０.５時間
［授業内容］
連続攻撃(順目攻撃)について学 技能参考書の確認（連続攻撃について）
習する。
復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（順目攻
［授業方法］
連続攻撃について解説し、順目 撃について）
攻撃を行う際のラインの組み方
を説明する。各チームの連続攻
撃を分析し、自身のチームがよ
り早く攻撃ができるように話し
あう。
復習：０.５時間
［授業内容］
連続攻撃(逆目攻撃)について学 授業内容を整理し、留意点の確認を行う（順目攻
撃と逆目攻撃について）
習する。
［授業方法］
逆目攻撃を行う際のラインの組
み方を説明する。これまで学習
した攻撃方法を活用し、ゲーム
を行う。
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［授業方法］
プリントを配布し、ブレイクダ
ウンでの基本的なルールについ
て解説する。
［授業内容］
リーグ戦

24

予習：１時間
これまで学習した技能について整理する。

［授業方法］
ゲームでスキルを発揮するため
にチーム内で作戦をたてる。ゲ
ーム後にチーム内での批評を行
う。さらに次時に向けて相手チ
ームの分析を行う。
復習：0.5時間
［授業内容］
前時のゲーム分析
リーグ戦

26

28

復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ルール
について）

［授業方法］
チームの作成をし、ゲームでス
キルを発揮するためにチーム内
で作戦をたてる。ゲーム後にチ
ーム内での批評を行う。さらに
次時に向けて相手チームの分析
を行う。
復習：0.5時間
［授業内容］
前時のゲーム分析
リーグ戦

25

27

予習：０.５時間
ルールについて予習を行う（配布資料にて）

［授業内容］
審判法
ルールの理解

木内誠

木内誠

［授業方法］
ゲームでスキルを発揮するため
にチーム内で作戦をたてる。ゲ
ーム後にチーム内での批評を行
う。さらに次時に向けて相手チ
ームの分析を行う。
復習：0.5時間
［授業内容］
前時のゲーム分析
リーグ戦
［授業方法］
ゲームでスキルを発揮するため
にチーム内で作戦をたてる。ゲ
ーム後にチーム内での批評を行
う。さらに次時に向けて相手チ
ームの分析を行う。
予習：2時間
［授業内容］
ルール、技能の名称とグランド規格について学習
テスト
ルール、技能の名称とグランド する。
規格について
復習：2時間
これまで学習した技能について整理する。
［授業方法］
授業内テスト
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授業科目名
英語科目名

ハンドボール
Handball

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

小俣

貴洋

授業概要
（授業全体の内容）
ハンドボールにおいて重要な基礎技術の習得とそれらを活かすための戦術的思考力の向上を目指し、ゲームを
中心とした授業を展開する。具体的には、毎授業の前半にゲームを構築するための基礎技術（パス・キャッチ
・シュート・ドリブル・それらに対するディフェンスなど）のトレーニング、戦術（個人戦術・グループ戦術
・チーム戦術）の基礎的なトレー二ングを行い、それらを活かして，後半のゲームを行う。また、ルールを理
解し、審判の基礎を学ぶと共に、オフィシャルを含め、他者と協力してゲームの運営を行うことを目指す。
（授業の位置付け）
この科目は「コミュニケーション力」、「倫理観」及び「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」という学
位授与方針の達成に寄与する。
（授業の到達目標）
１，ゲームにおいて基本的なテクニックである、シュート、フェイント、パスができる。
２，基本的なルールを説明できる。
３，セットオフェンスやディフェンスのチーム戦術を理解し、仲間と協調してゲームに適用することができる
。
成績評価
（成績評価の基準）
１，ジャグリングやジャンプスローなど十分なボールハンドリングができる。（実技試験）
２，コートの図示およびラインの名称，基本的なルールの説明ができる。（定期試験）
３，リーグ戦における対戦成績および，授業中の質問・発言によって受講態度を評価する。（平常点）
（学習評価の方法）
受講態度(30%)、実技試験(30%)、定期試験（30%）リーグ戦成績(10%)を総合して評価する。
履修における留意事項
（履修要件）
特になし
（履修上の注意）
ピアス等のアクセサリーを外すこと。
（試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法）
実技試験，定期試験後に関しては，必要に応じて個別に解説，指導を行う．
（テキスト・参考書）
ハンドボールの理論知識の習得に際して，下記ウエブページを参考にしてください。
｛http://handball.kikirara.jp｝
連絡先とオフィスアワー
（連絡先）
t‑komata@juntendo.ac.jp
（オフィスアワー）
授業開始前、および終了後に対応します。また随時、メールでの質問も受け付けます。
備考
（学修時間）
この授業は、実技の授業形態による２単位の科目であり、授業時間６０時間と授業外学修時間３０時間の計９
０時間の学習を必要とする内容をもって構成する。
（その他）
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
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授業回数 担当
小俣貴洋
１

２

小俣貴洋

３

小俣貴洋

４

小俣貴洋

５

小俣貴洋

６

小俣貴洋

７

小俣貴洋

８

小俣貴洋

授業内容（授業方法を含む）
（授業内容）
オリエンテーションを行う．授
業のルール，ハンドボールのル
ールの解説を行う．
（授業方法）
初回は座学を行う．
授業のルールの確認，ハンドボ
ールのルールの確認を行う．
(授業内容）
初歩的なゲームを行い，ルール
の成り立ち，競技の特性につい
て解説する．
（授業方法）
ゲームを行い，ハンドボールの
ルール，競技特性について理解
する．
（授業内容）
パス・キャッチの基本動作につ
いての解説を行う．
（授業方法）
パス・キャッチの基本動作の習
得，理解を深める．
（授業内容）
シュート動作の基本動作の解説
を行う．
（授業方法）
シュートの基本動作の習得，そ
れに伴いステップワークの練習
を行い，必要な技術の習得．
(授業内容）
速攻を中心としたゲームの解説
を行う．
（授業方法）
速攻の種類の説明，スピードを
持ってシュートまでの動作の動
きを習得．
（授業内容）
ディフェンス技術の習得
（授業方法）
マンツーマンディフェンスを中
心とし，ディフェンスの技術の
習得．
（授業内容）
ポジションの解説①サイドポジ
ションの特徴について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（サイド）の特徴に
ついて解説を行い，必要とされ
る技術，特性を理解する．
（授業内容）
ポジションの解説②バックポジ
ションの特性について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（バックコートプレ
イヤー）の特性についての解説
を行い，必要とされる技術，特
性を理解する．
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
(予習30分）
シラバスを参考に授業のルール，学習目標を確認
する．
（復習30分）
ハンドボールのルール，プレイを動画を見て確認
する．

（予習60分）
ゲーム，競技の特性について動画を見てくる．

（予習30分）
パスの種類，方法について動画を見てくる．
（復習30分）
パスの成功・失敗の自己分析を行う．

（予習30分）
シュートの種類を動画をみて確認しておく．
（復習30分）
ステップ・ランニング・スタンディング・ジャン
プシュートの違いが理解できたかを自己分析する
．
（予習30分）
速攻の種類について動画を見て確認する．
（復習30分）
速攻の分類を自分で行う．

（予習30分）
ディフェンスの種類を動画を見て確認する．
（復習30分）
人中心のディフェンスとボール中心のディフェン
スの違いを理解できたか整理する．
（予習30分）
サイドプレイヤーの特徴を動画を見て確認する．
（復習30分）
サイドプレイヤーの特徴，必要な技術を整理する
．

（予習30分）
バックコートプレイヤーの特徴を動画を見て確認
する．
（復習30分）
バックコートプレイヤーに必要な技術の整理を行
う．

９

小俣貴洋

１０

小俣貴洋

１１

小俣貴洋

１２

小俣貴洋

１３

小俣貴洋

１４

小俣貴洋

１５

小俣貴洋

１６

小俣貴洋

（授業内容）
ポジションの解説③ポストプレ
イヤーの特性について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（ポストプレイヤー
）の解説を行，必要とされる技
術，特性の理解を深める．
（授業内容）
ポジションの解説④ゴールキー
パーの特性について解説を行う
．
（授業方法）
ポジション（ゴールキーパー）
の特性について解説し，必要と
される技術，特性について理解
を深める．
（授業内容）
ハンドボールにおける個人技術
の習得①フェイント動作につい
て解説を行う．
（授業方法）
フェイント動作の種類，ステッ
プワークの解説を行い，オン・
ザ・ボール，オフ・ザ・ボール
の動きで使い分けれる技術の習
得．
（授業内容）
ハンドボールにおける個人技術
の習得②ドリブルについて解説
を行う．
（授業方法）
ハンドボール特有のドリブル動
作について解説を行い，ドリブ
ルの技術，ドリブルを組込んだ
フェイントの動きについて理解
を深める．
（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う①．
（授業方法）
グループに分けミニゲームのリ
ーグ戦を行う．
（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う②．
（授業方法）
各グループに分かれて，ミニゲ
ームを行う．
（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う③．
（授業方法）
各グループに分かれてミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う④．
（授業方法）
各グループに分かれてミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
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（予習30分）
ポストプレイヤーの特性を動画を見て確認する．
（復習30分）
ポストプレイヤーに必要な技術を整理する．

（予習30分）
ゴールキーパーの特性を動画を見て確認する．
（復習30分）
ゴールキーパーに必要な技術を整理する．

（予習30分）
フェイントの種類を動画を見て分類する．
（復習30分）
オン・ザ・ボールとオフ・ザ・ボールの動きにつ
いて整理を行う．

（予習30分）
ハンドボール特有のドリブルの方法を確認する．
（復習30分）
ドリブルとフェイントの組み合わせについて整理
を行う．

（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．

１７

小俣貴洋

１８

小俣貴洋

１９

小俣貴洋

２０

小俣貴洋

２１

小俣貴洋

２２

小俣貴洋

２３

小俣貴洋

２４

小俣貴洋

２５

小俣貴洋

（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う⑤．
（授業方法）
各グループに分かれてミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
（授業内容）
グループ戦術の解説を行う．
（授業方法）
3 4人のグループ戦術の解説を
行い，そこで必要とされる技術
の理解を深める．
（授業内容）
ルールと審判技術の解説を行う
．
（授業方法）
審判の技術，各反則のジェスチ
ャーについて解説を行う．
また，正しく笛を吹く技術を身
につける．
授業内容）
学生主体のリーグ戦を行う①
安全管理に十分注意して．
（授業方法）
学生が主体で，審判，オフシャ
ルを行いリーグ戦を運営する．
（授業内容）
学生主体のリーグ戦を行う②
安全管理に十分注意して．
（授業方法）
学生が主体で，審判，オフシャ
ルを行い,リーグ戦を運営する
．
（授業内容）
学生主体のリーグ戦を行う③
安全管理に十分注意して．
（授業方法）
学生が主体で，審判，オフシャ
ルを行いリーグ戦を運営する．
（授業内容）
学生主体のリーグ戦を行う④
安全管理に十分注意して．
（授業方法）
学生が主体で，審判，オフシャ
ルを行い,リーグ戦を運営する
．
（授業内容）
フォーメーションの作り方につ
いて解説を行う．
（授業方法）
グループに分かれ，フォーメー
ションを作成する．その際の注
意点を説明する．
（授業内容）
フォーメーションの発表会を行
う．
（授業方法）
各グループのフォーメーション
の発表を行う．
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（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習60分）
3 4人のグループ戦術の確認を映像を見て確認す
る．

（予習60分）
審判に必要な技術，動作の意味を理解し，罰則時
のジェスチャーを正しく覚える．

（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．

（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．

（予習30分）
5 6人のフォーメーションプレーを映像を見て確
認する．
（復習60分）
自分たちでフォーメーションを考える．

（予習60分）
自分たちでフォーメーションを考える．
（復習30分）
フォーメーションの成功・失敗の要因を自己分析
する．

２６

小俣貴洋

２７

小俣貴洋

２８

小俣貴洋

（授業内容）
作戦を導入してのゲームを行う
．
（授業方法）
作戦タイムを設け，作戦を組込
んだゲームを展開する．
（授業内容）
作戦を導入してのゲームを行う
．
（授業方法）
作戦タイムを設け，作戦を組込
んだゲームを展開する．
（授業内容）
ゲームにおける個人、グループ
とチームのパーフォマンス評価
について解説する．
（授業方法）
ゲームにおける個人，グループ
，チームの評価法について説明
を行い，ゲームの評価を行う．
定期試験
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（予習60分）
各グループで作戦を考えてくる．
（復習30分）
ゲームの中で作戦を使い，成功・失敗の要因を分
析する．
（予習60分）
各グループで作戦を考えてくる．
（復習30分）
ゲームの中で作戦を使い，成功・失敗の要因を分
析する．
（予習３０分）
ゲームの評価法（ゲーム分析）の方法を調べてく
る．
（復習３０分）
評価法のシート作成・提出を行う．

授業科目名
英語科目名

ハンドボール
Handball

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

小俣

貴洋

授業概要
（授業全体の内容）
ハンドボールにおいて重要な基礎技術の習得とそれらを活かすための戦術的思考力の向上を目指し、ゲームを
中心とした授業を展開する。具体的には、毎授業の前半にゲームを構築するための基礎技術（パス・キャッチ
・シュート・ドリブル・それらに対するディフェンスなど）のトレーニング、戦術（個人戦術・グループ戦術
・チーム戦術）の基礎的なトレー二ングを行い、それらを活かして，後半のゲームを行う。また、ルールを理
解し、審判の基礎を学ぶと共に、オフィシャルを含め、他者と協力してゲームの運営を行うことを目指す。
（授業の位置付け）
この科目は「コミュニケーション力」、「倫理観」及び「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」という学
位授与方針の達成に寄与する。
（授業の到達目標）
１，ゲームにおいて基本的なテクニックである、シュート、フェイント、パスができる。
２，基本的なルールを説明できる。
３，セットオフェンスやディフェンスのチーム戦術を理解し、仲間と協調してゲームに適用することができる
。
成績評価
（成績評価の基準）
１，ジャグリングやジャンプスローなど十分なボールハンドリングができる。（実技試験）
２，コートの図示およびラインの名称，基本的なルールの説明ができる。（定期試験）
３，リーグ戦における対戦成績および，授業中の質問・発言によって受講態度を評価する。（平常点）
（学習評価の方法）
受講態度(30%)、実技試験(30%)、定期試験（30%）リーグ戦成績(10%)を総合して評価する。
履修における留意事項
（履修要件）
特になし
（履修上の注意）
ピアス等のアクセサリーを外すこと。
（試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法）
実技試験，定期試験後に関しては，必要に応じて個別に解説，指導を行う．
（テキスト・参考書）
ハンドボールの理論知識の習得に際して，下記ウエブページを参考にしてください。
｛http://handball.kikirara.jp｝
連絡先とオフィスアワー
（連絡先）
t‑komata@juntendo.ac.jp
（オフィスアワー）
授業開始前、および終了後に対応します。また随時、メールでの質問も受け付けます。
備考
（学修時間）
この授業は、実技の授業形態による２単位の科目であり、授業時間６０時間と授業外学修時間３０時間の計９
０時間の学習を必要とする内容をもって構成する。
（その他）
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
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授業回数 担当
小俣貴洋
１

２

小俣貴洋

３

小俣貴洋

４

小俣貴洋

５

小俣貴洋

６

小俣貴洋

７

小俣貴洋

８

小俣貴洋

授業内容（授業方法を含む）
（授業内容）
オリエンテーションを行う．授
業のルール，ハンドボールのル
ールの解説を行う．
（授業方法）
初回は座学を行う．
授業のルールの確認，ハンドボ
ールのルールの確認を行う．
(授業内容）
初歩的なゲームを行い，ルール
の成り立ち，競技の特性につい
て解説する．
（授業方法）
ゲームを行い，ハンドボールの
ルール，競技特性について理解
する．
（授業内容）
パス・キャッチの基本動作につ
いての解説を行う．
（授業方法）
パス・キャッチの基本動作の習
得，理解を深める．
（授業内容）
シュート動作の基本動作の解説
を行う．
（授業方法）
シュートの基本動作の習得，そ
れに伴いステップワークの練習
を行い，必要な技術の習得．
(授業内容）
速攻を中心としたゲームの解説
を行う．
（授業方法）
速攻の種類の説明，スピードを
持ってシュートまでの動作の動
きを習得．
（授業内容）
ディフェンス技術の習得
（授業方法）
マンツーマンディフェンスを中
心とし，ディフェンスの技術の
習得．
（授業内容）
ポジションの解説①サイドポジ
ションの特徴について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（サイド）の特徴に
ついて解説を行い，必要とされ
る技術，特性を理解する．
（授業内容）
ポジションの解説②バックポジ
ションの特性について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（バックコートプレ
イヤー）の特性についての解説
を行い，必要とされる技術，特
性を理解する．
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
(予習30分）
シラバスを参考に授業のルール，学習目標を確認
する．
（復習30分）
ハンドボールのルール，プレイを動画を見て確認
する．

（予習60分）
ゲーム，競技の特性について動画を見てくる．

（予習30分）
パスの種類，方法について動画を見てくる．
（復習30分）
パスの成功・失敗の自己分析を行う．

（予習30分）
シュートの種類を動画をみて確認しておく．
（復習30分）
ステップ・ランニング・スタンディング・ジャン
プシュートの違いが理解できたかを自己分析する
．
（予習30分）
速攻の種類について動画を見て確認する．
（復習30分）
速攻の分類を自分で行う．

（予習30分）
ディフェンスの種類を動画を見て確認する．
（復習30分）
人中心のディフェンスとボール中心のディフェン
スの違いを理解できたか整理する．
（予習30分）
サイドプレイヤーの特徴を動画を見て確認する．
（復習30分）
サイドプレイヤーの特徴，必要な技術を整理する
．

（予習30分）
バックコートプレイヤーの特徴を動画を見て確認
する．
（復習30分）
バックコートプレイヤーに必要な技術の整理を行
う．

９

小俣貴洋

１０

小俣貴洋

１１

小俣貴洋

１２

小俣貴洋

１３

小俣貴洋

１４

小俣貴洋

１５

小俣貴洋

１６

小俣貴洋

（授業内容）
ポジションの解説③ポストプレ
イヤーの特性について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（ポストプレイヤー
）の解説を行，必要とされる技
術，特性の理解を深める．
（授業内容）
ポジションの解説④ゴールキー
パーの特性について解説を行う
．
（授業方法）
ポジション（ゴールキーパー）
の特性について解説し，必要と
される技術，特性について理解
を深める．
（授業内容）
ハンドボールにおける個人技術
の習得①フェイント動作につい
て解説を行う．
（授業方法）
フェイント動作の種類，ステッ
プワークの解説を行い，オン・
ザ・ボール，オフ・ザ・ボール
の動きで使い分けれる技術の習
得．
（授業内容）
ハンドボールにおける個人技術
の習得②ドリブルについて解説
を行う．
（授業方法）
ハンドボール特有のドリブル動
作について解説を行い，ドリブ
ルの技術，ドリブルを組込んだ
フェイントの動きについて理解
を深める．
（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う①．
（授業方法）
グループに分けミニゲームのリ
ーグ戦を行う．
（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う②．
（授業方法）
各グループに分かれて，ミニゲ
ームを行う．
（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う③．
（授業方法）
各グループに分かれてミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う④．
（授業方法）
各グループに分かれてミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
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（予習30分）
ポストプレイヤーの特性を動画を見て確認する．
（復習30分）
ポストプレイヤーに必要な技術を整理する．

（予習30分）
ゴールキーパーの特性を動画を見て確認する．
（復習30分）
ゴールキーパーに必要な技術を整理する．

（予習30分）
フェイントの種類を動画を見て分類する．
（復習30分）
オン・ザ・ボールとオフ・ザ・ボールの動きにつ
いて整理を行う．

（予習30分）
ハンドボール特有のドリブルの方法を確認する．
（復習30分）
ドリブルとフェイントの組み合わせについて整理
を行う．

（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．

１７

小俣貴洋

１８

小俣貴洋

１９

小俣貴洋

２０

小俣貴洋

２１

小俣貴洋

２２

小俣貴洋

２３

小俣貴洋

２４

小俣貴洋

２５

小俣貴洋

（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う⑤．
（授業方法）
各グループに分かれてミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
（授業内容）
グループ戦術の解説を行う．
（授業方法）
3 4人のグループ戦術の解説を
行い，そこで必要とされる技術
の理解を深める．
（授業内容）
ルールと審判技術の解説を行う
．
（授業方法）
審判の技術，各反則のジェスチ
ャーについて解説を行う．
また，正しく笛を吹く技術を身
につける．
授業内容）
学生主体のリーグ戦を行う①
安全管理に十分注意して．
（授業方法）
学生が主体で，審判，オフシャ
ルを行いリーグ戦を運営する．
（授業内容）
学生主体のリーグ戦を行う②
安全管理に十分注意して．
（授業方法）
学生が主体で，審判，オフシャ
ルを行い,リーグ戦を運営する
．
（授業内容）
学生主体のリーグ戦を行う③
安全管理に十分注意して．
（授業方法）
学生が主体で，審判，オフシャ
ルを行いリーグ戦を運営する．
（授業内容）
学生主体のリーグ戦を行う④
安全管理に十分注意して．
（授業方法）
学生が主体で，審判，オフシャ
ルを行い,リーグ戦を運営する
．
（授業内容）
フォーメーションの作り方につ
いて解説を行う．
（授業方法）
グループに分かれ，フォーメー
ションを作成する．その際の注
意点を説明する．
（授業内容）
フォーメーションの発表会を行
う．
（授業方法）
各グループのフォーメーション
の発表を行う．
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（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習60分）
3 4人のグループ戦術の確認を映像を見て確認す
る．

（予習60分）
審判に必要な技術，動作の意味を理解し，罰則時
のジェスチャーを正しく覚える．

（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．

（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．

（予習30分）
5 6人のフォーメーションプレーを映像を見て確
認する．
（復習60分）
自分たちでフォーメーションを考える．

（予習60分）
自分たちでフォーメーションを考える．
（復習30分）
フォーメーションの成功・失敗の要因を自己分析
する．

２６

小俣貴洋

２７

小俣貴洋

２８

小俣貴洋

（授業内容）
作戦を導入してのゲームを行う
．
（授業方法）
作戦タイムを設け，作戦を組込
んだゲームを展開する．
（授業内容）
作戦を導入してのゲームを行う
．
（授業方法）
作戦タイムを設け，作戦を組込
んだゲームを展開する．
（授業内容）
ゲームにおける個人、グループ
とチームのパーフォマンス評価
について解説する．
（授業方法）
ゲームにおける個人，グループ
，チームの評価法について説明
を行い，ゲームの評価を行う．
定期試験
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（予習60分）
各グループで作戦を考えてくる．
（復習30分）
ゲームの中で作戦を使い，成功・失敗の要因を分
析する．
（予習60分）
各グループで作戦を考えてくる．
（復習30分）
ゲームの中で作戦を使い，成功・失敗の要因を分
析する．
（予習３０分）
ゲームの評価法（ゲーム分析）の方法を調べてく
る．
（復習３０分）
評価法のシート作成・提出を行う．

授業科目名
英語科目名

ハンドボール
Handball

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

小俣

貴洋

授業概要
（授業全体の内容）
ハンドボールにおいて重要な基礎技術の習得とそれらを活かすための戦術的思考力の向上を目指し、ゲームを
中心とした授業を展開する。具体的には、毎授業の前半にゲームを構築するための基礎技術（パス・キャッチ
・シュート・ドリブル・それらに対するディフェンスなど）のトレーニング、戦術（個人戦術・グループ戦術
・チーム戦術）の基礎的なトレー二ングを行い、それらを活かして，後半のゲームを行う。また、ルールを理
解し、審判の基礎を学ぶと共に、オフィシャルを含め、他者と協力してゲームの運営を行うことを目指す。
（授業の位置付け）
この科目は「コミュニケーション力」、「倫理観」及び「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」という学
位授与方針の達成に寄与する。
（授業の到達目標）
１，ゲームにおいて基本的なテクニックである、シュート、フェイント、パスができる。
２，基本的なルールを説明できる。
３，セットオフェンスやディフェンスのチーム戦術を理解し、仲間と協調してゲームに適用することができる
。
成績評価
（成績評価の基準）
１，ジャグリングやジャンプスローなど十分なボールハンドリングができる。（実技試験）
２，コートの図示およびラインの名称，基本的なルールの説明ができる。（定期試験）
３，リーグ戦における対戦成績および，授業中の質問・発言によって受講態度を評価する。（平常点）
（学習評価の方法）
受講態度(30%)、実技試験(30%)、定期試験（30%）リーグ戦成績(10%)を総合して評価する。
履修における留意事項
（履修要件）
特になし
（履修上の注意）
ピアス等のアクセサリーを外すこと。
（試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法）
実技試験，定期試験後に関しては，必要に応じて個別に解説，指導を行う．
（テキスト・参考書）
ハンドボールの理論知識の習得に際して，下記ウエブページを参考にしてください。
｛http://handball.kikirara.jp｝
連絡先とオフィスアワー
（連絡先）
t‑komata@juntendo.ac.jp
（オフィスアワー）
授業開始前、および終了後に対応します。また随時、メールでの質問も受け付けます。
備考
（学修時間）
この授業は、実技の授業形態による２単位の科目であり、授業時間６０時間と授業外学修時間３０時間の計９
０時間の学習を必要とする内容をもって構成する。
（その他）
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
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授業回数 担当
小俣貴洋
１

２

小俣貴洋

３

小俣貴洋

４

小俣貴洋

５

小俣貴洋

６

小俣貴洋

７

小俣貴洋

８

小俣貴洋

授業内容（授業方法を含む）
（授業内容）
オリエンテーションを行う．授
業のルール，ハンドボールのル
ールの解説を行う．
（授業方法）
初回は座学を行う．
授業のルールの確認，ハンドボ
ールのルールの確認を行う．
(授業内容）
初歩的なゲームを行い，ルール
の成り立ち，競技の特性につい
て解説する．
（授業方法）
ゲームを行い，ハンドボールの
ルール，競技特性について理解
する．
（授業内容）
パス・キャッチの基本動作につ
いての解説を行う．
（授業方法）
パス・キャッチの基本動作の習
得，理解を深める．
（授業内容）
シュート動作の基本動作の解説
を行う．
（授業方法）
シュートの基本動作の習得，そ
れに伴いステップワークの練習
を行い，必要な技術の習得．
(授業内容）
速攻を中心としたゲームの解説
を行う．
（授業方法）
速攻の種類の説明，スピードを
持ってシュートまでの動作の動
きを習得．
（授業内容）
ディフェンス技術の習得
（授業方法）
マンツーマンディフェンスを中
心とし，ディフェンスの技術の
習得．
（授業内容）
ポジションの解説①サイドポジ
ションの特徴について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（サイド）の特徴に
ついて解説を行い，必要とされ
る技術，特性を理解する．
（授業内容）
ポジションの解説②バックポジ
ションの特性について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（バックコートプレ
イヤー）の特性についての解説
を行い，必要とされる技術，特
性を理解する．
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
(予習30分）
シラバスを参考に授業のルール，学習目標を確認
する．
（復習30分）
ハンドボールのルール，プレイを動画を見て確認
する．

（予習60分）
ゲーム，競技の特性について動画を見てくる．

（予習30分）
パスの種類，方法について動画を見てくる．
（復習30分）
パスの成功・失敗の自己分析を行う．

（予習30分）
シュートの種類を動画をみて確認しておく．
（復習30分）
ステップ・ランニング・スタンディング・ジャン
プシュートの違いが理解できたかを自己分析する
．
（予習30分）
速攻の種類について動画を見て確認する．
（復習30分）
速攻の分類を自分で行う．

（予習30分）
ディフェンスの種類を動画を見て確認する．
（復習30分）
人中心のディフェンスとボール中心のディフェン
スの違いを理解できたか整理する．
（予習30分）
サイドプレイヤーの特徴を動画を見て確認する．
（復習30分）
サイドプレイヤーの特徴，必要な技術を整理する
．

（予習30分）
バックコートプレイヤーの特徴を動画を見て確認
する．
（復習30分）
バックコートプレイヤーに必要な技術の整理を行
う．

９

小俣貴洋

１０

小俣貴洋

１１

小俣貴洋

１２

小俣貴洋

１３

小俣貴洋

１４

小俣貴洋

１５

小俣貴洋

１６

小俣貴洋

（授業内容）
ポジションの解説③ポストプレ
イヤーの特性について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（ポストプレイヤー
）の解説を行，必要とされる技
術，特性の理解を深める．
（授業内容）
ポジションの解説④ゴールキー
パーの特性について解説を行う
．
（授業方法）
ポジション（ゴールキーパー）
の特性について解説し，必要と
される技術，特性について理解
を深める．
（授業内容）
ハンドボールにおける個人技術
の習得①フェイント動作につい
て解説を行う．
（授業方法）
フェイント動作の種類，ステッ
プワークの解説を行い，オン・
ザ・ボール，オフ・ザ・ボール
の動きで使い分けれる技術の習
得．
（授業内容）
ハンドボールにおける個人技術
の習得②ドリブルについて解説
を行う．
（授業方法）
ハンドボール特有のドリブル動
作について解説を行い，ドリブ
ルの技術，ドリブルを組込んだ
フェイントの動きについて理解
を深める．
（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う①．
（授業方法）
グループに分けミニゲームのリ
ーグ戦を行う．
（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う②．
（授業方法）
各グループに分かれて，ミニゲ
ームを行う．
（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う③．
（授業方法）
各グループに分かれてミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う④．
（授業方法）
各グループに分かれてミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
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（予習30分）
ポストプレイヤーの特性を動画を見て確認する．
（復習30分）
ポストプレイヤーに必要な技術を整理する．

（予習30分）
ゴールキーパーの特性を動画を見て確認する．
（復習30分）
ゴールキーパーに必要な技術を整理する．

（予習30分）
フェイントの種類を動画を見て分類する．
（復習30分）
オン・ザ・ボールとオフ・ザ・ボールの動きにつ
いて整理を行う．

（予習30分）
ハンドボール特有のドリブルの方法を確認する．
（復習30分）
ドリブルとフェイントの組み合わせについて整理
を行う．

（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．

１７

小俣貴洋

１８

小俣貴洋

１９

小俣貴洋

２０

小俣貴洋

２１

小俣貴洋

２２

小俣貴洋

２３

小俣貴洋

２４

小俣貴洋

２５

小俣貴洋

（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う⑤．
（授業方法）
各グループに分かれてミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
（授業内容）
グループ戦術の解説を行う．
（授業方法）
3 4人のグループ戦術の解説を
行い，そこで必要とされる技術
の理解を深める．
（授業内容）
ルールと審判技術の解説を行う
．
（授業方法）
審判の技術，各反則のジェスチ
ャーについて解説を行う．
また，正しく笛を吹く技術を身
につける．
授業内容）
学生主体のリーグ戦を行う①
安全管理に十分注意して．
（授業方法）
学生が主体で，審判，オフシャ
ルを行いリーグ戦を運営する．
（授業内容）
学生主体のリーグ戦を行う②
安全管理に十分注意して．
（授業方法）
学生が主体で，審判，オフシャ
ルを行い,リーグ戦を運営する
．
（授業内容）
学生主体のリーグ戦を行う③
安全管理に十分注意して．
（授業方法）
学生が主体で，審判，オフシャ
ルを行いリーグ戦を運営する．
（授業内容）
学生主体のリーグ戦を行う④
安全管理に十分注意して．
（授業方法）
学生が主体で，審判，オフシャ
ルを行い,リーグ戦を運営する
．
（授業内容）
フォーメーションの作り方につ
いて解説を行う．
（授業方法）
グループに分かれ，フォーメー
ションを作成する．その際の注
意点を説明する．
（授業内容）
フォーメーションの発表会を行
う．
（授業方法）
各グループのフォーメーション
の発表を行う．
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（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習60分）
3 4人のグループ戦術の確認を映像を見て確認す
る．

（予習60分）
審判に必要な技術，動作の意味を理解し，罰則時
のジェスチャーを正しく覚える．

（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．

（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．

（予習30分）
5 6人のフォーメーションプレーを映像を見て確
認する．
（復習60分）
自分たちでフォーメーションを考える．

（予習60分）
自分たちでフォーメーションを考える．
（復習30分）
フォーメーションの成功・失敗の要因を自己分析
する．

２６

小俣貴洋

２７

小俣貴洋

２８

小俣貴洋

（授業内容）
作戦を導入してのゲームを行う
．
（授業方法）
作戦タイムを設け，作戦を組込
んだゲームを展開する．
（授業内容）
作戦を導入してのゲームを行う
．
（授業方法）
作戦タイムを設け，作戦を組込
んだゲームを展開する．
（授業内容）
ゲームにおける個人、グループ
とチームのパーフォマンス評価
について解説する．
（授業方法）
ゲームにおける個人，グループ
，チームの評価法について説明
を行い，ゲームの評価を行う．
定期試験
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（予習60分）
各グループで作戦を考えてくる．
（復習30分）
ゲームの中で作戦を使い，成功・失敗の要因を分
析する．
（予習60分）
各グループで作戦を考えてくる．
（復習30分）
ゲームの中で作戦を使い，成功・失敗の要因を分
析する．
（予習３０分）
ゲームの評価法（ゲーム分析）の方法を調べてく
る．
（復習３０分）
評価法のシート作成・提出を行う．

授業科目名
英語科目名

ハンドボール
Handball

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

小俣

貴洋

授業概要
（授業全体の内容）
ハンドボールにおいて重要な基礎技術の習得とそれらを活かすための戦術的思考力の向上を目指し、ゲームを
中心とした授業を展開する。具体的には、毎授業の前半にゲームを構築するための基礎技術（パス・キャッチ
・シュート・ドリブル・それらに対するディフェンスなど）のトレーニング、戦術（個人戦術・グループ戦術
・チーム戦術）の基礎的なトレー二ングを行い、それらを活かして，後半のゲームを行う。また、ルールを理
解し、審判の基礎を学ぶと共に、オフィシャルを含め、他者と協力してゲームの運営を行うことを目指す。
（授業の位置付け）
この科目は「コミュニケーション力」、「倫理観」及び「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」という学
位授与方針の達成に寄与する。
（授業の到達目標）
１，ゲームにおいて基本的なテクニックである、シュート、フェイント、パスができる。
２，基本的なルールを説明できる。
３，セットオフェンスやディフェンスのチーム戦術を理解し、仲間と協調してゲームに適用することができる
。
成績評価
（成績評価の基準）
１，ジャグリングやジャンプスローなど十分なボールハンドリングができる。（実技試験）
２，コートの図示およびラインの名称，基本的なルールの説明ができる。（定期試験）
３，リーグ戦における対戦成績および，授業中の質問・発言によって受講態度を評価する。（平常点）
（学習評価の方法）
受講態度(30%)、実技試験(30%)、定期試験（30%）リーグ戦成績(10%)を総合して評価する。
履修における留意事項
（履修要件）
特になし
（履修上の注意）
ピアス等のアクセサリーを外すこと。
（試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法）
実技試験，定期試験後に関しては，必要に応じて個別に解説，指導を行う．
（テキスト・参考書）
ハンドボールの理論知識の習得に際して，下記ウエブページを参考にしてください。
｛http://handball.kikirara.jp｝
連絡先とオフィスアワー
（連絡先）
t‑komata@juntendo.ac.jp
（オフィスアワー）
授業開始前、および終了後に対応します。また随時、メールでの質問も受け付けます。
備考
（学修時間）
この授業は、実技の授業形態による２単位の科目であり、授業時間６０時間と授業外学修時間３０時間の計９
０時間の学習を必要とする内容をもって構成する。
（その他）
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
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授業回数 担当
小俣貴洋
１

２

小俣貴洋

３

小俣貴洋

４

小俣貴洋

５

小俣貴洋

６

小俣貴洋

７

小俣貴洋

８

小俣貴洋

授業内容（授業方法を含む）
（授業内容）
オリエンテーションを行う．授
業のルール，ハンドボールのル
ールの解説を行う．
（授業方法）
初回は座学を行う．
授業のルールの確認，ハンドボ
ールのルールの確認を行う．
(授業内容）
初歩的なゲームを行い，ルール
の成り立ち，競技の特性につい
て解説する．
（授業方法）
ゲームを行い，ハンドボールの
ルール，競技特性について理解
する．
（授業内容）
パス・キャッチの基本動作につ
いての解説を行う．
（授業方法）
パス・キャッチの基本動作の習
得，理解を深める．
（授業内容）
シュート動作の基本動作の解説
を行う．
（授業方法）
シュートの基本動作の習得，そ
れに伴いステップワークの練習
を行い，必要な技術の習得．
(授業内容）
速攻を中心としたゲームの解説
を行う．
（授業方法）
速攻の種類の説明，スピードを
持ってシュートまでの動作の動
きを習得．
（授業内容）
ディフェンス技術の習得
（授業方法）
マンツーマンディフェンスを中
心とし，ディフェンスの技術の
習得．
（授業内容）
ポジションの解説①サイドポジ
ションの特徴について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（サイド）の特徴に
ついて解説を行い，必要とされ
る技術，特性を理解する．
（授業内容）
ポジションの解説②バックポジ
ションの特性について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（バックコートプレ
イヤー）の特性についての解説
を行い，必要とされる技術，特
性を理解する．
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
(予習30分）
シラバスを参考に授業のルール，学習目標を確認
する．
（復習30分）
ハンドボールのルール，プレイを動画を見て確認
する．

（予習60分）
ゲーム，競技の特性について動画を見てくる．

（予習30分）
パスの種類，方法について動画を見てくる．
（復習30分）
パスの成功・失敗の自己分析を行う．

（予習30分）
シュートの種類を動画をみて確認しておく．
（復習30分）
ステップ・ランニング・スタンディング・ジャン
プシュートの違いが理解できたかを自己分析する
．
（予習30分）
速攻の種類について動画を見て確認する．
（復習30分）
速攻の分類を自分で行う．

（予習30分）
ディフェンスの種類を動画を見て確認する．
（復習30分）
人中心のディフェンスとボール中心のディフェン
スの違いを理解できたか整理する．
（予習30分）
サイドプレイヤーの特徴を動画を見て確認する．
（復習30分）
サイドプレイヤーの特徴，必要な技術を整理する
．

（予習30分）
バックコートプレイヤーの特徴を動画を見て確認
する．
（復習30分）
バックコートプレイヤーに必要な技術の整理を行
う．

９

小俣貴洋

１０

小俣貴洋

１１

小俣貴洋

１２

小俣貴洋

１３

小俣貴洋

１４

小俣貴洋

１５

小俣貴洋

１６

小俣貴洋

（授業内容）
ポジションの解説③ポストプレ
イヤーの特性について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（ポストプレイヤー
）の解説を行，必要とされる技
術，特性の理解を深める．
（授業内容）
ポジションの解説④ゴールキー
パーの特性について解説を行う
．
（授業方法）
ポジション（ゴールキーパー）
の特性について解説し，必要と
される技術，特性について理解
を深める．
（授業内容）
ハンドボールにおける個人技術
の習得①フェイント動作につい
て解説を行う．
（授業方法）
フェイント動作の種類，ステッ
プワークの解説を行い，オン・
ザ・ボール，オフ・ザ・ボール
の動きで使い分けれる技術の習
得．
（授業内容）
ハンドボールにおける個人技術
の習得②ドリブルについて解説
を行う．
（授業方法）
ハンドボール特有のドリブル動
作について解説を行い，ドリブ
ルの技術，ドリブルを組込んだ
フェイントの動きについて理解
を深める．
（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う①．
（授業方法）
グループに分けミニゲームのリ
ーグ戦を行う．
（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う②．
（授業方法）
各グループに分かれて，ミニゲ
ームを行う．
（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う③．
（授業方法）
各グループに分かれてミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う④．
（授業方法）
各グループに分かれてミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
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（予習30分）
ポストプレイヤーの特性を動画を見て確認する．
（復習30分）
ポストプレイヤーに必要な技術を整理する．

（予習30分）
ゴールキーパーの特性を動画を見て確認する．
（復習30分）
ゴールキーパーに必要な技術を整理する．

（予習30分）
フェイントの種類を動画を見て分類する．
（復習30分）
オン・ザ・ボールとオフ・ザ・ボールの動きにつ
いて整理を行う．

（予習30分）
ハンドボール特有のドリブルの方法を確認する．
（復習30分）
ドリブルとフェイントの組み合わせについて整理
を行う．

（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．

１７

小俣貴洋

１８

小俣貴洋

１９

小俣貴洋

２０

小俣貴洋

２１

小俣貴洋

２２

小俣貴洋

２３

小俣貴洋

２４

小俣貴洋

２５

小俣貴洋

（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う⑤．
（授業方法）
各グループに分かれてミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
（授業内容）
グループ戦術の解説を行う．
（授業方法）
3 4人のグループ戦術の解説を
行い，そこで必要とされる技術
の理解を深める．
（授業内容）
ルールと審判技術の解説を行う
．
（授業方法）
審判の技術，各反則のジェスチ
ャーについて解説を行う．
また，正しく笛を吹く技術を身
につける．
授業内容）
学生主体のリーグ戦を行う①
安全管理に十分注意して．
（授業方法）
学生が主体で，審判，オフシャ
ルを行いリーグ戦を運営する．
（授業内容）
学生主体のリーグ戦を行う②
安全管理に十分注意して．
（授業方法）
学生が主体で，審判，オフシャ
ルを行い,リーグ戦を運営する
．
（授業内容）
学生主体のリーグ戦を行う③
安全管理に十分注意して．
（授業方法）
学生が主体で，審判，オフシャ
ルを行いリーグ戦を運営する．
（授業内容）
学生主体のリーグ戦を行う④
安全管理に十分注意して．
（授業方法）
学生が主体で，審判，オフシャ
ルを行い,リーグ戦を運営する
．
（授業内容）
フォーメーションの作り方につ
いて解説を行う．
（授業方法）
グループに分かれ，フォーメー
ションを作成する．その際の注
意点を説明する．
（授業内容）
フォーメーションの発表会を行
う．
（授業方法）
各グループのフォーメーション
の発表を行う．
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（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習60分）
3 4人のグループ戦術の確認を映像を見て確認す
る．

（予習60分）
審判に必要な技術，動作の意味を理解し，罰則時
のジェスチャーを正しく覚える．

（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．

（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．

（予習30分）
5 6人のフォーメーションプレーを映像を見て確
認する．
（復習60分）
自分たちでフォーメーションを考える．

（予習60分）
自分たちでフォーメーションを考える．
（復習30分）
フォーメーションの成功・失敗の要因を自己分析
する．

２６

小俣貴洋

２７

小俣貴洋

２８

小俣貴洋

（授業内容）
作戦を導入してのゲームを行う
．
（授業方法）
作戦タイムを設け，作戦を組込
んだゲームを展開する．
（授業内容）
作戦を導入してのゲームを行う
．
（授業方法）
作戦タイムを設け，作戦を組込
んだゲームを展開する．
（授業内容）
ゲームにおける個人、グループ
とチームのパーフォマンス評価
について解説する．
（授業方法）
ゲームにおける個人，グループ
，チームの評価法について説明
を行い，ゲームの評価を行う．
定期試験
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（予習60分）
各グループで作戦を考えてくる．
（復習30分）
ゲームの中で作戦を使い，成功・失敗の要因を分
析する．
（予習60分）
各グループで作戦を考えてくる．
（復習30分）
ゲームの中で作戦を使い，成功・失敗の要因を分
析する．
（予習３０分）
ゲームの評価法（ゲーム分析）の方法を調べてく
る．
（復習３０分）
評価法のシート作成・提出を行う．

授業科目名
英語科目名

ハンドボール
Handball

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

小俣

貴洋

授業概要
（授業全体の内容）
ハンドボールにおいて重要な基礎技術の習得とそれらを活かすための戦術的思考力の向上を目指し、ゲームを
中心とした授業を展開する。具体的には、毎授業の前半にゲームを構築するための基礎技術（パス・キャッチ
・シュート・ドリブル・それらに対するディフェンスなど）のトレーニング、戦術（個人戦術・グループ戦術
・チーム戦術）の基礎的なトレー二ングを行い、それらを活かして，後半のゲームを行う。また、ルールを理
解し、審判の基礎を学ぶと共に、オフィシャルを含め、他者と協力してゲームの運営を行うことを目指す。
（授業の位置付け）
この科目は「コミュニケーション力」、「倫理観」及び「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」という学
位授与方針の達成に寄与する。
（授業の到達目標）
１，ゲームにおいて基本的なテクニックである、シュート、フェイント、パスができる。
２，基本的なルールを説明できる。
３，セットオフェンスやディフェンスのチーム戦術を理解し、仲間と協調してゲームに適用することができる
。
成績評価
（成績評価の基準）
１，ジャグリングやジャンプスローなど十分なボールハンドリングができる。（実技試験）
２，コートの図示およびラインの名称，基本的なルールの説明ができる。（定期試験）
３，リーグ戦における対戦成績および，授業中の質問・発言によって受講態度を評価する。（平常点）
（学習評価の方法）
受講態度(30%)、実技試験(30%)、定期試験（30%）リーグ戦成績(10%)を総合して評価する。
履修における留意事項
（履修要件）
特になし
（履修上の注意）
ピアス等のアクセサリーを外すこと。
（試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法）
実技試験，定期試験後に関しては，必要に応じて個別に解説，指導を行う．
（テキスト・参考書）
ハンドボールの理論知識の習得に際して，下記ウエブページを参考にしてください。
｛http://handball.kikirara.jp｝
連絡先とオフィスアワー
（連絡先）
t‑komata@juntendo.ac.jp
（オフィスアワー）
授業開始前、および終了後に対応します。また随時、メールでの質問も受け付けます。
備考
（学修時間）
この授業は、実技の授業形態による２単位の科目であり、授業時間６０時間と授業外学修時間３０時間の計９
０時間の学習を必要とする内容をもって構成する。
（その他）
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
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授業回数 担当
小俣貴洋
１

２

小俣貴洋

３

小俣貴洋

４

小俣貴洋

５

小俣貴洋

６

小俣貴洋

７

小俣貴洋

８

小俣貴洋

授業内容（授業方法を含む）
（授業内容）
オリエンテーションを行う．授
業のルール，ハンドボールのル
ールの解説を行う．
（授業方法）
初回は座学を行う．
授業のルールの確認，ハンドボ
ールのルールの確認を行う．
(授業内容）
初歩的なゲームを行い，ルール
の成り立ち，競技の特性につい
て解説する．
（授業方法）
ゲームを行い，ハンドボールの
ルール，競技特性について理解
する．
（授業内容）
パス・キャッチの基本動作につ
いての解説を行う．
（授業方法）
パス・キャッチの基本動作の習
得，理解を深める．
（授業内容）
シュート動作の基本動作の解説
を行う．
（授業方法）
シュートの基本動作の習得，そ
れに伴いステップワークの練習
を行い，必要な技術の習得．
(授業内容）
速攻を中心としたゲームの解説
を行う．
（授業方法）
速攻の種類の説明，スピードを
持ってシュートまでの動作の動
きを習得．
（授業内容）
ディフェンス技術の習得
（授業方法）
マンツーマンディフェンスを中
心とし，ディフェンスの技術の
習得．
（授業内容）
ポジションの解説①サイドポジ
ションの特徴について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（サイド）の特徴に
ついて解説を行い，必要とされ
る技術，特性を理解する．
（授業内容）
ポジションの解説②バックポジ
ションの特性について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（バックコートプレ
イヤー）の特性についての解説
を行い，必要とされる技術，特
性を理解する．
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
(予習30分）
シラバスを参考に授業のルール，学習目標を確認
する．
（復習30分）
ハンドボールのルール，プレイを動画を見て確認
する．

（予習60分）
ゲーム，競技の特性について動画を見てくる．

（予習30分）
パスの種類，方法について動画を見てくる．
（復習30分）
パスの成功・失敗の自己分析を行う．

（予習30分）
シュートの種類を動画をみて確認しておく．
（復習30分）
ステップ・ランニング・スタンディング・ジャン
プシュートの違いが理解できたかを自己分析する
．
（予習30分）
速攻の種類について動画を見て確認する．
（復習30分）
速攻の分類を自分で行う．

（予習30分）
ディフェンスの種類を動画を見て確認する．
（復習30分）
人中心のディフェンスとボール中心のディフェン
スの違いを理解できたか整理する．
（予習30分）
サイドプレイヤーの特徴を動画を見て確認する．
（復習30分）
サイドプレイヤーの特徴，必要な技術を整理する
．

（予習30分）
バックコートプレイヤーの特徴を動画を見て確認
する．
（復習30分）
バックコートプレイヤーに必要な技術の整理を行
う．

９

小俣貴洋

１０

小俣貴洋

１１

小俣貴洋

１２

小俣貴洋

１３

小俣貴洋

１４

小俣貴洋

１５

小俣貴洋

１６

小俣貴洋

（授業内容）
ポジションの解説③ポストプレ
イヤーの特性について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（ポストプレイヤー
）の解説を行，必要とされる技
術，特性の理解を深める．
（授業内容）
ポジションの解説④ゴールキー
パーの特性について解説を行う
．
（授業方法）
ポジション（ゴールキーパー）
の特性について解説し，必要と
される技術，特性について理解
を深める．
（授業内容）
ハンドボールにおける個人技術
の習得①フェイント動作につい
て解説を行う．
（授業方法）
フェイント動作の種類，ステッ
プワークの解説を行い，オン・
ザ・ボール，オフ・ザ・ボール
の動きで使い分けれる技術の習
得．
（授業内容）
ハンドボールにおける個人技術
の習得②ドリブルについて解説
を行う．
（授業方法）
ハンドボール特有のドリブル動
作について解説を行い，ドリブ
ルの技術，ドリブルを組込んだ
フェイントの動きについて理解
を深める．
（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う①．
（授業方法）
グループに分けミニゲームのリ
ーグ戦を行う．
（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う②．
（授業方法）
各グループに分かれて，ミニゲ
ームを行う．
（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う③．
（授業方法）
各グループに分かれてミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う④．
（授業方法）
各グループに分かれてミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
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（予習30分）
ポストプレイヤーの特性を動画を見て確認する．
（復習30分）
ポストプレイヤーに必要な技術を整理する．

（予習30分）
ゴールキーパーの特性を動画を見て確認する．
（復習30分）
ゴールキーパーに必要な技術を整理する．

（予習30分）
フェイントの種類を動画を見て分類する．
（復習30分）
オン・ザ・ボールとオフ・ザ・ボールの動きにつ
いて整理を行う．

（予習30分）
ハンドボール特有のドリブルの方法を確認する．
（復習30分）
ドリブルとフェイントの組み合わせについて整理
を行う．

（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．

１７

小俣貴洋

１８

小俣貴洋

１９

小俣貴洋

２０

小俣貴洋

２１

小俣貴洋

２２

小俣貴洋

２３

小俣貴洋

２４

小俣貴洋

２５

小俣貴洋

（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う⑤．
（授業方法）
各グループに分かれてミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
（授業内容）
グループ戦術の解説を行う．
（授業方法）
3 4人のグループ戦術の解説を
行い，そこで必要とされる技術
の理解を深める．
（授業内容）
ルールと審判技術の解説を行う
．
（授業方法）
審判の技術，各反則のジェスチ
ャーについて解説を行う．
また，正しく笛を吹く技術を身
につける．
授業内容）
学生主体のリーグ戦を行う①
安全管理に十分注意して．
（授業方法）
学生が主体で，審判，オフシャ
ルを行いリーグ戦を運営する．
（授業内容）
学生主体のリーグ戦を行う②
安全管理に十分注意して．
（授業方法）
学生が主体で，審判，オフシャ
ルを行い,リーグ戦を運営する
．
（授業内容）
学生主体のリーグ戦を行う③
安全管理に十分注意して．
（授業方法）
学生が主体で，審判，オフシャ
ルを行いリーグ戦を運営する．
（授業内容）
学生主体のリーグ戦を行う④
安全管理に十分注意して．
（授業方法）
学生が主体で，審判，オフシャ
ルを行い,リーグ戦を運営する
．
（授業内容）
フォーメーションの作り方につ
いて解説を行う．
（授業方法）
グループに分かれ，フォーメー
ションを作成する．その際の注
意点を説明する．
（授業内容）
フォーメーションの発表会を行
う．
（授業方法）
各グループのフォーメーション
の発表を行う．
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（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習60分）
3 4人のグループ戦術の確認を映像を見て確認す
る．

（予習60分）
審判に必要な技術，動作の意味を理解し，罰則時
のジェスチャーを正しく覚える．

（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．

（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．

（予習30分）
5 6人のフォーメーションプレーを映像を見て確
認する．
（復習60分）
自分たちでフォーメーションを考える．

（予習60分）
自分たちでフォーメーションを考える．
（復習30分）
フォーメーションの成功・失敗の要因を自己分析
する．

２６

小俣貴洋

２７

小俣貴洋

２８

小俣貴洋

（授業内容）
作戦を導入してのゲームを行う
．
（授業方法）
作戦タイムを設け，作戦を組込
んだゲームを展開する．
（授業内容）
作戦を導入してのゲームを行う
．
（授業方法）
作戦タイムを設け，作戦を組込
んだゲームを展開する．
（授業内容）
ゲームにおける個人、グループ
とチームのパーフォマンス評価
について解説する．
（授業方法）
ゲームにおける個人，グループ
，チームの評価法について説明
を行い，ゲームの評価を行う．
定期試験
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（予習60分）
各グループで作戦を考えてくる．
（復習30分）
ゲームの中で作戦を使い，成功・失敗の要因を分
析する．
（予習60分）
各グループで作戦を考えてくる．
（復習30分）
ゲームの中で作戦を使い，成功・失敗の要因を分
析する．
（予習３０分）
ゲームの評価法（ゲーム分析）の方法を調べてく
る．
（復習３０分）
評価法のシート作成・提出を行う．

授業科目名
英語科目名

テニス
Tennis

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

高橋

徹

授業概要
【授業全体の内容】
テニスの技能を習得し、その指導法と基礎理論について理解を深める。
テニスの歴史・運動特性等の基礎理論を理解し、グランドストロークやサービスなどの基本動作やラリーなど
の対人応用技能とその指導方法を学ぶ。ルールを理解するとともに対人応用技能を活用した戦略・戦術につい
ても学習し、公式ルールに則った試合を出来るようにする。技術の習得には映像などを活用した技術確認を行
い、テニス技能の段階的指導法も身につくようにする。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
スポーツ健康科学を中心とした教養
コミュニケーション力
倫理観
スポーツ科学分野の専門的な知識と技能
スポーツ科学分野の専門的な実践力
【授業の到達目標】
1.グランドストロークやサービスなどの基本動作やラリーなどの対人的技術が習得できる。
2.ルール、戦略・戦術を理解し対人応用技能に発展させ、試合が行えるようになる。
3.教育現場における安全を考慮したテニス指導方法について理解できる。
4.テニスの段階的指導方法について理解できる
成績評価
【成績評価の基準】
1.テニスの歴史や運動特性、基本動作や技術、戦術を理解している。
2.テニスの基本動作、対人ラリーについてその技術を修得している。
3.テニスのルールや技術、安全管理に関しての指導方法を理解している。
4.授業中の発言や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する。
【成績評価の方法】
取り組み点（10％）、課題レポート（10％）、定期試験（30％）、実技試験（50％）を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【履修上の注意（科目独自のルール）】
授業内で使用する用具（ボールを除く）は各自の用具を使用すること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業中に課す実技課題については、授業内で解説する。
定期試験については、J‑PASS上でもはんかいとうを示す。
【テキスト・参考書等】 ※必ず用意しなければないないテキストの有無がわかるように記載してください。
1.テニスラケット
その他.授業中に、適宜、資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：高橋徹
連絡先については授業内で知らせます。
【オフィスアワー】
随時、Eメールで質問を受ける。
備考
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【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による2単位の科目であり、授業時間60時間と準備学習30時間の計90時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、ジュニアスポーツ指導員資格の必修科目、および中・高保健体育一種免許状の取得に必要な
科目のうち、「教科に関する科目」における選択必修科目として位置づけされています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
高橋
【予習：1時間】
1
（授業内容）
テーマ：オリエンテーション
オリエンテーションの内容を理 テニスの歴史や用具について具体的に調べておく
こと
解する。
（授業方法）
授業目的及び概要の解説、シラ 【復習：1時間】
バスの解説、評価方法と授業の 紹介された書籍やホームページ・映像等を閲覧す
進め方等について説明をする。 る。
高橋
2
テーマ：グランドストローク（ プロテニスプレーヤーのグランドストローク（フ
ォアハンド）の映像を見て確認しておく。
フォアハンド）
グランドストロークの基本動作 【復習：0.5時間】
を理解し、習得する。
グランドストローク（フォアハンドの）基本動作
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 のポイントを整理する。
高橋
【予習：0.5時間】
3
（授業内容）
テーマ：グランドストローク（ プロテニスプレーヤーのグランドストローク（バ
ックハンド）の映像を見て確認しておく。
バックハンド）
グランドストロークの基本動作
【復習：0.5時間】
を理解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 グランドストローク（バックハンド）の基本動作
のポイントを整理する。
高橋
【予習：0.5時間】
4
（授業内容）
テーマ：ボレー（フォアハンド プロテニスプレーヤーのボレー（フォアハンド
）の映像を見て確認しておく。
）
ボレー（フォアハンド）の基本 【復習：0.5時間】
動作を理解し、習得する。
ボレー（フォアハンド）の基本動作のポイント
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 を整理する。
高橋
【予習：0.5時間】
5
（授業内容）
テーマ：ボレー（バックハンド
プロテニスプレーヤーのボレー（バックハンド）
）
ボレーの基本動作を理解し、習 の映像を見て確認しておく。
得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
ボレー（バックハンド）の基本動作のポイントを
整理する。
高橋
【予習：0.5時間】
6
（授業内容）
テーマ：スマッシュ
スマッシュの基本動作を理解し プロテニスプレーヤーのスマッシュの映像を見て
確認しておく。
、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 【復習：0.5時間】
スマッシュの基本動作のポイントを整理する。
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（授業内容）
テーマ：サービス・リターン
サービス・リターンの基本動作
を理解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合

【予習：0.5時間】
プロテニスプレーヤーのサービス・リターンの映
像を見て確認しておく。
【復習：0.5時間】
サービス・リターンの基本動作のポイントを整理
する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
テーマ：グランドストローク（
フォアハンド）の基本動作の対 試合におけるプロテニスプレーヤーのグランド
ストローク（フォアハンド）の映像を見て確認し
人技能への応用
グランドストロークの速度、回 ておく。
転量などのボールコントロール
【復習：0.5時間】
方法を理解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 グランドストロークのボールコントロール方法
のポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：グランドストローク（
バックハンド）の基本動作の対 試合におけるプロテニスプレーヤーのグランド
ストローク（バックハンド）の映像を見て確認し
人技能への応用
グランドストロークの速度、回 ておく。
転量などのボールコントロール
【復習：0.5時間】
方法を理解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 グランドストロークのボールコントロール方法
のポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：ボレー（フォアハンド
）の基本動作の対人技能への応 試合におけるプロテニスプレーヤーのボレー（
フォアハンド）の映像を見て確認しておく。
用
ボレーの速度、回転量などのボ
ールコントロール方法を理解し 【復習：0.5時間】
、習得する。
ボレーのボールコントロール方法のポイントを
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ： ボレー（バックハン
ド）の基本動作の対人技能への 試合におけるプロテニスプレーヤーのボレー（
バックハンド）の映像を見て確認しておく。
応用
ボレーの速度、回転量などのボ
ールコントロール方法を理解し 【復習：0.5時間】
、習得する。
ボレーのボールコントロール方法のポイントを
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：スマッシュの基本動作
試合におけるプロテニスプレーヤーのスマッシ
の対人技能への応用
スマッシュの速度、回転量など ュの映像を見て確認しておく。
のボールコントロール方法を理
【復習：0.5時間】
解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 スマッシュのボールコントロール方法のポイン
トを整理する。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：サービス・リターンの
試合におけるプロテニスプレーヤーのサービス
基本動作の対人技能への応用
サービス・リターンの速度、回 ・リターンの映像を見て確認しておく。
転量などのボールコントロール
【復習：0.5時間】
方法を理解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 サービス・リターンのボールコントロール方法
のポイントを整理する。
【予習：1時間】
（授業内容）
テーマ：公式試合のルールとマ
インターネットや書籍等により、公式試合のル
ナー
公式試合のルールとマナー、テ ールやマナー、コートサイズについて調べておく
ニスコートサイズを理解する。 。
【復習：1時間】
（授業方法）
プリントによる講義、簡易試合 ポイントの数え方や、試合の進め方を整理する
。
定期試験
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：グランドストローク（
フォアハンド）を中心とした対 試合におけるプロテニスプレーヤーのグランド
ストローク（フォアハンド）のポイントパターン
人応用技能と戦術
試合におけるグランドストロー の映像を見て確認しておく。
ク（フォアハンド）の対人応用
技能と基本的戦術を理解し、習 【復習：0.5時間】
得する。
グランドストローク（フォアハンド）のポイン
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 トパターンを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：グランドストローク（
バックハンド）を中心とした対 試合におけるプロテニスプレーヤーのグランド
ストローク（バックハンド）のポイントパターン
人応用技能と戦術
試合におけるグランドストロー の映像を見て確認しておく。
ク（バックハンド）の対人応用
技能と基本的戦術を理解し、習 【復習：0.5時間】
得する。
グランドストローク（バックハンド）のポイン
トパターンを整理する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：ボレー（フォアハンド
）を中心とした対人応用技能と 試合におけるプロテニスプレーヤーのボレー（
フォアハンド）のポイントパターンの映像を見て
戦術
試合におけるボレー（フォアハ 確認しておく。
ンド）の対人応用技能と基本的
【復習：0.5時間】
戦術を理解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
（授業内容）
テーマ：ボレー（バックハン
ド）を中心とした対人応用技能
と戦術
試合におけるボレー（バックハ
ンド）の対人応用技能と基本的
戦術を理解し、習得する。

ボレー（フォアハンド）のポイントパターンを
整理する。
【予習：0.5時間】
試合におけるプロテニスプレーヤーのボレー（
バックハンド）のポイントパターンの映像を見て
確認しておく。
【復習：0.5時間】

ボレー（バックハンド）のポイントパターンを
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 整理する。
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（授業内容）
テーマ：スマッシュを中心と
した対人応用技能と戦術
試合におけるスマッシュの対人
応用技能と基本的戦術を理解し
、習得する。

【予習：0.5時間】
試合におけるプロテニスプレーヤーのスマッシ
ュのポイントパターンの映像を見て確認しておく
。
【復習：0.5時間】

スマッシュのポイントパターンを整理する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：サービス・リターンを
中心とした対人応用技能と戦術 試合におけるプロテニスプレーヤーのサービス
試合におけるサービス・リター ・リターンのポイントパターンの映像を見て確認
ンの対人応用技能と基本的戦術 しておく。
を理解し、習得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 サービス・リターンのポイントパターンを整理
する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：シングルスにおける
シングルスの試合におけるプロテニスプレーヤ
ベースラインプレーと戦術
シングルスにおいてのベース ーのベースラインプレーのポイントパターンの映
ラインプレーの基本的戦術を理 像を見て確認しておく。
解し、習得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 シングルスのベースラインプレーのポイントパ
ターンを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：シングルスにおける
シングルスの試合におけるプロテニスプレーヤ
ネットプレーと戦術
シングルスにおいてのネットプ ーのネットプレーのポイントパターンの映像を見
レーの基本的戦術を理解し、習 て確認しておく。
得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
シングルスのネットプレーのポイントパターン
を整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：ダブルスにおけるベー
ダブルスの試合におけるプロテニスプレーヤー
スラインプレーと戦術
ダブルスにおいてのベースラ のベースラインプレーのポイントパターンの映像
インプレーの基本的戦術を理解 を見て確認しておく。
し、習得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 ダブルスのベースラインプレーのポイントパタ
ーンを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：ダブルスにおけるネッ
ダブルスの試合におけるプロテニスプレーヤー
トプレーと戦術
ダブルスにおいてのネットプレ のネットプレーのポイントパターンの映像を見て
ーの基本的戦術を理解し、習得 確認しておく。
する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
ダブルスのネットプレーのポイントパターンを
整理する。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：シングルスにおける総
プロテニスプレーヤーのシングルスの試合の映
合的戦術
シングルスにおいての総合的戦 像を見ておく。
術を理解し、習得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 プロテニスプレーヤーの戦術をもとに、授業内
での自己の簡易試合の分析をする。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：ダブルスにおける総合
プロテニスプレーヤーのダブルスの試合の映像
的戦術
ダブルスにおいての総合的戦術 を見ておく。
を理解し、習得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 プロテニスプレーヤーの戦術をもとに、授業内
での自己の簡易試合の分析をする。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：シングルスの試合
公式ルールに則り、シングルス プロテニスプレーヤーのシングルスの試合の映
像を見ておく。
の試合をする。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
プロテニスプレーヤーの戦術をもとに、映像等
を用い授業内での自己の簡易試合の分析をする。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：ダブルスの試合
公式ルールに則り、ダブルスの プロテニスプレーヤーのダブルスの試合の映像
を見ておく。
試合をする。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
プロテニスプレーヤーの戦術をもとに、映像等
を用い授業内での自己の簡易試合の分析をする。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

テニス
Tennis

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

高橋

徹

授業概要
【授業全体の内容】
テニスの技能を習得し、その指導法と基礎理論について理解を深める。
テニスの歴史・運動特性等の基礎理論を理解し、グランドストロークやサービスなどの基本動作やラリーなど
の対人応用技能とその指導方法を学ぶ。ルールを理解するとともに対人応用技能を活用した戦略・戦術につい
ても学習し、公式ルールに則った試合を出来るようにする。技術の習得には映像などを活用した技術確認を行
い、テニス技能の段階的指導法も身につくようにする。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
スポーツ健康科学を中心とした教養
コミュニケーション力
倫理観
スポーツ科学分野の専門的な知識と技能
スポーツ科学分野の専門的な実践力
【授業の到達目標】
1.グランドストロークやサービスなどの基本動作やラリーなどの対人的技術が習得できる。
2.ルール、戦略・戦術を理解し対人応用技能に発展させ、試合が行えるようになる。
3.教育現場における安全を考慮したテニス指導方法について理解できる。
4.テニスの段階的指導方法について理解できる
成績評価
【成績評価の基準】
1.テニスの歴史や運動特性、基本動作や技術、戦術を理解している。
2.テニスの基本動作、対人ラリーについてその技術を修得している。
3.テニスのルールや技術、安全管理に関しての指導方法を理解している。
4.授業中の発言や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する。
【成績評価の方法】
取り組み点（10％）、課題レポート（10％）、定期試験（30％）、実技試験（50％）を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【履修上の注意（科目独自のルール）】
授業内で使用する用具（ボールを除く）は各自の用具を使用すること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業中に課す実技課題については、授業内で解説する。
定期試験については、J‑PASS上でもはんかいとうを示す。
【テキスト・参考書等】 ※必ず用意しなければないないテキストの有無がわかるように記載してください。
1.テニスラケット
その他.授業中に、適宜、資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：高橋徹
連絡先については授業内で知らせます。
【オフィスアワー】
随時、Eメールで質問を受ける。
備考
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【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による2単位の科目であり、授業時間60時間と準備学習30時間の計90時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、ジュニアスポーツ指導員資格の必修科目、および中・高保健体育一種免許状の取得に必要な
科目のうち、「教科に関する科目」における選択必修科目として位置づけされています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
高橋
【予習：1時間】
1
（授業内容）
テーマ：オリエンテーション
オリエンテーションの内容を理 テニスの歴史や用具について具体的に調べておく
こと
解する。
（授業方法）
授業目的及び概要の解説、シラ 【復習：1時間】
バスの解説、評価方法と授業の 紹介された書籍やホームページ・映像等を閲覧す
進め方等について説明をする。 る。
高橋
2
テーマ：グランドストローク（ プロテニスプレーヤーのグランドストローク（フ
ォアハンド）の映像を見て確認しておく。
フォアハンド）
グランドストロークの基本動作 【復習：0.5時間】
を理解し、習得する。
グランドストローク（フォアハンドの）基本動作
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 のポイントを整理する。
高橋
【予習：0.5時間】
3
（授業内容）
テーマ：グランドストローク（ プロテニスプレーヤーのグランドストローク（バ
ックハンド）の映像を見て確認しておく。
バックハンド）
グランドストロークの基本動作
【復習：0.5時間】
を理解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 グランドストローク（バックハンド）の基本動作
のポイントを整理する。
高橋
【予習：0.5時間】
4
（授業内容）
テーマ：ボレー（フォアハンド プロテニスプレーヤーのボレー（フォアハンド
）の映像を見て確認しておく。
）
ボレー（フォアハンド）の基本 【復習：0.5時間】
動作を理解し、習得する。
ボレー（フォアハンド）の基本動作のポイント
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 を整理する。
高橋
【予習：0.5時間】
5
（授業内容）
テーマ：ボレー（バックハンド
プロテニスプレーヤーのボレー（バックハンド）
）
ボレーの基本動作を理解し、習 の映像を見て確認しておく。
得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
ボレー（バックハンド）の基本動作のポイントを
整理する。
高橋
【予習：0.5時間】
6
（授業内容）
テーマ：スマッシュ
スマッシュの基本動作を理解し プロテニスプレーヤーのスマッシュの映像を見て
確認しておく。
、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 【復習：0.5時間】
スマッシュの基本動作のポイントを整理する。
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（授業内容）
テーマ：サービス・リターン
サービス・リターンの基本動作
を理解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合

【予習：0.5時間】
プロテニスプレーヤーのサービス・リターンの映
像を見て確認しておく。
【復習：0.5時間】
サービス・リターンの基本動作のポイントを整理
する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
テーマ：グランドストローク（
フォアハンド）の基本動作の対 試合におけるプロテニスプレーヤーのグランド
ストローク（フォアハンド）の映像を見て確認し
人技能への応用
グランドストロークの速度、回 ておく。
転量などのボールコントロール
【復習：0.5時間】
方法を理解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 グランドストロークのボールコントロール方法
のポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：グランドストローク（
バックハンド）の基本動作の対 試合におけるプロテニスプレーヤーのグランド
ストローク（バックハンド）の映像を見て確認し
人技能への応用
グランドストロークの速度、回 ておく。
転量などのボールコントロール
【復習：0.5時間】
方法を理解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 グランドストロークのボールコントロール方法
のポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：ボレー（フォアハンド
）の基本動作の対人技能への応 試合におけるプロテニスプレーヤーのボレー（
フォアハンド）の映像を見て確認しておく。
用
ボレーの速度、回転量などのボ
ールコントロール方法を理解し 【復習：0.5時間】
、習得する。
ボレーのボールコントロール方法のポイントを
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ： ボレー（バックハン
ド）の基本動作の対人技能への 試合におけるプロテニスプレーヤーのボレー（
バックハンド）の映像を見て確認しておく。
応用
ボレーの速度、回転量などのボ
ールコントロール方法を理解し 【復習：0.5時間】
、習得する。
ボレーのボールコントロール方法のポイントを
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：スマッシュの基本動作
試合におけるプロテニスプレーヤーのスマッシ
の対人技能への応用
スマッシュの速度、回転量など ュの映像を見て確認しておく。
のボールコントロール方法を理
【復習：0.5時間】
解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 スマッシュのボールコントロール方法のポイン
トを整理する。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：サービス・リターンの
試合におけるプロテニスプレーヤーのサービス
基本動作の対人技能への応用
サービス・リターンの速度、回 ・リターンの映像を見て確認しておく。
転量などのボールコントロール
【復習：0.5時間】
方法を理解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 サービス・リターンのボールコントロール方法
のポイントを整理する。
【予習：1時間】
（授業内容）
テーマ：公式試合のルールとマ
インターネットや書籍等により、公式試合のル
ナー
公式試合のルールとマナー、テ ールやマナー、コートサイズについて調べておく
ニスコートサイズを理解する。 。
【復習：1時間】
（授業方法）
プリントによる講義、簡易試合 ポイントの数え方や、試合の進め方を整理する
。
定期試験
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：グランドストローク（
フォアハンド）を中心とした対 試合におけるプロテニスプレーヤーのグランド
ストローク（フォアハンド）のポイントパターン
人応用技能と戦術
試合におけるグランドストロー の映像を見て確認しておく。
ク（フォアハンド）の対人応用
技能と基本的戦術を理解し、習 【復習：0.5時間】
得する。
グランドストローク（フォアハンド）のポイン
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 トパターンを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：グランドストローク（
バックハンド）を中心とした対 試合におけるプロテニスプレーヤーのグランド
ストローク（バックハンド）のポイントパターン
人応用技能と戦術
試合におけるグランドストロー の映像を見て確認しておく。
ク（バックハンド）の対人応用
技能と基本的戦術を理解し、習 【復習：0.5時間】
得する。
グランドストローク（バックハンド）のポイン
トパターンを整理する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：ボレー（フォアハンド
）を中心とした対人応用技能と 試合におけるプロテニスプレーヤーのボレー（
フォアハンド）のポイントパターンの映像を見て
戦術
試合におけるボレー（フォアハ 確認しておく。
ンド）の対人応用技能と基本的
【復習：0.5時間】
戦術を理解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
（授業内容）
テーマ：ボレー（バックハン
ド）を中心とした対人応用技能
と戦術
試合におけるボレー（バックハ
ンド）の対人応用技能と基本的
戦術を理解し、習得する。

ボレー（フォアハンド）のポイントパターンを
整理する。
【予習：0.5時間】
試合におけるプロテニスプレーヤーのボレー（
バックハンド）のポイントパターンの映像を見て
確認しておく。
【復習：0.5時間】

ボレー（バックハンド）のポイントパターンを
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 整理する。
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（授業内容）
テーマ：スマッシュを中心と
した対人応用技能と戦術
試合におけるスマッシュの対人
応用技能と基本的戦術を理解し
、習得する。

【予習：0.5時間】
試合におけるプロテニスプレーヤーのスマッシ
ュのポイントパターンの映像を見て確認しておく
。
【復習：0.5時間】

スマッシュのポイントパターンを整理する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：サービス・リターンを
中心とした対人応用技能と戦術 試合におけるプロテニスプレーヤーのサービス
試合におけるサービス・リター ・リターンのポイントパターンの映像を見て確認
ンの対人応用技能と基本的戦術 しておく。
を理解し、習得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 サービス・リターンのポイントパターンを整理
する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：シングルスにおける
シングルスの試合におけるプロテニスプレーヤ
ベースラインプレーと戦術
シングルスにおいてのベース ーのベースラインプレーのポイントパターンの映
ラインプレーの基本的戦術を理 像を見て確認しておく。
解し、習得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 シングルスのベースラインプレーのポイントパ
ターンを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：シングルスにおける
シングルスの試合におけるプロテニスプレーヤ
ネットプレーと戦術
シングルスにおいてのネットプ ーのネットプレーのポイントパターンの映像を見
レーの基本的戦術を理解し、習 て確認しておく。
得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
シングルスのネットプレーのポイントパターン
を整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：ダブルスにおけるベー
ダブルスの試合におけるプロテニスプレーヤー
スラインプレーと戦術
ダブルスにおいてのベースラ のベースラインプレーのポイントパターンの映像
インプレーの基本的戦術を理解 を見て確認しておく。
し、習得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 ダブルスのベースラインプレーのポイントパタ
ーンを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：ダブルスにおけるネッ
ダブルスの試合におけるプロテニスプレーヤー
トプレーと戦術
ダブルスにおいてのネットプレ のネットプレーのポイントパターンの映像を見て
ーの基本的戦術を理解し、習得 確認しておく。
する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
ダブルスのネットプレーのポイントパターンを
整理する。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：シングルスにおける総
プロテニスプレーヤーのシングルスの試合の映
合的戦術
シングルスにおいての総合的戦 像を見ておく。
術を理解し、習得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 プロテニスプレーヤーの戦術をもとに、授業内
での自己の簡易試合の分析をする。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：ダブルスにおける総合
プロテニスプレーヤーのダブルスの試合の映像
的戦術
ダブルスにおいての総合的戦術 を見ておく。
を理解し、習得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 プロテニスプレーヤーの戦術をもとに、授業内
での自己の簡易試合の分析をする。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：シングルスの試合
公式ルールに則り、シングルス プロテニスプレーヤーのシングルスの試合の映
像を見ておく。
の試合をする。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
プロテニスプレーヤーの戦術をもとに、映像等
を用い授業内での自己の簡易試合の分析をする。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：ダブルスの試合
公式ルールに則り、ダブルスの プロテニスプレーヤーのダブルスの試合の映像
を見ておく。
試合をする。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
プロテニスプレーヤーの戦術をもとに、映像等
を用い授業内での自己の簡易試合の分析をする。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

テニス
Tennis

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

高橋

徹

授業概要
【授業全体の内容】
テニスの技能を習得し、その指導法と基礎理論について理解を深める。
テニスの歴史・運動特性等の基礎理論を理解し、グランドストロークやサービスなどの基本動作やラリーなど
の対人応用技能とその指導方法を学ぶ。ルールを理解するとともに対人応用技能を活用した戦略・戦術につい
ても学習し、公式ルールに則った試合を出来るようにする。技術の習得には映像などを活用した技術確認を行
い、テニス技能の段階的指導法も身につくようにする。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
スポーツ健康科学を中心とした教養
コミュニケーション力
倫理観
スポーツ科学分野の専門的な知識と技能
スポーツ科学分野の専門的な実践力
【授業の到達目標】
1.グランドストロークやサービスなどの基本動作やラリーなどの対人的技術が習得できる。
2.ルール、戦略・戦術を理解し対人応用技能に発展させ、試合が行えるようになる。
3.教育現場における安全を考慮したテニス指導方法について理解できる。
4.テニスの段階的指導方法について理解できる
成績評価
【成績評価の基準】
1.テニスの歴史や運動特性、基本動作や技術、戦術を理解している。
2.テニスの基本動作、対人ラリーについてその技術を修得している。
3.テニスのルールや技術、安全管理に関しての指導方法を理解している。
4.授業中の発言や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する。
【成績評価の方法】
取り組み点（10％）、課題レポート（10％）、定期試験（30％）、実技試験（50％）を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【履修上の注意（科目独自のルール）】
授業内で使用する用具（ボールを除く）は各自の用具を使用すること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業中に課す実技課題については、授業内で解説する。
定期試験については、J‑PASS上でもはんかいとうを示す。
【テキスト・参考書等】 ※必ず用意しなければないないテキストの有無がわかるように記載してください。
1.テニスラケット
その他.授業中に、適宜、資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：高橋徹
連絡先については授業内で知らせます。
【オフィスアワー】
随時、Eメールで質問を受ける。
備考
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【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による2単位の科目であり、授業時間60時間と準備学習30時間の計90時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、ジュニアスポーツ指導員資格の必修科目、および中・高保健体育一種免許状の取得に必要な
科目のうち、「教科に関する科目」における選択必修科目として位置づけされています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
高橋
【予習：1時間】
1
（授業内容）
テーマ：オリエンテーション
オリエンテーションの内容を理 テニスの歴史や用具について具体的に調べておく
こと
解する。
（授業方法）
授業目的及び概要の解説、シラ 【復習：1時間】
バスの解説、評価方法と授業の 紹介された書籍やホームページ・映像等を閲覧す
進め方等について説明をする。 る。
高橋
2
テーマ：グランドストローク（ プロテニスプレーヤーのグランドストローク（フ
ォアハンド）の映像を見て確認しておく。
フォアハンド）
グランドストロークの基本動作 【復習：0.5時間】
を理解し、習得する。
グランドストローク（フォアハンドの）基本動作
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 のポイントを整理する。
高橋
【予習：0.5時間】
3
（授業内容）
テーマ：グランドストローク（ プロテニスプレーヤーのグランドストローク（バ
ックハンド）の映像を見て確認しておく。
バックハンド）
グランドストロークの基本動作
【復習：0.5時間】
を理解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 グランドストローク（バックハンド）の基本動作
のポイントを整理する。
高橋
【予習：0.5時間】
4
（授業内容）
テーマ：ボレー（フォアハンド プロテニスプレーヤーのボレー（フォアハンド
）の映像を見て確認しておく。
）
ボレー（フォアハンド）の基本 【復習：0.5時間】
動作を理解し、習得する。
ボレー（フォアハンド）の基本動作のポイント
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 を整理する。
高橋
【予習：0.5時間】
5
（授業内容）
テーマ：ボレー（バックハンド
プロテニスプレーヤーのボレー（バックハンド）
）
ボレーの基本動作を理解し、習 の映像を見て確認しておく。
得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
ボレー（バックハンド）の基本動作のポイントを
整理する。
高橋
【予習：0.5時間】
6
（授業内容）
テーマ：スマッシュ
スマッシュの基本動作を理解し プロテニスプレーヤーのスマッシュの映像を見て
確認しておく。
、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 【復習：0.5時間】
スマッシュの基本動作のポイントを整理する。
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（授業内容）
テーマ：サービス・リターン
サービス・リターンの基本動作
を理解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合

【予習：0.5時間】
プロテニスプレーヤーのサービス・リターンの映
像を見て確認しておく。
【復習：0.5時間】
サービス・リターンの基本動作のポイントを整理
する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
テーマ：グランドストローク（
フォアハンド）の基本動作の対 試合におけるプロテニスプレーヤーのグランド
ストローク（フォアハンド）の映像を見て確認し
人技能への応用
グランドストロークの速度、回 ておく。
転量などのボールコントロール
【復習：0.5時間】
方法を理解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 グランドストロークのボールコントロール方法
のポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：グランドストローク（
バックハンド）の基本動作の対 試合におけるプロテニスプレーヤーのグランド
ストローク（バックハンド）の映像を見て確認し
人技能への応用
グランドストロークの速度、回 ておく。
転量などのボールコントロール
【復習：0.5時間】
方法を理解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 グランドストロークのボールコントロール方法
のポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：ボレー（フォアハンド
）の基本動作の対人技能への応 試合におけるプロテニスプレーヤーのボレー（
フォアハンド）の映像を見て確認しておく。
用
ボレーの速度、回転量などのボ
ールコントロール方法を理解し 【復習：0.5時間】
、習得する。
ボレーのボールコントロール方法のポイントを
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ： ボレー（バックハン
ド）の基本動作の対人技能への 試合におけるプロテニスプレーヤーのボレー（
バックハンド）の映像を見て確認しておく。
応用
ボレーの速度、回転量などのボ
ールコントロール方法を理解し 【復習：0.5時間】
、習得する。
ボレーのボールコントロール方法のポイントを
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：スマッシュの基本動作
試合におけるプロテニスプレーヤーのスマッシ
の対人技能への応用
スマッシュの速度、回転量など ュの映像を見て確認しておく。
のボールコントロール方法を理
【復習：0.5時間】
解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 スマッシュのボールコントロール方法のポイン
トを整理する。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：サービス・リターンの
試合におけるプロテニスプレーヤーのサービス
基本動作の対人技能への応用
サービス・リターンの速度、回 ・リターンの映像を見て確認しておく。
転量などのボールコントロール
【復習：0.5時間】
方法を理解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 サービス・リターンのボールコントロール方法
のポイントを整理する。
【予習：1時間】
（授業内容）
テーマ：公式試合のルールとマ
インターネットや書籍等により、公式試合のル
ナー
公式試合のルールとマナー、テ ールやマナー、コートサイズについて調べておく
ニスコートサイズを理解する。 。
【復習：1時間】
（授業方法）
プリントによる講義、簡易試合 ポイントの数え方や、試合の進め方を整理する
。
定期試験
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：グランドストローク（
フォアハンド）を中心とした対 試合におけるプロテニスプレーヤーのグランド
ストローク（フォアハンド）のポイントパターン
人応用技能と戦術
試合におけるグランドストロー の映像を見て確認しておく。
ク（フォアハンド）の対人応用
技能と基本的戦術を理解し、習 【復習：0.5時間】
得する。
グランドストローク（フォアハンド）のポイン
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 トパターンを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：グランドストローク（
バックハンド）を中心とした対 試合におけるプロテニスプレーヤーのグランド
ストローク（バックハンド）のポイントパターン
人応用技能と戦術
試合におけるグランドストロー の映像を見て確認しておく。
ク（バックハンド）の対人応用
技能と基本的戦術を理解し、習 【復習：0.5時間】
得する。
グランドストローク（バックハンド）のポイン
トパターンを整理する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：ボレー（フォアハンド
）を中心とした対人応用技能と 試合におけるプロテニスプレーヤーのボレー（
フォアハンド）のポイントパターンの映像を見て
戦術
試合におけるボレー（フォアハ 確認しておく。
ンド）の対人応用技能と基本的
【復習：0.5時間】
戦術を理解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
（授業内容）
テーマ：ボレー（バックハン
ド）を中心とした対人応用技能
と戦術
試合におけるボレー（バックハ
ンド）の対人応用技能と基本的
戦術を理解し、習得する。

ボレー（フォアハンド）のポイントパターンを
整理する。
【予習：0.5時間】
試合におけるプロテニスプレーヤーのボレー（
バックハンド）のポイントパターンの映像を見て
確認しておく。
【復習：0.5時間】

ボレー（バックハンド）のポイントパターンを
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 整理する。
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（授業内容）
テーマ：スマッシュを中心と
した対人応用技能と戦術
試合におけるスマッシュの対人
応用技能と基本的戦術を理解し
、習得する。

【予習：0.5時間】
試合におけるプロテニスプレーヤーのスマッシ
ュのポイントパターンの映像を見て確認しておく
。
【復習：0.5時間】

スマッシュのポイントパターンを整理する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：サービス・リターンを
中心とした対人応用技能と戦術 試合におけるプロテニスプレーヤーのサービス
試合におけるサービス・リター ・リターンのポイントパターンの映像を見て確認
ンの対人応用技能と基本的戦術 しておく。
を理解し、習得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 サービス・リターンのポイントパターンを整理
する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：シングルスにおける
シングルスの試合におけるプロテニスプレーヤ
ベースラインプレーと戦術
シングルスにおいてのベース ーのベースラインプレーのポイントパターンの映
ラインプレーの基本的戦術を理 像を見て確認しておく。
解し、習得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 シングルスのベースラインプレーのポイントパ
ターンを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：シングルスにおける
シングルスの試合におけるプロテニスプレーヤ
ネットプレーと戦術
シングルスにおいてのネットプ ーのネットプレーのポイントパターンの映像を見
レーの基本的戦術を理解し、習 て確認しておく。
得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
シングルスのネットプレーのポイントパターン
を整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：ダブルスにおけるベー
ダブルスの試合におけるプロテニスプレーヤー
スラインプレーと戦術
ダブルスにおいてのベースラ のベースラインプレーのポイントパターンの映像
インプレーの基本的戦術を理解 を見て確認しておく。
し、習得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 ダブルスのベースラインプレーのポイントパタ
ーンを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：ダブルスにおけるネッ
ダブルスの試合におけるプロテニスプレーヤー
トプレーと戦術
ダブルスにおいてのネットプレ のネットプレーのポイントパターンの映像を見て
ーの基本的戦術を理解し、習得 確認しておく。
する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
ダブルスのネットプレーのポイントパターンを
整理する。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：シングルスにおける総
プロテニスプレーヤーのシングルスの試合の映
合的戦術
シングルスにおいての総合的戦 像を見ておく。
術を理解し、習得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 プロテニスプレーヤーの戦術をもとに、授業内
での自己の簡易試合の分析をする。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：ダブルスにおける総合
プロテニスプレーヤーのダブルスの試合の映像
的戦術
ダブルスにおいての総合的戦術 を見ておく。
を理解し、習得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 プロテニスプレーヤーの戦術をもとに、授業内
での自己の簡易試合の分析をする。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：シングルスの試合
公式ルールに則り、シングルス プロテニスプレーヤーのシングルスの試合の映
像を見ておく。
の試合をする。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
プロテニスプレーヤーの戦術をもとに、映像等
を用い授業内での自己の簡易試合の分析をする。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：ダブルスの試合
公式ルールに則り、ダブルスの プロテニスプレーヤーのダブルスの試合の映像
を見ておく。
試合をする。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
プロテニスプレーヤーの戦術をもとに、映像等
を用い授業内での自己の簡易試合の分析をする。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

テニス
Tennis

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

高橋

徹

授業概要
【授業全体の内容】
テニスの技能を習得し、その指導法と基礎理論について理解を深める。
テニスの歴史・運動特性等の基礎理論を理解し、グランドストロークやサービスなどの基本動作やラリーなど
の対人応用技能とその指導方法を学ぶ。ルールを理解するとともに対人応用技能を活用した戦略・戦術につい
ても学習し、公式ルールに則った試合を出来るようにする。技術の習得には映像などを活用した技術確認を行
い、テニス技能の段階的指導法も身につくようにする。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
スポーツ健康科学を中心とした教養
コミュニケーション力
倫理観
スポーツ科学分野の専門的な知識と技能
スポーツ科学分野の専門的な実践力
【授業の到達目標】
1.グランドストロークやサービスなどの基本動作やラリーなどの対人的技術が習得できる。
2.ルール、戦略・戦術を理解し対人応用技能に発展させ、試合が行えるようになる。
3.教育現場における安全を考慮したテニス指導方法について理解できる。
4.テニスの段階的指導方法について理解できる
成績評価
【成績評価の基準】
1.テニスの歴史や運動特性、基本動作や技術、戦術を理解している。
2.テニスの基本動作、対人ラリーについてその技術を修得している。
3.テニスのルールや技術、安全管理に関しての指導方法を理解している。
4.授業中の発言や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する。
【成績評価の方法】
取り組み点（10％）、課題レポート（10％）、定期試験（30％）、実技試験（50％）を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【履修上の注意（科目独自のルール）】
授業内で使用する用具（ボールを除く）は各自の用具を使用すること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業中に課す実技課題については、授業内で解説する。
定期試験については、J‑PASS上でもはんかいとうを示す。
【テキスト・参考書等】 ※必ず用意しなければないないテキストの有無がわかるように記載してください。
1.テニスラケット
その他.授業中に、適宜、資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：高橋徹
連絡先については授業内で知らせます。
【オフィスアワー】
随時、Eメールで質問を受ける。
備考
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【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による2単位の科目であり、授業時間60時間と準備学習30時間の計90時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、ジュニアスポーツ指導員資格の必修科目、および中・高保健体育一種免許状の取得に必要な
科目のうち、「教科に関する科目」における選択必修科目として位置づけされています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
高橋
【予習：1時間】
1
（授業内容）
テーマ：オリエンテーション
オリエンテーションの内容を理 テニスの歴史や用具について具体的に調べておく
こと
解する。
（授業方法）
授業目的及び概要の解説、シラ 【復習：1時間】
バスの解説、評価方法と授業の 紹介された書籍やホームページ・映像等を閲覧す
進め方等について説明をする。 る。
高橋
2
テーマ：グランドストローク（ プロテニスプレーヤーのグランドストローク（フ
ォアハンド）の映像を見て確認しておく。
フォアハンド）
グランドストロークの基本動作 【復習：0.5時間】
を理解し、習得する。
グランドストローク（フォアハンドの）基本動作
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 のポイントを整理する。
高橋
【予習：0.5時間】
3
（授業内容）
テーマ：グランドストローク（ プロテニスプレーヤーのグランドストローク（バ
ックハンド）の映像を見て確認しておく。
バックハンド）
グランドストロークの基本動作
【復習：0.5時間】
を理解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 グランドストローク（バックハンド）の基本動作
のポイントを整理する。
高橋
【予習：0.5時間】
4
（授業内容）
テーマ：ボレー（フォアハンド プロテニスプレーヤーのボレー（フォアハンド
）の映像を見て確認しておく。
）
ボレー（フォアハンド）の基本 【復習：0.5時間】
動作を理解し、習得する。
ボレー（フォアハンド）の基本動作のポイント
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 を整理する。
高橋
【予習：0.5時間】
5
（授業内容）
テーマ：ボレー（バックハンド
プロテニスプレーヤーのボレー（バックハンド）
）
ボレーの基本動作を理解し、習 の映像を見て確認しておく。
得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
ボレー（バックハンド）の基本動作のポイントを
整理する。
高橋
【予習：0.5時間】
6
（授業内容）
テーマ：スマッシュ
スマッシュの基本動作を理解し プロテニスプレーヤーのスマッシュの映像を見て
確認しておく。
、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 【復習：0.5時間】
スマッシュの基本動作のポイントを整理する。
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（授業内容）
テーマ：サービス・リターン
サービス・リターンの基本動作
を理解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合

【予習：0.5時間】
プロテニスプレーヤーのサービス・リターンの映
像を見て確認しておく。
【復習：0.5時間】
サービス・リターンの基本動作のポイントを整理
する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
テーマ：グランドストローク（
フォアハンド）の基本動作の対 試合におけるプロテニスプレーヤーのグランド
ストローク（フォアハンド）の映像を見て確認し
人技能への応用
グランドストロークの速度、回 ておく。
転量などのボールコントロール
【復習：0.5時間】
方法を理解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 グランドストロークのボールコントロール方法
のポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：グランドストローク（
バックハンド）の基本動作の対 試合におけるプロテニスプレーヤーのグランド
ストローク（バックハンド）の映像を見て確認し
人技能への応用
グランドストロークの速度、回 ておく。
転量などのボールコントロール
【復習：0.5時間】
方法を理解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 グランドストロークのボールコントロール方法
のポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：ボレー（フォアハンド
）の基本動作の対人技能への応 試合におけるプロテニスプレーヤーのボレー（
フォアハンド）の映像を見て確認しておく。
用
ボレーの速度、回転量などのボ
ールコントロール方法を理解し 【復習：0.5時間】
、習得する。
ボレーのボールコントロール方法のポイントを
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ： ボレー（バックハン
ド）の基本動作の対人技能への 試合におけるプロテニスプレーヤーのボレー（
バックハンド）の映像を見て確認しておく。
応用
ボレーの速度、回転量などのボ
ールコントロール方法を理解し 【復習：0.5時間】
、習得する。
ボレーのボールコントロール方法のポイントを
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：スマッシュの基本動作
試合におけるプロテニスプレーヤーのスマッシ
の対人技能への応用
スマッシュの速度、回転量など ュの映像を見て確認しておく。
のボールコントロール方法を理
【復習：0.5時間】
解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 スマッシュのボールコントロール方法のポイン
トを整理する。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：サービス・リターンの
試合におけるプロテニスプレーヤーのサービス
基本動作の対人技能への応用
サービス・リターンの速度、回 ・リターンの映像を見て確認しておく。
転量などのボールコントロール
【復習：0.5時間】
方法を理解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 サービス・リターンのボールコントロール方法
のポイントを整理する。
【予習：1時間】
（授業内容）
テーマ：公式試合のルールとマ
インターネットや書籍等により、公式試合のル
ナー
公式試合のルールとマナー、テ ールやマナー、コートサイズについて調べておく
ニスコートサイズを理解する。 。
【復習：1時間】
（授業方法）
プリントによる講義、簡易試合 ポイントの数え方や、試合の進め方を整理する
。
定期試験
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：グランドストローク（
フォアハンド）を中心とした対 試合におけるプロテニスプレーヤーのグランド
ストローク（フォアハンド）のポイントパターン
人応用技能と戦術
試合におけるグランドストロー の映像を見て確認しておく。
ク（フォアハンド）の対人応用
技能と基本的戦術を理解し、習 【復習：0.5時間】
得する。
グランドストローク（フォアハンド）のポイン
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 トパターンを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：グランドストローク（
バックハンド）を中心とした対 試合におけるプロテニスプレーヤーのグランド
ストローク（バックハンド）のポイントパターン
人応用技能と戦術
試合におけるグランドストロー の映像を見て確認しておく。
ク（バックハンド）の対人応用
技能と基本的戦術を理解し、習 【復習：0.5時間】
得する。
グランドストローク（バックハンド）のポイン
トパターンを整理する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：ボレー（フォアハンド
）を中心とした対人応用技能と 試合におけるプロテニスプレーヤーのボレー（
フォアハンド）のポイントパターンの映像を見て
戦術
試合におけるボレー（フォアハ 確認しておく。
ンド）の対人応用技能と基本的
【復習：0.5時間】
戦術を理解し、習得する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
（授業内容）
テーマ：ボレー（バックハン
ド）を中心とした対人応用技能
と戦術
試合におけるボレー（バックハ
ンド）の対人応用技能と基本的
戦術を理解し、習得する。

ボレー（フォアハンド）のポイントパターンを
整理する。
【予習：0.5時間】
試合におけるプロテニスプレーヤーのボレー（
バックハンド）のポイントパターンの映像を見て
確認しておく。
【復習：0.5時間】

ボレー（バックハンド）のポイントパターンを
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 整理する。
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（授業内容）
テーマ：スマッシュを中心と
した対人応用技能と戦術
試合におけるスマッシュの対人
応用技能と基本的戦術を理解し
、習得する。

【予習：0.5時間】
試合におけるプロテニスプレーヤーのスマッシ
ュのポイントパターンの映像を見て確認しておく
。
【復習：0.5時間】

スマッシュのポイントパターンを整理する。
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：サービス・リターンを
中心とした対人応用技能と戦術 試合におけるプロテニスプレーヤーのサービス
試合におけるサービス・リター ・リターンのポイントパターンの映像を見て確認
ンの対人応用技能と基本的戦術 しておく。
を理解し、習得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 サービス・リターンのポイントパターンを整理
する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：シングルスにおける
シングルスの試合におけるプロテニスプレーヤ
ベースラインプレーと戦術
シングルスにおいてのベース ーのベースラインプレーのポイントパターンの映
ラインプレーの基本的戦術を理 像を見て確認しておく。
解し、習得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 シングルスのベースラインプレーのポイントパ
ターンを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：シングルスにおける
シングルスの試合におけるプロテニスプレーヤ
ネットプレーと戦術
シングルスにおいてのネットプ ーのネットプレーのポイントパターンの映像を見
レーの基本的戦術を理解し、習 て確認しておく。
得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
シングルスのネットプレーのポイントパターン
を整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：ダブルスにおけるベー
ダブルスの試合におけるプロテニスプレーヤー
スラインプレーと戦術
ダブルスにおいてのベースラ のベースラインプレーのポイントパターンの映像
インプレーの基本的戦術を理解 を見て確認しておく。
し、習得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 ダブルスのベースラインプレーのポイントパタ
ーンを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：ダブルスにおけるネッ
ダブルスの試合におけるプロテニスプレーヤー
トプレーと戦術
ダブルスにおいてのネットプレ のネットプレーのポイントパターンの映像を見て
ーの基本的戦術を理解し、習得 確認しておく。
する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
ダブルスのネットプレーのポイントパターンを
整理する。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：シングルスにおける総
プロテニスプレーヤーのシングルスの試合の映
合的戦術
シングルスにおいての総合的戦 像を見ておく。
術を理解し、習得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 プロテニスプレーヤーの戦術をもとに、授業内
での自己の簡易試合の分析をする。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：ダブルスにおける総合
プロテニスプレーヤーのダブルスの試合の映像
的戦術
ダブルスにおいての総合的戦術 を見ておく。
を理解し、習得する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合 プロテニスプレーヤーの戦術をもとに、授業内
での自己の簡易試合の分析をする。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：シングルスの試合
公式ルールに則り、シングルス プロテニスプレーヤーのシングルスの試合の映
像を見ておく。
の試合をする。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
プロテニスプレーヤーの戦術をもとに、映像等
を用い授業内での自己の簡易試合の分析をする。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
テーマ：ダブルスの試合
公式ルールに則り、ダブルスの プロテニスプレーヤーのダブルスの試合の映像
を見ておく。
試合をする。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
球出し練習、ラリー、簡易試合
プロテニスプレーヤーの戦術をもとに、映像等
を用い授業内での自己の簡易試合の分析をする。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

ダンス
Dance

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

中村

恭子

授業概要
［授業全体の内容］
「ダンス」では、中学・高校のダンス領域の内容である創作ダンス・フォークダンス・現代的なリズムのダ
ンスの学習を通じて、ダンスの美的表現原理と創作技法、学習指導についての知識と理解を深め、仲間と協力
し合って活動しながら、ダンスの表現力と指導の基礎力を身に付けることを目的とする。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教
養、及びそれらの活用能力」を身に付ける。また、「スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力な
いしは研究できる能力」を身に付けることを目的とする。
［授業の到達目標］
1.多様なダンス動作を学習してリズム感や身体操作能力、表現力を高め、全身を大きく使いメリハリを付けて
踊ることができる。
2.動きとイメージやリズムの関係、動きのアレンジや特徴的な動きを強調する表現のポイント、群の構成や空
間の使い方、作品の展開や構成法について理解し、それらを応用してオリジナルの作品を創作・発表できる。
3.グループ創作活動を通して仲間と協力して主体的に課題解決することができる。
4.発表・鑑賞を通して、良い動きや良い表現を見分け、自他の個性を認め合うことができる。
5.ダンス領域の各種ダンスの学習内容と学習指導法について理解し、記述できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.多様なダンス動作を学習してリズム感や身体操作能力、表現力を高め、全身を大きく使いメリハリを付けて
踊ることができる。（実技テスト・平常授業）
2.動きとイメージやリズムの関係、動きのアレンジや特徴的な動きを強調する表現のポイント、群の構成や空
間の使い方、作品の展開や構成法について理解し、それらを応用してオリジナルの作品を創作・発表できる。
（実技テスト・平常授業・筆記試験）
3.グループ創作活動を通して仲間と協力して主体的に課題解決することができる。（平常授業・取り組む姿勢
）
4.発表・鑑賞を通して、良い動きや良い表現を見分け、自他の個性を認め合うことができる。（鑑賞評価）
5.ダンス領域の各種ダンスの学習内容と学習指導法について理解し、記述できる。（筆記試験）
［成績評価の方法］
実技テスト（表現力・創作力）40%、知識・理解（筆記試験）20%、鑑賞評価10％、平常授業・取り組む姿勢
20%
履修における留意事項
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［履修要件］
中高保健体育科教員免許取得のための選択必修科目でもある。中学校では全領域必修（ダンスも男女必修）
となっているので、教員志望者は男女を問わず履修することをお薦めする。経験は問わない。指導者としての
心構えをもって受講すること。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
遅刻・早退は30分以内とし、3回で1回分の欠席に換算する。試合等の欠席は事情を考慮はするが、欠席は欠
席としてカウントするので注意すること。
なお、ケガや故障等で全力全身での実技ができない場合でも、「今できる範囲で」授業に参加できるのがダ
ンスの特徴でもあるので、できるだけ見学せずに参加すること。
［試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法］
平常時の実技の出来栄えについては、その都度その場で伝える。
年4回の実技試験では評価の観点（精一杯大きく動いているか・メリハリをつけて踊っているか・独創的な
動きの工夫があるか・群や空間の工夫ができているか・なりきって踊っているか等）の各項目について相互評
価した結果を集計して示す。
筆記試験の回答についてはJ‑PASSを通じて公開する。
［テキスト・参考書等］
テキスト： 『明日からトライ！ダンスの授業』 全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2011
参考書： 『中学校学習指導要領解説 保健体育編』 文部科学省、東山書房、2008
『みんなでトライ！表現運動の授業』全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2015
その他、必要に応じて資料を適宜配布するので、テキストと合わせて授業の予習・復習に活用す
ること。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：中村恭子
E‑mail：k‑nakamu［at］juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：毎週火曜日 10:30‑14:00
場所：１号館５階 １５０１号室
ただし、上記の時間帯においても会議等で不在の場合もありますので、前日までにE‑mail等で確認・予約して
ください。
備考
［学修時間］
この授業は実技の授業形態による通年2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学習
を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
中高保健体育科教員免許取得のための必修科目でもある本科目では、指導力養成を目標の一つとしているた
め指導者としての心構えをもって受講すること。生徒の立場で実技を体験しながらも指導者目線で授業を分析
して欲しい。復習として授業内容を記録する学習ノートの記載においては指導者の立場で記述し、学習内容と
方法、指導の要点をまとめて復習すること。筆記試験では自作の学習ノートのみ持ち込み可とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中村恭子
（予習：0.5時間）
1
［授業内容］
ダンスの特性や種類について学 世界中に伝承されているダンスの種類について調
べる。
ぶ。
学習内容と学び方を理解する。
（復習：0.5時間）
ダンス学習ノートを作り、ダンスの特性や種類に
［授業方法］
ダンスの特性や種類について、 ついて整理する。
グループで討議し、意見交換す
る。
先輩のダンス作品をビデオ鑑賞
する。ダンス・ウォームアップ
を体験する。
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［授業内容］
フォークダンス①
基本ステップ①基本姿勢・体の
使い方
歩行動作、ギャロップ、ツース
テップ、バランスステップ

（復習：1時間）
本時の授業で習ったステップや動きをスムーズに
踊れるように練習する。
本時の学習内容とダンスの美的表現原理、学習指
導の要点について理解したことをノートにまとめ
る。

［授業方法］
フォークダンスの踊り方を理解
し、仲間と教えあって習得し交
流する。
基本ステップの踊り方を理解し
、仲間と教えあって技術を高め
る。
［授業内容］
フォークダンス②
基本ステップ②面の変化
グレープバイン、スリーステッ
プターンボックス、プッシュ、
キック、ターン

（復習：1時間）
本時の授業で習ったステップや動きをスムーズに
踊れるように練習する。
本時の学習内容とダンスの美的表現原理、学習指
導の要点について理解したことをノートにまとめ
る。

［授業方法］
フォークダンスの踊り方を習得
し、仲間と教えあって習得し交
流する。
基本ステップの踊り方を理解し
、仲間と教え合って技術を高め
る。
［授業内容］
フォークダンス③
基本ステップ③高さの変化
走る‑跳ぶ‑転がる、床の動き
［授業方法］
フォークダンスの踊り方を理解
し、仲間と教えあって習得し交
流する。
基本ステップの踊り方を理解し
、仲間と教えあって技術を高め
る。
［授業内容］
基本ステップ④リズムの変化
走る‑止まる、スローモーショ
ン
ステップの連続とアレンジ
［授業方法］
基本ステップの踊り方を理解し
、仲間と教え合って技術を高め
る。
グループで工夫して進行方向や
動きに変化を加えながら踊る。
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（復習：1時間）
本時の授業で習ったステップや動きをスムーズに
踊れるように練習する。
本時の学習内容とダンスの美的表現原理、学習指
導の要点について理解したことをノートにまとめ
る。

（復習：1時間）
本時の授業で習ったステップや動きをスムーズに
踊れるように練習する。
本時の学習内容とダンスの美的表現原理、学習指
導の要点について理解したことをノートにまとめ
る。
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（復習：1.5時間）
課題作品についてグループで工夫した動きや群構
成を覚え、ダイナミックにメリハリをつけて踊れ
るように練習する。
本時の学習内容とダンスの美的表現原理、学習指
導の要点について理解したことをノートにまとめ
［授業方法］
グループで課題作品の群の構成 る。
や一部の動きを創作し、オリジ
ナルの作品を構成、練習する。
（復習：0.5時間）
［授業内容］
本時の学習内容とダンスの美的表現原理、学習指
基本ステップ⑥
課題作品発表会（実技テスト① 導の要点について理解したことをノートにまとめ
る。
）
［授業内容］
基本ステップ⑤課題作品の構成
群・空間の使い方の工夫
始まり方、終わり方の工夫

［授業方法］
発表方法を理解し、発表する。
他グループ作品の鑑賞と評価を
する。
［授業内容］
フォークダンス④
現代的なリズムのダンス①
「ラテンのリズムでノリノリダ
ンス」
［授業方法］
フォークダンスの踊り方を理解
し、仲間と教えあって習得し交
流する。
リズムに乗って即興的に踊り、
多様な動きを工夫する。仲間の
動きを即時に真似して踊り続け
る。
［授業内容］
フォークダンス⑤
現代的なリズムのダンス②
「足ジャンケンからヒップホッ
プへ」

（予習：0.5時間）
現代的なリズムのダンスの学習内容について学習
指導要領および解説を読み、理解する。
ラテン音楽の歴史と特徴について調べ、ノートに
まとめる。
（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

（予習：0.5時間）
ヒップホップ音楽の歴史と特徴について調べ、ノ
ートにまとめる。

（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
［授業方法］
フォークダンスの踊り方を理解 ノートにまとめる。
し、仲間と教えあって習得し交
流する。
動きの変化のさせ方を学び、2
人組で簡単な動きの組み合わせ
を工夫する。
相手と教えあいながら続けて踊
る。
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［授業内容］
フォークダンス⑥
現代的なリズムのダンス③
「ロックのリズムでメリハリダ
ンス」

（予習：0.5時間）
ロック音楽の歴史と特徴について調べ、ノートに
まとめる。

（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
［授業方法］
フォークダンスの踊り方を理解 ノートにまとめる。
し、仲間と教えあって習得し交
流する。見つけた動きのリズム
を変化させ、3人組でメリハリ
をつけて踊る。
バトル形式で他チームと踊り合
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ブレイクダンスの歴史と特徴について調べ、ノー
現代的なリズムのダンス④
「床を使ってブレイクダンスみ トにまとめる。
コンタクトやアクロバットを取り入れたダンスに
たいに」
「コンタクト（人との関わり） ついて調べ、ノートにまとめる。
」
（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
［授業方法］
4人組で床を使った動きを工夫 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
する。
相手と力を合わせた動きを工夫
する。変化のあるひとまとまり
の動きを作り、はじめと終わり
を付けて踊る。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ノートを振り返り、これまでの授業で使った曲と
現代的なリズムのダンス⑤
動きから自分に合うもの、作品化したいものを選
グループ作品の選曲と創作
ぶ。
［授業方法］
同じ曲を選んだ者でグループを （復習：1時間）
作り、分担して動きと群構成を グループで作った動きを練習し覚える。
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
工夫する。
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる
（復習：1時間）
［授業内容］
グループで作った作品を踊り込み、細かい修正を
現代的なリズムのダンス⑥
リハーサルと修正、踊り込み 加える。
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
［授業方法］
リハーサルのビデオを確認し、 ノートにまとめる。
グループで修正すべき点を検討
する。
修正と踊り込みで完成度を高め
る。
（予習：1時間）
［授業内容］
作品のイメージに合った衣装を工夫し準備する。
現代的なリズムのダンス⑦
作品発表会（実技テスト②）
（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
［授業方法］
創作作品を踊り込み、発表する 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
。
他グループの作品を鑑賞し、良
い点と改善点を評価しあう。
定期試験
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（予習：0.5時間）
創作ダンスガイダンス
創作ダンスの学習内容について学習指導要領およ
創作ダンス即興創作①
物（小道具）を使って「しんぶ び解説を読み、理解する。
んし」
（復習：1時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
［授業方法］
優秀作品を鑑賞し、創作ダンス 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
のイメージを広げる。
即興で新聞紙の動きを模倣し、 学習テーマ「物（小道具）を使って」のその他の
多様な体の使い方を工夫して2 題材の指導例についてテキストを読み、理解を深
人組でひと流れの動きを作り踊 める。
る。他グループと見せ合い、良
い表現を評価し合う。
（復習：1時間）
［授業内容］
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
創作ダンス即興創作②
対極の動きの連続｢走る‑止まる 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
｣
創作ダンス指導実習①動きの伴 学習テーマ「対極の動きの連続」のその他の題材
の指導例についてテキストを読み、理解を深める
奏
。
［授業方法］
メリハリのある「走る‑止まる
」のひと流れを即興で多様に変
化させて踊り、3人組でイメー
ジと動きを共有、ひとまとまり
の表現を作り踊る。他グループ
と見せ合い、良い表現を評価し
合う。
グループで「走る‑止まる」の
メリハリを引き出す太鼓の叩き
方を練習し、指導の要点を話し
合う。
（復習：1時間）
［授業内容］
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
創作ダンス即興創作③
群（集団）の動き「集まる‑と 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
び散る」
創作ダンス指導実習②動きの示 学習テーマ「群（集団）の動き」のその他の題材
の指導例についてテキストを読み、理解を深める
範
。
［授業方法］
5人組で密集と拡散の動きに内
包するイメージをとらえ、ひと
まとまりの表現を作り踊る。他
グループと見せ合い、良い表現
を評価し合う。
グループで「跳ぶ‑転がる」の
示範を練習し、指導の要点を話
し合う。
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［授業内容］
創作ダンス即興創作④
身近な生活と日常動作から「ス
ポーツ名場面集〜感動の瞬間を
もう一度」
［授業方法］
各種スポーツの特徴をとらえて
動きをデッサンし、6人組で動
きを共有、ひとまとまりの表現
を作る。特徴を強調するデフォ
ルメ（変形）の方法を学び、自
作品に応用して表現を工夫して
発表する。他グループと見せ合
い、良い表現を評価し合う。
［授業内容］
創作ダンス即興創作⑤
多様な感じ「◯◯な風」
創作ダンス指導実習③言葉かけ

（復習：1時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
学習テーマ「身近な生活と日常動作」のその他の
題材の指導例についてテキストを読み、理解を深
める。

（復習：1時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
学習テーマ「多様な感じ」のその他の題材の指導
例についてテキストを読み、理解を深める。

［授業方法］
多用な感じ伴う動きの質の違い
を理解して踊り分け、3人組で
ひとまとまりの表現を作り踊る
。他グループと見せ合い、良い
表現を評価し合う。
グループで「動きの質」と「多
様な変化」を引き出す言葉かけ
を練習し、指導の要点を話し合
う。
（復習：1時間）
［授業内容］
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
創作ダンス即興創作⑥
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
絵画から「ゲルニカ」
ノートにまとめる。
学習テーマ「絵画・文学・音楽など」のその他の
［授業方法］
3人組で「ゲルニカ」に描かれ 題材の指導例についてテキストを読み、理解を深
た人物の気持ちになりきって即 める。
興で表現する。複数のグループ
で協力して作品を構成する。半
数ずつ見せ合い、評価しあう。
（復習：1時間）
［授業内容］
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
創作ダンス即興創作⑦
はこびとストーリーの展開「序 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
破急」
学習テーマ「はこびとストーリー」のその他の題
材の指導例についてテキストを読み、理解を深め
［授業方法］
5人組で「序破急」のリズムか る。
ら連想するイメージでひとまと
まりの表現を作り踊る。半数ず
つ見せ合い、評価しあう。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
創作ダンスグループ作品創作① グループ作品で表したいテーマ・イメージについ
て検討する。
テーマ選択
［授業方法］
総合課題からイメージを連想し
て、やりたいテーマを選びグル
ープを組む。表したいイメージ
を深め、はこびを考える。
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（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
創作ダンスグループ作品創作② 作品テーマにふさわしい音楽を探し準備する。
中核の動きのデッサン
（復習：1時間）
分担部分の動きを完成させる。
［授業方法］
はこび各場面での使用曲を決め 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
る。グループで場面を分担して 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
中核となる動きを作り、群の構 ノートにまとめる。
成を工夫する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
創作ダンスグループ作品創作③ 音楽を仮編集する。
全体構成
（復習：1時間）
グループで作った動きや群構成を覚え、スムーズ
［授業方法］
作品全体を通して踊り、流れと に動けるように練習する。
盛り上がりを工夫する。衣装・ 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
小道具を工夫する。
ノートにまとめる。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
創作ダンスグループ作品創作④ 音楽を本編集する。衣装・小道具を準備する。
リハーサルと修正
（復習：1時間）
リハーサルで見つかった修正点を改善し、作品を
［授業方法］
リハーサルのビデオを確認し、 踊り込む。
グループで修正すべき点を検討 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
する。
修正と踊り込みで完成度を高め ノートにまとめる。
る。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
創作ダンスグループ作品発表会 作品にふさわしく魅力的なタイトルを考える。
（実技テスト③
（復習：0.5時間）
）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
［授業方法］
作品を踊り込み、発表する。他 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
グループの作品を鑑賞し、良い ノートにまとめる。
点と改善点を評価しあう。
（復習：0.5時間）
［授業内容］
創作ダンスグループ作品観賞会 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
発表作品ビデオ鑑賞と相互評価 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
［授業方法］
他クラスの作品も含め、発表作
品のビデオ鑑賞を行う。個人で
全作品について評価を行い、改
善点をコメントする。
［授業内容］
創作ダンスグループ作品反省会
創作ダンス即興創作⑧「主役と
脇役」
［授業方法］
相互評価の集計と分析。
主役を引き立てるように、主役
の動きに即興で対応して動く練
習をする。
定期試験
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（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

授業科目名
英語科目名

ダンス
Dance

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

中村

恭子

授業概要
［授業全体の内容］
「ダンス」では、中学・高校のダンス領域の内容である創作ダンス・フォークダンス・現代的なリズムのダ
ンスの学習を通じて、ダンスの美的表現原理と創作技法、学習指導についての知識と理解を深め、仲間と協力
し合って活動しながら、ダンスの表現力と指導の基礎力を身に付けることを目的とする。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教
養、及びそれらの活用能力」を身に付ける。また、「スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力な
いしは研究できる能力」を身に付けることを目的とする。
［授業の到達目標］
1.多様なダンス動作を学習してリズム感や身体操作能力、表現力を高め、全身を大きく使いメリハリを付けて
踊ることができる。
2.動きとイメージやリズムの関係、動きのアレンジや特徴的な動きを強調する表現のポイント、群の構成や空
間の使い方、作品の展開や構成法について理解し、それらを応用してオリジナルの作品を創作・発表できる。
3.グループ創作活動を通して仲間と協力して主体的に課題解決することができる。
4.発表・鑑賞を通して、良い動きや良い表現を見分け、自他の個性を認め合うことができる。
5.ダンス領域の各種ダンスの学習内容と学習指導法について理解し、記述できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.多様なダンス動作を学習してリズム感や身体操作能力、表現力を高め、全身を大きく使いメリハリを付けて
踊ることができる。（実技テスト・平常授業）
2.動きとイメージやリズムの関係、動きのアレンジや特徴的な動きを強調する表現のポイント、群の構成や空
間の使い方、作品の展開や構成法について理解し、それらを応用してオリジナルの作品を創作・発表できる。
（実技テスト・平常授業・筆記試験）
3.グループ創作活動を通して仲間と協力して主体的に課題解決することができる。（平常授業・取り組む姿勢
）
4.発表・鑑賞を通して、良い動きや良い表現を見分け、自他の個性を認め合うことができる。（鑑賞評価）
5.ダンス領域の各種ダンスの学習内容と学習指導法について理解し、記述できる。（筆記試験）
［成績評価の方法］
実技テスト（表現力・創作力）40%、知識・理解（筆記試験）20%、鑑賞評価10％、平常授業・取り組む姿勢
20%
履修における留意事項
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［履修要件］
中高保健体育科教員免許取得のための選択必修科目でもある。中学校では全領域必修（ダンスも男女必修）
となっているので、教員志望者は男女を問わず履修することをお薦めする。経験は問わない。指導者としての
心構えをもって受講すること。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
遅刻・早退は30分以内とし、3回で1回分の欠席に換算する。試合等の欠席は事情を考慮はするが、欠席は欠
席としてカウントするので注意すること。
なお、ケガや故障等で全力全身での実技ができない場合でも、「今できる範囲で」授業に参加できるのがダ
ンスの特徴でもあるので、できるだけ見学せずに参加すること。
［試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法］
平常時の実技の出来栄えについては、その都度その場で伝える。
年4回の実技試験では評価の観点（精一杯大きく動いているか・メリハリをつけて踊っているか・独創的な
動きの工夫があるか・群や空間の工夫ができているか・なりきって踊っているか等）の各項目について相互評
価した結果を集計して示す。
筆記試験の回答についてはJ‑PASSを通じて公開する。
［テキスト・参考書等］
テキスト： 『明日からトライ！ダンスの授業』 全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2011
参考書： 『中学校学習指導要領解説 保健体育編』 文部科学省、東山書房、2008
『みんなでトライ！表現運動の授業』全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2015
その他、必要に応じて資料を適宜配布するので、テキストと合わせて授業の予習・復習に活用す
ること。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：中村恭子
E‑mail：k‑nakamu［at］juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：毎週火曜日 10:30‑14:00
場所：１号館５階 １５０１号室
ただし、上記の時間帯においても会議等で不在の場合もありますので、前日までにE‑mail等で確認・予約して
ください。
備考
［学修時間］
この授業は実技の授業形態による通年2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学習
を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
中高保健体育科教員免許取得のための必修科目でもある本科目では、指導力養成を目標の一つとしているた
め指導者としての心構えをもって受講すること。生徒の立場で実技を体験しながらも指導者目線で授業を分析
して欲しい。復習として授業内容を記録する学習ノートの記載においては指導者の立場で記述し、学習内容と
方法、指導の要点をまとめて復習すること。筆記試験では自作の学習ノートのみ持ち込み可とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中村恭子
（予習：0.5時間）
1
［授業内容］
ダンスの特性や種類について学 世界中に伝承されているダンスの種類について調
べる。
ぶ。
学習内容と学び方を理解する。
（復習：0.5時間）
ダンス学習ノートを作り、ダンスの特性や種類に
［授業方法］
ダンスの特性や種類について、 ついて整理する。
グループで討議し、意見交換す
る。
先輩のダンス作品をビデオ鑑賞
する。ダンス・ウォームアップ
を体験する。
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［授業内容］
フォークダンス①
基本ステップ①基本姿勢・体の
使い方
歩行動作、ギャロップ、ツース
テップ、バランスステップ

（復習：1時間）
本時の授業で習ったステップや動きをスムーズに
踊れるように練習する。
本時の学習内容とダンスの美的表現原理、学習指
導の要点について理解したことをノートにまとめ
る。

［授業方法］
フォークダンスの踊り方を理解
し、仲間と教えあって習得し交
流する。
基本ステップの踊り方を理解し
、仲間と教えあって技術を高め
る。
［授業内容］
フォークダンス②
基本ステップ②面の変化
グレープバイン、スリーステッ
プターンボックス、プッシュ、
キック、ターン

（復習：1時間）
本時の授業で習ったステップや動きをスムーズに
踊れるように練習する。
本時の学習内容とダンスの美的表現原理、学習指
導の要点について理解したことをノートにまとめ
る。

［授業方法］
フォークダンスの踊り方を習得
し、仲間と教えあって習得し交
流する。
基本ステップの踊り方を理解し
、仲間と教え合って技術を高め
る。
［授業内容］
フォークダンス③
基本ステップ③高さの変化
走る‑跳ぶ‑転がる、床の動き
［授業方法］
フォークダンスの踊り方を理解
し、仲間と教えあって習得し交
流する。
基本ステップの踊り方を理解し
、仲間と教えあって技術を高め
る。
［授業内容］
基本ステップ④リズムの変化
走る‑止まる、スローモーショ
ン
ステップの連続とアレンジ
［授業方法］
基本ステップの踊り方を理解し
、仲間と教え合って技術を高め
る。
グループで工夫して進行方向や
動きに変化を加えながら踊る。
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（復習：1時間）
本時の授業で習ったステップや動きをスムーズに
踊れるように練習する。
本時の学習内容とダンスの美的表現原理、学習指
導の要点について理解したことをノートにまとめ
る。

（復習：1時間）
本時の授業で習ったステップや動きをスムーズに
踊れるように練習する。
本時の学習内容とダンスの美的表現原理、学習指
導の要点について理解したことをノートにまとめ
る。
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（復習：1.5時間）
課題作品についてグループで工夫した動きや群構
成を覚え、ダイナミックにメリハリをつけて踊れ
るように練習する。
本時の学習内容とダンスの美的表現原理、学習指
導の要点について理解したことをノートにまとめ
［授業方法］
グループで課題作品の群の構成 る。
や一部の動きを創作し、オリジ
ナルの作品を構成、練習する。
（復習：0.5時間）
［授業内容］
本時の学習内容とダンスの美的表現原理、学習指
基本ステップ⑥
課題作品発表会（実技テスト① 導の要点について理解したことをノートにまとめ
る。
）
［授業内容］
基本ステップ⑤課題作品の構成
群・空間の使い方の工夫
始まり方、終わり方の工夫

［授業方法］
発表方法を理解し、発表する。
他グループ作品の鑑賞と評価を
する。
［授業内容］
フォークダンス④
現代的なリズムのダンス①
「ラテンのリズムでノリノリダ
ンス」
［授業方法］
フォークダンスの踊り方を理解
し、仲間と教えあって習得し交
流する。
リズムに乗って即興的に踊り、
多様な動きを工夫する。仲間の
動きを即時に真似して踊り続け
る。
［授業内容］
フォークダンス⑤
現代的なリズムのダンス②
「足ジャンケンからヒップホッ
プへ」

（予習：0.5時間）
現代的なリズムのダンスの学習内容について学習
指導要領および解説を読み、理解する。
ラテン音楽の歴史と特徴について調べ、ノートに
まとめる。
（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

（予習：0.5時間）
ヒップホップ音楽の歴史と特徴について調べ、ノ
ートにまとめる。

（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
［授業方法］
フォークダンスの踊り方を理解 ノートにまとめる。
し、仲間と教えあって習得し交
流する。
動きの変化のさせ方を学び、2
人組で簡単な動きの組み合わせ
を工夫する。
相手と教えあいながら続けて踊
る。
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［授業内容］
フォークダンス⑥
現代的なリズムのダンス③
「ロックのリズムでメリハリダ
ンス」

（予習：0.5時間）
ロック音楽の歴史と特徴について調べ、ノートに
まとめる。

（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
［授業方法］
フォークダンスの踊り方を理解 ノートにまとめる。
し、仲間と教えあって習得し交
流する。見つけた動きのリズム
を変化させ、3人組でメリハリ
をつけて踊る。
バトル形式で他チームと踊り合
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ブレイクダンスの歴史と特徴について調べ、ノー
現代的なリズムのダンス④
「床を使ってブレイクダンスみ トにまとめる。
コンタクトやアクロバットを取り入れたダンスに
たいに」
「コンタクト（人との関わり） ついて調べ、ノートにまとめる。
」
（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
［授業方法］
4人組で床を使った動きを工夫 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
する。
相手と力を合わせた動きを工夫
する。変化のあるひとまとまり
の動きを作り、はじめと終わり
を付けて踊る。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ノートを振り返り、これまでの授業で使った曲と
現代的なリズムのダンス⑤
動きから自分に合うもの、作品化したいものを選
グループ作品の選曲と創作
ぶ。
［授業方法］
同じ曲を選んだ者でグループを （復習：1時間）
作り、分担して動きと群構成を グループで作った動きを練習し覚える。
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
工夫する。
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる
（復習：1時間）
［授業内容］
グループで作った作品を踊り込み、細かい修正を
現代的なリズムのダンス⑥
リハーサルと修正、踊り込み 加える。
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
［授業方法］
リハーサルのビデオを確認し、 ノートにまとめる。
グループで修正すべき点を検討
する。
修正と踊り込みで完成度を高め
る。
（予習：1時間）
［授業内容］
作品のイメージに合った衣装を工夫し準備する。
現代的なリズムのダンス⑦
作品発表会（実技テスト②）
（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
［授業方法］
創作作品を踊り込み、発表する 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
。
他グループの作品を鑑賞し、良
い点と改善点を評価しあう。
定期試験
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（予習：0.5時間）
創作ダンスガイダンス
創作ダンスの学習内容について学習指導要領およ
創作ダンス即興創作①
物（小道具）を使って「しんぶ び解説を読み、理解する。
んし」
（復習：1時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
［授業方法］
優秀作品を鑑賞し、創作ダンス 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
のイメージを広げる。
即興で新聞紙の動きを模倣し、 学習テーマ「物（小道具）を使って」のその他の
多様な体の使い方を工夫して2 題材の指導例についてテキストを読み、理解を深
人組でひと流れの動きを作り踊 める。
る。他グループと見せ合い、良
い表現を評価し合う。
（復習：1時間）
［授業内容］
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
創作ダンス即興創作②
対極の動きの連続｢走る‑止まる 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
｣
創作ダンス指導実習①動きの伴 学習テーマ「対極の動きの連続」のその他の題材
の指導例についてテキストを読み、理解を深める
奏
。
［授業方法］
メリハリのある「走る‑止まる
」のひと流れを即興で多様に変
化させて踊り、3人組でイメー
ジと動きを共有、ひとまとまり
の表現を作り踊る。他グループ
と見せ合い、良い表現を評価し
合う。
グループで「走る‑止まる」の
メリハリを引き出す太鼓の叩き
方を練習し、指導の要点を話し
合う。
（復習：1時間）
［授業内容］
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
創作ダンス即興創作③
群（集団）の動き「集まる‑と 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
び散る」
創作ダンス指導実習②動きの示 学習テーマ「群（集団）の動き」のその他の題材
の指導例についてテキストを読み、理解を深める
範
。
［授業方法］
5人組で密集と拡散の動きに内
包するイメージをとらえ、ひと
まとまりの表現を作り踊る。他
グループと見せ合い、良い表現
を評価し合う。
グループで「跳ぶ‑転がる」の
示範を練習し、指導の要点を話
し合う。
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［授業内容］
創作ダンス即興創作④
身近な生活と日常動作から「ス
ポーツ名場面集〜感動の瞬間を
もう一度」
［授業方法］
各種スポーツの特徴をとらえて
動きをデッサンし、6人組で動
きを共有、ひとまとまりの表現
を作る。特徴を強調するデフォ
ルメ（変形）の方法を学び、自
作品に応用して表現を工夫して
発表する。他グループと見せ合
い、良い表現を評価し合う。
［授業内容］
創作ダンス即興創作⑤
多様な感じ「◯◯な風」
創作ダンス指導実習③言葉かけ

（復習：1時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
学習テーマ「身近な生活と日常動作」のその他の
題材の指導例についてテキストを読み、理解を深
める。

（復習：1時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
学習テーマ「多様な感じ」のその他の題材の指導
例についてテキストを読み、理解を深める。

［授業方法］
多用な感じ伴う動きの質の違い
を理解して踊り分け、3人組で
ひとまとまりの表現を作り踊る
。他グループと見せ合い、良い
表現を評価し合う。
グループで「動きの質」と「多
様な変化」を引き出す言葉かけ
を練習し、指導の要点を話し合
う。
（復習：1時間）
［授業内容］
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
創作ダンス即興創作⑥
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
絵画から「ゲルニカ」
ノートにまとめる。
学習テーマ「絵画・文学・音楽など」のその他の
［授業方法］
3人組で「ゲルニカ」に描かれ 題材の指導例についてテキストを読み、理解を深
た人物の気持ちになりきって即 める。
興で表現する。複数のグループ
で協力して作品を構成する。半
数ずつ見せ合い、評価しあう。
（復習：1時間）
［授業内容］
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
創作ダンス即興創作⑦
はこびとストーリーの展開「序 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
破急」
学習テーマ「はこびとストーリー」のその他の題
材の指導例についてテキストを読み、理解を深め
［授業方法］
5人組で「序破急」のリズムか る。
ら連想するイメージでひとまと
まりの表現を作り踊る。半数ず
つ見せ合い、評価しあう。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
創作ダンスグループ作品創作① グループ作品で表したいテーマ・イメージについ
て検討する。
テーマ選択
［授業方法］
総合課題からイメージを連想し
て、やりたいテーマを選びグル
ープを組む。表したいイメージ
を深め、はこびを考える。
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（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
創作ダンスグループ作品創作② 作品テーマにふさわしい音楽を探し準備する。
中核の動きのデッサン
（復習：1時間）
分担部分の動きを完成させる。
［授業方法］
はこび各場面での使用曲を決め 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
る。グループで場面を分担して 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
中核となる動きを作り、群の構 ノートにまとめる。
成を工夫する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
創作ダンスグループ作品創作③ 音楽を仮編集する。
全体構成
（復習：1時間）
グループで作った動きや群構成を覚え、スムーズ
［授業方法］
作品全体を通して踊り、流れと に動けるように練習する。
盛り上がりを工夫する。衣装・ 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
小道具を工夫する。
ノートにまとめる。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
創作ダンスグループ作品創作④ 音楽を本編集する。衣装・小道具を準備する。
リハーサルと修正
（復習：1時間）
リハーサルで見つかった修正点を改善し、作品を
［授業方法］
リハーサルのビデオを確認し、 踊り込む。
グループで修正すべき点を検討 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
する。
修正と踊り込みで完成度を高め ノートにまとめる。
る。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
創作ダンスグループ作品発表会 作品にふさわしく魅力的なタイトルを考える。
（実技テスト③
（復習：0.5時間）
）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
［授業方法］
作品を踊り込み、発表する。他 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
グループの作品を鑑賞し、良い ノートにまとめる。
点と改善点を評価しあう。
（復習：0.5時間）
［授業内容］
創作ダンスグループ作品観賞会 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
発表作品ビデオ鑑賞と相互評価 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
［授業方法］
他クラスの作品も含め、発表作
品のビデオ鑑賞を行う。個人で
全作品について評価を行い、改
善点をコメントする。
［授業内容］
創作ダンスグループ作品反省会
創作ダンス即興創作⑧「主役と
脇役」
［授業方法］
相互評価の集計と分析。
主役を引き立てるように、主役
の動きに即興で対応して動く練
習をする。
定期試験
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（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

授業科目名
英語科目名

ダンス
Dance

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

中村

恭子

授業概要
［授業全体の内容］
「ダンス」では、中学・高校のダンス領域の内容である創作ダンス・フォークダンス・現代的なリズムのダ
ンスの学習を通じて、ダンスの美的表現原理と創作技法、学習指導についての知識と理解を深め、仲間と協力
し合って活動しながら、ダンスの表現力と指導の基礎力を身に付けることを目的とする。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教
養、及びそれらの活用能力」を身に付ける。また、「スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力な
いしは研究できる能力」を身に付けることを目的とする。
［授業の到達目標］
1.多様なダンス動作を学習してリズム感や身体操作能力、表現力を高め、全身を大きく使いメリハリを付けて
踊ることができる。
2.動きとイメージやリズムの関係、動きのアレンジや特徴的な動きを強調する表現のポイント、群の構成や空
間の使い方、作品の展開や構成法について理解し、それらを応用してオリジナルの作品を創作・発表できる。
3.グループ創作活動を通して仲間と協力して主体的に課題解決することができる。
4.発表・鑑賞を通して、良い動きや良い表現を見分け、自他の個性を認め合うことができる。
5.ダンス領域の各種ダンスの学習内容と学習指導法について理解し、記述できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.多様なダンス動作を学習してリズム感や身体操作能力、表現力を高め、全身を大きく使いメリハリを付けて
踊ることができる。（実技テスト・平常授業）
2.動きとイメージやリズムの関係、動きのアレンジや特徴的な動きを強調する表現のポイント、群の構成や空
間の使い方、作品の展開や構成法について理解し、それらを応用してオリジナルの作品を創作・発表できる。
（実技テスト・平常授業・筆記試験）
3.グループ創作活動を通して仲間と協力して主体的に課題解決することができる。（平常授業・取り組む姿勢
）
4.発表・鑑賞を通して、良い動きや良い表現を見分け、自他の個性を認め合うことができる。（鑑賞評価）
5.ダンス領域の各種ダンスの学習内容と学習指導法について理解し、記述できる。（筆記試験）
［成績評価の方法］
実技テスト（表現力・創作力）40%、知識・理解（筆記試験）20%、鑑賞評価10％、平常授業・取り組む姿勢
20%
履修における留意事項
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［履修要件］
中高保健体育科教員免許取得のための選択必修科目でもある。中学校では全領域必修（ダンスも男女必修）
となっているので、教員志望者は男女を問わず履修することをお薦めする。経験は問わない。指導者としての
心構えをもって受講すること。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
遅刻・早退は30分以内とし、3回で1回分の欠席に換算する。試合等の欠席は事情を考慮はするが、欠席は欠
席としてカウントするので注意すること。
なお、ケガや故障等で全力全身での実技ができない場合でも、「今できる範囲で」授業に参加できるのがダ
ンスの特徴でもあるので、できるだけ見学せずに参加すること。
［試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法］
平常時の実技の出来栄えについては、その都度その場で伝える。
年4回の実技試験では評価の観点（精一杯大きく動いているか・メリハリをつけて踊っているか・独創的な
動きの工夫があるか・群や空間の工夫ができているか・なりきって踊っているか等）の各項目について相互評
価した結果を集計して示す。
筆記試験の回答についてはJ‑PASSを通じて公開する。
［テキスト・参考書等］
テキスト： 『明日からトライ！ダンスの授業』 全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2011
参考書： 『中学校学習指導要領解説 保健体育編』 文部科学省、東山書房、2008
『みんなでトライ！表現運動の授業』全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2015
その他、必要に応じて資料を適宜配布するので、テキストと合わせて授業の予習・復習に活用す
ること。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：中村恭子
E‑mail：k‑nakamu［at］juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：毎週火曜日 10:30‑14:00
場所：１号館５階 １５０１号室
ただし、上記の時間帯においても会議等で不在の場合もありますので、前日までにE‑mail等で確認・予約して
ください。
備考
［学修時間］
この授業は実技の授業形態による通年2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学習
を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
中高保健体育科教員免許取得のための必修科目でもある本科目では、指導力養成を目標の一つとしているた
め指導者としての心構えをもって受講すること。生徒の立場で実技を体験しながらも指導者目線で授業を分析
して欲しい。復習として授業内容を記録する学習ノートの記載においては指導者の立場で記述し、学習内容と
方法、指導の要点をまとめて復習すること。筆記試験では自作の学習ノートのみ持ち込み可とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中村恭子
（予習：0.5時間）
1
［授業内容］
ダンスの特性や種類について学 世界中に伝承されているダンスの種類について調
べる。
ぶ。
学習内容と学び方を理解する。
（復習：0.5時間）
ダンス学習ノートを作り、ダンスの特性や種類に
［授業方法］
ダンスの特性や種類について、 ついて整理する。
グループで討議し、意見交換す
る。
先輩のダンス作品をビデオ鑑賞
する。ダンス・ウォームアップ
を体験する。

951

2

3

4

5

中村恭子

中村恭子

中村恭子

中村恭子

［授業内容］
フォークダンス①
基本ステップ①基本姿勢・体の
使い方
歩行動作、ギャロップ、ツース
テップ、バランスステップ

（復習：1時間）
本時の授業で習ったステップや動きをスムーズに
踊れるように練習する。
本時の学習内容とダンスの美的表現原理、学習指
導の要点について理解したことをノートにまとめ
る。

［授業方法］
フォークダンスの踊り方を理解
し、仲間と教えあって習得し交
流する。
基本ステップの踊り方を理解し
、仲間と教えあって技術を高め
る。
［授業内容］
フォークダンス②
基本ステップ②面の変化
グレープバイン、スリーステッ
プターンボックス、プッシュ、
キック、ターン

（復習：1時間）
本時の授業で習ったステップや動きをスムーズに
踊れるように練習する。
本時の学習内容とダンスの美的表現原理、学習指
導の要点について理解したことをノートにまとめ
る。

［授業方法］
フォークダンスの踊り方を習得
し、仲間と教えあって習得し交
流する。
基本ステップの踊り方を理解し
、仲間と教え合って技術を高め
る。
［授業内容］
フォークダンス③
基本ステップ③高さの変化
走る‑跳ぶ‑転がる、床の動き
［授業方法］
フォークダンスの踊り方を理解
し、仲間と教えあって習得し交
流する。
基本ステップの踊り方を理解し
、仲間と教えあって技術を高め
る。
［授業内容］
基本ステップ④リズムの変化
走る‑止まる、スローモーショ
ン
ステップの連続とアレンジ
［授業方法］
基本ステップの踊り方を理解し
、仲間と教え合って技術を高め
る。
グループで工夫して進行方向や
動きに変化を加えながら踊る。
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（復習：1時間）
本時の授業で習ったステップや動きをスムーズに
踊れるように練習する。
本時の学習内容とダンスの美的表現原理、学習指
導の要点について理解したことをノートにまとめ
る。

（復習：1時間）
本時の授業で習ったステップや動きをスムーズに
踊れるように練習する。
本時の学習内容とダンスの美的表現原理、学習指
導の要点について理解したことをノートにまとめ
る。
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（復習：1.5時間）
課題作品についてグループで工夫した動きや群構
成を覚え、ダイナミックにメリハリをつけて踊れ
るように練習する。
本時の学習内容とダンスの美的表現原理、学習指
導の要点について理解したことをノートにまとめ
［授業方法］
グループで課題作品の群の構成 る。
や一部の動きを創作し、オリジ
ナルの作品を構成、練習する。
（復習：0.5時間）
［授業内容］
本時の学習内容とダンスの美的表現原理、学習指
基本ステップ⑥
課題作品発表会（実技テスト① 導の要点について理解したことをノートにまとめ
る。
）
［授業内容］
基本ステップ⑤課題作品の構成
群・空間の使い方の工夫
始まり方、終わり方の工夫

［授業方法］
発表方法を理解し、発表する。
他グループ作品の鑑賞と評価を
する。
［授業内容］
フォークダンス④
現代的なリズムのダンス①
「ラテンのリズムでノリノリダ
ンス」
［授業方法］
フォークダンスの踊り方を理解
し、仲間と教えあって習得し交
流する。
リズムに乗って即興的に踊り、
多様な動きを工夫する。仲間の
動きを即時に真似して踊り続け
る。
［授業内容］
フォークダンス⑤
現代的なリズムのダンス②
「足ジャンケンからヒップホッ
プへ」

（予習：0.5時間）
現代的なリズムのダンスの学習内容について学習
指導要領および解説を読み、理解する。
ラテン音楽の歴史と特徴について調べ、ノートに
まとめる。
（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

（予習：0.5時間）
ヒップホップ音楽の歴史と特徴について調べ、ノ
ートにまとめる。

（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
［授業方法］
フォークダンスの踊り方を理解 ノートにまとめる。
し、仲間と教えあって習得し交
流する。
動きの変化のさせ方を学び、2
人組で簡単な動きの組み合わせ
を工夫する。
相手と教えあいながら続けて踊
る。
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［授業内容］
フォークダンス⑥
現代的なリズムのダンス③
「ロックのリズムでメリハリダ
ンス」

（予習：0.5時間）
ロック音楽の歴史と特徴について調べ、ノートに
まとめる。

（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
［授業方法］
フォークダンスの踊り方を理解 ノートにまとめる。
し、仲間と教えあって習得し交
流する。見つけた動きのリズム
を変化させ、3人組でメリハリ
をつけて踊る。
バトル形式で他チームと踊り合
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ブレイクダンスの歴史と特徴について調べ、ノー
現代的なリズムのダンス④
「床を使ってブレイクダンスみ トにまとめる。
コンタクトやアクロバットを取り入れたダンスに
たいに」
「コンタクト（人との関わり） ついて調べ、ノートにまとめる。
」
（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
［授業方法］
4人組で床を使った動きを工夫 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
する。
相手と力を合わせた動きを工夫
する。変化のあるひとまとまり
の動きを作り、はじめと終わり
を付けて踊る。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ノートを振り返り、これまでの授業で使った曲と
現代的なリズムのダンス⑤
動きから自分に合うもの、作品化したいものを選
グループ作品の選曲と創作
ぶ。
［授業方法］
同じ曲を選んだ者でグループを （復習：1時間）
作り、分担して動きと群構成を グループで作った動きを練習し覚える。
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
工夫する。
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる
（復習：1時間）
［授業内容］
グループで作った作品を踊り込み、細かい修正を
現代的なリズムのダンス⑥
リハーサルと修正、踊り込み 加える。
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
［授業方法］
リハーサルのビデオを確認し、 ノートにまとめる。
グループで修正すべき点を検討
する。
修正と踊り込みで完成度を高め
る。
（予習：1時間）
［授業内容］
作品のイメージに合った衣装を工夫し準備する。
現代的なリズムのダンス⑦
作品発表会（実技テスト②）
（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
［授業方法］
創作作品を踊り込み、発表する 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
。
他グループの作品を鑑賞し、良
い点と改善点を評価しあう。
定期試験
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（予習：0.5時間）
創作ダンスガイダンス
創作ダンスの学習内容について学習指導要領およ
創作ダンス即興創作①
物（小道具）を使って「しんぶ び解説を読み、理解する。
んし」
（復習：1時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
［授業方法］
優秀作品を鑑賞し、創作ダンス 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
のイメージを広げる。
即興で新聞紙の動きを模倣し、 学習テーマ「物（小道具）を使って」のその他の
多様な体の使い方を工夫して2 題材の指導例についてテキストを読み、理解を深
人組でひと流れの動きを作り踊 める。
る。他グループと見せ合い、良
い表現を評価し合う。
（復習：1時間）
［授業内容］
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
創作ダンス即興創作②
対極の動きの連続｢走る‑止まる 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
｣
創作ダンス指導実習①動きの伴 学習テーマ「対極の動きの連続」のその他の題材
の指導例についてテキストを読み、理解を深める
奏
。
［授業方法］
メリハリのある「走る‑止まる
」のひと流れを即興で多様に変
化させて踊り、3人組でイメー
ジと動きを共有、ひとまとまり
の表現を作り踊る。他グループ
と見せ合い、良い表現を評価し
合う。
グループで「走る‑止まる」の
メリハリを引き出す太鼓の叩き
方を練習し、指導の要点を話し
合う。
（復習：1時間）
［授業内容］
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
創作ダンス即興創作③
群（集団）の動き「集まる‑と 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
び散る」
創作ダンス指導実習②動きの示 学習テーマ「群（集団）の動き」のその他の題材
の指導例についてテキストを読み、理解を深める
範
。
［授業方法］
5人組で密集と拡散の動きに内
包するイメージをとらえ、ひと
まとまりの表現を作り踊る。他
グループと見せ合い、良い表現
を評価し合う。
グループで「跳ぶ‑転がる」の
示範を練習し、指導の要点を話
し合う。
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［授業内容］
創作ダンス即興創作④
身近な生活と日常動作から「ス
ポーツ名場面集〜感動の瞬間を
もう一度」
［授業方法］
各種スポーツの特徴をとらえて
動きをデッサンし、6人組で動
きを共有、ひとまとまりの表現
を作る。特徴を強調するデフォ
ルメ（変形）の方法を学び、自
作品に応用して表現を工夫して
発表する。他グループと見せ合
い、良い表現を評価し合う。
［授業内容］
創作ダンス即興創作⑤
多様な感じ「◯◯な風」
創作ダンス指導実習③言葉かけ

（復習：1時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
学習テーマ「身近な生活と日常動作」のその他の
題材の指導例についてテキストを読み、理解を深
める。

（復習：1時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
学習テーマ「多様な感じ」のその他の題材の指導
例についてテキストを読み、理解を深める。

［授業方法］
多用な感じ伴う動きの質の違い
を理解して踊り分け、3人組で
ひとまとまりの表現を作り踊る
。他グループと見せ合い、良い
表現を評価し合う。
グループで「動きの質」と「多
様な変化」を引き出す言葉かけ
を練習し、指導の要点を話し合
う。
（復習：1時間）
［授業内容］
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
創作ダンス即興創作⑥
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
絵画から「ゲルニカ」
ノートにまとめる。
学習テーマ「絵画・文学・音楽など」のその他の
［授業方法］
3人組で「ゲルニカ」に描かれ 題材の指導例についてテキストを読み、理解を深
た人物の気持ちになりきって即 める。
興で表現する。複数のグループ
で協力して作品を構成する。半
数ずつ見せ合い、評価しあう。
（復習：1時間）
［授業内容］
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
創作ダンス即興創作⑦
はこびとストーリーの展開「序 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
破急」
学習テーマ「はこびとストーリー」のその他の題
材の指導例についてテキストを読み、理解を深め
［授業方法］
5人組で「序破急」のリズムか る。
ら連想するイメージでひとまと
まりの表現を作り踊る。半数ず
つ見せ合い、評価しあう。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
創作ダンスグループ作品創作① グループ作品で表したいテーマ・イメージについ
て検討する。
テーマ選択
［授業方法］
総合課題からイメージを連想し
て、やりたいテーマを選びグル
ープを組む。表したいイメージ
を深め、はこびを考える。
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本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
創作ダンスグループ作品創作② 作品テーマにふさわしい音楽を探し準備する。
中核の動きのデッサン
（復習：1時間）
分担部分の動きを完成させる。
［授業方法］
はこび各場面での使用曲を決め 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
る。グループで場面を分担して 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
中核となる動きを作り、群の構 ノートにまとめる。
成を工夫する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
創作ダンスグループ作品創作③ 音楽を仮編集する。
全体構成
（復習：1時間）
グループで作った動きや群構成を覚え、スムーズ
［授業方法］
作品全体を通して踊り、流れと に動けるように練習する。
盛り上がりを工夫する。衣装・ 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
小道具を工夫する。
ノートにまとめる。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
創作ダンスグループ作品創作④ 音楽を本編集する。衣装・小道具を準備する。
リハーサルと修正
（復習：1時間）
リハーサルで見つかった修正点を改善し、作品を
［授業方法］
リハーサルのビデオを確認し、 踊り込む。
グループで修正すべき点を検討 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
する。
修正と踊り込みで完成度を高め ノートにまとめる。
る。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
創作ダンスグループ作品発表会 作品にふさわしく魅力的なタイトルを考える。
（実技テスト③
（復習：0.5時間）
）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
［授業方法］
作品を踊り込み、発表する。他 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
グループの作品を鑑賞し、良い ノートにまとめる。
点と改善点を評価しあう。
（復習：0.5時間）
［授業内容］
創作ダンスグループ作品観賞会 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
発表作品ビデオ鑑賞と相互評価 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
［授業方法］
他クラスの作品も含め、発表作
品のビデオ鑑賞を行う。個人で
全作品について評価を行い、改
善点をコメントする。
［授業内容］
創作ダンスグループ作品反省会
創作ダンス即興創作⑧「主役と
脇役」
［授業方法］
相互評価の集計と分析。
主役を引き立てるように、主役
の動きに即興で対応して動く練
習をする。
定期試験
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（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

授業科目名
英語科目名

ダンス
Dance

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

中村

恭子

授業概要
［授業全体の内容］
「ダンス」では、中学・高校のダンス領域の内容である創作ダンス・フォークダンス・現代的なリズムのダ
ンスの学習を通じて、ダンスの美的表現原理と創作技法、学習指導についての知識と理解を深め、仲間と協力
し合って活動しながら、ダンスの表現力と指導の基礎力を身に付けることを目的とする。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教
養、及びそれらの活用能力」を身に付ける。また、「スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力な
いしは研究できる能力」を身に付けることを目的とする。
［授業の到達目標］
1.多様なダンス動作を学習してリズム感や身体操作能力、表現力を高め、全身を大きく使いメリハリを付けて
踊ることができる。
2.動きとイメージやリズムの関係、動きのアレンジや特徴的な動きを強調する表現のポイント、群の構成や空
間の使い方、作品の展開や構成法について理解し、それらを応用してオリジナルの作品を創作・発表できる。
3.グループ創作活動を通して仲間と協力して主体的に課題解決することができる。
4.発表・鑑賞を通して、良い動きや良い表現を見分け、自他の個性を認め合うことができる。
5.ダンス領域の各種ダンスの学習内容と学習指導法について理解し、記述できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.多様なダンス動作を学習してリズム感や身体操作能力、表現力を高め、全身を大きく使いメリハリを付けて
踊ることができる。（実技テスト・平常授業）
2.動きとイメージやリズムの関係、動きのアレンジや特徴的な動きを強調する表現のポイント、群の構成や空
間の使い方、作品の展開や構成法について理解し、それらを応用してオリジナルの作品を創作・発表できる。
（実技テスト・平常授業・筆記試験）
3.グループ創作活動を通して仲間と協力して主体的に課題解決することができる。（平常授業・取り組む姿勢
）
4.発表・鑑賞を通して、良い動きや良い表現を見分け、自他の個性を認め合うことができる。（鑑賞評価）
5.ダンス領域の各種ダンスの学習内容と学習指導法について理解し、記述できる。（筆記試験）
［成績評価の方法］
実技テスト（表現力・創作力）40%、知識・理解（筆記試験）20%、鑑賞評価10％、平常授業・取り組む姿勢
20%
履修における留意事項

958

［履修要件］
中高保健体育科教員免許取得のための選択必修科目でもある。中学校では全領域必修（ダンスも男女必修）
となっているので、教員志望者は男女を問わず履修することをお薦めする。経験は問わない。指導者としての
心構えをもって受講すること。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
遅刻・早退は30分以内とし、3回で1回分の欠席に換算する。試合等の欠席は事情を考慮はするが、欠席は欠
席としてカウントするので注意すること。
なお、ケガや故障等で全力全身での実技ができない場合でも、「今できる範囲で」授業に参加できるのがダ
ンスの特徴でもあるので、できるだけ見学せずに参加すること。
［試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法］
平常時の実技の出来栄えについては、その都度その場で伝える。
年4回の実技試験では評価の観点（精一杯大きく動いているか・メリハリをつけて踊っているか・独創的な
動きの工夫があるか・群や空間の工夫ができているか・なりきって踊っているか等）の各項目について相互評
価した結果を集計して示す。
筆記試験の回答についてはJ‑PASSを通じて公開する。
［テキスト・参考書等］
テキスト： 『明日からトライ！ダンスの授業』 全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2011
参考書： 『中学校学習指導要領解説 保健体育編』 文部科学省、東山書房、2008
『みんなでトライ！表現運動の授業』全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2015
その他、必要に応じて資料を適宜配布するので、テキストと合わせて授業の予習・復習に活用す
ること。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：中村恭子
E‑mail：k‑nakamu［at］juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：毎週火曜日 10:30‑14:00
場所：１号館５階 １５０１号室
ただし、上記の時間帯においても会議等で不在の場合もありますので、前日までにE‑mail等で確認・予約して
ください。
備考
［学修時間］
この授業は実技の授業形態による通年2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学習
を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
中高保健体育科教員免許取得のための必修科目でもある本科目では、指導力養成を目標の一つとしているた
め指導者としての心構えをもって受講すること。生徒の立場で実技を体験しながらも指導者目線で授業を分析
して欲しい。復習として授業内容を記録する学習ノートの記載においては指導者の立場で記述し、学習内容と
方法、指導の要点をまとめて復習すること。筆記試験では自作の学習ノートのみ持ち込み可とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中村恭子
（予習：0.5時間）
1
［授業内容］
ダンスの特性や種類について学 世界中に伝承されているダンスの種類について調
べる。
ぶ。
学習内容と学び方を理解する。
（復習：0.5時間）
ダンス学習ノートを作り、ダンスの特性や種類に
［授業方法］
ダンスの特性や種類について、 ついて整理する。
グループで討議し、意見交換す
る。
先輩のダンス作品をビデオ鑑賞
する。ダンス・ウォームアップ
を体験する。
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［授業内容］
フォークダンス①
基本ステップ①基本姿勢・体の
使い方
歩行動作、ギャロップ、ツース
テップ、バランスステップ

（復習：1時間）
本時の授業で習ったステップや動きをスムーズに
踊れるように練習する。
本時の学習内容とダンスの美的表現原理、学習指
導の要点について理解したことをノートにまとめ
る。

［授業方法］
フォークダンスの踊り方を理解
し、仲間と教えあって習得し交
流する。
基本ステップの踊り方を理解し
、仲間と教えあって技術を高め
る。
［授業内容］
フォークダンス②
基本ステップ②面の変化
グレープバイン、スリーステッ
プターンボックス、プッシュ、
キック、ターン

（復習：1時間）
本時の授業で習ったステップや動きをスムーズに
踊れるように練習する。
本時の学習内容とダンスの美的表現原理、学習指
導の要点について理解したことをノートにまとめ
る。

［授業方法］
フォークダンスの踊り方を習得
し、仲間と教えあって習得し交
流する。
基本ステップの踊り方を理解し
、仲間と教え合って技術を高め
る。
［授業内容］
フォークダンス③
基本ステップ③高さの変化
走る‑跳ぶ‑転がる、床の動き
［授業方法］
フォークダンスの踊り方を理解
し、仲間と教えあって習得し交
流する。
基本ステップの踊り方を理解し
、仲間と教えあって技術を高め
る。
［授業内容］
基本ステップ④リズムの変化
走る‑止まる、スローモーショ
ン
ステップの連続とアレンジ
［授業方法］
基本ステップの踊り方を理解し
、仲間と教え合って技術を高め
る。
グループで工夫して進行方向や
動きに変化を加えながら踊る。
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（復習：1時間）
本時の授業で習ったステップや動きをスムーズに
踊れるように練習する。
本時の学習内容とダンスの美的表現原理、学習指
導の要点について理解したことをノートにまとめ
る。

（復習：1時間）
本時の授業で習ったステップや動きをスムーズに
踊れるように練習する。
本時の学習内容とダンスの美的表現原理、学習指
導の要点について理解したことをノートにまとめ
る。
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（復習：1.5時間）
課題作品についてグループで工夫した動きや群構
成を覚え、ダイナミックにメリハリをつけて踊れ
るように練習する。
本時の学習内容とダンスの美的表現原理、学習指
導の要点について理解したことをノートにまとめ
［授業方法］
グループで課題作品の群の構成 る。
や一部の動きを創作し、オリジ
ナルの作品を構成、練習する。
（復習：0.5時間）
［授業内容］
本時の学習内容とダンスの美的表現原理、学習指
基本ステップ⑥
課題作品発表会（実技テスト① 導の要点について理解したことをノートにまとめ
る。
）
［授業内容］
基本ステップ⑤課題作品の構成
群・空間の使い方の工夫
始まり方、終わり方の工夫

［授業方法］
発表方法を理解し、発表する。
他グループ作品の鑑賞と評価を
する。
［授業内容］
フォークダンス④
現代的なリズムのダンス①
「ラテンのリズムでノリノリダ
ンス」
［授業方法］
フォークダンスの踊り方を理解
し、仲間と教えあって習得し交
流する。
リズムに乗って即興的に踊り、
多様な動きを工夫する。仲間の
動きを即時に真似して踊り続け
る。
［授業内容］
フォークダンス⑤
現代的なリズムのダンス②
「足ジャンケンからヒップホッ
プへ」

（予習：0.5時間）
現代的なリズムのダンスの学習内容について学習
指導要領および解説を読み、理解する。
ラテン音楽の歴史と特徴について調べ、ノートに
まとめる。
（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

（予習：0.5時間）
ヒップホップ音楽の歴史と特徴について調べ、ノ
ートにまとめる。

（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
［授業方法］
フォークダンスの踊り方を理解 ノートにまとめる。
し、仲間と教えあって習得し交
流する。
動きの変化のさせ方を学び、2
人組で簡単な動きの組み合わせ
を工夫する。
相手と教えあいながら続けて踊
る。
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［授業内容］
フォークダンス⑥
現代的なリズムのダンス③
「ロックのリズムでメリハリダ
ンス」

（予習：0.5時間）
ロック音楽の歴史と特徴について調べ、ノートに
まとめる。

（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
［授業方法］
フォークダンスの踊り方を理解 ノートにまとめる。
し、仲間と教えあって習得し交
流する。見つけた動きのリズム
を変化させ、3人組でメリハリ
をつけて踊る。
バトル形式で他チームと踊り合
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ブレイクダンスの歴史と特徴について調べ、ノー
現代的なリズムのダンス④
「床を使ってブレイクダンスみ トにまとめる。
コンタクトやアクロバットを取り入れたダンスに
たいに」
「コンタクト（人との関わり） ついて調べ、ノートにまとめる。
」
（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
［授業方法］
4人組で床を使った動きを工夫 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
する。
相手と力を合わせた動きを工夫
する。変化のあるひとまとまり
の動きを作り、はじめと終わり
を付けて踊る。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ノートを振り返り、これまでの授業で使った曲と
現代的なリズムのダンス⑤
動きから自分に合うもの、作品化したいものを選
グループ作品の選曲と創作
ぶ。
［授業方法］
同じ曲を選んだ者でグループを （復習：1時間）
作り、分担して動きと群構成を グループで作った動きを練習し覚える。
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
工夫する。
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる
（復習：1時間）
［授業内容］
グループで作った作品を踊り込み、細かい修正を
現代的なリズムのダンス⑥
リハーサルと修正、踊り込み 加える。
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
［授業方法］
リハーサルのビデオを確認し、 ノートにまとめる。
グループで修正すべき点を検討
する。
修正と踊り込みで完成度を高め
る。
（予習：1時間）
［授業内容］
作品のイメージに合った衣装を工夫し準備する。
現代的なリズムのダンス⑦
作品発表会（実技テスト②）
（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
［授業方法］
創作作品を踊り込み、発表する 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
。
他グループの作品を鑑賞し、良
い点と改善点を評価しあう。
定期試験
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（予習：0.5時間）
創作ダンスガイダンス
創作ダンスの学習内容について学習指導要領およ
創作ダンス即興創作①
物（小道具）を使って「しんぶ び解説を読み、理解する。
んし」
（復習：1時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
［授業方法］
優秀作品を鑑賞し、創作ダンス 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
のイメージを広げる。
即興で新聞紙の動きを模倣し、 学習テーマ「物（小道具）を使って」のその他の
多様な体の使い方を工夫して2 題材の指導例についてテキストを読み、理解を深
人組でひと流れの動きを作り踊 める。
る。他グループと見せ合い、良
い表現を評価し合う。
（復習：1時間）
［授業内容］
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
創作ダンス即興創作②
対極の動きの連続｢走る‑止まる 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
｣
創作ダンス指導実習①動きの伴 学習テーマ「対極の動きの連続」のその他の題材
の指導例についてテキストを読み、理解を深める
奏
。
［授業方法］
メリハリのある「走る‑止まる
」のひと流れを即興で多様に変
化させて踊り、3人組でイメー
ジと動きを共有、ひとまとまり
の表現を作り踊る。他グループ
と見せ合い、良い表現を評価し
合う。
グループで「走る‑止まる」の
メリハリを引き出す太鼓の叩き
方を練習し、指導の要点を話し
合う。
（復習：1時間）
［授業内容］
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
創作ダンス即興創作③
群（集団）の動き「集まる‑と 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
び散る」
創作ダンス指導実習②動きの示 学習テーマ「群（集団）の動き」のその他の題材
の指導例についてテキストを読み、理解を深める
範
。
［授業方法］
5人組で密集と拡散の動きに内
包するイメージをとらえ、ひと
まとまりの表現を作り踊る。他
グループと見せ合い、良い表現
を評価し合う。
グループで「跳ぶ‑転がる」の
示範を練習し、指導の要点を話
し合う。
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［授業内容］
創作ダンス即興創作④
身近な生活と日常動作から「ス
ポーツ名場面集〜感動の瞬間を
もう一度」
［授業方法］
各種スポーツの特徴をとらえて
動きをデッサンし、6人組で動
きを共有、ひとまとまりの表現
を作る。特徴を強調するデフォ
ルメ（変形）の方法を学び、自
作品に応用して表現を工夫して
発表する。他グループと見せ合
い、良い表現を評価し合う。
［授業内容］
創作ダンス即興創作⑤
多様な感じ「◯◯な風」
創作ダンス指導実習③言葉かけ

（復習：1時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
学習テーマ「身近な生活と日常動作」のその他の
題材の指導例についてテキストを読み、理解を深
める。

（復習：1時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
学習テーマ「多様な感じ」のその他の題材の指導
例についてテキストを読み、理解を深める。

［授業方法］
多用な感じ伴う動きの質の違い
を理解して踊り分け、3人組で
ひとまとまりの表現を作り踊る
。他グループと見せ合い、良い
表現を評価し合う。
グループで「動きの質」と「多
様な変化」を引き出す言葉かけ
を練習し、指導の要点を話し合
う。
（復習：1時間）
［授業内容］
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
創作ダンス即興創作⑥
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
絵画から「ゲルニカ」
ノートにまとめる。
学習テーマ「絵画・文学・音楽など」のその他の
［授業方法］
3人組で「ゲルニカ」に描かれ 題材の指導例についてテキストを読み、理解を深
た人物の気持ちになりきって即 める。
興で表現する。複数のグループ
で協力して作品を構成する。半
数ずつ見せ合い、評価しあう。
（復習：1時間）
［授業内容］
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
創作ダンス即興創作⑦
はこびとストーリーの展開「序 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
破急」
学習テーマ「はこびとストーリー」のその他の題
材の指導例についてテキストを読み、理解を深め
［授業方法］
5人組で「序破急」のリズムか る。
ら連想するイメージでひとまと
まりの表現を作り踊る。半数ず
つ見せ合い、評価しあう。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
創作ダンスグループ作品創作① グループ作品で表したいテーマ・イメージについ
て検討する。
テーマ選択
［授業方法］
総合課題からイメージを連想し
て、やりたいテーマを選びグル
ープを組む。表したいイメージ
を深め、はこびを考える。
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（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
創作ダンスグループ作品創作② 作品テーマにふさわしい音楽を探し準備する。
中核の動きのデッサン
（復習：1時間）
分担部分の動きを完成させる。
［授業方法］
はこび各場面での使用曲を決め 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
る。グループで場面を分担して 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
中核となる動きを作り、群の構 ノートにまとめる。
成を工夫する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
創作ダンスグループ作品創作③ 音楽を仮編集する。
全体構成
（復習：1時間）
グループで作った動きや群構成を覚え、スムーズ
［授業方法］
作品全体を通して踊り、流れと に動けるように練習する。
盛り上がりを工夫する。衣装・ 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
小道具を工夫する。
ノートにまとめる。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
創作ダンスグループ作品創作④ 音楽を本編集する。衣装・小道具を準備する。
リハーサルと修正
（復習：1時間）
リハーサルで見つかった修正点を改善し、作品を
［授業方法］
リハーサルのビデオを確認し、 踊り込む。
グループで修正すべき点を検討 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
する。
修正と踊り込みで完成度を高め ノートにまとめる。
る。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
創作ダンスグループ作品発表会 作品にふさわしく魅力的なタイトルを考える。
（実技テスト③
（復習：0.5時間）
）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
［授業方法］
作品を踊り込み、発表する。他 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
グループの作品を鑑賞し、良い ノートにまとめる。
点と改善点を評価しあう。
（復習：0.5時間）
［授業内容］
創作ダンスグループ作品観賞会 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
発表作品ビデオ鑑賞と相互評価 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
［授業方法］
他クラスの作品も含め、発表作
品のビデオ鑑賞を行う。個人で
全作品について評価を行い、改
善点をコメントする。
［授業内容］
創作ダンスグループ作品反省会
創作ダンス即興創作⑧「主役と
脇役」
［授業方法］
相互評価の集計と分析。
主役を引き立てるように、主役
の動きに即興で対応して動く練
習をする。
定期試験
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（復習：0.5時間）
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

授業科目名
英語科目名

体つくり運動
Fitness Conditioning

授業形態
開講学期

講義・実習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 青木 和浩
科目担当者
下嶽 進一郎、中丸 信吾
授業概要
[授業全体の内容]
「体つくり運動」は中学・高等学校学習指導要領の必修科目になっている。更に小学校においても必修科目
となり、特別支援学校を含めた学校体育において重要な科目である。本授業では「体つくり運動」を現行の学
習指導要領に沿って「体力を高める運動」「体ほぐしの運動」に分け、各運動にかかわる様々な運動課題の実
習と理論の学習を通じて「体つくり運動」への理解を高めることを目標としているが、既に告示されている新
学習指導要領の内容についても取り扱いながら授業を展開する。授業内容は、体つくり運動における「体力を
高める運動」と「体ほぐしの運動」に関する運動の実施と提案を行う。体つくり運動に関する教材の作成と検
討。指導案の立案と模擬授業の実施、評価を行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「対人調整力」「コミュニケーション力」「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養
」を身につけるという学位授与方針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
1.体つくり運動にかかわる運動種目について、児童・生徒の実態に応じた実施方法の習得する。
2.体つくり運動に関する教材の作成および実施ができる。
3.学習指導案の作成を行い模擬授業の実施により、保健体育教員としての資質を獲得する。
成績評価
[成績評価の基準]
1.体つくり運動に関する基礎知識と授業内で経験した実技内容の効果を理解することが出来る（筆記試験）。
2.体つくり運動の実技内容を理解し、実技指導することが出来る（授業内評価）。
3.指導案を作成し、模擬授業への取り組みを理解することが出来る（レポート・成果発表）。
[成績評価の方法]
授業内評価（実技指導）20％、指導案作成・実施30％、筆記試験50％にて総合的に評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
教員養成科目であるため、将来教員を目指す者を対象にする。
学科等により受講するクラスが決まっているため、該当する開講時間で受講すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.やむを得ない状況により見学をする場合は、各自見学ノートを作成し提出をすること。
2. 遅刻は減点対象とする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業時にレポート課題のポイントの説明を行う。試験の模範解答は研究室前に掲示する。
[テキスト・参考書等]
授業の時に資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当： 青木 和浩
E‑mail： k‑aoki[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時： 火曜日12:00から12:50
場所： 1号館5階1509室
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生からの訪問に対応している可能性がある為
、出来るだけ事前にE‑mailで予約をしてください。
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備考
［学修時間］
この授業科目は、講義と実習を交えた形態による1単位の科目であり、授業・実習30時間と準備学習15時間の
計45時間の学習を必要とする。
［その他］
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における必修科
目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
青木
（予習： 0.5時間）
1
［授業内容］
下嶽
体つくり運動について、事前に調べる。
テーマ： ガイダンス
中丸
当該科目における授業の進め方
や成績評価方法について学ぶ。 （復習： 0.5間）
授業形態・成績評価法・注意事項について理解を
［授業方法］
授業計画や資料を配布し、授業 深める。
の概要を口頭説明する。
青木
（予習： 0.5時間）
2
［授業内容］
下嶽
テーマ： 「体つくり運動」へ 学習指導要領「体つくり運動」に関する箇所を読
中丸
む。
の理解
体つくり運動の分類と学習指導
要領における位置づけを学ぶ。 （復習： 0.5時間）
配布資料を読み「体つくり運動」の分類と目標を
［授業方法］
講義では配布資料を用いる。実 整理する。
技はコスモホールにて基礎運動
を行う。
青木
（予習： 0.5時間）
3
［授業内容］
下嶽
テーマ： 用具を用いない運動 自重を用いた運動、ストレッチを事前に調べる。
中丸
自重を用いた運動やストレッチ
など用具を用いない運動につい （復習： 0.5時間）
用具を用いない運動の実技例を振り返り整理する
て学ぶ。
。
［授業方法］
自重を用いた運動やストレッチ
の運動例を行いながら実施方法
を理解する。
青木
（予習： 0.5時間）
4
［授業内容］
下嶽
配布資料を読み「体ほぐしの運動」の運動例を調
テーマ： アイスブレイク
中丸
体ほぐし運動として、運動遊び べておく。
を用いた交流の促進について学
（復習： 0.5時間）
ぶ。
「体ほぐしの運動」の運動例としてアイスブレイ
［授業方法］
運動遊びを通して交流が促進す クの運動方法を振り返り整理する。
る過程について運動例を行いな
がら実施方法を理解する。
青木
（予習： 0.5時間）
5
［授業内容］
下嶽
テーマ： メディシンボール メディシンボールについて、事前に調べておく。
中丸
メディシンボールを用いた体力
を高める運動と体ほぐしの運動
（復習： 0.5時間）
を学ぶ。
メディシンボールの使い方や実技例を振り返り整
［授業方法］
メディシンボールを用いて、主 理する。
に投げる運動の運動例を行いな
がら実施方法を理解する。
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6

7

8

9

10

11

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

［授業内容］
テーマ： ボールを用いた運動
各種ボールを用いた体力を高め
る運動と体ほぐしの運動を学ぶ
。
［授業方法］
各種ボールを用いて、主に投げ
る運動の運動例を行いながら実
施方法を理解する。
［授業内容］
テーマ： 歩く・走る運動
歩く運動・走る運動（障害のあ
る児童生徒への運動遊び）の方
法を学ぶ。
［授業方法］
様々な姿勢での歩きや走る運動
を行い運動効果について実習す
る。
［授業内容］
テーマ： 風船や縄を使った運
動
風船や縄を使った体ほぐしの運
動（障害のある児童生徒への運
動遊びを含む）の方法を学ぶ。
［授業方法］
様々な道具を用いた運動を体験
し、運動が苦手なものでも運動
の効果が高いことを実習する。
［授業内容］
テーマ： 這う運動・棒を使っ
た運動
用器具を用いない這う運動と棒
を用いた体つくり運動の方法を
学ぶ。
［授業方法］
這う動作や棒を用いたゲーム等
を用いて体つくり運動の教材を
実習する。
［授業内容］
テーマ： 跳ぶ運動
体力を高める運動として跳ぶ運
動の方法を学ぶ。
［授業方法］
様々な跳ぶ運動を実施し、跳躍
能力を高める方法を実習する。
［授業内容］
テーマ： 体育授業の導入
体育授業の導入の方法と指導に
ついてについて学ぶ。
［授業方法］
体育授業の導入方法についての
説明をもとに、実践する。
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（予習： 0.5時間）
テキストを読み様々なボールを用いた運動を事前
に調べる。
（復習： 0.5時間）
様々なボールを用いた運動の実技例を振り返り整
理する。

（予習： 0.5時間）
歩く、走ると行った運動例を事前に調べる。
（復習： 0.5時間）
様々な姿勢で歩く、複数で走るという実技例を振
り返る。

（予習： 0.5時間）
風船や縄を用いた運動例を事前に調べる。
（復習： 0.5時間）
風船や縄などの様々な用具を用いた実技例から運
動の効果を振り返り整理する。

（予習：0.5時間）
手押し車や棒を用いた運動例を事前に調べる。
（復習：0.5時間）
手押し車や棒を用いたゲームなどの実技例を振
り返り整理する。 自身のコントロールテスト値
を用いて、実施方法と評価を理解する。

（予習：0.5時間）
跳躍運動に関する事前の学習をする。
（復習：0.5時間）
体力を高める運動として、小さな跳躍運動や大き
な跳躍運動の実技例を整理する。
（予習：0.5時間）
学習指導案の導入部分について調べておく。
（復習：0.5時間）
体育授業の導入の方法と指導について整理し、理
解を深める。

12

13

14

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

［授業内容］
テーマ： 運動の展開
ねらいに沿った運動の選択と展
開について学ぶ。
［授業方法］
ねらいに沿った運動の選択と展
開についての説明をもとに、実
際に運動の展開を提案する。
［授業内容］
テーマ： 学習指導案づくり
学習指導案の作成方法について
学び、体つくり運動の学習指導
案を作成する。
［授業方法］
本授業で実施した体力を高める
運動および体ほぐしの運動例を
もとにして学習指導案を作成す
る。
［授業内容］
テーマ： 模擬授業
体つくり運動の模擬授業を行い
、振り返りから授業の実施方法
について学ぶ。
［授業方法］
学生の中から模擬授業者を決め
、実際の授業を行う。模擬授業
への参加だけではなく振り返り
も実施する。
定期試験
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（予習：0.5時間）
各種運動におけるねらいとその実施方法について
調べておく。
（復習：0.5時間）
ねらいに沿った運動の選択と展開について整理す
る。
（予習：0.5時間）
テキストを読み学習指導案について調べておく。
（復習：0.5時間）
模擬授業の実施に向けて準備しておく。

（予習：1時間）
模擬授業実施者の選出と事前準備を行う。
（復習：1時間）
模擬授業の振り返りから自身が教員になった時に
必要な課題を整理する。

学修時間
授業30時間、準備学習15時間、計45時間

授業科目名
英語科目名

体つくり運動
Fitness Conditioning

授業形態
開講学期

講義・実習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 青木 和浩
科目担当者
下嶽 進一郎、中丸 信吾
授業概要
[授業全体の内容]
「体つくり運動」は中学・高等学校学習指導要領の必修科目になっている。更に小学校においても必修科目
となり、特別支援学校を含めた学校体育において重要な科目である。本授業では「体つくり運動」を現行の学
習指導要領に沿って「体力を高める運動」「体ほぐしの運動」に分け、各運動にかかわる様々な運動課題の実
習と理論の学習を通じて「体つくり運動」への理解を高めることを目標としているが、既に告示されている新
学習指導要領の内容についても取り扱いながら授業を展開する。授業内容は、体つくり運動における「体力を
高める運動」と「体ほぐしの運動」に関する運動の実施と提案を行う。体つくり運動に関する教材の作成と検
討。指導案の立案と模擬授業の実施、評価を行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「対人調整力」「コミュニケーション力」「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養
」を身につけるという学位授与方針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
1.体つくり運動にかかわる運動種目について、児童・生徒の実態に応じた実施方法の習得する。
2.体つくり運動に関する教材の作成および実施ができる。
3.学習指導案の作成を行い模擬授業の実施により、保健体育教員としての資質を獲得する。
成績評価
[成績評価の基準]
1.体つくり運動に関する基礎知識と授業内で経験した実技内容の効果を理解することが出来る（筆記試験）。
2.体つくり運動の実技内容を理解し、実技指導することが出来る（授業内評価）。
3.指導案を作成し、模擬授業への取り組みを理解することが出来る（レポート・成果発表）。
[成績評価の方法]
授業内評価（実技指導）20％、指導案作成・実施30％、筆記試験50％にて総合的に評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
教員養成科目であるため、将来教員を目指す者を対象にする。
学科等により受講するクラスが決まっているため、該当する開講時間で受講すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.やむを得ない状況により見学をする場合は、各自見学ノートを作成し提出をすること。
2. 遅刻は減点対象とする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業時にレポート課題のポイントの説明を行う。試験の模範解答は研究室前に掲示する。
[テキスト・参考書等]
授業の時に資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当： 青木 和浩
E‑mail： k‑aoki[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時： 火曜日12:00から12:50
場所： 1号館5階1509室
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生からの訪問に対応している可能性がある為
、出来るだけ事前にE‑mailで予約をしてください。
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備考
［学修時間］
この授業科目は、講義と実習を交えた形態による1単位の科目であり、授業・実習30時間と準備学習15時間の
計45時間の学習を必要とする。
［その他］
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における必修科
目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
青木
（予習： 0.5時間）
1
［授業内容］
下嶽
体つくり運動について、事前に調べる。
テーマ： ガイダンス
中丸
当該科目における授業の進め方
や成績評価方法について学ぶ。 （復習： 0.5間）
授業形態・成績評価法・注意事項について理解を
［授業方法］
授業計画や資料を配布し、授業 深める。
の概要を口頭説明する。
青木
（予習： 0.5時間）
2
［授業内容］
下嶽
テーマ： 「体つくり運動」へ 学習指導要領「体つくり運動」に関する箇所を読
中丸
む。
の理解
体つくり運動の分類と学習指導
要領における位置づけを学ぶ。 （復習： 0.5時間）
配布資料を読み「体つくり運動」の分類と目標を
［授業方法］
講義では配布資料を用いる。実 整理する。
技はコスモホールにて基礎運動
を行う。
青木
（予習： 0.5時間）
3
［授業内容］
下嶽
テーマ： 用具を用いない運動 自重を用いた運動、ストレッチを事前に調べる。
中丸
自重を用いた運動やストレッチ
など用具を用いない運動につい （復習： 0.5時間）
用具を用いない運動の実技例を振り返り整理する
て学ぶ。
。
［授業方法］
自重を用いた運動やストレッチ
の運動例を行いながら実施方法
を理解する。
青木
（予習： 0.5時間）
4
［授業内容］
下嶽
配布資料を読み「体ほぐしの運動」の運動例を調
テーマ： アイスブレイク
中丸
体ほぐし運動として、運動遊び べておく。
を用いた交流の促進について学
（復習： 0.5時間）
ぶ。
「体ほぐしの運動」の運動例としてアイスブレイ
［授業方法］
運動遊びを通して交流が促進す クの運動方法を振り返り整理する。
る過程について運動例を行いな
がら実施方法を理解する。
青木
（予習： 0.5時間）
5
［授業内容］
下嶽
テーマ： メディシンボール メディシンボールについて、事前に調べておく。
中丸
メディシンボールを用いた体力
を高める運動と体ほぐしの運動
（復習： 0.5時間）
を学ぶ。
メディシンボールの使い方や実技例を振り返り整
［授業方法］
メディシンボールを用いて、主 理する。
に投げる運動の運動例を行いな
がら実施方法を理解する。
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［授業内容］
テーマ： ボールを用いた運動
各種ボールを用いた体力を高め
る運動と体ほぐしの運動を学ぶ
。
［授業方法］
各種ボールを用いて、主に投げ
る運動の運動例を行いながら実
施方法を理解する。
［授業内容］
テーマ： 歩く・走る運動
歩く運動・走る運動（障害のあ
る児童生徒への運動遊び）の方
法を学ぶ。
［授業方法］
様々な姿勢での歩きや走る運動
を行い運動効果について実習す
る。
［授業内容］
テーマ： 風船や縄を使った運
動
風船や縄を使った体ほぐしの運
動（障害のある児童生徒への運
動遊びを含む）の方法を学ぶ。
［授業方法］
様々な道具を用いた運動を体験
し、運動が苦手なものでも運動
の効果が高いことを実習する。
［授業内容］
テーマ： 這う運動・棒を使っ
た運動
用器具を用いない這う運動と棒
を用いた体つくり運動の方法を
学ぶ。
［授業方法］
這う動作や棒を用いたゲーム等
を用いて体つくり運動の教材を
実習する。
［授業内容］
テーマ： 跳ぶ運動
体力を高める運動として跳ぶ運
動の方法を学ぶ。
［授業方法］
様々な跳ぶ運動を実施し、跳躍
能力を高める方法を実習する。
［授業内容］
テーマ： 体育授業の導入
体育授業の導入の方法と指導に
ついてについて学ぶ。
［授業方法］
体育授業の導入方法についての
説明をもとに、実践する。
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（予習： 0.5時間）
テキストを読み様々なボールを用いた運動を事前
に調べる。
（復習： 0.5時間）
様々なボールを用いた運動の実技例を振り返り整
理する。

（予習： 0.5時間）
歩く、走ると行った運動例を事前に調べる。
（復習： 0.5時間）
様々な姿勢で歩く、複数で走るという実技例を振
り返る。

（予習： 0.5時間）
風船や縄を用いた運動例を事前に調べる。
（復習： 0.5時間）
風船や縄などの様々な用具を用いた実技例から運
動の効果を振り返り整理する。

（予習：0.5時間）
手押し車や棒を用いた運動例を事前に調べる。
（復習：0.5時間）
手押し車や棒を用いたゲームなどの実技例を振
り返り整理する。 自身のコントロールテスト値
を用いて、実施方法と評価を理解する。

（予習：0.5時間）
跳躍運動に関する事前の学習をする。
（復習：0.5時間）
体力を高める運動として、小さな跳躍運動や大き
な跳躍運動の実技例を整理する。
（予習：0.5時間）
学習指導案の導入部分について調べておく。
（復習：0.5時間）
体育授業の導入の方法と指導について整理し、理
解を深める。
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下嶽
中丸

青木
下嶽
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［授業内容］
テーマ： 運動の展開
ねらいに沿った運動の選択と展
開について学ぶ。
［授業方法］
ねらいに沿った運動の選択と展
開についての説明をもとに、実
際に運動の展開を提案する。
［授業内容］
テーマ： 学習指導案づくり
学習指導案の作成方法について
学び、体つくり運動の学習指導
案を作成する。
［授業方法］
本授業で実施した体力を高める
運動および体ほぐしの運動例を
もとにして学習指導案を作成す
る。
［授業内容］
テーマ： 模擬授業
体つくり運動の模擬授業を行い
、振り返りから授業の実施方法
について学ぶ。
［授業方法］
学生の中から模擬授業者を決め
、実際の授業を行う。模擬授業
への参加だけではなく振り返り
も実施する。
定期試験
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（予習：0.5時間）
各種運動におけるねらいとその実施方法について
調べておく。
（復習：0.5時間）
ねらいに沿った運動の選択と展開について整理す
る。
（予習：0.5時間）
テキストを読み学習指導案について調べておく。
（復習：0.5時間）
模擬授業の実施に向けて準備しておく。

（予習：1時間）
模擬授業実施者の選出と事前準備を行う。
（復習：1時間）
模擬授業の振り返りから自身が教員になった時に
必要な課題を整理する。

学修時間
授業30時間、準備学習15時間、計45時間

授業科目名
英語科目名

体つくり運動
Fitness Conditioning

授業形態
開講学期

講義・実習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 青木 和浩
科目担当者
下嶽 進一郎、中丸 信吾
授業概要
[授業全体の内容]
「体つくり運動」は中学・高等学校学習指導要領の必修科目になっている。更に小学校においても必修科目
となり、特別支援学校を含めた学校体育において重要な科目である。本授業では「体つくり運動」を現行の学
習指導要領に沿って「体力を高める運動」「体ほぐしの運動」に分け、各運動にかかわる様々な運動課題の実
習と理論の学習を通じて「体つくり運動」への理解を高めることを目標としているが、既に告示されている新
学習指導要領の内容についても取り扱いながら授業を展開する。授業内容は、体つくり運動における「体力を
高める運動」と「体ほぐしの運動」に関する運動の実施と提案を行う。体つくり運動に関する教材の作成と検
討。指導案の立案と模擬授業の実施、評価を行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「対人調整力」「コミュニケーション力」「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養
」を身につけるという学位授与方針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
1.体つくり運動にかかわる運動種目について、児童・生徒の実態に応じた実施方法の習得する。
2.体つくり運動に関する教材の作成および実施ができる。
3.学習指導案の作成を行い模擬授業の実施により、保健体育教員としての資質を獲得する。
成績評価
[成績評価の基準]
1.体つくり運動に関する基礎知識と授業内で経験した実技内容の効果を理解することが出来る（筆記試験）。
2.体つくり運動の実技内容を理解し、実技指導することが出来る（授業内評価）。
3.指導案を作成し、模擬授業への取り組みを理解することが出来る（レポート・成果発表）。
[成績評価の方法]
授業内評価（実技指導）20％、指導案作成・実施30％、筆記試験50％にて総合的に評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
教員養成科目であるため、将来教員を目指す者を対象にする。
学科等により受講するクラスが決まっているため、該当する開講時間で受講すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.やむを得ない状況により見学をする場合は、各自見学ノートを作成し提出をすること。
2. 遅刻は減点対象とする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業時にレポート課題のポイントの説明を行う。試験の模範解答は研究室前に掲示する。
[テキスト・参考書等]
授業の時に資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当： 青木 和浩
E‑mail： k‑aoki[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時： 火曜日12:00から12:50
場所： 1号館5階1509室
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生からの訪問に対応している可能性がある為
、出来るだけ事前にE‑mailで予約をしてください。
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備考
［学修時間］
この授業科目は、講義と実習を交えた形態による1単位の科目であり、授業・実習30時間と準備学習15時間の
計45時間の学習を必要とする。
［その他］
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における必修科
目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
青木
（予習： 0.5時間）
1
［授業内容］
下嶽
体つくり運動について、事前に調べる。
テーマ： ガイダンス
中丸
当該科目における授業の進め方
や成績評価方法について学ぶ。 （復習： 0.5間）
授業形態・成績評価法・注意事項について理解を
［授業方法］
授業計画や資料を配布し、授業 深める。
の概要を口頭説明する。
青木
（予習： 0.5時間）
2
［授業内容］
下嶽
テーマ： 「体つくり運動」へ 学習指導要領「体つくり運動」に関する箇所を読
中丸
む。
の理解
体つくり運動の分類と学習指導
要領における位置づけを学ぶ。 （復習： 0.5時間）
配布資料を読み「体つくり運動」の分類と目標を
［授業方法］
講義では配布資料を用いる。実 整理する。
技はコスモホールにて基礎運動
を行う。
青木
（予習： 0.5時間）
3
［授業内容］
下嶽
テーマ： 用具を用いない運動 自重を用いた運動、ストレッチを事前に調べる。
中丸
自重を用いた運動やストレッチ
など用具を用いない運動につい （復習： 0.5時間）
用具を用いない運動の実技例を振り返り整理する
て学ぶ。
。
［授業方法］
自重を用いた運動やストレッチ
の運動例を行いながら実施方法
を理解する。
青木
（予習： 0.5時間）
4
［授業内容］
下嶽
配布資料を読み「体ほぐしの運動」の運動例を調
テーマ： アイスブレイク
中丸
体ほぐし運動として、運動遊び べておく。
を用いた交流の促進について学
（復習： 0.5時間）
ぶ。
「体ほぐしの運動」の運動例としてアイスブレイ
［授業方法］
運動遊びを通して交流が促進す クの運動方法を振り返り整理する。
る過程について運動例を行いな
がら実施方法を理解する。
青木
（予習： 0.5時間）
5
［授業内容］
下嶽
テーマ： メディシンボール メディシンボールについて、事前に調べておく。
中丸
メディシンボールを用いた体力
を高める運動と体ほぐしの運動
（復習： 0.5時間）
を学ぶ。
メディシンボールの使い方や実技例を振り返り整
［授業方法］
メディシンボールを用いて、主 理する。
に投げる運動の運動例を行いな
がら実施方法を理解する。
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［授業内容］
テーマ： ボールを用いた運動
各種ボールを用いた体力を高め
る運動と体ほぐしの運動を学ぶ
。
［授業方法］
各種ボールを用いて、主に投げ
る運動の運動例を行いながら実
施方法を理解する。
［授業内容］
テーマ： 歩く・走る運動
歩く運動・走る運動（障害のあ
る児童生徒への運動遊び）の方
法を学ぶ。
［授業方法］
様々な姿勢での歩きや走る運動
を行い運動効果について実習す
る。
［授業内容］
テーマ： 風船や縄を使った運
動
風船や縄を使った体ほぐしの運
動（障害のある児童生徒への運
動遊びを含む）の方法を学ぶ。
［授業方法］
様々な道具を用いた運動を体験
し、運動が苦手なものでも運動
の効果が高いことを実習する。
［授業内容］
テーマ： 這う運動・棒を使っ
た運動
用器具を用いない這う運動と棒
を用いた体つくり運動の方法を
学ぶ。
［授業方法］
這う動作や棒を用いたゲーム等
を用いて体つくり運動の教材を
実習する。
［授業内容］
テーマ： 跳ぶ運動
体力を高める運動として跳ぶ運
動の方法を学ぶ。
［授業方法］
様々な跳ぶ運動を実施し、跳躍
能力を高める方法を実習する。
［授業内容］
テーマ： 体育授業の導入
体育授業の導入の方法と指導に
ついてについて学ぶ。
［授業方法］
体育授業の導入方法についての
説明をもとに、実践する。
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（予習： 0.5時間）
テキストを読み様々なボールを用いた運動を事前
に調べる。
（復習： 0.5時間）
様々なボールを用いた運動の実技例を振り返り整
理する。

（予習： 0.5時間）
歩く、走ると行った運動例を事前に調べる。
（復習： 0.5時間）
様々な姿勢で歩く、複数で走るという実技例を振
り返る。

（予習： 0.5時間）
風船や縄を用いた運動例を事前に調べる。
（復習： 0.5時間）
風船や縄などの様々な用具を用いた実技例から運
動の効果を振り返り整理する。

（予習：0.5時間）
手押し車や棒を用いた運動例を事前に調べる。
（復習：0.5時間）
手押し車や棒を用いたゲームなどの実技例を振
り返り整理する。 自身のコントロールテスト値
を用いて、実施方法と評価を理解する。

（予習：0.5時間）
跳躍運動に関する事前の学習をする。
（復習：0.5時間）
体力を高める運動として、小さな跳躍運動や大き
な跳躍運動の実技例を整理する。
（予習：0.5時間）
学習指導案の導入部分について調べておく。
（復習：0.5時間）
体育授業の導入の方法と指導について整理し、理
解を深める。
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［授業内容］
テーマ： 運動の展開
ねらいに沿った運動の選択と展
開について学ぶ。
［授業方法］
ねらいに沿った運動の選択と展
開についての説明をもとに、実
際に運動の展開を提案する。
［授業内容］
テーマ： 学習指導案づくり
学習指導案の作成方法について
学び、体つくり運動の学習指導
案を作成する。
［授業方法］
本授業で実施した体力を高める
運動および体ほぐしの運動例を
もとにして学習指導案を作成す
る。
［授業内容］
テーマ： 模擬授業
体つくり運動の模擬授業を行い
、振り返りから授業の実施方法
について学ぶ。
［授業方法］
学生の中から模擬授業者を決め
、実際の授業を行う。模擬授業
への参加だけではなく振り返り
も実施する。
定期試験
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（予習：0.5時間）
各種運動におけるねらいとその実施方法について
調べておく。
（復習：0.5時間）
ねらいに沿った運動の選択と展開について整理す
る。
（予習：0.5時間）
テキストを読み学習指導案について調べておく。
（復習：0.5時間）
模擬授業の実施に向けて準備しておく。

（予習：1時間）
模擬授業実施者の選出と事前準備を行う。
（復習：1時間）
模擬授業の振り返りから自身が教員になった時に
必要な課題を整理する。

学修時間
授業30時間、準備学習15時間、計45時間

授業科目名
英語科目名

体つくり運動
Fitness Conditioning

授業形態
開講学期

講義・実習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 青木 和浩
科目担当者
下嶽 進一郎、中丸 信吾
授業概要
[授業全体の内容]
「体つくり運動」は中学・高等学校学習指導要領の必修科目になっている。更に小学校においても必修科目
となり、特別支援学校を含めた学校体育において重要な科目である。本授業では「体つくり運動」を現行の学
習指導要領に沿って「体力を高める運動」「体ほぐしの運動」に分け、各運動にかかわる様々な運動課題の実
習と理論の学習を通じて「体つくり運動」への理解を高めることを目標としているが、既に告示されている新
学習指導要領の内容についても取り扱いながら授業を展開する。授業内容は、体つくり運動における「体力を
高める運動」と「体ほぐしの運動」に関する運動の実施と提案を行う。体つくり運動に関する教材の作成と検
討。指導案の立案と模擬授業の実施、評価を行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「対人調整力」「コミュニケーション力」「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養
」を身につけるという学位授与方針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
1.体つくり運動にかかわる運動種目について、児童・生徒の実態に応じた実施方法の習得する。
2.体つくり運動に関する教材の作成および実施ができる。
3.学習指導案の作成を行い模擬授業の実施により、保健体育教員としての資質を獲得する。
成績評価
[成績評価の基準]
1.体つくり運動に関する基礎知識と授業内で経験した実技内容の効果を理解することが出来る（筆記試験）。
2.体つくり運動の実技内容を理解し、実技指導することが出来る（授業内評価）。
3.指導案を作成し、模擬授業への取り組みを理解することが出来る（レポート・成果発表）。
[成績評価の方法]
授業内評価（実技指導）20％、指導案作成・実施30％、筆記試験50％にて総合的に評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
教員養成科目であるため、将来教員を目指す者を対象にする。
学科等により受講するクラスが決まっているため、該当する開講時間で受講すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.やむを得ない状況により見学をする場合は、各自見学ノートを作成し提出をすること。
2. 遅刻は減点対象とする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業時にレポート課題のポイントの説明を行う。試験の模範解答は研究室前に掲示する。
[テキスト・参考書等]
授業の時に資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当： 青木 和浩
E‑mail： k‑aoki[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時： 火曜日12:00から12:50
場所： 1号館5階1509室
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生からの訪問に対応している可能性がある為
、出来るだけ事前にE‑mailで予約をしてください。
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備考
［学修時間］
この授業科目は、講義と実習を交えた形態による1単位の科目であり、授業・実習30時間と準備学習15時間の
計45時間の学習を必要とする。
［その他］
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における必修科
目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
青木
（予習： 0.5時間）
1
［授業内容］
下嶽
体つくり運動について、事前に調べる。
テーマ： ガイダンス
中丸
当該科目における授業の進め方
や成績評価方法について学ぶ。 （復習： 0.5間）
授業形態・成績評価法・注意事項について理解を
［授業方法］
授業計画や資料を配布し、授業 深める。
の概要を口頭説明する。
青木
（予習： 0.5時間）
2
［授業内容］
下嶽
テーマ： 「体つくり運動」へ 学習指導要領「体つくり運動」に関する箇所を読
中丸
む。
の理解
体つくり運動の分類と学習指導
要領における位置づけを学ぶ。 （復習： 0.5時間）
配布資料を読み「体つくり運動」の分類と目標を
［授業方法］
講義では配布資料を用いる。実 整理する。
技はコスモホールにて基礎運動
を行う。
青木
（予習： 0.5時間）
3
［授業内容］
下嶽
テーマ： 用具を用いない運動 自重を用いた運動、ストレッチを事前に調べる。
中丸
自重を用いた運動やストレッチ
など用具を用いない運動につい （復習： 0.5時間）
用具を用いない運動の実技例を振り返り整理する
て学ぶ。
。
［授業方法］
自重を用いた運動やストレッチ
の運動例を行いながら実施方法
を理解する。
青木
（予習： 0.5時間）
4
［授業内容］
下嶽
配布資料を読み「体ほぐしの運動」の運動例を調
テーマ： アイスブレイク
中丸
体ほぐし運動として、運動遊び べておく。
を用いた交流の促進について学
（復習： 0.5時間）
ぶ。
「体ほぐしの運動」の運動例としてアイスブレイ
［授業方法］
運動遊びを通して交流が促進す クの運動方法を振り返り整理する。
る過程について運動例を行いな
がら実施方法を理解する。
青木
（予習： 0.5時間）
5
［授業内容］
下嶽
テーマ： メディシンボール メディシンボールについて、事前に調べておく。
中丸
メディシンボールを用いた体力
を高める運動と体ほぐしの運動
（復習： 0.5時間）
を学ぶ。
メディシンボールの使い方や実技例を振り返り整
［授業方法］
メディシンボールを用いて、主 理する。
に投げる運動の運動例を行いな
がら実施方法を理解する。
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6

7

8

9

10

11

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

［授業内容］
テーマ： ボールを用いた運動
各種ボールを用いた体力を高め
る運動と体ほぐしの運動を学ぶ
。
［授業方法］
各種ボールを用いて、主に投げ
る運動の運動例を行いながら実
施方法を理解する。
［授業内容］
テーマ： 歩く・走る運動
歩く運動・走る運動（障害のあ
る児童生徒への運動遊び）の方
法を学ぶ。
［授業方法］
様々な姿勢での歩きや走る運動
を行い運動効果について実習す
る。
［授業内容］
テーマ： 風船や縄を使った運
動
風船や縄を使った体ほぐしの運
動（障害のある児童生徒への運
動遊びを含む）の方法を学ぶ。
［授業方法］
様々な道具を用いた運動を体験
し、運動が苦手なものでも運動
の効果が高いことを実習する。
［授業内容］
テーマ： 這う運動・棒を使っ
た運動
用器具を用いない這う運動と棒
を用いた体つくり運動の方法を
学ぶ。
［授業方法］
這う動作や棒を用いたゲーム等
を用いて体つくり運動の教材を
実習する。
［授業内容］
テーマ： 跳ぶ運動
体力を高める運動として跳ぶ運
動の方法を学ぶ。
［授業方法］
様々な跳ぶ運動を実施し、跳躍
能力を高める方法を実習する。
［授業内容］
テーマ： 体育授業の導入
体育授業の導入の方法と指導に
ついてについて学ぶ。
［授業方法］
体育授業の導入方法についての
説明をもとに、実践する。
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（予習： 0.5時間）
テキストを読み様々なボールを用いた運動を事前
に調べる。
（復習： 0.5時間）
様々なボールを用いた運動の実技例を振り返り整
理する。

（予習： 0.5時間）
歩く、走ると行った運動例を事前に調べる。
（復習： 0.5時間）
様々な姿勢で歩く、複数で走るという実技例を振
り返る。

（予習： 0.5時間）
風船や縄を用いた運動例を事前に調べる。
（復習： 0.5時間）
風船や縄などの様々な用具を用いた実技例から運
動の効果を振り返り整理する。

（予習：0.5時間）
手押し車や棒を用いた運動例を事前に調べる。
（復習：0.5時間）
手押し車や棒を用いたゲームなどの実技例を振
り返り整理する。 自身のコントロールテスト値
を用いて、実施方法と評価を理解する。

（予習：0.5時間）
跳躍運動に関する事前の学習をする。
（復習：0.5時間）
体力を高める運動として、小さな跳躍運動や大き
な跳躍運動の実技例を整理する。
（予習：0.5時間）
学習指導案の導入部分について調べておく。
（復習：0.5時間）
体育授業の導入の方法と指導について整理し、理
解を深める。

12

13

14

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

［授業内容］
テーマ： 運動の展開
ねらいに沿った運動の選択と展
開について学ぶ。
［授業方法］
ねらいに沿った運動の選択と展
開についての説明をもとに、実
際に運動の展開を提案する。
［授業内容］
テーマ： 学習指導案づくり
学習指導案の作成方法について
学び、体つくり運動の学習指導
案を作成する。
［授業方法］
本授業で実施した体力を高める
運動および体ほぐしの運動例を
もとにして学習指導案を作成す
る。
［授業内容］
テーマ： 模擬授業
体つくり運動の模擬授業を行い
、振り返りから授業の実施方法
について学ぶ。
［授業方法］
学生の中から模擬授業者を決め
、実際の授業を行う。模擬授業
への参加だけではなく振り返り
も実施する。
定期試験
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（予習：0.5時間）
各種運動におけるねらいとその実施方法について
調べておく。
（復習：0.5時間）
ねらいに沿った運動の選択と展開について整理す
る。
（予習：0.5時間）
テキストを読み学習指導案について調べておく。
（復習：0.5時間）
模擬授業の実施に向けて準備しておく。

（予習：1時間）
模擬授業実施者の選出と事前準備を行う。
（復習：1時間）
模擬授業の振り返りから自身が教員になった時に
必要な課題を整理する。

学修時間
授業30時間、準備学習15時間、計45時間

授業科目名
英語科目名

体つくり運動
Fitness Conditioning

授業形態
開講学期

講義・実習
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 青木 和浩
科目担当者
下嶽 進一郎、中丸 信吾
授業概要
[授業全体の内容]
「体つくり運動」は中学・高等学校学習指導要領の必修科目になっている。更に小学校においても必修科目
となり、特別支援学校を含めた学校体育において重要な科目である。本授業では「体つくり運動」を現行の学
習指導要領に沿って「体力を高める運動」「体ほぐしの運動」に分け、各運動にかかわる様々な運動課題の実
習と理論の学習を通じて「体つくり運動」への理解を高めることを目標としているが、既に告示されている新
学習指導要領の内容についても取り扱いながら授業を展開する。授業内容は、体つくり運動における「体力を
高める運動」と「体ほぐしの運動」に関する運動の実施と提案を行う。体つくり運動に関する教材の作成と検
討。指導案の立案と模擬授業の実施、評価を行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「対人調整力」「コミュニケーション力」「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養
」を身につけるという学位授与方針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
1.体つくり運動にかかわる運動種目について、児童・生徒の実態に応じた実施方法の習得する。
2.体つくり運動に関する教材の作成および実施ができる。
3.学習指導案の作成を行い模擬授業の実施により、保健体育教員としての資質を獲得する。
成績評価
[成績評価の基準]
1.体つくり運動に関する基礎知識と授業内で経験した実技内容の効果を理解することが出来る（筆記試験）。
2.体つくり運動の実技内容を理解し、実技指導することが出来る（授業内評価）。
3.指導案を作成し、模擬授業への取り組みを理解することが出来る（レポート・成果発表）。
[成績評価の方法]
授業内評価（実技指導）20％、指導案作成・実施30％、筆記試験50％にて総合的に評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
教員養成科目であるため、将来教員を目指す者を対象にする。
学科等により受講するクラスが決まっているため、該当する開講時間で受講すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.やむを得ない状況により見学をする場合は、各自見学ノートを作成し提出をすること。
2. 遅刻は減点対象とする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業時にレポート課題のポイントの説明を行う。試験の模範解答は研究室前に掲示する。
[テキスト・参考書等]
授業の時に資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当： 青木 和浩
E‑mail： k‑aoki[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時： 火曜日12:00から12:50
場所： 1号館5階1509室
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生からの訪問に対応している可能性がある為
、出来るだけ事前にE‑mailで予約をしてください。

982

備考
［学修時間］
この授業科目は、講義と実習を交えた形態による1単位の科目であり、授業・実習30時間と準備学習15時間の
計45時間の学習を必要とする。
［その他］
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における必修科
目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
青木
（予習： 0.5時間）
1
［授業内容］
下嶽
体つくり運動について、事前に調べる。
テーマ： ガイダンス
中丸
当該科目における授業の進め方
や成績評価方法について学ぶ。 （復習： 0.5間）
授業形態・成績評価法・注意事項について理解を
［授業方法］
授業計画や資料を配布し、授業 深める。
の概要を口頭説明する。
青木
（予習： 0.5時間）
2
［授業内容］
下嶽
テーマ： 「体つくり運動」へ 学習指導要領「体つくり運動」に関する箇所を読
中丸
む。
の理解
体つくり運動の分類と学習指導
要領における位置づけを学ぶ。 （復習： 0.5時間）
配布資料を読み「体つくり運動」の分類と目標を
［授業方法］
講義では配布資料を用いる。実 整理する。
技はコスモホールにて基礎運動
を行う。
青木
（予習： 0.5時間）
3
［授業内容］
下嶽
テーマ： 用具を用いない運動 自重を用いた運動、ストレッチを事前に調べる。
中丸
自重を用いた運動やストレッチ
など用具を用いない運動につい （復習： 0.5時間）
用具を用いない運動の実技例を振り返り整理する
て学ぶ。
。
［授業方法］
自重を用いた運動やストレッチ
の運動例を行いながら実施方法
を理解する。
青木
（予習： 0.5時間）
4
［授業内容］
下嶽
配布資料を読み「体ほぐしの運動」の運動例を調
テーマ： アイスブレイク
中丸
体ほぐし運動として、運動遊び べておく。
を用いた交流の促進について学
（復習： 0.5時間）
ぶ。
「体ほぐしの運動」の運動例としてアイスブレイ
［授業方法］
運動遊びを通して交流が促進す クの運動方法を振り返り整理する。
る過程について運動例を行いな
がら実施方法を理解する。
青木
（予習： 0.5時間）
5
［授業内容］
下嶽
テーマ： メディシンボール メディシンボールについて、事前に調べておく。
中丸
メディシンボールを用いた体力
を高める運動と体ほぐしの運動
（復習： 0.5時間）
を学ぶ。
メディシンボールの使い方や実技例を振り返り整
［授業方法］
メディシンボールを用いて、主 理する。
に投げる運動の運動例を行いな
がら実施方法を理解する。
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6

7

8

9

10

11

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

［授業内容］
テーマ： ボールを用いた運動
各種ボールを用いた体力を高め
る運動と体ほぐしの運動を学ぶ
。
［授業方法］
各種ボールを用いて、主に投げ
る運動の運動例を行いながら実
施方法を理解する。
［授業内容］
テーマ： 歩く・走る運動
歩く運動・走る運動（障害のあ
る児童生徒への運動遊び）の方
法を学ぶ。
［授業方法］
様々な姿勢での歩きや走る運動
を行い運動効果について実習す
る。
［授業内容］
テーマ： 風船や縄を使った運
動
風船や縄を使った体ほぐしの運
動（障害のある児童生徒への運
動遊びを含む）の方法を学ぶ。
［授業方法］
様々な道具を用いた運動を体験
し、運動が苦手なものでも運動
の効果が高いことを実習する。
［授業内容］
テーマ： 這う運動・棒を使っ
た運動
用器具を用いない這う運動と棒
を用いた体つくり運動の方法を
学ぶ。
［授業方法］
這う動作や棒を用いたゲーム等
を用いて体つくり運動の教材を
実習する。
［授業内容］
テーマ： 跳ぶ運動
体力を高める運動として跳ぶ運
動の方法を学ぶ。
［授業方法］
様々な跳ぶ運動を実施し、跳躍
能力を高める方法を実習する。
［授業内容］
テーマ： 体育授業の導入
体育授業の導入の方法と指導に
ついてについて学ぶ。
［授業方法］
体育授業の導入方法についての
説明をもとに、実践する。
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（予習： 0.5時間）
テキストを読み様々なボールを用いた運動を事前
に調べる。
（復習： 0.5時間）
様々なボールを用いた運動の実技例を振り返り整
理する。

（予習： 0.5時間）
歩く、走ると行った運動例を事前に調べる。
（復習： 0.5時間）
様々な姿勢で歩く、複数で走るという実技例を振
り返る。

（予習： 0.5時間）
風船や縄を用いた運動例を事前に調べる。
（復習： 0.5時間）
風船や縄などの様々な用具を用いた実技例から運
動の効果を振り返り整理する。

（予習：0.5時間）
手押し車や棒を用いた運動例を事前に調べる。
（復習：0.5時間）
手押し車や棒を用いたゲームなどの実技例を振
り返り整理する。 自身のコントロールテスト値
を用いて、実施方法と評価を理解する。

（予習：0.5時間）
跳躍運動に関する事前の学習をする。
（復習：0.5時間）
体力を高める運動として、小さな跳躍運動や大き
な跳躍運動の実技例を整理する。
（予習：0.5時間）
学習指導案の導入部分について調べておく。
（復習：0.5時間）
体育授業の導入の方法と指導について整理し、理
解を深める。

12

13

14

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

［授業内容］
テーマ： 運動の展開
ねらいに沿った運動の選択と展
開について学ぶ。
［授業方法］
ねらいに沿った運動の選択と展
開についての説明をもとに、実
際に運動の展開を提案する。
［授業内容］
テーマ： 学習指導案づくり
学習指導案の作成方法について
学び、体つくり運動の学習指導
案を作成する。
［授業方法］
本授業で実施した体力を高める
運動および体ほぐしの運動例を
もとにして学習指導案を作成す
る。
［授業内容］
テーマ： 模擬授業
体つくり運動の模擬授業を行い
、振り返りから授業の実施方法
について学ぶ。
［授業方法］
学生の中から模擬授業者を決め
、実際の授業を行う。模擬授業
への参加だけではなく振り返り
も実施する。
定期試験
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（予習：0.5時間）
各種運動におけるねらいとその実施方法について
調べておく。
（復習：0.5時間）
ねらいに沿った運動の選択と展開について整理す
る。
（予習：0.5時間）
テキストを読み学習指導案について調べておく。
（復習：0.5時間）
模擬授業の実施に向けて準備しておく。

（予習：1時間）
模擬授業実施者の選出と事前準備を行う。
（復習：1時間）
模擬授業の振り返りから自身が教員になった時に
必要な課題を整理する。

学修時間
授業30時間、準備学習15時間、計45時間

授業科目名
英語科目名

体つくり運動
Fitness Conditioning

授業形態
開講学期

講義・実習
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 青木 和浩
科目担当者
下嶽 進一郎、中丸 信吾
授業概要
[授業全体の内容]
「体つくり運動」は中学・高等学校学習指導要領の必修科目になっている。更に小学校においても必修科目
となり、特別支援学校を含めた学校体育において重要な科目である。本授業では「体つくり運動」を現行の学
習指導要領に沿って「体力を高める運動」「体ほぐしの運動」に分け、各運動にかかわる様々な運動課題の実
習と理論の学習を通じて「体つくり運動」への理解を高めることを目標としているが、既に告示されている新
学習指導要領の内容についても取り扱いながら授業を展開する。授業内容は、体つくり運動における「体力を
高める運動」と「体ほぐしの運動」に関する運動の実施と提案を行う。体つくり運動に関する教材の作成と検
討。指導案の立案と模擬授業の実施、評価を行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「対人調整力」「コミュニケーション力」「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養
」を身につけるという学位授与方針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
1.体つくり運動にかかわる運動種目について、児童・生徒の実態に応じた実施方法の習得する。
2.体つくり運動に関する教材の作成および実施ができる。
3.学習指導案の作成を行い模擬授業の実施により、保健体育教員としての資質を獲得する。
成績評価
[成績評価の基準]
1.体つくり運動に関する基礎知識と授業内で経験した実技内容の効果を理解することが出来る（筆記試験）。
2.体つくり運動の実技内容を理解し、実技指導することが出来る（授業内評価）。
3.指導案を作成し、模擬授業への取り組みを理解することが出来る（レポート・成果発表）。
[成績評価の方法]
授業内評価（実技指導）20％、指導案作成・実施30％、筆記試験50％にて総合的に評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
教員養成科目であるため、将来教員を目指す者を対象にする。
学科等により受講するクラスが決まっているため、該当する開講時間で受講すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.やむを得ない状況により見学をする場合は、各自見学ノートを作成し提出をすること。
2. 遅刻は減点対象とする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業時にレポート課題のポイントの説明を行う。試験の模範解答は研究室前に掲示する。
[テキスト・参考書等]
授業の時に資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当： 青木 和浩
E‑mail： k‑aoki[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時： 火曜日12:00から12:50
場所： 1号館5階1509室
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生からの訪問に対応している可能性がある為
、出来るだけ事前にE‑mailで予約をしてください。
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備考
［学修時間］
この授業科目は、講義と実習を交えた形態による1単位の科目であり、授業・実習30時間と準備学習15時間の
計45時間の学習を必要とする。
［その他］
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における必修科
目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
青木
（予習： 0.5時間）
1
［授業内容］
下嶽
体つくり運動について、事前に調べる。
テーマ： ガイダンス
中丸
当該科目における授業の進め方
や成績評価方法について学ぶ。 （復習： 0.5間）
授業形態・成績評価法・注意事項について理解を
［授業方法］
授業計画や資料を配布し、授業 深める。
の概要を口頭説明する。
青木
（予習： 0.5時間）
2
［授業内容］
下嶽
テーマ： 「体つくり運動」へ 学習指導要領「体つくり運動」に関する箇所を読
中丸
む。
の理解
体つくり運動の分類と学習指導
要領における位置づけを学ぶ。 （復習： 0.5時間）
配布資料を読み「体つくり運動」の分類と目標を
［授業方法］
講義では配布資料を用いる。実 整理する。
技はコスモホールにて基礎運動
を行う。
青木
（予習： 0.5時間）
3
［授業内容］
下嶽
テーマ： 用具を用いない運動 自重を用いた運動、ストレッチを事前に調べる。
中丸
自重を用いた運動やストレッチ
など用具を用いない運動につい （復習： 0.5時間）
用具を用いない運動の実技例を振り返り整理する
て学ぶ。
。
［授業方法］
自重を用いた運動やストレッチ
の運動例を行いながら実施方法
を理解する。
青木
（予習： 0.5時間）
4
［授業内容］
下嶽
配布資料を読み「体ほぐしの運動」の運動例を調
テーマ： アイスブレイク
中丸
体ほぐし運動として、運動遊び べておく。
を用いた交流の促進について学
（復習： 0.5時間）
ぶ。
「体ほぐしの運動」の運動例としてアイスブレイ
［授業方法］
運動遊びを通して交流が促進す クの運動方法を振り返り整理する。
る過程について運動例を行いな
がら実施方法を理解する。
青木
（予習： 0.5時間）
5
［授業内容］
下嶽
テーマ： メディシンボール メディシンボールについて、事前に調べておく。
中丸
メディシンボールを用いた体力
を高める運動と体ほぐしの運動
（復習： 0.5時間）
を学ぶ。
メディシンボールの使い方や実技例を振り返り整
［授業方法］
メディシンボールを用いて、主 理する。
に投げる運動の運動例を行いな
がら実施方法を理解する。
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6

7

8

9

10

11

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

［授業内容］
テーマ： ボールを用いた運動
各種ボールを用いた体力を高め
る運動と体ほぐしの運動を学ぶ
。
［授業方法］
各種ボールを用いて、主に投げ
る運動の運動例を行いながら実
施方法を理解する。
［授業内容］
テーマ： 歩く・走る運動
歩く運動・走る運動（障害のあ
る児童生徒への運動遊び）の方
法を学ぶ。
［授業方法］
様々な姿勢での歩きや走る運動
を行い運動効果について実習す
る。
［授業内容］
テーマ： 風船や縄を使った運
動
風船や縄を使った体ほぐしの運
動（障害のある児童生徒への運
動遊びを含む）の方法を学ぶ。
［授業方法］
様々な道具を用いた運動を体験
し、運動が苦手なものでも運動
の効果が高いことを実習する。
［授業内容］
テーマ： 這う運動・棒を使っ
た運動
用器具を用いない這う運動と棒
を用いた体つくり運動の方法を
学ぶ。
［授業方法］
這う動作や棒を用いたゲーム等
を用いて体つくり運動の教材を
実習する。
［授業内容］
テーマ： 跳ぶ運動
体力を高める運動として跳ぶ運
動の方法を学ぶ。
［授業方法］
様々な跳ぶ運動を実施し、跳躍
能力を高める方法を実習する。
［授業内容］
テーマ： 体育授業の導入
体育授業の導入の方法と指導に
ついてについて学ぶ。
［授業方法］
体育授業の導入方法についての
説明をもとに、実践する。
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（予習： 0.5時間）
テキストを読み様々なボールを用いた運動を事前
に調べる。
（復習： 0.5時間）
様々なボールを用いた運動の実技例を振り返り整
理する。

（予習： 0.5時間）
歩く、走ると行った運動例を事前に調べる。
（復習： 0.5時間）
様々な姿勢で歩く、複数で走るという実技例を振
り返る。

（予習： 0.5時間）
風船や縄を用いた運動例を事前に調べる。
（復習： 0.5時間）
風船や縄などの様々な用具を用いた実技例から運
動の効果を振り返り整理する。

（予習：0.5時間）
手押し車や棒を用いた運動例を事前に調べる。
（復習：0.5時間）
手押し車や棒を用いたゲームなどの実技例を振
り返り整理する。 自身のコントロールテスト値
を用いて、実施方法と評価を理解する。

（予習：0.5時間）
跳躍運動に関する事前の学習をする。
（復習：0.5時間）
体力を高める運動として、小さな跳躍運動や大き
な跳躍運動の実技例を整理する。
（予習：0.5時間）
学習指導案の導入部分について調べておく。
（復習：0.5時間）
体育授業の導入の方法と指導について整理し、理
解を深める。

12

13

14

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

［授業内容］
テーマ： 運動の展開
ねらいに沿った運動の選択と展
開について学ぶ。
［授業方法］
ねらいに沿った運動の選択と展
開についての説明をもとに、実
際に運動の展開を提案する。
［授業内容］
テーマ： 学習指導案づくり
学習指導案の作成方法について
学び、体つくり運動の学習指導
案を作成する。
［授業方法］
本授業で実施した体力を高める
運動および体ほぐしの運動例を
もとにして学習指導案を作成す
る。
［授業内容］
テーマ： 模擬授業
体つくり運動の模擬授業を行い
、振り返りから授業の実施方法
について学ぶ。
［授業方法］
学生の中から模擬授業者を決め
、実際の授業を行う。模擬授業
への参加だけではなく振り返り
も実施する。
定期試験
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（予習：0.5時間）
各種運動におけるねらいとその実施方法について
調べておく。
（復習：0.5時間）
ねらいに沿った運動の選択と展開について整理す
る。
（予習：0.5時間）
テキストを読み学習指導案について調べておく。
（復習：0.5時間）
模擬授業の実施に向けて準備しておく。

（予習：1時間）
模擬授業実施者の選出と事前準備を行う。
（復習：1時間）
模擬授業の振り返りから自身が教員になった時に
必要な課題を整理する。

学修時間
授業30時間、準備学習15時間、計45時間

授業科目名
英語科目名

体つくり運動
Fitness Conditioning

授業形態
開講学期

講義・実習
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 青木 和浩
科目担当者
下嶽 進一郎、中丸 信吾
授業概要
[授業全体の内容]
「体つくり運動」は中学・高等学校学習指導要領の必修科目になっている。更に小学校においても必修科目
となり、特別支援学校を含めた学校体育において重要な科目である。本授業では「体つくり運動」を現行の学
習指導要領に沿って「体力を高める運動」「体ほぐしの運動」に分け、各運動にかかわる様々な運動課題の実
習と理論の学習を通じて「体つくり運動」への理解を高めることを目標としているが、既に告示されている新
学習指導要領の内容についても取り扱いながら授業を展開する。授業内容は、体つくり運動における「体力を
高める運動」と「体ほぐしの運動」に関する運動の実施と提案を行う。体つくり運動に関する教材の作成と検
討。指導案の立案と模擬授業の実施、評価を行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「対人調整力」「コミュニケーション力」「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養
」を身につけるという学位授与方針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
1.体つくり運動にかかわる運動種目について、児童・生徒の実態に応じた実施方法の習得する。
2.体つくり運動に関する教材の作成および実施ができる。
3.学習指導案の作成を行い模擬授業の実施により、保健体育教員としての資質を獲得する。
成績評価
[成績評価の基準]
1.体つくり運動に関する基礎知識と授業内で経験した実技内容の効果を理解することが出来る（筆記試験）。
2.体つくり運動の実技内容を理解し、実技指導することが出来る（授業内評価）。
3.指導案を作成し、模擬授業への取り組みを理解することが出来る（レポート・成果発表）。
[成績評価の方法]
授業内評価（実技指導）20％、指導案作成・実施30％、筆記試験50％にて総合的に評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
教員養成科目であるため、将来教員を目指す者を対象にする。
学科等により受講するクラスが決まっているため、該当する開講時間で受講すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.やむを得ない状況により見学をする場合は、各自見学ノートを作成し提出をすること。
2. 遅刻は減点対象とする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業時にレポート課題のポイントの説明を行う。試験の模範解答は研究室前に掲示する。
[テキスト・参考書等]
授業の時に資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当： 青木 和浩
E‑mail： k‑aoki[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時： 火曜日12:00から12:50
場所： 1号館5階1509室
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生からの訪問に対応している可能性がある為
、出来るだけ事前にE‑mailで予約をしてください。
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備考
［学修時間］
この授業科目は、講義と実習を交えた形態による1単位の科目であり、授業・実習30時間と準備学習15時間の
計45時間の学習を必要とする。
［その他］
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における必修科
目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
青木
（予習： 0.5時間）
1
［授業内容］
下嶽
体つくり運動について、事前に調べる。
テーマ： ガイダンス
中丸
当該科目における授業の進め方
や成績評価方法について学ぶ。 （復習： 0.5間）
授業形態・成績評価法・注意事項について理解を
［授業方法］
授業計画や資料を配布し、授業 深める。
の概要を口頭説明する。
青木
（予習： 0.5時間）
2
［授業内容］
下嶽
テーマ： 「体つくり運動」へ 学習指導要領「体つくり運動」に関する箇所を読
中丸
む。
の理解
体つくり運動の分類と学習指導
要領における位置づけを学ぶ。 （復習： 0.5時間）
配布資料を読み「体つくり運動」の分類と目標を
［授業方法］
講義では配布資料を用いる。実 整理する。
技はコスモホールにて基礎運動
を行う。
青木
（予習： 0.5時間）
3
［授業内容］
下嶽
テーマ： 用具を用いない運動 自重を用いた運動、ストレッチを事前に調べる。
中丸
自重を用いた運動やストレッチ
など用具を用いない運動につい （復習： 0.5時間）
用具を用いない運動の実技例を振り返り整理する
て学ぶ。
。
［授業方法］
自重を用いた運動やストレッチ
の運動例を行いながら実施方法
を理解する。
青木
（予習： 0.5時間）
4
［授業内容］
下嶽
配布資料を読み「体ほぐしの運動」の運動例を調
テーマ： アイスブレイク
中丸
体ほぐし運動として、運動遊び べておく。
を用いた交流の促進について学
（復習： 0.5時間）
ぶ。
「体ほぐしの運動」の運動例としてアイスブレイ
［授業方法］
運動遊びを通して交流が促進す クの運動方法を振り返り整理する。
る過程について運動例を行いな
がら実施方法を理解する。
青木
（予習： 0.5時間）
5
［授業内容］
下嶽
テーマ： メディシンボール メディシンボールについて、事前に調べておく。
中丸
メディシンボールを用いた体力
を高める運動と体ほぐしの運動
（復習： 0.5時間）
を学ぶ。
メディシンボールの使い方や実技例を振り返り整
［授業方法］
メディシンボールを用いて、主 理する。
に投げる運動の運動例を行いな
がら実施方法を理解する。
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6

7

8

9

10

11

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

［授業内容］
テーマ： ボールを用いた運動
各種ボールを用いた体力を高め
る運動と体ほぐしの運動を学ぶ
。
［授業方法］
各種ボールを用いて、主に投げ
る運動の運動例を行いながら実
施方法を理解する。
［授業内容］
テーマ： 歩く・走る運動
歩く運動・走る運動（障害のあ
る児童生徒への運動遊び）の方
法を学ぶ。
［授業方法］
様々な姿勢での歩きや走る運動
を行い運動効果について実習す
る。
［授業内容］
テーマ： 風船や縄を使った運
動
風船や縄を使った体ほぐしの運
動（障害のある児童生徒への運
動遊びを含む）の方法を学ぶ。
［授業方法］
様々な道具を用いた運動を体験
し、運動が苦手なものでも運動
の効果が高いことを実習する。
［授業内容］
テーマ： 這う運動・棒を使っ
た運動
用器具を用いない這う運動と棒
を用いた体つくり運動の方法を
学ぶ。
［授業方法］
這う動作や棒を用いたゲーム等
を用いて体つくり運動の教材を
実習する。
［授業内容］
テーマ： 跳ぶ運動
体力を高める運動として跳ぶ運
動の方法を学ぶ。
［授業方法］
様々な跳ぶ運動を実施し、跳躍
能力を高める方法を実習する。
［授業内容］
テーマ： 体育授業の導入
体育授業の導入の方法と指導に
ついてについて学ぶ。
［授業方法］
体育授業の導入方法についての
説明をもとに、実践する。
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（予習： 0.5時間）
テキストを読み様々なボールを用いた運動を事前
に調べる。
（復習： 0.5時間）
様々なボールを用いた運動の実技例を振り返り整
理する。

（予習： 0.5時間）
歩く、走ると行った運動例を事前に調べる。
（復習： 0.5時間）
様々な姿勢で歩く、複数で走るという実技例を振
り返る。

（予習： 0.5時間）
風船や縄を用いた運動例を事前に調べる。
（復習： 0.5時間）
風船や縄などの様々な用具を用いた実技例から運
動の効果を振り返り整理する。

（予習：0.5時間）
手押し車や棒を用いた運動例を事前に調べる。
（復習：0.5時間）
手押し車や棒を用いたゲームなどの実技例を振
り返り整理する。 自身のコントロールテスト値
を用いて、実施方法と評価を理解する。

（予習：0.5時間）
跳躍運動に関する事前の学習をする。
（復習：0.5時間）
体力を高める運動として、小さな跳躍運動や大き
な跳躍運動の実技例を整理する。
（予習：0.5時間）
学習指導案の導入部分について調べておく。
（復習：0.5時間）
体育授業の導入の方法と指導について整理し、理
解を深める。

12

13

14

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

［授業内容］
テーマ： 運動の展開
ねらいに沿った運動の選択と展
開について学ぶ。
［授業方法］
ねらいに沿った運動の選択と展
開についての説明をもとに、実
際に運動の展開を提案する。
［授業内容］
テーマ： 学習指導案づくり
学習指導案の作成方法について
学び、体つくり運動の学習指導
案を作成する。
［授業方法］
本授業で実施した体力を高める
運動および体ほぐしの運動例を
もとにして学習指導案を作成す
る。
［授業内容］
テーマ： 模擬授業
体つくり運動の模擬授業を行い
、振り返りから授業の実施方法
について学ぶ。
［授業方法］
学生の中から模擬授業者を決め
、実際の授業を行う。模擬授業
への参加だけではなく振り返り
も実施する。
定期試験
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（予習：0.5時間）
各種運動におけるねらいとその実施方法について
調べておく。
（復習：0.5時間）
ねらいに沿った運動の選択と展開について整理す
る。
（予習：0.5時間）
テキストを読み学習指導案について調べておく。
（復習：0.5時間）
模擬授業の実施に向けて準備しておく。

（予習：1時間）
模擬授業実施者の選出と事前準備を行う。
（復習：1時間）
模擬授業の振り返りから自身が教員になった時に
必要な課題を整理する。

学修時間
授業30時間、準備学習15時間、計45時間

授業科目名
英語科目名

体つくり運動
Fitness Conditioning

授業形態
開講学期

講義・実習
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 青木 和浩
科目担当者
下嶽 進一郎、中丸 信吾
授業概要
[授業全体の内容]
「体つくり運動」は中学・高等学校学習指導要領の必修科目になっている。更に小学校においても必修科目
となり、特別支援学校を含めた学校体育において重要な科目である。本授業では「体つくり運動」を現行の学
習指導要領に沿って「体力を高める運動」「体ほぐしの運動」に分け、各運動にかかわる様々な運動課題の実
習と理論の学習を通じて「体つくり運動」への理解を高めることを目標としているが、既に告示されている新
学習指導要領の内容についても取り扱いながら授業を展開する。授業内容は、体つくり運動における「体力を
高める運動」と「体ほぐしの運動」に関する運動の実施と提案を行う。体つくり運動に関する教材の作成と検
討。指導案の立案と模擬授業の実施、評価を行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「対人調整力」「コミュニケーション力」「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養
」を身につけるという学位授与方針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
1.体つくり運動にかかわる運動種目について、児童・生徒の実態に応じた実施方法の習得する。
2.体つくり運動に関する教材の作成および実施ができる。
3.学習指導案の作成を行い模擬授業の実施により、保健体育教員としての資質を獲得する。
成績評価
[成績評価の基準]
1.体つくり運動に関する基礎知識と授業内で経験した実技内容の効果を理解することが出来る（筆記試験）。
2.体つくり運動の実技内容を理解し、実技指導することが出来る（授業内評価）。
3.指導案を作成し、模擬授業への取り組みを理解することが出来る（レポート・成果発表）。
[成績評価の方法]
授業内評価（実技指導）20％、指導案作成・実施30％、筆記試験50％にて総合的に評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
教員養成科目であるため、将来教員を目指す者を対象にする。
学科等により受講するクラスが決まっているため、該当する開講時間で受講すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.やむを得ない状況により見学をする場合は、各自見学ノートを作成し提出をすること。
2. 遅刻は減点対象とする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業時にレポート課題のポイントの説明を行う。試験の模範解答は研究室前に掲示する。
[テキスト・参考書等]
授業の時に資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当： 青木 和浩
E‑mail： k‑aoki[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時： 火曜日12:00から12:50
場所： 1号館5階1509室
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生からの訪問に対応している可能性がある為
、出来るだけ事前にE‑mailで予約をしてください。
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備考
［学修時間］
この授業科目は、講義と実習を交えた形態による1単位の科目であり、授業・実習30時間と準備学習15時間の
計45時間の学習を必要とする。
［その他］
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における必修科
目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
青木
（予習： 0.5時間）
1
［授業内容］
下嶽
体つくり運動について、事前に調べる。
テーマ： ガイダンス
中丸
当該科目における授業の進め方
や成績評価方法について学ぶ。 （復習： 0.5間）
授業形態・成績評価法・注意事項について理解を
［授業方法］
授業計画や資料を配布し、授業 深める。
の概要を口頭説明する。
青木
（予習： 0.5時間）
2
［授業内容］
下嶽
テーマ： 「体つくり運動」へ 学習指導要領「体つくり運動」に関する箇所を読
中丸
む。
の理解
体つくり運動の分類と学習指導
要領における位置づけを学ぶ。 （復習： 0.5時間）
配布資料を読み「体つくり運動」の分類と目標を
［授業方法］
講義では配布資料を用いる。実 整理する。
技はコスモホールにて基礎運動
を行う。
青木
（予習： 0.5時間）
3
［授業内容］
下嶽
テーマ： 用具を用いない運動 自重を用いた運動、ストレッチを事前に調べる。
中丸
自重を用いた運動やストレッチ
など用具を用いない運動につい （復習： 0.5時間）
用具を用いない運動の実技例を振り返り整理する
て学ぶ。
。
［授業方法］
自重を用いた運動やストレッチ
の運動例を行いながら実施方法
を理解する。
青木
（予習： 0.5時間）
4
［授業内容］
下嶽
配布資料を読み「体ほぐしの運動」の運動例を調
テーマ： アイスブレイク
中丸
体ほぐし運動として、運動遊び べておく。
を用いた交流の促進について学
（復習： 0.5時間）
ぶ。
「体ほぐしの運動」の運動例としてアイスブレイ
［授業方法］
運動遊びを通して交流が促進す クの運動方法を振り返り整理する。
る過程について運動例を行いな
がら実施方法を理解する。
青木
（予習： 0.5時間）
5
［授業内容］
下嶽
テーマ： メディシンボール メディシンボールについて、事前に調べておく。
中丸
メディシンボールを用いた体力
を高める運動と体ほぐしの運動
（復習： 0.5時間）
を学ぶ。
メディシンボールの使い方や実技例を振り返り整
［授業方法］
メディシンボールを用いて、主 理する。
に投げる運動の運動例を行いな
がら実施方法を理解する。
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6

7

8

9

10

11

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

［授業内容］
テーマ： ボールを用いた運動
各種ボールを用いた体力を高め
る運動と体ほぐしの運動を学ぶ
。
［授業方法］
各種ボールを用いて、主に投げ
る運動の運動例を行いながら実
施方法を理解する。
［授業内容］
テーマ： 歩く・走る運動
歩く運動・走る運動（障害のあ
る児童生徒への運動遊び）の方
法を学ぶ。
［授業方法］
様々な姿勢での歩きや走る運動
を行い運動効果について実習す
る。
［授業内容］
テーマ： 風船や縄を使った運
動
風船や縄を使った体ほぐしの運
動（障害のある児童生徒への運
動遊びを含む）の方法を学ぶ。
［授業方法］
様々な道具を用いた運動を体験
し、運動が苦手なものでも運動
の効果が高いことを実習する。
［授業内容］
テーマ： 這う運動・棒を使っ
た運動
用器具を用いない這う運動と棒
を用いた体つくり運動の方法を
学ぶ。
［授業方法］
這う動作や棒を用いたゲーム等
を用いて体つくり運動の教材を
実習する。
［授業内容］
テーマ： 跳ぶ運動
体力を高める運動として跳ぶ運
動の方法を学ぶ。
［授業方法］
様々な跳ぶ運動を実施し、跳躍
能力を高める方法を実習する。
［授業内容］
テーマ： 体育授業の導入
体育授業の導入の方法と指導に
ついてについて学ぶ。
［授業方法］
体育授業の導入方法についての
説明をもとに、実践する。
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（予習： 0.5時間）
テキストを読み様々なボールを用いた運動を事前
に調べる。
（復習： 0.5時間）
様々なボールを用いた運動の実技例を振り返り整
理する。

（予習： 0.5時間）
歩く、走ると行った運動例を事前に調べる。
（復習： 0.5時間）
様々な姿勢で歩く、複数で走るという実技例を振
り返る。

（予習： 0.5時間）
風船や縄を用いた運動例を事前に調べる。
（復習： 0.5時間）
風船や縄などの様々な用具を用いた実技例から運
動の効果を振り返り整理する。

（予習：0.5時間）
手押し車や棒を用いた運動例を事前に調べる。
（復習：0.5時間）
手押し車や棒を用いたゲームなどの実技例を振
り返り整理する。 自身のコントロールテスト値
を用いて、実施方法と評価を理解する。

（予習：0.5時間）
跳躍運動に関する事前の学習をする。
（復習：0.5時間）
体力を高める運動として、小さな跳躍運動や大き
な跳躍運動の実技例を整理する。
（予習：0.5時間）
学習指導案の導入部分について調べておく。
（復習：0.5時間）
体育授業の導入の方法と指導について整理し、理
解を深める。

12

13

14

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

青木
下嶽
中丸

［授業内容］
テーマ： 運動の展開
ねらいに沿った運動の選択と展
開について学ぶ。
［授業方法］
ねらいに沿った運動の選択と展
開についての説明をもとに、実
際に運動の展開を提案する。
［授業内容］
テーマ： 学習指導案づくり
学習指導案の作成方法について
学び、体つくり運動の学習指導
案を作成する。
［授業方法］
本授業で実施した体力を高める
運動および体ほぐしの運動例を
もとにして学習指導案を作成す
る。
［授業内容］
テーマ： 模擬授業
体つくり運動の模擬授業を行い
、振り返りから授業の実施方法
について学ぶ。
［授業方法］
学生の中から模擬授業者を決め
、実際の授業を行う。模擬授業
への参加だけではなく振り返り
も実施する。
定期試験
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（予習：0.5時間）
各種運動におけるねらいとその実施方法について
調べておく。
（復習：0.5時間）
ねらいに沿った運動の選択と展開について整理す
る。
（予習：0.5時間）
テキストを読み学習指導案について調べておく。
（復習：0.5時間）
模擬授業の実施に向けて準備しておく。

（予習：1時間）
模擬授業実施者の選出と事前準備を行う。
（復習：1時間）
模擬授業の振り返りから自身が教員になった時に
必要な課題を整理する。

学修時間
授業30時間、準備学習15時間、計45時間

授業科目名
英語科目名

創作ダンス
Creative Dance

授業形態
開講学期

実技・演習
前期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

中村

恭子

授業概要
［授業全体の内容］
ダンスの表現技法を多面的に体験し、発想力および作舞力、作品構成力、運動技術、表現力の向上を目指す
。特にソロでの即興創作に重点を置いて作舞・表現力を強化する。また、ダンス学習指導実習を通して、教材
作成力と指導力を身に付ける。
具体的には、ダンス・ウォーミングアップの作成と指導実習、創作ダンスの基本的な題材を用いた授業展開
の体験学習、ダンス指導実習（マイクロティーチング）、群舞の創作、ソロ即興創作のドリル（イメージ・テ
ーマからの発想力、デッサン力、作品構成力、運動技術、表現力の強化）を実施する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教
養、及びそれらの活用能力」を身に付ける。また、スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力ない
しは研究できる能力を身に付けることを目的とする。
［授業の到達目標］
1.即興表現力を身に付け、精一杯大きく、メリハリをつけて、なりきって踊ることができる。
2.表したいイメージに相応しい動きを見つけ、小グループ作品およびソロ作品の創作し，構成することができ
る。
3.中学・高校の創作ダンスの学習内容と指導方法を理解し，ダンス・ウォームアップや1時間完結学習の授業
計画を立てることができる。
4.分かりやすい指導言語や示範により学習者の動きを引き出す指導ができる。
5.自他の動きや表現の良し悪し、指導の良し悪しを即時に判断し、評価・還元できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.即興的にイメージを動きに変換して精一杯大きく、メリハリをつけて、なりきって踊ることができる。（平
常点）
2.表したいいイメージに相応しく小グループ作品およびソロ作品を創作・構成することができる。（実技試験
）
3.中学・高校の創作ダンスの学習内容と指導の要点を理解し，ダンス・ウォーミングアップや1時間完結学習
の指導案を作成することができる。（指導案レポート）
4.分かりやすい指導言語や示範により学習者の動きを引き出す指導ができる。（創作ダンス即興創作の指導実
習）
5.自他の動きや表現の良し悪し、指導の良し悪しを即時に判断し、評価・還元できる。（作品評価・指導評価
）
［成績評価の方法］
平常点（即興的なダンスの表現力）10％、実技試験（小グループ作品・ソロ作品の創作力・構成力・実技力）
20％、指導案レポート（ダンス学習指導に関する知識・理解）10％、ダンス・ウォームアップの作成および指
導実習20％、創作ダンス即興創作の指導実習10％、鑑賞評価力・指導評価力10％、授業態度・取り組む姿勢20
％
履修における留意事項
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［履修要件］
1年次に「ダンス」を履修していることが望ましい。保健体育科教員免許取得希望者および教員採用試験で
「ダンス」実技試験がある学生の受講をお薦めする。
［履修上の注意］
遅刻・早退は30分以内とし、3回で1回分の欠席に換算する。
［試験等の課題に対するフィードバックの方法］
実技テストや指導実習については、随時その場で評価を行い、改善点を指摘する。
指導案レポートは記述内容にコメントを記入して返却する。
［テキスト・参考書］
1.『明日からトライ！ダンスの授業』 全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2011
2.『中学校学習指導要領』『中学校学習指導要領解説保健体育編』 文部科学省、東山書房、2008
3.『みんなでトライ！表現運動の授業』 全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2015
１.はテキスト、2.3.は参考書である。その他、適宜資料を配布するので、テキスト等と合わせて予習・復
習に活用すること。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：中村恭子
E‑mail：k‑nakamu［at］Juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：前期期間中の火曜日10：30〜17：00
場所：1号館5階1501室 ダンス運動学研究室
※上記以外の日時での質問等は事前にメールで予約すること。
備考
［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
中高保健体育科教員養成のための実技力および指導力養成を目的とする科目であるので、指導者としての心
構えをもって受講すること。学習ノートを作成し、授業内容やダンスの美的表現原理、学習指導法について学
んだことを記述すること。指導実習（模擬授業）では教材研究と指導法研究を十分に行うこと。積極的に意見
交換して指導技術を高めあうこと。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中村恭子
（予習：0.5時間）
1
［授業内容］
創作ダンスの特性と学習内容について学習指導要
授業の進め方のガイダンス
領解説を精読し理解する。
ダンス・ウォームアップ
［授業方法］
授業の目的と学習内容、学習方
法についての解説を聞き、指導
実習の担当日を決める。ダンス
・ウォームアップの目的と作り
方、指導案作成の解説を聞き、
理解する。ダンス・ウォームア
ップの題材例について実技を通
して理解を深める。
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（復習：0.5時間）
ダンス・ウォームアップの目的と作り方のポイン
ト、指導の要点をノートにまとめる。ダンス・ウ
ォームアップの目的に合った曲を探す。

2

3

4

5

中村恭子

中村恭子

中村恭子

中村恭子

［授業内容］
ダンス・ウォームアップ指導実
習①
「物を使って」から即興創作
［授業方法］
ダンス・ウォームアップの指導
実習を模擬授業形式で行い、生
徒役が評価を返し、改善方法に
ついて討議する。
「しんぶんし」の即興創作を模
擬授業形式で体験し、内容と方
法を理解する。
［授業内容］
ダンス・ウォームアップ指導実
習②
「対極の動きの連続」から即興
創作
［授業方法]
ダンス・ウォームアップの指導
実習を模擬授業形式で行い、生
徒役が評価を返し、改善方法に
ついて討議する。
「走る‑止まる」の即興創作を
模擬授業形式で体験し、内容と
方法を理解する。
［授業内容］
ダンス・ウォームアップ指導実
習③
「群の変化」から即興創作
［授業方法］
ダンス・ウォームアップの指導
実習を模擬授業形式で行い、生
徒役が評価を返し、改善方法に
ついて討議する。
「集まる‑とび散る」の即興創
作を模擬授業形式で体験し、内
容と方法を理解する。
［授業内容］
ダンス・ウォームアップ指導実
習④
「身近な生活と日常動作」から
即興創作
［授業方法］
ダンス・ウォームアップの指導
実習を模擬授業形式で行い、生
徒役が評価を返し、改善方法に
ついて討議する。
「夏のデッサン」の即興創作を
模擬授業形式で体験し、内容と
方法を理解する。
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（予習：0.5時間）
ダンス・ウォームアップを作り、指導案を作成し
て練習をする。
テキストの「物を使って」を読み、学習の要点と
指導の進め方を理解する。
（復習：0.5時間）
ダンス・ウォームアップの振り返りレポートを作
成する。
創作ダンスの表現技能と指導の要点をノートにま
とめる。

（予習：0.5時間）
ダンス・ウォームアップを作り、指導案を作成し
て練習をする。
テキストの「対極の動きの連続」を読み、学習の
要点と指導の進め方を理解する。
（復習：0.5時間）
ダンス・ウォームアップの振り返りレポートを作
成する。
創作ダンスの表現技能と指導の要点をノートにま
とめる。

（予習：0.5時間）
ダンス・ウォームアップを作り、指導案を作成し
て練習をする。
テキストの「群の変化」を読み、学習の要点と指
導の進め方を理解する。
（復習：0.5時間）
ダンス・ウォームアップの振り返りレポートを作
成する。
創作ダンスの表現技能と指導の要点をノートにま
とめる。

（予習：0.5時間）
ダンス・ウォームアップを作り、指導案を作成し
て練習をする。
テキストの「身近な生活と日常動作」を読み、学
習の要点と指導の進め方を理解する。
（復習：0.5時間）
ダンス・ウォームアップの振り返りレポートを作
成する。
創作ダンスの表現技能と指導の要点をノートにま
とめる。

6

7

8

9

中村恭子

中村恭子

中村恭子

中村恭子

［授業内容］
ダンス・ウォームアップ指導実
習⑤
「多様な感じ」から即興創作
［授業方法］
ダンス・ウォームアップの指導
実習を模擬授業形式で行い、生
徒役が評価を返し、改善方法に
ついて討議する。
「荒れ狂う‑突き刺す‑崩れる」
の即興創作を模擬授業形式で体
験し、内容と方法を理解する。
［授業内容］
「絵画・文学」から即興創作
創作ダンス指導実習（マイクロ
ティーチング）ガイダンス
［授業方法］
「ゲルニカ」の即興創作を模擬
授業形式で体験し、内容と方法
を理解する。
即興創作の指導実習について解
説を聞き、担当日を決定する。
［授業内容］
即興創作指導実習①
コンタクト・インプロビゼーシ
ョン

（予習：0.5時間）
ダンス・ウォームアップを作り、指導案を作成し
て練習をする。
テキストの「多様な感じ」を読み、学習の要点と
指導の進め方を理解する。
（復習：0.5時間）
ダンス・ウォームアップの振り返りレポートを作
成する。
創作ダンスの表現技能と指導の要点をノートにま
とめる。

（予習：0.5時間）
テキストの「絵画・文学」を読み、学習の要点と
指導の進め方を理解する。
（復習：0.5時間）
創作ダンスの表現技能と指導の要点をノートにま
とめる。
即興創作指導実習で取り扱う題材をテキストの中
から選ぶ。

（予習：0.5時間）
即興創作指導実習で取り扱う学習題材について指
導案を作成し、学習の要点と指導の手順を把握し
、指導練習をする。

［授業方法］
即興創作指導実習を模擬授業形
式で行い、生徒役が評価を返し
、改善方法について討議する。
コンタクト・インプロビゼーシ
ョンについて体験し、動きによ
るコミュニケーションについて
理解を深める。
［授業内容］
即興創作指導実習②
ソロ創作練習①イメージ課題か
ら

（復習：0.5時間）
即興創作指導実習の振り返りレポートを作成する
。
創作ダンスの表現技能と指導の要点をノートにま
とめる。

［授業方法］
即興創作指導実習を模擬授業形
式で行い、生徒役が評価を返し
、改善方法について討議する。
イメージ課題からのソロ創作の
練習と発表を行い、表現につい
て評価しあう。

（復習：0.5時間）
即興創作指導実習の振り返りレポートを作成する
。
創作ダンスの表現技能と指導の要点をノートにま
とめる。
自由にテーマを設定し、イメージ連想の練習をす
る。
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（予習：0.5時間）
即興創作指導実習で取り扱う学習題材について指
導案を作成し、学習の要点と指導の手順を把握し
、指導練習をする。
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11
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14

中村恭子

中村恭子

中村恭子

中村恭子

中村恭子

［授業内容]
即興創作指導実習③
ソロ創作練習②イメージ課題か
ら

（予習：0.5時間）
即興創作指導実習で取り扱う学習題材について指
導案を作成し、学習の要点と指導の手順を把握し
、指導練習をする。

［授業方法］
即興創作指導実習を模擬授業形
式で行い、生徒役が評価を返し
、改善方法について討議する。
イメージ課題からのソロ創作の
練習と発表を行い、表現につい
て評価しあう。
［授業内容］
即興創作指導実習④
ソロ創作練習③音楽のイメージ
から

（復習：0.5時間）
即興創作指導実習の振り返りレポートを作成する
。
創作ダンスの表現技能と指導の要点をノートにま
とめる。

［授業方法］
即興創作指導実習を模擬授業形
式で行い、生徒役が評価を返し
、改善方法について討議する。
音楽のイメージからのソロ創作
の練習と発表を行い、表現につ
いて評価しあう。
［授業内容］
即興創作指導実習⑤
ソロ創作練習④音楽のイメージ
から

（復習：0.5時間）
即興創作指導実習の振り返りレポートを作成する
。
創作ダンスの表現技能と指導の要点をノートにま
とめる。
多様な音楽を聴き、イメージ連想の練習をする。

［授業方法］
即興創作指導実習を模擬授業形
式で行い、生徒役が評価を返し
、改善方法について討議する。
音楽のイメージからのソロ創作
の練習と発表を行い、表現につ
いて評価しあう。
［授業内容］
ソロ実技試験作品創作

（復習：0.5時間）
即興創作指導実習の振り返りレポートを作成する
。
創作ダンスの表現技能と指導の要点をノートにま
とめる。
多様な音楽を聴き、イメージ連想の練習をする。

［授業方法］
いくつか選んできたイメージと
曲を試しながら、作品のテーマ
を決定する。表したいテーマや
イメージを表現するための動き
や構成を工夫する。
［授業内容］
ソロ作品発表会
鑑賞評価
［授業方法］
踊り込み、発表、相互評価
定期試験は実施しない
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（予習：0.5時間）
即興創作指導実習で取り扱う学習題材について指
導案を作成し、学習の要点と指導の手順を把握し
、指導練習をする。

（予習：0.5時間）
即興創作指導実習で取り扱う学習題材について指
導案を作成し、学習の要点と指導の手順を把握し
、指導練習をする。

（予習：1時間）
ソロ実技試験のテーマを考え、それぞれのイメー
ジにふさわしい曲を選んで準備する。
（復習：1時間）
ソロ実技試験作品の創作および音楽の編集。

（予習：1時間）
ソロ作品の音楽・衣装を準備し、踊り込む。

授業科目名
英語科目名

エアロビックダンスエクササイズ
Aerobic Dance Exercise

授業形態
開講学期

実技・演習
前期

対象学年

3

単位数

1.0

科目責任者 中村 恭子
科目担当者
石井千代江
授業概要
［授業全体の内容］
健康・体力づくりの運動であるエアロビックダンス・エクササイズについて、理論と実技を学び、指導力を
養成する。具体的には、エアロビックダンス・エクササイズの指導に必要な基礎的知識を解説し、運動強度や
目標心拍数について実習を通して理解を図る。基本的なステップ動作の実技を通して示範に必要な運動技能を
身に付ける。基本動作プログラムの指導実習を通して指導の基本技術を身に付ける。運動処方に従ってエクサ
サイズを作成し、自作の運動プログラムを用いた指導実習を行う。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）］
この科目は、スポーツ医科学とスポーツコーチング科学の知識に基づいた健康体力づくりのための運動処方
プログラムである。基礎的な動きの表現技術を身に付けるとともに、多様なニーズに合わせた運動処方の作成
と効果的な実技指導ができる指導者を育成することを目的とする。
［授業の到達目標］
1.エアロビックダンスの基本的動作を習得し、正確で明確な示範ができる。
2.エアロビックダンスの基本的なステップ名称や指示語を理解し、聞き取りやすい大きな声でコールしながら
、対面指導やキューイングを取り入れた指導ができる。
3.対象者の年齢・体力・健康状態・運動目的に応じて運動強度・難度を設定して運動処方を計画し、適切なテ
ンポの音楽・動きを選択してエアロビックダンスの運動プログラムを構成することができる。
4.自作の運動プログラムについて段階指導を取り入れながら、対象者に合わせて指導することができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.エアロビックダンスの基本的動作を習得し、正確で明確な示範ができる。（指導実技テスト）
2.エアロビックダンスの基本的なステップ名称や指示語を理解し、聞き取りやすい大きな声でコールしながら
、対面指導やキューイングを取り入れた指導ができる。（指導実技テスト）
3.対象者の年齢・体力・健康状態・運動目的に応じて運動強度・難度を設定して運動処方を計画し、適切なテ
ンポの音楽・動きを選択してエアロビックダンスの運動プログラムを構成することができる。（運動プログラ
ムの作成レポート）
4.自作の運動プログラムについて段階指導を取り入れながら、対象者に合わせて指導することができる。（自
作プログラムの指導実習）
［成績評価の方法］
指導実技テスト（表現力・指導力）30%、運動プログラムの作成（レポート）20%、自作プログラムの指導実習
30％、授業態度・取り組む姿勢20%を総合して評価する。
履修における留意事項
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［履修要件］
この授業科目は、健康運動指導士、健康運動実践指導者認定試験受験資格取得、およびエアロビック指導員養
成講習会専門科目講習免除のための必修科目である。健康・体力つくり関連業種を志望する学生は是非受講す
ること。経験は問わない。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
実技に適した服装・体育館履きで受講すること。汗ふきタオルと水分補給用のペットボトルを持参すること。
見学・遅刻・早退3回で1回分の欠席としてカウントする。なお、怪我等で十分に実技ができない場合も、故障
者を対象とした運動プログラムの作成と指導実習は可能なので、見学せずに参加すること。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
指導実技テストについては、その場で評価をフィードバックし、改善を求める。
運動プログラム作成レポートについては、作成過程で問題点を指摘し、改善を求める。
［テキスト・参考書等］
1.『健康運動指導士養成講習会用テキスト（上・下）』財団法人健康・体力づくり事業財団．
2.『健康運動実践指導者用テキスト』財団法人健康・体力づくり事業財団．
3.『公認スポーツプログラマー専門科目テキスト』財団法人日本体育施設協会．
4.『エアロビック指導教本』日本エアロビック連盟．
1.2.3.4.は選択制の任意テキストである。各自受験する資格に関係するテキストを購入すること。その他、
必要に応じて資料を配布するので、予習復習に役立ててもらいたい。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：中村恭子
E‑mail：k‑nakamu［at］Juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：前期期間中の火曜日10：30〜17：00
場所：1号館5階1501室 ダンス運動学研究室
※上記以外の日時での質問等は事前にメールで予約すること。
備考
［学修時間］
この科目は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の合計45時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
実技力だけでなく指導力養成を目標とする授業であるので、指導者としての心構えをもって受講すること。運
動技術や指導技術の習得には時間がかかるので、復習をしっかり行うこと。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中村恭子
（予習：0.5時間）
1
［授業内容］
石井千代江
エアロビクスの理論と運動効果 エアロビックダンスについて関連書籍を読む。
エアロビックダンスの特徴
（復習：0.5時間）
エアロビックダンスの運動強度設定と目標心拍数
［授業方法］
エアロビクスの理論に関する講 の算出方法についてまとめる。
義、安静時心拍数の測り方と目
標心拍数の算出方法の演習を行
う。
中村恭子
（予習：0.5時間）
2
［授業内容］
石井千代江
エアロビックダンスの基本ステップについてテキ
基本プログラムの理解
実技実習①ウォーキングレベル ストを読み理解する。
のエクササイズ
（復習：0.5時間）
ウォーキングレベルの基本プログラムを練習して
［授業方法］
指導者の動きを模倣して基本プ スムーズに実演できるようにする。
ログラムの動きを理解する。数
名のグループで教えあい、基本
プログラムの動きを習得する。
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3

4

5

中村恭子
石井千代江

中村恭子
石井千代江

中村恭子
石井千代江

6

中村恭子
石井千代江

7

中村恭子
石井千代江

（予習：0.5時間）
［授業内容］
実技実習②ジョギングレベルの 曲速度に適合するステップ動作について、テキス
トを読み理解する。
エクササイズ
［授業方法］
指導者の動きを模倣して、ウォ
ーキングレベルからジョギング
レベルに動きを発展させる経緯
を理解する。数名のグループで
教え合い、ジョギングレベルの
プログラムを習得する。
［授業内容］
基本プログラムの実技指導技術
①
正確で明確な動作の習得、対面
指導の理解と練習、
簡潔な指導言語と発声練習
［授業方法］
2人組で対面し、1人が指導者役
、1人が参加者役で対面指導の
練習をし、評価しあう。
［授業内容］
基本プログラムの実技指導技術
②
適切な指示のタイミング（キュ
ーイング）、指示動作の工夫

（復習：0.5時間）
ジョギングレベルのプログラムを練習してスムー
ズに実演できるようにする。

（予習：0.5時間）
指導者の役割についてテキストを読み理解する。
基本ステップの名称を覚える。
（復習：0.5時間）
基本プログラムの実技指導技術（正確で明確な動
作・対面指導）がスムーズに実演できるように練
習する。基本ステップ名称を覚える。

（予習：0.5時間）
指導者の役割についてテキストを読み理解する。
基本ステップの名称を覚える。

（復習：0.5時間）
基本プログラムの実技指導技術（キューイング・
指示動作）がスムーズに実演できるように練習す
［授業方法］
2人組で対面し、1人が指導者役 る。基本プログラムの内容を覚え、スムーズに指
、1人が参加者役で対面指導お 導を展開できるように練習する。
よびキューイングの練習をし、
評価しあう。
（予習：1時間）
［授業内容］
基本プログラムの実技指導技術 基本プログラムの実技指導技術について確認し、
練習して実技指導テストに備える。
③
実技指導テスト①
（復習：0.5時間）
実技指導技術について要点をまとめる。
［授業方法］
5人組で1人が指導者、4人が参
加者となり、基本プログラムの
ルーティンによる実技指導を行
い、教員が合否を判定する。全
員が合格するまで繰り返し試験
する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
応用プログラムの実技実習① エアロビックダンスの応用プログラムについて調
ステップ台を用いたエクササイ べる。
ズ
（復習：0.5時間）
ステップ台を用いたエクササイズにおけるステッ
［授業方法］
教師の動きを模倣して基本的な プ名称と踏みかえ動作の要点をまとめる。椅子を
動きを習得する。2人組でステ 用いたエクササイズを考案する。
ップ台を用いた動きを工夫して
短いフレーズを作り、他チーム
と教えあう。
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8

中村恭子
石井千代江

9

中村恭子
石井千代江

10

中村恭子
石井千代江

11

12

中村恭子
石井千代江

中村恭子
石井千代江

（予習：0.5時間）
［授業内容］
応用プログラムの実技実習② 手具を用いた体操や中高年層向きの健康体操につ
ボールや縄跳び等の手具を用い いて調べる。
たエクササイズ
（復習：0.5時間）
ボールや縄跳びを用いたエクササイズの動作の要
［授業方法］
教師の動きを模倣して基本的な 点をまとめる。その他の手具を用いたエクササイ
手具の使い方やエクササイズへ ズを考案する。
の応用の仕方を理解する。2人
組でその他の手具を用いた動き
を考案し、他チームと教えあう
。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
応用プログラムの実技実習③ スポーツジム等のスタジオレッスンにおける運動
キック・ボクシングの動作を用 プログラムの多様性について調べる。
いたエクササイズ
（復習：0.5時間）
キック・ボクシングの動きを用いたエクササイズ
［授業方法］
教師の動きを模倣して、スポー の要点をまとめる。その他のスポーツ動作を用い
ツの動きをリズムに乗せてエク たエクササイズを考案する。
ササイズに応用する方法を理解
する。2人組でその他のスポー
ツを応用した動きを考案し、他
のチームと教えあう。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
特定の個人を対象とした運動プログラム作成に当
運動プログラムの作成①
対象・目的に応じた運動処方の たり、対象者を決め、年齢・性別・体格・安静時
作成、運動強度・難度、曲速度 心拍数・運動経験・日頃の活動状況・運動目的な
どの個人の特性を調べる。
の設定、目標心拍数の算出
［授業方法］
1人の対象者を決め、目的に応
じた運動プログラムを考案する
。考案したプログラムについて
グループで意見交換し、ブラッ
シュアップする。
［授業内容］
運動プログラムの作成②
運動処方に応じた運動プログラ
ムの構成、指導言語・キューイ
ング等の練習
［授業方法］
作ったプログラムを実演し、グ
ループ内で対面指導で教えあっ
て問題点を確認し、修正する。
［授業内容］
運動強度管理①
心拍計を用いた運動強度の測定
、自作プログラムの運動強度の
分析
［授業方法］
心拍計を装着して自作プログラ
ムを10分間実施し、運動強度を
測定する。結果を分析し、問題
点を検討する。
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（復習：1時間）
運動プログラム作成の続きを考案する。

（予習：0.5時間）
自作プログラムに適した楽曲を探し、音源を準備
する。
（復習：0.5時間）
自作プログラムの修正。使用曲の編集。

（予習：0.5時間）
自作プログラムをスムーズに実施できるように練
習する。
（復習：0.5時間）
自作プログラムの運動強度測定結果の分析レポー
ト作成。

13

中村恭子
石井千代江

14

中村恭子
石井千代江

（予習：0.5時間）
［授業内容］
運動強度測定結果にもとづく自作プログラムの修
運動強度管理②
測定結果にもとづくプログラム 正案を考える。
の修正
（復習：0.5時間）
修正した自作プログラムを練習する。
［授業方法］
心拍数が安定していない部分の
動きを修正し、練習する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
自作プログラムの実技指導実習 段階指導のための指導手順を考案する。
段階指導の計画と実技指導練習
（復習：0.5時間）
自作プログラムの段階指導を練習する。
［授業方法］
自作プログラムの段階指導を考
案し、グループで指導しあい、
動きやすさを評価しあい修正す
る。
「定期試験」
自作プログラム実技指導テスト
および相互評価
［試験方法］
5人組で1人が指導者役、4人が
参加者役のロールプレイ方式で
実技指導する。教師の評価と同
時に、参加者4人が受講しての
相互評価を行い、フィードバッ
クする。
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授業科目名
英語科目名

フォークダンス
Folk Dance

授業形態
開講学期

実技
後期

対象学年

3

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

中村

恭子

授業概要
［授業全体の内容］
世界各地・各民族に伝承されている舞踊を学び、自文化への理解につなげる。踊りを通して相手や仲間との
コミュニケーションを図るとともに、身体表現による意思疎通の方法について理解する。小学校・中学・高校
の表現運動・ダンス領域のフォークダンスの基本的曲目を学び、指導の手順を理解する。欧米のフォークダン
スや日本の民踊りに加え、アジア・アフリカ諸国の民俗舞踊・民族舞踊、社交ダンスの基礎など多数の曲目を
学ぶ。踊り方の分からないところを仲間と教えあって習得する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教
養、及びそれらの活用能力」を身に付ける。また、スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力ない
しは研究できる能力を身に付けることを目的とする。
フォークダンスは人々の交流を図るための身体活動として古くから活用されてきた。学校教育や社会体育、
社会福祉の現場で活用できるコミュニケーション手段である。各曲目の踊り方の特徴を習得するとともに、参
加者のスムーズな交流を促す指導方法を身に付けた運動指導者を育成できる。
［授業の到達目標］
1.世界各地のフォークダンスの踊り方を習得し、仲間と交流しながら踊ることができる。
2.フォークダンスの基礎用語や踊りの特徴、世界各地の踊りの背景にある歴史・風土・文化を理解できる。
3.自身の郷土の民踊・民俗芸能を調査し、踊り方を理解して、仲間に説明、指導できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.世界各地のフォークダンスの踊り方を習得し、仲間と交流しながら踊ることができる。（平常点）
2.フォークダンスの基礎用語や踊りの特徴、世界各地の踊りの背景にある歴史・風土・文化を理解できる。（
平常点）
3.自身の郷土の民踊・民俗芸能を調査し、踊り方を理解して、仲間に説明、指導できる。（レポート・指導実
習）
［成績評価の方法］
実技力（平常点）50%、郷土の民踊･民俗芸能に関する調査レポート20%、郷土の民踊・民俗芸能の指導20％
、授業態度・取り組む姿勢10%
履修における留意事項
［履修要件］
実技経験は問わない。教員、社会体育指導者、国際交流を志している学生の受講をお薦めする。
［履修上の注意］
遅刻・早退は30分以内とし、3回で1回分の欠席に換算する。
［試験等の課題に対するフィードバックの方法］
実技については、随時その場で評価を返し、改善を求める。
レポート課題については、コメントを記入して返却する。
［テキスト・参考書］
1.『明日からトライ！ダンスの授業』 全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2011
2.『みんなでトライ！表現運動の授業』 全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2015
3.『世界と日本のフォークダンス』 日本フォークダンス連盟編、大修館書店、1988
4.『世界のダンス』 ジェラルド・ジョナス著、田中祥子・山口順子訳、大修館書店、2000
１.2はテキスト、3.4は参考書である。その他、適宜資料を配布するので、テキスト等と合わせて予習・
復習に活用すること。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：中村恭子
E‑mail：k‑nakamu［at］Juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：後期期間中の火曜日10：30〜14：00
場所：1号館5階1501室 ダンス運動学研究室
※上記以外の日時での質問等は事前にメールで予約すること。
備考
［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
フォークダンス（外国のフォークダンスおよび日本の民踊）は、学校体育のダンス領域の種目の一つである
とともに、老若男女が気軽に楽しめるリクリエーション種目でもある。曲目数は主なものだけでも数百種類あ
るので、特徴と踊り方をノートに記録するなどしてしっかり覚えて踊り方を身に付け、学校体育や社会体育現
場での運動指導ができるようすること。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中村恭子
（復習：1時間）
1
［授業内容］
世界各地の民族舞踊の歴史的背 世界各地の民俗舞踊・民族舞踊の種類について調
べ、まとめる。
景と文化的特徴
欧米のフォークダンスの基礎用
語

2

3

中村恭子

中村恭子

［授業方法］
フォークダンスの歴史、踊の種
類と分類について解説と映像資
料から理解を深める。欧米のフ
ォークダンスの基礎用語につい
て実技を交えて理解する。
［授業内容］
欧米のフォークダンス①
オクラホマ・ミキサー（アメリ
カ）
ドードレブスカ・ポルカ（チェ
コ）
［授業方法］
踊の特徴や由来について解説を
聞き、踊り方を覚えて踊る。踊
り方の分からない点について仲
間と教えあって習得する。
［授業内容］
欧米のフォークダンス②
キンダー・ポルカ（ドイツ）
タタロチカ（ロシア）
コロブチカ（ロシア）
［授業方法］
踊の特徴や由来について解説を
聞き、踊り方を覚えて踊る。踊
り方の分からない点について仲
間と教えあって習得する。
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（予習：0.5時間）
欧米のフォークダンスについて、踊りの特徴と文
化的背景について調べる。
（復習：0.5時間）
習った曲目の踊り方を練習する。

（予習：0.5時間）
欧米のフォークダンスについて、踊りの特徴と文
化的背景について調べる。
（復習：0.5時間）
習った曲目の踊り方を練習する。

4

5

6

7

8

中村恭子

中村恭子

中村恭子

中村恭子

中村恭子

［授業内容］
欧米のフォークダンス③
グスタフスコール（スウェーデ
ン）
バージニア・リール（アメリカ
）
ミザルー（ギリシャ）
［授業方法］
踊の特徴や由来について解説を
聞き、踊り方を覚えて踊る。踊
り方の分からない点について仲
間と教えあって習得する。
［授業内容］
欧米のフォークダンス④
ヒンキー・ディンキ・パーリ・
ブー（アメリカ）
パティケーク・ポルカ（アメリ
カ）
トゥ・トゥール（デンマーク）
［授業方法］
踊の特徴や由来について解説を
聞き、踊り方を覚えて踊る。踊
り方の分からない点について仲
間と教えあって習得する。
［授業内容］
中近東のフォークダンス
マイム・マイム（イスラエル）
ハーモニカ（イスラエル）
ベリーダンス（トルコ）
［授業方法］
踊の特徴や由来について解説を
聞き、踊り方を覚えて踊る。踊
り方の分からない点について仲
間と教えあって習得する。
［授業内容］
アジア・アフリカのフォークダ
ンス
バンブーダンス（フィリピン）
ツェンツー（チベット）
パタ・パタ（南アフリカ）
［授業方法］
踊の特徴や由来について解説を
聞き、踊り方を覚えて踊る。踊
り方の分からない点について仲
間と教えあって習得する。
［授業内容］
日本の民踊①
郡上踊り「春駒」（岐阜県）
阿波踊り（徳島県）
よさこい鳴子踊り（高知県）
［授業方法］
踊の特徴や由来について解説を
聞き、踊り方を覚えて踊る。踊
り方の分からない点について仲
間と教えあって習得する。
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（予習：0.5時間）
欧米のフォークダンスについて、踊りの特徴と文
化的背景について調べる。
（復習：0.5時間）
習った曲目の踊り方を練習する。

（予習：0.5時間）
欧米のフォークダンスについて、踊りの特徴と文
化的背景について調べる。
（復習：0.5時間）
習った曲目の踊り方を練習する。

（予習：0.5時間）
中近東のフォークダンスについて、踊りの特徴と
文化的背景について調べる。
（復習：0.5時間）
習った曲目の踊り方を練習する。

（予習：0.5時間）
アジア・アフリカのフォークダンスについて、踊
りの特徴と文化的背景について調べる。
（復習：0.5時間）
習った曲目の踊り方を練習する。

（予習：0.5時間）
日本の民踊について、踊りの特徴と文化的背景に
ついて調べる。
（復習：0.5時間）
習った曲目の踊り方を練習する。

9

中村恭子

10

中村恭子

11

中村恭子

12

13

中村恭子

中村恭子

［授業内容］
日本の民踊②
さんさ踊り（岩手県・盛岡市）
八木節踊り（群馬県・桐生市）
花笠音頭（山形県）

（予習：0.5時間）
日本の民踊について、踊りの特徴と文化的背景に
ついて調べる。
（復習：0.5時間）
習った曲目の踊り方を練習する。

［授業方法］
踊の特徴や由来について解説を
聞き、踊り方を覚えて踊る。踊
り方の分からない点について仲
間と教えあって習得する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ボールルームダンスの基礎① ボールルームダンスについて、踊りの特徴と文化
ワルツステップ（ストレート、 的背景について調べる。
リバース、ボックス、ターン）
（復習：0.5時間）
習った曲目の踊り方を練習する。
［授業方法］
踊の特徴や由来について解説を
聞き、踊り方を覚えて踊る。踊
り方の分からない点について仲
間と教えあって習得する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ボールルームダンスの基礎② 欧米のパーティダンスについて、歴史と種類を調
べる。
ワルツステップの復習
欧米のフォークダンス④
オスロー・ワルツ（スイス）ワ （復習：0.5時間）
習った曲目の踊り方を練習する。
ルツ
タンゴ・ミクサー（アメリカ）
［授業方法］
踊の特徴や由来について解説を
聞き、踊り方を覚えて踊る。踊
り方の分からない点について仲
間と教えあって習得する。
［授業内容］
ダンスパーティ
欧米のフォークダンス⑤
シングルベル
赤鼻のトナカイ（アメリカ）
［授業方法］
踊の特徴や由来について解説を
聞き、踊り方を覚えて踊る。踊
り方の分からない点について仲
間と教えあって習得する。
［授業内容］
日本の民踊③
ソーラン節（北海道・積丹町）
南中ソーラン（稚内市）
エイサー「唐船ドーイ」（沖縄
県）
［授業方法］
踊の特徴や由来について解説を
聞き、踊り方を覚えて踊る。踊
り方の分からない点について仲
間と教えあって習得する。
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（予習：0.5時間）
レクリエーションダンスの歴史と種類について調
べる。
（復習：0.5時間）
習った曲目の踊り方を練習する。

（予習：0.5時間）
日本の民踊について、踊りの特徴と文化的背景に
ついて調べる。
（復習：0.5時間）
習った曲目の踊り方を練習する。
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中村恭子

（予習：2時間）
各自の出身地の民踊の特徴や由来を調査し、レポ
ートにまとめる。
踊り方が分かる動画を探し、踊り方を覚え、指導
［授業方法］
各自の出身地に伝わる民踊・民 できるように準備する。
俗芸能について調査内容を発表
・実演し、踊り方の指導を行う
。交代で教え合い、一緒に踊る
。
定期試験は実施しない
［授業内容］
出身地の民踊紹介
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授業科目名
英語科目名

レクリエーションスポーツ
Recreational Sports

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

3

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

中丸

信吾

授業概要
[授業全体の内容]
この授業科目は、各種レクリエーションスポーツやゲーム創作活動を通して、レクリエーションとは何か、レ
クリエーショナルなスポーツとは何かを理解し実践できるようになることを目的としている。授業内容は、様
々なレクリエーションスポーツ、コミュニケーションを促すようなレクリエーションゲームやチームビルディ
ングなどに活かせるゲームについて学習する。また、授業内容をもとに新たなゲームを創作し発表会を行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした教養」、「コミュニケーション力」という学位授与方針の達成
に寄与する。
この授業の目的は、各種レクリエーションスポーツやゲーム創作活動を通して、レクリエーションとは何か、
レクリエーショナルなスポーツとは何かを理解し実践できるようになること。
[授業の到達目標]
1. 様々なレクリエーションスポーツの実践を通して、レクリエーションとはどういうことかを理解できる。
2. スポーツの楽しさや楽しみ方を理解し、他者との関わり（コミュニケーション）も踏まえ、レクリエーシ
ョナルなスポーツ活動を理解し実践できるようになる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 様々なレクリエーションスポーツの実践を通して、レクリエーションとはどういうことかを理解できる（
ゲーム創作・レポート試験）。
2. スポーツの楽しさや楽しみ方を理解し、他者との関わり（コミュニケーション）も踏まえ、レクリエーシ
ョナルなスポーツ活動を理解し実践できる（授業への取り組み）。
[成績評価の方法]
授業への取り組み50％ 課題評価（ゲーム創作）30％ レポート試験20％
履修における留意事項
[履修要件]
本授業は、前期および後期にそれぞれ半期で開講している。また、配当学年は3年および4年としている。
授業では、教育実習による欠席の配慮は行わないため、受講希望者は教育実習と重ならない学期・学年で履修
すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
服装は、トレーニングウェア等の運動できる服装とする。シューズは屋外用シューズ、室内用シューズをそれ
ぞれ準備のこと。サンダルでの受講不可とする。
1回の授業について、30分以上遅刻した場合は、その回の授業を欠席扱いとする。遅刻及び早退は3回で1回分
の欠席とカウントする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
レポートは、授業にて課題評価のポイントを説明しフィードバックを行う。
課題（ゲーム創作）は、成果物に対し教員および受講生からのフィードバックを行う。
[テキスト・参考書等]
必要に応じて資料を配布する。
参考書：改訂版ニュースポーツ辞典、北川勇人、遊戯社、2000年
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：中丸信吾
E‑mail：snakama@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：火曜日・水曜日の昼休み
場所：1号館5階1502室（野外教育研究室）
質問や相談がある場合は、できるだけ事前に連絡してください。
備考
［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
この科目は、社会体育指導者に関する科目として位置付けられている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中丸
（予習：0.5時間）
1
［授業内容］
授業の到達目標や展開、成績評 シラバスの内容を確認する。
価、その他諸注意について理解 （復習：0.5時間）
本授業の到達目標と展開、成績評価、諸注意につ
する。
いて整理する。
［授業方法］
授業の到達目標に沿った展開に
ついて説明し、成績評価、その
他諸注意について明示する。
中丸
（予習：0.5時間）
2
［授業内容］
アイスブレイクについて実践し アイスブレイクについて調べる。
（復習：0.5時間）
理解する。
レクリエーションゲームを用いた交流の深め方に
［授業方法］
レクリエーションゲームを用い ついて振り返る。
てアイスブレイクを実践する。
中丸
（予習：0.5時間）
3
［授業内容］
フライングディスクのスローを フライングディスクについて調べる。
（復習：0.5時間）
実践し理解する。
スローの種類やコツを整理する。
［授業方法］
フライングディスクを遠くに安
定して飛ばす方法を説明し実践
する。
中丸
（予習：0.5時間）
4
［授業内容］
フライングディスクを用いたゲ ディスクゴルフについて調べる。
ーム（ディスクゴルフ）を実践 （復習：0.5時間）
ディスクゴルフのルールを確認し理解を深める。
し理解する。
［授業方法］
ディスクゴルフのルールや楽し
み方を説明し実践する。
中丸
（予習：0.5時間）
5
［授業内容］
フライングディスクを用いたゲ アルティメットについて調べる。
ーム（アルティメット）を実践 （復習：0.5時間）
アルティメットのルールを確認し理解を深める。
し理解する。
［授業方法］
アルティメットのルールや楽し
み方を説明し実践する。
中丸
（予習：0.5時間）
6
［授業内容］
ペタンクを実践しルールや楽し ペタンクについて調べる。
（復習：0.5時間）
み方を理解する。
ペタンクのルールを確認し理解を深める。
［授業方法］
ペタンクのルールや楽しみ方を
説明し実践する。
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7

中丸

8

中丸

9

中丸

10

中丸

11

中丸

12

中丸

13

中丸

14

中丸

［授業内容］
クッブを実践しルールや楽しみ
方を理解する。
［授業方法］
クッブのルールや楽しみ方を説
明し実践する。
［授業内容］
インディアカを実践しルールや
楽しみ方を理解する。
［授業方法］
インディアカのルールや楽しみ
方を説明し実践する。
［授業内容］
ユニバーサルホッケーを実践し
ルールや楽しみ方を理解する。
［授業方法］
ユニバーサルホッケーのルール
や楽しみ方を説明し実践する。
［授業内容］
スラックラインを実践し楽しみ
方を理解する。
［授業方法］
スラックラインに上手にバラン
スよく乗るための方法を説明し
習得する。
［授業内容］
ASEを実践し理解する。
［授業方法］
小集団でのグループワークを通
してASEを理解し実践する。
［授業内容］
ASEを実践しチームビルディン
グの過程を学ぶ。
［授業方法］
小集団でのグループワークを通
してASEを理解し実践する。
［授業内容］
ゲームを創作する。
［授業方法］
小集団のグループワークにより
ゲームを創作しゲームシートに
まとめる。
［授業内容］
創作したゲームのプレゼンテー
ションを行う。
［授業方法］
創作ゲームのプレゼンテーショ
ンを行い、ゲームをより楽しむ
ための意見を出し合う。
定期試験（レポート）
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（予習：0.5時間）
クッブについて調べる。
（復習：0.5時間）
クッブのルールを確認し理解を深める。

（予習：0.5時間）
インディアカについて調べる。
（復習：0.5時間）
インディアカのルールを確認し理解を深める。

（予習：0.5時間）
ユニバーサルホッケーについて調べる。
（復習：0.5時間）
ユニバーサルホッケーのルールを確認し理解を深
める。
（予習：0.5時間）
スラックラインについて調べる。
（復習：0.5時間）
上手に乗るための体の使い方について整理する。

（予習：0.5時間）
チームビルディングについて調べる。
（復習：0.5時間）
アクティビティを用いたチームビルディングにつ
いて理解を深める。
（予習：0.5時間）
チームビルディングについて調べる。
（復習：0.5時間）
アクティビティを用いたチームビルディングにつ
いて理解を深める。
（予習：0.5時間）
ゲームシートの原案を事前に準備する。
（復習：0.5時間）
プレゼンテーションの準備をする。

（予習：0.5時間）
プレゼンテーションの準備をする。
（復習：1.5時間）
ゲーム創作のアイデアを共有する。
授業内容を振り返りまとめる。

学修時間
授業30時間、準備学習15時間、計45時間

授業科目名
英語科目名

レクリエーションスポーツ
Recreational Sports

授業形態
開講学期

実技
後期

対象学年

3

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

中丸

信吾

授業概要
[授業全体の内容]
この授業科目は、各種レクリエーションスポーツやゲーム創作活動を通して、レクリエーションとは何か、レ
クリエーショナルなスポーツとは何かを理解し実践できるようになることを目的としている。授業内容は、様
々なレクリエーションスポーツ、コミュニケーションを促すようなレクリエーションゲームやチームビルディ
ングなどに活かせるゲームについて学習する。また、授業内容をもとに新たなゲームを創作し発表会を行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした教養」、「コミュニケーション力」という学位授与方針の達成
に寄与する。
この授業の目的は、各種レクリエーションスポーツやゲーム創作活動を通して、レクリエーションとは何か、
レクリエーショナルなスポーツとは何かを理解し実践できるようになること。
[授業の到達目標]
1. 様々なレクリエーションスポーツの実践を通して、レクリエーションとはどういうことかを理解できる。
2. スポーツの楽しさや楽しみ方を理解し、他者との関わり（コミュニケーション）も踏まえ、レクリエーシ
ョナルなスポーツ活動を理解し実践できるようになる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 様々なレクリエーションスポーツの実践を通して、レクリエーションとはどういうことかを理解できる（
ゲーム創作・レポート試験）。
2. スポーツの楽しさや楽しみ方を理解し、他者との関わり（コミュニケーション）も踏まえ、レクリエーシ
ョナルなスポーツ活動を理解し実践できるようになる（授業への取り組み）。
[成績評価の方法]
授業への取り組み50％ 課題評価（ゲーム創作）30％ レポート試験20％
履修における留意事項
[履修要件]
本授業は、前期および後期にそれぞれ半期で開講している。また、配当学年は3年および4年としている。
授業では、教育実習による欠席の配慮は行わないため、受講希望者は教育実習と重ならない学期・学年で履修
すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
服装は、トレーニングウェア等の運動できる服装とする。シューズは屋外用シューズ、室内用シューズをそれ
ぞれ準備のこと。サンダルでの受講不可とする。
1回の授業について、30分以上遅刻した場合は、その回の授業を欠席扱いとする。遅刻及び早退は3回で1回分
の欠席とカウントする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
レポートは、授業にて課題評価のポイントを説明しフィードバックを行う。
課題（ゲーム創作）は、成果物に対し教員および受講生からのフィードバックを行う。
[テキスト・参考書等]
必要に応じて資料を配布する。
参考書：改訂版ニュースポーツ辞典、北川勇人、遊戯社、2000年
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：中丸信吾
E‑mail：snakama@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：火曜日・水曜日の昼休み
場所：1号館5階1502室（野外教育研究室）
質問や相談がある場合は、できるだけ事前に連絡してください。
備考
［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
この科目は、社会体育指導者に関する科目として位置付けられている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中丸
（予習：0.5時間）
1
［授業内容］
授業の到達目標や展開、成績評 シラバスの内容を確認する。
価、その他諸注意について理解 （復習：0.5時間）
本授業の到達目標と展開、成績評価、諸注意につ
する。
いて整理する。
［授業方法］
授業の到達目標に沿った展開に
ついて説明し、成績評価、その
他諸注意について明示する。
中丸
（予習：0.5時間）
2
［授業内容］
アイスブレイクについて実践し アイスブレイクについて調べる。
（復習：0.5時間）
理解する。
レクリエーションゲームを用いた交流の深め方に
［授業方法］
レクリエーションゲームを用い ついて振り返る。
てアイスブレイクを実践する。
中丸
（予習：0.5時間）
3
［授業内容］
フライングディスクのスローを フライングディスクについて調べる。
（復習：0.5時間）
実践し理解する。
スローの種類やコツを整理する。
［授業方法］
フライングディスクを遠くに安
定して飛ばす方法を説明し実践
する。
中丸
（予習：0.5時間）
4
［授業内容］
フライングディスクを用いたゲ ディスクゴルフについて調べる。
ーム（ディスクゴルフ）を実践 （復習：0.5時間）
ディスクゴルフのルールを確認し理解を深める。
し理解する。
［授業方法］
ディスクゴルフのルールや楽し
み方を説明し実践する。
中丸
（予習：0.5時間）
5
［授業内容］
フライングディスクを用いたゲ アルティメットについて調べる。
ーム（アルティメット）を実践 （復習：0.5時間）
アルティメットのルールを確認し理解を深める。
し理解する。
［授業方法］
アルティメットのルールや楽し
み方を説明し実践する。
中丸
（予習：0.5時間）
6
［授業内容］
ペタンクを実践しルールや楽し ペタンクについて調べる。
（復習：0.5時間）
み方を理解する。
ペタンクのルールを確認し理解を深める。
［授業方法］
ペタンクのルールや楽しみ方を
説明し実践する。
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［授業内容］
クッブを実践しルールや楽しみ
方を理解する。
［授業方法］
クッブのルールや楽しみ方を説
明し実践する。
［授業内容］
インディアカを実践しルールや
楽しみ方を理解する。
［授業方法］
インディアカのルールや楽しみ
方を説明し実践する。
［授業内容］
ユニバーサルホッケーを実践し
ルールや楽しみ方を理解する。
［授業方法］
ユニバーサルホッケーのルール
や楽しみ方を説明し実践する。
［授業内容］
スラックラインを実践し楽しみ
方を理解する。
［授業方法］
スラックラインに上手にバラン
スよく乗るための方法を説明し
習得する。
［授業内容］
ASEを実践し理解する。
［授業方法］
小集団でのグループワークを通
してASEを理解し実践する。
［授業内容］
ASEを実践しチームビルディン
グの過程を学ぶ。
［授業方法］
小集団でのグループワークを通
してASEを理解し実践する。
［授業内容］
ゲームを創作する。
［授業方法］
小集団のグループワークにより
ゲームを創作しゲームシートに
まとめる。
［授業内容］
創作したゲームのプレゼンテー
ションを行う。
［授業方法］
創作ゲームのプレゼンテーショ
ンを行い、ゲームをより楽しむ
ための意見を出し合う。
定期試験（レポート）
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（予習：0.5時間）
クッブについて調べる。
（復習：0.5時間）
クッブのルールを確認し理解を深める。

（予習：0.5時間）
インディアカについて調べる。
（復習：0.5時間）
インディアカのルールを確認し理解を深める。

（予習：0.5時間）
ユニバーサルホッケーについて調べる。
（復習：0.5時間）
ユニバーサルホッケーのルールを確認し理解を深
める。
（予習：0.5時間）
スラックラインについて調べる。
（復習：0.5時間）
上手に乗るための体の使い方について整理する。

（予習：0.5時間）
チームビルディングについて調べる。
（復習：0.5時間）
アクティビティを用いたチームビルディングにつ
いて理解を深める。
（予習：0.5時間）
チームビルディングについて調べる。
（復習：0.5時間）
アクティビティを用いたチームビルディングにつ
いて理解を深める。
（予習：0.5時間）
ゲームシートの原案を事前に準備する。
（復習：0.5時間）
プレゼンテーションの準備をする。

（予習：0.5時間）
プレゼンテーションの準備をする。
（復習：1.5時間）
ゲーム創作のアイデアを共有する。
授業内容を振り返りまとめる。

学修時間
授業30時間、準備学習15時間、計45時間

授業科目名
英語科目名

キャンプ
Camping

授業形態
開講学期

実習
集中

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

中丸

信吾

授業概要
[授業全体の内容]
キャンプについて、野外生活技術、環境を配慮した活動、登山等の活動、クラフト、キャンプファイヤー等を
体験し学ぶとともに、キャンプを通して対人関係や環境への配慮についても理解を深める。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした教養」、「コミュニケーション力」という学位授与方針の達成
に寄与する。
この授業の目的は、自然体験活動のひとつとしてのキャンプを体験すること。キャンプを通して対人関係や環
境への配慮について理解すること。
[授業の到達目標]
1．キャンプでの諸活動を体験し学ぶことで、キャンプの基礎を理解し実践することができるようになる。
2．キャンプを通して対人関係や環境への配慮について理解を深め、学生生活や社会生活で自ら実践できるよ
うになる。
成績評価
[成績評価の基準]
1．キャンプでの諸活動を体験を通してキャンプの基礎について理解できているか、実技およびレポート試験
により評価する。
2．キャンプを通して対人関係や環境への配慮について理解できているか、実技およびレポート試験により評
価する。
[成績評価の方法]
実習へ取り組む姿勢（対人関係や環境配慮への理解度を含む）50%、野外活動技術の習得30%、レポート20%
履修における留意事項
[履修要件]
参加希望者が200名以上の場合はガイダンスⅠにて抽選を行うことがある。
キャンプ参加者は実習全日程（5日間）および全ての事前ガイダンス、事後報告会に出席するものとする。
野外教育論を受講することが望ましい。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
実習参加者は、寝袋、マット、リュックサック（30L程度）、雨具（上下セパレートタイプ）を必ず準備する
こと。
特に雨具は安全上、重要であるため、出発時にチェックを行う。持参していない場合はキャンプの参加を認め
ない。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
実習期間中は実習のねらいに対しての到達度を振り返りによりフィーバックする。また、レポートについては
、実習後に行うキャンプ報告会にてフィードバックを行う。
[テキスト・参考書等]
テキスト：順天堂大学キャンプ実習ハンドブックおよび配布資料
参考書：キャンプ指導者入門（公益社団法人日本キャンプ協会）
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：中丸信吾
E‑mail：snakama@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：火曜日・水曜日の昼休み
場所：1号館5階1502室（野外教育研究室）
質問や相談がある場合は、できるだけ事前に連絡してください。
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備考
［学修時間］
この授業は、実習の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
本学は公益社団法人日本キャンプ協会認定キャンプインストラクターの課程認定校となっており、本実習の内
容を習得し別途認定試験を受けることでキャンプインストラクターの資格取得が可能である。（別途公認料が
必要となる。）
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中丸
（予習：1.5時間）
1
[授業内容]
キャンプとは・実習概要の説明 シラバスの内容を予めよく読み、実習の概要や目
・実施要項確認・申し込み方法 標などを確認する。
についてのガイダンスを行う。 （復習：1.5時間）
キャンプについて理解した上で、実施要項および
[授業方法]
4月下旬のに指定の教室にて行 申し込み方法について確認し、期日までに申し込
みを行う。
う。
実施要項を配布し、キャンプと
は・実習概要の説明・実施要項
確認・申し込み方法について説
明する。
※参加希望者多数の場合は抽選
を行う。
中丸
（予習：1.5時間）
2
[授業内容]
キャンプの装備についてのガイ 実施要項に記載の必要な装備を確認し、キャンプ
ダンスを行い、実習班を提示し の装備にはどのようなものがあるか予習する。
（復習：1.5時間）
役割分担を決定する。
装備の必要性について理解を深め、本実習までに
[授業方法]
6月上旬のに指定の教室にて行 必要な装備を準備する。
う。
キャンプの装備資料を配布し、
キャンプの装備にについて説明
する。また、提示された実習班
ごとに役割分担を決定する。
中丸
（予習：1.5時間）
3
[授業内容]
野外生活技術・実習詳細および 班内で連絡を取り合い、実習の内容や装備などに
事前準備についてガイダンスを ついての情報を共有しておく。
（復習：1.5時間）
行う。
実習ハンドブックを熟読し、本実習での実践に向
[授業方法]
7月上旬のに指定の教室にて行 けて野外生活技術を中心とした基礎知識について
理解を深める。
う。
実習ハンドブックを配布し、野
外生活技術・実習詳細および事
前準備について説明する。
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[授業内容]
本実習（4泊5日）を行う。
[授業方法]
9月中旬に4泊5日で本実習を行
う。
場所：国立花山青少年自然の家
南蔵王野営場 （宮城県白石
市）
集散：順天堂大学（バスにより
移動）
内容：野外生活体験、環境を配
慮した活動、登山等の身体的活
動、クラフト、キャンプファイ
ヤー等
参加費：17,000円（別途バス代
） ※H30年度の金額
[授業内容]
キャンプ報告会を行う。
[授業方法]
10月下旬〜11月中旬に指定の教
室にて行う。キャンプ報告会と
して実習の振り返り、キャンプ
会計報告を行う。
※記録DVDの配布
定期試験（レポート）
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（予習：1時間）
必要な装備の準備と最終確認をする。また、宿泊
を伴う実習であるので十分に体調を整える。
（復習：2時間）
実習中の活動内容や感じたことなどを記録し、レ
ポートを作成する。

（予習：3時間）
活動の記録を確認し、実習を通して感じたことや
学んだことを改めて振り返る。

授業科目名
英語科目名

スキー
Skiing

授業形態
開講学期

実技
集中

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 中村 充
科目担当者
中丸信吾
授業概要
［授業全体の内容］
ウィンタースポーツの代表であるスキーを通して、自然の中で運動する醍醐味を味わうとともに安全に配慮
する学習を行う。学内において２回の事前指導を行い、学外にて４泊５日の実習を行う。学外実習では、技能
別に班編制を行い、班ごとに技術レッスンを実施する。また全体で、スキー技術およびスキー医事に関する講
義を通し、理論的にスキーに対する知識を深める。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力との関連）］
自然に親しみながら運動を行う中で仲間と助け合い協力し合うコミュニケーション力を養う。また、安全に
留意するための幅広い知識を身につけ、スポーツ指導者の育成を目指す。
［授業の到達目標］
1. 各個人のレベルに応じたスキー技術の向上を図る。
2. スキーの楽しさ、面白さを体験すると共に、生涯スポーツとしての幅広さと奥行きを理解する。
3. 自然の中で安全に配慮するという認識を深める。
4. 仲間との共同生活を通して、自律、協同等、人としての相互理解の方法と社会性を身につける。
成績評価
［成績評価の基準］
1. 安全かつ快適にスキー滑走による移動ができる。（平常点、実技試験）
2. スキーの楽しさ、面白さ、および生涯スポーツとしての幅広さと奥行きを説明できる。（レポート）
3. 自然の中で安全に配慮する知識を身につける。（レポート）
4. 仲間との共同生活を通して、自律、協同等、人としての相互理解の方法と社会性がある。（平常点）
［成績評価の方法］
課題の習得度40％、 知識の獲得度20%、授業態度・取り組み姿勢40%
履修における留意事項
［履修条件］
ガイダンスでの内容を中心に、実習参加条件については各自責任を持った準備および手続きを行うこと。
［課題（試験・レポート等）に対するフィードバックの方法］
実習班ごとに課題提示・試験を行い、その都度フィードバックを行う。実習手帖等については実習中に返却し
、ポイントを提示する。
［テキスト・参考書］
1. 実習手帖
2. 日本スキー教程 全日本スキー連盟（スキージャーナル社）
連絡先とオフィスアワー
［連絡先：オフィスアワー］
中村 充（1号館5階 1505号室）：木曜10:00〜12:00、14:30〜16:00
備考
［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を
必要とする内容を持って構成する。
［その他］
特になし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

1

中村・中丸

2

中村・中丸

3‑14

中村・中丸
他

（授業内容）
事前指導１
実習の目的・概要を理解する
（授業方法）
実習の概要、授業内容、参加方
法などの説明する。
（授業内容）
事前指導２
実習参加の心構え、準備内容、
野外活動上の留意点を理解する
（授業方法）
実習に向けて準備すべき内容、
技能レベルのポイント、実習に
向けたスケジュールなどを説明
する
その （授業内容）
学外実習（集中）で、以下の内
容を行う
・班分け実技テスト
・班別実習
・講義（スキー医事・技術）
・技能検定
（授業方法）
技能別に班を編制するために実
技テストを行い、技能班別に実
習を行う。
講義に関しては、班別講義・全
体講義を行い、そのなかでディ
スカッションおよび質疑応答を
行う。
実習手帖を利用して、学習内容
についてまとめる。
定期試験を実施しない
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（予習：1時間）
本実習の目的を理解する
（復習：3時間）
実習に向けた条件の確認をする

（予習：1時間）
スキーに必要な用具を調べる
（復習：5時間）
各自の用具を点検する

（予習：5時間）
スキーの技術体系、技能についてを調べる。
実習中は、班ごとに出された課題に対して取り組
む。
（復習：5時間）
実習手帖を活用して、実習内容についてまとめる
。
実習の成果をまとめる。

授業科目名
英語科目名

海浜実習
Marine Sports Practice

授業形態
開講学期

実習
前期集中

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 武田 剛
科目担当者
廣瀬伸良、中丸信吾、窪田敦之、中田学、宮崎康夫、伊藤華英、東翔、青葉貴明他
授業概要
[授業全体の内容]
自然に対するリスクマネジメントを海洋での遠泳を通じて実践し、遠泳に特化した泳技能の向上（平泳ぎ、横
泳ぎ、隊列泳法）と海洋や水辺の水難救助法、心肺蘇生法、集団での安全管理法を学習する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力との関連）]
この科目はスポーツ科学分野の専門的な知識と技能の獲得に貢献する。
[授業の到達目標]
1. 集団隊列によって海洋での2時間以上の遠泳を受講生とともに安全に隊列を乱すことなく完泳ができる。
2. 海洋や水辺において一時救命措置ができる。
3. 遠泳に必要なヘッドアップ技術や立ち泳ぎ、横泳ぎが実施できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 2時間以上の遠泳を安全に隊列を乱すことなく完泳できる。 (大遠泳の完泳の成否)
2. 胸骨圧迫とAEDを使用した一時救命措置のプロセスを正しく実施できる。 (一時救命措置テスト)
3. 集団生活における規律遵守やリーダーシップを発揮できる（平常点）。
[成績評価の方法]
実技試験40点（20点遠泳、20点心肺蘇生法）、実習ノートの記述内容30点、平常点30点で評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
水泳実技を履修していることが望ましい。
3泊4日の日程全てに参加できること。
[履修上の注意]
屋外・海洋での実技実習のため日焼けや海水に入ることに対応できる準備と覚悟が必要となる。
実技内容は男女ともに実習内容に参加する。
宿泊が伴う学外実習のため実習内容以外に関わる経費を実習として必要となる（詳細金額はガイダンス時に連
絡）。
[課題（試験）に対するフィードバック]
心肺蘇生の実技テストは実習中に実施し、点数を実習中に伝達する。
遠泳と実習ノートの評価点数は実習後に実習ノートを返却し点数を通知する。
[テキスト・参考図書]
授業担当者が作成した実習ノートを配布する。「遠泳を基軸とした海浜プログラムー安全かつ感動をー（日本
体育大学水泳研究室編 叢文社 第１刷）」を参考図書とするが購入の必要はない。
[授業で使用する水着や帽子について]
実習地での安全確認を目的として、実習専用の帽子の着用が義務となり購入の必要となる（実習費に含まれる
）。海洋での海水や日光対策として水着と帽子以外のウェアの着用は可能であるが、受講生各自で準備をする
こと。購入する場合は、大学として販売の機会を設けないので各自で購入すること。
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
担当：武田剛
Email: tutakeda[at]juntendo.ac.jp
*[at]を@に変更してください。
[オフィスアワー]
授業期間中の木曜日15:00‑16:00
場所：1号館5階1507室（水泳研究室）
上記の時間には予約無しに対応しますが、他の学生との時間長のためできるだけ前日までにEmail予約をして
ください。質問や相談は予約の学生を優先します。
備考
[学修時間]
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要する内容をもって構成する。
[その他]
この授業科目は日本スポーツ協会／日本体育協会公認資格「水泳教師」の専門科目（講習）免除科目でもあり
ます。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
武田剛他
（復習：3時間）
事前ガイ
[授業内容]
ダンス
授業の概要、目的、成績評価、 配布された実習ノートを読み、実習スケジュール
実習費等に関する説明、海の潮 や注意点、予備知識を学習する。
流メカニズムに関する説明を行
う。

1‑4

5‑8

武田剛他

武田剛他

[授業方法]
教室でプリントとスライドを用
いて講義を行う。
[授業内容]
実習地（海洋）での安全対策と
実習学生同士のアイスブレイク
と水慣れを目的とした浅瀬での
レクリエーションと泳法練習を
行う。水難救助に関する（心肺
蘇生法とAED使用方法）基礎知
識と技能を学習する。

（予習：2時間）
実習ノートを事前に読み、淡水と海水の浮力の違
いや海洋の潮流のリスク（離岸流の発生メカニズ
ム）、隊列泳の組み方について事前に学習をする
。
（復習：2時間）
浜辺の安全対策と浜でのレクリエーションの実施
方法、一時救命措置のプロセスを実習ノートにま
とめる。

[授業方法]
浜辺と浅瀬で実技を実施する。
心肺蘇生とAED使用法の学習は
宿泊施設の研修室で実施する。
（復習：2時間）
[授業内容]
海洋泳法練習と班別小遠泳で隊 隊列泳における各隊列位置の役割と泳ぐ時の注意
点をノートにまとめる。
列泳の基礎を学習する。
[授業方法]
浅瀬と沖にて実施する。
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9‑12

13‑14

武田剛他

武田剛他

[授業内容]
大遠泳、水難救助技術、浜辺レ
クリエーション、横泳ぎを学習
する。

（復習：2時間）
長時間の遠泳中に心と身体に起きる変化と体験を
通じて得られた遠泳の教育的意義、水難救助技術
のポイントをノートにまとめる。

[授業方法]
大遠泳は沖まで隊列泳にて約2
時間実施する。水難救助技術は
、安全が確認できる湾内にてラ
イフジャケット着用で集団泳を
行う。
レクリエーションと横泳ぎは浜
と浅瀬で実施する。
（復習：4時間）
[授業内容]
オープンウォーター（マラソン 体験を通じて得られたオープンウォーターの魅力
スイミング）の泳法練習と体験 をノートにまとめる。リスク回避、リスクマネジ
メントに必要なことと、集団生活における規律遵
守の意義、実習全体の感想をノートにまとめる。
[授業方法]
浜と浅瀬にて泳法指導と巡回コ
ースのオープンウォーター競技
（模擬）体験を行う。
定期試験は実施しない
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授業科目名
英語科目名

総合講座Ⅱ
Introduction to Health and Sports Science

授業形態
開講学期

後期集中
後期

対象学年

2

単位数

2.0

後期：2年

科目責任者 水野 基樹
科目担当者
山崎一彦、吉村雅文、四方田清、飯嶋正博、神原直幸、工藤康宏、涌井佐和子、渡邉貴裕、村山憲男、渡正、
門屋悠香、川田裕次郎、河村剛光、島嵜佑、庄子ひとみ、高梨雄太、武田剛、鄧鵬宇、中田学、中丸信吾、
山田泰行、山中航、新竹優子、野口亜弥
授業概要
社会人への巣立ち（キャリア移行）に向けて、自分自身のキャリアのアンカー（将来のキャリアを決定するに
あたって、何かを犠牲にしなければならないときに、どうしても諦めたくないと感じた能力・動機・価値観の
こと）を特定し、卒業後の進路選択・決定に役立ててることを目的とします。3日間を通した統一テーマは、
「自分のキャリアアンカーを知って職業選択を！（視野を広げる）」に設定しています
（授業の概要）
第1日目：聴く（傾聴する）、第2日目：知る（理解する）、第3日目：使う（応用する）、というように、各
日にサブテーマを設けて、段階的にキャリアについての考えを深めてもらいたいと願っています。具体的には
、学内教員から3名、社会で活躍しているOB/OGから4名（企業関係2名、教員1名、公務員1名）に登壇してもら
い、各人のキャリア選択・決定に関する話題提供をしてもらいます。そして、自分自身のキャリアアンカーを
尺度（キャリア指向性質問票）によって特定したうえで、卒業後をイメージしたアクションプランを作成し、
約7名程度の小グループでディスカッションを行います。
（授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連））
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養
、及びそれらの活用能力」と「協働による課題解決のためのコミュニケーション能力」の習得を養う科目とし
て位置づけられる。
（到達目標）
これまでの大学生活を振り返りながら、自分自身の将来のキャリアをイメージし、大学卒業後の豊かな働き
方を模索することを目的とします。そのため、①自己理解を深める（今現在の自分を正直に受け入れる）、②
社会における立ち位置を確認する（自分の経験や能力を整理する）ことができるようにることが到達目標です
。
（学生に望むこと）
皆さんは、どのようなスキル（能力）が社会から必要とされていると思いますか？この問いの答えを見つけ
出すために、具体的には、①今現在に必要なスキルとは？②将来的に必要なスキルとは？③生涯を通して必要
なスキルとは？を考えてもらいます。自分自身のステレオタイプな価値観に閉じこもらずに、先生方、OB/OG
、小グループのメンバーの考え方や価値観を受容する姿勢を持って授業に望んでもらいたいと思っています。
成績評価
（評価基準）
■キャリアに関する講演の内容を適切にまとめることができること（講義レポート評価）
■自分自身のキャリアアンカーに対して意味づけができること（キャリアアンカーシートとレポート評価）
■卒業後のアクションプランを明確にイメージして作成できること（アクションプランとレポート評価）
■アクションプランのプレゼンテーションを適切に行うことができること（アクションプランとレポート評価
）
（評価方法）
出席：50％、授業態度・取り組む姿勢：10％、課題レポート40％にて評価する
※授業態度・取り組む姿勢が授業進行上、悪いと判断した場合には、減点の対象となるので注意すること。
履修における留意事項
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（履修要件）
特になし。
（履修上の注意（科目独自のルール））
受講学生に対して期待することは、大きく以下の3点です。
①積極的にグループワークなどに参加すること
②常に内省し前向きに疑問を持つ姿勢をもつこと。
③感度の良いアンテナを張り、周囲のキャリア観に関する情報収集に努めること。
（試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法）
講義内に教員と学生が対面形式でレポートを添削して、解説・説明をしながらフィードバックします。
（テキスト・参考書）
特にテキストは使用しません。必要な資料（ツールなど）は、講義内で適宜配布します。
連絡先とオフィスアワー
（連絡先）
担当：水野基樹
mtmizuno[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
（オフィスアワー）
日時：月曜日 10時〜12時、火曜日 15時〜16時
場所：1号館3階1320室
※上記の時間帯は予約が無くても対応しますが、予約があった学生を優先します。
できる限り、前日までにE‑Mailで予約するように心掛けてください。
備考
（学修時間）
この授業は、集中講義（3日間）の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時
間の学修を必要とする内容をもって構成する。
（その他）
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

三日間の 複数教員による共 「自分のキャリアンカーを知っ （予習：40時間）
集中講義 同担当
て職業選択を！」（視野を広げ ・自己分析講座への参加
・社会ニーズ研究講座への参加
（14コマ
る）
分）
第1日目：「聴く（傾聴する）
①「キャリアデザイン」の内容について、各自が
」
自分の立ち位置についての問題意識や認識を高め
る。
＜セッション１＞
講義１
「体育大生から社会人へのキャ ②問題意識に基づき、各自レポートを作成する。
リア移行」
③講義・演習及びレポートに基づき、グループワ
(1)総論
ークを行い、自分にとって働くとは、自分と仕事
(2)各論①
を関係づけることについて、各自でまとめる。
(3)各論②
講義２
「OB/OB講演会」
趣旨説明
(1)企業関係①
(2)企業関係②
レポート作成・添削
(3)教職関係
(4)公務員関係
レポート作成・添削
レポート課題の説明
「私の今までのキャリア観の
振り返り」
レポートの説明
※2日目朝集合時に提出
第2日目：「知る（理解する）
」
＜セッション３＞
講義３
「自分のキャリアアンカーを知
る！ （キャリア指向性質問票
からわかること）」
(1)趣旨説明
(2)キャリアアンカー概念の説
明
(3)キャリアアンカー尺度の実
施
(4)キャリアアンカー尺度の測
定結果解説
(5)キャリアアンカーを活かし
た職業選択
レポート作成・添削
＜セッション４＞
講義４
「キャリアアンカーが導く進路
選択」
趣旨説明
(1)スポーツを軸とした進路選
択
(2)大学院進学からの進路選択
レポート作成・添削
＜セッション５＞
講義５
「キャリアアンカーを踏まえた
アクションプランの作成」
(1)趣旨説明
(2)作成方法の説明
(3)アクションプランの作成
※終わらない部分は宿題
※3日目の午前中にグループ発
1029
表をするので発表できる準備を
整えてくる

④グループワークの結果を踏まえて、自己の卒業
後のキャリア構築とつなぎ、その意味と残された
学生生活とのつながりの視点でまとめ、社会への
巣立ちに向けて、各自の理解と認識を一層深める
。

（復習：20時間）
・事後レポートの作成
・アクションプランのブラッシュアップ

定期試験は実施しません
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

演習
前期・後期

対象学年

3

単位数

8.0

科目責任者
科目担当者

小笠原

悦子

授業概要
【授業全体の内容】
このセミナーの最初の目的はスポーツマネジメントを深く学ぶことである。また、2つ目の目的は4年次に挑
戦することとなる卒業研究のテーマを把握することである。3つ目の目的は、受講者は前期・後期に議論する
議題の中から、卒業研究に発展させることのできる研究課題を決定することである。最後の目的は、自身が選
んだ研究を実行するために必要な先行研究を概観するとともに、適切な研究方法を他の受講者と共に検討する
ことである。また、これらを通じて、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観
を涵養する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定めらた知識・能力等との関係）】
この授業は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付けるた
めの授業として開講される。また、スポーツマネジメント学科において、「国際的な視野を持ち、ビジネス対
象としてのスポーツを「ヒト・モノ・カネ・情報」という経営資源の側面からマネジメントできる能力」とい
う学位授与方針の達成にも寄与する。
【授業の達成目標】
１．スポーツマネジメントの概要、スポーツ組織のガバナンスを学修すること。
２．現在のスポーツ界の課題を把握し、スポーツ界で役立つ人物になるために、どんな知識や経験、そしてネ
ットワークが必要であるかを理解できるようになること。
３．情報検索の方法を学修し、自ら情報を収集し、その情報を基にプレゼンテーションを行うことで、人を説
得するプレゼンテーションのスキルを獲得すること。
４．自らの卒業研究のテーマを決定できること。
成績評価
【成績評価の基準】
１．スポーツマネジメントの概要、スポーツ組織のガバナンスを学修すること（毎週の学習ノートのチェック
）。
２．現在のスポーツ界の課題を把握し、スポーツ界で役立つ人物になるために、どんな知識や経験、そしてネ
ットワークが必要であるかを理解できるようになること（平常点）。
３．情報検索の方法を学修し、自ら情報を収集し、その情報を基にプレゼンテーションを行うことで、人を説
得するプレゼンテーションのスキルを獲得すること（毎週のプレゼンテーション評価）。
４．自らの卒業研究のテーマを決定できること（卒論プロポーザルの作成）。
【成績評価の方法】
平常点（30％）、課題ノート提出（20％）、（後期毎週の）プレゼンテーション（40％）、卒論プロポーザル
（10％）
計100％
履修における留意事項
【履修要件】
マネジメント総論、スポーツマネジメント論、スポーツビジネス論を履修していることが望ましい。
【履修上の注意】
自主性が全てである。未来の姿を思い浮かべ、挑戦し続けることが重要である。
後期に行われる英語の教科書の要約発表にはかなりの準備時間を要するため、夏休みからの準備開始が必須
である。
【テキスト】
前期：「スポーツマネジメント」（原田宗彦・小笠原悦子編著）大修館書店
後期： Chelladurai, P. (2014).Managing Organization for Sport and Physical Activity. 4th Edition,
Holcomb Hathaway, Publishers
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：小笠原悦子
eogasawa@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：火曜日 2時間目
場所：1号館3階1329室
できるだけ、事前にemailにて面会の予約を取るように心がけて下さい。
備考
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
前期１
４年生中間発表会

前期２

前期３

前期４

前期５
前期６
前期７
前期８
前期９
前期10
前期11
前期12
前期13

前期14
後期１

後期２

後期３

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
４年生卒業研究中間発表会開催の準備および運営
を行う。
さらに、関心のある発表論文について感想を含め
たレポートを作成する。
復習：スポーツサービスの分類を復習する
スポーツプロダクト
予習：第1章 スポーツマネジメントの歴史をノ
スポーツサービスの分類
ートにまとめる
第1章 スポーツマネジメント 復習：第1章のハイライトを復習する
予習：第2章 スポーツマネジメントの発展をノ
をめぐる社会的背景
ートにまとめる
第2章 スポーツマネジメント 復習：第2章スポーツマネジメントの発展のハイ
ライトを復習
の発展
予習：第3章をノートにまとめる
第3章 スポーツ関連組織のマ 復習：第3章のハイライトを復習
予習：第4章をノートにまとめる
ネジメント
復習：第4章のハイライトを復習
第4章 組織行動と発展
予習：第5章をノートにまとめる
第5章 スポーツマネジメント 復習：第5章のハイライトを復習
予習：第6章をノートにまとめる
に必要な法的知識
第6章 スポーツチームのマネ 復習：第6章のハイライトを復習
予習：第7章をノートにまとめる
ジメント
第7章 スポーツリーグのマネ 復習：第7章のハイライトを復習
予習：第8章をノートにまとめる
ジメント
第8章 トップスポーツ選手の 復習：第8章のハイライトを復習
予習：第9章をノートにまとめる
マネジメント
第9章 スポーツ組織のマネジ 復習：第9章のハイライトを復習
予習：第10章をノートにまとめる
メント
第10章 スポーツファンのマネ 復習：第10章のハイライトを復習
予習：関心のある話題から本を探す
ジメント
復習：検索システムを利用し、10個以上の文献を
図書館での文献検索ツアー
検索
予習：10個から１つの文献を選ぶ、内容をまとめ
る
復習：発表内容に関するアドバイスを元に編集
個人発表
予習：2つ目の文献のまとめ
予習 翻訳し、ノートに概要をまとめる
Introduction
Chapter 1 Defining the fiel PPTにファイルを作成し、発表練習をグループで
行う
d of Sport Management
Chapter 2 Classical View of 予習 翻訳し、ノートに概要をまとめる
PPTにファイルを作成し、発表練習をグループで
Organization
行う
各自の文献発表
Chapter 3 Systems View of Or 予習 翻訳し、ノートに概要をまとめる
PPTにファイルを作成し、発表練習をグループで
ganization
行う
各自の文献発表
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後期４

後期５

後期６

後期７

後期８

後期９

後期10

後期11

後期12

後期13

後期14

後期15

後期16

Chapter 4 Meaning of Managem 予習 翻訳し、ノートに概要をまとめる
PPTにファイルを作成し、発表練習をグループで
ent
行う
各自の文献発表
予習 翻訳し、ノートに概要をまとめる
Chapter 5 Planning
PPTにファイルを作成し、発表練習をグループで
各自の文献発表
行う
Chapter 6 Managerial Decisio 予習 翻訳し、ノートに概要をまとめる
PPTにファイルを作成し、発表練習をグループで
n Making
行う
各自の文献発表
Chapter 7 Principles of Orga 予習 翻訳し、ノートに概要をまとめる
PPTにファイルを作成し、発表練習をグループで
nizing
行う
各自の文献発表
Chapter 8 Systems ?Based Org 予習 翻訳し、ノートに概要をまとめる
PPTにファイルを作成し、発表練習をグループで
anizing
行う
各自の文献発表
予習 翻訳し、ノートに概要をまとめる
Chapter 9 Staffing
PPTにファイルを作成し、発表練習をグループで
各自の文献発表
行う
Chapter 10 Motivational Basi 予習 翻訳し、ノートに概要をまとめる
PPTにファイルを作成し、発表練習をグループで
s of Leading
行う
各自の文献発表
Chapter 11 Behavioral proces 予習 翻訳し、ノートに概要をまとめる
PPTにファイルを作成し、発表練習をグループで
s of Leading
行う
各自の文献発表
Chapter 12 Contemporary Appr 予習 翻訳し、ノートに概要をまとめる
PPTにファイルを作成し、発表練習をグループで
oaches to Leadership
行う
各自の文献発表
Chapter 13 Managing Diversit 予習 翻訳し、ノートに概要をまとめる
PPTにファイルを作成し、発表練習をグループで
y
行う
各自の文献発表
Chapter 14 Program Evaluatio 予習 翻訳し、ノートに概要をまとめる
PPTにファイルを作成し、発表練習をグループで
n
行う
各自の文献発表
Chapter 15 Service Quality 予習 翻訳し、ノートに概要をまとめる
PPTにファイルを作成し、発表練習をグループで
各自の文献発表
行う
Chapter 16 Organizational Ef 予習 卒業研究テーマに関する文献をまとめる
fectiveness
卒業研究テーマ発表
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

須藤

3・4年

授業形態
開講学期

演習
通年

単位数

8.0

路子

授業概要
[授業全体の内容]
このゼミナールでは、異文化コミュニケーション研究における方法論を学び、データ収集と分析法を習得する
ことと、その基礎となる英語によるコミュニケーションスキルを習得することを目標とする。また、不正行為
を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
3年次は、異文化コミュニケーションに関する基礎理論と英語コミュニケーションスキル（プレゼンテーショ
ン能力含む）、およびデータ収集・分析法の習得を目指す。4年次は、先行研究を精読して専門的な内容への
理解を深めながら、実際にデータを収集して卒業論文としてまとめる。
このゼミナールは全て英語で展開される。授業では、研究能力を高めるための学修に並行して、英語によるプ
レゼンテーションやディベートのスキル向上のための課題を行う。また、毎回、TOEFL演習を実施する。
受講生には、異文化コミュニケーションをテーマとした学修を通じて、広い視野と教養を身に付け、国際的な
活躍を目指すことを期待している。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
このゼミナールでは、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした教養」、
「コミュニケーション能力」、「倫理観」を身に付ける。また、スポーツマネジメント学科においては、「ス
ポーツマネジメント学分野の専門的な知識と技能」及び「スポーツマネジメント学分野の専門的な実践力」を
養う科目として位置付けられる。
[授業の到達目標]
1. 異文化コミュニケーションをテーマとした研究を行うことができる。
2. 英語として適切な表現を使用し、効果的なプレゼンテーションができる。
3. ビジネス等の場面で使用できる英語力を身に付ける。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 異文化コミュニケーションをテーマとした研究を実施して、論文としてまとめることができる。（卒業研
究・論文）
2. 英語でプレゼンテーションを行い、内容を相手に理解させることができる。（プレゼンテーション）
3. ビジネス等の場面を想定して、英語を使って、適切な会話や文書作成ができる。(TOEFLスコアとスコアア
ップ率)
[成績評価の方法]
卒業研究・論文（20％）、英語によるプレゼンテーション（40％）、ＴＯＥＦＬスコアとスコアアップ率（40
％）で評価する。
詳細は、ゼミナールのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
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[履修要件]
学内TOEFLを受験していることが望ましい。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. このゼミナールは、全て英語で実施される。
2. TOEFL600点以上のスコア習得を目指し、一年間でスコアを40点以上上昇させる。
3. 1分間に250 words以上の読解速度と、25,000語以上（または40％以上）の単語数を習得する。
4. 受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、ゼミにて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1. Advanced Skills for Reading (Neil J. Anderson、川又正之、成美堂、2007年)
2. 英語プレゼンテーションの基本スキル(Philip Deane、Kevin Reynolds、朝日出版社、2002年）
3. 英語ミーティングの基本スキル（(Philip Deane、岩城 雅、朝日出版社、2006年)
4. 聞いて覚える英単語キクタンTOEFL Test頻出編（田中 真紀子、アルク、2009年）
5. 語源で一気にマスター英単語（Andrew E. Bennett、南雲堂、2013年）
これらのテキストは必ず用意すること。
ハンダウトは、随時配布する。その他の参考文献はゼミ室Libraryに常置している。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
msudou@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
火曜日12:15‑12:45 (1号館 3階 1330室)、水曜日12:15‑12:45 (1号館 3階 1330室)
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による8単位のゼミナールであり、授業240時間と準備学習120時間の計360時間の
学修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1. 世界ランキングの高い大学院への進学、高い英語コミュニケーション力による社会での活躍を目指してほ
しい。
2. グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
3. 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
4. 特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
5. アカデミックライティングのフィードバック支援ツールであるCriterionを活用し、ライティング能力向上
に活用する。
6. 毎週、TOEFL演習、プレゼンテーション、Criterion、単語学習を行い、毎日最低2時間（週10時間以上）の
英語学習を習慣づけてほしい。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
須藤路子
（予習：1時間）
3年次
［授業内容］
1回目
卒業論文中間報告会に参加する 単語学習 キクタンDays 1‑5の知らない単語を調
べる。英字新聞を３日分読む。
。
（復習：1時間）
［授業方法］
卒業論文中間報告会に参加し、 中間報告会のコメントを提出する。
質疑を積極的に行い、プレゼン
テーションを学習する。
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2‑3回目 須藤路子

4‑5回目 須藤路子

6‑7回目 須藤路子

［授業内容］
文化と言語に関する講義と演習
、英語のプレゼンテーションス
キルの基礎演習(プレゼンの基
本構成）、TOEFL exerciseを行
う。Criterion を使ったエッセ
ーについて、書き方、提出の仕
方などについて説明する。

（予習：2時間）
資料を収集し、プレゼンテーションのためのパワ
ーポイントを作成する。 単語学習 キクタンDays
6‑10 の知らない単語を調べる。英字新聞を３日
分読む。Criterion 問題サンプルの中からトピッ
クを選択し、エッセイを作成する。

（復習：2時間）
プレゼンテーションの基本スキルを学習する。
単語学習 キクタンDays 1‑5の未習得語彙を覚え
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う る。TOEFL exercise の誤答の箇所を学習する。
。提示装置または、パワーポイ
ントを使用し、英語でプレゼン
テーションを行う。他の学生は
、発表者のプレゼンテーション
の評価を行い、また質疑応答を
行う。QA sessionの後、発表者
以外はプレゼンテーションのサ
マリーを英語で発表する。
（予習：2時間）
［授業内容］
文化と言語に関する講義と演習 資料を収集し、プレゼンテーションのためのパワ
、英語のプレゼンテーションス ーポイントを作成する。 単語学習 キクタンDays
キルの基礎演習(Begin powerfu 11‑15 の知らない単語を調べる。英字新聞を３
lly, Present logically）、TO 日分読む。Criterionによるスコアとフィードバ
ックに基づき、エッセイの修正を行う。
EFL exerciseを行う。
（復習：2時間）
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う プレゼンテーションの基本スキルを学習する。単
。提示装置または、パワーポイ 語学習 キクタンDays 6‑10の未習得語彙を覚える
ントを使用し、英語でプレゼン 。TOEFL exercise の誤答の箇所を学習する。
テーションを行う。他の学生は
、発表者のプレゼンテーション
の評価を行い、また質疑応答を
行う。QA sessionの後、発表者
以外はプレゼンテーションのサ
マリーを英語で発表する。
（予習：2時間）
［授業内容］
英字新聞のルール（headline w 資料を収集し、プレゼンテーションのためのパワ
ords, headline grammarなど） ーポイントを作成する。 単語学習 キクタンDay
、言語における丁寧さに関する s 16‑20 の知らない単語を調べる。英字新聞を
講義と演習,TOEFL exerciseを ３日分読む。修正したエッセイに関するCriterio
nによるスコアとフィードバックに基づき、エッ
行う。
セイの２回目の修正を行う。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う （復習：2時間）
。提示装置または、パワーポイ プレゼンテーションの基本スキルを学習する。単
ントを使用し、英語でプレゼン 語学習 キクタンDays 11‑15の未習得語彙を覚え
テーションを行う。他の学生は る。TOEFL exercise の誤答の箇所を学習する。
、発表者のプレゼンテーション
の評価を行い、また質疑応答を
行う。QA sessionの後、発表者
以外はプレゼンテーションのサ
マリーを英語で発表する。
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8‑9回目 須藤路子

10‑11回 須藤路子
目

12‑13回 須藤路子
目

（予習：2時間）
［授業内容］
英字新聞の記事に関する英語プ 資料を収集し、 プレゼンテーションのためのパ
レゼンテーションを行う。英語 ワーポイントを作成する。 単語学習 キクタンDa
プレゼンテーションの基本スキ ys 21‑25 の知らない単語を調べる。英字新聞を
ルを学ぶ(Maintaim Interest, ３日分読む。Criterion 問題サンプルの中からト
Use Visuals, Fishish powerfu ピックを選択し、エッセイを作成する。
lly）,TOEFL exerciseを行う。
（復習：2時間）
プレゼンテーションの基本スキルを学習する。英
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン 字新聞の語彙を調べておく。単語学習 キクタンD
トを使用し、英語でプレゼンテ ays 16‑20の未習得語彙を覚える。TOEFL exercis
ーションを行う。他の学生は、 e の誤答の箇所を学習する。
発表者のプレゼンテーションの
評価を行い、また質疑応答を行
う。QA sessionの後、発表者以
外はプレゼンテーションのサマ
リーを英語で発表する。
（予習：2時間）
［授業内容］
英字新聞の記事に関する英語プ 資料を収集し、プレゼンテーションのためのパワ
レゼンテーションを行う。TOEF ーポイントを作成する。 単語学習 キクタンDays
L exerciseを行う。英語のこと 26‑30 の知らない単語を調べる。英字新聞を３
日分読む。Criterionによるスコアとフィードバ
わざを学習する。
ックに基づき、エッセイの修正を行う。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン （復習：2時間）
トを使用し、英語でプレゼンテ プレゼンテーションの基本スキルを学習する。英
ーションを行う。他の学生は、 字新聞にある未知語を調べておく。単語学習 キ
発表者のプレゼンテーションの クタンDays 21‑25の未習得語彙を覚える。TOEFL
評価を行い、また質疑応答を行 exercise の誤答の箇所を学習する。
う。QA sessionの後、発表者以
外はプレゼンテーションのサマ
リーを英語で発表する。
（予習：2時間）
［授業内容］
ミスコミュニケーション、会話 資料を収集し、プレゼンテーションのためのパワ
のスタイルに関する講義と演習 ーポイントを作成する。 単語学習 キクタンDays
、英字新聞の記事に関する英語 31‑35 の知らない単語を調べる。英字新聞を３
プレゼンテーションを行う。TO 日分読む。修正したエッセイに関するCriterion
EFL exerciseを行う。英語のこ によるスコアとフィードバックに基づき、エッセ
イの２回目の修正を行う。
とわざを学習する。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。他の学生は、
発表者のプレゼンテーションの
評価を行い、また質疑応答を行
う。QA sessionの後、発表者以
外はプレゼンテーションのサマ
リーを英語で発表する。
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（復習：2時間）
プレゼンテーションの基本スキルを復習する。英
字新聞にある未知語を調べておく。単語学習 キ
クタンDays 26‑30の未習得語彙を覚える。TOEFL
exercise の誤答の箇所を学習する。

14‑15回 須藤路子
目

16‑17回 須藤路子
目

18‑19回 須藤路子
目

（予習：2時間）
［授業内容］
英語能力の測定と上達度測定、 プレゼンテーションのためのパワーポイントを作
プレゼンテーションの実施とそ 成する。 単語学習 キクタンDays 36‑40 の知ら
の評価をする。TOEFL exercise ない単語を調べる。英字新聞を３日分読む。Crit
erion 問題サンプルの中からトピックを選択し、
を行う。
エッセイを作成する。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン （復習：2時間）
トを使用し、英語でプレゼンテ プレゼンテーションの基本スキルを学習する。単
ーションを行う。他の学生は、 語学習 キクタンDays 31‑35の未習得語彙を覚え
発表者のプレゼンテーションの る。TOEFL exercise の誤答の箇所を学習する。
評価を行い、また質疑応答を行
う。QA sessionの後、発表者以
外はプレゼンテーションのサマ
リーを英語で発表する。
（予習：2時間）
［授業内容］
卒業論文関係に関するガイダン プレゼンテーションのためのパワーポイントを作
ス、会話ストラテジーに関する 成する。 単語学習 キクタンDays 41‑45 の知ら
講義と演習、プレゼンテーショ ない単語を調べる。英字新聞を３日分読む。Crit
ンを行う。TOEFL exerciseを行 erionによるスコアとフィードバックに基づき、
エッセイの修正を行う。
う。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。他の学生は、
発表者のプレゼンテーションの
評価を行い、また質疑応答を行
う。QA sessionの後、発表者以
外はプレゼンテーションのサマ
リーを英語で発表する。
［授業内容］
ミスコミュニケーション、談話
分析に関する講義と演習、プレ
ゼンテーションとディスカッシ
ョンの実施、議論の英語表現を
学習する（要約、理解の確認、
言い換え、説明を明確にする）
。TOEFL exerciseを行う。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。他の学生は、
発表者のプレゼンテーションの
評価を行い、また質疑応答を行
う。QA sessionの後、発表者以
外はプレゼンテーションのサマ
リーを英語で発表する。
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（復習：2時間）
会話ストラテジーの表現を覚える。プレゼンテー
ションの基本スキルを学習する。単語学習 キク
タンDays 36‑40の未習得語彙を覚える。TOEFL ex
ercise の誤答の箇所を学習する。

（予習：2時間）
プレゼンテーションのためのパワーポイントを作
成する。単語学習 キクタンDays 46‑50 の知らな
い単語を調べる。英字新聞を３日分読む。修正し
たエッセイに関するCriterionによるスコアとフ
ィードバックに基づき、エッセイの２回目の修正
を行う。
（復習：2時間）
プレゼンテーション基本スキルを復習する。議論
の英語表現を覚える。単語学習 キクタンDays 41
‑45の未習得語彙を覚える。TOEFL exercise の誤
答の箇所を学習する。

20‑21回 須藤路子
目

22‑23回 須藤路子
目

24‑25回 須藤路子
目

（予習：2時間）
［授業内容］
ミスコミュニケーション、会話 プレゼンテーションのためのパワーポイントを作
のスタイルに関する講義と演習 成する。単語学習 キクタンDays 51‑55 の知らな
、英字新聞の記事に関する英語 い単語を調べる。英字新聞を３日分読む。Criter
プレゼンテーションを行う。TO ion 問題サンプルの中からトピックを選択し、エ
EFL exerciseを行う。 英語の ッセイを作成する。
ことわざを学習する。
（復習：2時間）
プレゼンテーションの基本スキルを復習する。議
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン 論の英語表現を覚える。単語学習 キクタンDays
トを使用し、英語でプレゼンテ 46‑50の未習得語彙を覚える。TOEFL exercise の
ーションを行う。他の学生は、 誤答の箇所を学習する。
発表者のプレゼンテーションの
評価を行い、また質疑応答を行
う。QA sessionの後、発表者以
外はプレゼンテーションのサマ
リーを英語で発表する。
（予習：2時間）
［授業内容］
ミスコミュニケーション、会話 資料を収集し、プレゼンテーションのためのパワ
のスタイルに関する講義と演習 ーポイントを作成する。単語学習 キクタンDays
、英字新聞の記事に関する英語 56‑60 の知らない単語を調べる。英字新聞を３日
プレゼンテーションを行う。TO 分読む。Criterionによるスコアとフィードバッ
EFL exerciseを行う。 英語の クに基づき、エッセイの修正を行う。
ことわざを学習する。
（復習：2時間）
プレゼンテーションの基本スキルを復習する。議
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン 論の英語表現を覚える。単語学習 キクタンDays
トを使用し、英語でプレゼンテ 51‑55の未習得語彙を覚える。TOEFL exercise の
ーションを行う。他の学生は、 誤答の箇所を学習する。
発表者のプレゼンテーションの
評価を行い、また質疑応答を行
う。QA sessionの後、発表者以
外はプレゼンテーションのサマ
リーを英語で発表する。
（予習：2時間）
［授業内容］
英語雑誌の読み方の講義と演習 卒業論文のテーマについて調べる。単語学習 キ
、プレゼンテーションとディス クタンDays 61‑65の知らない単語を調べる。英字
カッションの実施、議論の英語 新聞を３日分読む。修正したエッセイに関するCr
表現を学習する（考えや気持ち iterionによるスコアとフィードバックに基づき
を述べる、理解を示す、Logica 、エッセイの２回目の修正を行う。
l communication skills) 。TO
（復習：2時間）: プレゼンテーションの基本ス
EFL exerciseを行う。
キルを復習する。議論の英語表現を覚える。単語
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン 学習 キクタンDays 56‑60の未習得語彙を覚える
トを使用し、英語でプレゼンテ 。TOEFL exercise の誤答の箇所を学習する。
ーションを行う。他の学生は、
発表者のプレゼンテーションの
評価を行い、また質疑応答を行
う。QA sessionの後、発表者以
外はプレゼンテーションのサマ
リーを英語で発表する。
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26回目

須藤路子

27回目

須藤路子

28回目

須藤路子

4年次
1回目

須藤路子

2‑3回目 須藤路子

［授業内容］
卒業論文テーマ候補と決定、分
析方法とデータ収集方法の決定
を行う。TOEFL exerciseを行う
。

（予習：2時間）
卒業論文中間報告会のためのレジュメとパワーポ
イントを作成する。Criterion 問題サンプルの中
からトピックを選択し、エッセイを作成する。

（復習：2時間）
卒論の概要を作成する。プレゼンテーションの基
［授業方法］
個人指導とペアワークにより、 本スキルを復習する。議論の英語表現を覚える。
単語学習 キクタンDays 1‑65の未習得語彙を覚え
研究を進める。
る。TOEFL exercise の誤答の箇所を学習する。
（予習：2時間）
［授業内容］
卒業論文中間報告会の準備（レ 卒業論文中間報告のためのレジュメとパワーポイ
ジュメの作成と修正、プレゼン ントを作成する。Criterionによるスコアとフィ
テーションの練習）を行う。TO ードバックに基づき、エッセイの修正を行う。
EFL exerciseを行う。単語テス
ト（キクタン1‑65) を行う。 （復習：2時間）
卒論の概要を修正する。プレゼンテーションの基
本スキルを復習する。議論の英語表現を覚える。
［授業方法］
個人指導とペアワークにより、 単語学習 キクタンDays 1‑65の未習得語彙を覚え
る。TOEFL exercise の誤答の箇所を学習する。
研究を進める。
（予習：1時間）
［授業内容］
４年生の卒業論文の成果に関す 卒業論文中間報告のためのレジュメとパワーポイ
るプレゼンテーションに参加す ントを作成する。修正したエッセイに関するCrit
erionによるスコアとフィードバックに基づき、
る。
エッセイの２回目の修正を行う。
［授業方法］
個人指導とペアワークにより、 （復習：1時間）
卒論の概要を修正する。プレゼンテーションの基
研究を進める。
本スキルを復習する。
（予習：1時間）
［授業内容］
卒業論文中間報告会におけるプ 卒業論文のための先行研究を調べる。専門科目の
レゼンテーションの実施を行う 講義のための準備をする。プレゼンテーションの
ためのパワーポイントを作成する。語源英単語1‑
。
10 を学習する。 Criterion 問題サンプルの中か
らトピックを選択し、エッセイを作成する。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ （復習：1時間）
ーションを行う。他の学生は、 プレゼンテーションの基本スキルを復習する。
発表者のプレゼンテーションの
評価を行い、また質疑応答を行
う。QA sessionの後、発表者以
外はプレゼンテーションのサマ
リーを英語で発表する。
（予習：2時間）
［授業内容］
先行研究精査、データ収集状況 プレゼンテーションのためのパワーポイントを作
の報告を行う。専門科目の講義 成する。語源英単語11‑20 を学習する。 Criteri
を英語で行う。プレゼンテーシ onによるスコアとフィードバックに基づき、エッ
ョン、ディスカッションを行う セイの修正を行う。
。TOEFL exerciseを行う。
（復習：2時間）
プレゼンテーションの基本スキルを復習する。デ
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン ィスカッションの英語表現を覚える。語源英単語
トを使用し、英語でプレゼンテ 1‑10 の未習得語彙を覚える。TOEFL exercise の
ーションを行う。他の学生は、 誤答の箇所を学習する。
発表者のプレゼンテーションの
評価を行い、また質疑応答を行
う。QA sessionの後、発表者以
外はプレゼンテーションのサマ
リーを英語で発表する。
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4‑5回目 須藤路子

6‑7回目 須藤路子

8‑9回目 須藤路子

［授業内容］
先行研究精査、データ収集状況
の報告を行う。専門科目の講義
を英語で行う。プレゼンテーシ
ョン、ディスカッションを行う
。TOEFL exerciseを行う。

（予習：2時間）
資料を収集しプレゼンテーションのためのパワー
ポイントを作成する。語源英単語21‑30 を学習す
る。修正したエッセイに関するCriterionによる
スコアとフィードバックに基づき、エッセイの２
回目の修正を行う。

（復習：2時間）
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン プレゼンテーションの基本スキルを復習する。デ
トを使用し、英語でプレゼンテ ィスカッションの英語表現を覚える。語源英単語
ーションを行う。他の学生は、 11‑20 の未習得語彙を覚える。TOEFL exercise
発表者のプレゼンテーションの の誤答の箇所を学習する。
評価を行い、また質疑応答を行
う。QA sessionの後、発表者以
外はプレゼンテーションのサマ
リーを英語で発表する。
（予習：2時間）
［授業内容］
データ分析方法に関する講義と 資料を収集しプレゼンテーションのためのパワー
演習を行う。先行研究精査、デ ポイントを作成する。語源英単語31‑40 を学習す
ータ収集状況の報告を行う。専 る。Criterion 問題サンプルの中からトピックを
門科目の講義を英語で行う。プ 選択し、エッセイを作成する。
レゼンテーション、ディスカッ
ションを行う。TOEFL exercise （復習：2時間）
プレゼンテーションの基本スキルを復習する。デ
を行う。
ィスカッションの英語表現を覚える。語源英単語
21‑30 の未習得語彙を覚えるTOEFL exercise の
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン 誤答の箇所を学習する。
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。他の学生は、
発表者のプレゼンテーションの
評価を行い、また質疑応答を行
う。QA sessionの後、発表者以
外はプレゼンテーションのサマ
リーを英語で発表する。
（予習：2時間）
［授業内容］
データ分析方法に関する講義と 資料を収集しプレゼンテーションのためのパワー
演習を行う。先行研究精査、デ ポイントを作成する。英単語41‑50 を学習する。
ータ収集状況の報告を行う。プ Criterionによるスコアとフィードバックに基づ
レゼンテーション、ディスカッ き、エッセイの修正を行う。
ションを行う。TOEFL exercise
（復習：2時間）
を行う。
プレゼンテーションの基本スキルを復習する。デ
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン ィスカッションの英語表現を覚える。英単語31‑4
トを使用し、英語でプレゼンテ 0 の未習得語彙を覚える。TOEFL exercise の誤
ーションを行う。他の学生は、 答の箇所を学習する。
発表者のプレゼンテーションの
評価を行い、また質疑応答を行
う。QA sessionの後、発表者以
外はプレゼンテーションのサマ
リーを英語で発表する。
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10‑11回 須藤路子
目

12‑13回 須藤路子
目

14‑15回 須藤路子
目

（予習：2時間）
［授業内容］
データ分析方法に関する講義と 資料を収集しプレゼンテーションのためのパワー
演習を行う。先行研究精査、デ ポイントを作成する。英単語51‑60 を学習する。
ータ収集状況の報告を行う。プ 修正したエッセイに関するCriterionによるスコ
レゼンテーション、ディスカッ アとフィードバックに基づき、エッセイの２回目
ションを行う。TOEFL exercise の修正を行う。
を行う。
（復習：2時間）
プレゼンテーションの基本スキルを復習する。デ
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン ィスカッションの英語表現を覚える。英単語41‑5
トを使用し、英語でプレゼンテ 0 の未習得語彙を覚える。TOEFL exercise の誤
ーションを行う。他の学生は、 答の箇所を学習する。
発表者のプレゼンテーションの
評価を行い、また質疑応答を行
う。QA sessionの後、発表者以
外はプレゼンテーションのサマ
リーを英語で発表する。
（予習：2時間）
［授業内容］
データ分析方法に関する講義と 資料を収集しプレゼンテーションのためのパワー
演習を行う。先行研究精査、デ ポイントを作成する。英単語51‑60 を学習する。
ータ収集状況の報告を行う。専 Criterion 問題サンプルの中からトピックを選択
門科目の講義を英語で行う。プ し、エッセイを作成する。
レゼンテーション、ディスカッ
ションを行う。TOEFL exercise （復習：2時間）
プレゼンテーションの基本スキルを復習する。デ
を行う。
ィスカッションの英語表現を覚える。英単語41‑5
0の未習得語彙を覚える。TOEFL exercise の誤答
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン の箇所を学習する。
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。他の学生は、
発表者のプレゼンテーションの
評価を行い、また質疑応答を行
う。QA sessionの後、発表者以
外はプレゼンテーションのサマ
リーを英語で発表する。
（予習：2時間）
［授業内容］
卒論のデータ収集に関する報告 参考文献、資料をもとに論文原稿を作成する。英
単語61‑70 を学習する。Criterionによるスコア
を行う。
英語コミュニケーションスキル とフィードバックに基づき、エッセイの修正を行
の上達度の測定、前期最終プレ う。ディベートのための資料収集を行う。
ゼンテーションを行う。TOEFL
（復習：2時間）
exercise を行う。
プレゼンテーションの基本スキルを復習する。デ
ィスカッションの英語表現を覚える。英単語51‑6
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン 0の未習得語彙を覚える。TOEFL exercise の誤答
トを使用し、英語でプレゼンテ の箇所を学習する。
ーションを行う。他の学生は、
発表者のプレゼンテーションの
評価を行い、また質疑応答を行
う。QA sessionの後、発表者以
外はプレゼンテーションのサマ
リーを英語で発表する。
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16‑17回 須藤路子
目

18‑19回 須藤路子
目

20‑21回 須藤路子
目

22‑23回 須藤路子
目

24‑25回 須藤路子
目

26回目

須藤路子

［授業内容］
論文作成と修正を行う。ディベ
ートを行う。ディベートに必要
な表現を学習する。
［授業方法］
卒業論文は毎週、個人面談によ
り行う。また、データ分析等共
通項に関しては、ペアワーク、
グループワークで行う。
［授業内容］
論文作成と修正を行う。ディベ
ートを行う。ディベートに必要
な表現を学習する。
［授業方法］
卒業論文は毎週、個人面談によ
り行う。また、データ分析等共
通項に関しては、ペアワーク、
グループワークで行う。
［授業内容］
論文作成と修正を行う。ディベ
ートを行う。 ディベートに必
要な表現を学習する。
［授業方法］
卒業論文は毎週、個人面談によ
り行う。また、データ分析等共
通項に関しては、ペアワーク、
グループワークで行う。
［授業内容］
論文修正を行う。ディベートを
行う。

（予習：2時間）
参考文献、資料をもとに論文原稿を作成する。英
単語71‑80 を学習する。 修正したエッセイに関
するCriterionによるスコアとフィードバックに
基づき、エッセイの２回目の修正を行う。
（復習：2時間）
ディベートの英語表現を覚える。英単語61‑70の
未習得語彙を覚える。TOEFL exercise の誤答の
箇所を学習する。
（予習：2時間）
参考文献、資料をもとに論文原稿を作成する。英
単語81‑90 を学習する。Criterion 問題サンプル
の中からトピックを選択し、エッセイを作成する
。
（復習：2時間）
ディベートの英語表現を覚える。英単語71‑80の
未習得語彙を覚える。TOEFL exercise の誤答の
箇所を学習する。
（予習：2時間）
参考文献、資料をもとに論文原稿を作成する。英
単語91‑100 を学習する。Criterionによるスコア
とフィードバックに基づき、エッセイの修正を行
う。
（復習：2時間）
ディベートの英語表現を覚える。英単語81‑90の
未習得語彙を覚える。TOEFL exercise の誤答の
箇所を学習する。
（予習：2時間）
参考文献、資料をもとに論文原稿を作成する。英
単語101‑110 を学習する。修正したエッセイに関
するCriterionによるスコアとフィードバックに
基づき、エッセイの２回目の修正を行う。

［授業方法］
卒業論文は毎週、個人面談によ
り行う。また、データ分析等共 （復習：2時間）
通項に関しては、ペアワーク、 ディベートの英語表現を覚える。英単語91‑100の
未習得語彙を覚える。TOEFL exercise の誤答の
グループワークで行う。
箇所を学習する。
（予習：2時間）
［授業内容］
論文修正を行なう。TOEFL模試 TOEFＬ exerciseを模試の形式で行う。論文の成
果をまとめてパワーポイントを作成する。Criter
を実施する。
ion 問題サンプルの中からトピックを選択し、エ
ッセイを作成する。
［授業方法］
卒業論文は毎週、個人面談によ
り行う。また、データ分析等共 （復習：2時間）
通項に関しては、ペアワーク、 論文の修正を見直す。TOEFL学内受験のために今
までの誤答を復習する。
グループワークで行う。
（予習：2時間）
［授業内容］
論文成果のプレゼンテーション 論文の成果をまとめてパワーポイントを作成する
準備、「マネ科の心」のための 。Criterionによるスコアとフィードバックに基
原稿作成と修正を行なう。TOEF づき、エッセイの修正を行う。
L exercise を行う。
（復習：2時間）
「マネ科の心」のための原稿を見直す。TOEFL ex
［授業方法］
卒業論文は毎週、個人面談によ ercise の誤答の箇所を学習する。
り行う。また、データ分析等共
通項に関しては、ペアワーク、
グループワークで行う。
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27回目

28回目

須藤路子

須藤路子

［授業内容］
卒業論文の成果に関するプレゼ
ンテーションの実施と英語コミ
ュニケーション能力上達度測定
を実施する。

（準備学習：4時間）
「マネ科の心」のための原稿を見直す。TOEFL ex
ercise の誤答の箇所を学習する。論文の修正を
見直す。

［授業方法］
卒業論文は毎週、個人面談によ
り行う。また、データ分析等共
通項に関しては、ペアワーク、
グループワークで行う。
（準備学習：2時間）
［授業内容］
Oral examinationの評価は、授 授業で扱ったディスカッションの表現、ディベー
業にて提示し、改善点を解説・ トの表現を復習する。論文の修正を確認する。
指導する。Evaluation と英語
学習法について説明する。
［授業方法］
ペアになり、会話を行う。また
、口頭により学習した英語表現
を質疑応答する。ペアワークや
LL機能を使用し、今後の学習方
法について、実践してみる。
このゼミナールでは、定期試験
を実施しない
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

演習
通年

対象学年

3

単位数

8.0

科目責任者
科目担当者

内藤

久士

授業概要
［授業全体の内容］
トレーニング、骨格筋の形態・機能、全身持久力、競技パフォーマンス、加齢・発育発達、健康、月経周期
(女性)などをキーワードに、学生自らが興味・関心に沿った学術的、社会的に重要な研究テーマを見出し、論
理的思考に基づいてその問題を解決するための能力を身に付けるサポートをしていく。また、不正行為を未然
に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。具体的には、運動生理学・トレーニング
科学分野における基本的な測定手法や統計処理方法を習得するとともに、学生が自ら研究計画を立案・実行し
、その内容についてプレゼンテーションをするとともに、論文にまとめられるよう取り組む。
［授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」、「協働で課題
を解決するために必要なコミュニケーション能力」、「スポーツ医科学とコーチング科学を中心としたスポー
ツ科学についての知識と技能」、及び「スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力ないしは研究で
きる能力」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1. 自らが興味関心のある分野に関連した書籍や文献を積極的に抄読し、基礎的な、もしくは新たな知識を自
主的に学習することができる。
2. 上記の知識に基づいて、自ら研究計画を作成し、それを実行し、得られた研究結果を発表する、または論
文としてまとめることが出来る。
3. ゼミナール・研究活動において他者と適切なコミュニケーションをとることが出来る。
4. 他者の発表に対して適切な質問・アドバイスが出来る。
成績評価
［成績評価の基準］
1. 自らが興味関心のある分野に関連した書籍や文献を積極的に抄読し、基礎的な、もしくは新たな知識を自
主的に学習することができる。
(プレゼンテーション・平常点)
2. 上記の知識に基づいて、自ら研究計画を作成し、それを実行し、得られた研究結果を発表する、または論
文としてまとめることが出来る。
(プレゼンテーション・レポート/論文)
3. ゼミナール・研究活動において他者と適切なコミュニケーションをとることが出来る。
(平常点)
4. 他者の発表に対して適切な質問・アドバイスが出来る。
(平常点)
［成績評価の方法］
論文(40%)・プレゼンテーション(30%)・平常点(30%)を総合して評価する。
なお、ゼミナールの進行上、ふさわしくないと判断される行為は、減点の対象とします。
履修における留意事項
［受講条件］
運動生理学Ⅰ及びⅡを必ず履修すること。
［履修上の注意(科目独自のルール)］
週1回のゼミナールの時間だけでなく、それ以外の時間においても、論文抄読や実験を自主的かつ積極的に
実施すること。
［課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法］
論文：内容を確認・添削し、修正のポイントを提示するとともに、履修者の多くに共通する問題点等につい
てはゼミナール時間内に解説をする。
［テキスト・参考書等］
適宜、資料の配布・紹介を行う。
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連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当: 内藤久士
E‑mail: hnaitou［at］juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時: 火曜日昼休み
場所: 1号館1階1117号室
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相談時間と重ならないようにすため、
前日までにE‑mailで予約をしてください。予約のあった学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による8単位の科目であり、授業240時間と準備学習120時間の計360時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
ゼミナールでは関連する講義で学習した知識を研究活動を通じて深めるとともに、研究活動の基本的な作法
を学ぶ。毎回の学習が積み上げられることで成果が期待できる。そのため、遅刻・欠席のないようにするとと
もに、興味を持って積極的に参加することが望まれる。また、指導教員だけでなく、研究室の先輩やゼミナー
ルの同級生と自主的にコミュニケーションを取り、情報交換に努めること。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
内藤久士
(予習:1時間)
1
［授業内容］
ゼミナールに対する抱負をまとめておく。
ガイダンスを行う。

2‑3

4‑5

6‑7

内藤久士

内藤久士

内藤久士

［授業方法］
ゼミナールの進め方や研究室で
のルールを説明するとともに、
各自で自己紹介や抱負を述べ、
研究室スタッフとの交流を図る
。
［授業内容］
研究室で実施されている研究を
知る。

(復習:1時間)
今後の予定などを確認する。

［授業方法］
指導教員や大学院生・ゼミ4年
生の研究に関する発表を聞き、
その内容を理解する。
［授業内容］
基礎的な測定方法を習得する。

(復習:各1時間)
理解できなかった内容について調べる。

［授業方法］
最大酸素摂取量の測定方法を説
明するとともに、実際に測定を
行い、各自で測定が行えるよう
に練習する。
［授業内容］
基礎的な測定方法を習得する。

(復習:各2時間)
機器の操作方法等について復習し、まとめておく
。

(予習:各1時間)
事前の資料により発表者の研究内容の概要を把握
する。

(予習:各2時間)
最大酸素摂取量の測定方法について確認する。

(予習:各2時間)
等尺性最大筋力の測定方法について確認する。

(復習:各2時間)
［授業方法］
等尺性最大筋力の測定方法を説 機器の操作方法等について復習し、まとめておく
明するとともに、実際に測定を 。
行い、各自で測定が行えるよう
に練習する。
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8‑9

内藤久士

10‑11

内藤久士

12‑13

14‑18

内藤久士

内藤久士

19‑20

内藤久士

21‑30

内藤久士

31‑34

内藤久士

(予習:各4時間)
［授業内容］
基本的な統計処理の方法を習得 基本的な統計手法について復習しておく。
する。
(復習:各6時間)
データの分析を進める。
［授業方法］
基礎的な統計処理方法について
解説をするとともに、前回まで
取得したデータを分析し、その
内容をまとめる。
(予習:各1時間)
［授業内容］
事前資料を参考に、論文作成の手順を確認する。
論文の書き方を学ぶ。
［授業方法］
実際に出版されている論文を参
考例としながら、論文の構成や
作成手順について解説する。
［授業内容］
文献検索方法を学ぶ。

(復習:各1時間)
理解できなかった内容について調べる。

［授業方法］
主要な検索サイトを用いて、自
らに必要な文献を検索できるよ
う、基本的な方法を解説し、実
際に文献検索を行ってみる。
［授業内容］
研究テーマを検討する。

(復習:各1時間)
理解できなかった内容について調べる。

［授業方法］
興味のあるテーマに関する文献
について発表するとともに、自
身の研究デザインについて考え
る。
［授業内容］
研究計画を作成する。

(予習:各1時間)
事前資料を参考に、文献検索の手順を確認する。

(予習:各3時間)
自分の興味のあるテーマについて文献を探して読
み、内容をまとめて発表ができるように準備する
。
(復習:各3時間)
理解できなかった内容について調べる。

(予習:各2時間)
研究計画を作成するとともに、その内容について
発表できるように準備を行う。
(復習:各2時間)
［授業方法］
前回までに読んだ文献を基に卒 研究計画および発表資料の修正を行う。
業論文の研究計画を作成すると
ともに、その内容を発表し、計
画の修正を進める。
(予習:各2時間)
［授業内容］
授業前までに取得したデータについてまとめ、発
データを取得する。
表出来るようにしておく。
［授業方法］
研究計画をもとにデータの取得 (復習:各3時間)
を進める。実験の実施にあたっ 追加で必要なデータを取得する。
ては研究室に所属する大学院生
の協力のもとに進めていく。
(予習:各1時間)
［授業内容］
取得したデータをまとめExcel等に整理しておく
統計処理を確認する。
。
［授業方法］
基本的な統計の方法について再 (復習:各1時間)
度確認するとともに、自身で取 理解できなかった内容について調べる。
得したデータに対して統計処理
を行う。
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35‑36

37‑38

39‑40

41‑48

49

50

51‑52

内藤久士

内藤久士

内藤久士

内藤久士

内藤久士

内藤久士

内藤久士

(予習:各3時間)
統計結果をまとめ、結果を発表できるように準備
する。

［授業内容］
研究結果を発表する。
［授業方法］
統計結果をまとめ各自5分程度
でプレゼンテーションを行い、
意見交換をする。
［授業内容］
研究内容全体を発表する。
［授業方法］
緒言から結論までを10分程度で
プレゼンテーションし、意見交
換を行う。
［授業内容］
自身の研究について発表する。
［授業方法］
最終的に10分間のプレゼンテー
ションを実施し、再度意見交換
を行い、プレゼン資料を完成さ
せる。
［授業内容］
論文を作成する。

(復習:各1時間)
理解できなかった内容について調べる。
(予習:各2時間)
緒言から結論までを10分程度で発表出来るように
準備する。
(復習:各2時間)
プレゼンテーション資料の修正をする。
(予習各:2時間)
緒言から結論までを10分程度で発表出来るように
準備する。
(復習:各1時間)
プレゼンテーション資料を完成させる。

(予習:各1.5時間)
事前資料を参考に、論文作成の手順を確認する。

［授業方法］
実施した研究に基づいて『緒言
』『方法』『結果』『考察・参
考文献など』の書き方を解説す
るとともに、各自の論文を執筆
する。
［授業内容］
論文を提出する。

(復習:各1.5時間)
書き方について理解できなかった部分を調べる。

［授業方法］
各自で執筆した論文を提出する
とともに、履修者間で確認をし
合い、論文を修正する。
［授業内容］
提出された論文の添削の返却お
よび解説を行う。

(復習:2時間)
再度自身の論文を見直す。

(予習:6時間)
論文としての体裁を整える。

(予習:3時間)
再度自身の論文を見直す。

(復習:3時間)
論文の修正を行う。
［授業方法］
前回授業時に提出された論文に
コメントを記載したものを返却
するとともに、履修者に共通す
る間違いなどを解説する。
(予習:各3時間)
［授業内容］
論文の修正を行う。
論文の修正を進める。
(復習:各3時間)
［授業方法］
指導教員からの指摘をもとに、 再度論文を修正する。
履修者間で論文を確認し合い、
論文の修正を進める。

1048

53‑54

55

56

内藤久士

内藤久士

内藤久士

(予習:各4時間)
［授業内容］
卒業論文発表会の練習を行う。 発表の準備を行う。
［授業方法］
第40回の授業で完成させた発表
資料をもとに、発表会を想定し
たプレゼンテーションの練習を
行い、質疑応答の練習を行う。
［授業内容］
卒業論文発表会を行う。

(復習:各4時間)
発表内容を再度修正するとともに、質疑に対する
対応を考え、回答例を作成しておく。

［授業方法］
他のゼミナールと合同で、発表
会を実施し、自身の研究内容を
発表するとともに、他の学生の
発表内容を理解する。
［授業内容］
論文完成版を提出する。

(復習:4時間)
自身の発表に対してのコメントをもとに論文を修
正する。

［授業方法］
最終的な原稿を提出するととも
に、他の履修者の論文を読んで
感想をまとめる。
定期試験を実施しない
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(予習:4時間)
発表の準備を行う。

(予習:4時間)
論文の完成版を提出する準備をする。

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

長登

3 4

授業形態
開講学期

講義・演習

単位数

8.0

健

授業概要
［授業全体の内容］
スポーツ教育学にかかわる基礎理論を学ぶだけでなく、学校現場へ出向いて実際のスポーツ授業を観察した
り、研究会等へ積極的に参加することによって、学び続けることのできる体育教師に必要な専門的力量を形成
することを目指すとともに、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養す
る。
具体的には、スポーツ健康科学を基盤とし、学校の体育科・保健体育科教育の発展と授業改善を目的とした
研究方法、授業研究のための基礎理論や研究方法の習得、教材の研究などを中心として、教育研究の方法を多
角的に学修する。そして、各自の興味のあるテーマから卒業論文の作成へとつなげていく。
3年次前期：スポーツ教育学に関する基礎理論の習得、研究論文の抄読
3年次後期：スポーツ教育学に関する研究論文の抄読、研究方法等の理解
4年次前期：スポーツ教育学に関する卒業論文の計画立案と研究実践
4年次後期：卒業論文の作成、研究成果の発表
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
本ゼミナールは、スポーツ健康科学部カリキュラムの学修を統合し、スポーツ教育学の視点からディプロマ
ポリシーの達成に総合的に寄与するものです。
［授業の到達目標］
１．スポーツ教育学に関する基礎理論を修得し、説明することができる。
２．体育科･保健体育科教育に関する研究論文を中心とした抄読を実施し、分析方法や教材開発等について説
明することができる。
３．各自の興味に応じた卒業論文を計画、作成することができる。
成績評価
［成績評価の基準］
3年次：前･後期の各1回ずつの課題発表の実施とレポートの提出を中心に評価する。
4年次：前期の提議書の作成・中間発表、後期の卒業論文・研究成果発表を中心に評価する。
なお、出席（参加）状況や活動に対する意欲・態度、知識の深まり等については適宜評価を行う。
［成績評価の方法］
到達目標へどれだけ自身で迫れているかを以下の指標をもとに評価する。
3年次：取り組む姿勢等30％、課題発表20％、レポート等の作成物50％
4年次：取り組む姿勢等30％、提議書等20％、卒業論文等50％
履修における留意事項
［履修要件］
ゼミナール活動は、大学での学修の集大成として、自ら学び、考え、課題を見出し研究を進めていくもので
す。本研究室では、学び続けることのできる保健体育科教員を目指す学生の皆さんと共に学んでいきたいと考
えています。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
課題意識を持ち、各自で文献の検索等、また学外での研究会への参加に積極的に取り組んでほしい。また、
実践研究等は小･中学校現場を中心としたものになる。3年次も実践研究の補助等に積極的に参加すること。
［試験、・レポート等の課題に対するフィードバックの方法］
課題に対する評価は、授業（ゼミナール活動）等を通じて適宜解説し、理解が深められるようにする。
［テキスト・参考書等］
小・中・高等学校学習指導要領及び同解説（体育・保健体育編）、中央教育審議会答申等
その他参考文献については、各テーマに応じて適宜紹介する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
E‑mail：tnagato@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
水曜日12：10〜13：00、及び適時指定する時間 1号館1519号室
備考
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

1,2

長登

3,4

長登

5,6

長登

7,8

長登

9,10

長登

11,12

長登

13‑14

長登

15‑16

長登

（授業内容）
ガイダンス
（授業方法）
授業（ゼミ活動）内容、進め方
、年間スケジュール等について
解説する。
（授業内容）
各自が興味を持っている研究テ
ーマの発表・協議
（授業方法）
各自が興味を持っている研究テ
ーマの概要を発表し、協議する
。
（授業内容）
各自が興味を持っている研究テ
ーマの発表・協議
（授業方法）
各自が興味を持っている研究テ
ーマの概要を発表し、協議する
。
（授業内容）
研究テーマごとにグループを構
成し、グループごとにその研究
の背景や課題についてまとめる
。
（授業方法）
スポーツ教育学、体育科教育学
に関する文献を収集し、グルー
プで課題テーマごとに発表スラ
イドを作成する。
（授業内容）
研究テーマごとにグループを構
成し、グループごとにその研究
の背景や課題についてまとめる
。
（授業方法）
スポーツ教育学、体育科教育学
に関する文献を収集し、グルー
プで課題テーマごとに発表スラ
イドを作成する。
（授業内容）
グループでの発表、及び協議
（授業方法）
研究テーマに係る文献論旨等を
グループ内で発表し、協議する
。
（授業内容）
グループでの発表、及び協議
（授業方法）
研究テーマに係る文献論旨等を
グループ内で発表し、協議する
。
（授業内容）
グループでの発表、及び協議
（授業方法）
研究テーマに係る文献論旨等を
グループ内で発表し、協議する
。
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予習（2時間）：学習指導要領解説（体育科・保
健体育科編）の総説をまとめておく。
復習（2時間）：各自、興味のあるテーマの研究
論文を収集する。

予習2時間：研究したいテーマに関する論文や雑
誌記事を収集しておく。
復習2時間：発表したテーマについて協議の結果
を踏まえ、各自の研究テーマとして再考する。

予習4時間：研究したいテーマに関する論文や雑
誌記事を収集しておく。
復習4時間：発表したテーマについて協議の結果
を踏まえ、各自の研究テーマとして再考する。

予習4時間：研究したいテーマについて、文献や
雑誌記事を収集し、まとめておく。
復習4時間：担当グループの研究テーマに関する
文献を収集し、論旨をまとめておく。

予習4時間：研究したいテーマについて、文献や
雑誌記事を収集し、まとめておく。
復習4時間：担当グループの研究テーマに関する
文献を収集し、論旨をまとめておく。

予習4時間：各グループで発表内容の確認と発表
練習を行う。
復習4時間：発表された内容について振り返り、
自身の研究内容について再考する。

予習4時間：各グループで発表内容の確認と発表
練習を行う。
復習4時間：発表された内容について振り返り、
自身の研究内容について再考する。

予習4時間：各グループで発表内容の確認と発表
練習を行う。
復習4時間：発表された内容について振り返り、
自身の研究内容について再考する。

17‑18

長登

19‑20

長登

21‑22

長登

23‑24

長登

25‑26

長登

27‑28

長登

29‑30

長登

31‑32

長登

33‑34

長登

（授業内容）
体育授業における組織的観察法
（授業方法）
体育授業における組織的観察法
について解説する。
（授業内容）
授業分析ソフト（スタジオコー
ド）の使い方
（授業方法）
授業分析ソフトの使い方につい
て、実際の授業映像を用いて分
析しながら解説する。
（授業内容）
スポーツ関連団体訪問
（授業方法）
日本体育協会等を訪れ、当該団
体の事業内容等についてレクチ
ャーを受ける。
（授業内容）
各自の研究課題に応じたスポー
ツ教育学・体育科教育学に関す
る論文検索及び抄読
（授業方法）
検索した論文の要旨を発表し、
発表について討論する。
各自の研究課題に応じたスポー
ツ教育学・体育科教育学に関す
る論文検索及び抄読
（授業方法）
検索した論文の要旨を発表し、
発表について討論する。
（授業内容）
研究の基本的な進め方、研究の
方法
（授業方法）
研究する上での留意事項、研究
プロセス、論文の構成、書き方
について解説する。
（授業内容）
提議書の作成方法
（授業方法）
提議書の作成方法について解説
し、提議書を作成する。
（授業内容）
提議書の提出
（授業方法）
提議書の提出後、これまでの授
業（ゼミ活動）を振り返り、現
在のスポーツ教育学研究に求め
られている課題や成果について
解説する。
（授業内容）
ガイダンス、提議書の発表
（授業方法）
これからの授業（ゼミ活動）計
画について解説する。
提出した提議書を各自発表し、
討議する。
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予習4時間：体育科教育法Ⅰ等で学んだ組織的観
察法について復習しておく。
復習4時間：組織的観察法の記録方法について復
習する。
予習4時間：授業観察や授業分析に関連した文献
を検索し、読んでおく。
復習4時間：スタジオコードの使い方について復
習する。

予習4時間：訪問する団体の概要や事業内容につ
いて調べておく。
復習4時間：レクチャーの内容について各自まと
める。

予習4時間：各自の研究課題に応じたスポーツ教
育学・体育科教育学に関する論文を検索し、要旨
をまとめておく。
復習4時間：抄読会で指摘された内容等を整理す
る。

予習6時間：各自の研究課題に応じたスポーツ教
育学・体育科教育学に関する論文を検索し、要旨
をまとめておく。
復習6時間：抄読会で指摘された内容等を整理す
る。
予習6時間：研究とは何かについて調べておく。
復習6時間：各自で研究テーマを設定し、研究計
画を作成する。

予習4時間：これまで（卒業生）の提議書を閲覧
し、提議書の構成や内容について確認しておく。
復習4時間：各自の研究テーマに即した提議書を
作成する。
予習4時間：研究テーマを決定し、提議書を作成
しておく。
復習4時間：研究テーマへのアプローチ方法につ
いて具体的に検討する。

予習4時間：提議書の内容について、再度研究の
背景や目的、方法等について再度妥当性はあるか
確認しておく。
復習4時間：発表した提議書の内容について、指
摘された内容をもとに修正を行う。

35‑36

長登

37‑38

長登

39‑40

長登

41‑42

長登

43‑44

長登

45‑46

長登

47‑48

長登

49‑50

長登

51‑52

長登

53‑54

長登

（授業内容）
提議書の発表
（授業方法）
提出した提議書を各自発表し、
討議する。
（授業内容）
提議書の発表
（授業方法）
提出した提議書を各自発表し、
討議する。
（授業内容）
研究の進捗状況の発表
（授業方法）
研究の進捗状況を発表し、討議
する。
（授業内容）
研究の進捗状況の発表
（授業方法）
研究の進捗状況を発表し、討議
する。
（授業内容）
卒業論文中間発表会
（授業方法）
各自の研究を発表し、討議する
。
（授業内容）
国立スポーツ科学センター訪問
（授業方法）
センターの概要についてレクチ
ャーを受けるとともに、最新の
スポーツ科学施設を見学する。
（授業内容）
公開授業研究会に参加する。
（授業方法）
近隣の小中学校で開催される公
開授業研究会に参加し、授業を
参観する。
（授業内容）
卒業論文の最終チェックと提出
準備
（授業方法）
卒業論文の個人指導を行う。
（授業内容）
卒業論文の最終チェックと提出
準備
（授業方法）
卒業論文の個人指導を行う。
（授業内容）
卒業論文を提出する。
（授業方法）
卒業論文を提出し、発表会に向
けてのスライド等の準備をする
。
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予習4時間：提議書の内容について、再度研究の
背景や目的、方法等について再度妥当性はあるか
確認しておく。
復習4時間：発表した提議書の内容について、指
摘された内容をもとに修正を行う。
予習4時間：提議書の内容について、再度研究の
背景や目的、方法等について再度妥当性はあるか
確認しておく。
復習4時間：発表した提議書の内容について、指
摘された内容をもとに修正を行う。
予習4時間：各自研究の進捗状況を発表できるよ
うにしておく。
復習4時間：提議書の研究計画を具体化し、必要
があれば計画を4直す。
予習4時間：各自研究の進捗状況を発表できるよ
うにしておく。
復習4時間：提議書の研究計画を具体化し、必要
があれば計画を見直す。
予習4時間：中間発表のための準備を行う。
復習4時間：討議の中で指摘された内容について
まとめ、論文の修正を行う。

予習4時間：国立スポーツ科学センターの概要や
事業内容について調べておく。
復習4時間：レクチャーの内容等について各自ま
とめる。

予習4時間：事前に指導案などを確認することで
当日の授業内容を把握しておく。
復習4時間：公開授業で用いられた教材や教具、
教師行動などについて整理しまとめる。

予習6時間：卒業論文を完成させる。
復習6時間：個人指導を踏まえ、卒業論文の最終
チェックを行う。

予習6時間：卒業論文を完成させる。
復習6時間：個人指導を踏まえ、卒業論文の最終
チェックを行う。

予習6時間：卒業論文を完成させる。
復習6時間：発表用のスライドや原稿を作成する
。
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長登

（授業内容）
卒業論文発表会
（授業方法）
各自の卒業論文を発表し、討議
する。
（備考）
合計時間：360時間
授業：240時間
準備学習：120時間
定期試験は実施しない
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予習6時間：発表のスライドの準備及び発表練習
を行っておく。
復習6時間：これまでの学習を振り返りつつ、研
究の総括を行う。なお、指摘を受けた内容につい
て修正が必要があれば修正する。

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

ゼミナール
通年

対象学年

3

単位数

8.0

科目責任者
科目担当者

中西

唯公

授業概要
［授業全体の内容］
ゼミナールでは、興味あるテーマを見つけ、研究計画の立案、調査研究を行い、研究の一連のプロセスや論
文構成について学ぶことを目的としている。毎回のゼミナールの中で他の学生にプレゼンしたり、ディスカッ
ションをすることで自分の意見をわかりやすく伝えたり、深めたりすることも目的としている。また、座学だ
けではなく、看護学が貢献する場を経験することで、看護学領域の研究についての学びを深めることにもつな
げたい。以上を通して、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした教養」「コミュニケーション力」「倫理観」ならびに「健康
科学分野の専門的な知識と技能」「健康科学分野の専門的な実践力」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
１．研究のプロセスについて理解できる
２．研究論文の構成について理解できる
３．研究する際に配慮すべき倫理事項について理解できる
４．興味あるテーマを絞り、研究にむけた準備ができる
５．研究計画書を作成することができる
６．研究計画遂行のための適切な手法について考えことができる
７．研究計画に沿って、調査を行うことができる
８．収集したデータを適切な方法で分析し、考察をすることができる
９．一連の研究過程を振り返り、自己評価することができる
１０．他者にわかりやすくプレゼンすることができる
１１．他者とディスカッションしながら進めることができる
成績評価
［成績評価の基準］
１．研究のプロセスについて説明できる（課題レポート）
２．研究論文の構成について説明できる（課題レポート）
３．研究する際に配慮すべき倫理事項について説明できる（課題レポート）
４．興味あるテーマを絞り、研究にむけた準備ができる（課題レポート）
５．研究計画書を作成することができる（研究計画書）
６．研究計画遂行のための適切な手法について考えることができる（研究計画書）
７．研究計画に沿って、調査を行うことができる（卒業論文）
８．収集したデータを適切な方法で分析し、考察をすることができる（卒業論文）
９．一連の研究過程を振り返り、自己評価することができる（卒業論文）
１０．他者にわかりやすくプレゼンすることができる（平常点）
１１．他者とディスカッションしながら進めることができる（平常点）
授業回数の3分の2以上の出席者のみを評価対象として、総合的に評価する
［成績評価方法］
出席状況・ゼミに取り組む姿勢（30％）、研究計画書・課題課題レポート（20％）、卒業論文（40％）を総合
して評価します。
履修における留意事項
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［履修要件］
・特になし
［履修上の注意（科目独自のルール）］
・特になり
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
・卒業論文や課題レポートで成績評価を行うが、内容が反映されていない場合には個別に解説や指導を行う。
［テキスト・参考書等］
１．アカデミック・スキルズ(第2版)―大学生のための知的技法入門、佐藤望 他、慶應義塾大学出版会、201
2
２．研究手法別のチェックシートで学ぶ よくわかる看護研究論文のクリティーク、山川みやえ、日本看護協
会出版会
・参考書であり、授業中は適宜参考資料を配付します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
中西 唯公
Email：ynakani＊juntendo.ac.jp
※メールの際は、＊を＠に変更して送信してください。
［オフィスアワー］
前期・後期：水曜日12:30〜14:30
場所：1号館4階1418室（看護学研究室）
急な出張などで不在にすることもありますので、できれば事前にご連絡を。
備考
［学修時間］
この授業は、講義・演習による２単位の科目であり、授業240時間と準備学習120時間の計360時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中西
唯公
（予習：計15時間）
１〜14
［授業内容］
テーマ：研究とは？ゼミナール 研究とは何であるか、自分の周りでの「研究」に
ついて調べる
とは？
・研究とは何かについて学ぶ
（復習：計15時間）
半期のゼミナールで研究の流れについて学んだこ
［授業方法］
・看護学、看護学における研究 とをまとめ、後期の学修目標を考える
とは何かについて解説する
・研究のプロセスについて解説
する
・興味のあるテーマについて、
発表し、意見交換を行う
（予習：計15時間）
15〜28 中西 唯公
［授業内容］
テーマ：研究の進め方とテーマ 図書館を活用し、興味ある文献を検索し、他者に
プレゼンできるよう準備する
の絞り込み
・研究の進め方について学習し
（復習：計15時間）
、研究テーマを明確にする
研究論文の中から、研究に必要なエッセンスを見
つけ出し、自身の研究計画に結びつける
［授業方法］
・研究プロセスについて解説す
る
・図書館を活用して文献検索を
行い、興味ある文献のクリテー
クを実施する。
・他の学生とディスカッション
を行いながら研究テーマを絞り
込む
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29〜42

43〜56

中西

中西

唯公

唯公

［授業内容］
テーマ：研究計画に沿った研究
の実施
・研究計画に沿った研究の実施
について学習する

（予習：計15時間）
興味あるテーマの研究論文を検索し、研究疑問を
抽出する
（復習：計15時間）
研究計画の不足部分や再検討する事項について再
考察する

［授業方法］
・各種研究手法のメリット・デ
メリットについての解説を行う
・研究計画の発表とディスカッ
ション
・研究計画に沿った調査・情報
収集の実施
・収集したデータの分析と考察
（予習：計15時間）
［授業内容］
テーマ：研究論文の書き方、発 先行文献を探し、論文の構成について学ぶ
表の仕方
（復習：計15時間）
・研究論文の書き方について学 各自作成した研究論文を再検討し、他者が理解で
きる表現であるかなどを確認し、完成させる
習する
［授業方法］
・研究論文の構成等について解
説する
・研究論文の作成と遂行
・研究結果の発表資料の作成と
発表を行い、意見交換を行う
定期試験は実施しない
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

河村

3.4

授業形態
開講学期

講義・実習・演習等
通年

単位数

8.0

剛光

授業概要
[授業全体の内容]
体力をはじめとする、様々な機能やパフォーマンスの測定方法と評価方法について解説し、実際に各種の測
定およびデータ処理を行う授業である。パソコンを用いたデータ処理方法、競技種目に特異なテスト、身体組
成や視覚機能の測定評価方法については詳しく指導する。教員、研究室の様々な活動からも学び、経験する。
また、学生自身が主体的に課題を見つけ、自ら解決していくことに重点を置く授業である。また、不正行為を
未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
[授業の位置づけ (学位授与方針に定められた知識・能力等と関連) ]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした教養」、「コミ
ュニケーション力」、「倫理観」を身に付ける。また、スポーツ科学科において、「スポーツ科学分野の専門
的な知識と技能」、「スポーツ科学分野の専門的な実践力」を養う科目として位置付けられる。
[授業の到達目標]
1. スポーツ科学的な指導や研究において、基本的で重要な各種能力の測定方法について理解する。
2. 実際に測定を実施することができるようになる。
3. 基礎的な統計処理方法を理解することができ、パソコンを使って統計処理を行うことができるようになる
。
4. プレゼンテーションも含め、研究できるようになり、それに関連した文献調査、論文の書き方を習得する
。
成績評価
[ 成績評価の基準 ]
1. 正しい測定評価方法を理解し、実施することができるかどうか。（授業態度・取り組む姿勢）
2. パソコンを用いて効率良くデータ分析や処理ができるかどうか。（授業態度・取り組む姿勢）
3. 研究論文を収集して読み、理解することができるかどうか。（授業態度・取り組む姿勢、レポート等）
4. 研究内容の要点をまとめ、報告する力があるかどうか。（授業態度・取り組む姿勢、レポート等、プレゼ
ンテーション）
5. 科学的な研究を、計画、実施、結果分析、プレゼンテーションすることができるかどうか。（授業態度・
取り組む姿勢、レポート等、プレゼンテーション）
[ 成績評価の方法 ]
授業態度・取り組む姿勢：45%、レポート・卒業論文等の課題：35%、プレゼンテーション：20%
履修における留意事項
[ 履修要件 ]
特になし。
[ 履修上の注意 (科目独自ルール) ]
体力の測定と評価（講義）、測定と評価実習（実習）の内容について十分に習得してもらいたい。自主的に
積極的に授業に参加、勉強してもらいたい。
[ 課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 ]
授業等においてフィードバックし、重要な点や課題等に関して解説する。
（テキスト・参考書等）
特にはなし。必要に応じて授業時に資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
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[ 連絡先 ]
担当：河村剛光
E‑mail：ykoumura[at]juntendo.ac.jp
[ オフィスアワー ]
日時：火曜：12‑16時（後期は3限を除く）、水曜12‑16時、木曜日13‑16時
場所：スポーツ健康医科学研究所3階測定評価系実験室
備考
[ 学修時間 ]
この授業は、8単位の必修科目であり、授業240時間と準備学習120時間の計360時間の学修を必要とする内容
をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
河村剛光
（予習：1時間）
1
[ 授業内容 ]
2年次までの授業等を振り返る。
ガイダンスを行う。
（復習：1時間）
[ 授業方法 ]
概要・活動の説明、計画につい 2年間のゼミナールでの活動計画を考える。
て説明する。
河村剛光
（予習：2時間）
2‑3
[ 授業内容 ]
基本的な統計値の種類を調べておく。
データ分析1を学習する。
（復習：2時間）
[ 授業方法 ]
パソコンを用いて、基本的な統 平均値、標準偏差、偏差値を整理する。
計値について解説する。
河村剛光
（予習：2時間）
4‑5
[ 授業内容 ]
相関について調べておく。
データ分析2を学ぶ。
（復習：2時間）
[ 授業方法 ]
パソコンを用いて、相関・回帰 回帰・予測について整理しておく。
について分析を行う。
河村剛光
（予習：2時間）
6‑7
[ 授業内容 ]
平均値の差の検定の種類を調べておく。
データ分析3について学ぶ。
（復習：2時間）
[ 授業方法 ]
平均値の差の検定・有意とは何 有意水準について整理する。
かを解説する。パソコンを用い
た実習も行う。
河村剛光
（予習：2時間）
8‑9
[ 授業内容 ]
体力測定1について学習する。 形態計測について調べておく。
（復習：2時間）
[ 授業方法 ]
基本的な体力測定法を説明する 新体力テストについて整理する。
。
河村剛光
（予習：2時間）
10‑11
[ 授業内容 ]
競技種目に特異なテストを調べておく。
体力測定2について学ぶ。
（復習：2時間）
[ 授業方法 ]
各種研究、実験において、実際 各種測定方法を整理する。
に測定を行う。
河村剛光
（予習：2時間）
12‑13
[ 授業内容 ]
身体組成の測定法を調べておく。
体力測定3を学ぶ。
（復習：2時間）
[ 授業方法 ]
身体組成・視覚機能の測定を解 視覚機能の測定法を整理する。
説する。
河村剛光
（予習：2時間）
14‑15
[ 授業内容 ]
スポーツと地域について学ぶ。 地域におけるスポーツについて調べておく。
（復習：2時間）
[ 授業方法 ]
スポーツと地域、体力測定の実 研究調査を地域スポーツに活かす方法を検討する
。
際などについて説明する。
河村剛光
（予習：2時間）
16‑17
[ 授業内容 ]
研究計画時に注意すべきことを調べておく。
研究計画法について学ぶ。
（復習：2時間）
[ 授業方法 ]
グループにて研究を計画し、実 実際に研究計画をたてる。
施に向けて準備をする。
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18‑19

河村剛光

20‑21

河村剛光

22‑23

河村剛光

24‑25

河村剛光

26‑27

河村剛光

28

河村剛光

29‑30

河村剛光

31‑32

河村剛光

33‑34

河村剛光

35‑36

河村剛光

37‑38

河村剛光

[ 授業内容 ]
データ収集法について学習する
。
[ 授業方法 ]
データを収集の方法について解
説し、実際にデータを収集する
。
[ 授業内容 ]
データの統計処理について学ぶ
。
[ 授業方法 ]
得たデータを分析して、統計処
理を実施する。
[ 授業内容 ]
研究のまとめ方について学習す
る。
[ 授業方法 ]
実際のデータをまとめて、研究
結果、考察を整理する。
[ 授業内容 ]
研究発表を行う。
[ 授業方法 ]
グループで研究発表を行う。
[ 授業内容 ]
先行研究の調査1について学ぶ
。
[ 授業方法 ]
先行研究を調査するために必要
な知識を説明する。
[ 授業内容 ]
先行研究の調査2について学習
する。
[ 授業方法 ]
先行研究を正しく調査するため
の方法について解説する。
[ 授業内容 ]
研究計画法を学ぶ。
[ 授業方法 ]
これまでの授業で学んだことを
説明し、研究計画を立てる。
[ 授業内容 ]
卒論計画1を立てる。
[ 授業方法 ]
卒業論文実施のために、研究計
画を立てる。
[ 授業内容 ]
卒論計画2を立てる。
[ 授業方法 ]
卒論の実験計画を立案する。

（予習：2時間）
測定で大切なことを再確認しておく。
（復習：2時間）
得たデータを整理する。

（予習：2時間）
データを入力する。
（復習：2時間）
データを解析する。

（予習：2時間）
重要な結果をまとめておく。
（復習：2時間）
結果、考察を仕上げる。

（予習：2時間）
研究発表の準備を行っておく。
（復習：2時間）
発表で得たことをまとめる。
（予習：4時間）
興味のある先行研究を調べておく。
（復習：4時間）
先行研究を詳しく調べてまとめる。

（予習：1時間）
興味のある先行研究を調べておく。
（復習：1時間）
先行研究を詳しく調べてまとめる。

（予習：2時間）
測定・データ分析・研究計画法などで自分の不足
分を確認しておく。
（復習：2時間）
研究計画法を整理する。
（予習：2時間）
研究計画案を作成しておく。
（復習：2時間）
受けたコメントや指摘をまとめて計画を修正する
。
（予習：2時間）
研究計画案を作成しておく。
（復習：2時間）
受けたコメントや指摘をまとめて計画を修正する
。
（予習：2時間）
[ 授業内容 ]
緒言の書き方1について学習す 緒言の書き方やその重要性を調べておく。
（復習：2時間）
る。
実際に緒言を書いてみる。
[ 授業方法 ]
緒言の書き方のポイントを説明
する。
（予習：2時間）
[ 授業内容 ]
緒言の書き方やその重要性を調べておく。
緒言の書き方2を学ぶ。
（復習：2時間）
[ 授業方法 ]
実際に緒言を書いてみる。
緒言を書く。
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39‑40

河村剛光

41‑42

河村剛光

43‑44

河村剛光

45‑46

河村剛光

47‑48

河村剛光

49‑50

河村剛光

51‑52

河村剛光

53‑55

河村剛光

56

河村剛光

[ 授業内容 ]
データ収集法1を学習する。
[ 授業方法 ]
卒業論文のためのデータを収集
する。
[ 授業内容 ]
データ収集法2について学ぶ。
[ 授業方法 ]
卒業論文のためのデータ収集の
準備をする。
[ 授業内容 ]
データの統計解析1について学
習する。
[ 授業方法 ]
実際のデータを使って統計処理
を実施する。
[ 授業内容 ]
データの統計解析2について学
ぶ。
[ 授業方法 ]
卒業論文のためのデータを統計
解析する。
[ 授業内容 ]
結果・考察の書き方1を学習す
る。
[ 授業方法 ]
結果・考察の書き方のポイント
を説明する。
[ 授業内容 ]
結果・考察の書き方2について
学習する。
[ 授業方法 ]
卒業論文の結果・考察を書く。
[ 授業内容 ]
研究発表法について学習する。
[ 授業方法 ]
効果的な研究発表法について解
説する。
[ 授業内容 ]
卒論発表を準備する。
[ 授業方法 ]
卒論発表の準備をする。
[ 授業内容 ]
卒論発表を行う。
[ 授業方法 ]
卒論を発表する。

定期試験を実施しない
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（予習：2時間）
データを収集するための準備を行っておく。
（復習：2時間）
実際にデータを収集する。
（予習：2時間）
データを収集するための準備を行っておく。
（復習：2時間）
実際にデータを収集する。
（予習：2時間）
測定データ等をまとめておく。
（復習：2時間）
統計的な処理や検定を行う。

（予習：2時間）
測定データ等をまとめておく。
（復習：2時間）
統計的な処理や検定を行う。

（予習：2時間）
結果の書き方の一般的なルールを調べておく。
（復習：2時間）
考察の書き方を理解する。

（予習：2時間）
結果の書き方の一般的なルールを調べておく。
（復習：2時間）
考察の書き方を理解する。
（予習：2時間）
良いプレゼンテーションとは何か調べておく。
（復習：2時間）
卒論発表に向け準備する。
（予習：5時間）
卒論発表の準備をする
（復習：5時間）
卒論本文の内容を確認する。
（予習：1時間）
分かりやすく適切にプレゼンテーションできるよ
う準備しておく。
（復習：1時間）
受けた質問やコメントについて調べて取りまとめ
る。
学修時間：授業240時間・準備学習120時間（計36
0時間）

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

3, 4

授業形態
開講学期

講義・演習
通年

単位数

8.0

科目責任者 山中 航
科目担当者
山中 航
授業概要
[授業全体の内容]
本ゼミナールでは 、生理学の研究活動を通じて、問題提起、問題解決およびその成果発表までのプロセスを
学ぶことを目的とする。解決すべき問題の 探索、解決方法の考案、実験計画の立案、データの取得・解析、
結果の解釈、そして最終的に卒業論文の作成および発表を行う。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究
活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
生理学は自然科学の一分野であり、さまざまな生命機能のメカニズム解明を目指す。本ゼミナールでは、研究
活動を通じて、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」の取得を図る。
また、研究の遂行を通じて、「スポーツや健康の分野で、指導的な役割を果たすために必要な高い倫理観」を
養う。このような個の知識・技能の習得に加え、個の力だけでは解決できないような難しい問題に対してチー
ムで「協働で課題を解決するために必要なコミュニケーション能力」を身につける。また研究活動の成果を研
究室セミナーや学会で発信していく過程で、研究の目的とその成果をどのように社会に還元していくか議論を
交わしていくことによって、「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」と「スポーツ科学分野の専門的な実
践力」を身につけ、問題発見能力・問題解決能力・表現能力を兼ね備えたスポーツ医科学研究者およびスポー
ツ指導者の育成を目指す。
[授業の到達目標]
問題提起の基本となる文献考証（これまでにどのような研究が行われ、どのようなことがわかっているのか？
）、研究の目的（解決したい問題は何か？）、仮説の立案（どのような結果が予測されるか？）の考え方を理
解するとともに、どのようにその問題を解決するか考えることができ、客観的にデータを視て論理的な解釈が
できるようになる。さらにその成果を論文およびプレゼンテーションとして発表できるようになることを目標
とする。
成績評価
[成績評価の基準]
卒業論文の評価については、
1. 提起した問題の質（研究の着眼点、関連研究の文献考証）、
2. 論理構成が妥当であるか（図の構成、論文として読み手に伝わるか）、
3. 実験技術の質の高さ（問題を解決するための的を射た方法になっているか）、
といった観点から総合的に判断する。
プレゼンテーション能力・取組姿勢の評価は、
1. プレゼンテーション を行うとき、他者に伝えることを意識した発表になっているか、
2. 論理構成は的確か、
3. 質問に対する受け答えは適切か、
4. 他者のプレゼンテーションを聴くとき、セミナーの中で一回以上の質問をしたか（問題点の抽出能力）、
といった観点から総合的に判断する。
また、論理の本質を突いた良い質問をした場合は加点の対象とする。
[成績評価の方法]
授業・研究活動に取り組む姿勢・プレゼンテーション能力（50%）および卒業論文（50%）によって評価を行う
。また授業態度が進行上ふさわしくないと判断した場合は減点の対象とする。
履修における留意事項
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[履修要件]
以下の科目を履修していることが望ましい。
機能解剖学、生理学、生理学実験実習
[履修上の注意（科目独自のルール）]
毎週一回行われる授業（輪読・論文抄読など）は、単位取得のために3分の2以上の出席を要する。
研究活動として、可能な限り週一回以上（4年次には週二回以上）実験や研究の打ち合わせを行うことが望ま
しい。言われたことをやるだけでなく、自らの柔軟で自由な発想を積極的に発信してほしい。
実験において白衣を必要とするので、各自用意すること。
[課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法]
基本的に試験といったものは行わず、セミナーやプ レゼンテーションの場でオンラインフィードバックを行
う。卒業論文については、WordやGoogle Docs等の校正機能を活かし、問題点の明示化を図る。
[テキスト・参考書等]
Principles of Neural Science, Fifth Edition, (2012)：2016年度精読会に使用
系統看護学講座 専門基礎 〔1〕―人体の構造と機能 解剖生理学 1：機能解剖学・生理学の講義で使用
標準生理学 第8版：参考書として有用
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：山中航
E‑mail：k‑yamana@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
時間：月10:40〜12:00、火10:40〜12:00、水〜金9:00〜12:00
メールであれば随時可：k‑yamana@juntendo.ac.jp
場所：スポーツ健康医科学研究所 3F 9304室
備考
［学修時間］
この授業は、講義・実習の授業形態を含む8単位の科目であり、2年間を通じて行われる。授業240時間と準備
時間120時間の計360時間の学習を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
1(3年前 山中 航
［授業内容］
期)
テーマ：【ガイダンス】
‑ 自己紹介
‑ 研究室使用ルールの確認
‑ 生理学の基礎知識習得のため
の導入
［授業方法］
‑ 対話形式
‑ 生理学の中で各自興味のある
項目について調べる
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：1時間）
テキスト（序章および1章）を読んでおくこと。
（復習：1時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

2‑14(3年 山中 航
前期)

15‑28(3 山中 航
年後期)

29‑42(4 山中 航
年前期)

［授業内容］
テーマ：【問題を考える】
‑ 卒業論文のテーマとしてどの
よう
な問題を解くべきか考えるため
に、生理学の基礎知識を習得す
る。
‑ 生理学的観点から何のために
どのようなことを明らかにする
のか？
問題提起に挑戦する。
［授業方法］
‑ テキスト・論文精読
‑ プレゼンテーション：各自生
理学の中で興味あるテーマにつ
いて調べたことを発表する(15
分程度／人)。また他者の発表
を聴いて質問を考える。
［授業内容］
テーマ：【問題解決のための方
法を学ぶ】
‑ 前期(2〜14)で獲得した基礎
的知識をもとに、（研究室のリ
ソースでできる範囲で）提案し
た問題に対する解決方法を考え
る。
‑ 予備実験を行い、解決するた
めの実験技術を習得する。

(予習：1時間)
‑ 各自、興味のあるテーマについてテキストを読
み進め、
説明できるように準備しておく
(復習：1時間)
‑ 学習したポイントをまとめて理解を深める

(予習：1時間)
‑ 各自考えた問題 についてどうすればその問題
を解決でき
るのか考える
(復習：1時間 )
‑ 学習したポイントをまとめて理解を深める。
‑ 得られたコメントに基づいて、方法の洗練化を
行う。
‑ 習得した技術を文章化して、次回の実験に備え
る。

［授業方法］
‑ プレゼンテーション・質疑応
答
‑ 予備実験
(予習／復習：2時間)
[授業内容]
テーマ：【データの取得、解析 ※進捗によって何に重きを置くか各自考えること
‑ 本実験
方法を学ぶ】
‑ 1年次で習得した知識・技術 ‑ データ解析
に基づいて、本実験を行う。 ‑ プレゼンテーションの準備：各自工夫して説得
‑ 記録したデータを解析するた 力のあるデータの提示方法を考える
めの方法(MATLAB, R, Python,
Excelなどのプログラミング技
術)を習得する。
‑ 得られたデータによって得ら
れた知識をProgress Reportと
して報告する。
[授業方法]
‑ 実験
‑ 解析 (MATLAB, R, Python, E
xcel)
‑ プレゼンテーション・質疑応
答
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43‑55(4 山中 航
年後期)

56(4年後 山中 航
期)

[授業内容]
テーマ：【卒業論文の作成】
‑ 実験によって得られたデータ
に基づいて論理的に解釈を行っ
て文章にまとめる。
‑ 必要に応じて追加実験・追加
解析を行う。
[授業方法]
‑ 論文作成進捗の報告・議論
‑ プレゼンテーション（研究成
果の発表練習）・質疑応答
[授業内容]
テーマ：【卒業論文発表会】
‑ 2年間の研究成果を発表する
。研
究内容だけでなく、聴衆に伝わ
る
ようなプレゼンテーションがで
き
る。
‑ 他者のプレゼンテーションを
聴くときに、質の高い質問をす
ることができる。
[授業方法]
‑ 発表会形式でのプレゼンテー
ショ
ン
定期試験は実施しない
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(予習／復習：2時間)
※進捗によって何に重きを置くか各自考えること
‑ 論文作成

(予習：1時間)
‑ 説得力のあるプレゼンテーションができるよう
十分に内容を考えて繰り返し練習する
(復習：1時間)
‑ 発表会で得られたコメントをまとめてレポート
を作成する。

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

釆女

3・4

授業形態
開講学期

講義・演習
通年

単位数

8.0

智津江

授業概要
［授業全体の内容］
本研究室では、子供の心と体を支援する養護教諭や学校保健に関する研究を行っています。具体的には保健
室経営や現代的健康課題（保健室登校、心のケア、いじめ、性に関する問題、生活習慣等）への対応など広範
囲に及びます。学校における子供の心身の健康づくりのための基礎理論や研究方法などについて多角的に学修
します。3年次は、各自の文献抄読を中心に討論やプレゼンを行うことにより研究能力の獲得に努めます。4年
次は、学会へ参加するなど専門性を深めるとともに各自の問をもとに卒業論文を作成します。また、不正行為
を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養します。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力との関連）］
この科目は、「スポーツ健康科学分野における健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」及び
「健康についての専門知識と実践力の習得」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1. 学校保健学及び学校における健康教育に関する基礎知識や理論について説明することができる。
2. 子供の心身の健康実態や課題を理解し、対応方法について説明することができる。
3. 論文を抄読し、近年の研究動向や分析方法について理解を深めることができる。
4. 討論やプレゼン活動を通して発表力やコミュニケーション力の向上を図ることができる。
5. 研究計画遂行のための適切な手法について考え計画をデザインし実施することができる。
6.研究のプロセスを踏んで、卒業論文を作成することができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1. 学校保健学及び健康教育に関する基礎知識や理論について説明することができる。（課題レポートにより
評価する）
2. 子供の心身の健康実態や課題を理解し、対応方法について説明することができる。（面接、課題レポート
）
3. 論文を抄読し、近年の研究動向や分析方法について理解を深めることができる。（観察、レポート）
4. 討論やプレゼン活動を通して発表力やコミュニケーション力の向上を図ることができる。（観察）
5. 研究計画遂行のための適切な手法について考え計画をデザインし実施することができる。（研究計画、面
接）
6. 研究のプロセスを踏んで、卒業論文を作成することができる。（面接、卒業論文）
[成績評価の方法]
3年次：討論、プレゼン、課題発表、提出物を中心に評価する。
（授業態度 30％ 課題発表 30％
提出物40％）
4年次：討論、プレゼン、課題発表、中間発表、後期卒業論文発表会、研究成果発表を中心に評価する。
（授業態度 30％ 課題発表 30％
提出物40％）
履修における留意事項
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［履修要件］
3・4年生を対象とする。
子どもの心身の健康づくりに興味・関心のある学生であれば養護教諭や教諭等を目指す学生以外でも受け入れ
可である。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
１回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席とする。
［（試験・レポート等］に対するフィードバックの方法）
・授業の中で取り上げ、解説や協議をして理解を深められるようにする。
［テキスト・参考書等］
・随時関係する資料を配布する。
参考書
1.釆女智津江他，養護概説（第10版），少年写真新聞社，2018
2.学校保健ハンドブック，教員養成系大学保健協会編，2014
3.保健科教育法入門，大修館書店，2017
4.石井秀宗，統計分析のここが知りたい，文光堂，2010
5.朝倉隆司，調査研究入門，少年写真新聞社，2013
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：釆女 智津江
E‑mail cuneme［at］juntendo.ac.jp
＊［at］を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
月曜日16:50〜18:30，火曜日15:00〜18:00, 水曜日 16:50〜18:00 1号館４階1419 健康教育学研究室
＊予約なしでも応じますが、なるべく前日にアポイントを取るようにしてください。
備考
［学修時間］
この授業は、ゼミナール形態による前期・後期の８単位の科目であり、授業120時間と準備学習240時間の計
360時間の学修を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、学科必修科目として位置づけられている。
授業者数により、授業方法を変更することがある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
釆女智津江
（予習：各学年2時間）
1
［授業内容］
・ゼミナールのねらいや目標、 ・ゼミナールに向けて自分の目標や取組について
進め方について理解し、スケジ 整理しておく。
ュールの見通しをもつ。
（復習:各学年2時間）
・ゼミナールの内容を概観し、年間スケジュール
［授業方法］
・授業内容、進め方、評価方法 を立てる。
、年間のスケジュールについて
解説する。
（研究目的、方法、分析、構成
、調査票の作成方法,プレゼン
方法等については随時関係個所
にて解説する。）
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［授業内容］
・研究論文による講義・演習を
通じて学校保健及び養護実践研
究に関する基本的な理論や知識
、研究方法について理解を深め
る。
［授業方法]
・講義、演習（ディスカッショ
ン）により、学校保健及び養護
実践研究の意義・重要性につい
て理解を深める。
［授業内容］
・養護教諭や学校保健に関する
文献を検索し、要旨や課題をま
とめ、養護実践研究や学校保健
研究等の動向について理解を深
める。
[授業方法］
・事前学習で調べておいた論文
の要旨を発表し、質疑応答及び
ディスカッションにより、研究
課題について理解を深める。
［授業内容］
・各自の研究テーマに応じた論
文検索、抄読を行い、研究目的
、方法等について計画を具体化
していく。

（予習：各学年6時間）
・参考図書である新養護概説など、研究に関する
部分を調べて読んでおく。
（復習：各学年6時間）
・興味・関心のある論文を検索し、研究の動向を
調べる。

（予習：各学年6時間）
・興味・関心のある論文を検索し、論文要旨をま
とめ10分程度で発表できるようにしておく。（ス
ライドの作成）
（復習：各学年6時間）
・興味・関心のあるテーマについて文献収集を行
い、自分が研究したいテーマの絞り込みを行う。

（予習:各学年6時間）
・研究課題について調べ学習及び文献収集を行う
。
（復習:各学年6時間）
・研究課題について調べ学習及び文献収集を行う
。

［授業方法］
・各自の研究テーマに関する論
文検索、抄読を行い、研究課題
への理解を深める。
（予習:各学年6時間）
［授業内容］
・各自の研究計画(提議書案） ・各自の研究計画(提議書案）を作成し、発表で
の作成を通して、研究活動の見 きるようにしておく。（スライドの作成）
通しを立てる。
（復習：各学年6時間）
・ディスカッションや指導助言を踏まえて、提議
［授業方法］
・各自の研究計画案を発表し、 書を作成する。
質疑応答及びディスカッション
により見直し改善を図る。
(予習：各学年2時間）
［授業内容］
・研究課題発表会(中間発表会 ・中間発表会に向けての準備を行う。
）を実施し、養護教諭や学校保
健等に関する研究課題への理解 （復習：各学年2時間）
・ディスカッションや指導助言を踏まえて研究計
を深める。
画を具体化していく。
［授業方法］
・各自の研究課題を発表し、質
疑応答及びディスカッションを
行い、研究課題への理解を深め
る。
・発表に対して研究の方向性等
について指導助言する。
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〜22
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［授業内容］
・アメリカ、フィンランド、オ
ランダなど海外の健康教育につ
いて紹介し、日本の養護教諭と
欧米のスクールナース及び健康
教育の方法などの比較検討を通
して、日本の学校保健の特質や
課題について理解を深める。
(授業方法）
・プリントとスライドを使用し
て解説する。比較検討にあたっ
てディスカッションを行い、考
察を深める。
［授業内容］
・いじめ、保健室登校、ネット
依存、性に関する問題などの現
代的健康課題の現状と課題及び
対応における基本的な考え方に
ついて理解を深める。
［授業方法］
・各自が興味・関心のある健康
課題を選定し、調べたことをレ
ポートにまとめ発表する。質疑
応答及びディスカッションを行
い、健康課題への対応について
理解を深める。
［授業内容］
・学校内外と連携・協働して子
供の健康づくりをするための学
校保健組織活動の重要性、現状
と課題について理解を深める。
［授業方法］
・協力校の学校保健委員会への
参加を通して、保健組織活動に
ついて実践的に理解を深める。
・調べてきた保健組織活動に関
する先行研究の抄読を行い、質
疑応答及びディスカッションを
行い理解を深める。
［授業内容］
・養護教諭や学校保健、健康教
育に関する学会に参加し、研究
の動向を概観するとともに課題
への理解を深める。

（予習：各学年4時間）
・日本の養護教諭と欧米のスクールナースとの相
違点について調べておく。
（復習：各学年4時間）
・日本の学校保健、健康教育の在り方等について
、欧米との比較から得られる視点の相違点や課題
及び優れている点などをまとめレポートを作成す
る。

（予習:各学年4時間）
・現代的健康課題に関する先行研究を検索し、要
旨をレポートにまとめておく。
（復習：各学年4時間）
・子供の現代的健康課題への対応について学校や
養護教諭等の役割についてまとめる。

(予習:各学年4時間）
・保健組織活動に関する文献検索を行い要旨をま
とめておく。
（復習：各学年4時間）
・学校保健委員会参観の実際についてレポートに
まとめる。

（予習：各学年4時間）
・学会参加するにあたり参観計画を立てておく。
（復習：各学年4時間）
・学会で得た知識及び研究の動向や課題について
まとめ整理しておく。

［授業方法］
・関係学会への参加。（学会発
表も積極的に行う）
（予習:各学年4時間）
［授業内容］
・各自で論文作成を行う。
・論文査読を行う。
（復習：各学年4時間）
［授業方法］
・面接を行い指導助言を行う。 ・指導助言を踏まえて論文を修正する。
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(予習：各学年4時間）
[授業内容]
・研究の進捗状況を発表し、論 ・卒業論文を作成し、プレゼンの準備を行う。
文内容の検討を行う。
（復習：各学年4時間）
・ディスカッション及び指導助言を踏まえて卒業
[研究方法]
・各自の発表における質疑応答 論文を完成させる。
及びディスカッションを行い、 ・各自の研究成果と課題をまとめる。
研究成果と課題への理解を深め
る。
・面接を行い指導助言を行う。
(予習:各学年2時間）
［授業内容］
・卒業論文発表会の実施(3・4 ・卒業論文及び抄録を作成し、プレゼンの準備を
行う。
年合同）。
［授業方法］
・各自の研究成果発表を行い、
質疑応答及びディスカッション
を行い研究成果と課題への理解
を深める。
［授業内容］
・ゼミの振り返りを行う。
[授業方法]
・ゼミ活動での成果や課題等に
ついてディスカッションを行い
、レポートにまとめ発表する。
試験は実施しない。
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（復習：各学年2時間）
・各自の研究成果と課題をまとめる。

予習：各学年2時間）
・ゼミ活動の振り返りをレポートにまとめる。
（復習：各学年2時間）
・ディスカッションの結果を踏まえて、ゼミ活動
の振り返りをレポートにまとめる。
準備学習合計240時間

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

3.4

授業形態
開講学期

講義・演習
3.4年通年

単位数

8.0

科目責任者 大久保 菜穂子
科目担当者
大久保菜穂子
授業概要
［授業全体の内容］
本ゼミナールでは、健康教育学の歴史・意義について学び、ライフステージや生活の場の視点から、QOL向
上を目標とした健康教育に関する理解を深め、地域・学校・職場等における健康教育に必要な基礎知識や技術
を獲得することを目的としている。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫
理観を涵養する。
具体的には、健康教育学の歴史・意義について解説し、ライフステージや生活の場の視点から、QOL向上を
目標とした健康教育に関する理解を深める。また、地域・学校・職場等における健康教育に必要な基礎知識や
技術を紹介する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力との関連）］
健康学科では、身体的・精神的・社会的健康に関する科学的な知識を習得し、人々の健康づくりと健康支援
に必要な技能を育むべく専門性の高い科目を体系的に配列してある。その中で、この科目は、ゼミナールを通
して「コミュニケーション力」や、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」という学位授与方針
の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1)健康教育学に関する基礎知識や理論について説明することができる。
2)健康教育学に関する論文を抄読し、最近の研究動向や分析方法の理解を深めることができる。
3)各自の興味に応じたテーマを設定し、健康教育学に関わる卒業論文を計画づくることができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1. 本ゼミナールを通じて習得した健康教育学に関する知識や研究方法に基づき、選定した課題について具体
的に述べることができ、そして卒論を完成することができる（レポート・卒業論文）
2. ゼミナール中の発言や態度、グループワークの取組状況によって受講態度を評価する（平常点）
3. ゼミナール中に課す提出物（グループワークでの成果物や振り返り）（ワークシートやレポート）
［成績評価の方法］
筆記試験（レポート・卒業論文）70％、ゼミナール中に課す提出物20％、ゼミナール中の態度・行動や質疑応
答などの取組む姿勢といった授業への意欲度（平常点）10％を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
健康教育学、健康教育学実習、生涯健康論などを履修していると望ましい。
［履修上の注意］
1回の授業について3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いにする。
遅刻及び早退3回で1回分の欠席としてカウントする。
［課題（試験やレポート等）に対するﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法］
ゼミナール中に課したレポートや提出物については講義形式で解説を行う。
［テキスト・参考書等］
医学書院「患者の目線 医療関係者が患者・家族になってわかったこと」
垣内出版「２１世紀の健康戦略シリーズ ヘルスリテラシーとは何か？―２１世紀のグローバル・チャレンジ
」
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当： 大久保 菜穂子
E‑mail： naokoo[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時： 水曜日12:00から12:50
場所： 1号館4Ｆ 1415号室 健康教育学研究室
他の学生の相談時間と重ならないようにするため、できるだけ前日までにE‑mailで予約してください。質問や
相談は予約のあった学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、ゼミナール形態による8単位の科目であり、授業120時間と準備学習240時間の計360時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
授業計画は授業の進行状況により多少前後することがある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
大久保 菜穂子
（予習:3時間/回）各自、随時、文献資料等を熟
1‑14
1.授業内容
担当者を決め、健康教育学に関 読し、健康教育学に関する基礎知識を習得する
するテーマを各自で定め、文献 （復習：1時間/回）ゼミナール時の討議を振り返
抄読を行い、健康教育学に関す り、得られた内容についてまとめる。
る最新の情報を修得し、健康教
育学の知識や技術に対する理解
を深める。
2.授業方法
健康教育学に関するテーマを定
め、担当者が毎回のゼミナール
までに、関連文献を調べ、熟読
し、まとめ、要約したものにつ
いてプレゼンテーションを行う
。発表内容に関して、グループ
ディスカッションを行う。健康
教育学に関する知見について解
説する。
大久保 菜穂子
（予習:3時間/回）研究課題を明確にし、課題に
15‑28
1.授業内容
各自の研究課題に応じた健康教 あった健康教育学に関する論文を検索し、ゼミナ
育学に関する論文検索、抄読を ールでの発表に向けプレゼンの準備をする。
（復習:1時間/回）ゼミナールでの討議を振り返
行い、理解を深める。
り、解説された健康教育学の知見をふまえて復習
2.授業方法
毎回のゼミナールまでに、各自 を行う。
が定めた研究課題に応じた健康
教育学に関する論文を調べ、熟
読し、まとめ、要約したものに
ついてプレゼンテーションを行
う。発表内容に関して、グルー
プディスカッションを行う。健
康教育学に関する知見について
解説する。
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29‑42

大久保 菜穂子

43‑56

大久保 菜穂子

1.授業内容
卒業論文に向けた文献考証を行
い、健康教育学に関する理解を
深める。
2.授業方法
毎回のゼミナールまでに各自、
卒業論文に向けた文献考証を行
い、要約したものについてプレ
ゼンテーションを行う。発表内
容に関して、グループディスカ
ッションを行う。健康教育学に
関する知見について解説する。
1.授業内容
途中経過等の発表・討議を実施
しながら、健康教育学に関する
理解を深める。論文を作成・修
正し、卒業論文を完成させる。
2.授業方法
毎回のゼミナールまでに各自、
卒業論文の途中経過のプレゼン
テーションを行う。望ましい卒
業論文の完成に向けて発表内容
についてグループディスカッシ
ョンを行う。卒業論文の内容に
ついて解説する。
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（予習:3時間/回）文献を熟読し、ゼミナールで
の発表に向けプレゼンの準備をする。
（復習:1時間/回）ゼミナールでの討議を振り返
り、次回の課題のまとめに向け、復習を行う。

（予習:2時間/回)作成中の卒業論文に関して簡潔
にまとめ、わかりやすいプレゼンテーションにな
るよう準備する。
（復習:2時間/回）発表後の討議をふまえ、次回
の発表に向け反省点・改善点をあげ、復習を行い
、卒業論文完成に向け進める。

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

3,4

授業形態
開講学期

講義・演習
通年

単位数

8.0

科目責任者 柴田 展人
科目担当者
柴田 展人
授業概要
[授業概要]
この授業では、大学生活、スポーツや体育場面で生じる精神保健学的およびメンタルヘルスの諸問題を明ら
かにするための研究方法を体験的に学ぶ。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための
高い倫理観を涵養する。研究対象は、トップアスリート、指導者、体育教師、幼児・児童・生徒・学生、地域
のスポーツ指導者などである。3年次には、文献抄読とプレゼンテーションを通して実証研究に必要な基礎的
な知識を理解して研究計画書を作成する。4年次には、各自の研究テーマで研究を進めて研究発表を行い卒業
論文にまとめる。授業時間外の学修では、授業内のディスカッションで発表する自分の意見を事前にまとめる
ことが求められる。
[授業の位置付け（学位授与方針に定められた知識能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教
養、及びそれらの活用能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1. 精神保健学およびメンタルヘルスの実証研究に必要な基礎的な知識を理解することができる。
2. 精神保健学的およびメンタルヘルスの知識を深め、自分の言葉でプレゼンテーションすることができる。
3. チームで問題解決をする力とコミュニケーション能力を身につけることができる。
4. 実証研究のための研究計画書を作成し、研究を遂行し、研究発表をすることができる。
5. 実施した研究から得られた知見を卒業論文としてまとめることができる。
成績評価
[評価方法]
下記の項目を総合して評価する
3年次：授業に取り組む態度（20%）、授業内プレゼンテーション（20%）、
グループ研究の発表と質疑応答（30%）、研究計画書（30%）
4年次：授業に取り組む態度（20%）、授業内プレゼンテーション（10%）
研究発表と質疑応答（20点）、卒業論文（50%）
各学年において合計100点満点として成績評価を行う。
[評価基準]
1. [評価方法]
下記の項目を総合して評価する
3年次：授業に取り組む態度（20%）、授業内プレゼンテーション（20%）、
グループ研究の発表と質疑応答（30%）、研究計画書（30%）
4年次：授業に取り組む態度（20%）、授業内プレゼンテーション（10%）
研究発表と質疑応答（20点）、卒業論文（50%）
各学年において合計100点満点として成績評価を行う。
[評価基準]
1. 精神保健およびメンタルヘルスの実証研究に必要な基礎的な知識を理解することができる（授業内プレゼ
ンテーション、グループ研究の発表と質疑応答、研究計画書）。
2. 精神保健およびメンタルヘルスについて学問体系を理解し、科学論文も読み込むことができる
3. チームで問題解決をする力とコミュニケーション能力を身につけることができる（授業に取り組む態度、
授業内プレゼンテーション）。
4. 実証研究のための研究計画書を作成し、研究を遂行し、研究発表をすることができる（研究計画書、授業
内プレゼンテーション、研究発表）。
5. 実施した研究から得られた知見を卒業論文としてまとめることができる（研究発表と卒業論文）。
の実証研究に必要な基礎的な知識を理解することができる（授業内プレゼンテーション、グループ研究の発表
と質疑応答、研究計画書）。
履修における留意事項
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[受講条件]
「精神保健学IおよびII」を原則として受講していること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
特になし
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
1. 授業内プレゼンテーションは、終了後に改善点についてコメントする。
2. グループ研究の発表と質疑応答は、学内外の発表会で発表し、終了後に改善点についてコメントする。
3. 研究計画書は、研究が遂行可能な形になるまで添削を繰り返し実施していく。
4. 研究発表は、他のゼミナールと合同で開催し、終了後に改善点についてコメントする。
5. 卒業論文は、学術論文として適切な形になるまで添削を繰り返し実施していく。
[テキスト・参考書]
特に指定はない
連絡先とオフィスアワー
連絡先
柴田展人
(nshibata@juntendo.ac.jp)
月曜日 4限
木曜日 2限
1216号 研究室に在室しています
備考
[学習時間]
この授業は、講義形式の授業形態による2単位の科目であり、授業120時間と準備学習240時間の計360時間の学
習を必要とする内容をもって構成する。
[その他]
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
3年次1 柴田展人
[授業内容]
テーマ：授業のオリエンテーシ
ョンとゼミナールの意義
[授業方法]
講義を通して、オリエンテーシ
ョン（授業の概要、到達目標、
成績評価方法など）とゼミナー
ルとは何か、ゼミナールの意義
と役割、ゼミナールの進め方、
到達目標、成績評価方法、履修
上の注意について理解する。グ
ループワークを通して、１年間
のゼミナール活動の目標と計画
を立てる。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
[予習：2時間]
授業のシラバスを丁寧に読んでくる。精神保健、
メンタルヘルスの定義について事前に調べてくる
。授業で学びたいと考えている内容を３つ考えて
くる。
[復習：2時間]
授業のオリエンテーションの内容について理解を
深めるために授業資料を読み返す。ゼミナールの
意義について復習する。復習時に疑問に思ったこ
とについて調べ、わからなければ質問をできる準
備をしておく。

2〜10

11〜20

柴田展人

柴田展人

21‑27

柴田展人

28

柴田展人

授業内容]
テーマ：精神医学、心理学、メ
ンタルヘルスの研究内容
ICD‑10分類F0 F9の精神疾患に
ついて学ぶ。

[予習：2時間]
論文の該当箇所を読む。発表担当者は、発表資料
を準備して発表できる準備を行う。その他の受講
者は、議論ができるように自分の意見や考えをま
とめておく。

[授業方法]
精神医学の学術書と学術論文を
読み、内容を理解して、プレゼ
ンテーションを行う。プレゼン
テーションを通して、研究成果
をどのように医療現場、現代社
会に役立てることができるのか
について、学生の立場からディ
スカッションを行う。
[授業内容]
テーマ：精神医学の研究手法
研究倫理、文献レビュー、リサ
ーチクエスチョン、研究デザイ
ン、質問紙法、面接法、実験法
、心理統計、信頼性、妥当性、
因果関係、相関関係などを理解
する。

[復習：2時間]
発表と議論を振り返り、自分の意見と他者から得
られた意見をまとめる。授業で指示された課題を
する。復習時に疑問に思ったことについて調べ、
わからなければ質問をできる準備をしておく。

[授業方法]
4年生の「卒業論文発表会」で
の質疑応答とディスカッション
を通して、適切な質問の仕方、
発表者への配慮、建設的批判な
どを学ぶ。

[復習：2時間]
4年生の「卒業論文発表会」での質疑応答とディ
スカッションを通して学んだことをレポートにま
とめる。

[予習：2時間]
研究内容を各自事前に考えて、議論を行うための
準備をする。研究の意義、実現可能性、研究の手
続き、発展性などを考えておく。研究の進行に伴
い、準備する必要があるものや理解しておくべき
内容を整理し、グループごとに事前学習を行う。

[復習：2時間]
グループでのディスカッションとで明らかになっ
た課題を解決するための準備を行う。研究遂行に
[授業方法]
グループに分かれてメンタルヘ 必要な準備を行う。
ルスの研究を理解して研究計画
書を作成する。その後、実際に
研究を実施し、学外ないし学内
の研究会において研究発表を行
う。
[予習：2時間]
[授業内容]
テーマ：卒業研究に向けた研究 自分で研究をする内容に関する研究計画書の下書
きを作成する。ゼミナールの時間に発表を行い議
計画書の作成
論するための準備をする。
[授業方法]
講義、グループワーク、教員と [復習：2時間]
個別でのディスカッションを通 講義、グループワーク、教員と個別でのディスカ
して、研究の問題提起、研究目 ッションを通して明らかになった課題を解決する
的と意義、仮説の設定、研究方 ための準備を行う。研究遂行に必要な準備を行う
法、予想される結果などをまと 。
めていく。
[予習：2時間]
[授業内容]
テーマ：4年生の「卒業論文発 事前に発表抄録に目を通して、質問する内容につ
いてまとめておく。
表会」への参加と質疑応答
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4年次
1〜10

柴田展人

11月23日 柴田展人

24‑26

柴田展人

[予習：2時間]
[授業内容]
テーマ：研究の実施と研究の進 研究対象者への研究依頼を行う。研究をスムーズ
に進めるための準備を行う。
捗状況の報告
[授業方法]
研究を遂行するために、研究依
頼、対象者への倫理的配慮、デ
ータ収集、データ分析、図表の
作成などを行う。
[授業内容]
テーマ：卒業論文と卒業論文抄
録の執筆
[授業方法]
得られた研究結果を卒業論文、
卒業論文抄録としてまとめてい
く。得られた結果の先行研究と
の比較検討などについてディス
カッションを通して行う。
[授業内容]
テーマ：研究発表準備
[授業方法]
研究発表準備（発表抄録の作成
、発表資料の作成、発表練習、
質疑応答の練習）を行う。繰り
返し添削や練習を行うことで発
表への準備を進める。

[復習：2時間]
得られた研究データをまとめる。データ収集、デ
ータ分析、図表の作成などにおいて不明なところ
があれば質問ができるように準備しておく。
[予習：2時間]
卒業論文と卒業論文抄録を作成するための準備を
行う。研究テーマに関連する文献や資料について
整理してまとめておく。
[復習：2時間]
[復習]授業で指示された部分について確認をし
て卒業論文と卒業論文抄録を修正する。

[予習：2時間]
研究発表を行うための準備を行う。
[復習：2時間]
発表抄録、発表資料の効果的な伝え方を各自考え
て、授業内で指示された部分について適宜修正を
行う。
[予習：2時間]
研究発表を行うための準備を行う。

[授業内容]
テーマ：学外または学内の研究 [復習：2時間]
研究発表において質問やコメントを頂いた部分に
会での研究発表
ついて発表資料と発表内容の修正を行う。卒業論
文発表会への準備につなげる。
[授業方法]
学外または学内の研究会で研究
発表を行う。研究発表を通して
、研究発表の仕方、質疑応答、
適切に伝えるための表現方法の
工夫などを学ぶ。指導教員以外
の教員からコメントをもらうこ
とで新たな視点を学ぶ機会をつ
くる。
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27‑28

柴田展人

[予習：2時間]
[授業内容]
テーマ：卒業論文発表会で研究 卒業論文を発表するための準備を行う。事前に発
表抄録を配布し、質問されることが予想される内
発表
容についてまとめておく。
[授業方法]
卒業論文発表会を通して、研究 [復習：2時間]
発表、質疑応答について学ぶ。 質疑応答で出された箇所について、対応するため
の「対応手続き」についてレポートとしてまとめ
る。
[授業内容]
テーマ：授業のまとめと振り返
[予習：2時間]
り
研究協力を頂いた方へのお礼状を準備する。また
、ゼミナールを通して学んだこと、ゼミナールで
[授業方法]
授業のまとめと振り返りをする の学びをどのように活かすことができるのかにつ
。研究協力へのお礼状、ゼミナ いて事前にまとめてくる。
ールを通して学んだこと、ゼミ
ナールでの学びをどのように活
かすことができるのかについて
ディスカッションを行う。
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

対象学年

3

単位数

科目責任者
科目担当者

和気

8.0

秀文

授業概要
[授業全体の内容]
本ゼミナールでは、人体の生理機能について深く理解するための上級講義、英文教科書の熟読、欧文論文の抄
読を行う。また、脳神経科学的・分子生物学的手法を用いた生理学実験を通じて、運動による中枢性疲労の機
序、生活習慣病に対する運動療法効果の機序、および運動時呼吸循環調節機序などについて学ぶ。また、不正
行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
本ゼミナールでは、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付け
るとともに、グループワークを通じて「協働で課題を解決するために必要なコミュニケーション能力」、また
研究活動を通じて「スポーツや健康の分野で、指導的な役割を果たすために必要な高い倫理観」を身に付ける
ことを目的に開講される。さらにスポーツ科学科においては、「スポーツ医科学とコーチング科学を中心とし
たスポーツ科学についての知識と技能 」および「スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力ない
しは研究できる能力」という学位授与方針の達成にも寄与する。
[授業の到達目標]
１．生理学に関する深い知識を有し、各器官系の概要について説明することができる。
２．スポーツ科学に関連した生理学実験方法を理解し、目的にあった研究を効率よく遂行することができる。
３．得られた結果を纏め、的確に発表することができる。
４．実験動物または人を対象とした研究を実施する上での研究倫理について説明することができる。
成績評価
[成績評価の基準]
１．各器官系の概要について的確に解説することができる（平常点および口頭試験）。
２．生理学に関連した研究を効率よく遂行することができる（平常点および論文評価）。
３．得られた結果を纏め、的確に発表することができる（口頭試験および論文評価）。
４．研究倫理について説明することができる（平常点）。
[成績評価の方法]
平常点（50%）、研究発表（口頭試問20%）ならびに論文評価（30%）を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
生理学および機能解剖学の講義を受講していること。また、生理学実験実習を受講していることが望ましい。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
毎週一回行われる授業（講義、論文抄読など）は、単位取得のために3分の2以上の出席を要する。また、卒業
論文が完成するまでは、可能な限り週一回以上（４年生時には２回以上）は実験や研究の打ち合わせを行うこ
とが望ましい。
[課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法]
課題レポートを毎回提示し、当日の授業で評価、助言および解説を行う。
[テキスト・参考書等]
適宜資料を配布する。白衣を必要とするので、各自用意すること。
連絡先とオフィスアワー
和気秀文
連絡先：hwaki[at]juntendo.ac.jp （[at]を@に変更してください）
オフィスアワー：火曜日午後、スポーツ健康医科学研究所３階 生理学研究室（９３０４）
備考
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[学修時間]
この授業は、8単位の科目であり、授業240時間と準備学修120時間の計360時間の学修を必要とする内容をもっ
て構成する。
[その他]
特になし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
和気 秀文
（予習：1時間）
1
ガイダンス
生理学講義で学んだことを確認する。

2‑14

15‑28

29‑38

39‑42

43‑56

和気

和気

和気

和気

和気

秀文

秀文

秀文

秀文

秀文

（復習：1時間）
毎回の授業で教員から指示される課題を遂行する
。
適宜、生理学に関する講義、英 （予習：1時間）
英文論文の抄読に関しては、自分の研究テーマに
文論文などの抄読を行う。
関連した論文（原著でも総説でも構わないが、出
来るだけ最新のもの）を説明できるように準備し
ておく。英文教科書についてはあらかじめ指示の
あった範囲を和訳しておく。
（復習：1時間）
毎回の授業で教員から指示される課題を遂行する
。
生理学研究のための実験手技の （予習：1時間）
習得と実験プロトコールの作成 生理学研究のための実験手技とプロトコールの作
成について先行研究を調べノートに纏めておく。
を行う。
（復習：1時間）
毎回の授業で教員から指示される課題を遂行する
。
（予習：1時間）
前回得られた実験のデータを整理しておく。その
日の実験準備を行う。疑問点などをノートに纏め
ておく。

生理学実験を行う。

（復習：1時間）
毎回の授業で教員から指示される課題を遂行する
。
全データを纏め、解析を行う。 （予習：2時間）
実験のデータを纏め、解析を行う。疑問点などを
また図表の作成を行う。
ノートに纏めておく。
（復習：2時間）
毎回の授業で教員から指示される課題を遂行する
。
卒業論文の作成と発表会のため （予習：1時間）
卒業論文作成のための文献や資料、解析データを
に準備を行う。
整理しておく。
（復習：1時間）
毎回の授業で教員から指示される課題を遂行する
。
定期試験は行わない。
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

荻原

3,4

授業形態
開講学期

演習
通年

単位数

8.0

朋子

授業概要
[授業全体の内容]
体育科教育学の発展を目的として、その研究方法、授業研究のための基礎理論や研究方法の習得、体育授業に
関わる教材の研究など、体育科教育学を多角的に学習する。そして、各自の興味あるテーマから卒業論文の作
成へとつなげていく。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養す
る。
３年次前期：体育科教育学に関する基礎理論の習得
３年次後期：体育科教育学に関する研究論文の抄読、研究方法や実践研究の理解
４年次前期：体育科教育学に関する卒業論文の計画と実践
４年次後期：卒業論文の完成、研究成果の発表
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
本授業では、体育科教育学の科学的研究成果をはじめとする幅広い知識や教養を学び、得られた情報をもとに
議論することにより、スポーツ健康科学に関する高度な専門的知識、対人調整力、コミュニケーション力、を
身につけ、スポーツ健康科学に関する研究能力を身につけることを目指す。
[授業の到達目標]
1.体育科教育学に関する基礎理論を説明できる。
2.体育科教育学に関する研究論文を抄読し、分析方法や教材開発について説明できる。
3.各自の興味に応じた体育科教育学に関わる卒業論文を計画、作成することができる。
成績評価
[成績評価の基準]
1.3年次では、課題発表や課題提出物の提出状況や内容について、到達目標に達しているか随時評価する。
2.4年次では、提議書の作成、課題発表、卒業論文の作成過程において、目標に達しているか評価する。
3.その他、授業の出席状況や学習に対する意欲、態度、知識の深まりなどについては、授業内で評価する。
[成績評価の方法]
3年次の前期、後期において、適宜、課題発表の実施と提出物を中心に評価する。（態度30％、発表20％、提
出物50％）
4年次は、提議書の作成と卒業論文、研究成果の発表を中心に評価する。（態度30％、提議書等20％、卒業論
文50％）
履修における留意事項
[履修要件]
課題意識を持ち、各自で文献検索等、積極的に取り組んでほしい。実践研究は、小学校や中学校を対象とする
ケースが多い。3年次にも実践研究の補助をすること。また、学外での小学校、中学校等の体育授業校内研究
会等に積極的に参加すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
授業実践に関する授業記録等の資料を収集し準備して、主体的に授業に臨むこと。
[試験、レポート等の課題に対するフィードバックの方法]
課題やグループワークについては、講義内で解説する。
[テキスト・参考書等]
1.「中学校学習指導要領解説（文部科学省）」、「高等学校学習指導要領解説（文部科学省）」（購入するか
Webからダウンロードして各自印刷）
2.その他については、適宜紹介する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
荻原
Email: togiwara[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更して下さい。
［オフィスアワー］
水曜日12：10〜13：00
1号館1517室
上記時間帯には予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるため、可能な限り前日までに
メールでアポイントを取ってください。質問や相談はアポイントを取っている学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による8単位の科目であり、授業64時間と準備学習120時間の計184時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、卒業に必要な必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
荻原
（予習:２時間）
1,2
（授業内容）
体育科教育学入門の１〜８ページを読んでくる。
ガイダンス
授業内容、進め方、年間スケジ （復習:２時間）
ュールについて理解を深める。 各自、興味のある研究論文を収集する。
（授業方法）
授業内容、進め方、年間スケジ
ュールについて解説する。
荻原
（予習:２時間）
3,4
（授業内容）
各自が興味を持っている研究テ 研究したいテーマについて、論文や雑誌記事を収
集し読んでおく。
ーマを発表し、討論する。
（復習：２時間）
（授業方法）
各自が興味を持っている研究テ 発表したテーマについて協議の結果を踏まえ、自
ーマの概要を発表し、協議する 身の研究テーマを再考する。
。
荻原
（予習:4時間）
5,6
（授業内容）
各自が興味を持っている研究テ 研究したいテーマについて、論文や雑誌記事を収
集し読んでおく。
ーマを発表し、討論する。
（復習：4時間）
（授業方法）
各自が興味を持っている研究テ 発表したテーマについて協議の結果を踏まえ、自
ーマの概要を発表し、協議する 身の研究テーマを再考する。
。
荻原
（予習：4時間）
7,8
（授業内容）
研究テーマごとにグループを作 研究したいテーマについて、文献や雑誌記事を収
成し、グループでその研究の背 集し読んでおく。
景や課題についてまとめる。 （復習：4時間）
担当グループの研究テーマについての文献を収集
（授業方法）
グループで文献を体育科教育学 し、論旨をまとめておく。
、スポーツ教育学に関する収集
し、課題テーマに対しての発表
スライドを作成する。
荻原
（予習：4時間）
9,10
（授業内容）
研究テーマごとにグループを作 研究したいテーマについて、文献や雑誌記事を収
成し、グループでその研究の背 集し読んでおく。
景や課題についてまとめる。 （復習：4時間）
担当グループの研究テーマについての文献を収集
（授業方法）
グループで文献を体育科教育学 し、論旨をまとめておく。
、スポーツ教育学に関する収集
し、課題テーマに対しての発表
スライドを作成する。
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11,12

荻原

13,14

荻原

15,16

荻原

17,18

荻原

19,20

荻原

21,22

荻原

23,24

荻原

25,26

荻原

（授業内容）
グループで発表および発表に対
して協議する。
（授業方法）
調べてきた研究テーマについて
グループで発表し、協議する。
（授業内容）
体育授業における組織的観察法
を理解する。
（授業方法）
体育授業における組織的観察法
について解説する。
（授業内容）
授業分析ソフト（スタジオコー
ド）の使用方法について学習す
る。
（授業方法）
授業分析ソフトの使い方につい
て、実際に授業映像を用いて分
析しながら解説する。
（授業内容）
（公財）日本体育協会を訪問す
る。
（授業方法）
企画調整課長からのレクチャー
を受ける。
（授業内容）
各自の研究課題に応じた体育科
教育学・スポーツ教育学に関連
した論文検索および論文抄読を
行う。
（授業方法）
調べきた論文の要旨を発表し、
発表に対する討論を行う。
（授業内容）
各自の研究課題に応じた体育科
教育学・スポーツ教育学に関連
した論文検索および論文抄読を
行う。
（授業方法）
調べきた論文の要旨を発表し、
発表に対する討論を行う。
（授業内容）
研究の基本的な進め方や、研究
方法を理解する。
（授業方法）
研究する上での留意事項、研究
プロセス、研究論文の構成、書
き方について解説する。
（授業内容）
提議書の作成方法を学習する。
（授業方法）
提議書の作成方法を解説し、提
議書を作成する。
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（予習：4時間）
各グループで発表内容の確認と発表練習を行う。
（復習：4時間）
発表された内容について振り返り、自身の研究内
容について再考する。
（予習：4時間）
体育科教育学入門の257‑262ページを読んでおく
。
（復習：4時間）
体育授業における組織的観察法の記録の仕方につ
いて復習しておく。
（予習：4時間）
授業観察や授業分析に関連した論文を読んでおく
。
（復習：4時間）
スタジオコードの使用方法について復習しておく
。

（予習：4時間）
日本体育協会について、調べておく。
（復習：4時間）
企画調整課長からのレクチャーについてまとめる
。
（予習：4時間）
各自の研究課題に応じた体育科教育学・スポーツ
教育学に関連した論文を検索し、論旨をまとめる
。
（復習：4時間）
抄読会で指摘された内容について整理する。

（予習：4時間）
各自の研究課題に応じた体育科教育学・スポーツ
教育学に関連した論文を検索し、論旨をまとめる
。
（復習：4時間）
抄読会で指摘された内容について整理する。

（予習：4時間）
研究とは何かについて調べる。
（復習：4時間）
各自興味関心のある研究テーマを決め、研究計画
を作成する。

（予習：6時間）
これまでの卒業生の提議書を閲覧し、提議書の書
き方について学習する。
（復習：6時間）
各自の研究テーマに即した提議書を作成する。

27,28

荻原

29,30

荻原

31,32

荻原

33,34

荻原

35,36

荻原

37,38

荻原

39,40

荻原

41,42

荻原

43,44

荻原

（授業内容）
提議書を提出し、授業のまとめ
をする。
（授業方法）
これまでの授業を振り返り、現
在の体育科教育学研究の求めら
れている課題や成果について解
説する。
（授業内容）
ガイダンス
提議書の内容について発表し、
討議する。
（授業方法）
これからの授業計画について解
説する。
提出した提議書を各自発表し、
討議する。
（授業内容）
提議書の内容について発表し、
討議する。
（授業方法）
提出した提議書を各自発表し、
討議する。
（授業内容）
提議書の内容について発表し、
討議する。
（授業方法）
提出した提議書を各自発表し、
討議する。
（授業内容）
研究の進捗状況を発表し、討議
を行う。
（授業方法）
研究の進捗状況を発表し、討議
する。
（授業内容）
研究の進捗状況を発表し、討議
を行う。
（授業方法）
研究の進捗状況を発表し、討議
する。
（授業内容）
研究の進捗状況を発表し、討議
を行う。
（授業方法）
研究の進捗状況を発表し、討議
する。
（授業内容）
卒業論文の中間報告会を行う。
（授業方法）
各自の研究をは発表し、討議す
る。
（授業内容）
「国立スポーツ科学センター」
を訪問する。
（授業方法）
国立スポーツ科学センターへ訪
問し、日本のトップアスリート
の練習環境などについて学ぶ。
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（予習：6時間）
研究テーマを決定し、提議書を作成しておく。
（復習：6時間）
研究テーマに対するアプローチ方法について具体
化できるようにする。

（予習：4時間）
提議書の内容について、再度、研究の背景や目的
、方法について妥当性があるか確認する。
（復習：4時間）
発表した提議書について、指摘された内容につい
ての修正を行う。

（予習：4時間）
提議書の内容について、再度、研究の背景や目的
、方法について妥当性があるか確認する。
（復習：4時間）
発表した提議書について、指摘された内容につい
ての修正を行う。
（予習：4時間）
提議書の内容について、再度、研究の背景や目的
、方法について妥当性があるか確認する。
（復習：4時間）
発表した提議書について、指摘された内容につい
ての修正を行う。
（予習：4時間）
各自、研究の進捗状況を発表できるようにしてお
く。
（復習：4時間）
提議書の研究計画を具体化し、必要があれば計画
を見直す。
（予習：4時間）
各自、研究の進捗状況を発表できるようにしてお
く。
（復習：4時間）
提議書の研究計画を具体化し、必要があれば計画
を見直す。
（予習：4時間）
各自、研究の進捗状況を発表できるようにしてお
く。
（復習：4時間）
提議書の研究計画を具体化し、必要があれば計画
を見直す。
（予習：4時間）
中間報告のための準備を行う。
（復習：4時間）
討議の中で指摘された内容についてまとめ、論文
の修正を行う。
（予習：4時間）
国立スポーツ科学センターについて調べておく。
（復習：4時間）
国立スポーツ科学センターで学んだことをまとめ
る。

45,46

荻原

47,48

荻原

49,50

荻原

51,52

荻原

53,54

荻原

55,56

荻原

（授業内容）
公開授業研究会に参加する。
（授業方法）
近隣の小中学校で開催される保
健体育の公開授業研究会に参加
し、授業を参観する。
（授業内容）
公開授業研究会に参加する。
（授業方法）
近隣の小中学校で開催される保
健体育の公開授業研究会に参加
し、授業を参観する。
（授業内容）
卒業論文の最終チェックと提出
の準備を行う。
（授業方法）
卒業論文の個人指導を行う。
（授業内容）
卒業論文の最終チェックと提出
の準備を行う。
（授業方法）
卒業論文の個人指導を行う。
（授業内容）
卒業論文を提出する。
（授業方法）
卒業論文を提出し、発表会へ向
けてスライド作成を行い、発表
原稿を作成する。
（授業内容）
卒業論文発表会を行う。
（授業方法）
各自の卒業論文を発表し、討議
する。
定期試験は実施しません。
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（予習：4時間）
事前に指導案などを確認して当日の授業内容を把
握しておく。
（復習：4時間）
公開授業で用いられていた教材や教具、教師行動
などについて、整理しまとめる。
（予習：4時間）
事前に指導案などを確認して当日の授業内容を把
握しておく。
（復習：4時間）
公開授業で用いられていた教材や教具、教師行動
などについて、整理しまとめる。
（予習：6時間）
卒業論文を完成させる。
（復習：6時間）
卒業論文の最終チェックを行う。
（予習：6時間）
卒業論文を完成させる。
（復習：6時間）
卒業論文の最終チェックを行う。
（予習：6時間）
卒業論文を完成させる。
（復習：6時間）
発表用原稿とスライドを作成する。

（予習：6時間）
発表のスライドの準備および発表練習を行う。
（復習：6時間）
発表で指摘された内容について、修正を行う必要
があれば修正する。また、これまでの学習を振り
返り、研究の総括を行う。

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

窪田

4

授業形態
開講学期

講義・演習

単位数

8.0

敦之

授業概要
［授業全体の内容］
スポーツ活動を充実させるために、目標とする大会で納得のいく結果が出せるかどうかは重要なことである。
それと同じくらい、大きなケガをすることなくスポーツ活動を継続できるかどうかも重要で、このことは競技
スポーツだけでなくレクリエーションスポーツにおいても言えることである。
そこでこの授業科目では、そのために必要となるコンディショニングを中心に、ケガ（スポーツ外傷・障害）
やトレーニング、リハビリテーション等について自ら学び、それらに加えて日本トップレベルのトレーニング
現場を実際に見学し、コンディショニングに携わる様々な立場のコーチやトレーナーとの意見交換から、さら
に理解を深める。
また、最初はグループ研究を通して研究の手順や様々な測定器の使用法、プレゼンテーションの作り方や進め
方等を自ら学習し、最終的には各自がみつけてきたテーマから卒業論文の作成および発表に取り組ませる。
以上を通して、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
［授業全体の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした教養」を身につけ
、特に「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能ならびに実践力」を養う科目として位置付けられる。
［授業の到達目標］
1.自ら学び獲得したスポーツ医学に関連する知識を用いて、種々の目的に対応した効果的なコンディショニン
グ計画を立案することができる。
2.自ら研究計画を立案し、論文作成や発表を通して自分の考えを表現し伝えることができる。
3.集団討議や学外での活動の中で、自主性を持ちながら、仲間と協調して取り組もことができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.機能解剖、スポーツ外傷・障害やその予防法とリハビリテーション、様々なトレーニング方法等の知識を基
に、計画的かつ効果的なコンディショニングが実践できる（各種課題）。
2.自ら研究計画を立案し、卒業論文の作成および発表もしくはグループ研究発表を通して自分の考えを表現し
伝えることができる（グループ研究もしくは卒業論文）。
3.集団討議や学外での活動の中で、自主性を持ちながら、仲間と協調して取り組もことができる（積極性や自
主性、協調性を中心とした取り組む姿勢）。
［成績評価の方法］
グループ研究と卒業論文：50％、各種課題：20％、取り組む姿勢（積極性や自主性、協調性）：30％を総合し
て評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
機能解剖学やスポーツ外傷・障害学、その他コンディショニングに関わる講義や実習を受講していることが望
ましい。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
必要に応じて最低限の課題を提示することはあるが、基本的には自ら課題をみつけ、その解決に向けて取り組
む姿勢を大切にして欲しい。また、一人で取り組むのではなく、なるべく仲間と話し合い、協力するように心
がけて取り組んで欲しい。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
課題等については随時ゼミナールの時間内で発表してもらい、それを中心に全員で議論する。
［テキスト・参考書等］
スポーツ診療Q&A, 桜庭景植編集, 全日本病院出版会、身体運動の機能解剖, 中村千秋, 竹内真希翻訳, 医道
の日本社
必ず用意しなければならないテキストではないが、課題等に取り組む際の最低限の資料として薦める。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：窪田敦之
e‑mail：akubota［at］juntendo.ac.jp（［at］を＠に変更する）
［オフィスアワー］
日時：ゼミナール終了後〜１時間もしくは木曜日の14時〜16時
場所：スポーツ健康医科学研究所４階 スポーツ医学系実験室1‑2
なるべく事前にe‑mail等で連絡するよう心がけてほしい。
備考
［学修時間］
この授業は、講義や演習を併用しての授業形態による8単位の科目であり、授業240時間と準備学習120時間の
計360時間の学修を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
ゼミナールを行う場所は、内容によって変わる可能性がある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
窪田敦之
（予習：1時間）
3年次
［授業内容］
1‑2
オリエンテーションを行い、自 自分が希望する進路と理由、またスポーツ医学に
己紹介をしてもらい、役割分担 関連したもので現在興味があること等を発表でき
るようにまとめておく。
4年次
を決定する。
1‑2
［授業方法］
ゼミナールの進め方や方向性に
ついて説明し、各自の専門競技
や興味があること等を簡単に発
表してもらう。
その後、役割分担を決めさせる
。
窪田敦之
（予習：1時間）
3年次
［授業内容］
自分たちのやりたい事や興味のある事を考えてく
3‑4
年間計画を決定する。
る。さらに4年生は、前年度に行った事をまとめ
てくる。
4年次
［授業方法］
3‑4
各自の興味関心があることを中 必要に応じて、機能解剖学やスポーツ医学の教科
心に、1年間のスケジュールを 書を調べてくる。
決めさせる。
窪田敦之
（予習：1時間）
3年次
［授業内容］
5‑14
グループ研究テーマもしくは卒 スポーツ医学やコンディショニングに関連するも
ので、自分自身が興味のある事や疑問に思う事を
業論文テーマを検討する。
考え、まとめてくる。
4年次
5‑14
［授業方法］
各自で考えてきた興味のある事 （復習：1時間）
や疑問に思う事を発表させ、研 出された意見や質問をまとめ、改めて研究テーマ
究テーマを全員で検討する。 について考える。
窪田敦之
（予習：2時間）
3年次
［授業内容］
15‑22
上肢・下肢・体幹に分け、機能 機能解剖の教科書やアプリ、DVD等を参考に、発
表の準備をする。
解剖学の理解を深める。
担当者以外は、該当する範囲の予習をし、疑問点
4年次
等をまとめておく。
15‑22
［授業方法］
自分達で準備してきた内容で勉
強会を行わせ、必要に応じてコ （復習：2時間）
該当範囲の機能解剖を復習し、重要なポイントを
メントする。
特に4年生は、3年生からの質問 まとめる。
に積極的に回答する。
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3年次
23‑30

窪田敦之

4年次
23‑30

3年次
31‑36

窪田敦之

4年次
31‑36

3年次
37‑44

窪田敦之

4年次
37‑44

3年次
45‑52

窪田敦之

4年次
45‑52

3年次
53‑54
4年次
53‑54

窪田敦之

（予習：1時間）
［授業内容］
グループ研究もしくは卒業論文 実験の進捗状況を発表できるように準備しておく
。
の進捗状況を報告する。
また、問題点や疑問点等についてもまとめておく
。
［授業方法］
各自の研究の進捗状況を報告さ
せ、それに対する質疑応答で理 （復習：1時間）
進捗状況をみて、計画を変更する必要がある場合
解を深める。
には立て直す。
自分達の研究テーマに関連した論文を読む。
（予習：1時間）
［授業内容］
ディベートについて、ルールや ディベートのルールや進め方等を調べ、発表でき
進め方を理解する。またテーマ るように準備しておく。
を決め、実施に向けた準備を進 スポーツ医学やコンディショニングに関連する様
々な問題の中から、興味のある事や疑問に思う事
める。
をいくつか考えてくる。
［授業方法］
ディベートに関して各自が調べ （復習：1時間）
てきた事を発表させ、ルールや ディベートについて注意点等を整理し、ルールや
進め方等を理解させる。 また 進行の理解を深める。
、スポーツ医学に関連したもの 決められたテーマに関して調べ、ポイントを整理
で、各自が調べてきた興味ある する。
事や疑問に思う事を発表しても
らい、議論する中でテーマを決
定させる。
（予習：1時間）
［授業内容］
ディベートを行う事で、スポー 役割分担に従って、ディベートの準備をする。
ツ医学の知識を増やして、理解
（復習：1時間）
をより深める。
資料収集や意見をまとめる中での反省点等を考え
、まとめる。
［授業方法］
自分達で決めたスポーツ医学に
関連したテーマでディベートを
行う。
（予習：1時間）
［授業内容］
4年生は卒業論文をまとめ、3年 4年生は、卒業論文提出にむけ、最後のまとめを
生は自分のテーマを考える。 行う。
3年生は、現時点で興味関心のあるテーマをまと
めておく。
［授業方法］
4年生は、卒業論文を完成させ
るためのまとめについて発表さ （復習：1時間）
せる。3年生は、現時点で興味 4年生は、卒論提出までの反省点等を考える。
のあるテーマを発表させる。 3年生は、改めて自分の研究テーマについて考え
てみる。
（予習：1時間）
［授業内容］
4年生は、卒業論文発表にむけて準備しておく。
卒業論文の発表会を行う。
なお、3年生は事前に卒業論文をいくつか読んで
おき、疑問点等をまとめておく。
［授業方法］
各自が取り組んだ研究の発表会
を行い、学生同士でディスカッ （復習：1時間）
ションしてもらい、理解をより 4年生は、卒論発表に関する反省点等をまとめる
。
深めさせる。
3年生は、新たに学んだことや気づいたこと等を
書き出し、まとめる。
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3年次
55‑56
4年次
55‑56

窪田敦之

（予習：1時間）
［授業内容］
今年度の取り組みについての反 1年間の活動を通しての各自の反省点や、次年度
に向けての抱負等を考えておく。
省点等を話し合う。
また、次年度に向けた話し合い
も行う。
［授業方法］
今年度を通しての反省事項を各
自で発表してもらい、次年度に
向けて話し合わせる。
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

演習
通年(3‑4年次)

対象学年

3

単位数

8.0

科目責任者
科目担当者

武田

剛

授業概要
[授業全体の内容]
水泳（競泳、水球、アーティスティックスイミング、飛込、OWS）に関する文献や先行研究から学術的な研究
課題を見出し、科学的な検証アプローチを用いて課題の解決を目指す卒業論文を執筆することで、物事の科学
的な分析方法、科学的な文章、効果的なプレゼンテーションに関する学習を総合的に行う。また、不正行為を
未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
[授業位置付け(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)]
スホ? ーツや健康の分野て? 指導的な役割を果たすために必要な高い倫理観と、スホ? ーツ科学の知識に基つ
? き現場て? 指導て? きる能力ないしは研究て? きる能力という学位授与方針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
1. 水泳に関する科学専門書、科学論文の内容を読み解くことができる。
2. 学術的に意義がある卒業論文を執筆できる。
3. 卒業論文から得られた知見のわかりやすいプレゼンテーションが実施できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 水泳に関する科学専門書、科学論文の内容を読み解くことができる。（卒業論文：レポート）
2. 学術的に意義がある卒業論文を執筆できる。 （卒業論文：レポート）
3. 卒業論文から得られた知見のわかりやすいプレゼンテーションが実施できる。（卒業論文発表会のプレゼ
ンテーション）
[成績評価の方法]
卒業論文（レポート）50％、プレゼンテーション50％として評価をする。
履修における留意事項
［履修要件］
水泳、専門運動実技実習（水泳競技）、水泳競技のコーチング論を受講していることが望ましい。
実験実習等において泳動作の撮影を行うため、１００M個人メドレーを泳法違反なしで、1分50秒以内で泳げる
技能を有していることが望ましい。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
受講生の授業スケジュールや、実習内容によって受講時限を変更する場合がある。事前に必ず通知を行う。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
卒業論文発表会を開催し、論文の内容とプレゼンテーションに関するコメント（評価と質問）を個別にフィー
ドバックする。
［テキスト・参考書等］
これからレポート・卒論を書く若者のために（酒井聡樹、共立出版、第二版）＊購入の必要あり
水泳コーチ教本（公益財団法人日本水泳連盟、大修館書店、第三版）＊購入の必要はないが「水泳コーチ」の
資格取得を目指す学生は購入推奨
連絡先とオフィスアワー
[連絡先]
担当：武田 剛
Email: tutakeda[at]juntendo.ac.jp
*[at]を@に変更してください。
[オフィスアワー]
通年授業期間中の木曜日15:00‑16:00
場所：1号館5階1507室（水泳研究室）
上記の時間には予約に無しに対応しますが、他の学生との時間調整のためできるだけ前日までにEmailで予約
をしてください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
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備考
[学修時間]
この授業は、演習の授業形態による８単位の科目であり、授業１２０時間と準備学習２４０時間の計３６０時
間を必要とする内容をもって構成する。
[その他]
受講人数に応じて実施場所を変更することがある。事前に学生に通達する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
武田剛
（予習：２時間）
1
[授業内容]
ゼミナールの進め方のガイダン 卒業論文で取り組みたいテーマを複数候補として
スを実施する。授業の概要、計 挙げ、それに関する文献を読んでくる。
画、評価基準、評価方法につい
（復習：２時間）
て解説をする。
テーマに関連する文献、論文を収集する。
[授業方法]
スライドを用いて解説をする。
武田剛
（予習：２時間）
2
[授業内容]
学術的という意味、卒論とエッ テキストを事前に読み、疑問点をノートにまとめ
セイの違い、卒論のテーマの決 て授業で発表する。
め方について解説をする。

3

4

5

武田剛

武田剛

武田剛

[授業方法]
テキストに沿って進め、ワーク
シートを使用して理解の確認を
行う。
（予習：２時間）
[授業内容]
仮説の重要性、構想の練り方、 テキストを事前に読み、疑問点をノートにまとめ
タイトルの付け方について学習 て授業で発表する。
をする。
[授業方法]
テキストに沿って進め、ワーク
シートを使用して理解の確認を
行う。
（予習：２時間）
[授業内容]
論文の序論（緒言）の書き方に テキストを事前に読み、疑問点をノートにまとめ
て授業で発表する。
ついて解説をする。
[授業方法]
テキストに沿って進め、ワーク
シートを使用して理解の確認を
行う。
（復習：２時間）
[授業内容]
文献の検索方法、収集方法を学 学術メディアセンターで自分が興味があるテーマ
の水泳に関する研究論文のコピーを取得し、熟読
習する。
する。
[授業方法]
メディアセンターの検索システ
ムを利用して文献情報を記録し
、メディアセンターから文献／
論文を取得する。
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6月8日

9

武田剛

武田剛

10月11日 武田剛

12月13日 武田剛

14

15‑18

武田剛

武田剛

（復習：２時間）
[授業内容]
情報処理に関する基礎を学習す 授業中に使用したタイピング練習ソフトでブライ
る。ブラインドタッチ技能の獲 ンドタッチの練習を行う。
得を目指してタイピング練習を
する。
[授業方法]
タイピング練習用ソフトウェア
とキーボードを使用してタイピ
ングの練習を行う。
（復習：２時間）
[授業内容]
プレゼンテーション資料の作り プレゼンテーションを行う内容の事前資料を熟読
方、わかりやすいプレゼンテー し、プレゼンテーションの構成を考えてくる。
ションに必要なことについて解
説をする。
[授業方法]
スライドを用いて解説をする。
[授業内容]
効果的なスライド資料の作り方
、色、形、文字の大きさ、構成
について解説をする。
[授業方法]
学生が作成したスライド資料を
修正事項のフィードバックと修
正を行う。
[授業内容]
プレゼンテーション発表会を行
う。２回実施し、２回目は１回
目の修正内容を反映させたもの
を発表する。
[授業方法]
受講生が約10分間のスライドを
用いたプレゼンテーションを実
施し、その質疑応答と評価をフ
ィードバックする。
[授業内容]
水泳科学研究の紹介。
[授業方法]
スライドを用いて日本語の水泳
科学研究の内容を解説する。
[授業内容]
水泳科学論文のスタイル、専門
用語に触れ、論文を読む力をつ
ける。
[授業方法]
日本語の水泳に関する各自興味
がある論文の要旨と疑問点、質
問を学生がプレゼンテーション
を行う。この質問等に対するコ
メントをフィードバックする。
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（復習：２時間）
授業で学習した資料作成ポイントと方法を踏まえ
て、事前資料の内容を発表するプレゼンテーショ
ン資料を作成する。

（復習：２時間）＊１回目
プレゼンテーションの質疑応答と教員からのコメ
ント／評価を元にスライド修正し、プレゼンテー
ションの内容を再構成する。
（復習：２時間）＊2回目
プレゼンテーションの質疑応答と教員からのコメ
ント／評価を元にスライド再修正する。

（復習：２時間）
授業で紹介された論文の評価をノートにまとめる
。

（復習：２時間）
プレゼンテーション後の質疑応答を経た上で、再
度発表した論文原本を読み直し、論文の理解を進
める。

16‑17

18‑19

20

21

22

23

24

武田剛

（復習：２時間）
[授業内容]
文章編集に関するスキルとテク 授業中に出された課題をマイクロソフトワードを
用いて実施する。
ニックを学習する。

武田剛

[授業方法]
パソコンを用いてマイクロソフ
トワードの文章入力、編集を練
習する。
（復習：２時間）
[授業内容]
表作成やグラフ作成、数値計算 授業中に出された課題をマイクロソフトワードを
に関する情報処理ソフトウェア 用いて実施する。
のスキル、テクニックを学習す
る。

武田剛

[授業方法]
パソコンを用いてマイクロソフ
トエクセルで数値計算、図表編
集を行う。
（予習：２時間）
[授業内容]
競泳のコントロールテスト（乳 乳酸の生成過程と測定上の注意点を調べてくる。
酸カーブテスト）の関する手順
、分析方法、結果の解釈方法を
学習する。

武田剛

武田剛

武田剛

武田剛

[授業方法]
スライドを用いて解説する。
（予習：２時間）
[授業内容]
競泳のコントロールテスト（乳 実験実施のタイムスケジュール作成し、実施手順
酸カーブテスト）の関する実施 の予習を行う。
手順、注意点、準備と片付けに
関する実習を行う。
[授業方法]
プールにて乳酸カーブテストの
測定者と実施をそれぞれ行う。
（復習：２時間）
[授業内容]
競泳のコントロールテスト（乳 乳酸カーブテストを他の受講生と比較して自分の
酸カーブテスト）の関するデー データの評価を行う。
タの解析方法と評価方法を学習
する。
[授業方法]
乳酸カーブテストのデータ解析
をパソコンで行う。
（予習：２時間）
[授業内容]
競泳の水中動作分析に関する手 シャッタースピード、絞り（アイリス）、カメラ
順、実施方法、データの解析方 スピード、レンズの歪みについて調べてくる。
法を学習する。
[授業方法]
スライドを用いて解説をする。
（予習：２時間）
[授業内容]
水中動作分析の実施手順、カメ 実験実施のタイムスケジュール作成し、実施手順
ラ設置方法、注意点、準備と片 の予習を行う。
付けに関する実習を行う。
[授業方法]
プールにて水中動作分析の測定
者と実施をそれぞれ行う。
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25‑26

27‑28

4年次

卒業論文
発表会

武田剛

武田剛

武田剛

（復習：２時間）
[授業内容]
水中動作解析（画像分析）に関 動作分析の位置や速度データを他の受講生と比較
するデータの解析方法と評価方 して自分のデータの評価を行う。
法を学習する。
[授業方法]
水中動作の画像解析のデータ解
析をパソコンで行う。
[授業内容]
卒業論文のテーマ決定方法、研
究計画の立て方について学習す
る。

（予習：２時間）
自分が興味があり、卒業論文として取り組む可能
性があるテーマに関する文献を図書館で取得して
くる。

[授業方法]
学生が研究計画をプレゼンテー
ションし、それに関して学生同
士でのディスカッションと教員
からのフィードバックを行う。
（予習 or 復習：7時間×14回＝196時間）
定期試験は実施しない。
４年次に週1回のゼミナール時 週一回の進捗状況報告に合わせて、文献収集、実
に卒業論文進捗状況の報告とデ 験実施、データ解析を進める。
ィスカッションと実施する。
[授業内容]
卒業論文発表にて、水泳に関す
る研究の発表と質疑に回答する
ことで、自身の取り組んだ研究
にしてより理解深める。他の学
生に対する質問によって批判的
な観点を学習する。
[授業方法]
卒業論文発表を開催し、３年次
は発表会運営と質問を行う。４
年次は研究発表と質問を行う。
（他ゼミとの合同開催となる）
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

中丸

3・4

授業形態
開講学期

講義・演習
通年

単位数

8.0

信吾

授業概要
[授業全体の内容]
野外教育とは、自然の中で組織的・計画的に、一定の教育目標を持って行われる野外活動・自然体験活動の総
称であり、野外活動を教材とした教育である。また、野外教育は、直接体験を基本とするLearning by doing
（実際の活動を通した学び）である体験学習によって行われる取り組みである。したがって、野外教育の特徴
は直接体験を通して自然や他者、自己との関わり方を学んでいくことにある。本ゼミナールでは、このような
観点から野外教育について理論と実践を通して理解することを目的とする。また、不正行為を未然に防止し、
公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
3年次は野外教育や野外活動に関する理論的な背景や研究法を学習する。4年次はゼミナールでの学びの総まと
めとしてそれぞれのテーマに沿った卒業論文を作成する。また、3・4年通じてフィールドでの各種活動体験お
よび組織キャンプの企画、運営を学ぶ。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、 「スポーツ健康科学を中心とした教養」、「コミュニケーション力」、「スポーツ科学分野の
専門的な知識と技能」、「スポーツ科学分野の専門的な実 践力」という学位授与方針の達成に寄与する。
この授業の目的は、野外教育の概念や意義、教育的価値について理解すること。また、授業内容を通して体育
・スポーツにおける指導者の資質について理解すること。
[授業の到達目標]
1. 3・4年通じて直接体験を基本としたフィールドでの活動および講義・演習を通して、野外教育について理
解し実践できるようになる。
2. 野外教育の意義や効果を最も発揮しやすい場である組織キャンプの企画、運営についても理解し実践でき
るようになる。
3. 卒業論文では、系統立てた物事の考え方に基づいて科学的な視点と手法を用いて、論文を作成し発表する
ことができる。
成績評価
[成績評価の基準]
3年次：各種活動や演習での課題を通して、野外教育について理解し、他者に伝えることができる。
4年次：ゼミナールでの学びの総まとめとして、卒業論文を作成できる、他者に伝えることができる。
[成績評価の方法]
3年次：授業や各種活動への取り組み姿勢50％、演習での課題30％、課題プレゼンテーション20％
4年次：授業や各種活動への取り組み姿勢50％、卒業論文30％、卒業論文プレゼンテーション20％
履修における留意事項
[履修要件]
ゼミナール開講時間以外でもフィールドでの活動を実施する。
野外教育論、キャンプを受講することが望ましい。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1回の授業について、30分以上遅刻した場合は、その回の授業を欠席扱いとする。遅刻及び早退は3回で1回分
の欠席とカウントする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
レポートなどの課題は、授業にて課題評価のポイントを説明しフィードバックを行う。
[テキスト・参考書等]
・野外教育の理論と実践（自然体験活動研究会）
・野外教育における安全管理と安全学習（自然体験活動研究会）
・キャンプ指導者入門（日本キャンプ協会）
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：中丸信吾
E‑mail：snakama@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：火曜日・水曜日の昼休み
場所：1号館5階1502室（野外教育研究室）
質問や相談がある場合は、できるだけ事前に連絡してください。
備考
［学修時間］
この授業は、講義・演習の授業形態による8単位の科目であり、授業120時間と準備学習240時間の計360時間の
学修を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中丸
（予習：各3時間）
1‑2
[授業内容]
テキストを用いた講義・演習① 野外教育の定義と分類について調べておく
野外教育の概念を学ぶ
（復習：各2時間）
野外教育の意義と教育的価値について整理し理解
[授業方法]
テキストを用いて講義・演習を を深める
進める。
中丸
（予習：各3時間）
3‑4
[授業内容]
テキストを用いた講義・演習② 野外教育プログラムについて調べておく
野外教育の指導について学ぶ。
（復習：各2時間）
目的に合わせたプログラムについて整理し理解を
[授業方法]
テキストを用いて講義・演習を 深める
進める。
中丸
（予習：各3時間）
5‑6
[授業内容]
テキストを用いた講義・演習③ リスクマネジメントについて調べておく
リスクマネジメントについて学
（復習：各2時間）
ぶ。
野外活動での安全について整理し理解を深める
[授業方法]
テキストを用いて講義・演習を
進める。
中丸
（予習：各3時間）
7‑9
[授業内容]
指定の野外生活技術の方法について調べておく
野外活動指導法演習①
野外生活技術について学ぶ。
（復習：各2時間）
野外生活技術の指導方法について整理し理解を深
[授業方法]
実際の活動体験を通して学ぶ。 める
中丸
（予習：各3時間）
10‑12
[授業内容]
指定のアクティビティの方法について調べておく
野外活動指導法演習②
各種アクティビティについて学
（復習：各2時間）
ぶ。
アクティビティの指導方法について整理し理解を
深める
[授業方法]
実際の活動体験を通して学ぶ。
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13‑16

中丸

17‑18

中丸

19‑20

中丸

21‑24

中丸

25‑26

中丸

27‑28

中丸

29‑30

中丸

[授業内容]
論文抄読会
論文・調査報告書の抄読を通し
て野外教育、野外活動、レクリ
エーションについて学ぶ

（予習：各3時間）
発表する論文を調べ、プレゼンテーションの準備
をする
（復習：各2時間）
発表された論文の概要を整理し理解を深める

[授業方法]
各自のテーマに沿って論文を探
し、プレゼンを作成し発表する
。
（予習：各3時間）
[授業内容]
データの取り扱いについて調べておく
研究法演習①
データの取り扱いについて学ぶ
（復習：各2時間）
。
データを取り扱う際の留意点について確認し、課
題プレゼンテーションの準備を進める
[授業方法]
テキストおよび実際のデータを
用いて演習を進める。
（予習：各3時間）
[授業内容]
自分の興味のある論文を準備する
研究法演習②
論文の構成について学ぶ
（復習：各2時間）
論文の構成について確認し理解を深める
[授業方法]
テキストおよび実際のデータを
用いて演習を進める。
（予習：各3時間）
[授業内容]
発表の準備をしておく
課題プレゼンテーション
論文・調査報告書の課題プレゼ
ンテーションを通して野外教育 （復習：各2時間）
、野外活動、レクリエーション プレゼンテーションおよび質疑応答の内容を振り
返る
について学ぶ
[授業方法]
各々のテーマに沿って論文を探
し、プレゼンを作成し発表する
。
（予習：各3時間）
[授業内容]
自分の興味ある論文の測定方法・調査方法の部分
研究法演習③
データの測定およびアンケート を読んでおく
調査について学ぶ
（復習：各2時間）
論文の測定方法・調査方法について確認し理解を
[授業方法]
テキストおよび実際のデータを 深める
用いて演習を進める。
（予習：各3時間）
[授業内容]
自分の興味ある論文のデータ分析方法の部分を読
研究法演習④
データ分析の方法について学ぶ んでおく
[授業方法]
テキストおよび実際のデータを
用いて演習を進める。
定期試験を実施しない
[授業内容]
卒業論文のテーマを設定する

（復習：各2時間）
論文のデータ分析の方法について確認し理解を深
める
（予習：各3時間）
自分の興味あるテーマをいくつか準備する

（復習：各2時間）
[授業方法]
各々のテーマに沿って文献考証 テーマを絞って提議書作成の準備を進める
を行う。
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31‑33

中丸

34‑35

中丸

36‑37

中丸

38‑40

中丸

41‑43

中丸

44‑47

中丸

48

中丸

（予習：各3時間）
[授業内容]
卒業論文の研究計画とともに提 提議書作成に必要な論文を収集し読んでおく
議書を作成する
（復習：各2時間）
書式にしたがって提議書を作成する
[授業方法]
各々のテーマに沿って文献考証
を行う。
（予習：各3時間）
[授業内容]
指定のレクリエーションゲームの方法について調
野外活動指導法演習③
レクリエーションゲームについ べておく
て学ぶ。
（復習：各2時間）
レク指導の方法について整理し理解を深める
[授業方法]
実際の活動体験を通して学ぶ。
（予習：各3時間）
[授業内容]
指定のASEの方法について調べておく
野外活動指導法演習④
ASEについて学ぶ。
（復習：各2時間）
ASEの指導方法について整理し理解を深める
[授業方法]
実際の活動体験を通して学ぶ。
（予習：各3時間）
[授業内容]
プログラムの企画・運営の方法について調べてお
野外活動指導法演習⑤
プログラムの企画・運営につい く
て学ぶ。
（復習：各2時間）
企画・運営の際の留意点について整理し理解を深
[授業方法]
実際の活動体験を通して学ぶ。 める
（予習：各3時間）
[授業内容]
測定方法・分析方法について確認しておく
卒業論文作成①
データ測定および分析を行う
（復習：各2時間）
分析結果をもとに考察を進める
[授業方法]
各々のテーマに沿ってデータ収
集し分析を行う。
（予習：各3時間）
[授業内容]
書式にしたがって事前に該当する部分を執筆する
卒業論文作成②
論文を執筆する
（復習：各2時間）
修正点を整理し執筆を進める
[授業方法]
各々のテーマに沿って執筆を行
う。
（予習：3時間）
[授業内容]
事前にプレゼンテーションを作成する
卒業論文の発表会を行う
[授業方法]
各々のテーマに沿ってプレゼン
を準備し発表する。
定期試験を実施しない
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（復習：2時間）
プレゼンテーションの振り返り、ゼミナールでの
学びをまとめる
学修時間
授業240時間、準備学習120時間、計360時間

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

講義・実習
通年

対象学年

3

単位数

8.0

科目責任者 黒須 充
科目担当者
黒須
充
授業概要
【授業全体の内容】
本ゼミナールでは、生涯スポーツ論やスポーツ社会学の観点から、ライフステージとスポーツ、スポーツク
ラブ、スポーツ政策、スポーツ施設、スポーツボランティア、トップスポーツと地域スポーツの好循環等をテ
ーマとした研究に取り組んでいる。手法としては主に参与観察、インタビュー、アンケートといった社会調査
法を用いるため、机の前で過ごす時間よりも、外回り（調査）に費やす時間が多くなる。つまり、ただ単に複
数の本や文献を要約し、まとめるといった机の上の作業ではなく、調査対象地まで自分の足で出かけ、自分の
目で観察し、自分の耳で聞き、自分の頭で考え、その考えを自分の言葉で文章化していく作業であり、そのプ
ロセスを通して、借り物の意見ではない自分の意見や見方を身につけることを目標とする。また、不正行為を
未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）】
スポーツ健康科学に係わる事象を生涯スポーツやスポーツ社会学のフレームから捉え、問題点を科学的に解決
するための基本（研究のすすめ方、研究に臨む姿勢、自ら設定したテーマに関する文献購読、ディスカッショ
ン等）を身につけ、卒業論文の作成につなげていく。 そのプロセスで、「国際的視野を持ち、ビジネスの対
象としてのスポーツを「ヒト・モノ・カネ・情報」という経営資源の側面からマネジメントできる能力の養成
を目指す、という学位授与方針の達成に寄与する。
【授業の到達目標成】
１．生涯スポーツ論やスポーツ社会学の専門用語を説明することができる。
２．ドイツと日本のスポーツシステムの違いや両国が抱える共通の社会的課題について説明することができる
。
３． 自ら設定したテーマに関する文献や資料を収集し、先行研究を精査・分析することができる。調査デー
ターを統計処理する能力を備えている。
４． 独自の知見・独創的な意見を形成することができる。
５． 論文の形式（引用のルールや章立て等）に関する基本的知識を備えている。
６．グループの一員として共同作業ができる。
７．明確かつ聴衆の興味を維持できるプレゼンテーションが行える。
成績評価
【成績評価の基準】
１．生涯スポーツ論やスポーツ社会学の専門用語を説明することができる。
２．ドイツと日本のスポーツシステムの違いや両国が抱える共通の社会的課題について説明することができる
。
３． 自ら設定したテーマに関する文献や資料を収集し、先行研究を精査・分析することができる。調査デー
ターを統計処理する能力を備えている。
４． 独自の知見・独創的な意見を形成することができる。
５． 論文の形式（引用のルールや章立て等）に関する基本的知識を備えている。
６．グループの一員として共同作業ができる。
７．明確かつ聴衆の興味を維持できるプレゼンテーションが行える。
【成績評価の方法】
２年間のゼミナール活動を通して、スポーツ健康科学に関わる事象を生涯スポーツやスポーツ社会学のフレー
ムから捉え、問題点を科学的に解決するための諸手続の基本（研究のすすめ方、研究に臨む姿勢、自ら設定し
たテーマに関する文献購読、ディスカッション等）を身につけているかどうかを随時、観察・テストし、卒業
論文の作成につなげる。また、卒業論文発表会におけるプレゼンテーションなどを含めて総合的に評価する。
履修における留意事項
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【履修上の注意（科目独自のルール）】
生涯スポーツ論を必ず履修すること。ゼミ活動に積極的に参加すること。
【課題（試験・レポート等）に対するフィードバックの方法】
授業毎のレポート課題については、翌週の授業の中で評価のポイントを提示し、解説する。
【テキスト・参考書等】
１．黒須 充編著「総合型地域スポーツクラブの時代 全３巻」、創文企画、2007年〜2009年.
２．クリストフ・ブロイアー編著、黒須 充監訳「ドイツに学ぶ スポーツクラブの発展と社会公益性」、創
文企画、2010年.
３．黒須 充・水上博司編著「スポーツ・コモンズ〜総合型地域スポーツクラブの近未来像〜」、創文企画、
2014年.
４．クリストフ・ブロイアー・黒須 充編著「ドイツに学ぶ 地方自治体のスポーツ政策とクラブ」、創文企
画、2014年.
１は教科書として使用するので必ず用意すること。２から４は参考書であり、グループディスカッションや
プレゼン資料作成の際に参考となる。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：黒須 充
メールアドレス： mkurosu@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：火曜日12:10〜12:50、水曜日13:00〜16:00、木曜日12:10〜12:50
場所：１号館３階1323室（生涯スポーツゼミナール）
この時間以外の来室は事前にR‑mailで予約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
【学修時間】
この授業は、演習の授業形態による８単位の科目であり、授業90時間と準備学修180時間の計270時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
黒須
（予習：3時間）
1
【授業内容】
自己紹介、各自の抱負、２年間 自分が興味のあるテーマについて事前に調べ、問
のゼミナールの進め方について 題意識や今後の抱負についてまとめる。
のガイダンスを行う。
（復習：１時間）
扱ったテーマ、問題についての資料を配布し、事
【授業方法】
後理解を深めるとともに、課題レポート等を課し
１．講義
２．グループディスカッション 、提出させる。

2

黒須

【キーワード】
オリエンテーション
【授業内容】
生涯スポーツの定義、生涯スポ
ーツ政策の歴史的変遷、生涯ス
ポーツの研究動向についての理
解を深める。
【授業方法】
１．講義
２．グループディスカッション
【キーワード】
生涯スポーツとは
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（予習：3時間）
生涯スポーツの定義について事前に調べ、理解を
深める。
（復習：3時間）
授業で取り上げたテーマ、問題についての資料を
配布し、事後理解を深めるとともに、課題レポー
ト等を課し、提出させる。

3

黒須

【授業内容】
「するスポーツ」「みるスポー
ツ」「ささえるスポーツ」とい
う視点から、スポーツの人的資
源の類型を示し、スポーツ指導
者やスポーツボランティアの現
状や活動状況について理解を深
める。

（予習：3時間）
当該テーマに関する参考文献、資料を自主的に収
集しするとともに、自分の意見と根拠をノートに
まとめ、質疑応答（ディスカッション）の準備を
する。またプレゼン担当者は、当該テーマに関す
るプレゼンテーション・発表原稿の準備と、質疑
応答（ディスカッション）の準備を行う。

（復習：3時間）
授業で取り上げたテーマ、問題についての資料を
【授業方法】
配布し、事後理解を深めるとともに、課題レポー
１．講義
２．グループディスカッション ト等を課し、提出させる。

4

5

6

黒須

黒須

黒須

【キーワード】
スポーツの人的資源
【授業内容】
我が国のスポーツ実施状況、種
目別登録人口とスポーツ実施人
口、スポーツ観戦状況、スポー
ツボランティア実施状況など、
統計データの見方と活用法につ
いて理解を深める。

（予習：3時間）
当該テーマに関する参考文献、資料を自主的に収
集しするとともに、自分の意見と根拠をノートに
まとめ、質疑応答（ディスカッション）の準備を
する。またプレゼン担当者は、当該テーマに関す
るプレゼンテーション・発表原稿の準備と、質疑
応答（ディスカッション）の準備を行う。

（復習：3時間）
【授業方法】
授業で取り上げたテーマ、問題についての資料を
１．講義
２．グループディスカッション 配布し、事後理解を深めるとともに、課題レポー
ト等を課し、提出させる。
【キーワード】
スポーツ参加動向
（予習：3時間）
【授業内容】
我が国のスポーツ施設の整備・ 当該テーマに関する参考文献、資料を自主的に収
活用状況、諸外国のスポーツ施 集しするとともに、自分の意見と根拠をノートに
設活用状況、競技力向上のため まとめ、質疑応答（ディスカッション）の準備を
のスポーツ施設、観戦型スポー する。またプレゼン担当者は、当該テーマに関す
ツ施設、スポーツ施設の管理運 るプレゼンテーション・発表原稿の準備と、質疑
営（PFI、指定管理者制度等） 応答（ディスカッション）の準備を行う。
について理解を深める。
（復習：3時間）
授業で取り上げたテーマ、問題についての資料を
【授業方法】
配布し、事後理解を深めるとともに、課題レポー
１．講義
２．グループディスカッション ト等を課し、提出させる。
【キーワード】
スポーツ施設
【授業内容】
スポーツクラブの定義、スポー
ツクラブへの加入状況、総合型
地域スポーツクラブ、民間スポ
ーツクラブ、地域スポーツとト
ップスポーツの好循環推進プロ
ジェクト等について理解を深め
る。

（予習：3時間）
当該テーマに関する参考文献、資料を自主的に収
集しするとともに、自分の意見と根拠をノートに
まとめ、質疑応答（ディスカッション）の準備を
する。またプレゼン担当者は、当該テーマに関す
るプレゼンテーション・発表原稿の準備と、質疑
応答（ディスカッション）の準備を行う。

（復習：3時間）
授業で取り上げたテーマ、問題についての資料を
【授業方法】
配布し、事後理解を深めるとともに、課題レポー
１．講義
２．グループディスカッション ト等を課し、提出させる。
【キーワード】
スポーツクラブ
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7

8

9

10

黒須

【授業内容】
国のスポーツ関連予算、地方自
治体のスポーツ関連予算、スポ
ーツ振興くじやそスポーツ振興
基金、スポーツ・スポンサーシ
ップ等の財源について理解を深
める。

（予習：3時間）
当該テーマに関する参考文献、資料を自主的に収
集しするとともに、自分の意見と根拠をノートに
まとめ、質疑応答（ディスカッション）の準備を
する。またプレゼン担当者は、当該テーマに関す
るプレゼンテーション・発表原稿の準備と、質疑
応答（ディスカッション）の準備を行う。

黒須

（復習：3時間）
【授業方法】
授業で取り上げたテーマ、問題についての資料を
１．講義
２．グループディスカッション 配布し、事後理解を深めるとともに、課題レポー
ト等を課し、提出させる。
【キーワード】
スポーツ財源
（予習：3時間）
【授業内容】
スポーツ立国戦略、スポーツ基 当該テーマに関する参考文献、資料を自主的に収
本法、スポーツ基本計画、国の 集しするとともに、自分の意見と根拠をノートに
スポーツ推進体制、地方自治体 まとめ、質疑応答（ディスカッション）の準備を
のスポーツ行政機構、諸外国の する。またプレゼン担当者は、当該テーマに関す
スポーツ行政機構等について理 るプレゼンテーション・発表原稿の準備と、質疑
応答（ディスカッション）の準備を行う。
解を深める。

黒須

（復習：3時間）
【授業方法】
授業で取り上げたテーマ、問題についての資料を
１．講義
２．グループディスカッション 配布し、事後理解を深めるとともに、課題レポー
ト等を課し、提出させる。
【キーワード】
スポーツ政策
（予習：3時間）
【授業内容】
子どもの運動・スポーツ実施状 当該テーマに関する参考文献、資料を自主的に収
況、子どものスポーツクラブ・ 集しするとともに、自分の意見と根拠をノートに
学校運動部活動、子どもの体力 まとめ、質疑応答（ディスカッション）の準備を
・運動能力、青少年スポーツの する。またプレゼン担当者は、当該テーマに関す
ドロップアウトとバーンアウト るプレゼンテーション・発表原稿の準備と、質疑
応答（ディスカッション）の準備を行う。
等について理解を深める。

黒須

（復習：3時間）
【授業方法】
授業で取り上げたテーマ、問題についての資料を
１．講義
２．グループディスカッション 配布し、事後理解を深めるとともに、課題レポー
ト等を課し、提出させる。
【キーワード】
子どもとスポーツ
（予習：3時間）
【授業内容】
スポーツジェロントロジー（成 当該テーマに関する参考文献、資料を自主的に収
人・中高齢期の運動・スポーツ 集しするとともに、自分の意見と根拠をノートに
理論）、アクティブ・リビング まとめ、質疑応答（ディスカッション）の準備を
、ヘルスプロモーション、介護 する。またプレゼン担当者は、当該テーマに関す
予防プログラムといったキーワ るプレゼンテーション・発表原稿の準備と、質疑
ードを中心に、高齢者の健康づ 応答（ディスカッション）の準備を行う。
くり施策、高齢者のスポーツ参
加とＱＯＬ、高齢者のスポーツ （復習：3時間）
参加と社会的支援について理解 授業で取り上げたテーマ、問題についての資料を
配布し、事後理解を深めるとともに、課題レポー
を深める。
ト等を課し、提出させる。
【授業方法】
１．講義
２．グループディスカッション
【キーワード】
高齢者とスポーツ
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黒須

【授業内容】
障がい者のスポーツの現状、障
がい者の運動とリハビリテーシ
ョン、知的障がい者のためのス
ペシャルオリンピックス、障が
い者スポーツの指導者とプログ
ラム等について理解を深める。

（予習：3時間）
当該テーマに関する参考文献、資料を自主的に収
集しするとともに、自分の意見と根拠をノートに
まとめ、質疑応答（ディスカッション）の準備を
する。またプレゼン担当者は、当該テーマに関す
るプレゼンテーション・発表原稿の準備と、質疑
応答（ディスカッション）の準備を行う。

（復習：3時間）
授業で取り上げたテーマ、問題についての資料を
【授業方法】
配布し、事後理解を深めるとともに、課題レポー
１．講義
２．グループディスカッション ト等を課し、提出させる。

12

13

黒須

黒須

【キーワード】
障がい者とスポーツ
【授業内容】
ＮＰＯ法人とスポーツＮＰＯの
団体数、スポーツＮＰＯの作り
方、スポーツＮＰＯのマネジメ
ント、公益法人制度改革と税制
等について理解を深める。

（予習：3時間）
当該テーマに関する参考文献、資料を自主的に収
集しするとともに、自分の意見と根拠をノートに
まとめ、質疑応答（ディスカッション）の準備を
する。またプレゼン担当者は、当該テーマに関す
るプレゼンテーション・発表原稿の準備と、質疑
応答（ディスカッション）の準備を行う。

【授業方法】
（復習：3時間）
１．講義
２．グループディスカッション 授業で取り上げたテーマ、問題についての資料を
配布し、事後理解を深めるとともに、課題レポー
ト等を課し、提出させる。
【キーワード】
スポーツＮＰＯの設立と運営
（予習：3時間）
【授業内容】
学校と地域をつなぐ組織として 当該テーマに関する参考文献、資料を自主的に収
の総合型クラブ、学校運動部改 集しするとともに、自分の意見と根拠をノートに
革のためのイノベーション戦略 まとめ、質疑応答（ディスカッション）の準備を
、ドイツにおける学校と地域ス する。またプレゼン担当者は、当該テーマに関す
ポーツクラブの連携等について るプレゼンテーション・発表原稿の準備と、質疑
応答（ディスカッション）の準備を行う。
理解を深める。
（予習：3時間）
【授業方法】
授業で取り上げたテーマ、問題についての資料を
１．講義
２．グループディスカッション 配布し、事後理解を深めるとともに、課題レポー
ト等を課し、提出させる。
【キーワード】
総合型地域スポーツクラブと学
校との協働

1103
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【授業内容】
ソーシャル・キャピタルとして
の総合型クラブ、ソーシャル・
ガバナンスからみた総合型クラ
ブ支援、施設マネジメントと総
合型クラブ、総合型クラブの持
続的な発展と組織基盤の強化、
総合型クラブが抱える問題点や
課題と解決法等について理解を
深める。
【授業方法】
１．講義
２．グループディスカッション

15

黒須

【キーワード】
総合型地域スポーツクラブと行
政との協働
【授業内容】
企業の社会的責任（ＣＳＲ）と
スポーツクラブ、総合型クラブ
のマネジメントと企業経営の共
通点、医療・福祉機関と総合型
クラブとの協働の可能性、トッ
プレベル・スポーツクラブ等に
ついて理解を深める。

（予習：3時間）
当該テーマに関する参考文献、資料を自主的に収
集しするとともに、自分の意見と根拠をノートに
まとめ、質疑応答（ディスカッション）の準備を
する。またプレゼン担当者は、当該テーマに関す
るプレゼンテーション・発表原稿の準備と、質疑
応答（ディスカッション）の準備を行う。
（予習：3時間）
授業で取り上げたテーマ、問題についての資料を
配布し、事後理解を深めるとともに、課題レポー
ト等を課し、提出させる。

（予習：3時間）
当該テーマに関する参考文献、資料を自主的に収
集しするとともに、自分の意見と根拠をノートに
まとめ、質疑応答（ディスカッション）の準備を
する。またプレゼン担当者は、当該テーマに関す
るプレゼンテーション・発表原稿の準備と、質疑
応答（ディスカッション）の準備を行う。

（予習：3時間）
授業で取り上げたテーマ、問題についての資料を
【授業方法】
配布し、事後理解を深めるとともに、課題レポー
１．講義
２．グループディスカッション ト等を課し、提出させる。
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【キーワード】
総合型地域スポーツクラブと企
業との協働
【授業内容】
スポーツクラブのデータマイニ
ング分析、健康増進の機会を提
供するスポーツクラブ、競技力
向上とスポーツクラブ、スポー
ツクラブにおけるドーピング防
止活動、スポーツクラブに対す
る公的助成、スポーツクラブへ
の少女や女性の積極的参与、開
かれた全日制学校とスポーツク
ラブ、スポーツクラブにおける
移民の社会的統合等について理
解を深める。
【授業方法】
１．講義
２．グループディスカッション
【キーワード】
ドイツに学ぶ スポーツクラブ
の発展と社会公益性

1104

（予習：3時間）
当該テーマに関する参考文献、資料を自主的に収
集しするとともに、自分の意見と根拠をノートに
まとめ、質疑応答（ディスカッション）の準備を
する。またプレゼン担当者は、当該テーマに関す
るプレゼンテーション・発表原稿の準備と、質疑
応答（ディスカッション）の準備を行う。
（予習：3時間）
授業で取り上げたテーマ、問題についての資料を
配布し、事後理解を深めるとともに、課題レポー
ト等を課し、提出させる。
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【授業内容】
ドイツにおける地域スポーツ政
策とスポーツクラブに関する基
礎知識、バーデン・ヴュルテン
ベルク州のスポーツ、ノルトラ
イン・ヴェストファーレン州の
スポーツ、ケムニッツ市のスポ
ーツ振興計画、ドイツのクラブ
文化、イツにおける地域スポー
ツクラブの新しいパースペクテ
ィブ等について理解を深める。

（予習：3時間）
当該テーマに関する参考文献、資料を自主的に収
集しするとともに、自分の意見と根拠をノートに
まとめ、質疑応答（ディスカッション）の準備を
する。またプレゼン担当者は、当該テーマに関す
るプレゼンテーション・発表原稿の準備と、質疑
応答（ディスカッション）の準備を行う。
（予習：3時間）
授業で取り上げたテーマ、問題についての資料を
配布し、事後理解を深めるとともに、課題レポー
ト等を課し、提出させる。

【授業方法】
１．講義
２．グループディスカッション
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【キーワード】
ドイツに学ぶ 地方自治体のス
ポーツ政策とクラブ
【授業内容】
論文とは何か、レポートとどう
違うのか、ロジカルシンキング
やクリティカルシンキング等に
ついて理解を深める。
【授業方法】
１．講義
２．グループディスカッション
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【キーワード】
論文とは何か
【授業内容】
先行研究（著書や論文、資料等
）の収集、購読、分析の重要性
や文献検索の仕方について学習
する。
【授業方法】
１．講義
２．グループディスカッション
【キーワード】
先行研究の精査・分析
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【予習】
ロジカルシンキングやクリティカルシンキングに
ついて事前に調べ、理解を深める。
【復習】
授業で取り上げたテーマ、問題についての資料を
配布し、事後理解を深めるとともに、課題レポー
ト等を課し、提出させる。

（予習：3時間）
図書館の文献検索システムについて事前に調べ、
理解を深める。
（予習：3時間）
授業で取り上げたテーマ、問題についての資料を
配布し、事後理解を深めるとともに、課題レポー
ト等を課し、提出させる。
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【授業内容】
論文が論文であるためには、そ
の内容が最も重要であることは
言うまでもないが、同時に論文
は、一定の形式的要件（論文の
きまり）を備えていなければな
らない。論文の構成、引用の示
し方、引用文献の書き方、引用
文献の並べ方、注と見出しの付
け方等について理解を深める。

（予習：3時間）
「よくわかる 卒論の書き方 第２版」（白井・
高橋著、ミネルヴァ書房、2013年）を事前に読み
、理解を深める。
（予習：3時間）
授業で取り上げたテーマ、問題についての資料を
配布し、事後理解を深めるとともに、課題レポー
ト等を課し、提出させる。

【授業方法】
１．講義
２．グループディスカッション
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【キーワード】
論文の形式的用件
【授業内容】
どのような手順で論文の作成を
進めるかについて、①テーマの
設定、②文献・資料の収集、③
先行研究の精査・分析、④論文
の骨格・素案の作成、⑤論文の
執筆、⑥論文の推敲、⑦論文の
完成・提出、⑧発表論文集（抄
録）の書き方、⑨口頭発表の仕
方、⑩報告のお礼の仕方等につ
いて理解を深める。

（予習：3時間）
「よくわかる 卒論の書き方 第２版」（白井・
高橋著、ミネルヴァ書房、2013年）を事前に読み
、理解を深める。
（復習：3時間）
授業で取り上げたテーマ、問題についての資料を
配布し、事後理解を深めるとともに、課題レポー
ト等を課し、提出させる。

【授業方法】
１．講義
２．グループディスカッション
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【キーワード】
論文作成の手順
【授業内容】
何を、どこまで、どのように研
究するのか、一定の書式（１．
問題意識、２．この間の作業経
過、３．テキストクリティーク
、４．研究の方法、５．今後の
課題、６．今後の予定、７．引
用文献）に従い、研究計画書を
作成する。
【授業方法】
１．講義
２．グループディスカッション
【キーワード】
研究計画書の作成
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（予習：3時間）
「よくわかる 卒論の書き方 第２版」（白井・
高橋著、ミネルヴァ書房、2013年）を事前に読み
、理解を深める。
（復習：3時間）
授業で取り上げたテーマ、問題についての資料を
配布し、事後理解を深めるとともに、課題レポー
ト等を課し、提出させる。
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【授業内容】
スポーツ社会学の文献を購読し
、質問紙調査、インタビュー調
査、フィールド調査、参与観察
等の研究方法について学ぶ。

（予習：3時間）
「評価される博士・修士・卒業論文の書き方・考
え方」（新堀聰著、同文館出版、2013年）を事前
に読み、理解を深める。

（復習：3時間）
授業で取り上げたテーマ、問題についての資料を
【授業方法】
配布し、事後理解を深めるとともに、課題レポー
１．講義
２．グループディスカッション ト等を課し、提出させる。
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【キーワード】
研究方法の選び方
【授業内容】
インフォームド・コンセント（
個人または団体に研究の意義や
内容を事前に説明し、理解と了
解を得ること）やプライバシー
の保護など、研究や調査を行う
上で大切な研究倫理について理
解を深める。

（予習：3時間）
「評価される博士・修士・卒業論文の書き方・考
え方」（新堀聰著、同文館出版、2013年）を事前
に読み、理解を深める。
（復習：3時間）
授業で取り上げたテーマ、問題についての資料を
配布し、事後理解を深めるとともに、課題レポー
ト等を課し、提出させる。

【授業方法】
１．講義
２．グループディスカッション
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【キーワード】
研究の倫理
【授業内容】
テーマに沿った資料収集、イン
タビューや聞き取り調査、フィ
ールドワーク、訪問調査、参与
観察、アンケート調査、統計資
料収集などを行い、論文の素材
、論文の材料を集め、論文を執
筆する。

（予習：3時間）
テーマに沿った資料やデータを常に整理し、授業
時にプレゼンできるように準備しておく。
（復習：3時間）
フィールド調査で得られたデータを客観的なデー
タに変換し、保存しておく。

【授業方法】
１．講義
２．グループディスカッション
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【キーワード】
フィールド調査（１）
【授業内容】
テーマに沿った資料収集、イン
タビューや聞き取り調査、フィ
ールドワーク、訪問調査、参与
観察、アンケート調査、統計資
料収集などを行い、論文の素材
、論文の材料を集め、論文を執
筆する。
【授業方法】
１．講義
２．グループディスカッション
【キーワード】
フィールド調査（２）

1107

（予習：3時間）
テーマに沿った資料やデータを常に整理し、授業
時にプレゼンできるように準備しておく。
（予習：3時間）
フィールド調査で得られたデータを客観的なデー
タに変換し、保存しておく。
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【授業内容】
序論・問題意識・目的は、研究
に読者を誘う導入の部分である
。卒論の問いを簡潔な文章でま
とめ、何をどこまで明らかにし
たいかについて明確に示されて
いるかどうか、最終チェックを
行う。

（予習：3時間）
量的データの分析（エクセルやSPSS等の統計処理
）や質的データの分析（SCAT（Steps for Coding
and Theorization）分析」について事前に調べ
、理解を深める。
（復習：3時間）
図表の作り方や結果の吟味に仕方について検討す
る。

【授業方法】
１．講義
２．グループディスカッション
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【キーワード】
序論・問題意識・目的の書き方
【授業内容】
・各自のテーマに関する先行研
究を精査・分析し、独自の見解
（先行研究に対知る新しい知見
）を論理的に記述できているか
どうか、最終チェックを行う。
・公開による卒業論文発表会に
向けた資料の作成と発表の練習
を行う。
・資料や情報を提供して頂いた
方、調査に協力頂いた方、お世
話になった方に送付する報告書
と礼状を作成する。
【授業方法】
１．講義
２．グループディスカッション
【キーワード】
・考察と結論の書き方
・卒業論文発表会
・報告書や礼状の作成
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（予習：3時間）
卒論完成を目指し、卒業論文の執筆を行う。
（復習：3時間）
卒論完成を目指し、卒業論文の執筆を行う。

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

木藤

4

授業形態
開講学期

演習
通年

単位数

8.0

友規

授業概要
［授業全体の内容］
このゼミナールでは、人間一人一人の行動や認知活動の特性について学ぶとともに、各学生の研究を進めるた
めに必要な（生理学や心理学分野の）実験手法の習得を目指す。また、卒業論文を仕上げる過程では、論文の
書き方や研究発表といった情報を発信する方法を身に付ける。ただし、スポーツ政策に関する研究を希望する
者は、各自がテーマを設定し学習を進めることができる。
3年次には、共通図書の輪読や、各自のテーマに沿った論文の精読を通じて神経科学関連分野の知識を獲得し
、4年次には、各自のテーマに沿って実験等の研究に取り組んで卒業論文の完成を目指す。
以上を通して、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
このゼミナールでは、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした教養」、
「コミュニケーション能力」、「倫理観」を身に付ける。また、スポーツマネジメント学科においては、「ス
ポーツマネジメント学分野の専門的な知識と技能」及び「スポーツマネジメント学分野の専門的な実践力」を
養う科目として位置付けられる。
［授業の到達目標］
1． 神経科学分野の基礎的な知識と実際の行動や認知活動を関連付けること、又は日本のスポーツ政策の特徴
を説明することができる。
2． 各自のテーマに沿って適切な手続きと方法で研究を実施できる。
3． 適切な表現で相手に内容を正確に伝えるプレゼンテーションと論文作成ができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1. 神経科学分野の用語を使って現象を説明できる。又は、日本のスポーツ政策分野における課題と施策を説
明できる（プレゼンテーション）
2. 倫理的な配慮に基づいて研究を進めることができる（卒業研究・論文）
3. 仮説を立て、実験や調査等で得たデータをもとに、論理的に結論を導ける（卒業研究・論文）
4. プレゼンテーションを行い、内容を相手に理解させることができる（プレゼンテーション）
5. 適切な時間管理とマナーのもと、課題や作業を完了できる（平常点）
［成績評価の方法］
卒業研究・論文（50％）、プレゼンテーション（40％）、平常点（10％）で評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
1. 研究を行い卒業論文として仕上げるテーマが、当ゼミナールの内容に一致していること。
2. 当ゼミナールを志望する前に、科目担当者と直接に面談をしていること。
3. 各自の実験はもちろん、研究会や卒業生との交流については、十分な授業時間外活動が必要なことを理解
すること。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
1. 1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合、その回の授業を欠席扱いとする。
2. プレゼンテーション等、予め提示された準備学習を行っていない場合には、授業内の課題に取り組めない
ため、その回の授業を欠席扱いとする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
1. 課題に対する評価や助言については、ゼミ内で適宜フィードバックする。
［テキスト・参考書等］
事前に購入すべきテキストはありません。
その他、授業中に、適宜、資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
t.kito［at］juntendo.ac.jp

※

［at］を@に修正してください。

［オフィスアワー］
前期：月曜日13:00‑13:30 、後期：金曜日12:30‑13:00(1号館 4階 1403室)
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約があった学生を優先します。
できる限り、前日までにE‑mailで予約するように心がけてください。
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による8単位のゼミナールであり、授業240時間と準備学習120時間の計360時間の
学修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． 自らの興味から生じた「問題（テーマ）」を追求してほしいと思います。
2． 研究は個人活動が主となりますが、ゼミ活動では友人との協調を大切にしてください。
3． 学生の学修進度に応じて、授業計画を変更する場合があります。
4． 授業計画の1回の授業は2コマ（100分×2時限）分として示している。
5． スポーツ政策分野のテーマに取り組む学生については、各自のテーマに沿って授業計画を一部変更するこ
とがあります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
木藤
（予習：2時間）
3年次
［授業内容］
過去の卒業論文などを参考にして、自分が興味の
1回目
テーマ：疑問をもつ
自分の研究テーマについて、 興味を言葉にできるようにすること。なお、でき
キーワードを使って「知りたい るだけ近い論文を見つけられると良い。
こと」を文章としてまとめる。

2回目

木藤

3‑5回目 木藤

6‑7回目 木藤

［授業方法］
個人で課題に取り組み、ゼミ内
で発表・意見交換する。
（予習：2時間）
［授業内容］
テーマ：研究論文って何だろう 異なる形式の論文をできるだけ多く収集し、それ
ぞれの特徴について説明できるようにすること。
？
様々な種類の論文を見て、「
論文を書く」ことについて理解
を深める。
［授業方法］
個人で課題に取り組み、ゼミ内
で発表・意見交換する。
［授業内容］
テーマ：用語を使ってみる
自分のテーマに関連する短い
英語テキスト（またはスライド
）を読んで、得た知識内容を1
枚にまとめて発表する。
［授業方法］
個人で課題に取り組み、ゼミ内
で発表・意見交換する。
［授業内容］
テーマ：調べ方を知る
自分のテーマにできるだけ近
い先行研究を調べ、調べる方法
（測り方）を見つけて発表する
。
［授業方法］
個人で課題に取り組み、ゼミ内
で発表・意見交換する。
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（予習：6時間）
指定されたテキストの中で、複数の図を訳し、内
容をスライドまたは模造紙にまとめて発表できる
ようにすること。

（予習：4時間）
自分のテーマに近い先行研究を中心に、「知りた
いこと」を調べるために使えそうな手法を複数見
つけて発表できるようにすること。

8‑9回目 木藤

10回目

11回目

木藤

木藤

12‑14回 木藤
目

15回目

木藤

16‑20回 木藤
目

（予習：6時間）
［授業内容］
実際に簡単な実験を行える準備を整えておくこと
テーマ：測ってみる
自分自身が被験者となり、前 。
回までに調べて方法を使って測
ってみる。また、その結果を数
値化する。
［授業方法］
個人で課題に取り組む。
（予習：2時間）
［授業内容］
テーマ：やっていいことと悪い ヘルシンキ宣言および指定された論文と資料（5
部程度）を熟読しておくこと。
こと
研究倫理について学ぶために
、実験研究計画書を作成する。
［授業方法］
研究倫理についての講義を受け
て、個人で課題に取り組み、ゼ
ミ内で発表・意見交換する。
（予習：2時間）
［授業内容］
同意書の案を作成しておくこと。
テーマ：同意を得る方法
実験協力者から同意を得る方
法を学び、実際に同意書を作成
する。
［授業方法］
研究倫理についての講義を受け
て、個人で課題に取り組み、ゼ
ミ内で発表・意見交換する。
［授業内容］
課題：専門分野のテキストを読
む
神経科学分野又はスポーツ政
策分野の日本語テキストを読み
、内容を発表する。

（予習：6時間）
自分が選んだ章を熟読し、30分で発表できるよう
にスライドにまとめておくこと。関連した内容に
ついては、別の資料を収集するなどして補う必要
がある。

［授業方法］
ゼミ内で発表・意見交換する。
（予習：2時間）
［授業内容］
仮説とは何かについて調べ、スライド3枚以内に
テーマ：仮説を立てる
自分のテーマについて先行研 まとめておくこと。
究から結論を予測する。そして
、具体的に実験で得られる結果
の予測を立てる。
［授業方法］
ゼミ内で発表・意見交換する。
（準備学習：12時間）
［授業内容］
各自で実験を進めておくこと。なお、学内のゼミ
テーマ：試してみる
自分のテーマに沿って、自分 発表の機会を利用して進捗状況を発表する。
で実験準備を行い、実際に実験
する。その結果（進捗状況）を
毎週発表しあう。
［授業方法］
個人で課題に取り組み、ゼミ内
で発表・意見交換する。
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21‑25回 木藤
目

26回目

木藤

27‑28回 木藤
目

4年次
1回目

2回目

木藤

木藤

3‑9回目 木藤

10回目

木藤

［授業内容］
テーマ：先行研究をまとめる
自分の研究テーマについて、
必要な論文を収集して考証する
。そして、考証した結果を踏ま
えてこれまでの仮説や実験結果
を見直し、論点を明確にする。
［授業方法］
個人で課題に取り組み、ゼミ内
で発表・意見交換する。
［授業内容］
テーマ：発表する
自分の研究テーマに沿って、
先行研究で得られた知識と分野
における具体的な疑問について
発表する。

（予習：10時間）
各自で文献を収集して考証を進める。考証した内
容は要点を文章化しておくこと（箇条書きで良い
）。

（予習：2時間）
スライド5枚にまとめて発表できるようにしてお
くこと（タイトル、緒言、先行研究の紹介、目的
、方法）。

［授業方法］
ゼミ内で発表・意見交換する。
（予習：4時間）
［授業内容］
必要な資料を自ら収集して熟読するとともに、方
課題：論文の作成１
方法までの論文を作成する。 法までの論文を作成しておくこと。
［授業方法］
担当教員の確認を受けながら、
各自で課題を進める。
（予習：2時間）
［授業内容］
発表の準備をしておくこと。
課題：中間発表
各自のテーマについて発表す
る（スポーツマネジメント学科
合同ゼミ）。
［授業方法］
ゼミ内で発表・意見交換する。
（予習：2時間）
［授業内容］
テーマ：論理的とは何だろう？ 3つ以上の論法について調べ、説明できるように
形式論理学を基に、人に説明 しておくこと。
する方法について学ぶ。
［授業方法］
ゼミ内で発表・意見交換する。
（予習：16時間）
［授業内容］
必要な実験を行い、発表できるようにしておくこ
課題：実験データの整理
実験データを統計的に処理し と。
て発表する。
［授業方法］
ゼミ内で発表・意見交換する。
（予習：2時間）
［授業内容］
3年次の資料を読み込んで、答えられるようにし
課題：研究倫理を教える
3年生に対して、実験を行う ておくこと。
際の倫理的配慮のポイントを説
明する。
［授業方法］
ゼミ内で発表・意見交換する。
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11‑14回 木藤
目

15‑18回 木藤
目

19‑20回 木藤
目

（予習：8時間）
［授業内容］
8ページ以上の原著論文を1本以上熟読して、その
課題：関連論文を発表する
自分のテーマに沿って、先行 内容をまとめて発表できるようにしておくこと。
研究（英文に限る）を抄読する
。
［授業方法］
ゼミ内で発表・意見交換する。
（準備学習：8時間）
［授業内容］
結論までの論文草稿を用意すること。
課題：論文の作成２
卒業論文の草稿を提出する。
なお、不足するデータがあれば
、追実験を実施する。
［授業方法］
担当教員の確認を受けながら個
人課題を行う。
（予習：4時間）
［授業内容］
テーマ：発表の論点を理解する 予め、3年生の担当学生の実験被験者を行うなど
3年生の研究発表を聴いて、 して、研究内容を把握しておくこと。
その論点を整理する。

21‑25回 木藤
目

［授業方法］
共同して実験・調査等を行う。
（準備学習：12時間）
［授業内容］
適宜、担当教員に対して卒業論文を提出して確認
課題：卒業論文の提出
自分のテーマに沿って卒業論 を受けておくこと。
文を完成させる。

木藤

［授業方法］
担当教員の確認を受けながら個
人課題を行う。
（準備学習：2時間）
［授業内容］
最終発表をスライドにまとめて発表できるように
課題：研究発表
各自の卒業論文の内容を発表 すること。
する。

26回目

27回目

28回目

木藤

木藤

［授業方法］
ゼミ内で発表・意見交換する。
（予習：2時間）
［授業内容］
予め内容を読み、質問事項をまとめておくこと。
課題：研究評価
ゼミ内の卒業論文を読み、互
いに評価し合う。また、必要な
修正を加える。
［授業方法］
ゼミ内で発表・意見交換する。
（準備学習：2時間）
［授業内容］
自分の卒業論文の英語要約を作成すること。
課題：研究成果を残す
指定された様式で卒業論文を
まとめ、ゼミナールとして1つ
の冊子にまとめる。
［授業方法］
担当教員の確認を受けながら個
人課題を行う。
定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

実習
通年

対象学年

3

単位数

8.0

科目責任者
科目担当者

山田

泰行

授業概要
[授業全体の内容]
情報科学ゼミナールでは、スポーツマネジメントを効果的に展開するための情報リテラシーと科学リテラシー
を習得する。スポーツやビジネスの課題解決に役立つと思われる学術情報を収集し、その確からしさを見極め
、ときに分析し、より効果的な方法で発信する力をみにつける。情報コミュニケーション、科学コミュニケー
ション、データマイニング、カイゼン活動の４側面からアクティブラーニングを展開している。情報コミュニ
ケーションでは、スポーツ情報誌 INFORMATIO の編集部を組織し、企画、取材、編集、デザインのノウハウ
を学ぶ。科学コミュニケーションでは、日常生活に役立つ科学情報を一般の方にわかりやすく伝えるためのコ
ンテンツ制作やイベント企画を行う。データマイニングではデータ分析の基礎スキルを習得し、スポーツデー
タ分析の大会に出場する。カイゼン活動では、スポーツ施設、球団、企業の現場に足を運び、参加型改善アプ
ローチの手法に準じたフィールドワークを実施する。全ての活動を両立することも可能であるが、ゼミ生は活
動内容を選択して参加することができる。これらの活動を通して興味を持ったテーマについて卒業研究を行う
。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学の幅広い知識と教養、活用能力
」と「協働による課題解決のためのコミュニケーション能力」、「各分野で指導的な役割を果たすための倫理
観」の習得、スポーツマネジメント学科の学生にとっては、「経営学、社会心理学、社会学等を応用したスポ
ーツマネジメントの知識技能」と「経営資源の側面からマネジメントできる能力」を養う科目として位置づけ
られる。PBL（スポーツ情報誌の発行、科学コミュニケーションイベントの参画、データ分析競技会の参戦）
とフィールドワーク（カイゼン活動）を含むアクティブラーニングを通して、スポーツマネジメントの基盤と
なる対人調整力、コミュニケーション力、スポーツ健康科学の知識と教養を最大限に活用する必要がある。ス
ポーツ資源の最大活用をテーマとするフィールドワークでは、スポーツマネジメントによる社会貢献を実践す
ることができる。
[授業の到達目標]
１）スポーツ情報誌の企画から発行までのプロセスがわかる（情報コミュニケーション）
２）スポーツの科学情報をわかりやすく伝えることができる（科学コミュニケーション）
３）スポーツデータを現場で役立つように分析することができる（データマイニング）
４）スポーツ資源のムダを発見して改善提案を行うことができる（カイゼン活動）
５）スポーツ現場の課題解決に貢献し得る研究活動を展開できる（卒業研究）
成績評価
[成績評価の基準]
１）「スポーツ情報誌の企画から発行までのプロセスがわかる（情報コミュニケーション）」はスポーツ情報
誌の完成度と貢献度で評価する。
２）「スポーツの科学情報をわかりやすく伝えることができる（科学コミュニケーション）」は科学コミュニ
ケーションイベントの完成度と貢献度で評価する。
３）「スポーツデータを現場で役立つように分析することができる（データマイニング）」はデータ分析競技
会参戦への貢献度と卒業論文で評価する。
４）「スポーツ資源のムダを発見して改善提案を行うことができる（カイゼン活動）」はカイゼン報告書の完
成度で評価する。
５）「スポーツ現場の課題解決に貢献し得る研究活動を展開できる（卒業研究）」は卒業論文で評価する。
[成績評価の方法]
アクティブラーニングの成果物（50％）と卒業研究（50％）をもとに総合的に成績を評価する。授業態度が好
ましくないと判断した場合には減点対象とする。
履修における留意事項
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[履修要件]
３年生〜４年生を対象とする。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
情報科学と聞くと難しそうな室内活動と思うかもしれないが、本ゼミナールではスポーツマネジメントの実践
に向けたアクティブラーニングを展開している。自分のアイデアをカタチにする活動を主体とするので、柔ら
かい頭でリラックスした状態で参加してほしい。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
レポートの添削や授業中のコメントを通してフィードバックする。
[テキスト・参考書等]
必要な資料は授業内で配布するため、テキストを購入する必要はない。
より詳しく学びたい学生には以下の書籍の購読を推奨する。
「アイデアのつくり方」阪急コミュニケーションズ, 2009
「科学コミュニケーション論」東京大学出版会, 2008
「医学的研究のデザイン−研究の質を高める疫学的アプローチ−（第4版）」
メディカルサイエンスインターナショナル, 2014
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：山田泰行
E‑mail:yayamada[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
［オフィスアワー］
日時：月曜日〜金曜日12：10〜13：00
場所：1号館3階1326 情報科学
備考
［学習時間］
この授業は、実習の授業形態による8単位の科目であり、2年間（3〜4学年）で授業120時間と準備学習120時間
の計240時間の学習を必要とする。
［その他］
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
山田
（予習：各学年2時間）
1
【オリエンテーション】
シラバスを読んでおく。
（授業内容）
情報科学ゼミナールで学ぶ知識 （復習：各学年2時間）
とスキルについて理解を深める 昨年度のゼミの活動内容を確認しておく。
。主な活動内容は、情報コミュ
ニケーション、科学コミュニケ
ーション、データマイニング、
カイゼン活動である。
（授業方法）
講義、グループワーク
山田
2
【スポーツ情報誌の作成(1)】 （予習：各学年2時間）
スポーツ現場の課題を整理し、どのようなスポー
（授業内容）
情報コミュニケーション活動の ツ情報誌を作成する必要であるかについて考えを
一環としてスポーツ情報誌を作 まとめておく。
成する。スポーツ情報誌のコン （復習：各学年2時間）
セプトとコンテンツをまとめた スポーツ情報誌の企画書を完成させる。
企画書を作成する。
（授業方法）
PBL
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3

山田

4

山田

5

山田

6

山田

7

山田

8

山田

【スポーツ情報誌の作成(2)】 （予習：各学年2時間）
プレゼンテーションの準備をしておく。
（授業内容）
スポーツ情報誌の企画書を配布 （復習：各学年2時間）
し、プレゼンテーションを行う 自分のプレゼンテーション映像を確認して特徴を
。企画書とプレゼンテーション まとめる。
の内容から優れた企画を選出す
る。
（授業方法）
PBL、プレゼンテーション
【スポーツ情報誌の作成(3)】 （予習：各学年2時間）
より面白い企画にするための統合案や発展案を考
（授業内容）
最終的にどのようなスポーツ情 えておく。
報誌を作成するかを決めるため （復習：各学年2時間）
のミーティングを行う。企画が 自分の役割の進め方をガントチャートに整理する
確定した後は、役割分担を行う 。
。
（授業方法）
PBL
【スポーツ情報誌の作成(4)】 （予習：各学年2時間）
一眼レフカメラの仕組みと使用方法を調べておく
（授業内容）
インタビュー取材の準備として 。
カメラ撮影を行う。被写体の魅 （復習：各学年2時間）
力を十分に表現できるように、 取材におけるカメラ撮影の留意点を整理する。
写真の構図や光彩、撮影効果を
考えて撮影する。
（授業方法）
PBL
【スポーツ情報誌の作成(5)】 （予習：各学年2時間）
インタビュー内容を決め、ICレコーダの使用方法
（授業内容）
インタビュー取材の準備として を確認しておく。
相互インタビューを行う。短時 （復習：各学年2時間）
間で相手の気持ちや考えを引き 取材におけるインタビューの留意点を整理する。
出せるように練習する。オープ
ンクエスチョンに心掛ける。
（授業方法）
PBL
【スポーツ情報誌の作成(6)】 （予習：各学年2時間）
依頼状の書式を調べておく。
（授業内容）
企画ごとにチームを編成し、取 （復習：各学年2時間）
材対象者のアポイントメントと 取材当日の持ち物などを整理する。
依頼状の作成・送付を行う。取
材の日時、場所、当日の役割分
担を決める。
（授業方法）
PBL
【スポーツ情報誌の作成(7)】 （予習：各学年2時間）
カメラ撮影とインタビュー取材の留意点を確認し
（授業内容）
チームごとに取材を開始する。 ておく。
ハーサルを入念に行い、美しい （復習：各学年2時間）
写真とおもしろい記事を収集で 撮影した画像の中から、誌面に使用できそうなも
のを選んでおく。
きるように準備する。
（授業方法）
PBL
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【スポーツ情報誌の作成(8)】 （予習：各学年2時間）
カメラ撮影とインタビュー取材の留意点を確認し
（授業内容）
前回に引き続き、企画ごとに誌 ておく。
面作成のための取材を行う。IC （復習：各学年2時間）
レコーダに録音した取材音声の 撮影した画像の中から、誌面に使用できそうなも
のを選んでおく。
文字おこしも進めていく。
（授業方法）
PBL
【スポーツ情報誌の作成(9)】 （予習：各学年2時間）
カメラ撮影とインタビュー取材の留意点を確認し
（授業内容）
前回に引き続き、企画ごとに誌 ておく。
面作成のための取材を行う。IC （復習：各学年2時間）
レコーダに録音した取材音声の 撮影した画像の中から、誌面に使用できそうなも
のを選んでおく。
文字おこしも進めていく。
（授業方法）
PBL
【スポーツ情報誌の作成(10)】 （予習：各学年2時間）
取材記事で多用される日本語表現を確認しておく
（授業内容）
日本語表現に注意しながら、誌 。
面用の原稿を執筆する。読者、 （復習：各学年2時間）
取材協力者、取材者の視点に立 第3者に原稿を読んでもらうことで自分の文章表
ち、いずれの間においてもWin‑ 現の特徴を確認する。
Winの関係が成立する記事を作
成する。
（授業方法）
PBL
【スポーツ情報誌の作成(11)】 （予習：各学年2時間）
PhotoshopとIllustratorの使用方法を予習してお
（授業内容）
誌面編集のアプリケーション（ く。
フォトショップ、イラストレー （復習：各学年2時間）
ター、等）を使用して美しい誌 情報デザインの基礎理論を確認する。
面をデザインする。
（授業方法）
【スポーツ情報誌の作成(12)】 （予習：各学年3時間）
PhotoshopとIllustratorの使用方法を予習してお
（授業内容）
誌面編集のアプリケーション（ く。
フォトショップ、イラストレー （復習：各学年3時間）
ター、等）を使用して美しい誌 情報デザインの基礎理論を確認する。
面をデザインする。
（授業方法）
PBL
【スポーツ情報誌の作成(13)】 （予習：各学年3時間）
印刷会社に入稿する際の手続きとルールを調べて
（授業内容）
おく。
入稿・校正
（復習：各学年3時間）
（授業方法）
誤字、脱字を修正する。大容量データの提出方法
PBL
を確認する。
【スポーツ情報誌の作成(14)】 （予習：各学年2時間）
メディアの未来をとりあげた指定の論文を熟読し
（授業内容）
「スポーツ情報誌をペーパーで ておく。
発行するメリットとは？」をテ （復習：各学年2時間）
ーマとするディスカッションを 雑誌や新聞に掲載すべき情報の質を考える。
行い、ウェブジャーナルとの違
いを学ぶ。
（授業方法）
グループワーク、プレゼンテー
ション
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【科学コミュニケーション(1)
】
（授業内容）
スポーツ健康科学の科学情報の
収集方法と確からしさの評価方
法を学ぶ。クリティカルレビュ
ーのグループワークを実施する
。
（授業方法）
グループワーク
【科学コミュニケーション(2)
】
（授業内容）
スポーツ健康科学情報をわかり
やすく、おもしろく発信するた
めのコンテンツ（動画やリーフ
レットなど）を作成する。グル
ープごとに、どのような科学情
報をどのようなコンテンツで表
現するかを検討する。
（授業方法）
PBL
【科学コミュニケーション(3)
】
（授業内容）
スポーツ健康科学情報をわかり
やすく、おもしろく発信するた
めのコンテンツを作成する。グ
ループごとにリーフレットや動
画の作成を進める。
（授業方法）
PBL
【科学コミュニケーション(4)
】
（授業内容）
スポーツ健康科学情報をわかり
やすく、おもしろく発信するた
めのプレゼンテーションについ
て学ぶ。その上で、グループご
とに作成したコンテンツの発表
を行う。
（授業方法）
PBL、プレゼンテーション
【科学コミュニケーション(5)
】
（授業内容）
スポーツ健康科学情報をわかり
やすく、おもしろく発信するた
めのイベントを企画する。
（授業方法）
PBL
【データマイニング(1)】
（授業内容）
ICT、AI、ビッグデータ活用な
どのキーワードを整理しながら
、スポーツ情報の有効活用法に
ついて理解を深める。
（授業方法）
グループワーク
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（予習：各学年2時間）
科学研究デザインの種類とEBMのエビデンス分類
について調べておく。
（復習：各学年2時間）
興味のある論文を検索してエビデンスレベルを評
価する。

（予習：各学年2時間）
スポーツ健康科学情報を収集し、おもしろそうな
トピックを整理しておく。
（復習：各学年2時間）
コンテンツ制作の企画書を作成する。

（予習：各学年2時間）
デジタルカメラやビデオの操作方法を確認してお
く。
（復習：各学年2時間）
コンテンツ制作の役割を確認して作業を進めてお
く。

（予習：各学年2時間）
魅力的なプレゼンテーションの条件を調べておく
。
（復習：各学年2時間）
自分のプレゼンテーション映像を確認して特徴を
まとめる。

（予習：各学年2時間）
科学コミュニケーションイベントの事例を調べて
おく。
（復習：各学年2時間）
イベントの企画書を作成する。

（予習：各学年2時間）
ICT、AI、ビッグデータといったキーワードの意
味を調べておく。
（復習：各学年2時間）
配布資料に目を通して、推計学のデータ解析とビ
ッグデータ解析の違いを整理しておく。
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（予習：各学年2時間）
【データマイニング(2)】
エクセルの効率的な操作方法を確認しておく。
（授業内容）
スポーツデータの収集方法と、 （復習：各学年2時間）
エクセルを使用したデータセッ データクリーニングの方法を確認し、作業を完了
トの作成方法を学ぶ。希望者は させる。
データ分析競技会の準備を進め
る。
（授業方法）
実習、PBL
（予習：各学年3時間）
【データマイニング(3)】
フリー統計ソフト「R」の基礎的な操作方法を確
（授業内容）
フリー統計ソフト「R」を使用 認しておく。
したデータ分析の方法を学ぶ。 （復習：各学年3時間）
スポーツデータを使用して、ｔ ｔ検定、χ２検定、相関の使用目的と操作方法を
検定、χ２検定、相関を実践す 復習する。
る。希望者はデータ分析競技会
の準備を進める。
（授業方法）
実習、PBL
（予習：各学年2時間）
【データマイニング(4)】
フリー統計ソフト「R」の基礎的な操作方法を確
（授業内容）
フリー統計ソフト「R」を使用 認しておく。
したデータ分析の方法を学ぶ。 （復習：各学年2時間）
スポーツデータを使用して、AN ANOVAとロジスティック回帰分析の使用目的と操
OVAとロジスティック回帰分析 作方法を復習する。
を実践する。希望者はデータ分
析競技会の準備を進める。
（授業方法）
実習、PBL
（予習：各学年2時間）
【データマイニング(5)】
科学コミュニケーションで学んだ内容を確認して
（授業内容）
スポーツデータの分析結果をわ おく。
かりやすく、おもしろく伝える （復習：各学年2時間）
ためのプレゼンテーションを行 自分のプレゼンテーション映像を確認して特徴を
う。科学コミュニケーションで まとめる。
学んだ内容を活かせるようにす
る。希望者はデータ分析競技会
の準備を進める。
（授業方法）
実習、PBL
（予習：各学年2時間）
【カイゼン活動(1)】
参加型改善やポジティブアプローチの文献を収集
（授業内容）
スポーツ現場の改善に向けた人 しておく。
間工学的アプローチの手法を学 （復習：各学年2時間）
ぶ。参加型改善の手法と事例に スポーツ施設や企業の課題を調べてカイゼン活動
の企画書を作成する。
ついて理解を深める。
（授業方法）
フィールドワーク
（予習：各学年3時間）
【カイゼン活動(2)】
改善活動を実施する企業への依頼状と依頼メール
（授業内容）
前年度までにゼミで実施したス を作成しておく。
ポーツ施設や企業の改善報告書 （復習：各学年3時間）
に目を通し、どのような施設で 改善活動に必要な物品を見積もり、当日の持ち物
どのような改善活動を実施する をリスト化する。
かを企画する。
（授業方法）
フィールドワーク
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【まとめ】
（授業内容）
情報科学による社会貢献とは？
（授業方法）
講義、グループワーク
【卒業論文の作成】
情報誌の配布および卒業論文作
成のための研究活動
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（予習：各学年2時間）
情報科学による社会貢献について事例を収集する
。
（復習：各学年2時間）
学年ごとの活動を振り返り「得たこと・学んだこ
と」をリスト化する。

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

青木

3.4

授業形態
開講学期

通年

単位数

8.0

和浩

授業概要
[授業全体の内容]
本ゼミナールでは、競技力向上や体力の向上を目的とした「体力トレーニング」の基礎理論や実践方法の習
得、学校体育に主眼を置いた「体つくり運動」にかかわる運動教材の研究など、体力に関わるトレーニング方
法を多角的な角度から学習し、実践的知識を修得することを目的としています。
体力向上に関わる文献を抄読を行うディスカッションをします。グループワークで体力に関わる様々な知見
を発表しディスカッションをします。各自の競技力向上や卒業後の職業などと体力トレーニングと関連する卒
業論文を計画し、論文作成・研究成果の発表を行います。
また、これらを通じて、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養しま
す。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」「対人調整力」「医学的知識を備えたス
ポーツ指導者の育成」という学位授与方針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
1.体力トレーニングに関する基礎理論を説明することができること。
2.体力トレーニングに関する研究法や実践方法へが説明できること。
3.各自の目的に応じた体力にかかわるトレーニング方法に関する卒業論文の計画・作成ができること。
4.卒業論文に対し、研究成果発表からプレゼンテーションの能力が備わっていること。
成績評価
[成績評価の基準]
3年次
1.各テーマについて自身の考えを発言している。
2.課題発表の作成と発表を学生間で評価する。
3.レポート内で発表後の討論の内容が適正に述べられていること。
4年次
1.各テーマについて自身の考えを発言している。
2.卒業論文が計画的作成され完成すること。
3.成果発表で卒業論文の内容が適正に発表されていること。
[成績評価の方法]
3年次 前・後期に各1回ずつ課題発表の実施とレポート提出による評価
毎授業での発言や取り組む姿勢30％、課題発表30％、レポート課題40％
4年次、前には中間発表による評価、後期には卒業論文・研究成果発表による評価
毎授業での発言・取り組む姿勢20％、中間発表10％、卒業論文40％、研究成果発表30％
履修における留意事項
[履修要件]
スポーツ科学科の学生を対象とし、ゼミナール配当で選ばれた学生とする。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
授業は3.4年合同や学年別などで行うこともある。また、4年次には時間割外での授業も実施する。
[テキスト・参考書等]
テキストは必要に応じて資料を作成し配布する。参考文献は各テーマに応じて検索・紹介を行う。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当： 青木 和浩
E‑mail： k‑aoki[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時： 火曜日12:20から12：50
場所： 1号館5回1509室
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生からの訪問に対応している可能性がある為
、出来るだけ事前にE‑mailで予約をしてください。
備考
［学修時間］
この授業科目は、講義による8単位の科目であり、授業240時間と準備学習120時間の計360時間の学習を必要と
する
［その他］
Passiveではなく、Activeな姿勢で臨んでほしい。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
青木
1
［授業内容］
テーマ： ガイダンス
授業計画を理解する。
［授業方法］
オリエンテーション形式で、年
間計画を説明する。
青木
2.3
［授業内容］
テーマ：トレーニングの基礎
体力トレーニングの基礎を理解
する。
［授業方法］
書籍を用いてトレーニングの基
礎を解説する。
青木
4.5
［授業内容］
テーマ： トレーニングの実践
体力トレーニングの実践方法を
理解する。
［授業方法］
書籍を用いてトレーニングの実
践方法を解説する。
青木
6
［授業内容］
テーマ： 課題検索
課題論文の検索方法を理解する
［授業方法］
インターネットを用いた検索方
法を説明し、実際に論文検索を
行う。
青木
7〜13
［授業内容］
テーマ： 個人課題発表
個人課題論文のプレゼンテーシ
ョンを行う。
［授業方法］
課題論文の内容と得られた知見
などをプレゼンテーションし、
ディスカッションを行う。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習： 2時間）
シラバスの内容から年間計画を確認する。
（復習： 2時間）
課題論文の検索を行い、論文データを取得する。
（予習： 2時間）
テキストを事前配布するので読んでおく。
（復習： 2時間）
説明された内容を整理し、テキストに書き込んで
おく。

（予習： 2時間）
テキストを事前配布するので読んでおく。
（復習： 2時間）
説明された内容を整理し、テキストに書き込んで
おく。

（予習： 2時間）
各自で論文検索の方法を確認する。
（復習： 2時間）
各自が興味ある論文5本を検索し、論文データを
取得しておく。

（予習： 2時間）
各自課題論文のプレゼンテーションを準備する。
（復習： 2時間）
ディスカッションで指摘されたディスカッション
内容を整理する。

14.15

青木

16

青木

17〜22

青木

23〜27

青木

28

青木

29

青木

30
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［授業内容］
テーマ： 全体討論
個人課題発表に対する全体討論
を行う。
［授業方法］
これまでの発表会を経て全体討
論を行い、様々な知見の解説を
する。
［授業内容］
テーマ： WG編成
ワーキンググループ（WG）の編
成を行う。
［授業方法］
少数グループを編成し、体力ト
レーニングに関わる情報発表会
の準備を行う。
［授業内容］
テーマ： WG作業
プレゼンテーション資料の作成
を行う。
［授業方法］
各グループ別にプレゼンテーシ
ョンに関する資料の収集や作成
を行う。その際、ポイントなど
は指導する。
［授業内容］
テーマ： WG課題発表
WG課題テーマプレゼンテーショ
ンを行う。
［授業方法］
各グループ10〜15分のプレゼン
テーションを行い、その後、デ
ィスカッションを行う。
［授業内容］
テーマ： WG課題討論
ＷＧの課題発表に対する全体討
論を行う。
［授業方法］
これまでの発表会を経て全体討
論を行い、様々な知見の解説を
する。
［授業内容］
テーマ：卒業論文作成の手引き
卒業論文作成に方法を理解する
。
［授業方法］
卒業論文の作成方法について、
最終発表までの手順を説明する
。
［授業内容］
テーマ： 定義書の説明・研究
倫理
提議書の立案を理解する。
［授業方法］
定義書に記載する事項や書き方
、研究倫理を説明する。
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（予習： 2時間）
これまでの課題発表資料を確認する。
（復習： 3時間）
全体討論後のレポートを作成する。

（予習： 2時間）
各自興味のあるテーマをまとめておく。
（復習： 2時間）
決まったグループ話し合いテーマの検討をする。

（予習： 2時間）
各グループで資料の収集をする。
（復習： 2時間）
各グループでプレゼンテーションを作成する。

（予習： 2時間）
各グループ別でプレゼンテーションの準備をする
。
（復習： 2時間）
各グループのプレゼンテーション内容を整理する
。

（予習： 2時間）
これまでのＷＧの発表資料を確認する。
（復習： 2時間）
全体討論後のレポートを作成する。

（予習： 2時間）
過去の卒業論文を読み書き方を確認しておく。
（復習： 2時間）
卒業論文の書き方を整理する。

（予習： 2時間）
過去の定義書を見て、書き方を確認する。
（復習： 2時間）
研究倫理を踏まえ、自身の定義書のフォーマット
を作成する。

31〜35

青木

36.37

青木

38〜43

青木

44

青木

45〜48

青木

49.5

青木

51〜54

青木

55

青木

［授業内容］
テーマ： 定義書の作成
提議書の作成を行う。
［授業方法］
定義書に記載する事項や書き方
を説明する。
［授業内容］
テーマ： 実験計画
実験計画の立案と実施方法を理
解する。
［授業方法］
各自の研究テーマに応じた実験
方法の立案と実施方法を説明す
る。
［授業内容］
テーマ： 卒業論文作成
論文作成を行う。
［授業方法］
実験や調査の実施をしながら論
文作成のポイントを解説してい
く。
［授業内容］
テーマ： 仮提出
卒業論文の仮提出を行う。
［授業方法］
論文の仮提出を行い、査読を行
う。
［授業内容］
テーマ： 論文修正
論文の修正を行う。
［授業方法］
査読により、問題点や修正点を
指摘する。
［授業内容］
テーマ： 卒業論文完成
卒業論文を完成させる。
［授業方法］
査読により修正された点がクリ
アになるまで修正の指示をする
。
［授業内容］
テーマ： 発表準備
卒業論文発表の準備と抄録の作
成をする。
［授業方法］
発表内容を5〜7分の発表を行う
ための準備を説明と抄録作成方
法を解説する。
［授業内容］
テーマ： 卒業論文発表
卒業論文の発表会を行う。
［授業方法］
卒業論文の発表と質疑応答を行
う。
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（予習： 2時間）
各自、テーマの検討と提議書の計画を確認する。
（復習： 2時間）
授業内で指摘された点を修正する。

（予習： 2時間）
各自の定義書に応じた研究計画を確認する。
（復習： 2時間）
対象者の確保や実験器具の確保などを行う。

（予習： 2時間）
各自で実験の実施、修正された指摘を確認する。
（復習： 2時間）
実験結果を踏まえ論文作成を行う。

（予習： 2時間）
卒業論文の作成する。
（復習： 2時間）
論文を読み直し、誤字等の確認をする。

（予習： 2時間）
指摘された箇所を修正する。
（復習： 2時間）
指摘された箇所の確認をする。

（予習： 2時間）
誤字脱字の確認をする。
（復習： 3時間）
読み直し、発表資料の立案をする。

（予習： 2時間）
抄録の書き方、発表用の資料を確認する。
（復習： 3時間）
発表資料の見直し、抄録を作成する。

（予習： 2時間）
発表練習を行う。
（復習： 2時間）
発表後の質疑応答の課題を整理する。
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［授業内容］
テーマ： 全体討論
卒業論文発表後の全体討論を行
う。
［授業方法］
発表後の質疑応答に対するコメ
ント等を解説する。
定期試験を実施しない
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（予習： 2時間）
各自の質疑応答内容を整理する。
（復習： 2時間）
卒業論文作成の過程を振り返り整理する。

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

3.4

授業形態
開講学期

講義・演習・実習

単位数

8.0

科目責任者 飯嶋 正博
科目担当者
飯嶋正博
授業概要
[授業全体の内容]
本ゼミナールは、障害者を対象とした内容を中心に置きながら、幅広く心理学に関連した内容を取り扱いま
す。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養します。特に、スポ
ーツに関するものとして障害者スポーツ（アダプテッド・スポーツ）やスポーツ心理（メンタルトレーニング
）、健康に関するカウンセリングや身体意識など心と体の関係など、さらに心理リハビリテーション、動作法
、特別支援教育で役立つ自立活動に関する基礎的な理論や実践方法・実技に至るまで視聴覚教材を通して学ん
だり、実践活動を通じて体験もします。しかし、基本はセミ生自身が興味や関心を持つテーマに関して探究す
る活動です。
[授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
本ゼミナールは、学部共通の①「対人調整力」、②「コミュニケーション力」、特に、③「スポーツ健康科
学を中心とした幅広い知識と教養」、④「①〜③を応用し表現する能力」の育成に寄与する。また、学科独自
の⑤健康教育についての専門的知識と実践的技能の取得」及び⑥「健康支援についての専門的知識と実践的技
能の習得」にも寄与できる。
[授業の到達目標]
問題提起の基本となる文献考証、研究目的の設定、仮説の立案、問題・課題解決に向けての方法の立案・実
施、結果資料の整理。分析を通して、論理的検証・考察ができる。一連の活動を卒業論文として個人でまとめ
ることができることを目標とする。
成績評価
[成績評価の基準]
3年生では、ゼミ活動を通して知り得た事柄から、共同研究として一つのテーマをゼミ生で決めて、協力しあ
って卒業論文の書き方を学び、研究冊子を制作し、学園祭のゼミ研究発表会で発表を行う。
4年生では、卒業論文の制作に当たり、個人で決めたテーマに従って、卒業論文を作成し、ゼミ内での研究成
果発表会で発表する。
3・4年生の共通活動として、卒業後の就職活動に関連する基礎的な知識や研修的な内容に関しても活動する。
[成績評価の方法]
3年生時、平素のゼミ活動を10%、3年時の共同研究の実施・論文の作成で40%、4年時の平素のゼミ活動を10%
、卒業論文の作成と発表で40%、合計100%とする。合格点60%以上には、卒業論文の作成と発表40%は必修であ
る。
履修における留意事項
[履修条件]
特になし
[履修上の注意(科目独自のルール)]
3年生は、毎週開催されるゼミには、3分2以上の出席を要する。4年生は、自身の就活、進路によって毎回ゼミ
の時間に出席できなくても毎週他の時間に卒業研究指導を受け、就活報告などをおこなうことが必要である。
指導を受けていない卒業論文は、受理できない。自分自身のノートを用いても構わないが、独自に作成された
アクティブ・ラーニングノートに基づいて受講する。
[課題(試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
試験は行わず、共同研究、卒業論文の提出と発表を受けて、結果をフィードバックする。
[テキスト・参考書等]
毎回、独自に資料を配布し、その中で引用・参考文献や資料の出典を紹介sっする。
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
E‑mail:miijima@juntendo.ac.jp
[オフィスアワー]
日時:水曜日、木曜日、金曜日の昼休み
場所:１号館2階遊戯療法・観察室
上記以外の時間にも対応しますが、事前に連絡する。
備考
[学習時間]
この授業は、講義・演習の授業形態を含む8単位の科目であり、2年間を通して行われる。授業240時間と準備
時間(予習・復習)120時間の計360時間の学習を必要とする内容をもって構成する。
[その他]
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
飯嶋
3ー1
前期;オリエンテーション：ゼ
（前期)
ミナールの進行の概説と今後の
3‑16
ゼミナール内容への興味・関心
(後期)
を話しあう。
後期:共同研究実施のガイダン
ス

3ー2

飯嶋

3ー3

飯嶋

3ー4

飯嶋

3ー5

飯嶋

3ー6

飯嶋

3ー7

飯嶋

3ー8

飯嶋

3ー9

飯嶋

3ー10

飯嶋

3ー11

飯嶋

3ー12
3ー13

飯嶋
飯嶋

3ー14

飯嶋

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習1時間】
前期;今、自身が興味を持っていることを事前に
整理する。
後期:共同研究テーマを考える。

【復習1時間】
前期:アクティブ・ラーニングノート(以下ALNと
略す)に従って、ゼミ活動を整理し、まとまる。
後期: 同上
障害児・者に関する事柄1：話 障害児・者に関して興味を持つものが、討論用資
料を作成する。
題提供に関する討論
障害児・者に関する事柄2：前 話題提供に関して、自身でも資料を収集する。
回の討論を活かして、資料など
の検証を行う演習。
障害児・者に関する事柄3：討 討論・演習・講義をまとめる。
論・演習を通しての補足講義
健康・心理に関する事柄1：話 健康・心理に関して興味を持つものが、討論用資
料を作成する。
題提供に関する討論
健康・心理に関する事柄2：前
回の討論を活かして、資料など
の検証を行う演習。
健康・心理に関する事柄3：討
論・演習を通しての補足講義
スポーツに関する事柄1：話題
提供に関する討論
スポーツに関する事柄2：前回
の討論を活かして、資料などの
検証を行う演習。
スポーツに関する事柄3：討論
・演習を通しての補足講義。

話題提供に関して、自身でも資料を収集する。

討論・演習・講義をまとめる。
健康・心理に関して興味を持つものが、討論用資
料を作成する。
話題提供に関して、自身でも資料を収集する。

討論・演習・講義をまとめる。

共同研究のテーマについて、事前に各自プランを
作成する。
テーマに関して、自身で資料を収集する。
共同研究の結果についての討論・考察をまとめる
。
順風祭で共同研究を発表する： 冊子の作成とプレゼンテーション用の資料作成
資料冊子の作成とプレゼンテー
ション
共同研究テーマの討論
4年生卒業論文中間発表会参加
共同研究の資料収集・検証
共同研究の資料の分析・討論
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3ー15

飯嶋

3ー16

飯嶋

4ー1

飯嶋

4ー2

飯嶋

4ー3
4ー4
4ー5
4ー6

飯嶋
飯嶋
飯嶋
飯嶋

4ー7
4ー8

飯嶋
飯嶋

4ー9

飯嶋

4ー10
4ー11
4ー12

飯嶋
飯嶋
飯嶋

4ー13

飯嶋

4ー14

飯嶋

4ー15

飯嶋

4ー16

飯嶋

卒業後の進路について
4年卒業論文発表会に参加
卒業論文作成・卒業後に向けて
の準備ガイダンス
オリエンテーション

各自の卒業後の進路について整理する。

4年生になる前にしておくべき準備について整理
する。
卒業論文作成の進行の概説と今後の卒業論文のテ
ーマ、内容を話しあう。今、自身が準備している
状況を事前に整理しておくこと。
卒業論文の進行計画の立案・検 各自の進行計画案の作成
証
各自の資料の収集・分析
資料の収集と分析・検証1
各自の資料の収集・分析
資料の収集と分析・検証2
各自の資料の収集・分析
資料の収集と分析・検証3
中間報告会：卒業論文の作成、 進行状況の報告資料を作成する。
進行状況を発表する。
卒業後の進路に関する状況報告 卒業後の進路に関する状況報告をまとめる
中間報告を受けての卒業論文作 資料の追加収集、分析・検証を行う。
成の修正１
中間報告を受けての卒業論文作 資料の追加収集、分析・検証を行う。
成の修正2
卒業論文の作成
卒業論文の本文作成1
卒業論文の作成
卒業論文の本文作成2
作成した卒業論文は1回目のチェックを受け、修
卒業論文の本文修正1
正を行う。
作成した卒業論文はさらに2回目のチェックを受
卒業論文の本文修正2
け、修正を行う。
最終修正チェックを受けた後、修正を済ませて製
卒業論文の提出
本化する。さらに抄録の作成をおこなう。
作成した抄録を用いるため、ゼミ内抄録集を作成
卒業論文発表会
する。
2年間のゼミナール活動を総括して、各自の意見
まとめ
を整理する。
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

演習形式
通年

対象学年

3

単位数

8.0

科目責任者
科目担当者

牛尾

直行

授業概要
〔授業全体の内容〕
教育学ゼミナールでは、教職課程で学ぶ教育学を基礎として、さらに深く教育学を学ぶ。小学校・中学校・高
校・特別支援学校などの教育問題を扱うが、教育学は決して学校教育に限定されるものではないので、人間の
生まれてから死ぬまでの過程の様々なトピックを扱い、人間の成長と生きざまを教育学的に考察することを目
的とする。前期は3年生と4年生がテーマに基づき共同学習を行う。例えば模擬授業の準備・実施・振り返りな
どを通して、将来教育に関わる仕事に就く際の教養を育む。後期は3年生は教育学に関わる文献講読を中心に
、学校見学や教育参加を通して広く教育学的な思考法を学ぶ。4年生は各自が定めたテーマに基づき、卒業研
究を進める。
また、以上を通して、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
〔授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）〕
本授業は、スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力を身につける。
〔授業の到達目標〕
学生各自が、自らの成長する過程での体験(教育経験)に基づき、人間の人生や成長を分析的に考察することが
できる。
将来、教職に就くにしても就かないにしても、自らと他者のマイナスを活かす視点を身に付けることができる
。
成績評価
〔成績評価の基準〕
1．自らの進路や希望に真剣に取り組み、そこに教育学の学習を活かせているか。
2．教育学的な学修を通して、人間への洞察を深めることが出来ているか。
〔成績評価方法〕
ゼミナールへの参加度（発言・役割等）5割、課題レポート5割で総合的に評価する。
履修における留意事項
〔履修要件〕
特になし
〔履修上の注意〕
ゼミは欠席しないで参加すること。予習がたとえ不十分でも、討議や作業にともに参加することに意味がある
。
教師になるつもりがなくても、教育学ゼミ入室可。
〔テキスト・参考書等〕
適宜指定する。1冊の本を深く読み込んで考察を深めるようなことをするので、そのようなときは各自その書
籍を購入すること。
連絡先とオフィスアワー
〔連絡先〕
担当；牛尾直行
E‑MAIL；n‑ushio@juntendo.ac.jp
〔オフィスアワー〕
月曜〜木曜
備考
〔学修時間〕
この授業は、演習の授業形式による8単位の科目であり、ゼミナール60時間と準備学習・事後学習120時間の計
180時間の学修を必要とする内容をもって構成する。
〔その他〕
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
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授業回数 担当
牛尾直行
1

２

牛尾直行

3

牛尾直行

4

牛尾直行

５

牛尾直行

６

牛尾直行

７

牛尾直行

授業内容（授業方法を含む）
3年生・4年生ともに共同学習を
行う。前期ゼミナールで扱う主
要なテーマについて話し合い、
そのテーマを決める。

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
予習は、4年生を中心にどのようなテーマ・課題
についてこの前期で扱うか話し合ってから臨んで
欲しい。
復習は自らの分担テーマや報告内容などの大まか
な自主学習。
（予習：2時間、復習：2時間）
研究テーマに沿って、各グルー 予習するべき文献資料やテーマを提示し、ゼミナ
プが絞った内容の検討。教育/ ールで扱うテーマと各自の予習がリンクするよう
学校に関係するテーマのみなら 心がける。
ず、広く政治や社会・国際的動 復習はレポート等の課題を作成し、学修内容の定
向や自分の経験などから報告と 着をはかる。
(予習：2時間、復習：2時間）
意見交換を繰り返す。
グループ毎の研究発表（１） 4年生の発表者や模擬授業実施者は、3年生の前で
各グループの研究発表を1〜2グ お手本となるようなレジュメ作成・授業実施の準
ループ行い、皆でその内容を理 備を十分に行うこと。
解するとともに、批判的考察を また、4年前期の課題としては卒業研究テーマに
試みる。批判のための批判では つながる学習を各自行うこと。
なく、建設的な思考の発展に繋 各自ゼミ中に疑問に感じたこと、不明点などを文
がるような話し合いができるよ 献で復習すること。
（予習：2時間、復習：2時間）
う工夫をする。
グループ毎の研究発表（２） 4年生の発表者や模擬授業実施者は、3年生の前で
各グループの研究発表を1〜2グ お手本となるようなレジュメ作成・授業実施の準
ループ行い、皆でその内容を理 備を十分に行うこと。
解するとともに、批判的考察を また、4年前期の課題としては卒業研究テーマに
試みる。批判のための批判では つながる学習を各自行うこと。
なく、建設的な思考の発展に繋 各自ゼミ中に疑問に感じたこと、不明点などを文
がるような話し合いができるよ 献で復習すること。
（予習：2時間、復習：2時間）
う工夫をする。
グループ毎の研究発表（３） 4年生の発表者や模擬授業実施者は、3年生の前で
各グループの研究発表を1〜2グ お手本となるようなレジュメ作成・授業実施の準
ループ行い、皆でその内容を理 備を十分に行うこと。
解するとともに、批判的考察を また、4年前期の課題としては卒業研究テーマに
試みる。批判のための批判では つながる学習を各自行うこと。
なく、建設的な思考の発展に繋 各自ゼミ中に疑問に感じたこと、不明点などを文
がるような話し合いができるよ 献で復習すること。
（予習：2時間、復習：2時間）
う工夫をする。
グループ毎の研究発表（４） 4年生の発表者や模擬授業実施者は、3年生の前で
各グループの研究発表を1〜2グ お手本となるようなレジュメ作成・授業実施の準
ループ行い、皆でその内容を理 備を十分に行うこと。
解するとともに、批判的考察を また、4年前期の課題としては卒業研究テーマに
試みる。批判のための批判では つながる学習を各自行うこと。
なく、建設的な思考の発展に繋 各自ゼミ中に疑問に感じたこと、不明点などを文
がるような話し合いができるよ 献で復習すること。
（予習：2時間、復習：2時間）
う工夫をする。
グループ毎の研究発表（５） 4年生の発表者や模擬授業実施者は、3年生の前で
各グループの研究発表を1〜2グ お手本となるようなレジュメ作成・授業実施の準
ループ行い、皆でその内容を理 備を十分に行うこと。
解するとともに、批判的考察を また、4年前期の課題としては卒業研究テーマに
試みる。批判のための批判では つながる学習を各自行うこと。
なく、建設的な思考の発展に繋 各自ゼミ中に疑問に感じたこと、不明点などを文
がるような話し合いができるよ 献で復習すること。
（予習：2時間、復習：2時間）
う工夫をする。
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８

牛尾直行

９

牛尾直行

１０

牛尾直行

１１

牛尾直行

１２

牛尾直行

グループ毎の研究発表（６） 4年生の発表者や模擬授業実施者は、3年生の前で
各グループの研究発表を1〜2グ お手本となるようなレジュメ作成・授業実施の準
ループ行い、皆でその内容を理 備を十分に行うこと。
解するとともに、批判的考察を また、4年前期の課題としては卒業研究テーマに
試みる。批判のための批判では つながる学習を各自行うこと。
なく、建設的な思考の発展に繋 各自ゼミ中に疑問に感じたこと、不明点などを文
がるような話し合いができるよ 献で復習すること。
う工夫をする。時には、授業形 （予習：2時間、復習：2時間）
式の発表形態にしたり、実際の
教育現場に訪問し学習すること
もある。
グループ毎の研究発表（７） 4年生の発表者や模擬授業実施者は、3年生の前で
各グループの研究発表を1〜2グ お手本となるようなレジュメ作成・授業実施の準
ループ行い、皆でその内容を理 備を十分に行うこと。
解するとともに、批判的考察を また、4年前期の課題としては卒業研究テーマに
試みる。批判のための批判では つながる学習を各自行うこと。
なく、建設的な思考の発展に繋 各自ゼミ中に疑問に感じたこと、不明点などを文
がるような話し合いができるよ 献で復習すること。
う工夫をする。時には、授業形 実際に教育現場を訪問した場合には、その都度考
式の発表形態にしたり、実際の 察レポートを作成する。
教育現場に訪問し学習すること （予習：2時間、復習：2時間）
もある。
グループ毎の研究発表（８） 4年生の発表者や模擬授業実施者は、3年生の前で
各グループの研究発表を1〜2グ お手本となるようなレジュメ作成・授業実施の準
ループ行い、皆でその内容を理 備を十分に行うこと。
解するとともに、批判的考察を また、4年前期の課題としては卒業研究テーマに
試みる。批判のための批判では つながる学習を各自行うこと。
なく、建設的な思考の発展に繋 各自ゼミ中に疑問に感じたこと、不明点などを文
がるような話し合いができるよ 献で復習すること。
う工夫をする。時には、授業形 実際に教育現場を訪問した場合には、その都度考
式の発表形態にしたり、実際の 察レポートを作成する。
教育現場に訪問し学習すること （予習：2時間、復習：2時間）
もある。
グループ毎の研究発表（９） 4年生の発表者や模擬授業実施者は、3年生の前で
各グループの研究発表を1〜2グ お手本となるようなレジュメ作成・授業実施の準
ループ行い、皆でその内容を理 備を十分に行うこと。
解するとともに、批判的考察を また、4年前期の課題としては卒業研究テーマに
試みる。批判のための批判では つながる学習を各自行うこと。
なく、建設的な思考の発展に繋 各自ゼミ中に疑問に感じたこと、不明点などを文
がるような話し合いができるよ 献で復習すること。
う工夫をする。時には、授業形 実際に教育現場を訪問した場合には、その都度考
式の発表形態にしたり、実際の 察レポートを作成する。
教育現場に訪問し学習すること （予習：2時間、復習：2時間）
もある。
グループ毎の研究発表（１０） 4年生の発表者や模擬授業実施者は、3年生の前で
各グループの研究発表を1〜2グ お手本となるようなレジュメ作成・授業実施の準
ループ行い、皆でその内容を理 備を十分に行うこと。
解するとともに、批判的考察を また、4年前期の課題としては卒業研究テーマに
試みる。批判のための批判では つながる学習を各自行うこと。
なく、建設的な思考の発展に繋 各自ゼミ中に疑問に感じたこと、不明点などを文
がるような話し合いができるよ 献で復習すること。
う工夫をする。時には、授業形 実際に教育現場を訪問した場合には、その都度考
式の発表形態にしたり、実際の 察レポートを作成する。
教育現場に訪問し学習すること （予習：2時間、復習：2時間）
もある。
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１３

牛尾直行

１４

牛尾直行

１５

牛尾直行

１６

牛尾直行

後期は、4年生と3年生は別プロ
グラムでゼミナールを実施する
。
4年生：卒業研究とは？
3年生：文献講読の書籍選定お
よび後期での校外活動予定話し
合い・決定

１７

牛尾直行

4年生：各自卒業論文のテーマ
について、夏季休業期間中に実
施した文献考察や実地体験など
の報告。それに基づくテーマ選
定。
3年生：教育学関連文献の講読
（１）

１８

牛尾直行

4年生：各自の卒業研究テーマ
と問題意識の共有。
3年生：教育学関連文献の講読
（２）

１９

牛尾直行

4年生：卒業研究の方法論につ
いて、量的分析や質的分析、統
計手法、研究枠組み、調査の方
法などを概説。
3年生：教育学関連文献の講読
（３）

発表内容をまとめる（１）
自らのグループが発表したテー
マのみならず、他のグループが
発表・考察したテーマについて
も、自らのテーマとの関連を考
え、深め、討論する。
発表内容をまとめる（２）
自らのグループが発表したテー
マのみならず、他のグループが
発表・考察したテーマについて
も、自らのテーマとの関連を考
え、深めた内容を文章にして表
現する。
前期テーマのまとめ
前期にグループで発表・討論・
レポート作成した各テーマをさ
らに繋げてみると、どんな課題
があるのか、話し合い、深める
。
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予習として、自らの発表の際の疑問点や質問され
た点などを文献などで深く調べ、考察する。
復習は、テーマをどのようにまとめたら良いかグ
ループで深めること。
(予習:2時間、復習:2時間）
予習として、自らの発表の際の疑問点や質問され
た点などを文献などで深く調べ、考察する。
復習は、テーマをどのようにまとめたら良いかグ
ループで深めること。
(予習:2時間、復習:2時間）

4年生は各グループ内でリーダーシップをとり、
自らのテーマが現代の教育課題とどのような関連
を有しているのか、まとめてから最後のまとめ討
論に参加する。
前期ゼミのまとめとして、各自が考察レポートを
作成する。
(予習：2時間、復習2時間）
予習：
4年生は夏休みのうちに卒業研究テーマに関わる
論文や書籍等をなるべく沢山読み、自らの卒論テ
ーマについて明確化させる作業をしてほしい。
3年生は後期に共通で読む文献を各自が探し、候
補を挙げられるようにする。
復習：
4年生は先輩たちの卒業研究を2〜3本読む。3年生
は、選んだ書籍を購入し、読む。校外活動の予定
を立てる。
(予習：2時間、復習：2時間）
予習：
4年生は夏季休業期間中に実施した文献考察・実
地体験などをＡ４レポート用紙1枚にまとめる。
3年生は教育学関連文献を読んでおく。担当者は
レジュメの作成。
復習
4年生は読んだ文献の内容の整理。これが卒論作
成時の参考文献の検討の一部となる。
3年生は教育学関連文献の復習。
(予習：2時間、復習：2時間）
予習：
4年生は自らがこの卒業研究に臨む問題意識と、
そこから導き出された研究テーマをプリント1枚
にまとめてくる。
3年生は教育学関連文献の予習。
復習：
4年生は序章第1節「問題意識」の執筆。
3年生は教育学関連文献の復習。
(予習：2時間、復習：2時間）
予習：
4年生は自らのテーマを解明する研究手法につい
て、先輩の卒業論文を参照しながら考えてくる。
3年生は教育学関連文献の予習
復習：
4年生は配布したプリントを読み直し、卒業研究
の方法論の概略について復習する。
3年生は教育学関連文献の復習。
(予習：2時間、復習：2時間）

２０

牛尾直行

4年生：論文執筆の方法論につ
いて概説する。章節立て、分析
枠組、学科共通のフォーマット
、脚注など。
3年生：教育学関連文献の講読
（４）

２１

牛尾直行

4年生：序章を各自が持ち寄り
、発表し合うことにより、論点
の絞り込み・研究方法論・研究
の着地点について討議をする。
3年生：教育学関連文献の講読
（５）

２２

牛尾直行

4年生：各自の研究枠組みおよ
び方法論の検討。
3年生：教育学関連文献の講読
（６）

２３

牛尾直行

4年生：各自卒業研究論文作成
へのサポートを行う。
3年生：後期に読んできた文献
の内容を深め、来週の発表のた
めの準備をする。

２４

牛尾直行

4年生：各自卒業研究論文作成
へのサポートを行う。
3年生：4年生に対し、後期に講
読してきた文献の内容を発表す
るとともに、4年生からフィー
ドバックをもらう。

２５

牛尾直行

4年生：卒業研究論文提出に向
け、牛尾に仮提出をする。牛尾
はそれに修正点などコメントを
付けフィードバックする。
3年生：後期の前半で扱った共
通の文献ではなく、自らの問題
意識に基づく文献を選定、講読
②（１）を始める。
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予習：
4年生は序章第2節「先行研究の検討」を作成して
くる。
3年生は教育学関連文献の予習。
復習：
4年生は序章第2節「先行研究の検討」の書き直し
。
3年生は教育学関連文献の復習。
(予習：2時間、復習：2時間）
予習：
4年生は卒業論文全体の研究枠組みを作成してく
る。
3年生は教育学関連文献の予習。
復習：
4年生は研究枠組みの練り直し、およびそれに基
づく調査等の実施。
3年生は教育学関連文献の復習。
(予習：2時間、復習：2時間）
予習：
4年生は各自卒業論文の作成。
3年生は教育学関連文献の予習。
復習：
4年生は各自卒業論文の作成。
3年生は教育学関連文献の復習。
(予習：2時間、復習：2時間）
課題22
予習：
4年生は各自卒業論文の作成。
3年生は講読してきた教育学関連文献の内容から
自分がどう考えるか、どこにこだわりたいか考え
てくる。
復習：
4年生は各自卒業論文の作成。
3年生は教育学関連文献からどこを深めるのか、
内容を検討する。
(予習：2時間、復習：2時間）
予習：
4年生は各自卒業論文の作成。
3年生は教育学関連文献から深めた内容をパワポ
ファイルにしてくる。
復習：
4年生は各自卒業論文の作成。
3年生は4年生からもらったフィードバックについ
て深く調べ、考察する。
(予習：2時間、復習：2時間）
予習：
4年生は牛尾への卒論仮提出ファイルを作成する
。
3年生は後期後半に自分で読む文献の候補を2〜3
冊選定する。
復習：
4年生は牛尾のフィードバックを参考に修正し、
卒業論文を提出できるように整える。
3年生は自らが講読する文献②を購入・講読する
。
(予習：2時間、復習：2時間）

２６

牛尾直行

２７

牛尾直行

２８

牛尾直行

２９

牛尾直行

３０

牛尾直行

予習：
4年生は牛尾から修正コメントをもらう。
3年生は文献②の講読。
復習：
4年生は修正点の清書版を作成。
3年生は文献②の講読。
(予習：2時間、復習：2時間）
4年生：提出をした卒業論文に 予習：
ついて、牛尾からのコメントを 4年生は卒業論文の推敲をする。
3年生は文献②の講読。
参考にして修正する。
復習：
3年生：文献講読②（３）
4年生は完成版卒論ファイルを作成する。
3年生は文献②から考えたこと、興味を覚えたこ
とをまとめる。
(予習：2時間、復習：2時間）
4年生：要旨の修正/完成と1枚 予習：
4年生は提出した要旨の内容を再度検討し、それ
パワポファイルの作成練習
3年生：各自、牛尾と文献講読 を図示するとしたらどのようになるか考えてくる
②について意見交換をする。 。
3年生は文献②から考えたこと、興味を覚えたこ
と、牛尾に質問したいことなどをＡ４レポート用
紙1枚にまとめる。
復習：
4年生は、要旨ファイルの修正、１枚パワポファ
イルの作成。
(予習：2時間、復習：2時間）
4年生：次週の卒業研究発表会 予習：
の準備を行う。作成中の発表用 4年生は次週卒論発表会ファイルを用意する。
パワポを仮発表し、どのように 3年生は講読文献②の内容・考察を報告するため
ブラッシュアップしたら研究が のパワポファイルを作成。
一番理解されるか皆で討議する 復習：
4年生は次週卒論発表会ファイルを修正するとと
。
3年生：3年生の中で、自らが講 もに、発表会用の紙資料を共同で準備する。
読した文献の考察について発表 3年生は他の3年生からもらった意見を受け、考察
レポートを作成する。
、討議。
(予習：2時間、復習：2時間）
3/4年生合同で卒業研究発表会 予習：
を公開で行う。時間は一人15〜 4年生は卒論発表会ファイルの作成。
20分とり、パワーポイントでの 3年生は卒論発表会の準備を手伝うとともに、来
口頭発表と一枚パワポ・要旨の 年度の手順を学ぶ。
配付、卒業論文現物の回覧を行 復習：
う。発表者以外は積極的に質問 4年生は卒業論文と要旨、１枚パワポの3ファイル
を行うこと。この発表・質疑応 を研究室のUSBファイルに入れる。
答はゼミナールの最終試験を兼 3年生は上級生の卒論内容を踏まえ、自分の卒論
テーマについて大まかにで良いから考察する。
ねている。
(予習：2時間、復習：2時間）
4年生：提出をした卒業論文に
ついて、牛尾からのコメントを
参考にして修正する。
3年生：文献講読②（２）
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

講義・演習

対象学年

3

単位数

8.0

科目責任者
科目担当者

大野

早苗

授業概要
[授業全体の内容]
言語は社会生活において不可欠なものであり、他者とのコミュニケーションを図るとき、また何か情報を得よ
うとするとき、私たちはその手段として日常的に日本語を用いている。ところが、日本語にはどのような特徴
があるかと問われると、答えに困ってしまうのではないだろうか。本ゼミナールでは、私たちがふだん無意識
に使っている日本語を研究対象として、その構造や運用ルールなどを学び、その上で、言葉がどうスポーツに
関わるかについて考えていきたい。
ゼミナールでは、まず、日本語文法、会話分析、社会言語学、第二言語習得の問題を扱った一般書を読み、言
語を研究の対象にするとはどういうことかを学ぶ。次に、自分の興味のある研究手法に関する専門書を読み、
言語を分析する方法を学ぶ。さらに、様々なスポーツシーンから言語データを収集し、文法構造、会話の特徴
、社会と言語との関わり、日本語の習得などの観点から自分なりの分析を加え、最終的に卒業論文を仕上げる
。
また、以上を通して、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
[授業の位置づけ]
言葉の分析を通して、スポーツに関連する場面におけるコミュニケーションのあり方についての知識を深
める。また、学部で学んだことを総合して卒業論文に仕上げる過程で、言語、とりわけ日本語に関する知識を
身に付ける。その上で、スポーツマネジメント学科で学んだことの集大成として、卒業論文を書く。
[授業の到達目標]
１．現代日本語の文法に関する基礎的な事項を説明することができる。
２．日本語の運用ルールを説明することができる。
３．社会と言語がどのように関わるかについて多面的に考察することができる。
４．会話分析の方法について説明することができる。
５．ジャンルごとに異なる文体の違いに気づくことができる。
６．ルールに則って学術的な文章を書くことができる。
成績評価
[成績評価の基準]
1.日本語の様々な表現に目を向け、文法、運用ルール、社会と言語の関わり、会話分析、文体などの観点から
、分析的に見ることができる。（平常の提出物、レポート）
2.ゼミナールで学んだことを総合して、自分なりのテーマを論理的に展開できる。（卒業論文）
[成績評価の方法]
平常の提出物25％、レポート25％、卒業論文50％の割合で評価する。
履修における留意事項
[履修用件]
特になし。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
特になし。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
提出物は、添削、評価して次回のゼミナール時に返却する。返却された提出物はゼミナール受講者同士で共
有し、互いに批評しあう。
[テキスト・参考書等]
適宜、紹介する。
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
担当：大野早苗
E‑mail：sanaeo[at]juntedo.ac.jp
※[at]を＠に変更してください。
[オフィスアワー]
日時：木曜日12：10〜14：00
場所：１号館３階1336号室
備考
[学修時間］
ゼミナールは、講義・演習の授業形態による8単位の科目であり、3年次、4年次の授業120時間と準備学習24
0時間の計360時間の学修を必要とする内容をもって構成する。
[その他]
特になし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
大野
1
ガイダンス
以下のことがらについて概略を
説明する。
・日本語研究の視点（文法、語
用論、会話分析等）
・日本語研究の方法
・スポーツと言葉
大野
2
日本語研究の基礎（１）
・中村明著『日本語案内』（ち
くま書房）を読み、日本語文法
の基礎を確認する。
・自分たちの日常の言葉の中か
ら、「文法」を逸脱しているよ
うに見える表現を探し、その表
現について説明できるようにす
る。
・大学のある地域（印旛地域）
の言語の特徴を、文法や運用面
から記述してみる。
大野
3
日本語研究の基礎（２）
・森山卓郎著『表現を味わうた
めの日本語文法』（岩波書店）
を読み、私たちの日常の言語表
現を文法的に分析するというの
は、どういうことかを理解する
。
大野
4
日本語研究の基礎（３）
・前回に引き続き、森山卓郎著
『表現を味わうための日本語文
法』（岩波書店）を読み、私た
ちの日常の言語表現を文法的に
分析するというのは、どういう
ことかを理解する。
大野
5
日本語研究の基礎（４）
・デボラ・タネン著『どうして
男は、そんな言い方 なんで女
は、あんな話し方―男と女の会
話スタイル９to５』（講談社）
を読み、会話を分析することで
何がわかるかを理解する。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：2時間）
中村明著『日本語案内』（ちくま書房）を読み、
日本語文法の基礎をまとめておく。
（復習：2時間）
日本語を研究対象とするとはどういうことかを振
り返り、自分の研究したいフィールドにはどのよ
うなものか考える。
（予習：2時間）
中村明著『日本語案内』（ちくま書房）を読み、
日本語文法の基礎をまとめておく。
（復習：2時間）
日本語の語彙構成、品詞、単文の構造についてま
とめる。

（予習：2時間）
森山卓郎著『表現を味わうための日本語文法』（
岩波書店）の１〜３章を読む。
（復習：2時間）
日本語の語彙構造、単文の構造についてまとめる
。
（予習：2時間）
森山卓郎著『表現を味わうための日本語文法』（
岩波書店）の４〜５章を読む。
（復習：2時間）
森山卓郎著『表現を味わうための日本語文法』の
ブックレビューを書く。
（予習：2時間）
デボラ・タネン著『どうして男は、そんな言い方
なんで女は、あんな話し方―男と女の会話スタ
イル９to５』（講談社）の１〜４章を読む。
（復習：2時間）
会話分析をするとはどういうことか、会話と文化
にはどのような関係があるかを確認する。

6

大野

7

大野

8

大野

9

大野

10

大野

11

大野

12

大野

13

大野

日本語研究の基礎（５）
・前回に引き続き、デボラ・タ
ネン著『どうして男は、そんな
言い方 なんで女は、あんな話
し方―男と女の会話スタイル９
to５』（講談社）を読み、「男
言葉」、「女言葉」は一般にど
のようなものだと考えられてい
るかをまとめる。
日本語研究の基礎（６）
・宮崎里司著『外国人力士はな
ぜ日本語がうまいのか―あなた
に役立つ「ことば習得のコツ
新装版』（明治書院）を読み、
第二言語として日本語を習得す
るとはどういうことかについて
まとめる。
日本語研究の基礎（７）
・前回に引き続き、宮崎里司著
『外国人力士はなぜ日本語がう
まいのか―あなたに役立つ「こ
とば習得のコツ 新装版』（明
治書院）を読み、力士が日本語
習得に成功した要因を分析する
。
日本語研究の基礎（８）
・小松英雄著『日本語はなぜ変
化するか―母語としての日本語
の歴史―』（笠間書院）を読み
、言語の「乱れ」と「変化」に
ついての自分なりの考えをまと
める。
・前回に引き続き、小松英雄著
『日本語はなぜ変化するか―母
語としての日本語の歴史』（笠
間書院）を読み、言語はどうい
った方向に変化するのかをまと
める。

日本語研究の基礎（１０）
・田中牧郎著『近代書き言葉は
こうしてできた』（岩波書店）
を読み、書き言葉成立の過程を
まとめる。
日本語研究の基礎（１１）
・前回に引き続き、田中牧郎著
『近代書き言葉はこうしてでき
た』（岩波書店）を読み、書き
言葉と話し言葉の違いを書き出
して比較する。
日本語研究の基礎（１２）
・金水敏著『バーチャル日本語
役割語の謎』（岩波書店）を
読み、ステレオタイプとは何か
、それが言語的にどのように表
現されるかをまとめる。
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（予習：2時間）
デボラ・タネン著『どうして男は、そんな言い方
なんで女は、あんな話し方―男と女の会話スタ
イル９to５』（講談社）の５〜８章を読む。
（復習：2時間）
デボラ・タネン著『どうして男は、そんな言い方
なんで女は、あんな話し方―男と女の会話スタ
イル９to５』（講談社）のブックレビューを書く
。
（予習：2時間）
宮崎里司著『外国人力士はなぜ日本語がうまいの
か―あなたに役立つ「ことば習得のコツ 新装版
』（明治書院）の１〜４章を読む。
（復習：2時間）
第二言語習得についての研究にはどのような分野
があるのかを考える。
（予習：2時間）
宮崎里司著『外国人力士はなぜ日本語がうまいの
か―あなたに役立つ「ことば習得のコツ 新装版
』（明治書院）の５〜８章を読む。
（復習：2時間）
宮崎里司著『外国人力士はなぜ日本語がうまいの
か―あなたに役立つ「ことば習得のコツ 新装版
』（明治書院）のブックレビューを書く。
（予習：2時間）
小松英雄著『日本語はなぜ変化するか―母語とし
ての日本語の歴史』（笠間書院）の第１部を読む
。
（復習：2時間）
言語の「乱れ」と「ゆれ」は、どう違うかを考え
る。
（予習：2時間）
小松英雄著『日本語はなぜ変化するか―母語とし
ての日本語の歴史』（笠間書院）の第２部を読む
。
（復習：2時間）
小松英雄著『日本語はなぜ変化するか―母語とし
ての日本語の歴史』（笠間書院）のブックレビュ
ーを書く。
（予習：2時間）
田中牧郎著『近代書き言葉はこうしてできた』（
岩波書店）の１〜３章を読む。
（復習：2時間）
話し言葉と書き言葉の違いをまとめる。
（予習：2時間）
田中牧郎著『近代書き言葉はこうしてできた』（
岩波書店）の４〜５章を読む。
（復習：2時間）
田中牧郎著『近代書き言葉はこうしてできた』（
岩波書店）のブックレビューを書く。
（予習：2時間）
金水敏著『バーチャル日本語 役割語の謎』（岩
波書店）の１〜３章を読む。
（復習：2時間）
役割語研究の意味を「ステレオタイプ」をキーワ
ードにまとめる。

14

大野

15

大野

16

大野

17

大野

18

大野

19

大野

20

大野

21

大野

日本語研究の基礎（１３）
・前回に引き続き、金水敏著『
バーチャル日本語 役割語の謎
』（岩波書店）を読み、小説や
アニメ、漫画などに出てくる「
役割語」を探してみる。
研究テーマを見つける
・今までに読んだ日本語研究の
文献を振り返る。
・卒業論文の執筆を視野に入れ
て、自分の研究テーマを見つけ
る。
論文の書き方を知る（１）
・河野哲也著『レポート・論文
の書き方入門』（慶應義塾大学
出版会）を参考として、卒業論
文を書くための準備、論の立て
方、書き方を確認する。
論文の書き方を知る（２）
・二通信子他著『留学生と日本
人学生のためのレポート・論文
表現ハンドブック』（東京大学
出版会）を参考に、議論を書く
ための表現を練習する。

言語資料の収集と整理（１）
・分析の対象となる言語資料の
集め方と整理の仕方を知る。
・言語資料の収集と整理の練習
として、ゼミナール内での会話
分析を目的とした録音とその記
録をしてみる。
言語資料の収集と整理（２）
・前回に引き続き、分析の対象
となる言語資料の集め方と整理
の仕方を学ぶ。
・言語資料の収集と整理の練習
として、ドラマの台詞などを取
り上げ、一つ一つの発話の機能
などを記録してみる。
卒業論文執筆準備（１）
・各自のテーマに基づき、収集
した言語資料分析の途中経過を
発表する。
・発表について、ピアコメント
によりその内容を整理し、煮詰
めていく作業を行う。
卒業論文執筆準備（２）
・各自のテーマに基づき、収集
した言語資料分析の途中経過を
発表する。
・発表について、ピアコメント
によりその内容を整理し、煮詰
めていく作業を行う。
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（予習：2時間）
金水敏著『バーチャル日本語 役割語の謎』（岩
波書店）の４〜６章を読む。
（復習：2時間）
金水敏著『バーチャル日本語 役割語の謎』（岩
波書店）のブックレビューを書く。
（予習：2時間）
今までに読んだ書籍を参考に日本語研究の手法に
はどのようなものがあるかを確認する。
（復習：2時間）
長期休業中に、自らの研究テーマを定め、先行の
研究を入手して読み込んでおく。
（予習：2時間）
河野哲也著『レポート・論文の書き方入門』（慶
應義塾大学出版会）に一通り目を通しておく。
（復習：2時間）
自分の興味のある分野の論文を、論の展開方法、
論文の構成などに気をつけて読む。
（予習：2時間）
二通信子他著『留学生と日本人学生のためのレポ
ート・論文表現ハンドブック』（東京大学出版会
）の第Ⅱ部を読む。
（復習：2時間）
これまでに提出したブックレポートを見直し、そ
れらが議論に適した表現で書かれているか確認す
る。
（予習：2時間）
鈴木聡志著『会話分析・ディスコース分析―こと
ばの織りなす世界を読み解く』（新曜社）を読む
。
（復習：2時間）
ゼミナールで録音した会話を文字にして記録して
みる。
（予習：2時間）
堀口純子著 『日本語教育と会話分析』（くろし
お出版）の中で、会話の機能がどのように分類さ
れているかを確認する。
（復習：2時間）
各自の卒業論文に必要な言語資料は何か、どのく
らい必要か、どのような枠組みで分析するのか等
を書き出す。
（予習：2時間）
自分の研究したいテーマ、言語資料を収集するフ
ィールドを決める。
（復習：2時間）
各自のテーマに沿って、言語資料を収集し、分析
を進める。
（予習：2時間）
現在までに収集した言語資料と分析・考察の途中
経過をゼミで発表できるようにまとめておく。
（復習：2時間）
ゼミで得られたコメントを参考に、引き続き言語
資料の収集と分析とを進める。

22

大野

23

大野

24

大野

25

大野

26

大野

27

大野

卒業論文の執筆（４）
・細かな点を補い、卒業論文を
一度書き上げる。

28

大野

29

大野

30

大野

発表とコメント（１）
・書き上げた論文について、ピ
アコメントを行い、足りない点
、修正すべき点を確認する。
発表とコメント（２）
・書き上げた論文について、ピ
アコメントを行い、足りない点
、修正すべき点を確認する。
卒業論文の修正
・前回、前々回のコメントに基
づいて、卒業論文に補足、修正
を加える。

卒業論文執筆準備（３）
・各自のテーマに基づき、収集
した言語資料分析の途中経過を
発表する。
・発表について、ピアコメント
によりその内容を整理し、煮詰
めていく作業を行う。
卒業論文執筆準備（４）
・各自のテーマに基づき、収集
した言語資料分析の途中経過を
発表する。
・発表について、ピアコメント
によりその内容を整理し、煮詰
めていく作業を行う。
卒業論文の執筆（１）
・先行研究のまとめを書く。
・言語資料分析のための枠組み
を記述する。

卒業論文の執筆（２）
・言語資料の分析とそこから得
られる結果を書く。
予習：
それぞれの研究に適した言語資
料の示し方を確認しておく。
卒業論文の執筆（３）
・得られた結果が何を意味する
か、今後に残された課題は何か
を書く。
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（予習：2時間）
現在までに収集した言語資料と分析・考察の途中
経過をゼミで発表できるようにまとめておく。
（復習：2時間）
ゼミで得られたコメントを参考に、引き続き言語
資料の収集と分析とを進める。
（予習：2時間）
現在までに収集した言語資料と分析・考察の途中
経過をゼミで発表できるようにまとめておく。
（復習：2時間）
ゼミで得られたコメントを参考に、引き続き言語
資料の収集と分析とを進める。
（予習：2時間）
引用の方法を復習しておく。
（復習：2時間）
卒業論文の執筆を進める。執筆にあたっては、二
通信子他著『留学生と日本人学生のためのレポー
ト・論文表現ハンドブック』（東京大学出版会）
等を参照し、論文らしい表現を用いるよう留意す
ること。
（復習：4時間）
卒業論文の執筆を進める。執筆にあたっては、二
通信子他著『留学生と日本人学生のためのレポー
ト・論文表現ハンドブック』（東京大学出版会）
等を参照し、論文らしい表現を用いるよう留意す
ること。
（予習：2時間）
収集した言語資料から何が言えるのか、まとめて
おく。
（復習：2時間）
卒業論文の執筆を進める。執筆にあたっては、二
通信子他著『留学生と日本人学生のためのレポー
ト・論文表現ハンドブック』（東京大学出版会）
等を参照し、論文らしい表現を用いるよう留意す
ること。
（予習：2時間）
現在までに得られた言語資料をもとに、どんな結
論が導けるのかを考える。
（復習：2時間）
卒業論文の執筆を進める。執筆にあたっては、二
通信子他著『留学生と日本人学生のためのレポー
ト・論文表現ハンドブック』（東京大学出版会）
等を参照し、論文らしい表現を用いるよう留意す
ること。
（予習：2時間）
発表のためのレジュメを準備する。
（復習：2時間）
発表で得られたコメントをもとに修正を加える。
（予習：2時間）
発表のためのレジュメを準備する。
（復習：2時間）
発表で得られたコメントをもとに修正を加える。
（予習：2時間）
発表のためのレジュメを準備する。
（復習：2時間）
発表で得られたコメントをもとに修正を加える。

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

対象学年

3

単位数

科目責任者
科目担当者

神原

8.0

直幸

授業概要
[授業全体の内容]
本ゼミナールては、スポーツ・マスコミをキー概念とした質問紙調査や実験、内容分析など、社会科学の主要
なアプローチや処理法について学習する。各人の興味から問題の設定、検証の仕方、論文作成までに必要とな
る知識、技術を習得する。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵
養する。
[授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした教養」「コミュニケーション力」を身に付けるための科目の
1つとして開講される。また、スポーツマネジメント学科においては、「スポーツマネジメント学分野の専門
的な知識と技能」「スポーツマネジメント学分野の専門的な実践力」という学位授与方針の達成にも寄与する
。
[授業の到達目標]
1. マスコミュニケーションに関連する事柄について、自ら関心を持つ問題点を発見する。
2.社会学、社会心理学的なアプローチの手法を身に着ける。
3.データ分析までを含む研究計画が策定できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1.自ら発見した問題点について、背景、理論、先行研究を述べることができる(ゼミ内発表)。
2.調査法、質問項目の策定について述べることができる(ゼミ内発表)。
3.中間報告会に向けて、研究の背景、研究の社会的意義、研究計画、予測される結論を説明することができる
(ゼミ内発表)。
[成績評価の方法]
普段の取り組み(質問に対する回答、課題遂行 : 30%)、研究計画の策定70%
履修における留意事項
[履修要件]
マスコミュニケーションゼミナールに所属する学生であること。
マスコミュニケーション、コンピュータ実習、スポーツの調査研究演習の授業を履修していることが望まし
い。
[履修上の注意(科目独自のルール)]
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
[課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法]
ゼミ内発表については、随時コメントし、課題については、次回の授業で確認する。
[テキスト・参考書等]
特に指定しない。必要な文献については随時指定する。
連絡先とオフィスアワー
[連絡先]
担当 : 神原 直幸
E‑mail: nkanbara@juntendo.ac.jp
[オフィスアワー]
日時 : 水曜日13時〜15時
場所 : 1号館3階1319室
事前に予約するよう、心がけてください。
備考
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[学修時間]
この授業は、演習の授業形態による通年2年間で8単位の科目であり、授業120時間(3年次60時間)と準備学習
240時間(同120時間)、計360時間(同180時間)の学習を必要とする内容をもって構成する。
[その他]
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
神原 直幸
1
[授業内容]
テーマ : ガイダンス
授業計画および、学生に期待す
ることを説明すると共に、何を
学習したいかなどについての情
報交換を行う。

2

神原

直幸

3‑5

神原

直幸

6

神原

直幸

7

神原

直幸

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
(予習 : 2時間)
自己紹介ppt作成
(復習 : 2時間)
自分の関心とゼミ内容との関連を整理する。

[授業方法]
スライドを用いた講義およびグ
ループ発表をおこなう。
(予習 : 2時間)
[授業内容]
自分の関心領域について考える
テーマ : 卒論中間発表
4年生の卒論計画を聞き、卒業
研究についてのイメージを作る (復習 : 2時間)
課題レポートの作成。
[授業方法]
マネジメント学科全体による発
表および質疑。
(予習 : 各2時間)
[授業内容]
興味ある事象、社会的必要性、研究上の必要性に
テーマ : 研究計画の作成
自らの興味について、テーマと ついて考え、アプローチ法の原案ppt作成。
方法を策定する。
(復習 : 各2時間)
自分の卒業研究で留意すべき点を考え、倫理申請
[授業方法]
グループによる質疑、教員によ 書を作成する。
る問題的の指摘と指導をおこな
う。
(予習 : 2時間)
[授業内容]
STAP細胞騒動について調べる
テーマ : 研究倫理
卒業研究を行う上で遵守すべき
ルールについて理解する。ヘル (復習 : 2時間)
シンキ宣言、個人情報保護法、 自分の卒業研究で留意すべき点を考え、倫理申請
データの管理、調査対象に対す 書を作成する。
る配慮について理解する。
[授業方法]
スライドを用いて講義を進め、
グループで討議する。
(予習 : 1時間)
[授業内容]
パソコンにできること、できないことを考える。
テーマ : パソコンの利用法
卒業論文作成のためのExcel、W
ord、ブラウザーについて基本 (復習 : 3時間)
的な概念と操作について理解す 学習した操作の復習。課題の実施。
る。
[授業方法]
各自がノートバソコンを持参し
、課題解決型の演習をおこなう
。
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8

神原

9月13日 神原

14

15

神原

神原

直幸

直幸

直幸

直幸

16

神原

直幸

17‑18

神原

直幸

(予習 : 1時間)
[授業内容]
テーマ : データタイプと代表 平均と標準偏差の意味について考えてくる。
値
データ処理により、平均とSDの (復習 : 3時間)
学習した操作の復習。課題の実施。
概念について理解する。
Excelを用いて平均、SDを算出
し、標準得点まで算出できるよ
うになる。
[授業方法]
各自がノートバソコンを持参し
、課題解決型の演習をおこなう
。
[授業内容]
テーマ : 分布と確率
データ分布と検討目的ごとの分
析法と解釈について理解する。
データの散らばりの差、平均の
差、比率の差を検討するための
手法を適切に利用できるように
なる。
[授業方法]
各自がノートバソコンを持参し
、課題解決型の演習をおこなう
。
[授業内容]
テーマ : 結果のまとめかた
統計値、図表を表記する際のル
ール、考察の仕方について理解
する。
[授業方法]
プリントとスライドによる講義
と、グループワークによる相互
確認。
[授業内容]
テーマ : 卒業論文進捗状況報
告
夏季休暇中の卒論進捗状況につ
いて確認する

(予習 : 各1時間)
配布されたデータの集計、ヒストグラムの作成
(復習 : 各3時間)
与えられたデータをExcelで分析する。

(予習 : 1時間)
配布されたプリントを読んでおく
(復習 : 5時間)
新たなデータを分析してレポートを作成する

(予習 : 4時間)
研究内容のプレゼン資料作成。
先行研究の検討
(復習 : 2時間)
指摘された問題点に対する検討。
先行研究の補強作業

[方法]
発表と質疑
(予習 : 2時間)
[授業内容]
共通テーマ、方法についてプレゼン資料作成
テーマ : 共同研究
共同研究について研究計画を作
(復習 : 2時間)
成する
課題レポートの作成。
[方法]
ディスカッション
(予習 : 各2時間)
[授業内容]
テーマ : ゼミ発表資料まとめ データ収集
データを持ち寄り、分析、ポス
(復習 : 各2時間)
ター作製
実施した作業内容のふりかえり
[授業方法]
共同作業
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19

神原

直幸

20‑26

神原

直幸

27

神原

直幸

28

神原

直幸

29

神原

直幸

30

神原

直幸

31‑42

神原

直幸

(予習 : 2時間)
[授業内容]
前期に学習した事項の確認
テーマ : 前期の統計の復習
標準偏差、t‑検定、カイ二乗検
(復習 : 2時間)
定について復習する。
課題に対する回答。
[方法]各自がノートバソコンを
持参し、課題解決型の演習をお
こなう。
(予習 : 各1時間)
[授業内容]
配布されたプリントを読んでおく
テーマ : SPSSによる分析
分散分析、多変量解析について
の概念、SPSSによる分析手続き (復習 : 各3時間)
学習した内容について与えられたデータをSPSSで
と解釈について理解する
分析する。
[方法]プリントとスライドによ
る説明を実施する。
(予習 : 1時間)
[授業内容]
テーマ : 分析結果のまとめ方 配布されたプリントを読んでおく
統計値の扱い、多変量解析の結
果表記の仕方について理解する (復習 : 3時間)
分析した結果をまとめ、レポートを作成する。
。
[授業方法]
スライドとブリンとにより説明
する。
(予習 : 4時間)
[授業内容]
研究内容のプレゼン資料作成。
テーマ : 中間発表会の準備
卒論進捗状況について確認し、
4月の中間発表の準備を行なう (復習 : 4時間)
指摘された問題点に対する検討。
中間発表原稿の修正
[方法]
発表と質疑
(予習 : 3時間)
[授業内容]
研究内容のプレゼン資料作成。
テーマ : 中間発表会の練習
中間発表の練習、質問、回答の
(復習 : 3時間)
練習をおこなう
中間発表原稿の修正と発表練習
[方法]
発表と質疑
(予習 : 1時間)
[授業内容]
研究内容のプレゼン資料作成と発表練習
テーマ : 卒論中間発表
中間発表実施と他者の発表に対
(復習 : 3時間)
する質問
指摘された問題に対する解決策の検討
[授業方法]
マネジメント学科全体による発
表および質疑。
(予習 : 2時間)
[授業内容]
卒論について現状、問題点を明らかにする。
テーマ : 卒論対応
卒論に関連する問題の解決、課
(復習 : 2時間)
題の明確化
課題解決のための調査、データ収集等
[授業方法]
グループ討議
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43‑52

神原

直幸

53‑54

神原

直幸

55‑56

神原

直幸

(予習 : 各2時間)
[授業内容]
卒論の問題点を明らかにし、質問事項があれば質
テーマ : 卒論制作
卒論を実際に制作しながら、生 問内容をまとめる。
じた問題を解決する
(復習 : 各2時間)
卒論執筆
[授業方法]
個別対応
(予習 : 各2時間)
[授業内容]
卒論の手直し。
テーマ : 卒論修正
卒論に対するコメントに対応し
(復習 : 各3時間)
、修正する。
卒論修正
[授業方法]
個別対応
(予習 : 4時間)
[授業内容]
卒論内容のプレゼン資料作成。
テーマ : 卒論最終発表界
卒論内容を公開場面で発表し、
(復習 : 4時間)
質疑応答をおこなう。
指摘された問題に対して再考する。
[授業方法]
スライドによる発表と質疑。
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

対象学年

3

単位数

科目責任者
科目担当者

工藤

8.0

康宏

授業概要
［授業全体の内容］
本ゼミナールでは、スポーツマーケティングやスポーツ社会学の視点から、現代の地域社会とスポーツの関
わりについて学んでいきます。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観
を涵養します。
近年注目されているスポーツイベントやプロスポーツチームの誘致・運営などに代表される、スポーツを通
じた「都市経営」や「地域イメージの創造」をはじめ、スポーツに関連してある地域を訪れるビジターやスポ
ーツ・ツーリストの行動・動機・選好などを研究領域とする。また、その地域住民の意識やソーシャル・キャ
ピタルにも着目する。フィールドワーク、学会参加などによって最新の情報や現状理解を深め、４年次には各
自のテーマに基づき卒業論文に取り組む。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした教養・コミュニケーション力・倫理観」「経営学・社会心理
学・社会学を応用したスポーツマネジメントについての知識」「スポーツをヒト・モノ・カネ・情報という経
営資源の側面からマネジメントできる」という学位授与方針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
1.「読む（調べる）」「書く」「話す（プレゼンテーション）」という総合的な実践力の習得する。
2.客観的なデータや情報をもとに、物事を論理的に説明できる技術や能力を身につける。
3.物事、人に対してできるだけ積極的に働きかけることのできる態度の形成する。
成績評価
［成績評価の基準］
1.「読む（調べる）」「書く」「話す（プレゼンテーション）」という総合的な実践力（学会発表やゼミ内で
の発表）
2.客観的なデータや情報をもとに、物事を論理的に説明できる（学会発表やフィールドワーク、卒業研究）
3.物事、人に対してできるだけ積極的に働きかけることのできる態度の形成（学外のフィールドワークや学会
参加、卒業研究）
[成績評価の方法]
フィールドワーク・学会等の参加状況（25％）、ゼミ内・学外での発表（25％）、卒業研究（40％）、平常点
（10％）を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
重豪希望者が10名を超えた場合には、面接を行う場合があります。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.時間割上のゼミの時間以外の活動時間や準備のための時間が発生します。
2.学外での活動時の交通費や宿泊費などが発生します。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
ゼミ内や学外での発表に対して、その場でフィードバックします。卒業研究を始めとする発表やレポート等は
、随時、添削するなどしてフィードバックします。
[テキスト・参考書等]
随時、指示します。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
工藤康宏 ykudou[at]juntendo.ac.jp
※：[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
火曜 16:30‑17:30
木曜 13:00‑14:00（前期)、金曜
備考

13:00‑14:00（後期)

授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
工藤 康宏
1
社会調査の企画・実施（過去の
事例：ｂｊリーグ観戦者調査、
古河市マスターズサッカー参加
者調査など）
社会調査の企画・実施（過去の
事例：ｂｊリーグ観戦者調査、
古河市マスターズサッカー参加
者調査など）
社会調査の企画・実施（過去の
事例：ｂｊリーグ観戦者調査、
古河市マスターズサッカー参加
者調査など）
社会調査の企画・実施（過去の
事例：ｂｊリーグ観戦者調査、
古河市マスターズサッカー参加
者調査など）
実査（古河マスターズサッカー
大会参加者調査）
データ分析・加工 〜 報告（
プレゼン）までの体験と技術習
得
データ分析・加工 〜 報告（
プレゼン）までの体験と技術習
得
データ分析・加工 〜 報告（
プレゼン）までの体験と技術習
得、学会発表準備
データ分析・加工 〜 報告（
プレゼン）までの体験と技術習
得、学会発表準備
ディベート
様々なスポーツ体験（体験・企
画/運営・指導）
施設や組織の訪問
卒論に向けた論文抄読・４年生
のサポート
ディベート
様々なスポーツ体験（体験・企
画/運営・指導）
施設や組織の訪問
卒論に向けた論文抄読・４年生
のサポート
ディベート
様々なスポーツ体験（体験・企
画/運営・指導）
施設や組織の訪問
卒論に向けた論文抄読・４年生
のサポート
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
予習復習：8時間

予習復習：8時間

予習復習：8時間

予習復習：8時間

学外フィールドワーク（12時間）
予習復習：10時間

予習復習：10時間

予習復習：10時間

予習復習：10時間

予習復習：10時間

予習復習：10時間

予習復習：10時間

予習復習：10時間
ディベート
様々なスポーツ体験（体験・企
画/運営・指導）
施設や組織の訪問
卒論に向けた論文抄読・４年生
のサポート
学会参加・発表（1‑3日間）
学会参加・発表
予習復習：10時間
ディベート
様々なスポーツ体験（体験・企
画/運営・指導）
施設や組織の訪問
卒論に向けた論文抄読・４年生
のサポート
学会参加・発表やイベント参加・運営補助（1‑3
学会参加・発表やイベントへの 日間）
参加
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

鯉川

4

授業形態
開講学期

講義・演習・実習
通年

単位数

8.0

なつえ

授業概要
[授業全体の内容]
女性のスポーツ活動の発展には、身体生理的および心理社会的「性差」を理解することが極めて重要である。
また、女性の特性を考慮したトレーニングやコーチングのスキル向上も必要となる。
このゼミナールでは、スポーツ医科学とコーチング科学を中心としたスポーツ科学に基づいた「性差」および
「女性のトレーニング・
コーチング」に関する専門的な知識を修得する。また、女性スポーツに関する最先端のトピックスを取り上げ
、グループディスカッションを行い、授業内で発表する。また、 授業時間外の学修では、主に女性スポーツ
研究センター（JCRWS）の主催するイベント等に積極的に参画する。
以上を通して、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
[授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)]
この科目は、「スポーツ医科学とコーチング科学を中心としたスポーツ科学に基づいた幅広い知識と教養」を
身に付け、
それを女性スポーツに活かせるコーチおよび研究者を育成することを目標とする。
また、スポーツ科学科においては、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能
力」という学位授与方針の達成にも寄与する。
[授業の到達目標]
1.スポーツ医科学、トレーニング科学、栄養学等の基礎知識を確認できる
2.性差を理解し説明できる
3.女性の身体的特性を考慮したトレーニンクを理論付けられる
4.女性とスポーツに関する幅広い知識を習得し、活用できる
成績評価
[成績評価の基準]
1.スポーツ医科学、トレーニング科学、栄養学等の基礎知識を述べることができる（ディスカッション）。
2.女性とスポーツおよび様々な性差について理解している（ディスカッション、レポート）。
3.女性の身体的特性を考慮したトレーニンクを立案できる（レポート、卒業研究）。
4.授業中の発言や予習・復習の取組状況によって受講態度を評価する (平常点)。
[成績評価の方法]
平常点(10%)、課題レポート(20%)ならびに毎授業中の発表と卒業研究(70%)を総合して評価する。
履修における留意事項
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[履修要件]
スポーツトレーニング総論、運動生理学、スポーツ栄養、スポーツ心理学を受講していることが望ましい。
[履修上の注意（科目独自ルール）]
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
課題レポートはその日の授業内で返却し、解説を行う。
[テキスト・参考書等]
1.「Taking the Lead〜カナダ発女性コーチの戦略と解決策〜」を配布する
2.その他、項目に応じて適宜プリントおよび資料を配布する
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：鯉川なつえ
E‑mail : nkoikawa@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
毎週火曜日〜金曜日 8時〜13時
1号館5階1522室
備考
［学修時間］
この授業は、講義・演習・実習形態による8単位の科目であり、授業120時間と準備学習240時間の計360時間の
学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は卒業のために必要な必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
鯉川
(予習：3h)
1
（授業内容）
自己紹介カードの記入
ガイダンス
(復習：2h)
（授業方法）
自己紹介の後、本授業の年間の 本授業の目的（配布資料）を確認する
流れおよび授業の展開方法につ
いて説明し、理解度を評価する
。
鯉川
(予習：3h)
2
（授業内容）
ジェンダーについて学習する ジェンダーについてレポートを作成する
(復習：2h)
（授業方法）
ジェンダーについて解説し、グ グループディスカッションでの内容を整理する
ループディスカッションをおこ
なう。
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3

鯉川

4

鯉川

5

鯉川

6

鯉川

7

鯉川

8

鯉川

9

鯉川

（授業内容）
スポーツとジェンダーについて
学習し、理解する。
（授業方法）
スポーツとジェンダーについて
、各自発表し、ディスカッショ
ンをおこない、最後に解説する
。
（授業内容）
女性の身体の特徴と変化につい
て、学習し、理解する。
（授業方法）
女性の身体の特徴と変化につい
て、各自発表し、ディスカッシ
ョンをおこない、最後に解説す
る。
（授業内容）
からだの特徴と性差について、
学習し、理解する。
（授業方法）
からだの特徴と性差について、
各自発表し、ディスカッション
をおこない、最後に解説する。
（授業内容）
トレーニングと性差について、
学習し、理解する。
（授業方法）
トレーニングと性差（について
、各自発表し、ディスカッショ
ンをおこない、最後に解説する
。
（授業内容）
Female Athlete Traidについて
、学習し、理解する。
（授業方法）
Female Athlete Traidについて
、各自発表し、ディスカッショ
ンをおこない、最後に解説する
。
（授業内容）
コンディショニングの性差につ
いて、学習し、理解する。
（授業方法）
コンディショニングの性差につ
いて、各自発表し、ディスカッ
ションをおこない、最後に解説
する。
（授業内容）
女性のためのスポーツ栄養につ
いて、学習し、理解する。
（授業方法）
女性のためのスポーツ栄養につ
いて、各自発表し、ディスカッ
ションをおこない、最後に解説
する。
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(予習：3h)
「スポーツとジェンダー」についてレポートを作
成する
(復習：2h)
グループディスカッションでの内容を整理する

(予習：3h)
女性の身体的特徴について調べる
(復習：2h)
グループディスカッションでの内容を整理する

(予習：3h)
身体的な性差について調べる
(復習：2h)
グループディスカッションでの内容を整理する

(予習：3h)
トレーニングの性差について調べてくる
(復習：2h)
グループディスカッションでの内容を整理する

(予習：3h)
Female Athlete Traidについて調べる
(復習：2h)
グループディスカッションでの内容を整理する

(予習：3h)
コンディショニングの性差について調べる
(復習：2h)
グループディスカッションでの内容を整理する

(予習：2h)
女性アスリートに必要な栄養素について調べる
(復習：2h)
グループディスカッションでの内容を整理する

10

鯉川

11

鯉川

12

鯉川

13

鯉川

14

鯉川

15

鯉川

16

鯉川

（授業内容）
女性アスリートと貧血について
、学習し、理解する。
（授業方法）
女性アスリートと貧血について
、各自発表し、ディスカッショ
ンをおこない、最後に解説する
。
（授業内容）
女性アスリートと障害について
、学習し、理解する。
（授業方法）
女性アスリートと障害について
、各自発表し、ディスカッショ
ンをおこない、最後に解説する
。
（授業内容）
女性アスリートと月経について
、学習し、理解する。
（授業方法）
女性アスリートと月経について
、各自発表し、ディスカッショ
ンをおこない、最後に解説する
。
（授業内容）
女性アスリートとピルについて
、学習し、理解する。
（授業方法）
女性アスリートとピルについて
、各自発表し、ディスカッショ
ンをおこない、最後に解説する
。
（授業内容）
女性アスリートと摂食障害につ
いて、学習し、理解する。
（授業方法）
女性アスリートと摂食障害につ
いて、各自発表し、ディスカッ
ションをおこない、最後に解説
する。
（授業内容）
出産前後トレーニングについて
、学習し、理解する。
（授業方法）
出産前後トレーニングについて
、各自発表し、ディスカッショ
ンをおこない、最後に解説する
。
（授業内容）
女性アスリートサポートの取り
組みについて、学習し、理解す
る。
（授業方法）
女性アスリートサポートについ
て、各自発表し、ディスカッシ
ョンをおこない、最後に解説す
る。
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(予習：2h)
運動性貧血について調べる
(復習：2h)
グループディスカッションでの内容を整理する

(予習：2h)
女性アスリートの障害について調べる
(復習：2h)
グループディスカッションでの内容を整理する

(予習：2h)
女性アスリートと月経について調べる
(復習：2h)
グループディスカッションでの内容を整理する

(予習：2h)
ピルについて調べる
(復習：2h)
グループディスカッションでの内容を整理する

(予習：2h)
摂食障害について調べる
(復習：2h)
グループディスカッションでの内容を整理する

(予習：2h)
出産前後の女性の身体の変化について調べる
(復習：2h)
グループディスカッションでの内容を整理する

(予習：2h)
我が国における女性アスリートサポートの現状に
ついて調べる
(復習：2h)
グループディスカッションでの内容を整理する

17

鯉川

18

鯉川

19

鯉川

20

鯉川

21

鯉川

22

鯉川

23

鯉川

（授業内容）
卒業研究について、ガイダンス
を聞き概要を理解する。
（授業方法）
卒業研究についてガイダンスし
、理解を深め、取り組みたい研
究についてグループディスカッ
ションする。
（授業内容）
さまざまな研究手法について、
学習し、理解する。
（授業方法）
さまざまな研究手法について、
各自発表し、ディスカッション
をおこない、最後に解説する。
（授業内容）
論文を抄読し、理解し、プレゼ
ンテーション（研究概要の発表
）ができるようになる。
（授業方法）
論文のポイントを解説し、プレ
ゼンテーションにより理解度を
評価する。
（授業内容）
論文を抄読し、理解し、プレゼ
ンテーション（研究概要の発表
）ができるようになる。
（授業方法）
論文のポイントを解説し、プレ
ゼンテーションにより理解度を
評価する。
（授業内容）
論文を抄読し、理解し、プレゼ
ンテーション（研究概要の発表
）ができるようになる。
（授業方法）
論文のポイントを解説し、プレ
ゼンテーションにより理解度を
評価する。
（授業内容）
論文を抄読し、理解し、プレゼ
ンテーション（研究概要の発表
）ができるようになる。
（授業方法）
論文のポイントを解説し、プレ
ゼンテーションにより理解度を
評価する。
（授業内容）
論文を抄読し、理解し、プレゼ
ンテーション（研究概要の発表
）ができるようになる。
（授業方法）
論文のポイントを解説し、プレ
ゼンテーションにより理解度を
評価する。
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(予習：2h)
取り組みたい卒業研究についてまとめてくる
(復習：2h)
提議書の作成に取り組むこと

(予習：2h)
自分の興味のある論文を調べてくる
(復習：2h)
グループディスカッションでの内容を整理する

(予習：2h)
自分の興味のある論文を調べてくる
(復習：2h)
グループディスカッションでの内容を整理する

(予習：2h)
自分の興味のある論文を調べてくる
(復習：2h)
グループディスカッションでの内容を整理する

(予習：2h)
自分の興味のある論文を調べてくる
(復習：2h)
グループディスカッションでの内容を整理する

(予習：2h)
自分の興味のある論文を調べてくる
(復習：2h)
グループディスカッションでの内容を整理する

(予習：2h)
自分の興味のある論文を調べてくる
(復習：2h)
グループディスカッションでの内容を整理する

24

鯉川

25

鯉川

26

鯉川

27

鯉川

（授業内容）
論文を抄読し、理解し、プレゼ
ンテーション（研究概要の発表
）ができるようになる。
（授業方法）
論文のポイントを解説し、プレ
ゼンテーションにより理解度を
評価する。
（授業内容）
3年次：アンケートの作り方に
ついて、学習し、理解する。
4年次：4タイプの身体の使い方
について、学習し、理解する。
（授業方法）
3年次：アンケートの作り方に
ついて、各自発表し、ディスカ
ッションをおこない、最後に解
説する。
4年次：4タイプの身体の使い方
について、各自発表し、ディス
カッションをおこない、最後に
解説する。
（授業内容）
3年次：統計について学習し、
理解する。
4年次：4スタンス理論の応用に
ついて学習し、理解する。
（授業方法）
3年次：統計について各自発表
し、ディスカッションをおこな
い、最後に解説する。
4年次：4スタンス理論の応用に
ついて、各自発表し、ディスカ
ッションをおこない、最後に解
説する。
（授業内容）
3年次：研究データの読み方に
ついて、学習し、理解する。
4年次：プレゼンテーションに
ついて、学習し、理解する。
（授業方法）
3年次：研究データの読み方に
ついて、各自発表し、ディスカ
ッションをおこない、最後に解
説する。
4年次：プレゼンテーションに
ついて、各自発表し、ディスカ
ッションをおこない、最後に解
説する。
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(予習：2h)
自分の興味のある論文を調べてくる
(復習：2h)
グループディスカッションでの内容を整理する

(予習：2h)
3年次：自分の興味のあるアンケートを調べてく
る
4年次：重心および身体の動かし方について調べ
てくる
(復習：2h)
グループディスカッションでの内容を整理する

(予習：2h)
3年次：統計の種類について調べてくる
4年次：4タイプの動作方法から、自身の動作タイ
プをチェックをしてくる
(復習：2h)
グループディスカッションでの内容を整理する

(予習：2h)
3年次：課題論文を抄読してくる
4年次：パワーポイントの使い方を習得しておく
(復習：2h)
グループディスカッションでの内容を整理する
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鯉川

（授業内容）
3年次：グラフの作り方につい
て、学習し、理解する。
4年次：卒業研究の発表をおこ
ない、自身の研究発表体験をお
こなう。
（授業方法）
3年次：グラフの作り方につい
て、各自発表し、ディスカッシ
ョンをおこない、最後に解説す
る。
4年次：卒業研究の発表を解説
し、評価をおこなう。
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(予習：2h)
3年次：課題データをグラフにしてくる
4年次：卒業研究の発表内容をまとめる
(復習：2h)
グループディスカッションでの内容を整理する

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

越川

3.4

授業形態
開講学期

ゼミナール
通年

単位数

8.0

一紀

授業概要
[授業の全体的内容]
競技力向上や技術の向上を目的とした「陸上競技」の基礎理論や実践方法の習得、また学校体育に主眼を置
いた「陸上運動」にかかわる運動教材の研究など、陸上競技のトレーニング方法をさまざまな面から学習し、
各自の目標に応じたトレーニングや技術に関すること。トレーニングを他の競技にも応用できる方法を考える
、卒業論文作成・研究を行います。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫
理観を涵養します。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連]
以下の学位授与方針に関連します。
1.スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力
2.協働で課題を解決するために必要なコミュニケーション能力
3.スポーツや健康の分野で、指導的な役割を果たすために必要な高い倫理観
[授業の目標]
1.陸上競技に関する基礎理論を理解できる。
2.陸上競技に関する研究論文を抄読し、研究法や実践へのりかいを高めることができる。
3.各自の目標に応じた体力にかかわるトレーニングや技術方法に関する卒業論文の作成・研究を行うことがで
きる。
成績評価
[成績評価方法]
3年次 前・後期に1回ずつ課題発表の実施とレポート提出による評価
授業態度・取り組む姿勢５０％、研究発表２０％、レポート３０％
4年次 前期に中間発表による評価、後期には卒論発表・研究成果発表による評価
授業態度・取り組む姿勢４０％、中間発表１０％、卒論発表５０％
[成績評価基準]
自分自身のテーマの研究を発表できるか。
履修における留意事項
[履修要件]
履修に先立ち、陸上競技に関する基礎的知識を学習しておくことが望ましい。
[履修上の注意]
積極的な授業参加と自主学習が求められます。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
課題レポートは授業内で指示し、翌週の授業内において解説する。また、その内容を評価し成績に反映する。
[テキスト・参考書等]
テキストは必要に応じて資料を作成し配布する。参考文献は各テーマに応じて検索・紹介を行う。
連絡先とオフィスアワー
水曜日 １限・２限 kkoshika@juntendo.ac.jp
備考
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
越川一紀
1,2
[授業内容]オリエンテーション
[授業方法]ゼミナールの進行方
法について解説する
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
予習）‑‑‑‑‑‑
復習）4時間：本ゼミの役割と本年度の研究テー
マに関するレポートを作成する

3,4

越川一紀

5,6

越川一紀

7,8

越川一紀

9,10

越川一紀

11,12

越川一紀

13,14

越川一紀

15,16

越川一紀

17,18

越川一紀

19,20

越川一紀

21,22

越川一紀

23,24

越川一紀

25,26

越川一紀

27,28

越川一紀

29,30

越川一紀

[授業内容]系統発生的にみたフ
ィールド競技（近代スポーツ種
目としての発達）
[授業方法]テキストによる講義
・演習
[授業内容]個体発生的にみたフ
ィールド競技（競技記録の発達
過程）
[授業方法]テキストによる講義
・演習
[授業内容]フィールド競技の運
動形態および運動構造
[授業方法]テキストによる講義
・演習
[授業内容]動きの基礎条件
[授業方法]テキストによる講義
・演習
[授業内容]運動フォーム・技術
の基礎（跳躍距離・高度の構成
要素）
[授業方法]関東インカレにむけ
てのフォームチェック
[授業内容]運動フォーム・技術
の基礎（跳躍距離・高度の構成
要素）
[授業方法]関東インカレにむけ
てのフォームチェック
[授業内容]ビデオ分析
[授業方法]関東インカレ反省お
よびビデオ分析
[授業内容]要旨の発表作業（課
題提示）
[授業方法]陸上に関する文献検
索
[授業内容]要旨の発表作業（課
題提示）
[授業方法]陸上に関する文献検
索・
[授業内容]研究計画
[授業方法]陸上に関する研究課
題の計画（WG形式にて実施）
[授業内容]研究計画
[授業方法]陸上に関する研究課
題の計画（WG形式にて実施）
[授業内容]研究計画
[授業方法]陸上に関する研究課
題の計画（WG形式にて実施）
[授業内容]研究計画
[授業方法]陸上に関する研究課
題の計画（WG形式にて実施）
[授業内容]ガイダンス
[授業方法]後期実施方法の解説
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予習2時間）研究テーマ発表
復習2時間）系統発生的にみたフィールド競技に
ついてまとめる

予習2時間）テキスト確認
復習2時間）個体発生的にみたフィールド競技に
ついてまとめる

予習2時間）テキスト確認
復習2時間）フィールド競技の運動形態および運
動構造についてまとめる
予習2時間）テキスト確認
復習2時間）独自の動きの基礎条件とは何か考え
る
予習2時間）個々の運動フォームをイメージする
復習2時間）動作確認を行い整理する

予習2時間）個々の運動フォームをイメージする
復習2時間）動作確認を行い整理する

予習2時間）関東インカレについてのレポート提
出
復習2時間）今後の動作改善点を考える
予習2時間）文献検索
復習2時間）文献をまとめる

予習2時間）文献検索
復習2時間）文献をまとめる

予習2時間）課題内容について考える
復習2時間）課題発表にむけてプレゼンテーショ
ン作成・発表準備
予習2時間）課題内容について考える
復習2時間）課題発表にむけてプレゼンテーショ
ン作成・発表準備
予習2時間）課題内容について考える
復習2時間）課題発表にむけてプレゼンテーショ
ン作成・発表準備
予習2時間）課題内容について考える
復習2時間）課題発表にむけてプレゼンテーショ
ン作成・発表準備
予習2時間）自分の意見を整理する
復習6時間）出された課題に取り組む

31,32

越川一紀

33,34

越川一紀

35,36

越川一紀

37,38

越川一紀

39,40

越川一紀

41,42

越川一紀

43,44

越川一紀

45,46

越川一紀

47,48

越川一紀

49,50

越川一紀

51,52

越川一紀

53,54

越川一紀

55,56

越川一紀

[授業内容]立案と計画
[授業方法]陸上競技に関する各
自の課題研究の立案・計画（卒
業論文に向けて）
[授業内容]立案と計画
[授業方法]陸上競技に関する各
自の課題研究の立案・計画（卒
業論文に向けて）
[授業内容]立案と計画
[授業方法]陸上競技に関する各
自の課題研究の立案・計画（卒
業論文に向けて）
[授業内容]立案と計画
[授業方法]陸上競技に関する各
自の課題研究の立案・計画（卒
業論文に向けて）
[授業内容]立案と計画
[授業方法]陸上競技に関する各
自の課題研究の立案・計画（卒
業論文に向けて）
[授業内容]立案と計画
[授業方法]陸上競技に関する各
自の課題研究の立案・計画（卒
業論文に向けて）
[授業内容]立案と計画
[授業方法]陸上競技に関する各
自の課題研究の立案・計画（卒
業論文に向けて）
[授業内容]課題研究発表
[授業方法]各自の研究課題を発
表する
[授業内容]課題研究発表
[授業方法]各自の研究課題を発
表する
[授業内容]討論
[授業方法]各自の研究課題を発
表する発表に対する討論・レポ
ート提出
[授業内容]資料整理
[授業方法]卒論発表の準備・プ
レゼン内容作成
[授業内容]資料整理
[授業方法]卒論発表の準備・プ
レゼン内容作成
[授業内容]まとめ
[授業方法]卒論発表の準備・プ
レゼン内容作成,
今後の陸上競技について各自発
表
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予習6時間）研究テーマ発表
復習2時間）卒業論文データ整理

予習2時間）研究テーマ発表
復習2時間）卒業論文データ整理

予習2時間）卒業論文資料収集
復習2時間）卒業論文データ整理

予習2時間）卒業論文資料収集
復習2時間）卒業論文データ整理

予習2時間）卒業論文資料収集
復習2時間）卒業論文データ整理

予習2時間）卒業論文資料収集
復習2時間）卒業論文データ整理

予習2時間）卒業論文資料収集
復習2時間）卒業論文データ整理

予習2時間）課題発表テーマの整理
復習2時間）課題内容をまとめる
予習2時間）課題発表テーマの整理
復習2時間）課題内容をまとめる
予習2時間）課題発表テーマの整理
復習2時間）レポート作成

予習2時間）資料収集
復習2時間）卒業論文発表用データの整理
予習2時間）資料収集
復習2時間）卒業論文発表用データの整理
予習2時間）独自の視点からの調査。発表準備
復習2時間）資料整理

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

鈴木

授業形態
開講学期
3,4

単位数

8.0

良雄

授業概要
[授業全体の内容]
人間は、口から摂取した食品に含まれる栄養素や機能性成分に支えられている。食品は自身が消化吸収され作
用するだけでなく、生活習慣や腸内細菌と相互作用して、様々な生体応答を引き起こしもする。
このゼミナールでは、食事と人間（特にスポーツ）との関りに着目して下記を体験的に学ぶ。
・栄養素代謝やそれに影響を与える要因
・健康状態や運動能力に影響を与える要因
本科目を通じて、①調べる､②実験する､②考察する、④レポートにまとめる､⑤発表する､という自然科学の研
究プロセスを体験することができる。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い
倫理観を涵養する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）
この科目は、スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識教養」、「医学的知識を備えたスポーツ指導者の育成
」、および「スポーツ指導現場に詳しい医科学研究者の育成」 という学位授与方針の達成に寄与する。。
[授業の到達目標]
1. 栄養素代謝やそれに影響を与える要因について説明できる。
2. 健康状態や運動能力に影響を与える要因について説明できる。
3. ①調べる､②実験する､②考察する、④レポートにまとめる､⑤発表する､という自然科学の研究プロセスに
ついてについて説明できる。
成績評価
[成績評価の基準 ]
1. 栄養素代謝やそれに影響を与える要因を理解している。
2. 健康状態や運動能力に影響を与える要因を理解している。
3. ①調べる､②実験する､②考察する、④レポートにまとめる､⑤発表する､という自然科学の研究プロセスを
理解し実践できる。
4. ゼミナール活動に積極的に取り組んでいる。
[成績評価の方法 ]
3年次には取り組む姿勢（60%）、グループワーク（20%）、プレゼンテーション(20%）で評価する。
4年次には取り組む姿勢（40%）、卒業研究の内容（40％）とプレゼンテーション（20%)にて評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
白衣とMicrosoft Excelをの使用できるPCを各自準備すること｡
以下の科目を受講していることが望ましい。
・スポーツと栄養
・細胞の生物学
・基礎統計学
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の 授業を欠席扱いとする。 また、遅刻及
び早退3回で、1回分の欠席としてカウントする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
疑問点や意見は、毎回の実習にて受け付け、個別もしくは実習の中でフィードバックする。
[テキスト・参考書等]
使用する資料は授業の中で適宜提示する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］ 担当：鈴木良雄 E‑mail：yssuzuki[at]juntendo.ac.jp ※[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］ 日時：前期期間中の月曜日9:00から11：00 場所：1号館2階1223室 上記の時間帯には、
予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相談時間とかち合わないようにするため、できるだけ前日ま
でにE‑mailで予約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
この授業は、ゼミナールの授業形態による8単位の科目であり、2年館で授業 240時間と準備学修 120時間の計
360 時間の学修を必要とする内容をもって構成する。
各年度の予習時間と復習時間は下記のとおりである。
・予習時間 32時間
・復習時間 28時間
・合計 60時間
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
鈴木良雄
1‑2
3年生は研究方法や実際に行わ （予習・１時間）
3年生はどのような研究活動が行われているかを
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む 自分で調べる。
4年生は各自の研究に取り組む。
。
（復習・1時間）
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連 3年生は学習した内容を振り返り理解を深める。
する研究を通して、研究方法や 4年生は各自の研究に取り組む。
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る。
鈴木良雄
3‑4
3年生は研究方法や実際に行わ （予習・１時間）
3年生はどのような研究活動が行われているかを
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む 自分で調べる。
4年生は各自の研究に取り組む。
。
（復習・1時間）
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連 3年生は学習した内容を振り返り理解を深める。
する研究を通して、研究方法や 4年生は各自の研究に取り組む。
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る。
鈴木良雄
5‑6
3年生は研究方法や実際に行わ （予習・１時間）
3年生はどのような研究活動が行われているかを
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む 自分で調べる。
4年生は各自の研究に取り組む。
。
（復習・1時間）
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連 3年生は学習した内容を振り返り理解を深める。
する研究を通して、研究方法や 4年生は各自の研究に取り組む。
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る。
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7‑8

鈴木良雄

9‑10

鈴木良雄

11‑12

鈴木良雄

13‑14

鈴木良雄

15‑16

鈴木良雄

3年生は研究方法や実際に行わ
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む
。
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連
する研究を通して、研究方法や
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る。
3年生は研究方法や実際に行わ
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む
。
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連
する研究を通して、研究方法や
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る。
3年生は研究方法や実際に行わ
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む
。
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連
する研究を通して、研究方法や
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る。
3年生は研究方法や実際に行わ
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む
。
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連
する研究を通して、研究方法や
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る。
3年生は研究方法や実際に行わ
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む
。
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連
する研究を通して、研究方法や
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る
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（予習・１時間）
3年生はどのような研究活動が行われているかを
自分で調べる。
4年生は各自の研究に取り組む。
（復習・1時間）
3年生は学習した内容を振り返り理解を深める。
4年生は各自の研究に取り組む。

（予習・１時間）
3年生はどのような研究活動が行われているかを
自分で調べる。
4年生は各自の研究に取り組む。
（復習・1時間）
3年生は学習した内容を振り返り理解を深める。
4年生は各自の研究に取り組む。

（予習・１時間）
3年生はどのような研究活動が行われているかを
自分で調べる。
4年生は各自の研究に取り組む。
（復習・1時間）
3年生は学習した内容を振り返り理解を深める。
4年生は各自の研究に取り組む。

（予習・１時間）
3年生はどのような研究活動が行われているかを
自分で調べる。
4年生は各自の研究に取り組む。
（復習・1時間）
3年生は学習した内容を振り返り理解を深める。
4年生は各自の研究に取り組む。

（予習・１時間）
3年生はどのような研究活動が行われているかを
自分で調べる。
4年生は各自の研究に取り組む。
（復習・1時間）
3年生は学習した内容を振り返り理解を深める。
4年生は各自の研究に取り組む。

17‑18

鈴木良雄

19‑20

鈴木良雄

21‑22

鈴木良雄

23‑24

鈴木良雄

25‑26

鈴木良雄

3年生は研究方法や実際に行わ
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む
。
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連
する研究を通して、研究方法や
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る。
3年生は研究方法や実際に行わ
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む
。
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連
する研究を通して、研究方法や
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る
3年生は研究方法や実際に行わ
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む
。
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連
する研究を通して、研究方法や
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る
3年生は研究方法や実際に行わ
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む
。
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連
する研究を通して、研究方法や
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る
3年生は研究方法や実際に行わ
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む
。
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連
する研究を通して、研究方法や
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る。
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（予習・１時間）
3年生はどのような研究活動が行われているかを
自分で調べる。
4年生は各自の研究に取り組む。
（復習・1時間）
3年生は学習した内容を振り返り理解を深める。
4年生は各自の研究に取り組む。

（予習・１時間）
3年生はどのような研究活動が行われているかを
自分で調べる。
4年生は各自の研究に取り組む。
（復習・1時間）
3年生は学習した内容を振り返り理解を深める。
4年生は各自の研究に取り組む。

（予習・１時間）
3年生はどのような研究活動が行われているかを
自分で調べる。
4年生は各自の研究に取り組む。
（復習・1時間）
3年生は学習した内容を振り返り理解を深める。
4年生は各自の研究に取り組む。

（予習・１時間）
3年生はどのような研究活動が行われているかを
自分で調べる。
4年生は各自の研究に取り組む。
（復習・1時間）
3年生は学習した内容を振り返り理解を深める。
4年生は各自の研究に取り組む。

（予習・１時間）
3年生はどのような研究活動が行われているかを
自分で調べる。
4年生は各自の研究に取り組む。
（復習・1時間）
3年生は学習した内容を振り返り理解を深める。
4年生は各自の研究に取り組む。

27‑28

鈴木良雄

29‑30

鈴木良雄

31‑32

鈴木良雄

33‑34

鈴木良雄

35‑36

鈴木良雄

3年生は研究方法や実際に行わ
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む
。
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連
する研究を通して、研究方法や
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る
3年生は研究方法や実際に行わ
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む
。
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連
する研究を通して、研究方法や
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る。
3年生は研究方法や実際に行わ
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む
。
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連
する研究を通して、研究方法や
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る。
3年生は研究方法や実際に行わ
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む
。
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連
する研究を通して、研究方法や
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る。
3年生は研究方法や実際に行わ
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む
。
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連
する研究を通して、研究方法や
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る。
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（予習・１時間）
3年生はどのような研究活動が行われているかを
自分で調べる。
4年生は各自の研究に取り組む。
（復習・1時間）
3年生は学習した内容を振り返り理解を深める。
4年生は各自の研究に取り組む。

（予習・１時間）
取り組んでいる研究テーマに関連してどのような
研究が行われているかを調べ、また結果からどの
ようなことがわかるかを考察する。
（復習・１時間）
得られた研究成果を分かりやすく説明するにはど
うしたらよいかを考える。
卒業研究として取り組みたいテーマについて、ど
のような研究が行われているかを調べ、どのよう
な疑問をどのように解決するかを考える。

（予習・１時間）
取り組んでいる研究テーマに関連してどのような
研究が行われているかを調べ、また結果からどの
ようなことがわかるかを考察する。
（復習・１時間）
得られた研究成果を分かりやすく説明するにはど
うしたらよいかを考える。
卒業研究として取り組みたいテーマについて、ど
のような研究が行われているかを調べ、どのよう
な疑問をどのように解決するかを考える。

（予習・１時間）
取り組んでいる研究テーマに関連してどのような
研究が行われているかを調べ、また結果からどの
ようなことがわかるかを考察する。
（復習・１時間）
得られた研究成果を分かりやすく説明するにはど
うしたらよいかを考える。
卒業研究として取り組みたいテーマについて、ど
のような研究が行われているかを調べ、どのよう
な疑問をどのように解決するかを考える。

（予習・１時間）
取り組んでいる研究テーマに関連してどのような
研究が行われているかを調べ、また結果からどの
ようなことがわかるかを考察する。
（復習・１時間）
得られた研究成果を分かりやすく説明するにはど
うしたらよいかを考える。
卒業研究として取り組みたいテーマについて、ど
のような研究が行われているかを調べ、どのよう
な疑問をどのように解決するかを考える。

37‑38

鈴木良雄

39‑40

鈴木良雄

41‑42

鈴木良雄

43‑44

鈴木良雄

45‑46

鈴木良雄

3年生は研究方法や実際に行わ
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む
。
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連
する研究を通して、研究方法や
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る。
3年生は研究方法や実際に行わ
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む
。
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連
する研究を通して、研究方法や
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る。
3年生は研究方法や実際に行わ
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む
。
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連
する研究を通して、研究方法や
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る。
3年生は研究方法や実際に行わ
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む
。
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連
する研究を通して、研究方法や
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る。
3年生は研究方法や実際に行わ
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む
。
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連
する研究を通して、研究方法や
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る。
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（予習・１時間）
取り組んでいる研究テーマに関連してどのような
研究が行われているかを調べ、また結果からどの
ようなことがわかるかを考察する。
（復習・１時間）
得られた研究成果を分かりやすく説明するにはど
うしたらよいかを考える。
卒業研究として取り組みたいテーマについて、ど
のような研究が行われているかを調べ、どのよう
な疑問をどのように解決するかを考える。

（予習・１時間）
取り組んでいる研究テーマに関連してどのような
研究が行われているかを調べ、また結果からどの
ようなことがわかるかを考察する。
（復習・１時間）
得られた研究成果を分かりやすく説明するにはど
うしたらよいかを考える。
卒業研究として取り組みたいテーマについて、ど
のような研究が行われているかを調べ、どのよう
な疑問をどのように解決するかを考える。

（予習・１時間）
取り組んでいる研究テーマに関連してどのような
研究が行われているかを調べ、また結果からどの
ようなことがわかるかを考察する。
（復習・１時間）
得られた研究成果を分かりやすく説明するにはど
うしたらよいかを考える。
卒業研究として取り組みたいテーマについて、ど
のような研究が行われているかを調べ、どのよう
な疑問をどのように解決するかを考える。

（予習・１時間）
取り組んでいる研究テーマに関連してどのような
研究が行われているかを調べ、また結果からどの
ようなことがわかるかを考察する。
（復習・１時間）
得られた研究成果を分かりやすく説明するにはど
うしたらよいかを考える。
そして卒業論文としてまとめ、抄録を作成し、発
表会用のスライドを作成する。

（予習・１時間）
取り組んでいる研究テーマに関連してどのような
研究が行われているかを調べ、また結果からどの
ようなことがわかるかを考察する。
（復習・１時間）
得られた研究成果を分かりやすく説明するにはど
うしたらよいかを考える。
そして卒業論文としてまとめ、抄録を作成し、発
表会用のスライドを作成する。

47‑48

鈴木良雄

49‑50

鈴木良雄

51‑52

鈴木良雄

53‑54

鈴木良雄

28

鈴木良雄

3年生は研究方法や実際に行わ
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む
。
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連
する研究を通して、研究方法や
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る。
3年生は研究方法や実際に行わ
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む
。
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連
する研究を通して、研究方法や
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る。
3年生は研究方法や実際に行わ
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む
。
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連
する研究を通して、研究方法や
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る。
3年生は研究方法や実際に行わ
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む
。
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連
する研究を通して、研究方法や
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る。
3年生は研究方法や実際に行わ
れている研究を理解する。
4年生は各自の研究に取り組む
。
（実習方法）
3年生は過去の卒論研究や関連
する研究を通して、研究方法や
研究計画の立案方法を学習する
。
4年生は研究の進捗状況をを随
時ゼミナール活動の中で発表す
る。
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（予習・１時間）
取り組んでいる研究テーマに関連してどのような
研究が行われているかを調べ、また結果からどの
ようなことがわかるかを考察する。
（復習・１時間）
得られた研究成果を分かりやすく説明するにはど
うしたらよいかを考える。
そして卒業論文としてまとめ、抄録を作成し、発
表会用のスライドを作成する。

（予習・2時間）
取り組んでいる研究テーマに関連してどのような
研究が行われているかを調べ、また結果からどの
ようなことがわかるかを考察する。
（復習・１時間）
得られた研究成果を分かりやすく説明するにはど
うしたらよいかを考える。
そして卒業論文としてまとめ、抄録を作成し、発
表会用のスライドを作成する。

（予習・2時間）
取り組んでいる研究テーマに関連してどのような
研究が行われているかを調べ、また結果からどの
ようなことがわかるかを考察する。
（復習・１時間）
得られた研究成果を分かりやすく説明するにはど
うしたらよいかを考える。
そして卒業論文としてまとめ、抄録を作成し、発
表会用のスライドを作成する。

（予習・2時間）
取り組んでいる研究テーマに関連してどのような
研究が行われているかを調べ、また結果からどの
ようなことがわかるかを考察する。
（復習・１時間）
得られた研究成果を分かりやすく説明するにはど
うしたらよいかを考える。
そして卒業論文としてまとめ、抄録を作成し、発
表会用のスライドを作成する。

（予習・2時間）
取り組んでいる研究テーマに関連してどのような
研究が行われているかを調べ、また結果からどの
ようなことがわかるかを考察する。
（復習・１時間）
得られた研究成果を分かりやすく説明するにはど
うしたらよいかを考える。
そして卒業論文としてまとめ、抄録を作成し、発
表会用のスライドを作成する。

定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

中村

授業形態
開講学期
3−4年生

単位数

8.0

恭子

授業概要
［授業全体の概要］
ダンス運動学ゼミナールでは、スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養を身に付け、ダンスをはじ
めとする健康・体力づくりや楽しみ・交流のための運動・スポーツの意義や効果的な指導法について学び、多
様なニーズに対応できる運動指導者を育成することを目的とする。また、不正行為を未然に防止し、公正な研
究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
3年次にはスポーツ健康科学に関する学術論文を講読し、研究手法や論文の書き方について理解する。課題
研究（共同研究）では、ゼミ員の共通課題からテーマを決め、基本的な実験・調査研究を実施して結果をまと
め発表する。4年次の卒業研究では、各自が興味を持った運動・スポーツを対象として研究課題を決め、運動
学、教育学、心理学、社会学、芸術学など多角的な視点からのアプローチを試み、論文作成と発表を行う。
また、授業時間外の学外ゼミ活動として、学校体育や社会福祉の現場でのダンス活動を中心とした指導実習
を行う。指導実習を通じて、多様な対象者の体力・運動能力特性と志向性に対応できるようにする。
.［授業の位置づけ（学位授与方針に定めた知識・能力等との関連）］
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教
養、及びそれらの活用能力」を身に付けることを目的とする。学術論文の購読によりスポーツ健康科学を中心
とした知識を習得するとともに、課題研究（共同研究）においてはスポーツ医科学やコーチング科学の知識を
応用して研究を遂行する。これらの経験から得た知識を応用して、新たな課題解決に向けて個人で研究計画を
立案し実行する力を養う。また、学校体育や社会福祉の現場での指導実習においては、多様な対象者との対人
調整力やコミュニケーション能力が高められる。
［授業の到達目標］
１．スポーツ健康科学に関する学術論文を抄読し、研究手法への理解を高め、自らの研究テーマを探究する。
２．3年次の課題研究により研究の見通し力、調査表作成、実験、データ収集、分析等の研究遂行能力を養う
。
３．4年次には各自が興味を持った運動・スポーツに関する卒業研究の計画・実施・論文作成・発表を遂行す
る。
４．指導実習を通じて健康・体力づくりや運動・スポーツの意義について理解を深め、指導力を養う。
成績評価
3年次
［成績評価の基準］
１．文献講読における研究内容・方法への理解度。
２．課題研究（共同研究）遂行過程での研究内容への理解度と貢献度。
３．指導実習に取り組む姿勢と指導力。
［成績評価の方法］
文献講読レポート20％、学校体育および健康福祉施設での実習20％、共同研究40％、授業態度・取り組む姿
勢20％
4年次
［成績評価の基準］
１．問題提起の独創性、文献考証の深さ、研究方法の緻密さ・妥当性、分析力、結果の表現力、論理的文章
表現力。
２．研究成果発表の表現力と完成度。
３．卒業研究・発表に取り組む姿勢。
［成績評価の方法］
卒業研究70％、研究成果発表10％、授業態度・取り組む姿勢20％
履修における留意事項
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［履修要件］
研究対象はダンスに限らないので実技・領域の専門性は問わない。体育科教育全般、健康運動指導に興味・
関心のある学生が望ましい。
［履修上の注意（独自のルール）］
遅刻・早退は30分以内とし、3回で1回分の欠席に換算する。
学外・時間外での活動にに積極的に参加すること。
［試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法］
文献講読、指導実習、課題研究（共同研究）、卒業研究ともに、随時その場でフィードバックし、改善を求
める。
［テキスト・参考文献］
テキスト・参考書の指定は特にない。必要に応じて資料を作成し配布する。参考文献は各テーマに応じて検
索・紹介を行う。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：中村恭子
E‑mail：k‑nakamu［at］juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：毎週火曜日 10:30‑14:00、17:00‐18:00
場所：１号館５階 １５０１号室
ただし、上記の時間帯においても会議等で不在の場合もありますので、前日までにE‑mail等で確認・予約して
ください。
備考
［学修時間］
この授業は実習の授業形態による2年間8単位の科目であり、授業240時間と準備学習120時間の計360時間の
学習を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
定例の時間割上の学習に加え、学外・時間外での活動（学校見学・施設実習・合宿等）も行うので、可能な
限り積極的に参加すること。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中村恭子
（予習：1時間）
1
［授業内容］
ゼミ活動のオリエンテーション 自分が興味・関心をもっている研究テーマについ
て調べる。
［授業方法］
（復習：1時間）
活動日程と内容の説明。
各自が興味をもっている研究テ 自分がが興味・関心をもっている研究テーマにつ
ーマについて発表、意見交換す いて、先行研究にどのようなものがあるか調べ、
自分の研究テーマを考える。
る。
中村恭子
（予習：1時間）
2
［授業内容］
自分が興味・関心をもっている研究テーマについ
文献検索の実習
て再度詳しく調べ、自分の研究テーマ案を決定す
［授業方法］
学術メディアセンターにて文献 る。
検索の方法を学ぶ。各自の研究 （復習：1時間）
テーマからキーワードで検索す 自分の研究テーマに関係する論文を収集し、精読
する。
る。
中村恭子
（予習：3時間）
3〜6
［授業内容］
自分の研究テーマに関係する論文を読み、要約レ
文献講読①〜④
ポートを作成し、発表の準備をする。
［授業方法］
輪番制で調べた文献の概要につ （復習：1時間）
いて発表し、発表内容について 文献講読で学習したことを踏まえ、新たに興味を
質疑応答と討議を行い理解を深 持った内容について文献検索して資料を収集する
。
める。
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7〜8

中村恭子

9〜11

中村恭子

12〜14

中村恭子

15
16〜20

中村恭子

21

中村恭子

22〜26

中村恭子

27

中村恭子

28

中村恭子

［授業内容］
課題研究（共同研究）テーマ・
方法の検討
［授業方法］
興味ある研究テーマを持ち寄り
、プレゼンテーションと質疑応
答して共同研究テーマを検討す
る。
研究方法について検討する。
［授業内容］
予備調査・予備実験の実施
［授業方法］
数名の被験者を対象として予備
実験・予備調査を実施し、デー
タを収集・分析する。
予備調査・予備実験の結果をも
とに課題研究の方法を再検討す
る。
［授業内容］
本調査・本実験の実施
［授業方法］
本調査・本実験を実施し、デー
タを収集する。
「定期試験」なし
［授業内容］
課題研究のまとめと発表準備
［授業方法］
課題研究の結果について討議し
、考察をまとめる。
発表用パワーポイントを作成す
る。
［授業内容］
課題研究の成果の発表。
［授業方法］
課題研究成果を発表する。
質疑応答を行い、理解を深める
。
［授業内容］
卒業研究のテーマ・方法の検討
［授業方法］
各自が興味をもっている研究テ
ーマについてプレゼンテーショ
ンを行い、研究内容の社会的貢
献度、方法の妥当性・実現可能
性について討議する。

（予習：4時間）
課題研究（共同研究）のテーマ提案のためのプレ
ゼンテーションの準備をする。研究方法（質問紙
調査用紙・実験手順等）の具体案を考え、研究の
概要を示した資料を作成する。
（復習：4時間）
課題研究の予備調査（アンケート原案）・予備実
験（実験に用いる試料・機材）の準備をする。
［予習：2時間］
予備調査・予備実験結果の分析方法について検討
する。
［復習：4時間］
予備調査・予備実験のデータを入力・分析し、レ
ポートを作成する。

（予習：2時間）
本調査・本実験の準備をする。
（復習：4時間）
本調査・本実験の結果データを入力・分析し、研
究成果のレポートを作成する。
（予習：2時間）
本調査・本実験の結果を自分なりに分析・考察す
る。
（復習：8時間）
本調査・本実験の分析結果をまとめ、図表を作成
する。
発表用のパワーポイントを完成させる。
（予習：2時間）
課題研究の発表練習をする。
（復習：2時間）
課題研究の発表について反省点をレポートする。

（予習：8時間）
各自の研究テーマに関連する先行研究について文
献を講読して知見を深める。文献カードを作成す
る。
卒業研究のテーマと方法について検討し、プレゼ
ンテーションの準備をする。
（復習：2時間）
研究テーマと方法の具体案を作成し調査・実験の
準備をする。
（予習：1時間）
［授業内容］
4年生の研究テーマに関連した文献を読み、予備
卒業論文発表会の練習
知識を備えておく。
［授業方法］
4年生の卒業論文発表練習に参 （復習：1時間）
加し、進行と質疑を練習する。 発表の司会進行について練習する。
（予習：2時間）
［授業内容］
4年生の研究テーマに関連した文献を読み、予備
卒業論文発表会
知識を備えておく。
［授業方法］
3年生は座長・タイムキーパー
を分担し、4年生の発表に対し
て質疑を行う。
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29

30
31〜35

36〜37

38〜40

41〜42

43

44

45
46〜50

51〜55

中村恭子

［授業内容］
研究のまとめと反省会
［授業方法］
課題研究および個人の研究テー
マ検討について成果を討議し、
次年度の課題を確認する。
「定期試験」なし
［授業内容］
卒業研究の方法の検討
［授業方法］
研究方法についてプレゼンテー
ションを行い、研究方法につい
て具体的に検討して修正を加え
、準備を進める。
［授業内容］
定義書の作成
［授業方法］
定義書の書式を確認し、作成す
る。
定義書の文章について審査を受
け、課題を確認する。
［授業内容］
予備調査・予備実験の実施
［授業方法］
互いに協力し合って予備調査・
予備実験を実施する。
［授業内容］
予備踏査・予備実験の結果の分
析とまとめ
［授業方法］
予備調査・予備実験の結果につ
いて討議する。
［授業内容］
卒業研究の中間報告会
［授業方法］
予備調査・予備実験の結果につ
いてプレゼンテーションと質疑
応答を行う。
［授業内容］
卒業研究中間発表の反省会
［授業方法］
研究内容・研究方法の課題につ
いて討議する。
「定期試験」なし
授業内容］
本調査・本実験の実施
［授業方法］
各自の研究方法に従って調査・
実験を実施し、データを収集す
る。
［授業内容］
卒業論文の作成
［授業方法］
卒業論文の書式を解説・確認し
、卒業研究の内容を文章化する
。
文章の審査を受け、修正すべき
点を確認する。
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（復習：2時間）
個人の研究テーマと研究方法について再検討する
。

（予習：5時間）
具体的な研究方法について検討し、調査・実験の
手順をプレゼンテーションできるように準備する
。
（復習：5時間）
調査用紙の作成と実験の準備を進める。
（予習：2時間）
定義書の案を作成する。
（復習：2時間）
定義書を修正する。

（予習：2時間）
予備調査・予備実験の準備をする。
（復習：4時間）
予備調査・予備実験のデータを入力・分析する。
（予習：3時間）
予備調査・予備実験の結果を分析し、図表にまと
める。
（復習：1時間）
研究討議で指摘された箇所について修正する。
（予習：2時間）
プレゼンテーションの発表準備をする。

（復習：2時間）
予備調査・予備実験の課題の解決策について検討
し、本調査・本実験の準備をする。

（予習：4時間）
本調査・本実験の準備をする。被検者を募り、対
象者に研究目艇を説明して協力の承認を取り付け
る。
（復習：6時間）
本調査・本実験結果のデータを入力・分析する。
（予習：8時間）
結果を図表にまとめる。
卒業研究の内容を文章にまとめる。
（復習：2時間）
審査結果を受けて論文を修正する。

56〜57

58

59

60

［授業内容］
卒業研究の成果発表準備
［授業方法］
卒論発表会に向けてパワーポイ
ントを作成し、口頭発表の準備
をする。
授業内容］
卒業論文発表会
［授業方法］
他のゼミナールと合同で卒論発
表会を実施する。

（予習：2時間）
口頭発表パワーポイント原案を作成する。
（復習：2時間）
口頭発表パワーポイントと発表原稿を作成する。

（予習：3時間）
発表用パワーポイントを作成し、発表準備をする
。
予想される質問への回答を準備する。
（復習：3時間）
卒業論文抄録を作成する。
（復習：2時間)
［授業内容］
卒業論文抄録を修正し完成させる。
卒業論文抄録確認と反省会
卒業研究全体を振り返り、今後の課題を検討する
［授業方法］
卒業論文抄録の内容について審 。
査を受け、修正する。
卒業研究の仮定と成果について
反省会をもち、今後の課題と展
望を検討する。
「定期試験」なし
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

通年

対象学年

3

単位数

8.0

科目責任者
科目担当者

中村

充

授業概要
［授業全体の内容］
３年次：現代剣道の歴史的背景を学習する。また、各自がテーマの設定・調査・発表する能力を養い、ディ
スカッションを他人との意見交換ができる素養を養う。具体的には、各自がテーマを提起し発表を行い、発表
テーマについてディスカッションを行う。
４年次：卒業研究論文を作成する。具体的には、卒業研究論文の作成手順を解説し、各人のテーマで作成す
る。
また、以上を通して、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
自己の剣道に関する専門的知識および技能の向上を目指す。そのうえで、スポーツ健康科学を中心とした幅
広い知識と教養を生かし、一般的に指導するための対人調整やコミュニケーションの方法を学習する。
［授業の到達目標］
1. 剣道成立の歴史的背景が説明できる。
2. 各自がテーマを設定し、そのテーマについて調査・研究発表ができる。
3. 発表について、ディスカッションができ、テーマについて深めることができる。
4. 卒業論文が作成できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1. 剣道成立の歴史的背景が説明できる。（口頭試問）
2. 各自がテーマを設定し、そのテーマについて調査・研究発表ができる。（口頭試問）
3. 発表について、ディスカッションができ、テーマについて深めることができる。（口頭試問）
4. 卒業論文が作成できる。（卒業論文）
［成績評価の方法］
授業に取り組む姿勢・参画度 30％、課題達成度 40％、知識の獲得度 30％
履修における留意事項
［受講条件］
特に条件は設けないが、能動的に授業に取り組んでほしい。
［課題（試験・レポート等）に対するフィードバックの方法］
授業内にて、内容に応じて解説する。
［テキスト・参考書］
授業内で適宜指示する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先：オフィスアワー］
1号館5階 1505号室：木曜日

10:00〜12:00、15:00〜16:00
E‑mail：mtnakamu[at]juntendo.ac.jp

（[at]を＠に変更し
てください）
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による8単位の科目であり授業120時間と準備学習240時間の学習を必要とする
内容を持って構成する。
［その他］
この授業は、資格については関連がない科目です。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

1

2‑5

6

7‑16

17‑24

25‑28

29‑32

中村（以下同）

［授業の内容］
ガイダンス
［授業の方法］
授業目的及び概要の解説、シラ
バスの解説、評価方法と授業の
進め方を説明する。
［授業内容］
剣道の歴史について、武士の台
頭、剣術の成立、時代の牽引者
、現代剣道の成立について、学
習する。
［授業方法］
資料を用いて、各事項について
質疑応答しながら進める。
［授業内容］
レポートのまとめ方、発表の方
法について学習する。
また、興味ある課題について挙
げてみる。
［授業方法］
レポート、発表について解説す
る。各自が興味ある課題につい
て挙げ、発表課題を決める。
［授業内容］
課題について発表を行い、その
内容について討議する。
［授業方法］
決められた順番で発表を行うと
ともに、課題提起し、発表に関
する討議を行って、内容を深め
る。
［授業内容］
研究論文等をまとめ、他者にわ
かりやすく説明するとともに、
課題提起し、討議する。
［授業方法］
研究論文等をまとめ、お互いに
工夫して発表する。内容に関連
した課題を提起し、グループで
討議し、課題を深める。
［授業内容］
研究の作法、課題の抽出方法、
倫理、進め方について学ぶ。
［授業方法］
研究の作法、課題の抽出方法、
倫理、進め方について、資料を
用いて解説する。
［授業内容］
最近の卒業論文テーマおよび内
容をしり、自分のテーマについ
て検討する。
［授業方法］
様々な分野の卒業論文を紹介し
、大学生としての研究テーマに
ついて討議する。
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（予習：2時間）
剣道の理念について調べてくる
（復習：2時間）
これまでの剣道に対するイメージをまとめる

（予習：2時間）
配付資料について調べる。
（復習：2時間）
資料に基づいて、整理する

（予習：2時間）
レポートの書き方について調べておく。
（復習：2時間）
発表の仕方について整理し、挙げられた課題を整
理する。

（予習：2時間）
課題について調べ、わかり易く発表できるよう資
料を作成する。
（復習：2時間）
発表の内容、討議の内容について振り返り、整理
する。

（予習：2時間）
興味ある課題に関する文献を探し、発表できるよ
うにまとめる。内容に関する課題を抽出する。
（復習：2時間）
発表方法を検証する。討議内容を整理する。

（予習：2時間）
研究の進め方について学習する。
（復習：2時間）
研究課題を考え、その妥当性を考える。

予習）課題ノートの内容を調べる
復習）課題ファイルを整理する

33‑40

41‑44

45‑52

53‑55

56

［授業内容］
提議書の様式に合わせて、テー
マ、研究方法、倫理的課題、意
義を検討する。
［授業方法］
各自がテーマを掲げながら、研
究方法、倫理的課題、意義につ
いて文章を書きながら提議書を
完成させる。
［授業内容］
提議書の内容を踏まえて、具体
的な計画書を作成する。
［授業方法］
研究計画書を作成し、準備に必
要な課題を検討する。
［授業内容］
卒業論文を作成する。
［授業方法］
研究の進捗状況、課題、論文執
筆指導を行う。
［授業内容］
発表会の準備を進める。
［授業方法］
卒業論文について、発表原稿、
発表資料をまとめ、発表練習を
行う。
［授業内容］
卒業論文発表会
［授業方法］
所定の時間で卒業論文の発表を
行い、質疑応答を行う。
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（予習：2時間）
発表課題をあげ、提議書を作成する。
（復習：2時間）
提議書の内容について、検討を加える。

（予習：2時間）
研究計画書を作成する。
（復習：2時間）
研究計画の点検を行う。

（予習：2時間）
卒業研究論文を作成する。
（復習：2時間）
計画をみながら、進み具合を検討する。
（予習：4時間）
発表の準備を進める。

（予習：2時間）
発表の準備を進める。
（復習：2時間）
発表を振り返り、整理する。

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

演習方式

対象学年

3

単位数

8.0

科目責任者 廣瀬 伸良
科目担当者
廣瀬伸良
授業概要
（授業の目的）
日本発祥の伝統的スポーツ文化である柔道をテーマに卒業後に社会が柔道専門家に求める能力を兼ね揃え評価
される人材の育成を目指す。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を
涵養する。
（授業の概要）
本ゼミナールは卒業後に柔道専門家として評価される人材の育成を目指す。 日本伝講道館柔道における技術
・体力・精神面からの運動特性を対象に理論・実験的な研究を展開する。また、競技規定（審判規定）や歴史
・教育的な背景も考察する。授業は演習形式でおこない、興味ある題材や問題点については卒業論文へと導く
。
（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）
柔道ゼミナールは卒業後に教員、柔道指導者、警察官などの柔道専門能力職に相応しい力を育成する。したが
って、日本の伝統文化的思考、対人格闘技の運動特性、競技スポーツとしての意義などのスポーツ健康科学を
中心とした幅広い知識と教養を持ち対人調整力やコミュニケーション能力に長け、医科学的な備えたスポーツ
指導者育成を目指す。
■①「対人調整力」（S、K、M）
■②「コミュニケーション力」（S、K、M）
■③「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」（S、K、M）
■④「①〜③を応用し表現する能力」（S、K、M）
■⑤「医学的知識を備えたスポーツ指導者の育成」（S）
□⑥「スポーツ指導現場に詳しいスポーツ医科学研究者の育成」（S）
□⑦「経営学・社会心理学・社会学を応用したスポーツマネジメントについての知識」（M）
□⑧「スポーツをヒト・モノ・カネ・情報という経営資源の側面からマネジメントできる」（M）
□⑨「健康についての専門的知識と実践的技能の取得」（K）
□⑩「健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」（K）
□⑪ 資格対応科目
※S：スポーツ科学科、M：スポーツマネジメント学科、K：健康学科
成績評価
（到達目標）
１．講道館柔道に関する基礎理論を理解できる。
２．講道館柔道に関する研究論文を抄読し、自らの研究を展開することができる。
３．柔道、競技スポーツ、コーチングに関する卒業論文の計画、執筆、発表ができる。
４．各自の技能に合わせて講道館柔道の段位を取得できる。（目標：卒業時に参〜四段取得）
５．全日本柔道連盟公認指導者Ｃライセンスおよび全日本柔道連盟公認審判Ｃライセンスを取得することがで
きる。
（学生に望むこと）
競技スポーツとして柔道を実践するだけでなく、柔道理論について論理的および科学的な分析と考察をする姿
勢で臨んで欲しい。
履修における留意事項
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（評価方法）
３年次：前後期のテーマにおける課題提出・発表評価（日々の学習状況50％、レポート30％、発表20％）
４年次：卒業論文に関わる内容の評価（日々の学習状況50％、卒業論文30％、発表20％）
（評価基準）
１．講道館柔道における基礎理論を理解できているかレポートで評価する。
２．講道館柔道における研究展開能力について研究論文の執筆で評価する。
３．講道館段位審査委員会による他者評価により段位を取得する。
４．全日本柔道連盟指導員審査委員会による他者評価によるライセンスを取得する。
５．全日本柔道連盟審判員審査委員会による他者評価によるライセンスを取得する。
連絡先とオフィスアワー
（履修要件）
以下の科目を履修するとともに、講道館柔道初段以上の段位取得者が望ましい。
柔道（実技）、専門実技実習（柔道）、柔道のコーチング
（試験・レポートなどの課題に対するフィードバックの方法）
実施した試験やレポートは授業内で返却してポイントを確認する。
（テキスト・参考書）
柔道のコーチング（大修館）、論説柔道（不昧堂）
備考
[連絡先]
担当：廣瀬伸良
nhirose[at]juntendo.ac.jp （[at]を@に変更してください。）
[オフィスアワー]
金曜日8:00〜9:00 12:10〜13:00
1号館5階 柔道研究室（1506）
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
廣瀬伸良
（予習：1時間）
1
（授業内容）
柔道と自分の関わりについて発 「柔道と私」について発表資料を作成する。
表する。
（復習：1時間）
発表内容についての他者評価を受けて資料を修正
（授業方法）
柔道との出会いから今に至るま する
での過程をスライドを使ってプ
レゼンテーションする（15分間
／1人）。
廣瀬伸良
（予習：1時間）
2
（授業内容）
柔道と自分との関わりについて 「柔道と私」について発表資料を作成する。
発表する。
（復習：1時間）
発表内容についての他者評価を受けて資料を修正
（授業方法）
柔道との出会いから今に至るま する
での過程をスライドを使ってプ
レゼンテーションする（15分間
／1人）。
廣瀬伸良
（予習：1時間）
3
（授業内容）
地域貢献プロジェクト（春）に 柔道の基本動作、投げ技を講師として説明出来る
ように学習する。
参加する。
（復習：1時間）
（授業方法）
印西、成田地区中学校柔道技術 成田柔道協会のミーティングに参加し自身を省み
指導講習会に運営と講師として る。
参加する。
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4

廣瀬伸良

5

廣瀬伸良

6

廣瀬伸良

7

8

9

廣瀬伸良

廣瀬伸良

廣瀬伸良

（予習：1時間）
（授業内容）
講道館柔道の誕生と発展（１） 「嘉納治五郎」について発表資料を作成する。
について理解する。
（復習：1時間）
発表内容についての他者評価を受けて資料を修正
（授業方法）
する
演習形式で行う。
嘉納治五郎について文献考証を
通して理解し、プレゼンテーシ
ョンと質疑応答を行う。
（予習：1時間）
（授業内容）
講道館柔道の誕生と発展（２） 「講道館柔道」について発表資料を作成する。
について理解する。
（復習：1時間）
発表内容についての他者評価を受けて資料を修正
（授業方法）
する
演習形式で行う。
講道館柔道の成立について文献
考証を通して理解し、プレゼン
テーションと質疑応答を行う。
（予習：1時間）
（授業内容）
武道は教育でありうるか？につ 松原隆一郎著：「武道は教育でありうるか」を読
破してくる。
いて考証する。
（授業方法）
演習形式で行う。
柔道に代表される武道教育の在
り方について文献考証を行い、
グループ学習と質疑応答を行う
。
（授業内容）
講道館柔道の技術と戦術（１）
について理解する。
（授業方法）
演習形式で行う。
講道館柔道の投技分類と体系に
ついて文献考証を通して理解し
、グループ学習でプレゼンテー
ションを行う。
（授業内容）
講道館柔道の技術と戦術（２）
について理解する。
（授業方法）
演習形式で行う。講道館柔道の
固技（絞技・関節技）について
文献考証を通して理解し、プレ
ゼンテーション行い質疑応答す
る。
（授業内容）
講道館柔道の指導方法（１）に
ついて理解する。

（復習：1時間）
自身の柔道体験から武道を通した教育が可能か否
か、レポートする。

（予習：1時間）
「柔道・投技」について発表資料を作成する。
（復習：1時間）
発表内容についての他者評価を受けて資料を修正
する

（予習：1時間）
「柔道・固技」について発表資料を作成する。
（復習：1時間）
発表内容についての他者評価を受けて資料を修正
する

（予習：1時間）
「少年柔道の指導法」について発表資料を作成す
る。

（復習：1時間）
（授業方法）
演習形式で行う。少年柔道を中 発表内容についての他者評価を受けて資料を修正
心とした指導法について文献考 する
証を通して理解し、プレゼンテ
ーションと質疑応答を行う。
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10

11

12

13

廣瀬伸良

廣瀬伸良

廣瀬伸良

廣瀬伸良

14

廣瀬伸良

15

廣瀬伸良

（予習：1時間）
（授業内容）
講道館柔道の指導方法（２）に 「クラブ活動における指導法」について発表資料
を作成する。
ついて理解する。
（授業方法）
演習形式で行う。学校教育（ク
ラブ活動）での指導法について
文献考証を通して理解し、プレ
ゼンテーションと質疑応答を行
う。
（授業内容）
柔道選手の体力特性（１）につ
いて理解する。
（授業方法）
演習形式で行う。
柔道選手の体力について文献考
証を通して理解し、プレゼンテ
ーションと質疑応答を行う。
（授業内容）
柔道選手の体力特性（２）につ
いて理解する。
（授業方法）
演習形式で行う。
国際強化選手の体力について文
献考証を通して理解し、プレゼ
ンテーションと質疑応答を行う
する。
（授業内容）
競技柔道の発展（１）／国際編
について理解を深める。

（復習：1時間）
発表内容についての他者評価を受けて資料を修正
する

（予習：1時間）
「柔道と体力」について発表資料を作成する。
（復習：1時間）
発表内容についての他者評価を受けて資料を修正
する

（予習：1時間）
「柔道と体力」について発表資料を作成する。
（復習：1時間）
発表内容についての他者評価を受けて資料を修正
する

（予習：1時間）
過去の世界選手権DVDを視聴してくる。

（復習：1時間）
当時のコーチング手法や戦術的研究をまとめる。
（授業方法）
演習形式で行う。
国際大会をテーマにして世界選
手権やオリンピックを中心に過
去の戦績などについてプレゼン
テーションと質疑応答を行う。
（予習：1時間）
（授業内容）
競技柔道の発展（２）／国際編 過去のオリンピックDVDを視聴してくる。
について理解する。
（復習：1時間）
当時のコーチング手法や戦術行動についてまとめ
（授業方法）
る。
演習形式で行う。
国際大会をテーマとして世界選
手権やオリンピックを中心にし
た戦績についてプレゼンや質疑
応答を通じて理解を深める。
（予習：1時間）
（授業内容）
競技柔道の発展（３）／国内編 「全日本柔道選手権大会（無差別）」についてDV
Dを視聴してくる。
について理解する。
（復習：1時間）
（授業方法）
当時の代表選手や審判規定などからコーチングの
演習形式で行う。
国内大会の戦績を全日本選手権 手法、考え方を考える。
や全日本体重別選手権について
プレゼンテーションと質疑応答
を通じて理解を深める。
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（授業内容）
まとめと口答試験を行う。

（予習：1時間）
これまでの学習内容についてのレポートをまとめ
る。

（授業方法）
これまでの学習内容を踏まえて
口頭試問における理解度の評価
を行う。
（授業内容）
卒業論文のテーマ選定と実験・
調査方法の検討（１）について
理解する。

（復習：1時間）
柔道ゼミテキストとして学習内容をまとめあげる
。
（予習：1時間）
自分の興味あるテーマについて先行研究の内容を
調査する。

（授業方法）
演習形式で行う。それぞれの研
究テーマについて指導教員と内
容やオリジナリティの有無を精
査していく（各個人対応）。
（授業内容）
卒業論文のテーマ選定と実験・
調査方法の検討（２）について
理解する。
（授業方法）
演習形式で行う。
それぞれの研究テーマについて
指導教員と内容やオリジナリテ
ィの有無を精査を行う。（各個
人対応）
（授業内容）
地域貢献プロジェクト（秋）に
参加する。
（授業方法）
印西、成田地区中学校柔道技術
講習会に運営と講師として参加
する。
（授業内容）
卒業論文のテーマ選定と実験・
調査方法の検討（３）について
理解する。
（授業方法）
演習形式で行う。
それぞれのテーマについて指導
教員と内容やオリジナリティの
有無を精査する（各自対応）。
（授業内容）
卒業論文提議書の作成と提出（
１）。

（復習：1時間）
自身のテーマの選定と実験・調査方法の精査をお
こなう。

（予習：1時間）
自分の興味あるテーマについて先行研究の内容を
調査する。
（復習：1時間）
自身のテーマの選定と実験・調査方法の精査をお
こなう。

（予習：1時間）
柔道の基本動作、投げ技を講師として説明出来る
ように学習する。
（復習1時間）
成田柔道協会のミーティングに参加し自身を省み
る。
（予習：1時間）
自分の興味あるテーマについて先行研究の内容を
調査する。
（復習：1時間）
自身のテーマの選定と実験・調査方法の精査をお
こなう。

（予習：3時間）
自身の卒業論文テーマを決定してくる。

（復習：3時間）
卒業論文のテーマにそった実験・調査方法の精査
（授業方法）
スポーツ科学科卒業論文提出内 をおこなう。
規に定められた提議書について
指導教員と応対しながら作成す
る（各個人対応）。
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（予習：3時間）
（授業内容）
卒業論文提議書の作成と提出（ 自身の卒業論文テーマを決定してくる。
２）。
（復習：3時間）
卒業論文のテーマにそった実験・調査方法の精査
（授業方法）
スポーツ科学科卒業論文提出内 をおこなう。
規に定められた提議書について
指導教員と対応しながら作成す
る（各個人対応）。
（予習：1時間）
（授業内容）
全日本柔道連盟公認指導者ライ 指導者としての柔道の基礎知識を深める。
センスＣ受講および試験（１）
（復習：1時間）
について理解する。
頭部傷害や疾病、体罰などについては内容を深化
させる。
（授業方法）
上記資格取得に向けた試験対策
講座を開催する。
（予習：1時間）
（授業内容）
全日本柔道連盟公認指導者ライ 指導者としての柔道の基礎知識を深める。
センスＣ受講および試験（２）
（復習：1時間）
について理解する。
頭部傷害や疾病、体罰などについては内容を深化
させる。
（授業方法）
上記資格取得に向けた試験対策
講座を開催する。内容について
も解説する。
（予習：1時間）
（授業内容）
全日本柔道連盟公認審判ライセ 審判員としての審判規定の基礎知識を深める。
ンスＣ受講および試験（１）に
（復習：1時間）
ついて理解する。
講道館ルールと国際ルールの違いや運用法方法な
どを理解する。
（授業方法）
上記資格取得に向けた試験対策
講座を開催する。内容について
も解説する。
（予習：1時間）
（授業内容）
全日本柔道連盟公認審判ライセ 審判員としての審判規定の基礎知識を深める。
ンスＣ受講および試験（２）に
（復習：1時間）
ついて理解する。
講道館ルールと国際ルールの違いや運用法方法な
どを理解する。
（授業方法）
上記資格取得に向けた試験対策
講座を開催する。内容について
も解説する。
（予習：1時間）
（授業内容）
全日本視覚障害者柔道大会係員 視覚障害者などのスポーツ参加について学習する
。
として参加する（１）。
（復習：1時間）
（授業方法）
上記大会に運営スタッフ・係員 視覚障害者の柔道大会審判規定についてその運用
として参加し、選手を支援する 方法を理解する。
立場で大会運営を体験する。
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（予習：1時間）
（授業内容）
全日本視覚障害者柔道大会に参 視覚障害者大会に参加したことについてプレゼン
加したことについて考える。 テーションを準備する。
（授業方法）
演習形式でグループ内発表を行
う。
上記大会に参加して学んだこと
、得られたこと、考えたこと等
を発表する。
（授業内容）
卒業論文を執筆する。
（授業方法）
卒業論文の執筆に関し、指導教
員に個別指導を受ける。（各個
人対応）
（授業内容）
卒業論文を執筆する。
（授業方法）
卒業論文の執筆に関して指導教
員の個別指導を受ける。（各個
人対応）
（授業内容）
卒業論文を提出する。
（授業方法）
卒業論文の提出に際し、指導教
員の個別指導を受ける。（各個
人対応）
（授業内容）
卒業論文発表会を開催する。

（復習：1時間）
発表内容について各自の資料を作成する。

（予習：3時間）
結果および考察について先行研究をもとに考証す
る。
（復習：2時間）
結果および考察について正当性があるかを検討す
る。
（予習：2時間）
結果および考察について先行研究をもとに考証す
る。
（復習：2時間）
結果および考察について正当性があるかを検討す
る。
（予習：2時間）
卒業論文を完成させる。
（復習：2時間）
卒業論文抄録を作成する。

（予習：3時間）
卒業論文抄録集を編成する。

（復習：1時間）
（授業方法）
口答発表で行い、ゼミナールの 指導教員およびゼミナール員全員によるゼミ会を
開催し、自己評価および他者評価を受ける。
最終試験とする。
論文発表は12分間。質疑応答3
分間。
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

廣津

3

授業形態
開講学期

講義
前期

単位数

8.0

信義

授業概要
[授業全体の内容]
近年のITの進展により、大量のデータや映像が蓄積・配信されており、またデータ処理も容易になったこ
とで、数理科学が現場に応用される機会が増えつつある。本ゼミナールでは、数理科学のスポーツへの応用研
究を行う。コンピュータやネットワークなどの知見も活用しつつ、スポーツの現場でどのように役立てること
ができるか探求していく。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵
養する。
本ゼミナールでは、スポーツ・競技について、戦術の最適化や、選手・チームの評価、試合形式・ルール・
日程などを検討するために数理科学の応用研究を行う。３年次は、数学・統計学・情報・コンピュータ・プロ
グラミング・ネットワークなどについて、各自が興味あるテーマを選んで勉強し発表することで、数理科学
に関する知識を広げる。４年次には、卒論テーマに自主的に取り組み、定期的に進捗を発表していくことで、
数理科学の観点からスポーツ・競技の研究 を深めつつ，卒業論文の作成を進めることができるように指導す
る。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」を身につけるための科目の一つとして開
講され、スポーツ健康科学に関連するどの分野においても必要となり、専門性をもちかつ教養のある人材を育
成するための基盤となる。
[授業の到達目標]
1.数学・統計学・情報・コンピュータに関する基礎知識が習得できる。
2.数理科学に関する研究論文を抄読し、研究方法への理解を深めることができる。
3.各自が設定した目的に対して数理科学の手法を用いて研究を遂行し卒業論文として完成できる。
4.卒業論文の内容について、研究成果発表を行い、プレゼンテーションの能力を高めることができる。
成績評価
[成績評価の基準]
１．数学・統計学・情報・コンピュータに関する基礎知識が習得できているか（口頭発表）。
２．数理科学に関する研究論文を抄読し、研究方法への理解を深めているか（口頭発表）。
３．各自が設定した目的に対して数理科学の手法を用いて研究を遂行できたか（卒業論文）。
４．卒業論文の内容について、口頭で発表しプレゼンテーションの能力を高めたか（口頭発表）。
５．毎回のゼミナールへの取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
[成績評価の方法]
卒業論文（40％）、口頭発表（40％）、毎回の平常点（20％）を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
特になし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
１回の授業について、３分の２以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
プリント課題の内容は授業中にフィードバックする。
[テキスト・参考書等]
輪講テキストとして、松井ら著「入門オペレーションズ・リサーチ」（東海大学出版会,2008）を使用するの
で購入すること。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：廣津信義
E‑mail:nhirotsu[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
［オフィスアワー］
日時：火曜日 13：10から:14:45
場所：1号館3階1327室
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約があった学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、３年次と４年次合わせて8単位の科目であり、各年次で授業60時間と準備学習120時間の計180
時間の学修を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
廣津
1
ガイダンス
ゼミの目的などの確認
アイスブレーキング
2

廣津

３年次）自己紹介、役割分担
４年次）卒論テーマ発表

3

廣津

３年次）数学・統計学に関する
基礎知識の習得
輪講：オペレーションズ・リサ
ーチ
４年次）先行文献の調査

4

廣津

３年次）数学・統計学に関する
基礎知識の習得
輪講：オペレーションズ・リサ
ーチ
４年次）先行文献の調査

5

廣津

３年次）数学・統計学に関する
基礎知識の習得
輪講：オペレーションズ・リサ
ーチ
４年次）先行文献の調査発表
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
(予習:2時間）シラバスを読んでゼミでの役割に
ついて考えておくこと。
(復習:2時間）ガイダンスを受けて年間の目標を
立てること。
３年次）
(予習:2時間）自己紹介用スライドを作成のこと
(復習:2時間）スライドを修正のこと
４年次）
(予習:2時間）卒論テーマを考えてくること
(復習:2時間）教員の指示を受け、テーマを再考
すること
３年次）
(予習:2時間）テキストを読んで輪講での発表用
スライドを作成すること。
(復習:2時間）輪講で残った不明点を調べて、次
回報告すること。
４年次）
(予習:2時間）文献調査をして、まとめること。
(復習:2時間）教員からの指示に従い不明点を調
べること。
３年次）
(予習:2時間）テキストを読んで輪講での発表用
スライドを作成すること。
(復習:2時間）輪講で残った不明点を調べて、次
回報告すること。
４年次）
(予習:2時間）文献調査をして、まとめること。
(復習:2時間）教員からの指示に従い不明点を調
べること。
３年次）
(予習:2時間）テキストを読んで輪講での発表用
スライドを作成すること。
(復習:2時間）輪講で残った不明点を調べて、次
回報告すること。
４年次）
(予習:2時間）文献調査の結果の発表準備をする
。
(復習:2時間）教員からの指示に従い不明点を調
べること。

6

廣津

３年次）数学・統計学に関する
基礎知識の習得(輪講：オペレ
ーションズ・リサーチ)
４年次）先行文献の再調査

7

廣津

３年次）数学・統計学に関する
基礎知識の習得(輪講：オペレ
ーションズ・リサーチ)
４年次）先行文献の再調査

8

廣津

３年次）数学・統計学に関する
基礎知識の習得(輪講：オペレ
ーションズ・リサーチ)
４年次）卒業研究予備調査

9

廣津

３年次）数学・統計学に関する
基礎知識の習得(輪講：オペレ
ーションズ・リサーチ)
４年次）卒業研究予備調査

10

廣津

３年次）数学・統計学に関する
基礎知識の習得(輪講：オペレ
ーションズ・リサーチ)
４年次）先行文献の調査

11

廣津

３年次）数学・統計学に関する
基礎知識の習得(輪講：オペレ
ーションズ・リサーチ)
４年次）提議書の作成
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３年次）
(予習:2時間）テキストを読んで輪講での発表用
スライドを作成すること。
(復習:2時間）輪講で残った不明点を調べて、次
回報告すること。
４年次）
(予習:2時間）文献調査をして、まとめること。
(復習:2時間）教員からの指示に従い不明点を調
べること。
３年次）
(予習:2時間）テキストを読んで輪講での発表用
スライドを作成すること。
(復習:2時間）輪講で残った不明点を調べて、次
回報告すること。
４年次）
(予習:2時間）文献調査をして、まとめること。
(復習:2時間）教員からの指示に従い不明点を調
べること。
３年次）
(予習:2時間）テキストを読んで輪講での発表用
スライドを作成すること。
(復習:2時間）輪講で残った不明点を調べて、次
回報告すること。
４年次）
(予習:2時間）文献調査をして、まとめること。
(復習:2時間）教員からの指示に従い不明点を調
べること。
３年次）
(予習:2時間）テキストを読んで輪講での発表用
スライドを作成すること。
(復習:2時間）輪講で残った不明点を調べて、次
回報告すること。
４年次）
(予習:2時間）提議書作成のための予備調査をす
ること。
(復習:2時間）教員からの指示に従い不明点を調
べること。
３年次）
(予習:2時間）テキストを読んで輪講での発表用
スライドを作成すること。
(復習:2時間）輪講で残った不明点を調べて、次
回報告すること。
４年次）
(予習:2時間）提議書作成のための予備調査をす
ること。
(復習:2時間）教員からの指示に従い不明点を調
べること。
３年次）
(予習:2時間）テキストを読んで輪講での発表用
スライドを作成すること。
(復習:2時間）輪講で残った不明点を調べて、次
回報告すること。
４年次）
(予習:2時間）提議書作成のための予備調査をま
とめること。
文献調査をして、まとめること。
(復習:2時間）教員からの指示に従い不明点を調
べること。

12

廣津

13

廣津

14

廣津

15

廣津

16

廣津

17

廣津

３年次）
(予習:2時間）テキストを読んで輪講での発表用
スライドを作成すること。
(復習:2時間）輪講で残った不明点を調べて、次
回報告すること。
４年次）
(予習:2時間）提議書を作成する。
(復習:2時間）教員からの指示に従い修正するこ
と。
３年次）数学・統計学に関する ３年次）
基礎知識の習得(輪講：オペレ (予習:2時間）テキストを読んで輪講での発表用
スライドを作成すること。
ーションズ・リサーチ)
(復習:2時間）輪講で残った不明点を調べて、次
４年次）提議書の作成
回報告すること。
４年次）
(予習:2時間）提議書を作成する。
(復習:2時間）教員からの指示に従い修正するこ
と。
３年次）数学・統計学に関する ３年次）
基礎知識の習得(輪講：オペレ (予習:2時間）テキストを読んで輪講での発表用
スライドを作成すること。
ーションズ・リサーチ)
(復習:2時間）輪講で残った不明点を調べて、次
４年次）提議書の発表
回報告すること。
４年次）
(予習:2時間）提議書に従い発表用スライドを作
成。
(復習:2時間）教員からの指示に従いスライドを
修正すること。
３年次）数学・統計学に関する ３年次）
基礎知識の習得(輪講：オペレ (予習:2時間）テキストを読んで輪講での発表用
スライドを作成すること。
ーションズ・リサーチ)
(復習:2時間）輪講で残った不明点を調べて、次
４年次）提議書の提出
回報告すること。
４年次）
(予習:2時間）提議書に従い発表用スライドを作
成。
(復習:2時間）教員からの指示に従いスライドを
修正すること。
３年次）情報・コンピュータに ３年次）
関する基礎知識の習得(輪講：E (予習:2時間）テキストを読んで輪講での発表用
スライドを作成すること。
xcel VBA)
(復習:2時間）輪講で残った不明点を調べて、次
４年次）卒論中間発表
回報告すること。
４年次）
(予習:2時間）提議書に従い発表用スライドを作
成。
(復習:2時間）教員からの指示に従いスライドを
修正すること。
３年次）情報・コンピュータに ３年次）
関する基礎知識の習得(輪講：E (予習:2時間）テキストを読んで輪講での発表用
スライドを作成すること。
xcel VBA)
(復習:2時間）輪講で残った不明点を調べて、次
４年次）卒論中間発表
回報告すること。
４年次）
(予習:2時間）提議書に従い発表用スライドを作
成。
(復習:2時間）教員からの指示に従いスライドを
修正すること。
３年次）数学・統計学に関する
基礎知識の習得(輪講：オペレ
ーションズ・リサーチ)
４年次）提議書の作成
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３年次）情報・コンピュータに ３年次）
関する基礎知識の習得(輪講：E (予習:2時間）テキストを読んで輪講での発表用
スライドを作成すること。
xcel VBA)
(復習:2時間）輪講で残った不明点を調べて、次
４年次）卒論の作成
回報告すること。
４年次）
(予習:2時間）提議書に従い発表用スライドを作
成。
(復習:2時間）教員からの指示に従いスライドを
修正すること。
３年次）情報・コンピュータに ３年次）
関する基礎知識の習得(輪講：E （予習：2時間）テキストを読んで輪講での発表
用スライドを作成すること。
xcel VBA)
(復習:2時間）輪講で残った不明点を調べて、次
４年次）卒論の作成
回報告すること。
４年次）
（予習：2時間）提議書に従い発表用スライドを
作成。
(復習:2時間）教員からの指示に従いスライドを
修正すること。
３年次）情報・コンピュータに ３年次）
関する基礎知識の習得(輪講：E （予習：2時間）テキストを読んで輪講での発表
用スライドを作成すること。
xcel VBA)
(復習:2時間）輪講で残った不明点を調べて、次
４年次）卒論の作成
回報告すること。
４年次）
（予習：2時間）提議書に従い発表用スライドを
作成。
(復習:2時間）教員からの指示に従いスライドを
修正すること。
３年次）情報・コンピュータに 3年次）
関する基礎知識の習得(輪講：E （予習：2時間）テキストを読んで輪講での発表
用スライドを作成すること。
xcel VBA)
(復習:2時間）輪講で残った不明点を調べて、次
４年次）卒論第一稿提出
回報告すること。
４年次）
（予習：2時間）卒業論文を作成すること。
(復習:2時間）教員からの指示に従い修正するこ
と。
３年次）情報・コンピュータに 3年次）
関する基礎知識の習得(輪講：E （予習：2時間）テキストを読んで輪講での発表
用スライドを作成すること。
xcel VBA)
(復習:2時間）輪講で残った不明点を調べて、次
４年次）卒論論文作成
回報告すること。
４年次）
（予習：2時間）卒業論文を作成すること。
(復習:2時間）教員からの指示に従い修正するこ
と。
３年次）情報・コンピュータに ３年次）
関する基礎知識の習得(輪講：E （予習：2時間）テキストを読んで輪講での発表
用スライドを作成すること。
xcel VBA)
(復習:2時間）輪講で残った不明点を調べて、次
４年次）卒論論文作成
回報告すること。
４年次）
（予習：2時間）卒業論文を作成すること。
(復習:2時間）教員からの指示に従い修正するこ
と。
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３年次）情報・コンピュータに ３年次）
関する基礎知識の習得(輪講：E （予習：2時間）編集用データを読み込んでおく
こと。
xcel VBA)
(復習:2時間）編集作業を継続して進めること。
４年次）卒論第二稿提出
４年次）
（予習：2時間）卒業論文を完成すること。
(復習:2時間）再度自己点検すること。
３年次）
３年次）データの編集実習
４年次）卒論論文の発表準備 （予習：2時間）編集用データを読み込んでおく
こと。
(復習:2時間）編集作業を継続して進めること。
４年次）
（予習：2時間）発表会での役割を考えておくこ
と。
(復習:2時間）教員からの指示に従い準備を進め
ること。
３年次）
３年次）データの編集実習
４年次）卒論論文の抄録の提出 （予習：2時間）編集用データを読み込んでおく
こと。
(復習:2時間）編集したデータを印刷すること。
４年次）
（予習：2時間）卒業論文の抄録を作成すること
。
(復習:2時間）教員からの指示に従い修正するこ
と。
３年次）
卒論論文発表会の準備
（予習：2時間）リハーサルの準備を行うこと。
リハーサル
(復習:2時間）リハーサルでの問題点について改
善を図ること。
４年次）
（予習：2時間）リハーサル用スライドを作成す
ること。
(復習:2時間）教員からの指示に従い修正するこ
と。
３年次）
卒業論文発表会
（予習：6時間）発表会準備を行うこと。
(復習:6時間）発表会を受けて自分のテーマを考
えること。
４年次）
（予習：6時間）発表会用スライドを作成するこ
と。
(復習:6時間）教員からの講評を受けて見直すこ
と。
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

3・4

授業形態
開講学期

講義・演習
通年

単位数

8.0

科目責任者 水野 基樹
科目担当者
水野 基樹
授業概要
（授業全体の内容）
本研究室では、モチベーション理論やリーダーシップ理論を分析の枠組みに用いて、個人が行動へと向かうメ
カニズムを研究しています。近年は、企業組織を主な研究対象にしながらも、スポーツ組織（JリーグやVリー
グ）や、病院組織などの様々な組織体にまで調査研究の対象を拡大して、統計分析の手法を駆使した実証的な
研究を中心に取り組んでいます。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理
観を涵養します。
３年次では、基礎文献の輪読を中心として知識の獲得に努めながら、プレゼンテーション能力の習得に注力し
ます。また、ショート・エッセイやDVDを教材に用い、ビジネス・ケーススタディによるディスカッションを
行います。そして、４年次では、各自がフィールド調査を実施して、卒業論文を仕上げます。
（授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連））
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学の幅広い知識と教養、活用能力
」と「協働による課題解決のためのコミュニケーション能力」、「各分野で指導的な役割を果たすための倫理
観」の習得、スポーツマネジメント学科の学生にとっては、「経営学、社会心理学、社会学等を応用したスポ
ーツマネジメントの知識技能」と「経営資源の側面からマネジメントできる能力」を養う科目として位置づけ
られる。
（到達目標）
(1)組織を効果的にマネジメントするための基本的な理論を理解できる。
(2)組織の理論を企業での実践活動に適用する際の課題や分析的視点（考え方）を説明できる。
(3)文献輪読や卒業研究の発表などを通して、プレゼンテーション能力を発揮できる。
(4)グループ研究活動を通して、コミュニケーション能力や対人関係能力を発揮できる。
(5)企業から求められている社会人基礎力を広範に発揮できる。
成績評価
（成績評価の基準）
(1)「組織を効果的にマネジメントするための基本的な理論を理解できる」はゼミの個人発表と卒業論文で評
価する。
(2)「組織の理論を企業での実践活動に適用する際の課題や分析的視点（考え方）を説明できる」はゼミの個
人発表と集団討議、卒業論文で評価する。
(3)「文献輪読や卒業研究の発表などを通して、プレゼンテーション能力を発揮できる」は卒論中間発表会と
卒論発表会で評価する。
(4)「グループ研究活動を通して、コミュニケーション能力や対人関係能力を発揮できる」はゼミの集団討議
とグループ発表から評価する。
(5)「企業から求められている社会人基礎力を広範に発揮できる」はゼミの集団討議や学内外の各種イベント
等から総合的に評価する。
（成績評価の方法）
三年次 授業態度・取り組む姿勢：30％、レポート：20％、研究発表：50％
四年次 授業態度・取り組む姿勢：30％、研究発表：20％、卒業論文表：50％
※プレゼンテーション資料の作成、プレゼンテーション、ディスカッションへの参加、レポート、卒業論文、
ゼミ活動への関与、出席状況などを総合的に勘案して評価します。
履修における留意事項
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（履修要件）
３年生〜４年生を対象とする。
（履修上の注意（科目独自のルール））
①協調性があり、ゼミ（研究室）の諸々の活動（学会参加・企業見学など）に積極的に関与できること。
②春季と夏季に実施するゼミ合宿に参加できること。
※追記 大学院への進学希望者も受け入れたい。
（課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法）
ゼミでの個人発表、グループ発表、レポートの添削を通してフィードバックする。
（テキスト）
若林満監修、松原敏浩、渡辺直登、城戸康彰編著『経営組織心理学』ナカニシヤ出版、2008年
岸田孝弥監修、久宗周二、水野基樹編著『実践 産業・組織心理学』創成社、2009年
【参考書】加藤茂夫編著『ニューリーダーの組織論―企業のダイナミズムを引き出す―』泉文堂、2002年
連絡先とオフィスアワー
（連絡先）
担当：水野基樹
mtmizuno[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
（オフィスアワー）
日時：月曜日 10時〜12時、火曜日 15時〜16時
場所：1号館3階1320室
※上記の時間帯は予約が無くても対応しますが、予約があった学生を優先します。
できる限り、前日までにE‑Mailで予約するように心掛けてください。
備考
（学習時間）
この授業は、講義と演習の授業形態による8単位の科目であり、2年間（3〜4学年）で授業120時間と準備学習1
20時間の計240時間の学習を必要とする。学期末に3年生はプロポーザル論文、4年生は卒業論文の提出の提出
を義務づける。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
水野基樹
（予習：各学年2時間）
1回
〔テーマ〕
・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
経営組織心理学とは何か？
・発表PPTの作成
（イントロダクション）
・企業事例の資料と動画の作成
〔内容・キーワード〕
・経営組織心理学の課題と歴史 （復習：各学年2時間）
・経営組織心理学の研究対象と ・昨年度のゼミの活動内容の確認
研究方法
・ゼミ活動の内容と進め方に関
する概説
水野基樹
（予習：各学年2時間）
2回
個人の理解
（パーソナリティと対人認知） ・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
〔内容・キーワード〕
・パーソナリティと組織行動 ・企業事例の資料と動画の作成
（復習：各学年2時間）
・組織における対人認知
発表内容のふりかえりと発表者への
・ケーススタディ
フィードバックシートの作成
水野基樹
（予習：各学年2時間）
3回
〔テーマ〕
・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
組織成員の動機づけ
（３次元モチベーション理論） ・発表PPTの作成
・企業事例の資料と動画の作成
〔内容・キーワード〕
・モチベーション理論の史的変 （復習：各学年2時間）
発表内容のふりかえりと発表者への
遷
・欲求系/認知系/報酬系モチベ フィードバックシートの作成
ーション理論
・ケーススタディ
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4回

水野基樹

5回

水野基樹

6回

水野基樹

7回

水野基樹

8回

水野基樹

9回

水野基樹

10回

水野基樹

〔テーマ〕
組織コミットメント
〔内容・キーワード〕
・組織コミットメントの分類と
測定
・組織コミットメントの原因と
結果
・ケーススタディ
〔テーマ〕
経営組織と集団行動
（チームのダイナミクス）
〔内容・キーワード〕
・経営組織における集団の概念
・組織の自立化と集団機能
・ケーススタディ
組織コミュニケーション
〔内容・キーワード〕
・対人的コミュニケーションと
組織コミュニケーション
・組織における効果的なコミュ
ニケーション戦略
・ケーススタディ
〔テーマ〕
リーダーシップ
〔内容・キーワード〕
・管理者の役割とリーダーシッ
プ
・リーダーシップの特性理論と
状況理論
・ケーススタディ
〔テーマ〕
組織文化
〔内容・キーワード〕
・組織文化の生成と維持
・組織文化の変革
・ケーススタディ
〔テーマ〕
人的資源管理政策・施策
〔内容・キーワード〕
・人材マネジメント(HRM)の諸
機能
・戦略的人的資源管理(SHRM)
・ケーススタディ
〔テーマ〕
キャリア発達とキャリア支援制
度
〔内容・キーワード〕
・経営組織におけるキャリア概
念とキャリア発達理論
・職場におけるキャリア発達に
対する支援制度
・ケーススタディ

1189

（予習：各学年2時間）
・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
・企業事例の資料と動画の作成
（復習：各学年2時間）
発表内容のふりかえりと発表者への
フィードバックシートの作成
（予習：各学年2時間）
・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
・企業事例の資料と動画の作成
（復習：各学年2時間）
発表内容のふりかえりと発表者への
フィードバックシートの作成
（予習：各学年2時間）
・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
・企業事例の資料と動画の作成
（復習：各学年2時間）
発表内容のふりかえりと発表者への
フィードバックシートの作成
（予習：各学年2時間）
・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
・企業事例の資料と動画の作成
（復習：各学年2時間）
発表内容のふりかえりと発表者への
フィードバックシートの作成
（予習：各学年2時間）
・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
・企業事例の資料と動画の作成
（復習：各学年2時間）
発表内容のふりかえりと発表者への
フィードバックシートの作成
（予習：各学年2時間）
・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
・企業事例の資料と動画の作成
（復習：各学年2時間）
発表内容のふりかえりと発表者への
フィードバックシートの作成
（予習：各学年2時間）
・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
・企業事例の資料と動画の作成
（復習：各学年2時間）
発表内容のふりかえりと発表者への
フィードバックシートの作成

11回

水野基樹

12回

水野基樹

13回

水野基樹

14回

水野基樹

15回

水野基樹

16回

水野基樹

17回

水野基樹

〔テーマ〕
組織ストレスとストレスマネジ
メント
〔内容・キーワード〕
・組織ストレスとは？
・組織ストレスのマネジメント
とコーピング（対処）
・ケーススタディ
〔テーマ〕
仕事と家庭生活
（ワーク・ファミリー・バラン
ス）
〔内容・キーワード〕
・仕事と家庭生活の両立とワー
ク・ファミリー・コンフリクト
・企業のファミリー・フレンド
リー施策
・ケーススタディ
〔テーマ〕
経営組織のグローバル化
〔内容・キーワード〕
・グローバル企業の戦略と組織
設計
・グローバル人的資源管理と組
織文化
・ケーススタディ
〔テーマ〕
病院組織のマネジメント
〔内容・キーワード〕
・わが国の医療制度の在り方
・医療の質の管理と医療事故対
策
・ケーススタディ
〔テーマ〕
福祉組織のマネジメント
〔内容・キーワード〕
・福祉（介護）労働従事者のマ
ネジメント
・サービスの質の評価
・ケーススタディ
〔テーマ〕
スポーツ選手のキャリア･マネ
ジメント
〔内容・キーワード〕
・スポーツ選手のキャリア･ト
ランジション
・スポーツ選手のセカンドキャ
リア
・ケーススタディ
〔テーマ〕
労働と健康(1) ―労働と事故
―
〔内容・キーワード〕
・作業中の事故の実態と自己防
止対策
・人間工学的な作業環境対策
・ケーススタディ
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（予習：各学年2時間）
・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
・企業事例の資料と動画の作成
（復習：各学年2時間）
発表内容のふりかえりと発表者への
フィードバックシートの作成
（予習：各学年2時間）
・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
・企業事例の資料と動画の作成
（復習：各学年2時間）
発表内容のふりかえりと発表者への
フィードバックシートの作成

（予習：各学年2時間）
・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
・企業事例の資料と動画の作成
（復習：各学年2時間）
発表内容のふりかえりと発表者への
フィードバックシートの作成
（予習：各学年2時間）
・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
・企業事例の資料と動画の作成
（復習：各学年2時間）
発表内容のふりかえりと発表者への
フィードバックシートの作成
（予習：各学年2時間）
・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
・企業事例の資料と動画の作成
（復習：各学年2時間）
発表内容のふりかえりと発表者への
フィードバックシートの作成
（予習：各学年2時間）
・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
・企業事例の資料と動画の作成
（復習：各学年2時間）
発表内容のふりかえりと発表者への
フィードバックシートの作成

（予習：各学年2時間）
・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
・企業事例の資料と動画の作成
（復習：各学年2時間）
発表内容のふりかえりと発表者への
フィードバックシートの作成

18回

水野基樹

19回

水野基樹

20回

水野基樹

21回

水野基樹

22回

水野基樹

23回

水野基樹

24回

水野基樹

〔テーマ〕
労働と健康(2) ―看護職従事
者の健康―
〔内容・キーワード〕
・交代制勤務従事者の健康問題
と両立支援
・作業状況意識の違いによる満
足度とストレス
・ケーススタディ
〔テーマ〕
労働と健康(3) ―精神障害者
の就労と課題―
〔内容・キーワード〕
・精神障害者の雇用実態（就労
）と法律
・精神障害者の就労上の課題
・ケーススタディ
〔テーマ〕
労働と健康(4) ―サービス労
働への移行―
〔内容・キーワード〕
・工業経済システムと消費社会
・サービス労働へのパラダイム
シフト
・ケーススタディ
〔テーマ〕
交通と生活(1) ―交通事故の
交通心理学―
〔内容・キーワード〕
・業種別にみた交通事故
・コレスポンデンス分析と仮説
検証
・ケーススタディ
〔テーマ〕
交通と生活(2) ―ユーザビリ
ティの研究―
〔内容・キーワード〕
・新幹線自動券売機のユーザビ
リティ
・観察調査とヒアリング（聞き
取り）調査
・ケーススタディ
〔テーマ〕
交通と生活(3) ―電車利用時
の人間行動―
〔内容・キーワード〕
・交通バリアフリー施設利用時
の人間行動
・電車運休時のトラブル分析
・ケーススタディ
〔テーマ〕
交通と生活(4) ―高齢者の生
活環境―
〔内容・キーワード〕
・高齢者の移動手段の現状と課
題
・高齢者の生活環境の整備
・ケーススタディ
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（予習：各学年2時間）
・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
・企業事例の資料と動画の作成
（復習：各学年2時間）
発表内容のふりかえりと発表者への
フィードバックシートの作成

（予習：各学年2時間）
・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
・企業事例の資料と動画の作成
（復習：各学年2時間）
発表内容のふりかえりと発表者への
フィードバックシートの作成
（予習：各学年2時間）
・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
・企業事例の資料と動画の作成
（復習：各学年2時間）
発表内容のふりかえりと発表者への
フィードバックシートの作成
（予習：各学年2時間）
・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
・企業事例の資料と動画の作成
（復習：各学年2時間）
発表内容のふりかえりと発表者への
フィードバックシートの作成
（予習：各学年2時間）
・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
・企業事例の資料と動画の作成
（復習：各学年2時間）
発表内容のふりかえりと発表者への
フィードバックシートの作成

（予習：各学年2時間）
・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
・企業事例の資料と動画の作成
（復習：各学年2時間）
発表内容のふりかえりと発表者への
フィードバックシートの作成
（予習：各学年2時間）
・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
・企業事例の資料と動画の作成
（復習：各学年2時間）
発表内容のふりかえりと発表者への
フィードバックシートの作成

25回

水野基樹

26回

水野基樹

27回

水野基樹

28回

水野基樹

（予習：各学年2時間）
〔テーマ〕
交通と生活(5) ―民間レジャ ・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
ーランドの役割―
・企業事例の資料と動画の作成
〔内容・キーワード〕
・観光における民間レジャーラ （復習：各学年2時間）
発表内容のふりかえりと発表者への
ンドの役割
・民間レジャーランドと公共交 フィードバックシートの作成
通システム
・ケーススタディ
（予習：各学年2時間）
〔テーマ〕
安全と改善(1) ―ヒヤリ・ハ ・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
ット―
・企業事例の資料と動画の作成
〔内容・キーワード〕
・ヒヤリ・ハットと自然災害の （復習：各学年2時間）
発表内容のふりかえりと発表者への
減災
・ヒヤリ・ハット情報の有効利 フィードバックシートの作成
用
・ケーススタディ
（予習：各学年2時間）
〔テーマ〕
安全と改善(2) ―KAIZEN活動 ・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
―
・企業事例の資料と動画の作成
〔内容・キーワード〕
（復習：各学年2時間）
・工場におけるKAIZEN活動
・製造現場の作業特性とKAIZEN 発表内容のふりかえりと発表者への
フィードバックシートの作成
内容
・ケーススタディ
（予習：各学年2時間）
〔テーマ〕
安全と改善(3) ―集合研修の ・教科書の担当章の読み込みとレジュメの作成
・発表PPTの作成
有効性―
・企業事例の資料と動画の作成
〔内容・キーワード〕
・参加型人間工学に基づいた集 （復習：各学年2時間）
・本年度のゼミの活動内容の総括
合研修
・アクションチェックリストの
有効性
・ケーススタディ
定期試験は実施しません
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

演習
通年

対象学年

3

単位数

8.0

科目責任者 柳谷 登志雄
科目担当者
柳谷登志雄
授業概要
[授業全体の内容]
スポーツバイオメカニクスに関連した卒業論文を作成することが出来るように、基礎的な学習・演習をする。
スポーツ用品開発について、スポーツバイオメカニクスの視点から学ぶ。
発表会などの日程に向けて、毎週各自のテーマに関するプレゼンテーションを行う。
不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力との関連]
この授業では、特にスポーツバイオメカニクスを通して、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養
」を身につける。
スポーツ科学やスポーツバイオメカニクス研究を通して、「対人調整力」や「コミュニケーション能力」を身
につける。
3.
スポーツ科学（特にスポーツバイオメカニクス）の研究者として活躍する能力を身につけられる。
スポーツ用品の開発過程を学ぶことが出来る。
科学的な視点を持ち、データに基づいたスポーツ指導が出来るようになる。
成績評価
３年時には１１月に開催の順風祭において研究発表をすることを目標にして活動を進めます。
４年時に、日本国内の学会に発表することを目標にして活動を進めます
ゼミナールの時間は研究活動の報告の場になるため、それ以外の時間に実験やデータ解析をすることが必要と
なります。
履修における留意事項
毎週のプレゼンテーションを採点して、総合的な評価を行います。
連絡先とオフィスアワー
【受講条件】
ゼミナールの時間以外に、研究室に来て実験やデータ解析の時間を作ることができること。
備考
火曜日午後
水曜日放課後
木曜日
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
柳谷登志雄
予習：事前に配布する資料に目通す（60分）
1
年度の目標確認
今年度に開催される学会などの 復習：各自の研究テーマを考える（60分）
紹介・説明
柳谷登志雄
2〜24
各自のテーマ関する進捗状況な 予習：各自の研究テーマの進捗状況などをが明確
どのプレゼンテーションとディ となるパワーポイントを作成してプレゼンテーシ
ョンする。
スカッション
復習：授業中に行われたディスカッションを元に
実験、データ解析などを行う。
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

吉村

3

授業形態
開講学期

講義
通年

単位数

8.0

雅文

授業概要
［授業全体の内容］
「球技コーチングゼミナール」では、以下の6つの側面から学習し、現場で発揮するための効果的なコーチン
グについて検討するとともに、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養
する。
①「コーチングとは何か」という「理念?哲学?思想」に関すること
②コーチングに関わる専門的な「知識?情報」に関すること
③技術指導、模範（デモンストレーション）なども含めた「プレゼンテーション」に関すること
④人間理解に基づいた「コミュニケーション」に関すること
⑤コーチとしての「社会との関わり」に関すること
⑥様々な分野において力になってくれる協力者との連携を構築するための「ネットワーク」に関すること
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関係）］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身につけるため
の科目の１つとして開講される。また、スポーツ科学科においては、「スポーツ科学の知識の基づき、現場で
指導できる能力ないしは研究できる能力」という学位授与方針の達成にも寄与する。
［授業の到達目標］
ゼミ員一人一人が、ゼミナール活動を通じて、効果的なコーチングの基礎を説明でき、現場指導において有効
なコーチングを実践することができる。 また、自らの研究テーマを設定し、適切な研究方法から結果を導き
出し、考察できるようにする。
成績評価
［成績評価の基準］
3年次、どのような背景からその課題をテーマにしたか説明することができるか。また、提議書が適切に書か
れているか。
４年次、研究に関してのデザインと進捗状況を説明できるか。また、研究論文としてまとめ、パワーポイント
を使い研究の結果・考察を適切に説明できるか。
［成績評価の方法］
３年次前後期に行なわれる課題発表（50%）と提議書提出（50%）による評価
４年次中間報告（30%）、卒業論文提出、卒業論文発表（70%）による評価
履修における留意事項
［履修要件］
球技コーチング分野に興味を持っていることはもちろん、自分自身を成長させるために能動的な姿勢を持って
いる方と一緒に活動したいと考えています。球技コーチングゼミナールは、様々なスポーツを通して積極的に
地域貢献を行い、また、地域の活動に積極的に参加しながら、自分自身の成長を考えることができる方を希望
いたします。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
授業内でディスカッションを多く行いますので、積極的に取り組んで下さい。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
提出されたレポート課題は、速やかに添削し返却します。
［テキスト・参考書等］
必要に応じ、授業時に文献、参考図書等について紹介するので、自主的に取り寄せ、精読していただきたい。
さらに、必要に応じ、授業時に資料を配付するので、予習復習に役立てもらいたい。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：吉村雅文
E‑mail：msyoshi@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：月曜日および金曜日 12:00〜12:50
場所：1号館5階、1528室
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約があった学生を優先します。
できる限り、前日までにE‑mailで予約するように心がけてください。
備考
［学修時間］
この授業科目は、講義による8単位の科目であり、授業240時間と準備学習120時間の計360時間の学習を必要と
する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
吉村雅文
(予習：1h)
1〜２
［授業内容］
ゼミナール活動で行う内容につ 大学のゼミナール活動とはどういうものか調べて
くること。
いて理解を深める。

3〜4

5〜6

7〜８

9〜10

吉村雅文

［授業方法］
ゼミナール活動内容についてデ
ィスカッションする。
［授業内容］
「コーチング」とは？ 「コー
チング」に関して理解を深める
。

吉村雅文

［授業方法］
各自で調べてきた「コーチング
」に関して発表を行う。
［授業内容］
「リーダー」とは？ 「リーダ
ーシップ」とは何かについて理
解を深める。

吉村雅文

吉村雅文

［授業方法］
「リーダー」「リーダーシップ
」について調べてきたことに関
して発表を行う。
［授業内容］
「コミュニケーション」とは？
「コミュニケーションスキル
」について理解を深める。
［授業方法］
「コミュニケーション」につい
て調べてきたことを発表する。
［授業内容］
地域貢献事業①：NPO法人レー
ヴェンが主催している地域の子
ども達とのスポーツ活動に参加
し、地域貢献活動の重要性の理
解を深める。
［授業方法］
子供達のスポーツ指導の実践を
行う。
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(復習：1h)
2年間のゼミナール活動の内容に関して整理する
。
(予習：1h)
「コーチ」の仕事・役割、および「コーチング」
について調べてくる。
(復習：1h)
「コーチ」の仕事・役割、および「コーチング」
についてレポートにまとめる。
(予習：1h)
「リーダー」「リーダーシップ」とは何か調べて
くる。
(復習：1h)
「リーダー」および「リーダーシップ」に関して
理解したことをレポートにまとめる。

(予習：1h)
「コミュニケーション」および「コミュニケーシ
ョンスキル」について調べてくる。
(復習：1h)
「コミュニケーション」および「コミュニケーシ
ョンスキル」について理解したことをレポートに
まとめる。
(予習：1h)
地域貢献活動とは何か調べてくること。
(復習：1h)
子ども達との活動を通して感じたことをレポート
にまとめること。

11〜12

吉村雅文

13〜14

吉村雅文

15〜16

吉村雅文

17〜18

吉村雅文

19〜20

21〜22

吉村雅文

吉村雅文

［授業内容］
「コミュニケーション」とは？
「コミュニケーションスキル
」に必要な「インタラクティブ
」「クリティカルティンキング
」ついて理解を深める。

(予習：1h)
「コミュニケーション」および「コミュニケーシ
ョンスキル」について調べてくる。
(復習：1h)
「絵合わせゲーム」で学んだことをレポートにま
とめる。

［授業方法］
「絵合わせゲーム」を体験する
。
(予習：1h)
［授業内容］
wearable device GPSの機能と GPSシステムについて調べてくる。
使用方法について理解を深める
(復習：1h)
。
wearable device GPSの使用方法について整理す
る。
［授業方法］
実際にwearable device GPSを
各自搭載し、運動測定を行う。
(予習：1h)
［授業内容］
wearable device GPSの機能と GPSシステムを使用した文献を各自調べてくる。
使用方法について理解を深める
(復習：1h)
。
High intensity runningについて復習する。
［授業方法］
実際にwearable device GPSを
各自搭載し、運動測定を行う。
(予習：1h)
［授業内容］
研究論文作成のための抄読会の 各自興味のある研究論文の中から、1編を選び内
重要性について理解を深める。 容について解説できる準備をする。
［授業方法］
各自読んできた論文について発
表を行う。また、その論文の問
題点、改善点、オリジナリティ
ー、新規性等々について議論す
る。
［授業内容］
研究論文作成のための抄読会の
重要性について理解を深める。

(復習：1h)
抄読会を通して、自分自身の卒業論文のテーマを
検討する。

［授業方法］
各自読んできた論文について発
表を行う。また、その論文の問
題点、改善点、オリジナリティ
ー、新規性等々について議論す
る。
［授業内容］
研究論文作成のための抄読会の
重要性について理解を深める。

(復習：1h)
抄読会を通して、自分自身の卒業論文のテーマを
検討する。

(予習：1h)
各自興味のある研究論文の中から、1編を選び内
容について解説できる準備をする。

(予習：1h)
各自興味のある研究論文の中から、1編を選び内
容について解説できる準備をする。

(復習：1h)
［授業方法］
各自読んできた論文について発 抄読会を通して、自分自身の卒業論文のテーマを
表を行う。また、その論文の問 検討する。
題点、改善点、オリジナリティ
ー、新規性等々について議論す
る。
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23〜24

25〜26

27〜28

29〜30

31〜32

吉村雅文

吉村雅文

吉村雅文

吉村雅文

吉村雅文

(予習：1h)
［授業内容］
研究論文作成のための抄読会の 各自興味のある研究論文の中から、1編を選び内
重要性について理解を深める。 容について解説できる準備をする。
［授業方法］
各自読んできた論文について発
表を行う。また、その論文の問
題点、改善点、オリジナリティ
ー、新規性等々について議論す
る。
［授業内容］
研究論文作成のための抄読会の
重要性について理解を深める。

(復習：1h)
抄読会を通して、自分自身の卒業論文のテーマを
検討する。

［授業方法］
各自読んできた論文について発
表を行う。また、その論文の問
題点、改善点、オリジナリティ
ー、新規性等々について議論す
る。
［授業内容］
研究論文作成のための抄読会の
重要性について理解を深める。

(復習：1h)
抄読会を通して、自分自身の卒業論文のテーマを
検討する。

［授業方法］
各自読んできた論文について発
表を行う。また、その論文の問
題点、改善点、オリジナリティ
ー、新規性等々について議論す
る。
［授業内容］
地域貢献事業②：八街市で行わ
れている地域貢献活動に参加し
、高齢者の方々と交流を持ち、
地域貢献活動および地域社会を
考える重要性の理解を深める。

(復習：1h)
抄読会を通して、自分自身の卒業論文のテーマを
検討する。

(予習：1h)
各自興味のある研究論文の中から、1編を選び内
容について解説できる準備をする。

(予習：1h)
各自興味のある研究論文の中から、1編を選び内
容について解説できる準備をする。

(予習：1h)
地域貢献活動とは何か調べてくること。
(復習：1h)
高齢者の方々との活動を通して感じたことをレポ
ートにまとめること。

［授業方法］
高齢者の運動指導の実践を行う
。
(予習：1h)
［授業内容］
卒業論文及び卒業論文のための 提議書および倫理申請書の書き方について調べて
提議書の作成について理解を深 くる。
める。
(復習：1h)
各自で作成した提議書および倫理申請書を訂正す
［授業方法］
今までの学習から、各自トライ る。
したい、また実現可能な、さら
に何らかの貢献が可能な研究（
卒業論文）の提議書作成を行う
。
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33〜34

吉村雅文

35〜36

吉村雅文

37〜38

39〜40

41〜42

43〜44

45〜46

吉村雅文

吉村雅文

吉村雅文

吉村雅文

吉村雅文

(予習：1h)
［授業内容］
卒業論文及び卒業論文のための 提議書および倫理申請書の書き方について調べて
提議書の作成について理解を深 くる。
める。
(復習：1h)
各自で作成した提議書および倫理申請書を訂正す
［授業方法］
今までの学習から、各自トライ る。
したい、また実現可能な、さら
に何らかの貢献が可能な研究（
卒業論文）の提議書作成を行う
。
(予習：1h)
［授業内容］
各自の卒業論文内容に関して理 各自卒業論文作成に必要な文献考証、実験・調査
・測定を行う。
解を深める。
［授業方法］
卒業論文作成：各自提議書に沿
って、卒業論文を作成する。
［授業内容］
各自の卒業論文内容に関して理
解を深める。

(復習：1h)
各自、目的に応じた適切な方法で実験・調査・測
定を行い、卒業論文作成に力を注ぐ。
(予習：1h)
各自卒業論文作成に必要な文献考証、実験・調査
・測定を行う。

［授業方法］
卒業論文作成：各自提議書に沿
って、卒業論文を作成する。
［授業内容］
各自の卒業論文内容に関して理
解を深める。

(復習：1h)
各自、目的に応じた適切な方法で実験・調査・測
定を行い、卒業論文作成に力を注ぐ。
(予習：1h)
各自卒業論文作成に必要な文献考証、実験・調査
・測定を行う。

［授業方法］
卒業論文作成：各自提議書に沿
って、卒業論文を作成する。
［授業内容］
各自の卒業論文内容に関して理
解を深める。

(復習：1h)
各自、目的に応じた適切な方法で実験・調査・測
定を行い、卒業論文作成に力を注ぐ。
(予習：1h)
各自卒業論文作成に必要な文献考証、実験・調査
・測定を行う。

［授業方法］
卒業論文作成：各自提議書に沿
って、卒業論文を作成する。
［授業内容］
各自の卒業論文内容に関して理
解を深める。

(復習：1h)
各自、目的に応じた適切な方法で実験・調査・測
定を行い、卒業論文作成に力を注ぐ。
(予習：1h)
各自卒業論文作成に必要な文献考証、実験・調査
・測定を行う。

［授業方法］
卒業論文作成：各自提議書に沿
って、卒業論文を作成する。
［授業内容］
各自の卒業論文内容に関して理
解を深める。

(復習：1h)
各自、目的に応じた適切な方法で実験・調査・測
定を行い、卒業論文作成に力を注ぐ。
(予習：1h)
各自卒業論文作成に必要な文献考証、実験・調査
・測定を行う。

(復習：1h)
［授業方法］
卒業論文作成：各自提議書に沿 各自、目的に応じた適切な方法で実験・調査・測
って、卒業論文を作成する。 定を行い、卒業論文作成に力を注ぐ。
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47〜48

49〜50

吉村雅文

吉村雅文

(予習：1h)
［授業内容］
各自の卒業論文内容に関して理 各自卒業論文作成に必要な文献考証、実験・調査
・測定を行う。
解を深める。
［授業方法］
卒業論文作成：各自提議書に沿
って、卒業論文を作成する。
［授業内容］
各自の卒業論文内容に関して理
解を深める。

(復習：1h)
各自、目的に応じた適切な方法で実験・調査・測
定を行い、卒業論文作成に力を注ぐ。
(予習：1h)
卒業論文中間発表会のためのパワーポイントを準
備する。

(復習：1h)
卒業論文中間発表会の際の質疑応答をまとめ、卒
業論文の加筆・修正を行う。
(予習：1h)
［授業内容］
各自の卒業論文内容に関して理 各自卒業論文作成に必要な文献考証、実験・調査
・測定を行う。
解を深める。
［授業方法］
卒業論文中間発表会を行う。

51〜52

53〜54

55〜56

吉村雅文

吉村雅文

吉村雅文

［授業方法］
卒業論文作成：各自提議書に沿
って、卒業論文を作成する。
［授業内容］
各自の卒業論文内容に関して理
解を深める。

(復習：1h)
各自、目的に応じた適切な方法で実験・調査・測
定を行い、卒業論文作成に力を注ぐ。
(予習：2h)
各自卒業論文作成に必要な文献考証、実験・調査
・測定を行う。

［授業方法］
卒業論文作成：各自提議書に沿
って、卒業論文を作成する。
［授業内容］
卒業論文発表会（最終審査を兼
ねる）

(復習：2h)
各自、目的に応じた適切な方法で実験・調査・測
定を行い、卒業論文作成に力を注ぐ。
(予習：2h)
卒業論文発表会のためのパワーポイントを準備す
る。

(復習：2h)
［授業方法］
パワーポイントで卒業論文に関 発表会終了後、反省会を行う。
して10分のプレゼンテーション
を行う。
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

四方田

授業形態
開講学期
3,4

単位数

8.0

清

授業概要
［授業全体の内容］
本講は、精神保健福祉領域における医療や保健･福祉などを中心に、障害者の生活支援について、アプローチ
する理論や方法、技術を学びます。また、フィールドワーク活動として、毎年、精神障害者スポーツ（ソフト
バレーボール・フットサル大会等）の審判ボランティアや精神保健福祉関連学会やフォーラムへの参加をゼミ
ナール活動の一環として取り入れます。2016年度から実施している精神保健福祉関連ボランティアに年間1ヵ
所は最低参加すること。
また、精神保健福祉士養成に関わるより実践的な現場実践として、精神科医療機関等に出向き、実践的なソー
シャルワークの実際に触れる機会も設けます。
以上を通して、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養します。
【3年次】
身近にある社会問題とメンタルヘルス（こころの健康）について、障害者福祉を軸にグループ研究（アンケー
ト調査など）を実践します。
【4年次】
個々が持つ医療･保健･福祉などの関心領域における研究課題について、卒業研究として探求し、研究成果を発
表し、卒業論文の作成を行います。また、合同ゼミナール卒業論文発表会に向けての準備も行う。
成績評価
成績評価の基準］
1. 研究課題を設定し、問題提起、研究方法等を明確にした卒業論文の提議書が作成できる（レポート作成）
2. 課題の検討結果や研究成果をプレゼンテーションできる（プレゼンテーション能力の獲得）
3. 調査実践、結果分析及びデータ解析、考察の方法を理解している（卒業論文作成能力）
4. 卒業論文に対する取組状況によって授業態度を評価する（平常点）
3年次
4年次
評価

前･後期ごとにそれぞれ発表とミニレポートの提出および出席状況等から総合的に評価
卒業論文に関する作成経過、中間発表、研究成果発表（卒業論文合同発表会）の内容等から総合的に

［成績評価の方法］
研究調査等の経過及び成果報告（50％）、体験プログラム報告書（30%）ゼミナール出席状況（100％）、授業
態度等（10％）によって評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
学生は、必修科目なので必ず履修すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
この授業科目では、フィールドワークや研究発表や討議が中心となるので、能動的・積極的に取り組むこと
。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
レポート、課題については、授業内で必要な情報や改善内容を示す。
[テキスト・参考書等]
授業内で適宜指示する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：四方田 清
E‑mail: k‑yomoda[at]juntendo.ac.jp

（［at］を@に変更してください）

［オフィスアワー］
<さくらキャンパス>
日時： 木曜日 13:10〜14:45
場所: 1号館4階1420室
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による3年及び4年の2年間で8単位の科目であり、授業240時間と準備学習120時
間の計360時間の学修を必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
四方田
［予習］120分
1
［授業内容］
精神保健福祉領域に関する基礎 授業テーマに関する事項の資料を各自収集し、事
前学習を行う。
的な知識を理解する。

9〜13回 四方田

１．精神保健福祉の歴史
２．精神科医療
３．地域精神保健と精神保健活
動
４．精神障害者の日常生活支援
５．こころの健康
６．精神保健福祉に関する関連
法
［授業内容］
地域実践活動に向けた情報収集
と準備を行う。

［復習］60分
授業で学んだ内容を研究ノートに作成し、整理す
る。
関心事項や疑問点課題を整理しておくこと。

［予習］120分
調査する内容を文献等で確認し事前学習としてま
とめておく。自分が所属する領域以外についても
、問題や課題をメモする。

１．精神科医療機関
［復習］60分
（病院、診療所）
調査した内容を今一度文献等を使用して内容を確
２．地域施設
（地域活動支援センター） 認し、地域学習のための、準備を行う。
３．行政機関
（保健所、精神保健福祉セン
ター）
４．フィールドワーク
（精神保健福祉ボランティア
）

14‑18

四方田

［プレゼンテーション］
各領域ごとに調査した内容を発
表する。
［予習］120分
［授業内容］
グループ研究を行うための準備 グループ研究について、各自で事前学習として情
報収集する。
と実践を行う。
［復習］60分
１．テーマの決定
２．具体的な研究方法を検討・ 研究内容の進捗の整理と次回に向けた準備を行う
。
決定
３．グループ研究の実施
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19‑23

四方田

24‑28

四方田

［予習］120分
［授業内容］
卒論作成に向けた準備を行う 卒論についての計画について、事前に整理する
。各自関心のあるテーマについ
［復習］60分
て検討し、指導を受ける。
卒論作成のためのスケジュールのチェックと確認
１．卒論の基礎知識について学 をしっかり行う。
ぶ。
２．卒論の堤議書（案）の作成
３．卒論作成のスケジュールの
検討
［予習］120分
［授業内容］
卒論指導を中心に個別指導を行 各自の研究内容の進捗を確認し、指導を受けた内
容を事前学習する
i
卒業論文作成と執筆に向けた準
［復習］60分
備を計画的に行う。
指導を受けた事項の整理と論文作成に向けたスケ
ジュール管理を行う。
１．卒論の進捗と発表
２．卒論中間発表に向けた準備
３．卒論成果物発表（発表会）
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

ゼミナール（卒業研究）
通年

対象学年

3

単位数

8.0

科目責任者
科目担当者

涌井

佐和子

授業概要
[授業全体の内容]
本ゼミナールでは、運動・食・体重管理行動などの健康行動や健康体力に焦点をあて、子どもから高齢者、
アスリートまでの幅広い年代を対象とした健康づくりの方法、理論、研究方法について、心理・行動・社会学
的視点から学びます。また、学んだ成果を研究発表や卒業論文として論理的にまとめることを目標としている
。あわせて、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
具体的には、先行文献の精読・考証・発表や教員・他学生との討議を通じて、各自の研究課題を絞り込み、
説得力のある問題提起と、研究方法等を明確にした研究計画を策定し提議書としてまとめる。さらに、論文抄
読会を通じて調査・実験に関する方法論を理解し、各自の研究課題にあった調査・実験やデータに関する討論
を重ねることで考察を深めて、研究成果を卒業論文として完成させる。発表や論文作成にも積極的に取り組む
。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
⑤「健康教育についての専門的知識と実践的能力の取得」、ならびに⑥「健康支援についての専門的知識と実
践技能取得」を目指します。また、この科目は、「高い倫理観」及び「スポーツ健康科学に関する研究能力」
という学位授与方針の達成に寄与する。
■①「対人調整力」（S、K、M）
■②「コミュニケーション力」（S、K、M）
■③「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」（S、K、M）
■④「①〜③を応用し表現する能力」（S、K、M）
□⑤「医学的知識を備えたスポーツ指導者の育成」（S）
□⑥「スポーツ指導現場に詳しいスポーツ医科学研究者の育成」（S）
□⑦「経営学・社会心理学・社会学を応用したスポーツマネジメントについての知識」（M）
□⑧「スポーツをヒト・モノ・カネ・情報という経営資源の側面からマネジメントできる（M）
■⑨「健康についての専門的知識と実践的技能の取得」（K）
■⑩「健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」（K)
□⑪資格対応科目
※S：スポーツ科学科、M：スポーツマネジメント学科、K：健康学科
[授業の到達目標]
1. スポーツ健康科学に関連する文献の考証と各自の独創的なアイディアをもとに、研究課題を設定し、問
題提起、研究方法等を明確にした研究計画書を作成できる。
2. 研究計画書に基づく調査・実験およびデータ解析を行い考察を加えることで、発表、論文作成ができる
。
3. 上記を総合し、卒業論文を完成させることができる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 研究課題を設定し、問題提起、研究方法等を明確にした研究計画が作成できる（レポート）
2. 課題の検討結果や研究成果をプレゼンテーションできる（プレゼンテーション）
3. 文献考証、調査・実験、データ解析、考察の方法の基本を理解している（レポート）
4. 卒業論文に対する取組状況によって授業態度を評価する（平常点）
[成績評価の方法]
レポート（20％)、プレゼンテーション、（20％）、卒業論文(20％)、平常点(40％)を総合して評価する。
履修における留意事項
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[履修要件]
科目の履修登録は毎年行うこと。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
この授業科目では、発表や討議が中心となるので、能動的に取り組むこと。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
レポート、課題については、授業内で必要な情報や改善内容を示す。
[テキスト・参考書等]
授業中に指示する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：涌井 佐和子
E‑mail: swakui[at]juntendo.ac.jp （［at］を@に変更してください）
［オフィスアワー］
<さくらキャンパス>
日時： 水曜日 昼休み時間
場所: 1号館4階1402室
備考
この授業は、演習の授業形態による8単位の科目であり、授業240時間と準備学習120時間の計360時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
涌井
（予習：2時間/回）
1‑8
［授業内容］
健康づくりに関連する文献の考
証と各自の独創的なアイディア 各自の研究テーマおよびその関連分野の資料・情
をもとに、研究課題を設定する 報を積極的に収集すること。
（復習：2時間/回）
。
各自の研究テーマに基づく実験・調査結果の分析
［授業方法］
先行文献を精読・考証し、発表 ・考察を深めたうえで、指導教員からの指導もふ
するとともに、教員や他学生と まえ、文章にまとめること。
の討議を通じて独創的なアイデ
ィアを提案していくことで、各
自の研究課題を絞り込む。
涌井
（予習：2時間/回）
9‑16
［授業内容］
説得力のある問題提起の仕方を
各自の研究テーマおよびその関連分野の資料・情
習得する。
報を積極的に収集すること。
［授業方法］
研究課題が適切に設定されてい （復習：2時間/回）
ることをバックアップする問題 各自の研究テーマに基づく実験・調査結果の分析
提起を、先行文献の調査や、教 ・考察を深めたうえで、指導教員からの指導もふ
員や他学生との討議を通じて行 まえ、文章にまとめること。
う。
涌井
（予習：2時間/回）
17‑26
［授業内容］
研究方法等を明確にした研究計
画を提議書としてまとめる。 各自の研究テーマおよびその関連分野の資料・情
報を積極的に収集すること。
［授業方法］
課題に応じた研究方法を検討し （復習：2時間/回）
、問題提起などと合わせて提議 各自の研究テーマに基づく実験・調査結果の分析
・考察を深めたうえで、指導教員からの指導もふ
書の形式としてまとめる。
まえ、文章にまとめること。
涌井
（予習：2時間/回）
27‑34
［授業内容］
調査・実験を遂行する。
各自の研究テーマおよびその関連分野の資料・情
［授業方法］
論文抄読会を通じて調査・実験 報を積極的に収集すること。
の理解を深め、各自の研究課題 （復習：2時間/回）
にあった調査・実験を検討し遂 各自の研究テーマに基づく実験・調査結果の分析
行する。調査・実験を通じてデ ・考察を深めたうえで、指導教員からの指導もふ
まえ、文章にまとめること。
ータを収集する。
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35‑44

45‑56

涌井

涌井

［授業内容］
収集したデータを解析し考察す
ることで洞察を深める。
［授業方法］
各自の研究で必要となるデータ
を整理し解析する。得られた結
果を文献考証と関連づけて考察
する。
［授業内容］
考察を深めて卒業論文としてま
とめていく。発表や論文執筆の
方法を理解する。
［授業方法］
発表会や討議を通じて考察を深
めて、卒業論文を完成させてい
く。発表・論文執筆にも取り組
んでいく。
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（予習：2.4時間/回）
各自の研究テーマおよびその関連分野の資料・情
報を積極的に収集すること。
（復習：2.4時間/回）
各自の研究テーマに基づく実験・調査結果の分析
・考察を深めたうえで、指導教員からの指導もふ
まえ、文章にまとめること。
（予習：2.3時間/回）
各自の研究テーマおよびその関連分野の資料・情
報を積極的に収集すること。
（復習：2.3時間/回）
各自の研究テーマに基づく実験・調査結果の分析
・考察を深めたうえで、指導教員からの指導もふ
まえ、卒業論文として完成させること。

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

演習
通年

対象学年

3

単位数

8.0

科目責任者
科目担当者

町田

修一

授業概要
［授業全体の内容］
トレーニング、骨格筋の形態・機能、全身持久力、競技パフォーマンス、加齢・発育発達、健康、月経周期
(女性)、老化、サルコペニア、フレイル、高齢者の運動指導などをキーワードに、学生自らが興味・関心に沿
った学術的、社会的に重要な研究テーマを見出し、論理的思考に基づいてその問題を解決するための能力を身
に付けるサポートをしていく。具体的には、運動生理学・トレーニング科学分野における基本的な測定手法や
統計処理方法を習得するとともに、学生が自ら研究計画を立案・実行し、その内容についてプレゼンテーショ
ンをするとともに、論文にまとめられるよう取り組む。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推
進するための高い倫理観を涵養する。
［授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」、「協働で課題
を解決するために必要なコミュニケーション能力」、「スポーツ医科学とコーチング科学を中心としたスポー
ツ科学についての知識と技能」、及び「スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力ないしは研究で
きる能力」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1. 自らが興味関心のある分野に関連した書籍や文献を積極的に抄読し、基礎的な、もしくは新たな知識を自
主的に学習することができる。
2. 上記の知識に基づいて、自ら研究計画を作成し、それを実行し、得られた研究結果を発表する、または論
文としてまとめることが出来る。
3. ゼミナール・研究活動において他者と適切なコミュニケーションをとることが出来る。
4. 他者の発表に対して適切な質問・アドバイスが出来る。
成績評価
［成績評価の基準］
1. 自らが興味関心のある分野に関連した書籍や文献を積極的に抄読し、基礎的な、もしくは新たな知識を自
主的に学習することができる。
(プレゼンテーション・平常点)
2. 上記の知識に基づいて、自ら研究計画を作成し、それを実行し、得られた研究結果を発表する、または論
文としてまとめることが出来る。
(プレゼンテーション・レポート/論文)
3. ゼミナール・研究活動において他者と適切なコミュニケーションをとることが出来る。
(平常点)
4. 他者の発表に対して適切な質問・アドバイスが出来る。
(平常点)
［成績評価の方法］
論文(40%)・プレゼンテーション(30%)・平常点(30%)を総合して評価する。
なお、ゼミナールの進行上、ふさわしくないと判断される行為は、減点の対象とします。
履修における留意事項
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［受講条件］
運動生理学Ⅰ及びⅡを必ず履修すること。
［履修上の注意(科目独自のルール)］
週1回のゼミナールの時間だけでなく、それ以外の時間においても、論文抄読や実験を自主的かつ積極的に
実施すること。
［課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法］
論文：内容を確認・添削し、修正のポイントを提示するとともに、履修者の多くに共通する問題点等につい
てはゼミナール時間内に解説をする。
［テキスト・参考書等］
適宜、資料の配布・紹介を行う。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当: 町田修一
E‑mail: machidas@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時: 月曜日10時から12時（事前にメールなどで予約をすることを推奨します）
1号館 1階 運動生理学研究室 (1117号室）
留意：上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相談時間と重ならないようにすた
め、前日までにE‑mailで予約をしてください。予約のあった学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による8単位の科目であり、授業240時間と準備学習190時間の計430時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
ゼミナールでは関連する講義で学習した知識を研究活動を通じて深めるとともに、研究活動の基本的な作法
を学ぶ。毎回の学習が積み上げられることで成果が期待できる。そのため、遅刻・欠席のないようにするとと
もに、興味を持って積極的に参加することが望まれる。また、指導教員だけでなく、研究室の先輩やゼミナー
ルの同級生と自主的にコミュニケーションを取り、情報交換に努めること。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
町田修一
(予習:1時間)
1
［授業内容］
ゼミナールに対する抱負をまとめておく。
ガイダンスを行う。

2‑3

4‑5

町田修一

町田修一

［授業方法］
ゼミナールの進め方や研究室で
のルールを説明するとともに、
各自で自己紹介や抱負を述べ、
研究室スタッフとの交流を図る
。
［授業内容］
研究室で実施されている研究を
知る。

(復習:1時間)
今後の予定などを確認する。

［授業方法］
指導教員や大学院生・ゼミ4年
生の研究に関する発表を聞き、
その内容を理解する。
［授業内容］
基礎的な測定方法を習得する。

(復習:各1時間)
理解できなかった内容について調べる。

(予習:各1時間)
事前の資料により発表者の研究内容の概要を把握
する。

(予習:各1時間)
最大酸素摂取量の測定方法について確認する。

(復習:各1時間)
［授業方法］
最大酸素摂取量の測定方法を説 機器の操作方法等について復習し、まとめておく
明するとともに、実際に測定を 。
行い、各自で測定が行えるよう
に練習する。
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6‑7

8‑9

10‑11

12‑13

14‑18

町田修一

町田修一

町田修一

町田修一

町田修一

19‑20

町田修一

21‑30

町田修一

(予習:各1時間)
［授業内容］
基礎的な測定方法を習得する。 等尺性最大筋力の測定方法について確認する。
［授業方法］
等尺性最大筋力の測定方法を説
明するとともに、実際に測定を
行い、各自で測定が行えるよう
に練習する。
［授業内容］
基本的な統計処理の方法を習得
する。

(復習:各1時間)
機器の操作方法等について復習し、まとめておく
。

(予習:各1時間)
基本的な統計手法について復習しておく。

(復習:各1時間)
データの分析を進める。
［授業方法］
基礎的な統計処理方法について
解説をするとともに、前回まで
取得したデータを分析し、その
内容をまとめる。
(予習:各1時間)
［授業内容］
事前資料を参考に、論文作成の手順を確認する。
論文の書き方を学ぶ。
［授業方法］
実際に出版されている論文を参
考例としながら、論文の構成や
作成手順について解説する。
［授業内容］
文献検索方法を学ぶ。

(復習:各1時間)
理解できなかった内容について調べる。

［授業方法］
主要な検索サイトを用いて、自
らに必要な文献を検索できるよ
う、基本的な方法を解説し、実
際に文献検索を行ってみる。
［授業内容］
研究テーマを検討する。

(復習:各1時間)
理解できなかった内容について調べる。

［授業方法］
興味のあるテーマに関する文献
について発表するとともに、自
身の研究デザインについて考え
る。
［授業内容］
研究計画を作成する。

(予習:各1時間)
事前資料を参考に、文献検索の手順を確認する。

(予習:各1時間)
自分の興味のあるテーマについて文献を探して読
み、内容をまとめて発表ができるように準備する
。
(復習:各1時間)
理解できなかった内容について調べる。

(予習:各2時間)
研究計画を作成するとともに、その内容について
発表できるように準備を行う。
(復習:各2時間)
［授業方法］
前回までに読んだ文献を基に卒 研究計画および発表資料の修正を行う。
業論文の研究計画を作成すると
ともに、その内容を発表し、計
画の修正を進める。
(予習:各2時間)
［授業内容］
授業前までに取得したデータについてまとめ、発
データを取得する。
表出来るようにしておく。
［授業方法］
研究計画をもとにデータの取得 (復習:各3時間)
を進める。実験の実施にあたっ 追加で必要なデータを取得する。
ては研究室に所属する大学院生
の協力のもとに進めていく。
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31‑34

35‑36

37‑38

39‑40

41‑48

49

50

町田修一

町田修一

町田修一

町田修一

町田修一

町田修一

町田修一

(予習:各1時間)
取得したデータをまとめExcel等に整理しておく
。

［授業内容］
統計処理を確認する。
［授業方法］
基本的な統計の方法について再
度確認するとともに、自身で取
得したデータに対して統計処理
を行う。
［授業内容］
研究結果を発表する。
［授業方法］
統計結果をまとめ各自5分程度
でプレゼンテーションを行い、
意見交換をする。
［授業内容］
研究内容全体を発表する。
［授業方法］
緒言から結論までを10分程度で
プレゼンテーションし、意見交
換を行う。
［授業内容］
自身の研究について発表する。
［授業方法］
最終的に10分間のプレゼンテー
ションを実施し、再度意見交換
を行い、プレゼン資料を完成さ
せる。
［授業内容］
論文を作成する。

(復習:各1時間)
理解できなかった内容について調べる。

(予習:各3時間)
統計結果をまとめ、結果を発表できるように準備
する。
(復習:各1時間)
理解できなかった内容について調べる。
(予習:各2時間)
緒言から結論までを10分程度で発表出来るように
準備する。
(復習:各2時間)
プレゼンテーション資料の修正をする。
(予習各:2時間)
緒言から結論までを10分程度で発表出来るように
準備する。
(復習:各1時間)
プレゼンテーション資料を完成させる。

(予習:各1.5時間)
事前資料を参考に、論文作成の手順を確認する。

［授業方法］
実施した研究に基づいて『緒言
』『方法』『結果』『考察・参
考文献など』の書き方を解説す
るとともに、各自の論文を執筆
する。
［授業内容］
論文を提出する。

(復習:各1.5時間)
書き方について理解できなかった部分を調べる。

［授業方法］
各自で執筆した論文を提出する
とともに、履修者間で確認をし
合い、論文を修正する。
［授業内容］
提出された論文の添削の返却お
よび解説を行う。

(復習:2時間)
再度自身の論文を見直す。

(予習:6時間)
論文としての体裁を整える。

(予習:3時間)
再度自身の論文を見直す。

(復習:3時間)
論文の修正を行う。
［授業方法］
前回授業時に提出された論文に
コメントを記載したものを返却
するとともに、履修者に共通す
る間違いなどを解説する。
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51‑52

53‑54

55

56

町田修一

町田修一

町田修一

町田修一

［授業内容］
論文の修正を進める。

(予習:各3時間)
論文の修正を行う。

［授業方法］
指導教員からの指摘をもとに、
履修者間で論文を確認し合い、
論文の修正を進める。
［授業内容］
卒業論文発表会の練習を行う。

(復習:各3時間)
再度論文を修正する。

［授業方法］
第40回の授業で完成させた発表
資料をもとに、発表会を想定し
たプレゼンテーションの練習を
行い、質疑応答の練習を行う。
［授業内容］
卒業論文発表会を行う。

(復習:各1時間)
発表内容を再度修正するとともに、質疑に対する
対応を考え、回答例を作成しておく。

［授業方法］
他のゼミナールと合同で、発表
会を実施し、自身の研究内容を
発表するとともに、他の学生の
発表内容を理解する。
［授業内容］
論文完成版を提出する。

(復習:2時間)
自身の発表に対してのコメントをもとに論文を修
正する。

［授業方法］
最終的な原稿を提出するととも
に、他の履修者の論文を読んで
感想をまとめる。
定期試験を実施しない
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(予習:各4時間)
発表の準備を行う。

(予習:2時間)
発表の準備を行う。

(予習:2時間)
論文の完成版を提出する準備をする。

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

長岡

4

授業形態
開講学期

講義・演習
通年

単位数

8.0

知

授業概要
［授業全体の内容］
学校における保健科教育学の研究方法、授業研究のための基礎理論や研究法の習得、保健授業に関わる教材研
究など、保健科教育学について多角的に学修する。そして、各自が保健科教育についての興味関心を深め、問
いを立て卒業論文作成へとつなげていく。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための
高い倫理観を涵養する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
本講義では、各校種における保健授業づくり、その実践ができる力量の形成を図ると共に、保健の授業づくり
の基礎・基本と教育技術、さらに学習指導案の作成や授業研究について模擬授業を実施し、授業実践力を磨く
。また、学修を深めるために学校見学、関連施設等の見学を実施する予定である。
講義を通して保健体育科教員に必要な知識や実践的指導力を身につけることができるよう、本授業では学習指
導要領をはじめとするスポーツ健康科学を中心とした幅広い知識や教養を講義にて学び、得られた情報をもと
に指導案を作成し実際に授業を展開する時に必要な応用力、表現力を身につけることを目指す。
［授業の到達目標］
１．保健科教育学に関する基礎知識や理論について説明することができる。
２．保健科教育学に関する論文を抄読し、最近の研究動向や分析方法の理解を深めることができる。
３．保健科教育学に関する基礎知識や理論をもとに保健授業をデザインし実践することができる
成績評価
［成績評価の基準］
1．保健科教育学に関する基礎知識や理論について説明することができるか、課題レポート、面接にて評価す
る。
（面接・レポート）
2．保健科教育学に関する論文を抄読し、最近の研究動向や分析方法の理解を深めることができているか、課
題レポー ト、面接にて評価する。（面接・レポート）
3．保健科教育学に関する基礎知識や理論をもとに保健授業をデザインし実践することができるか、模擬授業
演習、課題レポート、観察にて評価する。（観察）
4．その他、学習意欲・態度を授業内の小テスト、グループワークの取組み状況で評価する。（観察）
［成績評価の方法］
・3年次：前・後期の適宜、課題発表の実施と提出物を中心に評価する。
（意欲・態度30％・課題発表20％・提出物50％）
・4年時次：前期中間発表、後期の卒業論文・研究成果発表を中心に評価する。
（意欲・態度30％・課題発表20％・提出物50％）
履修における留意事項
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［履修要件］
将来、教員を志望する学生として相応しい態度、姿勢で積極的に授業、予習・復習に取り組むこと。なお、授
業計画は、授業の進行状況により変更することがある。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
保健科教育学に興味・関心を深く持つ学生であれば、教職課程履修学生以外でも受け入れ可である。。
［試験、レポート等の課題に対するフィードバックの方法］
授業にて返却し、模範回答や評価のポイントを提示しながら解説する。
［テキスト・参考書等］
1.中学校学習指導要領解説（保健体育編）文部科学省 平成20年9月
2.高等学校学習指導要領解説（保健体育編・体育編）文部科学省 平成21年12月
3.評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料 教育課程研究センター平成24年7月
4.保健科教育法入門 （日本保健科教育学会編 大修館書店）
5.中学、高校時代に使用した「保健体育」教科書（各自準備）
1、2、3は教科書として使用するので必ず用意すること。4,5は参考書であり、指導案の作成等に参考
になる。その他、適宜、資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
長岡：Email: tm‑nagaoka[at]juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
長岡： 適時指定
1号館4階1416号室
他の学生との重複を避けるため、可能な限り前日までにメールでア ポイントを取ってください。質問や相談
はアポイントを取っている学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義・演習の授業形態による8単位の科目であり、授業120時間と準備学習240時間の計360時間の
学修を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、学科における必修科目として位置づけられている。
受講者数等の事情により、授業方法等を変更することもある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
長岡 知
（予習：２時間）
1
【ガイダンス】
・ゼミナール活動について、受講の心構え、問題
（授業内容）
・ゼミ活動のねらい、到達目標 意識について整理しておく。
について理解し、見通しを持つ （復習：２時間）
・ゼミ活動の見通しを立て、学習内容について概
。
観し、整理する。
（授業方法）
・ゼミ活動目的及び概要、評価
方法等について解説する。
長岡 知
（予習・復習：12時間）
2〜４
（授業内容）
・テキスト、研究論文による講 ・各自又はグループ毎に課題を提示する。
義・演習を通じて保健科教育学
についての基礎的・基本的な知
識の理解を深める。
（授業方法）
グループ・ディスカッションや
課題発表を通じて、保健科教育
学の意義について意見交換し理
解を深める。
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5〜7

長岡

知

8〜10

長岡

知

11

長岡

知

12

長岡

知

13

長岡

知

14〜16

長岡

知

17〜20

長岡

知

（授業内容）
保健科教育学に関する文献検索
し、研究概観し、要旨をまとめ
、これからの保健科教育学の研
究道動向について理解を深める
。
（授業方法）
・調べ学習や発表を通じて保健
科教育学の研究動向についてつ
いて意見交換し理解を深める
（授業内容）
・保健科教育学に関する研究課
題の計画づくりを通して、各自
の問題意識を深める。
（授業方法）
・グループ・ディスカッション
や課題発表を通じて、意見交換
し、問題意識を深める。
（授業内容）
研究課題発表会
（授業方法）
・各自又はグループで発表し、
グループ討議を行い、課題への
理解を深める。
（授業内容）
・課題発表に対し、多角的な視
点から討論を行い、レポートに
まとめる。
（授業方法）
・各自又はグループで発表し、
グループ討議を行い、課題への
理解を深める。
（授業内容）
・研究動向を概観し、研究の意
義や方法・発表についての理解
を深め、各自の問題意識を深め
、研究活動の見通しを持つ。
（授業方法）
・グループ・ディスカッション
や面接を通じて、各自の課題設
定を行う。
（授業内容）
・各自の研究テーマに応じた保
健科教育学に関わる論文検索・
抄読を行う。
（授業方法）
・各自、調べ学習を行い、論文
検索、抄読しまとめる
（授業内容）
・保健科教育学に関する各自の
課題研究の立案・計画（卒業論
文作成に向けて）
（授業方法）
・グループ・ディスカッション
や面接を通じて、各自の課題設
定、研究計画について検討する
。
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（予習・復習：12時間）
・各自又はグループ毎に課題を提示する。

（予習・復習：12時間）
・各自又はグループ毎に課題を提示する。

（予習・復習：4時間）
・各自又はグループ毎に課題を提示する。

（予習・復習：4時間）
・各自又はグループ毎に課題を提示する。

（予習・復習：4時間）
・各自の研究テーマに応じた課題を提示する。

（予習・復習：12時間）
・各自の研究テーマに応じた課題を提示する

（予習・復習：16時間）
・各自の研究テーマに応じた課題を提示する。

21〜22

長岡

知

23

長岡

知

24〜30

長岡

知

31〜32

長岡

知

33〜39

長岡

知

40〜41

長岡

知

42〜43

長岡

知

（授業内容）
・課題研究発
各自が研究テーマについて、設
定理由等について発表し、理解
を深める。
（授業方法）
・各自で発表し、質疑応答・グ
ループ討議を行い、各自の課題
への理解を深める。
（授業内容）
・課題発表に対し、多角的な視
点から討論を行い、レポートに
まとめる。
（授業方法）
・各自又はグループで発表し、
グループ討議を行い、課題への
理解を深める。
（授業内容）
・提議書の作成
各自、提議書の作成を行い、研
究計画・活動についての見通し
を立てる。
（授業方法）
・模擬授業の実践を通して、授
業についての理解を深める。
【模擬授業の実施４】
（授業内容）
・保健の授業授業を実践し、授
業評価と組織的観察法を行う。
（授業方法）
・模擬授業の実践を通して、授
業についての理解を深める。
【保健の授業研究】
（授業内容）
・保健の授業デザインについて
の授業のまとめを行う。
（授業方法）
・グループ・ワークを通じて、
保健の授業デザインについての
知識理解を深める。
（授業内容）
・成果等中間発表
（授業方法）
・各自で発表し、質疑応答、グ
ループ討議を行い、今後の方向
性や改善点についての理解を深
める。
（授業内容）
・成果発表に対し、多角的な視
点から討論を行い、レポートに
まとめる。
（授業方法）
・各自の研究活動の進捗状況を
確認し、質疑応答、グループ討
議を通して互いに課題への理解
を深める。
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（予習・復習：8時間）
・各自の研究テーマに応じた課題を提示する。

（予習・復習：４時間）
・各自の研究テーマに応じた課題を提示する。

（予習・復習：21時間）
・各自の研究テーマに応じた課題を提示する。

（予習：4時間）
・授業実施後の課題等を整理しておく。
（復習：4時間）
・授業効果を高める授業実践のポイントについて
、まとめる。

（予習・復習：21時間）
・これまでの学習を振り返り、整理しレポートに
まとめる。

（予習・復習：8時間）
・各自の研究テーマに応じた課題を提示する。

（予習・復習：8時間）
・各自の研究テーマに応じた課題を提示する。

44〜47

長岡

知

48〜51

長岡

知

52〜54

長岡

知

55

長岡

知

56

長岡

知

（授業内容）
・各自で論文作成を行う。（経
過発表会を設定）
（授業方法）
・各自の進捗状況に応じて面談
等を通じて、指導、助言する。
（授業内容）
・論文修正（論文査読）を行う
。
（授業方法）
・各自の進捗状況に応じて面談
等を通じて、指導、助言する。
（授業内容）
・研究成果発表の準備、抄録の
作成を行う。
（授業方法）
・各自の進捗状況に応じて面談
等を通じて、指導、助言する。
（授業内容）
・研究成果発表会の実施
（授業方法）
・各自で発表成果について発表
し、質疑応答、グループ討議を
行い、研究成果と課題について
の理解を深める。
授業内容）
・ゼミ活動全体の振り返りを行
う。
（授業方法）
・グループ・ディスカッション
を通じてゼミ活動での成果等に
ついて話し合いレポートにまと
める。
定期テストは実施しない
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（予習・復習：16時間）
・各自の研究テーマに応じた課題を提示する。

（予習・復習：16時間）
・各自の研究テーマに応じた課題を提示する。

（予習・復習：12時間）
・各自の研究テーマに応じた課題を提示する。

（予習・復習：4時間）
・各自の研究テーマの成果と課題について、整理
し、まとめる。

（予習・復習：4時間）
・ゼミ活動全体について、振り返りを行い、レポ
ートにまとめる。
（準備学習
時間合計：240時間）

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

演習
通年

対象学年

3

単位数

8.0

科目責任者 村山 憲男
科目担当者
村山 憲男
授業概要
【授業全体の内容】
これまでに学んだ心理学の知見をもとに、さらに発展的・応用的な知見・技法を学び、臨床心理学や健康心
理学、教育心理学などを中心とした心理学研究を行う。また、研究計画の立て方のほか、情報処理（統計解析
）、文書作成、プレゼンテーションなど、卒後、どのような進路に進んだとしても必要な技術について、研究
を通して習得する。3年次は、プレゼンテーションの基本を学ぶとともに、自分が行う研究テーマを定め、文
献研究を進める。4年次は、実際に研究データ収集・分析を行い、卒業論文作成、プレゼンテーションを行う
。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
本授業と通して、健康や教育などに関する心理学の専門的知識・技術や、情報処理（統計解析）やプレゼン
テーションの技術を身につける。また、ゼミナール内の人間関係や、研究を遂行する上での計画などを通して
、対人調整力やコミュニケーション力などを身につける。
【授業の到達目標】
１．臨床心理学・健康心理学・教育心理学などの専門的知識や、実際に活用する能力を身につける。
２．情報処理（統計解析）やプレゼンテーションの技術を身につける。
３．対人調整力やコミュニケーション力などを身につける。
成績評価
【成績評価の基準】
１．臨床心理学・健康心理学・教育心理学などの専門的知識や、実際に活用する能力を身につける。（課題お
よび平常点）
２．情報処理（統計解析）やプレゼンテーションの技術を身につける。（課題および平常点）
３．対人調整力やコミュニケーション力などを身につける。（課題および平常点）
【成績評価の方法】
課題60％、平常点40％
履修における留意事項
【履修要件】
特になし。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
特になし。細かいルールを設ける必要が生じた際は、授業のなかで伝達する。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業で解説する。
【テキスト・参考書等】
特になし。資料等は必要に応じて適宜配布する。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：村山憲男
E‑mail：n‑murayama [at] juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更。
【オフィスアワー】
日時：月曜12:10〜12:45
場所：臨床心理学研究室
他の学生の相談時間と重複しないようにするため、できるだけ前週までにE‑mailで予約すること。
備考
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【学修時間】
この授業は、演習の授業形態による8単位の科目であり、授業120時間と準備学習240時間の計360時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
村山憲男
（以下
【予習：10時間】
1〜4
（授業内容）
同様）
オリエンテーションとして、授
業の目的と概要、成績評価、履 【復習：10時間】
修上の注意について説明する。 授業中に課した予習内容に取り組む。
また、メンバー同士の自己紹介
などを行う。
（授業方法）
各自のプレゼンテーション・デ
ィスカッションを中心に進める
。
【予習：20時間】
5〜8
（授業内容）
文献研究を進め、その成果をプ 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
レゼンテーションする。また、 【復習：20時間】
メンバー同士でディスカッショ プレゼンテーション・ディスカッションのなかで
生じた不足部分や疑問点などについて、さらに文
ンを行う。
献研究を進める。
（授業方法）
各自のプレゼンテーション・デ
ィスカッションを中心に進める
。
【予習：20時間】
6〜12
（授業内容）
文献研究を進め、その成果をプ 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
レゼンテーションする。また、 【復習：20時間】
メンバー同士でディスカッショ プレゼンテーション・ディスカッションのなかで
生じた不足部分や疑問点などについて、さらに文
ンを行う。
献研究を進める。
（授業方法）
各自のプレゼンテーション・デ
ィスカッションを中心に進める
。
【予習：20時間】
13〜16
（授業内容）
文献研究を進め、その成果をプ 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
レゼンテーションする。また、 【復習：20時間】
メンバー同士でディスカッショ プレゼンテーション・ディスカッションのなかで
生じた不足部分や疑問点などについて、さらに文
ンを行う。
献研究を進める。
（授業方法）
各自のプレゼンテーション・デ
ィスカッションを中心に進める
。
【予習：20時間】
17〜20
（授業内容）
研究計画を作成し、その成果を 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
プレゼンテーションする。また 【復習：20時間】
、メンバー同士でディスカッシ プレゼンテーション・ディスカッションのなかで
生じた不足部分や疑問点などについて、さらに文
ョンを行う。
献研究や検討を進める。
（授業方法）
各自のプレゼンテーション・デ
ィスカッションを中心に進める
。
【予習：20時間】
21〜24
（授業内容）
研究計画を作成し、その成果を 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
プレゼンテーションする。また 【復習：20時間】
、メンバー同士でディスカッシ プレゼンテーション・ディスカッションのなかで
生じた不足部分や疑問点などについて、さらに文
ョンを行う。
献研究や検討を進める。
（授業方法）
各自のプレゼンテーション・デ
ィスカッションを中心に進める
。
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25〜28

（授業内容）
研究計画を作成し、その成果を
プレゼンテーションする。また
、メンバー同士でディスカッシ
ョンを行う。
（授業方法）
各自のプレゼンテーション・デ
ィスカッションを中心に進める
。
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【予習：10時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：10時間】
プレゼンテーション・ディスカッションのなかで
生じた不足部分や疑問点などについて、さらに文
献研究や検討を進める。

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

3年、4年

授業形態
開講学期

通年

単位数

8.0

科目責任者 庄子 ひとみ
科目担当者
庄子ひとみ
授業概要
芸術・文学作品だけではなく、スポーツ文化や映画・ゲームなどポピュラー文化も含め外国文化に広く目を向
け、比較分析する目を育て、研究・発表する方法を学びます。学生が関心を持った文化事象について調査する
際、英語で書かれた文献を積極的に取り入れ卒業論文や将来の留学に活かせるように授業内では文献調査や読
解の指導も行います。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養し
ます。３年生は翌年の卒業論文執筆を意識しながら自分の関心に基づいて広く英語資料に触れ、英文読解力も
発展させながら専門的なテーマに取り組みます。4年生は計画的に卒業論文を執筆します。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
関心を持った海外の文化について資料を収集、分析し、その研究成果を日本語・英語で発信できるグローバル
人材の育成を目指します。
【授業の到達目標】
1. 英語で書かれた文献を読み解く読解力を身につける。
2. 広く海外の文化に目を向け、適切に資料を収集し分析や考察ができる。
3. 研究の成果を、プレゼンテーションや卒論プロポーザル（３年生）、卒業論文(４年生)の形で発表できる
。
成績評価
【成績評価の基準】
授業での貢献度、プレゼンテーションや提出された課題、卒業論文から総合的に判断します。定期試験は行い
ません。
【成績評価の方法】
3年次: 課題提出 50%, プレゼンテーション50%
4年次: 課題提出20%, プレゼンテーション20%, 卒業論文60%
履修における留意事項
【履修要件】
1. 外国の文化に対して興味・関心を持っていること。
2. 自分が設定した課題に粘り強く取り組むことができること。
3. 英語資料の読解に積極的に取り組めること。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
特になし。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
プレゼンテーションについての講評は授業中に行い、提出物については返却時に改善点を解説・指導する。
【テキスト・参考書等】
授業内でプリントを配布します。参考図書は、必要に応じて授業内で案内します。
連絡先とオフィスアワー
庄子ひとみ 研究室
１号館1332室
hi‑shoji@juntendo.ac.jp
月曜 12:00 13:00, 14:30 16:00
備考
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
庄子ひとみ
(授業内容) 卒業論文中間報告
会に参加する 。
(授業方法) 三年生は卒業論文
中間報告会にて、質疑やプレゼ
ン テーションを学ぶ。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：0.5時間）３年生は、自分の卒業論文の
テーマになりうるトピックについてある程度考え
ておく。（復習:0.5時間）卒業論文報告会で得た
感想、これからの課題等についてノートに記録す
る。

庄子ひとみ

庄子ひとみ

庄子ひとみ

庄子ひとみ

庄子ひとみ

庄子ひとみ

庄子ひとみ

庄子ひとみ

庄子ひとみ

(授業内容) 論文作成の具体的 （予習：0.5時間）研究テーマを幾つか考えてお
く。(復習:0.5時間)グループワークで得た意見も
手順について
(授業方法)自分が取り組みたい 参照しながら、自分が取り組みたいテーマを絞る
テーマを絞り、計画的に研究を 。
進め論文を作成するためのスケ
ジュールを立てる方法を講義お
よびグループワークを通して学
ぶ。
（授業内容）イギリスの挿絵画 (予習：0.5時間)自分の研究テーマを調査する上
家とその国際的影響について 1 で読むべき文献をリストアップしておく。
.
(復習:0.5時間)グループワークで得た意見も参照
（授業方法）前半は講義、後半 しながら、文献リストを適宜修正、追加する。
はグループワークと英語文献読
解。
（授業内容）イギリスの挿絵画 (予習：0.5時間)前週の意見も踏まえて、自分の
家とその国際的影響について2. 研究テーマを調査する上で読むべき文献を再度リ
ストアップしておく。
（授業方法）前半は講義、後半
はグループワークと英語文献読 (復習:0.5時間)グループワークで得た意見も参照
しながら、文献リストを適宜修正、追加する。
解。
（授業内容）イギリスの消費文 (予習：0.5時間)論文を作成するためのアウトラ
化と犯罪〜切り裂きジャック事 インを作る
件から探偵小説シャーロックホ (復習:0.5時間)グループワークで得た意見も参照
しながら、アウトライン作りに取り組む。
ームズまで
（授業方法）前半は講義、後半
はグループワーク（ブレインス
トーミング）、英語文献読解。
（授業内容）イギリスの消費文 (予習：0.5時間)論文を作成するためのアウトラ
インを作る
化とオカルト、SF小説
(復習:0.5時間 )アウトラインを完成させ、提出
（授業方法）前半は講義、後半 する準備をする。時間が許す限り、必要な文献を
はグループワークと英語文献読 計画的に読み進める。
解。
（授業内容）イギリス文化の国 (予習および復習:1時間 )時間が許す限り、必要
際的ファッション、デザインへ な文献を計画的に読み進める。英語で書かれた文
献で調べた表現は携帯可能な単語ノートに記し語
の影響
彙力強化に努めること。TOEFL等の試験対策にも
（授業方法）前半は講義、後半 なるので推奨される。
はグループワークと英語文献読
解。
（授業内容）イギリス文化の国 (予習および復習:1時間 )時間が許す限り、必要
際的ファッション、デザインへ な文献を計画的に読み進める。英語で書かれた文
献で調べた表現は携帯可能な単語ノートに記し語
の影響
彙力強化に努めること。TOEFL等の試験対策にも
（授業方法）前半は講義、後半 なるので推奨される。
はグループワークと英語文献読
解。
（授業内容）イギリスの食文化 (予習および復習:1時間 )時間が許す限り、必要
な文献を計画的に読み進める。英語で書かれた文
〜食育の変容
（授業方法）前半は講義、後半 献で調べた表現は携帯可能な単語ノートに記し語
はグループワークと英語文献読 彙力強化に努めること。TOEFL等の試験対策にも
なるので推奨される。
解。
（授業内容）イギリスのポピュ (予習および復習:1時間 )時間が許す限り、必要
な文献を計画的に読み進める。英語で書かれた文
ラー音楽と政治
（授業方法）前半は講義、後半 献で調べた表現は携帯可能な単語ノートに記し語
はグループワークと英語文献読 彙力強化に努めること。TOEFL等の試験対策にも
なるので推奨される。
解。
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庄子ひとみ

庄子ひとみ

庄子ひとみ

庄子ひとみ

庄子ひとみ

庄子ひとみ

庄子ひとみ

庄子ひとみ

(予習および復習:1時間 )時間が許す限り、必要
な文献を計画的に読み進める。英語で書かれた文
（授業方法）現在の自分の関心 献で調べた表現は携帯可能な単語ノートに記し語
にどの程度取り組んでいるのか 彙力強化に努めること。TOEFL等の試験対策にも
、読み進めている文献について なるので推奨される。
など、進行状態や方向性を報告
し、意見交換し、確認する。
(予習および復習:1時間 )時間が許す限り、必要
（授業内容）中間報告会
な文献を計画的に読み進める。英語で書かれた文
（授業方法）現在の自分の関心 献で調べた表現は携帯可能な単語ノートに記し語
にどの程度取り組んでいるのか 彙力強化に努めること。TOEFL等の試験対策にも
、読み進めている文献について なるので推奨される。
など、進行状態や方向性を報告
し、意見交換し、確認する。
(予習および復習:1時間 )文献を計画的に読み進
（授業内容）中間報告会
めるのはもちろんのこと、その中から自分の研究
（授業方法）現在の自分の関心 課題、卒業論文に引用可能なものについて効率的
にどの程度取り組んでいるのか に分類選別する作業を意識しノート作成を始める
、読み進めている文献について 。
など、進行状態や方向性を報告
し、意見交換を経て、見直す。
（授業内容）夏休みに向けての (予習および復習:2時間 )文献を計画的に読み進
取り組み確認（授業方法）これ めるのはもちろんのこと、その中から自分の研究
までの個人作業及びグループ作 課題、卒業論文に引用可能なものについて効率的
業を振り返り、夏休み期間にす に分類選別する作業を意識しPC入力あるいはノー
るべき作業について確認する。 ト作成を始める。論文執筆予定の学生は、この時
点で修正したアウトラインを完成させていること
が望ましい。
（授業内容）外国文学・映画の (予習および復習:2時間 )文献を計画的に読み進
め、自分の研究課題、卒業論文に引用可能なもの
スポーツ表象
（授業方法）前半は講義、後半 について分類選別し、PC入力あるいはノート作成
は英語文献読解、グループワー を継続。4年生は論文執筆。同時に、英語文献で
ク（論文課題進行チェック含む 調べた単語ノートを用いた語彙力強化の努力は怠
らないこと。
）
（授業内容）東洋と西洋の表象 (予習および復習:2時間 )文献を計画的に読み進
め、自分の研究課題、卒業論文に引用可能なもの
1
について分類選別し、PC入力あるいはノート作成
（授業方法）前半は講義、後半 を継続。4年生は論文執筆。同時に、英語文献で
は英語文献読解、グループワー 調べた単語ノートを用いた語彙力強化の努力は怠
ク（論文課題進行チェック含む らないこと。
）
（授業内容）東洋と西洋の表象 (予習および復習:2時間 )文献を計画的に読み進
め、自分の研究課題、卒業論文に引用可能なもの
2
について分類選別し、PC入力あるいはノート作成
（授業方法）前半は講義、後半 を継続。4年生は論文執筆。同時に、英語文献で
は英語文献読解、グループワー 調べた単語ノートを用いた語彙力強化の努力は怠
ク（論文課題進行チェック含む らないこと。
）
（授業内容）多文化共存の目指 (予習および復習:2時間 )文献を計画的に読み進
め、自分の研究課題、卒業論文に引用可能なもの
すもの
について分類選別し、PC入力あるいはノート作成
（授業方法）前半は講義、後半 を継続。4年生は論文執筆。同時に、英語文献で
は英語文献読解、グループワー 調べた単語ノートを用いた語彙力強化の努力は怠
ク（論文課題進行チェック含む らないこと。
）
授業内容）中間報告会
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（授業内容）コスモポリタニズ (予習および復習:2時間 )文献を計画的に読み進
め、自分の研究課題、卒業論文に引用可能なもの
ムとグローバリゼション1
について分類選別し、PC入力あるいはノート作成
（授業方法）前半は講義、後半 を継続。4年生は論文執筆。同時に、英語文献で
は英語文献読解、グループワー 調べた単語ノートを用いた語彙力強化の努力は怠
ク（論文課題進行チェック含む らないこと。
）
（授業内容）コスモポリタニズ (予習および復習:2時間 )文献を計画的に読み進
め、自分の研究課題、卒業論文に引用可能なもの
ムとグローバリゼション2
について分類選別し、PC入力あるいはノート作成
（授業方法）前半は講義、後半 を継続。4年生は論文執筆。同時に、英語文献で
は英語文献読解、グループワー 調べた単語ノートを用いた語彙力強化の努力は怠
ク（論文課題進行チェック含む らないこと。
）
(予習および復習:2時間 )文献を計画的に読み進
（授業内容）研究報告
め、自分の研究課題、卒業論文に引用可能なもの
（授業方法）各自の研究につい について分類選別し、PC入力あるいはノート作成
てクラス内でプレゼンをする。 を継続。4年生は論文執筆。同時に、英語文献で
（個別の論文課題進行チェック 調べた単語ノートを用いた語彙力強化の努力は怠
らないこと。
含む）
(予習および復習:2時間 )文献を計画的に読み進
（授業内容）研究報告
（授業方法）各自の研究につい め、自分の研究課題、卒業論文に引用可能なもの
てクラス内でプレゼンをする。 について分類選別し、PC入力あるいはノート作成
（個別の論文課題進行チェック を継続。4年生は論文執筆。同時に、英語文献で
調べた単語ノートを用いた語彙力強化の努力は怠
含む）
らないこと。
(予習および復習:2時間 )文献を計画的に読み進
（授業内容）研究報告
め、自分の研究課題、卒業論文に引用可能なもの
（授業方法）各自の研究につい について分類選別し、PC入力あるいはノート作成
てクラス内でプレゼンをする。 を継続。4年生は論文執筆。同時に、英語文献で
（個別の論文課題進行チェック 調べた単語ノートを用いた語彙力強化の努力は怠
らないこと。
含む）
（授業内容）研究報告及びフィ (予習および復習:2時間 )文献を計画的に読み進
ードバック（授業方法）自分の め、自分の研究課題、卒業論文に引用可能なもの
研究についてクラス内でプレゼ について分類選別し、PC入力あるいはノート作成
ンをした際に受け取ったコメン を継続。4年生は論文執筆。同時に、英語文献で
トをもとに、論文や研究計画の 調べた単語ノートを用いた語彙力強化の努力は怠
修正、推敲作業をする。（個別 らないこと。
の論文課題進行チェック含む）
（授業内容）研究報告及びフィ (予習および復習:2時間 )文献を計画的に読み進
ードバック（授業方法）自分の め、自分の研究課題、卒業論文に引用可能なもの
研究についてクラス内でプレゼ について分類選別し、PC入力あるいはノート作成
ンをした際に受け取ったコメン を継続。4年生は論文執筆。同時に、英語文献で
トをもとに、論文や研究計画の 調べた単語ノートを用いた語彙力強化の努力は怠
修正、推敲作業をする。（個別 らないこと。
の論文課題進行チェック含む）
（授業内容）英語での研究紹介 (予習および復習:2時間 )期日までに提出できる
（授業方法）自分の研究につい ように、３年生はCritical Survey, 4年生は卒業
て英語で簡単に説明をする練習 論文の仕上げにかかること。
。
（授業内容）英語での研究紹介 (予習および復習:2時間 )期日までに提出できる
（授業方法）自分の研究につい ように、３年生はCritical Survey, 4年生は卒業
て英語で簡単に説明をする練習 論文の仕上げにかかること。
。
(予習および復習:2時間 )期日までに提出できる
まとめ
ように、３年生はCritical Survey, 4年生は卒業
論文の最終仕上げを終わらせる。提出期限は厳守
。
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

演習
通年

対象学年

3

単位数

8.0

科目責任者 髙澤 祐治
科目担当者
髙澤祐治 西尾啓史
授業概要
[授業の位置づけ]
スポーツ外傷・障害について、その予防、受傷原因、病態、治療などについて、深く考え、学ぶことは、将
来スポーツ医科学に携わる本学学生にとって、非常に意義深いことである。また、不正行為を未然に防止し、
公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
[授業全体の内容]
本ゼミナールでは、スポーツ医学（運動器系）を応用する研究についての論文作成に向けた取り組みとその
指導を行う。
具体的には、各自の興味対象から研究範囲を広げて文献を収集・考証し、独創性を必要とする課題を提起す
る。実習などを通じて、研究課題に適した調査・実験の方法を検討する。研究で必要となるデータを検討し、
収集・整理・解析する。発表と討議を重ねることで考察を深め、研究成果を卒業論文として完成させる。
[授業の到達目標]
スポーツ外傷・障害について、プレゼンテーションし文章としてまとめる（論文化）する能力を獲得するこ
と。
成績評価
[成績評価の方法]
プレゼンテーション、学習態度などを総合的に判断する。
[成績評価の基準]
1. 課題の検討結果や研究成果を説明できる（レポート）
2. 文献考証、調査・実験、データ解析、考察を説明できる（口頭試問）
3. 実習や研究に対する取組状況によって授業態度を評価する（平常点）
[課題に対するフィードバックの方法]
プレゼンテーションに至る準備、方法、ディスカッションなどの内容を基にフィードバックする
履修における留意事項
[履修要件・履修上の注意]
機能解剖学について予習しておくこと
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：高澤祐治
E‑mail: ytakaza@juntendo.ac.jp （［at］を@に変更してください）
［オフィスアワー］
<さくらキャンパス>
日時： 授業終了後30分はオープンアワーとする。
場所: 研究所4階9404
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による科目であり、授業時間と準備学習時間の学修を必要とする.予習・復習
については、時間は問わず内容で評価する
[テキスト・参考書など]
適宜資料を配布する。各自で文献検索は積極的にされたし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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1 ４

髙澤
西尾

5‑9

髙澤
西尾

10‑14

髙澤
西尾

15回目以 髙澤
西尾
降

（予習）
［授業内容］
各自の興味をもとに、文献考証 各自の研究テーマに関連する情報を検索、収集、
抄読し、理解を深めておくこと。
を発展させる。
（復習）
教員からの指示に従い授業での不明点を調べるこ
［授業方法］
研究範囲を広げて文献を収集・ と。
考証し、高度な独創性を必要と
する課題を提起する。
（予習）
［授業内容］
調査・実験の計画を策定し、研 各自の研究テーマに関連する情報を検索、収集、
抄読し、理解を深めておくこと。
究方法等を明確にする。
（復習）
［授業方法］
論文抄読会を通じて、研究課題 教員からの指示に従い授業での不明点を調べるこ
に適した調査・実験の方法を検 と。
討する。
（予習）
［授業内容］
調査・実験を遂行する。収集し 各自の研究テーマに関連する情報を検索、収集、
たデータを解析し考察すること 抄読し、理解を深めておくこと。
（復習）
で洞察を深める。
教員からの指示に従い授業での不明点を調べるこ
［授業方法］
各自の研究で必要となるデータ と。
を整理し解析する。得られた結
果を文献考証と関連づけて考察
する。
（予習）
［授業内容］
考察を深め論文としてまとめて 各自の研究テーマに関連する情報を検索、収集、
抄読し、理解を深めておくこと。
いく。
（復習）
［授業方法］
発表会で教員や他学生と討議を 各自の研究テーマに基づく実験・調査結果の分析
重ねることで考察を深めて、論 ・考察を深めたうえで、指導教員からの指導もふ
まえ、博士論文として完成させること。学会発表
文を完成させる。
・論文投稿も行う。
定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

3

授業形態
開講学期

講義・演習
通年

単位数

8.0

科目責任者 堀 智子
科目担当者
堀 智子
授業概要
［授業全体の内容］
本ゼミナールでは、スポーツや教育における効果的なコミュニケーションのあり方について音声、話し方、表
現等に注目し、日本語と英語を比較しながら研究を進めていく。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究
活動を推進するための高い倫理観を涵養する。3年次は、英語を用いた研究を可能とするための英語基礎力向
上と関連分野の基礎知識を学ぶことを中心に行う。4年次は、書籍やインターネット等で公開されているプレ
ゼンやスピーチ映像・ニュースから各自が興味のある分野でデータ（音声や語彙）を収集、分析・考察し、そ
の特徴について検討する。効果的なコミュニケーションのあり方を考える中で、自らのコミュニケーション力
の向上にもつなげてもらいたい。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
外国語によるコミュニケーション力および幅広い知識と教養を持つグローバル人材の育成を目指す。
［授業の到達目標］
1．ことばのコミュニケーションを分析するための理論、方法論を理解している。
2．データ収集から分析・考察を行い、その結果を卒業論文として適切にまとめることができる。
3．効果的なコミュニケーションの実現に必要な要素について理解している。
4. 英語による研究調査や効果的なプレゼンテーションができる英語力を修得している。
成績評価
［成績評価の基準］
1．コミュニケーションを分析するための理論、方法論を理解している。（課題）
2．研究計画をたて、データ収集、分析・考察を行い、卒業論文としてまとめることができる。（卒業論文プ
ロポーザル・卒業論文）
3.
効果的なコミュニケーションの実現に必要な要素を理解し、実践できる。（プレゼンテーション）
4．英語の文献を読解するための語彙力・文法力を修得している。（TOEFL/TOEIC）
［成績評価の方法］
3年次：課題（20％）、卒業論文プロポーザル（50％）、プレゼンテーション（20％）、TOEFL/TOEIC（10％）
4年次：課題発表（20％）、卒業論文（50％）、プレゼンテーション（20％）、TOEFL/TOEIC（10％）
履修における留意事項
［履修要件］
特になし
［試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法］
課題発表、プレゼンテーションについては、授業において評価や助言を各受講者にフィードバックする。
［テキスト・参考書等］
授業において提示する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
t‑hori@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
火・水曜日12:15‑12:45 (1号館 3階 1304室)
備考
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［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による8単位科目であり、3年次は授業60時間と準備学習120時間の計180時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
研究調査に必要な基本的な英語力習得のため、TOEFLやTOEICの学内受験を活用し、英語力の向上を目指してほ
しい。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
堀
智子
1
ゼミの概要や進め方、取り組む （予習：2時間）
姿勢を確認する。卒研中間報告 ゼミ概要を読み、ゼミの目標を明確にしておく。
会に参加し、研究テーマを調べ
ると同時にポスターの作り方や （復習：2時間）
卒論中間報告会のプログラムに目を通しておく。
発表方法について学ぶ。
堀
智子
2
卒研中間発表会に参加し、研究 （予習：2時間）
テーマを調査すると同時に、ポ 配布された資料を読んでおく。発表者はパワーポ
スターの作り方や発表方法を学 イントを用意する。
ぶ。・
（復習：2時間）
卒研中間報告会についてレポートを作成する。
堀
智子
3
卒研中間報告会のレポートをも （予習：2時間）
とに、研究テーマ、研究手法、 レポートの内容を発表できるよう準備する。
ポスター、発表方法について確
認し、効果的な発表の在り方に （復習：2時間）
指示されたTOEFL問題を解く。
ついて検討する。
堀
智子
4
卒研中間報告会のレポートをも （予習：2時間）
とに、研究テーマ、研究手法、 レポートの内容を発表できるよう準備する。
ポスター、発表方法について確
認し、効果的な発表の在り方に
（復習：2時間）
ついて検討する。
指示されたTOEFL問題を解く。
堀
智子
5
卒研中間報告会のレポートをも （予習：2時間）
とに、研究テーマ、研究手法、 レポートの内容を発表できるよう準備する。
ポスター、発表方法について確
認し、効果的な発表の在り方に
（復習：2時間）
ついて検討する。
指示されたTOEFL問題を解く。
堀 智子
6
・コミュニケーションに関する （予習：.3時間）
文献を輪読し、理論・方法論を 配布された資料を読んでおく。発表者はパワーポ
学ぶ。発表者が分担箇所を説明 イントを用意する。
したのち、それに関連した議論
（復習：1時間）
を行う。
・英語によるプレゼンテーショ 指示されたTOEFL問題を解く。
ンの方法を学習する。
堀 智子
7
・コミュニケーションに関する （予習：3時間）
文献を輪読し、理論・方法論を 配布された資料を読んでおく。発表者はパワーポ
学ぶ。発表者が分担箇所を説明 イントを用意する。
したのち、それに関連した議論
（復習：1時間）
を行う。
・英語によるプレゼンテーショ 指示されたTOEFL問題を解く。
ンの方法を学習する。
堀
智子
8
・コミュニケーションに関する （予習：3時間）
文献を輪読し、理論・方法論を 配布された資料を読んでおく。発表者はパワーポ
学ぶ。発表者が分担箇所を説明 イントを用意する。
したのち、それに関連した議論
（復習：1時間）
を行う。
・英語によるプレゼンテーショ 指示されたTOEFL問題を解く。
ンの方法を学習する。
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9

10

堀

堀

智子

智子

11

堀

智子

12

堀

智子

13

堀

智子

14

堀

智子

15

16

堀

堀

智子

智子

17

堀

智子

18

堀

智子

・コミュニケーションに関する
文献を輪読し、理論・方法論を
学ぶ。発表者が分担箇所を説明
したのち、それに関連した議論
を行う。
・英語によるプレゼンテーショ
ンの方法を学習する。
興味のあるテーマについて先行
研究を探し、読み込む。

（予習：3時間）
配布された資料を読んでおく。発表者はパワーポ
イントを用意する。
（復習：1時間）
指示されたTOEFL問題を解く。
（予習：3時間）
興味のあるテーマについての先行研究を探す。

（復習：1時間）
指示されたTOEFL問題を解く。
興味のあるテーマについての先 （予習：3時間）
行研究について順番に発表して 研究テーマに関する先行研究の要点をまとめる。
もらい、その後研究方法などに
（復習：1時間）
づいて議論する。
指示されたTOEFL問題を解く。
興味のあるテーマについての先 （予習：3時間）
行研究について順番に発表して 研究テーマに関する先行研究の要点をまとめる。
もらい、その後研究方法などに
づいて議論する。
（復習：1時間）
TOEFL模試の見直しをする。
興味のあるテーマについての先 （予習：2時間）
行研究について順番に発表して 研究テーマに関する先行研究の要点をまとめる。
もらい、その後研究方法などに
づいて議論する。
（復習：2時間）
卒業論文テーマ、データ収集方法等について考え
る。
卒業研究のテーマを決め、研究 （予習：2時間）
研究計画を作成する。
計画をたてる。

研究計画について発表する。

（復習：2時間）
授業での議論を踏まえ、卒業論文テーマ、データ
収集方法、分析方法について見直し、修正する。
（予習：2時間）
研究計画発表の準備をする。

（復習：2時間）
授業での議論を踏まえ、データ収集方法、分析方
法について見直し、修正する。
フィードバックに基づいて、研 （予習：3時間）
フィードバックに基づき、研究計画を修正する。
究計画を修正する。
（復習：1時間）
データ収集の方法を再確認する。
（予習：3時間）
・データ収集を行う。
・先行研究を調べ、要点を発表 データ収集をする。先行研究を調べる。
する。
（復習：1時間）
・TOEFLの演習を行う。
指示されたTOEFL問題を解く。
（予習：3時間）
・データ収集を行う。
・先行研究を調べ、要点を発表 データ収集をする。先行研究を調べる。
する。
（復習：1時間）
・TOEFLの演習を行う。
指示されたTOEFL問題を解く。
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19

20

21

22

23

24

25

堀

堀

堀

堀

堀

堀

堀

智子

智子

智子

智子

智子

智子

智子

26

堀

智子

27

堀

智子

28

堀

智子

・データ分析について発表する
。
・先行研究を調べ、要点を発表
する。
・TOEFLの演習を行う。
・データ分析について発表する
。
・先行研究を調べ、要点を発表
する。
・TOEFLの演習を行う。
・先行研究およびデータ分析結
果など研究の進捗状況を発表す
る。
・TOEFLの演習を行う。

（予習：3時間）
データ分析を行う。
（復習：1時間）
指示されたTOEFL問題を解く。
（予習：3時間）
データ分析を行う。
（復習：1時間）
指示されたTOEFL問題を解く。
（予習：3時間）
プレゼンテーションのためのパワーポイントを作
成する。

（復習：1時間）
指示されたTOEFL問題を解く。
卒研中間報告会の発表抄録の検 （予習：3時間）
発表抄録を作成する。
討会を行う。
（復習：1時間）
指示されたTOEFL問題を解く。
卒研中間報告会の発表抄録を完 （予習：3時間）
発表抄録を作成する。
成させる。
（復習：1時間）
指示されたTOEFL問題を解く。
作成したポスターの検討会を行 （予習：3時間）
発表抄録を作成する。
う。
（復習：1時間）
指示されたTOEFL問題を解く。
フィードバックに基づき、卒研 （予習：3時間）
中間発表ポスターを修正する。 フィードバックに基づき、抄録を修正する。
（復習：1時間）
指示されたTOEFL問題を解く。
フィードバックに基づき、卒研 （予習：3時間）
中間発表ポスターを修正する。 ポスターを作成する。
（復習：1時間）
指示されたTOEFL問題を解く。
卒研中間発表のポスターを完成 （予習：2時間）
フィードバックに基づき、ポスターの修正を行う
させる。
。
（復習：2時間）
指示されたTOEFL問題を解く。
卒研中間報告会に向けた発表練 （予習：2時間）
ポスター発表の練習をする。
習を行う。
（復習：2時間）
ポスター発表の練習をする。
定期試験は実施しない
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

対象学年

3

単位数

科目責任者
科目担当者

宮本

8.0

直和

授業概要
（授業全体の内容）
本ゼミナールでは、実験実習（データ取得→解析→レポート作成・プレゼンテーション（発表））を中心とし
た指導を通じて、バイオメカニクス、特に骨格筋メカニクスの観点から身体運動の仕組みやパフォーマンスな
どに影響を与える要因などについて学ぶ。
また、関連する科目で学習した知識について、研究活動を通じて深めるとともに、研究活動の基本的な作法を
学ぶ。
さらに、ゼミナール・研究活動を通して、幅広く且つ論理的に思考できる能力を身に付けることを目指すとと
もに、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
（授業の位置づけ：学位授与方針に定められた知識・能力との関連）
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」、「協働で課題を
解決するために必要なコミュニケーション能力」、「スポーツ医科学とコーチング科学を中心としたスポーツ
科学についての知識と技能」、「スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力ないしは研究できる能
力」という学位授与方針の達成に寄与する。
（授業の到達目標）
1. 問題提起の基本となる文献考証（これまでにどのような研究が行われ、どのようなことが分かっているの
か？）、研究目的の設定（解決したい問題は何か？）、仮説の立案（どのような結果が予想されるか？）を行
うことができる。
2. 適切な研究デザインの考案（どのようにすればその問題を解決することができるか？）を行うことができ
る。
3. 適切なデータ取得および解析を行うことができる。
4. 客観的にデータを見て、論理的な解釈を行うことができる。
5. 成果発表を行うことができる。
成績評価
（成績評価の基準）
1. 本ゼミナールに関連し、自らが興味・関心のあるテーマの文献を積極的に抄読し、自主的に知識を深める
学習姿勢や理解度
2. ゼミナール・研究活動において他者と適切にコミュニケーションを取れているかどうか
3. 課題を適切に遂行することができたかどうか
（成績評価の方法）
学習状況・参加姿勢などによる平常点：30%
課題（卒業研究を含む）の達成度（量および質）：70%
なお、ゼミナールの進行上、相応しくないと判断される行為は減点の対象とする。
履修における留意事項
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（履修要件）
3年次にスポーツバイオメカニクスおよびスポーツバイオメカニクス実験実習を履修すること。
卒業研究を実施するにあたり英語論文を読むことになるため、基礎的な英文読解力を要する。
（履修上の注意）
1. バイオメカニクスはもちろんのこと、ゼミナールで取り扱う内容について、強い関心を持ち積極的に取り
組むこと。
2. ゼミナールの時間だけではなく、それ以外の時間においても論文抄読や実験を自主的かつ積極的に参加す
ること。
3. 遅刻・欠席がないようにすること。 出席回数が3分の2を下回る者については単位の認定をしない。
4. バイオメカニクス研究室の大学院生や学部生と自主的にコミュニケーションを取り、情報交換に努めるこ
と。
（課題（レポート・プレゼンテーション等）に対するフィードバックの方法）
内容を確認・添削し、修正ポイントを呈示するとともに、履修者の多くに共通する問題点についてはゼミナー
ル時間内に解説をする。
（テキスト・参考書等）
適宜紹介する。
連絡先とオフィスアワー
（連絡先）
E‑mail：n‑miyamotoあjuntendo.ac.jp
※「あ」を「@」に変更
（オフィスアワー）
日時：原則として月曜・金曜の昼休み・16時〜17時
場所：1号館5階バイオメカニクス実験室
※事前連絡・予約がなくても対応するが、他の者との面談や他の予定（出張など）と重複しないようにするた
め、事前にE‑mailで予約を取ることが望ましい（原則として先約優先）。
備考
（学修時間）
この授業は、演習の授業形態による8単位の科目であり、授業240時間と準備学修120時間の合計360時間の学修
を必要とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
宮本直和
（予習：1時間）
1
（授業内容）
授業形態・内容・成績評価などについてシラバス
ガイダンス
を熟読する。
ゼミナールに対する抱負を考えておく。
（授業方法）
ゼミナールの進め方やルールを
説明するとともに、自己紹介や （復習：1時間）
抱負を述べ、研究室メンバーと 今後の予定などを確認する。
の交流を図る。
宮本直和
（予習：各1時間）
2‑3
（授業内容）
指導教員・研究室の研究テーマ 事前の資料により、ゼミナール・研究室の研究テ
ーマ・内容の概要を理解する。
の理解

4‑6

宮本直和

（授業方法）
指導教員らの研究に関する発表
を聞き、その内容を理解する。
（授業内容）
基礎的な測定方法の習得

（復習：各2時間）
理解できなかった内容について調べる。
（予習：各1時間）
授業内容について確認する。他の授業で学習済み
の場合は復習しておく。

（授業方法）
筋力の測定方法を説明するとと （復習：各2時間）
もに、実際に測定を行い、各自 理解できなかった内容について調べる。
で測定が行えるようにする。
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7

8‑10

11

12‑14

15

16‑18

19

宮本直和

宮本直和

宮本直和

宮本直和

宮本直和

宮本直和

宮本直和

（予習：1時間）
授業内容について確認する。他の授業で学習済み
の場合は復習しておく。

（授業内容）
基礎的な分析方法の習得
（授業方法）
筋力データの分析方法を説明す
るとともに、実際に分析を行い
、各自で分析が行えるようにす
る。
（授業内容）
基礎的な測定方法の習得
（授業方法）
筋電図の測定方法を説明すると
ともに、実際に測定を行い、各
自で測定が行えるようにする。
（授業内容）
基礎的な分析方法の習得
（授業方法）
筋電図データの分析方法を説明
するとともに、実際に分析を行
い、各自で分析が行えるように
する。
（授業内容）
基礎的な測定方法の習得
（授業方法）
筋形状の測定方法を説明すると
ともに、実際に測定を行い、各
自で測定が行えるようにする。
（授業内容）
基礎的な分析方法の習得
（授業方法）
筋形状データの分析方法を説明
するとともに、実際に分析を行
い、各自で分析が行えるように
する。
（授業内容）
基礎的な測定方法の習得
（授業方法）
筋の力学的特性の測定方法を説
明するとともに、実際に測定を
行い、各自で測定が行えるよう
にする。
（授業内容）
基礎的な分析方法の習得

（復習：2時間）
理解できなかった内容について調べる。データ分
析を進める。
（予習：各1時間）
授業内容について確認する。他の授業で学習済み
の場合は復習しておく。
（復習：各2時間）
理解できなかった内容について調べる。
（予習：1時間）
授業内容について確認する。他の授業で学習済み
の場合は復習しておく。
（復習：2時間）
理解できなかった内容について調べる。データ分
析を進める。
（予習：各1時間）
授業内容について確認する。他の授業で学習済み
の場合は復習しておく。
（復習：各2時間）
理解できなかった内容について調べる。
（予習：1時間）
授業内容について確認する。他の授業で学習済み
の場合は復習しておく。
（復習：2時間）
理解できなかった内容について調べる。データ分
析を進める。
（予習：各1時間）
授業内容について確認する。他の授業で学習済み
の場合は復習しておく。
（復習：各2時間）
理解できなかった内容について調べる。

（予習：1時間）
授業内容について確認する。他の授業で学習済み
の場合は復習しておく。

（授業方法）
筋の力学的特性を算出する方法 （復習：2時間）
を説明するとともに、実際に分 理解できなかった内容について調べる。データ分
析を行い、各自で分析が行える 析を進める。
ようにする。
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20‑22

23

24‑26

27‑29

30‑34

35‑37

38‑45

宮本直和

宮本直和

宮本直和

宮本直和

宮本直和

宮本直和

宮本直和

（予習：各1時間）
授業内容について確認する。他の授業で学習済み
の場合は復習しておく。

（授業内容）
基礎的な測定方法の習得
（授業方法）
腱の形状・力学的特性の測定方
法を説明するとともに、実際に
測定を行い、各自で測定が行え
るようにする。
（授業内容）
基礎的な分析方法の習得
（授業方法）
腱の形状・力学的特性を算出す
る方法を説明するとともに、実
際に分析を行い、各自で分析が
行えるようにする。
（授業内容）
基本的な統計処理の方法の習得
（授業方法）
基本的な統計処理方法について
説明するとともに、前回までの
データを用いて統計処理を行う
。
（授業内容）
文献検索方法の学習
（授業方法）
主要な検索サイトを用いて、自
ら必要な文献を検索できるよう
に、基本的な方法を解説し、実
際に文献検索を行ってみる。
（授業内容）
研究テーマの検討
（授業方法）
興味のある手マーニ関する文献
に打ち手発表するとともに、自
身の研究テーマ・デザインにつ
いて考える。
（授業内容）
研究計画の立案・作成
（授業方法）
前回までに読んだ文献をもとに
卒業論文の研究計画を作成する
とともに、その内容を発表し、
計画の修正を進める。
（授業内容）
データの取得・分析

（復習：各2時間）
理解できなかった内容について調べる。

（予習：1時間）
授業内容について確認する。他の授業で学習済み
の場合は復習しておく。
（復習：2時間）
理解できなかった内容について調べる。データ分
析を進める。
（予習：各1時間）
授業内容について確認する。他の授業で学習済み
の場合は復習しておく。
（復習：各2時間）
理解できなかった内容について調べる。

（予習：各1時間）
授業内容について確認する。他の授業で学習済み
の場合は復習しておく。
（復習：各2時間）
理解できなかった内容について調べる。

（予習：各1時間）
自分の興味あるテーマについて文献を探して読み
、内容をまとめ、発表準備をする。
（復習：各2時間）
理解できなかった内容について調べる。

（予習：各1時間）
研究計画を作成し、発表準備をする。
（復習：各2時間）
研究計画の修正を行う。

（予習：各1時間）
授業内容についての準備を進める。

（復習：各2時間）
（授業方法）
研究計画をもとにデータの取得 追加で必要なデータを取得する。
を進めながら、データ分析を行
う。
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46‑48

49‑54

55

56

宮本直和

宮本直和

宮本直和

宮本直和

（授業内容）
研究結果の発表

（予習：各1時間）
結果をまとめ、発表準備をする。

（授業方法）
プレゼンテーションを行い、意
見交換する。
（授業内容）
論文作成

（復習：各2時間）
理解できなかった内容について調べる。

（授業方法）
「緒言」「方法」「結果」「考
察」などの書き方を解説すると
ともに、各自の論文を執筆する
。
（授業内容）
論文修正

（復習：各2時間）
理解できなかった内容について調べる。

（授業方法）
指導教員からのコメントをもと
に、論文の修正を進める。
（授業内容）
論文完成

（復習：2時間）
論文の修正を行う。

（授業方法）
最終的な原稿を完成させる。
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（予習：各1時間）
授業内容について確認する。

（予習：1時間）
論文の修正を行う。

（予習：1時間）
論文の修正を行う。

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

3

授業形態
開講学期

講義
通年

単位数

8.0

科目責任者 島嵜 佑
科目担当者
島嵜 佑
授業概要
［授業全体の内容］
コーチングの概念を理解し、身近な疑問や事象からテーマを定まる。卒業論文作成過程から、スポーツ科学に
おける科学的アプローチについて学修する。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するため
の高い倫理観を涵養する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関係）］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身につけるため
の科目の１つとして開講される。また、スポーツ科学科においては、「スポーツ科学の知識の基づき、現場で
指導できる能力ないしは研究できる能力」という学位授与方針の達成にも寄与する。
［授業の到達目標］
ゼミ員一人一人が、ゼミナール活動を通じて、効果的なコーチングの基礎を説明でき、現場指導において有効
なコーチングを実践することができる。 また、自らの研究テーマを設定し、適切な研究方法から結果を導き
出し、考察できるようにする。
成績評価
［成績評価の基準］
3年次、どのような背景からその課題をテーマにしたか説明することができるか。また、提議書が適切に書か
れているか。
４年次、研究に関してのデザインと進捗状況を説明できるか。また、研究論文としてまとめ、パワーポイント
を使い研究の結果・考察を適切に説明できるか。
［成績評価の方法］
３年次前後期に行なわれる課題発表（50%）と提議書提出（50%）による評価
４年次中間報告（30%）、卒業論文提出、卒業論文発表（70%）による評価
履修における留意事項
［履修要件］
球技コーチング分野に興味を持ち、ゼミナールの活動を自らの学生生活に活かそうとする姿勢を持って受講い
ただきたい。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
授業内でディスカッションを多く行いますので、積極的に取り組んで下さい。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
提出されたレポート課題は、速やかに添削し返却します。
［テキスト・参考書等］
必要に応じ、授業時に文献、参考図書等について紹介するので、自主的に取り寄せ、精読していただきたい。
さらに、必要に応じ、授業時に資料を配付するので、予習復習に役立てもらいたい。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：島嵜 佑
E‑mail：yshimasa@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：水曜日 12:00〜12:50
場所：1号館5階1528室
備考
［学修時間］
この授業科目は、講義による8単位の科目であり、授業240時間と準備学習120時間の計360時間の学習を必要と
する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
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授業回数 担当
島嵜
1〜２

3〜4

5〜6

7〜８

9〜10

11〜12

島嵜

島嵜

島嵜

島嵜

島嵜

授業内容（授業方法を含む）
［授業内容］
ゼミナール活動で行う内容につ
いて理解を深める。

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
(予習：1h)
大学のゼミナール活動とはどういうものか調べて
くること。

佑

［授業方法］
ゼミナール活動内容についてデ
ィスカッションする。
［授業内容］
「コーチング」とは？ 「コー
チング」に関して理解を深める
。

(復習：1h)
2年間のゼミナール活動の内容に関して整理する
。
(予習：1h)
「コーチ」の仕事・役割、および「コーチング」
について調べてくる。

佑

［授業方法］
各自で調べてきた「コーチング
」に関して発表を行う。
［授業内容］
「リーダー」とは？ 「リーダ
ーシップ」とは何かについて理
解を深める。

佑

佑

佑

佑

［授業方法］
「リーダー」「リーダーシップ
」について調べてきたことに関
して発表を行う。
［授業内容］
「コミュニケーション」とは？
「コミュニケーションスキル
」について理解を深める。
［授業方法］
「コミュニケーション」につい
て調べてきたことを発表する。
［授業内容］
地域貢献事業①：NPO法人レー
ヴェンが主催している地域の子
ども達とのスポーツ活動に参加
し、地域貢献活動の重要性の理
解を深める。
［授業方法］
子供達のスポーツ指導の実践を
行う。
［授業内容］
「コミュニケーション」とは？
「コミュニケーションスキル
」に必要な「インタラクティブ
」「クリティカルティンキング
」ついて理解を深める。
［授業方法］
「絵合わせゲーム」を体験する
。
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(復習：1h)
「コーチ」の仕事・役割、および「コーチング」
についてレポートにまとめる。
(予習：1h)
「リーダー」「リーダーシップ」とは何か調べて
くる。
(復習：1h)
「リーダー」および「リーダーシップ」に関して
理解したことをレポートにまとめる。

(予習：1h)
「コミュニケーション」および「コミュニケーシ
ョンスキル」について調べてくる。
(復習：1h)
「コミュニケーション」および「コミュニケーシ
ョンスキル」について理解したことをレポートに
まとめる。
(予習：1h)
地域貢献活動とは何か調べてくること。
(復習：1h)
子ども達との活動を通して感じたことをレポート
にまとめること。

(予習：1h)
「コミュニケーション」および「コミュニケーシ
ョンスキル」について調べてくる。
(復習：1h)
「絵合わせゲーム」で学んだことをレポートにま
とめる。

13〜14

島嵜

佑

15〜16

島嵜

佑

17〜18

島嵜

佑

19〜20

21〜22

23〜24

島嵜

島嵜

島嵜

佑

佑

佑

(予習：1h)
［授業内容］
wearable device GPSの機能と GPSシステムについて調べてくる。
使用方法について理解を深める
(復習：1h)
。
wearable device GPSの使用方法について整理す
る。
［授業方法］
実際にwearable device GPSを
各自搭載し、運動測定を行う。
(予習：1h)
［授業内容］
wearable device GPSの機能と GPSシステムを使用した文献を各自調べてくる。
使用方法について理解を深める
(復習：1h)
。
High intensity runningについて復習する。
［授業方法］
実際にwearable device GPSを
各自搭載し、運動測定を行う。
(予習：1h)
［授業内容］
研究論文作成のための抄読会の 各自興味のある研究論文の中から、1編を選び内
重要性について理解を深める。 容について解説できる準備をする。
［授業方法］
各自読んできた論文について発
表を行う。また、その論文の問
題点、改善点、オリジナリティ
ー、新規性等々について議論す
る。
［授業内容］
研究論文作成のための抄読会の
重要性について理解を深める。

(復習：1h)
抄読会を通して、自分自身の卒業論文のテーマを
検討する。

［授業方法］
各自読んできた論文について発
表を行う。また、その論文の問
題点、改善点、オリジナリティ
ー、新規性等々について議論す
る。
［授業内容］
研究論文作成のための抄読会の
重要性について理解を深める。

(復習：1h)
抄読会を通して、自分自身の卒業論文のテーマを
検討する。

［授業方法］
各自読んできた論文について発
表を行う。また、その論文の問
題点、改善点、オリジナリティ
ー、新規性等々について議論す
る。
［授業内容］
研究論文作成のための抄読会の
重要性について理解を深める。

(復習：1h)
抄読会を通して、自分自身の卒業論文のテーマを
検討する。

(予習：1h)
各自興味のある研究論文の中から、1編を選び内
容について解説できる準備をする。

(予習：1h)
各自興味のある研究論文の中から、1編を選び内
容について解説できる準備をする。

(予習：1h)
各自興味のある研究論文の中から、1編を選び内
容について解説できる準備をする。

(復習：1h)
［授業方法］
各自読んできた論文について発 抄読会を通して、自分自身の卒業論文のテーマを
表を行う。また、その論文の問 検討する。
題点、改善点、オリジナリティ
ー、新規性等々について議論す
る。
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25〜26

27〜28

29〜30

島嵜

島嵜

島嵜

佑

佑

佑

31〜32

島嵜

佑

33〜34

島嵜

佑

35〜36

島嵜

佑

(予習：1h)
［授業内容］
研究論文作成のための抄読会の 各自興味のある研究論文の中から、1編を選び内
重要性について理解を深める。 容について解説できる準備をする。
［授業方法］
各自読んできた論文について発
表を行う。また、その論文の問
題点、改善点、オリジナリティ
ー、新規性等々について議論す
る。
［授業内容］
研究論文作成のための抄読会の
重要性について理解を深める。

(復習：1h)
抄読会を通して、自分自身の卒業論文のテーマを
検討する。

［授業方法］
各自読んできた論文について発
表を行う。また、その論文の問
題点、改善点、オリジナリティ
ー、新規性等々について議論す
る。
［授業内容］
地域貢献事業②：八街市で行わ
れている地域貢献活動に参加し
、高齢者の方々と交流を持ち、
地域貢献活動および地域社会を
考える重要性の理解を深める。

(復習：1h)
抄読会を通して、自分自身の卒業論文のテーマを
検討する。

(予習：1h)
各自興味のある研究論文の中から、1編を選び内
容について解説できる準備をする。

(予習：1h)
地域貢献活動とは何か調べてくること。
(復習：1h)
高齢者の方々との活動を通して感じたことをレポ
ートにまとめること。

［授業方法］
高齢者の運動指導の実践を行う
。
(予習：1h)
［授業内容］
卒業論文及び卒業論文のための 提議書および倫理申請書の書き方について調べて
提議書の作成について理解を深 くる。
める。
(復習：1h)
各自で作成した提議書および倫理申請書を訂正す
［授業方法］
今までの学習から、各自トライ る。
したい、また実現可能な、さら
に何らかの貢献が可能な研究（
卒業論文）の提議書作成を行う
。
(予習：1h)
［授業内容］
卒業論文及び卒業論文のための 提議書および倫理申請書の書き方について調べて
提議書の作成について理解を深 くる。
める。
(復習：1h)
各自で作成した提議書および倫理申請書を訂正す
［授業方法］
今までの学習から、各自トライ る。
したい、また実現可能な、さら
に何らかの貢献が可能な研究（
卒業論文）の提議書作成を行う
。
(予習：1h)
［授業内容］
各自の卒業論文内容に関して理 各自卒業論文作成に必要な文献考証、実験・調査
・測定を行う。
解を深める。
(復習：1h)
［授業方法］
卒業論文作成：各自提議書に沿 各自、目的に応じた適切な方法で実験・調査・測
って、卒業論文を作成する。 定を行い、卒業論文作成に力を注ぐ。
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37〜38

39〜40

41〜42

43〜44

45〜46

47〜48

49〜50

島嵜

島嵜

島嵜

島嵜

島嵜

島嵜

島嵜

佑

佑

佑

佑

佑

佑

佑

(予習：1h)
［授業内容］
各自の卒業論文内容に関して理 各自卒業論文作成に必要な文献考証、実験・調査
・測定を行う。
解を深める。
［授業方法］
卒業論文作成：各自提議書に沿
って、卒業論文を作成する。
［授業内容］
各自の卒業論文内容に関して理
解を深める。

(復習：1h)
各自、目的に応じた適切な方法で実験・調査・測
定を行い、卒業論文作成に力を注ぐ。
(予習：1h)
各自卒業論文作成に必要な文献考証、実験・調査
・測定を行う。

［授業方法］
卒業論文作成：各自提議書に沿
って、卒業論文を作成する。
［授業内容］
各自の卒業論文内容に関して理
解を深める。

(復習：1h)
各自、目的に応じた適切な方法で実験・調査・測
定を行い、卒業論文作成に力を注ぐ。
(予習：1h)
各自卒業論文作成に必要な文献考証、実験・調査
・測定を行う。

［授業方法］
卒業論文作成：各自提議書に沿
って、卒業論文を作成する。
［授業内容］
各自の卒業論文内容に関して理
解を深める。

(復習：1h)
各自、目的に応じた適切な方法で実験・調査・測
定を行い、卒業論文作成に力を注ぐ。
(予習：1h)
各自卒業論文作成に必要な文献考証、実験・調査
・測定を行う。

［授業方法］
卒業論文作成：各自提議書に沿
って、卒業論文を作成する。
［授業内容］
各自の卒業論文内容に関して理
解を深める。

(復習：1h)
各自、目的に応じた適切な方法で実験・調査・測
定を行い、卒業論文作成に力を注ぐ。
(予習：1h)
各自卒業論文作成に必要な文献考証、実験・調査
・測定を行う。

［授業方法］
卒業論文作成：各自提議書に沿
って、卒業論文を作成する。
［授業内容］
各自の卒業論文内容に関して理
解を深める。

(復習：1h)
各自、目的に応じた適切な方法で実験・調査・測
定を行い、卒業論文作成に力を注ぐ。
(予習：1h)
各自卒業論文作成に必要な文献考証、実験・調査
・測定を行う。

［授業方法］
卒業論文作成：各自提議書に沿
って、卒業論文を作成する。
［授業内容］
各自の卒業論文内容に関して理
解を深める。

(復習：1h)
各自、目的に応じた適切な方法で実験・調査・測
定を行い、卒業論文作成に力を注ぐ。
(予習：1h)
卒業論文中間発表会のためのパワーポイントを準
備する。

(復習：1h)
卒業論文中間発表会の際の質疑応答をまとめ、卒
業論文の加筆・修正を行う。
(予習：1h)
［授業内容］
各自の卒業論文内容に関して理 各自卒業論文作成に必要な文献考証、実験・調査
・測定を行う。
解を深める。
［授業方法］
卒業論文中間発表会を行う。

51〜52

島嵜

佑

(復習：1h)
［授業方法］
卒業論文作成：各自提議書に沿 各自、目的に応じた適切な方法で実験・調査・測
って、卒業論文を作成する。 定を行い、卒業論文作成に力を注ぐ。
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53〜54

55〜56

島嵜

島嵜

佑

佑

(予習：2h)
［授業内容］
各自の卒業論文内容に関して理 各自卒業論文作成に必要な文献考証、実験・調査
・測定を行う。
解を深める。
［授業方法］
卒業論文作成：各自提議書に沿
って、卒業論文を作成する。
［授業内容］
卒業論文発表会（最終審査を兼
ねる）

(復習：2h)
各自、目的に応じた適切な方法で実験・調査・測
定を行い、卒業論文作成に力を注ぐ。
(予習：2h)
卒業論文発表会のためのパワーポイントを準備す
る。

(復習：2h)
［授業方法］
パワーポイントで卒業論文に関 発表会終了後、反省会を行う。
して10分のプレゼンテーション
を行う。
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

対象学年

3

単位数

科目責任者
科目担当者

鄧

8.0

鵬宇

授業概要
「授業全体の内容」
トレーニング、骨格筋の形態・機能、全身持久力、競技パーフォマンス、加齢・発育発達、健康、月経周期（
女性）などをキーワードに、学生自ら興味・関心に沿った学術的、社会的に重要な研究テーマを見出し、倫理
的思考に基づいてその問題を解決するための能力を身に付けるサポートをしていく。具体的には、運動生理学
・トレーニング科学分野における基本的な測定方法や統計処理方法を習得するとともに、学生が自ら研究計画
を立案・実行し、その内容についてプレゼンテーションをするとともに、卒業論文にまとめられるよう取り組
む。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
「授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等の関連）」
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」、「協働で課題を
解決するために必要なコミュニケーション能力」、「スポーツ医科学とコーチング科学を中心としたスポーツ
科学についての知識と技能」、及び「スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力ないしは研究でき
る能力」という学位授与方針の達成に寄与する
「授業の到達目標」
1. 自ら興味関心のある分野に関連した書籍や文献を積極的に抄録し、基礎的な、もしくは新たな知識を自主
的に学習することができる
2. 上記の知識を基づいて、自ら研究計画を作成し、それを実行し、得られた研究結果を発表する。または論
文としてまとめることができる
3. ゼミナール・研究活動において他者と適切なコミュニケーションを取ることができる
4. 他者の発表に対して適切な質問・アドバイスができる
成績評価
「成績評価の基準」
1. 自ら興味関心のある分野に関連した書籍や文献を積極的に抄読し、基礎的な、もしくは新たな知識を自主
的に学習することができる
（プレゼンテーション・平常点）
2. 上記の知識に基づいて、自ら研究計画を作成し、それを実行し、得られた研究結果を発表する。または、
論文としてまとめることができる
（プレゼンテーション・レポート/論文）
3. ゼミナール・研究活動において他者と適切なコミュニケーションをとることができる
（平常点）
4. 他者の発表に対して適切な質問・アドバイスができる
（平常点）
「成績評価の方法」
論文（40％）・プレゼンテーション（30％）・平常点（30％）を総合して評価する
なお、ゼミナールの進行上、ふさわしくないと判断される行為は、減点の対象とします
履修における留意事項
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「受講条件」
運動生理学ⅠおよびⅡを必ず履修すること
「履修上の注意（科目独自のルール）」
週1回のゼミナールの時間だけではなく、それ以外の時間においても、論文抄読や実験を自主的かつ積極的に
実施すること
「課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法」
論文：内容を確認・添削し、修正のポイントを提示するとともに、履修者の多くに共通する問題点等について
はゼミナール時間内に解説をする
「テキスト・参考書等」
適宜、資料の配布・紹介を行う
連絡先とオフィスアワー
「連絡先」
担当：鄧鵬宇
E‑mail: deng[at]juntendo.ac.jp
※[at]を＠に変更してください。
「オフィスアワー」
日時：火曜日昼休み
場所：1号館1階1110号室

（運動生理学研究室）

上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相談時間と重ならないようにするため、
前日までE‑mailで予約をしてください。予約のあった学生を優先します。
備考
「学修時間」
この授業は、演習の授業形態による8単位の科目であり、授業240時間と準備学習120時間の計360時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
「その他」
ゼミナールでは関連する講義で学習した知識を研究活動を通じて深めるとともに、研究活動の基本的な作法を
学ぶ。毎回の学習が積み上げられることで成果が期待できる。そのため、遅刻・欠席のないようにするととも
に、興味を持って積極的に参加することが望まれる。また、指導教員だけではなく、研究室の先輩やゼミナー
ルの同級生と自主的コミュニケーションを取りながら情報交換に努めること。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
鄧鵬宇
（予習：各1時間）
1
「授業内容」
ゼミナールに対する抱負をまとめておく
ガイダンスを行う

2‑3

鄧鵬宇

「授業方法」
ゼミナールの進め方や研究室の
ルールを説明するとともに、各
自で自己紹介や抱負を述べ、研
究室スタッフとの交流を図る
「授業内容」
研究室で実施されている研究を
紹介する

（復習：各1時間）
今後の予定などを確認する

（予習：各1時間）
事前の資料により発表者の研究内容の概要を把握
する

（復習：各1時間）
「授業方法」
指導教員や大学院生・ゼミ4年 理解できなかった内容について調べる
生の研究に関する発表を聞き、
その内容を理解する
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4‑5

6‑7

8‑9

10‑11

12‑13

14‑18

19‑20

鄧鵬宇

鄧鵬宇

鄧鵬宇

鄧鵬宇

鄧鵬宇

鄧鵬宇

鄧鵬宇

「授業内容」
基礎的な測定方法を習得する

（予習：各2時間）
最大酸素摂取量の測定方法について確認する

「授業方法」
最大酸素摂取量の測定方法を説
明するとともに、実際に測定を
行い、各自で測定が行えるよう
に練習する
「授業内容」
基礎的な測定方法を習得する

（復習：各2時間）
機器の操作方法等について復習し、まとめておく

「授業方法」
等尺性最大筋力の測定方法を説
明するとともに、実際に測定を
行い、各自で測定が行えるよう
に練習する
「授業内容」
基本的な統計処理の方法を習得
する

（復習：各2時間）
機器の操作方法等について復習し、まとめておく

（予習：各2時間）
等尺性最大筋力の測定方法について確認する

（予習：各4時間）
基本的な統計手法について復習しておく

（復習：各6時間）
データの分析を進める
「授業方法」
基本的な統計処理方法について
解説をするとともに、前回まで
取得したデータを分析し、その
内容をまとめる
（予習：各1時間）
「授業内容」
事前資料を参考に、論文作成の手順を確認する
論文の書き方を学ぶ
「授業方法」
実際に出版されている論文を参
考例としながら、論文の構成や
作成手順について解説する
「授業内容」
文献の検索方法を学ぶ

（復習：各1時間）
理解できなかった内容について調べる

「授業方法」
主要な検索サイドを用いて、自
らに必要な文献を検索できるよ
う、基本的な方法を解説し、実
際に文献検索を行ってみる
「授業内容」
研究テーマを検討する

（復習：各１時間）
理解できなかった内容について調べる

「授業方法」
興味のあるテーマに関する論文
について発表するとともに、自
身の研究デザインについて考え
させる
「授業内容」
研究計画を作成する

（予習：各１時間）
事前資料を参考に、文献検索の手順を確認する

（予習：各３時間）
自分の興味のあるテーマについて文献を探して読
み、内容をまとめて発表ができるように準備する
（復習：各３時間）
理解できなかった内容について調べる

（予習：各２時間）
研究計画を作成するとともに、その内容について
発表できるように準備を行う

「授業方法」
前回までに読んだ論文を基に卒 （復習：各２時間）
業論文の研究計画を作成すると 研究計画および発表資料の修正を行う
ともに、その内容を発表し、計
画の修正を進める
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21‑30

31‑34

35‑36

37‑38

39‑40

41‑48

49

鄧鵬宇

鄧鵬宇

鄧鵬宇

鄧鵬宇

鄧鵬宇

鄧鵬宇

鄧鵬宇

（予習：各２時間）
授業前までに取得したデータについてまとめ、発
表できるようにしておく

「授業内容」
データを取得する
「授業方法」
研究計画を基にデータの取得を
進める。実験の実施にあたって
は、研究室に所属する大学院生
の協力のもとに進めていく
「授業内容」
統計処理の復習および確認
「授業方法」
基本的な統計処理方法について
再度復習するとともに、自身で
取得したデータに対して統計処
理を行う
「授業内容」
研究結果を発表する
「授業方法」
統計結果をまとめ、各自5分程
度でプレゼンテーションを行い
、意見交換を行う
「授業内容」
研究内容全体を発表する
「授業方法」
緒言から結論までを10分程度で
プレゼンテーションし、意見交
換を行う
「授業内容」
自身の研究について発表する
「授業方法」
最終的に10分間のプレゼンテー
ションを実施し、再度意見交換
を行い、プレゼンテーション資
料を完成させる
「授業内容」
卒業論文を作成する
「授業方法」
実施した研究に基づいて『緒言
』『方法』『結果』『考察』『
参考文献』の書き方を解説する
とともに、各自の卒業論文を執
筆する
「授業内容」
卒業論文を提出する

（復習：各２時間）
追加で必要なデータを取得する

（予習：各１時間）
取得したデータをまとめ、Excel等に整理してお
く
（復習：各１時間）
理解できなかった内容について調べる

（予習：各３時間）
統計結果をまとめ、結果を発表できるように準備
する
（復習：各１時間）
理解できなかった内容について調べる
（予習：各２時間）
緒言から結論までを10分程度で発表できるように
準備する
（復習：各２時間）
プレゼンテーション資料の修正を行う
（予習：各２時間）
緒言から結論までを10分程度で発表できるように
準備する
（復習：各１時間）
プレゼンテーション資料を完成させる

（予習：各2時間）
事前資料を参考に、論文作成の手順を確認する
（復習：各２時間）
書き方について理解できなかった部分を調べる

（予習：各２時間）
論文として体裁を整える

（復習：各２時間）
「授業方法」
各自で執筆した卒業論文を提出 再度自身の論文を見直す
するとともに、履修者間で確認
をし合い、卒業論文を修正する
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50

鄧鵬宇

51‑52

鄧鵬宇

53‑54

55

56

鄧鵬宇

鄧鵬宇

鄧鵬宇

（予習：各3時間）
「授業内容」
提出された卒業論文の添削の返 再度自身の論文を見直す
却および解説を行う
（復習：各3時間）
論文の修正を行う
「授業方法」
前回授業時に提出された卒業論
文にコメントを記載したものを
返却するとともに、履修者に共
通する間違いなどを解説する
（予習：各3時間）
「授業内容」
論文の修正を行う
卒業論文の修正を進める
「授業方法」
指導教員からの指摘をもとに、
履修者間で論文を確認しあい、
卒業論文の修正を進める
「授業内容」
卒業論文発表会の練習を行う

（復習：各3時間）
再度論文を修正する

「授業方法」
第40回授業で完成させた発表資
料をもとに、発表会を想定した
プレゼンテーションの練習を行
い、質疑応答の練習を行う
「授業内容」
卒業論文発表会を行う

（復習：各4時間）
発表内容を再度修正するとともに、質疑に対する
対応を考え、回答例を作成しておく

「授業方法」
他のゼミナールと合同で、発表
会を実施し、自身の研究内容を
発表するとともに、他の学生の
発表内容を理解する
「授業内容」
卒業論文の完成版を提出する

（復習：各4時間）
自身の発表に対してのコメントをもとに論文を修
正する

「授業方法」
最終的な原稿論文を提出すると
ともに、他の履修者の論文を読
んで感想をまとめる
定期試験を実施しない
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（予習：各4時間）
発表の準備を行う

（予習：各4時間）
発表の準備を行う

（予習：各4時間）
論文の完成版を提出する準備を行う

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

３・４年

授業形態
開講学期

講義・演習

単位数

8.0

科目責任者 蔦宗 浩二
科目担当者
蔦宗 浩二
授業概要
[授業全体の内容]
将来、社会に貢献できるスポーツ指導者や教師になるために、どのような環境からでも着実に結果が出せる
指導力を育成する。そして、バレーボール等のチーム競技において、選手の育成法・組織の開発・球技系科学
的トレーニング（インパルストレーニングなど）・人間評価表・ＩＴを多角的に利用した情報分析。さらには
歴史を踏まえたうえで新しい技術・戦術の開発などを研究していく。
また、地域スポーツにも貢献できる人材育成にも力を入れる。教員採用試験合格のための指導も積極的に行う
。あわせて、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
バレーボールを通じてスポーツの楽しさや健康、コミュニケーション能力を身に着けることができる。
□①「対人調整力」（S、K、M）
□②「コミュニケーション力」（S、K、M）
■③「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」（S、K、M）
□④「①〜③を応用し表現する能力」（S、K、M）
□⑤「医学的知識を備えたスポーツ指導者の育成」（S）
□⑥「スポーツ指導現場に詳しいスポーツ医科学研究者の育成」（S）
□⑦「経営学・社会心理学・社会学を応用したスポーツマネジメントについての知識」（M）
□⑧「スポーツをヒト・モノ・カネ・情報という経営資源の側面からマネジメントできる（M）
□⑨「健康についての専門的知識と実践的技能の取得」（K）
□⑩「健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」（K)
□⑪資格対応科目
※S：スポーツ科学科、M：スポーツマネジメント学科、K：健康学科
[授業の到達目標]
バレーボールのスキル・戦術だけでなく、教員としての素養を身に着ける。
・バレーボールおよびチーム競技を専門的に研究することにより、資質の高い専門的な知識・技術・人間性を
持った保健体育科教
師になることができる。
・体育授業、部活動、体育科行事、学校行事、学校経営、生活指導など高度な専門性を持った教員になること
ができる。
・教員採用試験の準備を早期から行い、各県の教員採用試験の合格率を大幅にアップすることができる。
・総合的な部活動・学校経営のできる保健体育科教諭としての人間性を養成できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1
2

前後期ともに授業実施回数の2/3以上の出席をもって受験資格とする。
前期終了時と後期終了時に実技試験を行い評価する

[成績評価の方法]
授業態度・取り組み・出席点５０％、実技レベル５０％の割合で評価します。
履修における留意事項
実技科目のため、ケガなどでできない場合は相談してください
バレーボールシューズの購入をお勧めします
連絡先とオフィスアワー
1号館5階１５１５室
ktsutamu@juntendo.ac.jp
火曜 12時〜13時 研究室
金曜 12時〜13時 研究室
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備考
「ぐんぐんうまくなるバレーボール」 蔦宗浩二著 ベースボールマガジン社
「日本一への挑戦」 蔦宗浩二著 バレーボール・アンリミテッド
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
蔦宗 浩二
1
オリエンテーション
蔦宗 浩二
各自、興味のある分野の調査研究。発表の準備
2
講義・調査研究の発表
蔦宗 浩二
各自、興味のある分野の調査研究。発表の準備
3
講義・調査研究の発表
蔦宗 浩二
各自、興味のある分野の調査研究。発表の準備
4
講義・調査研究の発表
蔦宗
浩二
各自、興味のある分野の調査研究。発表の準備
5
講義・調査研究の発表
蔦宗
浩二
各自、興味のある分野の調査研究。発表の準備
6
講義・調査研究の発表
蔦宗 浩二
各自、興味のある分野の調査研究。発表の準備
7
講義・調査研究の発表
蔦宗 浩二
各自、興味のある分野の調査研究。発表の準備
8
講義・調査研究の発表
蔦宗 浩二
各自、興味のある分野の調査研究。発表の準備
9
講義・調査研究の発表
蔦宗 浩二
各自、興味のある分野の調査研究。発表の準備
10
講義・調査研究の発表
蔦宗 浩二
各自、興味のある分野の調査研究。発表の準備
11
講義・調査研究の発表
蔦宗
浩二
各自、興味のある分野の調査研究。発表の準備
12
講義・調査研究の発表
蔦宗 浩二
各自、興味のある分野の調査研究。発表の準備
13
講義・調査研究の発表
蔦宗 浩二
各自、興味のある分野の調査研究。発表の準備
14
講義・調査研究の発表
蔦宗 浩二
各自、興味のある分野の調査研究。発表の準備
15
講義・調査研究の発表
蔦宗 浩二
学校現場で行われる「遠足」の実施計画の立案
16
班別自主行動実習
蔦宗 浩二
提議書の作成
17
提議書・論文作成
蔦宗 浩二
提議書の作成
18
提議書・論文作成
蔦宗
浩二
論文作成
19
論文作成
蔦宗 浩二
中間発表の準備
20
卒業論文中間発表
蔦宗 浩二
21
教採の学科模擬試験・面接・小 論文作成
論文・模擬授業
蔦宗 浩二
論文作成
22
論文作成
蔦宗 浩二
論文作成
23
論文作成
蔦宗 浩二
中間発表の準備
24
卒業論文中間発表
蔦宗 浩二
25
教採の学科模擬試験・面接・小 論文作成
論文・模擬授業
蔦宗 浩二
論文作成
26
論文作成
蔦宗 浩二
論文作成
27
論文作成
蔦宗 浩二
論文査読
28
論文修正
蔦宗
浩二
論文査読
29
論文修正
蔦宗 浩二
研究成果発表準備
30
研究成果発表準備
蔦宗 浩二
研究成果発表・討議
31
研究成果発表・討議
蔦宗 浩二
学校現場で行われる「遠足」の実施計画の立案
32
班別自主行動実習
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

中嶽

4

授業形態
開講学期

講義・演習
通年

単位数

8.0

誠

授業概要
［授業全体の内容］
この授業科目では、バスケットボール競技における課題の解明に必要な調査・実験等に関する方法を学び
、研究遂行に必要な基本的能力を身に付けていく。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進す
るための高い倫理観を涵養する。
具体的には、先行研究の考証し、研究計画を策定する。そして各自の研究課題にあった調査・実験を行い
、卒業論文作成に取り組む。また、研究成果を発表し、プレゼンテーション能力を高める。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、およびそれらの活用能力」および「ス
ポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力ないし研究できる能力」という学位授与方針の達成に寄与
する。
［授業の到達目標］
1.研究課題を設定し、課題レポートや卒業論文が作成できる。
2.研究成果をプレゼンテーションできる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.研究課題を設定し、卒業論文や課題レポートが作成できる（卒業論文・課題レポート）。
2.研究成果をプレゼンテーションできる（成果発表）。
3.取組状況によって受講態度を評価する（平常点）。
［成績評価の方法］
卒業論文・課題レポート（50％）、成果発表（30％）、平常点（20％）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
卒業必修科目なので必ず履修すること。
バスケットボール競技に興味関心の高い学生が望ましい。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
卒業論文に向けて各自の取組が中心となるので、能動的に参加すること。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業中にポイントを解説します。
［テキスト・参考書等］
授業中に指示します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：中嶽誠
E‑mail：mknakada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：水曜日12時00分〜12時45分
場所：1号館5階1520室 バスケットボール研究室
備考
［学修時間］
この授業は、講義・演習の授業形態による8単位の科目であり、授業120時間と準備学習２４０時間の計36
0時間の学修を必要とする内容を持って構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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3年次
1
2‑3

中嶽

オリエンテーション

中嶽

テキストによる講義・演習

4‑5

中嶽

論文抄読

6‑7

中嶽

文献検索

8‑9

中嶽

課題計画立案

10‑13

中嶽

課題レポート作成

14

中嶽

レポート作成提出

15

中嶽

ガイダンス

16‑17

中嶽

卒業論文テーマの検討

18‑19

中嶽

論文検索

20‑21

中嶽

卒業論文に向けた課題の計画

22‑23

中嶽

課題レポート作成

24‑27

中嶽

課題レポート作成

28

中嶽

レポート提出

4年次
1
2‑7

中嶽

オリエンテーション

中嶽

提議書の作成

8

中嶽

卒業論文に関する文献考証

9

中嶽

卒業論文作成の計画

10

中嶽

卒業論文作成の方法

11‑13

中嶽

予備調査・予備実験

14

中嶽

中間報告

15

中嶽

卒業論文作成

16‑17

中嶽

卒業論文作成
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（予習：２時間）シラバスを確認する。
（復習：２時間）課題論文を検索する。
（予習：2時間×２)指定されたテキストを事前に
読む。
(復習：２時間×２）講義内容をまとめる。
（予習：2時間×２）紹介された論文を事前に読
む。
（復習：2時間×２）講義内容をまとめる。
（予習：2時間×２）検索方法を確認する。
（復習：2時間×２）論文検索を行う。
（予習：2時間×２）計画の立案をたてる。
（復習：2時間×２）計画の立案を見直す。
（予習：2時間×４）課題レポート作成を各自で
進める。
（復習：2時間×４）課題レポート作成を各自で
進める。
（予習：2時間）修正箇所等を見直す。
（復習：2時間）提出したレポート内容を振返る
。
（予習：2時間）シラバスを再度確認する。
（復習：2時間）ガイダンスの内容を復習する。
（予習：２時間×２）各自テーマを検討する。
（復習：２時間×２）各自テーマを再考する。
（予習：２時間×２）検索方法を確認する。
（復習：２時間×２）論文検索を行う。
（予習：２時間×２）計画の立案をたてる。
（復習：２時間×２）計画の立案を見直す。
（予習：３時間×２）レポート作成を各自で進め
る。
（復習：４時間×２）レポート作成を各自で進め
る。
（予習：３時間×４）レポート作成を各自で進め
る。
（復習：４時間×４）レポート作成を各自で進め
る。
（予習：２時間）修正箇所等を見直す。
（復習：２時間）提出したレポート内容を振返る
（予習：２時間）シラバスを確認する。
（復習：２時間）各自研究テーマを考える。
（予習：２時間×６）研究テーマを立案する。
（復習：２時間×６）指摘された箇所を修正する
。
（予習：２時間）検索方法を確認する。
（復習：２時間）文献考証を行う。
（予習：２時間）研究計画を確認する。
（復習：２時間）指摘された箇所を修正する。
（予習：２時間）研究方法を確認する。
（復習：２時間）指摘された箇所を修正する。
（予習：２時間×３）実験内容を確認し実施する
。
（復習：２時間×３）指摘された箇所を修正する
。
（予習：２時間）中間報告の準備をする。
（復習：２時間）中間報告を振返る。
（予習：３時間）卒業論文を作成する。
（復習：３時間）卒業論文を作成する。
（予習：３時間×２）卒業論文を作成する。
（復習：３時間×２）卒業論文を作成する。

18‑21

中嶽

卒業論文作成

22‑25

中嶽

卒業論文作成

26

中嶽

卒業論文修正及び提出

27

中嶽

抄録作成

28

中嶽

卒業論文発表会

（予習：２時間×４）卒業論文を作成する。
（復習：２時間×４）卒業論文を作成する。
（予習：２時間×４）卒業論文を作成する。
（復習：２時間×４）卒業論文を作成する。
（予習：２時間）指摘された箇所を修正する。
（復習：２時間）指摘された箇所を確認する。
（予習：３時間）抄録作成の準備をする。
（復習：３時間）抄録を作成する。
（予習：２時間）発表練習を行う。
（復習：２時間）発表後の課題を確認する。
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

仲村

3年・4年

授業形態
開講学期

講義・演習
通年

単位数

8.0

明

授業概要
[授業全体の内容]
陸上競技持久系種目の競技力向上についての知識と理解を深める。箱根駅伝のチームビルディングを通して
、個人と組織的な取り組みについて学ぶ。また、盲人ランナーや知的障害者ランナーの伴走などの関わりから
社会貢献に寄与する。あわせて、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵
養する。
この授業科目では、効率良いランニングフォームの習得や生理学的な評価、フィールドテストのデータ分析
や活用方法の基礎を習得する。コーチング分野のトピックを取り上げ、グループディスカッションを行い、授
業内で発表する。授業時間外の学習では、課題に関する調査・発表準備を行う。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等の関連）］
この科目は、「コーチング科学分野における専門的な知識と技能」及び「スポーツ健康科学」という学位授
与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1.中長距離走者に求められる因子や基本的なトレーニング方法および指導者に求められる原理原則を説明でき
る。
2.様々な測定機器の取り扱い、および操作方法を理解し、適切に操作することができる。
3.陸上競技の持久的な種目に関するトレーニングプログラムを立案できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.陸上競技の中長距離種目に関する先行研究や情報収集、研究課題に関しての分析および検討ができる（レポ
ートと発表）
2.陸上競技のコーチング分野に関しての基本的な用語および内容を理解している（レポート）
3.指導者の立場に立ち、年間スケジュールやトレーニングプログラムの立案ができる（レポート）
4.授業中の発言やグループワークや課題の取組状況によって受講態度を評価する（平常点）
［成績評価の方法］
卒業研究（論文・発表）50％、レポートおよび課題40％、平常点10％を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
「特になし」
［履修上の注意（科目独自ルール）］
「特になし」
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
課題レポートは翌週の授業内で返却、評価や助言を各受講者へフィードバックする。
［テキスト・参考書等］
1 順天堂メソッド 勝つための陸上競技（順天堂大学陸上競技研究室編 ベースボールマガジン社）
2 順天堂大学陸上競技部50年史
1および2のテキストは、必要に応じて貸与する。その他、授業中に適宜、資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：仲村
明
※連絡先は、授業内で知らせる。
［オフィスアワー］
日時：火曜日 8：30から10：30
場所：1号館5階 1524室
上記の時間帯は、予約なしに相談に応じます。他の学生の予定と重ならないように、可能な限り、事前にE‑ma
il等で予約をしてください。質問や相談は予約があった学生を優先します。
備考
［学習時間］
この授業は、講義・演習の授業形態による8単位(2年間）の科目であり、授業60時間/年と準備学習120時間/
年の学習を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
原則、予め定めた曜日に行うが、ボランティア活動や課外活動時には開講曜日を変更することがある。その
場合には、事前に通達することとする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
仲村
（予習：0.5時間）
1
［授業内容］
オリエンテーション（3年・4年 順天堂メソッド 勝つための陸上競技のｐ64〜72
を読んでおくこと。
）
本年度の授業展開の説明、予習
、復習および評価に関する説明 （復習：2.5時間）
、年間の活動について理解する 授業で配布された活動計画を再度確認し、授業・
活動全体と個人のスケジュール管理の擦り合わせ
。
盲人マラソンの伴走について解 を行う。
授業内で行った伴走練習の振り返りを行い、かす
説する。
みがうらマラソンに向けての準備を行う。
［授業方法］
年間の活動計画を配布、本ゼミ
ナールの目的を解説する。
盲人マラソンの伴走方法や注意
点について学び、盲人役と伴走
役の実体験を行う。
仲村
(予習：0.5時間）
2
[授業内容]
盲人マラソンのボランティア活 かすみがうらマラソン当日の行動予定および役割
動を通して、社会貢献を図る。 の再確認する。

3

仲村

（復習：2.5時間）
[授業方法]
かすみがうらマラソン（4/15： かすみがうらマラソンのボランティア活動を通し
日）において、盲人ランナーや ての所感、改善点、課題をまとめる。
知的障がい者の伴走を実体験す
る。
（予習：2時間）
[授業内容]
かすみがうらマラソンのボラン かすみがうらマラソンの課題や問題点を個人的に
ティア活動を通して、その必要 まとめ、レポートを作成する。
性や今後の課題に関して学習す
（復習：1時間）
る。
ノーマライゼーションについて 授業内で行ったグループワークを取りまとめ、報
告書として完成させる。
理解を深める。
[授業方法]
かすみがうらマラソンのボラン
ティアを通して得られた体験を
まとめ、グループワークを行い
、報告書としてまとめる。
[キーワード]
ノーマライゼーション
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4

仲村

5

仲村

6

7

8

仲村

仲村

仲村

（予習：2時間）
[授業内容]
研究論文について理解を深める 興味を持った先行研究、論文等を3篇準備し、授
。研究論文作成手順について学 業に持参する。
習する。
（復習：2時間）
授業で抄読した研究論文について、発表資料をま
[授業方法]
研究論文作成についての基本的 とめる。
な手順について解説する。
研究論文を抄読し、背景や目的
、方法論について、整理を行う
。
（予習：3時間）
[授業内容]
研究論文作成に関して手順や方 先行研究発表の資料およびプレゼンテーション準
備を行う。
法論、約束事などを学ぶ。
[授業方法]
予習でまとめた先行研究をプレ
ゼンテーションソフトを用い、
発表する。研究の進め方やプレ
ゼンテーションソフトの活用法
について解説する。
[授業内容]
血中乳酸濃度と有効な活用法に
ついて、理解を深める。血中乳
酸濃度測定の手順について学ぶ
。
[授業方法]
血中乳酸濃度に関して、データ
の活用方法と分析について解説
する。血中乳酸濃度測定器（ラ
クテートプロ2）を用い、自身
の採血を行い機器の活用法を実
践する。
[授業内容]
陸上競技中長距離のトレーニン
グと原理原則について、理解を
深める。トレーニングプログラ
ム立案について学習する。

（復習：1時間）
発表で指摘された部分の修正および訂正を行い、
スライドを印刷し提出する。

（予習：1.5時間）
授業内で配布された課題資料をもとに血中乳酸に
ついて調べる。
（復習：1.5時間）
授業で行った血中乳酸の測定方法および注意点を
レポートにまとめる。

（予習：1時間）
順天堂メソッド 勝つための陸上競技ｐ10〜17を
予め読んでおくこと。
（復習：3時間）
自信の専門種目において、自らの目標に応じたト
レーニングメソッドを作成する。

[授業方法]
トレーニングの原理・原則につ
いて解説する。
個々の専門種目に応じたトレー
ニングプログラムを作成する。
（予習：2.5時間）
[授業内容]
トレーニングプログラムの個人 作成したトレーニングメソッドの発表準備を行っ
差、能力差、種目差について理 ておく。
解を深める。
（復習：1.5時間）
グループ討議での改善点や課題、指摘された部分
[授業方法]
個々のトレーニングメソッドに の修正および訂正を行う。
ついて、発表を行う。４〜6名
程度のグループでトレーニング
の改善点や課題に対し、討議を
行う。
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（予習：3時間）
[授業内容]
全日本大学駅伝予選会に向けた 配布された資料をもとに大学競技者の情報収集お
戦力分析を行い、この競技会の よびプレゼンテーション資料を作成する。
戦術・戦略を検討する。
（復習：1時間）
授業内で行った戦力分析を取りまとめ、期待され
[授業内容]
全日本大学駅伝予選会に出場す る成果を予想し、レポートを作成する。
る大学の戦力分析を行い、その
発表に対し、討議する。
（予習：1時間）
[授業内容]
高所トレーニングについて理解 順天堂メソッド 勝つための陸上競技ｐ71〜72を
を深める。高所トレーニングの 読み、その他、高所トレーニングについて調べて
有効性とリスクについて学習す おく。
る。
（復習：3時間）
高所トレーニングに期待される効果とその是非に
[授業方法]
高所トレーニングの目的と方法 ついてレポートを作成する。
および効果について、講義形式
で解説する。
（予習：2時間）
[授業内容]
暑熱環境下でのトレーニングに 過去の夏期トレーニングスケジュールと競技会の
ついての注意点や課題に関し、 結果を準備する。
理解を深める。
（復習：2時間）
夏期休暇中のトレーニングプログラム作成および
[授業方法]
夏場のトレーニング方法や安全 熱中症や脱水に関する注意点をレポートにまとめ
面に対する注意点を解説する。 る。
4名程度のグループで、暑熱環
境下でのトレーニングや競技会
に関して討議を行う。
（予習：1.5時間）
[授業内容]
持久的な種目に関する能力につ 配布された資料をもとに指定されたアスリートの
競技記録を調べる。
いて理解を深める。
[授業方法]
様々な種目（距離）に関しての
持久係数を算出し、個々の持久
的な能力評価や改善点に関して
解説する。
[授業内容]
前期中の学びや主要競技会を振
り返り、後期に向けた準備と現
状の課題に関して検証する。
[授業方法]
全日本大学駅伝予選会、関東学
生陸上、その他記録向上等の結
果を踏まえ、現状と課題をグル
ープ討議する。
[授業内容]
興味のある「学び」を明確にし
、研究の方向性や方法について
学習する。

（復習：1.5時間）
持久係数についての課題レポートを作成する。

（予習：2時間）
前期中の競技会や個々の自己記録等に関して、整
理しておく。
4年生に関しては、卒業論文定義書を提出期日ま
でに完成させる。
（復習：2時間）
三大駅伝と日本学生陸上に向けた戦力分析や課題
をレポートにまとめる。
（予習：3時間）
夏期休暇中の研究題材に関しての発表準備を行う
。

（復習：1時間）
研究課題について、授業時間に指摘された部分の
[授業方法]
夏期休暇中に取り組む研究課題 修正・訂正を行う。
の発表を行う。方法論やポイン
トについて討議する。
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（予習：20時間）
[授業内容]
夏期休暇中の研究成果に対して 卒表論文中間発表および研究発表の準備を行う。
、理解を深める。
（復習：1時間]
授業内で指摘された部分の修正等を行う。
[授業方法]
4年生は卒業論文中間発表、3年
生は休暇中の研究報告発表を行
い、研究の方向性の改善策や修
正を質疑応答の中で進める。
（予習：1時間）
[授業内容]
ランニング障害に関する知識を 順天堂メソッド 勝つための陸上競技ｐ172‑183
深める。障害予防の基礎的な知 を読む。
識を学習する。
（復習：3時間）
授業内の内容を振り返り、自己の障害対応ファイ
[授業方法]
障害に関する事例をあげ、それ ルの作成を行う。
ぞれの障害の原因や対処方法な
どを解説する。4名程度のグル
ープとなり、障害の経験談を踏
まえ、対処方法のまとめを行う
。
（予習：3時間）
[授業内容]
箱根駅伝予選会の各大学の情報 配布された資料をもとに、予選会参加大学の情報
取集および戦力分析を行い、各 を収集し、発表資料を作成する。
大学の予選会の戦い方を戦術・
（復習：1時間）
戦略面から検討する。
各大学の戦略・戦術、チーム状態を整理し、期待
される成果を予測する。
[授業方法]
事前に割り当てられた担当大学
の情報を収集・分析した内容を
発表する。その他、知り得た情
報を共有する。
（予習：2.5時間）
[授業内容]
箱根駅伝予選会の振り返りを行 箱根駅伝予選会の成績を整理し、前週に行った戦
力分析と成果についての発表資料をまとめる。
う。
[授業方法]
前週に行った戦力分析をもとに
成果とすり合わせを行い、達成
度の検証を行う。
[授業内容]
長距離走と水分補給の重要性に
ついて理解を深める。
ランニング中の脱水とその予防
策について学習する。

（復習：1.5時間）
箱根駅伝本戦に向けた課題をレポートにまとめる
。
（予習：1.5時間）
一般的な脱水症に関連した事例について調べてく
る。
（復習：2.5時間）
授業内で解説を受けた事例を踏まえ、長距離走者
と水分補給に関するレポートを作成する。

[授業内容]
長距離走者の水分補給の重要性
を駅伝の途中棄権などの事例を
あげ解説する。
（予習：2時間）
[授業内容]
順天堂の箱根駅伝の歴史を学び 陸上競技部50年史の箱根駅伝に関わるところを読
む。
、理解を深める。
（復習：2時間）
[授業方法]
順天堂の箱根駅伝の歴史や時代 「順天堂と箱根駅伝」のレポートを作成する。
背景に関して、解説する。
5名程度のグループとなり、歴
史を4期に分け、討議を行う。
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[授業内容]
血液検査の重要性と血液性状お
よび競技成績の関連について理
解を深める。

（予習：2時間）
順天堂メソッド 勝つための陸上競技ｐ180‑181
を読む。その他、貧血に関する資料の収集を行う
。

［授業方法］
血液検査の必要性と血液変動に
よるパフォーマンスの変化を解
説する。5名程度のグループと
なり、貧血の原因や改善のアプ
ローチに関して討議する。
［授業内容］
測定データの管理と活用方法に
ついて理解を深める。測定デー
タの読み方について学習する。

（復習：2時間）
授業の内容を振り返り、血液検査の活用と有効性
に関して、レポートを作成する。

［授業方法］
心理テストやコントロールテス
トなどの測定データの活用方法
について解説する。また、デー
タの取り扱いについての説明も
行う。
［授業内容］
卒業論文中間発表を行い、進捗
状況を確認する。
［授業方法］
卒業論文の中間発表を行う。発
表者の研究課題や修正・改善す
べき点を検討する。
［授業内容］
1年間の振り返りを行い、個と
集団（チーム）の中においての
役割や使命の理解を深める。

（予習：1時間）
配布された課題資料をもとにパフォーマンス測定
の方法に関して、調べてくる。
（復習：2時間）
実際に行われた測定データを用いてレポートを作
成する。

（予習：3時間）
卒業研究の中間発表準備。
（復習：1時間）
発表を聴き、課題や改善点などを整理し、レポー
トにまとめる。

（予習：3時間）
この1年の取り組みや成果の発表準備を行う。

（復習：1時間）
授業内で「知り得たもの」、「気付き」をまとめ
、チームとして箱根駅伝までの1か月と個人とし
［授業方法］
自分は組織に対して何かできる て次年度の取り組みをまとめる。
か、組織に対して何を希望する
か等を発表し、個人の立ち位置
を明確にする気付きを得る。

25
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「キーワード」
チームビルディング
（予習：1時間）
［授業内容］
盲人マラソン東京大会にボラン 盲人マラソン東京大会に向けた行動予定や注意す
ティアとして参加し、社会貢献 べき点を取りまとめる。
に寄与する。
（復習：2時間）
盲人マラソン東京大会の課題や改善点に関しての
［授業方法］
盲人マラソン東京大会にボラン レポートを作成する。
ティアとして参加。
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（予習：2.5時間）
［授業内容］
1年間の各大学の取り組みを振 配布された資料をもとに各大学の情報を収集し、
り返り、箱根駅伝に向けた各大 発表資料を作成する。
学の戦力分析を行う。
（復習：1.5時間）
授業内で行った各大学の戦力を鑑み、期待される
［授業方法］
割り振られた大学の現状や戦力 成果を予測する。
、この1年間の成果をもとに分
析を行い、発表する。また、知
り得た情報を共有する。
（予習：1.5時間）
［授業内容］
箱根駅伝の振り返りを行う。ま 箱根駅伝関連誌および新聞の資料収集を行う。
た、箱根駅伝に係る資料を収集
し、新聞・雑誌の紙面から経済 （復習：1.5時間）
効果やメディア効果の検討を行 箱根駅伝の取り組みを振り返り、課題や改善策を
レポートにまとめる。
う。
［授業方法］
事前に割り当てた大学の成績に
関して評価を発表する。
また、新聞や雑誌の効果につい
て、紙面分量等を集計する。
（予習：5時間）
［授業内容］
4年生の卒業研究発表から、1年 4年生は卒業研究の発表準備、3年生は1年間のゼ
間の取り組みの振り返りを行う ミ活動についてまとめを行う。
。
（復習：1時間）
年間の活動と資料のまとめを行う。
［授業方法］
4年生は卒業研究の成果を発表
する。3年生は、その発表を視
聴し、それぞれの研究に関して
の課題や問題点を明らかにする
。
「定期試験を実施しない」
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

講義・演習
通年

対象学年

3

単位数

8.0

科目責任者
科目担当者

原田

睦巳

授業概要
［授業全体の内容］
体操競技における運動(技)及び演技についての研究を主題とし、技術論的・指導方法論的学習を行う。加えて
現在の世界的な傾向を把握するとともに、主流である技及び演技構成に関する研究・実習を行う。さらに、技
の名称に関して日本語及び英語における正式名称を学習する。加えて、K.マイネルのスポーツ運動学を元に、
「モルフォロギー的考察法」について学び、運動の質的把握についての知識を学習する。4年次には、運動技
術に関するモルフォロギー的研究及び演技構成に関する研究を行い、卒業論文を作成する。また、不正行為を
未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
［授業の位置付け（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連］
本ゼミナールでは、体操競技における運動(技)及び演技についての研究を主題とし、その対象をモルフォロギ
ー的観点から捉えることで、指導現場における実践的な研究を展開するものであり、スポーツ健康科学を中心
とした幅広い知識と教養を身につけるものである。ゼミナール活動を通じて、またディスカッションを通じて
コミュニケーション力を養い、競技力向上を主な目的とした研究を行うことで、スポーツ科学分野の専門的な
実践力を身に付け、実践現場に有益で応用力のある人材育成を目指す。
［授業の到達目標］
１．体操競技に関する研究論文を抄読し、モルフォロギー的研究方法の有効性について理解できる。
２．その知識に基づいた研究論文の執筆ができるようになる。
３．体操競技における実践的基礎理論を理解し、演習を踏まえながら地域の子供たちへの積極的な指導に携わ
ることができる。
４．体操競技における基礎知識(歴史・現状・競技特性等)及び基礎理論を理解できる。
５．日本及び世界の技術的傾向を把握するとともに、今後の展望について発展的考察ができる。
成績評価
［成績評価方法］
レポート課題20％、適宜提出課題20％、期末プレゼンテーション60％
［評価基準］
１．体操競技に関する基礎的知識を理解できているか、レポート試験で評価する。
２．モルフォロギー的研究方法の有効性について理解しているかどうか、レポート試験で評価する。
３．上記知識に基づいた各自の取り上げる課題について、プレゼンテーションで評価する。
４．研究論文がの内容を精査し、その内容にて評価する。
５．研究論文発表のプレゼンテーションを評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
体操競技の専門的な基礎知識を持つ学生であること。
上記以外の場合、、体操競技に興味関心があり、なお且つ器械運動の授業を受講済みの学生であること。
［履修上の注意］
本ゼミナールでは、体操競技に特化した内容をより深めるものであり、指導現場や競技力を向上させる現場に
活用できるものであり、積極的にゼミナール活動に望んでほしい。
［試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法］
ゼミナール活動時に返却し、その内容の解説や評価のポイントを提示し、解説する。
［テキスト・参考書］
金子明友著「体操競技のコーチング」
金子明友著「わざの伝承」
金子明友著「身体知の形成 上・下」
クルト・マイネル著「スポーツ運動学」
クルト・マイネル著「動きの感性学」
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：原田睦巳
（1号館5階1511 体操競技研究室）
mtharada[at]juntendo.ac.jp ※[at]を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
火曜日 10：40〜12：00
木曜日 10：00〜12：00
金曜日 10：00〜12：00
備考
［学修時間］
このゼミナールは、講義・演習の授業形態による8単位の科目であり、授業240時間と準備学習120時間の合計3
36時間の学修を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
原田 睦巳
1回
（授業内容）
【3年次オリエンテーション】
当授業の内容及び全体的な授業
の方向性を理解する。
（授業方法）
上記内容について、シラバスを
再度解説し、それぞれの内容に
ついて説明する。
2回・3回 原田 睦巳
（授業内容）
【体操競技の歴史とその特性①
】
世界における体操競技の歴史と
その特性及びその内容について
理解を深める
（授業方法）
体操競技の成立とその歴史的背
景について説明する
4回・5回 原田 睦巳
（授業内容）
【体操競技の歴史とその特性②
】
日本における体操競技の歴史と
その特性及びその内容について
理解を深める。
（授業方法）
体操ニッポンの成立とその栄光
と影について熟説する。
6回・7回 原田

睦巳

（授業内容）
演技構成に関する基礎知識の習
得【技の表記及び正式名称（日
本語）】について理解を深める
。
（授業方法）
採点規則に則った正式名称を学
び、自身の演技構成に照らし合
わせてその内容を説明する。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：1時間）
インターネット等を活用し、前年度主要国際大会
を視聴し、具体的競技成績の情報をまとめる。
（復習：1時間）
オリエンテーションにて得た内容を踏まえ、本ゼ
ミナールでの具体的な学習及び研究活動目標をレ
ポートにまとめる。
（予習：2時間）
「体操競技のコーチング論」第1章. 1[体操競技
の概念]を読み、疑問点について調べ、まとめる
。
（復習：2時間）
当該授業で得た源流を探る登場人物について、図
書やインターネット等を用いて調べるまとめる。
グーツムーツの「青年のための体操」
の内容
を熟読し、まとめる。
（予習：2時間）
図書及びインターネット等を用いて、日本の体操
競技の歴史について調べ、最も印象に残る人物に
ついて詳細に調べ、まとめる。又は、最も印象に
残る大会についてでも良い。
（復習：2時間）
予習にて調べた人物及び大会について、授業で得
た内容との相違点や加筆・修正部分を検討し、そ
の内容をまとめる。体操ニッポンの今後の展望に
ついて自身の意見をまとめる。
（予習：2時間）
自身の実施している演技構成を全種目記入し、レ
ポートを作成する。（体操競技選手でない場合は
、インターネット等を用いて対象選手を選出する
こと）
（復習：2時間）
当該時間で得た内容に基づき、事前に作成したレ
ポートに加筆・修正を加えてまとめる。

8回・9回 原田

睦巳

（授業内容）
演技構成に関する基礎知識の習
得【技の表記及び正式名称（英
語）】について理解を深める。
（授業方法）
採点規則に則った正式名称を学
び、自身の演技構成に照らし合
わせてその内容を説明する。

10回・11 原田
回

睦巳

（授業内容）
演技構成に関する基礎演習を実
施し、自ら行うことでその内容
の理解を深める。
（授業方法）
【演技構成表の作成（日本語版
）】を作成するための、PCの操
作方法を説明する。

12回・13 原田
回

睦巳

（授業内容）
演技構成に関する基礎演習を実
施し、自ら行うことでその内容
の理解を深める。
（授業方法）
【演技構成表の作成（英語版）
】を作成するための、PCの操作
方法を説明する。

原田

睦巳

15回・16 原田
回

睦巳

（授業内容）
世界選手権等の国際大会より世
界の演技構成及び技術的傾向を
調査し、政界の動向について理
解する。
（授業内容）
上記の内容について自身の興味
を持った選手の演技構成表作成
し、世界トップ選手の傾向を自
ら理解し説明できるようにする
。
(授業内容）
PCを使った映像分析について理
解する。
（授業方法）
PCを用いた映像分析について説
明する。
実際に連続局面図の作成方法に
ついて説明する。

14回
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（予習：2時間)
前回のゼミナールで作成した日本語版正式名称の
演技構成を元に、英語にて、自身の実施している
演技構成を全種目記入し、レポートを作成する。
※自学習にて調査し、記入。
（体操競技選手でない場合は、インターネット等
を用いて対象選手を選出すること）
（復習：2時間）
当該時間で得た内容に基づき、事前に作成したレ
ポートに加筆・修正を加えてまとめる。
（予習：2時間）
以前作成した日本語版演技構成表をもとに、其々
の要素に分類（技のグループ・難度）し、その内
容をまとめる。
また、内村航平選手の演技構成についても調査し
、その内容をまとめる。
（復習：2時間）
演習時に作成しきれなかった残り種目について演
技構成作成ソフトを用いて残り種目を作成し、完
成させる。
上記課題の 内村航平選手 分も作成する。
（予習：2時間）
以前作成した英語版演技構成表をもとに、其々の
要素に分類（技のグループ・難度）し、その内容
をまとめる。
また、内村航平選手の演技構成についても調査し
、その内容をまとめる。
（復習：2時間）
演習時に作成しきれなかった残り種目について演
技構成作成ソフトを用いて残り種目を作成し、完
成させる。
上記課題の 内村航平選手 分も作成する。
（予習：1時間）
過去4年間分の主要国際大会の映像を収集し、団
体総合・個人総合・種目別の優勝を調査すること
。
（復習：1時間）
演習時に作成しきれなかった残りについて演技構
成作成ソフトを用いて残り種目を作成する。

（予習：2時間）
連続写真化する映像の収集を行うこと
※最低60映像(最低各種目10映像）。
（復習：2時間）
説明を受けたPCを用いた連続局面図の作成方法に
ついて、自身のマニュアルを作成する。
映像をエンコードし、次回の連続局面図作成を容
易にするための準備を行うこと。

17回・18 原田
回

睦巳

（授業内容）
PCを使った映像分析を理解する
。
（授業方法）
前回の連続局面図の作成から応
用し、定量ソフトにおける各種
定量化できるものの計測方法を
説明する。

19回〜22 原田
回

睦巳

（授業内容）
モルフォロギー的研究方法の有
効性について理解を深める
（授業方法）
K.マイネルのスポーツ運動学の
解説を行う。

23回・24 原田
回

睦巳

（授業内容）
【演習】
（一社）JGC（順天堂大学体操
教室）にて、地域の子供たちへ
の指導
（授業方法）
（一社）JGC（順天堂大学体操
教室）にて、地域の子供たちへ
の指導を行い、指導現場の実践
的な感覚を学ぶ。
※モルフォロギー的観点上での
演習

25回・26 原田
回

睦巳

27回・28 原田
回

睦巳

（授業内容）
卒業論文作成への研究テーマに
ついて検討する
（授業方法）
主な研究テーマの設定やその課
題性、体操競技に関する論文検
索について説明する。
授業内容）
各自の仮課題となる研究テーマ
に関する論文抄読及び期末プレ
ゼンテーション
（授業方法）
各自の仮課題となる研究テーマ
に関する論文抄読を進め、「論
文抄読記載シート」を充実させ
る。
期末プレゼンテーションの準備
を進め、最終回にてプレゼンテ
ーションを行う。
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（予習：2時間）
各種の映像分析方法について調べ、まとめること
。
現在のスタンダードな映像分析方法について調べ
、まとめる。
（復習：2時間）
定量ソフトにおける定量化できるものについて、
具体的な動きや技を、例示を示しながらまとめる
。
（予習：4時間）
k．マイネル著，金子明友訳「スポーツ運動学」
第1章から第3章全てを読み、不明点を調べまとめ
ること。
（復習：4時間）
具体的な動きやわざ（技術）を例に挙げ、当該時
間内で得た内容を踏まえてレポートを作成するこ
と。
（予習：1時間）
JGC指導担当者から現在の対象課題技を調査し、
その対象となる技の指導方法について調べること
。
（復習：2時間）
実際指導に当たって得た経験から、「うまく指導
できた時」・「うまく指導できなかった時」の相
違点をレポートにまとめること。
また、モルフォロギー的観点から具体的な例示を
示しながら指導のポイントをまとめる。

（予習：2時間）
卒業論文作成に当たって、自身の研究テーマにつ
いて検討し、まとめる。
（復習：2時間）
論文検索を実施し、自身の研究たまに合致する可
能性のある論文を筆者のアルファベット順に並べ
、内容をまとめること。
（予習：2時間）
論文検索・抄読から対象とする論文を選定し、そ
の内容詳細に把握すること。
期末プレゼンテーションの準備を行うこと。
（復習：2時間）
期末プレゼンテーションで得た修正内容を反映さ
せること。
なお、本ゼミナールでは定期試験を実施しない。

原田

睦巳

原田
4年次
2回〜4回

睦巳

原田
4年次
5回・6回

睦巳

原田
4年次
7回〜9回

睦巳

原田
4年次
10回・11
回

睦巳

原田
4年次
12回・13
回

睦巳

4年次
1回

（予習：1時間）
研究テーマに関する論文検索・抄読から、対象と
する技を選出、又は対象となる研究課題を具体的
にまとめる。
（復習：1時間）
タイムテーブルの提示を受けて、また、対象とす
るべく検討を重ねた課題が研究課題として妥当性
を有しているのかを検証し、その内容をまとめる
。
（予習：3時間）
（授業内容）
卒業論文提議書についてその内 前回の検証を踏まえ、提議書作成の準備を進め、
文献や資料の収集を徹底的に行いまとめること。
容を理解する
（復習：3時間）
（授業方法）
卒業論文提議書の意味や意義を 提議書作成に関連する文献や資料の追加収集を徹
底的に行い、実験の妥当性やその内容を詳細の検
説明する。
J‑PASS上にアップデートされる 証すること。
までは昨年度のフォーマットを
利用し、定義書の疑似作成を行
い、ブラッシュアップを行う。
（予習：2時間）
（授業内容）
関連文献考証について理解を深 卒業論文の研究課題となる対象についての文献収
集を引き続き徹底的に行うこと。
める
（復習：2時間）
（授業方法）
関連文献の選定やその引用方法 収集された文献が研究課題に即しているものかど
うかを詳細に検討し、文献リストの作成を行うこ
について説明する。
と。
（予習：2時間）
（授業内容）
卒業論文の実験についてその方 先行研究の研究方法等を詳細に調査し、実験方法
の妥当性の検証を行うこと。※予測される不測の
法論を理解する。
事態等
（授業方法）
実験の準備について説明する。 （復習：2時間）
具体的な場面設定やプロトコル 予習時に検証した実験方法の妥当性について、当
について、各研究テーマごとに 該授業で得た内容から再検証を行い、問題点を調
べ、その内容をまとめること。
説明する。
（※実験場面構成の調査・調査
研究場合は調査対象の検証や妥
当性の検証）
（予習：2時間）実験に必要な物品や用具等を事
授業内容）
前に準備し、全てをリスト化すること。
予備実験の実施
（復習：2時間）
（授業方法）
事前に準備を入念に行ってきた 予備実験の結果やその実施内容を踏まえ、問題点
ものに基づいて予備実験を行う 等を詳細にまとめ、レポートとしてまとめる。
。
（予習：2時間）
(授業内容）
予備実験結果についての各自の 予備実験結果の詳細な報告書を作成し、具体的な
解決策を検討、レポートにまとめる。
報告を理解する
（復習：2時間）予備実験の結果から得られた課
（授業方法）
予備実験結果についての各自の 題の問題点を解決する方法を模索し、本実験の準
詳細な報告を説明し、また説明 備を詳細に行うこと。
を分析する。
予備実験結果の具体的な検証及
び本実験の準備を進める。
（授業内容）
【4年次オリエンテーション】
卒業論文作成について具体的な
タイムテーブルの提示を行う。
（授業方法）
卒業論文作成に向けての具体的
な説明をする。
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原田

睦巳

(授業内容）
本実験
（授業方法）
卒業論文の本実験を行う。
また、レポート課題を提出し、
前期末試験の評価対象とする。

原田
4年次
15回〜18
回

睦巳

（授業内容）
実験結果のデータ収集及び精査
（授業方法）
本実験で得られた結果からデー
タ収集を行う。また、その内容
を詳細に精査しする。

原田
4年次
19回〜25
回

睦巳

原田

睦巳

(授業内容）
論文執筆
（授業方法）
卒業論文執筆を進め、適宜修正
点や問題点に対して説明を行う
。
（授業内容）
卒業論文提出
（授業方法）
卒業論文を然るべき時間内に所
定の場所に提出する。
（授業内容）
卒業論文抄録作成及び公開発表
会の準備を行う
（授業方法）
卒業論文抄録の作成を進め、内
容を要約した文章のチェックを
行う。また、公開卒業論文論文
発表会のプレゼンテーションの
準備を進める。

4年次
14回

4年次
26回

卒論世話人会

4年次
27回

原田

睦巳

4年次
28回

原田睦巳
体操競技研究室

（予習：2時間）
本実験に向けた準備を入念の実施し、実験協力者
の行動表を作成し、滞りなく実験が進む準備を行
う。
調査研究の場合は、調査の方法及び調査対象の妥
当性を最終検証し、問題点をクリアにする。
（復習：2時間）
実験結果を詳細に分析し、不備がないか確認する
。
不備がある場合は、その内容を詳細にまとめ,解
決策を検討する。
（予習：4時間）
実験結果を詳細に分析し、不備がないか確認する
。
不備がある場合は、その内容を詳細にまとめ,解
決策を検討する。（復習：4時間）
論文執筆に必要なデータや文献等全ての準備が整
っているかを確認し、信頼性の低いデータ等がな
いかを最終確認する。
(予習及び復習：20時間）
論文執筆を進め、問題点・不明点があれば内容を
まとめ、授業時に提出する。
指摘された内容を再検討し、加筆・修正を適宜加
えながら論運執筆を進める
（予習：2時間）卒業論文執筆を進め、学科で指
定された卒業論文提出に向けて最終の確認作業を
行う。
特に誤字・脱字等のマイナーミスに注意を払う。
（予習：2時間）卒業論文の内容を精査し、その
要約を仮作成する。抄録作成に際し、問題点・不
明点があれば内容をまとめ、授業時に提出する。
今までのプレゼンテーション資料を振り返り、公
開卒業論文発表会のプレゼンテーションのイメー
ジ図を作成する。
（復習：2時間）
抄録作成を自学習でも継続し、指摘された内容を
再検討する。
また、公開卒業論文発表会のプレゼンテーション
の作成を自学習でも継続する。
(予習：3時間）
公開卒業論文発表会（期末プレゼンテーション）
の準備を行う。

(授業内容）
公開卒業論文発表会
（期末プレゼンテーション）
（授業方法）
公開卒業論文発表会を行う。 なお、本ゼミナールでは定期試験を実施しない。
プレゼンテーションの評価を実
施し、4年次の成績評価を行う
。
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

対象学年

3

単位数

科目責任者
科目担当者

松山

8.0

毅

授業概要
１．授業の目的
地域における社会（福祉）問題について、社会福祉の観点から学習する。運動やスポーツ、健康学の観点から
、社会福祉問題の解決に貢献できることを考え、実践することをめざす。また、不正行為を未然に防止し、公
正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
具体的に現場にかかわりながら、社会問題解決の方法を学ぶ。必要に応じて文献講読や視聴覚教材を用いてデ
ィスカッションする。４年次は卒業論文作成に向けて調査研究をすすめる。授業時間を使ってボランティア活
動も積極的に行う。
２．授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付けるため
の科目の１つとして開講される。また、健康学科においては、「健康を創造・支援するために必要な身体的・
精神的・社会的健康についての知識と技能」という学位授与方針の達成にも寄与する。
3.到達目標
①社会問題について理解する。
②問題の背景にある、さまざまな生活課題や貧困問題、福祉問題を理解することで、多様な社会資源を理解す
る。
③実際にフィールドをもち、定期的にかかわることで実践的に学ぶことを目標とする。
成績評価
１．成績評価基準
主体的に課題に取り組み、実践した
実践プログラム作成等に貢献した
卒業研究および論文作成に真剣に取り組むことができた
２．成績評価方法
出席とレポート、ゼミ内における役割遂行状況、卒業論文などを総合的に評価する。
履修における留意事項
受講条件
主体的にかかわろうとすること。責任を持って活動に参加すること
履修上の注意点
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法
課題レポートは翌週の授業で返却し、解説を行う。要望があれば個別に解説や指導を行う。
連絡先とオフィスアワー
松山毅
e‑mail:tmatsuya[at]Juntendo.ac.jp （[at]は＠に変更してください）
オフィスアワー
火曜日2限 金曜日2限 1号館4階1422研究室
備考
［学修時間］
この授業は、講義・演習の授業形態による８単位の科目であり、授業120時間と準備学習240時間の計360時間
の学修を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
松山
予習）自己紹介カードを作成してくる (1時間）
1
オリエンテーション
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2

3

4

5

6
7 14回

15
16 23回

24
25 32回

33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ゼミ活動内容の話し合い(KJ法 予習）ゼミで活動したい内容についてカードに書
きだしてくる。理由や方法についても考えてくる
）
(2時間）
予習）文献該当部分を読んでくる。担当者はレジ
社会福祉基本文献の輪読①
ュメを作成する。 (2時間）

社会福祉基本文献の輪読②

社会福祉基本文献の輪読③

復習）授業でわからなかったところを調べる (2
時間）
予習）文献該当部分を読んでくる。担当者はレジ
ュメを作成する。(2時間）
復習）授業でわからなかったところを調べる (2
時間）
予習）文献該当部分を読んでくる。担当者はレジ
ュメを作成する (2時間）

復習）授業でわからなかったところを調べる (2
時間）
予習）事前配布の資料を読んでくる(2時間）
児童福祉関連文献・VTR視聴
復習）レポート作成(3時間）
児童福祉関連のディスカッショ 予習）発表レポート作成(2時間）
復習）プログラム作成と参加 (４時間）
ン
(親子体操・学習支援ボラ）
高齢者の健康増進文献・VTR視 予習）事前配布の資料を読んでくる(2時間）
復習）レポート作成(3時間）
聴
高齢者の健康増進関連のディス 予習）発表レポート作成(2時間）
カッション（デイサービスセン 復習）健康運動プログラム作成と参加 (４時間
）
ター、ラジオ体操）
障害者の社会参加・文化的活動 予習）事前配布の資料を読んでくる(2時間）
復習）レポート作成(3時間）
に関する文献・VTR視聴
障害者の社会参加・レクリエー 予習）発表レポート作成(2時間）
ションに関するディスカッショ 復習）施設における余暇活動プログラム作成と参
加 (4時間）
ン
（施設における余暇活動支援）
地域福祉の財源確保に関する学 予習）事前配布資料を読んでくる(2時間）
復習）地域福祉の財源確保方法の調査(3時間）
習（文献）
地域福祉の財源確保について( 赤い羽根共同募金の準備、実際の共同募金活動の
実践(6時間）
実践）
健康学科ゼミ対抗バレーボール 健康学科ゼミ対抗バレーボール大会の企画・準備
・運営を通してイベントの企画や裏方を学ぶ（事
大会
前準備、事後処理含めて6時間）
七夕飾り、クリスマスツリー飾りなどの企画・実
学内でのボランティア活動
施(準備・片付け含めて6時間）
各自の研究テーマに関する報告 予習）発表予定者はレポート作成
・討議①
各自の研究テーマに関する報告 予習）発表予定者はレポート作成
・討議②
予習）文献を読んでくる
卒業論文作成講座①
復習）卒論計画書を作成する
予習）卒論計画書下書きの作成
卒業論文作成講座②
復習）卒論計画書の作成
予習）卒論計画書の作成・発表・質疑応答
卒論中間報告会①
予習）卒論計画書の作成・発表・質疑応答
卒論中間報告会②
予習）報告資料作成(4時間）
卒業論文指導①
復習）指導を基に論文作成(4時間）
予習）報告資料作成(4時間）
卒業論文指導②
復習）指導を基に論文作成(4時間）
予習）報告資料作成(4時間）
卒業論文指導③
復習）指導を基に論文作成(4時間）

1265

46

卒業論文指導④

47

卒業論文指導⑤

48

卒業論文報告会・審査

予習）報告資料作成(4時間）
復習）指導を基に論文作成(4時間）
予習）報告資料作成(4時間）
復習）指導を基に論文作成(4時間）
予習）報告資料作成(6時間）
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

対象学年

3

単位数

8.0

科目責任者 渡邉 貴裕
科目担当者
渡邉貴裕
授業概要
［授業全体の内容］
ゼミナールでは、興味のあるテーマを見つけ、研究計画の立案、調査研究を行い、研究の一連のプロセスや
論文構成について学ぶことを目的としている。毎回のゼミナールの中で他の学生にプレゼンしたり、ディスカ
ッションをすることで自分の意見をわかりやすく伝えたり、深めたりすることを目的としている。文献や新聞
等の資料や映像をはじめ、実際の教育・福祉現場に足を運び、特別な教育的ニーズのある人の教育や生活につ
いて学び、これらの課題を検討していく。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための
高い倫理観を涵養する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした教養」「コミュニケーション力」「倫理観」ならびに「健康
科学分野の泉温的な知識と技能」「健康科学分野の専門的な実践力」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の達成目標］
1．研究のプロセスについて理解できる
2．研究論文の構成について理解できる
3．研究する際に達成すべき倫理事項について理解できる
4．興味あるテーマを絞り、研究にむけた準備ができる
5．研究計画書を作成することができる
6．研究計画遂行のための適切や手法について考えることができる
7．研究計画に沿って、調査を行うことができる
8．収集したデータを適切な方法で分析し、考察を行うことができる
9．一連の研究過程を振り返り、自己評価することができる
10．他者にわかりやすくプレゼンすることができる
11．他者とディスカッションしながら進めることができる
成績評価
［成績評価の基準］
1．研究のプロセスについて理解できる（課題レポート）
2．研究論文の構成について理解できる（課題レポート）
3．研究する際に達成すべき倫理事項について理解できる（課題レポート）
4．興味あるテーマを絞り、研究にむけた準備ができる（課題レポート）
5．研究計画書を作成することができる（研究計画書）
6．研究計画遂行のための適切や手法について考えることができる（研究計画書）
7．研究計画に沿って、調査を行うことができる（研究計画書）
8．収集したデータを適切な方法で分析し、考察を行うことができる（卒業論文）
9．一連の研究過程を振り返り、自己評価することができる（卒業論文）
10．他者にわかりやすくプレゼンすることができる（平常点）
11．他者とディスカッションしながら進めることができる（平常点）
授業回数の3分の2以上の出席者のみを評価対象として、総合的に評価する。
［成績評価方法］
出席状況・ゼミに取り組む姿勢（30%）、課題レポート（20%）、ボランティアへの参加（10%）、卒業論文
（40％）を総合して評価します。
履修における留意事項
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［履修要件］
特別学校教員免許状を取得予定の者が望ましい。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
特になし
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
卒業論文や課題レポート等で成績評価を行うが、内容が反映されていない場合には個別に解説や指導を行う
［テキスト・参考書等］
1．アカデミック・スキルズ（第2版）‐大学生のための知的技法入門、佐藤望 他、慶応義塾大学出版会、20
12
2．インクルーシブ教育時代の教員を目指すための特別支援教育入門（第2版）、大塚玲、萌文書林、2019
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
渡邉貴裕
Email:tkatana(at)juntendo.ac.jp
メールの際は、（at）を@に変更して送信してください。
［オフィスアワー］
前期・後期：火曜日 13:00〜15:00
木曜日 10:00〜12:00
1号館2階1219号室（心身障害学研究室）
出張などで不在にすることもありますので、できれば事前にご連絡をお願いします。
備考
［学修時間］
この授業は、講義・演習による2単位の科目であり、授業240時間と準備学習120時間の計360時間の学修を必
修とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
渡邉 貴裕
（予習：計15時間）
1〜14
（授業内容）
テーマ：研究とは？ゼミナール ・研究とは何であるか、自分の周りでの「研究」
について調べる
とは？
・特別支援教育分野の研究につ （復習：計15時間）
・半期のゼミナールで研究の流れについて学んだ
いて学ぶ
ことをまとめ、後期の学修目標を考える
（授業方法）
・特別支援教育分野の研究につ
いて解説する
・研究のプロセスについて解説
する
・興味のあるテーマについて、
発表し、意見交換を行う
（予習：計15時間）
15 〜28 渡邉貴裕
（授業内容）
テーマ:研究の進め方とテーマ ・図書館を活用し、興味ある文献を検索し、他社
にプレゼンできるように準備をする
の絞り込み
・研究の進め方について学習し （復習：計15時間）
・研究論文の中から、研究に必要なエッセンスを
、研究テーマを明確にする
見つけ出し、自身の研究計画に結び付ける
（授業方法）
・図書館を活用して文献検索を
行い、興味ある文献を収集する
・他の学生とディスカッション
を行いながら研究テーマを絞り
込む
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29〜42

43〜56

渡邉貴裕

渡邉貴裕

（授業内容）
テーマ：研究計画に沿った研究
の実施
・研究計画に沿った研究の実施
について学習する
（授業方法）
・各研究手法のメリット・デメ
リットについての解説を行う
・研究計画の発表とディスカッ
ション
・研究計画に沿った調査・情報
収集の実施
・収集したデータの分析と考察
（授業内容）
テーマ：研究論文の書き方、発
表の仕方
・研究論文の書き方について学
習する
（授業方法）
・研究論文の構成等について解
説する
・研究論文の作成と遂行
・研究結果の発表資料の作成と
発表・意見交換
定期試験は行わない
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（予習：計15時間）
・興味あるテーマの研究論文を検索し、研究疑問
を抽出する
（復習：計15時間）
・研究計画の不足部分や再検討する事項について
再考察する

（予習：計15時間）
・先行文献を探し、論文の構成について学ぶ
（復習：計15時間）
・各自作成した研究論文を再検討し、他社が理解
できる表現であるかなどを確認し、完成させる

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

山崎

4

授業形態
開講学期

講義・実習・演習
通年

単位数

8.0

一彦

授業概要
［授業全体の内容］
スポーツ全般および陸上競技のコーチング、競技、社会環境は、著しく変化している。特にスポーツ部活動や
、世界を目指すハイパフォーマンスのコーチングやトレーニングのコンセプトも大きく変化して来ている。そ
のため、コーチに求められる技量は自身の経験則のみならず、トレーニングのエビデンス、アスリートに対し
てのコミュニケーション、社会に対しての説明責任などが問われる時代となった。ゼミナールではまず、コー
チング、競技パフォーマンス、トレーニング、基礎学問、マネージメント、社会、国際比較など多くの理論や
知識を総論し理解を深める。また、現在競技を行なっている学生は、その専門的知識を身につけ、実践に生か
すような理論を深める。これらの身につけた知識および実践知を陸上競技講習会，練習会，教室などでの指導
実践を行い、社会に貢献することを考えていく。また，卒業論文作成のためのコーチングおよびトレーニング
分野における実験及び調査を行う。さらに、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い
倫理観を涵養する。
[授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連) ］
この科目は、「コーチング科学を中心とした広範囲な知識およびそれらを駆使したスポーツ指導実践能力」を
身に付けるための科目として開講される。また、「スポーツの指導を支援するために必要な医科学の知識と技
能」の獲得という学位授与方針の達成にも寄与する。
［授業の到達目標］
陸上競技に関係するあらゆる分野を理解し、将来は保健体育科教員、国際的アスリート、研究者およびスポ
ーツコーチを目指す。
1.国内外を問わず、コーチング方法について理解する。
2.海外のトレーニングと日本のトレーニング概念を比較し、発展的な理論構築できるようにする。
3.ケーススタディーをベースに論理的思考でプレゼンできるようになる。
4.トレーニングおよびパフォーマンスのみに終始しするのではなく、社会的側面からトレーニングとパフォー
マンスを考えること ができる。
5.陸上競技を通じて、堂々とプレゼンテーションができるようになる。
成績評価
［成績評価の基準］
1. 先行研究などを熟慮し、多面的で深い専門知識を身につけることができる
2. スポーツに関する自身の興味のある分野において、先行研究をまとめ発表することができる
3. スポーツの広い分野で自身の考えをまとめてディスカッションできる
4. 研究計画を立て、実験および調査が的確にできる
5. 根拠に基づいた研究論文を作成することができる
6. 研究成果を的確にプレゼンテーションすることができる
［成績評価の方法］
3年次
年間を通じた提出課題レポートの評価50%、ディスカッションでの論理的進行内容について50%
4年次
中間発表20%、卒業論文発表(プレゼンテーション)30%、卒業論文50%
履修における留意事項
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［履修要件］
毎回教員から課題を提示する。そのことについて次回までに行う事。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
授業時間以外のスポーツを通じた社会貢献活動に関しても積極的に関与する
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
課題レポートは、授業内の発表または翌週に評価や助言をしてフィードバックする
［テキスト、参考書］
勝つための陸上競技/ベースボールマガジン社
スプリントトレーニング/朝倉書店
その他、テキストおよび資料は必要に応じて配布する。
連絡先とオフィスアワー
水:13:30‑16:00 kayamaza@juntendo.ac.jp 1号館5階1523室
備考
［学修時間］
この授業は、講義・実習・演習（ゼミナール）形式による8単位の科目であり、授業授業240時間と準備学習１
２０時間の計36０時間の学修を必要とする内容を持って構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
山崎
(予習:2時間)
1、2
(授業内容)
ゼミで学びたいこと研究したいことを受講者が
オリエンテーション
発表することを まとめてくる
(授業方法)
今後の授業の展開を説明する。 (復習:2時間)
過去の卒業論文などを振り返 現在考える研究テーマを考え、レポートを作成す
る。
る。
山崎
(予習:2時間)
3、4
(授業内容)
日本における陸上競技の歴史について大まかに調
陸上競技の歴史
べておく
(授業方法)
現代の国内外における陸上競技 (復習:2時間)
と過 去の関連性について考え 現代における陸上競技が抱える問題点についてま
とめておく
る。
山崎
(予習:2時間)
5、6
(授業内容)
陸上競技におけるトレーニン 陸上競技のトレーニングについて発表ができる
ように調べてく る
グのル ーツ
(復習:2時間)
(授業方法)
調べてきたことを各自発表し、 陸上競技におけるトレーニングについてまとめる
ディス カッションしていく
山崎
（予習:2時間)
7、8
(授業内容)
パフォーマンス向上のための 自身の競技パフォーマンスが向上したケーススタ
ディーを明確 にまとめてくる。
質的課 題について
(復習:2時間)
(授業方法)
各自調べてきたものを発表し パフォーマンス向上の質的課題についてまとめ
る
ディス カッションする
山崎
(予習:2時間)
9、10
(授業内容)
ケーススタディーからみた問題 自身の問題解決のできなかったケーススタディー
解決 方法の習得 1 コーチング をまとめてく る。
(復習:2時間)
(授業方法)
各自調べてきたものを発表し、 ケーススタディを作成し、レポート提出をする
。
ディス カッションする
(予習:2時間)
11、12 山崎
(授業内容)
ケーススタディーからみた問題 4回目授業で展開した自身の競技パフォーマンス
解決 方法の習得 2 ハイパフォ が向上したケ ーススタディーをさらに発展させ
てまとめてくる。
ーマンス
(復習:2時間)
(授業方法)
ケーススタディについて提示 問題解決方法の手順をまとめる
したも のをケースメソッド形
式で解決する
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13、14

山崎

15、16

山崎

17、18

山崎

19、20

山崎

21、22

山崎

23、24

山崎

25、26

山崎

27、28

山崎

29、30

山崎

(授業内容)
ケーススタディーからみた問題
解決 方法の習得 コーチマネー
ジメント
(授業方法)
ケースメソッド形式で問題解決
をし ていく
(授業内容)
陸上競技における生理学的方法
論
(授業方法)
スポーツ生理学を利用したトレ
ーニ ングや戦術について解説
し、自身の持 つ経験を例にデ
ィスカッションする
(授業内容)
陸上競技における力学的方法論
(授業方法)
スポーツ力学を利用したトレ
ーニン グや戦術について解説
し、自身の持つ 経験を例にデ
ィスカッションする
(授業内容)
陸上競技における国際的情勢
(授業方法)
自身の調査した内容を発表し、
ディス カッションする
(授業内容)
陸上競技における各国のトレン
ド
(授業方法)
各国のトレンドについて解説し
、学生 を含めたディスカッシ
ョンをする
(授業内容)
2020年東京オリンピックへ向け
た陸上競技に関する施策
(授業方法)
学生が調べてきたものを発表
し、ディ スカッションする
(授業内容)
2020年東京オリンピックへ向け
た陸 上競技に関する施策 2
(授業方法)
各自調べてきたものを発表し
、ディス カッションする。
(授業内容)
陸上競技におけるコーチング方
法論
(授業方法)
各自調べてきたものを発表し、
ディス カッションしたのち講
義をする。
(授業内容)
陸上競技におけるコーチング方
法論2 (授業方法)
各自調べてきたものを発表し、
ディス カッションしたのち講
義をする。
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(予習:2時間)
受講者のケーススタディーを作成して議論する
(復習:2時間)
問題解決の手順をまとめる

(予習:2時間)
陸上競技における生理学的関与している一例をま
とめてくる
(復習:2時間)
本講義の例をまとめておく

(予習:2時間)
陸上競技における力学的関与している一例をまと
めてくる
(復習:2時間)
スポーツ力学的思考についてまとめておく

(予習:2時間)
自身の知っている陸上競技に海外の社会的情勢に
ついて調べて くる
(復習:2時間)
各学生から提示された内容をまとめる
(予習:2時間)
現在国際的に活躍している競技者のトレーニング
、環境など自身の知っていることを調べてくる。
(復習:2時間)
授業で行った内容についてまとめる

(予習:2時間)
メディアや情報で自身が知っている陸上競技にお
ける東京オリ ンピックへの取り組みについて調
べてくる。
(復習:2時間)
講義で行った内容をまとめる。
(予習:2時間)
メディアや情報で自身が知っている陸上競技にお
ける東京オリ ンピックへの取り組みについて調
べてくる。
(復習:2時間)
講義で出た内容についてまとめる
(予習:2時間)
コーチング昔と今を調べてくる
(復習:6時間)
講義で行った内容をまとめる

(予習6時間)
海外のコーチングについて調べてくる。
(復習:2時間)
講義で行った内容をまとめる

31、32

山崎

33、34

山崎

35、36

山崎

37、38

山崎

39、40

山崎

41、42

山崎

43、44

山崎

45、46

山崎

47、48

山崎

(授業内容)
陸上競技に関する研究論文およ
び資 料について
(授業方法)
論文抄読、理論的観点を把握す
る 要約したものを発表する
(授業内容)
陸上競技に関する研究論文の抄
読会1 (授業方法)
論文抄読、理論的観点を把握
する 要約したものを発表する
(授業内容)
陸上競技に関する研究論文の
抄読会2 (授業方法)
論文抄読、理論的観点を把握
する 要約したものを発表する
（授業内容）
陸上競技に関する研究論文の抄
読会3 (授業方法)
論文抄読、理論的観点を把握
する
(授業内容)
コーチング方法論について実践
的に 学ぶ2
(授業方法)
講義を行い、その後学生たち
とディス カッションして指導
実践現場にマッ チした方法論
を考える。
(授業内容)
コーチング方法論について実
践的に 学ぶ3
(授業方法)
講義を行い、その後学生たち
とディス カッションして指導
実践現場にマッ チした方法論
を考える。
(授業内容)
海外のトレーニングおよびコー
チン グについて
(授業方法)
学生の方から知っていることに
つい て述べ、その後講義を行
う。
(授業内容)
海外のトレーニングおよびコー
チン グについて2
(授業方法)
学生の方から知っていること
につい て述べ、その後講義を
行う。
(授業内容)
海外の陸上競技ビジネスについ
て
(授業方法)
調べてきた内容を発表し、その
後講義 する。
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(予習:2時間)
論文検索して要約してみる
(復習:2時間)
他の学生が要約したものを理解しまとめる

（予習:2時間)
論文検索して要約してみる
(復習:2時間)
他の学生が要約したものを理解しまとめる
（予習:2時間)
論文検索して要約してみる
(復習:2時間)
他の学生が要約したものを理解しまとめる
(予習:2時間)
論文検索して要約してみる
(復習:2時間)
他の学生が要約したものを理解しまとめる
(予習:2時間)
コーチング実践案を作成する
(復習:2時間)
講義で出た内容についてまとめ、実践ができるよ
うにする。

（予習:2時間)
コーチング実践案を作成する
(復習:2時間)
講義で出た内容についてまとめ、実践ができるよ
うにする。

(予習:2時間)
海外の考え方について知っていることがあれば
まとめてくる。
(復習:2時間)
講義で行った内容についてまとめる

(予習:2時間)
海外の考え方について知っていることがあればま
とめてくる。
(復習:2時間)
講義で行った内容についてまとめる

(予習:2時間)
プロフェッショナルで活動している陸上競技に関
する知識を整 理してくる。
(復習:2時間)
講義で行った内容をまとめる

49、50

山崎

51、52

山崎

53、54

山崎

55、56

山崎

(授業内容)
国内外における選手選考問題
につい て
(授業方法)
選考についての事例・要項から
予測で きることや問題点を見
出す。
(授業内容)
陸上競技に関する研究論文およ
び資 料について論文抄読する
。
(授業方法)
研究計画書を作成する。
（授業内容)
陸上競技に関する研究論文お
よび資 料について論文抄読す
る 2
（授業方法）
陸上競技に関する研究論文およ
び資 料について論文抄読し、
研究計画書を 作成する。
（授業内容）
4年生卒業論文発表会の参加
（授業方法）
４年生卒業論文発表会の補助お
よび進行
定期試験なし
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(予習:2時間)
過去の日本の選考要項を把握しておくこと。
(復習:2時間)
問題点について根拠を考えまとめる

(予習:2時間)
自身で検索した論文をわかりやすく要約しておく
。
(復習:2時間)
研究計画書を作成する。
(予習:2時間)
自身で検索した論文をわかりやすく要約しておく
。
(復習:2時間)
研究計画書を作成する。

（予習：２時間）
４年生卒業論文発表会に関する進行の打ち合わせ
、論文の確認
(復習:2時間)
卒業論文発表会出された内容をまとめる

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

3

授業形態
開講学期

演習
通年

単位数

8.0

科目責任者 坂本 彰宏
科目担当者
坂本 彰宏
授業概要
[授業全体の内容]
トレーニング時の筋活動、パワー出力、呼気ガス応答などを計測し数値化することで、どうすればトレーニ
ングエフォートを最大化できるか？といった疑問を解決していく。また、多くのスポーツでは疲労前の筋パワ
ー能力よりも、疲労が発生した際にそれに耐え、どれだけ他者よりも高いパワー出力を維持できるか、という
能力が勝敗を分ける為、疲労のメカニズムを学び、それを軽減する策略や、疲労耐性を向上させるトレーニン
グ法を発見していく。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養す
る。
ゼミナールの2年間を通して、以下の内容をカバーしてく: 1) 疲労のメカニズムや疲労時のパフォーマンス
・筋電図・呼吸応答変化に関する専門誌や学術論文を読み進め、基礎的な知識を構築する、2) データの関数
化やデータ解釈に必要な数学を学習する、3) プレゼンテーションやディスカッションに必要なアカデミック
スキルを英語も用いながら学ぶ、4) 論文作成に必要なライティングスキルを学ぶのと並行に、自ら科学的疑
問、仮説、検証デザイン、考察案を生み出し、それを実行することで卒業論文を作成する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は「スポーツ健康科学を中心とした教養」、「コミュニケーション力」および「スポーツ科学分野
の専門的な知識と技能」という学位授与方針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
1. 基礎数学を学習し、データの関数化や関数化されたデータの解析・解釈ができる。
2. 専門誌や学術論文を読み進め、疲労のメカニズムを理解し、疲労を評価する測定法を導き出せる。
3. 筋電図、筋力測定装置、速度計測装置、呼気ガス分析器を使用した測定が実施でき、データを正しく計測
・解析できる。
4. 与えられた課題や疑問に対してグループ討議ができ、最善の判断や結論を導き出せる。
5. 自ら研究課題を見つけ、適切な研究デザインを考案し、それを遂行し、研究成果を口頭または論文で発表
することができる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 本ゼミナールに関連した専門誌や学術論文を積極的に取得・抄読し、自らトレーニング科学の知識を深め
る学習姿勢や理解度の観点から評価する。
2. グループディスカッションや課題に対する口頭発表の達成度からコミュニケーション力を評価する。
3. ゼミナール仲間に対して、互いの理解や学習姿勢を高める為の社交的活動が出来ているかという観点から
リーダシップ能力を評価する。
4. 卒業論文作成の過程（研究課題やデザインの考案、データ測定、データ解析・解釈、発表、論文執筆）か
ら、スポーツ健康科学領域の知識度、研究遂行能力、コミュニケーション能力を総合的に評価する。
[成績評価の方法]
ゼミナール内での学習状況・参加姿勢などによる平常点評価(30%)、ディスカッションやプレゼンテーション
課題の達成度(30%)、レポート課題(卒業論文を含む)の完成度(40%)を総合して評価する。
履修における留意事項
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[履修要件]
1. 運動生理学やバイオメカニクスに強い関心をもって受講すること。
2. データ解析に必要な数学を積極的に学ぶこと。
3. 英語を用いた学習に強い関心をもち、国際的に活躍できるスキルを身に付けること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. 出席日数が2/3を下回る者や、学習姿勢がふさわしくない者へは単位を認定しない。
2. 筋電図、筋力測定器、速度計測器、呼気ガス分析器などは高額な為、操作法や利用規約を細部まで習得す
る。
3. 最大エフォートを発揮する運動では怪我や事故のリスクが高まる為、被験者への配慮や実験監視の徹底化
を常に心がける。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業内、および準備学習時間に指導教員や他のゼミナール学生と討議を行ったうえ、適した訂正をする。
[テキスト・参考書等]
適宣、紹介する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
E‑mail: a‑sakamo[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
訪問の際は、なるべく事前にメールで日程相談をして下さい。
［オフィスアワー］
月、金曜日
場所: スポーツ健康医科学研究所１階スタッフルーム(インターホンを鳴らしてください)
備考
［学修時間］
このゼミナールは、演習の授業形態による8単位の科目であり、授業240時間と準備学習120時間の計360時間の
学習を必要とする。
［その他］
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
坂本彰宏
1
［授業内容］
テーマ： ガイダンス

2, 3

4, 5

坂本彰宏

坂本彰宏

［授業方法］
ゼミナールの進め方や成績評価
方法について学ぶ。各自、自己
紹介と目標を発表する。
［授業内容］
テーマ： トレーニング科学研
究を知る。
［授業方法］
指導教員の研究に関する発表を
聞き、内容を理解する。
［授業内容］
テーマ： 関数電卓の使い方と
代数学。

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習： 1時間）
授業形態・内容・成績評価法についてシラバスを
熟読する。
（復習： 1時間）
授業形態・成績評価法・注意事項について理解を
深める。
（予習： 計2時間）
指導教員が出版した論文タイトルを検索する。
（復習： 計2時間）
発表内容で理解を深めたい内容について、指導教
員に質問をする。
（予習： 計2時間）
事前配布資料に目を通す。関数電卓を操作してみ
る。

（復習： 計2時間）
［授業方法］
数学のテキストを用いて、関数 理解できなかった内容について指導教員やゼミナ
電卓の使い方や代数計算を学ぶ ールの学生に質問をする。
。
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6, 7, 8 坂本彰宏

9, 10, 1 坂本彰宏
1

12, 13

坂本彰宏

14, 15, 坂本彰宏
16

17, 18, 坂本彰宏
19

20, 21, 坂本彰宏
22

23, 24

25, 26

坂本彰宏

坂本彰宏

［授業内容］
テーマ： 因数分解と関数。

（予習： 計3時間）
事前配布資料に目を通す。

［授業方法］
数学のテキストを用いて、因数
分解と関数を学ぶ。
［授業内容］
テーマ： 三角法、正弦定理、
余弦定理。

（復習： 計3時間）
理解できなかった内容について指導教員やゼミナ
ールの学生に質問をする。
（予習： 計3時間）
事前配布資料に目を通す。

［授業方法］
数学のテキストを用いて、三角
法、正弦定理、余弦定理を学ぶ
。
［授業内容］
テーマ： 数列。

（復習： 計3時間）
理解できなかった内容について指導教員やゼミナ
ールの学生に質問をする。

（予習： 計2時間）
事前配布資料に目を通す。

［授業方法］
数学のテキストを用いて数列や
シグマ(Σ)を学ぶ。
［授業内容］
テーマ： 微分と積分。

（復習： 計2時間）
理解できなかった内容について指導教員やゼミナ
ールの学生に質問をする。
（予習： 計3時間）
事前配布資料に目を通す。

［授業方法］
数学のテキストを用いて微分と
積分を学ぶ。
［授業内容］
テーマ： 指数関数とLog関数
。

（復習： 計3時間）
理解できなかった内容について指導教員やゼミナ
ールの学生に質問をする。
（予習： 計3時間）
事前配布資料に目を通す。

［授業方法］
数学のテキストを用いて指数関
数とLog関数を学ぶ。また指数
関数とLog関数の微分積分を学
ぶ。
［授業内容］
テーマ： 三角関数
［授業方法］
数学のテキストを用いて三角関
数を学ぶ。また三角関数の微分
積分を学ぶ。
［授業内容］
テーマ： 最大筋力を測定する
。
［授業方法］
マシンウェイト、フリーウェイ
ト、Biodexを用いた筋力測定を
学ぶ。
［授業内容］
テーマ： 筋電図を測定する。

（復習： 計3時間）
理解できなかった内容について指導教員やゼミナ
ールの学生に質問をする。

（予習： 計3時間）
事前配布資料に目を通す。
（復習： 計3時間）
理解できなかった内容について指導教員やゼミナ
ールの学生に質問をする。
（予習： 計2時間）
筋力を測定する方法や機材について調べる。
（復習： 計2時間）
理解できなかった内容について指導教員やゼミナ
ールの学生に質問をする。

（予習： 計2時間）
筋電図に関する専門書に目を通す。

（復習： 計2時間）
［授業方法］
運動中の筋電図の計測を学び、 理解できなかった内容について指導教員やゼミナ
ールの学生に質問をする。
データ処理と解析を行う。
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（予習： 計2時間）
［授業内容］
テーマ： 関節角速度を計測す 微分･積分の知識を応用して、速度と加速度の概
念を理解する。
る。
［授業方法］
ゴニオメータを用いて、関節角
度の変位から角速度・角加速度
を算出する。
［授業内容］
テーマ： 呼気ガスを測定する
。

（復習： 計2時間）
理解できなかった内容について指導教員やゼミナ
ールの学生に質問をする。

［授業方法］
運動中の呼気ガスを測定し、動
態分析をする。
［授業内容］
テーマ： パワーを計測する。

（復習： 計2時間）
理解できなかった内容について指導教員やゼミナ
ールの学生に質問をする。
（予習： 計2時間）
自転車エルゴメータの操作について調べる。

［授業方法］
自転車エルゴメータを用いて最
大パワーやパワー低下を評価す
る。
［授業内容］
テーマ： グループディスカッ
ション。

（復習： 計2時間）
理解できなかった内容について指導教員やゼミナ
ールの学生に質問をする。

［授業方法］
卒業論文テーマや内容を発表す
る。各自の研究内容について科
学的妥当性を全員で討議する。
［授業内容］
テーマ： 統計処理(基礎)。

（復習： 計3時間）
発表の内容について指導教員やゼミナールの学生
から意見をもらう。

（予習： 計2時間）
呼気ガスパラメータにどのような項目があるのか
について調べる。

（予習： 計2時間）
出題される課題について、賛成派と反対派の主張
を調べる。
（復習： 計2時間）
討議の進め方や意見の述べ方が適切であったかに
［授業方法］
出題される課題に対して、賛成 ついて指導教員やゼミナールの学生から意見をも
派・反対派の両意見の立場から らう。
結論を導き出す。
（予習： 計3時間）
［授業内容］
テーマ： 研究テーマ紹介。 研究テーマを決め、発表準備をする。

（予習： 計2時間）
統計処理にどのようなやり方があるか、先行文献
を参考に調べる。

［授業方法］
研究に必要な統計処理法につい （復習： 計2時間）
理解できなかった内容について指導教員やゼミナ
て学ぶ。
ールの学生に質問をする。
（予習： 計2時間）
［授業内容］
テーマ： 統計処理(実践)。 どの授業で計測されたデータを用いるか決めてお
く。データを指定通り並べておく。
［授業方法］
授業23‑32で計測したデータを （復習： 計2時間）
理解できなかった内容について指導教員やゼミナ
用いて統計処理を行う。
ールの学生に質問をする。
（予習： 1時間）
［授業内容］
テーマ： プレゼンテーション パワーポイントの使い方を調べておく。
(基礎)。
（復習： 1.5時間）
理解できなかった内容について指導教員やゼミナ
［授業方法］
口頭発表・スライド作成の基礎 ールの学生に質問をする。
とアカデミックルールを学ぶ。
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（予習： 計3時間）
［授業内容］
テーマ： プレゼンテーション 先行文献を読み、内容についてスライドと発表の
用意をする。
(実践)。
（復習： 計2時間）
［授業方法］
卒業論文で引用する先行研究の プレゼンテーションの内容について指導教員やゼ
内容をまとめ、パワーポイント ミナールの学生から意見をもらう。
を作成し、発表をする。
（予習： 1時間）
［授業内容］
テーマ： 論文の書き方(方法) 先行文献を読み「方法」の書き方について調べる
。
。
（復習： 1.5時間）
理解できなかった内容について指導教員やゼミナ
［授業方法］
卒業論文の方法を書いてみる。 ールの学生に質問をする。
（予習： 1時間）
［授業内容］
テーマ： 論文の書き方(結果) 先行文献を読み「結果」の書き方について調べる
。
。
（復習： 1.5時間）
理解できなかった内容について指導教員やゼミナ
［授業方法］
卒業論文の結果を書いてみる。 ールの学生に質問をする。
（予習： 1時間）
［授業内容］
テーマ： 論文の書き方(考察) 先行文献を読み「考察」の書き方について調べる
。
。
（復習： 1.5時間）
理解できなかった内容について指導教員やゼミナ
［授業方法］
卒業論文の考察を書いてみる。 ールの学生に質問をする。
（予習： 1時間）
［授業内容］
テーマ： 論文の書き方(緒言) 先行文献を読み「緒言」の書き方について調べる
。
。
（復習： 1.5時間）
理解できなかった内容について指導教員やゼミナ
［授業方法］
卒業論文の緒言を書いてみる。 ールの学生に質問をする。
（予習： 1時間）
［授業内容］
テーマ： 論文の書き方(要約 先行文献を読み「要約」「参考文献」の書き方に
ついて調べる。
・参考文献)。
［授業方法］
卒業論文の要約と文献リストを
書いてみる。
［授業内容］
テーマ： 卒業論文最終確認。

（復習： 1.5時間）
理解できなかった内容について指導教員やゼミナ
ールの学生に質問をする。
（予習： 計2時間）
各自、卒業論文をチャックし、書き方や内容につ
いて見直す。

［授業方法］
卒業論文の内容、書き方、構成
について指導教員と学生全員が
確認をする。
［授業内容］
テーマ： 卒業論文プレゼンテ
ーション準備。

（復習： 計2時間）
指導教員やゼミナールの学生から指摘された箇所
について修正をする。
（予習： 2時間）
卒業論文の内容について得に重要である箇所につ
いて箇条書きでまとめておく。

［授業方法］
卒業論文の口頭発表準備・練習
をする。
［授業内容］
テーマ： 卒業論文発表会。

（復習： 2時間）
指導教員やゼミナールの学生から指摘された箇所
について修正をする。
（予習： 2時間）
発表会の練習を各自行う。

（復習： 1時間）
［授業方法］
卒業論文の口頭発表会を開催す 指導教員やゼミナールの学生から指摘された箇所
について修正をする。
る。
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［授業内容］
テーマ： 卒業論文の修正。
［授業方法］
卒業論文へのコメントについて
修正案を考え、最終版の作成を
する。
［授業内容］
テーマ： 卒業論文最終提出。

（予習： 2時間）
卒業論文や発表で指摘されたコメントについてま
とめ、回答を用意する。

（復習： 1.5時間）
指導教員やゼミナールの学生から指摘された箇所
について修正をする。
（予習： 2時間）
誤字脱字など、細かいミスがないか再度確認をす
る。
（復習： 1.5時間）
［授業方法］
卒業論文の完成版を提出する。 ゼミナールの学生と論文の完成度について意見を
交換する。
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

冨田

3年・4年

授業形態
開講学期

講義・演習
通年

単位数

8.0

洋之

授業概要
［授業全体の内容］
競技スポーツを指導するにあたっては、幅広い知識が必要とされている。本授業では体操競技における運動
の表記論や体系論などの基本的な理論の習得から、運動の技術論や指導方法論などの専門知識を学び、体操競
技特有の実践的指導方法の理解を深める。さらに実験場面の設定や資料作成など実習等を行う。
得られた知識を踏まえた上で、4年次にはテーマを選定し、現場に役立つ卒業論文の作成およびプレゼンテ
ーションにて伝える能力を養う。
この授業科目では、配付資料に沿って体操競技についての基礎知識を学ぶ他、グループディスカッションを
行い、授業内にて発表を行う。
また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
［授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)］
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教
養、及びそれらの活用能力」を身に付ける。
［授業の到達目標］
１．体操競技の専門知識について説明することができる。
２．運動技術を解明し、実践現場に役立てることができる。
３．モルフォロギー的考察法を理解する。
４．卒業論文を作成する。
成績評価
［成績評価の基準］
１．体操競技の専門知識について説明することができる。（レポート）
２．運動技術を解明し、実践現場に役立てることができる。（プレゼン）
３．授業やグループワークの取り組みなどの受講態度を評価する。（平常点）
４．卒業論文を評価する。
［成績評価の方法］
3年次：授業、演習・討議への取り組み（60％）、レポート（20％）、プレゼンテーション能力（20％）を
総合して評価する。
4年次：授業、演習・討議への取り組み（30％）、卒業論文（50％）、プレゼンテーション能力（20％）を
総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
体操競技を専門とする学生
［履修上の注意］
１回の授業について３分の２以上の出席時間がない場合は欠席扱いとする。
［課題に対するフィードバックの方法］
課題レポートは翌週の授業において、評価や助言をフィードバックする。
［テキスト・参考書等］
１．金子明友著、体操競技のコーチング（第４版）、大修館書店（東京）1974
２．金子明友著、わざの伝承、明和出版（東京）2002
３．K.マイネル、マイネル・スポーツ運動学，大修館書店（東京）1979
上記は学習を進めるうえで推奨する参考書であり、授業中に関しては適宜、資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：冨田 洋之
E‑mail：htomita[at]juntendo.ac.jp

※ [at]を@に変更してください。

［オフィスアワー］
日 時：木曜日10：00〜11：00
場 所：1号館5階1511室（体操競技研究室）
できるだけ前日までにE‑mailでお知らせください。
備考
［学習時間］
この授業は、講義・演習の授業形態による８単位の科目であり、授業時間120時間と準備学習240時間の計36
0時間の学習を必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
冨田洋之
(予習：1時間）
1回
(授業内容)
ゼミナール全体の流れを説明す インターネット等を活用し、直近の体操競技国際
る。注意事項や準備学習につ 大会を視聴する。
いて説明を行う。
(復習：1時間）
シラバスを熟読し、ゼミナール全体の流れを理解
(授業方法)
図書およびプリントを用いて講 したうえで個々で計画を作成する。
義を進める。
(予習：1.5時間）
2〜3回 冨田洋之
(授業内容)
世界における体操競技の歴史と 図書およびインターネット等を用いて、体操競技
の歴史について調べる。
背景を説明する。

4〜5回

6〜7回

冨田洋之

冨田洋之

8〜9回

冨田洋之

10回

冨田洋之

(授業方法)
図書およびプリントを用いて講
義を進める。
(授業内容)
体操競技の特性や他種目の特性
について説明し、相違点を見つ
けさせる。
(授業方法)
図書およびプリントを用いて講
義を進める。
(授業内容)
採点競技の変遷について過去の
事例を用いて説明する。

(復習：1.5時間）
ヤーンの体操競技について復習し、レポートにま
とめる。
(予習：1時間）
図書を活用し、体操競技の特性について調べてく
る。
(復習：1時間）
非日常的驚異性、姿勢的簡潔性についてレポート
にまとめる。
(予習：1時間）
採点競技について調べてくる。

(復習：1時間）
採点競技規則の変遷を復習しておく。
(授業方法)
図書およびプリントを用いて講
義を進める。
(予習：1時間）
(授業内容)
採点競技の特性や問題点につい 採点競技にはどんな特徴があるのか調べてくる。
て説明する。
(復習：1時間）
現在実施されている採点規則について復習してお
(授業方法)
図書およびプリントを用いて講 く。
義を進める。
(予習：1.5時間）
(授業内容)
過去から現在までの選手選考方 選手選考の現状について調べてくる。
法についてディスカッションを
(復習：1時間）
行う。
選手選考の歴史的な事象について復習をしておく
。
(授業方法)
グループディスカッションおよ
び発表を行う。
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11〜12回 冨田洋之

13回

冨田洋之

14回

冨田洋之

15〜17回 冨田洋之

18〜19回 冨田洋之

20〜21回 冨田洋之

22回

冨田洋之

23回

冨田洋之

(予習：1時間）
(授業内容)
運動の表記について説明を行い 体操競技の技の命名について調べてくる。
、日本語と英語表記の違いにつ
(復習：1時間）
いて理解を深める。
技の表記論的な考え方を復習しておく。
(授業方法)
図書およびプリントを用いて講
義を進める。
(予習：1.5時間）
(授業内容)
演技構成に関する知識を深め、 自身の演技構成を記述してくる。
ディスカッションを行う。
(復習：1時間）
知識を深めた上で、自身の理想とする演技構成を
(授業方法)
グループディスカッションおよ 作成する。
び発表を行う。
(予習：1時間）
(授業内容)
各器械種目の体系について調べてくる。
体系論について説明する。
(授業方法)
図書およびプリントを用いて講
義を進める。
(授業内容)
モルフォロギー的研究法につい
て過去の事例を参考に説明する
。

(復習：1時間）
系統発生的な捉え方について復習をしておく。
(予習：1時間）
クルト・マイネルについての書籍を読む。
(復習：1時間）
モルフォロギー的研究法にについてレポートにま
とめる。

(授業方法)
図書およびプリントを用いて講
義を進める。
(予習：1.5時間）
(授業内容)
ビデオカメラで演技の映像を撮影する。
映像分析実習
(授業方法)
ＰＣを使った映像分析実習を行
う。
(授業内容)
連続局面図の作成

(復習：1.5時間）
再度、PCに取り込む作業から分析までの過程を復
習する。
(予習：1時間）
課題とする技の映像をビデオカメラで撮影してお
く。

(授業方法)
連続局面図作成ソフトを使用し (復習：1時間）
ＰＣにて、連続写真の作成を行い、プリントアウ
、実習を行う。
トする。
(予習：1時間）
(授業内容)
世界の演技構成及び技術的傾向 世界の各種目における演技構成について調べてく
に関するディスカッションを行 る。
う。
(復習：1時間）
今後の展望についてディスカッションした内容を
(授業方法)
グループディスカッションおよ 復習をしておく。
び発表を行う。
(予習：1時間）
(授業内容)
採点傾向の観点から体操競技の 現状の採点規則に関する問題点や傾向について考
発展に関するディスカッション えてくる。
(復習：1時間）
(授業方法)
グループディスカッションおよ 体操競技の将来的な発展傾向について復習をして
おく。
び発表を行う。
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24 25回 冨田洋之

26 27回 冨田洋之

28 29回 冨田洋之

30 31回 冨田洋之

32 35回 冨田洋之

36 38回 冨田洋之

39 44回 冨田洋之

45 50回 冨田洋之

(予習：1時間）
(授業内容)
各自で考えてきた研究テーマに 卒業論文のテーマについて考えてくる。
ついて発表およびディスカッシ
(復習：1時間）
ョンを行う。
自身のテーマで論文をまとめることができるかど
うか再吟味する。
(授業方法)
各自で考えてきた研究テーマに
ついて発表およびディスカッシ
ョンを行う。
(予習：1時間）
(授業内容)
卒業論文に関する文献の考証 卒業論文のテーマについて考えてくる。
(授業方法)
研究テーマついて過去の論文を
調べる。
(授業内容)
提議書の作成

(復習：1時間）
自身のテーマで論文をまとめることができるかど
うか再吟味する。
(予習：1時間）
過去の提議書を参考に提議書を作成する。

(授業方法)
提議書を作成する。
(授業内容)
実験計画の作成

(復習：1時間）
担当教員と相談し、加筆・修正を行う。
(予習：1.5時間）
実験計画を作成する。

(授業方法)
担当教員と相談し実験方法等の
計画を立案する。
(授業内容)
予備実験および実験計画の最終
確認

(復習：1.5時間）
担当教員と相談し、綿密に計画を立てる。

(授業方法)
実験計画に基づき、立案した実
験場面において予備実験を行う
。予備実験により得られた情報
を基に最終実験計画を作成する
。
(授業内容)
本実験

(予習：1時間）
予備実験場面設定や物品の準備を行う。
(復習：1時間）
予備実験により得られた情報を吟味し、必要であ
れば実験計画の見直しや再立案を行う。本実験計
画を作成する。

(予習：1時間）
本実験の準備を行う。

(授業方法)
最終的に決定した実験計画を基
に本実験を行う。
(授業内容)
実験データの分析

(復習：1時間）
反省点をまとめる。

(授業方法)
実験により得られたデータの分
析を行う。
(授業内容)
論文の作成

(復習：1時間）
各自必要な機材を用いて分析を行う。

(授業方法)
論文の執筆を行う。

(予習：1時間）
実験データを整理しておく。

(予習：1時間）
実験により得られた分析結果を考察し、まとめる
。
(復習：1時間）
関連文献考証や参考文献の整理を行う。文章の見
直しを行う。
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52 53回 冨田洋之

54 55回 冨田洋之

56回

冨田洋之

(授業内容)
論文発表および討論会

(予習：1.5時間）
論文発表に向けて資料を作成する。

(授業方法)
論文発表会に向けて資料の作成
とプレゼンを行う。
(授業内容)
抄録の作成

(復習：1.5時間）
討論会において出された疑問や反省点をまとめる
。
(予習：1.5時間）
抄録を作成する。

(授業方法)
抄録の作成を行い、提出する。
(授業内容)
ディスカッション

(復習：1時間）
担当教員と相談を行い、加筆・修正を行う。
(予習：1時間）
疑問点および反省点をまとめてくる。

(復習：1時間）
(授業方法)
討論会でてきた疑問点や反省点 ディスカッションで得られた内容をレポートにま
についてディスカッションを行 とめる。
う。
備考
学習時間（計360時間）
授業時間：240時間
準備学習：120時間
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

3,4

授業形態
開講学期

演習
通年

単位数

8.0

科目責任者 高梨 雄太
科目担当者
高梨雄太
授業概要
本授業については以下の内容を実施する。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための
高い倫理観を涵養する。
1.競技力向上を目的とした陸上競技の基礎理論や実践方法について研究する。
2.学校体育に主眼を置いた「陸上運動」に関わるトレーニング教材について研究する。
3.研究した成果を論文としてまとめ、発表する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連]
この科目は以下の学位授与方針に関連します。
1.スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力
2.協働で課題を解決するために必要なコミュニケーション能力
3.スポーツや健康の分野で、指導的な役割を果たすために必要な高い倫理観
[授業の到達目標]
2.競技力向上の過程や手法、科学的根拠などについて適切な手法を用いて検証できる。
1.研究した成果を論文にまとめ、発表できる。
成績評価
[成績評価の方法]
取り組む姿勢20％、卒業論文及び、発表40％
[成績評価基準]
自身の設定した課題に対する研究方法を習得し、発表資料としてまとめる能力が身についたか。
履修における留意事項
[履修要件]
陸上競技に関する基礎的知識を学習しておくことが望ましい。
[履修上の注意]
研究手法や、論文の作成方法について重要な授業内容が多いため、積極的な授業参加と自主的な学習姿勢が求
められます。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
課題レポートは授業内で指指示し、翌週の授業内において解説する。また、その内容を評価し、成績に反映す
る。
[テキスト・参考書等]
必要な資料は授業内において配布します。
連絡先とオフィスアワー
高梨：ytakana@juntendo.ac,.jp
水曜、昼休み
備考
[学習時間]
このゼミナールは、授業240時間と準備学習120時間の計360時間の学習を必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
高梨
(予習：4時間）陸上競技について基礎知識を学習
1,2
[授業内容]
する
テーマ：ガイダンス
[授業方法]
ゼミナールの概要や内容につい
て解説する

1286

3,4

高梨

5,6

高梨

7,8

高梨

9,10

高梨

11,12

高梨

13,14

高梨

15,16

高梨

17,18

高梨

19,20

高梨

21,22

高梨

[授業内容]
テーマ：文献と先行研究による
演習１
[授業方法]
陸上競技などに関連する先行研
究や文献を用いて演習を行う
[授業内容]
テーマ：文献と先行研究による
演習2
[授業方法]
陸上競技などに関連する先行研
究や文献を用いて演習を行う
[授業内容]
テーマ：文献と先行研究による
演習3
[授業方法]
陸上競技などに関連する先行研
究や文献を用いて演習を行う
[授業内容]
テーマ：研究方法１
[授業方法]
陸上競技などに関連する先行研
究の方法について演習形式で行
う
[授業内容]
テーマ：研究方法2
[授業方法]
陸上競技などに関連する先行研
究の方法について演習形式で行
う
[授業内容]
テーマ：研究方法3
[授業方法]
陸上競技などに関連する先行研
究の方法について演習形式で行
う
[授業内容]
研究課題と計画1
[授業方法]
研究テーマを設定し、その課題
を明らかにするための方法を計
画する
[授業内容]
研究課題と計画2
[授業方法]
研究テーマを設定し、その課題
を明らかにするための方法を計
画する
[授業内容]
研究課題と計画3
[授業方法]
研究テーマを設定し、その課題
を明らかにするための方法を計
画する
[授業内容]
研究課題発表1
[授業方法]
設定した研究テーマについて発
表する
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（予習：2時間）興味を持つ分野の論文を調査す
る
（復習：2時間）興味を持つ分野の論文を読む

（予習：2時間）興味を持つ分野の論文を調査す
る
（復習：2時間）興味を持つ分野の論文を読む

（予習：2時間）興味を持つ分野の論文を調査す
る
（復習：2時間）興味を持つ分野の論文を読む

(予習：2時間）統計的な手法について予習する
（復習：2時間）授業内に提示した課題に取り組
む

(予習：2時間）統計的な手法について予習する
（復習：2時間）授業内に提示した課題に取り組
む

(予習：2時間）統計的な手法について予習する
（復習：2時間）授業内に提示した課題に取り組
む

(予習：2時間）研究計画を作成する
（復習：2時間）研究計画を整理する

(予習：2時間）研究計画を作成する
（復習：2時間）研究計画を整理する

(予習：2時間）研究計画を作成する
（復習：2時間）研究計画を整理する

(予習：2時間）研究課題の発表資料を作成する
（復習：2時間）他者の発表について自身の意見
をまとめる

23,24

高梨

25,26

高梨

27,28

高梨

29,30

高梨

31,32

高梨

33,34

高梨

35,36

高梨

37,38

高梨

39,40

高梨

41,42

高梨

43,44

高梨

45,46

高梨

47,48

高梨

[授業内容]
研究課題発表2
[授業方法]
設定した研究テーマについて発
表する
[授業内容]
研究課題発表3
[授業方法]
設定した研究テーマについて発
表する
[授業内容]
討議１
[授業方法]
課題発表に対する討議を行う
[授業内容]
討議2
[授業方法]
課題発表に対する討議を行う
[授業内容]
ガイダンス
[授業方法]
後期の実施方法と計画について
説明を行う
[授業内容]
討論１
[授業方法]
陸上競技における先行研究を提
示し、内容について討議する
[授業内容]
討論2
[授業方法]
陸上競技における先行研究を提
示し、内容について討議する
[授業内容]
討論3
[授業方法]
陸上競技における先行研究を提
示し、内容について討議する
[授業内容]
討論4
[授業方法]
陸上競技における先行研究を提
示し、内容について討議する
[授業内容]
討論5
[授業方法]
陸上競技における先行研究を提
示し、内容について討議する
[授業内容]
課題研究の立案と計画1
[授業方法]
研究計画を作成する
[授業内容]
課題研究の立案と計画2
[授業方法]
研究計画を作成する
[授業内容]
課題研究の立案と計画3
[授業方法]
研究計画を作成する
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(予習：2時間）研究課題の発表資料を作成する
（復習：2時間）他者の発表について自身の意見
をまとめる

(予習：2時間）研究課題の発表資料を作成する
（復習：2時間）他者の発表について自身の意見
をまとめる

(予習：2時間）他者の発表に対する意見を整理す
る
（復習：6時間）討議内容をまとめる(夏季休業期
間）
(予習：6時間）他者の発表に対する意見を整理す
る（夏季休業期間）
（復習：2時間）討議内容をまとめる
(予習：2時間）後期の履修計画についてシラバス
を確認する
（復習：2時間）研究計画を作成する

(予習：2時間）配布された論文を読み、自分の意
見を整理する
（復習：2時間）課題レポートの作成

(予習：2時間）配布された論文を読み、自分の意
見を整理する
（復習：2時間）課題レポートの作成

(予習：2時間）配布された論文を読み、自分の意
見を整理する
（復習：2時間）課題レポートの作成

(予習：2時間）配布された論文を読み、自分の意
見を整理する
（復習：2時間）課題レポートの作成

(予習：2時間）配布された論文を読み、自分の意
見を整理する
（復習：2時間）課題レポートの作成

(予習：2時間）資料の整理
（復習：2時間）研究計画の作成

(予習：2時間）資料の整理
（復習：2時間）研究計画の作成

(予習：2時間）資料の整理
（復習：2時間）研究計画の作成

49,50

高梨

51,52

高梨

53,54

高梨

55,56

高梨

(予習：2時間）資料の整理
（復習：2時間）研究計画の作成

[授業内容]
課題研究の立案と計画4
[授業方法]
研究計画を作成する
[授業内容]
課題研究の立案と計画5
[授業方法]
研究計画を作成する
[授業内容]
研究成果の発表とまとめ1
[授業方法]
研究成果を発表する
[授業内容]
研究成果の発表とまとめ2
[授業方法]
研究成果を発表する

(予習：2時間）資料の整理
（復習：2時間）研究計画の作成

(予習：2時間）発表資料を作成する
（復習：2時間）他者の発表について自身の意見
をまとめる
(予習：2時間）発表資料を作成する
（復習：2時間）他者の発表について自身の意見
をまとめる
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

佐々木

授業形態
開講学期
3‑4年

単位数

8.0

啓

授業概要
[授業全体の内容]
環境衛生学では、微生物感染を中心に行っている。我々の身の回りには多数の病原体が存在するが、その分布
調査や疫学的調査から始まり、分離株の性状解析、さらに遺伝子解析や産生するタンパク質の解析など幅広く
手がけている。これまでの卒論テーマとしては、環境中に棲息する破傷風菌の調査、食中毒原因菌であるカン
ピロバクターやリステリアの調査と解析、ヒトのブドウ球菌の疫学調査と薬剤耐性などを行ってきている。
これらの実験を学生独自に行うには、培地作製、無菌操作、実験器具の取り扱い方などの技術を身につける必
要があり、当教室での前半は基礎的な実験技術の習得、後半はフィールドでのサンプリングや各自独立して実
験していき実学で学ぶ。
当教室のゼミは、年間回数28回として、29回目に卒論発表会（3年次は聴講、4年次は発表）とする。
以上を通して、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」、「健康を創造
・支援するために必要な身体的・精神的・社会的健康についての知識と技能」ならびに「健康に関する専門性
を活かし、人づくり、社会づくりに貢献できる能力」という学位授与方針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
1.基本的な実験操作の習得。
2.自ら実験テーマを立案し、実験計画を設定する。
3.卒論を作製・発表する。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 基本的な実験操作を行える。
2. 自己管理の下で実験計画に則り遂行できる。
3. 卒論を作製し、簡潔明瞭な発表ができる。
卒論に対する姿勢、テーマや計画の独自性などを総合的に評価する。
[成績評価の方法]
卒論に対する姿勢（10%）、独自性と特色（20%）ならびに卒論本文と発表（70%）を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
生物系、化学系の基礎科目を受講していることが望ましい。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
特になし。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
試験、レポートはなし。実験技術は、個別に指導する。
[テキスト・参考書等]
プロトコルや原理などは、適宜参考資料を配付します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：佐々木啓
E‑mail:hiakus@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：前期の木曜日 14時から15時
場所: 1号館 4F 1410室
前日までE‑mailで予約すること。
備考
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［学修時間］
この授業は、実習形態による合計8単位の科目であり、年間では60時間と準備学習120時間の計180時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
実験室や実習室の状況によって変更になる場合があります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
佐々木 啓
（準備学習3時間）
1
［授業内容］
ガイダンス
過去の卒論を渡すので読んでくること。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて解 （復習1時間）
配布プリントをよく読んでおくこと。
説する。
（準備学習2時間）
［授業内容］
実験室の説明と機器類を説明す
過去の卒論で実験機器などを調べておくこと。
る。
［授業方法］
プリントとスライドを用いる。
［授業内容］
培地の作製法を解説し、細菌用
の簡易的な培地を実際に作製す
る。
［授業方法］
直接実験指導する。
［授業内容］
無菌操作1 サンプル塗抹
［授業方法］
直接実験指導する。
［授業内容］
無菌操作2 画線と継代培養
［授業方法］
直接実験指導する。

［授業内容］
無菌操作3 画線と継代培養
［授業方法］
直接実験指導する。

（復習2時間）
配布プリントをよく読んでおくこと。
（準備学習2時間）
細菌用培地について調べてくること。
（復習2時間）
実験ノートを作製し、プロトコルを記載すること
。
（準備学習2時間）
プロトコルを読んでくること。
（復習2時間）
実験ノートを作製し、プロトコルを記載すること
。
（準備学習2時間）
プロトコルを読んでくること。
（復習2時間）
実験ノートを作製し、プロトコルを記載すること
。
（準備学習2時間）
プロトコルを読んでくること。

（復習2時間）
実験ノートを作製し、プロトコルを記載すること
。
（準備学習2時間）
［授業内容］
無菌操作4
保存と起ち上げ プロトコルを読んでくること。
［授業方法］
（復習2時間）
直接実験指導する。
実験ノートを作製し、プロトコルを記載すること
。
（準備学習2時間）
［授業内容］
プロトコルを読んでくること。
無菌操作5
コロニーPCR
［授業方法］
（復習2時間）
直接実験指導する。
実験ノートを作製し、プロトコルを記載すること
。
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（準備学習2時間）
プロトコルを読んでくること。

［授業内容］
無菌操作6
凝集反応
［授業方法］
直接実験指導する。

（復習2時間）
実験ノートを作製し、プロトコルを記載すること
。
（準備学習2時間）
［［授業内容］
無菌操作7
薬剤感受性の測 プロトコルを読んでくること。
定
（復習2時間）
［授業方法］
実験ノートを作製し、プロトコルを記載すること
直接実験指導する。
。
（準備学習2時間）
［［授業内容］
無菌操作8
細胞とウイルス プロトコルを読んでくること。
の培養
（復習2時間）
［授業方法］
実験ノートを作製し、プロトコルを記載すること
直接実験指導する。
。
（準備学習2時間）
［［授業内容］
プロトコルを読んでくること。
無菌操作9 ウイルスの滴定
［授業方法］
（復習2時間）
直接実験指導する。
実験ノートを作製し、プロトコルを記載すること
。
（準備学習2時間）
［授業内容］
遺伝子操作1 PCRとベクター構 プロトコルを読んでくること。
築
（復習2時間）
［授業方法］
実験ノートを作製し、プロトコルを記載すること
直接実験指導する。
。
（準備学習4時間）
［［［授業内容］
遺伝子操作2 大腸菌形質転換 プロトコルを読んでくること。
［授業方法］
（復習4時間）
直接実験指導する。
実験ノートを作製し、プロトコルを記載すること
。
実験書作製
（（準備学習2時間）
［授業内容］
遺伝子操作3 遺伝子の誘導発 プロトコルを読んでくること。
現
（復習2時間）
［授業方法］
実験ノートを作製し、プロトコルを記載すること
直接実験指導する。
。
（準備学習2時間）
［授業内容］
過去の卒論を読んでくること。
卒論テーマの検討1
［授業方法］
（復習2時間）
直接実験指導する。
実験ノートの作製。
（準備学習2時間）
［授業内容］
過去の卒論を読んでくること。
卒論テーマの検討2
［授業方法］
（復習2時間）
直接実験指導する。
実験ノートの作製。
（準備学習2時間）
［［授業内容］
過去の卒論を読んでくること。
実験計画の立案1
［授業方法］
（復習2時間）
直接実験指導する
実験ノートの作製。
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（準備学習2時間）
過去の卒論を読んでくること。

［［授業内容］
実験計画の立案2
［授業方法］
直接実験指導する。

（復習2時間）
実験ノートの作製。
（準備学習2時間）
過去の卒論を読んでくること。

［授業内容］
サンプリング1
［授業方法］
直接実験指導する。

（復習2時間）
実験ノートの作製。
（準備学習2時間）
過去の卒論を読んでくること。

［授業内容］
サンプリング2
［授業方法］
直接実験指導する。

（復習2時間）
実験ノートの作製。
（準備学習2時間）
過去の卒論を読んでくること。

［授業内容］
サンプリング3
［授業方法］
直接実験指導する。

（復習2時間）
実験ノートの作製。
（準備学習2時間）
過去の卒論を読んでくること。

［授業内容］
サンプル解析1
［授業方法］
直接実験指導する

（復習2時間）
実験ノートの作製。
（準備学習2時間）
過去の卒論を読んでくること。

［授業内容］
サンプル解析2
［授業方法］
直接実験指導する。

（復習2時間）
実験ノートの作製。
（（準備学習2時間）
過去の卒論を読んでくること。

［［［授業内容］
サンプル解析3
［授業方法］
直接実験指導する。

（復習2時間）
実験ノートの作製。
（準備学習2時間）
統計処理法を調べてくること。

［授業内容］
実験結果の統計処理
［授業方法］
直接実験指導する。

（復習2時間）
実験ノートの作製。
（準備学習2時間）
関連文献を調べてくること。

［授業内容］
卒論作製1
［授業方法］
直接実験指導する。

（復習2時間）
実験ノートの作製。
（準備学習4時間）
関連文献を調べてくること。

［授業内容］
卒論発表会

（復習4時間）
実験ノートの作製。
（備考）
授業回数：28回
授業時間：240時間
準備学習：120時間
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

川田

３、４

授業形態
開講学期

講義・演習
通年

単位数

8.0

裕次郎

授業概要
[授業全体の概要]
この授業では、スポーツや体育場面で生じる心理的現象を明らかにするためのスポーツ心理学の研究方法を
体験的に学ぶ。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。研
究対象は、トップアスリート、指導者、体育教師、幼児・児童・生徒・学生、地域のスポーツ指導者などであ
る。3年次には、文献抄読とプレゼンテーションを通して実証研究に必要な基礎的な知識を理解して研究計画
書を作成する。4年次には、各自の研究テーマで研究を進めて研究発表を行い卒業論文にまとめる。授業時間
外の学修では、授業内のディスカッションで発表する自分の意見を事前にまとめることが求められる。
[授業の位置付け（学位授与方針に定められた知識能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教
養、及びそれらの活用能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1. スポーツ心理学の実証研究に必要な基礎的な知識を理解することができる。
2. スポーツ心理学の理論や枠組みを理解し、自分の言葉でプレゼンテーションすることができる。
3. チームで問題解決をする力とコミュニケーション能力を身につけることができる。
4. 実証研究のための研究計画書を作成し、研究を遂行し、研究発表をすることができる。
5. 実施した研究から得られた知見を卒業論文としてまとめることができる。
成績評価
[成績評価の評価基準]
1. スポーツ心理学の実証研究に必要な基礎的な知識を理解することができる（授業内プレゼンテーション、
グループ研究の発表と質疑応答、研究計画書）。
2. スポーツ心理学の理論や枠組みを理解し、自分の言葉でプレゼンテーションすることができる（授業に取
り組む態度と授業内プレゼンテーションと研究発表）。
3. チームで問題解決をする力とコミュニケーション能力を身につけることができる（授業に取り組む態度、
授業内プレゼンテーション）。
4. 実証研究のための研究計画書を作成し、研究を遂行し、研究発表をすることができる（研究計画書、授業
内プレゼンテーション、研究発表）。
5. 実施した研究から得られた知見を卒業論文としてまとめることができる（研究発表と卒業論文）。
[成績評価の方法]
下記の項目を総合して評価する
3年次
授業に取り組む態度（20%）、授業内プレゼンテーション（20%）、
グループ研究の発表と質疑応答（30%）、研究計画書（30%）
4年次
授業に取り組む態度（20%）、授業内プレゼンテーション（10%）
研究発表と質疑応答（20点）、卒業論文（50%）
各学年において合計100点満点として成績評価を行う。
履修における留意事項
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[履修条件]
「スポーツ心理学」を受講して単位を修得していること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
特になし
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
1. 授業内プレゼンテーションは、終了後に改善点についてコメントする。
2. グループ研究の発表と質疑応答は、学内外の発表会で発表し、終了後に改善点についてコメントする。
3. 研究計画書は、研究が遂行可能な形になるまで添削を繰り返し実施していく。
4. 研究発表は、他のゼミナールと合同で開催し、終了後に改善点についてコメントする。
5. 卒業論文は、学術論文として適切な形になるまで添削を繰り返し実施していく。
[テキスト・参考書]
この科目では必ず用意しなければならないテキストはありません。必要な資料は授業中に適宜配布します。
ただし、下記の3点の書籍はレポートの作成や準備学習での参考書として薦めます。
1. 最新スポーツ心理学−その軌跡と展望, 日本スポーツ心理学会（編）（大修館書店）
2. スポーツメンタルトレーニング教本 三訂版, 日本スポーツ心理学会（編）（大修館書店）
3. スポーツ心理学事典, 日本スポーツ心理学会（編）（大修館書店）
連絡先とオフィスアワー
[連絡先]
担当：川田裕次郎
E‑mail: yuukawa[at]juntendo.ac.jp
（上記 E‑mail アドレス内の[at]を＠に修正してください）
[オフィスアワー]
オフィス：スポーツ心理学研究室（1号館2階1215号室）
前期：水曜日 昼休み（12:00〜12:50）、木曜日4限目（14:40〜16:20）
後期：水曜日 昼休み（12:00〜12:50）、木曜日4限目（14:40〜16:20）
※ 上記以外の時間を希望する場合には、事前にE‑mailでアポイントを取ってください。
備考
[学習時間]
この授業は、講義形式の授業形態による2単位の科目であり、授業120時間と準備学習240時間の計360時間の学
習を必要とする内容をもって構成する。
[その他]
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
川田
3年次
[授業内容]
1
テーマ：授業のオリエンテーシ
ョンとゼミナールの意義
[授業方法]
講義を通して、オリエンテーシ
ョン（授業の概要、到達目標、
成績評価方法など）とゼミナー
ルとは何か、ゼミナールの意義
と役割、ゼミナールの進め方、
到達目標、成績評価方法、履修
上の注意について理解する。グ
ループワークを通して、１年間
のゼミナール活動の目標と計画
を立てる。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：2時間）
授業のシラバスを丁寧に読んでくる。スポーツ心
理学の定義について事前に調べてくる。授業で学
びたいと考えている内容を３つ考えてくる。
（復習：2時間）
授業のオリエンテーションの内容について理解を
深めるために授業資料を読み返す。ゼミナールの
意義について復習する。復習時に疑問に思ったこ
とについて調べ、わからなければ質問をできる準
備をしておく。

2〜10

11〜20

川田

川田

21〜27

川田

28

川田

[授業内容]
テーマ：スポーツ心理学の研究
内容
スポーツ心理学の歴史、運動学
習、フィードバック、パーソナ
リティ、リーダーシップ、フォ
ロワーシップ、チームの一体感
、内発的／外発的動機づけ、目
標設定、メンタルトレーニング
、メンタルヘルスなどについて
学ぶ。
[授業方法]
スポーツ心理学の学術書と学術
論文を読み、内容を理解して、
プレゼンテーションを行う。プ
レゼンテーションを通して、研
究成果をどのように現場に役立
てることができるのかについて
、学生それぞれの専門競技の立
場からディスカッションを行う
。
[授業内容]
テーマ：スポーツ心理学の研究
手法
研究倫理、文献レビュー、リサ
ーチクエスチョン、研究デザイ
ン、質問紙法、面接法、実験法
、心理統計、信頼性、妥当性、
因果関係、相関関係などを理解
する。

（予習：2時間）
テキストや論文の該当箇所を読む。発表担当者は
、発表資料を準備して発表できる準備を行う。そ
の他の受講者は、議論ができるように自分の意見
や考えをまとめておく。
（復習：2時間）
発表と議論を振り返り、自分の意見と他者から得
られた意見をまとめる。授業で指示された課題を
する。復習時に疑問に思ったことについて調べ、
わからなければ質問をできる準備をしておく。

（予習：2時間）
研究内容を各自事前に考えて、議論を行うための
準備をする。研究の意義、実現可能性、研究の手
続き、発展性などを考えておく。研究の進行に伴
い、準備する必要があるものや理解しておくべき
内容を整理し、グループごとに事前学習を行う。
（復習：2時間）
グループでのディスカッションとで明らかになっ
た課題を解決するための準備を行う。研究遂行に
必要な準備を行う。

[授業方法]
グループに分かれてスポーツ心
理学の研究を理解して研究計画
書を作成する。その後、実際に
研究を実施し、学外ないし学内
の研究会において研究発表を行
う。
（予習：2時間）
[授業内容]
テーマ：卒業研究に向けた研究 自分で研究をする内容に関する研究計画書の下書
きを作成する。ゼミナールの時間に発表を行い議
計画書の作成
論するための準備をする。
[授業方法]
講義、グループワーク、教員と （復習：2時間）
個別でのディスカッションを通 講義、グループワーク、教員と個別でのディスカ
して、研究の問題提起、研究目 ッションを通して明らかになった課題を解決する
的と意義、仮説の設定、研究方 ための準備を行う。研究遂行に必要な準備を行う
法、予想される結果などをまと 。
めていく。
（予習：2時間）
[授業内容]
テーマ：4年生の「卒業論文発 事前に発表抄録に目を通して、質問する内容につ
いてまとめておく。
表会」への参加と質疑応答
[授業方法]
4年生の「卒業論文発表会」で
の質疑応答とディスカッション
を通して、適切な質問の仕方、
発表者への配慮、建設的批判な
どを学ぶ。
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（復習：2時間）
4年生の「卒業論文発表会」での質疑応答とディ
スカッションを通して学んだことをレポートにま
とめる。

4年次
1〜10

11〜17

18〜23

24〜25

26〜27

川田

川田

川田

川田

川田

（予習：2時間）
[授業内容]
テーマ：研究の実施と研究の進 研究対象者への研究依頼を行う。研究をスムーズ
に進めるための準備を行う。
捗状況の報告
[授業方法]
研究を遂行するために、研究依
頼、対象者への倫理的配慮、デ
ータ収集、データ分析、図表の
作成などを行う。
[授業内容]
テーマ：卒業論文と卒業論文抄
録の執筆
[授業方法]
得られた研究結果を卒業論文、
卒業論文抄録としてまとめてい
く。得られた結果の先行研究と
の比較検討などについてディス
カッションを通して行う。
[授業内容]
テーマ：研究発表準備
[授業方法]
研究発表準備（発表抄録の作成
、発表資料の作成、発表練習、
質疑応答の練習）を行う。繰り
返し添削や練習を行うことで発
表への準備を進める。
[授業内容]
テーマ：学外または学内の研究
会での研究発表
[授業方法]
学外または学内の研究会で研究
発表を行う。研究発表を通して
、研究発表の仕方、質疑応答、
適切に伝えるための表現方法の
工夫などを学ぶ。指導教員以外
の教員からコメントをもらうこ
とで新たな視点を学ぶ機会をつ
くる。
[授業内容]
テーマ：卒業論文発表会で研究
発表

（復習：2時間）
得られた研究データをまとめる。データ収集、デ
ータ分析、図表の作成などにおいて不明なところ
があれば質問ができるように準備しておく。
（予習：2時間）
卒業論文と卒業論文抄録を作成するための準備を
行う。研究テーマに関連する文献や資料について
整理してまとめておく。
（復習：2時間）
[復習]授業で指示された部分について確認をし
て卒業論文と卒業論文抄録を修正する。

（予習：2時間）
研究発表を行うための準備を行う。
（復習：2時間）
研究発表において質問やコメントを頂いた部分に
ついて発表資料と発表内容の修正を行う。卒業論
文発表会への準備につなげる。

（予習：2時間）
研究発表を行うための準備を行う。
（復習：2時間）
研究発表において質問やコメントを頂いた部分に
ついて発表資料と発表内容の修正を行う。卒業論
文発表会への準備につなげる。

（予習：2時間）
卒業論文を発表するための準備を行う。事前に発
表抄録を配布し、質問されることが予想される内
容についてまとめておく。

[授業方法]
卒業論文発表会を通して、研究 （復習：2時間）
発表、質疑応答について学ぶ。 質疑応答で出された箇所について、対応するため
の「対応手続き」についてレポートとしてまとめ
る。
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川田

（予習：2時間）
[授業内容]
テーマ：授業のまとめと振り返 研究協力を頂いた方へのお礼状を準備する。また
、ゼミナールを通して学んだこと、ゼミナールで
り
の学びをどのように活かすことができるのかにつ
いて事前にまとめてくる。
[授業方法]
授業のまとめと振り返りをする
。研究協力へのお礼状、ゼミナ （復習：2時間）
ールを通して学んだこと、ゼミ ディスカッションの内容についてレポートとして
ナールでの学びをどのように活 まとめる。
かすことができるのかについて
ディスカッションを行う。
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

講義・演習

対象学年

3

単位数

8.0

科目責任者
科目担当者

鷹見

由紀子

授業概要
[授業全体の内容]
3年次：剣道の歴史を学ぶとともに、現代における武道の存在意義および発展について、女性の視点から検討
し、剣道に関する知識を深める。また、各自がテーマを提起し発表を行い、発表テーマについてディスカッシ
ョンを行う。
4年次：卒業研究論文作成にあたり、自ら問題提起し研究テーマを考える。また、研究テーマを解決していく
手法を学び、卒業研究論文を作成し、発表する。
また、以上を通して、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「対人調整力」、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」、「対人調整力、コミュ
ニケーション力、スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養を応用し表現する能力」という学位授与方
針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
3年次：剣道の基礎的・専門的知識を養う。そして、各自自由にテーマを設定し調査・研究を行う。テーマに
沿ったプレゼンテーションを行い、ディスカッションを行うことにより、課題提起・議論のまとめ方や深め方
などの能力を養うことができる。
4年次：3年間で養った力を卒業論文作成に活かすとともに、その過程でさらに深めていく。
成績評価
[成績評価の基準]
1．授業中の発言やプレゼンテーションおよびディスカッションの取リ組み。（授業に取り組む姿勢・参画度
）
2．自ら疑問を持ち、調査・研究し他者へ説明できる。（課題達成度）
3．剣道の基礎的・専門的知識を理解している。（知識の獲得度）
[成績評価の方法]
授業に取り組む姿勢・参画度（30%）、課題達成度（40%）、知識の獲得度（30%）を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
特になし。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
[課題(試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
課題ごとにフィードバックする。
[テキスト・参考書等]
授業中に適宜、資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：鷹見由紀子
E‑mail：y‑takami@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：水曜日 3限、4限
場所：1号館5階 1530号室
備考
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［学修時間］
この授業は、8単位の科目であり、授業120時間と準備時間240時間の計360時間の学修を必要とする内容をもっ
て構成する。
［その他］
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
鷹見
1
［授業内容］
（以下、同様） 3年次：ガイダンス
4年次：ガイダンス
［授業方法］
授業目的および概要を解説し、
評価方法と授業の進め方の説明
を行う。

2

3

4

5

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：3時間）
3年次：剣道の特性について調べる。
4年次：研究テーマに関する文献を探す。

（復習：1時間）
3年次：剣道について、さらに深めたい部分を整
理する。
4年次：研究テーマに関する文献を探し、閲覧す
る。
（予習：2時間）
［授業内容］
3年次：剣道の歴史について学 3年次：武士の始まりについて調べる。
4年次：設定したテーマに関連した論文を検索し
習する。
4年次：研究背景の作成方法を 、研究背景を閲覧する。
（復習：2時間）
学習する。
3年次：武士の台頭について整理する。
［授業方法］
3年次：剣道の歴史について解 4年次：研究背景に関する参考文献を整理・作成
する。
説する。
4年次：研究背景の作成方法に
ついて解説する。
（予習：2時間）
［授業内容］
3年次：剣道の歴史について学 3年次：日本刀の特性について調べる。
4年次：設定したテーマに関連した論文を検索し
習する。
4年次：研究方法について学習 、研究方法を調べる。
（復習：2時間）
する。
3年次：剣術の成立・発展について整理する。
［授業方法］
3年次：剣術の成立・発展につ 4年次：研究方法の妥当性を整理する。
いて解説する。
4年次：研究方法について解説
する。
（予習：2時間）
［授業内容］
3年次：剣道の歴史について学 3年次：現代剣道の発展について調べる。
4年次：研究計画を立ててみる。
習する。
4年次：研究計画について学習
（復習：2時間）
する。
3年次：現代剣道成立過程を整理する。
［授業方法］
3年次：現代剣道の成立につい 4年次：研究計画の妥当性を整理する。
て解説する。
4年次：研究計画の立て方につ
いて解説する。
（予習：2時間）
［授業内容］
3年次：剣道の歴史について学 3年次：剣道の牽引者について調べる。
4年次：研究の意義を整理する。
習する。
4年次：提議書を作成する。
（復習：2時間）
［授業方法］
3年次：各時代の牽引者につい 3年次：剣道の牽引者について整理する。
4年次：目的の意義を整理する。
て解説する。
4年次：提議書の様式をダウン
ロードし、作成する。
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6

7

8

9

10

［授業内容］
3年次：剣道の歴史について学
習する。
4年次：提議書を作成する。
［授業方法］
3年次：各時代の牽引者につい
て各自発表する。
4年次：提議書をダウンロード
し、作成する。
［授業内容］
3年次：剣道の歴史について学
習する。
4年次：研究計画を再検討する
。
［授業方法］
3年次：各時代の牽引者につい
て各自発表する。
4年次：研究計画の立て方につ
いて、改めて解説する。
［授業内容］
3年次：剣道の歴史について学
習する。
4年次：卒業研究を進める。
［授業方法］
3年次：各時代の牽引者につい
て各自発表する。
4年次：各自、提議書・研究計
画書を参考に、卒業研究にとり
かかる。
［授業内容］
3年次：テーマについての発表
およびディスカッション
4年次：卒業研究を進める。
［授業方法］
3年次：担当学生による発表、
およびディスカッションを行う
。
4年次：各自、提議書・研究計
画書を参考に、卒業研究にとり
かかる。
［授業内容］
3年次：テーマについての発表
およびディスカッション
4年次：卒業研究を進める。
［授業方法］
3年次：担当学生による発表、
およびディスカッションを行う
。
4年次：各自、提議書・研究計
画書を参考に、卒業研究にとり
かかる。
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（予習：2時間）
3年次：剣道の牽引者について調べる。
4年次：研究の背景・意義・目的を整理する。
（復習：2時間）
3年次：剣道の牽引者について整理する。
4年次：提議書を完成させる。

（予習：2時間）
3年次：剣道の牽引者について調べる。
4年次：具体的な研究計画書を書いてみる。
（復習：2時間）
3年次：剣道の牽引者について整理する。
4年次：研究計画書を完成させる。

（予習：2時間）
3年次：剣道の牽引者について調べる。
4年次：研究計画にしたがい研究を進める。
（復習：2時間）
3年次：剣道の牽引者について整理する。
4年次：卒業研究を進めるとともに、進捗状況を
確認して、必要に応じて計画を見直す。

（予習：2時間）
3年次：発表課題について調べる。
4年次：研究計画にしたがい研究を進める。
（復習：2時間）
3年次：ディスカッションの内容を整理する。
4年次：卒業研究を進めるとともに、進捗状況を
確認して、必要に応じて計画を見直す。

（予習：2時間）
3年次：発表課題について調べる。
4年次：研究計画にしたがい研究を進める。
（復習：2時間）
3年次：ディスカッションの内容を整理する。
4年次：卒業研究を進めるとともに、進捗状況を
確認して、必要に応じて計画を見直す。

11

12

13

14

15

［授業内容］
3年次：テーマについての発表
およびディスカッション
4年次：卒業研究を進める。
［授業方法］
3年次：担当学生による発表、
およびディスカッションを行う
。
4年次：各自、提議書・研究計
画書を参考に、卒業研究にとり
かかる。
［授業内容］
3年次：テーマについての発表
およびディスカッション
4年次：卒業研究を進める。
［授業方法］
3年次：担当学生による発表、
およびディスカッションを行う
。
4年次：各自、提議書・研究計
画書を参考に、卒業研究にとり
かかる。
［授業内容］
3年次：テーマについての発表
およびディスカッション
4年次：卒業研究を進める。
［授業方法］
3年次：担当学生による発表、
およびディスカッションを行う
。
4年次：各自、提議書・研究計
画書を参考に、卒業研究にとり
かかる。
［授業内容］
3年次：テーマについての発表
およびディスカッション
4年次：卒業研究を進める。
［授業方法］
3年次：担当学生による発表、
およびディスカッションを行う
。
4年次：各自、提議書・研究計
画書を参考に、卒業研究にとり
かかる。
［授業内容］
3年次：テーマについての発表
およびディスカッション
4年次：卒業研究を進める。
［授業方法］
3年次：担当学生による発表、
およびディスカッションを行う
。
4年次：各自、提議書・研究計
画書を参考に、卒業研究にとり
かかる。
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（予習：2時間）
3年次：発表課題について調べる。
4年次：研究計画にしたがい研究を進める。
（復習：2時間）
3年次：ディスカッションの内容を整理する。
4年次：卒業研究を進めるとともに、進捗状況を
確認して、必要に応じて計画を見直す。

（予習：2時間）
3年次：発表課題について調べる。
4年次：研究計画にしたがい研究を進める。
（復習：2時間）
3年次：ディスカッションの内容を整理する。
4年次：卒業研究を進めるとともに、進捗状況を
確認して、必要に応じて計画を見直す。

（予習：2時間）
3年次：発表課題について調べる。
4年次：研究計画にしたがい研究を進める。
（復習：2時間）
3年次：ディスカッションの内容を整理する。
4年次：卒業研究を進めるとともに、進捗状況を
確認して、必要に応じて計画を見直す。

（予習：2時間）
3年次：発表課題について調べる。
4年次：研究計画にしたがい研究を進める。
（復習：2時間）
3年次：ディスカッションの内容を整理する。
4年次：卒業研究を進めるとともに、進捗状況を
確認して、必要に応じて計画を見直す。

（予習：2時間）
3年次：発表課題について調べる。
4年次：研究計画にしたがい研究を進める。
（復習：2時間）
3年次：ディスカッションの内容を整理する。
4年次：卒業研究を進めるとともに、進捗状況を
確認して、必要に応じて計画を見直す。

16

17

18

19

20

［授業内容］
3年次：テーマについての発表
およびディスカッション
4年次：卒業研究を進める。
［授業方法］
3年次：担当学生による発表、
およびディスカッションを行う
。
4年次：各自、提議書・研究計
画書を参考に、卒業研究にとり
かかる。
［授業内容］
3年次：テーマについてディス
カッション
4年次：卒業研究を進める。
［授業方法］
3年次：提示されたテーマにつ
いてディスカッションを行う。
4年次：各自、提議書・研究計
画書を参考に、卒業研究にとり
かかる。
［授業内容］
3年次：テーマについてディス
カッション
4年次：卒業研究を進める。
［授業方法］
3年次：提示されたテーマにつ
いてディスカッションを行う。
4年次：各自、提議書・研究計
画書を参考に、卒業研究にとり
かかる。
［授業内容］
3年次：テーマについてディス
カッション
4年次：卒業研究を進める。
［授業方法］
3年次：提示されたテーマにつ
いてディスカッションを行う。
4年次：各自、提議書・研究計
画書を参考に、卒業研究にとり
かかる。
［授業内容］
3年次：テーマについてディス
カッション
4年次：卒業研究を進める。
［授業方法］
3年次：担当者が提示したたテ
ーマについてディスカッション
を行う。
4年次：各自、提議書・研究計
画書を参考に、卒業研究にとり
かかる。
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（予習：2時間）
3年次：発表課題について調べる。
4年次：研究計画にしたがい研究を進める。
（復習：2時間）
3年次：ディスカッションの内容を整理する。
4年次：卒業研究を進めるとともに、進捗状況を
確認して、必要に応じて計画を見直す。

（予習：2時間）
3年次：自分の興味のあるテーマを探る。
4年次：研究計画にしたがい研究を進める。
（復習：2時間）
3年次：ディスカッションの内容を整理する。
4年次：卒業研究を進めるとともに、進捗状況を
確認して、必要に応じて計画を見直す。

（予習：2時間）
3年次：自分の興味のあるテーマを探る。
4年次：研究計画にしたがい研究を進める。
（復習：2時間）
3年次：ディスカッションの内容を整理する。
4年次：卒業研究を進めるとともに、進捗状況を
確認して、必要に応じて計画を見直す。

（予習：2時間）
3年次：自分の興味のあるテーマを探る。
4年次：研究計画にしたがい研究を進める。
（復習：2時間）
3年次：ディスカッションの内容を整理する。
4年次：卒業研究を進めるとともに、進捗状況を
確認して、必要に応じて計画を見直す。

（予習：2時間）
3年次：自分の興味のあるテーマを探る。
4年次：研究計画にしたがい研究を進める。
（復習：2時間）
3年次：ディスカッションの内容を整理する。
4年次：卒業研究を進めるとともに、進捗状況を
確認して、必要に応じて計画を見直す。

21

22

23

24

25

26

［授業内容］
3年次：興味のある論文につい
て発表する。
4年次：卒業研究を進める。
［授業方法］
3年次：担当者が論文について
発表する。
4年次：各自、提議書・研究計
画書を参考に、卒業研究にとり
かかる。
［授業内容］
3年次：興味のある論文につい
て発表する。
4年次：卒業研究を進める。
［授業方法］
3年次：担当者が論文について
発表する。
4年次：各自、提議書・研究計
画書を参考に、卒業研究にとり
かかる。
［授業内容］
3年次：研究の作法を学習する
。
4年次：卒業研究を進める。
［授業方法］
3年次：論文作成の作法を解説
する。
4年次：各自、提議書・研究計
画書を参考に、卒業研究にとり
かかる。
［授業内容］
3年次：研究の作法を学習する
。
4年次：卒業研究を進める。
［授業方法］
3年次：論文作成の作法を解説
する。
4年次：各自、提議書・研究計
画書を参考に、卒業研究にとり
かかる。
［授業内容］
3年次：卒業論文のテーマにつ
いて検討する。
4年次：抄録の作成について学
習する。
［授業方法］
3年次：卒業論文のテーマにつ
いて解説する。
4年次：抄録の作成方法につい
て解説する。
［授業内容］
3年次：卒業論文のテーマにつ
いて検討する。
4年次：研究発表の方法につい
て学習する。
［授業方法］
3年次：卒業論文のテーマにつ
いて解説する。
4年次：研究発表の方法につい
て解説する。
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（予習：2時間）
3年次：自分の興味のある論文を検索し、まとめ
る。
4年次：研究計画にしたがい研究を進める。
（復習：2時間）
3年次：本時の論文について整理する。
4年次：卒業研究を進めるとともに、進捗状況を
確認して、必要に応じて計画を見直す。
（予習：2時間）
3年次：自分の興味のある論文を検索し、まとめ
る。
4年次：研究計画にしたがい研究を進める。
（復習：2時間）
3年次：本時の論文について整理する。
4年次：卒業研究を進めるとともに、進捗状況を
確認して、必要に応じて計画を見直す。
（予習：2時間）
3年次：研究とは何かを調べる。
4年次：研究計画にしたがい研究を進める。
（復習：2時間）
3年次：論文作成の作法をまとめる。
4年次：卒業研究を進めるとともに、進捗状況を
確認して、必要に応じて計画を見直す。

（予習：2時間）
3年次：研究とは何かを調べる。
4年次：研究計画にしたがい研究を進める。
（復習：2時間）
3年次：論文作成の作法をまとめる。
4年次：卒業研究を進めるとともに、進捗状況を
確認して、必要に応じて計画を見直す。

（予習：3時間）
3年次：自分の興味のあるテーマを探る。
4年次：抄録を検索し、閲覧する。
（復習：3時間）
3年次：自分の興味のあるテーマを整理する。
4年次：抄録を完成させる。

（予習：3時間）
3年次：自分の興味のあるテーマを探る。
4年次：発表内容の構想を立ててみる。
（復習：3時間）
3年次：自分の興味のあるテーマを整理する。
4年次：発表原稿を作成する。

27

28

［授業内容］
3年次：参考文献の検索方法を
学習する。
4年次：研究発表の方法につい
て学習する。
［授業方法］
3年次：参考文献の検索方法を
解説する。
4年次：研究発表の方法につい
て解説する。
［授業内容］
3年次：提議書の作成方法を学
習する。
4年次：研究発表会
［授業方法］
3年次：提議書の作成方法を解
説する。
4年次：研究発表会を実施する
。

29
30
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（予習：3時間）
3年次：研究テーマに関する文献を探す。
4年次：研究発表会に向けて、原稿・資料を作成
する。
（復習：3時間）
3年次：研究テーマに関するキーワードを駆使し
て文献検索を行ってみる。
4年次：研究発表会に向けて、原稿・資料を作成
する。

（予習：3時間）
3年次：卒業生の提議書を閲覧する。
4年次：発表原稿を完成させる。
（復習：3時間）
3年次：提議書を作成する。
4年次：研究発表について振り返る。

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

3年4年

授業形態
開講学期

実技
通年

単位数

8.0

科目責任者 中田 学
科目担当者
中田 学
授業概要
[授業全体の内容]
客観的に競技を把握する力を養うことを目的にこれらの基礎理論を学ぶ。また国内外の最新の技術・戦術の
動向を積極的に収集し、パフォーマンスをより発展させるトレーニング論、高度な技術・戦術の新たな開発も
視野に入れて活動を行っていく。
ディスカッションを軸に話し合いを進めていき、コーチングの在り方、問題点などを話し合う。
また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。

[授業の位置づけ（学与方針に定められた知識・能力等と関連） ]
バレーボールを通じて、スポーツすることの楽しさや健康、コミュニケーションスキルを身に付ける。より
専門的な知識を習得することができる。
□①「対人調整力」（S、K、M）
□②「コミュニケーション力」（S、K、M）
■③「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」（S、K、M）
□④「①〜③を応用し表現する能力」（S、K、M）
□⑤「医学的知識を備えたスポーツ指導者の育成」（S）
□⑥「スポーツ指導現場に詳しいスポーツ医科学研究者の育成」（S）
□⑦「経営学・社会心理学・社会学を応用したスポーツマネジメントについての知識」（M）
□⑧「スポーツをヒト・モノ・カネ・情報という経営資源の側面からマネジメントできる（M）
□⑨「健康についての専門的知識と実践的技能の取得」（K）
□⑩「健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」（K)
□⑪資格対応科目
※S：スポーツ科学科、M：スポーツマネジメント学科、K：健康学科
[授業の到達目標]
コーチング領域を研究するために必要な基礎力を養うこと。また競技力を向上させるためにどのようなことが
必要なのかを多面的に捉え、各自の課題を解決する手だてを発見させる。
成績評価
[成績評価の基準]
1
2

前後期ともに授業実施回数の2/3以上の出席をもって受験資格とする。
前期終了時と後期終了時に実技試験を行い評価する

[成績評価の方法]
授業態度・取り組み・出席点５０％、実技レベル５０％の割合で評価します。
履修における留意事項
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[履修要件]
特にありません
[履修上の注意]科目独自のルール
1回の授業について、 3分の 2以上の 出席時間がない場合は、その授業を欠席扱いとする。
遅刻に関しても減点とする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
発表に関してはその場で口頭にて伝える
(テキスト・参考書等)
「パワーバレーボール」セリンジャー著 ベースボールマガジン社
連絡先とオフィスアワー
[連絡先]
担当 中田 学
メールアドレス m‑nakata@juntendo.ac.jp
[オフィスアワー]
日時：平日 昼 放課後 １号館５階１５０２室
場所：１号館５階１５０２室 バレーボール研究室
予約なしに相談可能ですが、不在の場合もあるため、出来る限り2日前までにE‑mailで連絡をしてください。
備考
積極的に参加する
活発な意見交換、ディスカッションにこころがける
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中田 学
バレーボールの歴史を調べてくる
1
オリエンテーション
中田 学
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
2
(授業内容)
おく。
バレーボールの歴史
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。
(授業方法)
歴史を学ぶ
中田 学
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
3
(授業内容)
オリンピック優勝チームの技術 おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
の変遷
を深める。
(授業方法)
オリンピック優勝チームの技術
の変遷を学ぶ
中田 学
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
4
(授業内容)
おく。
新戦術、技術の発表
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。
(授業方法)

5

中田

学

発表された新技術、戦術につい
てディスカッション
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
(授業内容)
おく。
コーチングとティーチング
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。
(授業方法)
コーチングとは何かティーチン
グとは何かを学ぶ
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6

中田

学

(授業内容)
コーチングとティーチング②

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

(授業方法)
今まで経験した指導について振
り返りディスカッションする
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
(授業内容）
指導の在り方についての発表 おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。
(授業方法)
パワーポイントを作成し発表
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
(授業内容)
自分の興味のあるものについて おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
の発表・質疑応答
を深める。
(授業方法)
関連文献、資料を探し、パワー
ポイントにまとめ発表

7

中田

学

8

中田

学

9

中田

学

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
(授業内容)
自分の興味のあるものについて おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
の発表・質疑応答
を深める。
(授業方法)
関連文献、資料を探し、パワー
ポイントにまとめ発表

10

中田

学

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
(授業内容)
自分の興味のあるものについて おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
の発表・質疑応答
を深める。
(授業方法)
関連文献、資料を探し、パワー
ポイントにまとめ発表

11

中田

学

12

中田

学

13

中田

学

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
(授業内容)
自分の興味のあるものについて おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
の発表・質疑応答
を深める。
(授業方法)
関連文献、資料を探し、パワー
ポイントにまとめ発表
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
(授業内容)
自分の興味のあるものについて おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
の発表・質疑応答
を深める。
(授業方法)
関連文献、資料を探し、パワー
ポイントにまとめ発表
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
(授業内容)
自分の興味のあるものについて おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
の発表・質疑応答
を深める。
(授業方法)
関連文献、資料を探し、パワー
ポイントにまとめ発表
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14

中田

学

15

中田

学

16

中田

学

17

中田

学

18

中田

学

19

中田

学

20

中田

学

21

中田

学

22

中田

学

23

中田

学

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
(授業内容)
自分の興味のあるものについて おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
の発表・質疑応答
を深める。
(授業方法)
関連文献、資料を探し、パワー
ポイントにまとめ発表
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
(授業内容)
自分の興味のあるものについて おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
の発表・質疑応答
を深める。
(授業方法)
関連文献、資料を探し、パワー
ポイントにまとめ発表
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
(授業内容)
自分の興味のあるものについて おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
の発表・質疑応答
を深める。
(授業方法)
関連文献、資料を探し、パワー
ポイントにまとめ発表
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
(授業内容)
卒論テーマの発表・質疑応答 おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。
(授業方法)
卒論テーマの発表
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
(授業内容)
おく。
提議書作成
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。
(授業方法)
提議書の作成の仕方を学ぶ
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
(授業内容)
おく。
提議書作成
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。
(授業方法)
提議書の作成
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
(授業内容)
おく。
提議書作成
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。
(授業方法)
提議書の完成
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
(授業内容)
おく。
論文作成
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。
(授業方法)
諸言の書き方を学ぶ
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
(授業内容)
おく。
論文作成
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。
(授業方法)
文献考証・結果・考察の書き方
を学ぶ
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
(授業内容)
おく。
論文作成
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。
(授業方法)
論文の作成
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24

中田

学

25

中田

学

26

中田

学

27

28

中田

中田

学

学

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

(授業内容)
中間発表

(授業方法)
論文の中間発表・パワーポイン
トで発表
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
(授業内容)
おく。
論文作成
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。
(授業方法)
論文の作成
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

(授業内容)
卒業論文発表練習
（授業方法）
卒業論文発表の練習
(授業内容)
卒業論文発表準備

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

(授業方法)
卒業論文発表準備
(授業内容)
卒業論文発表・質疑応答
(授業方法)
卒業論文発表・質疑応答を行う

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。
備考
学習時間 118時間
・授業
90時間
・準備学習 28時間
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

講義
前後期

対象学年

3

単位数

8.0

科目責任者
科目担当者

深尾

宏祐

授業概要
〔授業全体の内容〕
様々な年齢におけるスポーツ障害の特徴、それぞれの医学分野とスポーツとの関連、突然死予防を含めた安
全管理としてのスポーツ医学等、幅広く身につける。スポーツを含めた身体活動によって生じた異常、特に内
科的な病態・変化の発生要因について理解を深める。また、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進
するための高い倫理観を涵養する。
3年次は、スポーツ医学の知識を増やすため、抄読会やミニレクチャーを行う。同時に、文献検索方法や統
計解析の基礎を学ぶ。
4年次は、テーマを決めて実験やデータ収集を行い、卒業論文を作成、完成させる。
〔授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）〕
この科目は、「対人調整力」「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」「対人調整力・コミュニ
ケーション力・スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養を応用し表現する能力」という学位授与方針
に寄与する。
〔授業の到達目標〕
スポーツを含めた身体活動と内科学との関連性について学び、スポーツ医学の分野において、興味のあるテ
ーマをみつけ、研究を行い、論文を完成させる。スポーツによる突然死をゼロに近付けるために必要なことを
理解できる。
成績評価
〔成績評価の基準〕
1. 積極的に学ぶ姿勢があるかどうか。
2. 計画を立てて、論文作成のために必要な知識を身につけているかどうか。
〔成績評価方法〕
出席(50%)と授業態度・研究姿勢(50%)
履修における留意事項
〔履修要件〕
スポーツ医学に興味があり、やる気のある者。わからないことをそのままにせず、検索したり、相談したり
して、解決するような積極性をもって臨んで欲しい。
〔履修上の注意（科目独自のルール）〕
3年次が終わるまでのあいだに、興味のある研究テーマをみつけ、卒業論文に取り組む。
機会があえば、大学病院で見学を兼ね実習する。
卒業論文に関しては、定期的なミーティングおよび卒論発表会にて質疑応答に応えながら、不足している点
を担当教員から指摘し、フィードバックする。
（参考書）
スポーツ・健康医科学／河合祥雄著 （放送大学教育振興会）
スポーツ医学（内科）（はじめて学ぶ健康・科学シリーズ）／赤間高雄編集 （化学同人）
連絡先とオフィスアワー
〔連絡先〕
担当：深尾 宏祐
E‑mail：fukao777〔at〕juntendo.ac.jp
〔オフィスアワー〕※質問や相談はできるだけ、前日までにE‑mailで予約すること。
日時：月曜日13:00から17:00、木曜日11:00から14:00
場所：スポーツ健康医科学研究所4階9405号室
＊授業が無い期間はE‑mailで予約すること。
備考
〔学修時間〕
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、2年間で授業56時間と準備学習124時間の計180時間
の学修を必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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1‑3

深尾

4‑7

深尾

8月11日 深尾

12月15日 深尾

16‑19

深尾

20‑23

深尾

24‑30

深尾

31‑35

深尾

36‑40

深尾

〔授業内容〕
オリエンテーション
スポーツ医学概論
文献検索
〔授業方法〕
講義＋図書館でミニレクチャー
〔授業内容〕
貧血、熱中症・エネルギー代謝
について教科書を輪読
文献検索
〔授業方法〕
講義＋プレゼンテーション
〔授業内容〕
スポーツと循環器疾患、呼吸器
疾患、生活習慣病について教科
書を輪読
文献検索
〔授業方法〕
講義＋プレゼンテーション
〔授業内容〕
スポーツと糖尿病、脂質異常症
、高血圧症について教科書を輪
読
文献検索
〔授業方法〕
講義＋プレゼンテーション
〔授業内容〕
スポーツとオーバートレーニン
グ、睡眠について教科書を輪読
文献検索
〔授業方法〕
講義＋プレゼンテーション
〔授業内容〕
スポーツと女性アスリート、ス
ポーツ栄養について教科書を輪
読
文献検索
〔授業方法〕
講義＋プレゼンテーション
〔授業内容〕
自分が興味のあるテーマをみつ
け、文献検索を行い、プレゼン
テーションし、卒業論文のテー
マを決定する。
〔授業方法〕
講義＋プレゼンテーション
〔授業内容〕
統計解析の基礎を学び、統計解
析ソフトを使用し、様々な統計
解析を行ってみる。
〔授業方法〕
講義
〔授業内容〕
研究計画書を作成し、実験や計
測を行う。
〔授業方法〕
講義＋実習
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（予習：2h）
スポーツ医学（内科系）に関して教科書（指定な
し）を読んでおく。
（復習：2h）
スポーツ医学（内科系）の概要を復習する。
（予習：3hr）
スポーツ医学の与えられたテーマに関して、教科
書を読む。
（復習：2hr）
与えられたテーマに関して、復習し、インターネ
ット等で不足していた知識を補う。
（予習：2hr）
スポーツ医学の与えられたテーマに関して、教科
書を読む。
（復習：2hr）
与えられたテーマに関して、復習し、インターネ
ット等で不足していた知識を補う。
（予習：2hr）
スポーツ医学の与えられたテーマに関して、教科
書を読む。
（復習：2hr）
与えられたテーマに関して、復習し、インターネ
ット等で不足していた知識を補う。
（予習：2hr）
スポーツ医学の与えられたテーマに関して、教科
書を読む。
（復習：2hr）
与えられたテーマに関して、復習し、インターネ
ット等で不足していた知識を補う。
（予習：2hr）
スポーツ医学の与えられたテーマに関して、教科
書を読む。
（復習：2hr）
与えられたテーマに関して、復習し、インターネ
ット等で不足していた知識を補う。
（予習：2hr）
検索した文献、教科書を読む。
（復習：2hr）
与えられたテーマに関して、復習し、インターネ
ット等で不足していた知識を補う。

（予習：2hr）
検索した文献、教科書を読む。
（復習：2hr）
与えられたテーマに関して、復習し、統計解析し
てみる。
（予習：2hr）
研究の準備を行う。
（復習：2hr）
テーマに関して、復習し、インターネット等で不
足していた知識を補う。データの整理を行い、実
験ノートを記載する。

41‑50

深尾

51‑55

深尾

56

深尾

〔授業内容〕
適宜実験または研究を実習形式
で行い、データをまとめ、結果
を解析する。
〔授業方法〕
講義＋実習
〔授業内容〕
まとめたデータと解析結果をふ
まえて考察を行い、形式にのっ
とり実習形式で論文作成を行う
。
〔授業方法〕
講義＋プレゼンテーション
〔講義内容〕
まとめたデータと解析結果をふ
まえて考察を行い、形式にのっ
とり実習形式で論文作成を行う
。さらに、卒論発表会に向けて
発表スライドを作成する。
〔研究方法〕
講義＋プレゼンテーション
定期試験を実行しない。
卒論発表会を行う。
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（予習：2hr）
研究の準備、データ整理。
（復習：2hr）
テーマに関して、復習し、インターネット等で不
足していた知識を補う。データの解析を行い、実
験ノートを記載する。
（予習：2hr）
データ解析および論文作成。
（復習：2hr）
データの解析を行い、論文を作成。実験ノートを
記載する。

（予習：4hr）
データ解析および論文作成。関連のある文献を抄
読する。
（復習：4hr）
データの解析を行い、論文および発表会用のスラ
イドを作成する。

卒業論文に関しては、定期的なミーティングおよ
び卒論発表会にて質疑応答に応えながら、不足し
ている点を担当教員から指摘し、フィードバック
する。

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

講義・実習・実験
通年

対象学年

3

単位数

8.0

科目責任者
科目担当者

久保原

禅

授業概要
[授業全体の内容]
本ゼミナールでは、私たちの健康と有用微生物に関する理解を深めることを目的として、以下を実施する。
１. 自然環境と有用微生物全般について学びながら、実際に私たちの身近な有用微生物の種類や働き等につい
て調べ、それらをまとめ発表する。
２. 近年新たな創薬資源として注目されている細胞性粘菌（土壌微生物の一群）について学び、実際に順天堂
大学周辺に生息する粘菌野生株を採取してみる。
3. 細胞性粘菌から発見された化合物の薬理活性（抗がん活性など）を実際に測定してみる。
4. 自分たちで採取した粘菌株を用いて実験を行い、卒業論文にまとめる。
5. 不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「対人調整力」、「コミュニケーション力」、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と
教養」、「健康についての専門的知識と実践的技能の取得」という学位授与方針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
１． 様々な微生物と人類の歴史/私たちの生活の関係を理解する。
２． 微生物による発酵の有用性と、創薬資源としての微生物の有用性（抗生物質や有用酵素など）について
理解する。
３． 様々な化合物の薬理活性を自ら測定/検討することで、創薬研究の一端を理解する。
成績評価
[成績評価の基準]
１． 出席点は出欠の割合で客観評価する（平常点）。
2. 参加態度、ゼミ中の集中度と発言等、積極性を評価する（平常点）。
２． ゼミ全体を通した課題に対する理解度と考察力、文章力、論理性などを卒業研究で評価する（プレゼン
・卒業研究）。
[成績評価の方法]
平常点（20%）、プレゼン（20%）、卒業研究（60%）を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
特になし。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
ゼミの成績評価は出席、授業態度、卒論作成を重視するので、欠席する場合には必ず担当教員に連絡をする
こと。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバック]
課題を出した際にはその出来映えについて都度コメントする。卒論の内容については、発表会において評価
をコメントする。
[テキスト・参考書等]
参考書は特に指定しない。ゼミでは必要に応じて資料プリントを配布する。
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
担当：久保原禅
E‑mail: ykuboha[at]juntendo.ac.jp
*[at]を@に変更してください。
[オフィスアワー]
日時：前期・後期期間中の水曜日12:20から13:10
場所：1号館4階1414号室
上記の時間帯には予約なしでも質問や相談に応じますが、重複を避けるため、出来れば前日までにe‑mailで
予約してください。質問・相談は、予約を優先します。
備考
[学修時間]
この授業は、講義・実習・実験の授業形態による8単位の科目であり、授業120時間と学習時間240時間の計3
60時間の学修を必要とする内容をもって構成する。
[その他]
特になし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
久保原
1
[授業内容]
・自己紹介とガイダンス

2‑5

久保原

6‑15

久保原

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

[授業方法]
各々自己紹介を行う。
ゼミ全体の進め方、方針、卒
論などについて解説する。
（予習：毎回3時間）
[授業内容]
生命の起源と生物進化について予習する。不明
・勉強会
生命の起源や生物進化に対す 点/疑問点等あれば、次のゼミで質問する。
る理解を深める。
（復習：毎回1時間）
ゼミで学んだことについて、あらためて各自で
[授業方法]
生命の起源、生物の進化、人 調べてみる。
類の進化、人類と微生物の関係
等について解説する。
また、人類と微生物の関係性
について考察、討論する。
（予習：毎回3時間）
[授業内容]
微生物についての理解を深めるため、各自図書
・勉強会
微生物について理解を深める 館の本やインターネット等を利用してよく調べて
おく。不明点/疑問点等あれば、次のゼミで質問
。
する。なお、ネット情報は真偽が問題になること
があるので、信頼できる複数のサイトで確認する
[授業方法]
資料プリントとスライドで講 。
義を進める。講義の内容につい
（復習：毎回1時間）
て討論する。
各々微生物に関するテーマを ゼミで学んだことについて、あらためて各自で
決めて調査し、まとめたものを 調べてみる。
発表する。
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16−25

久保原

26−30

31−35

36−40

41−45

久保原

久保原

久保原

（予習：毎回2時間）
[授業内容]
細胞性粘菌を含む身近な有用微生物について予
・勉強会と実習
細胞性粘菌類についての理解 習する。不明点/疑問点等あれば、次のゼミで質
を深める。また、身近な細胞性 問する。
粘菌野生株を採取する。
（復習：毎回2時間）
ゼミで学んだことについて、あらためて各自で
[授業方法]
資料プリントとスライドで講 調べてみる。
義を進める。講義の内容につい
て討論する。
また、順天堂大学さくらキャ
ンパスあるいはその周辺に生息
する粘菌野生株を各々採取する
。
（予習：毎回2時間）
[授業内容]
引き続き、細胞性粘菌を含む身近な有用微生物
・勉強会と実習
採取した細胞性粘菌の観察と分 について予習する。不明点/疑問点等あれば、次
のゼミで質問する。
析
[授業方法]
資料プリントとスライドで講
義を進める。講義の内容につい
て討論する。
また、採取した粘菌株の生態
/特徴を観察・分析する。
[授業内容]
・勉強会と実習
各種微生物由来の化合物・薬剤
に関する理解を深める。
[授業方法]
資料プリントとスライドで講
義を進める。講義の内容につい
て討論する。
また、各自微生物由来の薬剤
に関するテーマを決めて調査し
、まとめたことを発表する。
[授業内容]
・勉強会と実習・実験
粘菌由来の化合物に関する理解
を深める。
[授業方法]
資料プリントとスライドで講
義を進める。
また、粘菌由来の各種化合物
の様々な薬理活性/生物活性を
測定・検討してみる（抗がん活
性などを調べてみる）。
[授業内容]
・勉強会と実習・実験
実験データの整理/解析法につ
いて理解を深める。

（復習：毎回2時間）
ゼミで学んだことについて、あらためて各自で
調べてみる。

（予習：毎回3時間）
ゼミで与えられたテーマについて各自調査し、
パワーポイントにまとめる。
（復習：毎回1時間）
ゼミで配布された資料プリントを中心に、ゼミ
内容を復習する。

（予習：毎回3時間）
健康生命科学研究室が保有している粘菌由来の
様々な化合物の薬理活性（抗がん活性など）を測
定するので、それら化合物や測定法などについて
予習しておく。
（復習：毎回1時間）
ゼミで配布する資料プリントを中心に、ゼミで
行った実験内容について復習する。

（予習：毎回3時間）
次回ゼミの課題はその都度示すので、その課題
に関する予習をする。

（復習：毎回3時間）
ゼミで配布する資料プリントを中心に、ゼミで
[授業方法]
資料プリントとスライドで講 行った実験内容について復習する。
義を進める。
実際に得られた実験データを
グラフ化する等、まとめてみる
。
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46−54

久保原

（予習：毎回3時間）
[授業内容]
卒論のテーマに沿って、研究の背景について各
・実験と卒論作成
採取した細胞性粘菌と得られた 自よく調べてまとめていく。
データに関する理解を深め、卒
（復習：毎回3時間）
論としてまとめる。
各自が得た研究結果をまとめながら、結果につ
いて考察を進める。決められた規格に合わせて、
[授業方法]
卒業論文の書き方を解説する 卒論を作製する。
。
自分たちで採取した粘菌に関
するデータと粘菌由来の化合物
の薬理活性を測定したデータを
整理しながら、それらをまとめ
、卒業論文にまとめていく。
定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

授業形態
開講学期

対象学年

3

単位数

科目責任者
科目担当者

鈴木

8.0

宏哉

授業概要
［授業全体の内容］
本ゼミナールでは、「スポーツ・健康データでヒトを知り、スポーツ・健康データでヒトを変える」ことを
目指し、学校教育現場、スポーツ現場、子どもの養育現場などが抱える課題を解決する手法を体験的に学ぶ。
そして、既存の学問分野では発育発達学、測定評価学、学校保健学、体力学、データ科学、体育科教育学に関
する視点から運動するヒト（特に、子どもが中心）について理解を深める。また、不正行為を未然に防止し、
公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
ゼミナールではスポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養を深め、グループでの活動を通して、対人
調整力やコミュニケーション能力の涵養を目指す。
［授業の到達目標］
１．運動・スポーツ現象を理解するための論理的思考ができるようになる。
２．論文や専門書における執筆者の主張を要約し，正確に伝えるレジュメを作成できるようになる。
３．運動・スポーツ現象に関するデータ収集法を習得する。
４．運動・スポーツ現象に関するデータを解析することができるようになる。
５．データ分析から得られた知見を社会還元できるようになる。
成績評価
［成績評価の基準］
１．運動・スポーツ現象を理解するための論理的思考ができる（議論内容とグループワークの成果物）
２．論文や専門書における執筆者の主張を要約し，正確に伝えるレジュメを作成できる（グループワークの成
果物と研究レポート）
３．運動・スポーツ現象に関するデータ収集法を習得する（グループワークの成果物と研究レポート）
４．運動・スポーツ現象に関するデータを解析することができる（グループワークの成果物と研究レポート）
［成績評価の方法］
発表資料の準備状況（10％）、議論内容（10％）、研究レポート（50％）、グループワークの成果物（30％）
の割合で評価します。
履修における留意事項
［履修要件］
以下の科目を受講していることが望ましい。
体力の測定と評価、測定と評価実習、発育発達
［履修上の注意（科目独自のルール）］
特になし。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業にて返却し、返却時に解説する。
［テキスト・参考書等］
プリントを授業の時に配布する。参考書については、授業時に紹介する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：鈴木宏哉
E‑mail: ko‑suzuki@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：水曜13:00〜14:30
場所：スポーツ健康医科学研究所3階9303室
備考
［］
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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1

鈴木

宏哉

2

鈴木

宏哉

3‑5

鈴木

宏哉

6

鈴木

宏哉

7

鈴木

宏哉

8‑9

鈴木

宏哉

10

鈴木

宏哉

11

鈴木

宏哉

12

鈴木

宏哉

［授業内容］
ゼミナールの進め方、運営方針
を確認する。
［授業方法］
ゼミナールの目的、進め方、評
価方法について解説する。
［授業内容］
コミュニケーションスキルを高
める。
［授業方法］
コミュニケーションカードを用
いて質疑応答を行う。
［授業内容］
論理的思考法について学習する
。
［授業方法］
発表者が事前に準備した資料を
基にレジュメ発表と議論を行う
。
［授業内容］
健康・スポーツ関連記事の検索
，文献収集方法について学習す
る。
［授業方法］
学術メディアセンターで卒業論
文作成に必要な資料検索の実習
を行う。
［授業内容］
健康・スポーツ関連記事のレジ
ュメ作成法について学習する。
［授業方法］
レジュメ作成の手順を雛形を用
いて解説する。
［授業内容］
健康・スポーツ関連記事のまと
め方を学習する。
［授業方法］
発表者が事前に準備した資料を
基にレジュメ発表と議論を行う
。
［授業内容］
研究室内の実験及び調査データ
の特徴について学習する。
［授業方法］
データ（質問紙調査，スポーツ
パフォーマンス）を紹介し，そ
の特徴について解説する。
［授業内容］
データの尺度とクリーニングに
ついて学習する。
［授業方法］
デモデータを用いてデータの尺
度とデータクリーニングについ
て解説する。
［授業内容］
基本統計量の算出について学習
する。
［授業方法］
デモデータを用いて基本統計量
の作成について実習する。
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（予習：1時間）
シラバスをあらかじめ読んでおくこと。
（復習：1時間）
授業資料を再度読み、今後の行動計画を考えるこ
と。
（予習：1時間）
情報を正確に伝える方法を考えておく。
（復習：1時間）
授業内での取組をゼミ生同士でおさらいすること
。
（予習：1時間）
発表者はレジュメを準備する。その他の者はテキ
ストを読み、疑問点を明らかにしておくこと。
（復習：1時間）
レジュメを修正しておくこと。

（予習：1時間）
図書館のHPにアクセスし、検索方法を確認してお
くこと。
（復習：1時間）
授業で紹介した検索方法を用いて指示した内容を
検索すること。

（予習：1時間）
関心のある運動・スポーツ関連記事を用意してお
くこと。
（復習：1時間）
授業内の指示に従って、レジュメを作成すること
。
（予習：1時間）
発表者はレジュメを準備する。その他の者は発表
資料を検索しておくこと。
（復習：1時間）
レジュメを修正しておくこと。

（予習：2時間）
研究室にある関連データを閲覧しておくこと。
（復習：2時間）
次回以降扱うデータを整理しておくこと。

（予習：2時間）
データの尺度特性について調べておくこと。
（復習：2時間）
次回以降扱うデータセットを完成させておくこと
。

（予習：1時間）
集団の特徴を説明する統計量を調べておくこと。
（復習：1時間）
統計ソフトを用いて基本統計量を算出する方法を
復習する。

13

鈴木

宏哉

14

鈴木

宏哉

15

鈴木

宏哉

16

鈴木

宏哉

17

鈴木

宏哉

18

鈴木

宏哉

19

鈴木

宏哉

20

鈴木

宏哉

21

鈴木

宏哉

22−23

鈴木

宏哉

［授業内容］
関連性分析について学習する。
［授業方法］
デモデータを用いて関連性分析
を行う。
［授業内容］
推測統計の基礎について学習す
る。
［授業方法］
デモデータを用いていくつかの
統計的仮説検定を行う。
［授業内容］
パフォーマンス分析または質問
紙調査のテーマを決定する。
［授業方法］
研究室内のデータを用いて、グ
ループごとに研究テーマを議論
する。
［授業内容］
研究計画の書き方について学習
する。
［授業方法］
グループごとに研究計画書の作
成を行う。
［授業内容］
文献研究について学習する。
［授業方法］
各自のパソコンを用いて文献検
索を行いながら、文献研究の基
礎を解説する。
［授業内容］
データ処理の方法について学習
する。
［授業方法］
各自のパソコンを用いて、デー
タ処理を行う。
［授業内容］
論文中の図表作成について学習
する。
［授業方法］
各自のデータを用いて結果の図
表を作成する。
［授業内容］
研究報告の仕方について学習す
る。
［授業方法］
グループごとに研究報告書を作
成する。
［授業内容］
研究報告の修正方針について学
習する。
［授業方法］
グループごとに他方の研究報告
書を添削する。
［授業内容］
データ収集（アンケート調査）
の実際について学習する。
［授業方法］
フィールドワークを通してデー
タ収集を行う。
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（予習：1時間）
関連性を示す証拠について調べておくこと。
（復習：1時間）
統計ソフトを用いて関連性を分析する方法を復習
しておくこと。
（予習：1時間）
推測統計について調べておくこと。
（復習：1時間）
統計ソフトを用いて各種検定を行う方法を復習し
ておくこと。
（予習：2時間）
研究室にあるデータを閲覧しておくこと。
（復習：2時間）
次回以降扱うデータを決定しておくこと。

（予習：2時間）
過去の研究計画書を確認しておくこと。
（復習：2時間）
次回の授業までに研究計画書を作成すること。

（予習：1時間）
文献検索の方法をおさらいしておくこと。
（復習：1時間）
調べた文献をテーマごとにまとめておくこと。

（予習：1時間）
データ処理法についておさらいしておくこと。
（復習：1時間）
データ処理結果を整理しておくこと。

（予習：1時間）
論文における図表の書き方を確認しておくこと。
（復習：1時間）
作成した図表に対する説明を作る。

（予習：1時間）
論文執筆のフォーマットを確認しておくこと。
（復習：1時間）
受講生同士で報告書を添削する。

（予習：1時間）
他の受講生からの指摘を反映させておくこと。
（復習：1時間）
次回の授業までに報告書を作成する。

（予習：1時間）
研究テーマの測定方法について確認しておくこと
。
（復習：1時間）
測定結果を集計しておくこと。

24

鈴木

宏哉

25

鈴木

宏哉

26

鈴木

宏哉

27

鈴木

宏哉

28

鈴木

宏哉

29

鈴木

宏哉

30

鈴木

宏哉

［授業内容］
データ処理の実際について学習
する。
［授業方法］
収集したデータを用いて、統計
量算出とその図表化を行う。
［授業内容］
研究方法及び結果の書き方につ
いて学習する。
［授業方法］
各自のパソコンを用いて、方法
及び結果を作成する。
［授業内容］
研究論文の考察と緒言の書き方
について学習する。
［授業方法］
各自のパソコンを用いて、考察
と緒言を作成する。
［授業内容］
論文執筆の全体構成について学
習する。
［授業方法］
これまでの作業を踏まえ、論文
を仕上げ相互評価を行う。
［授業内容］
研究論文の発表の仕方（骨子）
について学習する。
［授業方法］
研究発表会に向けて、プレゼン
テーション資料の骨子作りを行
う。
［授業内容］
研究論文の発表の仕方（プレゼ
ンテーション）を学習する。
［授業方法］
発表会に向けて、発表資料を完
成させる。
［授業内容］
発表資料の要約と発表方法につ
いて学習する。
［授業方法］
各自の研究論文を用いて、抄録
を完成させ、口頭発表の練習を
行う。
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（予習：1時間）
データ解析の方針を考えておくこと。
（復習：1時間）
次回の授業までに論文に用いる図表を確定させて
おくこと。
（予習：1時間）
関連する研究論文を読んでおくこと。
（復習：1時間）
次回の授業までに方法と結果を完成させる。

（予習：1時間）
引用文献を取り寄せておくこと。
（復習：1時間）
次回の授業までに緒言と考察を完成させる。

（予習：1時間）
これまで作成した内容を整理しておくこと。
（復習：1時間）
他の受講生からの指摘を反映させておくこと。

（予習：1時間）
プレゼンテーションに用いる写真や図表を準備し
ておくこと。
（復習：1時間）
作成した資料を他の受講生と相互評価する。

（予習：1時間）
他の受講生からの指摘を反映させておくこと。
（復習：1時間）
口頭発表の練習をしておくこと。

（予習：1時間）
研究論文の抄録を作成しておくこと。
（復習：1時間）
授業での指摘を踏まえて発表資料を修正する。

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

堀池

3・4

授業形態
開講学期

講義・演習
通年

単位数

8.0

巧

授業概要
[授業全体の内容]
サッカーの技術的および戦術的なコーチングをするための指導者に関する術を学び、良いチームを作る上で、
指導者が持つ資質とスキルなどについて学習していきます。ゼミ生は、国内外のサッカー(障がい者サッカー
を含む）および各カテゴリーにおける国際大会の技術的・戦術的課題を分析、検討し、自身が興味を持って取
り組むことができる課題を抽出し、それに沿った卒業論文のテーマを設定し学習を深める。また、不正行為を
未然に防止し、公正な研究活動を推進するための高い倫理観を涵養する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
サッカーにおける、指導者が持つべきスキルとして「対人調整力」「コミュニケーション力」「分析力」があ
る。スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養を養い、サッカーを科学的に分析する力を身につける。
[授業の到達目標]
１．最新のサッカートレンドを把握し、映像を使ったゲーム分析等により分析力の向上を図ることができる。
２．サッカーの専門家としてふさわしい素養を身につける。
３．各自の目的に応じたサッカーに関する卒業論文の計画・作成・プレゼンテーションができる。
成績評価
[成績評価の基準]
１．日本サッカーの技術的・戦術的課題を理解し、分析・説明することができる。
２．卒業論文を作成・発表することができる。
[成績評価の方法]
3年次 課題レポート50％ 課題発表30％ 授業態度・取り組む姿勢20％
4年次 卒業論文50％ 研究成果発表30％ 授業態度・取り組む姿勢20％
履修における留意事項
[受講条件]
日本サッカーに貢献したいという、強い意志を持っている学生、サッカーを通じ自分自身を高めようとする学
生。
1年次にサッカーの授業を受講していること。
[課題（試験・レポート等）に対するフィードバックの方法]
授業の中でキーファクター、ポイントを提示し解説をする。
[キスト・参考書]
JFA Technical news等必要に応じて授業時に資料を配布。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：堀池 巧
E‑mail：t‑horiike［at］juntendo．ac．jp
（［at］を＠に変更してください）
［オフィスアワー］
日時：火曜日・10時〜12時、木曜日・10時〜12時、
場所：1号館5階 サッカー研究室 1529室
備考
[学修時間]
ゼミナールは3・4年で8単位、授業時間は240時間、準備学習120時間、合計360時間です。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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3年次
１

堀池

巧

2‑3

堀池

巧

4‑5

堀池

巧

6‑7

堀池

巧

8‑10

堀池

巧

11‑12

堀池

巧

13

堀池

巧

14

堀池

巧

15

堀池

巧

16‑17

堀池

巧

18‑20

堀池

巧

（授業内容）
ガイダンス：ゼミナールの内容
を理解する。
（授業方法）
ゼミナール活動で行う内容につ
いて解説する。
（授業内容）
サッカーの歴史について理解を
深める。
（授業方法）
サッカーの理念・使命・活動に
ついて解説する。
（授業内容）
世界と日本サッカーの現状につ
いて理解を深める。
（授業方法）
指導者養成、日本代表強化につ
いて解説する。
（授業内容）
サッカーの研究（分析）につい
て理解を深める。
（授業方法）
ここ数年のサッカーに関する研
究を、様々なジャンルから解説
する。
（授業内容）
論文抄読会を行う。
（授業方法）
様々なサッカーに関する論文に
ついて抄読会を行い、クリティ
カルシンキングを養う。
（授業内容）
文献検索を行う。
（授業方法）
各自の課題となるサッカーに関
する文献を検索する。
（授業内容）
課題発表の準備を行う。
（授業方法）
各自の課題発表の準備をする。
（授業内容）
課題発表を行う。
（授業方法）
各自の課題を発表する。
（授業内容）
ガイダンス：後期の授業内容を
理解する。
（授業方法）
後期の授業内容について解説す
る。
（授業内容）
卒業論文のテーマを検討する。
（授業方法）
各自で卒業論文のテーマを検討
する。
（授業内容）
論文検索を行う。
（授業方法）
各自で論文検索を行う。
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（予習：1時間）
大学のゼミナール活動とはどういうものか調べる
。
（復習：１時間）
２年間のゼミナール活動の内容に関して、十分理
解する。
（予習：1時間）
FIFA、Jリーグについて調べる。
（復習：1時間）
約100年のFIFAの歴史について、また、ワールド
カップの歴史について復習を行う。
（予習：1時間）
JFA公認ライセンス制度、トレセン活動について
調べる。
（復習：1時間）
「一貫指導の重要性」について復習する。
（予習：1時間）
GPSシステムについて調べる。
（復習：1時間）
国際大会における日本のフィジカルの分析結果に
ついて復習する。

（予習：1時間）
様々な側面の研究論文の中から、1編を選び内容
について解説できる準備をする。
（復習：1時間）
抄読会を通じて、自分自身の卒業論文のテーマを
検討する。
（予習：1時間）
検索方法を確認する。
（復習：1時間）
論文検索を行う。
（予習：1時間）
課題発表の準備を各自で進める。
（復習：1時間）
課題発表の準備を各自で進める。
（予習：1時間）
発表準備をする。
（復習：1時間）
発表内容を振り返る。
（予習：1時間）
シラバスの再確認を行う。
（復習：1時間）
ガイダンス内容を整理する。

（予習：1時間）
各自卒業論文のテーマを検討する。
（復習：1時間）
各自卒業論文のテーマを再検討する。
（予習：1時間）
検索方法を確認する。
（復習：1時間）
論文検索を行う。

21‑22

堀池

巧

23‑26

堀池

巧

27

堀池

巧

28

堀池

巧

4年次
１

堀池

巧

2‑4

堀池

巧

5‑7

堀池

巧

8

堀池

巧

9

堀池

巧

10‑12

堀池

巧

13

堀池

巧

（授業内容）
卒業論文に向けた課題レポート
の計画を行う。
（授業方法）
各自で卒業論文に向けた課題レ
ポートの計画を行う。
（授業内容）
卒業論文に向けた課題レポート
を作成する。
（授業方法）
各自で卒業論文に向けた課題レ
ポートを作成する。
（授業内容）
課題発表を行う。
（授業方法）
各自の課題を発表する。
（授業内容）
課題レポートをまとめる。
（授業方法）
各自の課題レポートを提出する
。
（授業内容）
ガイダンス：ゼミナールの内容
を理解する。
（授業方法）
4年次の授業の進め方、評価方
法等について解説する。
（授業内容）
提議書の作成を行う。
（授業方法）
提議書について解説する。

（予習：1時間）
各自で計画の立案を立てる。
（復習：1時間）
各自で計画の立案を見直す。

（予習：1時間）
各自で課題レポート作成を行う。
（復習：1時間）
各自で課題レポート作成を行う。

（予習：2時間）
事前に発表準備を行う。
（復習：2時間）
課題レポートの内容を振り返る。
（予習：1時間）
修正箇所を見直す。
（復習：1時間）
提出した課題レポートの内容を振り返る。
（予習：1時間）
シラバスを確認する。
（復習：1時間）
4年次のゼミナール活動の内容を理解する。

（予習：1時間）
提議書の書き方について調べる。
（復習：1時間）
各自の提議書に書かれた目的、方法について適切
かどうか再度検討を行う。
（予習：1時間）
（授業内容）
卒業論に関する文献考証を行う 検索方法を確認する。
（復習：1時間）
。
文献考証を行う。
（授業方法）
文献考証について解説する。
（予習：1時間）
（授業内容）
卒業論文作成計画を立てる。 研究計画を確認する。
（復習：1時間）
（授業方法）
卒業論文作成計画について解説 指摘箇所の修正をする。
する。
（予習：1時間）
（授業内容）
卒業論文作成の方法を理解する 研究方法を確認する。
（復習：1時間）
。
指摘個所を修正する。
（授業方法）
卒業論文作成の方法について解
説する。
（予習：1時間）
（授業内容）
予備実験・予備調査を行う。 実験内容を確認し実施する。
（復習：1時間）
（授業方法）
予備実験・予備調査について解 指摘された箇所を修正する。
説する。
（予習：1時間）
（授業内容）
中間報告の準備をする。
中間報告会を行う。
（復習：1時間）
（授業方法）
中間報告を振り返る。
中間報告を発表する。
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14

堀池

巧

15‑16

堀池

巧

17‑19

堀池

巧

20‑22

堀池

巧

23‑25

堀池

巧

26

堀池

巧

27

堀池

巧

28

堀池

巧

（授業内容）
中間報告に対する討論会を行う
。
（授業方法）
中間報告に対して討論する。
（授業内容）
卒業論文を作成する。
（授業方法）
各自の提議書に沿って、卒業論
文を作成する。
（授業内容）
卒業論文を作成する。
（授業方法）
各自の提議書に沿って、卒業論
文を作成する。
（授業内容）
卒業論文を作成する。
（授業方法）
各自の提議書に沿って、卒業論
文を作成する。
（授業内容）
卒業論文を作成する。
（授業方法）
各自の提議書に沿って、卒業論
文を作成する。
（授業内容）
卒業論文を修正する。
（授業方法）
卒業論文の修正点等を解説する
。
（授業内容）
卒業論文の発表の準備を行う。
（授業方法）
発表のポイントについて解説す
る。
（授業内容）
卒業論文発表会を行う。
（授業方法）
卒業論文を発表する。（最終審
査を兼ねる）
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（予習：1時間）
中間報告の振り返りをまとめる。。
（復習：1時間）
討論された内容を振り返る。
（予習：1時間）
卒業論文を作成する。
（復習：1時間）
卒業論文を作成する。
（予習：1時間）
卒業論文を作成する。
（復習：1時間）
卒業論文を作成する。
（予習：1時間）
卒業論文を作成する。
（復習：1時間）
卒業論文を作成する。
（予習：1時間）
卒業論文を作成する。
（復習：1時間）
卒業論文を作成する。
（予習：1時間）
指摘された箇所を修正する。
（復習：1時間）
指摘された箇所を確認する
（予習：2時間）
抄録作成の準備をする。
（復習：2時間）
発表内容を再度確認する。
（予習：1時間）
卒業論文発表会のためのパワーポイントを準備す
る。
（復習：1時間）
発表会終了後、反省会を行う。

授業科目名
英語科目名

ゼミナール
Graduation Seminar

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

渡

授業形態
開講学期
3・4年

単位数

8.0

正

授業概要
[授業全体の内容]
本ゼミナールでは、スポーツ社会学/社会学の視点から、現代社会におけるスポーツのあり様について考えて
いきます。本ゼミの目標は、スポーツ社会学／社会学の論点について学び深く理解することにある。また、ス
ポーツ社会学における議論を踏まえ、4年次で執筆する卒業論文について、自らの関心のもと研究テーマを設
定することができるようになることが目的である。あわせて、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推
進するための高い倫理観を涵養する。
本ゼミでは、専門書の購読とゼミ生とのディスカッションを行い、自らの研究テーマを発見していくが、同時
にゼミ全体の研究テーマを設定し、共同で研究も行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養とそれらの活用能力」、およびスポーツマネ
ジメント学科での「経営学・社会心理学・社会学を応用したスポーツマネジメントについての知識」、さらに
、「スポーツを「ヒト・モノ・カネ・情報」という経営資源の側面からマネジメントできる」能力という学位
授与方針の達成に寄与する科目の1つとして開講される。
[授業の到達目標]
・スポーツ社会学領域の専門用語を理解し、議論の内容を説明することができる。
・現代社会におけるスポーツと社会のつながりを理解し、その課題を考え議論することができる。
・自らの関心に基づいて、スポーツ社会学に関連する研究テーマを設定することができる。
・自らの設定したテーマに関する文献や資料を収集し、先行研究を批判的に読み解くことができる。
・科学的探求とその発表に必要な基礎的知識を備えている。
成績評価
[成績評価の基準]
・スポーツ社会学領域の専門用語を理解し、議論の内容を説明することができる（ディスカッション・レポー
ト）
・現代社会におけるスポーツと社会のつながりを理解し、その課題を考え議論することができる（課題レポー
ト）
・自らの関心に基づいて、スポーツ社会学に関連する研究テーマを設定することができる（卒業研究）
・自らの設定したテーマに関する文献や資料を収集し、先行研究を批判的に読み解くことができる（レポート
・卒業研究）
・科学的探求とその発表に必要な基礎的知識を備えている（ディスカッション）
4.その他、学習意欲や態度や取り組みを小テスト、提出された課題、ワークシートで評価する（平常点）
[成績評価の方法]
卒業研究40％、課題レポート30％、ディスカッション少テスト20％、その他の取り組み状況10％（平常点）
履修における留意事項
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[履修要件]
特になし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
本授業では、毎回、ICTを用いてワークの提出などを行う。そのためタブレットPC、ノートPCなどインター
ネットにアクセスし作業のできる機器を持ち込むことを推奨する。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業内にて返却し、模範解答やポイントを提示し、解説する。定期試験・レポート課題については、希望す
る者には内容の解説等を行う。
[テキスト・参考書等]
授業・準備学習に関わる必要な資料は、授業中に適宜配布するか、J‑Pass上にアップロードしますので、各
自ダウンロードしてください。
友枝俊雄・浜日出夫・山田真茂留編（2017）『社会学の力：最重要概念・命題集』有斐閣.
西澤晃彦・渋谷望（2008）『社会学をつかむ」有斐閣.
ギデンズ.A（2009）『社会学第5版』而立書房.
上記は必ず用意しなければならないテキストではありませんが、レポート作成や準備学習の参考図書です。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：渡 正
E‑mail: t‑watari[at]juntendo.ac.jp（[at]を＠に変更してください）
［オフィスアワー］
日時：月曜日日時:13:00〜14:30
場所: 1号館3階1321室（スポーツ社会学研究室）
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約してくれた学生を優先するので、前日までにE‑mailやJ‑Pa
ssから予約してください。
備考
［学修時間］
この授業は、講義・演習の授業形態による8単位の科目であり、授業時間240時間と準備学習120時間の計360
時間の学修を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
渡
1
［授業内容］
【オリエンテーション】
自己紹介・2年間のゼミの進め
方について説明する。

2‑12

渡

［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義形式で行う。提示されたワー
クを行い、提出する。
［授業内容］
社会の中のスポーツを理解する
ための基礎的知識を、様々なテ
ーマについてのテキストの輪読
とディスカッションから学ぶ。

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：4時間）
予習：自分が興味のあるテーマについて事前にま
とめておく。

（予習：2時間）
今回のテーマに関する論文を精読しまとめる。ま
た、関連する資料があれば探しておくなど、議論
の準備を行う。

（復習：2時間）
当該テーマに関して、ゼミでのディスカッション
［授業方法］
指定されたテキストについての や自らの考えを踏まえた小レポートを作成する
精読・プレゼンテーション・デ
ィスカッションを行う。
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13‑15

16

17‑24

25‑26

27‑28

渡

［授業内容］
社会学の研究方法について学ぶ
。特に、量的データ、質的デー
タ（エスノグラフィ、ドキュメ
ント分析9の手法を実践するこ
とからその手法を理解する。

（予習：4時間）
授業に必要な資料（データ）を自ら探し、用意す
る。
（復習：2時間）
当該テーマに関して、ゼミでのディスカッション
や自らの考えを踏まえた小レポートを作成する

渡

［授業方法］
テキストやワークシートに沿っ
て実践しつつ、その内容につい
てディスカッションする。
［授業内容］
論文を書くために必要な、先行 （復習：4時間）
研究の収集のための文献検索の 学んだ文献検索の方法を用いていくつか論文を手
方法を学び、実際に探して入手 に入れそれを精読し・まとめる。
する。

渡

［授業方法］
テキストやワークシートに沿っ
て実践し、内容の理解を深める
。
（予習：2時間）
［授業内容］
発表者は、自らの関心のあるテーマについて書か
ゼミ生自らの関心に沿った専門 れた論文を検索し、内容をまとめ議論の準備をし
性の高い論文を精読・要約・発 、また論文を他のゼミ生を配布する。他のゼミ生
表・ディスカッションを行う。 は配布された論文を読み込みまとめてくる。

渡

［授業方法］
テキストを精読して、ディスカ
ッションする。
［授業内容］
論文を書くために必要な知識で
ある、論文の構造と形式、また
研究計画書を作成する。

渡

（復習：2時間）
当該テーマに関して、ゼミでのディスカッション
や自らの考えを踏まえた小レポートを作成する。
（予習：3時間）
事前配布のテキスト読み内容をまとめるとともに
、テキストを参考に卒業論文の研究計画書を書い
てみる。
（復習：2時間）
研究計画書を修正し提出する。

［授業方法］
テキストやワークシートを用い
て内容を理解する。また実践す
る。
（予習：2時間）
［授業内容］
各自のテーマのプレゼンテーシ 自分の研究テーマとその進捗についてまとめてく
る。
ョンとディスカッション
（復習：2時間）
ゼミでのディスカッションを踏まえて修正してお
［授業方法］
プレゼンテーションとディスカ く。
ッション
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授業科目名
英語科目名

スポーツ心理学
Sports Psychology

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

川田

裕次郎

授業概要
[授業全体の概要]
スポーツのコーチ、体育教師などの指導者は、スポーツ選手や学習者の心理的諸問題（例えば、不安への対
処、モチベーションの維持や向上、ストレスマネジメントなど）に対して、学術的な根拠に裏付けられた対応
を行うことが求められている。
この授業では、スポーツ心理学の理論を理解し、心理テスト、グループディスカッション、事例検討を通し
て、上記のような心理的諸問題に現場で対応できる力を養っていく。授業時間外の学修では、授業内のディス
カッションで発表するために自分の意見を事前にまとめることが求められる。
[授業の位置付け（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教
養、及びそれらの活用能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1. スポーツ心理学の成り立ち、役割、意義、基礎的な理論を説明できる。
2. スポーツ心理学の心理的サポートについて自分の言葉で説明できる。
3. スポーツ心理学の知見をコーチング、体育授業、運動の指導に応用できる。
成績評価
[成績評価の評価基準]
1. スポーツ心理学の成り立ち、役割、意義、基礎的な理論を説明できる（定期試験、小テスト）。
2. スポーツ心理学の心理的サポートとメンタルトレーニングについて自分の言葉で説明できる（小テスト）
。
3. スポーツ心理学の知見をコーチング、体育授業、運動の指導に応用できる（レポート）。
[成績評価の方法]
下記の項目を総合して評価する
①定期試験（40%）、②レポート（40%）、③小テスト（20%）
履修における留意事項
[履修条件]
特になし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. 1回の授業に対して3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
2. 授業への遅刻を2回した場合には欠席1回分として扱う。
3. レポートを期限に遅れて提出した場合には、レポートの評価は50%に減点する（提出しない場合には0点と
する）。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
小テストとレポートのフィードバックは授業中に返却して解説を行う。定期試験のフィードバックは試験終了
後にJuntendo Passportを用いてポイントを解説する。
[テキスト・参考書]
この科目では必ず用意しなければならないテキストはありません。必要な資料は授業中に適宜配布します。
ただし、下記の3点の書籍はレポートの作成や準備学習での参考書として薦めます。
1. 最新スポーツ心理学−その軌跡と展望, 日本スポーツ心理学会（編）（大修館書店）
2. スポーツメンタルトレーニング教本 三訂版, 日本スポーツ心理学会（編）（大修館書店）
3. スポーツ心理学事典, 日本スポーツ心理学会（編）（大修館書店）
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
担当：川田裕次郎
E‑mail: yuukawa[at]juntendo.ac.jp
（上記 E‑mail アドレス内の[at]を＠に修正してください）
[オフィスアワー]
オフィス：スポーツ心理学研究室（1号館2階1215号室）
前期：水曜日 昼休み（12:00〜12:50）、木曜日4限目（14:40〜16:20）
後期：水曜日 昼休み（12:00〜12:50）、木曜日4限目（14:40〜16:20）
※ 上記以外の時間を希望する場合には、事前にE‑mailでアポイントを取ってください。
備考
[学習時間]
この授業は、講義形式の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学習
を必要とする内容をもって構成する。
[その他]
この授業科目は、下記の資格と免許に関わる科目として位置付けられている。
免許：中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必修科目
資格：日本体育協会アスレチックトレーナーの取得に必要な科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
川田
（予習：2時間）
1
[授業内容]
テーマ：スポーツ心理学とは 授業のシラバスを丁寧に読んでくる。スポーツ心
授業内容と授業の進め方などを 理学の定義について事前に調べてくる。授業で学
理解する。スポーツ心理学の定 びたいと考えている内容を３つ考えてくる。
義、歴史、研究内容、現状と課
題、期待されていることなどを （復習：2時間）
授業のオリエンテーションの内容について理解を
理解する。
深めるために授業資料を読み返す。スポーツ心理
学がどのような学問であるのかについて復習する
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 。復習時に疑問に思ったことについて調べ、わか
義を進める。小テストを通して らなければ質問をできる準備をしておく。
、授業内容の理解度を把握し、
小テストの解説を行う。
川田
（予習：2時間）
2
[授業内容]
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。心の測定方
テーマ：心の測定方法
類型論、特性論、投影法、質問 法について事前に調べてくる。
紙法などを理解する。
（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
義を進める。グループでのディ ことについて調べ、わからなければ質問をできる
スカッションを通して、最適な 準備をしておく。
緊張感をどのように生み出すか
について学ぶ。小テストを通し
て、授業内容の理解度を把握し
、小テストの解説を行う。
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[授業内容]
テーマ：スポーツにおける動機
づけ
期待−価値理論、統制感、原因
帰属理論などを理解する

（予習：2時間）
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。スポーツに
おける動機づけについて事前に調べてくる。

（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 ことについて調べ、わからなければ質問をできる
義を進める。グループでのディ 準備をしておく。
スカッションを通して、動機づ
けを高める指導方法ついて考え
る。小テストを通して、授業内
容の理解度を把握し、小テスト
の解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
テーマ：コーチングに生かす心 資料の該当部分を丁寧に読んでくる。コーチング
と心理学の関連ついて事前に調べてくる。
理学
個人差を考慮したコーチング、
選手との人間関係の構築、戦術 （復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
・戦略などを理解する
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
ことについて調べ、わからなければ質問をできる
[授業方法]
スライドとプリント、映像を用 準備をしておく。
いて講義を進める。グループで
のディスカッションを通して、
心理学を活かした指導方法つい
て考える。小テストを通して、
授業内容の理解度を把握し、小
テストの解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
テーマ：スポーツにおけるスト 資料の該当部分を丁寧に読んでくる。スポーツに
レッサーとストレス対処行動 おけるストレッサーとストレス対処行動について
ストレッサー、ストレス対処行 事前に調べてくる。
動、ストレス反応などを理解す
（復習：2時間）
る。
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 ことについて調べ、わからなければ質問をできる
義を進める。グループでのディ 準備をしておく。
スカッションを通して、ストレ
スへの対処方法について考える
。小テストを通して、授業内容
の理解度を把握し、小テストの
解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
テーマ：スポーツにおける心理 資料の該当部分を丁寧に読んでくる。心理的準備
について事前に調べてくる。
的準備
心理的準備、感情調整、レジリ
（復習：2時間）
エンスなどを理解する。
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 ことについて調べ、わからなければ質問をできる
義を進める。実際に個人の目標 準備をしておく。
設定を行う。グループ内で自分
の設定した目標について発表し
、適切な心理的準備についてデ
ィスカッションする。小テスト
を通して、授業内容の理解度を
把握し、小テストの解説を行う
。
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[授業内容]
テーマ：スポーツ選手のバーン
アウトの理解と予防
学習性無力感、ドロップアウト
、バーンアウトなどを理解する
。

（予習：2時間）
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。スポーツ選
手のバーンアウトの理解と予防について事前に調
べてくる。

（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 ことについて調べ、わからなければ質問をできる
義を進める。グループでのディ 準備をしておく。
スカッションを通して、バーン
アウトの予防方法について考え
る。小テストを通して、授業内
容の理解度を把握、小テストの
解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
テーマ：チームワークを高める 資料の該当部分を丁寧に読んでくる。チームワー
クを高めるチームづくりについて事前に調べてく
チームづくり
組織の構造、集団凝集性、集団 る。
のモラールなどを理解する。
（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
義を進める。グループでのディ ことについて調べ、わからなければ質問をできる
スカッションを通して、集団凝 準備をしておく。
集性を高める方法ついて考える
。小テストを通して、授業内容
の理解度を把握し、小テストの
解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
テーマ：スポーツでの心理サポ 資料の該当部分を丁寧に読んでくる。心理サポー
ートとメンタルトレーニング トとメンタルトレーニングについて事前に調べて
心理サポートとメンタルトレー くる。
ニングの理論と基本的な考え方
、進め方、不安、緊張、逆Ｕ字 （復習：2時間）
曲線、最適な緊張感、スランプ 授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
、プラトーなどを理解する。 た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
ことについて調べ、わからなければ質問をできる
準備をしておく。
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講
義を進める。グループでのロー
ルプレイを通して、指導者と選
手の適切な関係性について考え
る。小テストを通して、授業内
容の理解度を把握する。
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[授業内容]
テーマ：スポーツにおける目標
設定
目標設定理論、長期−中期−短
期目標、結果目標とパフォーマ
ンス目標などを理解する。

（予習：2時間）
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。スポーツに
おける目標設定について事前に調べてくる。

（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
ことについて調べ、わからなければ質問をできる
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 準備をしておく。
義を進める。実際に個人の目標
設定を行う。グループ内で自分
の設定した目標について発表し
、適切な目標設定についてディ
スカッションする。小テストを
通して、授業内容の理解度を把
握し、小テストの解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
テーマ：スポーツと心理的発達 資料の該当部分を丁寧に読んでくる。スポーツと
パーソナリティの発達、社会性 心理的発達について事前に調べてくる。
の発達、検査方法などを理解す
（復習：2時間）
る。
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 ことについて調べ、わからなければ質問をできる
義を進める。グループでのディ 準備をしておく。
スカッションを通して、スポー
ツがどのように心理的発達に役
立つのかについて考える。小テ
ストを通して、授業内容の理解
度を把握し、小テストの解説を
行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
テーマ：リーダーシップとフォ 資料の該当部分を丁寧に読んでくる。スポーツに
おけるハラスメントと体罰について事前に調べて
ロワーシップ
リーダーシップ、フォロワーシ くる。
ップなどを理解する。
（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
義を進める。質問紙法を通して ことについて調べ、わからなければ質問をできる
リーダーシップを測定する。グ 準備をしておく。
ループでのディスカッションを
通して、適切なリーダーシップ
とフォロワーシップについて考
える。小テストを通して、授業
内容の理解度を把握し、小テス
トの解説を行う。
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[授業内容]
テーマ：スポーツにおけるハラ
スメントと体罰の理解と予防
パワーハラスメント、セクシャ
ルハラスメント、体罰などを理
解する。
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講
義を進める。グループでのディ
スカッションを通して、スポー
ツでのハラスメントの防止方法
について考える。小テストを通
して、授業内容の理解度を把握
し、小テストの解説を行う。
[授業内容]
1回〜14回の授業内容の復習を
しっかりと行う。レポート課題
の解説とスポーツ心理学の授業
のまとめを行う。

（予習：2時間）
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。スポーツに
おけるハラスメントと体罰について事前に調べて
くる。
（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
ことについて調べ、わからなければ質問をできる
準備をしておく。

（予習：2時間）
レポート課題（スポーツ心理学をコーチング、体
育指導、運動指導に応用する方法の提案）を実施
して提出する。

（復習：6時間）
授業内容のまとめで理解しきれていなかった箇所
[授業方法]
レポート課題について解答のポ について、再度復習する。
イントを解説する。スポーツ心
理学の授業内容についてまとめ
を行う。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

スポーツ心理学
Sports Psychology

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

川田

裕次郎

授業概要
[授業全体の概要]
スポーツのコーチ、体育教師などの指導者は、スポーツ選手や学習者の心理的諸問題（例えば、不安への対
処、モチベーションの維持や向上、ストレスマネジメントなど）に対して、学術的な根拠に裏付けられた対応
を行うことが求められている。
この授業では、スポーツ心理学の理論を理解し、心理テスト、グループディスカッション、事例検討を通し
て、上記のような心理的諸問題に現場で対応できる力を養っていく。授業時間外の学修では、授業内のディス
カッションで発表するために自分の意見を事前にまとめることが求められる。
[授業の位置付け（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教
養、及びそれらの活用能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1. スポーツ心理学の成り立ち、役割、意義、基礎的な理論を説明できる。
2. スポーツ心理学の心理的サポートについて自分の言葉で説明できる。
3. スポーツ心理学の知見をコーチング、体育授業、運動の指導に応用できる。
成績評価
[成績評価の評価基準]
1. スポーツ心理学の成り立ち、役割、意義、基礎的な理論を説明できる（定期試験、小テスト）。
2. スポーツ心理学の心理的サポートとメンタルトレーニングについて自分の言葉で説明できる（小テスト）
。
3. スポーツ心理学の知見をコーチング、体育授業、運動の指導に応用できる（レポート）。
[成績評価の方法]
下記の項目を総合して評価する
①定期試験（40%）、②レポート（40%）、③小テスト（20%）
履修における留意事項
[履修条件]
特になし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. 1回の授業に対して3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
2. 授業への遅刻を2回した場合には欠席1回分として扱う。
3. レポートを期限に遅れて提出した場合には、レポートの評価は50%に減点する（提出しない場合には0点と
する）。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
小テストとレポートのフィードバックは授業中に返却して解説を行う。定期試験のフィードバックは試験終了
後にJuntendo Passportを用いてポイントを解説する。
[テキスト・参考書]
この科目では必ず用意しなければならないテキストはありません。必要な資料は授業中に適宜配布します。
ただし、下記の3点の書籍はレポートの作成や準備学習での参考書として薦めます。
1. 最新スポーツ心理学−その軌跡と展望, 日本スポーツ心理学会（編）（大修館書店）
2. スポーツメンタルトレーニング教本 三訂版, 日本スポーツ心理学会（編）（大修館書店）
3. スポーツ心理学事典, 日本スポーツ心理学会（編）（大修館書店）
1. 最新スポーツ心理学−その軌跡と展望, 日本スポーツ心理学会（編）（大修館書店）
2. スポーツメンタルトレーニング教本 三訂版, 日本スポーツ心理学会（編）（大修館書店）
3. スポーツ心理学事典, 日本スポーツ心理学会（編）（大修館書店）
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
担当：川田裕次郎
E‑mail: yuukawa[at]juntendo.ac.jp
（上記 E‑mail アドレス内の[at]を＠に修正してください）
[オフィスアワー]
オフィス：スポーツ心理学研究室（1号館2階1215号室）
前期：水曜日 昼休み（12:00〜12:50）、木曜日4限目（14:40〜16:20）
後期：水曜日 昼休み（12:00〜12:50）、木曜日4限目（14:40〜16:20）
※ 上記以外の時間を希望する場合には、事前にE‑mailでアポイントを取ってください。
備考
[学習時間]
この授業は、講義形式の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学習
を必要とする内容をもって構成する。
[その他]
この授業科目は、下記の資格と免許に関わる科目として位置付けられている。
免許：中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必修科目
資格：日本体育協会アスレチックトレーナーの取得に必要な科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
川田
（予習：2時間）
1
[授業内容]
テーマ：スポーツ心理学とは 授業のシラバスを丁寧に読んでくる。スポーツ心
授業内容と授業の進め方などを 理学の定義について事前に調べてくる。授業で学
理解する。スポーツ心理学の定 びたいと考えている内容を３つ考えてくる。
義、歴史、研究内容、現状と課
題、期待されていることなどを （復習：2時間）
授業のオリエンテーションの内容について理解を
理解する。
深めるために授業資料を読み返す。スポーツ心理
学がどのような学問であるのかについて復習する
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 。復習時に疑問に思ったことについて調べ、わか
義を進める。小テストを通して らなければ質問をできる準備をしておく。
、授業内容の理解度を把握し、
小テストの解説を行う。
川田
（予習：2時間）
2
[授業内容]
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。心の測定方
テーマ：心の測定方法
類型論、特性論、投影法、質問 法について事前に調べてくる。
紙法などを理解する。
（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
義を進める。グループでのディ ことについて調べ、わからなければ質問をできる
スカッションを通して、最適な 準備をしておく。
緊張感をどのように生み出すか
について学ぶ。小テストを通し
て、授業内容の理解度を把握し
、小テストの解説を行う。

1336

3

川田

4

川田

5

川田

6

川田

[授業内容]
テーマ：スポーツにおける動機
づけ
期待−価値理論、統制感、原因
帰属理論などを理解する

（予習：2時間）
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。スポーツに
おける動機づけについて事前に調べてくる。

（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 ことについて調べ、わからなければ質問をできる
義を進める。グループでのディ 準備をしておく。
スカッションを通して、動機づ
けを高める指導方法ついて考え
る。小テストを通して、授業内
容の理解度を把握し、小テスト
の解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
テーマ：コーチングに生かす心 資料の該当部分を丁寧に読んでくる。コーチング
と心理学の関連ついて事前に調べてくる。
理学
個人差を考慮したコーチング、
選手との人間関係の構築、戦術 （復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
・戦略などを理解する
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
ことについて調べ、わからなければ質問をできる
[授業方法]
スライドとプリント、映像を用 準備をしておく。
いて講義を進める。グループで
のディスカッションを通して、
心理学を活かした指導方法つい
て考える。小テストを通して、
授業内容の理解度を把握し、小
テストの解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
テーマ：スポーツにおけるスト 資料の該当部分を丁寧に読んでくる。スポーツに
レッサーとストレス対処行動 おけるストレッサーとストレス対処行動について
ストレッサー、ストレス対処行 事前に調べてくる。
動、ストレス反応などを理解す
（復習：2時間）
る。
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 ことについて調べ、わからなければ質問をできる
義を進める。グループでのディ 準備をしておく。
スカッションを通して、ストレ
スへの対処方法について考える
。小テストを通して、授業内容
の理解度を把握し、小テストの
解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
テーマ：スポーツにおける心理 資料の該当部分を丁寧に読んでくる。心理的準備
について事前に調べてくる。
的準備
心理的準備、感情調整、レジリ
（復習：2時間）
エンスなどを理解する。
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 ことについて調べ、わからなければ質問をできる
義を進める。実際に個人の目標 準備をしておく。
設定を行う。グループ内で自分
の設定した目標について発表し
、適切な心理的準備についてデ
ィスカッションする。小テスト
を通して、授業内容の理解度を
把握し、小テストの解説を行う
。
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[授業内容]
テーマ：スポーツ選手のバーン
アウトの理解と予防
学習性無力感、ドロップアウト
、バーンアウトなどを理解する
。

（予習：2時間）
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。スポーツ選
手のバーンアウトの理解と予防について事前に調
べてくる。

（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 ことについて調べ、わからなければ質問をできる
義を進める。グループでのディ 準備をしておく。
スカッションを通して、バーン
アウトの予防方法について考え
る。小テストを通して、授業内
容の理解度を把握、小テストの
解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
テーマ：チームワークを高める 資料の該当部分を丁寧に読んでくる。チームワー
クを高めるチームづくりについて事前に調べてく
チームづくり
組織の構造、集団凝集性、集団 る。
のモラールなどを理解する。
（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
義を進める。グループでのディ ことについて調べ、わからなければ質問をできる
スカッションを通して、集団凝 準備をしておく。
集性を高める方法ついて考える
。小テストを通して、授業内容
の理解度を把握し、小テストの
解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
テーマ：スポーツでの心理サポ 資料の該当部分を丁寧に読んでくる。心理サポー
ートとメンタルトレーニング トとメンタルトレーニングについて事前に調べて
心理サポートとメンタルトレー くる。
ニングの理論と基本的な考え方
、進め方、不安、緊張、逆Ｕ字 （復習：2時間）
曲線、最適な緊張感、スランプ 授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
、プラトーなどを理解する。 た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
ことについて調べ、わからなければ質問をできる
準備をしておく。
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講
義を進める。グループでのロー
ルプレイを通して、指導者と選
手の適切な関係性について考え
る。小テストを通して、授業内
容の理解度を把握する。
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[授業内容]
テーマ：スポーツにおける目標
設定
目標設定理論、長期−中期−短
期目標、結果目標とパフォーマ
ンス目標などを理解する。

（予習：2時間）
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。スポーツに
おける目標設定について事前に調べてくる。

（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
ことについて調べ、わからなければ質問をできる
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 準備をしておく。
義を進める。実際に個人の目標
設定を行う。グループ内で自分
の設定した目標について発表し
、適切な目標設定についてディ
スカッションする。小テストを
通して、授業内容の理解度を把
握し、小テストの解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
テーマ：スポーツと心理的発達 資料の該当部分を丁寧に読んでくる。スポーツと
パーソナリティの発達、社会性 心理的発達について事前に調べてくる。
の発達、検査方法などを理解す
（復習：2時間）
る。
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 ことについて調べ、わからなければ質問をできる
義を進める。グループでのディ 準備をしておく。
スカッションを通して、スポー
ツがどのように心理的発達に役
立つのかについて考える。小テ
ストを通して、授業内容の理解
度を把握し、小テストの解説を
行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
テーマ：リーダーシップとフォ 資料の該当部分を丁寧に読んでくる。スポーツに
おけるハラスメントと体罰について事前に調べて
ロワーシップ
リーダーシップ、フォロワーシ くる。
ップなどを理解する。
（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
義を進める。質問紙法を通して ことについて調べ、わからなければ質問をできる
リーダーシップを測定する。グ 準備をしておく。
ループでのディスカッションを
通して、適切なリーダーシップ
とフォロワーシップについて考
える。小テストを通して、授業
内容の理解度を把握し、小テス
トの解説を行う。
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[授業内容]
テーマ：スポーツにおけるハラ
スメントと体罰の理解と予防
パワーハラスメント、セクシャ
ルハラスメント、体罰などを理
解する。
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講
義を進める。グループでのディ
スカッションを通して、スポー
ツでのハラスメントの防止方法
について考える。小テストを通
して、授業内容の理解度を把握
し、小テストの解説を行う。
[授業内容]
1回〜14回の授業内容の復習を
しっかりと行う。レポート課題
の解説とスポーツ心理学の授業
のまとめを行う。

（予習：2時間）
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。スポーツに
おけるハラスメントと体罰について事前に調べて
くる。
（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
ことについて調べ、わからなければ質問をできる
準備をしておく。

（予習：2時間）
レポート課題（スポーツ心理学をコーチング、体
育指導、運動指導に応用する方法の提案）を実施
して提出する。

（復習：6時間）
授業内容のまとめで理解しきれていなかった箇所
[授業方法]
レポート課題について解答のポ について、再度復習する。
イントを解説する。スポーツ心
理学の授業内容についてまとめ
を行う。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

スポーツ心理学
Sports Psychology

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

川田

裕次郎

授業概要
[授業全体の概要]
スポーツのコーチ、体育教師などの指導者は、スポーツ選手や学習者の心理的諸問題（例えば、不安への対
処、モチベーションの維持や向上、ストレスマネジメントなど）に対して、学術的な根拠に裏付けられた対応
を行うことが求められている。
この授業では、スポーツ心理学の理論を理解し、心理テスト、グループディスカッション、事例検討を通し
て、上記のような心理的諸問題に現場で対応できる力を養っていく。授業時間外の学修では、授業内のディス
カッションで発表するために自分の意見を事前にまとめることが求められる。
[授業の位置付け（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教
養、及びそれらの活用能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1. スポーツ心理学の成り立ち、役割、意義、基礎的な理論を説明できる。
2. スポーツ心理学の心理的サポートについて自分の言葉で説明できる。
3. スポーツ心理学の知見をコーチング、体育授業、運動の指導に応用できる。
成績評価
[成績評価の評価基準]
1. スポーツ心理学の成り立ち、役割、意義、基礎的な理論を説明できる（定期試験、小テスト）。
2. スポーツ心理学の心理的サポートとメンタルトレーニングについて自分の言葉で説明できる（小テスト）
。
3. スポーツ心理学の知見をコーチング、体育授業、運動の指導に応用できる（レポート）。
[成績評価の方法]
下記の項目を総合して評価する
①定期試験（40%）、②レポート（40%）、③小テスト（20%）
履修における留意事項
[履修条件]
特になし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. 1回の授業に対して3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
2. 授業への遅刻を2回した場合には欠席1回分として扱う。
3. レポートを期限に遅れて提出した場合には、レポートの評価は50%に減点する（提出しない場合には0点と
する）。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
小テストとレポートのフィードバックは授業中に返却して解説を行う。定期試験のフィードバックは試験終了
後にJuntendo Passportを用いてポイントを解説する。
[テキスト・参考書]
この科目では必ず用意しなければならないテキストはありません。必要な資料は授業中に適宜配布します。
ただし、下記の3点の書籍はレポートの作成や準備学習での参考書として薦めます。
1. 最新スポーツ心理学−その軌跡と展望, 日本スポーツ心理学会（編）（大修館書店）
2. スポーツメンタルトレーニング教本 三訂版, 日本スポーツ心理学会（編）（大修館書店）
3. スポーツ心理学事典, 日本スポーツ心理学会（編）（大修館書店）
1. 最新スポーツ心理学−その軌跡と展望, 日本スポーツ心理学会（編）（大修館書店）
2. スポーツメンタルトレーニング教本 三訂版, 日本スポーツ心理学会（編）（大修館書店）
3. スポーツ心理学事典, 日本スポーツ心理学会（編）（大修館書店）
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
担当：川田裕次郎
E‑mail: yuukawa[at]juntendo.ac.jp
（上記 E‑mail アドレス内の[at]を＠に修正してください）
[オフィスアワー]
オフィス：スポーツ心理学研究室（1号館2階1215号室）
前期：水曜日 昼休み（12:00〜12:50）、木曜日4限目（14:40〜16:20）
後期：水曜日 昼休み（12:00〜12:50）、木曜日4限目（14:40〜16:20）
※ 上記以外の時間を希望する場合には、事前にE‑mailでアポイントを取ってください。
備考
[学習時間]
この授業は、講義形式の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学習
を必要とする内容をもって構成する。
[その他]
この授業科目は、下記の資格と免許に関わる科目として位置付けられている。
免許：中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必修科目
資格：日本体育協会アスレチックトレーナーの取得に必要な科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
川田
（予習：2時間）
1
[授業内容]
テーマ：スポーツ心理学とは 授業のシラバスを丁寧に読んでくる。スポーツ心
授業内容と授業の進め方などを 理学の定義について事前に調べてくる。授業で学
理解する。スポーツ心理学の定 びたいと考えている内容を３つ考えてくる。
義、歴史、研究内容、現状と課
題、期待されていることなどを （復習：2時間）
授業のオリエンテーションの内容について理解を
理解する。
深めるために授業資料を読み返す。スポーツ心理
学がどのような学問であるのかについて復習する
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 。復習時に疑問に思ったことについて調べ、わか
義を進める。小テストを通して らなければ質問をできる準備をしておく。
、授業内容の理解度を把握し、
小テストの解説を行う。
川田
（予習：2時間）
2
[授業内容]
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。心の測定方
テーマ：心の測定方法
類型論、特性論、投影法、質問 法について事前に調べてくる。
紙法などを理解する。
（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
義を進める。グループでのディ ことについて調べ、わからなければ質問をできる
スカッションを通して、最適な 準備をしておく。
緊張感をどのように生み出すか
について学ぶ。小テストを通し
て、授業内容の理解度を把握し
、小テストの解説を行う。
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[授業内容]
テーマ：スポーツにおける動機
づけ
期待−価値理論、統制感、原因
帰属理論などを理解する

（予習：2時間）
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。スポーツに
おける動機づけについて事前に調べてくる。

（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 ことについて調べ、わからなければ質問をできる
義を進める。グループでのディ 準備をしておく。
スカッションを通して、動機づ
けを高める指導方法ついて考え
る。小テストを通して、授業内
容の理解度を把握し、小テスト
の解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
テーマ：コーチングに生かす心 資料の該当部分を丁寧に読んでくる。コーチング
と心理学の関連ついて事前に調べてくる。
理学
個人差を考慮したコーチング、
選手との人間関係の構築、戦術 （復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
・戦略などを理解する
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
ことについて調べ、わからなければ質問をできる
[授業方法]
スライドとプリント、映像を用 準備をしておく。
いて講義を進める。グループで
のディスカッションを通して、
心理学を活かした指導方法つい
て考える。小テストを通して、
授業内容の理解度を把握し、小
テストの解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
テーマ：スポーツにおけるスト 資料の該当部分を丁寧に読んでくる。スポーツに
レッサーとストレス対処行動 おけるストレッサーとストレス対処行動について
ストレッサー、ストレス対処行 事前に調べてくる。
動、ストレス反応などを理解す
（復習：2時間）
る。
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 ことについて調べ、わからなければ質問をできる
義を進める。グループでのディ 準備をしておく。
スカッションを通して、ストレ
スへの対処方法について考える
。小テストを通して、授業内容
の理解度を把握し、小テストの
解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
テーマ：スポーツにおける心理 資料の該当部分を丁寧に読んでくる。心理的準備
について事前に調べてくる。
的準備
心理的準備、感情調整、レジリ
（復習：2時間）
エンスなどを理解する。
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 ことについて調べ、わからなければ質問をできる
義を進める。実際に個人の目標 準備をしておく。
設定を行う。グループ内で自分
の設定した目標について発表し
、適切な心理的準備についてデ
ィスカッションする。小テスト
を通して、授業内容の理解度を
把握し、小テストの解説を行う
。
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[授業内容]
テーマ：スポーツ選手のバーン
アウトの理解と予防
学習性無力感、ドロップアウト
、バーンアウトなどを理解する
。

（予習：2時間）
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。スポーツ選
手のバーンアウトの理解と予防について事前に調
べてくる。

（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 ことについて調べ、わからなければ質問をできる
義を進める。グループでのディ 準備をしておく。
スカッションを通して、バーン
アウトの予防方法について考え
る。小テストを通して、授業内
容の理解度を把握、小テストの
解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
テーマ：チームワークを高める 資料の該当部分を丁寧に読んでくる。チームワー
クを高めるチームづくりについて事前に調べてく
チームづくり
組織の構造、集団凝集性、集団 る。
のモラールなどを理解する。
（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
義を進める。グループでのディ ことについて調べ、わからなければ質問をできる
スカッションを通して、集団凝 準備をしておく。
集性を高める方法ついて考える
。小テストを通して、授業内容
の理解度を把握し、小テストの
解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
テーマ：スポーツでの心理サポ 資料の該当部分を丁寧に読んでくる。心理サポー
ートとメンタルトレーニング トとメンタルトレーニングについて事前に調べて
心理サポートとメンタルトレー くる。
ニングの理論と基本的な考え方
、進め方、不安、緊張、逆Ｕ字 （復習：2時間）
曲線、最適な緊張感、スランプ 授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
、プラトーなどを理解する。 た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
ことについて調べ、わからなければ質問をできる
準備をしておく。
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講
義を進める。グループでのロー
ルプレイを通して、指導者と選
手の適切な関係性について考え
る。小テストを通して、授業内
容の理解度を把握する。
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[授業内容]
テーマ：スポーツにおける目標
設定
目標設定理論、長期−中期−短
期目標、結果目標とパフォーマ
ンス目標などを理解する。

（予習：2時間）
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。スポーツに
おける目標設定について事前に調べてくる。

（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
ことについて調べ、わからなければ質問をできる
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 準備をしておく。
義を進める。実際に個人の目標
設定を行う。グループ内で自分
の設定した目標について発表し
、適切な目標設定についてディ
スカッションする。小テストを
通して、授業内容の理解度を把
握し、小テストの解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
テーマ：スポーツと心理的発達 資料の該当部分を丁寧に読んでくる。スポーツと
パーソナリティの発達、社会性 心理的発達について事前に調べてくる。
の発達、検査方法などを理解す
（復習：2時間）
る。
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 ことについて調べ、わからなければ質問をできる
義を進める。グループでのディ 準備をしておく。
スカッションを通して、スポー
ツがどのように心理的発達に役
立つのかについて考える。小テ
ストを通して、授業内容の理解
度を把握し、小テストの解説を
行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
テーマ：リーダーシップとフォ 資料の該当部分を丁寧に読んでくる。スポーツに
おけるハラスメントと体罰について事前に調べて
ロワーシップ
リーダーシップ、フォロワーシ くる。
ップなどを理解する。
（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
義を進める。質問紙法を通して ことについて調べ、わからなければ質問をできる
リーダーシップを測定する。グ 準備をしておく。
ループでのディスカッションを
通して、適切なリーダーシップ
とフォロワーシップについて考
える。小テストを通して、授業
内容の理解度を把握し、小テス
トの解説を行う。
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[授業内容]
テーマ：スポーツにおけるハラ
スメントと体罰の理解と予防
パワーハラスメント、セクシャ
ルハラスメント、体罰などを理
解する。
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講
義を進める。グループでのディ
スカッションを通して、スポー
ツでのハラスメントの防止方法
について考える。小テストを通
して、授業内容の理解度を把握
し、小テストの解説を行う。
[授業内容]
1回〜14回の授業内容の復習を
しっかりと行う。レポート課題
の解説とスポーツ心理学の授業
のまとめを行う。

（予習：2時間）
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。スポーツに
おけるハラスメントと体罰について事前に調べて
くる。
（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
ことについて調べ、わからなければ質問をできる
準備をしておく。

（予習：2時間）
レポート課題（スポーツ心理学をコーチング、体
育指導、運動指導に応用する方法の提案）を実施
して提出する。

（復習：6時間）
授業内容のまとめで理解しきれていなかった箇所
[授業方法]
レポート課題について解答のポ について、再度復習する。
イントを解説する。スポーツ心
理学の授業内容についてまとめ
を行う。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

スポーツ外傷･障害学
Sports Injury

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 髙澤 祐治
科目担当者
窪田敦之、西尾啓史
授業概要
［授業全体の内容］
スポーツ活動を行う上で外傷・障害は、アスリートに限らず誰にでも起こりうる可能性がある。これらを如何
に予防するかは、スポーツ活動を充実させるための重要な取り組みであり、競技力向上や健康増進に必要不可
欠である。
そこで、この授業ではスポーツ外傷・障害の基礎を学ぶ。特に、外傷・障害の意味、骨格や関節、筋肉につい
て説明し、各種スポーツで起こる代表的な外傷・障害を部位別に解説する。また、それらに関わる救急処置や
トレーニング、リハビリテーションについても一部紹介する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした教養」を身につけ
、また「スポーツや健康の分野で、指導的な役割を果たすために必要な高い倫理観」を養う科目としても位置
づけられる。
［授業の到達目標］
1.スポーツ外傷・障害の意味を正しく説明することができる。
2.身体各部位における代表的なスポーツ外傷・障害について説明することができる。
3.各種スポーツ外傷・障害後の救急対応処置やリハビリテーション、予防のためのトレーニングを理解する。
成績評価
［成績評価の基準］
1.スポーツ外傷・障害の意味を正しく理解し、身体各部位における代表的なスポーツ外傷・障害について説明
することができる（定期試験）。
2.各種スポーツ外傷・障害後の救急対応処置やリハビリテーション、予防のためのトレーニングを理解する（
定期試験）。
3.予習・復習を含む授業に取り組む姿勢や質問に対する積極性によって受講態度を評価する（平常点）。
［成績評価の方法］
定期試験（筆記テスト；80％）、日々の学習状況（授業に取り組む姿勢や質問に対する積極性；20％）を総合
して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
機能解剖学を受講していることが望ましい。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合には、その回の授業を欠席扱いとする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業で課題等が出された場合には、コメントを書き込んで返却するか、授業内で発表させ全員で議論する。
定期試験については、要望があれば個別に解説等を行う。
［テキスト・参考書等］
スポーツ診療Ｑ＆Ａ 櫻庭景植編集 全日本病院出版
必ず用意するテキストではないが、準備学習や試験勉強等も含めて用意することを強く薦める。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：髙澤祐治、窪田敦之,、西尾啓史
e‑mail：
髙澤:ytakaza@juntendo.ac.jp
窪田：akubota@juntendo.ac.jp
西尾：h‑nishio@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
窪田
日時：後期期間中の木曜日 14時〜16時
場所：スポーツ健康医科学研究所4階、スポーツ医学系実験室1
上記の時間帯は予約がなくても対応はするが、予約があった学生を優先する。できるだけ直接もしくはe‑mail
を利用して予約をとるようにして欲しい。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
スポーツ現場における自分自身や周囲の体験を通して理解をさらに深めて欲しいので、積極的な発言を望む。
また競技者にとっても、受傷後の対応作りの基礎となることを理解し、積極的に学んで欲しい。up to dateな
事例を自ら学び、提示して欲しい。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
髙澤祐治
（予習：2時間）
1
［授業内容］
骨・関節や外傷・障害・傷害の 骨や関節について機能解剖学のテキストや授業で
配布された資料を使って復習しておく。
意味について理解する。

2

3

窪田敦之

窪田敦之

［授業方法］
骨や関節の基礎について解説す
る。
外傷・障害・傷害の意味につい
て説明する。
［授業内容］
骨格筋とその機能について理解
を深める。

（復習：2時間）
授業で書き留めたことをノートに整理し、自ら調
べたことを書き加えることで理解を深める。

［授業方法］
全身の骨格筋について復習し、
その働きを解説する。
［授業内容］
筋力について理解を深める。

（復習：2時間）
忘れていた筋肉を中心に再度復習し、理解を深め
る。
（予習：2時間）
専門としている、もしくは専門としていた競技と
筋力の関わりについて考え、まとめておく。

（予習：2時間）
全身の骨格筋について、機能解剖学のテキストや
授業で配布された資料を使って復習しておく。

［授業方法］
筋力の基礎について解説し、各 （復習：2時間）
競技との関わりやリハビリテー 予習で考えてきたものと、授業で学んだものとの
ションの必要性について考えさ 相違を整理し、理解を深める。
せる。
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［授業内容］
骨・関節の基礎や全身関節弛緩
性、二関節筋について理解する
。
［授業方法］
骨や関節の基礎について解説す
る。
全身関節弛緩性について説明し
、2人組で全身関節弛緩性テス
トを行う。
二関節筋について説明し、実際
のストレッチングを通して体験
させる。
［授業内容］
打撲および出血・止血について
理解する。

（予習：2時間）
骨や関節、二関節筋について機能解剖学のテキス
トや授業で配布された資料を使って復習しておく
。
また、関節弛緩性について自ら調べておく。
（復習：2時間）
実際のストレッチング（静的・動的）について調
べ、実際に行うことで二関節筋への理解を深める
。
また全身関節弛緩性テストを改めて行い、関節弛
緩性への理解を深める。

（予習：2時間）
各競技のルールブックを参考に、競技中の出血に
ついて自ら調べ、質問事項をまとめておく。

［授業方法］
打撲や出血について説明し、実
際のスポーツ現場で起こる状況
を紹介する。
［授業内容］
捻挫や靱帯損傷について理解す
る。

（復習：3時間）
テキストの打撲や出血に関連する項目を読み、理
解を深める。

［授業方法］
各関節の捻挫や靱帯損傷につい
て解説する。
スポーツ競技に影響を及ぼす靱
帯について説明する。
［授業内容］
複合靱帯損傷について理解する
。

（復習：2時間）
テキストの捻挫や靱帯損傷に関連する項目を読み
、理解を深める。

［授業方法］
複合靱帯損傷について説明し、
好発するスポーツや予防法につ
いて解説する。
［授業内容］
肉ばなれについて理解する。

（復習：2時間）
前十字靱帯損傷について、テキストP102〜111を
読んで理解を深める。

［授業方法］
肉ばなれについて説明し、実際
のスポーツ現場で起こる状況や
その後の対応について解説する
。
［授業内容］
疲労骨折と過労性骨障害につい
て理解する。

（予習：2時間）
スポーツ競技に最も影響を及ぼす靱帯について調
べ、質問事項をまとめておく。

（予習：3時間）
膝関節の構造について機能解剖学のテキストや授
業で配布された資料を使って復習しておく。

（予習：3時間）
二関節筋や筋収縮について調べ、肉ばなれとの関
連についてまとめておく。
（復習：2時間）
テキストの肉ばなれに関連する項目を読み、理解
を深める。
（予習：2時間）
疲労骨折が多い競技や大きな影響を受ける競技に
ついて、自身の体験から考え、まとめておく。

（復習：2時間）
［授業方法］
疲労骨折と過労性骨障害につい テキストの疲労骨折に関連する項目を読み、有用
て、相違や注意点について解説 とされている判別方法をまとめ、理解を深める。
する。
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（予習：2時間）
［授業内容］
頚部の外傷・障害について理解 頚部の機能解剖や外傷・障害について調べ、質問
事項をまとめておく。
する。
［授業方法］
頚部の外傷や障害について説明
し、実際のスポーツ現場や日常
生活で起こる状況やその後の対
応について解説する。
［授業内容］
腰部の外傷・障害について理解
する。

（復習：2時間）
頚部の外傷・障害について、テキストP246〜258
を読んで理解を深める。

［授業方法］
腰部の外傷や障害について説明
し、実際のスポーツ現場や日常
生活で起こる状況やその後の対
応について解説する。
［授業内容］
スポーツで起こる障害について
理解する。

（復習：2時間）
腰部の外傷・障害について、テキストP170〜197
を読んで理解を深める。

［授業内容］
スポーツ障害全般を紹介し、各
スポーツとの関連について解説
する。
どの部位に障害が発生し、なぜ
生じるのか、自分の体験に基づ
いて発表させる。
［授業内容］
RICE処置をはじめ、その他救急
処置について理解する。
［授業方法］
RICE処置について解説する。
その他の救急処置について、実
例と合わせて解説する。
［授業内容］
トレンディーな話題について討
論し、スポーツ外傷・障害の理
解を深める。

（予習：2時間）
腰部の機能解剖や外傷・障害について調べ、質問
事項をまとめておく。

（予習：3時間）
外傷・障害・傷害の意味について再度復習する。
また、どの部位に障害が発生し、なぜ生じるのか
、自分の体験を基に考え、まとめておく。
（復習：2時間）
テキストの障害に関連する項目を読み、理解を深
める。

（予習：1時間）
RICE処置について、テキストP8〜12を読んで、質
問事項をまとめておく。
（復習：3時間）
テキストの各種外傷・障害について読み、救急処
置や対応に関わるものをまとめ、理解を深める。
（予習：2時間）
テキスト全般を読み返し、スポーツ外傷・障害の
理解を深めておく。

（復習：2時間）
討論の内容を文章にまとめる。
［授業方法］
スポーツ医学におけるトレンデ
ィーな話題を提示し、それにつ
いて5〜6名程度のグループで討
論させ、その内容を発表させる
。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

スポーツ外傷･障害学
Sports Injury

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 髙澤 祐治
科目担当者
窪田敦之、西尾啓史ほか
授業概要
［授業全体の内容］
スポーツ活動を行う上で外傷・障害は、アスリートに限らず誰にでも起こりうる可能性がある。これらを如何
に予防するかは、スポーツ活動を充実させるための重要な取り組みであり、競技力向上や健康増進に必要不可
欠である。
そこで、この授業ではスポーツ外傷・障害の基礎を学ぶ。特に、外傷・障害の意味、骨格や関節、筋肉につい
て説明し、各種スポーツで起こる代表的な外傷・障害を部位別に解説する。また、それらに関わる救急処置や
トレーニング、リハビリテーションについても一部紹介する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした教養」を身につけ
、また「スポーツや健康の分野で、指導的な役割を果たすために必要な高い倫理観」を養う科目としても位置
づけられる。
［授業の到達目標］
1.スポーツ外傷・障害の意味を正しく説明することができる。
2.身体各部位における代表的なスポーツ外傷・障害について説明することができる。
3.各種スポーツ外傷・障害後の救急対応処置やリハビリテーション、予防のためのトレーニングを理解する。
成績評価
［成績評価の基準］
1.スポーツ外傷・障害の意味を正しく理解し、身体各部位における代表的なスポーツ外傷・障害について説明
することができる（定期試験）。
2.各種スポーツ外傷・障害後の救急対応処置やリハビリテーション、予防のためのトレーニングを理解する（
定期試験）。
3.予習・復習を含む授業に取り組む姿勢や質問に対する積極性によって受講態度を評価する（平常点）。
［成績評価の方法］
定期試験（筆記テスト；80％）、日々の学習状況（授業に取り組む姿勢や質問に対する積極性；20％）を総合
して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
機能解剖学を受講していることが望ましい。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合には、その回の授業を欠席扱いとする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業で課題等が出された場合には、コメントを書き込んで返却するか、授業内で発表させ全員で議論する。
定期試験については、要望があれば個別に解説等を行う。
［テキスト・参考書等］
スポーツ診療Ｑ＆Ａ 櫻庭景植編集 全日本病院出版
必ず用意するテキストではないが、準備学習や試験勉強等も含めて用意することを強く薦める。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：髙澤祐治、窪田敦之,、西尾啓史
e‑mail：
髙澤:ytakaza@juntendo.ac.jp
窪田：akubota@juntendo.ac.jp
西尾：h‑nishio@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
窪田
日時：前期期間中の木曜日 14時〜16時
場所：スポーツ健康医科学研究所4階、スポーツ医学系実験室1
上記の時間帯は予約がなくても対応はするが、予約があった学生を優先する。できるだけ直接もしくはe‑mail
を利用して予約をとるようにして欲しい。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
スポーツ現場における自分自身や周囲の体験を通して理解をさらに深めて欲しいので、積極的な発言を望む。
また競技者にとっても、受傷後の対応作りの基礎となることを理解し、積極的に学んで欲しい。up to dateな
事例を自ら学び、提示して欲しい。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
髙澤祐治
（予習：2時間）
1
［授業内容］
骨・関節や外傷・障害・傷害の 骨や関節について機能解剖学のテキストや授業で
配布された資料を使って復習しておく。
意味について理解する。

2

3

窪田敦之

窪田敦之

［授業方法］
骨や関節の基礎について解説す
る。
外傷・障害・傷害の意味につい
て説明する。
［授業内容］
骨格筋とその機能について理解
を深める。

（復習：2時間）
授業で書き留めたことをノートに整理し、自ら調
べたことを書き加えることで理解を深める。

［授業方法］
全身の骨格筋について復習し、
その働きを解説する。
［授業内容］
筋力について理解を深める。

（復習：2時間）
忘れていた筋肉を中心に再度復習し、理解を深め
る。
（予習：2時間）
専門としている、もしくは専門としていた競技と
筋力の関わりについて考え、まとめておく。

（予習：2時間）
全身の骨格筋について、機能解剖学のテキストや
授業で配布された資料を使って復習しておく。

［授業方法］
筋力の基礎について解説し、各 （復習：2時間）
競技との関わりやリハビリテー 予習で考えてきたものと、授業で学んだものとの
ションの必要性について考えさ 相違を整理し、理解を深める。
せる。
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［授業内容］
骨・関節の基礎や全身関節弛緩
性、二関節筋について理解する
。
［授業方法］
骨や関節の基礎について解説す
る。
全身関節弛緩性について説明し
、2人組で全身関節弛緩性テス
トを行う。
二関節筋について説明し、実際
のストレッチングを通して体験
させる。
［授業内容］
打撲および出血・止血について
理解する。

（予習：2時間）
骨や関節、二関節筋について機能解剖学のテキス
トや授業で配布された資料を使って復習しておく
。
また、関節弛緩性について自ら調べておく。
（復習：2時間）
実際のストレッチング（静的・動的）について調
べ、実際に行うことで二関節筋への理解を深める
。
また全身関節弛緩性テストを改めて行い、関節弛
緩性への理解を深める。

（予習：2時間）
各競技のルールブックを参考に、競技中の出血に
ついて自ら調べ、質問事項をまとめておく。

［授業方法］
打撲や出血について説明し、実
際のスポーツ現場で起こる状況
を紹介する。
［授業内容］
捻挫や靱帯損傷について理解す
る。

（復習：3時間）
テキストの打撲や出血に関連する項目を読み、理
解を深める。

［授業方法］
各関節の捻挫や靱帯損傷につい
て解説する。
スポーツ競技に影響を及ぼす靱
帯について説明する。
［授業内容］
複合靱帯損傷について理解する
。

（復習：2時間）
テキストの捻挫や靱帯損傷に関連する項目を読み
、理解を深める。

［授業方法］
複合靱帯損傷について説明し、
好発するスポーツや予防法につ
いて解説する。
［授業内容］
肉ばなれについて理解する。

（復習：2時間）
前十字靱帯損傷について、テキストP102〜111を
読んで理解を深める。

［授業方法］
肉ばなれについて説明し、実際
のスポーツ現場で起こる状況や
その後の対応について解説する
。
［授業内容］
疲労骨折と過労性骨障害につい
て理解する。

（予習：2時間）
スポーツ競技に最も影響を及ぼす靱帯について調
べ、質問事項をまとめておく。

（予習：3時間）
膝関節の構造について機能解剖学のテキストや授
業で配布された資料を使って復習しておく。

（予習：3時間）
二関節筋や筋収縮について調べ、肉ばなれとの関
連についてまとめておく。
（復習：2時間）
テキストの肉ばなれに関連する項目を読み、理解
を深める。
（予習：2時間）
疲労骨折が多い競技や大きな影響を受ける競技に
ついて、自身の体験から考え、まとめておく。

（復習：2時間）
［授業方法］
疲労骨折と過労性骨障害につい テキストの疲労骨折に関連する項目を読み、有用
て、相違や注意点について解説 とされている判別方法をまとめ、理解を深める。
する。
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（予習：2時間）
［授業内容］
頚部の外傷・障害について理解 頚部の機能解剖や外傷・障害について調べ、質問
事項をまとめておく。
する。
［授業方法］
頚部の外傷や障害について説明
し、実際のスポーツ現場や日常
生活で起こる状況やその後の対
応について解説する。
［授業内容］
腰部の外傷・障害について理解
する。

（復習：2時間）
頚部の外傷・障害について、テキストP246〜258
を読んで理解を深める。

［授業方法］
腰部の外傷や障害について説明
し、実際のスポーツ現場や日常
生活で起こる状況やその後の対
応について解説する。
［授業内容］
スポーツで起こる障害について
理解する。

（復習：2時間）
腰部の外傷・障害について、テキストP170〜197
を読んで理解を深める。

［授業内容］
スポーツ障害全般を紹介し、各
スポーツとの関連について解説
する。
どの部位に障害が発生し、なぜ
生じるのか、自分の体験に基づ
いて発表させる。
［授業内容］
RICE処置をはじめ、その他救急
処置について理解する。
［授業方法］
RICE処置について解説する。
その他の救急処置について、実
例と合わせて解説する。
［授業内容］
トレンディーな話題について討
論し、スポーツ外傷・障害の理
解を深める。

（予習：2時間）
腰部の機能解剖や外傷・障害について調べ、質問
事項をまとめておく。

（予習：3時間）
外傷・障害・傷害の意味について再度復習する。
また、どの部位に障害が発生し、なぜ生じるのか
、自分の体験を基に考え、まとめておく。
（復習：2時間）
テキストの障害に関連する項目を読み、理解を深
める。

（予習：1時間）
RICE処置について、テキストP8〜12を読んで、質
問事項をまとめておく。
（復習：3時間）
テキストの各種外傷・障害について読み、救急処
置や対応に関わるものをまとめ、理解を深める。
（予習：2時間）
テキスト全般を読み返し、スポーツ外傷・障害の
理解を深めておく。

（復習：2時間）
討論の内容を文章にまとめる。
［授業方法］
スポーツ医学におけるトレンデ
ィーな話題を提示し、それにつ
いて5〜6名程度のグループで討
論させ、その内容を発表させる
。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

体力トレーニング論(含実習)
Strength Training: Theory & Practice

授業形態
開講学期

講義･実習
後期

対象学年

1

単位数

3.0

科目責任者 青木 和浩
科目担当者
坂本彰宏・越川一紀・仲村 明・冨田洋之・高梨雄太・中田 学
授業概要
[授業全体の内容]
今日では情報化社会が劇的に推進し、雑誌やインターネットから様々な知識を安易に閲覧する事が出来る。
これに伴い、誤った知識や知見なども社会に浸透している。スポーツ健康科学の領域においても、科学的に検
証をされていない指導や、専門的知識を持たない者からの指導が頻繁に行われており、健康・体力・スポーツ
競技力向上の妨げとなっているケースがある。
この授業科目の講義では、体力向上の基本的概念や意味、骨格筋の構造や特色を学び、トレーニング法の原
理・原則や具体的な実施法について学ぶ。また科学的検証結果を踏まえ、 これまで と 最新 のトレーニ
ング科学の違いを知る。実習では、講義で学んだ知識を活かし、ウェイトトレーニング・プライオメトリック
トレーニング・ストレッチングについて実践的学習を行う。また、フィールドや自転車エルゴメータを用いた
フィジカルテストなどの実施法を学ぶ。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」及び「スポーツ科学分野の専門的な実践力」とい
う学位授与方針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
1. トレーニングに関わる基礎理論や最新の科学的理論が理解できる。
2. トレーニングやフィジカルテストを安全かつ適切に実施することができる。
3. 骨格筋の特色やトレーニング刺激による適応のメカニズムを理解できる。
4. 既存のトレーニング実施法を客観的に評価でき、誤りを修正して新たな実施法を考案できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. トレーニングやストレッチングに関わる原理･原則を理解することが出来る（レポート、筆記試験）。
2. マシントレーニング・フリーウェイトトレーニング・プライオメトリックトレーニングの特色を理解し、
利点・欠点について述べることが出来る（筆記試験）。
3. トレーニング時の筋の収縮様式や関節のアクションを医科学的専門用語を用いて述べることが出来る（レ
ポート、筆記試験）。
4. 骨格筋の特性や適応について理解を示すことが出来る（筆記試験）。
5. フィジカルテストを安全かつ適切に実施し、データの解釈が出来る（レポート）。
[成績評価の方法]
実習レポート12回(40%)、筆記試験1回(60%)を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
解剖学の授業を参考にしながら受講すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. 如何なる理由でも、授業の総出席が2/3を満たさない場合は単位を与えない。
2. 実習では運動ウエア・シューズを必ず着用する。また、器具の破損や怪我を防ぐ為、利用規約を厳守する
。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業にて返却し、模範解答や評価のポイントを提示し、解説する。
[テキスト・参考書等]
初回のガイダンスで実習ノートを配布する。講義では、授業当日にスライド資料を配布する。
実習では実習ノートを必ず持参すること。また、スライド資料を参考にして実習を行う場合がある為、指定さ
れた授業日の資料も持参すること。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当： 青木 和浩
E‑mail： k‑aoki[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時： 火曜日12:20から13:10
場所： 1号館5回1509室
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生からの訪問に対応している可能性がある為
、出来るだけ事前にE‑mailで予約をしてください。
備考
［学修時間］
この授業科目は、講義と実習の両形態による3単位の科目であり、授業・実習56時間と準備学習79時間の計135
時間の学習を必要とする
［その他］
授業は前期に女子、後期に男子を対象とするが、履修登録状況によっては前期に一部男子を受け入れる。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
青木
（予習： 2時間）
1
［授業内容］
坂本
授業形態・内容・成績評価法についてシラバスを
テーマ： ガイダンス
越川
当該科目における授業の進め方 熟読する。
仲村
や成績評価方法について学ぶ。
冨田
（復習： 1時間）
高梨
授業形態・成績評価法・注意事項について理解を
［授業方法］
中田
実習ノートを配布し、授業の概 深める。自身が属するグループを確認し、次回か
要とレポート作成の注意点を口 らの実習場所や内容を理解する。
頭説明する。
坂本
（予習： 2時間）
2
［授業内容］
高梨
テーマ： レジスタンストレー 基礎的な筋肉・関節の名前が理解できるようにし
ておく。
ニング①
医科学的専門用語、骨格筋の特
性、マシンウェイトの特性（定 （復習： 3時間）
滑車・動滑車）について学ぶ。 定滑車と動滑車の利点、筋の収縮様式と関節アク
ションを覚える。
［授業方法］
講義ではスライドと配布資料を
用いる。実習ではトレーニング
場にてマシンウェイトの特性を
学び、実習レポートを作成する
。
坂本
（予習： 2時間）
3
［授業内容］
高梨
テーマ： レジスタンストレー 筋の収縮様式と関節アクションを覚える。三角関
数（sinθ、cosθ、tanθ） が理解できるよう
ニング②
フリーウェイトの特性とトルク にしておく。
の計算を学び、器具を正しく扱
（復習： 3時間）
う知識を得る。
フリーウェイトの利点や利用時の注意点、筋の収
縮様式と関節アクションを覚える。
［授業方法］
講義ではスライドと配布資料を
用いる。実習ではトレーニング
場にてフリーウェイトの特性を
学び、実習レポートを作成する
。
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坂本
高梨

坂本

坂本
越川

青木
高梨

［授業内容］
テーマ： レジスタンストレー
ニング③
骨格筋の構造、収縮メカニズム
、特性を学ぶ。
［授業方法］
講義ではスライドと配布資料を
用いる。実習ではトレーニング
場にて1RM測定方法や"負荷 ‑
最大挙上回数の関係"を学び、
実習レポートを作成する。
［授業内容］
テーマ： レジスタンストレー
ニング④
遅発性筋肉痛の発生メカニズム
や予防・対処法の効果について
学ぶ。

（予習： 2時間）
筋線維、筋原線維、サルコメア、ミオシン、アク
チンを調べておく。
（復習： 3時間）
筋の収縮メカニズム、筋細胞内の組織名や機能に
ついて理解を深める。

（予習： 2時間）
筋の収縮メカニズムや筋細胞内の組織名を理解し
ておく。
（復習： 3時間）
筋肉痛の原因や対処について正しい理解を深める
。

［授業方法］
講義ではスライドと配布資料を
用いる。実習ではトレーニング
場にてマシンウェイト・フリー
ウェイトの利点・欠点と関節ア
クションの理解を深め、実習レ
ポートを作成する。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ： プライオメトリック パワーの定義とスピード系トレーニングの重要性
を調べておく。
ス
Stretch‑shortening Cycle (SS
C) の効果やメカニズムについ （復習： 3時間）
て学び、プライオメトリックト SSC効果を最大に引き出す方法を覚える。
レーニングの意義や正しい実施
方法を習得する。
［授業方法］
講義ではスライドと配布資料を
用いる。実習ではコスモホール
にてプライオメトリックスを実
演し、実習レポートを作成する
。
［授業内容］
テーマ： 体力の分類・体力の
評価
体力の分類やフィジカルテスト
の評価を学ぶ。実習では自転車
エルゴを用いたフィジカルテス
トを行い、実習レポートを作成
する。
［授業方法］
講義ではスライドと配布資料を
用いる。実習ではトレーニング
場にて自転車エルゴを実演し、
実習レポートを作成する。
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（予習： 2時間）
日本における体力の分類を調べておく。
（復習： 3時間）
体力の分類と体力要素の評価方法をまとめておく
。

8

9

10

11

青木
越川

青木
越川

青木
中田

青木
冨田

［授業内容］
テーマ： 各種トレーニングの
実践方法
コーチングに結び付けるための
各種トレーニングの実践方法に
ついて学ぶ。実技ではプライオ
メトリックトレーニングの応用
方法を習得する。
［授業方法］
講義ではスライドと配布資料を
用いる。実習ではコスモホール
にてプライオメトリックスを実
演し、実習レポートを作成する
。
［授業内容］
テーマ： コントロールテスト
様々なフィジカルテストの方法
を理解し、実技ではコントロー
ルテストを行い実施方法や評価
を習得する。
［授業方法］
講義ではスライドと配布資料を
用いる。実習では陸上競技場に
てコントロールテストを実演し
、実習レポートを作成する。
［授業内容］
テーマ： サーキットトレーニ
ング
サーキットトレーニングの実施
方法や効果について理解し、実
技ではステーション方式のサー
キットを行い実施方法を習得す
る。
［授業方法］
講義ではスライドと配布資料を
用いる。実習ではバスケットボ
ール館にてサーキットを実演し
、実習レポートを作成する。
［授業内容］
テーマ： ストレッチング
ストレッチングの効果と実施上
の留意点を理解し、実技ではス
タティックストレッチングを行
い実施方法を習得する。
［授業方法］
講義ではスライドと配布資料を
用いる。実習では体操場にてス
トレッチングを実演し、実習レ
ポートを作成する。
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（予習： 2時間）
動的筋力を高めるためのトレーニング方法を調べ
ておく。
（復習： 3時間）
各自の専門須目に応じた実践的なトレーニング内
容についてまとめる。

（予習： 2時間）
体力運動能力を測定するテストについて、調べて
おく。
（復習： 3時間）
自身のコントロールテスト値を用いて、実施方法
と評価を理解する。

（予習： 2時間）
サーキットの長所と短所を調べておく。
（復習： 3時間）
実施したサーキットの特徴を整理しておく。

（予習： 2時間）
ストレッチングの種類を調べておく。
（復習： 3時間）
ストレッチングを効果的に使用するための留意点
を理解する。

12

高梨
中田
冨田

13

青木
坂本
高梨

14

坂本
青木
高梨

青木
坂本
越川
仲村
冨田
高梨
中田

［授業内容］
テーマ： トレーニング計画
様々なトレーニングの計画方法
について理解し、実技では自身
の計画に基づいたトレーニング
を実施して、計画から実践まで
の立案の方法を習得する。

（予習： 2時間）
各自の目標とするトレーニングを準備しておく。
（復習： 3時間）
計画と実践によって生じた様々な問題点を整理す
る。

［授業方法］
講義ではスライドと配布資料を
用いる。実習ではトレーニング
場で計画・実践し、実習レポー
トを作成する。
（予習： 2時間）
［授業内容］
これまでの資料を見て、質問内容を準備する。
テーマ： 講義まとめ
これまでの講義内容について、
担当教員に質問や相談をし理解
（復習： 3時間）
を深め、試験対策をする。
教員からの回答内容等を理解し、配布資料の整理
を行う。
［授業方法］
講義では、これまで配布された
スライド資料を持参する。実習
では、まだ済んでいない実習項
目をトレーニング場にて受講し
、実習レポートを作成する。
（予習： 2時間）
［授業内容］
トレーニングによる筋の適応と、特異性の原則を
テーマ： 特別講義
これまでのトレーニング法の改 理解しておく。
善点と、最新のトレーニング理
論や実践法を科学的研究成果を （復習： 3時間）
なぜ「放物動作」が重要であるか、力学的観点か
踏まえて学ぶ。
ら理解を深める。
［授業方法］
講義ではスライドと配布資料を
用いる。実習ではトレーニング
場にて放物動作を伴うパワート
レーニングの実施法を体験する
。
（予習： 8時間）
定期試験
講義の配布資料と実習レポートの写しを再度熟読
し、理解する。
（復習： 3時間）
試験で分からなかった問題を明らかにし、学習す
る。
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授業科目名
英語科目名

体力トレーニング論(含実習)
Strength Training: Theory & Practice

授業形態
開講学期

講義･実習
前期

対象学年

1

単位数

3.0

科目責任者 青木 和浩
科目担当者
坂本彰宏・越川一紀・仲村 明・冨田洋之・高梨雄太・中田 学
授業概要
[授業全体の内容]
今日では情報化社会が劇的に推進し、雑誌やインターネットから様々な知識を安易に閲覧する事が出来る。
これに伴い、誤った知識や知見なども社会に浸透している。スポーツ健康科学の領域においても、科学的に検
証をされていない指導や、専門的知識を持たない者からの指導が頻繁に行われており、健康・体力・スポーツ
競技力向上の妨げとなっているケースがある。
この授業科目の講義では、体力向上の基本的概念や意味、骨格筋の構造や特色を学び、トレーニング法の原
理・原則や具体的な実施法について学ぶ。また科学的検証結果を踏まえ、 これまで と 最新 のトレーニ
ング科学の違いを知る。実習では、講義で学んだ知識を活かし、ウェイトトレーニング・プライオメトリック
トレーニング・ストレッチングについて実践的学習を行う。また、フィールドや自転車エルゴメータを用いた
フィジカルテストなどの実施法を学ぶ。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」及び「スポーツ科学分野の専門的な実践力」とい
う学位授与方針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
1. トレーニングに関わる基礎理論や最新の科学的理論が理解できる。
2. トレーニングやフィジカルテストを安全かつ適切に実施することができる。
3. 骨格筋の特色やトレーニング刺激による適応のメカニズムを理解できる。
4. 既存のトレーニング実施法を客観的に評価でき、誤りを修正して新たな実施法を考案できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. トレーニングやストレッチングに関わる原理･原則を理解することが出来る（レポート、筆記試験）。
2. マシントレーニング・フリーウェイトトレーニング・プライオメトリックトレーニングの特色を理解し、
利点・欠点について述べることが出来る（筆記試験）。
3. トレーニング時の筋の収縮様式や関節のアクションを医科学的専門用語を用いて述べることが出来る（レ
ポート、筆記試験）。
4. 骨格筋の特性や適応について理解を示すことが出来る（筆記試験）。
5. フィジカルテストを安全かつ適切に実施し、データの解釈が出来る（レポート）。
[成績評価の方法]
実習レポート12回(40%)、筆記試験1回(60%)を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
解剖学の授業を参考にしながら受講すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. 如何なる理由でも、授業の総出席が2/3を満たさない場合は単位を与えない。
2. 実習では運動ウエア・シューズを必ず着用する。また、器具の破損や怪我を防ぐ為、利用規約を厳守する
。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業にて返却し、模範解答や評価のポイントを提示し、解説する。
[テキスト・参考書等]
初回のガイダンスで実習ノートを配布する。講義では、授業当日にスライド資料を配布する。
実習では実習ノートを必ず持参すること。また、スライド資料を参考にして実習を行う場合がある為、指定さ
れた授業日の資料も持参すること。
連絡先とオフィスアワー

1360

［連絡先］
担当： 青木 和浩
E‑mail： k‑aoki[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時： 火曜日12:20から13:10
場所： 1号館5回1509室
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生からの訪問に対応している可能性がある為
、出来るだけ事前にE‑mailで予約をしてください。
備考
［学修時間］
この授業科目は、講義と実習の両形態による3単位の科目であり、授業・実習56時間と準備学習79時間の計135
時間の学習を必要とする
［その他］
授業は前期に女子、後期に男子を対象とするが、履修登録状況によっては前期に一部男子を受け入れる。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
青木
（予習： 2時間）
1
［授業内容］
坂本
授業形態・内容・成績評価法についてシラバスを
テーマ： ガイダンス
越川
当該科目における授業の進め方 熟読する。
仲村
や成績評価方法について学ぶ。
冨田
（復習： 1時間）
高梨
授業形態・成績評価法・注意事項について理解を
［授業方法］
中田
実習ノートを配布し、授業の概 深める。自身が属するグループを確認し、次回か
要とレポート作成の注意点を口 らの実習場所や内容を理解する。
頭説明する。
坂本
（予習： 2時間）
2
［授業内容］
高梨
テーマ： レジスタンストレー 基礎的な筋肉・関節の名前が理解できるようにし
ておく。
ニング①
医科学的専門用語、骨格筋の特
性、マシンウェイトの特性（定 （復習： 3時間）
滑車・動滑車）について学ぶ。 定滑車と動滑車の利点、筋の収縮様式と関節アク
ションを覚える。
［授業方法］
講義ではスライドと配布資料を
用いる。実習ではトレーニング
場にてマシンウェイトの特性を
学び、実習レポートを作成する
。
坂本
（予習： 2時間）
3
［授業内容］
高梨
テーマ： レジスタンストレー 筋の収縮様式と関節アクションを覚える。三角関
数（sinθ、cosθ、tanθ） が理解できるよう
ニング②
フリーウェイトの特性とトルク にしておく。
の計算を学び、器具を正しく扱
（復習： 3時間）
う知識を得る。
フリーウェイトの利点や利用時の注意点、筋の収
縮様式と関節アクションを覚える。
［授業方法］
講義ではスライドと配布資料を
用いる。実習ではトレーニング
場にてフリーウェイトの特性を
学び、実習レポートを作成する
。
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4

5

6

7

坂本
高梨

坂本

坂本
越川

青木
高梨

［授業内容］
テーマ： レジスタンストレー
ニング③
骨格筋の構造、収縮メカニズム
、特性を学ぶ。
［授業方法］
講義ではスライドと配布資料を
用いる。実習ではトレーニング
場にて1RM測定方法や"負荷 ‑
最大挙上回数の関係"を学び、
実習レポートを作成する。
［授業内容］
テーマ： レジスタンストレー
ニング④
遅発性筋肉痛の発生メカニズム
や予防・対処法の効果について
学ぶ。

（予習： 2時間）
筋線維、筋原線維、サルコメア、ミオシン、アク
チンを調べておく。
（復習： 3時間）
筋の収縮メカニズム、筋細胞内の組織名や機能に
ついて理解を深める。

（予習： 2時間）
筋の収縮メカニズムや筋細胞内の組織名を理解し
ておく。
（復習： 3時間）
筋肉痛の原因や対処について正しい理解を深める
。

［授業方法］
講義ではスライドと配布資料を
用いる。実習ではトレーニング
場にてマシンウェイト・フリー
ウェイトの利点・欠点と関節ア
クションの理解を深め、実習レ
ポートを作成する。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ： プライオメトリック パワーの定義とスピード系トレーニングの重要性
を調べておく。
ス
Stretch‑shortening Cycle (SS
C) の効果やメカニズムについ （復習： 3時間）
て学び、プライオメトリックト SSC効果を最大に引き出す方法を覚える。
レーニングの意義や正しい実施
方法を習得する。
［授業方法］
講義ではスライドと配布資料を
用いる。実習ではコスモホール
にてプライオメトリックスを実
演し、実習レポートを作成する
。
［授業内容］
テーマ： 体力の分類・体力の
評価
体力の分類やフィジカルテスト
の評価を学ぶ。実習では自転車
エルゴを用いたフィジカルテス
トを行い、実習レポートを作成
する。
［授業方法］
講義ではスライドと配布資料を
用いる。実習ではトレーニング
場にて自転車エルゴを実演し、
実習レポートを作成する。
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（予習： 2時間）
日本における体力の分類を調べておく。
（復習： 3時間）
体力の分類と体力要素の評価方法をまとめておく
。

8

9

10

11

青木
越川

青木
越川

青木
中田

青木
冨田

［授業内容］
テーマ： 各種トレーニングの
実践方法
コーチングに結び付けるための
各種トレーニングの実践方法に
ついて学ぶ。実技ではプライオ
メトリックトレーニングの応用
方法を習得する。
［授業方法］
講義ではスライドと配布資料を
用いる。実習ではコスモホール
にてプライオメトリックスを実
演し、実習レポートを作成する
。
［授業内容］
テーマ： コントロールテスト
様々なフィジカルテストの方法
を理解し、実技ではコントロー
ルテストを行い実施方法や評価
を習得する。
［授業方法］
講義ではスライドと配布資料を
用いる。実習では陸上競技場に
てコントロールテストを実演し
、実習レポートを作成する。
［授業内容］
テーマ： サーキットトレーニ
ング
サーキットトレーニングの実施
方法や効果について理解し、実
技ではステーション方式のサー
キットを行い実施方法を習得す
る。
［授業方法］
講義ではスライドと配布資料を
用いる。実習ではバスケットボ
ール館にてサーキットを実演し
、実習レポートを作成する。
［授業内容］
テーマ： ストレッチング
ストレッチングの効果と実施上
の留意点を理解し、実技ではス
タティックストレッチングを行
い実施方法を習得する。
［授業方法］
講義ではスライドと配布資料を
用いる。実習では体操場にてス
トレッチングを実演し、実習レ
ポートを作成する。
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（予習： 2時間）
動的筋力を高めるためのトレーニング方法を調べ
ておく。
（復習： 3時間）
各自の専門須目に応じた実践的なトレーニング内
容についてまとめる。

（予習： 2時間）
体力運動能力を測定するテストについて、調べて
おく。
（復習： 3時間）
自身のコントロールテスト値を用いて、実施方法
と評価を理解する。

（予習： 2時間）
サーキットの長所と短所を調べておく。
（復習： 3時間）
実施したサーキットの特徴を整理しておく。

（予習： 2時間）
ストレッチングの種類を調べておく。
（復習： 3時間）
ストレッチングを効果的に使用するための留意点
を理解する。

12

高梨
中田
冨田

13

青木
坂本
高梨

14

坂本
青木
高梨

青木
坂本
越川
仲村
冨田
高梨
中田

［授業内容］
テーマ： トレーニング計画
様々なトレーニングの計画方法
について理解し、実技では自身
の計画に基づいたトレーニング
を実施して、計画から実践まで
の立案の方法を習得する。

（予習： 2時間）
各自の目標とするトレーニングを準備しておく。
（復習： 3時間）
計画と実践によって生じた様々な問題点を整理す
る。

［授業方法］
講義ではスライドと配布資料を
用いる。実習ではトレーニング
場で計画・実践し、実習レポー
トを作成する。
（予習： 2時間）
［授業内容］
これまでの資料を見て、質問内容を準備する。
テーマ： 講義まとめ
これまでの講義内容について、
担当教員に質問や相談をし理解
（復習： 3時間）
を深め、試験対策をする。
教員からの回答内容等を理解し、配布資料の整理
を行う。
［授業方法］
講義では、これまで配布された
スライド資料を持参する。実習
では、まだ済んでいない実習項
目をトレーニング場にて受講し
、実習レポートを作成する。
（予習： 2時間）
［授業内容］
トレーニングによる筋の適応と、特異性の原則を
テーマ： 特別講義
これまでのトレーニング法の改 理解しておく。
善点と、最新のトレーニング理
論や実践法を科学的研究成果を （復習： 3時間）
なぜ「放物動作」が重要であるか、力学的観点か
踏まえて学ぶ。
ら理解を深める。
［授業方法］
講義ではスライドと配布資料を
用いる。実習ではトレーニング
場にて放物動作を伴うパワート
レーニングの実施法を体験する
。
（予習： 8時間）
定期試験
講義の配布資料と実習レポートの写しを再度熟読
し、理解する。
（復習： 3時間）
試験で分からなかった問題を明らかにし、学習す
る。
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授業科目名
英語科目名

スポーツトレーニング総論
Science of Sports Training

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 吉村 雅文
科目担当者
鯉川なつえ、武田剛、外来講師
授業概要
［授業全体の内容］
スポーツトレーニングを科学的に理解するために、スポーツトレーニング総論では、トレーニングの基礎的な
知識を習得し、また、最先端の実践的講義を通してスポーツトレーニングに関して総合的に学ぶ。この授業で
は、トレーニングの原理原則、発育発達とトレーニング、トレーニング理論と方法、障害者スポーツ、トレー
ニングと栄養、女性スポーツトレーニング等々について理解を深めるとともに、スポーツトレーニングのトレ
ンドについて興味関心を深める。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関係）］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身につけるため
の科目の１つとして開講される。また、スポーツ科学科においては、「スポーツ科学の知識の基づき、現場で
指導できる能力ないしは研究できる能力」という学位授与方針の達成にも寄与する。
［授業の到達目標］
1.トレーニングの原理原則およびトレーニングの期分け・方法について理解し、説明できる。
2.発育発達とトレーニングの考え方について理解し、説明できる。
3.障害者のスポーツトレーニングについて理解し、説明できる。
4.五大栄養素の役割と効果的な摂取方法、トレーニング内容に合った栄養素の摂取方法および吸収率について
理解し、説明できる。
5.水中運動を処方する際に考慮すべき水の物理的特性と生理応答について説明できる。また、水泳のフィジカ
ルトレーニングの目的と具体的方法論を説明できる。
6.アンチドーピングの意義と検査手順について説明できる。
7.発育発達、体力、運動能力の性差について説明できる。また、女性におけるスポーツトレーニングの諸問題
について説明できる。
8.幼児のスポーツトレーニングについて説明できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.トレーニングの原理原則およびトレーニングの期分け・方法について説明できる（小テスト・定期試験）。
2.発育発達とトレーニングの考え方について説明できる（小テスト・定期試験）。
3.障害者のスポーツトレーニングについて説明できる（レポート）。
4.五大栄養素の役割と効果的な摂取方法、トレーニング内容に合った栄養素の摂取方法および吸収率について
説明できる（レポート）。
5.水中運動を処方する際に考慮すべき水の物理的特性と生理応答について説明できる。また、水泳のフィジカ
ルトレーニングの目的と具体的方法論を説明できる（小テスト・定期試験）。
6.アンチドーピングの意義と検査手順について説明できる（小テスト・定期試験）。
7.発育発達、体力、運動能力の性差について、また、女性におけるスポーツトレーニングの諸問題について説
明できる（小テスト・定期試験）。
8.幼児のスポーツトレーニングについて説明できる（レポート）。
［成績評価の方法］
課題レポート(20%)、小テスト(20%)ならびに定期試験(60%)を総合して評価する。
履修における留意事項
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［履修要件］
機能解剖学、生理学、体力トレーニング論、スポーツ外傷・障害を受講していることが望ましい。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
レポート提出は、課題提示の翌週木曜日17:00までを厳守、1号館5F吉村研究室前のレポートBOXに提出するこ
と。必ず表紙を付け、表紙には学科、学籍番号、表題を明記し、ホッチキス留めで提出すること。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
定期試験の時間は、1時間とし、残りの時間で模範解答について解説する。
［テキスト・参考書等］
必要に応じ、授業時に文献、参考図書等について紹介するので、自主的に取り寄せ、精読していただきたい。
さらに、必要に応じ、授業時に資料を配付するので、予習復習に役立てもらいたい。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：吉村雅文
E‑mail：msyoshi@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：月曜日および金曜日 12:00〜12:50
場所：1号館5階、1528室
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約があった学生を優先します。
できる限り、前日までにE‑mailで予約するように心がけてください。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業100分（50分+50分）の14週30時間と準備学習60
時間の計90時間の学修を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、スポーツ科学科の必修科目として位置づけられています。また、社会体育指導者資格取得に
必要な科目となっています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
吉村雅文
(予習：2h)
1
［授業内容］
鯉川なつえ
授業の目的、シラバスの概要、 授業の目的およびシラバスを熟読し、本講義担当
武田 剛
評価方法、授業の進め方につい 者の情報を収集しておく。
て理解する。またレポートの作
(復習：3h)
成方法を学習する。
レポートの作成方法を復習し、次回講義の資料を
読み課題を作成する。
［授業方法］
授業の目的、シラバスの概要お
よび評価方法を解説する。また
レポートの作成方法を解説した
のち、本講義のレポート作成の
実習をおこなう。
吉村雅文
（予習：2h）
2
［授業内容］
トレーニングの原理原則につい 「オーバーロードの原則」について十分調べてく
ること。
て理解を深める。
（復習：2h）
［授業方法］
パワーポイントを用いて講義を オーバーロードの原則、トレーニングの原則、ト
行い、その後、トレーニングの レーニングの分類について整理する。
原理原則について小テストを行
う。
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3

吉村雅文

4

吉村雅文

5

吉村雅文

6

吉村雅文

7

外来講師

（予習：2h）
［授業内容］
トレーニングの方法、ピリオダ 「ピリオダオゼーション」とは何か調べてくるこ
オゼーション、トレーニング理 と。
論について理解を深める。
（復習：2h）
ピリオダイゼーショントレーニング、テーパーリ
［授業方法］
パワーポイントを用いて講義を ング期、ピーキングについて整理する。
行い、その後、トレーニングの
方法、ピリオダオゼーション、
トレーニング理論に関するワー
クシートを作成する。
（予習：2h）
［授業内容］
一貫指導の考え方、成長のプロ ポストゴールデンエイジの特徴である、Clumsyに
セスと各年代の特徴、U‑12年代 ついて調べてくる。
にすべきことおよび伸びやすい
要素等々について理解を深める （復習：2h）
プレゴールデンエイジ、ゴールデンエイジ、ポス
。
トゴールデンエイジ、インディペンデントエイジ
について整理する。
［授業方法］
パワーポイントを用いて講義を
行い、その後、プレゴールデン
エイジ、ゴールデンエイジ、ポ
ストゴールデンエイジについて
の小テストを行う。
（予習：2h）
［授業内容］
トレーニングの基礎、原理、準 「トレーニングの変量」とは何か調べてくること
備、変量および休息と回復につ 。
いて理解を深める。
（復習：2h）
トレーニングの準備、トレーニングの変量、休息
［授業方法］
パワーポイントを用いて講義を と回復、プランニングについて整理する。
行い、その後、トレーニングの
基礎、原理、準備、変量および
休息と回復についてのワークシ
ートを作成する。
（予習：2h）
［授業内容］
育成年代のトレーニングとその ゴールデンエイジの時期に重要となる身体活動に
考え方：育成年代の指導におい ついて調べてくること。
て、重要となるトレーニングお
よび考え方について解説する。 （復習：2h）
［授業方法］
（予習：2h）
［授業内容］
障害者のスポーツトレーニング 障がい者のスポーツについて情報収集してくる。
について学習し、理解する。
（復習：3h）
障がい者スポーツの抱える問題、課題についてま
［授業方法］
「身体障害」や「知的障害」な とめ、レポートを作成する。
どの障害がある人が行うスポー
ツトレーニングについて解説す
る。また、クイズ形式の質問に
手を上げて回答させ、グループ
でのディスカッションをおこな
う。
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8

9

10

11

12

外来講師

武田

武田

剛

剛

外来講師

鯉川なつえ

［授業内容］
五大栄養素の役割と効率的な摂
取方法について理解する。また
、トレーニング内容に合った栄
養素の摂取方法および吸収率に
ついて理解する。

（予習：2h）
事前配布資料を読み、五大栄養素の基礎知識を深
めておく、また、自身のここ数日の食事内容を書
き出しておく。

（復習：3h）
各栄養素の役割についてまとめ、各栄養素がトレ
ーニングに及ぼす効果について、また、トレーニ
［授業方法］
五大栄養素および栄養素の摂取 ングに応じた栄養摂取についてまとめ、自身の栄
基準について解説する。また、 養摂取状態を元にレポートを作成する。
トレーニングと栄養素の関係性
および各栄養素の吸収率を高め
る摂取方法について解説する。
さらに、クイズ形式の質問に手
を上げて回答させ、グループで
のディスカッションをおこなう
。
（予習：2h）
［授業内容］
水中運動を処方する際に考慮す 密度、圧力、粘性について理解度を深めておく。
べき水の物理的特性と生理応答
を学習する。また水泳のフィジ （復習：2h）
カルトレーニングの目的と具体 自身の競技に活用できそうな水中運動エクササイ
ズを考案し、ノートにまとまる。
的方法論を学習する。
［授業方法］
講義の内容の解説を講義形式で
実施する。グループワークにて
特定の運動種目を水中で実施す
る際の陸上との生理応答の違い
をポスターにまとめる。
（予習：2h）
［授業内容］
アンチドーピングの意義と検査 ドーピングの歴史について調べてノートにまとめ
る。
手順について学習する。
［授業方法］
講義内容の解説と、授業内で学
生ペア同士で理解度を確認する
小テストを作成し、互いに解答
と解説を実施する。
［授業内容］
幼児のスポーツトレーニングに
ついて学習し、理解する。

（復習：2h）
ドーピング手順のフローチャートを作成し、ノー
トにまとめる。

［授業方法］
幼児期のスポーツトレーニング
の目的、手法および効果につい
て解説する。また、実際に幼児
トレーニングを体験させる。
［授業内容］
発育発達、体力、運動能力の性
差について理解する。

（復習：3h）
幼児のスポーツトレーニングの効果および指導上
の留意点についてをまとめ、効果的な幼児のスポ
ーツトレーニングについてレポートを作成する。

（予習：2h）
幼児スポーツおよびコーディネーショントレーニ
ングについて情報収集する。

（予習：2h）
事前配布資料を熟読し、自分がスポーツ現場にお
いて感じている「性差」をまとめる。

（復習：2h）
［授業方法］
男女の発育発達および体力と運 体力・トレーニングにおける性差をノートにまと
動能力の性差について解説する め、復習する。
。また、クイズ形式の質問に手
を上げて回答させ、最後にミニ
テストをおこなう。
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鯉川なつえ
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鯉川なつえ

（予習：2h）
［授業内容］
女性におけるスポーツトレーニ 事前配布資料を熟読し、Female Athlete Traidに
ングの諸問題について理解する ついて調べておく。
。
（復習：2h）
プリントを用いて、女性アスリートの諸問題の解
［授業方法］
月経周期とホルモンの分泌、女 決方法について、ノートにまとめる。
性の年齢に応じたトレーニング
留意点について解説する。また
、クイズ形式の質問に手を上げ
て回答させ、最後にミニテスト
をおこなう。
（予習：2h）
［授業内容］
全米大学体育協会(NCAA)のシス 全米大学体育協会（NCAA)について調べておく。
テムとトレーニング方法につい
て学習し、日米の違いについて （復習：2h）
NCAAについてまとめ、アメリカと日本の学生スポ
理解する。
ーツの違いについてレポートを作成する 。
［授業方法］
アメリカにおけるトレーニング
システムについて解説する。ま
た、クイズ形式の質問に手を上
げて回答させ、グループでのデ
ィスカッションをおこなう。
定期試験および模範解答解説
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授業科目名
英語科目名

スポーツトレーニング総論
Science of Sports Training

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 吉村 雅文
科目担当者
鯉川なつえ、武田剛、外来講師
授業概要
［授業全体の内容］
スポーツトレーニングを科学的に理解するために、スポーツトレーニング総論では、トレーニングの基礎的な
知識を習得し、また、最先端の実践的講義を通してスポーツトレーニングに関して総合的に学ぶ。この授業で
は、トレーニングの原理原則、発育発達とトレーニング、トレーニング理論と方法、障害者スポーツ、トレー
ニングと栄養、女性スポーツトレーニング等々について理解を深めるとともに、スポーツトレーニングのトレ
ンドについて興味関心を深める。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関係）］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身につけるため
の科目の１つとして開講される。また、スポーツ科学科においては、「スポーツ科学の知識の基づき、現場で
指導できる能力ないしは研究できる能力」という学位授与方針の達成にも寄与する。
［授業の到達目標］
1.トレーニングの原理原則およびトレーニングの期分け・方法について理解し、説明できる。
2.発育発達とトレーニングの考え方について理解し、説明できる。
3.障害者のスポーツトレーニングについて理解し、説明できる。
4.五大栄養素の役割と効果的な摂取方法、トレーニング内容に合った栄養素の摂取方法および吸収率について
理解し、説明できる。
5.水中運動を処方する際に考慮すべき水の物理的特性と生理応答について説明できる。また、水泳のフィジカ
ルトレーニングの目的と具体的方法論を説明できる。
6.アンチドーピングの意義と検査手順について説明できる。
7.発育発達、体力、運動能力の性差について説明できる。また、女性におけるスポーツトレーニングの諸問題
について説明できる。
8.幼児のスポーツトレーニングについて説明できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.トレーニングの原理原則およびトレーニングの期分け・方法について説明できる（小テスト・定期試験）。
2.発育発達とトレーニングの考え方について説明できる（小テスト・定期試験）。
3.障害者のスポーツトレーニングについて説明できる（レポート）。
4.五大栄養素の役割と効果的な摂取方法、トレーニング内容に合った栄養素の摂取方法および吸収率について
説明できる（レポート）。
5.水中運動を処方する際に考慮すべき水の物理的特性と生理応答について説明できる。また、水泳のフィジカ
ルトレーニングの目的と具体的方法論を説明できる（小テスト・定期試験）。
6.アンチドーピングの意義と検査手順について説明できる（小テスト・定期試験）。
7.発育発達、体力、運動能力の性差について、また、女性におけるスポーツトレーニングの諸問題について説
明できる（小テスト・定期試験）。
8.幼児のスポーツトレーニングについて説明できる（レポート）。
［成績評価の方法］
課題レポート(20%)、小テスト(20%)ならびに定期試験(60%)を総合して評価する。
履修における留意事項
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［履修要件］
機能解剖学、生理学、体力トレーニング論、スポーツ外傷・障害を受講していることが望ましい。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
レポート提出は、課題提示の翌週木曜日17:00までを厳守、1号館5F吉村研究室前のレポートBOXに提出するこ
と。必ず表紙を付け、表紙には学科、学籍番号、表題を明記し、ホッチキス留めで提出すること。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
定期試験の時間は、1時間とし、残りの時間で模範解答について解説する。
［テキスト・参考書等］
必要に応じ、授業時に文献、参考図書等について紹介するので、自主的に取り寄せ、精読していただきたい。
さらに、必要に応じ、授業時に資料を配付するので、予習復習に役立てもらいたい。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：吉村雅文
E‑mail：msyoshi@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：月曜日および金曜日 12:00〜12:50
場所：1号館5階、1528室
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約があった学生を優先します。
できる限り、前日までにE‑mailで予約するように心がけてください。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業100分（50分+50分）の14週30時間と準備学習60
時間の計90時間の学修を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、スポーツ科学科の必修科目として位置づけられています。また、社会体育指導者資格取得に
必要な科目となっています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
吉村雅文
(予習：2h)
1
［授業内容］
鯉川なつえ
授業の目的、シラバスの概要、 授業の目的およびシラバスを熟読し、本講義担当
武田 剛
評価方法、授業の進め方につい 者の情報を収集しておく。
て理解する。またレポートの作
(復習：3h)
成方法を学習する。
レポートの作成方法を復習し、次回講義の資料を
読み課題を作成する。
［授業方法］
授業の目的、シラバスの概要お
よび評価方法を解説する。また
レポートの作成方法を解説した
のち、本講義のレポート作成の
実習をおこなう。
吉村雅文
（予習：2h）
2
［授業内容］
トレーニングの原理原則につい 「オーバーロードの原則」について十分調べてく
ること。
て理解を深める。
（復習：2h）
［授業方法］
パワーポイントを用いて講義を オーバーロードの原則、トレーニングの原則、ト
行い、その後、トレーニングの レーニングの分類について整理する。
原理原則について小テストを行
う。
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3

吉村雅文

4

吉村雅文

5

吉村雅文

6

吉村雅文

7

（予習：2h）
［授業内容］
トレーニングの方法、ピリオダ 「ピリオダオゼーション」とは何か調べてくるこ
オゼーション、トレーニング理 と。
論について理解を深める。
（復習：2h）
ピリオダイゼーショントレーニング、テーパーリ
［授業方法］
パワーポイントを用いて講義を ング期、ピーキングについて整理する。
行い、その後、トレーニングの
方法、ピリオダオゼーション、
トレーニング理論に関するワー
クシートを作成する。
（予習：2h）
［授業内容］
一貫指導の考え方、成長のプロ ポストゴールデンエイジの特徴である、Clumsyに
セスと各年代の特徴、U‑12年代 ついて調べてくる。
にすべきことおよび伸びやすい
要素等々について理解を深める （復習：2h）
プレゴールデンエイジ、ゴールデンエイジ、ポス
。
トゴールデンエイジ、インディペンデントエイジ
について整理する。
［授業方法］
パワーポイントを用いて講義を
行い、その後、プレゴールデン
エイジ、ゴールデンエイジ、ポ
ストゴールデンエイジについて
の小テストを行う。
（予習：2h）
［授業内容］
トレーニングの基礎、原理、準 「トレーニングの変量」とは何か調べてくること
備、変量および休息と回復につ 。
いて理解を深める。
（復習：2h）
トレーニングの準備、トレーニングの変量、休息
［授業方法］
パワーポイントを用いて講義を と回復、プランニングについて整理する。
行い、その後、トレーニングの
基礎、原理、準備、変量および
休息と回復についてのワークシ
ートを作成する。
（予習：2h）
［授業内容］
育成年代のトレーニングとその ゴールデンエイジの時期に重要となる身体活動に
考え方：育成年代の指導におい ついて調べてくること。
て、重要となるトレーニングお
よび考え方について解説する。 （復習：2h）

［授業方法］
吉村雅文、外来講 ［授業内容］
（予習：2h）
師
障害者のスポーツトレーニング 障がい者のスポーツについて情報収集してくる。
について学習し、理解する。
（復習：3h）
障がい者スポーツの抱える問題、課題についてま
［授業方法］
「身体障害」や「知的障害」な とめ、レポートを作成する。
どの障害がある人が行うスポー
ツトレーニングについて解説す
る。また、クイズ形式の質問に
手を上げて回答させ、グループ
でのディスカッションをおこな
う。
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9

10

11

12

吉村雅文、外来講 ［授業内容］
師
五大栄養素の役割と効率的な摂
取方法について理解する。また
、トレーニング内容に合った栄
養素の摂取方法および吸収率に
ついて理解する。

武田

武田

剛

剛

（予習：2h）
事前配布資料を読み、五大栄養素の基礎知識を深
めておく、また、自身のここ数日の食事内容を書
き出しておく。

（復習：3h）
各栄養素の役割についてまとめ、各栄養素がトレ
ーニングに及ぼす効果について、また、トレーニ
［授業方法］
五大栄養素および栄養素の摂取 ングに応じた栄養摂取についてまとめ、自身の栄
基準について解説する。また、 養摂取状態を元にレポートを作成する。
トレーニングと栄養素の関係性
および各栄養素の吸収率を高め
る摂取方法について解説する。
さらに、クイズ形式の質問に手
を上げて回答させ、グループで
のディスカッションをおこなう
。
（予習：2h）
［授業内容］
水中運動を処方する際に考慮す 密度、圧力、粘性について理解度を深めておく。
べき水の物理的特性と生理応答
を学習する。また水泳のフィジ （復習：2h）
カルトレーニングの目的と具体 自身の競技に活用できそうな水中運動エクササイ
ズを考案し、ノートにまとまる。
的方法論を学習する。
［授業方法］
講義の内容をスライドにて講義
を行う。講義内容について受講
生に小テスト各問題を作成して
もらい、授業内でこのテストを
実施し、復習を行う。
（予習：2h）
［授業内容］
アンチドーピングの意義と検査 ドーピングの歴史について調べてノートにまとめ
る。
手順について学習する。

［授業方法］
講義の内容をスライドにて講義
を行う。講義内容について受講
生に小テスト各問題を作成して
もらい、授業内でこのテストを
実施し、復習を行う。
吉村雅文、外来講 ［授業内容］
師
幼児のスポーツトレーニングに
ついて学習し、理解する。

（復習：2h）
ドーピング手順のフローチャートを作成し、ノー
トにまとめる。

［授業方法］
幼児期のスポーツトレーニング
の目的、手法および効果につい
て解説する。また、実際に幼児
トレーニングを体験させる。
［授業内容］
発育発達、体力、運動能力の性
差について理解する。

（復習：3h）
幼児のスポーツトレーニングの効果および指導上
の留意点についてをまとめ、効果的な幼児のスポ
ーツトレーニングについてレポートを作成する。

鯉川なつえ

（予習：2h）
幼児スポーツおよびコーディネーショントレーニ
ングについて情報収集する。

（予習：2h）
事前配布資料を熟読し、自分がスポーツ現場にお
いて感じている「性差」をまとめる。

（復習：2h）
［授業方法］
男女の発育発達および体力と運 体力・トレーニングにおける性差をノートにまと
動能力の性差について解説する め、復習する。
。また、クイズ形式の質問に手
を上げて回答させ、最後にミニ
テストをおこなう。
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鯉川なつえ
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鯉川なつえ

（予習：2h）
［授業内容］
女性におけるスポーツトレーニ 事前配布資料を熟読し、Female Athlete Traidに
ングの諸問題について理解する ついて調べておく。
。
（復習：2h）
プリントを用いて、女性アスリートの諸問題の解
［授業方法］
月経周期とホルモンの分泌、女 決方法について、ノートにまとめる。
性の年齢に応じたトレーニング
留意点について解説する。また
、クイズ形式の質問に手を上げ
て回答させ、最後にミニテスト
をおこなう。
（予習：2h）
［授業内容］
全米大学体育協会(NCAA)のシス 全米大学体育協会（NCAA)について調べておく。
テムとトレーニング方法につい
て学習し、日米の違いについて （復習：2h）
NCAAについてまとめ、アメリカと日本の学生スポ
理解する。
ーツの違いについてレポートを作成する 。
［授業方法］
アメリカにおけるトレーニング
システムについて解説する。ま
た、クイズ形式の質問に手を上
げて回答させ、グループでのデ
ィスカッションをおこなう。
定期試験および模範解答解説
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授業科目名
英語科目名
対象学年

スポーツ障害の予防とリハビリテーション実習
授業形態
Practice of Prevention of Sports Injury and Rehabili 開講学期
tation
2
単位数

実習
前期
2.0

科目責任者 髙澤 祐治
科目担当者
門屋悠香、窪田敦之、中新井田敦子、竹内保男、鹿倉二郎
授業概要
［授業全体の内容］
アスレティックリハビリテーションは、安全かつ早期の競技復帰が望まれており、的確な情報収集と評価に
基づくプログラムの実施が重要である。この授業では、運動とスポーツ傷害の関係を身体の構造、機能の面か
ら学習し、実習を通してアスレティックリハビリテーション計画の作成および指導方法を紹介する。
この授業は、日本体育協会公認アスレティックトレーナー養成カリキュラムのうち、専門科目「8．アスレ
ティックリハビリテーション」に該当します。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」を身に付けるための科目として開講される。
［授業の到達目標］
1．整形外科的メディカルチェックが説明できる。
2．緊急事態に対する救急処置が実施できる。
3．傷害ごとにアスレティックリハビリテーションを説明できる。
4．アスレティックリハビリテーション実施上の留意点が説明できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1．整形外科的メディカルチェックが説明できる（定期試験）
2．緊急事態に対する救急処置が実施できる（実技試験）
3．上肢・下肢・体幹それぞれの傷害に対するアスレティックリハビリテーション説明できる（定期試験）
4．アスレティックリハビリテーション実施上の留意点が理解できている（定期試験）
5．授業中や予習・復習の取組状況によって授業態度を評価する（平常点）
［成績評価の方法］
課題レポート1回（20％）、実技試験（10％）、定期試験（50％）、平常点（20％）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
特になし
［履修上の注意（科目独自のルール）］
実習は、50名ほどのグループに分かれて実施する。
毎回、運動するのに適した服装を準備すること。
1回の授業について、出席時間が3分の2に満たない場合は、欠席扱いとする。
また、遅刻及び早退については、出席と異なる扱いとする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業中に課す小テストや課題については、授業内で解説をおこなう。
定期試験については、J‑PASS上で解説をおこなう。
［テキスト・参考書等］
・日本体育協会公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト（7）アスレティックリハビリテーション
上記テキストは参考書であり、必ず用意する必要はありません。
その他、授業中に適宜、資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー

1375

［連絡先］
担当：門屋 悠香
※連絡先は、授業内でお知らせします
［オフィスアワー］
日時：水曜日12：20〜13：10
場所：1号館5階1516号室（アスレティックトレーニング学研究室）
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるためできるだけ前日まで
にE‑mailで予約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、実習の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、日本体育協会公認スポーツ指導者の講習免除に必要な科目のうち、アスレティックトレー
ナーの「専門科目」における必修科目として位置づけられています。
受講人数が100名を超える場合には、授業方法を変更する場合があります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
髙澤祐治
（予習：1h）
1
［授業内容］
門屋悠香
本授業のながれと注意事項を確 シラバスを確認する
認する。
（復習：1h）
アスレティックリハビリテーションの意義につい
［授業方法］
オリエンテーションをおこない て確認する
、授業の目的、意義、授業の進
め方などについて解説する。
グループ分けを実施する。
髙澤祐治
（予習：1h）
2
［授業内容］
門屋悠香
傷害予防とアスレティックリハ アスレティックリハビリテーションとメディカル
ビリテーションの意義について リハビリテーションの違いについて調べる
理解を深める。
（復習：1h）
スポーツドクターの視点から見たリハビリテーシ
［授業方法］
スポーツドクターとアスレティ ョンとアスレティックリハビリテーションの特徴
ックトレーナーそれぞれの視点 について確認する
から、傷害予防とアスレティッ
クリハビリテーションの意義を
解説する。
グループワーク①：設定した競
技に起こりやすいスポーツ傷害
を挙げ、まとめる。
髙澤祐治
（予習：1h）
3
［授業内容］
窪田敦之
メディカルチェックを体験・学 整形外科的メディカルチェックの意義と方法につ
いて調べる
習する（1）
（復習：1h）
［授業方法］
整形外科的メディカルチェック 整形外科的メディカルチェックの具体的な方法に
の意義、目的、方法について解 ついて復習する
説する。
グループワーク②：傷害調査、
携帯計測を実施し、グループ内
でまとめる。
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4

5

6

髙澤祐治
窪田敦之

門屋悠香

鹿倉二郎

（予習：1h）
［授業内容］
メディカルチェックを体験・学 自分の関節の動きについて医学用語を用いて学習
する
習する（2）
［授業方法］
関節可動域の測定、タイトネス
テスト、ルーズネステスト、ス
ペシャルテストについて解説す
る。
自身のメディカルチェックシー
トを作成する。
［授業内容］
アスレティックリハビリテーシ
ョンプログラムの作成手順につ
いて理解を深める。
［授業方法］
アスレティックリハビリテーシ
ョンの意義、目的、実施上の注
意、さらにはプログラムの作成
について解説する。
次回からの実習に向けて、プロ
グラム用のワークシートを作成
する。
［授業内容］
アスレティックリハビリテーシ
ョンの実際を体験・学習する。

（復習：1h）
各種テストの意義、目的について確認するととも
に、実施上の注意点について復習する

（予習：1h）
アスレティックリハビリテーションの目的、意義
、実施上の注意について調べる
（復習：1h）
アスレティックリハビリテーションの概略につい
て確認するとともに、全体のリスク管理について
も復習する

（予習：1h）
肩関節の解剖、筋肉について調べる
肩関節の外傷、傷害について調べる

（復習：1h）
肩関節の外傷、障害に対するアスレティックリハ
ビリテーションプログラムについて確認するとと
［授業方法］
肩関節の外傷・障害について解 もに、リスク管理ついて復習する
説するとともに、それらに対す
る各種リハビリエクササイズ、
リスク管理について実習する。
（1）上肢①（肩関節）

7

鹿倉二郎

ペアになり、肩関節傷害のアス
レティックリハビリテーション
を実施し評価しあう。
（予習：1h）
［授業内容］
アスレティックリハビリテーシ 肘関節、手関節の解剖、筋肉について調べる
ョンの実際を体験・学習する。 肘関節、手関節の外傷、傷害について調べる
（2）上肢②（肘関節、手関節
（復習：1h）
）
肘関節、手関節の外傷、障害に対するアスレティ
ックリハビリテーションプログラムについて確認
［授業方法］
肘関節、手関節の外傷、障害に するとともに、リスク管理ついて復習する
ついて解説するとともに、それ
らに対する各種リハビリエクサ
サイズ、リスク管理について解
説・実演する。
ペアになり、肘関節傷害のアス
レティックリハビリテーション
を実施し評価しあう。
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8

中新井田敦子

（予習：1h）
［授業内容］
アスレティックリハビリテーシ 膝関節の解剖、筋肉について調べる
ョンの実際を体験・学習する。 膝関節の外傷、傷害について調べる
（復習：1h）
膝関節の外傷、障害に対するアスレティックリハ
ビリテーションプログラムについて確認するとと
［授業方法］
膝関節の外傷、障害について解 もに、リスク管理ついて復習する
説するとともに、それらに対す
る各種リハビリエクササイズ、
リスク管理について解説・実演
する。
ペアになり、膝関節傷害のアス
レティックリハビリテーション
を実施し評価しあう。
（予習：1h）
［授業内容］
アスレティックリハビリテーシ 足関節、足部の解剖、筋肉について調べる
ョンの実際を体験・学習する。 足関節、足部の外傷、傷害について調べる
（3）下肢①（膝関節）

9

10

中新井田敦子

門屋悠香

（4）下肢②（足関節、足部） （復習：1h）
足関節、足部の外傷、障害に対するアスレティッ
クリハビリテーションプログラムについて確認す
［授業方法］
足関節、足部の外傷、障害につ るとともに、リスク管理ついて復習する
いて解説するとともに、それら
に対する各種リハビリエクササ
イズ、リスク管理について解説
・実演する。
ペアになり、足関節傷害のアス
レティックリハビリテーション
を実施し評価しあう。
（予習：1h）
［授業内容］
アスレティックリハビリテーシ 大腿部、下腿部の筋の名称および起始、停止、機
ョンの実際を体験・学習する。 能について調べる
肉離れの病態について調べる
（5）下肢③（大腿部・股関節
（復習：1h）
）
肉離れの病態について確認するとともに予防のた
めの各種エクササイズの目的、意義、実施上の注
［授業方法］
特に大腿部の外傷、障害につい 意などについて確認する
て解説するとともに、それらに
対する各種リハビリエクササイ
ズ、リスク管理について解説・
実演する。
ペアになり、大腿部傷害のアス
レティックリハビリテーション
を実施し評価しあう。
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11

門屋悠香

12

門屋悠香

13

14

門屋悠香

竹内保男

（予習：1h）
［授業内容］
アスレティックリハビリテーシ 体幹筋群の名称およびその機能について調べる
ョンの実際を体験・学習する。 外傷・障害予防のための代表的なエクササイズに
ついて調べる
（6）体幹
（復習：1h）
体幹を中心とした外傷・障害予防のためのエクサ
［授業方法］
体幹、特に腰部の外傷、障害に サイズのプログラミング、実施上の注意点などに
ついて解説するとともに、それ ついて復習する
らに対する各種リハビリエクサ
サイズ、リスク管理について解
説・実演する。
ペアになり、腰部傷害のアスレ
ティックリハビリテーションを
実施し評価しあう。
（予習：1h）
［授業内容］
フィールド上での各種エクササ 以下の用語について調べる
・投球動作
イズ
・アジリティ
について体験・学習する。
［授業方法］
アスレティックリハビリテーシ
ョンの後期に行われる動作エク
ササイズについて解説し実演す
る。
ペアになり、動作エクササイズ
の指導をおこない、評価しあう
。
［授業内容］
傷害予防のための各種エクササ
イズについて体験・学習する。
［授業方法］
特に体幹を中心に傷害予防のた
めのエクササイズについて実習
する。
ペアになり、エクササイズ指導
を実施し評価しあう。
［授業内容］
心肺蘇生法の実際を体験・学習
する

（復習：1h）
各種エクササイズの目的、方法、実施する際の注
意、リスク管理について確認する

（予習：1h）
関節の可動性・安定性・モーターコントロールに
ついて調べる
（復習：1h）
スタビリティトレーニング、ファンクショナルト
レーニングについて整理する

（予習：2h）
以下の用語について調べる
・死戦期呼吸
・救命曲線

［授業方法］
AEDを組み合わせた心肺蘇生法 （復習：2h）
の意義、方法、注意点について 人工呼吸および胸骨圧迫実施時の注意事項などに
ついて確認する
解説・実演する。
ペアになり、チェックシートに
従いAED使用のテストをおこな
う。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

機能解剖学
Functional Anatomy

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 和気 秀文
科目担当者
窪田 敦之、山中 航
授業概要
[授業全体の内容]
「人体の構造と機能」に関する知識はスポーツ科学や健康科学系学問分野の基盤である。本授業では、人体を
呼吸器系、循環器系、消化器系、泌尿器系、神経・感覚器系、自律神経・内分泌器系、そして運動器系に分け
、特にこれらの構造的側面について学ぶ。但し、運動器系に関しては本学部の特色を考慮し、骨格筋や関節の
動き(機能的側面）についても時間をかけて学ぶ。一斉授業であるが、グループワーク（１グループにつき１
０名程度）も行い、協力して講義内容の理解度を深める。また、ICTを用いた授業も展開する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
解剖学は生理学と同様に、基礎医学の中心に位置する学問である。人体の構造について深く理解することによ
って、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付けるとともに、
グループワークを通じて「協働で課題を解決するために必要なコミュニケーション能力」を身に付けるための
科目の一つとして開講される。また、スポーツ科学科においては、「スポーツ医科学とコーチング科学を中心
としたスポーツ科学についての知識と技能 」および「スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力
ないしは研究できる能力」という学位授与方針の達成にも寄与する。
[授業の到達目標]
１．人体の構成を器官系に分け、その形態や構造について説明することができる。
２．運動器系（骨格、関節、骨格筋、腱および靭帯）については、その機能についても十分理解し、身体運動
の仕組みについて説明することができる。
成績評価
[成績評価の基準]
１．人体の構成を器官系に分け、その形態や構造について理解している（定期試験）。
２．運動器系（骨格、関節、骨格筋、腱および靭帯）については、その機能についても十分理解し、身体運動
の仕組みについて説明できる（定期試験）。
３．授業中の発言、予習・復習の取組状況、グループワークにおける貢献度によって授業態度を評価する（平
常点）。
[成績評価の方法]
平常点（10%）、定期試験（和気・山中担当分：45%、窪田担当分：45%）を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
スポーツ健康学系の大学出身者は卒業後の進路に関わらず、身体科学のスペシャリストであると期待される。
常にからだの仕組みについて興味を持ち、高い学修意欲をもって授業に臨むこと。
[履修上の注意(科目独自ルール）]
毎回の講義資料をJ‑Passにアップしているので、以下の図書も参考にしながら、予習と復習をするように努め
ること。単位の取得には、授業回数の３分の２以上出席していること、授業態度が良好であること、かつ試験
に合格することが前提である。
[試験に対するフィードバックの方法]
定期試験後には、要望があれば個別に解説や指導を行う。また、正答率を提示する。
[テキスト]
以下の図書を使用するので購入すること。
A 「系統看護学講座 専門基礎 解剖生理学

（人体の構造と機能1）、坂井建雄ほか、医学書院、2018年」

B 「身体運動の機能解剖、中村千秋ほか、医道の日本社、1997年」
連絡先とオフィスアワー
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和気秀文
連絡先：hwaki[at]juntendo.ac.jp （[at]を@に変更してください）
オフィスアワー：火曜日午後、スポーツ健康医科学研究所３階 生理学研究室（９３０４）
窪田敦之
連絡先：akubota[at]juntendo.ac.jp（[at]を@に変更してください）
オフィスアワー：金曜日午後、スポーツ健康医科学研究所４階 スポーツ医学系実験室１−２（９４０４）
山中 航
連絡先：k‑yamana[at]juntendo.ac.jp （[at]を@に変更してください）
オフィスアワー：火曜日午後、スポーツ健康医科学研究所３階 生理学研究室（９３０６）
備考
[学修時間]
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業３０時間と準備学修60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
[その他]
「機能解剖学実習」および「生理学」を履修する場合はこの授業を履修することが望ましい。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
和気
（予習：２時間）
1
[授業の内容]
〔ガイダンス：解剖学とは、機 テキストA p8‑10、pp36‑48を読み、今回の授業テ
ーマを事前に理解しておくとともに、疑問点等も
能解剖学とは〕
解剖学および機能解剖学とは何 調べておく。
か、特にスポーツ健康科学分野
におけるその意義と重要性につ （復習：２時間）
いて理解を深める。また、解剖 授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
学を学ぶための基礎知識につい 纏める。
て理解する。

2

和気

[授業方法]
解剖学および機能解剖学とは何
か、についてスライド、テキス
トおよびプリントを用いて解説
する。１０人程度のグループに
なり、身近で感じる体の不思議
について考え、議論させる。
[授業の内容]
〔呼吸器系〕
呼吸機能に関わる肺・気道系、
胸郭系、呼吸調節系の形態と構
造について理解を深める。
[授業方法]
呼吸器系についてスライド、テ
キストおよびプリントを用いて
解説する。呼吸器系の構造に関
する課題についてグループで議
論させる。
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（予習：２時間）
テキストA pp98‑110、pp318‑322を読み、今回の
授業テーマを事前に理解しておくとともに、疑問
点等も調べておく。
（復習：２時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

3

4

5

6

和気

和気

和気

山中

[授業の内容]
〔循環器系〕
血液循環機能に関わる心臓と血
管系の形態と構造について理解
を深める。
[授業方法]
循環器系についてスライド、テ
キストおよびプリントを用いて
解説する。循環器系の構造に関
する課題についてグループで議
論させる。
[授業の内容]
〔泌尿器系〕
腎臓を中心に、尿生成や体液・
浸透圧調節に関わる泌尿器系の
形態と構造について理解を深め
る。
[授業方法]
泌尿器系についてスライド、テ
キストおよびプリントを用いて
解説する。泌尿器系の構造に関
する課題についてグループで議
論させる。
[授業の内容]
〔消化器系〕
栄養の消化と吸収に関わる胃、
小腸、大腸、肝臓、膵臓などの
形態と構造について理解を深め
る。
[授業方法]
消化器系についてスライド、テ
キストおよびプリントを用いて
解説する。消化器系の構造に関
する課題についてグループで議
論させる。
[授業の内容]
〔神経系と感覚器系〕
情報の受容と処理に関わる 脳
・脊髄、末梢神経系および感覚
器系の形態と構造について理解
を深める。
[授業方法]
神経系および感覚器系について
スライド、テキストおよびプリ
ントを用いて解説する。神経系
および感覚器系の構造に関する
課題についてグループで議論さ
せる。
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（予習：２時間）
テキストA pp158‑165、pp182‑194を読み、今回の
授業テーマを事前に理解しておくとともに、疑問
点等も調べておく。
（復習：２時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

（予習：２時間）
テキストA pp220‑228、pp236‑238を読み、今回の
授業テーマを事前に理解しておくとともに、疑問
点等も調べておく。
（復習：２時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

（予習：２時間）
テキストA pp54‑73、pp93‑96を読み、今回の授業
テーマを事前に理解しておくとともに、疑問点等
も調べておく。
（復習：２時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

（予習：３時間）
テキストA pp375‑408を読み、今回の授業テーマ
を事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べ
ておく。
（復習：３時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

7

8

9

10

山中

窪田

窪田

窪田

[授業の内容]
〔自律神経系と内分泌器系〕
自律機能に関わる交感神経、副
交感神経、そして内分泌系の形
態と構造について理解を深める
。
[授業方法]
自律神経系と内分泌器系につい
てスライド、テキストおよびプ
リントを用いて解説する。自律
神経系と内分泌器系の構造に関
する課題についてグループで議
論させる。
[授業の内容]
〔運動器系１ ‑ 基礎知識〕
人体の骨格や筋肉についての概
要、関節の動き等について理解
を深める。
[授業方法]
運動器系の基礎についてスライ
ド、テキストおよびプリントを
用いて解説する。運動器系の構
造に関する課題についてグルー
プで議論させる。
[授業の内容]
〔運動器系２‑ 肩甲帯・肩関節
〕
肩甲帯および肩関節の主要な骨
格の名前と構造等について理解
を深める。
[授業方法]
肩甲帯・肩関節についてスライ
ド、テキストおよびプリントを
用いて解説する。肩甲帯・肩関
節の構造に関する課題について
グループで議論させる。
[授業の内容]
〔運動器系３‑ 肘関節、手関節
、手および上肢の動き〕
肘関節や手関節、手の主要な骨
格の名前や重要なポイント、上
肢の動きについて理解を深める
。
[授業方法]
肘関節、手関節、手および上肢
の動きについてスライド、テキ
ストおよびプリントを用いて解
説する。肘関節、手関節、手お
よび上肢の動きに関する課題に
ついてグループで議論させる。
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（予習：２時間）
テキストA pp252‑258、pp265‑287を読み、今回の
授業テーマを事前に理解しておくとともに、疑問
点等も調べておく。
（復習：２時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

（予習：２時間）
テキストB pp1‑26を読み、今回の授業テーマを事
前に理解しておくとともに、疑問点等も調べてお
く。
（復習：２時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

（予習：２時間）
テキストB pp27‑64を読み、今回の授業テーマを
事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べて
おく。
（復習：２時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

（予習：２時間）
テキストB pp65‑123を読み、今回の授業テーマを
事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べて
おく。
（復習：２時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

11

12

13

14

窪田

窪田

窪田

和気
窪田
山中

[授業の内容]
〔運動器系４ ‑ 股関節と骨盤
帯〕股関節と骨盤の重要なポイ
ント、動きに関与する筋につい
て理解を深める。
[授業方法]
股関節と骨盤帯についてスライ
ド、テキストおよびプリントを
用いて解説する。股関節と骨盤
帯に関する課題についてグルー
プで議論させる。
[授業の内容]
〔運動器系５ ‑ 膝関節・足関
節と足〕
膝関節の骨格の特徴、周囲の筋
、足関節と足の靱帯等について
理解を深める。
[授業方法]
膝関節・足関節と足についてス
ライド、テキストおよびプリン
トを用いて解説する。膝関節・
足関節と足に関する課題につい
てグループで議論させる。
[授業の内容]
〔運動器系６ ‑ 体幹と脊柱、
体幹と下肢の動き〕
体幹や脊柱の動きに関与する筋
や重要なポイント、体幹と下肢
の動きについて理解を深める。

（予習：２時間）
テキストB pp125‑154を読み、今回の授業テーマ
を事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べ
ておく。
（復習：２時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

（予習：２時間）
テキストB pp155‑195を読み、今回の授業テーマ
を事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べ
ておく。
（復習：２時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

（予習：２時間）
テキストB pp197‑244を読み、今回の授業テーマ
を事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べ
ておく。
（復習：２時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

[授業方法]
体幹と脊柱、体幹と下肢につい
てスライド、テキストおよびプ
リントを用いて解説する。体幹
と脊柱、体幹と下肢に関する課
題についてグループで議論させ
る。
（予習：３時間）
[授業の内容]
これまでの授業で学んだことを復習し、疑問点等
〔まとめ〕
これまで学んだことを復習する を纏めておく。
。試験対策を行う。
（復習：３時間）
定期試験に備えしっかり学習する。
[授業方法]
これまで学んだ重要点について
スライド、テキストおよびプリ
ントを用いて解説する。学生の
質問を積極的に受け付ける。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

機能解剖学
Functional Anatomy

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 和気 秀文
科目担当者
窪田 敦之、山中 航
授業概要
[授業全体の内容]
「人体の構造と機能」に関する知識はスポーツ科学や健康科学系学問分野の基盤である。本授業では、人体を
呼吸器系、循環器系、消化器系、泌尿器系、神経・感覚器系、自律神経・内分泌器系、そして運動器系に分け
、特にこれらの構造的側面について学ぶ。但し、運動器系に関しては本学部の特色を考慮し、骨格筋や関節の
動き(機能的側面）についても時間をかけて学ぶ。一斉授業であるが、グループワーク（１グループにつき１
０名程度）も行い、協力して講義内容の理解度を深める。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
解剖学は生理学と同様に、基礎医学の中心に位置する学問である。人体の構造について深く理解することによ
って、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付けるとともに、
グループワークを通じて「協働で課題を解決するために必要なコミュニケーション能力」を身に付けるための
科目の一つとして開講される。また、スポーツ科学科においては、「スポーツ医科学とコーチング科学を中心
としたスポーツ科学についての知識と技能 」および「スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力
ないしは研究できる能力」という学位授与方針の達成にも寄与する。
[授業の到達目標]
１．人体の構成を器官系に分け、その形態や構造について説明することができる。
２．運動器系（骨格、関節、骨格筋、腱および靭帯）については、その機能についても十分理解し、身体運動
の仕組みについて説明することができる。
成績評価
[成績評価の基準]
１．人体の構成を器官系に分け、その形態や構造について理解している（定期試験）。
２．運動器系（骨格、関節、骨格筋、腱および靭帯）については、その機能についても十分理解し、身体運動
の仕組みについて説明できる（定期試験）。
３．授業中の発言、予習・復習の取組状況、グループワークにおける貢献度によって授業態度を評価する（平
常点）。
[成績評価の方法]
平常点（10%）、定期試験（和気・山中担当分：45%、窪田担当分：45%）を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
スポーツ健康学系の大学出身者は卒業後の進路に関わらず、身体科学のスペシャリストであると期待される。
常にからだの仕組みについて興味を持ち、高い学修意欲をもって授業に臨むこと。
[履修上の注意(科目独自ルール）]
毎回の講義資料をJ‑Passにアップしているので、以下の図書も参考にしながら、予習と復習をするように努め
ること。単位の取得には、授業回数の３分の２以上出席していること、授業態度が良好であること、かつ試験
に合格することが前提である。
[試験に対するフィードバックの方法]
定期試験後には、要望があれば個別に解説や指導を行う。また、正答率を提示する。
[テキスト]
以下の図書を使用するので購入すること。
A 「系統看護学講座 専門基礎 解剖生理学 （人体の構造と機能1）、坂井建雄ほか、医学書院」
B 「身体運動の機能解剖、中村千秋ほか、医道の日本社」
連絡先とオフィスアワー
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和気秀文
連絡先：hwaki[at]juntendo.ac.jp （[at]を@に変更してください）
オフィスアワー：火曜日午後、スポーツ健康医科学研究所３階 生理学研究室（９３０４）
窪田敦之
連絡先：akubota[at]juntendo.ac.jp（[at]を@に変更してください）
オフィスアワー：金曜日午後、スポーツ健康医科学研究所４階 スポーツ医学系実験室１−２（９４０４）
山中 航
連絡先：k‑yamana[at]juntendo.ac.jp （[at]を@に変更してください）
オフィスアワー：火曜日午後、スポーツ健康医科学研究所３階 生理学研究室（９３０６）
備考
[学修時間]
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業３０時間と準備学修60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
[その他]
「機能解剖学実習」および「生理学」を履修する場合はこの授業を履修することが望ましい。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
和気
（予習：２時間）
1
[授業の内容]
〔ガイダンス：解剖学とは、機 テキストA p8‑10、pp36‑48を読み、今回の授業テ
ーマを事前に理解しておくとともに、疑問点等も
能解剖学とは〕
解剖学および機能解剖学とは何 調べておく。
か、特にスポーツ健康科学分野
におけるその意義と重要性につ （復習：２時間）
いて理解を深める。また、解剖 授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
学を学ぶための基礎知識につい 纏める。
て理解する。

2

和気

[授業方法]
解剖学および機能解剖学とは何
か、についてスライド、テキス
トおよびプリントを用いて解説
する。１０人程度のグループに
なり、身近で感じる体の不思議
について考え、議論させる。
[授業の内容]
〔呼吸器系〕
呼吸機能に関わる肺・気道系、
胸郭系、呼吸調節系の形態と構
造について理解を深める。
[授業方法]
呼吸器系についてスライド、テ
キストおよびプリントを用いて
解説する。呼吸器系の構造に関
する課題についてグループで議
論させる。
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（予習：２時間）
テキストA pp98‑110、pp318‑322を読み、今回の
授業テーマを事前に理解しておくとともに、疑問
点等も調べておく。
（復習：２時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

3

4

5

6

和気

和気

和気

山中

[授業の内容]
〔循環器系〕
血液循環機能に関わる心臓と血
管系の形態と構造について理解
を深める。
[授業方法]
循環器系についてスライド、テ
キストおよびプリントを用いて
解説する。循環器系の構造に関
する課題についてグループで議
論させる。
[授業の内容]
〔泌尿器系〕
腎臓を中心に、尿生成や体液・
浸透圧調節に関わる泌尿器系の
形態と構造について理解を深め
る。
[授業方法]
泌尿器系についてスライド、テ
キストおよびプリントを用いて
解説する。泌尿器系の構造に関
する課題についてグループで議
論させる。
[授業の内容]
〔消化器系〕
栄養の消化と吸収に関わる胃、
小腸、大腸、肝臓、膵臓などの
形態と構造について理解を深め
る。
[授業方法]
消化器系についてスライド、テ
キストおよびプリントを用いて
解説する。消化器系の構造に関
する課題についてグループで議
論させる。
[授業の内容]
〔神経系と感覚器系〕
情報の受容と処理に関わる 脳
・脊髄、末梢神経系および感覚
器系の形態と構造について理解
を深める。
[授業方法]
神経系および感覚器系について
スライド、テキストおよびプリ
ントを用いて解説する。神経系
および感覚器系の構造に関する
課題についてグループで議論さ
せる。
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（予習：２時間）
テキストA pp158‑165、pp182‑194を読み、今回の
授業テーマを事前に理解しておくとともに、疑問
点等も調べておく。
（復習：２時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

（予習：２時間）
テキストA pp220‑228、pp236‑238を読み、今回の
授業テーマを事前に理解しておくとともに、疑問
点等も調べておく。
（復習：２時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

（予習：２時間）
テキストA pp54‑73、pp93‑96を読み、今回の授業
テーマを事前に理解しておくとともに、疑問点等
も調べておく。
（復習：２時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

（予習：３時間）
テキストA pp375‑408を読み、今回の授業テーマ
を事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べ
ておく。
（復習：３時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

7

8

9

10

山中

窪田

窪田

窪田

[授業の内容]
〔自律神経系と内分泌器系〕
自律機能に関わる交感神経、副
交感神経、そして内分泌系の形
態と構造について理解を深める
。
[授業方法]
自律神経系と内分泌器系につい
てスライド、テキストおよびプ
リントを用いて解説する。自律
神経系と内分泌器系の構造に関
する課題についてグループで議
論させる。
[授業の内容]
〔運動器系１ ‑ 基礎知識〕
人体の骨格や筋肉についての概
要、関節の動き等について理解
を深める。
[授業方法]
運動器系の基礎についてスライ
ド、テキストおよびプリントを
用いて解説する。運動器系の構
造に関する課題についてグルー
プで議論させる。
[授業の内容]
〔運動器系２‑ 肩甲帯・肩関節
〕
肩甲帯および肩関節の主要な骨
格の名前と構造等について理解
を深める。
[授業方法]
肩甲帯・肩関節についてスライ
ド、テキストおよびプリントを
用いて解説する。肩甲帯・肩関
節の構造に関する課題について
グループで議論させる。
[授業の内容]
〔運動器系３‑ 肘関節、手関節
、手および上肢の動き〕
肘関節や手関節、手の主要な骨
格の名前や重要なポイント、上
肢の動きについて理解を深める
。
[授業方法]
肘関節、手関節、手および上肢
の動きについてスライド、テキ
ストおよびプリントを用いて解
説する。肘関節、手関節、手お
よび上肢の動きに関する課題に
ついてグループで議論させる。
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（予習：２時間）
テキストA pp252‑258、pp265‑287を読み、今回の
授業テーマを事前に理解しておくとともに、疑問
点等も調べておく。
（復習：２時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

（予習：２時間）
テキストB pp1‑26を読み、今回の授業テーマを事
前に理解しておくとともに、疑問点等も調べてお
く。
（復習：２時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

（予習：２時間）
テキストB pp27‑64を読み、今回の授業テーマを
事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べて
おく。
（復習：２時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

（予習：２時間）
テキストB pp65‑123を読み、今回の授業テーマを
事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べて
おく。
（復習：２時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

11

12

13

14

窪田

窪田

窪田

和気
窪田
山中

[授業の内容]
〔運動器系４ ‑ 股関節と骨盤
帯〕股関節と骨盤の重要なポイ
ント、動きに関与する筋につい
て理解を深める。
[授業方法]
股関節と骨盤帯についてスライ
ド、テキストおよびプリントを
用いて解説する。股関節と骨盤
帯に関する課題についてグルー
プで議論させる。
[授業の内容]
〔運動器系５ ‑ 膝関節・足関
節と足〕
膝関節の骨格の特徴、周囲の筋
、足関節と足の靱帯等について
理解を深める。
[授業方法]
膝関節・足関節と足についてス
ライド、テキストおよびプリン
トを用いて解説する。膝関節・
足関節と足に関する課題につい
てグループで議論させる。
[授業の内容]
〔運動器系６ ‑ 体幹と脊柱、
体幹と下肢の動き〕
体幹や脊柱の動きに関与する筋
や重要なポイント、体幹と下肢
の動きについて理解を深める。

（予習：２時間）
テキストB pp125‑154を読み、今回の授業テーマ
を事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べ
ておく。
（復習：２時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

（予習：２時間）
テキストB pp155‑195を読み、今回の授業テーマ
を事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べ
ておく。
（復習：２時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

（予習：２時間）
テキストB pp197‑244を読み、今回の授業テーマ
を事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べ
ておく。
（復習：２時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

[授業方法]
体幹と脊柱、体幹と下肢につい
てスライド、テキストおよびプ
リントを用いて解説する。体幹
と脊柱、体幹と下肢に関する課
題についてグループで議論させ
る。
（予習：３時間）
[授業の内容]
これまでの授業で学んだことを復習し、疑問点等
〔まとめ〕
これまで学んだことを復習する を纏めておく。
。試験対策を行う。
（復習：３時間）
定期試験に備えしっかり学習する。
[授業方法]
これまで学んだ重要点について
スライド、テキストおよびプリ
ントを用いて解説する。学生の
質問を積極的に受け付ける。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

運動生理学Ⅰ
Exercise PhysiologyⅠ

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 内藤 久士
科目担当者
町田 修一
授業概要
［授業全体の内容］
運動やトレーニングによって構造や機能に生ずる応答や適応現象とその仕組みについて体系的に講義を行う
。特に、運動における筋・神経系の仕組みと働きについて重点的に扱う。また、運動における呼吸循環系の仕
組みと働きの基本的事項についても適宜、説明を加える。スポーツ健康科学の幅広い知識と教養を身に付けさ
せることを目標とする。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」、「医学的知識を備えたスポーツ指導者の
育成」、「スポーツ指導現場に詳しいスポーツ医科学研究者の育成」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1. 運動における筋・神経系の仕組みと働きについて学び、運動とこれらの諸機能との相互関係を知って運動
を生理学的に理解する。
2. それらの成果を健康・体力づくりや競技力向上に応用できるようにする。
成績評価
［成績評価の基準］
1. 運動やトレーニングによって構造や機能に生ずる応答や適応現象とその仕組みを正しく理解している（定
期試験、課題レポート）。
2. 運動やトレーニングによって構造や機能に生ずる応答や適応現象を知識として身につけているか（小テス
ト）
［成績評価の方法］
小テスト（30%）、課題レポート2題（10%）、定期試験（60%）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
講義の単位取得は、教室内での時間の2倍の時間が予習と復習に当てられ、かつ試験に合格することが前提と
なっているので、予習復習を欠かさないようにしてもらいたい。
［履修上の注意］
事前に配付されている資料に基づき、キーワードとなる専門用語について予習をすること。
また、毎回の講義内容を次回の授業開始時に小テストとして問うので、必ず復習をしておくこと。
［課題（試験・レポート）に対するフィードバックの方法】
小テストの解答やレポート課題の模範解答については、講義形式で解説を行う。
［テキスト］
スポーツ指導者に必要な生理学と運動生理学の知識(村岡編集・市村出版・2014年)
［参考書］
運動生理学(石河・杉浦編集・建帛社・1989年)、健康・体力のための運動生理学(石河著・2000年・杏林書院)
ほか、適宜指示する。
連絡先とオフィスアワー
内藤 1号館 1階 運動生理学研究室 (1117号室）
連絡先：hnaitou@juntendo.ac.jp
オフィスアワー：月曜日昼（事前にメールなどで予約をすることを推奨します）
町田 1号館 1階 運動生理学研究室 (1118号室）
連絡先：machidas@juntendo.ac.jp
オフィスアワー：月曜日10時から12時（事前にメールなどで予約をすることを推奨します）
備考
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［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中学校教諭1種免許状（保健体育）並びに高等学校教諭1種免許状の取得に必要な科目うち
、「教科に関する科目 」おける必修科目として位置付けられています。また、社会体育指導者資格(コーチ、
上級コーチ)取得に際して共通科目【講習・試験】免除、社会体育指導者資格(アスレチックトレーナー)取得
に際して専門科目【講習】免除、健康運動指導士、衛生管理者免許のための必修科目として位置づけられてい
ます。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
内藤 久士
［復習：4時間］
1
（授業内容）
町田 修一
ガイダンス:単位取得上の諸注 配布資料を熟読しておく。履修登録が確実に行わ
意、授業展開の概要を述べると れているか再確認しておく。
ともに、運動生理学に関する知
識を深めることがスポーツ科学
の学習と実践においてどのよう
な意義を有しているか理解させ
、今後の講義に対する動機づけ
を行う。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
内藤 久士
［予習：2時間］
2
（授業内容）
町田 修一
筋運動のエネルギー：筋運動の 指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
ための無酸素的（ATP−CP系と てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
乳酸系）および有酸素的(酸素 ようにしておく。
糸)エネルギー発生機構につい ［復習：2時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
て説明する。
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講 解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。
義を行う。
内藤 久士
［予習：2時間］
3
（授業内容）
町田 修一
筋運動のエネルギー：それぞれ 指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
のエネルギー供給系の指標とな てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
る酸素負債量(非乳酸性負債と ようにしておく。
乳酸性負債）および酸素摂取量 ［復習：2時間］
について、その定義、運動時最 配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
大値、鍛練度による違い、測定 くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
方法などをあげ説明する。
めの準備しておく。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
内藤 久士
［予習：2時間］
4
（授業内容）
町田 修一
筋運動のエネルギー：運動のエ 指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
ネルギー源としての糖、脂肪お てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
よびタンパク質について説明す ようにしておく。
るし、グリコーゲン（炭水化物 ［復習：2時間］
）ローデイングの運動における 配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
意義と方法、および問題点につ くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
いて説明する。また、機械的効 解し、説明できるようにしておく。小テストのた
率の表し方、および種々の運動 めの準備しておく。
の機械的効率について述べる。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
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5

内藤
町田

久士
修一

6

内藤
町田

久士
修一

7

内藤
町田

久士
修一

8

内藤
町田

久士
修一

9

内藤
町田

久士
修一

（授業内容）
運動と骨格筋：骨格筋の基本的
構造、筋線維タイプの生理的・
代謝的特性とトレーニングの影
響、筋線維組成と競技能力、な
どについて説明し運動と筋線維
との 関わりについて理解させ
る。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
運動と骨格筋：筋の収縮様式と
筋力、筋力の種類、関節角度と
筋力、単関節および多関節運動
におけるカー速度関係、カー速
度関係からみた最大パワー出現
条件、筋線維組成とカー速度関
係について解説する。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
運動と骨格筋：筋の収縮様式と
筋力、筋力の種類、関節角度と
筋力、単関節および多関節運動
におけるカー速度関係、カー速
度関係からみた最大パワー出現
条件、筋線維組成とカー速度関
係について解説する。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
運動と神経系：運動単位、運動
単位と筋力のgrading、サイズ
の原理、運動の受容器、動作の
コントロールに関わりの深い反
射について説明する
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
運動と神経系：中枢系による動
作のコントロール経路としての
錐体路系、錐体外路系、および
小脳系の関与について説明する
。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
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［予習：2時間］
指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ようにしておく。
［復習：2時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。

［予習：2時間］
指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ようにしておく。
［復習：2時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。

［予習：2時間］
指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ようにしておく。
［復習：2時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。

［予習：2時間］
指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ようにしておく。
［復習：2時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。
［予習：2時間］
指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ようにしておく。
［復習：2時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。
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内藤
町田

久士
修一

11

内藤
町田

久士
修一

12

内藤
町田

久士
修一

13

内藤
町田

久士
修一

14

内藤
町田

久士
修一

（授業内容）
運動と神経系：α形とγ系によ
る筋収縮コントロールについて
説明する。また、未熟練および
熟練した随意動作の神経機構に
ついて説明し、運動の習熟に関
与する神経機構について理解さ
せる。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
運動と神経系：神経系の発育と
発達を形態および機能的変化か
ら説明する。また、素早い神経
系および筋系の反応性の指標と
しての全身反応時間を説明し、
一般人と一流選手との比較を通
して、スポーツにおけるその意
義を考えさせる。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
骨格筋のトレーニング：筋力ト
レーニングの生理学的原則、各
種筋力トレーニング方法の生理
学的特徴・根拠について理解き
せる。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
骨格筋のトレーニング：筋力ト
レーニングの生理学的効果とそ
のメカニズムおよび筋パワーに
対するトレーニング効果の負荷
条件による違い、トレーニング
による筋パワー増大の生理学的
背景について説明する。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
骨格筋のトレーニング：筋持久
力増加のためのトレーニング条
件(強度および時間）の生理的
基礎およびトレーニングによる
筋持久力増加の生理学的背景に
ついて述べる。（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
定期試験
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［予習：2時間］
指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ようにしておく。
［復習：2時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。

［予習：2時間］
指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ようにしておく。
［復習：2時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。

［予習：2時間］
指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ようにしておく。
［復習：2時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。
［予習：2時間］
指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ようにしておく。
［復習：4時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。

［予習：2時間］
指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ようにしておく。
［復習：4時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。

授業科目名
英語科目名

運動生理学Ⅰ
Exercise PhysiologyⅠ

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 内藤 久士
科目担当者
町田 修一
授業概要
［授業全体の内容］
運動やトレーニングによって構造や機能に生ずる応答や適応現象とその仕組みについて体系的に講義を行う
。特に、運動における筋・神経系の仕組みと働きについて重点的に扱う。また、運動における呼吸循環系の仕
組みと働きの基本的事項についても適宜、説明を加える。スポーツ健康科学の幅広い知識と教養を身に付けさ
せることを目標とする。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」、「医学的知識を備えたスポーツ指導者の
育成」、「スポーツ指導現場に詳しいスポーツ医科学研究者の育成」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1. 運動における筋・神経系の仕組みと働きについて学び、運動とこれらの諸機能との相互関係を知って運動
を生理学的に理解する。
2. それらの成果を健康・体力づくりや競技力向上に応用できるようにする。
成績評価
［成績評価の基準］
1. 運動やトレーニングによって構造や機能に生ずる応答や適応現象とその仕組みを正しく理解している（定
期試験、課題レポート）。
2. 運動やトレーニングによって構造や機能に生ずる応答や適応現象を知識として身につけているか（小テス
ト）
［成績評価の方法］
小テスト（30%）、課題レポート2題（10%）、定期試験（60%）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
講義の単位取得は、教室内での時間の2倍の時間が予習と復習に当てられ、かつ試験に合格することが前提と
なっているので、予習復習を欠かさないようにしてもらいたい。
［履修上の注意］
事前に配付されている資料に基づき、キーワードとなる専門用語について予習をすること。
また、毎回の講義内容を次回の授業開始時に小テストとして問うので、必ず復習をしておくこと。
［課題（試験・レポート）に対するフィードバックの方法】
小テストの解答やレポート課題の模範解答については、講義形式で解説を行う。
［テキスト］
スポーツ指導者に必要な生理学と運動生理学の知識(村岡編集・市村出版・2014年)
［参考書］
運動生理学(石河・杉浦編集・建帛社・1989年)、健康・体力のための運動生理学(石河著・2000年・杏林書院)
ほか、適宜指示する。
連絡先とオフィスアワー
内藤 1号館 1階 運動生理学研究室 (1117号室）
連絡先：hnaitou@juntendo.ac.jp
オフィスアワー：月曜日昼（事前にメールなどで予約をすることを推奨します）
町田 1号館 1階 運動生理学研究室 (1118号室）
連絡先：machidas@juntendo.ac.jp
オフィスアワー：月曜日10時から12時（事前にメールなどで予約をすることを推奨します）
備考
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［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中学校教諭1種免許状（保健体育）並びに高等学校教諭1種免許状の取得に必要な科目うち
、「教科に関する科目 」おける必修科目として位置付けられています。また、社会体育指導者資格(コーチ、
上級コーチ)取得に際して共通科目【講習・試験】免除、社会体育指導者資格(アスレチックトレーナー)取得
に際して専門科目【講習】免除、健康運動指導士、衛生管理者免許のための必修科目として位置づけられてい
ます。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
内藤 久士
［復習：4時間］
1
（授業内容）
町田 修一
ガイダンス:単位取得上の諸注 配布資料を熟読しておく。履修登録が確実に行わ
意、授業展開の概要を述べると れているか再確認しておく。
ともに、運動生理学に関する知
識を深めることがスポーツ科学
の学習と実践においてどのよう
な意義を有しているか理解させ
、今後の講義に対する動機づけ
を行う。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
内藤 久士
［予習：2時間］
2
（授業内容）
町田 修一
筋運動のエネルギー：筋運動の 指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
ための無酸素的（ATP−CP系と てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
乳酸系）および有酸素的(酸素 ようにしておく。
糸)エネルギー発生機構につい ［復習：2時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
て説明する。
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講 解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。
義を行う。
内藤 久士
［予習：2時間］
3
（授業内容）
町田 修一
筋運動のエネルギー：それぞれ 指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
のエネルギー供給系の指標とな てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
る酸素負債量(非乳酸性負債と ようにしておく。
乳酸性負債）および酸素摂取量 ［復習：2時間］
について、その定義、運動時最 配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
大値、鍛練度による違い、測定 くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
方法などをあげ説明する。
めの準備しておく。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
内藤 久士
［予習：2時間］
4
（授業内容）
町田 修一
筋運動のエネルギー：運動のエ 指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
ネルギー源としての糖、脂肪お てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
よびタンパク質について説明す ようにしておく。
るし、グリコーゲン（炭水化物 ［復習：2時間］
）ローデイングの運動における 配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
意義と方法、および問題点につ くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
いて説明する。また、機械的効 解し、説明できるようにしておく。小テストのた
率の表し方、および種々の運動 めの準備しておく。
の機械的効率について述べる。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
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5

内藤
町田

久士
修一

6

内藤
町田

久士
修一

7

内藤
町田

久士
修一

8

内藤
町田

久士
修一

9

内藤
町田

久士
修一

（授業内容）
運動と骨格筋：骨格筋の基本的
構造、筋線維タイプの生理的・
代謝的特性とトレーニングの影
響、筋線維組成と競技能力、な
どについて説明し運動と筋線維
との 関わりについて理解させ
る。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
運動と骨格筋：筋の収縮様式と
筋力、筋力の種類、関節角度と
筋力、単関節および多関節運動
におけるカー速度関係、カー速
度関係からみた最大パワー出現
条件、筋線維組成とカー速度関
係について解説する。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
運動と骨格筋：筋の収縮様式と
筋力、筋力の種類、関節角度と
筋力、単関節および多関節運動
におけるカー速度関係、カー速
度関係からみた最大パワー出現
条件、筋線維組成とカー速度関
係について解説する。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
運動と神経系：運動単位、運動
単位と筋力のgrading、サイズ
の原理、運動の受容器、動作の
コントロールに関わりの深い反
射について説明する
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
運動と神経系：中枢系による動
作のコントロール経路としての
錐体路系、錐体外路系、および
小脳系の関与について説明する
。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
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［予習：2時間］
指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ようにしておく。
［復習：2時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。

［予習：2時間］
指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ようにしておく。
［復習：2時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。

［予習：2時間］
指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ようにしておく。
［復習：2時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。

［予習：2時間］
指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ようにしておく。
［復習：2時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。
［予習：2時間］
指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ようにしておく。
［復習：2時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。
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内藤
町田

久士
修一

11

内藤
町田

久士
修一

12

内藤
町田

久士
修一

13

内藤
町田

久士
修一

14

内藤
町田

久士
修一

（授業内容）
運動と神経系：α形とγ系によ
る筋収縮コントロールについて
説明する。また、未熟練および
熟練した随意動作の神経機構に
ついて説明し、運動の習熟に関
与する神経機構について理解さ
せる。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
運動と神経系：神経系の発育と
発達を形態および機能的変化か
ら説明する。また、素早い神経
系および筋系の反応性の指標と
しての全身反応時間を説明し、
一般人と一流選手との比較を通
して、スポーツにおけるその意
義を考えさせる。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
骨格筋のトレーニング：筋力ト
レーニングの生理学的原則、各
種筋力トレーニング方法の生理
学的特徴・根拠について理解き
せる。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
骨格筋のトレーニング：筋力ト
レーニングの生理学的効果とそ
のメカニズムおよび筋パワーに
対するトレーニング効果の負荷
条件による違い、トレーニング
による筋パワー増大の生理学的
背景について説明する。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
骨格筋のトレーニング：筋持久
力増加のためのトレーニング条
件(強度および時間）の生理的
基礎およびトレーニングによる
筋持久力増加の生理学的背景に
ついて述べる。（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
定期試験
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［予習：2時間］
指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ようにしておく。
［復習：2時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。

［予習：2時間］
指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ようにしておく。
［復習：2時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。

［予習：2時間］
指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ようにしておく。
［復習：2時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。
［予習：2時間］
指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ようにしておく。
［復習：4時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。

［予習：2時間］
指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ようにしておく。
［復習：4時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。

授業科目名
英語科目名

運動生理学Ⅱ
Exercise PhysiologyⅡ

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 内藤 久士
科目担当者
町田 修一
授業概要
［授業全体の内容］
運動やトレーニングによって構造や機能に生ずる応答や適応現象とその仕組みについて体系的に講義を行う
。特に、運動における呼吸循環系、内分泌系および血液系の役割と働きについて重点的に扱う。また、運動と
環境についても適宜、説明を加える。スポーツ健康科学の幅広い知識と教養を身に付けさせることを目標とす
る。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」、「医学的知識を備えたスポーツ指導者
の育成」、「スポーツ指導現場に詳しいスポーツ医科学研究者の育成」という学位授与方針の達成に寄与する
。
［授業の到達目標］
1. 運動における呼吸循環系、内分泌系および血液系の役割と働きについて学び、運動とこれらの諸機能との
相互関係を知って運動を生理学的に理解する。
2. 運動と環境とのかかわりを理解し、それらの成果を健康・体力づくりや競技力向上に応用できるようにす
る。
成績評価
［成績評価の基準］
1. 運動やトレーニングによって構造や機能に生ずる応答や適応現象とその仕組みを正しく理解している（定
期試験、課題レポート）。
2. 運動やトレーニングによって構造や機能に生ずる応答や適応現象を知識として身につけているか（小テス
ト）
［成績評価の方法］
小テスト（30%）、課題レポート2題（10%）、定期試験（60%）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
講義の単位取得は、教室内での時間の2倍の時間が予習と復習に当てられ、かつ試験に合格することが前提と
なっているので、予習復習を欠かさないようにしてもらいたい。
［履修上の注意］
事前に配付されている資料に基づき、キーワードとなる専門用語について予習をすること。
また、毎回の講義内容を次回の授業開始時に小テストとして問うので、必ず復習をしておくこと。
［課題（試験・レポート）に対するフィードバックの方法】
小テストの解答やレポート課題の模範解答については、講義形式で解説を行う。
［テキスト］
スポーツ指導者に必要な生理学と運動生理学の知識(村岡編集・市村出版・2014年)
［参考書］
運動生理学(石河・杉浦編集・建帛社・1989年)、健康・体力のための運動生理学(石河著・2000年・杏林書院)
ほか、適宜指示する。
連絡先とオフィスアワー
内藤 1号館 1階 運動生理学研究室 (1117号室）
連絡先：hnaitou@juntendo.ac.jp
オフィスアワー：月曜日昼（事前にメールなどで予約をすることを推奨します）
町田 1号館 1階 運動生理学研究室 (1118号室）
連絡先：machidas@juntendo.ac.jp
オフィスアワー：月曜日10時から12時（事前にメールなどで予約をすることを推奨します）
備考
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［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、社会体育指導者資格(コーチ、上級コーチ)取得に際して共通科目【講習・試験】免除、社
会体育指導者資格(アスレチックトレーナー)取得に際して専門科目【講習】免除、健康運動指導士、衛生管理
者免許のための選択必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
内藤 久士
［復習：4時間］
1
（授業内容）
町田 修一
ガイダンス：単位取得上の諸注 配布資料を熟読しておく。履修登録が確実に行わ
意、授業展開の概要を述べると れているか再確認しておく。
ともに、運動生理学に関する知
識を深めることがスポーツ科学
の学習と実践においてどのよう
な意義を有しているか理解させ
、今後の講義に対する動機づけ
を行う。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
内藤
久士
［予習：2時間］
2
（授業内容）
町田 修一
運動と呼吸：呼吸の目的と種類 指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
、肺容量分画、肺活量と体格お てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
よび持久性能力との関係、1回 ようにしておく。
換気量、呼吸数、分時換気量の ［復習：2時間］
安静値と最大値ならびにトレー 配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
ニング効果について説明する。 くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講 めの準備しておく。
義を行う。
内藤 久士
［予習：2時間］
3
（授業内容）
町田 修一
運動と呼吸：換気のエネルギー 指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
消費と運動能力、肺拡散と運動 てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
強度ならびにトレーニング効果 ようにしておく。
、運動時における呼吸の調節に ［復習：2時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
ついて説明する。
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講 解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。
義を行う。
内藤
久士
［予習：2時間］
4
（授業内容）
町田 修一
運動と呼吸：呼吸に及ぼすトレ 指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
ーニングの効果、血液による酸 てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
素の運搬、酸素解離曲線に影響 ようにしておく。
する因子、動静脈酸素差、組織 ［復習：2時間］
における酸素の利用等について 配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
説明し、理解させる。
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講 めの準備しておく。
義を行う。
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［予習：2時間］
（授業内容）
運動と呼吸：デッドポイントと 指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
セカンドウインドについて説明 てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
するとともに、呼吸交換比とエ ようにしておく。
ネルギー源の推定ならびに換気 ［復習：2時間］
性閾値とその運動における意義 配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
について理解させ、運動の現場 くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
に応用できるようにする。
めの準備しておく。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
［予習：2時間］
（授業内容）
運動と循環：心拍出量および1 指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
回拍出量の測定方法、安静時の てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
値、姿勢による変化、運動時の ようにしておく。
値、トレーニング効果について ［復習：2時間］
解説し、運動における中枢循環 配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
機能の意義を理解させる。
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講 めの準備しておく。
義を行う。
［予習：2時間］
（授業内容）
運動と循環：運動に対する生理 指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
的適応としてのスポーツ心臓に てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ついて、その発見、スポーツ種 ようにしておく。
目特性、機能的意義、トレーニ ［復習：2時間］
ングに負荷に対する特異的適応 配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
について説明する。また、心臓 くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
と血管系の発育発達からみた子 解し、説明できるようにしておく。小テストのた
どもの持久的運動について解説 めの準備しておく。
する。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
［予習：2時間］
（授業内容）
運動と循環：心拍数と脈拍数の 指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
違い、安静時心電図の読み方、 てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
安静時と最大運動時の値、トレ ようにしておく。
ーニング効果、心拍数に影響を ［復習：2時間］
与える因子(年齢、姿勢、DIT、 配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
期待)、心拍数による運動強度 くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
の評価とその根拠について解説 解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。
する。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
［予習：2時間］
（授業内容）
運動と循環：心拍数による体力 指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
評価の方法とその根拠、運動に てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
よる血流再配分、運動と血圧、 ようにしておく。
年齢と血圧および血圧に対する ［復習：2時間］
トレーニングの効果について説 配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
明する。
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講 めの準備しておく。
義を行う。
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運動と免疫：運動およびトレー
ニングによる血液量・赤血球数
・白血球数・好中球・NK細胞等
の変化から、運動が免疫能に及
ぼす短期的および長期的な影響
について説明する。（授業方法
）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
運動と血液：血中乳酸の安静値
および運動時の最大値、血中乳
酸除去に及ぼすクールダウンの
効果、血中乳酸緩衝における重
炭酸系の役割について説明する
。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
運動と血液：酸の緩衝能力をあ
げること意図したソーダーロー
ディングの方法と効果、運動の
エネルギー源としての血糖の意
義について説明する。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
運動と内分泌：主要な内分泌器
官とホルモンの生理作用、運動
による血中ホルモン応答の特徴
、ホルモンとエネルギー源動員
・体液電解質調節・運動パフォ
ーマンスとの関係を説明すると
ともに、運動と女性ホルモン応
答、スポーツと月経周期、月経
周期と運動能力、女子選手と貧
血などについて解説し、女性の
内分泌機能と運動能力との関係
、運動における内分泌系の役割
を理解させる。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う
（（授業内容）
運動と環境：水中環境（高圧環
境）や高地（低圧環境）におけ
る運動の生理的応答や適応につ
いて、酸素分圧や二酸化分圧を
中心に説明する。（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
定期試験
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［予習：2時間］
指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ようにしておく。
［復習：2時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。
［予習：2時間］
指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ようにしておく。
［復習：2時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。
［予習：2時間］
指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ようにしておく。
［復習：2時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。
［予習：2時間］
指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ようにしておく。
［復習：4時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。

［予習：2時間］
指定された使用テキストの範囲を読んでおき、出
てくる専門用語等をよく調べ理解し、説明できる
ようにしておく。
［復習：4時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。

授業科目名
英語科目名

体力の測定と評価
Measurement & Evaluation:Theory

授業形態
開講学期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 鈴木 宏哉
科目担当者
河村剛光
授業概要
［授業全体の内容］
体力が心身の健康に重要な役割を果たしていることはあらゆる世代における体力の向上に関する取り組みの成
果として示されている．また，体力トレーニングは競技力向上と密接に関連している．
この授業科目では，体力の測定方法と評価方法に関する基礎的な知識を得ることに加えて，専門的な各種測定
方法の目的，特徴，長所・短所について学ぶ．
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
スポーツ科学的な指導や研究では，人の様々な運動パフォーマンスを測定して数量化する必要がある．さら
には，その結果を評価・判断するためには，統計の知識も必要になる．この授業では，スポーツ健康科学を中
心とした幅広い知識と教養を習得し，医学的知識を備えたスポーツ指導者の育成をする上で欠かすことができ
ない，体力を含む形態・機能の数量化の考え方の習得を目指す．
［授業の到達目標］
1．形態，身体組成，運動パフォーマンスの測定方法について説明できる．
2．数量化されたデータを集計方法について説明することができる．
3．既存の測定方法や評価方法の問題点や改善点について説明できる．
成績評価
［成績評価の基準］
・形態，身体組成，運動パフォーマンスの測定方法について説明できる（定期試験）
・数量化されたデータを集計方法について説明することができる（定期試験）
・既存の測定方法や評価方法の問題点や改善点について説明できる（レポート課題）
［成績評価の方法］
期末試験の結果55％、授業態度・取り組む姿勢35％、レポート10％から評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
特になし．
［履修上の注意（科目独自のルール）］
特になし．
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法）］
レポート課題に対しては提出された後の授業の中で解説を行う。
［テキスト・参考書等］
プリントを授業の時に配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
河村 ykoumura@juntendo.ac.jp 鈴木 ko‑suzuki@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：火曜日 13‑15時
場所：スポーツ健康医科学研究所3階9303室
備考
［学修時間］
この授業は，講義の授業形態による2単位の科目であり，授業30時間と準備学修60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する．
［その他］
この授業科目は，社会体育指導者に関する科目として位置付けられています．
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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［授業内容］
測定と評価とは何か、総論を学
習する。
［授業方法］
測定と評価がどのような分野で
あるかに触れ、授業目的、展開
等を解説する。
［授業内容］
テストの基礎的な理論について
学ぶ。
［授業方法］
良いテストとはどのようなテス
トかを考え、テストの妥当性や
再現性などの測定に必要となる
基本的な理論を説明する。
［授業内容］
体力の分類について学習する。
［授業方法］
数量化できる体力など、様々な
体力の分類について解説する。
対象に応じた体力の定義の違い
を説明する。
［授業内容］
形態計測と機能測定について学
ぶ。
［授業方法］
身体のサイズの測定方法、体力
・運動能力の測定方法を解説す
る。
［授業内容］
子どもの体力にまつわる現状と
問題について学ぶ。
［授業方法］
国の統計資料を中心に子どもの
体力の実態と問題点について解
説する。
［授業内容］
子どもの体力をどのように測定
するのか，そして体力測定の限
界と意義について学ぶ。
［授業方法］
標準化されているテストをいく
つか紹介し，体力データを如何
に測定し，活用すべきかについ
て解説する。
［授業内容］
スポーツにおける身体組成の測
定法を学習する。
［授業方法］
さまざまな体脂肪量の測定方法
について説明する。
［授業内容］
運動・スポーツにまつわる現象
をどのように測定すべきかを学
ぶ。
［授業方法］
パフォーマンステストから能力
を測ることに関する考え方につ
いて解説する。
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（予習：3時間） 身近な「測定と評価」につい
て考え、測定評価学という分野について調べてお
く。
（復習：2時間） 半期間の流れ・ポイントにつ
いて授業資料を利用して整理する。

（予習：3時間） 普段良く実施する測定を振り
返り、どのような測定が良い測定であるか調べて
おく。
（復習：3時間） 良いテストの条件について資
料等を利用して整理する。

（予習：3時間） スポーツ・健康における体力
の重要性を考え、体力の定義を調べておく。
（復習：2時間） 様々な体力の定義・分類につ
いて整理する。

（予習：2時間） 体験したことのある形態計測
・体力測定を振り返り、正しく測定するために重
要なことを調べておく。
（復習：2時間） バッテリーテストについて復
習する。新体力テストの測定項目と実施上の注意
を整理する。
（予習：2時間） 毎年公表されている文部科学
省体力・運動能力調査の報道発表資料を調べてお
く。
（復習：2時間） 子どもが抱える運動環境の問
題について整理する。

（予習：2時間） これまで学校教育の中で体験
したことのある体力測定についてまとめておく。
（復習：2時間） 子どもにおける体力測定の意
義について整理する。

（予習：2時間） 肥満とその判定方法について
調べておく。
（復習：2時間） 体脂肪の測定方法の長短所に
ついて整理する。

（予習：2時間） これまで体験したことのある
運動・スポーツ場面での測定についてまとめてお
く。
（復習：2時間） 運動・スポーツ現象の測定の
在り方について復習する。
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（予習：2時間） スポーツにおいて大切な視覚
［授業内容］
スポーツにおける視覚機能の測 機能の種類について調べておく。
（復習：2時間） 視覚機能の測定評価、矯正、
定法について学ぶ。
眼の保護について整理する。
［授業方法］
スポーツと眼に関する分野、視
力や動体視力、眼の保護につい
て解説する。
（予習：2時間） 新聞等の記事に掲載されてい
［授業内容］
データの集計方法と読み取り方 るスポーツ・健康データを調べ、スクラップして
おく。
について学ぶ。
（復習：2時間） データ集約の方法のその解釈
［授業方法］
スポーツ・健康データの集計や について復習する。
読み取りの実践例を紹介しなが
ら解説する。
（予習：2時間） データや統計が大切な場面に
［授業内容］
評価と統計について学習する。 ついて考えておく。いろいろな代表値の求め方に
ついて調べておく。
［授業方法］
評価を行うための統計処理、デ （復習：2時間） 様々な基本的な統計値につい
ータ処理、基本的な統計値につ て整理する。
いて解説する。
（予習：2時間） 標準偏差とは何か、偏差値と
［授業内容］
正規分布と標準偏差について学 は何かを調べておく。
（復習：2時間） 標準偏差をしっかりと復習し
ぶ。
、評価の方法について整理する。
［授業方法］
評価に利用できる標準偏差、三
・五段階評価、Tスコア等につ
いて解説する。実際に計算も行
う。
（予習：2時間） 何かが増えるともう一方も増
［授業内容］
相関分析について学習する。 える例（物事）を考え、相関係数について調べて
おく。
［授業方法］
ある物事とある物事の関係の強 （復習：2時間） 相関分析の特徴、注意点につ
さを数値で示す相関について解 いて整理する。
説する。
（予習：2時間） どのような場面で差の検定を
［授業内容］
用いる必要があるか、調べておく。
平均値の差の検定を学ぶ。
（復習：2時間） ｔ検定とこれまでの統計の内
［授業方法］
2つの群に、あるいはﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ前 容について整理する。
後に差があるかどうか統計学的
な判断法を説明する。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

体力の測定と評価
Measurement & Evaluation:Theory

授業形態
開講学期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 鈴木 宏哉
科目担当者
河村剛光
授業概要
［授業全体の内容］
体力が心身の健康に重要な役割を果たしていることはあらゆる世代における体力の向上に関する取り組みの成
果として示されている．また，体力トレーニングは競技力向上と密接に関連している．
この授業科目では，体力の測定方法と評価方法に関する基礎的な知識を得ることに加えて，専門的な各種測定
方法の目的，特徴，長所・短所について学ぶ．
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
スポーツ科学的な指導や研究では，人の様々な運動パフォーマンスを測定して数量化する必要がある．さら
には，その結果を評価・判断するためには，統計の知識も必要になる．この授業では，スポーツ健康科学を中
心とした幅広い知識と教養を習得し，医学的知識を備えたスポーツ指導者の育成をする上で欠かすことができ
ない，体力を含む形態・機能の数量化の考え方の習得を目指す．
［授業の到達目標］
1．形態，身体組成，運動パフォーマンスの測定方法について説明できる．
2．数量化されたデータを集計方法について説明することができる．
3．既存の測定方法や評価方法の問題点や改善点について説明できる．
成績評価
［成績評価の基準］
・形態，身体組成，運動パフォーマンスの測定方法について説明できる（定期試験）
・数量化されたデータを集計方法について説明することができる（定期試験）
・既存の測定方法や評価方法の問題点や改善点について説明できる（レポート課題）
［成績評価の方法］
期末試験の結果55％、授業態度・取り組む姿勢35％、レポート10％から評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
特になし．
［履修上の注意（科目独自のルール）］
特になし．
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法）］
レポート課題に対しては提出された後の授業の中で解説を行う。
［テキスト・参考書等］
プリントを授業の時に配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
河村 ykoumura@juntendo.ac.jp 鈴木 ko‑suzuki@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：火曜日 13‑15時
場所：スポーツ健康医科学研究所3階9303室
備考
［学修時間］
この授業は，講義の授業形態による2単位の科目であり，授業30時間と準備学修60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する．
［その他］
この授業科目は，社会体育指導者に関する科目として位置付けられています．
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

1405

1

鈴木
河村

宏哉
剛光

2

鈴木
河村

宏哉
剛光

3

鈴木
河村

宏哉
剛光

4

鈴木
河村

宏哉
剛光

5

鈴木
河村

宏哉
剛光

6

鈴木
河村

宏哉
剛光

7

鈴木
河村

宏哉
剛光

8

鈴木
河村

宏哉
剛光

［授業内容］
測定と評価とは何か、総論を学
習する。
［授業方法］
測定と評価がどのような分野で
あるかに触れ、授業目的、展開
等を解説する。
［授業内容］
テストの基礎的な理論について
学ぶ。
［授業方法］
良いテストとはどのようなテス
トかを考え、テストの妥当性や
再現性などの測定に必要となる
基本的な理論を説明する。
［授業内容］
体力の分類について学習する。
［授業方法］
数量化できる体力など、様々な
体力の分類について解説する。
対象に応じた体力の定義の違い
を説明する。
［授業内容］
形態計測と機能測定について学
ぶ。
［授業方法］
身体のサイズの測定方法、体力
・運動能力の測定方法を解説す
る。
［授業内容］
子どもの体力にまつわる現状と
問題について学ぶ。
［授業方法］
国の統計資料を中心に子どもの
体力の実態と問題点について解
説する。
［授業内容］
子どもの体力をどのように測定
するのか，そして体力測定の限
界と意義について学ぶ。
［授業方法］
標準化されているテストをいく
つか紹介し，体力データを如何
に測定し，活用すべきかについ
て解説する。
［授業内容］
スポーツにおける身体組成の測
定法を学習する。
［授業方法］
さまざまな体脂肪量の測定方法
について説明する。
［授業内容］
運動・スポーツにまつわる現象
をどのように測定すべきかを学
ぶ。
［授業方法］
パフォーマンステストから能力
を測ることに関する考え方につ
いて解説する。
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（予習：3時間） 身近な「測定と評価」につい
て考え、測定評価学という分野について調べてお
く。
（復習：2時間） 半期間の流れ・ポイントにつ
いて授業資料を利用して整理する。

（予習：3時間） 普段良く実施する測定を振り
返り、どのような測定が良い測定であるか調べて
おく。
（復習：3時間） 良いテストの条件について資
料等を利用して整理する。

（予習：3時間） スポーツ・健康における体力
の重要性を考え、体力の定義を調べておく。
（復習：2時間） 様々な体力の定義・分類につ
いて整理する。

（予習：2時間） 体験したことのある形態計測
・体力測定を振り返り、正しく測定するために重
要なことを調べておく。
（復習：2時間） バッテリーテストについて復
習する。新体力テストの測定項目と実施上の注意
を整理する。
（予習：2時間） 毎年公表されている文部科学
省体力・運動能力調査の報道発表資料を調べてお
く。
（復習：2時間） 子どもが抱える運動環境の問
題について整理する。

（予習：2時間） これまで学校教育の中で体験
したことのある体力測定についてまとめておく。
（復習：2時間） 子どもにおける体力測定の意
義について整理する。

（予習：2時間） 肥満とその判定方法について
調べておく。
（復習：2時間） 体脂肪の測定方法の長短所に
ついて整理する。

（予習：2時間） これまで体験したことのある
運動・スポーツ場面での測定についてまとめてお
く。
（復習：2時間） 運動・スポーツ現象の測定の
在り方について復習する。
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（予習：2時間） スポーツにおいて大切な視覚
［授業内容］
スポーツにおける視覚機能の測 機能の種類について調べておく。
（復習：2時間） 視覚機能の測定評価、矯正、
定法について学ぶ。
眼の保護について整理する。
［授業方法］
スポーツと眼に関する分野、視
力や動体視力、眼の保護につい
て解説する。
（予習：2時間） 新聞等の記事に掲載されてい
［授業内容］
データの集計方法と読み取り方 るスポーツ・健康データを調べ、スクラップして
おく。
について学ぶ。
（復習：2時間） データ集約の方法のその解釈
［授業方法］
スポーツ・健康データの集計や について復習する。
読み取りの実践例を紹介しなが
ら解説する。
（予習：2時間） データや統計が大切な場面に
［授業内容］
評価と統計について学習する。 ついて考えておく。いろいろな代表値の求め方に
ついて調べておく。
［授業方法］
評価を行うための統計処理、デ （復習：2時間） 様々な基本的な統計値につい
ータ処理、基本的な統計値につ て整理する。
いて解説する。
（予習：2時間） 標準偏差とは何か、偏差値と
［授業内容］
正規分布と標準偏差について学 は何かを調べておく。
（復習：2時間） 標準偏差をしっかりと復習し
ぶ。
、評価の方法について整理する。
［授業方法］
評価に利用できる標準偏差、三
・五段階評価、Tスコア等につ
いて解説する。実際に計算も行
う。
（予習：2時間） 何かが増えるともう一方も増
［授業内容］
相関分析について学習する。 える例（物事）を考え、相関係数について調べて
おく。
［授業方法］
ある物事とある物事の関係の強 （復習：2時間） 相関分析の特徴、注意点につ
さを数値で示す相関について解 いて整理する。
説する。
（予習：2時間） どのような場面で差の検定を
［授業内容］
用いる必要があるか、調べておく。
平均値の差の検定を学ぶ。
（復習：2時間） ｔ検定とこれまでの統計の内
［授業方法］
2つの群に、あるいはﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ前 容について整理する。
後に差があるかどうか統計学的
な判断法を説明する。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

スポーツ社会学
Sociology of Sport

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 渡 正
科目担当者
渡 正
授業概要
[授業全体の内容]
現代社会においてスポーツは単なる個人の楽しみであることを超え、大きな社会現象となっている。本授業で
は、現代のスポーツの形成過程やその思想、課題を検討する。そのために、スポーツを歴史や政治、文化との
関連のなかで考察する幅広い知識と視野、関心をもつことから、社会構造の一部としてのスポーツを、社会学
の視点から客観的、論理的に考えることを目指す。
講義と設定されたワークによって社会学の基礎を学ぶ他、現代の社会的課題についてのグループディスカッ
ションと発表を行い、理解を深める。また、授業内・授業外の学修全般でJ‑Passその他のICTを活用する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、およびそれらの活用能力」、およびスポー
ツマネジメント学科での「経営学・社会心理学・社会学を応用したスポーツマネジメントについての知識」と
いう学位授与方針の達成に寄与する科目の1つとして開講される。
[授業の到達目標]
1.社会現象としてスポーツを考え、スポーツ現象の背景的な問題を理解できる
2.現代社会におけるスポーツの課題を考えるための社会学的な考え方を理解し、それを用いて説明できる。
3.現代スポーツの抱える課題について、自らの考えを社会との関連性のなかで表明することが出来る。
成績評価
[成績評価の基準]
1.社会現象としてスポーツを考え、スポーツ現象の背景的な問題を理解できる（ワークシート）
2.現代社会におけるスポーツの課題を考えるための社会学的な考え方を理解している（定期試験）
3.現代スポーツの抱える課題について、自らの考えを社会との関連性のなかで表明することが出来る（ワーク
シート・課題レポート）
4.その他、学習意欲や態度や取り組みを小テスト、提出された課題、ワークシートで評価する（平常点）
[成績評価の方法]
定期試験（筆記）30％、課題レポート20％、提出されたワークシート30％、少テスト10％、その他課題の取り
組み状況10％（平常点）
履修における留意事項
[履修要件]
特になし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
本授業では、毎回、ICTを用いてワークの提出などを行う。そのためタブレットPC、ノートPCなどインター
ネットにアクセスし作業のできる機器を持ち込むことを推奨する。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業内にて返却し、模範解答やポイントを提示し、解説する。定期試験・レポート課題については、希望す
る者には内容の解説等を行う。
[参考書等]
井上俊・菊幸一編著（2012）『よくわかるスポーツ文化論』ミネルヴァ書房
多木浩二（1995）『スポーツを考える』ちくま新書
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：渡 正（1号館3階1321室）
E‑mail: t‑watari[at]juntendo.ac.jp（[at]を＠に変更してください）
［オフィスアワー］
日時：月曜日日時:13:00〜14:30
場所: 1号館3階1321室（スポーツ社会学研究室）
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約してくれた学生を優先するので、前日までにE‑mailやJ‑Pa
ssから予約してください。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習60時間の計90時間の学
修を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
渡（以下同）
1
［授業内容］
テーマ：スポーツマンガの表現
から、スポーツと社会の関係性
について理解を深める。

2

3

4

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義形式で行う。提示されたワー
クを行い、提出する。
（予習：2時間）
［授業内容］
テーマ：スポーツ社会学におけ J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
る「スポーツ」の概念を、N.エ 定された方法で提出する。
リアスやA.グットマンの議論か （復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。
ら考える。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義形式で行う。提示されたワー
クを行い、提出する。
［授業内容］
テーマ：近代スポーツにおける
階級特性とアマチュアリズムに
ついて学習する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義形式で行う。提示されたワー
クを行い、提出する。
［授業内容］
テーマ：近代オリンピックの成
立とその思想、オリンピズムに
ついて学習する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義形式で行う。提示されたワー
クを行い、提出する。
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（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

5

6

7

8

9

［授業内容］
テーマ：オリンピックの歴史的
変遷を社会のマクロな構造との
関連性から学習する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：現代スポーツの以降に
おいてアメリカ社会の与えた影
響とそれに伴うスポーツの変容
について理解する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：現代スポーツの課題に
ついて、特にグローバリゼーシ
ョンの観点から学習する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：現代スポーツの課題に
ついて、特にナショナリズムの
観点から学習する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：現代スポーツにおける
政治性（スポーツの政治利用、
スポーツによる抵抗）について
学習する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
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（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

10

11

12

13

14

［授業内容］
テーマ：近代スポーツがいかに
女性性を扱ってきたのか、その
現代的課題について学習する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：これまでの日本の障害
者スポーツやパラリンピックの
捉えられ方について学習する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：日本のスポーツ体制で
ある運動部活動の歴史と課題に
ついて学習する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：スポーツとメディアの
相互依存関係と、メディアが表
象するスポーツの物語について
学習する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：社会の中のスポーツを
どのように捉えるか、社会シス
テム論の観点から考える。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
定期試験
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（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：3時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：3時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：3時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：3時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

授業科目名
英語科目名

スポーツ社会学
Sociology of Sport

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 渡 正
科目担当者
渡 正
授業概要
[授業全体の内容]
現代社会においてスポーツは単なる個人の楽しみであることを超え、大きな社会現象となっている。本授業で
は、現代のスポーツの形成過程やその思想、課題を検討する。そのために、スポーツを歴史や政治、文化との
関連のなかで考察する幅広い知識と視野、関心をもつことから、社会構造の一部としてのスポーツを、社会学
の視点から客観的、論理的に考えることを目指す。
講義と設定されたワークによって社会学の基礎を学ぶ他、現代の社会的課題についてのグループディスカッ
ションと発表を行い、理解を深める。また、授業内・授業外の学修全般でJ‑Passその他のICTを活用する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、およびそれらの活用能力」、およびスポー
ツマネジメント学科での「経営学・社会心理学・社会学を応用したスポーツマネジメントについての知識」と
いう学位授与方針の達成に寄与する科目の1つとして開講される。
[授業の到達目標]
1.社会現象としてスポーツを考え、スポーツ現象の背景的な問題を理解できる
2.現代社会におけるスポーツの課題を考えるための社会学的な考え方を理解し、それを用いて説明できる。
3.現代スポーツの抱える課題について、自らの考えを社会との関連性のなかで表明することが出来る。
成績評価
[成績評価の基準]
1.社会現象としてスポーツを考え、スポーツ現象の背景的な問題を理解できる（ワークシート）
2.現代社会におけるスポーツの課題を考えるための社会学的な考え方を理解している（定期試験）
3.現代スポーツの抱える課題について、自らの考えを社会との関連性のなかで表明することが出来る（ワーク
シート・課題レポート）
4.その他、学習意欲や態度や取り組みを小テスト、提出された課題、ワークシートで評価する（平常点）
[成績評価の方法]
定期試験（筆記）30％、課題レポート20％、提出されたワークシート30％、少テスト10％、その他課題の取り
組み状況10％（平常点）
履修における留意事項
[履修要件]
特になし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
本授業では、毎回、ICTを用いてワークの提出などを行う。そのためタブレットPC、ノートPCなどインター
ネットにアクセスし作業のできる機器を持ち込むことを推奨する。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業内にて返却し、模範解答やポイントを提示し、解説する。定期試験・レポート課題については、希望す
る者には内容の解説等を行う。
[参考書等]
井上俊・菊幸一編著（2012）『よくわかるスポーツ文化論』ミネルヴァ書房
多木浩二（1995）『スポーツを考える』ちくま新書
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：渡 正（1号館3階1321室）
E‑mail: t‑watari[at]juntendo.ac.jp（[at]を＠に変更してください）
［オフィスアワー］
日時：月曜日日時:13:00〜14:30
場所: 1号館3階1321室（スポーツ社会学研究室）
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約してくれた学生を優先するので、前日までにE‑mailやJ‑Pa
ssから予約してください。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習60時間の計90時間の学
修を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
渡（以下同）
1
［授業内容］
テーマ：スポーツマンガの表現
から、スポーツと社会の関係性
について理解を深める。

2

3

4

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義形式で行う。提示されたワー
クを行い、提出する。
（予習：2時間）
［授業内容］
テーマ：スポーツ社会学におけ J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
る「スポーツ」の概念を、N.エ 定された方法で提出する。
リアスやA.グットマンの議論か （復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。
ら考える。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義形式で行う。提示されたワー
クを行い、提出する。
［授業内容］
テーマ：近代スポーツにおける
階級特性とアマチュアリズムに
ついて学習する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義形式で行う。提示されたワー
クを行い、提出する。
［授業内容］
テーマ：近代オリンピックの成
立とその思想、オリンピズムに
ついて学習する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義形式で行う。提示されたワー
クを行い、提出する。
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（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

5

6

7

8

9

［授業内容］
テーマ：オリンピックの歴史的
変遷を社会のマクロな構造との
関連性から学習する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：現代スポーツの以降に
おいてアメリカ社会の与えた影
響とそれに伴うスポーツの変容
について理解する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：現代スポーツの課題に
ついて、特にグローバリゼーシ
ョンの観点から学習する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：現代スポーツの課題に
ついて、特にナショナリズムの
観点から学習する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：現代スポーツにおける
政治性（スポーツの政治利用、
スポーツによる抵抗）について
学習する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
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（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

10

11

12

13

14

［授業内容］
テーマ：近代スポーツがいかに
女性性を扱ってきたのか、その
現代的課題について学習する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：これまでの日本の障害
者スポーツやパラリンピックの
捉えられ方について学習する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：日本のスポーツ体制で
ある運動部活動の歴史と課題に
ついて学習する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：スポーツとメディアの
相互依存関係と、メディアが表
象するスポーツの物語について
学習する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：社会の中のスポーツを
どのように捉えるか、社会シス
テム論の観点から考える。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
定期試験
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（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：3時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：3時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：3時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：3時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

授業科目名
英語科目名

生涯スポーツ論
Theory of Lifelong Sports and Physical Activities

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 黒須 充
科目担当者
黒須
充
授業概要
【授業全体の内容】
生涯スポーツの定義、する・みる・支えるスポーツの振興、スポーツイベントやプログラム、スポーツ施設
、子ども・青少年とスポーツ、高齢者とスポーツ、我が国の健康・スポーツ政策の動向、諸外国の健康・スポ
ーツ政策の動向、地域スポーツとトップレベルスポーツの好循環等に焦点を当て、具体的な事例を交えながら
、解説する。
この授業科目では、だれもが生涯の各時期において、それぞれの体力や年齢、目的や興味に応じて、いつで
も、どこでも、主体的にスポーツに親しむことであり、生涯スポーツ社会の実現は、我が国をはじめ多くの国
で重要な政策課題となっている。本講義では、競技スポーツも含めた広い意味での生涯スポーツの振興を柱に
、それぞれのライフステージのなかでスポーツを楽しみ、継続することができる環境づくりをテーマに、学生
一人一人が生涯スポーツを多角的な視点から捉え、実践することができる力を養成することを目標に授業を進
める。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養に基づき、経営学や社会学を応用したスポー
ツマネジメント学についての知識を身につけ、スポーツを「ヒト・モノ・カネ・情報」という経営資源の側面
からマネジメントできる能力の養成を目指す、という学位授与方針の達成に寄与する。
【授業の到達目標】
１．生涯スポーツ、するスポーツ、みるスポーツ、ささえるスポーツの概念が理解できる。
２．我が国のスポーツを取り巻く現状を把握・分析し、問題の解決策を案出きる基本的知識を備えている。
３．生涯スポーツの実践に必要な初級レベルの知識を備えている。
４．ライフスタイルやライフステージに応じ、継続してスポーツを楽しむことができる総合型地域スポーツク
ラブやスポーツNPOの役割について説明することができる。
５．諸外国と日本の生涯スポーツ政策を比較し、これからの生涯スポーツ社会のあり方について、自分なりの
考えを持ち、その根拠を説明することができる。
成績評価
【成績評価の基準】
１．生涯スポーツ、するスポーツ、みるスポーツ、ささえるスポーツの概念を述べることができる（レポート
）
２．我が国のスポーツを取り巻く現状を把握・分析し、問題の解決策を案出きる基本的知識を備えている（レ
ポート）
３．ライフスタイルやライフステージに応じ、継続してスポーツを楽しむことができる総合型地域スポーツク
ラブやスポーツNPOの役割について説明することができる（定期試験）
４．諸外国と日本の生涯スポーツ政策を比較し、これからの生涯スポーツ社会のあり方について、自分なりの
考えを持ち、その根拠を論理的に説明することができる（定期試験）
５．生涯スポーツの実践に必要な初級レベルの知識を備えている（ディスカッション）
６．授業中の発言やグループワークの取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）
【成績評価の方法】
課題レポート２回（30％）、平常点（10％）、事前・事後学習（10％）、定期試験（50％）を総合的に評価す
る。
履修における留意事項
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【履修上の注意（科目独自のルール）】
１回の授業について、３分の２以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。また、遅刻及
び早退３回で、１回分の欠席としてカウントする。講義ノートを３回忘れた場合は、１回分の欠席として扱う
。
【課題（試験・レポート等）に対するフィードバックの方法】
授業毎のレポート課題については、翌週の授業の中で評価のポイントを提示し、解説する。定期試験に関して
は、J‑Passを使って解説する。
【テキスト・参考書等】
１．生涯スポーツ論テキスト2018（生涯スポーツゼミナール編）
テキスト代500円を初回の授業時に持参す
ること。
２．笹川スポーツ財団「スポーツ白書2014〜スポーツの使命と可能性」、笹川スポーツ財団、2014.
３．川西正志・野川春夫編著「改訂３版生涯スポーツ実践論」、市村出版、2012.
４．黒須 充編著「総合型地域スポーツクラブの時代 全３巻」、創文企画、2007年〜2009年.
５．クリストフ・ブロイアー編著、黒須 充監訳「ドイツに学ぶ スポーツクラブの発展と社会公益性」、創
文企画、2010年.
６．黒須 充・水上博司編著「スポーツ・コモンズ〜総合型地域スポーツクラブの近未来像〜」、創文企画、
2014年.
７．クリストフ・ブロイアー・黒須 充編著「ドイツに学ぶ 地方自治体のスポーツ政策とクラブ」、創文企
画、2014年.
１は教科書として使用するので必ず用意すること。２から７は参考書であり、レポート作成の際に参考とな
る。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：黒須 充
メールアドレス： mkurosu@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：前期期間中の火曜日12:10〜12:50、水曜日13:00〜16:00、木曜日12:10〜12:50
場所：１号館３階1323室（生涯スポーツゼミナール）
この時間以外の来室は事前にE‑mailで予約ください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業３０時間と準備学修６０時間の計９０時間の
学修を必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
黒須
（予習：3時間）
1
【授業内容】
生涯スポーツ社会を実現するた 生涯スポーツの定義について事前に調べ、理解を
めにはどうすればいいかについ 深める。
て、歴史や定義、研究動向等を
（復習：１時間）
取り上げる。
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass 、課題レポートを課し、提出させる。
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．ライフサイクルとスポーツ
をテーマにグループディスカッ
ションを行い、班毎に発表する
。
【キーワード】
生涯スポーツとは？
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2

黒須

【授業内容】
学校や企業を中心に発展してき
た我が国のスポーツが岐路に立
たされている今、地域を基盤と
したスポーツ推進体制への転換
が喫緊の課題である。本講義で
は、総合型地域スポーツクラブ
やスポーツNPOの育成等を取り
上げ、スポーツ参加率を高める
具体的な方策について考える。

（予習：３時間）
国民のスポーツ実施率や実施状況について事前に
調べ、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
、課題レポートを課し、提出させる。

【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．するスポーツの環境をテー
マにグループディスカッション
を行い、班毎に発表する。

3

黒須

【キーワード】
するスポーツの振興
【授業内容】
プロ野球、Ｊリーグ、大相撲、
ゴルフなどのプロスポーツはも
ちろんのこと、オリンピックや
ワールドカップなど「みる（観
る・見る）スポーツ」は、「す
るスポーツ」とともに、一つの
ライフスタイルとして定着しつ
つある。スポーツ観戦の現状、
スポーツ観戦の動機、メディア
スポーツの功罪等を取り上げる
。
【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．メディアとスポーツの功罪
をテーマにグループディスカッ
ションを行い、班毎に発表する
。
【キーワード】
みるスポーツの振興
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（予習：３時間）
プロスポーツが地域にもたらす効果について事前
に調べ、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
、課題レポートを課し、提出させる。

4

黒須

【授業内容】
スポーツ指導者の資格制度、ス
ポーツ指導者に求められる資質
、スポーツボランティアの歴史
や定義、スポーツボランティア
の現状や育成・活用システム等
を取り上げる。

（予習：３時間）
プロスポーツが地域にもたらす効果について事前
に調べ、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
、課題レポートを課し、提出させる。

【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．スポーツボランティアをテ
ーマにグループディスカッショ
ンを行い、班毎に発表する。

5

6

黒須

黒須

【キーワード】
ささえるスポーツの振興
【授業内容】
我が国のスポーツ施設の現状や
指定管理者制度、スポーツ用品
の市場動向、多様化・細分化・
個別化・リバイバル需要等を取
り上げ、スポーツ施設のマネジ
メントについて考える。

（予習：３時間）
指定管理者制度とスポーツ施設について事前に調
べ、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
、課題レポートを課し、提出させる。

【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．スポーツ施設の有効活用策
をテーマにグループディスカッ
ションを行い、班毎に発表する
。
（予習：３時間）
【授業内容】
国内外の注目すべきイベントを 生涯スポーツイベントの開催による地域活性化に
取り上げ、スポーツイベントの ついて事前に具体的な事例を調べ、理解を深める
分類、イベントの準備から評価 。
までの流れ、イベントの魅力を
引き出す方法、企画書の作成、 （復習：１時間）
広報・宣伝媒体の選定、イベン 講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
トの効果、リスクマネジメント 、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
を取り上げ、今後のスポーツイ 、課題レポートを課し、提出させる。
ベントのあり方を探る。
【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．手にとってもらえるチラシ
づくりをテーマにグループディ
スカッションを行い、班毎に発
表する。
【キーワード】
スポーツイベントやプログラム
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7

黒須

【授業内容】
子どもの体力・運動能力の低下
、青少年スポーツの現状、ドロ
ップアウトやバーンアウト、青
少年スポーツのプロモーション
等を取り上げ、子ども・青少年
スポーツのあり方について考え
る。

（予習：３時間）
青少年のスポーツ活動の意義について事前に調べ
、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
、課題レポートを課し、提出させる。

【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．わが国の青少年スポーツの
問題点をテーマにグループディ
スカッションを行い、班毎に発
表する。

8

黒須

【キーワード】
子ども・青少年とスポーツ
【授業内容】
新しい価値観やライフスタイル
をもつ新しい高齢者「ニューエ
ルダー」に着目し、高齢者スポ
ーツの望ましいあり方について
考える。特に、新しい出会いを
増やし、日頃から交流を楽しみ
、豊かな時間を過ごすことがで
きる地域社会のスポーツ環境づ
くりについて考える。
【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．アクティブエイジングとス
ポーツの役割をテーマにグルー
プディスカッションを行い、班
毎に発表する。
【キーワード】
高齢者とスポーツ
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（予習：３時間）
ハイリスクアプローチに該当する高齢者に対する
運動機能向上プログラムについて事前に調べ、理
解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
、課題レポートを課し、提出させる。

9

黒須

【授業内容】
障がいのある人とない人が共に
楽しめる社会（ソーシャル・イ
ンクルージョン）の考え方をベ
ースに、障がい者スポーツの望
ましいあり方についてついて考
える。また、パラリンピックや
スペシャルオリンピックズを取
り上げ、今後の障がい者スポー
ツの一体的な普及・振興のあり
方について考える。

（予習）
障がい者のスポーツの諸特性及びその現状と課題
について事前に調べ、理解を深める。
（復習）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
、課題レポートを課し、提出させる。

【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．インクルージョンをテーマ
にグループディスカッションを
行い、班毎に発表する。

10

黒須

【キーワード】
障がい者とスポーツ
【授業内容】
運動やスポーツが健康の維持・
増進に及ぼす影響や効用につい
て、健康日本２１（第二次）や
ヘルシーピープル2020などの具
体的な事例を紹介し、その概要
や政策形成のために必要な能力
とは何かについて考える。
【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．健康日本21（第二次）の政
策評価をテーマにグループディ
スカッションを行い、班毎に発
表する。
【キーワード】
我が国の健康政策の動向
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（予習：３時間）
健康づくり事業の計画と評価について事前に調べ
、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
、課題レポートを課し、提出させる。

11

黒須

【授業内容】
スポーツ行政とは何か、行政の
3原則、国のスポーツ政策の動
向（スポーツ基本法とスポーツ
基本計画等）、地方スポーツ推
進計画の作成（使命、目標、現
状分析、基本コンセプト、主要
な施策、実施体制、評価システ
ム等の流れ）について考える。

（予習：３時間）
スポーツ立国戦略、スポーツ基本法、スポーツ基
本計画について事前に調べ、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
、課題レポートを課し、提出させる。

【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．地方自治体のスポーツ振興
プランの作成をテーマにグルー
プディスカッションを行い、班
毎に発表する。

12

黒須

【キーワード】
我が国の生涯スポーツ政策
【授業内容】
世界における生涯スポーツ政策
について、フィンランド、イギ
リス、フランス、カナダ、オー
ストラリア、アメリカ、ドイツ
等の取り組みを紹介し、比較、
検討する。
【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．諸外国のスポーツ政策をテ
ーマにグループディスカッショ
ンを行い、班毎に発表する。
【キーワード】
世界の生涯スポーツ政策
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（予習：３時間）
諸外国の生涯スポーツ政策について事前に調べ、
理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
、課題レポートを課し、提出させる。

13

黒須

【授業内容】
ドイツの生涯スポーツについて
、ドイツのスポーツクラブ数や
会員数の推移、ドイツのスポー
ツ振興システム、スポーツクラ
ブの発展と社会公益性、地方自
治体のスポーツ政策、スポーツ
・ダイアローグなどを取り上げ
、スポーツ先進国ドイツの生涯
スポーツ政策について考える。

（予習：３時間）
日本や海外の競技力向上のための施策やスポーツ
施設について事前に調べ、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
、課題レポートを課し、提出させる。

【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．スポーツ選手のセカンドキ
ャリアをテーマにグループディ
スカッションを行い、班毎に発
表する。

14

黒須

【キーワード】
ドイツの生涯スポーツ政策
【授業内容】
我が国の競技力向上施策につい
て、一貫指導システムの構築、
トップアスリートに求められる
資質・能力、セカンドキャリア
の現状と課題等を取り上げる。
また、文科省の「地域スポーツ
とトップスポーツの好循環推進
プロジェクト事業」に取り組ん
でいる拠点クラブのいくつかの
事例を紹介する。
【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．スポーツ選手のセカンドキ
ャリアをテーマにグループディ
スカッションを行い、班毎に発
表する。

15

黒須

【キーワード】
地域スポーツとトップスポーツ
の好循環
定期試験を実施する。
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（予習：３時間）
日本や海外の競技力向上のための施策やスポーツ
施設について事前に調べ、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
、課題レポートを課し、提出させる。

授業科目名
英語科目名

生涯スポーツ論
Theory of Lifelong Sports and Physical Activities

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 黒須 充
科目担当者
黒須
充
授業概要
【授業全体の内容】
生涯スポーツの定義、する・みる・支えるスポーツの振興、スポーツイベントやプログラム、スポーツ施設
、子ども・青少年とスポーツ、高齢者とスポーツ、我が国の健康・スポーツ政策の動向、諸外国の健康・スポ
ーツ政策の動向、地域スポーツとトップレベルスポーツの好循環等に焦点を当て、具体的な事例を交えながら
、解説する。
この授業科目では、だれもが生涯の各時期において、それぞれの体力や年齢、目的や興味に応じて、いつで
も、どこでも、主体的にスポーツに親しむことであり、生涯スポーツ社会の実現は、我が国をはじめ多くの国
で重要な政策課題となっている。本講義では、競技スポーツも含めた広い意味での生涯スポーツの振興を柱に
、それぞれのライフステージのなかでスポーツを楽しみ、継続することができる環境づくりをテーマに、学生
一人一人が生涯スポーツを多角的な視点から捉え、実践することができる力を養成することを目標に授業を進
める。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養に基づき、経営学や社会学を応用したスポー
ツマネジメント学についての知識を身につけ、スポーツを「ヒト・モノ・カネ・情報」という経営資源の側面
からマネジメントできる能力の養成を目指す、という学位授与方針の達成に寄与する。
【授業の到達目標】
１．生涯スポーツ、するスポーツ、みるスポーツ、ささえるスポーツの概念が理解できる。
２．我が国のスポーツを取り巻く現状を把握・分析し、問題の解決策を案出きる基本的知識を備えている。
３．生涯スポーツの実践に必要な初級レベルの知識を備えている。
４．ライフスタイルやライフステージに応じ、継続してスポーツを楽しむことができる総合型地域スポーツク
ラブやスポーツNPOの役割について説明することができる。
５．諸外国と日本の生涯スポーツ政策を比較し、これからの生涯スポーツ社会のあり方について、自分なりの
考えを持ち、その根拠を説明することができる。
成績評価
【成績評価の基準】
１．生涯スポーツ、するスポーツ、みるスポーツ、ささえるスポーツの概念を述べることができる（レポート
）
２．我が国のスポーツを取り巻く現状を把握・分析し、問題の解決策を案出きる基本的知識を備えている（レ
ポート）
３．ライフスタイルやライフステージに応じ、継続してスポーツを楽しむことができる総合型地域スポーツク
ラブやスポーツNPOの役割について説明することができる（定期試験）
４．諸外国と日本の生涯スポーツ政策を比較し、これからの生涯スポーツ社会のあり方について、自分なりの
考えを持ち、その根拠を論理的に説明することができる（定期試験）
５．生涯スポーツの実践に必要な初級レベルの知識を備えている（ディスカッション）
６．授業中の発言やグループワークの取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）
【成績評価の方法】
課題レポート２回（30％）、平常点（10％）、事前・事後学習（10％）、定期試験（50％）を総合的に評価す
る。
履修における留意事項

1424

【履修上の注意（科目独自のルール）】
１回の授業について、３分の２以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。また、遅刻及
び早退３回で、１回分の欠席としてカウントする。講義ノートを３回忘れた場合は、１回分の欠席として扱う
。
【課題（試験・レポート等）に対するフィードバックの方法】
授業毎のレポート課題については、翌週の授業の中で評価のポイントを提示し、解説する。定期試験に関して
は、J‑Passを使って解説する。
【テキスト・参考書等】
１．生涯スポーツ論テキスト2018（生涯スポーツゼミナール編）
テキスト代500円を初回の授業時に持参す
ること。
２．笹川スポーツ財団「スポーツ白書2014〜スポーツの使命と可能性」、笹川スポーツ財団、2014.
３．川西正志・野川春夫編著「改訂３版生涯スポーツ実践論」、市村出版、2012.
４．黒須 充編著「総合型地域スポーツクラブの時代 全３巻」、創文企画、2007年〜2009年.
５．クリストフ・ブロイアー編著、黒須 充監訳「ドイツに学ぶ スポーツクラブの発展と社会公益性」、創
文企画、2010年.
６．黒須 充・水上博司編著「スポーツ・コモンズ〜総合型地域スポーツクラブの近未来像〜」、創文企画、
2014年.
７．クリストフ・ブロイアー・黒須 充編著「ドイツに学ぶ 地方自治体のスポーツ政策とクラブ」、創文企
画、2014年.
１は教科書として使用するので必ず用意すること。２から７は参考書であり、レポート作成の際に参考とな
る。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：黒須 充
メールアドレス： mkurosu@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：前期期間中の火曜日12:10〜12:50、水曜日13:00〜16:00、木曜日12:10〜12:50
場所：１号館３階1323室（生涯スポーツゼミナール）
この時間以外の来室は事前にE‑mailで予約ください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業３０時間と準備学修６０時間の計９０時間の
学修を必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
黒須
（予習：3時間）
1
【授業内容】
生涯スポーツ社会を実現するた 生涯スポーツの定義について事前に調べ、理解を
めにはどうすればいいかについ 深める。
て、歴史や定義、研究動向等を
（復習：１時間）
取り上げる。
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass 、課題レポートを課し、提出させる。
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．ライフサイクルとスポーツ
をテーマにグループディスカッ
ションを行い、班毎に発表する
。
【キーワード】
生涯スポーツとは？
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2

黒須

【授業内容】
学校や企業を中心に発展してき
た我が国のスポーツが岐路に立
たされている今、地域を基盤と
したスポーツ推進体制への転換
が喫緊の課題である。本講義で
は、総合型地域スポーツクラブ
やスポーツNPOの育成等を取り
上げ、スポーツ参加率を高める
具体的な方策について考える。

（予習：３時間）
国民のスポーツ実施率や実施状況について事前に
調べ、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
、課題レポートを課し、提出させる。

【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．するスポーツの環境をテー
マにグループディスカッション
を行い、班毎に発表する。

3

黒須

【キーワード】
するスポーツの振興
【授業内容】
プロ野球、Ｊリーグ、大相撲、
ゴルフなどのプロスポーツはも
ちろんのこと、オリンピックや
ワールドカップなど「みる（観
る・見る）スポーツ」は、「す
るスポーツ」とともに、一つの
ライフスタイルとして定着しつ
つある。スポーツ観戦の現状、
スポーツ観戦の動機、メディア
スポーツの功罪等を取り上げる
。
【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．メディアとスポーツの功罪
をテーマにグループディスカッ
ションを行い、班毎に発表する
。
【キーワード】
みるスポーツの振興

1426

（予習：３時間）
プロスポーツが地域にもたらす効果について事前
に調べ、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
、課題レポートを課し、提出させる。

4

黒須

【授業内容】
スポーツ指導者の資格制度、ス
ポーツ指導者に求められる資質
、スポーツボランティアの歴史
や定義、スポーツボランティア
の現状や育成・活用システム等
を取り上げる。

（予習：３時間）
プロスポーツが地域にもたらす効果について事前
に調べ、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
、課題レポートを課し、提出させる。

【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．スポーツボランティアをテ
ーマにグループディスカッショ
ンを行い、班毎に発表する。

5

6

黒須

黒須

【キーワード】
ささえるスポーツの振興
【授業内容】
我が国のスポーツ施設の現状や
指定管理者制度、スポーツ用品
の市場動向、多様化・細分化・
個別化・リバイバル需要等を取
り上げ、スポーツ施設のマネジ
メントについて考える。

（予習：３時間）
指定管理者制度とスポーツ施設について事前に調
べ、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
、課題レポートを課し、提出させる。

【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．スポーツ施設の有効活用策
をテーマにグループディスカッ
ションを行い、班毎に発表する
。
（予習：３時間）
【授業内容】
国内外の注目すべきイベントを 生涯スポーツイベントの開催による地域活性化に
取り上げ、スポーツイベントの ついて事前に具体的な事例を調べ、理解を深める
分類、イベントの準備から評価 。
までの流れ、イベントの魅力を
引き出す方法、企画書の作成、 （復習：１時間）
広報・宣伝媒体の選定、イベン 講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
トの効果、リスクマネジメント 、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
を取り上げ、今後のスポーツイ 、課題レポートを課し、提出させる。
ベントのあり方を探る。
【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．手にとってもらえるチラシ
づくりをテーマにグループディ
スカッションを行い、班毎に発
表する。
【キーワード】
スポーツイベントやプログラム
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7

黒須

【授業内容】
子どもの体力・運動能力の低下
、青少年スポーツの現状、ドロ
ップアウトやバーンアウト、青
少年スポーツのプロモーション
等を取り上げ、子ども・青少年
スポーツのあり方について考え
る。

（予習：３時間）
青少年のスポーツ活動の意義について事前に調べ
、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
、課題レポートを課し、提出させる。

【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．わが国の青少年スポーツの
問題点をテーマにグループディ
スカッションを行い、班毎に発
表する。

8

黒須

【キーワード】
子ども・青少年とスポーツ
【授業内容】
新しい価値観やライフスタイル
をもつ新しい高齢者「ニューエ
ルダー」に着目し、高齢者スポ
ーツの望ましいあり方について
考える。特に、新しい出会いを
増やし、日頃から交流を楽しみ
、豊かな時間を過ごすことがで
きる地域社会のスポーツ環境づ
くりについて考える。
【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．アクティブエイジングとス
ポーツの役割をテーマにグルー
プディスカッションを行い、班
毎に発表する。
【キーワード】
高齢者とスポーツ
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（予習：３時間）
ハイリスクアプローチに該当する高齢者に対する
運動機能向上プログラムについて事前に調べ、理
解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
、課題レポートを課し、提出させる。

9

黒須

【授業内容】
障がいのある人とない人が共に
楽しめる社会（ソーシャル・イ
ンクルージョン）の考え方をベ
ースに、障がい者スポーツの望
ましいあり方についてついて考
える。また、パラリンピックや
スペシャルオリンピックズを取
り上げ、今後の障がい者スポー
ツの一体的な普及・振興のあり
方について考える。

（予習）
障がい者のスポーツの諸特性及びその現状と課題
について事前に調べ、理解を深める。
（復習）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
、課題レポートを課し、提出させる。

【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．インクルージョンをテーマ
にグループディスカッションを
行い、班毎に発表する。

10

黒須

【キーワード】
障がい者とスポーツ
【授業内容】
運動やスポーツが健康の維持・
増進に及ぼす影響や効用につい
て、健康日本２１（第二次）や
ヘルシーピープル2020などの具
体的な事例を紹介し、その概要
や政策形成のために必要な能力
とは何かについて考える。
【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．健康日本21（第二次）の政
策評価をテーマにグループディ
スカッションを行い、班毎に発
表する。
【キーワード】
我が国の健康政策の動向
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（予習：３時間）
健康づくり事業の計画と評価について事前に調べ
、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
、課題レポートを課し、提出させる。

11

黒須

【授業内容】
スポーツ行政とは何か、行政の
3原則、国のスポーツ政策の動
向（スポーツ基本法とスポーツ
基本計画等）、地方スポーツ推
進計画の作成（使命、目標、現
状分析、基本コンセプト、主要
な施策、実施体制、評価システ
ム等の流れ）について考える。

（予習：３時間）
スポーツ立国戦略、スポーツ基本法、スポーツ基
本計画について事前に調べ、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
、課題レポートを課し、提出させる。

【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．地方自治体のスポーツ振興
プランの作成をテーマにグルー
プディスカッションを行い、班
毎に発表する。

12

黒須

【キーワード】
我が国の生涯スポーツ政策
【授業内容】
世界における生涯スポーツ政策
について、フィンランド、イギ
リス、フランス、カナダ、オー
ストラリア、アメリカ、ドイツ
等の取り組みを紹介し、比較、
検討する。
【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．諸外国のスポーツ政策をテ
ーマにグループディスカッショ
ンを行い、班毎に発表する。
【キーワード】
世界の生涯スポーツ政策
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（予習：３時間）
諸外国の生涯スポーツ政策について事前に調べ、
理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
、課題レポートを課し、提出させる。

13

黒須

【授業内容】
ドイツの生涯スポーツについて
、ドイツのスポーツクラブ数や
会員数の推移、ドイツのスポー
ツ振興システム、スポーツクラ
ブの発展と社会公益性、地方自
治体のスポーツ政策、スポーツ
・ダイアローグなどを取り上げ
、スポーツ先進国ドイツの生涯
スポーツ政策について考える。

（予習：３時間）
日本や海外の競技力向上のための施策やスポーツ
施設について事前に調べ、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
、課題レポートを課し、提出させる。

【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．スポーツ選手のセカンドキ
ャリアをテーマにグループディ
スカッションを行い、班毎に発
表する。

14

黒須

【キーワード】
ドイツの生涯スポーツ政策
【授業内容】
我が国の競技力向上施策につい
て、一貫指導システムの構築、
トップアスリートに求められる
資質・能力、セカンドキャリア
の現状と課題等を取り上げる。
また、文科省の「地域スポーツ
とトップスポーツの好循環推進
プロジェクト事業」に取り組ん
でいる拠点クラブのいくつかの
事例を紹介する。
【授業方法】
１．講義ノートと事前にJ‑Pass
にアップしたプレゼン資料を使
って講義を進める。
２．スポーツ選手のセカンドキ
ャリアをテーマにグループディ
スカッションを行い、班毎に発
表する。

15

黒須

【キーワード】
地域スポーツとトップスポーツ
の好循環
定期試験を実施する。

1431

（予習：３時間）
日本や海外の競技力向上のための施策やスポーツ
施設について事前に調べ、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、事後理解を深めるとともに
、課題レポートを課し、提出させる。

授業科目名
英語科目名

マネジメント総論
Introduction to Management

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

小笠原

1年
悦子

授業概要
【授業全体の内容】
この授業では、スポーツをサービスととらえ、ヒト、モノ、カネ、情報という経営資源を交換しながら、調
整していくことがスポーツマネジメントであることを実感できるようになることを目指す。
最初に、ドラッカーの「マネジメント（基本と原則）」を学修し、マネジメントの基本を学修し、その後に
、スポーツマネジメントの分野の全般を学修する。
【授業の位置づけ】
この科目は「スポーツマネジメント学分野における専門的な知識と技術」を身に付けるための科目として開
講される。また、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」という学位受
容方針の達成に寄与する。
成績評価
【成績評価の基準】
１．マネジメントとは何かを毎回の授業で提出するコメントカードの内容で評価する。
２．マネジメントの定義の理解度を中間テストで評価する。
３．マネジメントの知識の有無がスポーツにおいて何を変えるのかについての理解度を期末テストで評価する
。
【成績評価の方法】
小テスト（5%x12回＝60%）＋中間テスト（10%）＋期末テスト（30%）＝１００%という配分で評価する。
履修における留意事項
【履修条件】
特になし
【履修上の注意】
授業では予習はもっと重要なので、必ず予習をして、授業に臨むこと。
【試験に対するフィードバックの方法】
試験については、試験後にJuntendo Passportを使って解説する。
【テキスト】
以下の2冊は教科書として使用するので、必ず用意すること。
「マネジメント【エッセンシャル版】基本と原則」（P.F.ドラッカー著）ダイヤモンド社
「スポーツマネジメント」(改訂版）（原田宗彦・小笠原悦子編著）大修館書店
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：小笠原悦子
eogasawa@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：火曜日 2時間目
場所：1号館3階1329室
できるだけ、事前にemailにて面会の予約を取るように心がけて下さい。
備考
【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学修時間60時間の計90時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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1

小笠原悦子

2

小笠原悦子

3

小笠原悦子

4

小笠原悦子

5

小笠原悦子

（授業内容）
オリエンテーションとして、授
業の受講方法、評価方法を理解
し、スポーツプロダクトとは何
かを理解する。
（授業方法）
授業の目的、進め方、評価方法
等について概説する、スポーツ
プロダクト について説明する
。
（授業内容）
スポーツプロダクトの定義を
理解し、スポーツサービスの分
類について理解を深める。
(授業方法）
スポーツをサービスとしてとら
え、サービスの特性を説明する
。また、その特性を踏まえた上
でスポーツサービスの6種類を
解説する。小テストを実施する
。
(授業内容）
第1部 マネジメントの使命
マネジメントの役割、社会的責
任 について理解を深める。
(授業方法）
PPTで重要ポイントについて説
明する。また、動画で関連事項
の理解を促す。
小テストを実施する。
（授業内容）
第2部 マネジメントの方法
マネジメントの必要性、マネジ
ャー、マネジメントの技能につ
いて理解を深める。
(授業方法）
PPTで重要ポイントについて説
明する。また、動画で関連事項
の理解を促す。
小テストを実施する。
授業内容）
(
第3部 マネジメントの戦略、
トップマネジメント、イノベー
ション につていの理解を深め
る
（授業方法）
PPTで重要ポイントについて説
明する。また、動画で関連事項
の理解を促す。
小テストを実施する。
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（予習：2時間）
プロダクトとは何かを調べる。

(復習：1時間）
マネジメントの役割、社会的責任について、重要
ポイントを確認する。
（予習：3時間）
予習：第2部 マネジメントの方法を読む

（復習：1時間）
マネジメントの役割、社会的責任について、重要
ポイントを確認する。
（予習：3時間）
予習：第2部 マネジメントの方法を読む

（復習：1時間）
マネジメントの必要性、マネジャー、マネジメン
トの技能を復習する
（予習：3時間）
第3部 マネジメントの戦略を読む

（復習：1時間）
トップマネジメント、イノベーションの意味を復
習
（予習：3時間）
「スポーツマネジメント」(改訂版）の第1章と第
２章「スポーツマネジメントの発展」を読む

6

小笠原悦子

7

小笠原悦子

8

小笠原悦子

9

小笠原悦子

10

小笠原悦子

11

小笠原悦子

授業内容）
(
「スポーツマネジメント」(改
訂版）の第1章と第2章 スポー
ツマネジメントの発展
スポーツとメディアの関係、ダ
イバーシティにつてい理解を深
める
(授業方法）
PPTで重要ポイントについて説
明する。また、動画で関連事項
の理解を促す。
小テストを実施する。
（授業内容）
第3章 スポーツ関連組織のマ
ネジメント
モティベーション・マネジメン
ト、リーダーシップについて理
解を深める
(授業方法）
PPTで重要ポイントについて説
明する。また、動画で関連事項
の理解を促す。
小テストを実施する。
（授業内容）
第4章 組織行動と発展
スポーツ組織の統治(ガバナン
ス)について理解を深める
(授業方法）
PPTで重要ポイントについて説
明する。また、動画で関連事項
の理解を促す。
小テストを実施する。
（授業内容）
第5章 スポーツマネジメント
に必要な法的知識についての理
解を深める
(授業方法）
PPTで重要ポイントについて説
明する。また、動画で関連事項
の理解を促す。
小テストを実施する。
（授業内容）
中間テスト
(授業方法）
これまで実施した授業内容の小
テストを実施する
授業内容）
(
第6章 スポーツチームのマネ
ジメント
第7章 スポーツリーグのマネ
ジメントについて理解を深める
(授業方法）
PPTで重要ポイントについて説
明する。また、動画で関連事項
の理解を促す。
小テストを実施する。
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（復習：1時間）
スポーツとメディアの関係、ダイバーシティを復
習
（予習：3時間）
第3章「スポーツ関連組織のマネジメント」を読
む

（復習：1時間）
モティベーション・マネジメント、リーダーシッ
プについて復習
（予習：3時間）
第4章「組織行動と発展」を読む

（復習：1時間）
スポーツガバナンスの意味を理解する
（予習：3時間）
第5章「スポーツマネジメントに必要な法的知
識」を読む

（復習：1時間）
スポーツにおける法的な知識を整理する
（予習：3時間）
中間テストの準備（これまでの総復習）を行う

(復習：1時間）
中間テストの正解を作成する
（予習：3時間）
第6章「スポーツチームのマネジメント」と第7章
「スポーツリーグのマネジメント」を読む
（復習：1時間）
スポーツリーグのwebsiteにアクセスし、実際
のリーグの現状を調べる
（予習：3時間）
第8章「トップスポーツ選手のマネジメント」
をい読む

12

小笠原悦子

13

小笠原悦子

14

小笠原悦子

授業内容）
(
第8章 トップスポーツ選手の
マネジメントについての理解を
深める
(授業方法）
PPTで重要ポイントについて説
明する。また、動画で関連事項
の理解を促す。
小テストを実施する。
（授業内容）
第9章 スポーツ組織のマネジ
メントについて理解を深める
(授業方法）
PPTで重要ポイントについて説
明する。また、動画で関連事項
の理解を促す。
小テストを実施する。
（復習：1時間）
国際競技連盟（ＩＦ）、国内
スポーツ組織（ＮＦ）を調べる
（予習：3時間）
第10章「スポーツファンのマ
ネジメント」を読む
期末テスト
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（復習：1時間）
トップアスリートのマネジメントを行っている
エージェントをwebsiteで調べる
（予習：3時間）
第9章「スポーツ組織のマネジメント」を読ん
で、Websiteで収支予算書を調べる

（復習：1時間）
国際競技連盟（ＩＦ）、国内スポーツ組織（Ｎ
Ｆ）を調べる
（予習：3時間）
第10章「スポーツファンのマネジメント」を読
む

（復習：４時間）
これまで学習した第1章から10章までを総復習
する

授業科目名
英語科目名

マネジメント総論
Introduction to Management

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

小笠原

悦子

授業概要
【授業全体の内容】
この授業では、スポーツをサービスととらえ、ヒト、モノ、カネ、情報という経営資源を交換しながら、調
整していくことがスポーツマネジメントであることを実感できるようになることを目指す。
最初に、ドラッカーの「マネジメント（基本と原則）」を学修し、マネジメントの基本を学修し、その後に
、スポーツマネジメントの分野の全般を学修する。
【授業の位置づけ】
この科目は「スポーツマネジメント学分野における専門的な知識と技術」を身に付けるための科目として開
講される。また、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」という学位受
容方針の達成に寄与する。
成績評価
【成績評価の基準】
１．マネジメントとは何かを毎回の授業で提出するコメントカードの内容で評価する。
２．マネジメントの定義の理解度を中間テストで評価する。
３．マネジメントの知識の有無がスポーツにおいて何を変えるのかについての理解度を期末テストで評価する
。
【成績評価の方法】
小テスト（5%x12回＝60%）＋中間テスト（10%）＋期末テスト（30%）＝１００%という配分で評価する。
履修における留意事項
【履修条件】
特になし
【履修上の注意】
授業では予習はもっと重要なので、必ず予習をして、授業に臨むこと。
【試験に対するフィードバックの方法】
試験については、試験後にJuntendo Passportを使って解説する。
【テキスト】
以下の2冊は教科書として使用するので、必ず用意すること。
「マネジメント【エッセンシャル版】基本と原則」（P.F.ドラッカー著）ダイヤモンド社
「スポーツマネジメント」(改訂版）（原田宗彦・小笠原悦子編著）大修館書店
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：小笠原悦子
eogasawa@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：火曜日 2時間目
場所：1号館3階1329室
できるだけ、事前にemailにて面会の予約を取るように心がけて下さい。
備考
【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学修時間60時間の計90時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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小笠原悦子

2

小笠原悦子

3

小笠原悦子

4

小笠原悦子

5

小笠原悦子

（授業内容）
オリエンテーションとして、授
業の受講方法、評価方法を理解
し、スポーツプロダクトとは何
かを理解する。
（授業方法）
授業の目的、進め方、評価方法
等について概説する、スポーツ
プロダクト について説明する
。
（授業内容）
スポーツプロダクトの定義を
理解し、スポーツサービスの分
類について理解を深める。
(授業方法）
スポーツをサービスとしてとら
え、サービスの特性を説明する
。また、その特性を踏まえた上
でスポーツサービスの6種類を
解説する。小テストを実施する
。
(授業内容）
第1部 マネジメントの使命
マネジメントの役割、社会的責
任 について理解を深める。
(授業方法）
PPTで重要ポイントについて説
明する。また、動画で関連事項
の理解を促す。
小テストを実施する。
（授業内容）
第2部 マネジメントの方法
マネジメントの必要性、マネジ
ャー、マネジメントの技能につ
いて理解を深める。
(授業方法）
PPTで重要ポイントについて説
明する。また、動画で関連事項
の理解を促す。
小テストを実施する。
(授業内容）
第3部 マネジメントの戦略、
トップマネジメント、イノベー
ション につていの理解を深め
る
（授業方法）
PPTで重要ポイントについて説
明する。また、動画で関連事項
の理解を促す。
小テストを実施する。
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（予習：2時間）
プロダクトとは何かを調べる。

（復習：1時間）
マネジメントの役割、社会的責任について、重要
ポイントを確認する。
（予習：3時間）
予習：第2部 マネジメントの方法を読む

課題3
（復習：1時間）
マネジメントの役割、社会的責任について、重要
ポイントを確認する。
（予習：3時間）
予習：第2部 マネジメントの方法を読む

（復習：1時間）
マネジメントの必要性、マネジャー、マネジメン
トの技能を復習する
（予習：3時間）
第3部 マネジメントの戦略を読む

（復習：1時間）
トップマネジメント、イノベーションの意味を復
習
（予習：3時間）
「スポーツマネジメント」(改訂版）の第1章と第
２章「スポーツマネジメントの発展」を読む

6

小笠原悦子

7

小笠原悦子

8

小笠原悦子

9

小笠原悦子

10

小笠原悦子

11

小笠原悦子

(授業内容）
「スポーツマネジメント」(改
訂版）の第1章と第2章 スポー
ツマネジメントの発展
スポーツとメディアの関係、ダ
イバーシティにつてい理解を深
める
(授業方法）
PPTで重要ポイントについて説
明する。また、動画で関連事項
の理解を促す。
小テストを実施する。
（授業内容）
第3章 スポーツ関連組織のマ
ネジメント
モティベーション・マネジメン
ト、リーダーシップについて理
解を深める
(授業方法）
PPTで重要ポイントについて説
明する。また、動画で関連事項
の理解を促す。
小テストを実施する。
（授業内容）
第4章 組織行動と発展
スポーツ組織の統治(ガバナン
ス)について理解を深める
(授業方法）
PPTで重要ポイントについて説
明する。また、動画で関連事項
の理解を促す。
小テストを実施する。
（授業内容）
第5章 スポーツマネジメント
に必要な法的知識についての理
解を深める
(授業方法）
PPTで重要ポイントについて説
明する。また、動画で関連事項
の理解を促す。
小テストを実施する。
（授業内容）
中間テスト
(授業方法）
これまで実施した授業内容の小
テストを実施する
(授業内容）
第6章 スポーツチームのマネ
ジメント
第7章 スポーツリーグのマネ
ジメントについて理解を深める
(授業方法）
PPTで重要ポイントについて説
明する。また、動画で関連事項
の理解を促す。
小テストを実施する。
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（復習：1時間）
スポーツとメディアの関係、ダイバーシティを復
習
（予習：3時間）
第3章「スポーツ関連組織のマネジメント」を読
む

（復習：1時間）
モティベーション・マネジメント、リーダーシッ
プについて復習
（予習：3時間）
第4章「組織行動と発展」を読む

（復習：1時間）
スポーツガバナンスの意味を理解する
（予習：3時間）
第5章「スポーツマネジメントに必要な法的知
識」を読む

（復習：1時間）
スポーツにおける法的な知識を整理する
（予習：3時間）
中間テストの準備（これまでの総復習）を行う

(復習：1時間）
中間テストの正解を作成する
（予習：3時間）
第6章「スポーツチームのマネジメント」と第7章
「スポーツリーグのマネジメント」を読む
（復習：1時間）
スポーツリーグのwebsiteにアクセスし、実際
のリーグの現状を調べる
（予習：3時間）
第8章「トップスポーツ選手のマネジメント」
をい読む

12

小笠原悦子

13

小笠原悦子

14

小笠原悦子

(授業内容）
第8章 トップスポーツ選手の
マネジメントについての理解を
深める
(授業方法）
PPTで重要ポイントについて説
明する。また、動画で関連事項
の理解を促す。
小テストを実施する。
（授業内容）
第9章 スポーツ組織のマネジ
メントについて理解を深める
(授業方法）
PPTで重要ポイントについて説
明する。また、動画で関連事項
の理解を促す。
小テストを実施する。
（復習：1時間）
国際競技連盟（ＩＦ）、国内
スポーツ組織（ＮＦ）を調べる
（予習：3時間）
第10章「スポーツファンのマ
ネジメント」を読む
期末テスト
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（復習：1時間）
トップアスリートのマネジメントを行っている
エージェントをwebsiteで調べる
（予習：3時間）
第9章「スポーツ組織のマネジメント」を読ん
で、Websiteで収支予算書を調べる

（復習：1時間）
国際競技連盟（ＩＦ）、国内スポーツ組織（Ｎ
Ｆ）を調べる
（予習：3時間）
第10章「スポーツファンのマネジメント」を読
む

（復習：４時間）
これまで学習した第1章から10章までを総復習
する

授業科目名
英語科目名

医学概論Ⅰ
Basics of Medical ScienceⅠ

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

3

単位数

2.0

3

科目責任者 深尾 宏祐
科目担当者
島田 和典
授業概要
〔授業全体の内容〕
基礎医学および臨床医学に関して、歴史から診断、検査、治療、および最近のトピックスまで概要を幅広く
学ぶ。保健体育や養護を中心とした教員やスポーツ指導者、健康運動指導士等に必要な医学知識を中心に講義
を行う。スポーツに関連するものから生活習慣病や感染症、悪性腫瘍等について、現役医師ができるだけわか
りやすく解説する。
〔授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）〕
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」「健康についての専門的知識と実践的技
能の取得」及び「健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」という学位授与方針に寄与する。
〔授業の到達目標〕
1. スポーツで遭遇しうる疾患を中心に各分野の主要疾患の基礎知識を得ることができる。
2. 健康の維持・増進のために必要な基本的知識を説明できる。
3. 現代日本の疾病構造の変化、社会の変化に起因する諸問題についても説明することができる。
4. 臨床現場での話を聞くことで、スポーツ指導者として必要な医学知識の整理を行うことができる。
成績評価
〔成績評価の基準〕
1. 幅広い医学知識の中でも特にスポーツと関連する疾患や症候について説明することができる。
2. 健康維持・増進のために我が国が行っている政策を理解している。
3. 疾病構造の変化を理解し、直面している医療的問題を説明できる。
4. 真摯な態度で積極的に講義に参加しているか、または内容の充実したレポートを作成できるか。
〔成績評価の方法〕
定期試験：70%、出席またはレポート(やむを得ず、欠席した場合)：20%、受講態度：10% を総合して評価
する。ただしそれぞれの配分割合は変動あり。
履修における留意事項
〔履修要件〕
選択者が非常に多い講義のため、個々に合わせることは困難であるが、集中して講義に臨むこと。
〔履修上の注意（科目独自のルール）〕
毎回講義の最後にポストテストを行い理解度を確認する。ポストテストの解説は次回の講義冒頭に行う。レ
ポートは適宜、評価し個別に速やかに返却する。
講義で使用するスライドのPDFファイルをJUNTEDO‑PASSPORTにアップするので、その回のプリントを各自ダ
ウンロード、プリントアウトして講義に臨むことが望ましい。
（参考書）
使用テキストは、前述したPDFファイルを各自ダウンロード、プリントアウトして講義に臨むことが望ましい
。
医学概論（医学コンセプトと医療のエッセンス）, 中島 泉／南江堂
連絡先とオフィスアワー
〔連絡先〕
担当：深尾 宏祐
E‑mail：fukao777〔at〕juntendo.ac.jp
〔オフィスアワー〕※質問や相談はできるだけ、前日までにE‑mailで予約すること。
日時：前期期間中の月曜日13:00から17:00、木曜日13:00から17:00
場所：スポーツ健康医科学研究所4階9405号室
＊授業が無い期間はE‑mailで予約すること。
備考
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〔学修時間〕
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
〔その他〕
この授業科目は、中学校教諭1種免許状（保健体育）並びに高等学校教諭1種免許状の取得に必要な科目のう
ち、「教科に関する科目」における必修科目として位置付けられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
深尾
（予習：2時間）
1
〔授業内容〕
オリエンテーション、総論。 使用スライドを一読し、医学と医療について考え
る。
1.医学とは
（復習：2時間）
2.現代社会と医療
重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
3.分野別、臓器別総論
る。
〔授業方法〕
講義形式
深尾
（予習：2時間）
2
〔授業内容〕
使用スライドを一読し、生活習慣と疾病について
生活習慣関連病。
１．現在の人口ピラミッドと疾 考える。
（復習：2時間）
病構造
２．メタボリックシンドローム 重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
る。
３．生活習慣関連病
〔授業方法〕
講義形式
深尾
（予習：2時間）
3
〔授業内容〕
使用スライドを一読し、循環器疾患と突然死につ
循環器疾患。
いて考える。
１．虚血性心疾患
（復習：2時間）
２．不整脈
３．弁膜症、心筋症、その他心 重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
る。
疾患
４．大血管疾患
〔授業方法〕
講義形式
深尾
（予習：2時間）
4
〔授業内容〕
使用スライドを一読し、喫煙と疾患、および社会
呼吸器疾患。
性について考える。
１．呼吸機能検査
（復習：2時間）
２．気管支喘息、COPD
重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
３．肺炎、その他
る。
４．喫煙の影響
〔授業方法〕
講義形式
深尾
（予習：2時間）
5
〔授業内容〕
消化器疾患、肝胆道系疾患。 使用スライドを一読し、ヘリコバクター・ピロリ
１．消化管の解剖と消化の流れ 菌に関して調べ、ウイルス性肝炎について考える
。
２．胃潰瘍
（復習：2時間）
３．虫垂炎、その他
重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
４．肝炎と肝硬変
る。
〔授業方法〕
講義形式
深尾
（予習：2時間）
6
〔授業内容〕
使用スライドを一読し、糖尿病とその合併症につ
糖尿病、代謝疾患。
いて考える。
１．糖尿病とは
（復習：2時間）
２．糖尿病三大合併症
重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
３．甲状腺疾患、その他
る。
〔授業方法〕
講義形式
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深尾

12

深尾
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〔授業内容〕
腎臓・尿路疾患。
１．腎臓の解剖、機能
２．急性腎不全
３．慢性腎臓病
４．泌尿器疾患
〔授業方法〕
講義形式
〔授業内容〕
感染症。
１．感染症とは
２．感染症の分類
３．細菌性とウイルス性
４．感染予防
〔授業方法〕
講義形式
〔授業内容〕
性感染症。
１．性病とは
２．エイズ
３．梅毒、クラミジア、その他
４．性感染症予防
〔授業方法〕
講義形式
〔授業内容〕
神経筋疾患・脳血管疾患。
１．脳卒中
２．頭部外傷・脳震盪
３．パーキンソン病
〔授業方法〕
講義形式
〔授業内容〕
血液疾患。
１．血液の性状、成分
２．貧血
３．白血病
４．リンパ腫
〔授業方法〕
講義形式
〔授業内容〕
環境性疾患・中毒。
１．公害病
２．産業医について
３．熱中症
〔授業方法〕
講義形式
〔授業内容〕
突然死・メディカルチェック。
１．突然死を来す疾患
２．スポーツ心臓
３．メディカルチェックの実際
〔授業方法〕
講義形式
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（予習：2時間）
使用スライドを一読し、血尿とタンパク尿につい
て調べ、疾患との関連性を考える。
（復習：2時間）
重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
る。

（予習：2時間）
使用スライドを一読し、免疫について調べ、免疫
と感染症の関連および感染予防について考える。
（復習：2時間）
重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
る。

（予習：2時間）
使用スライドを一読し、性病と予防法について考
える。
（復習：2時間）
重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
る。

（予習：2時間）
使用スライドを一読し、神経伝達経路と神経症状
について考える。
（復習：2時間）
重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
る。
（予習：2時間）
使用スライドを一読し、スポーツと貧血について
考える。
（復習：2時間）
重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
る。

（予習：2時間）
使用スライドを一読し、熱中症を分類し、その予
防法について考える。
（復習：2時間）
重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
る。
（予習：2時間）
使用スライドを一読し、突然死予防とメディカル
チェックの限界について考える。
（復習：4時間）
重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
る。

14

深尾

〔授業内容〕
悪性腫瘍。最新医学
１．腫瘍の種類
２．臓器別悪性腫瘍の特徴
３．診断と治療
４．最新医学
〔授業方法〕
講義形式
定期試験
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（予習：2時間）
使用スライドを一読し、悪性腫瘍の疫学的特徴と
最新の医療ついて調べ、今後の課題について考え
る。
（復習：4時間）
重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
る。

授業科目名
英語科目名

リハビリテーション概論
Introduction to Rehabilitation

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

藤原

俊之

授業概要
【授業全体の内容】
高齢化社会において、障害を持ちながら生活する人々が増加し、リハビリテーション医学が占める位置は医学
のみならず、福祉、介護の分野においてもますます重要となっている。またスポーツの領域においても、アス
リートの競技復帰に対するリハビリテーションはもちろん、障がい者、高齢者における健康維持、増進の為の
スポーツに際しては、障害を理解して生活、運動の改善をはかるリハビリテーション医学の知識が必須である
。よって本講座ではリハビリテーション医学の基礎を理解するために、リハビリテーションの概念を学び、IC
F、ICIDHによる障害の捉え方を理解し、各疾患、障害に対するリハビリテーション医学アプローチの実際の方
法を学ぶ。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、健康学科において「健康教育についての専門的知識と実践的技能の取得」 という学位授与方針
の達成にも寄与する。
【授業の到達目標】
１．リハビリテーション医学の概念を理解することができる
２．各疾患、障害に対するリハビリテーション医学アプローチを理解することができる
成績評価
【成績評価の基準】
１．リハビリテーション医学の概念を理解しているか、定期試験で評価する
２．各疾患、障害に対するリハビリテーション医学アプローチを理解しているか、定期試験で評価する（６０
％以上を合格とする。）
【成績評価の方法】
筆記試験（１００％）
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【履修上の注意（科目独自のルール）】
1回の授業について3分の2以上の出席時間がない場合はその回の授業を欠席扱いとする。また遅刻および早退3
回で1回分の欠席としてカウントする、
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
課題レポートは翌週の授業で解説する。
【テキスト・参考書等】
最新リハビリテーション医学
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授業中に適宜資料を用意します。上記教科書は参考書である。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
藤原俊之
リハビリテーション医学研究室秘書 E‑mail: k‑ichinoseki@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
月曜〜金曜 10 ：00〜16：00 (水曜日 除く)
備考
【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
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授業回数 担当
藤原
1

2

3

4

5

6

7

藤原

藤原

藤原

藤原

藤原

藤原

俊之

俊之

俊之ほか

俊之ほか

俊之ほか

俊之ほか

俊之ほか

授業内容（授業方法を含む）
（授業内容）
リハビリテーション医学総論（
１）
リハビリテーション関連職種、
ICIDH, ICFについて理解する
（授業方法）
スライド、ビデオを用いて呈示
（授業内容）
リハビリテーション医学総論（
２）
リハビリテーション医学におけ
る障害に対するアプローチ法を
理解する
（授業方法）
スライド、ビデオを用いて呈示
（授業内容）
がんのリハビリテーション
がんのリハビリテーションにつ
いて理解する
（授業方法）
スライド、ビデオを用いて呈示
（授業内容）
脳卒中・脳損傷のリハビリテー
ション（１）
脳卒中・脳損傷のリハビリテー
ションについて理解する
（授業方法）
スライド、ビデオを用いて呈示
（授業内容）
脳卒中・脳損傷のリハビリテー
ション（２）
脳卒中・脳損傷のリハビリテー
ションについて理解する

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：2時間）
リハビリテーション関連職種、ICIDH, ICFについ
て予習する
（復習：2時間）
リハビリテーション関連職種、ICIDH, ICFについ
て復習する
（予習：2時間）
リハビリテーション医学における障害に対するア
プローチ法を予習する
（復習：2時間）
リハビリテーション医学における障害に対するア
プローチ法を復習する

（予習：2時間）
がんのリハビリテーションについて予習する
（復習：2時間）
がんのリハビリテーションについて復習する
（予習：2時間）
脳卒中・脳損傷のリハビリテーションについて予
習する
（復習：2時間）
脳卒中・脳損傷のリハビリテーションについて復
習する
（予習：2時間）
脳卒中・脳損傷のリハビリテーションについて予
習する
（復習：2時間）
脳卒中・脳損傷のリハビリテーションについて復
習する

（授業方法）
スライド、ビデオを用いて呈示
（予習：2時間）
（授業内容）
脊髄損傷の病態、リハビリテー 脊髄損傷の病態、リハビリテーションについて予
習する
ションについて理解する。
（復習：2時間）
（授業方法）
スライド、ビデオを用いて呈示 脊髄損傷の病態、リハビリテーションについて復
習する
（予習：2時間）
（授業内容）
パーキンソン病、神経筋疾患の パーキンソン病、神経筋疾患のリハビリテーショ
リハビリテーションについて理 ンについて予習する
解する
（復習：2時間）
パーキンソン病、神経筋疾患のリハビリテーショ
（授業方法）
スライド、ビデオを用いて呈示 ンについて復習する
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8

藤原

俊之ほか

9

藤原

俊之ほか

10

藤原

俊之ほか

11

藤原

俊之ほか

12

藤原

俊之ほか

13

藤原

俊之ほか

14

藤原

俊之ほか

（予習：2時間）
（授業内容）
高次能機能障害、失語症のリハ 高次能機能障害、失語症のリハビリテーションに
ビリテーションについて理解す ついて予習する
る
（復習：2時間）
高次能機能障害、失語症のリハビリテーションに
（授業方法）
スライド、ビデオを用いて呈示 ついて復習する
（予習：2時間）
（授業内容）
嚥下障害のリハビリテーション 嚥下障害のリハビリテーションについて予習する
について理解する
（復習：2時間）
嚥下障害のリハビリテーションについて復習する
（授業方法）
スライド、ビデオを用いて呈示
（予習：2時間）
（授業内容）
在宅リハビリテーションについ 在宅リハビリテーションについて理解予習する
て理解する
（復習：2時間）
在宅リハビリテーションについて復習する
（授業方法）
スライド、ビデオを用いて呈示
（予習：2時間）
（授業内容）
運動器・スポーツリハビリテー 運動器・スポーツリハビリテーションについて予
習する
ションについて理解する
（復習：2時間）
（授業方法）
スライド、ビデオを用いて呈示 運動器・スポーツリハビリテーションについて復
習する
（予習：2時間）
（授業内容）
廃用症候群とリハビリテーショ 廃用症候群とリハビリテーションについて予習す
る
ンについて理解する
（復習：2時間）
（授業方法）
スライド、ビデオを用いて呈示 廃用症候群とリハビリテーションについて復習す
る
（予習：2時間）
（授業内容）
障がい者スポーツについて理解 障がい者スポーツについて予習する
する
（復習：2時間）
障がい者スポーツについて復習する
（授業方法）
スライド、ビデオを用いて呈示
（予習：2時間）
（授業内容）
内部障害（呼吸、循環）のリハ 内部障害（呼吸、循環）のリハビリテーションに
ビリテーションについて理解す ついて予習する
る
（復習：2時間）
内部障害（呼吸、循環）のリハビリテーションに
（授業方法）
スライド、ビデオを用いて呈示 ついて復習する
最終試験

1446

授業科目名
英語科目名

健康科学概論
Introduction to Health Science

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 鈴木 美奈子
科目担当者
一部、ゲストスピーカーとして外部講師に依頼する
授業概要
【授業全体の内容】
健康科学が極めて学際的な（Interdisciplinary）なものであることを理解した上で、その知識を深める。
また、身近な生活や活動の場で、健康との関連や可能性を見出し、幅広い視点から人々の健康づくりや支援に
ついて検討することができる能力を育むことをねらいとする。
健康の概念や健康科学の理論や知識について、幅広い視点から解説する。また、社会で実際に活躍・実践さ
れている外部講師をお招きし、健康科学を活かした現場の実践について紹介していただくことで、社会におけ
る応用や貢献についても学んでいく。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）】
この科目はスポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした教養」を養うとい
う目的がある。
また、健康学科においては、「健康を創造・支援するために必要な身体的・精神的・社会的健康についての
知識と技能」を身につける科目として位置づけられる。
【授業の到達目標】
1．健康の概念を様々な視点から捉えることができる。
2．健康の決定要因について、科学的な視点から説明することができる。
3．様々な生活の場で健康科学が活かされた支援が展開されていることを理解できる。
4．あらゆる世代の健康支援について、日常生活での応用をイメージすることができる。
成績評価
【成績評価の基準】
1．「健康」を幅広い視点からとらえることができるか、課題やレポート試験で評価する。
2．健康の決定要因について科学的に説明することができるか、課題やレポート試験で評価する。
3．社会の中での健康支援について理解ができているか、また自分の考えやアイデアを示すことができるか
、レポート試験で評価する。
4．日常生活の中や身のまわりに存在する健康の決定要因に気づき、健康支援への応用をイメージすること
ができるか、課題や発表で評価する。
【成績評価の方法】
レポート試験（60％）、課題・発表（30％）、日々の学習状況・出席状況（10%）を総合して評価する。
また、レポートに関しては、授業で学んだり、健康科学について調べたもののみを記述するだけでなく、自
分のアイデアや意見を記述したものは加点対象とする。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【履修上の注意（科目独自のルール）】
本授業は概論であり、今後の受講科目の基礎となるものである。外部講師による授業も設けているため、学
びの機会を失なわないためにも主体的な授業態度を望む。
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その会の授業を欠席扱いとする。
【課題（試験やレポート）に対するフィードバックの方法】
課題レポートについては、講義の中で模範解答や評価のポイントを提示しながら解説する。
試験レポートについては、要望があれば個別に解説や指導を行う。
【テキスト・参考書等】
事前に準備しておくべきテキストはありません。必要な資料については、授業中に適宜配布する。
参考書については、随時紹介する。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：鈴木美奈子
E‑mail ：mina‑suzuki@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
担当授業の前後で対応いたします。
事前にメールでご連絡いただけましたら、調整も可能です。また、メールにて質問にお答えすることも可能
です。
備考
【学修時間】
この科目は、講義の授業形態による 2単位の科目であり、授業 30 時間と準備学習 60 時間の計 90 時間の
学修を必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
鈴木 美奈子
（予習：3時間）
1
［授業内容］
シラバスを予め読んでおくこと。哲学者であるソ
テーマ：健康哲学
シラバスを用いて健康科学概論 クラテス・プラトン・アリストテレスについてど
の全体像および、哲学的な視点 のような思想を持った人物であったかを調べてお
から健康について解説するとと くこと。
もに、ワークを通して身近なも
（復習：2時間）
のとの関連を考える。
演習での課題「哲学ノート」を完成させる。
［授業方法］
スライドとシラバスを用いて授
業を進める。ワークを行う。
。
鈴木 美奈子
（予習：3時間）
2
［授業内容］
健康とは何かについて、自分の考えをまとめてお
テーマ：健康とは？
健康の概念について理解を深め く。
る。生活者の健康観と専門家の
健康観について解説する。自分 （復習：1時間）
の健康観について相手に説明す 生活者と専門家の健康観について整理する。
る。

3

4

鈴木 美奈子

外部講師
鈴木 美奈子

［授業方法］
スライドと配布資料を用いて授
業を進める。意見交換を行う。
［授業内容］
テーマ：健康と幸福
幸福の概念について解説すると
ともに、データから健康との関
連について紹介していく。
［授業方法］
スライドと配布資料を用いて授
業を進める。意見交換を行う。
［授業内容］
テーマ：死生観とQOL
死生観とQOL・QODについて解説
する。死生観について数人のグ
ループで意見交換する。
［授業方法］
スライドと配布資料を用いて授
業を進める。意見交換を行う。
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（予習：3時間）
自分にとって幸福とは何かを考えてまとめる。
（復習：1時間）
幸福と健康との関連について整理する。

（予習：2時間）
死をテーマにした書物や記事を調べ、自分の死生
観についてまとめる。
（復習：3時間）
【レポート課題】愛する人への最後の別れの手紙

5

6

7

8

9

鈴木 美奈子

鈴木 美奈子

外部講師
鈴木 美奈子

外部講師
鈴木 美奈子

鈴木 美奈子

［授業内容］
テーマ：生涯健康学習や対人関
係（恋愛）と健康
ライフステージ別における健康
課題について解説する。数名の
グループで課題発見のワークを
行い意見交換する。
［授業方法］
スライドと配布資料を用いて授
業を進める。グループワークを
行う。
［授業内容］
テーマ：ヘルスプロモーション
WHOのヘルスプロモーションに
ついて解説する。ペアになり、
概念について相手に説明する。
［授業方法］
スライドと配布資料を用いて授
業を進める。グループ学習を行
う。
［授業内容］
テーマ：健康科学の実践①健康
なまちづくり
千葉県白井市での健康支援や政
策について具体的な事例を紹介
する。
［授業方法］
スライドと配布資料を用いて授
業を進める。
［授業内容］
テーマ：健康科学の実践②ロコ
モティブシンドローム
整形外科の視点から、ロコモテ
ィブシンドロームの解説とその
普及活動について紹介する。
［授業方法］
スライドと配布資料を用いて授
業を進める。
［授業内容］
テーマ：健康科学の実践③企業
の健康経営
企業の健康経営の取り組みや、
健康科学を利用した商品開発に
ついて紹介する。数名のグルー
プで健康をイメージした商品開
発についてディスカッションす
る。
［授業方法］
スライドと配布資料を用いて授
業を進める。ディスカッション
を行う。
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（予習：3時間）
乳児〜高齢者といった、ライフステージの健康課
題について調べておく。
（復習：1時間）
ライフステージごとの健康課題について整理する
。

（予習：3時間）
ヘルスプロモーションについて調べまとめる。
（復習：1時間）
WHOのヘルスプロモーションの概念図を用いて説
明できるように整理しておくこと。

（予習：2時間）
自分の住んでいるまちの健康政策や、健康づくり
事業の実践を調べておくこと。
（復習：2時間）
健康政策やそのまちの実践活動について、学んだ
ことや感想などをまとめる。

（予習：2時間）
【注意】ロコモティブシンドロームについては予
習なし。整形外科医について調べる。
（復習：2時間）
ロコモティブシンドロームついて学んだこと、感
想などをまとめる

（予習：3時間）
健康をキーワードとした商品やサービスについて
アイデアをまとめておく。
（復習：1時間）
健康経営について整理する。

10

11

12

13

鈴木 美奈子

鈴木 美奈子

鈴木 美奈子

外部講師
鈴木 美奈子

［授業内容］
テーマ：レジャー（遊び）や生
きがい
レジャーや生きがいの概念や健
康との関連について解説する。
「フィーリングマップ」につい
て説明する。
［授業方法］
スライドと配布資料を用いて授
業を進める。意見交換を行う。
［授業内容］
テーマ：健康科学の実践④ダイ
バージョナルセラピー
多様な手法を用いて支援へとつ
なげるダイバージョナルセラピ
ーについて解説するとともに、
その事例について紹介する。ペ
アを作り、自分を高めてくれる
「こと」「もの」について説明
しあう。「フィーリングマップ
」を作成する。
［授業方法］
スライドと配布資料を用いて授
業を進める。グループワークを
行う。
［授業内容］
テーマ：健康生活習慣の現状と
健康政策
運動・栄養・休養・人間関係等
と健康との関連、および、健康
増進法や健康日本21などの法制
度との関連について解説する。
健康生活習慣について数名のグ
ループを作りディスカッション
を行う。
［授業方法］
スライドと配布資料を用いて授
業を進める。ディスカッション
を行う。
［授業内容］
テーマ：健康科学の実践⑤国際
保健活動
国際保健の解説や、JICAでの活
動について紹介する。
［授業方法］
スライドと配布資料を用いて授
業を進める。
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（予習：3時間）
レジャー・生きがいについて調べる。
（復習：1時間）
レジャーや生きがいについて学んだことや「フィ
ーリングマップ」を作成して気づいたことや感想
について整理する。

（予習：3時間）
現在自分が心地よいと感じるもの、好きなことな
どの材料集め（画像や雑誌の切り抜き等）をする
。
（復習：3時間）
ダイバージョナルセラピーから学んだことや感想
について整理する。「フィーリングマップ」を完
成させる。

（予習：3時間）
生活習慣と健康との関連について調べてまとめる
。
（復習：1時間）
健康生活習慣について整理する。

（予習：2時間）
JICAの活動について調べておくこと。
（復習：2時間）
国際保健活動について学んだことや感想などを整
理する。

14

15

鈴木 美奈子

（予習：4時間）
［授業内容］
テーマ：健康科学概論のまとめ 1〜13回の講義内容を復習する。
これまでのワーク、課題レポー
トについて解説する。模範とな
る課題レポートを作成した学生
は代表として発表する。
［授業方法］
スライドと配布資料を用いて、
まとめおよび発表を行う
定期試験は行わない。
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授業科目名
英語科目名

コンピュータ実習
Information Science and Computer Literacy

授業形態
開講学期

実習
後期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

山田

泰行

授業概要
[授業全体の内容]
この授業科目は、一般的かつ基礎的なコンピュータの操作能力を身に付けることを目的とする。
具体的には、広く普及しているソフトウェア（ワードプロセッサーや表計算ソフト、プレゼンテーションソフ
ト等）の基礎的な操作ができるようになることを主な目標とする。また、毎時間の課題を通じて、コンピュー
タの活用方法や情報を扱う際の危険性やルールについての理解を深めるとともに、情報を収集・整理・分析し
て資料を作成する技術の向上を目指す。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした教養」を身に付け
る。また、スポーツマネジメント学科の学生にとっては、「スポーツマネジメント学分野の専門的な実践力」
を養う科目として位置づけられる。
[授業の到達目標]
1．広く普及しているソフトウェアを中心にコンピュータの基礎的な操作ができる
2．コンピュータを用いて情報を収集・整理・分析し、一般的かつ基礎的な資料を作成できる
3．コンピュータで情報を扱う際の危険性やルールを説明できる
成績評価
[成績評価の基準]
1．広く普及しているソフトウェアを中心にコンピュータの基礎的な操作ができる（レポート）
2．コンピュータを用いて情報を収集・整理・分析し、一般的かつ基礎的な資料を作成できる（レポート）
3．コンピュータで情報を扱う際の危険性やルールを説明できる（レポート）
４．毎回のレポート課題や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）
[成績評価の方法]
毎回の授業で課されるレポート（80％）、平常点（20％）を総合して評価する。
履修における留意事項
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[履修要件]
１）シラバスの内容をよく読んでおくこと。
２）受講できる学生は、J‑Pass上で履修登録を行った学生に限る。各クラスは定員制で先着順に受け付ける。
３）コンピュータ実習は６クラス開講されるが、各自が上記２）で登録したクラス以外で受講することはでき
ない。
４）2年生以上の受講希望者について、定員に達したために履修できなかった場合、履修登録期間内（修正期
間を除く）にクラス分け担当教員の山田泰行助教（１号館３F１３２６室）まで申し出ることで2年生以上の学
生に限り受講を認める場合がある。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
１）他の学生の学習機会に協力する。
２）コンピュータ実習の遅刻者は、１名であっても全受講生の進行を大きく妨げることを理解する。
３）万が一、欠席する必要がある場合には、欠席日の前日までに欠席届を提出する（病欠等を除く）。
４）欠席届の提出に関わらず最終評価の対象は学期中に３分の２以上の授業に出席した学生を対象に行う。
５）授業目標と成績評価は、他クラスと同じ基準を採用する。
６）コンピューター教室への飲食の持ち込みは禁止である。
７）その他
本授業では、プリントに記載されている内容を把握しつつコンピュータを操作する。作業の内容の実践的な応
用も考えながら操作するなど、能動的に取り組んで欲しい。また、授業は前回までに理解したことを元に展開
されるので、内容を確実に理解し、必要に応じそれまで理解したことを振り替えられるようにしておくことが
重要である。欠席した場合は各自不足分を補っておく必要がある。原則として実習室のコンピュータをつかい
各自で課題に取り組んでもらう。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業中にフィードバックする。
[テキスト・参考書等]
この科目では、必ず用意しなければならないテキストはありません。必要な資料は、授業中に、適宜配布しま
す。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：山田泰行
E‑mail:yayamada[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
［オフィスアワー］
日時：月曜日〜金曜日12：10〜13：00
場所：1号館3階1326 情報科学
備考
［学修時間］
この授業は、実習の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
山田
1
【コンピュータリテラシーと
情報リテラシー】
（授業内容）
インターネットとワードを使用
しながら、スポーツ、教育、ビ
ジネス、医療現場におけるICT
活用事例を収集し、メリットと
リスクを整理する。コンピュー
タリテラシーと情報リテラシー
の必要性を理解する。
（授業方法）
コンピュータ操作、グループワ
ーク
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：１時間）
シラバスを読み、授業を受ける意義を確認してお
く。
（復習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。

2

山田

3

山田

4

山田

5

山田

【インターネット・コミュニケ
ーション】
（授業内容）
インターネットによる情報の伝
え方（e‑mail、SNS、web会議、
等）、伝わり方を理解し、適切
かつ効果的なコミュニケーショ
ンをはかるための方法について
学ぶ（ビジネスマナー、リスク
マネジメント、SNSリテラシー
、等）。
（授業方法）
インターネット操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
【スポーツ健康科学情報の収集
（ワード）】
（授業内容）
インターネットによるスポーツ
健康科学情報の収集を行い、得
られた情報の確からしさを評価
してレポートにまとめる（ワー
ド）。効率的な情報検索方法や
インターネットリテラシーの修
得も目指す（著作権、情報管理
、セキュリティ対策、プライバ
シーポリシー等）。
（授業方法）
コンピュータ操作、グループワ
ーク
【ICTを活用した体育授業の提
案（ワード）】
（授業内容）
体育授業や部活動でICTがどの
ように活用されているのかを調
べ、自身のアイデアをレポート
にまとめる。全員のレポートを
統合して「ICTを活用した体育
授業のアイデア集」を作成する
。
（授業方法）
コンピュータ操作、グループワ
ーク
【順大紹介アートの作成(1)（
パワーポイント）】
（授業内容）
大学の魅力を表現するための広
告を作成する。広告に使用する
写真は構図や光彩を意識してス
マートフォンで撮影する。広告
は情報デザインの理論に基づい
てパワーポイントで作成する。
第5回は写真の編集まで行う。
（授業方法）
スマートフォン操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
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（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
ビジネスメールの書き方やマナーを確認する。

（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
論文データベースの使用方法を確認する。

（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
様々な分野のICTの活用事例を確認する。

（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
インターネットに掲載されている広告デザインを
確認する。

6

山田

7

山田

8

山田

9

山田

【順大紹介アートの作成(2)（
パワーポイント）】
（授業内容）
継続課題である順大紹介アート
を完成させる。完成後は、履修
者間のメールコミュニケーショ
ンを通して相互評価を行う。
（授業方法）
インターネット操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
【年間順位とスタジアム集客数
の関連（エクセル）】
（授業内容）
試合に勝つとスタジアムの来場
者は本当に増えるのか？Jリー
グチームの年間順位とスタジア
ム集客数のデータを収集して、
双方がどのくらい関連している
かを相関係数で示す。
（授業方法）
インターネット操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
【周辺視野が広いスポーツ選手
の特徴（エクセル）】
（授業内容）
周辺視野は優秀なサッカー選手
の能力評価指標のひとつとみな
されているが、それはサッカー
に限ったことだろうか？周辺視
野が広いスポーツ選手の特徴を
明らかにするため、履修者の周
辺視野の広さを測定し、過去の
競技経験との関連をｔ検定によ
って検証する。
（授業方法）
インターネット操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
【スポーツ選手が行うストレス
対処の特徴（エクセル）】
（授業内容）
スポーツ選手は競技活動の中で
生じる様々なストレスをどのよ
うに乗り越えているだろうか？
心理尺度を用いてストレス対処
の特徴を評価し、周囲と比較す
るためのレーダーチャートを作
成する。
（授業方法）
インターネット操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
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（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
作業効率を高めるショートカットキーを確認する
。

（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
エクセルの使用方法を確認する。

（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
エクセルによるデータ分析の方法を確認する。

（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
エクセルによるデータ分析の方法を確認する。

10

山田

11

山田

12

山田

13

山田

【ヒーローインタビュー(1)
（ワード・パワーポイント）】
（授業内容）
履修者間で相互取材を行い、イ
ンタビュー誌面の作成を行う。
本講義ではスマートフォンのボ
イスメモ機能を使用してインタ
ビューデータを収集し、ワード
で文字おこしを行う。
（授業方法）
スマートフォン操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
【ヒーローインタビュー(2)
（ワード・パワーポイント）】
（授業内容）
履修者間で相互取材を行い、イ
ンタビュー誌面の作成を行う。
本講義ではスマートフォンのデ
ジタルカメラ機能を使用して誌
面で使用する写真の撮影と編集
を行う。
（授業方法）
スマートフォン操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
【ヒーローインタビュー(3)
（ワード・パワーポイント）】
（授業内容）
履修者間で相互取材を行い、イ
ンタビュー誌面の作成を行う。
本講義では画材と取材記事を編
集して魅力的な誌面を作成する
。インターネットからフリー画
材を入手し、様々な種類のフォ
ントを試すなど、情報デザイン
に心がける。
（授業方法）
インターネット操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
【実習作品の相互評価（エクセ
ル）】
（授業内容）
第1回〜12回までに作成した実
習作品を発表し、エクセルシー
トを使用して相互評価（コメン
トを含む）を行う。高得点者は
表彰する。
本実習では「ICTを活用した体
育授業のアイデア集」、「順大
紹介アート」、「ヒーローイン
タビュー」の発表・評価を行う
。
（授業方法）
インターネット操作、コンピュ
ータ操作、プレゼンテーション
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（予習：１時間）
スマートフォンにボイスメモや画像編集のアプリ
ケーションをインストールしておく。
（復習：１時間）
文字おこしを進める。

（予習：１時間）
文字おこしのデータから誌面用の取材記事を作成
しておく。
（復習：１時間）
スマートフォンからPCに画像を取り込む方法を確
認する。

（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
作品の完成度を高めておく。

（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
評価・コメントに基づき、作品の完成度を高める
。

14

山田

【スマートフォンは何歳から持
たせるべきか？】
（授業内容）
コンピュータやICT端末のリス
クについて理解を深めた上で、
スマートフォンは何歳からもた
せるべきかを考え、レポートに
まとめる。発表を通して価値観
の違いも確認する。
（授業方法）
インターネット操作、コンピュ
ータ操作
※操作方法の補習
授業時間内で内容を消化でき
なかった学生（希望者）を対象
に、定期的な補習時間を設ける
。他のクラスを履修している学
生の質問も受け付ける。開講時
間は、授業期間中に連絡する。
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（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
指定のインターネット動画を視聴する。

授業科目名
英語科目名

コンピュータ実習
Information Science and Computer Literacy

授業形態
開講学期

実習
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

木藤

友規

授業概要
［授業全体の内容］
この授業科目は、一般的かつ基礎的なコンピュータの操作能力を身に付けることを目的とする。
具体的には、広く普及しているソフトウェア（ワードプロセッサーや表計算ソフト、プレゼンテーションソフ
ト等）の基礎的な操作ができるようになることを主な目標とする。また、毎時間の課題を通じて、コンピュー
タの活用方法や情報を扱う際の危険性やルールについての理解を深めるとともに、情報を収集・整理・分析し
て資料を作成する技術の向上を目指す。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした教養」を身に付け
る。また、スポーツマネジメント学科の学生にとっては、「スポーツマネジメント学分野の専門的な実践力」
を養う科目として位置づけられる。
［授業の到達目標］
1． 広く普及しているソフトウェアを中心にコンピュータの基礎的な操作ができる
2．コンピュータを用いて情報を収集・整理・分析し、一般的かつ基礎的な資料を作成できる
3．コンピュータで情報を扱う際の危険性やルールを説明できる
成績評価
[成績評価の基準]
1． グループまたは個人で、与えられた時間内に情報を入力・交換・処理することができる
2． Wordの基礎的な編集機能を理解し、文書が作成できる（Word技能課題）
3． Excelの表計算と関数の基礎的な仕組みを理解し、データを整理・分析して、図表を作成できる（Excel技
能課題）
4． PowerPointの基礎的な操作方法を理解し、プレゼンテーションのためのスライドを作成できる（PowerPoi
nt技能課題）
5． 剽窃や著作権を中心に、コンピュータで情報を扱う際の危険性やルールを説明できる（課題レポート）
[成績評価の方法]
入力・情報交換技能課題2回 (19%), Word技能課題3回 (24%), Excel技能課題3回(24%), PowerPoint技能課題4
回(23%)、課題レポート(10%)で評価する。
詳細は、１回目の授業時に提示する。
履修における留意事項
[履修要件]
1. 受講できる学生は、J‑Pass上で履修登録を行った学生に限る。各クラスは定員制で先着順に受け付ける。
定員については、別に定め、4月の履修登録前に提示する。
2. 2年生以上の受講希望者について、定員に達したために履修できなかった場合、履修登録期間内（修正期間
を除く）にクラス分け担当教員まで申し出ることで2年生以上の学生に限り受講を認める場合がある。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. 1回の授業について、3分の2以上の出席時間がなく、課題を完成できないときには、その回の授業を欠席扱
いとする場合がある。
2. 授業開始時に課題説明を行うため、遅刻した場合には授業に参加できない場合がある。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
1. 毎時間に提出された課題に対する評価や助言については、翌週の授業において書面でフィードバックする
。
2. 最終課題の評価については、EmailまたはJuntendo Passportを使ってフィードバックする。
[テキスト・参考書等]
購入を求めるテキストはありません。必要な資料は授業内で配布します。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
t.kito［at］juntendo.ac.jp

※［at］を@に修正してください。

［オフィスアワー］
前期：月曜日13:00‑13:30 、後期：金曜日12:30‑13:00(1号館 4階 1403室)
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約があった学生を優先します。
できる限り、前日までにE‑mailで予約するように心がけてください。
備考
［学修時間］
この授業は、実習の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を必
要とする内容で構成する。
［その他］
1．この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における必修科目（情報機器の操作）として位置づけられている。
2．学生の学修進度に応じて、授業計画を変更する場合があります。
3．授業計画の1回の授業は2コマ（100分×2時限）分として示している。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
木藤
（予習：0.5時間）
1回目
［授業内容］
テーマ：情報収集と情報交換 シラバスを読み、授業を受ける意義を確認してお
機器や教室の基本的な使用方法 くこと。
、及びコンピュータ実習で身に
つけるスキルについて学習する (その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
。
ブラウザーとメーラーの基本を ようにすること。指定ソフトのタイピングテスト
理解し、情報の収集と交換の方 で200点以上の技能を有すること（最終回に試験
を実施するので各自練習する）
法を身につける。

2回目

3回目

木藤

木藤

［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
［授業内容］
テーマ：プレゼンテーションソ
フト（PowerPoint）の基本機能
を学ぶ
与えられた課題に対して、制限
時間内にできるだけ多くの情報
を収集整理し、考えをまとめる
。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
［授業内容］
テーマ：プレゼンテーションソ
フト（PowerPoint）のアニメー
ション機能を学ぶ
アニメーション機能を用いて効
果的なスライドを作成する。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
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（予習：1時間）
ブラウザーを使って、課題の下調べをしておくこ
と。また、PowerPointに文字入力ができるように
しておくこと。
(その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

（予習：1時間）
スライドの内容についてアイデアをまとめておく
こと。
(その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

木藤

木藤

木藤

木藤

木藤

［授業内容］
テーマ：プレゼンテーションソ
フト（PowerPoint）を使った発
表準備
制限時間内にグループでのア
イデアをまとめ、発表用スライ
ドを作成する。
［授業方法］
コンピュータを使ってグループ
で課題に取り組む。
［授業内容］
テーマ：プレゼンテーションソ
フト（PowerPoint）の機能を使
って発表する
与えられた課題に対して、グル
ープ発表を実施する。その際、
表計算ソフトを利用して、発表
内容を評価・集計する。
［授業方法］
コンピュータを使ってグループ
で課題に取り組む。また、プレ
ゼンテーションを行う。
［授業内容］
テーマ：評価と集計
表計算ソフト（Excel）を使っ
て、前回のプレゼンテーション
評価の結果を集計して、表にま
とめる。また、Excel関数とそ
の仕組みについて理解を深める
。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
［授業内容］
テーマ：グラフの作成
表計算ソフト（Excel）を使っ
て、指定されたグラフを作成す
る。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
［授業内容］
テーマ：データベースの作成と
分析
表計算ソフト（Excel）を使っ
て、データベースを作成する。
また、ピボットテーブルを使用
した分析方法について理解を深
める。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
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（予習：1時間）
グループでアイデアをまとめておくこと。
(その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

（予習：1時間）
発表練習をしておくこと。
(その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

（予習：1時間）
Excelでの関数入力と罫線表記機能を学習してお
くこと。
(その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

（予習：1時間）
図の種類と使い分けについて、まとめておくこと
。
(その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

（予習：1時間）
指定されたデータ入力を完了しておくこと。
(その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

9回目

木藤

10回目

木藤

11回目

木藤

12回目

13回目

木藤

木藤

［授業内容］
テーマ：文字列操作（抽出・検
索機能を含む）
表計算ソフト（Excel）を使っ
て、文字列操作（数字以外の文
字情報に関する処理）を学習す
る。

（予習：1時間）
指定されたデータ入力を完了しておくこと。
(その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
（予習：1時間）
［授業内容］
指定された文書（スポーツ健康科学部のディプロ
テーマ：文書を作成する
ワードプロセッサーソフト（Wo マ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー）の要点
rd）の基本機能のうち、書式と をまとめておくこと。
レイアウトに関する操作方法を
習得する。また、それらの仕組 (その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
みについて理解を深める。
ようにすること。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
（復習：1時間）
［授業内容］
学習したスキルを使って、自ら文書を作成してみ
テーマ：文書を編集する
ワードプロセッサーソフト（Wo ること。
rd）の基本機能のうち、参照機
能（目次の作成）とセクション （その他の準備学習：1時間)
区切りに関する操作方法を習得 ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
する。また、それらの仕組みに ようにすること。
ついて理解を深める。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文書作成の生産性を高 予め、指定されたデータベースとWord文書を作成
しておくこと。
める
ワードプロセッサーソフト（Wo
rd）の基本機能のうち、他のソ （その他の準備学習：1時間)
フトウェアとの連携操作を学習 ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
する。具体的には、差し込み印 ようにすること。
刷機能の操作方法とリンクの仕
組みについて理解を深める。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
［授業内容］
テーマ：情報を扱う際のルール
著作権と剽窃を中心に、情報を
扱う際に気を付けるべきことに
ついて情報を整理し、レポート
としてまとめる方法を学ぶ。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
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（予習：2時間）
著作権に関する資料を収集しておくこと。
（その他の準備学習：1.5時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

14回目

木藤

［授業内容］
テーマ：振り返りと基本操作の
確認
総合的な学習として、これまで
に学んだソフトウェアを用いて
レポートを作成する。
また、効率的な入力方法につい
て学び、習熟度を確認する。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
定期試験を実施しない
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（予習：3時間）
自由課題で扱うテーマについて調べておくこと。
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

授業科目名
英語科目名

コンピュータ実習
Information Science and Computer Literacy

授業形態
開講学期

実習
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

木藤

友規

授業概要
［授業全体の内容］
この授業科目は、一般的かつ基礎的なコンピュータの操作能力を身に付けることを目的とする。
具体的には、広く普及しているソフトウェア（ワードプロセッサーや表計算ソフト、プレゼンテーションソフ
ト等）の基礎的な操作ができるようになることを主な目標とする。また、毎時間の課題を通じて、コンピュー
タの活用方法や情報を扱う際の危険性やルールについての理解を深めるとともに、情報を収集・整理・分析し
て資料を作成する技術の向上を目指す。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした教養」を身に付け
る。また、スポーツマネジメント学科の学生にとっては、「スポーツマネジメント学分野の専門的な実践力」
を養う科目として位置づけられる。
［授業の到達目標］
1． 広く普及しているソフトウェアを中心にコンピュータの基礎的な操作ができる
2．コンピュータを用いて情報を収集・整理・分析し、一般的かつ基礎的な資料を作成できる
3．コンピュータで情報を扱う際の危険性やルールを説明できる
成績評価
[成績評価の基準]
1． グループまたは個人で、与えられた時間内に情報を入力・交換・処理することができる
2． Wordの基礎的な編集機能を理解し、文書が作成できる（Word技能課題）
3． Excelの表計算と関数の基礎的な仕組みを理解し、データを整理・分析して、図表を作成できる（Excel技
能課題）
4． PowerPointの基礎的な操作方法を理解し、プレゼンテーションのためのスライドを作成できる（PowerPoi
nt技能課題）
5． 剽窃や著作権を中心に、コンピュータで情報を扱う際の危険性やルールを説明できる（課題レポート）
[成績評価の方法]
入力・情報交換技能課題2回 (19%), Word技能課題3回 (24%), Excel技能課題3回(24%), PowerPoint技能課題4
回(23%)、課題レポート(10%)で評価する。
詳細は、１回目の授業時に提示する。
履修における留意事項
[履修要件]
1. 受講できる学生は、J‑Pass上で履修登録を行った学生に限る。各クラスは定員制で先着順に受け付ける。
定員については、別に定め、4月の履修登録前に提示する。
2. 2年生以上の受講希望者について、定員に達したために履修できなかった場合、履修登録期間内（修正期間
を除く）にクラス分け担当教員まで申し出ることで2年生以上の学生に限り受講を認める場合がある。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. 1回の授業について、3分の2以上の出席時間がなく、課題を完成できないときには、その回の授業を欠席扱
いとする場合がある。
2. 授業開始時に課題説明を行うため、遅刻した場合には授業に参加できない場合がある。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
1. 毎時間に提出された課題に対する評価や助言については、翌週の授業において書面でフィードバックする
。
2. 最終課題の評価については、EmailまたはJuntendo Passportを使ってフィードバックする。
[テキスト・参考書等]
購入を求めるテキストはありません。必要な資料は授業内で配布します。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
t.kito［at］juntendo.ac.jp

※［at］を@に修正してください。

［オフィスアワー］
前期：月曜日13:00‑13:30 、後期：金曜日12:30‑13:00(1号館 4階 1403室)
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約があった学生を優先します。
できる限り、前日までにE‑mailで予約するように心がけてください。
備考
［学修時間］
この授業は、実習の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を必
要とする内容で構成する。
［その他］
1．この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における必修科目（情報機器の操作）として位置づけられている。
2．学生の学修進度に応じて、授業計画を変更する場合があります。
3．授業計画の1回の授業は2コマ（100分×2時限）分として示している。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
木藤
（予習：0.5時間）
1回目
［授業内容］
テーマ：情報収集と情報交換 シラバスを読み、授業を受ける意義を確認してお
機器や教室の基本的な使用方法 くこと。
、及びコンピュータ実習で身に
つけるスキルについて学習する (その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
。
ブラウザーとメーラーの基本を ようにすること。指定ソフトのタイピングテスト
理解し、情報の収集と交換の方 で200点以上の技能を有すること（最終回に試験
を実施するので各自練習する）
法を身につける。

2回目

3回目

木藤

木藤

［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
［授業内容］
テーマ：プレゼンテーションソ
フト（PowerPoint）の基本機能
を学ぶ
与えられた課題に対して、制限
時間内にできるだけ多くの情報
を収集整理し、考えをまとめる
。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
［授業内容］
テーマ：プレゼンテーションソ
フト（PowerPoint）のアニメー
ション機能を学ぶ
アニメーション機能を用いて効
果的なスライドを作成する。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
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（予習：1時間）
ブラウザーを使って、課題の下調べをしておくこ
と。また、PowerPointに文字入力ができるように
しておくこと。
(その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

（予習：1時間）
スライドの内容についてアイデアをまとめておく
こと。
(その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

木藤

木藤

木藤

木藤

木藤

［授業内容］
テーマ：プレゼンテーションソ
フト（PowerPoint）を使った発
表準備
制限時間内にグループでのア
イデアをまとめ、発表用スライ
ドを作成する。
［授業方法］
コンピュータを使ってグループ
で課題に取り組む。
［授業内容］
テーマ：プレゼンテーションソ
フト（PowerPoint）の機能を使
って発表する
与えられた課題に対して、グル
ープ発表を実施する。その際、
表計算ソフトを利用して、発表
内容を評価・集計する。
［授業方法］
コンピュータを使ってグループ
で課題に取り組む。また、プレ
ゼンテーションを行う。
［授業内容］
テーマ：評価と集計
表計算ソフト（Excel）を使っ
て、前回のプレゼンテーション
評価の結果を集計して、表にま
とめる。また、Excel関数とそ
の仕組みについて理解を深める
。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
［授業内容］
テーマ：グラフの作成
表計算ソフト（Excel）を使っ
て、指定されたグラフを作成す
る。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
［授業内容］
テーマ：データベースの作成と
分析
表計算ソフト（Excel）を使っ
て、データベースを作成する。
また、ピボットテーブルを使用
した分析方法について理解を深
める。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
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（予習：1時間）
グループでアイデアをまとめておくこと。
(その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

（予習：1時間）
発表練習をしておくこと。
(その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

（予習：1時間）
Excelでの関数入力と罫線表記機能を学習してお
くこと。
(その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

（予習：1時間）
図の種類と使い分けについて、まとめておくこと
。
(その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

（予習：1時間）
指定されたデータ入力を完了しておくこと。
(その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

9回目

木藤

10回目

木藤

11回目

木藤

12回目

13回目

木藤

木藤

［授業内容］
テーマ：文字列操作（抽出・検
索機能を含む）
表計算ソフト（Excel）を使っ
て、文字列操作（数字以外の文
字情報に関する処理）を学習す
る。

（予習：1時間）
指定されたデータ入力を完了しておくこと。
(その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
（予習：1時間）
［授業内容］
指定された文書（スポーツ健康科学部のディプロ
テーマ：文書を作成する
ワードプロセッサーソフト（Wo マ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー）の要点
rd）の基本機能のうち、書式と をまとめておくこと。
レイアウトに関する操作方法を
習得する。また、それらの仕組 (その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
みについて理解を深める。
ようにすること。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
（復習：1時間）
［授業内容］
学習したスキルを使って、自ら文書を作成してみ
テーマ：文書を編集する
ワードプロセッサーソフト（Wo ること。
rd）の基本機能のうち、参照機
能（目次の作成）とセクション （その他の準備学習：1時間)
区切りに関する操作方法を習得 ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
する。また、それらの仕組みに ようにすること。
ついて理解を深める。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文書作成の生産性を高 予め、指定されたデータベースとWord文書を作成
しておくこと。
める
ワードプロセッサーソフト（Wo
rd）の基本機能のうち、他のソ （その他の準備学習：1時間)
フトウェアとの連携操作を学習 ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
する。具体的には、差し込み印 ようにすること。
刷機能の操作方法とリンクの仕
組みについて理解を深める。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
［授業内容］
テーマ：情報を扱う際のルール
著作権と剽窃を中心に、情報を
扱う際に気を付けるべきことに
ついて情報を整理し、レポート
としてまとめる方法を学ぶ。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
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（予習：2時間）
著作権に関する資料を収集しておくこと。
（その他の準備学習：1.5時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

14回目

木藤

［授業内容］
テーマ：振り返りと基本操作の
確認
総合的な学習として、これまで
に学んだソフトウェアを用いて
レポートを作成する。
また、効率的な入力方法につい
て学び、習熟度を確認する。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
定期試験を実施しない
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（予習：3時間）
自由課題で扱うテーマについて調べておくこと。
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

授業科目名
英語科目名

コンピュータ実習
Information Science and Computer Literacy

授業形態
開講学期

実習
後期

対象学年

1

単位数

2.0

3

科目責任者 廣津 信義
科目担当者
山田 泰行
授業概要
[授業全体の内容]
この授業科目は、一般的かつ基礎的なコンピュータの操作能力を身に付けることを目的とする。
具体的には、広く普及しているソフトウェア（ワードプロセッサーや表計算ソフト、プレゼンテーションソフ
ト等）の基礎的な操作ができるようになることを主な目標とする。また、毎時間の課題を通じて、コンピュー
タの活用方法や情報を扱う際の危険性やルールについての理解を深めるとともに、情報を収集・整理・分析し
て資料を作成する技術の向上を目指す。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした教養」を身に付け
る。また、スポーツマネジメント学科の学生にとっては、「スポーツマネジメント学分野の専門的な実践力」
を養う科目として位置づけられる。
[授業の到達目標]
1．広く普及しているソフトウェアを中心にコンピュータの基礎的な操作ができる
2．コンピュータを用いて情報を収集・整理・分析し、一般的かつ基礎的な資料を作成できる
3．コンピュータで情報を扱う際の危険性やルールを説明できる
成績評価
[成績評価の基準]
1．広く普及しているソフトウェアを中心にコンピュータの基礎的な操作ができる（レポート）
2．コンピュータを用いて情報を収集・整理・分析し、一般的かつ基礎的な資料を作成できる（レポート）
3．コンピュータで情報を扱う際の危険性やルールを説明できる（レポート）
４．毎回のレポート課題や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）
[成績評価の方法]
毎回の授業で課されるレポート（80％）、平常点（20％）を総合して評価する。
履修における留意事項
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[履修要件]
１）シラバスの内容をよく読んでおくこと。
２）受講できる学生は、J‑Pass上で履修登録を行った学生に限る。各クラスは定員制で先着順に受け付ける。
３）コンピュータ実習は６クラス開講されるが、各自が上記２）で登録したクラス以外で受講することはでき
ない。
４）2年生以上の受講希望者について、定員に達したために履修できなかった場合、履修登録期間内（修正期
間を除く）にクラス分け担当教員の山田泰行助教（１号館３F１３２６室）まで申し出ることで2年生以上の学
生に限り受講を認める場合がある。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
１）他の学生の学習機会に協力する。
２）コンピュータ実習の遅刻者は、１名であっても全受講生の進行を大きく妨げることを理解する。
３）万が一、欠席する必要がある場合には、欠席日の前日までに欠席届を提出する（病欠等を除く）。
４）欠席届の提出に関わらず最終評価の対象は学期中に３分の２以上の授業に出席した学生を対象に行う。
５）授業目標と成績評価は、他クラスと同じ基準を採用する。
６）コンピューター教室への飲食の持ち込みは禁止である。
７）その他
本授業では、プリントに記載されている内容を把握しつつコンピュータを操作する。作業の内容の実践的な応
用も考えながら操作するなど、能動的に取り組んで欲しい。また、授業は前回までに理解したことを元に展開
されるので、内容を確実に理解し、必要に応じそれまで理解したことを振り替えられるようにしておくことが
重要である。欠席した場合は各自不足分を補っておく必要がある。原則として実習室のコンピュータをつかい
各自で課題に取り組んでもらう。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業中にフィードバックする。
[テキスト・参考書等]
この科目では、必ず用意しなければならないテキストはありません。必要な資料は、授業中に、適宜配布しま
す。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：廣津信義
E‑mail:nhirotsu[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
［オフィスアワー］
日時：火曜日 13：10から:14:45
場所：1号館3階1327室
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約があった学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、実習の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中学校教諭1種免許状（保健体育）並びに高等学校教諭1種免許状の取得に必要な科目のう
ち、「教職に関する科目」における必修科目として位置付けられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
廣津
（予習：1時間）シラバスを読み、授業を受ける
1
(授業内容）
ICTは便利な反面、多くの危険 意義を確認しておくこと。
を伴う。セキュリティ・著作権 （復習:1時間）ガイダンスを受け、自分とっての
受講の意義を確認すること。
について理解を深める。
（授業方法）
実習室の使い方やセキュリティ
・著作権について説明する。
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2

廣津

3

廣津

4

廣津

5

廣津

6

廣津

7

廣津

(予習:1時間）英文タイプの練習をしておくこと
(授業内容）
ブラウザー・メーラーの基本を (復習:1時間）キーボードのブラインドタッチの
理解し、情報の取得の方法を身 練習をしておくこと
につける。
（授業方法）
配布するプリントを読みながら
、インターネットの情報を取得
する。提示された練習をこなし
た後に、課題に取り組む。
(予習:1時間）日本語ローマ字入力の練習をして
(授業内容）
Wordの使い方Ⅰ:字の種類、大 おくこと
きさ、装飾法、段落の変更・削 (復習:1時間）日本語入力でのキーボードのブラ
除移動インデントなど基本操作 インドタッチの練習をしておくこと
を体得する。
（授業方法）
配布するプリントを読みながら
、Wordの操作法を身に着ける。
提示された練習をこなした後に
、課題に取り組む。
(予習:1時間）Paintの操作に慣れておくこと
(授業内容）
Wordの使い方Ⅱ:クリップアー (復習:1時間））授業の最後に課せられた課題に
ト、Smart Art、図形、Paintで 取り組むこと
作った図等のオブジェクトの活
用法を体得する。
（授業方法）
配布するプリントを読みながら
、Wordの操作法を身に着ける。
提示された練習をこなした後に
、課題に取り組む。
(予習:1時間）Wordでの作図に慣れておくこと
(授業内容）
Wordの使い方Ⅲ：MSOfficeにお (復習:1時間）授業の最後に課せられた課題に取
ける図と色彩図形・図などにお り組むこと
ける色彩の扱いを調べ、適切な
色を作成できるようにする。
（授業方法）
配布するプリントを読みながら
、Wordを使って色彩の扱いを身
に着ける。提示された練習をこ
なした後に、課題に取り組む。
(予習:1時間）Wordでのセクションの区切りにつ
（授業内容）
Wordの使い方Ⅳ：スタイル、ペ いて調べておくこと
ージ番号、目次など高度な編集 (復習:1時間）授業の最後に課せられた課題に取
り組むこと
方法を学習する。
（授業方法）
配布するプリントを読みながら
、Wordを使った編集方法を身に
着ける。提示された練習をこな
した後に、課題に取り組む。
(予習:1時間）自由テーマの内容を考えておくこ
（授業内容）
Wordの使い方Ⅴ：これまでの習 と
得した方法の復習として、新規 (復習:1時間）自主的に文章の改善を行うこと
のWord文書を作成する。
（授業方法）
これまでの習得した方法を駆使
し、自由な発想でWord文書を作
成する。
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8

廣津

9

廣津

10

廣津

11

廣津

12

廣津

(予習:1時間）高校数学Ⅰでの計算方法を確認し
（授業内容）
Excelの使い方Ⅰ:Excelのセル ておくこと
、シートなどの基本操作につい (復習:1時間）授業の最後に課せられた課題に取
て復習し、計算式の使用法を習 り組むこと
得する.
（授業方法）
配布するプリントを読みながら
、Excelの操作方法を身に着け
る。提示された練習をこなした
後に、課題に取り組む。
(予習:1時間）Excelの扱うグラフについて調べて
（授業内容）
Excelの使い方Ⅱ:グラフの種類 おくこと
とそれぞれの扱い方、部分の名 (復習:1時間）授業の最後に課せられた課題に取
称、修飾法を学び、色々なグラ り組むこと
フを作成法を習得する.
（授業方法）
配布するプリントを読みながら
、Excelを使ったグラフの作成
方法を身に着ける。提示された
練習をこなした後に、課題に取
り組む。
(予習:1時間）度数分布図について調べておくこ
(授業内容）
Excelの使い方Ⅲ：フィルタの と
利用法、frequencyなどの高度 (復習:1時間）授業の最後に課せられた課題に取
な関数の使い方を学習する。 り組むこと
（授業方法）
配布するプリントを読みながら
、Excelを使った関数の利用法
を身に着ける。提示された練習
をこなした後に、課題に取り組
む。
(予習:1時間）差し込み文書について調べておく
(授業内容）
ＥｘｃｅｌとWordの連携:差し こと
込み印刷、条件による差し込み (復習:1時間）授業の最後に課せられた課題に取
印刷、フィールド記号を利用し り組むこと
た差し込み印刷を理解する。
（授業方法）
配布するプリントを読みながら
、ExcelとWordを使ったテクニ
ックを身に着ける。提示された
練習をこなした後に、課題に取
り組む。
(予習:1時間）自由課題でのテーマを決めておく
(授業内容）
PowerPointの使い方Ⅰ:スライ こと
ドの追加と作成、各種のオブジ (復習:1時間）授業の最後に課せられた課題に取
ェクトの追加の仕方などPowerP り組むこと
ointの基本を学ぶ。
（授業方法）
配布するプリントを読みながら
、PowerPointを使ったテクニッ
クを身に着ける。提示された練
習をこなした後に、課題に取り
組む。 ?

1471

13

山田

14

廣津

(授業内容）
PowerPointの使い方Ⅱ:アニメ
ーションの追加、スライドの切
り替え、タイミング設定などの
動的な処理を学び、動的なスラ
イドショウを作成する。
（授業方法）
配布するプリントを読みながら
、PowerPointを使ったテクニッ
クを身に着ける。提示された練
習をこなした後に、課題に取り
組む。
(授業内容）
PowerPointでの発表会:Grにて
自由に課題に取り組み発表を行
う。
（授業方法）
配布するプリントを読みながら
、PowerPointを使ったテクニッ
クを身に着ける。提示された練
習をこなした後に、課題に取り
組む。 ?
【操作方法の補習】
授業時間内で内容を消化でき
なかった学生（希望者）を対象
に、定期的な補習時間を設ける
。
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(予習:1時間）Gr課題用のテーマを考えておくこ
と
(復習:1時間）授業の最後に課せられた課題に取
り組むこと

(予習:1時間）発表の準備をしておくこと
(復習:3時間）他のGｒの内容を把握すること。こ
れまでの集大成として、Excelの表、グラフ、図
などを有効に利用し文書を作成することができる
ようになること。

授業科目名
英語科目名

コンピュータ実習
Information Science and Computer Literacy

授業形態
開講学期

実習
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

木藤

友規

授業概要
［授業全体の内容］
この授業科目は、一般的かつ基礎的なコンピュータの操作能力を身に付けることを目的とする。
具体的には、広く普及しているソフトウェア（ワードプロセッサーや表計算ソフト、プレゼンテーションソフ
ト等）の基礎的な操作ができるようになることを主な目標とする。また、毎時間の課題を通じて、コンピュー
タの活用方法や情報を扱う際の危険性やルールについての理解を深めるとともに、情報を収集・整理・分析し
て資料を作成する技術の向上を目指す。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした教養」を身に付け
る。また、スポーツマネジメント学科の学生にとっては、「スポーツマネジメント学分野の専門的な実践力」
を養う科目として位置づけられる。
［授業の到達目標］
1． 広く普及しているソフトウェアを中心にコンピュータの基礎的な操作ができる
2．コンピュータを用いて情報を収集・整理・分析し、一般的かつ基礎的な資料を作成できる
3．コンピュータで情報を扱う際の危険性やルールを説明できる
成績評価
[成績評価の基準]
1． グループまたは個人で、与えられた時間内に情報を入力・交換・処理することができる
2． Wordの基礎的な編集機能を理解し、文書が作成できる（Word技能課題）
3． Excelの表計算と関数の基礎的な仕組みを理解し、データを整理・分析して、図表を作成できる（Excel技
能課題）
4． PowerPointの基礎的な操作方法を理解し、プレゼンテーションのためのスライドを作成できる（PowerPoi
nt技能課題）
5． 剽窃や著作権を中心に、コンピュータで情報を扱う際の危険性やルールを説明できる（課題レポート）
[成績評価の方法]
入力・情報交換技能課題2回 (19%), Word技能課題3回 (24%), Excel技能課題3回(24%), PowerPoint技能課題4
回(23%)、課題レポート(10%)で評価する。
詳細は、１回目の授業時に提示する。
履修における留意事項
[履修要件]
1. 受講できる学生は、J‑Pass上で履修登録を行った学生に限る。各クラスは定員制で先着順に受け付ける。
定員については、別に定め、4月の履修登録前に提示する。
2. 2年生以上の受講希望者について、定員に達したために履修できなかった場合、履修登録期間内（修正期間
を除く）にクラス分け担当教員まで申し出ることで2年生以上の学生に限り受講を認める場合がある。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. 1回の授業について、3分の2以上の出席時間がなく、課題を完成できないときには、その回の授業を欠席扱
いとする場合がある。
2. 授業開始時に課題説明を行うため、遅刻した場合には授業に参加できない場合がある。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
1. 毎時間に提出された課題に対する評価や助言については、翌週の授業において書面でフィードバックする
。
2. 最終課題の評価については、EmailまたはJuntendo Passportを使ってフィードバックする。
[テキスト・参考書等]
購入を求めるテキストはありません。必要な資料は授業内で配布します。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
t.kito［at］juntendo.ac.jp

※［at］を@に修正してください。

［オフィスアワー］
前期：月曜日13:00‑13:30 、後期：金曜日12:30‑13:00(1号館 4階 1403室)
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約があった学生を優先します。
できる限り、前日までにE‑mailで予約するように心がけてください。
備考
［学修時間］
この授業は、実習の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を必
要とする内容で構成する。
［その他］
1．この授業科目は、教職免許状の取得に必要な科目のうち、「その他の科目（教育職員免許法施行規則第66
条6に定める科目）」における必修科目（情報機器の操作）として位置づけられている。
2．学生の学修進度に応じて、授業計画を変更する場合があります。
3．授業計画の1回の授業は2コマ（100分×2時限）分として示している。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
木藤
（予習：0.5時間）
1回目
［授業内容］
テーマ：情報収集と情報交換 シラバスを読み、授業を受ける意義を確認してお
機器や教室の基本的な使用方法 くこと。
、及びコンピュータ実習で身に
つけるスキルについて学習する (その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
。
ブラウザーとメーラーの基本を ようにすること。指定ソフトのタイピングテスト
理解し、情報の収集と交換の方 で200点以上の技能を有すること（最終回に試験
を実施するので各自練習する）
法を身につける。

2回目

3回目

木藤

木藤

［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
［授業内容］
テーマ：プレゼンテーションソ
フト（PowerPoint）の基本機能
を学ぶ
与えられた課題に対して、制限
時間内にできるだけ多くの情報
を収集整理し、考えをまとめる
。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
［授業内容］
テーマ：プレゼンテーションソ
フト（PowerPoint）のアニメー
ション機能を学ぶ
アニメーション機能を用いて効
果的なスライドを作成する。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
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（予習：1時間）
ブラウザーを使って、課題の下調べをしておくこ
と。また、PowerPointに文字入力ができるように
しておくこと。
(その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

（予習：1時間）
スライドの内容についてアイデアをまとめておく
こと。
(その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

木藤

木藤

木藤

木藤

木藤

［授業内容］
テーマ：プレゼンテーションソ
フト（PowerPoint）を使った発
表準備
制限時間内にグループでのア
イデアをまとめ、発表用スライ
ドを作成する。
［授業方法］
コンピュータを使ってグループ
で課題に取り組む。
［授業内容］
テーマ：プレゼンテーションソ
フト（PowerPoint）の機能を使
って発表する
与えられた課題に対して、グル
ープ発表を実施する。その際、
表計算ソフトを利用して、発表
内容を評価・集計する。
［授業方法］
コンピュータを使ってグループ
で課題に取り組む。また、プレ
ゼンテーションを行う。
［授業内容］
テーマ：評価と集計
表計算ソフト（Excel）を使っ
て、前回のプレゼンテーション
評価の結果を集計して、表にま
とめる。また、Excel関数とそ
の仕組みについて理解を深める
。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
［授業内容］
テーマ：グラフの作成
表計算ソフト（Excel）を使っ
て、指定されたグラフを作成す
る。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
［授業内容］
テーマ：データベースの作成と
分析
表計算ソフト（Excel）を使っ
て、データベースを作成する。
また、ピボットテーブルを使用
した分析方法について理解を深
める。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
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（予習：1時間）
グループでアイデアをまとめておくこと。
(その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

（予習：1時間）
発表練習をしておくこと。
(その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

（予習：1時間）
Excelでの関数入力と罫線表記機能を学習してお
くこと。
(その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

（予習：1時間）
図の種類と使い分けについて、まとめておくこと
。
(その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

（予習：1時間）
指定されたデータ入力を完了しておくこと。
(その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

9回目

木藤

10回目

木藤

11回目

木藤

12回目

13回目

木藤

木藤

［授業内容］
テーマ：文字列操作（抽出・検
索機能を含む）
表計算ソフト（Excel）を使っ
て、文字列操作（数字以外の文
字情報に関する処理）を学習す
る。

（予習：1時間）
指定されたデータ入力を完了しておくこと。
(その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
（予習：1時間）
［授業内容］
指定された文書（スポーツ健康科学部のディプロ
テーマ：文書を作成する
ワードプロセッサーソフト（Wo マ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー）の要点
rd）の基本機能のうち、書式と をまとめておくこと。
レイアウトに関する操作方法を
習得する。また、それらの仕組 (その他の準備学習：1時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
みについて理解を深める。
ようにすること。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
（復習：1時間）
［授業内容］
学習したスキルを使って、自ら文書を作成してみ
テーマ：文書を編集する
ワードプロセッサーソフト（Wo ること。
rd）の基本機能のうち、参照機
能（目次の作成）とセクション （その他の準備学習：1時間)
区切りに関する操作方法を習得 ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
する。また、それらの仕組みに ようにすること。
ついて理解を深める。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文書作成の生産性を高 予め、指定されたデータベースとWord文書を作成
しておくこと。
める
ワードプロセッサーソフト（Wo
rd）の基本機能のうち、他のソ （その他の準備学習：1時間)
フトウェアとの連携操作を学習 ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
する。具体的には、差し込み印 ようにすること。
刷機能の操作方法とリンクの仕
組みについて理解を深める。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
［授業内容］
テーマ：情報を扱う際のルール
著作権と剽窃を中心に、情報を
扱う際に気を付けるべきことに
ついて情報を整理し、レポート
としてまとめる方法を学ぶ。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
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（予習：2時間）
著作権に関する資料を収集しておくこと。
（その他の準備学習：1.5時間)
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

14回目

木藤

［授業内容］
テーマ：振り返りと基本操作の
確認
総合的な学習として、これまで
に学んだソフトウェアを用いて
レポートを作成する。
また、効率的な入力方法につい
て学び、習熟度を確認する。
［授業方法］
コンピュータを使って自ら課題
に取り組む。
定期試験を実施しない
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（予習：3時間）
自由課題で扱うテーマについて調べておくこと。
ローマ字入力で、スムーズに日本語入力ができる
ようにすること。

授業科目名
英語科目名

コンピュータ実習
Information Science and Computer Literacy

授業形態
開講学期

実習
後期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 山田 泰行
科目担当者
廣津 信義
授業概要
[授業全体の内容]
この授業科目は、一般的かつ基礎的なコンピュータの操作能力を身に付けることを目的とする。
具体的には、広く普及しているソフトウェア（ワードプロセッサーや表計算ソフト、プレゼンテーションソフ
ト等）の基礎的な操作ができるようになることを主な目標とする。また、毎時間の課題を通じて、コンピュー
タの活用方法や情報を扱う際の危険性やルールについての理解を深めるとともに、情報を収集・整理・分析し
て資料を作成する技術の向上を目指す。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした教養」を身に付け
る。また、スポーツマネジメント学科の学生にとっては、「スポーツマネジメント学分野の専門的な実践力」
を養う科目として位置づけられる。
[授業の到達目標]
1．広く普及しているソフトウェアを中心にコンピュータの基礎的な操作ができる
2．コンピュータを用いて情報を収集・整理・分析し、一般的かつ基礎的な資料を作成できる
3．コンピュータで情報を扱う際の危険性やルールを説明できる
成績評価
[成績評価の基準]
1．広く普及しているソフトウェアを中心にコンピュータの基礎的な操作ができる（レポート）
2．コンピュータを用いて情報を収集・整理・分析し、一般的かつ基礎的な資料を作成できる（レポート）
3．コンピュータで情報を扱う際の危険性やルールを説明できる（レポート）
４．毎回のレポート課題や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）
[成績評価の方法]
毎回の授業で課されるレポート（80％）、平常点（20％）を総合して評価する。
履修における留意事項
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[履修要件]
１）シラバスの内容をよく読んでおくこと。
２）受講できる学生は、J‑Pass上で履修登録を行った学生に限る。各クラスは定員制で先着順に受け付ける。
３）コンピュータ実習は６クラス開講されるが、各自が上記２）で登録したクラス以外で受講することはでき
ない。
４）2年生以上の受講希望者について、定員に達したために履修できなかった場合、履修登録期間内（修正期
間を除く）にクラス分け担当教員の山田泰行助教（１号館３F１３２６室）まで申し出ることで2年生以上の学
生に限り受講を認める場合がある。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
１）他の学生の学習機会に協力する。
２）コンピュータ実習の遅刻者は、１名であっても全受講生の進行を大きく妨げることを理解する。
３）万が一、欠席する必要がある場合には、欠席日の前日までに欠席届を提出する（病欠等を除く）。
４）欠席届の提出に関わらず最終評価の対象は学期中に３分の２以上の授業に出席した学生を対象に行う。
５）授業目標と成績評価は、他クラスと同じ基準を採用する。
６）コンピューター教室への飲食の持ち込みは禁止である。
７）その他
本授業では、プリントに記載されている内容を把握しつつコンピュータを操作する。作業の内容の実践的な応
用も考えながら操作するなど、能動的に取り組んで欲しい。また、授業は前回までに理解したことを元に展開
されるので、内容を確実に理解し、必要に応じそれまで理解したことを振り替えられるようにしておくことが
重要である。欠席した場合は各自不足分を補っておく必要がある。原則として実習室のコンピュータをつかい
各自で課題に取り組んでもらう。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業中にフィードバックする。
[テキスト・参考書等]
この科目では、必ず用意しなければならないテキストはありません。必要な資料は、授業中に、適宜配布しま
す。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：山田泰行
E‑mail:yayamada[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
［オフィスアワー］
日時：月曜日〜金曜日12：10〜13：00
場所：1号館3階1326 情報科学
備考
［学修時間］
この授業は、実習の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
山田
1
【コンピュータリテラシーと
情報リテラシー】
（授業内容）
インターネットとワードを使用
しながら、スポーツ、教育、ビ
ジネス、医療現場におけるICT
活用事例を収集し、メリットと
リスクを整理する。コンピュー
タリテラシーと情報リテラシー
の必要性を理解する。
（授業方法）
コンピュータ操作、グループワ
ーク
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：１時間）
シラバスを読み、授業を受ける意義を確認してお
く。
（復習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。

2

山田

3

山田

4

山田

5

山田

【インターネット・コミュニケ
ーション】
（授業内容）
インターネットによる情報の伝
え方（e‑mail、SNS、web会議、
等）、伝わり方を理解し、適切
かつ効果的なコミュニケーショ
ンをはかるための方法について
学ぶ（ビジネスマナー、リスク
マネジメント、SNSリテラシー
、等）。
（授業方法）
インターネット操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
【スポーツ健康科学情報の収集
（ワード）】
（授業内容）
インターネットによるスポーツ
健康科学情報の収集を行い、得
られた情報の確からしさを評価
してレポートにまとめる（ワー
ド）。効率的な情報検索方法や
インターネットリテラシーの修
得も目指す（著作権、情報管理
、セキュリティ対策、プライバ
シーポリシー等）。
（授業方法）
コンピュータ操作、グループワ
ーク
【ICTを活用した体育授業の提
案（ワード）】
（授業内容）
体育授業や部活動でICTがどの
ように活用されているのかを調
べ、自身のアイデアをレポート
にまとめる。全員のレポートを
統合して「ICTを活用した体育
授業のアイデア集」を作成する
。
（授業方法）
コンピュータ操作、グループワ
ーク
【順大紹介アートの作成(1)（
パワーポイント）】
（授業内容）
大学の魅力を表現するための広
告を作成する。広告に使用する
写真は構図や光彩を意識してス
マートフォンで撮影する。広告
は情報デザインの理論に基づい
てパワーポイントで作成する。
第5回は写真の編集まで行う。
（授業方法）
スマートフォン操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
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（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
ビジネスメールの書き方やマナーを確認する。

（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
論文データベースの使用方法を確認する。

（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
様々な分野のICTの活用事例を確認する。

（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
インターネットに掲載されている広告デザインを
確認する。

6

山田

7

廣津
山田

8

廣津
山田

9

山田

【順大紹介アートの作成(2)（
パワーポイント）】
（授業内容）
継続課題である順大紹介アート
を完成させる。完成後は、履修
者間のメールコミュニケーショ
ンを通して相互評価を行う。
（授業方法）
インターネット操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
【年間順位とスタジアム集客数
の関連（エクセル）】
（授業内容）
試合に勝つとスタジアムの来場
者は本当に増えるのか？Jリー
グチームの年間順位とスタジア
ム集客数のデータを収集して、
双方がどのくらい関連している
かを相関係数で示す。
（授業方法）
インターネット操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
【周辺視野が広いスポーツ選手
の特徴（エクセル）】
（授業内容）
周辺視野は優秀なサッカー選手
の能力評価指標のひとつとみな
されているが、それはサッカー
に限ったことだろうか？周辺視
野が広いスポーツ選手の特徴を
明らかにするため、履修者の周
辺視野の広さを測定し、過去の
競技経験との関連をｔ検定によ
って検証する。
（授業方法）
インターネット操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
【スポーツ選手が行うストレス
対処の特徴（エクセル）】
（授業内容）
スポーツ選手は競技活動の中で
生じる様々なストレスをどのよ
うに乗り越えているだろうか？
心理尺度を用いてストレス対処
の特徴を評価し、周囲と比較す
るためのレーダーチャートを作
成する。
（授業方法）
インターネット操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
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（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
作業効率を高めるショートカットキーを確認する
。

（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
エクセルの使用方法を確認する。

（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
エクセルによるデータ分析の方法を確認する。

（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
エクセルによるデータ分析の方法を確認する。

10

山田

11

山田

12

山田

13

廣津
山田

【ヒーローインタビュー(1)
（ワード・パワーポイント）】
（授業内容）
履修者間で相互取材を行い、イ
ンタビュー誌面の作成を行う。
本講義ではスマートフォンのボ
イスメモ機能を使用してインタ
ビューデータを収集し、ワード
で文字おこしを行う。
（授業方法）
スマートフォン操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
【ヒーローインタビュー(2)
（ワード・パワーポイント）】
（授業内容）
履修者間で相互取材を行い、イ
ンタビュー誌面の作成を行う。
本講義ではスマートフォンのデ
ジタルカメラ機能を使用して誌
面で使用する写真の撮影と編集
を行う。
（授業方法）
スマートフォン操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
【ヒーローインタビュー(3)
（ワード・パワーポイント）】
（授業内容）
履修者間で相互取材を行い、イ
ンタビュー誌面の作成を行う。
本講義では画材と取材記事を編
集して魅力的な誌面を作成する
。インターネットからフリー画
材を入手し、様々な種類のフォ
ントを試すなど、情報デザイン
に心がける。
（授業方法）
インターネット操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
【実習作品の相互評価（エクセ
ル）】
（授業内容）
第1回〜12回までに作成した実
習作品を発表し、エクセルシー
トを使用して相互評価（コメン
トを含む）を行う。高得点者は
表彰する。
本実習では「ICTを活用した体
育授業のアイデア集」、「順大
紹介アート」、「ヒーローイン
タビュー」の発表・評価を行う
。
（授業方法）
インターネット操作、コンピュ
ータ操作、プレゼンテーション
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（予習：１時間）
スマートフォンにボイスメモや画像編集のアプリ
ケーションをインストールしておく。
（復習：１時間）
文字おこしを進める。

（予習：１時間）
文字おこしのデータから誌面用の取材記事を作成
しておく。
（復習：１時間）
スマートフォンからPCに画像を取り込む方法を確
認する。

（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
作品の完成度を高めておく。

（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
評価・コメントに基づき、作品の完成度を高める
。

14

山田

【スマートフォンは何歳から持
たせるべきか？】
（授業内容）
コンピュータやICT端末のリス
クについて理解を深めた上で、
スマートフォンは何歳からもた
せるべきかを考え、レポートに
まとめる。発表を通して価値観
の違いも確認する。
（授業方法）
インターネット操作、コンピュ
ータ操作
※操作方法の補習
授業時間内で内容を消化でき
なかった学生（希望者）を対象
に、定期的な補習時間を設ける
。他のクラスを履修している学
生の質問も受け付ける。開講時
間は、授業期間中に連絡する。
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（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
指定のインターネット動画を視聴する。

授業科目名
英語科目名

コンピュータ実習
Information Science and Computer Literacy

授業形態
開講学期

実習
後期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

山田

泰行

授業概要
[授業全体の内容]
この授業科目は、一般的かつ基礎的なコンピュータの操作能力を身に付けることを目的とする。
具体的には、広く普及しているソフトウェア（ワードプロセッサーや表計算ソフト、プレゼンテーションソフ
ト等）の基礎的な操作ができるようになることを主な目標とする。また、毎時間の課題を通じて、コンピュー
タの活用方法や情報を扱う際の危険性やルールについての理解を深めるとともに、情報を収集・整理・分析し
て資料を作成する技術の向上を目指す。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした教養」を身に付け
る。また、スポーツマネジメント学科の学生にとっては、「スポーツマネジメント学分野の専門的な実践力」
を養う科目として位置づけられる。
[授業の到達目標]
1．広く普及しているソフトウェアを中心にコンピュータの基礎的な操作ができる
2．コンピュータを用いて情報を収集・整理・分析し、一般的かつ基礎的な資料を作成できる
3．コンピュータで情報を扱う際の危険性やルールを説明できる
成績評価
[成績評価の基準]
1．広く普及しているソフトウェアを中心にコンピュータの基礎的な操作ができる（レポート）
2．コンピュータを用いて情報を収集・整理・分析し、一般的かつ基礎的な資料を作成できる（レポート）
3．コンピュータで情報を扱う際の危険性やルールを説明できる（レポート）
４．毎回のレポート課題や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）
[成績評価の方法]
毎回の授業で課されるレポート（80％）、平常点（20％）を総合して評価する。
履修における留意事項
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[履修要件]
１）シラバスの内容をよく読んでおくこと。
２）受講できる学生は、J‑Pass上で履修登録を行った学生に限る。各クラスは定員制で先着順に受け付ける。
３）コンピュータ実習は６クラス開講されるが、各自が上記２）で登録したクラス以外で受講することはでき
ない。
４）2年生以上の受講希望者について、定員に達したために履修できなかった場合、履修登録期間内（修正期
間を除く）にクラス分け担当教員の山田泰行助教（１号館３F１３２６室）まで申し出ることで2年生以上の学
生に限り受講を認める場合がある。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
１）他の学生の学習機会に協力する。
２）コンピュータ実習の遅刻者は、１名であっても全受講生の進行を大きく妨げることを理解する。
３）万が一、欠席する必要がある場合には、欠席日の前日までに欠席届を提出する（病欠等を除く）。
４）欠席届の提出に関わらず最終評価の対象は学期中に３分の２以上の授業に出席した学生を対象に行う。
５）授業目標と成績評価は、他クラスと同じ基準を採用する。
６）コンピューター教室への飲食の持ち込みは禁止である。
７）その他
本授業では、プリントに記載されている内容を把握しつつコンピュータを操作する。作業の内容の実践的な応
用も考えながら操作するなど、能動的に取り組んで欲しい。また、授業は前回までに理解したことを元に展開
されるので、内容を確実に理解し、必要に応じそれまで理解したことを振り替えられるようにしておくことが
重要である。欠席した場合は各自不足分を補っておく必要がある。原則として実習室のコンピュータをつかい
各自で課題に取り組んでもらう。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業中にフィードバックする。
[テキスト・参考書等]
この科目では、必ず用意しなければならないテキストはありません。必要な資料は、授業中に、適宜配布しま
す。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：山田泰行
E‑mail:yayamada[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
［オフィスアワー］
日時：月曜日〜金曜日12：10〜13：00
場所：1号館3階1326 情報科学
備考
［学修時間］
この授業は、実習の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
山田
1
【コンピュータリテラシーと
情報リテラシー】
（授業内容）
インターネットとワードを使用
しながら、スポーツ、教育、ビ
ジネス、医療現場におけるICT
活用事例を収集し、メリットと
リスクを整理する。コンピュー
タリテラシーと情報リテラシー
の必要性を理解する。
（授業方法）
コンピュータ操作、グループワ
ーク
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：１時間）
シラバスを読み、授業を受ける意義を確認してお
く。
（復習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。

2

山田

3

山田

4

山田

5

山田

【インターネット・コミュニケ
ーション】
（授業内容）
インターネットによる情報の伝
え方（e‑mail、SNS、web会議、
等）、伝わり方を理解し、適切
かつ効果的なコミュニケーショ
ンをはかるための方法について
学ぶ（ビジネスマナー、リスク
マネジメント、SNSリテラシー
、等）。
（授業方法）
インターネット操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
【スポーツ健康科学情報の収集
（ワード）】
（授業内容）
インターネットによるスポーツ
健康科学情報の収集を行い、得
られた情報の確からしさを評価
してレポートにまとめる（ワー
ド）。効率的な情報検索方法や
インターネットリテラシーの修
得も目指す（著作権、情報管理
、セキュリティ対策、プライバ
シーポリシー等）。
（授業方法）
コンピュータ操作、グループワ
ーク
【ICTを活用した体育授業の提
案（ワード）】
（授業内容）
体育授業や部活動でICTがどの
ように活用されているのかを調
べ、自身のアイデアをレポート
にまとめる。全員のレポートを
統合して「ICTを活用した体育
授業のアイデア集」を作成する
。
（授業方法）
コンピュータ操作、グループワ
ーク
【順大紹介アートの作成(1)（
パワーポイント）】
（授業内容）
大学の魅力を表現するための広
告を作成する。広告に使用する
写真は構図や光彩を意識してス
マートフォンで撮影する。広告
は情報デザインの理論に基づい
てパワーポイントで作成する。
第5回は写真の編集まで行う。
（授業方法）
スマートフォン操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
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（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
ビジネスメールの書き方やマナーを確認する。

（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
論文データベースの使用方法を確認する。

（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
様々な分野のICTの活用事例を確認する。

（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
インターネットに掲載されている広告デザインを
確認する。

6

山田

7

山田

8

山田

9

山田

【順大紹介アートの作成(2)（
パワーポイント）】
（授業内容）
継続課題である順大紹介アート
を完成させる。完成後は、履修
者間のメールコミュニケーショ
ンを通して相互評価を行う。
（授業方法）
インターネット操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
【年間順位とスタジアム集客数
の関連（エクセル）】
（授業内容）
試合に勝つとスタジアムの来場
者は本当に増えるのか？Jリー
グチームの年間順位とスタジア
ム集客数のデータを収集して、
双方がどのくらい関連している
かを相関係数で示す。
（授業方法）
インターネット操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
【周辺視野が広いスポーツ選手
の特徴（エクセル）】
（授業内容）
周辺視野は優秀なサッカー選手
の能力評価指標のひとつとみな
されているが、それはサッカー
に限ったことだろうか？周辺視
野が広いスポーツ選手の特徴を
明らかにするため、履修者の周
辺視野の広さを測定し、過去の
競技経験との関連をｔ検定によ
って検証する。
（授業方法）
インターネット操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
【スポーツ選手が行うストレス
対処の特徴（エクセル）】
（授業内容）
スポーツ選手は競技活動の中で
生じる様々なストレスをどのよ
うに乗り越えているだろうか？
心理尺度を用いてストレス対処
の特徴を評価し、周囲と比較す
るためのレーダーチャートを作
成する。
（授業方法）
インターネット操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
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（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
作業効率を高めるショートカットキーを確認する
。

（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
エクセルの使用方法を確認する。

（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
エクセルによるデータ分析の方法を確認する。

（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
エクセルによるデータ分析の方法を確認する。

10

山田

11

山田

12

山田

13

山田

【ヒーローインタビュー(1)
（ワード・パワーポイント）】
（授業内容）
履修者間で相互取材を行い、イ
ンタビュー誌面の作成を行う。
本講義ではスマートフォンのボ
イスメモ機能を使用してインタ
ビューデータを収集し、ワード
で文字おこしを行う。
（授業方法）
スマートフォン操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
【ヒーローインタビュー(2)
（ワード・パワーポイント）】
（授業内容）
履修者間で相互取材を行い、イ
ンタビュー誌面の作成を行う。
本講義ではスマートフォンのデ
ジタルカメラ機能を使用して誌
面で使用する写真の撮影と編集
を行う。
（授業方法）
スマートフォン操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
【ヒーローインタビュー(3)
（ワード・パワーポイント）】
（授業内容）
履修者間で相互取材を行い、イ
ンタビュー誌面の作成を行う。
本講義では画材と取材記事を編
集して魅力的な誌面を作成する
。インターネットからフリー画
材を入手し、様々な種類のフォ
ントを試すなど、情報デザイン
に心がける。
（授業方法）
インターネット操作、コンピュ
ータ操作、グループワーク
【実習作品の相互評価（エクセ
ル）】
（授業内容）
第1回〜12回までに作成した実
習作品を発表し、エクセルシー
トを使用して相互評価（コメン
トを含む）を行う。高得点者は
表彰する。
本実習では「ICTを活用した体
育授業のアイデア集」、「順大
紹介アート」、「ヒーローイン
タビュー」の発表・評価を行う
。
（授業方法）
インターネット操作、コンピュ
ータ操作、プレゼンテーション
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（予習：１時間）
スマートフォンにボイスメモや画像編集のアプリ
ケーションをインストールしておく。
（復習：１時間）
文字おこしを進める。

（予習：１時間）
文字おこしのデータから誌面用の取材記事を作成
しておく。
（復習：１時間）
スマートフォンからPCに画像を取り込む方法を確
認する。

（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
作品の完成度を高めておく。

（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
評価・コメントに基づき、作品の完成度を高める
。

14

山田

【スマートフォンは何歳から持
たせるべきか？】
（授業内容）
コンピュータやICT端末のリス
クについて理解を深めた上で、
スマートフォンは何歳からもた
せるべきかを考え、レポートに
まとめる。発表を通して価値観
の違いも確認する。
（授業方法）
インターネット操作、コンピュ
ータ操作
※操作方法の補習
授業時間内で内容を消化でき
なかった学生（希望者）を対象
に、定期的な補習時間を設ける
。他のクラスを履修している学
生の質問も受け付ける。開講時
間は、授業期間中に連絡する。
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（予習：１時間）
タイピングの練習をする(指定のソフトで220点以
上を目指す)。
（復習：１時間）
指定のインターネット動画を視聴する。

授業科目名
英語科目名

体育原理
Principles of Physical Education

授業形態
開講学期

講義およびｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯ
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

小野

雄大

授業概要
【授業全体の内容】
本授業では、学校体育や現代スポーツをとりまく諸問題について批判的に思考することを通して、体育・ス
ポーツの原理・原則について深く学んでいく。具体的には、体育・スポーツをめぐる倫理的諸問題を取り上げ
ながら、体育・スポーツの目的や存在意義、さらには教育的価値について、哲学的ないし歴史社会学的視点か
ら講じていく。こうした学習を通して、体育教師やスポーツ指導者として体育・スポーツに関わっていくため
の基礎的な知識と思考力、そして高い倫理観を身につけることを目的とする。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
本授業は、学位授与方針に定められている「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれら
の活用能力」及び「スポーツや健康の分野で、指導的な役割を果たすために必要な高い倫理観」を身につける
ための科目の1つとして開講される。
【授業の到達目標】
1. 体育・スポーツの諸概念についての理解を深め、論理的に説明することができる
2. 体育・スポーツの原理・原則についての理解を深め、論理的に説明することができる
3. 体育・スポーツを取り巻く諸問題について批判的に思考し、その解決に向けた自分の見解を導出すること
ができる
成績評価
【成績評価の基準】
1. リフレクションシートでは、授業内容を踏まえつつ、自分の見解を的確かつ具体的に述べることができる
2. 定期試験では、体育・スポーツの概念や存在意義、倫理的諸問題の解決策などについて論理的に説明する
ことができる
3. その他、学習態度・意欲を授業中の発言やグループディスカッションへの取り組み状況から評価する
【成績評価の方法】
毎時のリフレクションシート（40％）、定期試験（50％）、平常点（10％）
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
必要に応じてメールを介して行う
【テキスト・参考書等】
・資料は必要に応じて配布する
・（参考書）友添秀則・岡出美則編（2016）教養としての体育原理 新版：現代の体育・スポーツを考えるた
めに．大修館書店．
・（参考書）友添秀則編（2017）よくわかるスポーツ倫理学．ミネルヴァ書房．
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：小野雄大（本務校：早稲田大学）
E‑mail：y‑ono.sps@aoni.waseda.jp
【オフィスアワー】
事前にメールで日程を相談の上、授業時間後に非常勤講師室で対応します。
備考
【学修時間】
本授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
【その他】
本授業は、中学校教諭1種免許状（保健体育）並びに高等学校教諭1種免許状の取得に必要な科目のうち、「教
科及び教科の指導法に関する科目」における選択必修科目として位置付けられる。

1490

授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
小野
1
【授業内容】
オリエンテーション：体育原理
とはどのような学問か？
【授業方法】
講義＆映像視聴形式で行う。
本授業の導入として、まず体育
原理の学問的位置づけと今日的
意義について理解を深める。
小野
2
【授業内容】
体育・スポーツの概念：体育と
スポーツは何が違うのか？
【授業方法】
講義＆グループディスカッショ
ン形式で行う。体育とスポーツ
の概念の異同について、歴史的
・社会的背景を踏まえながら理
解し、今後の展望を考える。
小野
3
【授業内容】
スポーツと人間形成：スポーツ
は人間を形成するのか？
【授業方法】
講義＆グループディスカッシ
ョン形式で行う。スポーツにお
ける人間形成の概念と構造を踏
まえ、実際のスポーツ教育場面
における人間形成の在り方を考
える。
小野
4
【授業内容】
スポーツにおけるフェアプレイ
：フェアプレイとは何か？
【授業方法】
講義＆グループディスカッショ
ン形式で行う。フェアプレイや
スポーツパーソンシップの意味
・特質の検討を通して、スポー
ツ規範の教育的価値への理解を
深める。
小野
5
【授業内容】
スポーツと競争：スポーツにお
ける競争の特質とは？
【授業方法】
講義＆グループディスカッショ
ン形式で行う。スポーツにおけ
る競争の文化的特質をめぐる議
論を通して、スポーツ教育場面
における競争の在り方を考える
。
小野
6
【授業内容】
教科体育の原理：体育では何を
教えるのか？
【授業方法】
講義＆映像視聴形式で行う。教
科体育の基本的性格や目標・内
容の検討を通して、教科体育で
何を教えるのか、その内容と位
置づけへの理解を深める。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：3時間）
現代の体育・スポーツを取り巻く諸問題について
調べ、その背景について理解を深めておく。
（復習：2時間）
授業内で取り上げた内容について、参考文献等
を読んで事後理解を深める。
（予習：3時間）
マスメディアにおける体育とスポーツの混同
と混用の事例を調べておく。
（復習：2時間）
授業内で取り上げた内容について、参考文献等を
読んで事後理解を深める。

（予習：2時間）
アスリートに特有の人間像とは何か、自己の経
験も踏まえながら考えておく。
（復習：2時間）
授業内で取り上げた内容について、参考文献等
を読んで事後理解を深める。

（予習：2時間）
身近にみられるフェアプレイの行動事例を整理
しておく。
（復習：2時間）
授業内で取り上げた内容について、参考文献等
を読んで事後理解を深める。

（予習：2時間）
競争の正と負の側面を整理しておく。
（復習：2時間）
授業内で取り上げた内容について、参考文献等
を読んで事後理解を深める。

（予習：3時間）
保健体育科の学習指導要領における目標の変遷を
整理し、その特徴について理解を深めておく。
（復習：2時間）
授業内で取り上げた内容について、参考文献等
を
読んで事後理解を深める。

7

小野

8

小野

9

小野

10

小野

11

小野

12

小野

（予習：2時間）
【授業内容】
運動部活動の原理：スポーツに
おける暴力をどのように考える 「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラ
イン」を読み、その狙いと今後の課題について理
か？
解を深めておく。
【授業方法】
講義＆グループディスカッシ （復習：2時間）
ョン形式で行う。運動部活動の 授業内で取り上げた内容について、参考文献等
歴史的過程や日本的特質を踏ま を読んで事後理解を深める。
えて、その意義と課題への理解
を深める。
（予習：2時間）
【授業内容】
大学スポーツの原理：学生アス
昨今の大学スポーツをめぐる諸問題を整理し、
リートとは何者なのか？
その問題の背景について理解を深めておく。
【授業方法】
講義＆グループディスカッシ （復習：2時間）
ョン形式で行う。大学スポーツ 授業内で取り上げた内容について、参考文献等
をめぐる歴史的過程と日本的特 を読んで事後理解を深める。
質を踏まえて、学生アスリート
の位置づけを議論する。そして
、これからの大学スポーツの在
り方を展望する。
（予習：2時間）
【授業内容】
コーチングの原理：コーチの役
「コーチング」と「ティーチング」の異同につ
割とは？
いて整理しておく。
【授業方法】
講義＆グループディスカッシ （復習：2時間）
ョン形式で行う。コーチングの 授業内で取り上げた内容について、参考文献等
概念や構造を踏まえて、コーチ を読んで事後理解を深める。
の役割について理解を深める。
（予習：3時間）
【授業内容】
現代スポーツと倫理①：スポー
アンチ・ドーピング活動の意義と課題点につい
ツとドーピング
て整理しておく。
【授業方法】
講義＆映像視聴形式で行う。ド （復習：2時間）
ーピングの定義や技術の変遷を 授業内で取り上げた内容について、参考文献等
歴史的過程から理解し、その上 を読んで事後理解を深める。
でアンチ・ドーピングが抱える
倫理的ジレンマについて議論す
る。
（予習：2時間）
【授業内容】
現代スポーツと倫理②：2020東
現代のオリンピックが抱える問題を整理してお
京五輪とオリンピズム
く。
【授業方法】
講義＆映像視聴形式で行う。オ （復習：2時間）
リンピズムの精神を近代オリン 授業内で取り上げた内容について、参考文献等
ピックが誕生した背景とともに を読んで事後理解を深める。
理解し、2020東京五輪が果たす
べき役割とレガシーについて理
解を深める。
（予習：2時間）
【授業内容】
現代スポーツと倫理③：アマチ
ュアリズムとプロフェッショナ アマチュアリズムをめぐる歴史的な議論を整理
しておく。
リズム
（復習：2時間）
【授業方法】
講義＆映像視聴形式で行う。 授業内で取り上げた内容について、参考文献等
スポーツにおけるアマチュアリ を読んで事後理解を深める。
ズムとプロフェッショナリズム
を比較検討し、スポーツの抱え
る構造的問題について理解を深
める。

1492

13

14

小野

小野

【授業内容】
現代スポーツと倫理④：スポー
ツ組織とガバナンス
【授業方法】
講義＆映像視聴形式で行う。
スポーツ組織のガバナンスをめ
ぐる問題について、特に「イン
テグリティ」という視点から理
解を深める。
【授業内容】
現代スポーツと倫理⑤：eスポ
ーツと新時代のスポーツ
【授業方法】
講義＆グループディスカッシ
ョン形式で行う。eスポーツを
めぐる議論に着目しながら、新
時代のスポーツ概念について展
望する。
定期試験の実施
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（予習：2時間）
スポーツ組織の種類を分類し、それぞれの特徴
について理解を深めておく。
（復習：2時間）
授業内で取り上げた内容について、参考文献等
を読んで事後理解を深める。

（予習：2時間）
eスポーツの発展史について調べ、その特徴に
ついて理解を深めておく。
（復習：2時間）
授業内で取り上げた内容について、参考文献等
を読んで事後理解を深める。

授業科目名
英語科目名

道徳教育の研究
Citizenship & Morals

授業形態
開講学期

講義・演習・実技
前期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

三間

芳弘

授業概要
[授業全体の内容]
「道徳教育」の変遷、小中学校、高等学校における「道徳の時間」と「特別の教科道徳」の実態と学習指導
要領の理解。
教科化への流れとその背景の理解並びに、指導案作成力及び指導技術の習得。
心に響く指導資料の作成と評価基準についての理解及び、葛藤や心に残る魅力ある授業の形成。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
「道徳」の歴史及び「特別の教科道徳」への移行にある背景、学校教育における内容と位置づけを理解し、
指導技術を身につける。
・道徳教育を通して、スポーツ健康学科を中心として幅広いい知識と供与を身につける。
・指導者に必要な対人調整力、コミュニケーション力を身につけると同時に、道徳教育に関する幅広い知識
と教養を身につける。
・上記の2点を応用し、表現する能力を身につける。
[授業の到達目標]
１．過去に受けた道徳の授業を振り返り、現在に至る自己への影響、自分にとってのキーパーソン存在を確
認する。
２．道徳教育の変遷を年代を追って理解する。
３．学習指導要領の改正と「特別の教科道徳」について理解する。
４．道徳の学習指導案を作成することができる。
５．自作の指導略案や資料を使って模擬授業ができる。
成績評価
[評価基準]
態度：積極的に発表し、根拠示して自分の考えを述べる。（平常点）
課題：内容を的確に把握し、対象者の感情を理解しながら取り組める（平常点）。
レポート：根拠を示し、問題の背景を理論的に考察し、他人の意見を受容し、自分の考えをまとめている。（
レポート）
[評価方法]
・受講回数（3割） ・授業態度（3割） ・課題への取り組み（2割） ・課題レポート（2割）
履修における留意事項
[履修要件]
指導者や教員を目指すための強い意志と、必要最低限の社会性を身につけていること。
[履修上の注意]
開始時刻に遅れずに入室・着席し、受講の準備を済ませておく。入室時に前回の課題を受領し、退室時に本
時の課題を提出する。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
前回の課題を授業冒頭に発表することにより、多くの学生の考えや行動規範を知り、自己と比較し否定せず
受容する。
[テキスト・参考書等]
毎時、授業に関するプリントを配布します。
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
y‑mitsuma[at]juntendo.ac.jp
※ [at] を@に変更してください
[オフィスアワー]
授業時間の前後に教室で対応します。
備考
[その他]
１ 道徳教育に関する総合的な知識や技術を身につけるとともに、自らの道徳性を高める。
２ 数多くの指導案を作成し、模擬授業を行うことができる。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
三間 以下同
（予習：2時間）
1回目
[授業内容]
自己の経験した道徳授業を振り返り、学制ごとに
オリエンテーション
過去に自身が受けた道徳の授業 まとめる。
[授業方法]
自己の道徳授業体験を振り返り （復習：1時間）
自身の現在に至るキーパーソンの存在を再確認す
、他者と比較する
周囲の学生と体験について話し る。
合う
（予習：2時間）
2回目
［授業内容］
改訂前後の学習指導要領、教育 「道徳」の教育課程上の位置づけを調べる。
課程の編成、道徳教育の法的根
（復習：2時間）
拠。
法的根拠をまとめる。
道徳性とは。
［授業方法］
スライドにより法的根拠等を解
説する。
道徳性について考えさせる。
（予習：2.5時間）
3回目
［授業内容］
道徳教育の内容項目４観点。 戦後の道徳教育の変遷を調べる。
教育課程の編成と道徳的実践力
（復習：2時間）
。
学校教育、道徳教育の法的根拠を調べる。
［授業方法］
資料及びスライドをもとに「特
別の教科道徳」の内容項目を解
説する。
（予習：2時間）
4回目
［授業内容］
道徳教育と性格の多面的側面。 学習指導要領「特別の教科道徳」を読み込む。
リフレーミングにより自己の性
（復習：2時間）
格を考える。
自己の性格を分析し、多面的に観察して自己理解
［授業方法］
自己分析や他者理解を通し、そ を深める。
の特性を多面的に捉える。
（予習：2時間）
5回目
［授業内容］
年間指導計画の作成及と作成上 学習指導案の形式を調べる。
の留意点。
（復習：2時間）
［授業方法］
スライドによる留意点の理解。 改訂前後の学習指導要領を比較する。
授業授業資料ＤＶＤを視聴。
（予習：2時間）
6回目
［授業内容］
道徳資料ＤＶＤを視聴し、学習 いろいろな学習指導案を調べる。
指導案を作成。
（復習：2時間）
［授業方法］
学習指導案を作成後、相互に発 作成した指導案を推敲する。
表する。
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7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

［指導内容］
中央教育審議会答申内容と今後
の計画を理解する。
［授業方法］
資料及びスライドをもとに、教
科化の背景や流れを知る。
〔指導内容〕
学習指導案の作成と日常生活に
おける道徳的実践力
〔授業方法〕
日常生活を振り返り、気付きを
相互理解し、共有する。
福島県教育委員会作成資料「絆
」の読み込み。
〔学習内容〕
東日本大震災のその後について
の理解。
〔学習方法〕
スライドにより福島県の現状を
理解し、学習指導案（中学校編
）を作成する。
〔学習内容〕
東日本大震災のその後について
の理解。
〔学習方法〕
スライドにより福島県の現状を
理解し、学習指導案（高等学校
校編）を作成する。
〔指導内容〕
指導形態や色々な資料を用いて
授業における葛藤の場面を理解
する。
〔授業方法〕
道徳授業資料の扱いを理解し自
作の資料を作成する。
〔授業内容〕
心に響く道徳資料の作成。「お
子様ランチ」（ディズニーラン
ドから）を用いて。
〔授業方法〕
読み物資料を活用し、自作の資
料を作成する。
〔授業内容〕
自作の資料を用いた学習用指導
案の作成。
〔授業方法〕
読み物資料の扱いを理解し、自
作の資料を用いた模擬授業を実
施する。
〔授業内容〕
自作資料での「特別の教科道徳
」学習指導案作成。
〔指導方法〕
作成した道徳学習指導案をグル
ープ内で模擬授業方式で発表す
る。
定期試験：単位認定レポート（
最終回に提出）をもって定期試
験に替えます。
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（予習：2時間）
改訂学習指導要領「道徳」の評価について調べる
。
（復習：2.5時間）
中央教育審議会及び答申内容を調べる。
（予習：2時間）
東日本大震災における福島県の現在の被害状況を
調べる。
（復習：2.5時間）
道徳学習指導案をもとに授業中の想定問答の作成
。
（予習：2.5時間）
福島県教育委員会作成道徳資料「絆」を調べ読み
込む。
（復習：2時間）
資料の内容を調査し、指導案を推敲する。
（予習）2.5時間）
福島県教育委員会作成資料「絆Ⅱ」を調べ読み込
む。
（復習：2.5時間）
資料の内容を調査し、作成した指導案の推敲。
（予習：2.5時間）
色々な読み物資料を調べる。
（復習：2時間）
色々な葛藤場面を想定した道徳学習指導案を作成
する。
（予習：2.5時間）
自作の資料を使った道徳学習指導案を推敲する。
復習：2時間）
「心のノート」「私たちの道徳」について調べる
。
（予習：2.5時間）
模擬授業の構成を考える。
（復習：2時間）
資料及び道徳学習指導案を推敲する。

（予習：2.5時間）
模擬授業の構成を考える。
（復習：2時間）
資料及び道徳学習指導案を推敲する。

授業科目名
英語科目名

道徳教育の研究
Citizenship & Morals

授業形態
開講学期

講義・演習・実技
前期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

三間

芳弘

授業概要
[授業全体の内容]
「道徳教育」の変遷、小中学校、高等学校における「道徳の時間」と「特別の教科道徳」の実態と学習指導
要領の理解。
教科化への流れとその背景の理解並びに、指導案作成力及び指導技術の習得。
心に響く指導資料の作成と評価基準についての理解及び、葛藤や心に残る魅力ある授業の形成。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
「道徳」の歴史及び「特別の教科道徳」への移行にある背景、学校教育における内容と位置づけを理解し、
指導技術を身につける。
・道徳教育を通して、スポーツ健康学科を中心として幅広いい知識と供与を身につける。
・指導者に必要な対人調整力、コミュニケーション力を身につけると同時に、道徳教育に関する幅広い知識
と教養を身につける。
・上記の2点を応用し、表現する能力を身につける。
[授業の到達目標]
１．過去に受けた道徳の授業を振り返り、現在に至る自己への影響、自分にとってのキーパーソン存在を確
認する。
２．道徳教育の変遷を年代を追って理解する。
３．学習指導要領の改正と「特別の教科道徳」について理解する。
４．道徳の学習指導案を作成することができる。
５．自作の指導略案や資料を使って模擬授業ができる。
成績評価
[評価基準]
態度：積極的に発表し、根拠示して自分の考えを述べる。（平常点）
課題：内容を的確に把握し、対象者の感情を理解しながら取り組める（平常点）。
レポート：根拠を示し、問題の背景を理論的に考察し、他人の意見を受容し、自分の考えをまとめている。（
レポート）
[評価方法]
・受講回数（3割） ・授業態度（3割） ・課題への取り組み（2割） ・課題レポート（2割）
履修における留意事項
[履修要件]
指導者や教員を目指すための強い意志と、必要最低限の社会性を身につけていること。
[履修上の注意]
開始時刻に遅れずに入室・着席し、受講の準備を済ませておく。入室時に前回の課題を受領し、退室時に本
時の課題を提出する。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
前回の課題を授業冒頭に発表することにより、多くの学生の考えや行動規範を知り、自己と比較し否定せず
受容する。
[テキスト・参考書等]
毎時、授業に関するプリントを配布します。
連絡先とオフィスアワー
[連絡先]
y‑mitsuma@juntendo.ac.jp
[オフィスアワー]
授業時間の前後に教室で対応します。
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備考
[その他]
１ 道徳教育に関する総合的な知識や技術を身につけるとともに、自らの道徳性を高める。
２ 数多くの指導案を作成し、模擬授業を行うことができる。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
三間
以下同
（予習：2時間）
1回目
[授業内容]
自己の経験した道徳授業を振り返り、学制ごとに
オリエンテーション
過去に自身が受けた道徳の授業 まとめる。
[授業方法]
自己の道徳授業体験を振り返り （復習：１時間）
自身の現在に至るキーパーソンの存在を再確認す
、他者と比較する
周囲の学生と体験について話し る。
合う
（予習：２時間）
2回目
［授業内容］
改訂前後の学習指導要領、教育 「道徳」の教育課程上の位置づけを調べる。
課程の編成、道徳教育の法的根
（復習：２時間）
拠。
法的根拠をまとめる。
道徳性とは。
［授業方法］
スライドにより法的根拠等を解
説する。
道徳性について考えさせる。
（予習：２．５時間）
3回目
［授業内容］
道徳教育の内容項目４観点。 戦後の道徳教育の変遷を調べる。
教育課程の編成と道徳的実践力
（復習：２時間）
。
学校教育、道徳教育の法的根拠を調べる。
［授業方法］
資料及びスライドをもとに「特
別の教科道徳」の内容項目を解
説する。
（予習：２時間）
4回目
［授業内容］
道徳教育と性格の多面的側面。 学習指導要領「特別の教科道徳」を読み込む。
リフレーミングにより自己の性
（復習：２時間）
格を考える。
自己の性格を分析し、多面的に観察して自己理解
［授業方法］
自己分析や他者理解を通し、そ を深める。
の特性を多面的に捉える。
（予習：２時間）
5回目
［授業内容］
年間指導計画の作成及と作成上 学習指導案の形式を調べる。
の留意点。
（復習：２時間）
［授業方法］
スライドによる留意点の理解。 改訂前後の学習指導要領を比較する。
授業授業資料ＤＶＤを視聴。
（予習：２時間）
6回目
［授業内容］
道徳資料ＤＶＤを視聴し、学習 いろいろな学習指導案を調べる。
指導案を作成。
（復習：２時間）
［授業方法］
学習指導案を作成後、相互に発 作成した指導案を推敲する。
表する。
（予習：２時間）
7回目
［指導内容］
中央教育審議会答申内容と今後 改訂学習指導要領「道徳」の評価について調べる
。
の計画を理解する。
［授業方法］
資料及びスライドをもとに、教 （復習：２時間）
中央教育審議会及び答申内容を調べる。
科化の背景や流れを知る。
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8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

〔指導内容〕
学習指導案の作成と日常生活に
おける道徳的実践力
〔授業方法〕
日常生活を振り返り、気付きを
相互理解し、共有する。
福島県教育委員会作成資料「絆
」の読み込み。
〔学習内容〕
東日本大震災のその後について
の理解。
〔学習方法〕
スライドにより福島県の現状を
理解し、学習指導案（中学校編
）を作成する。
〔学習内容〕
東日本大震災のその後について
の理解。
〔学習方法〕
スライドにより福島県の現状を
理解し、学習指導案（高等学校
校編）を作成する。
〔指導内容〕
指導形態や色々な資料を用いて
授業における葛藤の場面を理解
する。
〔授業方法〕
道徳授業資料の扱いを理解し自
作の資料を作成する。
〔授業内容〕
心に響く道徳資料の作成。「お
子様ランチ」（ディズニーラン
ドから）を用いて。
〔授業方法〕
読み物資料を活用し、自作の資
料を作成する。
〔授業内容〕
自作の資料を用いた学習用指導
案の作成。
〔授業方法〕
読み物資料の扱いを理解し、自
作の資料を用いた模擬授業を実
施する。
〔授業内容〕
自作資料での「特別の教科道徳
」学習指導案作成。
〔指導方法〕
作成した道徳学習指導案をグル
ープ内で模擬授業方式で発表す
る。
定期試験：単位認定レポート（
最終回に提出）をもって定期試
験に替えます。
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（予習：2時間）
東日本大震災における福島県の現在の被害状況を
調べる。
（復習：2.5時間）
道徳学習指導案をもとに授業中の想定問答の作成
。
（予習：2.5時間）
福島県教育委員会作成道徳資料「絆」を調べ読み
込む。
（復習：2時間）
資料の内容を調査し、指導案を推敲する。
（予習）2時間）
福島県教育委員会作成資料「絆Ⅱ」を調べ読み込
む。
（復習：2.5時）
資料の内容を調査し、作成した指導案の推敲。
（予習：2.5時間）
色々な読み物資料を調べる。
（復習：2時間）
色々な葛藤場面を想定した道徳学習指導案を作成
する。
（予習：2時間）
自作の資料を使った道徳学習指導案を推敲する。
復習：2時間）
「心のノート」「私たちの道徳」について調べる
。
（予習：2.5時間）
模擬授業の構成を考える。
（復習：2時間）
資料及び道徳学習指導案を推敲する。

（予習：2.5時間）
模擬授業の構成を考える。
（復習：2時間）
資料及び道徳学習指導案を推敲する。

授業科目名
英語科目名

特別活動論
Special Education Program

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

緑川

哲夫

授業概要
[授業全体の内容]
特別活動は、学校における様々な構成での集団での活動を通して、課題の発見や解決を行い、よりよい集団や
学校生活を目指して様々に行われる活動の総体である。この講義では、学校教育全体における特別活動の意義
や目標、特別活動の内容や指導・評価の在り方を講義や演習、討議などにより特別活動の指導に必要な知識や
素養を身に付けることができることを目標にする。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養
、及びそれらの活用能力」を身につける。
[授業の到達目標]
１．学習指導要領における特別活動の特質、教育的意義、特別活動の目標及び内容について理解できる。
２．教育課程における特別活動の位置づけと各教科等との関連を理解できる。
３．学級活動・ホームルーム活動、生徒会活動、学校行事の特質や目標、指導の在り方、合意形成に向けた話
し合い活動や意思決定につながる指導法や指導計画の作成の仕方を理解している。
４．特別活動と生徒指導、学級経営との関連を
理解し、学級経営の意義を踏まえた学級経営案が作成できる。
５．学校としての
取組や学校と家庭・地域住民や関係機関との連携の在り方を理解している。
成績評価
[成績評価の基準]
１．特別活動の特質、意義、目標及び内容について具体的に述べることができる。（ワークシート
及びテスト）
２．学級活動・ホームルーム活動の指導・評価の在り方を踏まえて指導計画（学習指導案）が作成できる。（
学習指導案及びテスト）
３．生徒会活動、学校行事、学級経営の指導・評価の在り方を踏まえて指導計画が作成できる。（ワークシー
ト及びテスト）
４．学校としての取組や学校と家庭・地域住民や関係機関との連携の在り方が説明できる。（ワークシート）
５．講義やペア、グループ討論への積極的参加度を評価する。（平常点）
[成績評価の方法]
講義や討論への積極的参加度、教科書のワークシートの記述状況(20%)、定期試験(80%)の割合で評価します。
履修における留意事項
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［履修要件］
特になし
［履修上の注意］
教職を学ぶ意義と目的を明確にもち受講すること。
具体的な事項は講義において確認します。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
記述内容等を確認し、授業にて模範解答や評価のポイントを提示し、解説します。
[テキスト・参考書等]
1 渡部邦雄・緑川哲夫・桑原憲一編著
「新学習指導要領準拠 特別活動指導法 改訂版
第２刷」
（株）日本文教出版 2018年
2 文部科学省『小学校・中学校学習指導要領』 2017年
3 文部科学省『高等学校学習指導要領』2018年（予定）
１は教科書として使用するので必ず用意すること。
2と3は参考書として国の方針等を確実に理解するために活用できる。
その他、資料は授業中に適宜を配付します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：緑川哲夫
E‑mail:t‑midorikawa[at]juntendo.ac.jp

※[at]を＠に変更してください。

［オフィスアワー］
講義前か講義終了後に担当教員まで質問や相談をしてください。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業３０時間と準備学習60時間の計９０時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。

［その他］
この授業科目は、中学校教諭１種免許
状（保健体育）並びに高等学校教諭１種免許状の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
緑川
（予習：1時間）特別活動とは何か、学習指導要
1
［授業内容］
テーマ：授業オリエンテーショ 領における特別活動の位置づけを調べておきまし
ン、特別活動の特質と教育的意 ょう。
義、特別活動の経験と学び。
［授業方法］ 授業の進め方、 （復習：1時間）ワークシートに特別活動の特質
特別活動の特質、特別活動の教 ・教育的意義について整理しておきましょう。
育的意義について解説する。
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［授業内容］
テーマ：学習指導要領にみる特
別活動の変遷と新学習指導要領
における特別活動の目標と内容
についての理解を深める。
［授業方法］学習指導要領にみ
る特別活動の変遷と新学習指導
要領における特別活動の目標と
内容について解説する。
小グループで学習指導要領の変
遷の特徴と法的位置づけについ
て確認する。
［授業内容］
テーマ：特別活動指導の基盤と
なる学級経営の意義と学級づく
りの方法について理解を深める
。
［授業方法］「チームとしての
学校」として、学校経営、学年
経営、学級経営の関連を図るこ
との重要性を理解し、自らが理
想とする学級づくりの基本的な
方法を解説する。
自らの小・中・高等学校時代
の学級生活を振り返り、グルー
プで各自の心に残った学級の様
子を発表し合い、理想的な学級
担任像を考察する。
［授業内容］
テーマ：特別活動と各教科,
道徳、総合的な学習の時間等と
の関連、学校と家庭・地域住民
、関係機関との連携の在り方
［授業方法］児童生徒時代の体
験を振り返り、講義内容との関
連を図りながら、特別活動と各
教科等との関連、学校と家庭・
地域住民、関係機関との連携の
在り方を考察する。
［授業内容］
テーマ：生徒指導、キャリア教
育と特別活動
［授業方法］ワークシートに、
児童生徒時代の生徒指導、キャ
リア教育の体験と学んだことを
まとめた後、ペアで相互に説明
しあう。生徒指導、キャリア教
育の意義や特別活動との関連を
考察する。
［授業内容］
テーマ：学級活動・ホームルー
ム活動の目標と内容、指導上の
留意点について理解を深める。
［授業方法］中学校の学級活動
、高等学校のホームルーム活動
の目標と内容、指導法と指導上
の留意点について解説する。
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（予習：１時間） 新学習指導要領における特別
活動の目標と内容、学習指導要領の法的位置づけ
を予習しておきましょう。
（復習：2時間）ワークシートに「特別活動の特
質・教育的意義について整理し、小・中・高等学
校時代の自らの特別活動の経験」をまとめておき
ましょう

（予習：１時間）教科書の該当ページを読んでお
きましょう。
（復習：3時間）自分の経験やグループのメンバ
ーから発表された心に残った学級の様子を参考に
して、自分の理想とする学級づくりの構想をワー
クシートに記入しておきましょう。

（予習：１時間）
おきましょう。

教科書の該当ページを読んで

（復習：2時間）本時の学習内容をもとにワーク
シートを整理しておきましょう。

（予習：２時間） 教科書の該当ページを読み、
小・中・高等学校時代の生徒指導の体験を振り返
りまとめておきましょう。
（復習：１時間）講義内容やペアで情報交換した
ことを参考にワークシートをまとめておきましょ
う。

（予習：1時間）教科書該当ページをを読んでお
きましょう。
（復習：1時間）講義で学習した内容や自分の小
・中・高等学校時代の学級活動・ホームルーム活
動の経験を振り返ってワークシートをまとめてお
く。
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［授業内容］
テーマ：合意形成に向けた話し
合い活動、意思決定につながる
指導の在り方、指導計画と学習
指導案の作成について理解を深
める。
［授業方法］合意形成に向けた
話し合い活動、意思決定につな
がる指導の在り方、学級活動の
指導計画（全体計画、年間指導
計画を踏まえた1単位時間の指
導計画（学習指導案））の作成
の仕方について解説する。
［授業内容］
テーマ：学習指導案を検討する
。
［授業方法］グループで各自が
作成した学習指導案をもとに模
擬授業を行いその結果を検討し
合い、よい点や改善点を明確に
する。
［授業内容］
テーマ：①確認テスト（１−８
回目の内容について）
②生徒会活動の目標と内容、
指導上の留意点について理解を
深める。
［授業方法］
試験についての解説の後、生徒
会活動の目標と内容、指導上の
留意点について解説する。講義
内容や自らの経験を参考にして
、ペアになり、担当したい生徒
会・各種委員会を決め、指導計
画を共同で立案し、その結果を
ワークシートにまとめる。
［授業内容］
テーマ：生徒会活動の指導計画
を作成する。
［授業方法］生徒会活動の指導
計画を作成する上での配慮事項
について理解する。グループに
なり、討論により担当する委員
会を1つ選び共同して委員会の
指導計画を作成する。
［授業内容］
テーマ：学校行事の目標と内容
、指導法および指導上の留意点
ついて理解を深める。
［授業方法］学校行事の目標と
内容、指導上の留意点について
解説する。
グループで、学校行事の目標と
内容、指導法および指導上の留
意点について確認しあう。
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（予習：２時間） 教科書の該当ページ及び事前
に配布した資料「学習指導案の作成と留意点」を
読んでおきましょう。
（復習：3時間）任意の議題/題材を選んで、資料
「学習指導案の作成と留意点」で示した所定の書
式により1単位時間の指導計画（学習指導案）を
作成しておきましょう。

（復習：8時間）
次回の確認テストのための復習をしておきましょ
う。模擬授業とグループディスカッションの結果
等を踏まえて、学習指導案を改良しておきましょ
う。

（予習：1時間）教科書の該当ページを読んでお
きましょう。
（復習：2時間）講義で取り上げた内容や自分の
中・高等学校時代の生徒会活動の経験やグループ
での検討結果をを振り返って教科書のワークシー
トにまとめておきましょう。

（予習：3時間） 教科書の該当ページ読んで、
自分の委員会活動の体験をまとめておきましょう
。
（復習：２時間）グループ討論によりまとめた委
員会活動の指導計画を教科書のワークシートにま
とめておきましょう。

（予習：２時間）
おきましょう。

教科書の該当ページを読んで

（復習：２時間）授業の学習内容やグループ討議
での意見や合意内容等を参考にして、教科書のワ
ークシートをまとめておきましょう。
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［授業内容］
テーマ：学校行事の指導計画の
作成について理解を深める。
［授業方法］学校行事の指導計
画の作成、指導計画作成上の留
意点について解説する。グルー
プになり、ワークシートの「学
校行事全体にわたる年間指導計
画」を作成する。
［授業内容］
テーマ：部活動の意義と指導の
あり方について理解を深める。
［授業方法］部活動の意義と指
導のあり方、指導計画の意義と
作成について解説する。
グループで、各自が担当したい
部活動の指導目標や方針、指導
計画と事故防止策について説明
し、意見交換する。
［授業内容］
テーマ：特別活動における評価
について理解を深める。
［授業方法］評価
の意義、評価の機能、特別活動
における評価、指導要録につい
て解説する。
ペアになり、「集団に準拠した
評価」「目標に準拠した評価」
「個人内評価」について相手に
説明する。
定期試験
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（予習：3時間） 教科書の該当ページを読み、
ワークシートに、自分が考えた学校行事全体にわ
たる年間指導計画案と個別の行事指導計画案を記
入しておきましょう。
（復習：２時間）講義内容や児童・生徒時代の経
験を踏まえて、健康安全・体育的行事担当者とし
て、指導計画案を立案しておきましょう。
（予習：３時間） 教科書の該当ページ及び「部
活動の在り方に関する総合的なガイドライン」等
を読み、ワークシートに自分が指導したい校種の
部活動名、指導目標や方針、指導計画や指導上の
留意事項を記入しておきましょう。
（復習：２時間）授業の学習内容やグループのメ
ンバーからの意見や助言等を参考にして、よりよ
い部活動の指導計画をつくりましょう。

（復習：8時間）
定期試験の準備。

授業科目名
英語科目名

特別活動論
Special Education Program

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

緑川

哲夫

授業概要
[授業全体の内容]
特別活動は、学校における様々な構成での集団での
活動を通して、課題の発見や解決を行い、よりよい集団や学校生活を目指して様々に行われる活動の総体であ
る。この講義では、学校教育全体における特別活動の意義や目標、特別活動の内容や指導・評価の在り方を講
義や演習、討議などにより特別活動の指導に必要な知識や素養を身に付けることができることを目標にする。

[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした
幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身につける。
[授業の到達目標]
１．学習指導要領における特別活動の特質、教育的意義、特別活動の目標及び内容について理解できる。
２．教育課程における特別活動の位置づけと各教科等との関連を理解できる。
３．学級活動・ホームルーム活動、生徒会活動、学校行事の特質や目標、指導の在り方、合意形成に向けた話
し合い活動や意思決定につながる指導法や指導計画の作成の仕方を理解している。
４．特別活動と生徒指導、学級経営との関連を理解し、学級経営の意義を踏まえた学級経営案が作成できる。
５．学校としての取組や学校と家庭・地域住民や関係機関との連携の在り方を理
解している。
成績評価
成績評価の基準]
１．特別活動の特質、意義、目標及び内容について具体的に述べることができる。（ワークシート
及びテスト）
２．学級活動・ホームルーム活動の指導・評価の在り方を踏まえて指導計画（学習指導案）が作成できる。（
学習指導案及びテスト）
３．生徒会活動、学校行事、学級経営の指導・評価の在り方を踏まえて指導計画が作成できる。（ワークシー
ト及びテスト）
４．学校としての取組や学校と家庭・地域住民や関係機関との連携の在り方が説明できる。（ワークシート）
５．講義やペア、グループ討論への取組状況によって積極的参加度を評価する。（平常点）
[成績評価の方法]
講義や討論への積極的参加度、教科書のワークシートの記述状況(20%)、定期試験(80%)の割合で評価します。
履修における留意事項
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履修要件］
特になし
［履修上の注意］
教職を学ぶ意義と目的を明確にもち受講すること。
具体的な事項は講義において確認します。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
記述内容等を確認し、授業にて模範解答や評価のポイントを提示し、解説します。
[テキスト・参考書等]
1 渡部邦雄・緑川哲夫・桑原憲一編著
「新学習指導要領準拠 特別活動指導法 改訂版 第２刷」
（株）日本文教出版 2018年
2 文部科学省『小学校・中学校学習指導要領』 2017年
3 文部科学省『高等学校学習指導要領』2018年
１は教科書として使用するので必ず用意すること。
2と3は参考書として国の方針等を確実に理解するために活用できる。曽その他、授業中に適宜資料を配付しま
す。
連絡先とオフィスアワー
連絡先］
担当：緑川哲夫
E‑mail:t‑midorikawa[at]juntendo.ac.jp

※[at]を＠に変更してください。

［オフィスアワー］
講義前か講義終了後に担当教員まで質問や相談をしてください。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業３０時間と準備学習６０時間の計９０時間の学
修を必要とする内容をもって構成する。

［その他］
この授業科目は、中学校教諭１種免許
状（保健体育）並びに高等学校教諭１種免許状の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
緑川
（予習：1時間）
1
［授業内容］
テーマ：授業オリエンテーショ
ン、特別活動の特質と教育的意 特別活動とは何か、学習指導要領における特別活
義、特別活動の経験と学び。 動の位置づけを調べておきましょう。
［授業方法］ 授業の進め方、
特別活動の特質、特別活動の教 （復習：1時間）ワークシートに特別活動の特質
育的意義について解説する。 ・教育的意義について整理しておきましょう。
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［授業内容］
テーマ：学習指導要領にみる特
別活動の変遷と新学習指導要領
における特別活動の目標と内容
についての理解を深める。
［授業方法］学習指導要領にみ
る特別活動の変遷と新学習指導
要領における特別活動の目標と
内容について解説する。
小グループで学習指導要領の変
遷の特徴と法的位置づけについ
て確認する。
［授業内容］
テーマ：特別活動指導の基盤と
なる学級経営の意義と学級づく
りの方法について理解を深める
。
［授業方法］「チームとしての
学校」として、学校経営、学年
経営、学級経営の関連を図るこ
との重要性を理解し、自らが理
想とする学級づくりの基本的な
方法を解説する。
自らの小・中・高等学校時代
の学級生活を振り返り、グルー
プで各自の心に残った学級の様
子を発表し合い、理想的な学級
担任像を考察する。
［授業内容］
テーマ：特別活動と各教科,
道徳、総合的な学習の時間等と
の関連、学校と家庭・地域住民
、関係機関との連携の在り方
［授業方法］児童生徒時代の体
験を振り返り、講義内容との関
連を図りながら、特別活動と各
教科等との関連、学校と家庭・
地域住民、関係機関との連携の
在り方を考察する。
［授業内容］
テーマ：生徒指導,、キャリア
教育と特別活動
［授業方法］ワークシートに、
児童生徒時代の生徒指導、キャ
リア教育の体験と学んだことを
まとめた後、ペアで相互に説明
しあう。生徒指導、キャリア教
育の意義や特別活動との関連を
考察する。
［授業内容］
テーマ：学級活動・ホームルー
ム活動の目標と内容、指導上の
留意点について理解を深める。
［授業方法］中学校の学級活動
、高等学校のホームルーム活動
の目標と内容、指導法と指導上
の留意点について解説する。
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（予習：１時間） 新学習指導要領における特別
活動の目標と内容、学習指導要領の法的位置づけ
を予習しておきましょう。
（復習：2時間）ワークシートに「特別活動の特
質・教育的意義について整理し、小・中・高等学
校時代の自らの特別活動の経験」をまとめておき
ましょう

（予習：１時間）教科書の該当ページを読んでお
きましょう。
（復習：３時間）自分の経験やグループのメンバ
ーから発表された心に残った学級の様子を参考に
して、自分の理想とする学級づくりの構想をワー
クシートに記入しておきましょう。

（予習：１時間）
おきましょう。

教科書の該当ページを読んで

（復習：2時間）本時の学習内容をもとにワーク
シートを整理しておきましょう。

（予習：２時間） 教科書の該当ページを読み、
小・中・高等学校時代の生徒指導の体験を振り返
りまとめｔれおきましょう。
（復習：1時間）講義内容やペアで情報交換した
ことを参考にワークシートトをまとめておきまし
ょう。

（予習：1時間）教科書該当ページをを読んでお
きましょう。
（復習：1時間）講義で学習した内容や自分の小
・中・高等学校時代の学級活動・ホームルーム活
動の経験を振り返ってワークシートをまとめてお
く。
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［授業内容］
テーマ：合意形成に向けた話し
合い活動、意思決定につながる
指導の在り方、指導計画と学習
指導案の作成について理解を深
める。
［授業方法］合意形成に向けた
話し合い活動、意思決定につな
がる指導の在り方、学級活動の
指導計画（全体計画、年間指導
計画を踏まえた1単位時間の指
導計画（学習指導案））の作成
の仕方について解説する。
［授業内容］
テーマ：学習指導案を検討する
。
［授業方法］グループで各自が
作成した学習指導案をもとに模
擬授業を行いその結果を検討し
合い、よい点や改善点を明確に
する。
［授業内容］
テーマ：①確認テスト（１ｰ８
回の内容）
②生徒会活動の目標と内容、指
導上の留意点について理解を深
める。
［授業方法］試験についての解
説の後、生徒会活動の目標と内
容、指導上の留意点について解
説する。グループになり、生徒
会活動の教育的意義、指導上の
課題とその改善策について確認
する。
［授業内容］
テーマ：生徒会活動の指導計画
を作成する。
［授業方法］生徒会活動の指導
計画を作成する上での配慮事項
について理解する。グループに
なり、討論により担当する委員
会を1つ選び共同して委員会の
指導計画を作成する。
［授業内容］
テーマ：学校行事の目標と内容
、指導法および指導上の留意点
ついて理解を深める。
［授業方法］学校行事の目標と
内容、指導上の留意点について
解説する。
グループで、学校行事における
の目標と内容、指導法および指
導上の留意点について確認しあ
う。
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（予習：２時間） 教科書の該当ページ及び事前
に配布した資料「学習指導案の作成と留意点」を
読んでおきましょう。
（復習：３時間）任意の議題/題材を選んで、資
料「学習指導案の作成と留意点」で示した所定の
書式により、1単位時間の指導計画（学習指導案
）を作成しておきましょう。

（復習：8時間）
次回の確認テストのための復習をしておきましょ
う。模擬授業とグループディスカッションの結果
等を踏まえて、学習指導案の提出に向けた最終案
を作成し、次週の講義において提出しましょう。

（予習：1時間）教科書の該当ページを読んでお
きましょう。
（復習：２時間）講義で取り上げた内容や自分の
中・高等学校時代の生徒会活動の経験やグループ
での検討結果をを振り返って教科書のワークシー
トにまとめておきましょう。

（予習：3時間） 教科書の該当ページ読んで、
自分の委員会活動の体験をまとめておきましょう
。
（復習：２時間）グループ討論によりまとめた委
員会活動の指導計画を教科書のワークシートにま
とめておきましょう。

（予習：２時間）
おきましょう。

教科書の該当ページを読んで

（復習：２時間）授業の学習内容やグループ討議
での意見や合意内容等を参考にして、教科書のワ
ークシートをまとめておきましょう。
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［授業内容］
テーマ：学校行事の指導計画の
作成について理解を深める。
［授業方法］学校行事の指導計
画の作成、指導計画作成上の留
意点について解説する。グルー
プになり、学校行事全体にわた
る年間指導計画と個別の行事を
一つ選びその指導計画を作成す
る。
［授業内容］
テーマ：部活動の意義と指導の
あり方について理解を深める。
［授業方法］部活動の意義と指
導のあり方、指導計画の意義と
作成について解説する。
グループで、各自が担当したい
部活動の指導目標や方針、指導
計画と事故防止策について説明
し、意見交換する
［授業内容］
テーマ：特別活動における評価
について理解を深める。
［授業方法］評価
の意義、評価の機能、特別活動
における評価、指導要録につい
て解説する。
ペアになり、「集団に準拠した
評価」「目標に準拠した評価」
「個人内評価」について相手に
説明する。
定期試験
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（予習：3時間） 教科書の該当ページを読み、
ワークシートに、自分が考えた学校行事全体にわ
たる年間指導計画案と個別の行事指導計画案を記
入しておきましょう。
（復習：２時間）グループ討議により作成した年
間行事指導計画を踏まえて、自分が作成した指導
計画を修正・改善しておきましょう。

（予習：３時間） 教科書の該当ページ及び「部
活動の在り方に関する総合的なガイドライン」等
を読み、ワークシートに自分が指導したい校種の
部活動の指導目標や方針、指導計画や指導上の留
意事項を記入しておきましょう。
（復習：２時間）授業の学習内容やグループのメ
ンバーからの意見や助言等を参考にして、よりよ
い部活動の指導計画をつくりましょう。

（復習：８時間）定期試験の準備。

授業科目名
英語科目名

学校体育経営管理学
School Physical Education Management

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

2年生

科目責任者 長岡 知
科目担当者
長岡 知
授業概要
［授業全体の内容］
中学校・高等学校における教科「保健体育」を中核に、学校全体の体育・スポーツ振興を企画・運営・実
践できる力量の形成を図ることをねらいとする。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
本講義では、学校体育における経営管理の考え方を理解し、学校全体における体育・スポーツの推進について
の理解を深める。講義を通して保健体育科教員に必要な知識や実践的指導力を身につけることができるよう、
本授業では学習指導要領をはじめとする体育・スポーツ経営学の基礎的な知識や教養を講義にて学び、得られ
た知識・技能をもとに、学校体育経営に必要な応用力、表現力を身につけることを目指す。
［授業の到達目標］
１．学校体育経営についての基礎的な知識、考え方を理解できる。
２．生徒の実態に即して体育事業をどのように進めたらよいかを学校現場の事例に学び、説明することができ
る。
成績評価
[成績評価の基準]
１．学習指導要領総則に示されている目標や内容等を理解し、学校体育経営に関する基本的な考え方と進め方
について理解できているか、毎時の課題提出で評価する。（平常点）
２．学校現場の事例から、実践的な企画・運営・実践について具体的に理解できているか、適宜、課題レポー
トの提出で評価する。（レポート）
３．ディベート、ディスカッション等のグループワークに主体的・対話的に参加しているか、授業中の発言や
ワークシート、予習復習の取組状況によって受講態度を評価する。（平常点）
[成績評価の方法]
授業態度や取り組む姿勢等50％、課題提出15％、グループワークへの積極的参加20％、まとめ課題レポート
15％にて評価する。なお、授業態度・取り組む姿勢が授業進行上、不適切であると判断した場合には、減点の
対象とするので注意すること。
履修における留意事項
［履修要件］
将来、教員になるに相応しい態度、姿勢で積極的に授業、予習・復習に取り組むこと。なお、授業計画は、
授業の進行状況により変更することがある。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
特になし。
［試験、レポート等の課題に対するフィードバックの方法］
授業にて返却し、評価のポイントを提示しながら解説する。
［テキスト・参考書等］
１．学校体育経営管理学講義 宇土正彦 著 大修館書店
1981年11月1日
２．体育・スポーツ経営学講義 八代勉・中村平 編著 大修館書店 2002年4月1日
３．学校体育経営ハンドブック 宇土正彦 編著 大修館書店 1994年11月1日
４．中学校学習指導要領解説（保健体育編）文部科学省 平成29年7月
５．高等学校学習指導要領解説（保健体育編・体育編）文部科学省 平成21年12月
1.2.3は参考書であり、4.5は保健体育教員にとって必須となる。その他、適宜、資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
長岡：Email: tm‑nagaoka@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
長岡：水曜日12：50〜14：30
1号館4階1416号室
上記時間帯には予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるため、可能な限り前日までに
メールでア ポイントを取ってください。質問や相談はアポイントを取っている学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中学校および高等学校教諭1種免許状の取得に必要な科目のうち、選択必修科目として位置
づけられている。受講者数等の事情により、授業方法等を変更することもある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
長岡 知
（予習：2時間）
1
［授業内容］
・学校での体育・スポーツについて自分にとって
【ガイダンス】
・授業のねらい、到達目標につ 記憶に残る部活動、行事について振りかえり、自
いて理解し、見通しを持つ。 分なりの課題を見いだし、受講の心構えを確認す
る。
（授業方法）
・授業目的及び概要、評価方法 （復習：３時間）
・学校体育経営の意義を踏まえ、今後の学習の見
等について解説する。
通しを立て、学習内容について概観し、整理する
。
長岡 知
（予習：３時間）
2
［授業内容］
テーマ：経営学的視点とそ ・学校体育の現状、子供の体力・健康課題につい
て、情報、資料を収集する。
の意義
・学校体育の現状を把握し、経 （復習：１時間）
営学的視点の意義について理解 ・学校体育における経営学的視点の意義と役割、
その重要性についてまとめる。
を深める。
（授業方法）
グループ・ディスカッションを
通じて、経営学的視点の意義に
ついて意見交換し理解を深める
。
長岡 知
（予習：３時間）
3
［授業内容］
【体育・スポーツ経営管理の概 ・学校体育の経営管理について、学校現場の組織
構造等について資料、情報を収集し、現状につい
念とその構造】
て調べる。
（授業内容）
・学校体育経営管理の概念と構 （復習：１時間）
造についてついて概説し、理解 ・学校体育の組織や在り方について自分なりの考
えを整理する。
を深める。
（授業方法）
・グループ・ディスカッション
を通じて、学校体育の組織や在
り方について意見交換し理解を
深める。
長岡 知
（予習：３時間）
4
［授業内容］
テーマ：運動・スポーツ実践者 ・各校種の児童・生徒の体力の現状、運動習慣等
の情報を収集し、現状について調べる。
の生活・行動
・運動・スポーツ実践者（児童 （復習：１時間）
・生徒）の生活・行動について ・各校種の児童・生徒の体力の現状、運動習慣等
の現状を踏まえ、経営学的視点から改善策を整理
解説し理解を深める。
する。
（授業方法）
・グループワークを通して各学
校種の児童・生徒の体力の現状
、運動習慣等について、参考資
料を調べ、理解を深める。
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［授業内容］
テーマ：【体育・スポ
ーツ事業の進め方①（エリア・
サービス）】
・エリア・サービスの考え方と
その実際について解説し理解を
深める。
（授業方法）
・グループ・ディスカッション
を通じて、学校体育や地域スポ
ーツ振興について、エリア・サ
ービスの視点から現状、課題に
ついて意見交換し理解を深める
。
［授業内容］
テーマ：【体育・スポーツ事業
の進め方②（プログラム・サー
ビス）】
・プログラム・サービスの考え
方とその実際について、体育授
業、業間体育等について解説し
理解を深める。
（授業方法）
・グループ・ディスカッション
を通じて、学校体育（体育授業
、業間体育等）についての意義
やねらいについて意見交換し理
解を深める。
［授業内容］
テーマ：【体育・スポーツ事業
の進め方③（クラブ・サービス
）】
・クラブ・サービスの考え方と
その実際について、民間スポー
ツクラブ・総合型地域スポーツ
クラブ、運動部活動等について
解説し理解を深める。
（授業方法）
・グループ・ディスカッション
を通じて、クラブ・サービス現
状や特性を調べ、意義やねらい
について意見交換し理解を深め
る。
［授業内容］
テーマ：【学校体
育経営Ⅰ（特性と構造・教科体
育）】
・効率的な体育経営管理につい
て保健体育科（組織体）として
の特性と構造について経営学的
視点からの理解を深める。
（授業方法）
・グループ・ディスカッション
を通じて、効率的な学校体育経
営管理についての保健体育科（
組織体）の運営や留意点につい
て意見交換し理解を深める。
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（予習：３時間）
・学校体育・地域スポーツ振興について、現場の
体育・スポーツ事業の取組みについて調べておく
。
（復習：１時間）
学校体育や地域スポーツ振興について、エリア・
サービスの視点から現状、課題を踏まえ、経営学
的視点から改善策を整理する。

（予習：３時間）
・学校体育・地域スポーツ振興について、現場の
体育・スポーツ事業の取組みについて調べておく
。
（復習：１時間）
・学校体育をより効果的に実践するために必要な
プログラム・サービスの考え方について整理し、
具体的な実践例を調べておく。

（予習：３時間）
・各校種の学習指導要領解説を読み、部活動の位
置づけや意義・ねらいについて確認しておく。
（復習：１時間）
・学校・民間・地域スポーツクラブの効果的・適
正なクラブ運営について、どのような配慮・工夫
がなされているか、クラブ・サービスの考え方を
踏まえ、整理し、理解を深めまとめる。

（予習：２時間）
・各校種の学習指導要領解説を読み、参考となる
授業実践例をなどの資料を収集する。
（復習：２時間）
・授業過程を理解し、学習指導案の作成手順につ
いて整理し理解を深める。

9

長岡

知

10

長岡

知

11

長岡

知

12

長岡

知

［授業内容］
テーマ：【学校体育経営Ⅱ
（部活動運営・学校体育関係
団体）】
・適切な運動部活動運営につい
て、事例をもとに、運営、指導
上の留意点について解説し、理
解を深める。
（授業方法）
・ディベートを通じて、適正な
運動部活動の運営、現代的課題
についての意見交換し理解を深
める。
［授業内容］
テーマ：【学校体育経営Ⅲ
（体育行事の企画・運営【体
育祭等】）】
・体育行事の意義・ねらいを確
認し、企画・運営における留意
点について解説し、理解を深め
る。
（授業方法）
・グループ・ディスカッション
を通じて、安全で効率的な体育
行事の企画・運営について意見
交換し理解を深める。
［授業内容］
テーマ：【学校体育
経営Ⅳ （特別活動の企画・運
営【野外活動的行事】）】
・特別活動（野外活動的行事）
の意義・ねらいを確認し、企画
・運営における留意点について
解説し、理解を深める。
（授業方法）
・グループ・ワークを通じて、
安全で効率的な野外活動的行事
の企画・運営について意見交換
し理解を深める。
［授業内容］
テーマ：【学校体育経営
Ⅴ （事故事例とその予防①）
】
・学校における事故の現状を把
握し、安全な体育授業、運動部
活の指導について解説し、理解
を深める・
（授業方法）
・DVD視聴を通じて、学校での
事故の現状、事故防止に向けて
の取組みについての理解を深め
る。
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（予習：３時間）
・運動部活動の運営上の問題点、現代的な課題に
ついて調べておく。
（復習：１時間）
・適正な運動部活動の運営や指導上の留意点に
ついて整理し、理解を深めまとめる。

（予習：３時間）
・自分が体験した体育行事について、振り返り、
運営上の課題等についてまとめておく。
（復習：１時間）
・安全で効率的な体育行事の企画・運営について
整理し、理解を深めまとめる。

（予習：３時間）
・野外活動行事における最近の事故等について、
その背景、原因について調べ、理解を深めておく
。
（復習：１時間）
・安全で効率的な野外活動的行事の企画・運営に
ついて整理し、理解を深めまとめる。

（予習：３時間）
・学校現場におけるヒヤリ・ハット体験について
振り返り、その原因等について調べておく。
（復習：２時間）
・学校（組織体）での事故防止に向けて、どのよ
うな取組みが行われているか、整理し、理解を深
める。

13

長岡

知

14

長岡

知

［授業内容］
テーマ：【学校体育
経営Ⅵ （事故事例とその予防
②）】
・具体的な事故事例や裁判判例
から安全な体育授業や運動部活
動の指導・運営について解説し
、理解を深める。
（授業方法）
・グループ・ワークを通じて、
具体的な事例から原因や背景に
ついて、分析し、事故防止のた
めの対策について意見交換し理
解を深める。
［授業内容］
テーマ：【まとめ（レポ
ート作成）】
・学校体育経営管理における具
体的な課題等について、学習を
振り返り、理解を深める。
（授業方法）
・テーマを設定し、課題レポー
トを作成し、グループ討議、授
業内で解説し、理解を深める。
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（予習：３時間）
・学校における事故事例を調べ、その原因につい
てどのような要因があるのか、分析しておく。
（復習：２時間）
・事故発生時の対応や事故防止への取組みに向け
て、具体的に整理し、理解を深める。

（予習：３時間）
・授業実施後の課題等を整理しておく。
（復習：２時間）
・課題テーマについて、更に疑問点等について調
べておく。

授業科目名
英語科目名

スポーツ指導者に必要な医学的知識
Sports Medicine for Coaches and Athletic Trainer

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 門屋 悠香
科目担当者
高澤 祐治
授業概要
［授業全体の内容］
スポーツ指導者は、スポーツ活動中におこるアクシデントに対し、冷静かつ的確な行動が必要とされます。
この授業では、単にスポーツ活動中に発生する疾病や外傷・障害だけでなく、コンディショニングや応急処
置からドーピンまで幅広い領域にわたって、基本的な医学的知識を解説します。
この授業は、日本体育協会公認スポーツ指導者養成カリキュラムのうち、共通科目Ⅰ〜Ⅲに該当します。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」を身に付けるための科目として開講される。
［授業の到達目標］
1．スポーツ現場で起こりうる整形外科的疾患が説明できる。
2．スポーツ現場で起こりうる内科的的疾患が説明できる。
3．コンディショニングの効果と手法が説明できる。
4．スポーツ現場で起こりうる医学問題に対する、予防策と対処法が説明できる。
5．アンチドーピングについて理解ができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1．スポーツ外傷・障害について説明することができる（定期試験）
2．スポーツ現場で起こりうる内科的疾患を説明できる（定期試験）
3．ストレッチとアイシングに代表されるコンディショニングの効果と目的を説明できる（定期試験）
4．安全管理と救急処置について説明できる（定期試験）
5．アンチドーピングの意義について理解ができている（レポート）
6．授業中や予習・復習の取組状況によって授業態度を評価する（平常点）
［成績評価の方法］
課題レポート1回（20％）、定期試験（60％）、平常点（20％）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
特になし
［履修上の注意（科目独自のルール）］
1回の授業について、出席時間が3分の2に満たない場合は、欠席扱いとする。
また、遅刻及び早退については、出席と異なる扱いとする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業中に課す小テストや課題については、授業内で解説をおこなう。
定期試験については、J‑PASS上で解説をおこなう。
［テキスト・参考書等］
・公認スポーツ指導者養成テキスト 共通教科 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（日本体育協会）
上記テキストは参考書であり、必ず用意する必要はありません。
その他、授業中に適宜、資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：門屋悠香
※連絡先は、授業内でお知らせします
［オフィスアワー］
日時：水曜日12：20〜13：10
場所：1号館5階1516号室（アスレティックトレーニング学研究室）
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるためできるだけ前日まで
にE‑mailで予約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、日本体育協会公認スポーツ指導者の講習免除に必要な科目のうち、「共通科目」における
必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
門屋悠香
（予習：2h)
1
［授業内容］
高澤祐治
①日本体育協会のスポーツ指導 ①シラバスにて授業内容を確認する
（以下同）
者資格制度について理解を深め ②日本体育協会のHP（http://www.japan‑sports.
or.jp/）を閲覧し、指導者資格制度について確認
る。
②スポーツが健康に及ぼす効果 する
③取得を希望する資格に必要な教科について確認
について理解を深める。
する
［授業方法］
コーチ、アスレティックトレー （復習：2h）
ナーなどの指導者育成制度につ ①日本人の死因について整理する
②肥満の判定基準とその特徴について整理する
いて解説する。
メタボリックシンドロームにつ
いて解説する。
ペアになり、メタボリックシン
ドロームの判定基準について相
手に説明する。

2

［キーワード］
スポーツ指導者
スポーツと健康
（予習：3h)
［授業内容］
スポーツ活動中に多いケガや病 ①自身でスポーツ競技を設定し、その競技に多い
ケガや病気をまとめる
気について理解を深める。
②以下の用語について調べる
・マルファン症候群
［授業方法］
スポーツ活動中に起こる代表的
なケガについて、部位別および （復習：2h）
グループワークをとおして、予習で扱った競技と
種類別に解説する。
スポーツ活動中に起こる代表的 異なる競技との「違いと共通点」を整理する
な病気について、解説する。
予習の内容をグループごとに発
表する。
［キーワード］
急性と慢性
突然死、オーバートレーニング
症候群
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3

（予習：2h)
［授業内容］
救急処置について理解を深める ①大学内のADEの設置場所を確認する
②「JRC蘇生ガイドライン」を確認する
。
（復習：2h）
［授業方法］
心肺蘇生法、AEDの使用方法を AEDを含む心肺蘇生法の手順を確認する
主にスポーツ現場での救急処置
について解説する。
ペアになり、ADEの使用手順を
確認する。

4

［キーワード］
一次救命処置
緊急対応計画
（予習：2h)
［授業内容］
コンディショニングについて理 ①テーピングの効果について調べる
②スポーツマッサージの禁忌について調べる
解を深める。
［授業方法］
ストレッチ、テーピング、アイ
シング、スポーツマッサージに
ついて解説する。
ペアになり、コンディショニン
グに関する小テストを作成し、
互いに採点する。

5

（復習：2h）
①ストレッチの効果と目的、種類について整理す
る
②アイシングの効果と目的、方法について整理す
る

［キーワード］
傷害予防、疲労回復
（予習：3h)
［授業内容］
アスリートの内科的障害ついて ①以下の用語について調べる
・セカンドインパクト症候群
理解を深める。
②スポーツ貧血の種類を調べる
［授業方法］
意識障害、過換気症候群、運動 （復習：2h）
誘発性喘息について概要と対策 それぞれの疾患についての対処法について整理し
、確認する
を解説する。
スポーツ貧血、摂食障害、血尿
、その他の傷害について概要と
対策を解説する。
ペアになり、意識障害の兆候を
確認するシュミレーションをお
こなう。
［キーワード］
脳震盪
スポーツ貧血
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6

（予習：2h)
［授業内容］
特殊環境下でのスポーツ活動の 以下の用語について調べる
対応について理解を深める。 ・熱中症
（復習：3h）
［授業方法］
暑熱対策、低温対策、高地対策 それぞれの特殊環境下での対応について整理し、
、時差対策、感染症対策につい 予防策を確認する
て解説する。
ペアになり、相手の訴える症状
から熱中症の程度を判断し、対
処法を指示するシュミレーショ
ンをおこなう。

7

8

［キーワード］
熱中症
低体温症、高山病
（予習：2h)
［授業内容］
身体のしくみと働きについて理 ①自身でスポーツ競技を設定し、その競技に必要
な動作を5つ挙げ、図示する
解を深める。
②以下の用語について調べる
・運動器
［授業方法］
運動器（筋、骨格、神経系、関
節ほか）の機能について解説す （復習：2h）
予習で挙げたスポーツ動作から1つ選び、以下の
る。
スポーツに関わる力学的基礎に 内容でまとめる
①スポーツ動作に関連する運動器をまとめる
ついて解説する。
予習の内容をグループごとに発 ②スポーツ動作に必要な力学的要素についてまと
める
表する。
［キーワード］
運動器のしくみと働き
スポーツバイオメカニクス
（予習：2h)
［授業内容］
年齢に適した運動についての理 PHV年齢（PHV：peak height velocity）について
調べる
解を深める。
［授業方法］
各年代における、運動の適応と
注意点について解説する。
ペアになり、ロコモティブシン
ドロームについて相手に説明す
る。
［キーワード］
発育発達期に多いケガや病気
中高年者とスポーツ
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（復習：2h）
①成長期における、各種体力の向上に適した年齢
を整理する
②ロコモティブシンドロームの判定基準を整理す
る

9

10

11

（予習：2h)
［授業内容］
スポーツ外傷・障害について理 RICE処置について調べる
解を深める。
（復習：2h）
スポーツ外傷とスポーツ障害の違いを整理し、確
［授業方法］
アスリートに起こりうるスポー 認する
ツ外傷・障害について特徴や基
本的な対応策について解説する
。
ペアになり、RICE処置の目的と
方法を説明する。
［キーワード］
スポーツ外傷・障害
外科的応急処置
（予習：2h)
［授業内容］
スポーツに関連する精神障害に 以下の用語について調べる
・Mood Disorder
ついて理解を深める。
・Eating Disorder
［授業方法］
スポーツに関連した精神的傷害 （復習：2h）
とその対策について解説する。 スポーツ指導者の精神的障害に対する心構えにつ
「精神的傷害に対する指導者の いて、整理する
あるべき姿」をテーマに、グル
ープで話し合う。
［キーワード］
気分障害、食行動異常
［授業内容］
①スポーツ現場における健康管
理体制について理解を深める。
②スポーツ栄養の基礎的な知識
について理解を深める。

（予習：2h)
①身近な食品のカロリー表示を記録する
②アスリートに対するメディカルチェックの項目
を調べる

（復習：2h）
メディカルチェックの内容および必要性について
［授業方法］
スポーツ現場におけるメディカ 整理し、確認する
ルチェックの概要について解説
する。
スポーツ活動を支える栄養摂取
について解説する。
グループでメディカルチェック
の項目をまとめ、分類する。
［キーワード］
アスリートの健康管理
スポーツと栄養
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12

［授業内容］
スポーツ活動における安全管理
について理解を深める。
スポーツ指導者の法的責任とス
ポーツ倫理について理解を深め
る。

（予習：2h)
スポーツ現場でおこりうる事故やアクシデントを
考える
（復習：2h）
自身の関わるスポーツ現場に置き換えて、起こり
うるアクシデントとその予防策を整理する

［授業方法］
スポーツ指導者として知ってお
くべき安全管理体制の概要につ
いて解説する。
リスクマネジメントとスポーツ
事故等の判例について解説する
。
グループでスポーツ現場でおこ
りうる事故をまとめ、分類する
。

13

［キーワード］
スポーツ活動の安全管理
スポーツ事故、フェアプレー、
基本的人権
（予習：2h)
［授業内容］
アスレティックリハビリテーシ アスレティックリハビリテーションの目的につい
ョンについて理解を深める。 て調べる
（復習：2h）
［授業方法］
アスレティックリハビリテーシ アスレティックリハビリテーションにおいて注意
ョンの概要、必要性、プログラ すべき項目を整理する
ム例などについて解説する。
ペアになり、アスレティックリ
ハビリテーションとは何かを相
手に説明する。

14

［キーワード］
実施上の留意点
トレーニング計画の進め方、組
み立て
（予習：3h)
［授業内容］
ドーピングコントロールについ レポート課題
「ドーピングについて」（指定等、詳細は別途案
て理解を深める。
内します）
［授業方法］
ドーピングの意味、フェアプレ （復習：2h）
イとの関係、対象薬物と禁止さ アンチドーピングの意義について整理する
れる方法、ドーピングコントロ
ールの実際について解説する。
講義内容をワークシートにまと
める。
［キーワード］
ADAMS、TUE
スポーツファーマシスト
定期試験
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授業科目名
英語科目名

体育科教育法Ⅰ
Teaching Methods in Physical EducationⅠ

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 長登 健
科目担当者
荻原朋子
授業概要
[授業全体の内容]
体育の目標や内容等について解説するとともに、指導計画の作成と模擬授業の実施を通じて学習内容、指導
方法、教師行動について考察する。本講義では、体育の目標や内容等について理解するとともに、よい体育授
業を創出するための授業内容や教師行動についての理解を深める。 講義や模擬授業を通して保健体育科教師
に必要な知識や実践的指導力を身につける。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
本授業では、学習指導要領をはじめとするスポーツ健康科学を中心とした幅広い知識や教養を講義にて学び
、得られた情報をもとに指導案を作成し、模擬授業を行う中で、実際に展開する応用力、表現力を身につける
ことを目指す。
[授業の到達目標]
1.学習指導要領に記載されている体育の目標や内容等について理解できる。
2.目標に準拠した指導と評価を踏まえた体育授業の基本的な考え方と進め方について理解できる。
3.学習指導要領に基づいた学習指導案を作成できる。
4.授業つくりに具現化する演習（模擬授業等）を通して実践的指導力（応用力、表現力）を身に付ける。
成績評価
[成績評価の基準]
1.学習指導要領に記載されている目標や内容等、よい体育授業を創出するための基本的な考え方と進め方につ
いて理解できているか、毎時の課題提出で評価する。（平常点）
2.授業のための学習指導案の書き方が理解できているか、学習指導案の提出で評価する。（レポート）
3.模擬授業のための指導案作成や模擬授業の展開、事後の反省会などに積極的に参加できているか、提出物な
どで評価する。（レポート、平常点）
[成績評価の方法]
授業態度や取り組む姿勢等50％、毎時の課題提出15％、模擬授業への積極的参加20％、学習指導案15％にて
評価する。
なお、授業態度・取り組む姿勢が授業進行上、不適切であると判断した場合には、減点の対象とするので注
意すること。
履修における留意事項
[履修要件]
将来教員になるに相応しい態度、姿勢で積極的に授業、予習・復習に取り組むこと。なお、授業計画は、授
業の進行状況により多少前後することがある。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
体育科教育法Ⅰは、体育科教育法Ⅱを履修する前に履修すること。Ⅰを履修せずにⅡを履修することはできな
い。
[試験、レポート等の課題に対するフィードバックの方法]
授業にて返却し、模範回答や評価のポイントを提示しながら解説する。
[テキスト・参考書等]
1.「中学校学習指導要領解説（文部科学省）」、「高等学校学習指導要領解説（文部科学省）」（購入するか
Webからダウンロードして各自印刷）
2.新版体育科教育入門（大修館書店） （希望者購入）
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
長登
Email: tnagato[at]juntendo.ac.jp
荻原
Email: togiwara[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更して下さい。
［オフィスアワー］
長登： 火曜日１１：００〜１３：００
1号館5階1519号室
荻原： 火曜日１１：００〜１３：００
１号館5階1517号室
上記時間帯には予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるため、可能な限り前日までに
メールでアポイントを取ってください。質問や相談はアポイントを取っている学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中学校および高等学校教諭1種免許状の取得に必要な科目のうち、「教科の指導法に関する
科目」における必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
長登、荻原
（予習：1時間）
1
［授業内容］
テーマ：ガイダンス、体育授業 保健体育教師の役割や仕事について、情報を集め
る。
とは？
授業目的及び概要、シラバス、 （復習：3時間）
評価方法等について理解する 保健体育教師に求められる能力について整理する
。
［授業方法］
スライド講義、グループワーク
２人組になり、保健体育教師の
役割について意見を出し合う。
長登、荻原
（予習：2時間）
2
［授業内容］
学習指導要領解説に目を通し、体育科の教育課程
テーマ：カリキュラム論
体育科教育の教育課程上の位置 について調べておく。
づけ及び内容について理解する （復習：2時間）
講義で取り上げた箇所について、学習指導要領解
。
説を読み、理解を深める。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
長登、荻原
（予習：2時間）
3
［授業内容］
体育科の目標の変遷について、学習指導要領解説
テーマ：目標論
体育の目標の変遷や今後の方向 を読み、理解を深めておく。
（復習：2時間）
性について理解する。
講義で取り上げた箇所について、学習指導要領解
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講 説を確認し整理する。
義を進める。
長登、荻原
（予習：2時間）
4
［授業内容］
体育科の指導内容について、学習指導要領解説を
テーマ：内容論
体系化、明確化された体育の指 読み、理解を深めておく。
導内容について解説し、課題に （復習：2時間）
中学もしくは高校の体育の指導内容と構成につい
基づき整理する。
て理解を深める。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ワークシートの記
入と、ペアで相互チェックを行
う。
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5

長登、荻原

6

長登、荻原

7

長登、荻原

8

長登、荻原

9

長登、荻原

10

長登、荻原

［授業内容］
テーマ：学習指導論
よい体育授業とは何かを考え、
体育授業の基礎的条件と内容的
条件について理解する。
［授業方法］
グループワーク、プリントとス
ライドを用いて講義を進める。
［授業内容］
テーマ：組織的観察法
体育授業における四大教師行動
、組織的観察法について理解す
る。授業分析の結果を発表しデ
ータの解釈について理解する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。授業分析は映像を
見ながら実際に個人で分析する
。
［授業内容］
テーマ：教材・教具論
体育授業の教材づくりや教具に
ついて理解する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。体育の教材・教具
づくりについて、DVD視聴する
。
［授業内容］
テーマ：指導計画
体育における指導計画の作成方
法について理解し、模擬授業で
実施する単元計画を作成する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
テーマ：単元計画づくり
体育における単元計画の作成方
法について理解し、模擬授業で
実施する単元計画を作成する。
［授業方法］
模擬授業を担当する８人程度の
グループで、持ち寄った教材を
もとに単元計画を作成する。
［授業内容］
テーマ：学習指導案づくり
グループで作成した単元計画を
もとに、１単位時間の学習指導
案（略案）を作成する。
［授業方法］
グループで作成した単元計画を
もとに、１単位時間の学習指導
案（略案）を作成する。１時間
の流れが決まったら、各担当（
パート）の細案をペアで作成す
る。
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（予習：2時間）
よい体育授業の基礎的条件、内容的条件について
調べておく。
（復習：2時間）
よい体育授業の条件について、自分なりの考えを
まとめておく。

（予習：2時間）
体育授業の四大教師行動及び組織的観察法につい
て、参考書（P２５７−２６２）を読み、理解を
深めておく。
（復習：2時間）
組織的観察法の記録の取り方や分析方法について
、復習する。

（予習：2時間）
教材・教具について、参考書（p54‑60）を読み、
理解を深めておく。
（復習：2時間）
模擬授業に向けた教材づくりのための資料を集め
ておく。

（予習：2時間）
体育における指導計画、単元計画や学習指導案に
ついて説明できるように調べておく。
（復習：2時間）
単元計画と学習指導案について、配布プリントで
復習する。

（予習：2時間）
各自が担当する模擬授業で使用する教材について
の情報や資料を集めておく。
（復習：2時間）
グループで作成した単元計画が対象学年に合った
内容になっているか、確認する。

（予習：2時間）
グループで作成した単元計画をもとに、１単位時
間分の学習指導案（略案）を作成する。
（予習：2時間）
グループで作成した１単位時間の学習指導案（略
案）を再度整理し、内容の整合性をはかる。

11

長登、荻原

12

長登、荻原

13

長登、荻原

14

長登、荻原

［授業内容］
テーマ：模擬授業①
体育の模擬授業を行い、学習内
容、指導方法、教師行動を考え
る。
［授業方法］
４つのクラスに分かれて模擬授
業を実施する。その際、教師役
と生徒役の班に分かれて実施す
る。
［授業内容］
テーマ：模擬授業②
体育の模擬授業を行い、学習内
容、指導方法、教師行動を考え
る。
［授業方法］
４つのクラスに分かれて模擬授
業を実施する。その際、教師役
と生徒役の班に分かれて実施す
る。
［授業内容］
テーマ：模擬授業③
体育の模擬授業を行い、学習内
容、指導方法、教師行動を考え
る。
［授業方法］
４つのクラスに分かれて模擬授
業を実施する。その際、教師役
と生徒役の班に分かれて実施す
る。
［授業内容］
テーマ：模擬授業のふり返りと
まとめ
模擬授業の授業評価、組織的観
察法の結果をもとに、授業内容
や教師行動について反省的省察
を行う。
［授業方法］
模擬授業を実施したグループで
DVDで授業映像を見ながら、各
グループの授業評価、組織的観
察法の結果を踏まえて、反省的
省察を行い、その結果をまとめ
る。
定期試験を実施しません。
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（予習：2時間）
次回実施される模擬授業の指導案の内容について
確認しておく。
（復習：3時間）
実施された模擬授業の学習内容、指導方法、教師
行動についてふり返りを行う。

（予習：2時間）
次回実施される模擬授業の指導案の内容について
確認しておく。
（復習：3時間）
実施された模擬授業の学習内容、指導方法、教師
行動についてふり返りを行う。

（予習：2時間）
次回実施される模擬授業の指導案の内容について
確認しておく。
（復習：3時間）
実施された模擬授業の学習内容、指導方法、教師
行動についてふり返りを行う。

（予習：2時間）
これまでの模擬授業をふり返り、組織的観察法や
授業評価のまとめをしておく。
（復習：3時間）
これまでの講義、模擬授業のための指導案づくり
、及び実際の模擬授業をふり返り、本講義内容を
まとめる。

授業科目名
英語科目名

体育科教育法Ⅰ
Teaching Methods in Physical EducationⅠ

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 長登 健
科目担当者
荻原朋子
授業概要
[授業全体の内容]
体育の目標や内容等について解説するとともに、指導計画の作成と模擬授業の実施を通じて学習内容、指導
方法、教師行動について考察する。本講義では、体育の目標や内容等について理解するとともに、よい体育授
業を創出するための授業内容や教師行動についての理解を深める。 講義や模擬授業を通して保健体育科教師
に必要な知識や実践的指導力を身につける。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
本授業では、学習指導要領をはじめとするスポーツ健康科学を中心とした幅広い知識や教養を講義にて学び
、得られた情報をもとに指導案を作成し、模擬授業を行う中で、実際に展開する応用力、表現力を身につける
ことを目指す。
[授業の到達目標]
1.学習指導要領に記載されている体育の目標や内容等について理解できる。
2.目標に準拠した指導と評価を踏まえた体育授業の基本的な考え方と進め方について理解できる。
3.学習指導要領に基づいた学習指導案を作成できる。
4.授業つくりに具現化する演習（模擬授業等）を通して実践的指導力（応用力、表現力）を身に付ける。
成績評価
[成績評価の基準]
1.学習指導要領に記載されている目標や内容等、よい体育授業を創出するための基本的な考え方と進め方につ
いて理解できているか、毎時の課題提出で評価する。（平常点）
2.授業のための学習指導案の書き方が理解できているか、学習指導案の提出で評価する。（レポート）
3.模擬授業のための指導案作成や模擬授業の展開、事後の反省会などに積極的に参加できているか、提出物な
どで評価する。（レポート、平常点）
[成績評価の方法]
授業態度や取り組む姿勢等50％、毎時の課題提出15％、模擬授業への積極的参加20％、学習指導案15％にて
評価する。
なお、授業態度・取り組む姿勢が授業進行上、不適切であると判断した場合には、減点の対象とするので注
意すること。
履修における留意事項
[履修要件]
将来教員になるに相応しい態度、姿勢で積極的に授業、予習・復習に取り組むこと。なお、授業計画は、授
業の進行状況により多少前後することがある。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
体育科教育法Ⅰは、体育科教育法Ⅱを履修する前に履修すること。Ⅰを履修せずにⅡを履修することはできな
い。
[試験、レポート等の課題に対するフィードバックの方法]
授業にて返却し、模範回答や評価のポイントを提示しながら解説する。
[テキスト・参考書等]
1.「中学校学習指導要領解説（文部科学省）」、「高等学校学習指導要領解説（文部科学省）」（購入するか
Webからダウンロードして各自印刷）
2.新版体育科教育入門（大修館書店） （希望者購入）
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
長登
Email: tnagato[at]juntendo.ac.jp
荻原
Email: togiwara[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更して下さい。
［オフィスアワー］
長登： 火曜日１１：００〜１３：００
1号館5階1519号室
荻原： 火曜日１１：００〜１３：００
１号館5階1517号室
上記時間帯には予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるため、可能な限り前日までに
メールでアポイントを取ってください。質問や相談はアポイントを取っている学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中学校および高等学校教諭1種免許状の取得に必要な科目のうち、「教科の指導法に関する
科目」における必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
長登、荻原
（予習：1時間）
1
［授業内容］
テーマ：ガイダンス、体育授業 保健体育教師の役割や仕事について、情報を集め
る。
とは？
授業目的及び概要、シラバス、 （復習：3時間）
評価方法等について理解する 保健体育教師に求められる能力について整理する
。
［授業方法］
スライド講義、グループワーク
２人組になり、保健体育教師の
役割について意見を出し合う。
長登、荻原
（予習：2時間）
2
［授業内容］
学習指導要領解説に目を通し、体育科の教育課程
テーマ：カリキュラム論
体育科教育の教育課程上の位置 について調べておく。
づけ及び内容について理解する （復習：2時間）
講義で取り上げた箇所について、学習指導要領解
。
説を読み、理解を深める。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
長登、荻原
（予習：2時間）
3
［授業内容］
体育科の目標の変遷について、学習指導要領解説
テーマ：目標論
体育の目標の変遷や今後の方向 を読み、理解を深めておく。
（復習：2時間）
性について理解する。
講義で取り上げた箇所について、学習指導要領解
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講 説を確認し整理する。
義を進める。
長登、荻原
（予習：2時間）
4
［授業内容］
体育科の指導内容について、学習指導要領解説を
テーマ：内容論
体系化、明確化された体育の指 読み、理解を深めておく。
導内容について解説し、課題に （復習：2時間）
中学もしくは高校の体育の指導内容と構成につい
基づき整理する。
て理解を深める。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ワークシートの記
入と、ペアで相互チェックを行
う。
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［授業内容］
テーマ：学習指導論
よい体育授業とは何かを考え、
体育授業の基礎的条件と内容的
条件について理解する。
［授業方法］
グループワーク、プリントとス
ライドを用いて講義を進める。
［授業内容］
テーマ：組織的観察法
体育授業における四大教師行動
、組織的観察法について理解す
る。授業分析の結果を発表しデ
ータの解釈について理解する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。授業分析は映像を
見ながら実際に個人で分析する
。
［授業内容］
テーマ：教材・教具論
体育授業の教材づくりや教具に
ついて理解する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。体育の教材・教具
づくりについて、DVD視聴する
。
［授業内容］
テーマ：指導計画
体育における指導計画の作成方
法について理解し、模擬授業で
実施する単元計画を作成する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
テーマ：単元計画づくり
体育における単元計画の作成方
法について理解し、模擬授業で
実施する単元計画を作成する。
［授業方法］
模擬授業を担当する８人程度の
グループで、持ち寄った教材を
もとに単元計画を作成する。
［授業内容］
テーマ：学習指導案づくり
グループで作成した単元計画を
もとに、１単位時間の学習指導
案（略案）を作成する。
［授業方法］
グループで作成した単元計画を
もとに、１単位時間の学習指導
案（略案）を作成する。１時間
の流れが決まったら、各担当（
パート）の細案をペアで作成す
る。
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（予習：2時間）
よい体育授業の基礎的条件、内容的条件について
調べておく。
（復習：2時間）
よい体育授業の条件について、自分なりの考えを
まとめておく。

（予習：2時間）
体育授業の四大教師行動及び組織的観察法につい
て、参考書（P２５７−２６２）を読み、理解を
深めておく。
（復習：2時間）
組織的観察法の記録の取り方や分析方法について
、復習する。

（予習：2時間）
教材・教具について、参考書（p54‑60）を読み、
理解を深めておく。
（復習：2時間）
模擬授業に向けた教材づくりのための資料を集め
ておく。

（予習：2時間）
体育における指導計画、単元計画や学習指導案に
ついて説明できるように調べておく。
（復習：2時間）
単元計画と学習指導案について、配布プリントで
復習する。

（予習：2時間）
各自が担当する模擬授業で使用する教材について
の情報や資料を集めておく。
（復習：2時間）
グループで作成した単元計画が対象学年に合った
内容になっているか、確認する。

（予習：2時間）
グループで作成した単元計画をもとに、１単位時
間分の学習指導案（略案）を作成する。
（予習：2時間）
グループで作成した１単位時間の学習指導案（略
案）を再度整理し、内容の整合性をはかる。
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［授業内容］
テーマ：模擬授業①
体育の模擬授業を行い、学習内
容、指導方法、教師行動を考え
る。
［授業方法］
４つのクラスに分かれて模擬授
業を実施する。その際、教師役
と生徒役の班に分かれて実施す
る。
［授業内容］
テーマ：模擬授業②
体育の模擬授業を行い、学習内
容、指導方法、教師行動を考え
る。
［授業方法］
４つのクラスに分かれて模擬授
業を実施する。その際、教師役
と生徒役の班に分かれて実施す
る。
［授業内容］
テーマ：模擬授業③
体育の模擬授業を行い、学習内
容、指導方法、教師行動を考え
る。
［授業方法］
４つのクラスに分かれて模擬授
業を実施する。その際、教師役
と生徒役の班に分かれて実施す
る。
［授業内容］
テーマ：模擬授業のふり返りと
まとめ
模擬授業の授業評価、組織的観
察法の結果をもとに、授業内容
や教師行動について反省的省察
を行う。
［授業方法］
模擬授業を実施したグループで
DVDで授業映像を見ながら、各
グループの授業評価、組織的観
察法の結果を踏まえて、反省的
省察を行い、その結果をまとめ
る。
定期試験を実施しません。
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（予習：2時間）
次回実施される模擬授業の指導案の内容について
確認しておく。
（復習：3時間）
実施された模擬授業の学習内容、指導方法、教師
行動についてふり返りを行う。

（予習：2時間）
次回実施される模擬授業の指導案の内容について
確認しておく。
（復習：3時間）
実施された模擬授業の学習内容、指導方法、教師
行動についてふり返りを行う。

（予習：2時間）
次回実施される模擬授業の指導案の内容について
確認しておく。
（復習：3時間）
実施された模擬授業の学習内容、指導方法、教師
行動についてふり返りを行う。

（予習：2時間）
これまでの模擬授業をふり返り、組織的観察法や
授業評価のまとめをしておく。
（復習：3時間）
これまでの講義、模擬授業のための指導案づくり
、及び実際の模擬授業をふり返り、本講義内容を
まとめる。

授業科目名
英語科目名

体育科教育法Ⅱ
Teaching Methods in Physical EducationⅡ

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 長登 健
科目担当者
荻原朋子
授業概要
[授業全体の内容]
学習指導における生徒と運動のよりよい関係を目指して、単元計画の作成、学習指導案の作成と模擬授業の実
施を通して、学習場面での具体的な方法について検討する。体育科教育法Ⅰの学修を踏まえ、学習指導の基本
的な考え方について理解を深め、実践につなげることのできる力を身に付ける。模擬授業の実施を通して保健
体育科教師に必要な専門的知識やより高度な実践的指導力を身につけることが必要である。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
本授業では、体育授業の科学的研究成果をはじめとする幅広い知識や教養を学び、得られた情報をもとに学習
指導案を作成し、模擬授業を実際に展開することにより、対人調整力やコミュニケーション力、より高度な応
用力及び表現力を身につけることを目指す。
[授業の到達目標]
1.体育授業の実施計画について理解をより深め、単元計画や学習指導案の作成ができる。
2.体育授業の教材づくりの視点を持って学習指導案の作成ができる。
3.組織的観察法の理解を深め、より良い体育授業創出のための学習指導について考えることができる。
4.教材を具現化する演習（模擬授業等）を通して実践的指導力（応用力、表現力）を身に付ける。
成績評価
[成績評価の基準]
1.体育授業の計画の立て方について理解できているか、課題提出で評価する。（レポート）
2.模擬授業のための単元計画と指導案作成ができているか、課題提出で評価する。（レポート）
3.組織的観察法を理解し、実践につなげることができたか、模擬授業後のリフレクションシートの提出で評価
する。（レポート、平常点）
[成績評価の方法]
授業態度や取り組む姿勢等50％、課題提出30％、模擬授業への積極的参加20％にて評価する。
なお、授業態度・取り組む姿勢が授業進行上、不適切であると判断した場合には、減点の対象とするので注
意すること。
履修における留意事項
[履修要件]
将来教員になるに相応しい態度、姿勢で積極的に授業、予習・復習に取り組むこと。なお、授業計画は、授
業の進行状況により多少前後することがある。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
体育科教育法Ⅱは、体育科教育法Ⅰを履修せずにⅡを履修することはできないので注意して下さい。
[試験、レポート等の課題に対するフィードバックの方法]
授業にて返却し、模範回答や評価のポイントを提示しながら解説する。
[テキスト・参考書等]
1.「中学校学習指導要領解説（文部科学省）」、「高等学校学習指導要領解説（文部科学省）」（購入するか
Webからダウンロードして各自印刷）
2.新版体育科教育入門（大修館書店） （希望者購入）
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
長登
Email: tnagato[at]juntendo.ac.jp
荻原
Email: togiwara[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更して下さい。
［オフィスアワー］
長登： 火曜日１１：００〜１３：００
1号館5階1519号室
荻原： 火曜日１１：００〜１３：００
１号館5階1517号室
上記時間帯には予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるため、可能な限り前日までに
メールでアポイントを取ってください。質問や相談はアポイントを取っている学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中学校および高等学校教諭1種免許状の取得に必要な科目のうち、「教科の指導法に関する
科目」における科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
長登、荻原
（予習：2時間）
1
（授業内容）
体育科教育法Ⅰでの講義内容を復習しておく。
テーマ：ガイダンス
授業目的及び概要、シラバス （復習：2時間）
、評価方法等について理解する 学習指導要領解説を読み、体育の内容及び内容の
取り扱いについて理解を深めておく。
。
（授業方法）
授業目的及び概要、シラバス、
評価方法等について解説する。
長登、荻原
（予習：2時間）
2
（授業内容）
テーマ：体育の教材・教具の実 教材・教具の基本的な考え方について、参考書（
p54‑60）を読み、理解を深めておく。
際
教材や教具の工夫について、実 （復習：2時間）
体育科の球技に関する教材づくりについてまとめ
際に体験する。
ておく。
（授業方法）
体育館でネット型ゲームの教材
を体験しながら、教材の工夫に
ついて解説する。
長登、荻原
（予習：2時間）
3
（授業内容）
テーマ：教材づくりと指導案作 グループで作成する単元計画から、１単位時間の
流れを考え整理する。
成①
体育の模擬授業について、実 （復習：2時間）
施方法を理解し、指導案作成の １単位時間の流れを整理後、各自が担当するパー
ための教材づくりに取り組む。 トの細案を考える。
（授業方法）
グループで設定学年に適した教
材とは何かを考えた上で単元計
画を作成する。
長登、荻原
（予習：2時間）
4
（授業内容）
テーマ：教材づくりと指導案作 グループで作成する教材について、調べておく。
（復習：2時間）
成②
体育の模擬授業について、指導 1単位時間の流れを整理後、各自が担当するパー
案作成のための教材づくりに取 トの細案を考えておく。
り組む。
（授業方法）
グループで作成した単元計画を
もとに、1単位時間の指導案を
作成し、模造紙にまとめ発表す
る。
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（授業内容）
テーマ：組織的観察法
体育授業における科学的分析方
法である期間記録法と相互作用
行動分析について理解する。
（授業方法）
実際の模擬授業映像を見ながら
、各分析方法を用いて授業分析
を行う。
（授業内容）
テーマ：模擬授業①ベースボー
ル型
体育の模擬授業を実施すると
ともに、授業評価と組織的観察
法を行う。
（授業方法）
教師役と生徒役に分かれ、模擬
授業を実施する。
授業後には、教材や指導方法、
教師行動についてふり返りを行
う。
（授業内容）
テーマ：模擬授業②ネット型
体育の模擬授業を実施すると
ともに、授業評価と組織的観察
法を行う。
（授業方法）
教師役と生徒役に分かれ、模擬
授業を実施する。
授業後には、教材や指導方法、
教師行動についてふり返りを行
う。
（授業内容）
テーマ：模擬授業③ゴール型
体育の模擬授業を実施すると
ともに、授業評価と組織的観察
法を行う。
（授業方法）
教師役と生徒役に分かれ、模擬
授業を実施する。
授業後には、教材や指導方法、
教師行動についてふり返りを行
う。
（授業内容）
テーマ：外部講師からの講話
教材づくりとは何か、授業とは
ということについて、模擬授業
を踏まえた上での理解を深める
。
（授業方法）
外部講師からの話を聞き、単元
計画の教材配列についてワーク
シートにまとめる。
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（予習：2時間）
組織的観察法について、参考書（p257‑262）を読
み、理解を深めておく。
（復習:2時間）
グループで作成した指導案を元に、模擬授業に向
けてリハーサルを行う。

（予習：2時間）
次回実施される模擬授業の指導案の内容について
確認しておく。
（復習：2時間）
実施された模擬授業のWeb配信された映像を視聴
し、リフレクションシートを作成する。

（予習：2時間）
次回実施される模擬授業の指導案の内容について
確認しておく。
（復習：2時間）
実施された模擬授業のWeb配信された映像を視聴
し、リフレクションシートを作成する。

（予習：2時間）
次回実施される模擬授業の指導案の内容について
確認しておく。
（復習：2時間）
実施された模擬授業のWeb配信された映像を視聴
し、リフレクションシートを作成する。

（予習：2時間）
講話を踏まえた上で、模擬授業をふり返ることが
できるようリフレクションシートをまとめておく
。
（復習：2時間）
配布されたプリントをよく読んでおくこと。
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（授業内容）
テーマ：模擬授業のふり返り
各グループが実施した模擬授業
について、授業評価や組織的観
察法の結果をもとにふり返り、
授業づくりについて理解を深め
る。
（授業方法）
グループごとに、模擬授業の映
像（DVD）を見ながら、授業評
価、組織的観察法の結果をもと
にふり返る。修正された指導案
を作成し、模造紙にまとめ発表
する。
（授業内容）
テーマ：模擬授業④ベースボー
ル型
体育の模擬授業を実施すると
ともに、授業評価と組織的観察
法を行う。
（授業方法）
教師役と生徒役に分かれ、模擬
授業を実施する。
授業後には、教材や指導方法、
教師行動についてふり返りを行
う。
（授業内容）
テーマ：模擬授業⑤ネット型
体育の模擬授業を実施すると
ともに、授業評価と組織的観察
法を行う。
（授業方法）
教師役と生徒役に分かれ、模擬
授業を実施する。
授業後には、教材や指導方法、
教師行動についてふり返りを行
う。
（授業内容）
テーマ：模擬授業⑥ゴール型
体育の模擬授業を実施すると
ともに、授業評価と組織的観察
法を行う。
（授業方法）
教師役と生徒役に分かれ、模擬
授業を実施する。
授業後には、教材や指導方法、
教師行動についてふり返りを行
う。
（授業内容）
テーマ：模擬授業のふり返り
修正された指導案で実施された
模擬授業について、授業評価や
組織的観察法の結果をもとにふ
り返る。
（授業方法）
模擬授業を実施したグループご
とに、授業評価、組織的観察法
の結果をもとにふり返る。その
結果を、模造紙にまとめ発表す
る。

1532

（予習：2時間）
模擬授業での授業分析結果を検討し、各個人の課
題を整理しておく。
（復習：4時間）
各グループで出た改善点をまとめ、修正された指
導案を作成する。

（予習：2時間）
次回実施される模擬授業の指導案の内容について
確認しておく。
（復習：2時間）
実施された模擬授業のWeb配信された映像を視聴
し、リフレクションシートを作成する。

（予習：2時間）
次回実施される模擬授業の指導案の内容について
確認しておく。
（復習：2時間）
実施された模擬授業のWeb配信された映像を視聴
し、リフレクションシートを作成する。

（予習：2時間）
次回実施される模擬授業の指導案の内容について
確認しておく。
（復習：2時間）
実施された模擬授業のWeb配信された映像を視聴
し、リフレクションシートを作成する。

（予習：2時間）
模擬授業での授業分析結果を検討し、各個人の課
題を整理しておく。
（復習：4時間）
これまでの講義及び模擬授業のための指導案づく
り、及び実際の模擬授業をふり返り、本講義内容
をまとめる。

定期試験を実施しません。
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授業科目名
英語科目名

アスレティックトレーナー一般論
Theory of Athletic Trainers

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

門屋

悠香

授業概要
［授業全体の内容］
アスレティックトレーナーには、様々な知識と技術が必要とされているが、それらを活かすには選手や関係
スタッフとの円滑な連携が不可欠である。
この授業では、アスレティックトレーナーの役割、他のスタッフとの連携・協力、組織運営、倫理について
解説し、公益財団法人日本体育協会公認をはじめとるすアスレティックトレーナーの制度を紹介する。
この授業は、日本体育協会公認アスレティックトレーナー養成カリキュラムのうち、専門科目「1．アスレ
ティックトレーナーの役割」に該当します。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」を身に付けるための科目として開講される。
［授業の到達目標］
1．日本体育協会の定義するアスレティックトレーナーの役割が理解できる。
2．アスレティックトレーナーの業務について説明ができる。
3．アスリートをサポートするスタッフの構成と役割が理解できる。
4．アスレティックトレーナーの活動について、理解ができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1．日本体育協会の定めるアスレティックトレーナーの役割を、7項目全て答えることができる（定期試験）
2．アスレティックトレーナーの業務について、日本体育協会の定める7項目に従い詳細を説明できる（定期
試験）
3．アスリートをサポートするスタッフの構成と役割について具体的に述べることができる（レポート）
4．アスレティックトレーナーの活動について具体的に述べることができる（レポート）
5．授業中や予習・復習の取組状況によって授業態度を評価する（平常点）
［成績評価の方法］
課題レポート4回（40％）、定期試験（40％）、平常点（20％）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
特になし
［履修上の注意（科目独自のルール）］
1回の授業について、出席時間が3分の2に満たない場合は、欠席扱いとする。
また、遅刻及び早退については、出席と異なる扱いとする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業中に課す小テストや課題については、授業内で解説をおこなう。
定期試験については、J‑PASS上で解説をおこなう。
［テキスト・参考書等］
・日本体育協会公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト（1）アスレティックトレーナーの役割
上記テキストは参考書であり、必ず用意する必要はありません。
その他、授業中に適宜、資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：門屋 悠香
※連絡先は、授業内でお知らせします
［オフィスアワー］
日時：水曜日12：20〜13：10
場所：1号館5階1516号室（アスレティックトレーニング学研究室）
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるためできるだけ前日まで
にE‑mailで予約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、日本体育協会公認スポーツ指導者の講習免除に必要な科目のうち、アスレティックトレー
ナーの「専門科目」における必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
門屋悠香
（予習：2h)
1
［授業内容］
（以下同）
アスレティックトレーナー制度 シラバスにて授業内容を確認する
の概要について理解を深める。
（復習：2h）
グループワークで挙がった「アスレティックトレ
ーナーに望む資質」についてまとめ、系統化する
［授業方法］
日本体育協会公認アスレティッ
クトレーナー制度の設立に至る
経緯を解説する。
グループワーク①：アスレティ
ックトレーナーに望む資質につ
いて、グループ間で意見を出し
合う。
（予習：2h)
2
［授業内容］
日本におけるアスレティックト 日本体育協会のHP（http://www.japan‑sports.or
レーナーの歴史と資格制度につ .jp/）
を閲覧し、アスレティックトレーナーについて確
いて理解を深める。
認する
［授業方法］
日本におけるアスレティックト （復習：2h）
レーナーの歴史および日本体育 日本体育協会公認アスレティックトレーナー養成
協会のAT制度について解説する カリキュラムの内容について整理する
。
グループワーク②：アスレティ
ックトレーナーに望む資質につ
いて、系統化したものをグルー
プ間でまとめ、発表の準備をす
る。
（予習：3h)
3
［授業内容］
海外のアスレティックトレーナ NATA（National Athletic Trainers' Associatio
ーの歴史と資格制度について理 n）
https://www.nata.org/
解を深める。
CATA（Canadian ?Athletic Therapists Associat
ion）
［授業方法］
アメリカのNATA、カナダのCATA https://athletictherapy.org/
など諸外国のトレーナー制度に のHPを閲覧し、その概要を確認する
ついて解説する。
グループワーク③：アスレティ （復習：2h）
ックトレーナーに望む資質につ レポート課題
いて、グループごとに発表し、 「日本と海外のアスレティックトレーナー制度の
振り返りシートを作成する。 違いをまとめる」
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4

5

6

（予習：3h)
［授業内容］
アスレティックトレーナーの役 NATAのHPを閲覧し、Athletic Training Educatio
n Competenciesについて確認する
割について理解を深める。
［授業方法］
日本体育協会の定めるアスレテ
ィックトレーナーの7つの役割
について解説する。
アスレティックトレーナーの7
つの役割について、選手・指導
者ほか異なる立場を想定した場
合の期待度を考え、まとめる。
［授業内容］
アスレティックトレーナーに必
要な知識と技術について理解を
深める。
［授業方法］
アスレティックトレーナーの役
割を果たす上で必要な知識、技
術について解説する｡
第4回の復習テストをおこなう
。
［授業内容］
アスレティックトレーナーが行
うべき業務の全体像を理解する
。

（復習：2h）
アスレティックトレーナーの役割について整理し
、確認する

（予習：2h)
アスレティックトレーナーに必要な技術は何かを
考える
（復習：2h）
アスレティックトレーナーに必要な知識と技術に
ついて整理し、確認する

（予習：2h)
レポート課題
「通常の練習におけるアスレティックトレーナー
のタイムスケジュールを作成する」

（復習：2h）
［授業方法］
アスレティックトレーナーが行 レポート課題
うべき業務の総論を解説する。 「5〜6回の復習テストを作成する」

7

8

復習テストの解説をおこなう。
（予習：2h)
［授業内容］
アスレティックトレーナーが行 5〜6回の講義内容を確認する
うべき業務について、理解を深
（復習：2h）
める。
アスレティックトレーナーが行うべき業務につい
て整理し、確認する
［授業方法］
アスレティックトレーナーが行
うべき様々な業務について個別
に解説する。
作成した復習テストをペアで実
施し、採点する。
（予習：3h)
［授業内容］
遠征時のアスレティックトレー レポート課題
ナーの活動について理解を深め 「遠征時に必要なトレーナーバックの中身のリス
トを作成する」
る。
（復習：2h）
［授業方法］
国内および海外における遠征時 遠征時におけるアスレティックトレーナー活動の
のアスレティックトレーナーの 注意点を整理する
活動について、概要と注意点を
解説する。
グループワーク④：アスレティ
ックトレーナー活動を通常練習
時と遠征時で比較し、違いをグ
ループでまとめる。
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9

10

11

12

13

（予習：2h)
［授業内容］
競技別アスレティックトレーナ 陸上競技独特のシステムであるスリーステーショ
ーの活動について理解を深める ン制について調査する
（1）陸上競技
（復習：2h）
外部講師の場合、講義内容についてのレポートを
［授業方法］
陸上競技におけるアスレティッ 作成する
クトレーナーの活動について解 （外部講師ではない場合、講義内容について整理
する）
説する。
講義内容を「まとめシート」に
整理する。
（予習：2h)
［授業内容］
競技別アスレティックトレーナ テニス競技における、ドクターまたはアスレティ
ーの活動について理解を深める ックトレーナーの活動に関わるルールについて調
査する
（2）テニス
［授業方法］
テニス競技におけるアスレティ
ックトレーナーの活動について
解説する。
講義内容を「まとめシート」に
整理する。
［授業内容］
競技別アスレティックトレーナ
ーの活動について理解を深める
（3）サッカー、ラグビー

（復習：2h）
外部講師の場合、講義内容についてのレポートを
作成する
（外部講師ではない場合、講義内容について整理
する）

［授業方法］
サッカーおよびラグビー競技に
おけるアスレティックトレーナ
ーの活動について解説する。
講義内容を「まとめシート」に
整理する。
［授業内容］
チームスタッフの役割と連携に
ついて理解を深める。

（復習：2h）
外部講師の場合、講義内容についてのレポートを
作成する
（外部講師ではない場合、講義内容について整理
する）

［授業方法］
スポーツドクター、コーチ、チ
ーム関係者などとの連携につい
て解説する。
グループワーク⑤：チームスタ
ッフとの間に起こるトラブルを
考え、グループで対応策を考え
る。
［授業内容］
アスレティックトレーナーの組
織と運営について理解を深める
。

（予習：2h)
サッカーまたはラグビー競技における、ドクター
またはアスレティックトレーナーの活動に関わる
ルールについて調査する

（予習：2h)
以下の資格制度について調査し、まとめる
理学療法士、柔道整復師、はり師、きゅう師、あ
ん摩マッサージ師
（復習：2h）
アスレティックトレーナーに関わる職種について
整理する

（予習：3h)
レポート課題
「アスレティックトレーナー活動に必要な用具・
用品リストを作成する」

（復習：2h）
［授業方法］
アスレティックトレーナー活動 アスレティックトレーナー活動に必要な予算計画
に運営計画、安全管理およびデ と管理について整理する
ータの管理について解説する。
グループワーク⑥：チームスタ
ッフとの間に起こるトラブルを
考え、グループで対応策を考え
る。
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14

（予習：2h)
［授業内容］
アスレティックトレーナーが関 医師、看護師など医療関係者の倫理規定について
係する倫理と法的問題について 調べる
理解を深める。
（復習：2h）
レポート課題
［授業方法］
アスレティックトレーナー活動 医療関係者の倫理規定について整理するとともに
を行う上での倫理について解説 、ATの倫理についても確認する
する。
スポーツ事故における法的問題
について、過去の判例とともに
解説する。
グループワーク⑦：チームスタ
ッフとの間に起こるトラブルに
おける対応策をグループごとに
発表し、振り返りシートを作成
する。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

コンディショニング概論
Introduction to Physical Conditioning

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 門屋 悠香
科目担当者
窪田敦之
授業概要
［授業全体の内容］
コンディショニングとは、ピークパフォーマンスの発揮に必要な全ての要因を、ある目的に向かって望まし
い状況に整えることと定義づけられている。
この授業では、コンディショニングについての概念から始まり、その構成要素、種々のトレーニングについ
て授業を展開する。また、トレーニングプログラム作成にあたって必要となる評価方法等について解説したり
、競技種目ごとの特性を考慮した、傷害予防や競技力向上の考え方についても触れる。
この授業は、日本体育協会公認アスレティックトレーナー養成カリキュラムのうち、専門科目「7．予防と
コンディショニング」に該当します。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」を身に付けるための科目として開講される。
［授業の到達目標］
1．コンディショニングとコンディションについて説明できる。
2．コンディショニング構成因子が説明できる。
3．コンディ二ングの方法について説明できる。
4．競技特性を考慮したコンディショニング計画が作成できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1．コンディショニングおよびコンディションの目的を説明できる（定期試験）
2．コンディショニングの3つの構成因子を説明できる（定期試験）
3．コンディショニングの禁忌と適応について説明できる（定期試験）
4．競技特性を考慮したコンディショニング計画が作成できる（レポート)
5．授業中や予習・復習の取組状況によって授業態度を評価する（平常点）
［成績評価の方法］
課題レポート3回（30％）、定期試験（50％）、平常点（20％）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
以下の科目を受講していることが望ましい。
「体力トレーニング論」、「スポーツ外傷・障害学」
［履修上の注意（科目独自のルール）］
1回の授業について、出席時間が3分の2に満たない場合は、欠席扱いとする。
また、遅刻及び早退については、出席と異なる扱いとする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業中に課す小テストや課題については、授業内で解説をおこなう。
定期試験については、J‑PASS上で解説をおこなう。
［テキスト・参考書等］
・日本体育協会公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト（6）予防とコンディショニング
上記テキストは参考書であり、必ず用意する必要はありません。
その他、授業中に適宜、資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：門屋 悠香
※連絡先は、授業内でお知らせします
［オフィスアワー］
日時：水曜日12：20〜13：10
場所：1号館5階1516号室（アスレティックトレーニング学研究室）
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるためできるだけ前日まで
にE‑mailで予約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、日本体育協会公認スポーツ指導者の講習免除に必要な科目のうち、アスレティックトレー
ナーの「専門科目」における必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
門屋悠香
（予習：2h）
1
［授業内容］
コンディショニングの概念につ シラバスにて授業内容を確認する
いて理解を深める。
（復習：2h）
コンディションおよびコンディショニングの定義
［授業方法］
コンディショニングの概念につ について整理する
いて解説する。
グループワーク①：アスリート
が望むコンディショニングを挙
げ、まとめる。
門屋悠香
（予習：2h）
2
［授業内容］
コンディショニングの目的につ コンディショニングとリハビリテーションの違い
について調べる
いて、理解を深める。
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［授業方法］
コンディショニングの目的につ
いて解説する。
グループワーク②：前回まとめ
たコンディショニングを目的別
に分類する。
［授業内容］
コンディショニングの構成因子
につて理解を深める。

（復習：2h）
コンディションおよびコンディショニングの目的
について整理する

［授業方法］
コンディショニングを構成する
要素（身体的因子・環境的因子
・心因的因子）について解説す
る。
グループワーク③：前回まとめ
たコンディショニングを因子別
に分類する。
［授業内容］
コンディションの評価について
理解を深める。

（復習：2h）
コンディショニングを構成する3つの因子につい
て整理、復習する

（予習：2h）
コンディショニングを構成する因子について調べ
る

（予習：2h）
コンディションの評価指標について調べる

（復習：2h）
コンディションの評価方法について整理、確認す
［授業方法］
コンディションの評価指標とそ る
の評価法について解説する。
ワークシート①：設定した競技
に必要な評価項目をまとめる。
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（予習：2h）
［授業内容］
トレーニング計画について理解 レポート課題
「トレーニングの原則について」
を深める。
［授業方法］
①トレーニングの基礎や原則に
ついて解説する。
②ピリオダイゼーション、トレ
ーニングカテゴリーにいて解説
する。
ワークシート②：設定した競技
のトレーニング計画を作成する
。
［授業内容］
コンディショニングのためのト
レーニングについて理解を深め
る（1）
［授業方法］
筋力トレーニング、エアロビク
ストレーニングについて概説す
るとともに、実施上の注意点に
ついても解説する
ワークシート③：設定した競技
のトレーニングメニューを作成
する（1）
［授業内容］
コンディショニングのためのト
レーニングについて理解を深め
る（2）
［授業方法］
コーディネーショントレーニン
グ、スタビリティトレーニング
、アジリティトレーニングにつ
いて解説する。
ワークシート④：設定した競技
のトレーニングメニューを作成
する（2）
［授業内容］
傷害予防を目的としたコンディ
ショニングについて理解を深め
る（1）
［授業方法］
ストレッチングの概略について
解説する。
グループワーク④：作成したト
レーニングメニューを発表し、
振り返りシートを作成する。
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（復習：2h）
ピリオダイゼーションについて整理し、自分が行
なっているスポーツに当てはめて確認する

（予習：2h）
筋力トレーニングの禁忌と適応について調べる
（復習：2h）
トレーニングの注意点について整理し、確認する

（予習：3h）
レポート課題
「コーディネーション、スタビリティ、アジリテ
ィについて共通点と相違点をまとめる」
（復習：2h）
それぞれのトレーニングの特徴、実施上の注意な
どについて確認する

（予習：2h）
ストレッチングの種類について調べる
（復習：2h）
ストレッチの原則および実施上の注意点について
確認する
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（予習：2h）
［授業内容］
傷害予防を目的としたコンディ 水の物理的特性、水中での運動の利点について調
ショニングについて理解を深め べる
る（2）
（復習：2h）
水中での運動および実施の際の注意点について整
［授業方法］
アクアコンディショニングの概 理する
略について解説する。
ワークシート⑤：設定したスポ
ーツ傷害に対するコンディショ
ニングメニューを作成する（2
）
（予習：2h）
［授業内容］
運動前後のコンディショニング ウォーミングアップとクーリングダウンの重要性
について調べる
について理解を深める。
［授業方法］
ウォーミングアップとクーリン
グダウンの意義、効果、その方
法について解説する。
グループワーク⑤：作成したコ
ンディショニングメニューを発
表し、振り返りシートを作成す
る。
［授業内容］
フィジカルテストについて理解
を深める。

（復習：2h）
ウォーミングアップ、クーリングダウンの意義、
効果、その方法について復習する

（予習：2h）
筋力の測定方法について調べる

（復習：3h）
基礎体力全般の測定方法について整理する
［授業方法］
筋力、筋持久力、筋パワーなど
の基礎体力の測定について解説
する。
ワークシート⑥：設定した競技
のフィジカルテストリストを作
成する。
（予習：2h）
［授業内容］
フィールドテストについて理解 柔軟性、弛緩性、不安定性の違いを調べる
を深める。
（復習：2h）
専門体力テストを項目ごとに整理する
［授業方法］
フィールド（専門体力）テスト
、身体組成の測定、柔軟性テス
トなどについて解説する。
ワークシート⑦：設定した競技
のフィールドテストを作成する
。
（予習：3h）
［授業内容］
競技種目特性を考慮したとコン 指定された競技種目からひとつを選択し、レポー
ディショニングについて理解を トを作成するレポート課題
「競技特性と発生する傷害」
深める（1）
（復習：2h）
［授業方法］
記録計競技、採点系競技の競技 異なる競技の特性の違いを整理し、確認する
特性と障害要因について解説す
る。
ワークシート⑧：これまでのワ
ークシートを整理し、大学4年
間のコンディショニング計画を
作成する。
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［授業内容］
競技種目特性を考慮したとコン
ディショニングについて理解を
深める（2）

（予習：3h）
指定された競技種目からひとつを選択し、レポー
トを作成するレポート課題
「競技特性と発生する傷害」

（復習：2h）
［授業方法］
球技系競技、格技系競技の競技 異なる競技の特性とそれに関連する傷害の予防方
特性と障害要因について解説す 法を確認する
る。
グループワーク⑥：大学4年間
のコンディショニング計画を発
表し、振り返りシートを作成す
る。
定期試験

1543

授業科目名
英語科目名

アスレティックリハビリテーション
Introduction to Athletic Rehabilitation

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

門屋

悠香

授業概要
［授業全体の内容］
アスレティックリハビリテーションは、安全性を最優先としながらも、効率的で早期の実施が望まれるため
、スポーツ傷害の正しい知識と適切な情報が必要とされます。
この授業では、アスレティックリハビリテーションのプログラムの作成、指導において欠かすことのできな
い主要なエクササイズの基礎理論、リスクの把握と管理などについて解説し、スポーツ傷害や競技種目特性に
応じたプログラム作成上の注意を紹介します。
この授業は、日本体育協会公認アスレティックトレーナー養成カリキュラムのうち、専門科目「8．アスレ
ティックリハビリテーション」に該当します。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」を身に付けるための科目として開講される。
［授業の到達目標］
1．代表的なスポーツ傷害について、受傷機転が理解できる。
2．代表的なスポーツ動作について、関節の動き（アライメント）が理解できる。
3．アスレティックリハビリテーションの指導に際し、整理しておくべき情報を説明できる。
4．アスレティックリハビリテーションプログラムが作成できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1．医師から得ておくべき医学的情報を説明できる（定期試験）
2．医師以外にも可能な情報収集の具体的項目と収集方法について説明できる（定期試験）
3．特に注意を要する患部のリスク管理について、具体的に述べることができる（レポート）
4．競技特性を考慮したアスレティックリハビリテーションプログラムが作成できる（レポート）
5．授業中や予習・復習の取組状況によって授業態度を評価する（平常点）
［成績評価の方法］
課題レポート4回（40％）、定期試験（40％）、平常点（20％）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
以下の科目を受講していることが望ましい。
「機能解剖学」、「スポーツ外傷・障害学」、「スポーツ障害の予防とリハビリテーション実習」
［履修上の注意（科目独自のルール）］
1回の授業について、出席時間が3分の2に満たない場合は、欠席扱いとする。
また、遅刻及び早退については、出席と異なる扱いとする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業中に課す小テストや課題については、授業内で解説をおこなう。
定期試験については、J‑PASS上で解説をおこなう。
［テキスト・参考書等］
・日本体育協会公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト（7）アスレティックリハビリテーション
上記テキストは参考書であり、必ず用意する必要はありません。
その他、授業中に適宜、資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：門屋 悠香
※連絡先は、授業内でお知らせします
［オフィスアワー］
日時：水曜日12：20〜13：10
場所：1号館5階1516号室（アスレティックトレーニング学研究室）
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるためできるだけ前日まで
にE‑mailで予約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、日本体育協会公認スポーツ指導者の講習免除に必要な科目のうち、アスレティックトレー
ナーの「専門科目」における必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
門屋悠香
（予習：2h）
1
［授業内容］
（以下同）
アスレティックリハビリテーシ シラバスにて授業内容を確認する
ョンの考え方について理解を深
（復習：2h）
める。
メディカルリハビリテーションとアスレティック
リハビリテーションの違いを整理する
［授業方法］
アスレティックリハビリテーシ
ョンの意義、目的、概要につい
て解説する。
アスリートの傷害を調査し、競
技復帰までの過程をまとめる。
（予習：2h）
2
［授業内容］
アスレティックリハビリテーシ アスレティックリハビリテーションに必要な情報
ョンで用いる手法について理解 とは何かを考える
を深める。
（復習：2h）
アスレティックリハビリテーションの流れと留意
［授業方法］
プログラムの作成方法、期分け 点について整理する
、注意点などについて解説する
。
スポーツ復帰にあたり確認を要
する事項を考え、グループでま
とめて発表する。
（予習：3h）
3
［授業内容］
運動療法（1）筋力エクササイ レポート課題
「MMT（徒手筋力検査）について説明し、長所と
ズについて理解を深める。
短所をまとめる」
［授業方法］
筋力回復、向上エクササイズの （復習：2h）
概略とその方法について解説す open kinetic chain（OKC）とclosed kinetic ch
ain（CKC）の特徴について整理する
る。
ペアになり、筋力エクササイズ
が禁止される場合を相手に説明
する。
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（予習：3h）
［授業内容］
運動療法（2）関節可動域エク 柔軟性と関節弛緩性の違いを調べる
ササイズについて理解を深める 1〜3回の講義内容を確認する
。
（復習：2h）
関節可動域制限の原因について整理する
［授業方法］
関節可動域回復、向上エクササ
イズの概略とその方法について
解説する
1回〜3回の復習テストを実施す
る。
（予習：2h）
［授業内容］
運動療法（3）神経筋協調性・ 運動時間とエネルギー供給、カルボーネン法につ
全身持久力エクササイズについ いて調べる
て理解を深める。
（復習：2h）
神経筋協調性エクササイズのプログラミングにつ
［授業方法］
神経筋協調性および全身持久力 いて、基本的な考え方を整理する
の回復、向上エクササイズの概
略とその方法について解説する
。
運動時間とエネルギー供給、カ
ルボーネン法に関する小テスト
を実施する。
（予習：2h）
［授業内容］
運動療法（4）身体組成の管理 knee‑in & toe‑out、knee‑ out & toe‑ inにおけ
、スポーツ動作に関わるエクサ る下肢の関節の動きを調べる
サイズについて理解を深める。
（復習：3h）
レポート課題
「4回〜6回の復習テストを作成する」
［授業方法］
身体組成管理とスポーツ動作に
関わるエクササイズについて解
説する。
正しい身体組成の管理について
、相手に説明する。
（予習：2h）
［授業内容］
物理療法と補装具の使用につい RICE処置について調べる
て理解を深める。
（復習：2h）
物理療法（温熱療法、寒冷療法）の適応と禁忌に
［授業方法］
物理療法全般について概説する ついて整理する
とともに、温熱療法と寒冷療法
の意義、目的、効果について解
説する。
作成した復習テストをペアで実
施し、採点する。
（予習：2h）
［授業内容］
プログラム（1）足関節内がえ 足関節の機能解剖を確認する
し捻挫のアスレティックリハビ
リテーションについて理解を深 （復習：2h）
足関節内がえし捻挫のリスク管理とスポーツ動作
める。
における注意点を整理する
［授業方法］
足関節内がえし捻挫の病態およ
びプログラム例について解説す
る。
グループワーク①：グループご
とに定めた競技種目に要するス
ポーツ動作をまとめる。
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（予習：2h）
［授業内容］
プログラム（2）扁平足障害の ウィンドラス機構について調べる
アスレティックリハビリテーシ
ョンについて理解を深める。 （復習：2h）
扁平足障害のリスク管理とスポーツ動作における
注意点を整理する
［授業方法］
扁平足障害の病態およびプログ
ラム例について解説する。
脛骨過労性骨障害、鵞足炎につ
いても併せて解説する。
グループワーク②：グループご
とに定めた競技種目の外傷発生
機転をまとめる。
（予習：2h）
［授業内容］
プログラム（3）膝内側側副靱 膝関節の機能解剖を確認する
帯損傷のアスレティックリハビ
リテーションについて理解を深 （復習：2h）
膝内側側副靱帯損傷のリスク管理とスポーツ動作
める。
における注意点を整理する
［授業方法］
膝関節内側側副靱帯損傷の病態
およびプログラム例について解
説する。
膝前十字靭帯損傷、大腿部の肉
ばなれについても併せて解説す
る。
グループワーク③：グループご
とに定めた競技種目のルールを
まとめる。
（予習：2h）
［授業内容］
プログラム（4）肩関節前方脱 肩関節の機能解剖を確認する
臼のアスレティックリハビリテ
ーションについて理解を深める （復習：2h）
肩関節前方脱臼のリスク管理とスポーツ動作にお
。
ける注意点を整理する
［授業方法］
肩関節前方脱臼の病態およびプ
ログラム例について解説する。
投球障害肩、肘内側側副靭帯損
傷についても併せて解説する。

12

グループワーク④：①〜③につ
いて、プレゼンテーション資料
を作成する。
［授業内容］
プログラム（5）腰部疾患のア
スレティックリハビリテーショ
ンについて理解を深める。

（予習：3h）
レポート課題
「腰椎椎間板ヘルニア、腰椎分離症、筋筋膜性腰
痛の違いをまとめる」

（復習：2h）
［授業方法］
腰部疾患の病態およびプログラ 腰部疾患のリスク管理とスポーツ動作における注
意点を整理する
ム例について解説する。
頚椎捻挫についても併せて解説
する。
グループワーク⑤：プレゼンテ
ーションの準備をする。
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（予習：2h）
［授業内容］
アスレティックリハビリテーシ 筋の収縮様式を確認する
ョンにおける競技種目特性につ
（復習：2h）
いて理解を深める。
①各競技における競技種目特性について、体力要
素により整理する
［授業方法］
複数の競技におけるスポーツ動 ②各競技における代表的な外傷発生機転を整理す
作や体力の共通点と違いについ る
て解説する。
グループワーク⑥：各グループ
のプレゼンテーションを聞きワ
ークシートにまとめる。
（復習：4h）
［授業内容］
レポート試験「アスレティック 各競技における代表的な外傷発生機転を整理する
リハビリテーションメニューの
作成」
レポート課題
「アスレティックリハビリテーションメニューを
［授業方法］
レポート試験の題材となるスポ 作成する」
ーツ傷害を提示し、ポイントや
注意点を解説する。
代表的なスポーツ傷害について
、アスレティックリハビリテー
ションプログラムを作成する。
定期試験

1548

授業科目名
英語科目名

アスレティックトレーナーに必要な検査･測定、評価
Test,Assessment,and Evaluation for AT

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 鹿倉 二郎
科目担当者
門屋 悠香
授業概要
［授業全体の内容］
アスレティックトレーナー活動では様々な場面で的確な選手の状態の把握が必要とされる。スポーツ外傷・
障害の評価には正しい病態の検査が必要とされ、これに基づいた対応が求められる。また、コンディショニン
グやアスレティックリハビリテーションにおいては検査・測定を実施し、選手の状態を的確に把握した上でそ
れぞれのプログラムの作成が行なわれる必要がある。
この授業科目でアスレティックトレーナーに必要とされる様々な検査方法、測定方法について学ぶとともに
、その評価方法について学ぶ。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、およびそれらの活用能力」を身に付ける
ための科目の１つとして開講される。また、スポーツ科学科においては、「スポーツ医科学を中心としたスポ
ーツ科学についての知識と技能」および「スポーツ医科学の知識に基づき、現場で指導できる能力」という学
位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1．スポーツ選手の機能測定・評価について説明できる。
2．スポーツ外傷・障害の検査・評価について説明できる。
3．アスレティックトレーナーとして必要な検査、測定・評価計画が作成できる。
成績評価
［成績評価の基準］
１．スポーツ選手の機能測定・評価について理解している（定期試験）。
２．スポーツ外傷・障害の検査・評価について説明かつ実践できる（定期試験、授業内でのデモンストｔレー
ション）
３．アスレティックトレーナーとして必要な検査、測定・評価計画が作成できる（レポート）
４．授業中の発言やデモンストレーション実施など授業に対する取り組みを評価する（平常点）
［成績評価の方法］
課題レポート（30%）、定期試験（50％）、平常点（20%）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
「機能解剖学」、「機能解剖学実習」、「体力の測定と評価」を受講していることが望ましい。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
課題レポートは翌週の授業で返却し、解説を行なう。
［テキスト・参考書等］
１．日本体育協会公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト（5）検査・測定と評価
上記は参考書であり、レポート作成の際の参考となる。その他、授業中に適宜、資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：鹿倉二郎
E‑mail：jshikaku［at］juntendo.ac.jp
（※［at］を@に変更してください。）
［オフィスアワー］
日時：後期期間中の火曜日12：20から13：10
場所：1号館5階1516号室
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約があった学生を優先します。
できる限り、前日までにE‑mailで予約するように心がけて下さい。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、日本スポーツ協会公認スポーツ指導者の講習免除に必要な科目のうち、アスレティックト
レーナーの「専門科目」における必修科目として位置づけられている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
鹿倉
（予習：2時間）
1
［授業内容］
門屋
アスレティックトレーナーに必 アスレティックトレーナーに必要な検査、測定・
要な検査、測定・評価の目的、 評価の目的・意義について調べる。
（復習：2時間）
意義について紹介する。
配布プリントを読み、検査、測定・評価について
確認する。
［授業内容］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
鹿倉
（予習：2時間）
2
［授業内容］
門屋
スポーツ外傷・障害の評価の手 HOPS、SOAPとは何か調べる。
順として用いられるHOPS、SOAP
（復習：2時間）
について紹介する。
配布プリントを読み、HOPS、SOAPについて確認す
る。
［授業内容］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
鹿倉
（予習：2時間）
3
［授業内容］
門屋
形態（姿勢、周径など）、関節 形態、関節弛緩性、タイトネスの検査方法および
弛緩性、タイトネスの測定につ 注意点について調べる。
いて解説する。
（復習：2時間）
配付資料を元に形態、関節弛緩性、タイトネスの
［授業内容］
プリントとスライドを用いて授 検査方法および注意点についてまとめる。
業を進めるとともに、教室内で
行える簡単な検査方法を確認す
る。
鹿倉
（予習：2時間）
4
［授業内容］
門屋
関節可動域（ROM）の測定の意 関節可動域の測定方法および測定時の注意点につ
義、目的、方法、注意点につい いて調べる。
て解説する。
（復習：2時間）
授業内では行なわなかった関節の可動域について
［授業内容］
プリントとスライドを用いて授 その方法、注意点についてレポートを作成する。
業を進める。併せて、教室内で
行える範囲で関節可動域の測定
を行ないその方法と注意点を確
認する。
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5

鹿倉
門屋

6

鹿倉
門屋

7

鹿倉
門屋

8

9

10

鹿倉
門屋

鹿倉
門屋

鹿倉
門屋

（予習：2時間）
［授業内容］
徒手筋力検査法（MMT）の測定 徒手筋力検査法の意義、目的、測定方法および測
の意義、目的、方法、注意点に 定時の注意点について調べる。
ついて解説する。
（復習：2時間）
授業内では行えなかった筋の徒手筋力検査を実際
に行ない、代償動作などについて確認する。
［授業内容］
プリントとスライドを用いて
授業を進める。併せて、教室内
で行える範囲で徒手筋力検査を
行ないその方法と注意点を確認
する。
（予習：3時間）
［授業内容］
機器を用いた筋力、筋パワー、 機器を用いた筋力の測定および全身持久力の測定
筋持久力の測定および全身持久 について調べる。
力の測定について解説する。 （復習：3時間）
配布資料を元に筋力、全身持久力の測定の意義、
目的、注意点についてまとめる。
［授業内容］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
（予習：2時間）
［授業内容］
歩行動作および走行動作の観察 歩行動作および走行動作の各周期における特徴に
ついて調べる。
と分析について解説する。
［授業内容］
プリントとスライドを用いて
講義を進める。また、教室内で
行える範囲で歩行時の逸脱運動
について確認する。
［授業内容］
スポーツ動作（ストップ・方向
転換動作、跳動作、投動作など
）の観察と分析について解説す
る。

（復習：2時間）
歩行周期および歩行時の下肢関節の逸脱運動につ
いてまとめ、レポートを作成する。

［授業内容］
プリントとスライドを用いて
講義を進める。また、各人が調
査したスポーツごとの測定方法
について発表する。
［授業内容］
上肢のスポーツ外傷・障害を評
価するためのスペシャルテスト
について解説する。

（復習：2時間）
スポーツごとの測定方法についてまとめる。

（予習：2時間）
ストップ・方向転換動作、跳動作、投動作につい
て調べる。

（復習：2時間）
特定のスポーツのストップ動作、方向転換動作、
跳動作などについてまとめ、レポートを作成する
［授業内容］
プリントとスライドを用いて講 。
義を進める。
（予習：2時間）
［授業内容］
敏捷性、協調性、バランス能力 スポーツごとの敏捷性、協調性の測定方法につい
て調べ、レポートを作成する。
の測定について解説する。

（予習：2時間）
上肢の体表解剖およびスポーツ外傷・障害の病態
について調べる。また、代表的なスペシャルテス
トについてレポートを提出する。

（復習：2h）
［授業内容］
プリントとスライドを用いて講 上肢の体表解剖、スペシャルテストを実際に行な
義を進める。また、教室内で行 い注意点などを確認する。
える範囲でスペシャルテストの
実施方法、注意点について確認
する。
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11

鹿倉
門屋

12‑13

鹿倉
門屋

14

鹿倉
門屋

（予習：2時間）
［授業内容］
体幹のスポーツ外傷・障害を評 体幹の体表解剖およびスポーツ外傷・障害の病態
価するためのスペシャルテスト について調べる。
について解説する。
（復習：2時間）
体幹の体表解剖、スペシャルテストを実際に行な
［授業内容］
プリントとスライドを用いて講 い注意点などを確認する。
義を進める。また、教室内で行
える範囲でスペシャルテストの
実施方法、注意点について確認
する。
（予習：2時間）
［授業内容］
下肢のスポーツ外傷・障害を評 下肢の体表解剖およびスポーツ外傷・障害の病態
価するためのスペシャルテスト について調べる。また、代表的なスペシャルテス
トについてレポートを提出する。
について解説する。
（復習：2時間）
［授業内容］
プリントとスライドを用いて講 下肢の体表解剖、スペシャルテストを実際に行な
義を進める。また、教室内で行 い注意点などを確認する。
える範囲でスペシャルテストの
実施方法、注意点について確認
する。
（予習：2時間）
［授業内容］
FMS（Functional Movement Scr FMSについて調べる。
eening）について解説する。
（復習：2時間）
FMSの各測定方法および実施する際の注意点をま
［授業内容］
プリントとスライドを用いて講 とめる。
義を進める。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

スポーツ医学(内科系)
Sports Medicine(Internal Medicine)

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

2

科目責任者 深尾 宏祐
科目担当者
島田 和典、角出 貴宏、中島 勇三
授業概要
〔授業全体の内容〕
スポーツの歴史と医学との関連、様々な年齢におけるスポーツ障害の特徴、それぞれの医学分野とスポーツ
との関連、突然死予防を含めた安全管理としてのスポーツ医学等、幅広く身につける。この授業科目では、ス
ポーツ医学分野の最近のトピックを取り上げ、スポーツドクターだけでなく、健康運動指導士やスポーツファ
ーマシストがスポーツ健康科学部で必要な知識を講義する。
〔授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）〕
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」や「医学的知識を備えたスポーツ指導者
の育成」や「スポーツ指導現場に詳しいスポーツ医科学研究者の育成」という学位授与方針に寄与する。
〔授業の到達目標〕
１．アスリートのために必要なスポーツ医学的知識を得ることができる。
２．スポーツ指導者や保健体育教員に必要なスポーツ医学的知識を身につけ、指導できる。
３．スポーツによる突然死をゼロに近付けるために必要なことを理解できる。
４．幼児から中・高齢者までを視野に入れた知識を学習し、安全にスポーツを行うために重要なことを立案で
きる。
成績評価
〔成績評価の基準〕
1. 幅広い医学知識の中でも特にスポーツと関連する疾患や症候について説明することができる（定期試験）
。
2. 健康維持・増進・コンディショニングのために必要な知識を理解している（定期試験）。
3. メディカルチェックシステムを理解し、スポーツによる突然死を予防するために必要なことを説明できる
（定期試験）。
4. 真摯な態度で積極的に講義に参加しているか、または内容の充実したレポートを作成できるか（出席、レ
ポート）。
〔成績評価の方法〕
定期試験：80%、出席またはレポート(やむを得ず、欠席した場合)：10%、受講態度：10% を総合して評価
する。ただしそれぞれの配分割合は変動あり。
履修における留意事項
〔履修要件〕
スポーツに関する医学知識を得ることができる講義であるため医学用語が多く理解することが大変なところ
もあるが、集中して講義に臨むこと。
〔履修上の注意（科目独自のルール）〕
毎回講義の最後にポストテストを行い理解度を確認する。ポストテストの解説は次回の講義冒頭に行う。レ
ポートは適宜、個別に評価し速やかに返却する。試験は問題用紙全回収だが、疑問点に関しては、試験終了後
、適宜質問を受け付ける。
講義で使用するスライドのPDFファイルをJUNTEDO‑PASSPORTにアップするので、その回のプリントを各自ダ
ウンロード、プリントアウトして講義に臨むことが望ましい。
（参考書）
使用テキストは上記のPDFファイルを各自ダウンロードし、予習復習に活用する。
スポーツ・健康医科学／河合祥雄著 （放送大学教育振興会）
スポーツ医学（内科）（はじめて学ぶ健康・科学シリーズ）／赤間高雄編集 （化学同人）
連絡先とオフィスアワー
〔連絡先〕
担当：深尾 宏祐
E‑mail：fukao777〔at〕juntendo.ac.jp
〔オフィスアワー〕※質問や相談はできるだけ、前日までにE‑mailで予約すること。
日時：後期期間中の月曜日13:00から17:00、木曜日9:00から13:00
場所：スポーツ健康医科学研究所4階9405号室
＊授業が無い期間はE‑mailで予約すること。
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備考
〔学修時間〕
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
〔その他〕
スポーツ医科学コース必修。コーチング科学コース選択必修、健康学科選択必修。アスレチックトレーナー
と健康運動指導士取得を検討している学生は履修すること。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
深尾
（予習：2時間）
1
〔授業内容〕
オリエンテーション、総論。 使用スライドを一読し、スポーツの発生と医学（
内科系）について考える。
1.スポーツ医学とは
（復習：2時間）
2.フェアプレーの理念
重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
3.スポーツ医学の歴史
る。
〔授業方法〕
講義形式
深尾
（予習：2時間）
2
〔授業内容〕
使用スライドを一読し、年齢層とスポーツの特徴
スポーツと年齢
１．若年者におけるスポーツの について考える。
（復習：2時間）
影響
２．中高年のスポーツ指導の概 重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
る。
略
３．高齢者のスポーツ障害
〔授業方法〕
講義形式
深尾
（予習：2時間）
3
〔授業内容〕
使用スライドを一読し、学校生活とスポーツにつ
スポーツと安全対策
いて考える。
１．学校スポーツと安全性
（復習：2時間）
２．熱中症対策
重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
〔授業方法〕
る。
講義形式
深尾
（予習：2時間）
4
〔授業内容〕
疲労とオーバートレーニング 使用スライドを一読し、疲労とオーバートレーニ
ングへの対策を考える。
１．疲労とは
２．オーバートレーニングとは （復習：2時間）
３．オーバートレーニング対策 重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
る。
〔授業方法〕
講義形式
深尾
（予習：2時間）
5
〔授業内容〕
貧血とアレルギー／スポーツと 使用スライドを一読し、アスリートにおける貧血
や血尿の現状について考える。
腎臓
（復習：2時間）
１．スポーツと貧血
２．運動誘発性アナフィラキシ 重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
る。
ーショック
３．スポーツによる血尿、脱水
４．慢性腎臓病
〔授業方法〕
講義形式
深尾
（予習：2時間）
6
〔授業内容〕
使用スライドを一読し、月経と女性ホルモンにつ
女性とスポーツ
いて理解し、スポーツとの関連性について考える
１．女性の特徴
。
２．月経周期とスポーツ
（復習：2時間）
〔授業方法〕
重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
講義形式
る。

1554

7

中島、深尾

8

深尾

9

深尾

10

深尾

11

深尾

12

深尾

13

深尾

14

角出、深尾

〔授業内容〕
アンチ・ドーピングに関してス
ポーツファーマシストが講義
１．ドーピングとは
２．ドーピングの合併症
〔授業方法〕
講義形式
〔授業内容〕
熱中症／高山病
１．熱中症の重症度と対策
２．高山病の病態
〔授業方法〕
講義形式
〔授業内容〕
運動性突然死
１．運動性突然死を来す疾患
２．運動による身体への影響
３．運動性突然死の予防
〔授業方法〕
講義形式
〔授業内容〕
スポーツ心臓／メディカルチェ
ック
１．スポーツ心臓とは
２．スポーツ心臓と肥大型心筋
症の鑑別
３．メディカルチェックの実際
と限界
〔授業方法〕
講義形式
〔授業内容〕
循環器疾患と心臓リハビリテー
ション
１．スポーツと循環器疾患
２．心臓リハビリテーションの
実際と課題
〔授業方法〕
講義形式
〔授業内容〕
スポーツと呼吸器疾患
１．呼吸器とは
２．運動誘発性気管支喘息
３．喫煙の影響
〔授業方法〕
講義形式
〔授業内容〕
スポーツと代謝・内分泌
１．エネルギー代謝
２．糖尿病
３．ホルモンとスポーツ
〔授業方法〕
講義形式
〔授業内容〕
運動処方と健康運動指導士
1．健康運動指導士とは
２．様々な対象に対する運動処
方
〔授業方法〕
講義形式
定期試験
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（予習：2時間）
使用スライドを一読し、ドーピング検査システム
を理解し、アンチ・ドーピングについて考える。
（復習：2時間）
重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
る。
（予習：2時間）
使用スライドを一読し、熱中症や高山病の病態を
理解し、重症度に応じた対応について考える。
（復習：2時間）
重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
る。
（予習：2時間）
使用スライドを一読し、運動性突然死を来す疾患
を年齢別に調査し、運動性突然死の予防について
考える。
（復習：3時間）
重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
る。
（予習：2時間）
使用スライドを一読し、スポーツ心臓と肥大型心
筋症の鑑別について調査し、メディカルチェック
の重要性について考える。
（復習：3時間）
重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
る。

（予習：2時間）
使用スライドを一読し、スポーツに関連する循環
器疾患について調査し、心臓リハビリテーション
の実際と今後の課題について考える。
（復習：2時間）
重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
る。
（予習：2時間）
使用スライドを一読し、呼吸に関して理解を深め
、運動に際して気管支喘息や喫煙が与える影響に
ついて考える。
（復習：2時間）
重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
る。
（予習：2時間）
使用スライドを一読し、スポーツにおけるエネル
ギー代謝に関して調査し、糖代謝やホルモンに対
する影響について考える。
（復習：3時間）
重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
る。
（予習：2時間）
使用スライドを一読し、健康運動指導士について
調べる。
（復習：3時間）
重要ポイントに関して教科書を読み、理解を深め
る。

授業科目名
英語科目名

スポーツ医学(整形外科)
Sports Medicine(Orthopedic division)

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 髙澤 祐治
科目担当者
窪田敦之、洪 定男
授業概要
［授業全体の内容］
運動部活動やスポーツ、健康教育の指導者、保健体育の教師として必要なスポーツ医学（運動器系、整形外科
）の知識を獲得し、医学部生にも劣らないスポーツ整形外科学の基本を学ぶ。
そこでこの授業では、四肢運動器官の機能解剖を説明し、特にスポーツ活動中に多いケガや病気について、原
因や発症のメカニズム、臨床症状、治療、リハビリテーションと多方面から解説する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした教養」を身につけ
、また「スポーツや健康の分野で、指導的な役割を果たすために必要な高い倫理観」を養う科目としても位置
づけられる。
［授業の到達目標］
1.四肢運動器官の機能解剖を再理解する。
2.スポーツ活動中に多いケガや病気について説明できる。
3.ケガや病気の原因、発症メカニズム、症状、その後の治療やリハビリテーションについて理解し、説明でき
る。
成績評価
［成績評価の基準］
1.四肢運動器官の機能解剖を理解し、スポーツ活動中に多いケガや病気について説明できる（定期試験）。
2.ケガや病気の原因、発症メカニズム、症状、その後の治療やリハビリテーションについて説明できる（定期
試験）。
3.予習・復習を含む授業に取り組む姿勢や質問に対する積極性によって受講態度を評価する（平常点）。
［成績評価の方法］
定期試験（筆記テスト；80％）、日々の学習状況（授業に取り組む姿勢や質問に対する積極性；20％）を総合
して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
機能解剖学を受講していることが望ましい。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合には、その回の授業を欠席扱いとする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業で課題等が出された場合には、コメントを書き込んで返却するか、授業内で発表させ全員で議論する。
定期試験については、要望があれば個別に解説等を行う。
［テキスト・参考書等］
スポーツ診療Ｑ＆Ａ 櫻庭景植編集 全日本病院出版
必ず用意するテキストではないが、準備学習や試験勉強等も含めて用意することを強く薦める。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：髙澤祐治、窪田敦之
e‑mail窪田：akubota［at］juntendo.ac.jp（［at］を＠に変更する）
［オフィスアワー］
窪田
日時：後期期間中の木曜日 14時〜16時
場所：スポーツ健康医科学研究所4階、スポーツ医学系実験室1
上記の時間帯は予約がなくても対応はするが、予約があった学生を優先する。できるだけ直接もしくはe‑mail
を利用して予約をとるようにして欲しい。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
競技者や選手としてスポーツに関わってきた経験を活かして、より理解を深めて欲しい。医学部生を対象とし
た授業と同等以上のレベルの内容で行うので、積極的に学んで欲しい。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
髙澤祐治
（予習：2時間）
1
［授業内容］
捻挫や脱臼、骨折について理解 捻挫や脱臼、骨折について、テキストやスポーツ
外傷・障害学の資料を使って復習しておく。
を深める。

2

3

4

髙澤祐治

髙澤祐治

髙澤祐治

［授業方法］
捻挫、脱臼、骨折について原因
や発症のメカニズム、症状、治
療について解説する。
［授業内容］
外傷や障害、傷害について理解
を深める。

（復習：2時間）
授業の内容をノートに整理し、テキストを使って
調べたことを書き加える。

［授業方法］
各自の経験や知識を用いて外傷
、障害、傷害について発表させ
、それに合わせて解説する。
［授業内容］
足部・足関節の外傷、障害につ
いて理解する。

（復習：2時間）
自分の経験をまとめたものを見直し、授業を通し
て得た知識を基に加筆・修正する。

［授業方法］
足関節捻挫や腓骨筋腱脱臼、関
節ネズミ、外反母趾を中心に、
足部・足関節の外傷や障害につ
いて解説する。
［授業内容］
下腿の外傷・障害について理解
する。

（予習：2時間）
外傷、障害、傷害について復習し、自分の経験を
文章でまとめておく。

（予習：2時間）
足関節の機能解剖について復習し、足部もしくは
足関節の外傷・障害について調べ、質問項目をま
とめておく。
（復習：2時間）
テキストP48〜62を読んで、理解を深める。

（予習：2時間）
疲労骨折の多い部位や競技について調べ、まとめ
ておく。

（復習：3時間）
［授業方法］
疲労骨折や区画症候群、アキレ テキストP64〜85を読んで、特に疲労骨折以外の
ス腱断裂を中心に、下腿の外傷 外傷・障害について整理し、理解を深める。
・障害について解説する。
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（予習：3時間）
［授業内容］
膝関節の外傷について理解する 膝関節の機能解剖を復習し、靱帯についてまとめ
ておく。
。
［授業方法］
前十字靱帯損傷や内側側副靱帯
損傷、半月板損傷を中心に、膝
関節の外傷について解説する。
また、これらの実際の手術映像
を視聴しながら解説する。
［授業内容］
膝関節の外傷について理解する
。

（復習：2時間）
前十字靱帯損傷の手術適応についてテキストを用
いてまとめる。

［授業方法］
膝蓋骨脱臼と骨折の違いについ
て、各自が調べてきたものを発
表させ、それに合わせて解説す
る。
［授業内容］
膝関節の障害について理解を深
める。

（復習：1時間）
授業で学んだことを書き加え、自分が調べたこと
を整理し、理解を深める。

［授業方法］
オスグット病やジャンパー膝、
大腿四頭筋腱炎を中心に、膝関
節の障害について解説する。
［授業内容］
膝関節周囲の筋力について理解
を深める。

（復習：2時間）
オスグット病やジャンパー膝を中心に、指導者の
視点を意識してノートに重要なポイントをまとめ
る。
（予習：2時間）
筋力について復習し、自分が専門とする競技にお
ける膝関節周囲筋力の重要性についてまとめてお
く。

［授業方法］
陸上やサッカー、野球、水泳な
どの各競技における膝関節周囲
筋力の特徴について解説する。
また、各自の経験と調べてきた
ものから、相違点についての見
解を発表させる。
［授業内容］
膝関節周囲の筋力について理解
を深める。
［授業方法］
加齢や活動量の減少に伴う下肢
筋力の変化や、性別でみた膝関
節周囲筋力等について解説する
。
［授業内容］
股関節および大腿の外傷・障害
について理解する。

（予習：3時間）
膝蓋骨脱臼と骨折の違いについて調べ、まとめて
おく。

（予習：2時間）
使い過ぎによる膝関節の障害について調べ、質問
項目をまとめておく。

（復習：2時間）
各競技の膝関節周囲筋力の特徴を整理し、理解を
深める。

（予習：2時間）
筋収縮様式と筋力について復習し、重要だと思う
ポイントをまとめておく。
（復習：1時間）
性別や加齢、活動量と筋力の関わりを整理し、ケ
ガから復帰する際や外傷予防における注意点をま
とめる。
（予習：1時間）
股関節周囲と大腿の機能解剖を復習し、その特徴
をまとめておく。

（復習：3時間）
［授業方法］
股関節および大腿の代表的な外 テキストP140〜152、P154〜168を読んで、理解を
傷・障害について解説する。 深める。
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（予習：3時間）
［授業内容］
腰部の外傷・傷害について理解 腰部の機能解剖を復習し、代表的な障害を調べ、
質問項目をまとめておく。
を深める。
［授業方法］
腰椎椎間板ヘルニアや腰椎分離
症を中心に、腰部の外傷・障害
について解説する。
また、これらの実際の手術映像
を視聴しながら解説する。
［授業内容］
脊椎の外傷・障害について理解
する。

（復習：1時間）
テキストP170〜197を読んで、腰部の障害予防に
ついてまとめる。

［授業方法］
圧迫骨折や脊髄損傷を中心に、
脊椎の外傷・障害について解説
する。
［授業内容］
肩甲帯や肩関節、上腕の外傷・
障害について理解する。

（復習：3時間）
脊椎について復習し、テキストP246〜258を読ん
で、理解を深める。

［授業方法］
鎖骨骨折や肩鎖関節脱臼、肩関
節脱臼、上腕骨骨折を中心に解
説する。
［授業内容］
肘関節および前腕、手の外傷・
障害について理解する。

（復習：3時間）
テキストP226〜243を読んで、特に肩鎖関節脱臼
と肩関節脱臼の違いについてまとめる。

（予習：1時間）
骨の損傷と神経の損傷の違いについて調べ、まと
めておく。

（予習：1時間）
肩関節および肩甲帯の機能解剖について復習し、
重要だと思うポイントをまとめておく。

（予習：3時間）
肘関節の機能解剖を復習し、野球やテニスにおい
て肘関節にはどういう力学的負荷がかかるか調べ
、まとめておく。
前腕と手・手関節の機能解剖を復習し、それぞれ
［授業方法］
肘関節脱臼や野球肘、テニス肘 の重要だと思うポイントをまとめておく。
、ゴルフ肘を中心に肘関節の外
傷・障害について解説する。 （復習：2時間）
また、舟状骨骨折やマレットフ テキスト214〜223を読んで、肘関節の外傷・障害
ィンガー、橈骨骨折を中心に、 の理解を深める。
前腕や手の外傷・障害について テキストP200〜212を読んで、特に舟状骨骨折の
特徴についてまとめる。
解説する。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

スポーツバイオメカニクス
Biomechanics

授業形態
開講学期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 柳谷 登志雄
科目担当者
柳谷登志雄 ， 宮本直和 ， 武田 剛
授業概要
[授業全体の内容]
身体動作（スポーツ動作）について、バイオメカニクス的視点から分析する方法を学びます。
「バイオメカニクス」とは、「Bio（生体）」と「Mechanics（力学）」を組み合わせた学問であり、身体動作
を生理学的や解剖学、そして力学の理論を用いて分析・評価するというものです。
本授業ではスポーツに関する映像などを題材として、科学的な手法により強さや巧さの秘密・巧くできない原
因などを探ります。
バイオメカニクスというと数学や物理を想像して苦手意識を持つ学生さんも多いかもしれませんが、この授業
では分析する上で必要となる力学や数学などを復習していく予定です。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力との関連]
この科目は、スポーツ科学分野における専門的な知識・技能」およびスポーツ科学の知識に基づき、現場で指
導できる応力ないしは研究できる能力」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
１．スポーツ動作の上達や熟練者・未熟練者の相違について、スポーツ医科学分野の用語を使って説明できる
。
２．スポーツ科学研究を行うための課題を解決、視点や基礎知識を習得するための方策を立案できる。
成績評価
[成績評価の基準]
１． 授業で配布するプリントでの課題作成により基礎知識を整理する。（授業課題レポート）
２． スポーツバイオメカニクス分野における基本的な用語の意味を理解していいる（授業課題レポート）。
３．スポーツ科学における法則性について論理的に説明できる（定期試験）。
４．授業中の発言やグループワークの取材状況によって受講態度を評価する。
[ 成績評価の方法］
授業レポート（5０％）、定期試験（40%）、平常点（10点）
履修における留意事項
［履修条件］
運動生理学や生理学とった基礎科目を既に学習していることが望ましい。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
通常は授業中に出席を取らないが、授業で配布する課題の提出を出席としてカウントする。そのため、出席
者は必ず、課題を提出すること。
後期に開講する「スポーツバイオメカニクス実験実習」では、本講義で学習した理論を用いて実験を行います
。後期に実験実習を履修する学生は、本講義を受講してください。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバック方法］
課題レポートは数週間以内に返却する。評価や助言を各受講生へフィードバックする。
定期試験については、 Juntendo Passortを使って解説する。
［参考図書］
バイオメカニクス２０講／阿江通良・藤井範久著、朝倉書店
スポーツバイオメカニクス 身体運動の科学的基礎／金子公宥・福永哲夫、杏林書院
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先］
担当：柳谷登志雄
E‑mail：tyanagi(アットマーク)juntendo.ac.jp
(アットマーク)は@
[オフィスアワー ］
火曜日２時限目（授業直後）および月〜木曜日の昼休み
備考
［学修時間］
この授業は，講義による2単位の科目であり，授業30時間と準備学修60時間の計90時間の学修を必要とする
内容をもって構成する．
［その他］
この授業科目は，アスレチックトレーナーに関する科目として位置付けられています．
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
柳谷登志雄
1
スポーツバイオメカニクスとは 【予習】
これまでに理由した機能解剖学や運動生理学など
？
身体の慣性特性，筋収縮，関節 のテキストや資料に目を通す（60分）
【復習】
角度
身体部分，ピストン系，スイン 授業で出された課題レポートを作成する（６０分
）
グ系
柳谷登志雄
【予習】
2
身体の力学的特性
【授業で学習する具体的な内容 前回の課題レポートの内容に目を通して確認する
。
・用語】
身体の慣性特性，筋収縮，関節 学習した用語を覚える。（６０分）
【復習】
角度
身体部分，ピストン系，スイン 授業で配布された資料をもとにレポートを作成す
る。（６０分）
グ系
柳谷登志雄
3
身体運動の分析へのバイオメカ 【予習】
前回の課題レポートの内容に目を通して確認する
ニクス的アプローチ
【授業で学習する具体的な内容 。
学習した用語を覚える。（６０分）
・用語】
キネマティクスとキネティクス 【復習】
授業で配布された資料をもとにレポートを作成す
二次元分析と三次元分析
る。（６０分）
身体のモデル化
身体運動の計測方法
宮本直和
4
身体運動のキネマティクス的表 【予習】
前回の課題レポートの内容に目を通して確認する
現
【授業で学習する具体的な内容 。
学習した用語を覚える。（６０分）
・用語】
【復習】
座標系
授業で配布された資料をもとにレポートを作成す
スカラー量とベクトル量
座標値，変位，速度，加速度 る。（６０分）
宮本直和
【予習】
5
身体重心とその測定法
【授業で学習する具体的な内容 前回の課題レポートの内容に目を通して確認する
。
・用語】
身体重心，身体部分慣性係数 学習した用語を覚える。（６０分）
【復習】
授業で配布された資料をもとにレポートを作成す
る。（６０分）
柳谷登志雄
【予習】
6
運動と力
【授業で学習する具体的な内容 前回の課題レポートの内容に目を通して確認する
。
・用語】
学習した用語を覚える。（６０分）
力，作用，力のモーメント
運動の法則，求心力，コリオリ 【復習】
授業で配布された資料をもとにレポートを作成す
力
る。（６０分）
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7

柳谷登志雄

運動量と力積
【授業で学習する具体的な内容
・用語】
運動量保存の法則，衝突

8

宮本直和

投射体の運動
【授業で学習する具体的な内容
・用語】
空中における運動，投射体

9

宮本直和

10

宮本直和

運動における力学的エネルギー
，仕事，パワー
【授業で学習する具体的な内容
・用語】
力学的エネルギー
位置エネルギー，運動エネルギ
ー
力学的仕事，力学的パワー
運動と力のモーメント
【授業で学習する具体的な内容
・用語】
力のモーメント，バランス

11

柳谷登志雄

運動と角運動量
【授業で学習する具体的な内容
・用語】
角運動量，慣性モーメント，
平行軸の定理，角運動量保存の
法則

12

武田 剛

流体力学 空気の力 水の力
【授業で学習する具体的な内容
・用語】
空気抵抗，抗力，揚力，マグヌ
ス効果
浮心，重心，推進力

13

武田 剛

流体力学 空気の力 水の力
【授業で学習する具体的な内容
・用語】
空気抵抗，抗力，揚力，マグヌ
ス効果
浮心，重心，推進力

14

柳谷登志雄

骨格筋のバイオメカニクス
【授業で学習する具体的な内容
・用語】
モーメントアーム，羽状角
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【予習】
前回の課題レポートの内容に目を通して確認する
。
学習した用語を覚える。（６０分）
【復習】
授業で配布された資料をもとにレポートを作成す
る。（６０分）
【予習】
前回の課題レポートの内容に目を通して確認する
。
学習した用語を覚える。（６０分）
【復習】
授業で配布された資料をもとにレポートを作成す
る。（６０分）
【予習】
前回の課題レポートの内容に目を通して確認する
。
学習した用語を覚える。（６０分）
【復習】
授業で配布された資料をもとにレポートを作成す
る。（６０分）
【予習】
前回の課題レポートの内容に目を通して確認する
。
学習した用語を覚える。（６０分）
【復習】
授業で配布された資料をもとにレポートを作成す
る。（６０分）
【予習】
前回の課題レポートの内容に目を通して確認する
。
学習した用語を覚える。（６０分）
【復習】
授業で配布された資料をもとにレポートを作成す
る。（６０分）
【予習】
前回の課題レポートの内容に目を通して確認する
。
学習した用語を覚える。（６０分）
【復習】
授業で配布された資料をもとにレポートを作成す
る。（６０分）
【予習】
前回の課題レポートの内容に目を通して確認する
。
学習した用語を覚える。（６０分）
【復習】
授業で配布された資料をもとにレポートを作成す
る。（６０分）
【予習】
前回の課題レポートの内容に目を通して確認する
。
学習した用語を覚える。（６０分）
【復習】
授業で配布された資料をもとにレポートを作成す
る。（６０分）

授業科目名
英語科目名

生理学
Physiology

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 和気 秀文
科目担当者
山中 航
授業概要
[授業全体の内容]
本授業では、スポーツ科学や健康科学系学問分野の基盤知識となる「人体の構造と機能」について理解する。
とりわけ本授業では、機能的側面から人体の仕組みについて理解することを目的とする。人体を呼吸器系、循
環器系、消化器系、泌尿器系、神経・感覚器系、自律神経・内分泌器系、運動器系、そして生殖器系に分け、
これらの機能的側面について解説する。一斉授業であるが、グループワーク（１グループにつき１０名程度）
も行い、協力して講義内容の理解度を深めるようにする。また、ICTを用いた授業も展開する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
生理学は基礎医学の中心に位置する学問である。人体機能の仕組みを学ぶことによって、「スポーツ健康科学
を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付けるとともに、グループワークを通じて「
協働で課題を解決するために必要なコミュニケーション能力」を身に付けるための科目の一つとして開講され
る。また、スポーツ科学科においては、「スポーツ医科学とコーチング科学を中心としたスポーツ科学につい
ての知識と技能 」および「スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力ないしは研究できる能力」
という学位授与方針の達成にも寄与する。
[授業の到達目標]
１．人体を構成する各器官系（パーツ）の機能について論理的に説明することができる。
２．各器官系の相互作用、すなわち個体（人体）の生命活動の仕組みについて説明することができる。
３．生体の恒常性を維持する仕組みについて説明することができる。
成績評価
[成績評価の基準]
各器官系の機能について論理的に説明し、かつ各器官系の相互作用について説明することができるか。生体の
恒常性を維持する仕組みについて説明することができるか。
[成績評価の方法]
講義の内容を正しい知識として身につけているかどうかを筆答試験により評価する（90‑95%）。定期試験の他
に、中間試験を実施する場合がある（その場合は中間試験：45%、期末試験：45‑50%）。また、授業態度（5‑1
0%）も評価に加味される。
履修における留意事項
[履修要件]
機能解剖学を受講していることが望ましい
[履修上の注意（科目独自のルール）]
毎回の講義資料 をJ‑Passにアップしているので、以下の図書も参考にしながら、予習と復習をするように努
めること。単位の取得には、授業回数の３分の２以上出席していること、授業態度が良好であること、かつ試
験に合格することが前提である。
[課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法]
課題レポートを毎回提示し、翌週の授業で解説を行う。
[テキスト・参考書等]
「系統看護学講座 専門基礎 解剖生理学 （人体の構造と機能1）、坂井建雄ほか、医学書院
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：和気秀文、山中航
E‑mail（和気）：hwaki[at]juntendo.ac.jp（[at]を@に変更してください）
E‑mail（山中）：k‑yamana[at]juntendo.ac.jp （[at]を@に変更してください）
［オフィスアワー］
火曜日午後、スポーツ健康医科学研究所３階
備考

生理学研究室（９３０４）
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［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備時間60時間の計90時間の学習を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中・高保健体育一種免許の取得に必要な科目のうち、「教科及び教科の指導法に関する科目
（保健体育）」における必修科目として位置づけられています。また、「衛生管理者免許（1種）」取得に必
要な科目のうち、必修（2019年度以降入学者）または選択必修（2018年度以前入学者）の一つとして位置づけ
られています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
和気秀文
（予習：2時間）
1
［授業内容］
山中航
テーマ：【ガイダンス：生理学 テキスト（序章およ び1章）を読んでおくこと。
（復習：2時間）
とは】
生理学とは何か、特にスポーツ 授業の内容を参考書 と照らし合わせて、ノート
健康科学分野におけるその意義 に纏める。
と重要性について理解を深める
。生理学を学ぶための基礎知識
を確認する。各器官や組織の大
まかな役割について理解する。
［授業方法］
生理学とは何か、について解説
する。１０人程度のグループに
なり、身近で感じる体の不思議
について考え、議論させる。
和気秀文
（予習：3時間）
2
［授業内容］
山中航
テキスト（3章）を 読んでおくこと。
テーマ：【呼吸と血液】
呼吸機能を司る、肺・気道系、
胸郭系、呼吸調節系について理 （復習：3時間）
解する。また、肺でのガス交換 授業の内容を参考書 と照らし合わせて、ノート
、血液によるガスの運搬、酸・ に纏める。
塩基平衡について理解を深める
。

3

和気秀文
山中航

［授業方法］
呼吸と血液の生理学について解
説する。１０人程度のグループ
にな
り、呼吸と血液の生理学に関す
る
課題について議論する。
［授業内容］
テーマ：【血液の循環 I（心臓
の機能）】
心臓を中心に心血管機能につい
て
理解を深める。
［授業方法］
心臓の機能について解説する。
１０人程度のグループになり、
循環生理学に関する課題につい
て議論する。
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（予習：3時間）
テキスト（4章）を 読んでおくこと。
（復習：2時間）
授業の内容を参考書 と照らし合わせて、ノート
に纏める。

4

5

6

7

和気秀文
山中航

和気秀文
山中航

和気秀文
山中航

和気秀文
山中航

［授業内容］
テーマ：【血液の循環 II（心
血管調節の仕組み）】
循環動態（血圧、血流量、心拍
出量、心拍数）とは何か、また
その調節機序について理解を深
める。
［授業方法］
心血管調節のしくみについて解
説する。１０人程度のグループ
になり、循環生理学に関する課
題について議論する。
［授業内容］
テーマ：【腎臓による体液調節
】
腎臓による尿生成機序、また、
体液量と浸透圧調節の機序につ
いて理解を深める。
［授業方法］
腎臓生理学について解説する。
１０人程度のグループになり、
腎臓生理学に関する課題につい
て議論する。
［授業内容］
テーマ：【栄養の消化と吸収】
口腔内および胃内消化機能、小
腸における消化吸収機能、そし
て排便の仕組みについて理解す
る。膵臓や肝臓などの役割につ
いても理解を深める。
［授業方法］
消化器系の生理学について解説
する。１０人程度のグループに
なり、消化器系の生理学に関す
る課題について議論する。
［授業内容］
テーマ：【自律機能の調節】
自律神経系および内分泌系機能
について理解する。前者は交感
神経および副交感神経の役割に
ついて、後者は各種ホルモンの
生理作用について理解を深める
。
［授業方法］
自律神経系およ び内分泌系の
生理学について解説する。１０
人程度のグループになり、自律
神経系および内分泌系の生理学
に関する課題について議論する
。
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（予習：3時間）
テキスト（4章）を 読んでおくこと。
（復習：2時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

（予習：2時間）
テキスト（5章）を 読んでおくこと。
（復習：2時間）
授業の内容を参考書 と照らし合わせて、ノート
に纏める。

（予習：2時間）
テキスト（2章）を 読んでおくこと。
（復習：2時間）
授業の内容を参考書 と照らし合わせて、ノート
に纏める。

（予習：2時間）
テキスト（6章）を 読んでおくこと。
（復習：2時間）
授業の内容を参考書 と照らし合わせて、ノート
に纏める。
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山中航
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和気秀文
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［授業内容］
テーマ：【神経系の機能 I（神
経細胞の興奮）】
神経細胞（ニューロン）の機能
、特に興奮（活動電位の発生）
とその伝導、およびシナプス伝
達について学習する。また支持
細胞（グリア）についても理解
を深める。
［授業方法］
神経生理学の基礎について解説
する。１０人程度のグループに
なり、神経生理学に関する課題
について議論する。
［授業内容］
テーマ：【神経系の機能 II（
脊髄、脳幹および間脳）】
脊髄の機能（脊髄反射）、脳幹
および間脳による自律機能など
について理解を深める。

（予習：2時間）
テキスト（8章A） を読んでおくこと。
（復習：2時間）
授業の内容を参考書 と照らし合わせて、ノート
に纏める。

（予習：2時間）
テキスト（8章Aか らCおよび9章C）を読んでおく
こと。
（復習：2時間）
授業の内容を参考書 と照らし合わせて、ノート
に纏める。

［授業方法］
神経生理学（脊髄、脳幹および
間
脳）について解説する。１０人
程度のグループになり、神経生
理学に関する課題について議論
する。
（予習：2時間）
［授業内容］
テーマ：【神経系の機能 III（ テキスト（8章Dか らE）を読んでおくこと。
（復習：2時間）
小脳と大脳）】
小脳や大脳による運動機能、大 授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
脳（および間脳）による高次機 纏める。
能（本能・情動行動や記憶など
）について理解を深める。
［授業方法］
神経生理学（小脳と大脳）につ
いて解説する。１０人程度のグ
ループになり、神経生理学に関
する課題について議論する。
［授業内容］
テーマ：【感覚の受容】
感覚の種類や質について理解す
る。体性感覚（皮膚感覚など）
、内臓感覚、および特殊感覚（
視覚など）について情報受容の
仕組みを理解を深める。
［授業方法］
感覚生理学につ いて解説する
。１０人程度のグループになり
、感覚生理学に関する課題につ
いて議論する。
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（予習：2時間）
テキスト（8章Fか らJ）を読んでおくこと。
（復習：2時間）
授業の内容を参考書 と照らし合わせて、ノート
に纏める。
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［授業内容］
テーマ：【筋の収縮】
骨格筋および平滑筋収縮の機序
について理解を深める。
［授業方法］
筋生理学について解説する。１
０人程度のグループになり、筋
生理学に関する課題について議
論する。
［授業内容］
テーマ：【人体の防御機能】
白血球による免疫機能を中心に
、病原性微生物に対する生体の
防御機能について理解を深める
。
［授業方法］
生体防御機能について解説する
。１０人程度のグループになり
、生体防御機能（特に白血球の
役割）に関する課題について議
論する。
［授業内容］
テーマ：【生殖、発生、老化、
ほか】
生殖機能、受精と胎児の発生機
序、そして成長と老化の機序な
どについて理解を深める。
［授業方法］
生殖、発生、老化の生理学につ
いて解説する。１０人程度のグ
ループになり、生殖、発生、老
化の生理学に関する課題につい
て議論する。
定期試験
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（予習：2時間）
テキスト（7章H） を読んでおくこと。
（復習：2時間）
授業の内容を参考書 と照らし合わせて、ノート
に纏める。

（予習：2時間）
テキスト（9章B） を読んでおくこと。
（復習：2時間）
授業の内容を参考書 と照らし合わせて、ノート
に纏める。

（予習：2時間）
テキスト（10章） を読んでおくこと。
（復習：2時間）
授業の内容を参考書 と照らし合わせて、ノート
に纏める。

授業科目名
英語科目名

生理学
Physiology

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 和気 秀文
科目担当者
山中 航
授業概要
[授業全体の内容]
本授業では、スポーツ科学や健康科学系学問分野の基盤知識となる「人体の構造と機能」について理解する。
とりわけ本授業では、機能的側面から人体の仕組みについて理解することを目的とする。人体を呼吸器系、循
環器系、消化器系、泌尿器系、神経・感覚器系、自律神経・内分泌器系、運動器系、そして生殖器系に分け、
これらの機能的側面について解説する。一斉授業であるが、グループワーク（１グループにつき１０名程度）
も行い、協力して講義内容の理解度を深めるようにする。また、ICTを用いた授業も展開する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
生理学は基礎医学の中心に位置する学問である。人体機能の仕組みを学ぶことによって、「スポーツ健康科学
を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付けるとともに、グループワークを通じて「
協働で課題を解決するために必要なコミュニケーション能力」を身に付けるための科目の一つとして開講され
る。また、スポーツ科学科においては、「スポーツ医科学とコーチング科学を中心としたスポーツ科学につい
ての知識と技能 」および「スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力ないしは研究できる能力」
という学位授与方針の達成にも寄与する。
[授業の到達目標]
１．人体を構成する各器官系（パーツ）の機能について論理的に説明することができる。
２．各器官系の相互作用、すなわち個体（人体）の生命活動の仕組みについて説明することができる。
３．生体の恒常性を維持する仕組みについて説明することができる。
成績評価
[成績評価の基準]
各器官系の機能について論理的に説明し、かつ各器官系の相互作用について説明することができるか。生体の
恒常性を維持する仕組みについて説明することができるか。
[成績評価の方法]
講義の内容を正しい知識として身につけているかどうかを筆答試験により評価する（90‑95%）。定期試験の他
に、中間試験を実施する場合がある（その場合は中間試験：45%、期末試験：45‑50%）。また、授業態度（5‑1
0%）も評価に加味される。
履修における留意事項
[履修要件]
機能解剖学を受講していることが望ましい
[履修上の注意（科目独自のルール）]
毎回の講義資料 をJ‑Passにアップしているので、以下の図書も参考にしながら、予習と復習をするように努
めること。単位の取得には、授業回数の３分の２以上出席していること、授業態度が良好であること、かつ試
験に合格することが前提である。
[課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法]
課題レポートを毎回提示し、翌週の授業で解説を行う。
[テキスト・参考書等]
「系統看護学講座 専門基礎 解剖生理学 （人体の構造と機能1）、坂井建雄ほか、医学書院
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：和気秀文、山中航
E‑mail（和気）：hwaki[at]juntendo.ac.jp（[at]を@に変更してください）
E‑mail（山中）：k‑yamana[at]juntendo.ac.jp （[at]を@に変更してください）
［オフィスアワー］
火曜日午後、スポーツ健康医科学研究所３階
備考

生理学研究室（９３０４）
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［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備時間60時間の計90時間の学習を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中・高保健体育一種免許の取得に必要な科目のうち、「教科及び教科の指導法に関する科目
（保健体育）」における必修科目として位置づけられています。また、「衛生管理者免許（1種）」取得に必
要な科目のうち、必修（2019年度以降入学者）または選択必修（2018年度以前入学者）の一つとして位置づけ
られています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
和気秀文
（予習：2時間）
1
［授業内容］
山中航
テーマ：【ガイダンス：生理学 テキスト（序章およ び1章）を読んでおくこと。
（復習：2時間）
とは】
生理学とは何か、特にスポーツ 授業の内容を参考書 と照らし合わせて、ノート
健康科学分野におけるその意義 に纏める。
と重要性について理解を深める
。生理学を学ぶための基礎知識
を確認する。各器官や組織の大
まかな役割について理解する。
［授業方法］
生理学とは何か、について解説
する。１０人程度のグループに
なり、身近で感じる体の不思議
について考え、議論させる。
和気秀文
（予習：3時間）
2
［授業内容］
山中航
テキスト（3章）を 読んでおくこと。
テーマ：【呼吸と血液】
呼吸機能を司る、肺・気道系、
胸郭系、呼吸調節系について理 （復習：3時間）
解する。また、肺でのガス交換 授業の内容を参考書 と照らし合わせて、ノート
、血液によるガスの運搬、酸・ に纏める。
塩基平衡について理解を深める
。

3

和気秀文
山中航

［授業方法］
呼吸と血液の生理学について解
説する。１０人程度のグループ
にな
り、呼吸と血液の生理学に関す
る
課題について議論する。
［授業内容］
テーマ：【血液の循環 I（心臓
の機能）】
心臓を中心に心血管機能につい
て
理解を深める。
［授業方法］
心臓の機能について解説する。
１０人程度のグループになり、
循環生理学に関する課題につい
て議論する。
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（予習：3時間）
テキスト（4章）を 読んでおくこと。
（復習：2時間）
授業の内容を参考書 と照らし合わせて、ノート
に纏める。
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［授業内容］
テーマ：【血液の循環 II（心
血管調節の仕組み）】
循環動態（血圧、血流量、心拍
出量、心拍数）とは何か、また
その調節機序について理解を深
める。
［授業方法］
心血管調節のしくみについて解
説する。１０人程度のグループ
になり、循環生理学に関する課
題について議論する。
［授業内容］
テーマ：【腎臓による体液調節
】
腎臓による尿生成機序、また、
体液量と浸透圧調節の機序につ
いて理解を深める。
［授業方法］
腎臓生理学について解説する。
１０人程度のグループになり、
腎臓生理学に関する課題につい
て議論する。
［授業内容］
テーマ：【栄養の消化と吸収】
口腔内および胃内消化機能、小
腸における消化吸収機能、そし
て排便の仕組みについて理解す
る。膵臓や肝臓などの役割につ
いても理解を深める。
［授業方法］
消化器系の生理学について解説
する。１０人程度のグループに
なり、消化器系の生理学に関す
る課題について議論する。
［授業内容］
テーマ：【自律機能の調節】
自律神経系および内分泌系機能
について理解する。前者は交感
神経および副交感神経の役割に
ついて、後者は各種ホルモンの
生理作用について理解を深める
。
［授業方法］
自律神経系およ び内分泌系の
生理学について解説する。１０
人程度のグループになり、自律
神経系および内分泌系の生理学
に関する課題について議論する
。
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（予習：3時間）
テキスト（4章）を 読んでおくこと。
（復習：2時間）
授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
纏める。

（予習：2時間）
テキスト（5章）を 読んでおくこと。
（復習：2時間）
授業の内容を参考書 と照らし合わせて、ノート
に纏める。

（予習：2時間）
テキスト（2章）を 読んでおくこと。
（復習：2時間）
授業の内容を参考書 と照らし合わせて、ノート
に纏める。

（予習：2時間）
テキスト（6章）を 読んでおくこと。
（復習：2時間）
授業の内容を参考書 と照らし合わせて、ノート
に纏める。
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［授業内容］
テーマ：【神経系の機能 I（神
経細胞の興奮）】
神経細胞（ニューロン）の機能
、特に興奮（活動電位の発生）
とその伝導、およびシナプス伝
達について学習する。また支持
細胞（グリア）についても理解
を深める。
［授業方法］
神経生理学の基礎について解説
する。１０人程度のグループに
なり、神経生理学に関する課題
について議論する。
［授業内容］
テーマ：【神経系の機能 II（
脊髄、脳幹および間脳）】
脊髄の機能（脊髄反射）、脳幹
および間脳による自律機能など
について理解を深める。

（予習：2時間）
テキスト（8章A） を読んでおくこと。
（復習：2時間）
授業の内容を参考書 と照らし合わせて、ノート
に纏める。

（予習：2時間）
テキスト（8章Aか らCおよび9章C）を読んでおく
こと。
（復習：2時間）
授業の内容を参考書 と照らし合わせて、ノート
に纏める。

［授業方法］
神経生理学（脊髄、脳幹および
間
脳）について解説する。１０人
程度のグループになり、神経生
理学に関する課題について議論
する。
（予習：2時間）
［授業内容］
テーマ：【神経系の機能 III（ テキスト（8章Dか らE）を読んでおくこと。
（復習：2時間）
小脳と大脳）】
小脳や大脳による運動機能、大 授業の内容を参考書と照らし合わせて、ノートに
脳（および間脳）による高次機 纏める。
能（本能・情動行動や記憶など
）について理解を深める。
［授業方法］
神経生理学（小脳と大脳）につ
いて解説する。１０人程度のグ
ループになり、神経生理学に関
する課題について議論する。
［授業内容］
テーマ：【感覚の受容】
感覚の種類や質について理解す
る。体性感覚（皮膚感覚など）
、内臓感覚、および特殊感覚（
視覚など）について情報受容の
仕組みを理解を深める。
［授業方法］
感覚生理学につ いて解説する
。１０人程度のグループになり
、感覚生理学に関する課題につ
いて議論する。
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（予習：2時間）
テキスト（8章Fか らJ）を読んでおくこと。
（復習：2時間）
授業の内容を参考書 と照らし合わせて、ノート
に纏める。
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［授業内容］
テーマ：【筋の収縮】
骨格筋および平滑筋収縮の機序
について理解を深める。
［授業方法］
筋生理学について解説する。１
０人程度のグループになり、筋
生理学に関する課題について議
論する。
［授業内容］
テーマ：【人体の防御機能】
白血球による免疫機能を中心に
、病原性微生物に対する生体の
防御機能について理解を深める
。
［授業方法］
生体防御機能について解説する
。１０人程度のグループになり
、生体防御機能（特に白血球の
役割）に関する課題について議
論する。
［授業内容］
テーマ：【生殖、発生、老化、
ほか】
生殖機能、受精と胎児の発生機
序、そして成長と老化の機序な
どについて理解を深める。
［授業方法］
生殖、発生、老化の生理学につ
いて解説する。１０人程度のグ
ループになり、生殖、発生、老
化の生理学に関する課題につい
て議論する。
定期試験
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（予習：2時間）
テキスト（7章H） を読んでおくこと。
（復習：2時間）
授業の内容を参考書 と照らし合わせて、ノート
に纏める。

（予習：2時間）
テキスト（9章B） を読んでおくこと。
（復習：2時間）
授業の内容を参考書 と照らし合わせて、ノート
に纏める。

（予習：2時間）
テキスト（10章） を読んでおくこと。
（復習：2時間）
授業の内容を参考書 と照らし合わせて、ノート
に纏める。

授業科目名
英語科目名

運動生理学実験実習
Lab Work:Exercise Physiology

授業形態
開講学期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 内藤 久士
科目担当者
町田 修一
深尾 宏祐
石原 啓次
高橋 光平
鄧 鵬宇
黒坂 裕香
授業概要
［授業全体の内容］
運動時の生理学的諸機能の変化を実際に測定することを通じて、運動生理学Ⅰ・Ⅱの講義内容への理解を深
めることが本実習の目的である。そのため、本実習では履修者が主体的に学ぶ形態で授業を展開していく。具
体的には、履修者全員が被検者および験者を経験し、測定機器の使用方法や測定原理について学ぶ。授業内で
解説するデータ収集・分析方法をもとに、取得したデータはレポートとしてまとめ、提出する。またそのデー
タやレポートをもとに、グループディスカッションを行い、得られたデータを科学的に解釈できるように取り
組む。
［授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」、「協働で課題
を解決するために必要なコミュニケーション能力」、「スポーツ医科学とコーチング科学を中心としたスポー
ツ科学についての知識と技能」、及び「スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力ないしは研究で
きる能力」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1. 運動と密接な関係を有する生理学的諸機能が、運動によりいかに変化するのかを正確に記述することがで
きる。
2. 実験実習を通じて、運動生理学の講義で得た知識を説明することができる。
3. 測定器具の使用に習熟し、身体諸機能の測定を行うことができる。
4. 取得したデータを科学的に処理し、それをもとに論理的な討議を行うことができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1. 運動と密接な関係を有する生理学的諸機能が、運動によりいかに変化するのかを正確に記述することがで
きる(レポート・筆記試験)。
2. 実験実習を通じて、運動生理学の講義で得た知識を説明することができる(レポート・筆記試験)。
3. 測定器具の使用に習熟し、身体諸機能の測定を行うことができる(レポート・平常点)。
4. 取得したデータを科学的に処理し、それをもとに論理的な討議を行うことができる(レポート・平常点)。
［成績評価の方法］
課題レポート6回(60%)・平常点(30%)・筆記試験(10%)によって総合的に評価する。
なお、実験実習の進行上、ふさわしくないと判断される行為は、減点の対象とします。
履修における留意事項
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［履修条件］
運動生理学Ⅰ及びⅡを履修すること。
［履修上の注意(科目独自のルール)］
実習には、運動のできる服装と実習場所に適したシューズで参加すること。授業の冒頭で測定上の注意点等
を説明するため、安全性の観点から、遅刻をした場合には欠席扱いとなる場合がある。
［課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法］
課題レポートは翌週の授業で返却する。返却されるレポートには個別に修正すべき点が明記されているので
、その内容に沿って、レポートの修正を進める。
筆記試験については、試験終了直後に模範解答の解説を行う。
［テキスト・参考書等］
順天堂大学スポーツ健康科学部運動生理学研究室編「運動生理学実験実習書」を配布する。その他、授業時
に、適時、資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
内藤：hnaito[at]juntendo.ac.jp
町田：machidas[at]juntendo.ac.jp
鄧： deng[at]juntendo.ac.jp
黒坂：y‑kurosaka[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
前期期間中の火曜日昼休み
内藤：1号館1階1117号室
町田：1号館1階1118号室
鄧：1号館1階1110号室(運動生理学実験室)
黒坂：1号館1階1110号室(運動生理学実験室)
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相談時間と重ならないようにすため、前
日までにE‑mailで予約をしてください。予約のあった学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、実習の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、社会体育指導者資格(アスレチックトレーナー)取得に際して、専門科目【講習】免除のた
めの選択必修科目として位置づけられています。
実習への参加にあたっては、毎回必ず予定される実習項目の内容を予習しておくこと。実習後には、すみや
かにデータ整理を行い、各自オリジナルのレポートを提出すること。本実習では、毎回の学習が積み上げられ
ることで成果が期待できるため、欠席のないようにするとともに、興味を持って積極的に参加することが望ま
れる。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
内藤 久士
(復習：2時間)
［授業内容］
町田 修一
ガイダンス：これから行われる 配布された実習書の内容すべてに目を通しておく
深尾 宏祐
実習日程、実習場所、内容など 。履修登録が確実に行われているか再確認してお
石原 啓次
についての概要を説明する。ま く。
高橋 光平
た実習を安全かつ効率よく進め
鄧 鵬宇
られるように指導する。
黒坂 裕香
［授業方法］
スライドと配布資料を用いて講
義を行う。
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内藤 久士
町田 修一
深尾 宏祐
石原 啓次
高橋 光平
鄧 鵬宇
黒坂 裕香
内藤 久士
町田 修一
深尾 宏祐
石原 啓次
高橋 光平
鄧 鵬宇
黒坂 裕香

内藤 久士
町田 修一
深尾 宏祐
石原 啓次
高橋 光平
鄧 鵬宇
黒坂 裕香
内藤 久士
町田 修一
深尾 宏祐
石原 啓次
高橋 光平
鄧 鵬宇
黒坂 裕香

内藤 久士
町田 修一
深尾 宏祐
石原 啓次
高橋 光平
鄧 鵬宇
黒坂 裕香
内藤 久士
町田 修一
深尾 宏祐
石原 啓次
高橋 光平
鄧 鵬宇
黒坂 裕香

内藤 久士
町田 修一
深尾 宏祐
石原 啓次
高橋 光平
鄧 鵬宇
黒坂 裕香

(予習：2時間)
［授業内容］
レポートの作成方法について説 基本的なレポートの書き方について調べておく。
明・指導を行う。
(復習：2時間)
レポート作成方法とデータ処理方法について復習
［授業方法］
スライドと配布資料を用いて講 する。
義を行うとともに、データ処理
の方法について演習を行う。
(予習：1時間)
［授業内容］
酸素摂取量の測定方法について確認する。
実習Ⅰ：エネルギー代謝
歩行と走行を例に、運動時のエ
ネルギー代謝の様子を知る上で (復習：1時間)
課された課題についてレポートを作成する。
の基本的な手法にふれる。
［授業方法］
8名程度のグループになり、測
定器具を用いて実習を行う。
(予習：1時間)
［授業内容］
実習Ⅰの発展的な課題に取り組 レポート課題に関連する内容への理解を深めてお
み、内容への理解を深める。 く。
［授業方法］
8名程度のグループになり、応
用的な課題についてディスカッ
ションを行う。
［授業内容］
実習Ⅱ：最大負荷テスト
自転車エルゴメータを用いて最
大酸素摂取量の測定と評価を行
う。

(復習：1時間)
機器の操作方法等について復習し、まとめておく
。
(予習：1時間)
最大負荷テストの手順について確認する。
(復習：1時間)
課された課題についてレポートを作成する。

［授業方法］
8名程度のグループになり、測
定器具を用いて実習を行う。
(予習：1時間)
［授業内容］
実習Ⅱの発展的な課題に取り組 レポート課題に関連する内容への理解を深めてお
み、内容への理解を深める。 く。
［授業方法］
8名程度のグループになり、応
用的な課題についてディスカッ
ションを行う。
［授業内容］
実習Ⅲ：筋電図
筋電図の記録を行い、筋の活動
状態を知るための手続きを学習
する。

(復習：1時間)
機器の操作方法等について復習し、まとめておく
。
(予習：1時間)
筋電図の測定方法について確認する。
(復習：1時間)
課された課題についてレポートを作成する。

［授業方法］
8名程度のグループになり、測
定器具を用いて実習を行う。
(予習：1時間)
［授業内容］
実習Ⅲの発展的な課題に取り組 レポート課題に関連する内容への理解を深めてお
み、内容への理解を深める。 く。
(復習：1時間)
［授業方法］
8名程度のグループになり、応 機器の操作方法等について復習し、まとめておく
用的な課題についてディスカッ 。
ションを行う。
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内藤 久士
町田 修一
深尾 宏祐
石原 啓次
高橋 光平
鄧 鵬宇
黒坂 裕香
内藤 久士
町田 修一
深尾 宏祐
石原 啓次
高橋 光平
鄧 鵬宇
黒坂 裕香
内藤 久士
町田 修一
深尾 宏祐
石原 啓次
高橋 光平
鄧 鵬宇
黒坂 裕香

内藤 久士
町田 修一
深尾 宏祐
石原 啓次
高橋 光平
鄧 鵬宇
黒坂 裕香
内藤 久士
町田 修一
深尾 宏祐
石原 啓次
高橋 光平
鄧 鵬宇
黒坂 裕香

内藤 久士
町田 修一
深尾 宏祐
石原 啓次
高橋 光平
鄧 鵬宇
黒坂 裕香

(予習：1時間)
［授業内容］
反応時間の測定方法について確認する。
実習Ⅳ：反応時間
手指反応時間や全身反応時間の
(復習：1時間)
測定方法を学習する。
課された課題についてレポートを作成する。
［授業方法］
8名程度のグループになり、測
定器具を用いて実習を行う。
(予習：1時間)
［授業内容］
実習Ⅳの発展的な課題に取り組 レポート課題に関連する内容への理解を深めてお
み、内容への理解を深める。 く。
［授業方法］
8名程度のグループになり、応
用的な課題についてディスカッ
ションを行う。
［授業内容］
実習Ⅴ：筋力と筋持久力
等速性運動装置を用いた筋力及
び筋持久力の測定について学習
する。

(復習：1時間)
機器の操作方法等について復習し、まとめておく
。
(予習：1時間)
筋力と筋持久力の測定方法について確認する。
(復習：1時間)
課された課題についてレポートを作成する。

［授業方法］
8名程度のグループになり、測
定器具を用いて実習を行う。
(予習：1時間)
［授業内容］
実習Ⅴの発展的な課題に取り組 レポート課題に関連する内容への理解を深めてお
み、内容への理解を深める。 く。
［授業方法］
8名程度のグループになり、応
用的な課題についてディスカッ
ションを行う。
［授業内容］
実習Ⅵ：無酸素パワー/無酸素
容量と乳酸
自転車エルゴメータを用いて、
無酸素パワーの測定・評価を実
施する。

(復習：1時間)
機器の操作方法等について復習し、まとめておく
。
(予習：1時間)
無酸素パワーの測定方法について確認する。
(復習：1時間)
課された課題についてレポートを作成する。

［授業方法］
8名程度のグループになり、測
定器具を用いて実習を行う。
(予習：1時間)
［授業内容］
実習Ⅰの発展的な課題に取り組 レポート課題に関連する内容への理解を深めてお
み、内容への理解を深める。 く。
(復習：1時間)
［授業方法］
8名程度のグループになり、応 機器の操作方法等について復習し、まとめておく
用的な課題についてディスカッ 。
ションを行う。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

運動生化学
Biochemistry of Exercise

授業形態
開講学期

講義

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

鈴木

良雄

授業概要
[授業全体の内容]
この授業では。下記を分子レベルで理解するとともに、運動時の身体の応答についての理解を深める。
・神経伝達の仕組み（シナプス間、神経細胞内）
・細胞内のシグナル伝達（受容体、セカンドメッセンジャー、リン酸カスケード、発現調節）
・筋肉の収縮・弛緩
・体液・循環・血糖値の調節
・ストレス
・生体防御
本授業はアクティブラーニングにより進めるので、受講生は事前配布資料を予習し、授業内で予習した内容を
確認し、復習する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識教養」、「医学的知識を備えたスポーツ指導者の育
成」、および「スポーツ指導現場に詳しい医科学研究者の育成」 という学位授与方針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
1. 細胞間、細胞内の情報伝達について基礎的な仕組みが理解できる。
2. 筋肉の収縮・弛緩について基礎的な仕組みが理解できる。
3. 体液の浸透圧や量の調節について基礎的な仕組みが理解できる。
4. 血糖値の調節について基礎的な仕組みが理解できる。
5. 生体防御反応について基礎的な仕組みが理解できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 細胞内および細胞間の情報伝達を分子レベルで理解している。
2. 筋収縮・弛緩の仕組みを分子レベルで理解している。
3. 体液・循環調節に関与する分子やその働きを理解している。
4. 血糖値の調節に関与する分子やその働きを理解している。
5. 生体防御反応に関与する分子や細胞の働きを理解している。
6. 授業に積極的に取り組んでいるか。
[成績評価の方法]
授業態度・取り組む姿勢（20%）、毎回実施する小テスト（20%）、期末のテスト（60%）を総合して評価する
。
履修における留意事項
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[履修要件]
特になし。ただし、以下の科目を受講していることが望ましい。
・スポーツと栄養
・栄養・生化学実験実習
・細胞の生物学
[履修上の注意（科目独自のルール）]
授業で使用するスライドは運動生化学のホームページ[http://sakura.ww2.ne.jp/unsei.html] から各自ダウ
ンロードし、予習してから授業に臨むこと。
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の 授業を欠席扱いとする。 また、遅刻及
び早退3回で、1回分の欠席としてカウントする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
・授業中に実施した小テストは授業の中で解説する。
・疑問点や意見は、毎回の講義にて小テスト冊子にて回収し、個別もしくは講義の中でフィードバックする。
・期末テストは小テストの内容から抜粋するので、解答は事前に解説済である。
[テキスト・参考書等]
毎回の授業のスライドは授業のホームページを通じて配布する。
参考資料として『サイエンスビュー 生物総合資料 ―生物1・2理科総合B対応』（実教出版）を使用する。高
校の生物の資料集を既に持っていれば、この本でなくても良い。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］ 担当：鈴木良雄 E‑mail：yssuzuki[at]juntendo.ac.jp ※[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：授業期間中の月曜日9:00から11：00
場所：1号館2階1223室
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相談時間とかち合わないようにするため
、できるだけ前日までにE‑mailで予約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と 準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［資格との関連］
本科目はアスレティックトレーナー（AT）受験資格の選択必修科目である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
鈴木良雄
［予習・3時間］
1
（授業方法）
授業内容と進め方などについて 授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
解説する。
授業で使用する小テスト冊子に ［復習・１時間］
学籍番号、氏名、授業への期待 小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。
などを記入する。
鈴木良雄
2
運動と自律神経〜自律神経（交 ［予習・3時間］
感神経、副交感神経）の役割に 授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
ついて学習する。
［復習・１時間］
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト 小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
の回答を小テスト冊子に記入す 返し、理解を深めておく。
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
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3

鈴木良雄

4

鈴木良雄

5

鈴木良雄

6

鈴木良雄

7

鈴木良雄

8

鈴木良雄

カテコールアミンのシグナル伝
達について学習する。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
アセチルコリンのシグナル伝達
について学習する。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
セカンドメッセンジャーについ
て学習する。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
Gタンパクからの情報伝達につ
いて学習する。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
カルシウムと筋収縮について学
習する。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
カルシウムとリン酸化について
学習する。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
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［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

9

鈴木良雄

10

鈴木良雄

11

鈴木良雄

12

鈴木良雄

13

鈴木良雄

14

鈴木良雄

HPAシステムと核内受容体につ
いて学習する。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
体液調節とホルモンについて学
習する。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
運動時の体液調節とホルモンに
ついて学習する。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
血糖値の調節について学習する
。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
生体防御について学習する。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
運動時の生体防御について学習
する。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
定期試験を実施する
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［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・5時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

授業科目名
英語科目名

運動生化学
Biochemistry of Exercise

授業形態
開講学期

講義

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

鈴木

良雄

授業概要
[授業全体の内容]
この授業では。下記を分子レベルで理解するとともに、運動時の身体の応答についての理解を深める。
・神経伝達の仕組み（シナプス間、神経細胞内）
・細胞内のシグナル伝達（受容体、セカンドメッセンジャー、リン酸カスケード、発現調節）
・筋肉の収縮・弛緩
・体液・循環・血糖値の調節
・ストレス
・生体防御
本授業はアクティブラーニングにより進めるので、受講生は事前配布資料を予習し、授業内で予習した内容を
確認し、復習する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識教養」、「医学的知識を備えたスポーツ指導者の育
成」、および「スポーツ指導現場に詳しい医科学研究者の育成」 という学位授与方針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
1. 細胞間、細胞内の情報伝達について基礎的な仕組みが理解できる。
2. 筋肉の収縮・弛緩について基礎的な仕組みが理解できる。
3. 体液の浸透圧や量の調節について基礎的な仕組みが理解できる。
4. 血糖値の調節について基礎的な仕組みが理解できる。
5. 生体防御反応について基礎的な仕組みが理解できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 細胞内および細胞間の情報伝達を分子レベルで理解している。
2. 筋収縮・弛緩の仕組みを分子レベルで理解している。
3. 体液・循環調節に関与する分子やその働きを理解している。
4. 血糖値の調節に関与する分子やその働きを理解している。
5. 生体防御反応に関与する分子や細胞の働きを理解している。
6. 授業に積極的に取り組んでいるか。
[成績評価の方法]
授業態度・取り組む姿勢（20%）、毎回実施する小テスト（20%）、期末のテスト（60%）を総合して評価する
。
履修における留意事項
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[履修要件]
特になし。ただし、以下の科目を受講していることが望ましい。
・スポーツと栄養
・栄養・生化学実験実習
・細胞の生物学
[履修上の注意（科目独自のルール）]
授業で使用するスライドは運動生化学のホームページ[http://sakura.ww2.ne.jp/unsei.html] から各自ダウ
ンロードし、予習してから授業に臨むこと。
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の 授業を欠席扱いとする。 また、遅刻及
び早退3回で、1回分の欠席としてカウントする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
・授業中に実施した小テストは授業の中で解説する。
・疑問点や意見は、毎回の講義にて小テスト冊子にて回収し、個別もしくは講義の中でフィードバックする。
・期末テストは小テストの内容から抜粋するので、解答は事前に解説済である。
[テキスト・参考書等]
毎回の授業のスライドは授業のホームページを通じて配布する。
参考資料として『サイエンスビュー 生物総合資料 ―生物1・2理科総合B対応』（実教出版）を使用する。高
校の生物の資料集を既に持っていれば、この本でなくても良い。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］ 担当：鈴木良雄 E‑mail：yssuzuki[at]juntendo.ac.jp ※[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：授業期間中の月曜日9:00から11：00
場所：1号館2階1223室
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相談時間とかち合わないようにするため
、できるだけ前日までにE‑mailで予約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と 準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［資格との関連］
本科目はアスレティックトレーナー（AT）受験資格の選択必修科目である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
鈴木良雄
［予習・3時間］
1
（授業方法）
授業内容と進め方などについて 授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
解説する。
授業で使用する小テスト冊子に ［復習・１時間］
学籍番号、氏名、授業への期待 小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。
などを記入する。
鈴木良雄
2
運動と自律神経〜自律神経（交 ［予習・3時間］
感神経、副交感神経）の役割に 授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
ついて学習する。
［復習・１時間］
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト 小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
の回答を小テスト冊子に記入す 返し、理解を深めておく。
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
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3

鈴木良雄

4

鈴木良雄

5

鈴木良雄

6

鈴木良雄

7

鈴木良雄

8

鈴木良雄

カテコールアミンのシグナル伝
達について学習する。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
アセチルコリンのシグナル伝達
について学習する。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
セカンドメッセンジャーについ
て学習する。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
Gタンパクからの情報伝達につ
いて学習する。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
カルシウムと筋収縮について学
習する。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
カルシウムとリン酸化について
学習する。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
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［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

9

鈴木良雄

10

鈴木良雄

11

鈴木良雄

12

鈴木良雄

13

鈴木良雄

14

鈴木良雄

HPAシステムと核内受容体につ
いて学習する。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
体液調節とホルモンについて学
習する。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
運動時の体液調節とホルモンに
ついて学習する。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
血糖値の調節について学習する
。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
生体防御について学習する。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
運動時の生体防御について学習
する。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
定期試験を実施する
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［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・5時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

授業科目名
英語科目名

運動処方演習
Exercise Precription

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

4

単位数

2.0

4

科目責任者 深尾 宏祐
科目担当者
島田 和典、大西 朋、青木 和浩、河村 剛光、染谷 由希
授業概要
〔授業全体の内容〕
健康・体力の維持増進のための運動療法導入を安全かつ効果的に行うために、運動処方の理論と実際を理解
し、体得する。インスタントシニアを用いて高齢者体験を行い、高齢者の運動処方で必要な項目について体験
を基に検討する。
〔授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）〕
「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」「対人調整力・コミュニケーション力・スポーツ健康科
学を中心とした幅広い知識と教養を応用し表現する能力」「医学的知識を備えたスポーツ指導者の育成」とい
う学位授与方針に寄与する。
〔授業の到達目標〕
・インスタントシニアを用いて、高齢者に対する実際の運動処方について必要な知識を体得する。
・生活習慣病やロコモティブシンドローム、循環器疾患に関する知識を復習する。
・生活習慣病やメタボリックシンドローム罹患患者に対しても運動処方を作成できる。
成績評価
〔成績評価の基準〕
・課題に対して、適切な運動処方をできているか（課題発表）。
・わかりやすいプレゼンテーションができているか（課題発表）。
・現状での問題点について具体的に示すことができ、対応を考察できているか（ディスカッション、課題発表
）。
〔成績評価方法〕
課題に対するレポートおよびプレゼンテーション（80%）、授業態度（20%）
履修における留意事項
〔履修要件〕
運動処方に携わる仕事を目指している人。健康運動指導士を目指している人。
〔履修上の注意（科目独自のルール）〕
課題症例を提示し、その症例に対する運動処方を個人またはチームで話し合い、まとめたものを最終日に発
表する。
発表会は数人の講師が採点し、講評する。
（参考書）
健康運動指導士養成講習会テキスト／財団法人 健康・体づくり事業財団
連絡先とオフィスアワー
〔連絡先〕
担当：深尾 宏祐
E‑mail：fukao777〔at〕juntendo.ac.jp
〔オフィスアワー〕※質問や相談はできるだけ、前日までにE‑mailで予約すること。
日時：前期期間中の火曜日12:00から17:00、木曜日13:00から17:00
場所：スポーツ健康医科学研究所4階9405号室
＊授業が無い期間はE‑mailで予約すること。
備考
〔学修時間〕
この授業は、演習の授業形態による2単位の科目であり、授業28時間と準備学習32時間の計60時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
〔その他〕
健康運動指導士の資格取得には必修です。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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1

深尾、染谷

2

深尾

3

大西

4

深尾

5

大西

6

7

深尾

河村

〔授業内容〕
オリエンテーション／生活習慣
病
１．運動処方演習の内容とスケ
ジュールの説明
２．生活習慣病と運動療法
〔授業方法〕
講義形式
〔授業内容〕
健康運動指導士総論
１．身体活動について
２．健康運動指導士とは。
３．運動処方の実際
〔授業方法〕
講義形式
〔授業内容〕
運動処方概論
１．予防医学としての運動
２．年齢、疾患、性別にあった
運動処方
〔授業方法〕
講義形式
〔授業内容〕
身体活動・運動について
１．運動の有益性、効果
２．地域性、対象者のニーズ
〔授業方法〕
講義形式
〔授業内容〕
高齢者・ロコモティブシンドロ
ーム
１．高齢者の運動
２．ロコモティブシンドローム
〔授業方法〕
講義形式
〔授業内容〕
循環器疾患・心臓リハビリテー
ション
１．脳卒中
２．循環器疾患と運動療法
３．心臓リハビリテーション
〔授業方法〕
講義形式
〔授業内容〕
身体組成
１．体脂肪率
２．医学統計の基礎
〔授業方法〕
講義＋実習形式

（予習：1時間）
健康運動指導士養成テキストの該当範囲を一読す
る。生活習慣病についても確認しておく。
（復習：1時間）
重要ポイントに関して復習し、理解を深める。

（予習：1時間）
健康運動指導士について、調査する。
（復習：1時間）
重要ポイントに関して復習し、理解を深める。

（予習：1時間）
健康運動指導士養成テキストの該当範囲を一読す
る。運動処方の理論を調査する。
（復習：1時間）
重要ポイントに関して復習し、理解を深める。

（予習：1時間）
健康運動指導士養成テキストの該当範囲を一読す
る。
（復習：1時間）
重要ポイントに関して復習し、理解を深める。
（予習：1時間）
健康運動指導士養成テキストの該当範囲を一読す
る。高齢者の特徴と運動時の注意点について考え
る。
（復習：1時間）
重要ポイントに関して復習し、理解を深める。

（予習：1時間）
健康運動指導士養成テキストの該当範囲を一読す
る。循環器疾患および心臓リハビリテーションに
ついて調査する。
（復習：1時間）
重要ポイントに関して復習し、理解を深める。

（予習：1時間）
健康運動指導士養成テキストの該当範囲を一読す
る。
（復習：1時間）
重要ポイントに関して復習し、理解を深める。
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8

9

10

11

12

13

青木

〔授業内容〕
体力測定法に関して、概要を説
明後、（実習）形式で自ら被検
者および検者となり行う。
１．トレーニング場にて体力測
定
２．全身持久力、筋力、筋持久
力
〔授業方法〕
講義＋実習形式
深尾
〔授業内容〕
バイタルサイン測定および心肺
運動負荷試験に関して、簡単に
説明後、（実習）形式で行う。
１．血圧、脈拍測定
２．運動によるバイタル変化
３．心肺運動負荷試験
〔授業方法〕
講義＋実習形式
河村
〔授業内容〕
体力測定法
１．運動能力と健康に関する体
力要素
２．測定の正確性、客観性、再
現
〔授業方法〕
講義形式
河村、大西、深尾 〔授業内容〕
次週からの実習（演習）に関し
て、講義形式で説明し、準備す
る。
１．新体力テイスト
２．インスタントシニア
〔授業方法〕
講義形式
深尾、大西、河村 〔授業内容〕
、染谷
新体力テストを（演習）形式で
被検者および検者となり体験す
る。
第２体育館を使用し、ADL、握
力、上体起こし、長座体前屈、
10m障害物歩行、6分間歩行
インスタントシニアでも行う。
〔授業形態〕
実習
深尾、大西、河村 〔授業内容〕
、染谷
インスタントシニアと題して高
齢者を（演習）形式で疑似体験
する。
半身麻痺、視力・聴力低下、視
野狭窄、難聴、関節障害、筋力
低下等を体験する。
〔授業形態〕
実習
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（予習：0.5時間）
健康運動指導士養成テキストの体力測定法の該当
範囲を一読する。
（復習：1.5時間）
重要ポイントに関して復習し、理解を深める。

（予習：0.5時間）
健康運動指導士養成テキストの該当範囲を一読す
る。バイタルサインの重要性を理解する。
（復習：1.5時間）
重要ポイント、特に呼気ガス分析に関して復習し
、理解を深める。

（予習：1時間）
健康運動指導士養成テキストの該当範囲を一読す
る。測定法の基礎について復習する。
（復習：1時間）
重要ポイントに関して復習し、理解を深める。

（予習：1.5時間）
健康運動指導士養成テキストの該当範囲を一読す
る。
（復習：1.5時間）
重要ポイントに関して復習し、理解を深める。

（予習：1.5時間）
健康運動指導士養成テキストの該当範囲を一読す
る。新体力テストについて復習する。
（復習：1.5時間）
重要ポイントに関して復習し、理解を深める。

（予習：1.5時間）
健康運動指導士養成テキストの該当範囲を一読す
る。
（復習：1.5時間）
重要ポイントに関して復習し、理解を深める。
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深尾、大西、河村 〔授業内容〕
、染谷
レポート発表会として、それぞ
れが個人またはチームで討議方
式で行う。
指定された症例をもとに適当
な運動処方や注意点についてプ
レゼンテーションする。
〔授業形態〕
実習
定期試験を実施しない
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（予習：1.5時間）
パワーポイント形式で運動処方をまとめて発表す
る。
（復習：1.5時間）
重要ポイントに関して復習し、理解を深める。

授業科目名
英語科目名

スポーツと栄養
Nutrition and Sports Practice

授業形態
開講学期

対象学年

1

単位数

科目責任者
科目担当者

鈴木

2.0

良雄

授業概要
[授業全体の内容]
人間は、口から摂取した食品に含まれる栄養素や機能性成分に支えられている。栄養素はエネルギー源、身体
の材料となり、また代謝調節作用をもち、人間の成長、活動の源になっている。この授業科目では、栄養素の
役割や代謝について理解する。配布された資料に沿って栄養学の基礎とスポーツとの関りを学修する。本授業
はアクティブラーニングにより進めるので、受講生は事前配布資料を予習し、授業内で予習した内容を確認し
、復習する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識教養」、「医学的知識を備えたスポーツ指導者の育成
」、および「スポーツ指導現場に詳しい医科学研究者の育成」 という学位授与方針の達成に寄与する。。
[授業の到達目標]
1.栄養素の役割や代謝について説明できる。
2.スポーツと栄養の関りについて説明できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 栄養の概念を理解しているか。
2. 消化吸収と栄養素の体内動態について基礎的な仕組みを理解している。
3. 栄養素の代謝について基礎的な仕組みを理解している。
4. 自分に必要な栄養素とその摂取方法について基礎的な仕組みを理解している。
5. 運動と栄養素との関わりについて基礎的な仕組みを理解している。
[成績評価の方法]
授業態度・取り組む姿勢（20%）、毎回実施する小テスト（20%）、期末のテスト（60%）を総合して評価する
。
履修における留意事項
[履修要件]
特になし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
授業で使用するスライドはスポーツと栄養のホームページ[http://sakura.ww2.ne.jp/supoei.html] から各自
ダウンロードし、予習してから授業に臨むこと。
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の 授業を欠席扱いとする。 また、遅刻及
び早退3回で、1回分の欠席としてカウントする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
・授業中に実施した小テストは授業の中で解説する。
・疑問点や意見は、毎回び講義にて小テスト冊子にて回収し、個別もしくは講義の中でフィードバックする。
・期末テストは小テストの内容から抜粋するので、解答は事前に解説済である。
[テキスト・参考書等]
毎回の授業のスライドは授業のホームページを通じて配布する。
参考資料として『サイエンスビュー 生物総合資料 ―生物1・2理科総合B対応』（実教出版）を使用する。高
校の生物の資料集を既に持っていれば、この本でなくても良い。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］ 担当：鈴木良雄 E‑mail：yssuzuki[at]juntendo.ac.jp ※[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］ 日時：前期期間中の月曜日9:00から11：00 場所：1号館2階1223室 上記の時間帯には、
予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相談時間とかち合わないようにするため、できるだけ前日ま
でにE‑mailで予約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
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［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と 準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［資格との関連］
本科目はジュニアスポーツ指導員の講習免除資格、健康運動指導士の受験資格の必修科目で、アスレティック
トレーナー（AT）受験資格の選択必修科目である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
鈴木良雄
［予習・3時間］
1
（授業方法）
授業内容と進め方などについて 授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
解説する。
授業で使用する小テスト冊子に ［復習・１時間］
学籍番号、氏名、授業への期待 小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。
などを記入する。
鈴木良雄
2
栄養の概念〜栄養の概念につい ［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
て歴史的に学ぶ。
答を事前に準備すること。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト ［復習・１時間］
の回答を小テスト冊子に記入す 小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
鈴木良雄
3
エネルギー（１）〜エネルギー ［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
についてATPを中心に学ぶ。
答を事前に準備すること。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト ［復習・１時間］
の回答を小テスト冊子に記入す 小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
鈴木良雄
4
エネルギー（２）〜自分のエネ ［予習・3時間］
ルギー必要量の計算を通じてエ 授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
ネルギー必要量について学ぶ。 答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト 小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
の回答を小テスト冊子に記入す 返し、理解を深めておく。
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
鈴木良雄
5
エネルギー（３）〜基礎代謝に ［予習・3時間］
おいてエネルギーがどのように 授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
消費されているかを学ぶ。
［復習・１時間］
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト 小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
の回答を小テスト冊子に記入す 返し、理解を深めておく。
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
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6

鈴木良雄

7

鈴木良雄

8

鈴木良雄

9

鈴木良雄

10

鈴木良雄

炭水化物の消化・吸収と代謝（
１）〜糖質の消化・吸収につい
て学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
炭水化物の消化・吸収と代謝（
２）〜糖質がどのように代謝さ
れATPを産生するかを学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
炭水化物の消化・吸収と代謝（
３）〜ミトコンドリアでのATP
産生について学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
脂質の消化・吸収と代謝（１）
〜脂質の消化・吸収と栄養素と
しての役割について学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
脂質の消化・吸収と代謝（２）
〜引き続き脂質の役割について
学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
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［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

11

鈴木良雄

12

鈴木良雄

13

鈴木良雄

14

鈴木良雄

たんぱく質の消化・吸収と代謝
〜たんぱく質の消化・吸収・代
謝について学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
ビタミンとミネラル（１）〜ビ
タミンB群と抗酸化ビタミン・
ミネラルについて学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
ビタミンとミネラル（２）〜骨
代謝や体液調整に関与するビタ
ミン・ミネラルについて学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
スポーツサプリメント〜スポー
ツサプリメントの種類や機能性
を通じて食品の機能について学
ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
定期試験を実施する
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［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・5時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

授業科目名
英語科目名

スポーツと栄養
Nutrition and Sports Practice

授業形態
開講学期

対象学年

1

単位数

科目責任者
科目担当者

鈴木

2.0

良雄

授業概要
[授業全体の内容]
人間は、口から摂取した食品に含まれる栄養素や機能性成分に支えられている。栄養素はエネルギー源、身体
の材料となり、また代謝調節作用をもち、人間の成長、活動の源になっている。この授業科目では、栄養素の
役割や代謝について理解する。配布された資料に沿って栄養学の基礎とスポーツとの関りを学修する。本授業
はアクティブラーニングにより進めるので、受講生は事前配布資料を予習し、授業内で予習した内容を確認し
、復習する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識教養」、「医学的知識を備えたスポーツ指導者の育成
」、および「スポーツ指導現場に詳しい医科学研究者の育成」 という学位授与方針の達成に寄与する。。
[授業の到達目標]
1.栄養素の役割や代謝について説明できる。
2.スポーツと栄養の関りについて説明できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 栄養の概念を理解しているか。
2. 消化吸収と栄養素の体内動態について基礎的な仕組みを理解している。
3. 栄養素の代謝について基礎的な仕組みを理解している。
4. 自分に必要な栄養素とその摂取方法について基礎的な仕組みを理解している。
5. 運動と栄養素との関わりについて基礎的な仕組みを理解している。
[成績評価の方法]
授業態度・取り組む姿勢（20%）、毎回実施する小テスト（20%）、期末のテスト（60%）を総合して評価する
。
履修における留意事項
[履修要件]
特になし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
授業で使用するスライドはスポーツと栄養のホームページ[http://sakura.ww2.ne.jp/supoei.html] から各自
ダウンロードし、予習してから授業に臨むこと。
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の 授業を欠席扱いとする。 また、遅刻及
び早退3回で、1回分の欠席としてカウントする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
・授業中に実施した小テストは授業の中で解説する。
・疑問点や意見は、毎回び講義にて小テスト冊子にて回収し、個別もしくは講義の中でフィードバックする。
・期末テストは小テストの内容から抜粋するので、解答は事前に解説済である。
[テキスト・参考書等]
毎回の授業のスライドは授業のホームページを通じて配布する。
参考資料として『サイエンスビュー 生物総合資料 ―生物1・2理科総合B対応』（実教出版）を使用する。高
校の生物の資料集を既に持っていれば、この本でなくても良い。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］ 担当：鈴木良雄 E‑mail：yssuzuki[at]juntendo.ac.jp ※[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］ 日時：前期期間中の月曜日9:00から11：00 場所：1号館2階1223室 上記の時間帯には、
予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相談時間とかち合わないようにするため、できるだけ前日ま
でにE‑mailで予約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
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［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と 準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［資格との関連］
本科目はジュニアスポーツ指導員の講習免除資格、健康運動指導士の受験資格の必修科目で、アスレティック
トレーナー（AT）受験資格の選択必修科目である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
鈴木良雄
［予習・3時間］
1
（授業方法）
授業内容と進め方などについて 授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
解説する。
授業で使用する小テスト冊子に ［復習・１時間］
学籍番号、氏名、授業への期待 小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。
などを記入する。
鈴木良雄
2
栄養の概念〜栄養の概念につい ［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
て歴史的に学ぶ。
答を事前に準備すること。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト ［復習・１時間］
の回答を小テスト冊子に記入す 小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
鈴木良雄
3
エネルギー（１）〜エネルギー ［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
についてATPを中心に学ぶ。
答を事前に準備すること。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト ［復習・１時間］
の回答を小テスト冊子に記入す 小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
鈴木良雄
4
エネルギー（２）〜自分のエネ ［予習・3時間］
ルギー必要量の計算を通じてエ 授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
ネルギー必要量について学ぶ。 答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト 小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
の回答を小テスト冊子に記入す 返し、理解を深めておく。
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
鈴木良雄
5
エネルギー（３）〜基礎代謝に ［予習・3時間］
おいてエネルギーがどのように 授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
消費されているかを学ぶ。
［復習・１時間］
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト 小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
の回答を小テスト冊子に記入す 返し、理解を深めておく。
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
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6

鈴木良雄

7

鈴木良雄

8

鈴木良雄

9

鈴木良雄

10

鈴木良雄

炭水化物の消化・吸収と代謝（
１）〜糖質の消化・吸収につい
て学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
炭水化物の消化・吸収と代謝（
２）〜糖質がどのように代謝さ
れATPを産生するかを学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
炭水化物の消化・吸収と代謝（
３）〜ミトコンドリアでのATP
産生について学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
脂質の消化・吸収と代謝（１）
〜脂質の消化・吸収と栄養素と
しての役割について学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
脂質の消化・吸収と代謝（２）
〜引き続き脂質の役割について
学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
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［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

11

鈴木良雄

12

鈴木良雄

13

鈴木良雄

14

鈴木良雄

たんぱく質の消化・吸収と代謝
〜たんぱく質の消化・吸収・代
謝について学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
ビタミンとミネラル（１）〜ビ
タミンB群と抗酸化ビタミン・
ミネラルについて学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
ビタミンとミネラル（２）〜骨
代謝や体液調整に関与するビタ
ミン・ミネラルについて学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
スポーツサプリメント〜スポー
ツサプリメントの種類や機能性
を通じて食品の機能について学
ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
定期試験を実施する
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［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・5時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

授業科目名
英語科目名

スポーツと栄養
Nutrition and Sports Practice

授業形態
開講学期

対象学年

1

単位数

科目責任者
科目担当者

鈴木

2.0

良雄

授業概要
[授業全体の内容]
人間は、口から摂取した食品に含まれる栄養素や機能性成分に支えられている。栄養素はエネルギー源、身体
の材料となり、また代謝調節作用をもち、人間の成長、活動の源になっている。この授業科目では、栄養素の
役割や代謝について理解する。配布された資料に沿って栄養学の基礎とスポーツとの関りを学修する。本授業
はアクティブラーニングにより進めるので、受講生は事前配布資料を予習し、授業内で予習した内容を確認し
、復習する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識教養」、「医学的知識を備えたスポーツ指導者の育成
」、および「スポーツ指導現場に詳しい医科学研究者の育成」 という学位授与方針の達成に寄与する。。
[授業の到達目標]
1.栄養素の役割や代謝について説明できる。
2.スポーツと栄養の関りについて説明できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 栄養の概念を理解しているか。
2. 消化吸収と栄養素の体内動態について基礎的な仕組みを理解している。
3. 栄養素の代謝について基礎的な仕組みを理解している。
4. 自分に必要な栄養素とその摂取方法について基礎的な仕組みを理解している。
5. 運動と栄養素との関わりについて基礎的な仕組みを理解している。
[成績評価の方法]
授業態度・取り組む姿勢（20%）、毎回実施する小テスト（20%）、期末のテスト（60%）を総合して評価する
。
履修における留意事項
[履修要件]
特になし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
授業で使用するスライドはスポーツと栄養のホームページ[http://sakura.ww2.ne.jp/supoei.html] から各自
ダウンロードし、予習してから授業に臨むこと。
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の 授業を欠席扱いとする。 また、遅刻及
び早退3回で、1回分の欠席としてカウントする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
・授業中に実施した小テストは授業の中で解説する。
・疑問点や意見は、毎回び講義にて小テスト冊子にて回収し、個別もしくは講義の中でフィードバックする。
・期末テストは小テストの内容から抜粋するので、解答は事前に解説済である。
[テキスト・参考書等]
毎回の授業のスライドは授業のホームページを通じて配布する。
参考資料として『サイエンスビュー 生物総合資料 ―生物1・2理科総合B対応』（実教出版）を使用する。高
校の生物の資料集を既に持っていれば、この本でなくても良い。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］ 担当：鈴木良雄 E‑mail：yssuzuki[at]juntendo.ac.jp ※[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］ 日時：前期期間中の月曜日9:00から11：00 場所：1号館2階1223室 上記の時間帯には、
予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相談時間とかち合わないようにするため、できるだけ前日ま
でにE‑mailで予約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
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［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と 準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［資格との関連］
本科目はジュニアスポーツ指導員の講習免除資格、健康運動指導士の受験資格の必修科目で、アスレティック
トレーナー（AT）受験資格の選択必修科目である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
鈴木良雄
［予習・3時間］
1
（授業方法）
授業内容と進め方などについて 授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
解説する。
授業で使用する小テスト冊子に ［復習・１時間］
学籍番号、氏名、授業への期待 小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。
などを記入する。
鈴木良雄
2
栄養の概念〜栄養の概念につい ［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
て歴史的に学ぶ。
答を事前に準備すること。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト ［復習・１時間］
の回答を小テスト冊子に記入す 小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
鈴木良雄
3
エネルギー（１）〜エネルギー ［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
についてATPを中心に学ぶ。
答を事前に準備すること。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト ［復習・１時間］
の回答を小テスト冊子に記入す 小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
鈴木良雄
4
エネルギー（２）〜自分のエネ ［予習・3時間］
ルギー必要量の計算を通じてエ 授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
ネルギー必要量について学ぶ。 答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト 小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
の回答を小テスト冊子に記入す 返し、理解を深めておく。
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
鈴木良雄
5
エネルギー（３）〜基礎代謝に ［予習・3時間］
おいてエネルギーがどのように 授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
消費されているかを学ぶ。
［復習・１時間］
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト 小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
の回答を小テスト冊子に記入す 返し、理解を深めておく。
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
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6

鈴木良雄

7

鈴木良雄

8

鈴木良雄

9

鈴木良雄

10

鈴木良雄

炭水化物の消化・吸収と代謝（
１）〜糖質の消化・吸収につい
て学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
炭水化物の消化・吸収と代謝（
２）〜糖質がどのように代謝さ
れATPを産生するかを学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
炭水化物の消化・吸収と代謝（
３）〜ミトコンドリアでのATP
産生について学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
脂質の消化・吸収と代謝（１）
〜脂質の消化・吸収と栄養素と
しての役割について学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
脂質の消化・吸収と代謝（２）
〜引き続き脂質の役割について
学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
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［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

11

鈴木良雄

12

鈴木良雄

13

鈴木良雄

14

鈴木良雄

たんぱく質の消化・吸収と代謝
〜たんぱく質の消化・吸収・代
謝について学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
ビタミンとミネラル（１）〜ビ
タミンB群と抗酸化ビタミン・
ミネラルについて学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
ビタミンとミネラル（２）〜骨
代謝や体液調整に関与するビタ
ミン・ミネラルについて学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
スポーツサプリメント〜スポー
ツサプリメントの種類や機能性
を通じて食品の機能について学
ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
定期試験を実施する
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［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・5時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

授業科目名
英語科目名

スポーツと栄養
Nutrition and Sports Practice

授業形態
開講学期

対象学年

1

単位数

科目責任者
科目担当者

鈴木

2.0

良雄

授業概要
[授業全体の内容]
人間は、口から摂取した食品に含まれる栄養素や機能性成分に支えられている。栄養素はエネルギー源、身体
の材料となり、また代謝調節作用をもち、人間の成長、活動の源になっている。この授業科目では、栄養素の
役割や代謝について理解する。配布された資料に沿って栄養学の基礎とスポーツとの関りを学修する。本授業
はアクティブラーニングにより進めるので、受講生は事前配布資料を予習し、授業内で予習した内容を確認し
、復習する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識教養」、「医学的知識を備えたスポーツ指導者の育成
」、および「スポーツ指導現場に詳しい医科学研究者の育成」 という学位授与方針の達成に寄与する。。
[授業の到達目標]
1.栄養素の役割や代謝について説明できる。
2.スポーツと栄養の関りについて説明できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 栄養の概念を理解しているか。
2. 消化吸収と栄養素の体内動態について基礎的な仕組みを理解している。
3. 栄養素の代謝について基礎的な仕組みを理解している。
4. 自分に必要な栄養素とその摂取方法について基礎的な仕組みを理解している。
5. 運動と栄養素との関わりについて基礎的な仕組みを理解している。
[成績評価の方法]
授業態度・取り組む姿勢（20%）、毎回実施する小テスト（20%）、期末のテスト（60%）を総合して評価する
。
履修における留意事項
[履修要件]
特になし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
授業で使用するスライドはスポーツと栄養のホームページ[http://sakura.ww2.ne.jp/supoei.html] から各自
ダウンロードし、予習してから授業に臨むこと。
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の 授業を欠席扱いとする。 また、遅刻及
び早退3回で、1回分の欠席としてカウントする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
・授業中に実施した小テストは授業の中で解説する。
・疑問点や意見は、毎回び講義にて小テスト冊子にて回収し、個別もしくは講義の中でフィードバックする。
・期末テストは小テストの内容から抜粋するので、解答は事前に解説済である。
[テキスト・参考書等]
毎回の授業のスライドは授業のホームページを通じて配布する。
参考資料として『サイエンスビュー 生物総合資料 ―生物1・2理科総合B対応』（実教出版）を使用する。高
校の生物の資料集を既に持っていれば、この本でなくても良い。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］ 担当：鈴木良雄 E‑mail：yssuzuki[at]juntendo.ac.jp ※[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］ 日時：前期期間中の月曜日9:00から11：00 場所：1号館2階1223室 上記の時間帯には、
予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相談時間とかち合わないようにするため、できるだけ前日ま
でにE‑mailで予約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
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［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と 準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［資格との関連］
本科目はジュニアスポーツ指導員の講習免除資格、健康運動指導士の受験資格の必修科目で、アスレティック
トレーナー（AT）受験資格の選択必修科目である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
鈴木良雄
［予習・3時間］
1
（授業方法）
授業内容と進め方などについて 授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
解説する。
授業で使用する小テスト冊子に ［復習・１時間］
学籍番号、氏名、授業への期待 小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。
などを記入する。
鈴木良雄
2
栄養の概念〜栄養の概念につい ［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
て歴史的に学ぶ。
答を事前に準備すること。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト ［復習・１時間］
の回答を小テスト冊子に記入す 小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
鈴木良雄
3
エネルギー（１）〜エネルギー ［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
についてATPを中心に学ぶ。
答を事前に準備すること。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト ［復習・１時間］
の回答を小テスト冊子に記入す 小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
鈴木良雄
4
エネルギー（２）〜自分のエネ ［予習・3時間］
ルギー必要量の計算を通じてエ 授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
ネルギー必要量について学ぶ。 答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト 小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
の回答を小テスト冊子に記入す 返し、理解を深めておく。
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
鈴木良雄
5
エネルギー（３）〜基礎代謝に ［予習・3時間］
おいてエネルギーがどのように 授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
消費されているかを学ぶ。
［復習・１時間］
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト 小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
の回答を小テスト冊子に記入す 返し、理解を深めておく。
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
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6

鈴木良雄

7

鈴木良雄

8

鈴木良雄

9

鈴木良雄

10

鈴木良雄

炭水化物の消化・吸収と代謝（
１）〜糖質の消化・吸収につい
て学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
炭水化物の消化・吸収と代謝（
２）〜糖質がどのように代謝さ
れATPを産生するかを学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
炭水化物の消化・吸収と代謝（
３）〜ミトコンドリアでのATP
産生について学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
脂質の消化・吸収と代謝（１）
〜脂質の消化・吸収と栄養素と
しての役割について学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
脂質の消化・吸収と代謝（２）
〜引き続き脂質の役割について
学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
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［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

11

鈴木良雄

12

鈴木良雄

13

鈴木良雄

14

鈴木良雄

たんぱく質の消化・吸収と代謝
〜たんぱく質の消化・吸収・代
謝について学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
ビタミンとミネラル（１）〜ビ
タミンB群と抗酸化ビタミン・
ミネラルについて学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
ビタミンとミネラル（２）〜骨
代謝や体液調整に関与するビタ
ミン・ミネラルについて学ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
スポーツサプリメント〜スポー
ツサプリメントの種類や機能性
を通じて食品の機能について学
ぶ。
（授業方法）
予習にて準備してきた小テスト
の回答を小テスト冊子に記入す
る。
授業の内容を事前配布したスラ
イド、ノート等にまとめ、疑問
点や意見・感想を小テスト冊子
に記入して提出する。
定期試験を実施する
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［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・１時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

［予習・3時間］
授業で使用するスライドを読んで、小テストの回
答を事前に準備すること。
［復習・5時間］
小テストで間違えたところを中心に授業内容を見
返し、理解を深めておく。

授業科目名
英語科目名

動作分析法演習
[Dosa]Analysis Laboratory

授業形態
開講学期

対象学年

4

単位数

2.0

科目責任者 柳谷 登志雄
科目担当者
柳谷登志雄・宮本直和
授業概要
[授業全体の内容]
身体動作（スポーツ動作）に関する運動学的、キネマティクス的およびキネティクス的な分析方法を学びます
。
授業ではスポーツに関する映像の撮影記録方法、分析方法、分析ソフトウェアの使用方法を学ぶとともに、こ
れらの方法を用いて、実際にスポーツ動作を分析し、さらに運動実施者にフィードバックし、動作の修正を試
みるところまで行います。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力との関連]
この科目は、スポーツ科学分野における専門的な知識・技能」およびスポーツ科学の知識に基づき、現場で指
導できる応力ないしは研究できる能力」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
１．スポーツ動作の上達や熟練者・未熟練者の相違について、スポーツ医科学分野の用語を使って説明できる
。
2.スポーツ動作を記録するためのビデオ機器や分析するためのPCソフトウェアの操作方法を習得することが出
来る。
３．自分のクラブでの練習や試合の映像をスマートフォンやビデオカメラで撮影して、分析することが出来る
ようになる。
４．卒業論文において、映像解析による動作分析ができるようになる。
5．スポーツ科学研究を行うための課題を解決、視点や基礎知識を習得するための方策を立案できる。
成績評価
[成績評価の基準]
１． 授業で配布するプリントでの課題作成により基礎知識を整理する。（授業課題レポート）
２． スポーツバイオメカニクスおよび運動学分野における基本的な用語の意味を理解している（授業課題レ
ポート）。
３．授業中の発言やグループワークの取材状況によって受講態度を評価する。
[ 成績評価の方法］
授業レポート（5０％）、定期試験（40%）、平常点（10%）
履修における留意事項
［履修要件］
スポーツバイオメカニクス（講義）を既に学習していることが望ましい。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
毎回出席をとる。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバック方法］
課題レポートは数週間以内に返却する。評価や助言を各受講生へフィードバックする。
定期試験については、 Juntendo Passortを使って解説する。
［参考図書］
バイオメカニクス２０講／阿江通良・藤井範久著、朝倉書店
連絡先とオフィスアワー
[連絡先］
担当：柳谷登志雄
E‑mail：tyanagi(アットマーク)juntendo.ac.jp
(アットマーク)は@
[オフィスアワー ］
火曜日４時限目および昼休み
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備考
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
柳谷登志雄
1
身体動作分析・スポーツ動作分 履修予定者には事前に資料を配布する予定である
宮本直和
。
析とは
授業までに必ず目を通して予習をすること。（60
分）
学習内容を基づいた課題に取り組む（60分）
柳谷登志雄
予習：作成したレポートノートに目を通す。（60
2
身体運動の記録方法
宮本直和
【この回の授業で出てくる用語 分）
復習：学習内容を基づいた課題に取り組む（60分
】
）
カメラ・静止画・動画
柳谷登志雄
3
身体運動のモデリング（二次元 予習：作成したレポートノートに目を通す。（60
宮本直和
分）
解析）
【この回の授業で出てくる用語 復習：学習内容を基づいた課題に取り組む（60分
）
】
二次元解析
平面
柳谷登志雄
予習：作成したレポートノートに目を通す。（60
4
モルフォロギー的分析
宮本直和
【この回の授業で出てくる用語 分）
復習：学習内容を基づいた課題に取り組む（60分
】
）
モルフォロギー
印象
柳谷登志雄
予習：作成したレポートノートに目を通す。（60
5
キネマティクス的分析
宮本直和
【この回の授業で出てくる用語 分）
復習：学習内容を基づいた課題に取り組む（60分
】
）
時間，変位，速度，同期
柳谷登志雄
予習：作成したレポートノートに目を通す。（60
6
キネティクス的分析
宮本直和
【この回の授業で出てくる用語 分）
復習：学習内容を基づいた課題に取り組む（60分
】
）
運動方程式
柳谷登志雄
予習：作成したレポートノートに目を通す。（60
7
身体運動の修正１
宮本直和
【この回の授業で出てくる用語 分）
復習：学習内容を基づいた課題に取り組む（60分
】
）
多画面解析
柳谷登志雄
予習：作成したレポートノートに目を通す。（60
8
身体運動の修正２
宮本直和
【この回の授業で出てくる用語 分）
復習：学習内容を基づいた課題に取り組む（60分
】
）
多画面解析・同期・比較
柳谷登志雄
予習：作成したレポートノートに目を通す。（60
9
身体運動の記録と比較１
宮本直和
【この回の授業で出てくる用語 分）
復習：学習内容を基づいた課題に取り組む（60分
】
）
ソフトウェア、多画面解析
柳谷登志雄
予習：作成したレポートノートに目を通す。（60
10
身体運動の記録と比較２
宮本直和
分）
復習：学習内容を基づいた課題に取り組む（60分
）
柳谷登志雄
予習：作成したレポートノートに目を通す。（60
11
身体運動の記録と比較3
宮本直和
分）
復習：学習内容を基づいた課題に取り組む（60分
）
柳谷登志雄
予習：作成したレポートノートに目を通す。（60
12
身体運動のモデリング
宮本直和
【この回の授業で出てくる用語 分）
復習：学習内容を基づいた課題に取り組む（60分
】
）
ボディモデル
柳谷登志雄
予習：作成したレポートノートに目を通す。（60
13
三次元解析１
宮本直和
【この回の授業で出てくる用語 分）
復習：学習内容を基づいた課題に取り組む（60分
】
）
DLT法
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14

柳谷登志雄
宮本直和

予習：作成したレポートノートに目を通す。（60
分）
復習：学習内容を基づいた課題に取り組む（60分
）

三次元解析２
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授業科目名
英語科目名

発育発達
Growth development

授業形態
開講学期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 鈴木 宏哉
科目担当者
稀代 雅彦
授業概要
［授業全体の内容］
発育発達の講義では，第1に，発育発達途上にある新生児期・乳幼児期・学童期・思春期における子どもの
身体的・精神的疾患，問題及びその対処法について理解すること，第2に，幼児期・学童期・思春期に焦点を
あて，この頃の子どもの体力・運動能力，運動習慣の実態，それらを規定する要因について理解することを目
的とする．
第1に，医学的視点から子どもにおける身体的・精神的疾患，問題及びその対処法について解説する．第2に
，体力学及び運動発達的視点から子どもにおける体力・運動能力，運動習慣の実態，それらを規定する要因に
ついて解説する．最後に子どもにおける身体教育の在り方を議論する．
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
本講義では，発育発達途上にある新生児期・乳幼児期・学童期・思春期における子どもに関する医学的知識
を備えたスポーツ指導者の育成を目指す．その上で，子どもの発育発達に関するスポーツ健康科学を中心とし
た幅広い知識と教養は必要不可欠であり，その習得を目指す．
［授業の到達目標］
1．発育発達途上にある子どもの身体的・精神的疾患，問題及びその対処法について説明できる．
2．子どもの体力・運動能力，運動習慣の実態，それらを規定する要因について説明することができる．
3．医学的視点と体力学及び運動発達的視点を踏まえた子どもにおける身体教育の在り方について説明できる
．
成績評価
［成績評価の基準］
・子どもの身体的・精神的疾患，問題及びその対処法について説明できる（定期試験）
・子どもの体力・運動能力，運動習慣の実態，それらを規定する要因について説明できる（レポート課題）
［成績評価の方法］
定期試験（80％），課題レポート（20％）により評価する．なお，授業態度・取り組み姿勢が悪いと判断し
た場合，減点の対象とする．
履修における留意事項
［履修要件］
特になし．
［履修上の注意（科目独自のルール）］
特になし．
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法）］
レポート課題に対しては提出された後の授業の中で解説を行う．また定期試験の模範解答はJ‑PASS上で示す．
［テキスト・参考書等］
プリントを授業の時に配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：鈴木
E‑mail：ko‑suzuki@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：月曜日 10：30〜12時
場所：スポーツ健康医科学研究所3階9303室
備考
［学修時間］
この授業は，講義の授業形態による2単位の科目であり，授業30時間と準備学修60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する．
［その他］
この授業科目は，社会体育指導者に関する科目として位置付けられています．
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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1

稀代
鈴木

雅彦
宏哉

2

稀代
鈴木

雅彦
宏哉

3

稀代
鈴木

雅彦
宏哉

4

稀代
鈴木

雅彦
宏哉

5

稀代
鈴木

雅彦
宏哉

6

稀代
鈴木

雅彦
宏哉

7

稀代
鈴木

雅彦
宏哉

8

稀代
鈴木

雅彦
宏哉

9

稀代
鈴木

雅彦
宏哉

［授業内容］
発育発達の学問領域と授業計画
について概観する．
［授業方法］
発育発達にまつわる疑問につい
てワークシートを用いながら議
論する．
［授業内容］
子どもの循環器疾患について学
習する．
［授業方法］
子どもの心臓疾患と対応法につ
いて解説する．
［授業内容］
子どもにおける応急手当につい
て学習する．
［授業方法］
子どもにおける心肺蘇生につい
て解説する．
［授業内容］
子どもの精神発達について学習
する．
［授業方法］
子どもの精神発達に関する正常
と異常について解説する．
［授業内容］
子どもにおける虐待について学
習する．
［授業方法］
乳児期から思春期までの虐待の
特徴とその影響について解説す
る．
［授業内容］
子どもにおける栄養問題につい
て学習する．
［授業方法］
成長・発達に不可欠な小児の栄
養について解説する．
［授業内容］
子どもの脱水症と熱中症につい
て学習する．
［授業方法］
子どもにおける腎臓の疾患や体
液の平衡を保つ仕組みについて
解説する．
［授業内容］
発育発達期のからだについて学
習する．
［授業方法］
子どもにおける形態の発育と機
能の発達について解説する．
［授業内容］
子どもの体力・運動能力の現状
とその影響について学習する．
［授業方法］
過去と現在の違いや子どもの頃
の体力・運動能力向上の在り方
について解説する．
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（予習：3時間）J‑PASS上の当該資料を予め読み
，子どものスポーツ指導における疑問を列挙し，
今日的問題についても調べておく．
（復習：1時間）授業資料にある授業計画を再度
読み，授業全体のイメージをつかむ．

（予習：2時間）子どもの心臓に関する時事問題
を調べておく．
（復習：2時間）子どもの心臓疾患と対応法の具
体例について整理する．

（予習：2時間）子どもの突然死に関する時事問
題を調べておく．
（復習：2時間）子どもにおける心臓蘇生法の具
体的方法について整理する．

（予習：2時間）発達障害に関する時事問題を調
べておく．
（復習：2時間）子どもの精神発達のプロセスと
代表的な発達障害について整理する．

（予習：2時間）児童虐待に関する時事問題を調
べておく．
（復習：2時間）児童虐待の分類とその予防策に
ついて整理する．

（予習：2時間）日本人の食事摂取基準（2015年
版）について調べておく．
（復習：2時間）栄養不良がもたらす影響と必要
所要量について整理する．

（予習：2時間）成人における熱中症の分類と症
状について調べておく．
（復習：2時間）子どもと成人における脱水症や
熱中症の違いについて整理する．

（予習：3時間）J‑PASS上の当該資料を予め読み
，関連する時事問題を調べておく．
（復習：3時間）形態・機能の発育発達の違いを
整理する．

（予習：2時間）J‑PASS上の当該資料を予め読み
，関連する時事問題を調べておく．
（復習：2時間）子どもの頃の体力・運動能力向
上の在り方について整理する．

10

稀代
鈴木

雅彦
宏哉

11

稀代
鈴木

雅彦
宏哉

12

稀代
鈴木

雅彦
宏哉

13

稀代
鈴木

雅彦
宏哉

14

稀代
鈴木

雅彦
宏哉

［授業内容］
子どもの運動実施状況及び健康
との関連について学習する．
［授業方法］
過去と現在の子どもが置かれて
いる状況の違い，そしてその影
響について解説する．
［授業内容］
子どもが成人するまでの運動実
施状況の推移とそれに関連する
要因について学習する．
［授業方法］
「運動習慣が持ち越されること
」について解説する．
［授業内容］
子どもにおける運動の好き嫌い
の実態とその関連要因について
学習する．
［授業方法］
数名のグループを作り，なぜ運
動が好きなのか嫌いなのかを議
論しつつ，運動場面の在り方を
解説する．
［授業内容］
子どもにおける運動・スポーツ
の価値について学習する．
［授業方法］
医学的視点と体力学及び運動発
達的視点を踏まえて運動・スポ
ーツ場面を通した子どもの成長
について解説する．
［授業内容］
発育発達期の運動処方について
学習する．
［授業方法］
発育発達期の特性を踏まえ，い
つ，どんな運動プログラムを提
供すべきかについて解説する．
定期試験
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（予習：2時間）J‑PASS上の当該資料を予め読み
，関連する時事問題を調べておく．
（復習：2時間）環境が子どもの運動習慣に及ぼ
す影響について整理する．

（予習：2時間）J‑PASS上の当該資料を予め読み
，関連する時事問題を調べておく．
（復習：2時間）長期的視点で運動習慣を捉える
ことの必要性について整理する．

（予習：2時間）J‑PASS上の当該資料を予め読み
，関連する時事問題を調べておく．
（復習：2時間）運動の好き嫌いの機序について
整理する．

（予習：2時間）J‑PASS上の当該資料を予め読み
，関連する時事問題を調べておく．
（復習：2時間）子どもの成長に対する運動・ス
ポーツの価値について整理する．

（予習：3時間）J‑PASS上の当該資料を予め読み
，関連する時事問題を調べておく．
（復習：3時間）子どもにおける運動プログラム
の考え方について整理する．

授業科目名
英語科目名

老化と運動
Aging and Exercise

授業形態
開講学期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 安藤 誠一郎
科目担当者
安藤 誠一郎、福 典之
授業概要
［授業全体の内容］
我が国では世界に先駆けて超高齢社会に突入している。それに伴い様々な老化に関連した疾患（生活習慣病
、メタボリックシンドローム、虚血性心疾患、脳血管疾患ならびにサルコペニアなど）が増加しており、これ
らの疾患に関する予防対策が必要である。
人生において必然的に避けることができない老化・加齢の問題について、生物学、医学、社会学などといっ
た多方面の分野から捉えつつ、運動との関連を考察することを目標にする。具体的には、老化の理論を基礎的
な知識とし、疾病との関与について講義を行う。また、老化に関連した疾病や表現型に対する運動の効果につ
いて講義を行う。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
老化に関連した疾患の発症メカニズムを習得し、スポーツや運動によって老化に伴って増加する疾患をどの
ようにして予防できるかについての知識を深める。
［授業の到着目標］
１．老化によって起こる生理的な変化とそれに対する運動の役割について説明することができる。
２．老化のメカニズムと疾患の関連とそれらに影響を及ぼす運動の役割について説明することができる。
成績評価
［成績評価の基準］
１．老化のメカニズムの概略とそれに対する運動の影響を正しく理解し、説明できるか。
２．老化と関与する疾患ならびにそれらに影響を及ぼす運動の役割について理解し、説明できるか。
［成績評価の基準］
定期試験で評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
特になし
［履修上の注意（科目独自のルール）］
特になし
［課題（試験・レポート等）に対するフィードバックの方法］
講義毎に行う小テストによって理解力を確認し、適宜内容の説明を行う。
［テキスト・参考図書］
老年医学テキスト 日本老年医学会編（メディカルビュー社）、香川靖雄 老化のバイオサイエンス（羊土社）
は参考図書である。その他、授業ごとに、適宜、資料を配付する。
連絡先とオフィスアワー
安藤：授業時間前に控室で（授業後も短時間であれば可）。メールで事前に予約が望ましい（matho@juntendo
.ac.jp）
福：メールでの問い合わせが望ましい（noriyuki.fuku@nifty.com）
上記の時間帯には、予約なしの質問や相談に応じますが、他の学生の相談時間と重複した場合は、事前にE‑ma
ilで予約した学生を優先する。
備考
［学修時間］
本授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修と必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
本授業は、「社会体育指導者に関する科目」のうち「健康運動指導士」の資格取得に関する科目である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

安藤 誠一郎（以 ［授業内容］
降同）
老化と寿命のしくみ

（予習：3時間）
該当項目について予め調べる。

［授業方法］
授業中に配布するプリントに沿
って講義を進める。
［授業内容］
老化に伴う変化と疾病（１）
ー精神神経系ー
［授業方法］
授業中に配布するプリントに沿
って講義を進める。
［授業内容］
老化に伴う変化と疾病（２）
ー内分泌とホルモン（前編）ー
［授業方法］
授業中に配布するプリントに沿
って講義を進める。
［授業内容］
老化に伴う変化と疾病（３）
ー内分泌とホルモン（後編）ー
［授業方法］
授業中に配布するプリントに沿
って講義を進める。
［授業内容］
老化に伴う変化と疾病（４）
ー心臓、肺、血管系ー
［授業方法］
授業中に配布するプリントに沿
って講義を進める。
［授業内容］
老化に伴う変化と疾病（５）
ー消化吸収ー
［授業方法］
授業中に配布するプリントに沿
って講義を進める。
［授業内容］
老化に伴う変化と疾病（６）
ー筋骨格系、その他ー
［授業方法］
授業中に配布するプリントに沿
って講義を進める。
福典之（以降同） ［授業内容］
老化・生活習慣病と体力
［授業方法］
授業中に配布するプリントに沿
って講義を進める。
［授業内容］
筋の老化と運動

（復習：1時間）
授業内容をまとめ、小テスト（授業最後の練習問
題）について理解を深める。
（予習：3時間）
該当項目について予め調べる。
（復習：1時間）
授業内容をまとめ、小テスト（授業最後の練習問
題）について理解を深める。
（予習：3時間）
該当項目について予め調べる。
（復習：1時間）
授業内容をまとめ、小テスト（授業最後の練習問
題）について理解を深める。
（予習：3時間）
該当項目について予め調べる。
（復習：1時間）
授業内容をまとめ、小テスト（授業最後の練習問
題）について理解を深める。
（予習：3時間）
該当項目について予め調べる。
（復習：1時間）
授業内容をまとめ、小テスト（授業最後の練習問
題）について理解を深める。
（予習：3時間）
該当項目について予め調べる。
（復習：1時間）
配付資料や図書館の資料を元に授業内容をまとめ
、理解を深める。
（予習：3時間）
該当項目について予め調べる。
（復習：1時間）
配付資料や図書館の資料を元に授業内容をまとめ
、理解を深める。
（予習：3時間）
該当項目について予め調べる。
（復習：1時間）
配付資料や図書館の資料を元に授業内容をまとめ
、理解を深める。
（予習：3時間）
該当項目について予め調べる。

（復習：1時間）
［授業方法］
授業中に配布するプリントに沿 配付資料や図書館の資料を元に授業内容をまとめ
、理解を深める。
って講義を進める。
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10

11

12

13

14

15

［授業内容］
骨の老化と運動

（予習：3時間）
該当項目について予め調べる。

［授業方法］
授業中に配布するプリントに沿
って講義を進める。
［授業内容］
ミトコンドリアの老化と運動

（復習：1時間）
配付資料や図書館の資料を元に授業内容をまとめ
、理解を深める。
（予習：3時間）
該当項目について予め調べる。

［授業方法］
授業中に配布するプリントに沿
って講義を進める。
［授業内容］
がんと運動

（復習：1時間）
配付資料や図書館の資料を元に授業内容をまとめ
、理解を深める。
（予習：3時間）
該当項目について予め調べる。

［授業方法］
授業中に配布するプリントに沿
って講義を進める。
［授業内容］
老化関連遺伝子と運動

（復習：1時間）
配付資料や図書館の資料を元に授業内容をまとめ
、理解を深める。
（予習：3時間）
該当項目について予め調べる。

［授業方法］
授業中に配布するプリントに沿
って講義を進める。
［授業内容］
体力に関連する遺伝子と老化

（復習：1時間）
配付資料や図書館の資料を元に授業内容をまとめ
、理解を深める。
（予習：3時間）
該当項目について予め調べる。

（復習：1時間）
［授業方法］
授業中に配布するプリントに沿 配付資料や図書館の資料を元に授業内容をまとめ
、理解を深める。
って講義を進める。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

スポーツバイオメカニクス実験実習
Biomechanics Lab.Work

授業形態
開講学期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 柳谷 登志雄
科目担当者
柳谷登志雄・宮本直和・窪田敦之
授業概要
[授業全体の内容]
この授業では、最新の実験装置を使って実験装置を使ってスポーツ動作や現象を記録して分析する方法を実習
します。
前期に開講しているスポーツバイオメカニクス（講義）で学習した理論を実験にデータを取得して実践します
。
実験では、お互いに被験者（運動するヒト）と検者（記録するヒト）を担当しあい、自身のデータを分析し、
レポートを作成します。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力との関連]
この科目は、スポーツ科学分野における専門的な知識・技能」およびスポーツ科学の知識に基づき、現場で指
導できる応力ないしは研究できる能力」という学位授与方針の達成に寄与します。
［授業の到達目標］
この授業を履修することにより、卒業論文ではバイオメカニクス的実験手法を用いた研究に取り組むことがで
出来るようになることを目標にします。また、卒業後には、学校教育現場やスポーツ指導現場などにおいて、
ビデオカメラや映像分析を用いたパフォーマンスの評価が出来るようになります。
この授業で習得した知識や能力は、将来、スポーツの指導を行う人にとっては理論に基づく指導が出来るよう
になります。また、スポーツ用品メーカーでの研究開発や大学などでの研究者を目指す学生には、実験研究の
基礎知識を身につけることが出来るようになります。
成績評価
[成績評価の基準]
１． 半期において幾つか行う実験課題に取り組みレポートを作成します。このレポートの提出状況および完
成度により評価を行います。
２． 実験がきちんと行えているかを評価します。
3．データ分析の方法を理解しているか、きちんと分析がなされているかを評価します。
4.分析したデータをもとにレポートが書かれているかを評価します。
[ 成績評価の方法］
授業レポート（70点）, 平常点（30点）
履修における留意事項
［履修要件］
前期に開講する講義科目「スポーツバイオメカニクス」を履修していること。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
授業は実験をしてデータを解析することを繰り返していきます。従って、実験の週を休んでしまうと、翌週か
らのデータを解析することができません。そのため、３年後期に教育実習で４回以上欠席をすることが決って
いる学生さんは３年時に履修せず、４年時に履修することをおすすめします。
実験データを解析しますが、将来的に自分のノートパソコンを使ってデータ解析を行えるようにするため、授
業でも出来るだけ各自のパソコンを使用してもらいます。
［課題に対するフィードバックの方法］
実験結果をもとにプレゼンテーションを行ってもらい、口頭でコメントをしてフィードバックします。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
tyanagi [at] juntendo.ac.jp
[ オフィスアワー］
火曜日２・３時限目
水曜日放課後（授業後）
備考
［学修時間］
この授業は，実験実習による2単位の科目であり，授業30時間と準備学修60時間の計90時間の学修を必要と
する内容をもって構成する．
［その他］
授業計画 【授業内容と準備学習等】
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授業回数 担当
柳谷登志雄
1
宮本直和
窪田敦之
柳谷登志雄
2
宮本直和
窪田敦之

3

柳谷登志雄
宮本直和
窪田敦之

4

柳谷登志雄
宮本直和
窪田敦之

5

柳谷登志雄
宮本直和
窪田敦之

6

柳谷登志雄
宮本直和
窪田敦之

7

柳谷登志雄
宮本直和
窪田敦之

8

柳谷登志雄
宮本直和
窪田敦之

授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
バイオメカニクス実験実習で行 予習：授業開始前に配布する資料に目を通す。（
６０分）
う実験手法の説明
復習：実験ノートを作成する（６０分）
ビデオカメラを用いたスポーツ 予習：実験計画書を作成する（６０分）
復習：実験レポートを作成する
（６０分）
動作の記録と修正
「サッカーのキックで無回転シ
ュートを成功させる」課題に対
して高速度ビデオを用いて動作
を記録し、映像を確認・修正し
て成功させる。
用いる機材：高速度ビデオカメ
ラ
Quick Time Player （Apple社 予習：実験計画書を作成する（６０分）
（６０分）
製）を用いてスポーツ動作映像 復習：実験レポートを作成する
の再生，比較，分析を学ぶ。
学習内容：動画フォーマットと
ソフトウェア
予習：実験計画書を作成する（６０分）
ランニング動作の分析実験
（６０分）
トレッドミルランニングの動作 復習：実験レポートを作成する
をハイスピードビデオカメラを
用いて撮影する。
学習内容：ハイスピードカメラ
の設定
予習：実験計画書を作成する（６０分）
ランニング動作の分析実験
（６０分）
前回撮影した映像を、動作分析 復習：実験レポートを作成する
ソフトウェア Kinovea を用い
て分析する
予習：実験計画書を作成する（６０分）
ランニング動作の分析実験
（６０分）
トレッドミルランニングの動作 復習：実験レポートを作成する
をハイスピードビデオカメラを
用いて撮影する。
ボディマーカー（反射マーカー
）とライトを用いて動作分析に
適した映像を撮影する
学習内容：ボディランドマーカ
ーの貼付
予習：実験計画書を作成する（６０分）
ランニング動作の分析実験
（６０分）
前回撮影した映像を、動作分析 復習：実験レポートを作成する
ソフトウェア Kinovea を用い
て分析する 。
ランドマーカーのパターンマッ
チングによるデジタイズに自動
追尾の機能を用いる。データの
平滑化を学ぶ。
キネマティクス変数を読み取る
。
ランニング時の地面反力の測定 予習：実験計画書を作成する（６０分）
（６０分）
フォーストレッドミル（フォー 復習：実験レポートを作成する
スプレート内蔵型トレッドミル
）によるランニング中の地面反
力の測定を行う。
また、単体のフォースプレート
を用いて、フォースプレート
の特性を学ぶ
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9

柳谷登志雄
宮本直和
窪田敦之

10

柳谷登志雄
宮本直和
窪田敦之

11

柳谷登志雄
宮本直和
窪田敦之

12

柳谷登志雄
宮本直和
窪田敦之

13

柳谷登志雄
宮本直和
窪田敦之

14

柳谷登志雄
宮本直和
窪田敦之

ランニングの地面反力の解析 予習：実験計画書を作成する（６０分）
（６０分）
前回の実験で計測したランニン 復習：実験レポートを作成する
グ時の地面反力データを解析す
る。
使用ソフト：Microsoft EXCEL
ほか
予習：実験計画書を作成する（６０分）
ジャンプ動作の動作解析
（６０分）
垂直跳びの地面反力の測定、ビ 復習：実験レポートを作成する
デオ映像の解析を通して、反動
動作の効果を求めるためのデー
タの取得
使用機材：フォースプレート、
高速度ビデオカメラ
予習：実験計画書を作成する（６０分）
ジャンプ動作の動作解析
（６０分）
垂直跳びの地面反力の測定、ビ 復習：実験レポートを作成する
デオ映像の解析を通して、反動
動作の効果を求めるデータの解
析
使用ソフト：動作解析ソフトFr
ame DiasV
関節動作のバイオメカニクス 予習：実験計画書を作成する（６０分）
（６０分）
ダイナモメータを用いて最大関 復習：実験レポートを作成する
節トルクを測定する。
関節トルクから筋力を求める。
関節角度と最大筋力との関係を
調べる。
超音波画像診断装置（エコー）
を用いて、筋厚を計測し、筋厚
と最大筋力との関係を調べる。
予習：実験計画書を作成する（６０分）
関節の力発揮特性２
（６０分）
関節の等張性筋力発揮における 復習：実験レポートを作成する
力‑速度関係を実験で求める。
使用機材：ダイナモメータ,ハ
イスピードビデオカメラ,ゴニ
オメータ
光電管システムを用いたスプリ 予習：実験計画書を作成する（６０分）
復習：実験レポートを作成する
（６０分）
ント走の能力の評価と修正
使用機材： OPTJUMP Next
定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

生理学実験実習
Physiology Lab.Work

授業形態
開講学期

実習
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 和気 秀文
科目担当者
山中 航、光川 眞壽
授業概要
[授業全体の内容]
様々な生物標本を用いた実験実習を通して、生命現象の仕組みについて論理的に理解する。また自然科学系実
験に必要な基礎知識を養う。①生理学系実験技術（実験準備、標本作製、機器操作など）、②生体ならびに器
官や組織レベルでの生命現象の観察方法、③定性・定量的データ処理方法、④結果の解釈と考察方法、⑤レポ
ート作成方法、および⑥研究成果発表方法について解説する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
生理学は基礎医学の中心に位置する学問である。本実習を通じて生体機能の仕組みについて理解を深め、「ス
ポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を高めるとともに、生物標本を用い
た実験実習を通して、「協働で課題を解決するために必要なコミュニケーション能力」や「スポーツや健康の
分野で指導的な役割を果たすために必要な高い倫理観」を育む。スポーツ科学科においては、「スポーツ医科
学とコーチング科学を中心としたスポーツ科学についての知識と技能 」および「スポーツ科学の知識に基づ
き、現場で指導できる能力ないしは研究できる能力」という学位授与方針の達成にも寄与する。
[授業の到達目標]
１．生命現象の観察方法について説明することができる。
２．観察した生命現象を定量的および定性的に表現することができる。
３．観察した生命現象の考えられる仕組みについて論理的に説明すること ができる。
４．生命科学系実験実習のレポートを適切に作成し、かつ口頭で発表することができる。
成績評価
[成績評価の基準]
生理学系実験技術を正しく理解し、実験結果を適切に表現し、かつ十分な考察がなされているか。生理学に関
する十分な知識を習得しているか。
[成績評価の方法]
レポート（70 %）、発表会の成績（20%）および実習態度（10%）をもとに評価する。出席加点はないが、出席
した項目についてはレポート作成の前提となる 観察 が行われていないので、原則レポート提出が認められ
ない。そのため最終評価は、出席した分だけ下がることになるので注意すること。
履修における留意事項
[履修要件]
１．本実習では 生物試料を扱うため、その教育的意義を理解できる者のみ履修すること。第1回目に授業計画
を十分に説明するので、その上で履修を確定することを勧める。
２．本実習は機能解剖学と生理学の単位を修得していることを前提に授業が進む。これらの科目の未履修者も
、本実習を履修することができるが、授業外学習で必要な知識を補う努力を要する。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
１．提出したレポートは次回の実習時に返却し、解説する。内容に誤りや不足があった場合は再提出となる。
２．薬品等を使用することがあるので、毎回白衣を持参すること（各自用意すること）。
[テキスト・参考書等]
本実習で必要な資料は配布するため、別途購入するテキストは無い。但し生理学講義で使用した図書を所有し
ていることが前提である。
生理学講義で使用した図書：「系統看護学講座 専門基礎 解剖生理学 （人体の構造と機能1）、坂井建雄ほか
、医学書院」
連絡先とオフィスアワー

1617

［連絡先］
担当：和気秀文、山中航
E‑mail（和気）：hwaki[at]juntendo.ac.jp（[at]を@に変更してください）
E‑mail（山中）：k‑yamana[at]juntendo.ac.jp （[at]を@に変更してください）
［オフィスアワー］
火曜日午後、スポーツ健康医科学研究所３階 生理学研究室（９３０４）
備考
［学修時間］
この授業は実習の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を必要
とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は「衛生管理者免許（1種）」取得に必要な科目のうち、選択必修の一つとして位置づけられて
います（ただし2018年度以前入学者に限定）。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
和気秀文
（予習：1時間）
1
［授業内容］
山中航
テーマ：【生理学実験の心構え 実習書にある今回のテーマに関連した箇所を読み
光川 眞壽
、事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べ
】
実習のねらいについて理解する ておく。
。また、生命現象を扱う際の倫 （復習：1時間）
理的配慮と実験での注意事項に 授業で取り上げた箇所について、実習書や参考書
を読み、理解を深めておく。
つ
いて理解する。
［授業方法］
実習の進め方や 諸注意につい
て説明する。またグループ分け
を行い（１班、5‑6人程度）、
生理学実験実習を行う上での倫
理的配慮について議論させる。
和気秀文
（予習：1時間）
2
［授業内容］
山中航
テーマ：【生理学基礎知識の確 実習書にある今回のテーマに関連した箇所を読み
光川 眞壽
認】／【データ処理およびレポ 、事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べ
ておく。
ート?書作成の基礎】
本実習に必要な生理学基礎知識 （復習：1時間）
の理解を深める。データ整理・ 授業で取り上げた箇所について、実習書や参考書
解析方法およびレポート文書作 を読み、理解を深めておく。
成方法（目的、方法、結果、考
察の書き方）について理解する
。また、文献検索と引用方法に
ついても理解する。
［授業方法］
本実習に必要な生理学基礎知識
について解説する。また、デー
タ
処理の方法やレポート文書作成
の
基礎についても解説する。さら
に
グループごとに課題学修を行わ
せ
る。
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3

和気秀文
山中航
光川 眞壽

4

和気秀文
山中航
光川 眞壽

5

和気秀文
山中航
光川 眞壽

6

和気秀文
山中航
光川 眞壽

［授業内容］
テーマ：【実験準備】
実験で使用する器具や試薬につ
いて理解する。
［授業方法］
実験で使用する器具や試薬につ
いて解説し、準備させる。また
、実験機器の接続や操作方法に
ついても解説する。さらにグル
ープごとに課題学修を行っても
らい、発表させる。
［授業内容］
テーマ：【ヒトの血圧および心
拍数】
ヒトの血圧および心拍数の測定
方法について理解する。安静時
と
刺激を与えた時の変化を観察し
、
その機序について理解を深める
。
［授業方法］
ヒトの血圧および心拍数の測定
方法について解説し、お互いが
験
者および被験者となり、グルー
プ
ごとに課題学修（実験実習）を
行わせる。
［授業内容］
テーマ：【心臓の自動性と拍出
量の測定】
洞房試料を作成して、心臓の自
動性について理解する。また、
フ
ランク・スターリングの心臓の
法
則に関する実験も行い、心臓の
持
つ内在調節の仕組みについて理
解
を深める。
［授業方法］
心臓の洞房試料を用いた実験に
ついて解説し、グループごとに
課題学修（実験実習）を行わせ
る。
［授業内容］
テーマ：【心臓の拍動と温度お
よび電解質組成の関係】
心臓灌流標本を作成して、心臓
の拍動に対する温度および細胞
外液中の電解質組成の影響につ
いて理解する。
［授業方法］
心臓灌流標本を用いた実験につ
いて解説し、グループごとに課
題学修（実験実習）を行わせる
。
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（予習：1時間）
実習書にある今回のテーマに関連した箇所を読み
、事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べ
ておく。
（復習：1時間）
授業で取り上げた箇所について、実習書や参考書
を読み、理解を深めておく。

（予習：1時間）
実習書にある今回のテーマに関連した箇所を読み
、事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べ
ておく。
（復習：1時間）
授業で取り上げた箇所について、実習書や参考書
を読み、理解を深めておく。

（予習：1時間）
実習書にある今回のテーマに関連した箇所を読み
、事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べ
ておく。
（復習：1時間）
授業で取り上げた箇所について、実習書や参考書
を読み、理解を深めておく。

（予習：1時間）
実習書にある今回のテーマに関連した箇所を読み
、事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べ
ておく。
（復習：1時間）
授業で取り上げた箇所について、実習書や参考書
を読み、理解を深めておく。

7

和気秀文
山中航
光川 眞壽

8

和気秀文
山中航
光川 眞壽

9

和気秀文
山中航
光川 眞壽

10

和気秀文
山中航
光川 眞壽

［授業内容］
テーマ：【心臓の拍動と自律神
経およびホルモンの影響】
心臓灌流標本を用いて、心臓の
拍動に対するアセチルコリン、
ノルアドレナリンおよびアドレ
ナリンの影響について観察し、
心臓に対する自律神経系および
内分泌系の作用について理解を
深める。
［授業方法］
心臓灌流標本を用いた実験につ
いて解説し、グループごとに課
題学修（実験実習）を行わせる
。
［授業内容］
テーマ：【圧受容器反射の観察
】
実験動物を用いて、血圧を任意
に変化させた際の心拍数応答に
ついて観察する。また、迷走神
経電気刺激による心拍数応答に
ついても観察し、心臓に対する
自律神経系作用について理解を
深める。
［授業方法］
麻酔下動物を用いた実験につい
て解説し、グループごとに課題
学修（実験実習）を行わせる。
［授業内容］
テーマ：【刺激と興奮１ 】
神経摘出試料を作製し、刺激に
対する応答（興奮）について理
解する。
［授業方法］
神経摘出試料を用いた実験につ
いて解説し、グループごとに課
題学修（実験実習）を行わせる
。
［授業内容］
テーマ：【刺激と興奮２ 】
実験動物を用いて大動脈神経
（感覚神経）活動を記録し、血
圧
を変化（刺激強度を変化）させ
た
ときの応答について観察するこ
と
により興奮伝導の特性について
理
解する。
［授業方法］
麻酔下動物を用いた実験につい
て解説し、グループごとに課題
学修（実験実習）を行わせる。
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（予習：1時間）
実習書にある今回のテーマに関連した箇所を読み
、事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べ
ておく。
（復習：1時間）
授業で取り上げた箇所について、実習書や参考書
を読み、理解を深めておく。

（予習：1時間）
実習書にある今回のテーマに関連した箇所を読み
、事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べ
ておく。
（復習：1時間）
授業で取り上げた箇所について、実習書や参考書
を読み、理解を深めておく。

（予習：1時間）
実習書にある今回のテーマに関連した箇所を読み
、事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べ
ておく。
（復習：1時間）
授業で取り上げた箇所について、実習書や参考書
を読み、理解を深めておく。

（予習：1時間）
実習書にある今回のテーマに関連した箇所を読み
、事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べ
ておく。
（復習：1時間）
授業で取り上げた箇所について、実習書や参考書
を読み、理解を深めておく。

11

和気秀文
山中航
光川 眞壽

12

和気秀文
山中航
光川 眞壽

13

和気秀文
山中航
光川 眞壽

14

和気秀文
山中航
光川 眞壽

［授業内容］
テーマ：【骨格筋の収縮】
神経筋試料に１回、２回、およ
び３回以上の刺激を任意のタイ
ミングで与えた時の筋収縮応答
を観察し、骨格筋の単収縮、収
縮の加重および強縮について理
解を深める。
［授業方法］
神経筋試料を用いた実験につい
て解説し、グループごとに課題
学修（実験実習）を行わせる。
［授業内容］
テーマ：【運動単位の動員】
神経筋試料を作製し 、神経束
を任意の強さで刺激した時の収
縮力を測定し、刺激の強さと筋
力発揮の関係について理解を深
める。
［授業方法］
神経筋試料を用いた実験につい
て解説し、グループごとに課題
学修（実験実習）を行わせる。
［授業内容］
テーマ：【筋疲労】
神経筋試料を作製し、神経束を
連続刺激した時の収縮力変化を
観察する。また、筋を直接刺激
した場合も同様の観察を行い、
骨格筋疲労の現象と仕組みにつ
いて理解を深める。
［授業方法］
神経筋試料を用いた実験につい
て解説し、グループごとに課題
学修（実験実習）を行わせる。
［授業内容］
テーマ：【発表会】
各班毎に実習テーマの中から一
つ選び、パワーポイントを用い
て発表、質疑応答を行う。得ら
れた実験結果の発表方法につい
て理解を深める。
［授業方法］
実験結果の発表方法や質疑応答
の仕方について解説する。実験
実
習のまとめとして、学生にパワ
ー
ポイントを用いて発表させる。
定期試験を実施しない
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（予習：1時間）
実習書にある今回のテーマに関連した箇所を読み
、事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べ
ておく。
（復習：1時間）
授業で取り上げた箇所について、実習書や参考書
を読み、理解を深めておく。

（予習：1時間）
実習書にある今回のテーマに関連した箇所を読み
、事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べ
ておく。
（復習：1時間）
授業で取り上げた箇所について、実習書や参考書
を読み、理解を深めておく。

（予習：1時間）
実習書にある今回のテーマに関連した箇所を読み
、事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べ
ておく。
（復習：1時間）
授業で取り上げた箇所について、実習書や参考書
を読み、理解を深めておく。

（予習：３時間）
発表会の準備を行う。
（復習：１時間）
発表会での反省点を纏める。また、これまでに作
成したレポートの修正作業を行う。

授業科目名
英語科目名

栄養･生化学実験実習
Experiment in Biochemistry and Nutrition

授業形態
開講学期

対象学年

2

単位数

科目責任者
科目担当者

鈴木

2.0

良雄

授業概要
[授業全体の内容]
人間は、食事として摂取した食品に含まれる栄養素や機能性成分に支えられている。人間の栄養状態は人間の
身体そのものを対象として評価される。そして人間の活動に必須なものは栄養素である。この実習科目では、
食事調査を通じて、日々の栄養素摂取量の変動や評価方法を学修し、さらに自身の食後血糖値を測定すること
で、食事と栄養状態との関係を理解し、次いで食品中の栄養素の性質を実験的に学習する。また、上記を通じ
て、①調べる､②実験する､②考察する、④レポートにまとめる､⑤発表する､という自然科学の研究プロセスを
体験することができる。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識教養」、「医学的知識を備えたスポーツ指導者の育成
」、および「スポーツ指導現場に詳しい医科学研究者の育成」 という学位授与方針の達成に寄与する。。
[授業の到達目標]
1. 食事調査方法とその解析補法について説明できる。
2. 食事の食べ合わせと血糖値の変動について説明できる。
3. 栄養素の性質について説明できる。
4. ①調べる､②実験する､②考察する、④レポートにまとめる､⑤発表する､という自然科学の研究プロセスを
実践できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 食事調査方法とその解析補法を理解している。
2. 食事の食べ合わせと血糖値の変動を理解している。
3. 栄養素の性質を理解している。
4. ①調べる､②実験する､②考察する、④レポートにまとめる､⑤発表する､という自然科学の研究プロセスを
理解している。
[成績評価の方法 ]
出席(約25％)、実験レポート(約25％)、課題(約25％)、期末のテスト（25%）を総合的に評価する。
履修における留意事項
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[履修要件]
白衣とMicrosoft Excelをの使用できるPCを各自準備すること｡
実習に使用するテキスト・スライドは栄養・生化学実験実習のホームページ ?[http://sakura.ww2.ne.jp/jik
ken.html]から配布する。各自ダウンロードし、予習してから授業に臨むこと。
以下の科目を受講していることが望ましい。
・スポーツと栄養
・細胞の生物学
・基礎統計学
[履修上の注意（科目独自のルール）]
授業で使用するスライドは栄養生化学実験実習のホームページ[http://sakura.ww2.ne.jp/jikken.html] から
各自ダウンロードし、予習してから授業に臨むこと。
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の 授業を欠席扱いとする。 また、遅刻及
び早退3回で、1回分の欠席としてカウントする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
・授業中に実施する課題授業の中で解説する。
・疑問点や意見は、毎回の実習にて受け付け、個別もしくは実習の中でフィードバックする。
・期末テストは実習の内容から抜粋するので、解答は事前に解説済である。
[テキスト・参考書等]
毎回の授業のスライドは授業のホームページを通じて配布する。
参考資料として『サイエンスビュー 生物総合資料 ―生物1・2理科総合B対応』（実教出版）を使用する。高
校の生物の資料集を既に持っていれば、この本でなくても良い。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］ 担当：鈴木良雄 E‑mail：yssuzuki[at]juntendo.ac.jp ※[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］ 日時：前期期間中の月曜日9:00から11：00 場所：1号館2階1223室 上記の時間帯には、
予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相談時間とかち合わないようにするため、できるだけ前日ま
でにE‑mailで予約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、実習の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と 準備学習30時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［資格との関連］
本科目はアスレティックトレーナー（AT）受験資格の選択必修科目である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
鈴木良雄
1
実験実習の内容と進め方などに ［予習・1時間］
授業で使用するスライドを読んで、実習内容を事
ついて解説する。
授業で使用する小テスト冊子に 前に理解すること。
学籍番号、氏名、授業への期待 ［復習・１時間］
実習で出された課題やレポートに取り組み理解を
などを記入する。
深めること。
鈴木良雄
2
食事バランスガイドと簡易型自 ［予習・1時間］
記式食事歴法質問票（BDHQ）に 授業で使用するスライドを読んで、実習内容を事
前に理解すること。
ついて学習する。
［復習・１時間］
（実習方法）
簡易型自記式食事歴法質問票（ 実習で出された課題やレポートに取り組み理解を
深めること。
BDHQ）に記入する。
食事バランスガイドの記入方法
を学び、次回まで１週間の自分
の食事を記録する。
解析に使う統計ソフトをインス
トールする。
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3

鈴木良雄

4

鈴木良雄

5

鈴木良雄

6

鈴木良雄

7

鈴木良雄

8

鈴木良雄

9

鈴木良雄

食事バランスガイドの結果を各
自集計し、自分の食生活の問題
点や、前週からにの改善などを
まとめて発表する。
（実習方法）
1週間の自分の食事バランスを
集計し、各自発表する。
食事調査（BDHQ）結果について
、個人および集団の栄養素摂取
状況の評価方法を学ぶ。
（実習方法）
1週間の自分の食事バランスを
集計し、改善点等について各自
発表する。
BDHQの結果を解析するためにデ
ータを密度法に変換する。
食事を含む生活習慣と栄養素摂
取量の関係を体験的に学習する
。
（実習方法）
実習の受講者を対象に栄養素摂
取量と生活習慣の関係を統計的
に解析する。
食事と血糖値の関係を体験的に
学習する。
（実習方法）
自身を対象に食事と食後血糖値
の変動を調べる。
食事と血糖値の関係を体験的に
学習する。
（実習方法）
自身を対象に前回と同じ食事を
順番を変えて食べたときの食後
血糖値の変動を調べる。
食事の食べ方と食後血糖値の変
動を統計的に解析する。
（実習方法）
実習の受講者を対象に栄養素摂
取量と生活習慣の関係を統計的
に解析する。
講義室で実習内容の確認を行っ
たのち、実験室へ移動。
これからの実習で使用する器具
を洗浄する。
実験器具の使い方や次週の実習
で使用する試薬の調製方法を体
験的に学習する。
（実習方法）
実習室にて器具洗浄、使用法の
練習、試薬の調製を行う。
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［予習・1時間］
授業で使用するスライドを読んで、実習内容を事
前に理解すること。
［復習・１時間］
実習で出された課題やレポートに取り組み理解を
深めること。
［予習・1時間］
授業で使用するスライドを読んで、実習内容を事
前に理解すること。
［復習・１時間］
実習で出された課題やレポートに取り組み理解を
深めること。

［予習・1時間］
授業で使用するスライドを読んで、実習内容を事
前に理解すること。
［復習・１時間］
実習で出された課題やレポートに取り組み理解を
深めること。
［予習・1時間］
授業で使用するスライドを読んで、実習内容を事
前に理解すること。
［復習・１時間］
実習で出された課題やレポートに取り組み理解を
深めること。
［予習・1時間］
授業で使用するスライドを読んで、実習内容を事
前に理解すること。
［復習・１時間］
実習で出された課題やレポートに取り組み理解を
深めること。
［予習・1時間］
授業で使用するスライドを読んで、実習内容を事
前に理解すること。
［復習・１時間］
実習で出された課題やレポートに取り組み理解を
深めること。
［予習・1時間］
授業で使用するスライドを読んで、実習内容を事
前に理解すること。
［復習・１時間］
実習で出された課題やレポートに取り組み理解を
深めること。

10

鈴木良雄

11

鈴木良雄

12

鈴木良雄

講義室で実習内容の確認を行っ
たのち、実験室に移動。
豆乳から豆腐、牛乳からカッテ
ージチーズを作ることで、タン
パクのゲル化や沈殿を体験的に
学習する。
（実習方法）
豆乳から豆腐、牛乳からカッテ
ージチーズを作る。観察した現
象やそこからわかることを各自
必要があれば調べてレポートや
発表スライドにまとめる。
講義室で前回の実験のレポート
回収と、発表（数名）、実習内
容の確認を行ったのち、実験室
に移動。
いくつかの定性反応を通じて､
タンパクやアミノ酸の化学的性
質を調べる方法を体験的に学習
する。
（実習方法）
前回の実験のレポートを提出（
全員）し、発表を行う（数名）
。
いくつかの定性反応を通じて､
タンパクやアミノ酸の化学的性
質を調べる方法を体験し、観察
した現象やそこからわかること
を各自必要があれば調べてレポ
ートや発表スライドにまとめる
。
講義室で前回の実験のレポート
回収と、発表（数名）、実習内
容の確認を行ったのち、実験室
に移動。
酵素によるタンパクの分解反応
を通じて､酵素の化学的性質を
調べる方法を体験的に学習する
。
（実習方法）
前回の実験のレポートを提出（
全員）し、発表を行う（数名）
。
酵素によるタンパクの分解反応
を通じて､酵素の化学的性質を
調べる方法を体験し、観察した
現象やそこからわかることを各
自必要があれば調べてレポート
や発表スライドにまとめる。
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［予習・1時間］
授業で使用するスライドを読んで、実習内容を事
前に理解すること。
［復習・１時間］
実習で出された課題やレポートに取り組み理解を
深めること。

［予習・1時間］
授業で使用するスライドを読んで、実習内容を事
前に理解すること。
［復習・１時間］
実習で出された課題やレポートに取り組み理解を
深めること。

［予習・1時間］
授業で使用するスライドを読んで、実習内容を事
前に理解すること。
［復習・１時間］
実習で出された課題やレポートに取り組み理解を
深めること。

13

鈴木良雄

14

鈴木良雄

講義室で前回の実験のレポート
回収と、発表（数名）、実習内
容の確認を行ったのち、実験室
に移動。
さまざまな定性反応を通じて、
糖質の化学的性質を調べる方法
を体験的に学習する。
（実習方法）
前回の実験のレポートを提出（
全員）し、発表を行う（数名）
。
さまざまな定性反応を通じて、
糖質の化学的性質を調べる方法
を体験し、観察した現象やそこ
からわかることを各自必要があ
れば調べてレポートや発表スラ
イドにまとめる。
講義室で前回の実験のレポート
回収と、発表（数名）、実習内
容の確認を行ったのち、実験室
に移動。
食品中のビタミンＣの定量分析
を通じて､食品中のビタミンＣ
の含量や調理による変化を体験
的に学習する。
（実習方法）
前回の実験のレポートを提出（
全員）し、発表を行う（数名）
。
食品中のビタミンＣの定量分析
を通じて､食品中のビタミンＣ
の含量や調理による変化を体験
する。
実験で使用した器具を洗浄して
返却する。
観察した現象やそこからわかる
ことを各自必要があれば調べて
レポートや発表スライドにまと
める。
定期試験を実施する

1626

［予習・1時間］
授業で使用するスライドを読んで、実習内容を事
前に理解すること。
［復習・１時間］
実習で出された課題やレポートに取り組み理解を
深めること。

［予習・1時間］
授業で使用するスライドを読んで、実習内容を事
前に理解すること。
［復習・3時間］
実習で出された課題やレポートに取り組み理解を
深めること。

授業科目名
英語科目名

救急法実習
Practice of First Aid and Emergency Care

授業形態
開講学期

実習
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 門屋 悠香
科目担当者
竹内保男
授業概要
［授業全体の内容］
スポーツ現場での救急処置には、正しい医学的知識と迅速な対応が求められます。この授業では、スポーツ
現場における救急処置の重要性、基礎知識、評価手順について解説し、救急蘇生法、AEDの使用方法を含む実
際の救急処置の実習を行います。
この授業は、日本体育協会公認アスレティックトレーナー養成カリキュラムのうち、専門科目「9．救急処
置」に該当します。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」を身に付けるための科目として開講される。
［授業の到達目標］
1．緊急事態の有無を判断する状況が理解できる。
2．緊急事態に対する救急処置が実施できる。
3．スポーツ傷害の情報収集に必要な項目を説明できる。
4．スポーツ傷害について、RICE処置が実施できる。
5．熱中症のメカニズム、対処法、予防法が理解できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1．緊急事態の有無を判断する状況を説明できる（定期試験）
2．心肺蘇生、AEDを用いた除細動が適切な手順で実施できる（実技試験）
3．スポーツ傷害の情報収集に必要な項目について説明できる（定期試験）
4．スポーツ傷害について、適切なRICE処置が実施できるか（実技試験）
5．熱中症のメカニズム、対処法、予防法を説明できる（定期試験）
6．授業中や予習・復習の取組状況によって授業態度を評価する（平常点）
［成績評価の方法］
課題レポート2回（20％）、実技試験（30％）、定期試験（30％）、平常点（20％）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
以下の科目を受講していることが望ましい。
「機能解剖学」、「スポーツ外傷・障害学」
［履修上の注意（科目独自のルール）］
実技試験は必ず受けなければならない。
1回の授業について、出席時間が3分の2に満たない場合は、欠席扱いとする。
また、遅刻及び早退については、出席と異なる扱いとする。
毎回、動きやすい服装を準備すること。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業中に課す小テストや課題については、授業内で解説をおこなう。
定期試験については、J‑PASS上で解説をおこなう。
［テキスト・参考書等］
・日本体育協会公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト（8）救急処置
上記テキストは参考書であり、必ず用意する必要はありません。
その他、授業中に適宜、資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：門屋 悠香
※連絡先は、授業内でお知らせします
［オフィスアワー］
日時：水曜日12：20〜13：10
場所：1号館5階1516号室（アスレティックトレーニング学研究室）
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるためできるだけ前日まで
にE‑mailで予約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、実習の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、日本体育協会公認スポーツ指導者の講習免除に必要な科目のうち、アスレティックトレー
ナーの「専門科目」における必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
竹内保男
（予習：1h）
1
［授業内容］
門屋悠香
救急処置の重要性について理解 シラバスにて授業内容を確認する
する。
（復習：1h）
救急処置の基本事項を整理する
［授業方法］
救急処置の重要性、その範囲、
基本的注意点について解説する
。
併せて実習のグループ分けを行
う。
グループワーク①：スポーツ現
場でおこりうる傷害や事故を考
え、まとめる。
門屋悠香
（予習：1h）
2
［授業内容］
救急処置の手順について理解す スポーツ傷害評価手順「HOPSS」について確認す
る
る。

3

竹内保男

［授業方法］
緊急対応計画、評価手順、スポ
ーツ現場での外傷・障害の評価
について解説する。
グループワーク②：①でまとめ
た傷害や事故に対する評価手順
（フローチャート）を作成する
。
［授業内容］
心肺蘇生法を体験・学習する。

（復習：1h）
1次評価（緊急性の判断）に必要な項目を整理す
る

（予習：1h）
「救命の連鎖」について確認する

（復習：1h）
胸骨圧迫および人工呼吸の手順と注意点を整理す
［授業方法］
心肺蘇生法の重要性、意義、方 る
法などについて解説し、実習を
おこなう。
チェックシートを用い、グルー
プで胸骨圧迫および人工呼吸法
の評価をおこなう。
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4

竹内保男

5

竹内保男

6

竹内保男
門屋悠香

7

門屋悠香

8

竹内保男

（予習：1h）
［授業内容］
AEDを組み合わせた心肺蘇生法 「救命の連鎖」について確認する
を体験・学習する。
（復習：1h）
心肺蘇生法からAED使用までの手順と注意点を整
［授業方法］
救急蘇生法とAEDを組み合わせ 理する
た手順、注意点などについて解
説し、実習をおこなう。
ミニテスト：チェックシートを
用い、グループで心肺蘇生法か
らAED使用までの評価をおこな
う。
（予習：1h）
［授業内容］
傷病者発見からAEDの使用まで 「死戦期呼吸」について調べる
の手順を習得する。
（復習：1h）
傷病者発見からAEDの使用までの手順と注意点を
［授業方法］
実技テスト：傷病者発見からAE 整理する
Dの使用までの実技試験をおこ
なう。
模擬授業について説明し、2ク
ラスに分けて役割を決め、指導
案を作成する。
（予習：1h）
［授業内容］
心肺蘇生に関する模擬授業を体 心肺蘇生法からAEDまでの手順を確認する
験・学習する。
（復習：2h）
心肺蘇生法を指導する場合の注意点を整理する（
［授業方法］
クラスごとに模擬授業をおこな 指導案の修正）
う。
振り返りシートを作成し、クラ
スごとにフィードバックする。
（予習：1h）
［授業内容］
スポーツ傷害に対するRICE処置 炎症の徴候を調べる
RICE処置について確認する
を体験・学習する。
［授業方法］
RICE処置の重要性、意義、方法
などについて解説し、実習をお
こなう。
RICE処置のリーフレットを作成
する。
［授業内容］
止血法を体験・学習する。

（復習：1h）
アイシングの効果と注意点について整理する

（予習：1h）
「止血点」を確認する

（復習：1h）
［授業方法］
創傷の種類と止血法の手順や注 三角巾を用いた止血および固定法を整理する
意点について解説する。
三角巾を用いた止血および固定
法について解説し、実習をおこ
なう。
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9

門屋悠香

10

門屋悠香

11

門屋悠香

12

門屋悠香

13

門屋悠香

14

竹内保男
門屋悠香

（予習：1h）
［授業内容］
特殊な外傷の救急処置について 以下の用語について調べる
・エピペン（アドレナリン自己注射薬）
理解する。
・こむらがえり
［授業方法］
筋けいれん、目のトラブルなど （復習：1h）
の救急処置について解説する。 特殊な外傷の救急処置について整理する
授業内容に関する小テストを作
成し、ペアで回答・採点する。
（予習：1h）
［授業内容］
スポーツ傷害における傷病者の 固定を必要とする外傷について調べる
運搬方法を体験・学習する。
（復習：1h）
患部の固定と運搬の際の注意点について整理する
［授業方法］
スポーツ現場での患部の固定方
法と運搬について解説するとと
もに、実習を行う。
2クラスに分けて、特定のスポ
ーツ現場に対する運搬手順を作
成し、発表する。
（予習：2h）
［授業内容］
脳震盪の対応について体験・学 以下の用語について調べる
・脳震盪後症候群
習する。
・セカンドインパクト症候群
［授業方法］
頭頚部の外傷の概要と救急処置 （復習：1h）
実施時の留意点について解説す 携帯型脳震盪認識ツールを整理する
る。
スポーツによる脳震盪評価ツー
ルを用い、実習をおこなう。
（予習：1h ）
［授業内容］
熱中症の対応について体験・学 以下の用語について調べる
・熱中症
習する。
・過換気症候群
［授業方法］
暑熱障害、寒冷障害など内科的 （復習：1h）
疾患に対する救急処置について 熱中症の予防と対処法を整理する
解説する。
熱中症予防のリーフレットを作
成する。
（予習：1h）
［授業内容］
救急体制の重要性と計画につい レポート課題
「特定のスポーツに必要とされる救急処置用品の
て理解する。
リストを作成する」
［授業方法］
救急体制の重要性と、計画立案 （復習：1h）
、事故対応フローチャートにつ 事故発生時のフローチャートを見直す
いて解説する。
競技種目を考慮した、競技会の
救急体制について、事故発生時
のフローチャートを作成する。
（予習：1h）
［授業内容］
スポーツ現場における救急処置 以下の授業内容を確認する
・第3〜5回：CPR・AED
を習得する。
・第8回：止血法
・第10回：運搬法
［授業方法］
グループごとに止血法、CPR・A
ED、運搬法のいずれかについて （復習：1h）
実技試験の振り返りをおこなう
の実技試験をおこなう。
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定期試験
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授業科目名
英語科目名

機能解剖学実習
Functional Anatomy Lab.Work

授業形態
開講学期

実習
後期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 和気 秀文
科目担当者
窪田 敦之、山中 航
授業概要
[授業全体の内容]
本実習では、スポーツ科学や健康科学系学問分野の基盤知識となる「人体の構造」について論理的にかつ実践
的に理解するために、解剖学アトラス、DVDおよび人体模型を観察し、スケッチすることにより、その立体構
造の詳細について学ぶ。人体を、呼吸器系、循環器系、消化器系、泌尿器系、神経・感覚器系、自律神経・内
分泌器系、そして運動器系に分けて学修し、特に運動器系については、関節運動を実演することにより、各関
節の特徴や特異性などについても理解する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
本実習を通じて人体機能の仕組みについて理解を深め、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、
及びそれらの活用能力」および「スポーツや健康の分野で、指導的な役割を果たすために必要な高い倫理観」
を身に付けるとともに、グループワークを通じて「協働で課題を解決するために必要なコミュニケーション能
力」を身に付けるための科目の一つとして開講される。また、スポーツ科学科においては、「スポーツ医科学
とコーチング科学を中心としたスポーツ科学についての知識と技能 」および「スポーツ科学の知識に基づき
、現場で指導できる能力ないしは研究できる能力」という学位授与方針の達成にも寄与する。
[授業の到達目標]
１．人体の構成を器官系に分け、その形態と構造について人体模型を用いて説明することができる。
２．運動器系についてはその機能も十分に理解し、身体運動の仕組みについて人体模型を用いて説明すること
ができる。
成績評価
[成績評価の基準]
１．人体の構成を器官系に分け、その形態や構造について人体模型を用いて説明することができる（授業内口
頭試験、定期試験、課題テキスト）。
２．運動器系（骨格、関節、骨格筋、腱および靭帯）については、その機能についても十分理解し、身体運動
の仕組みについて人体模型を用いて説明することができる（授業内口頭試験、定期試験、課題テキスト）。
３．授業中の発言、予習・復習の取組状況、グループワークにおける貢献度によって授業態度を評価する（平
常点）。
[成績評価の方法]
平常点（10%）、授業内口頭試験（和気・山中担当分：15%、窪田担当分：10%）、定期試験（和気・山中担当
分：15%、窪田担当分：10%）、課題テキスト（和気・山中担当分：20%、窪田担当分：20%）を総合して評価す
る。
履修における留意事項
[履修要件]
スポーツ健康学系の大学出身者は卒業後の進路に関わらず、身体科学のスペシャリストであると期待される。
常にからだの仕組みについて興味を持ち、高い学修意欲をもって授業に臨むこと。「機能解剖学」の講義は必
ず履修しておくこと。
[履修上の注意(科目独自ルール）]
配布資料および関連図書を熟読し、予習と復習を欠かさないように努めること。各課題については指定日まで
に必ず仕上げること。単位の取得には、授業回数の３分の２以上出席していること、授業態度が良好であるこ
と、課題を提出していること（合格基準を満たすまで再提出する）、かつ定期試験（口頭および筆記）に合格
することが前提である。
[試験に対するフィードバックの方法]
定期試験後には、要望があれば個別に解説や指導を行う。また、正答率を提示する。
提出した課題は適宜返却し、解説する。内容に誤りや不足があった場合は再提出となる。
[テキスト]
課題テキスト（実習書）を配布するが、原則以下の図書を購入すること。
A 「系統看護学講座 専門基礎 解剖生理学 （人体の構造と機能1）、坂井建雄ほか、医学書院」
B 「身体運動の機能解剖、中村千秋ほか、医道の日本社」
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連絡先とオフィスアワー
和気秀文
連絡先：hwaki[at]juntendo.ac.jp （[at]を@に変更してください）
オフィスアワー：火曜日午後、スポーツ健康医科学研究所３階 生理学研究室（９３０４）
窪田敦之
連絡先：akubota[at]juntendo.ac.jp（[at]を@に変更してください）
オフィスアワー：金曜日午後、スポーツ健康医科学研究所４階 スポーツ医学系実験室１−２（９４０４）
山中 航
連絡先：k‑yamana[at]juntendo.ac.jp （[at]を@に変更してください）
オフィスアワー：火曜日午後、スポーツ健康医科学研究所３階 生理学研究室（９３０６）
備考
[学修時間]
この授業は、実習の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学修30時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、日本スポーツ協会公認スポーツ指導者の講習免除に必要な科目のうち、アスレティックトレ
ーナーの「専門科目」における必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
和気
（予習：１時間）
1
[授業の内容]
山中
機能解剖学の授業で習ったこと（和気担当分）を
〔ガイダンス〕
本実習を受講するにあたっての 復習しておく。
注意事項（観察、スケッチの仕
方など）及び実習内容について （復習：１時間）
理解する。また、機能解剖学講 授業で取り上げた箇所について、実習書や参考書
義で学んだことを復習する。 を読み、理解を深めておく。

2

和気
山中

[授業方法]
実習の進め方や諸注意について
説明する。またグループ分けを
行い（１班、5‑6人程度）、各
器官系についてその概要につい
て講義の復習もかねて、纏めさ
せる。
[授業の内容]
〔呼吸器系〕
呼吸器系の構造について理解を
深める（課題１）。

（予習：１時間）
参考書A pp98‑110、pp318‑322を読み、今回の実
習テーマを事前に理解しておくとともに、疑問点
等も調べておく。

（復習：１時間）
[授業方法]
アトラス、DVD、ICTおよび模型 授業で取り上げた箇所について、実習書や参考書
を用いて呼吸器系の構造につい を読み、理解を深めておく。
て解説する。課題テキストおよ
びグループ学修を行わせる。
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3

4

5

和気
山中

和気
山中

和気
山中

[授業の内容]
〔循環器系〕
循環器系の構造について理解を
深める（課題２）。

（予習：１時間）
参考書A pp158‑165、pp182‑194を読み、今回の実
習テーマを事前に理解しておくとともに、疑問点
等も調べておく。

[授業方法]
アトラス、DVD、ICTおよび模型
を用いて循環器系の構造につい
て解説する。課題テキストおよ
びグループ学修を行わせる。
[授業の内容]
〔泌尿器系〕
泌尿器系の構造について理解を
深める（課題３）。

（復習：１時間）
授業で取り上げた箇所について、実習書や参考書
を読み、理解を深めておく。

[授業方法]
アトラス、DVD、ICTおよび模型
を用いて泌尿器系の構造につい
て解説する。課題テキストおよ
びグループ学修を行わせる。
[授業の内容]
〔消化器系〕
消化器系の構造について理解を
深める（課題４）。

（復習：１時間）
授業で取り上げた箇所について、実習書や参考書
を読み、理解を深めておく。

（予習：１時間）
参考書A pp220‑228、pp236‑238を読み、今回の実
習テーマを事前に理解しておくとともに、疑問点
等も調べておく。

（予習：１時間）
参考書A pp54‑73、pp93‑96を読み、今回の実習テ
ーマを事前に理解しておくとともに、疑問点等も
調べておく。

（復習：１時間）
[授業方法]
アトラス、DVD、ICTおよび模型 授業で取り上げた箇所について、実習書や参考書
を用いて消化器系の構造につい を読み、理解を深めておく。
て解説する。課題テキストおよ
びグループ学修を行わせる。
6

7

和気
山中

和気
山中

[授業の内容]
〔神経系と感覚器系〕
神経系と感覚器系の構造につい
て理解を深める（課題５）。

（予習：１時間）
参考書A pp375‑408を読み、今回の実習テーマを
事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べて
おく。

[授業方法]
アトラス、DVD、ICTおよび模型
を用いて神経系と感覚器系の構
造について解説する。課題テキ
ストおよびグループ学修を行わ
せる。
[授業の内容]
〔自律神経系と内分泌器系〕
自律機能に関わる交感神経、副
交感神経、そして内分泌器の構
造について理解を深める（課題
６）。

（復習：１時間）
授業で取り上げた箇所について、実習書や参考書
を読み、理解を深めておく。

[授業方法]
アトラス、DVD、ICTおよび模型
を用いて自律神経系と内分泌器
系の構造について解説する。課
題テキストおよびグループ学修
を行わせる。
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（予習：１時間）
参考書A pp252‑258、pp265‑287を読み、今回の実
習テーマを事前に理解しておくとともに、疑問点
等も調べておく。
（復習：１時間）
授業で取り上げた箇所について、実習書や参考書
を読み、理解を深めておく。 ?

8

和気
山中

9

窪田

10

窪田

（予習：２時間）
[授業の内容]
試験に備え１回から７回までの範囲を十分に学修
〔試験１〕
試験を実施する。また、課題テ する。
キストの完成させる。
（複習：１時間）
試験に出た内容を確認・復習する。
[授業方法]
１回から７回までの範囲の試験
（口頭試問）を行う。また、課
題テキストを仕上げる。
（予習：１時間）
[授業の内容]
〔運動器系１‑ 基礎知識、体幹 機能解剖学の授業で習ったこと（窪田担当分）を
と脊柱、体幹と下肢の動き〕 復習しておく。 参考書B pp197‑244を読み、今回
人体の骨格や筋肉についての概 の実習テーマを事前に理解しておくとともに、疑
要、関節の動き等について、機 問点等も調べておく。
能解剖学講義で学んだことを復
習する。体幹と脊柱、体幹と下 （復習：１時間）
肢の構造と機能について理解す 授業で取り上げた箇所について、実習書や参考書
を読み、理解を深めておく。
る（課題7）。
[授業方法]
アトラス、DVD、ICTおよび模型
を用いて運動器系の構造につい
て解説する。課題テキストおよ
びグループ学修を行わせる。
[授業の内容]
〔運動器系２‑ 肩甲帯・肩関節
〕
肩甲帯および肩関節の構造と機
能について理解する（課題８）
。
[授業方法]
アトラス、DVD、ICTおよび模型
を用いて運動器系の構造につい
て解説する。課題テキストおよ
びグループ学修を行わせる。

11

窪田

[授業の内容]
〔運動器系３ ‑ 肘関節、手関
節、手および上肢の動き〕
肘関節や手関節、手の構造と機
能について理解する（課題９）
。
[授業方法]
アトラス、DVD、ICTおよび模型
を用いて運動器系の構造につい
て解説する。課題テキストおよ
びグループ学修を行わせる。
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（予習：１時間）
参考書B pp27‑64を読み、今回の実習テーマを事
前に理解しておくとともに、疑問点等も調べてお
く。
（復習：１時間）
授業で取り上げた箇所について、実習書や参考書
を読み、理解を深めておく。 ?

（予習：１時間）
参考書B pp65‑123を読み、今回の実習テーマを事
前に理解しておくとともに、疑問点等も調べてお
く。
（復習：１時間）
授業で取り上げた箇所について、実習書や参考書
を読み、理解を深めておく。 ? ?

12

窪田

[授業の内容]
〔運動器系４ ‑ 股関節と骨盤
帯〕 股関節と骨盤帯の構造と
機能について理解する（課題１
０）。

（予習：１時間）
参考書B pp125‑154を読み、今回の実習テーマを
事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べて
おく。

（復習：１時間）
授業で取り上げた箇所について、実習書や参考書
[授業方法]
アトラス、DVD、ICTおよび模型 を読み、理解を深めておく。
を用いて運動器系の構造につい
て解説する。課題テキストおよ
びグループ学修を行わせる。
13

14

窪田

和気
窪田
山中

[授業の内容]
〔運動器系５ ‑ 膝関節・足関
節と足〕
膝関節・足関節と足の構造と機
能について理解する（課題１１
）。

（予習：１時間）
参考書B pp155‑195を読み、今回の実習テーマを
事前に理解しておくとともに、疑問点等も調べて
おく。
（復習：１時間）
授業で取り上げた箇所について、実習書や参考書
を読み、理解を深めておく。

[授業方法]
アトラス、DVD、ICTおよび模型
を用いて運動器系の構造につい
て解説する。課題テキストおよ
びグループ学修を行わせる。
（予習：２時間）
[授業の内容]
試験に備え９回から１３回までの範囲を十分に学
〔試験２〕
試験を実施する。また、課題テ 修する。
キストの完成させる。
（複習：１時間）
試験に出た内容を確認・復習する。
[授業方法]
９回から１３回までの範囲の試
験（口頭試問）を行う。また、
課題テキストを仕上げる。

定期試験は実施しない
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授業科目名
英語科目名

測定と評価実習
Measurement & Evaluation:Practice

授業形態
開講学期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 鈴木 宏哉
科目担当者
河村剛光
授業概要
［授業全体の内容］
体力が心身の健康に重要な役割を果たしていることはあらゆる世代における体力の向上に関する取り組みの
成果として示されている．また，体力トレーニングは競技力向上と密接に関連している．
この授業では，ヒトの様々な運動パフォーマンスの測定及びデータ処理の実践を通してスポーツ健康科学に
関する測定と評価の方法論と考え方を学ぶことを目的とする．
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
スポーツ科学的な指導や研究を行うためには，ヒトの形態，身体組成，運動パフォーマンスを客観化する必
要がある．この授業は，医学的知識を備えたスポーツ指導者の育成のために不可欠な形態，身体組成，運動パ
フォーマンスの客観化手法とデータ処理方法の習得を目指す．
［授業の到達目標］
1．形態，身体組成，運動パフォーマンスの測定方法について説明できる．
2．数量化されたデータを集計方法について説明することができる．
3．既存の測定方法や評価方法の問題点や改善点について説明できる．
4．形態，身体組成，運動パフォーマンスの測定を実施できる．
5．形態，身体組成，運動パフォーマンスのデータ集計を実施できる．
成績評価
［成績評価の基準］
・形態，身体組成，運動パフォーマンスの測定方法について説明できる（課題レポート）
・数量化されたデータを集計方法について説明することができる（課題レポート）
・既存の測定方法や評価方法の問題点や改善点について説明できる（課題レポート）
［成績評価の方法］
授業態度・取り組む姿勢（55％），課題レポート（45％）により評価する．
履修における留意事項
［履修要件］
受講にあたっては「体力の測定と評価」で学んだことが基礎になる．
［履修上の注意（科目独自のルール）］
特になし．
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法）］
レポート課題に対しては提出された後の授業の中で解説を行う。
［テキスト・参考書等］
プリントを授業の時に配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
河村 ykoumura@juntendo.ac.jp 鈴木 ko‑suzuki@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：木曜日 13‑15時
場所：スポーツ健康医科学研究所3階9303室
備考
［学修時間］
この授業は，講義の授業形態による2単位の科目であり，授業30時間と準備学修60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する．
［その他］
この授業科目は，社会体育指導者に関する科目として位置付けられています．
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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1

鈴木
河村

宏哉
剛光

2

鈴木
河村

宏哉
剛光

3

鈴木
河村

宏哉
剛光

4

鈴木
河村

宏哉
剛光

5

鈴木
河村

宏哉
剛光

6

鈴木
河村

宏哉
剛光

7

鈴木
河村

宏哉
剛光

8

鈴木
河村

宏哉
剛光

［授業内容］
オリエンテーションを行う。
［授業方法］
実習の概要、注意点、進め方な
どについて説明する。
［授業内容］
データ処理Ⅰ（基本的統計値と
図表）について学習する。
［授業方法］
実際に表計算ソフトを利用して
、基本的な統計値を算出する。
それらの方法や図表作成の基本
について説明する。
［授業内容］
データ処理Ⅱ（度数分布や標準
偏差）について学ぶ。
［授業方法］
パソコンを用いて、データの度
数分布を調べて図に示す。標準
偏差の計算を行う。
［授業内容］
データ処理Ⅲ（Tスコア・相関
係数）について学習する。
［授業方法］
Tスコア（偏差値）について説
明し、パソコン上で実際に計算
する。相関分析の方法を解説す
る。
［授業内容］
データ処理Ⅳ（差の検定）を学
び、授業のまとめを行い。
［授業方法］
平均値の差の検定の方法につい
て説明を行う。実際にパソコン
で行う。統計のまとめを行う。
［授業内容］
形態計測について学習する。
［授業方法］
身体のサイズなどを測る方法に
ついて、専門的な機器等を使い
、実際に測定を行う。
［授業内容］
体脂肪量測定法について学ぶ。
［授業方法］
体脂肪量を測定する方法を実際
に行う。
［授業内容］
幼児用，児童用，生徒用の体力
・運動能力テストについて学ぶ
。
［授業方法］
子どもの体力・運動能力に関す
る代表的な測定について実習す
る。
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（予習：2時間） 講義「体力の測定と評価」を
振り返る。
（復習：2時間） 半期間の流れ・ポイント、前
期の講義について整理する。
（予習：1時間） 基本的な統計値についてとそ
の関数を調べておく。
（復習：1時間） 表計算ソフトでの計算の仕方
、図表の作成方法ついて整理する。

（予習：1時間） 正規分布、標準偏差について
調べておく。
（復習：1時間） ヒストグラムの作成方法、標
準偏差の計算の仕方について整理する。

（予習：1時間） Tスコア、相関係数について調
べておく。
（復習：1時間） Tスコアの算出、相関係数・散
布図について整理する。

（予習：1時間） ｔ検定について調べておく。
（復習：1時間） ｔ検定についてと、これまで
のデータ処理の授業について整理する。

（予習：1時間） 形態計測の方法について調べ
ておく。
（復習：1時間） 計測したデータに基づき、レ
ポートを作成する。

（予習：1時間） 体脂肪量測定方法について調
べておく。
（復習：1時間） 実施した測定法を整理し、体
脂肪測定値をまとめておく。
（予習：1時間） これまでに経験したことのあ
る体力・運動能力測定を確認しておく。
（復習：1時間） 測定における留意点について
復習する。

9

鈴木
河村

宏哉
剛光

10

鈴木
河村

宏哉
剛光

11

鈴木
河村

宏哉
剛光

12

鈴木
河村

宏哉
剛光

13

鈴木
河村

宏哉
剛光

14

鈴木
河村

宏哉
剛光

［授業内容］
体力・運動能力データの集計と
個別結果返却について学ぶ。
［授業方法］
実習で収集したデータを利用し
て，集計と評価の仕方について
解説する。
［授業内容］
機能測定の方法を学習する。
［授業方法］
一般的に用いられることの多い
、機能測定法を実習する。
［授業内容］
ボールゲームを題材に、移動情
報の収集方法について学ぶ。
［授業方法］
映像情報とGPSセンサを用いて
試合中の移動情報の測定を行う
。
［授業内容］
収集した移動情報と映像分析か
ら関連性を検討する。
［授業方法］
エクセルを用いた関連性分析に
ついて解説する。
［授業内容］
視覚機能測定について学習する
。
［授業方法］
視覚機能測定や視線の計測につ
いて実習する。
［授業内容］
測定法についてプレゼンテーシ
ョンする。
［授業方法］
興味のある各種測定・テストな
どについて調査し、学生同士の
発表報告を通して学習する。
定期試験を実施しない
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（予習：1時間） これまで経験したことのある
体力・運動能力測定の結果返却について確認して
おく。
（復習：1時間） データの集計方法と結果返却
方法について復習する。

（予習：1時間） 一般的な機能測定法を調べて
おく。
（復習：1時間） 筋力、瞬発力などを測定する
方法の留意点を整理する。
（予習：1時間） 各競技種目における試合中の
移動情報分析の方法について調べる。
（復習：1時間） 移動情報の収集方法とその留
意点について復習する。

（予習：1時間） 収集した移動情報データを整
理しておく。
（復習：1時間） 移動情報データと映像分析デ
ータの関連性についてレポートを作成する。

（予習：1時間） スポーツにおいて重要な視覚
機能は何か調べておく。
（復習：1時間） 各種視覚機能の測定方法を整
理する。

（予習：2時間） テストについてのプレゼンテ
ーションの準備を行う。
（復習：2時間） 発表された測定方法について
整理する。

授業科目名
英語科目名

スポーツコーチング総論
Introduction on Sports coaching

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 吉村 雅文
科目担当者
吉村雅文・中村充・山崎一彦・武田剛
授業概要
［授業全体の内容］
スポーツの指導において、単に選手の競技力向上だけではなく、多様な特性を持つ選手の人格教育をも考慮
すべきである。そのために必要とされるコーチの視点、指導哲学、コミュニケーションスキル等について概説
し、選手の人間形成に寄与できる知識と方法について理解を深める。また、国際競技大会経験者による実践コ
ーチング論および情報科学の利用法やチームマネジメント等に関しても理解を深める。 また、この授業はス
ポーツ医科学的知識の基盤のうえにコーチング科学の人文社会学の幅広い領域を学ぶ必要がある。
［この授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「コーチング科学を中心とした広範囲な知識およびそれらを駆使したスポーツ指導実践能力」
を身に付けるための科目として開講される。また、スポーツ科学科においては、「スポーツの指導を支援する
ために必要な医科学の知識と技能」の獲得という学位授与方針の達成にも寄与する。
［授業の到達目標］
1.スポーツコーチングの原則を理解する。
2.コーチの哲学を理解する。
3.行動の原理・指導の原理を理解する
成績評価
［成績評価の基準］
1. スポーツコーチングの原則を述べることができる。（定期試験、レポート）
2. コーチの哲学を説明できる。（定期試験）
3. 行動の原理・指導の原理を説明できる。（定期試験）
4. 授業中の発言や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する。（平常点）
［成績評価の方法］
平常点（10％）課題レポート（20％）ならびに定期試験（70％）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
スポーツトレーニング総論、スポーツ情報分析論、体育原理などを履修していることが望ましい。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その授業を欠席扱いとする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
課題レポートは翌週の授業で返却し、解説を行う。定期試験後には。要望があれば個別に解説や指導を行う
。
［テキスト・参考書等］
スポーツコーチング学 〜指導理念からフィジカルトレーニングまで〜
山田 茂 監訳 西村書店
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：吉村雅文
E‑mail：msyoshi[at]juntendo.ac.jp

レイナー・マートン著

［オフィスアワー］
日時：月曜日および金曜日 12:00〜12:50
場所：1号館5階、1528室
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約があった学生を優先します。
できる限り、前日までにE‑mailで予約するように心がけてください。
備考
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大森俊夫／

［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
吉村雅文
（予習：2.5時間）
1
〔授業内容］
コーチングはプレーヤーとコー 「学びのプロセスについて説明し、まとめる。」
チ両者の「学び」を扱うプロセ
スであることを理解し、効果的 （復習：1.5時間）
な学び方に関する知識を得る。 グッドコーチの最も大切な資質能力の一つである
「学び続ける姿勢」について整理する
〔授業方法］
グッドコーチの最も大切な資質
能力の一つである「学び続ける
姿勢」とは何かを解説する。
吉村雅文
（予習：2.5時間）
2
〔授業内容］
コーチングの本質について考え レポート課題
、自身のコーチング理念・哲学 「コーチングの理念・哲学」についてまとめてく
る
を確立について考える。
（復習：1.5時間）
〔授業方法］
コーチングとは、コーチとは、 新しい時代に相応しいコーチングについての考え
コーチング環境、新しい時代に 方を整理する
ふさわし いコーチングについ
て解説する。
吉村雅文
（予習：2.5時間）
3
〔授業内容］
目標とするコーチ像を実現させ コーチの資質能力について自分の意見をまとめて
るために、複雑で動的なコーチ くる
ング現場で、より適切な意志決 （復習：1.5時間）
定と行動を可能にするコーチの グッドコーチに求められる資質能力について整理
する
資質能力について考える
〔授業方法］
グッドコーチに求められる資
質能力とは何か解説する。
吉村雅文
（予習：3時間）
4
〔授業内容］
コーチとしての望ましい考え方 コーチング哲学の基礎について調べまとめてくる
や行動とはどのようなものかを 。
学び、コーチとしての コーチ （復習：2時間）
ング哲学の基礎について理解を コーチング哲学の基礎について整理する。
深める。
〔授業方法］
コーチの哲学について、グルー
プディスカッションなどを導入
した授業を展開する。
中村充
（予習：3時間）
5
〔授業内容］
プレーヤーの競技力向上のみな コーチングに求められる倫理観・規範意識につい
らず、人間的な成長 を促す上 て調べてくること。
で、コーチングに求められる倫 （復習：2時間）
理観・規範意識について理解を コーチング哲学やプレーヤーズファーストについ
て小レポートを作成する。
深める。
〔授業方法］
コーチング哲学やプレーヤー
ズファーストについて、いくつ
かの事例を取り上げ、受講者に
質問を投げかけ、受講者同士が
お互いの考えを共有できるよう
、1対1やグループディスカッシ
ョンを行う。
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中村充
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山﨑一彦
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山﨑一彦
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武田剛

（予習：3時間）
〔授業内容］
コーチの主な職務とコンピテン コーチの主な職務とコンピテンスについて調べて
くる。
スに ついて理解を深める。
（復習：2時間）
〔授業方法］
ビジョンと戦略の設定、環境の ビジョンと戦略の設定、環境の構築、人間関係の
構築、人間関係の構築、練習の 構築、練習の指導と競技大会への準備等々につい
指導と競技大会への準備等々に て小レポートを作成する。
ついてグループディスカッショ
ンを展開する。
（予習：3時間）
〔授業内容］
コーチング現場における課題発 コーチング現場における課題発見・解決に向けて
見・解決に向けて の思考法に の思考法について調べてくる。
（復習：2時間）
ついて理解を深める。
課題解決について各自レポートを作成する。
〔授業方法］
課題解決について、個人ワーク
と グループワークによる情報
共有を実施する。
（予習：2.5時間）
〔授業内容］
自分の心理的、行動的な特徴を セルフコント ロールの各種技法の基礎について
知り、セルフコント ロールの 調査しまとめる。
各種技法の基礎について理解す （復習：1.5時間）
POMSテストやエゴグラムなどの心理尺度を用いて
る。
測定した内容についてまとめる。
〔授業方法］
POMSテストやエゴグラムなどの
心理尺度を用いて測定した内容
の意見交換やセルフコントロー
ル向上のための各種手法 の体
験などを、ペアあるいはグルー
プで行う。
（予習：2.5時間）
〔授業内容］
コーチング活動における思考お コーチング活動における思考および行動変容を促
よび行動変容を促進するための 進するための実践的方法について調べてくる。
実践的方法について理解する。 （復習：1.5時間）
目標設定、コーチの成長過程、コーチのキャリア
〔授業方法］
目標設定、コーチの成長過程、 デザイン、コーチの ワークライフバランスにつ
コーチのキャリアデザイン、コ いてレポート形式でまとめる。
ーチの ワークライフバランス
についてグループディスカッシ
ョンする。
（予習：2.5時間）
〔授業内容］
コーチングの基盤となるコミュ コーチングの基盤となるコミュニケーションスキ
ニケーションスキルについて、 ルについて調べてくる
基礎的な知識と実践力について （復習：1.5時間）
コミュニケーションスキルの実践力を養うため必
理解を深める。
要な事についてレポートを作成する。
〔授業方法］
コミュニケーションスキルの実
践力を養うため、集団の人数や
役割(例えば、コーチ役と選手
役)を変化させながらコミュ ニ
ケーション・ワークを行う。
（予習：2.5時間）
〔授業内容］
実際のクラブ・チーム(集団)に コミュニケーショ ンで必要となる知識や対処方
おけるコミュニケーショ ンで 法ついて調査しまとめる。
必要となる知識や対処方法につ （復習：1.5時間）
チームビルディング、協力・協働・協調、関係者
いて理解する。
(アントラージュ)との信頼関係構築についてまと
〔授業方法］
チームビルディング、協力・協 める。
働・協調、関係者(アントラー
ジュ)との信頼関係構築につい
て説明する。
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〔授業内容］
プレーヤーの将来を見据えたキ
ャリア形成の重要性 について
理解し、自分自身および他者へ
のコーチング活動に活かすため
の実践的方法について理解を深
める。
〔授業方法］
質問を投げかけ、情報交換や互
いの考えの共有を促すよう、1
対1やグループディスカッショ
ンなどを 導入した授業を展開
する。
〔授業内容］
トレーニングでは一連の問題解
決型の思考・行為に関するサイ
クルを循環させており、そのフ
レームワークごとに行う内容に
つい て理解するとともに、ト
レーニング実践能力の向上につ
いての理解を深める。
〔授業方法］
具体的事実をもとに考える機会
を与え、日頃行っている自らの
トレーニングに意味を持たせて
理解を促す。また、事例を題材
に して、話し合いを進めてま
とめるグループディスカッ シ
ョンも展開する。
〔授業内容］
アンチ・ドーピング活動に関す
る理解を深め、コー チ自身お
よび指導対象となるプレーヤー
が適切に対応できるようになる
ことについて理解を深める。
〔授業方法］
アンチ・ドーピング規則違反の
事例を引用し、身近なものとし
て理解を深められるように工夫
する。
定期試験
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（予習：2.5時間）
キャリア形成の重要性について調べてくる。
（復習：1.5時間）
コーチング活動に活かすための実践的方法につい
てまとめる。

（予習：2.5時間）
トレーニング実践能力の向上について調べてくる
。
（復習：1.5時間）
日頃行っている自らのトレーニングについてまと
める。

予習：(2.5時間）
アンチ・ドーピング活動についてまとめる。
復習：（1.5時間）
アンチ・ドーピング規則違反の事例についてまと
める。

授業科目名
英語科目名

スポーツ競技の生理学
Physiology of Athletic Sports

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 内藤 久士
科目担当者
町田 修一
授業概要
［授業全体の内容］
運動生理学IおよびIIで履修した知識を基に、種目別の競技特性の運動生理学的理解を深めることを目的に体
系的に講義を行う。具体的には、総論としてスポーツ全般に関わる普遍的な運動生理学事象や話題性の高いト
ピックスについて、各論としてそれぞれの競技種目の生理学的特性や選手の身体的体力的特徴などについて説
明する。スポーツ健康科学の幅広い知識と教養に基づき、各種の競技スポーツの特種なトレーニングや指導に
応用できる力を身に付けさせることを目標とする。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連］
この科目は、「医学的知識を備えたスポーツ指導者の育成」、「スポーツ指導現場に詳しいスポーツ医科学
研究者の育成」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1. スポーツの実践や指導に生理学的知識を応用することの意義を理解し、その能力を涵養する。
2. 科学的トレーニングおよびコーチングのための理論的根拠を確立する。
成績評価
［成績評価の基準］
1. トレーニングや種々の競技スポーツを運動生理学的側面から正しく理解している（定期試験、課題レポー
ト）。
2. トレーニングや種々の競技スポーツを運動生理学的側面から正しく理解し、知識として身につけているか
（小テスト）
［成績評価の方法］
小テスト（30%）、課題レポート2題（10%）、定期試験（60%）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
講義の単位取得は、教室内での時間の2倍の時間が予習と復習に当てられ、かつ試験に合格することが前提と
なっているので、予習復習を欠かさないようにしてもらいたい。なお、履修は運動生理学I，IIを履修済みで
あること。
［履修上の注意］
事前に配付されている資料に基づき、キーワードとなる専門用語について予習をすること。
また、毎回の講義内容を次回の授業開始時に小テストとして問うので、必ず復習をしておくこと。
［課題（試験・レポート）に対するフィードバックの方法】
小テストの解答やレポート課題の模範解答については、講義形式で解説を行う。
［参考書］
スポーツ生理学(市村出版)、
スポーツ指導者に必要な生理学と運動生理学の知識(市村出版)、
運動生理学(建帛社)、
健康・体力のための運動生理学(杏林書院)
ほか、適宜指示する。
連絡先とオフィスアワー
内藤 1号館 1階 運動生理学研究室 (1117号室）
連絡先：hnaitou@juntendo.ac.jp
オフィスアワー：月曜日昼（事前にメールなどで予約をすることを推奨します）
町田 1号館 1階 運動生理学研究室 (1118号室）
連絡先：machidas@juntendo.ac.jp
オフィスアワー：月曜日10時から12時（事前にメールなどで予約をすることを推奨します）
備考
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［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、社会体育指導者資格(アスレチックトレーナー)取得に際して専門科目【講習】免除のため
の選択必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
内藤
久士
［復習：4時間］
1
（授業内容）
町田 修一
ガイダンス：スポーツ生理学を 配布資料を熟読しておく。履修登録が確実に行わ
定義するとともに、講義日程、 れているか再確認しておく。
内容、履修上の注意点に触れ、
スムーズな単位取得に向けての
ガイダンスを行う。また、ビデ
オ等を用いて今後の講義に対す
る動機づけを行う。
（授業方法）
ビデオやスライド、配付資料を
用いて講義を行う。
内藤 久士
［予習：1時間］
2
（授業内容）
町田 修一
トレーニング方法の生理学的根 左記の授業内容について、運動生理学IとIIで学
拠：トレーニングの原理・原則 習したことを復習し、説明できるようにしておく
を構成する生理学的事実につい 。
て触れ、トレーニングを科学的 ［復習：3時間］
立場から理解できるように、代 配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
表的なトレーニングの生理学的 くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
特徴および根拠を説明する。 解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
内藤 久士
［予習：1時間］
3
（授業内容）
町田 修一
スポーツと休養・疲労：トレー 左記の授業内容について、運動生理学IとIIで学
ニングの効果は、「超回復」が 習したことを復習し、説明できるようにしておく
時空的に加重された結果である 。
。スポーツやトレーニングにお ［復習：3時間］
ける休養の意義と疲労回復促進 配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
手段としての栄養補給、休養、 くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
睡眠、温浴、マッサージなどに 解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。
ついて説明する。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
内藤 久士
［予習：1時間］
4
（授業内容）
町田 修一
スポーツと年齢および性：運動 左記の授業内容について、運動生理学IとIIで学
に対する生理機能の応答および 習したことを復習し、説明できるようにしておく
適応の性・年齢別特徴を明らか 。
にし、発育期および高齢期にお ［復習：3時間］
ける正しいトレーニングの方法 配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
について説明する。
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講 めの準備しておく。
義を行う。
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9

内藤
町田
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（授業内容）
ウォーム・アップの生理学的基
礎：ウォーム・アップ（準備運
動）の生理学的な意義を理解で
きるように、ウォーム・アップ
によって期待されるパフォーマ
ンスの向上、トレーニングの能
率化、傷害予防などについて説
明する。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
クール・ダウンの生理学的基礎
：クール・ダウン（整理運動）
の生理学的な意義を理解できる
ように、クール・ダウンによっ
て期待される運動やスポーツ後
の疲労回復の促進や傷害の危険
防止について説明する。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
競技記録の生理学的基礎：競技
記録を規定する生理学的因子と
しての、エネルギー出力、筋力
や筋線維組成、神経筋協調能、
形態要素としての体格などの因
子について例をあげながら説明
する。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
環境とトレーニング：温度、気
圧などの環境条件の変化による
生理学的応答・適応について説
明する。特に、最近注目されて
いる高所トレーニングを題材に
し、その理解を深める。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
陸上競技の生理学1−短距離走
：短距離走選手の体格や体力、
練習時や試合時の心拍数応答、
運動強度およびエネルギー消費
量、ランニング時の筋電図学的
解析などを通して、これらの種
目の持つ生理学的特性の説明を
行う。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
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［予習：1時間］
左記の授業内容について、運動生理学IとIIで学
習したことを復習し、説明できるようにしておく
。
［復習：3時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。

［予習：1時間］
左記の授業内容について、運動生理学IとIIで学
習したことを復習し、説明できるようにしておく
。
［復習：3時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。

［予習：1時間］
左記の授業内容について、運動生理学IとIIで学
習したことを復習し、説明できるようにしておく
。
［復習：3時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。

［予習：1時間］
左記の授業内容について、運動生理学IとIIで学
習したことを復習し、説明できるようにしておく
。
［復習：3時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。
［予習：1時間］
左記の授業内容について、運動生理学IとIIで学
習したことを復習し、説明できるようにしておく
。
［復習：3時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。
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（授業内容）
陸上競技の生理学2−中長距離
走：中長距離選手の体格や体力
、練習時や試合時の心拍数応答
、運動強度およびエネルギー消
費量、ランニング時の筋電図学
的解析などを通して、これらの
種目の持つ生理学的特性の説明
を行う。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
球技の生理学：球技種目選手の
体格や体力、練習時や試合時の
心拍数応答、運動強度およびエ
ネルギー消費量、基本動作の筋
電図学的解析などを通して、各
球技種目の持つ生理学的特性の
説明を行う。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
自転車競技の生理学：自転車競
技選手の体格や体力、練習時や
試合時の心拍数応答、運動強度
およびエネルギー消費量、ペダ
リング動作の筋電図学的解析な
どを通して、これらの種目の持
つ生理学的特性の説明を行う。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
水泳競技の生理学：競泳選手の
体格や体力、練習時や試合時の
心拍数応答、運動強度およびエ
ネルギー消費量、基本動作の筋
電図学的解析などを通して、こ
れらの種目の持つ生理学的特性
の説明を行う。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
（授業内容）
冬季競技の生理学：スケートや
スキー競技選手の体格や体力、
練習時や試合時の心拍数応答、
運動強度およびエネルギー消費
量、基本動作の筋電図学的解析
などを通して、これらの種目の
持つ生理学的特性の説明を行う
。
（授業方法）
スライドと配付資料を用いて講
義を行う。
定期試験
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［予習：1時間］
左記の授業内容について、運動生理学IとIIで学
習したことを復習し、説明できるようにしておく
。
［復習：3時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。

［予習：1時間］
左記の授業内容について、運動生理学IとIIで学
習したことを復習し、説明できるようにしておく
。
［復習：3時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。

［予習：1時間］
左記の授業内容について、運動生理学IとIIで学
習したことを復習し、説明できるようにしておく
。
［復習：3時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。

［予習：1時間］
左記の授業内容について、運動生理学IとIIで学
習したことを復習し、説明できるようにしておく
。
［復習：3時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。

［予習：1時間］
左記の授業内容について、運動生理学IとIIで学
習したことを復習し、説明できるようにしておく
。
［復習：3時間］
配付資料に基づいて、左記の授業内容部分に出て
くる専門用語等をテキストや参考書でよく調べ理
解し、説明できるようにしておく。小テストのた
めの準備しておく。

授業科目名
英語科目名

スポーツ心理学実験実習
Sports Psychology Lab.Work

授業形態
開講学期

実習
前期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 川田 裕次郎
科目担当者
飯島正博、水野基樹、沖和砂
授業概要
[授業全体の概要]
コーチ、体育教師などの指導者は、学習者の心理的諸問題（例えば、不安への対処、モチベーションの維持
や向上、ストレスマネジメントなど）に対して、学術的な根拠に基づく対応を行うことが求められる。
この授業では、ティーチング・アシスタントとともに少人数での実習を行う。研究の実施方法、データの処
理方法、レポートの書き方など、実証研究の基本的な知識を理解し、スポーツでの心理的現象を科学的に解明
する方法を学ぶ。授業時間外の学修では、授業での実習内容をレポートまとめて提出することが求められる。
[授業の位置付け（学位授与方針に定められた知識能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教
養、及びそれらの活用能力」「協働で課題を解決するため必要なコミュニケーション能力」を身に付ける。
[到達目標]
1. スポーツ心理学の基礎的な実験方法や調査方法の枠組みを説明することができる。
2. スポーツ心理学の実験や調査で得られた知見をレポートにまとめ報告することができる。
3. スポーツ心理学の実験や調査で得られた知見を実際の運動場面や指導場面に応用することができる。
成績評価
[成績評価の評価基準]
下記の項目を総合して評価する
1. スポーツ心理学の基礎的な実験方法や調査方法の枠組みを説明することができる（各実習でのレポートと
小テスト）。
2. スポーツ心理学の実験や調査で得られた知見をレポートにまとめ報告することができる（各実習でのレポ
ート課題）。
3. スポーツ心理学の実験や調査で得られた知見を実際の運動場面や指導場面に応用することができる（定期
試験）。
[成績評価の方法]
①定期試験（40%）、②各実習でのレポート課題（40%）、③小テスト（20%）
履修における留意事項
[履修条件]
「スポーツ心理学」を受講していること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. 1回の授業に対して3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
2. 授業への遅刻を2回した場合には欠席1回分として扱う。
3. レポートを期限に遅れて提出した場合には、評価は50%に減点する（提出しない場合には0点とする）。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
小テストとレポートのフィードバックは授業中に返却して解説を行う。定期試験のフィードバックは試験終了
後にJuntendo Passportを用いてポイントを解説する。
[テキスト・参考書]
この科目では必ず用意しなければならないテキストはありません。必要な資料は授業中に適宜配布します。
ただし、下記の3点の書籍はレポートの作成や準備学習での参考書として薦めます。
1. 最新スポーツ心理学−その軌跡と展望, 日本スポーツ心理学会（編）（大修館書店）
2. スポーツメンタルトレーニング教本 三訂版, 日本スポーツ心理学会（編）（大修館書店）
3. スポーツ心理学事典, 日本スポーツ心理学会（編）（大修館書店）
連絡先とオフィスアワー

1648

[連絡先]
担当：川田裕次郎
E‑mail: yuukawa[at]juntendo.ac.jp
（上記 E‑mail アドレス内の[at]を＠に修正してください）
[オフィスアワー]
オフィス：スポーツ心理学研究室（1号館2階1215号室）
前期：水曜日 昼休み（12:00〜12:50）、木曜日4限目（14:40〜16:20）
後期：水曜日 昼休み（12:00〜12:50）、木曜日4限目（14:40〜16:20）
※ 上記以外の時間を希望する場合には、事前にE‑mailでアポイントを取ってください。
備考
[学習時間]
この授業は、講義形式の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学習
を必要とする内容をもって構成する。
[その他]
この授業科目は、下記の免許と資格に関わる科目として位置付けられている。
免許：特になし
資格：日本体育協会のアスレチックトレーナーの取得に必要な科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
川田
（予習：1時間）
1
[授業内容]
飯島
テーマ：オリエンテーションと 授業のシラバスを丁寧に読んでくる。スポーツ心
水野
理学の研究について事前に調べてくる。授業で学
スポーツ心理学の研究方法
沖
オリエンテーション（授業の概 びたいと考えている内容を３つ考えてくる。
要、到達目標、成績評価方法な
ど）と心理学のリサーチクエス （復習：1時間）
チョンと仮説（対立仮説、帰無 授業のオリエンテーションの内容について理解を
深めるために授業資料を読み返す。心理学のリサ
仮説）を理解する。
ーチクエスチョンと仮説（対立仮説、帰無仮説）
について復習する。復習時に疑問に思ったことに
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 ついて調べ、わからなければ質問をできる準備を
義を進める。グループでのディ しておく。
スカッションを通して、リサー
チクエスチョンと仮説の作成を
学ぶ。小テストを通して、授業
内容の理解度を把握し、小テス
トの解説を行う。
川田
（予習：1時間）
2
[授業内容]
テーマ：心理学の研究デザイン 資料の該当部分を丁寧に読んでくる。スポーツ心
サンプリング方法、バイアス、 理学の研究論文を１つ調べて読んでくる。
信頼性と妥当性、実験の統制、
研究の倫理的配慮について理解 （復習：1時間）
授業資料を読み返す。学んだ内容（キーワード）
する。
についてレポートにまとめる。復習時に疑問に思
ったことについて調べ、わからなければ質問をで
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 きる準備をしておく。
義を進める。グループワークを
通して、リサーチクエスチョン
と仮説の作成方法を学ぶ。小テ
ストを通して、授業内容の理解
度を把握し、小テストの解説を
行う。
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川田
飯島
沖

4

川田
飯島
沖

5

川田
飯島
沖

[授業内容]
テーマ：心理統計
記述統計、推測統計、尺度水準
、検定結果の解釈について理解
する。

（予習：1時間）
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。スポーツ心
理学の研究論文を１つ事前に調べて読んでくる。

（復習：1時間）
授業資料を読み返す。学んだ内容（キーワード）
についてレポートにまとめる。復習時に疑問に思
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 ったことについて調べ、わからなければ質問をで
義を進める。実際に表計算ソフ きる準備をしておく。
トや統計ソフトを使用して算出
方法とグラフの作成方法を学ぶ
。小テストを通して、授業内容
の理解度を把握し、小テストの
解説を行う。
（予習：1時間）
[授業内容]
テーマ：実習A‑① 「心理測定 資料の該当部分を丁寧に読んで理解する。
の理解と実践」（担当：川田）
、「身体意識の調整」（担当： （復習：1時間）
飯嶋）、「選手への心理サポー 授業資料を読み返す。グループで指示された内容
についてレポートにまとめる。復習時に疑問に思
ト」（担当：沖）
ったことについて調べ、わからなければ質問をで
きる準備をしておく。
[授業方法]
受講生は、グループに分かれて
実習する。「心理測定の理解と
実践」では、心理学で構築され
てきた心理測定方法について学
び、実際に測定し比較検討をす
る。「身体意識の調整」では身
体を使うことによって心の調整
を行う手法について学ぶ。「コ
ーチングに活かす映像技術」で
は、映像を効果的に用いてコー
チングに活かす手法について学
ぶ。
（予習：1時間）
[授業内容]
テーマ：実習A‑② 「心理測定 資料の該当部分を丁寧に読んで理解する。
の理解と実践」（担当：川田）
、「身体意識の調整」（担当： （復習：1時間）
飯嶋）、「選手への心理サポー 授業資料を読み返す。グループで指示された内容
についてレポートにまとめる。復習時に疑問に思
ト」（担当：沖）
ったことについて調べ、わからなければ質問をで
きる準備をしておく。
[授業方法]
受講生は、グループに分かれて
実習する。「心理測定の理解と
実践」では、心理学で構築され
てきた心理測定方法について学
び、実際に測定し比較検討をす
る。「身体意識の調整」では身
体を使うことによって心の調整
を行う手法について学ぶ。「コ
ーチングに活かす映像技術」で
は、映像を効果的に用いてコー
チングに活かす手法について学
ぶ。
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[授業内容]
テーマ：実習A‑③ 「心理測定
の理解と実践」（担当：川田）
、「身体意識の調整」（担当：
飯嶋）、「選手への心理サポー
ト」（担当：沖）
[授業方法]
受講生は、グループに分かれて
実習する。「心理測定の理解と
実践」では、心理学で構築され
てきた心理測定方法について学
び、実際に測定し比較検討をす
る。「身体意識の調整」では身
体を使うことによって心の調整
を行う手法について学ぶ。「コ
ーチングに活かす映像技術」で
は、映像を効果的に用いてコー
チングに活かす手法について学
ぶ。
[授業内容]
テーマ：実習A‑④ 「心理測定
の理解と実践」（担当：川田）
、「身体意識の調整」（担当：
飯嶋）、「選手への心理サポー
ト」（担当：沖）
[授業方法]
受講生は、グループに分かれて
実習する。「心理測定の理解と
実践」では、心理学で構築され
てきた心理測定方法について学
び、実際に測定し比較検討をす
る。「身体意識の調整」では身
体を使うことによって心の調整
を行う手法について学ぶ。「コ
ーチングに活かす映像技術」で
は、映像を効果的に用いてコー
チングに活かす手法について学
ぶ。
[授業内容]
テーマ：実習B‑① 「運動の学
習と制御（担当：川田）」、「
スポーツ動作法（担当：飯嶋）
」、「モチベーションビデオの
作成と活用（担当：沖）」
[授業方法]
受講生は、グループに分かれて
実習する。「運動の学習と制御
」では、効果的な運動の学習方
法について学び、実験をして比
較検討をする。「スポーツ動作
法」では動作法をスポーツ応用
する手法について学ぶ。「モチ
ベーションビデオの作成と活用
」では、映像を効果的に用いて
スポーツ選手の心理サポートを
する手法について学ぶ。
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（予習：1時間）
資料の該当部分を丁寧に読んで理解する。
（復習：1時間）
授業資料を読み返す。グループで指示された内容
についてレポートにまとめる。復習時に疑問に思
ったことについて調べ、わからなければ質問をで
きる準備をしておく。

（予習：1時間）
資料の該当部分を丁寧に読んで理解する。
（復習：1時間）
授業資料を読み返す。グループで指示された内容
についてレポートにまとめる。復習時に疑問に思
ったことについて調べ、わからなければ質問をで
きる準備をしておく。

（予習：1時間）
資料の該当部分を丁寧に読んで理解する。
（復習：1時間）
授業資料を読み返す。グループで指示された内容
についてレポートにまとめる。復習時に疑問に思
ったことについて調べ、わからなければ質問をで
きる準備をしておく。
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[授業内容]
テーマ：実習B‑② 「運動の学
習と制御（担当：川田）」、「
スポーツ動作法（担当：飯嶋）
」、「モチベーションビデオの
作成と活用（担当：沖）」
[授業方法]
受講生は、グループに分かれて
実習する。「運動の学習と制御
」では、効果的な運動の学習方
法について学び、実験をして比
較検討をする。「スポーツ動作
法」では動作法をスポーツ応用
する手法について学ぶ。「モチ
ベーションビデオの作成と活用
」では、映像を効果的に用いて
スポーツ選手の心理サポートを
する手法について学ぶ。
[授業内容]
テーマ：実習B‑③ 「運動の学
習と制御（担当：川田）」、「
スポーツ動作法（担当：飯嶋）
」、「モチベーションビデオの
作成と活用（担当：沖）」
[授業方法]
受講生は、グループに分かれて
実習する。「運動の学習と制御
」では、効果的な運動の学習方
法について学び、実験をして比
較検討をする。「スポーツ動作
法」では動作法をスポーツ応用
する手法について学ぶ。「モチ
ベーションビデオの作成と活用
」では、映像を効果的に用いて
スポーツ選手の心理サポートを
する手法について学ぶ。
[授業内容]
実習B‑④：「運動の学習と制御
（担当：川田）」、「スポーツ
動作法（担当：飯嶋）」、「モ
チベーションビデオの作成と活
用（担当：沖）」
[授業方法]
受講生は、グループに分かれて
実習する。「運動の学習と制御
」では、効果的な運動の学習方
法について学び、実験をして比
較検討をする。「スポーツ動作
法」では動作法をスポーツ応用
する手法について学ぶ。「モチ
ベーションビデオの作成と活用
」では、映像を効果的に用いて
スポーツ選手の心理サポートを
する手法について学ぶ。
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（予習：1時間）
資料の該当部分を丁寧に読んで理解する。
（復習：1時間）
授業資料を読み返す。グループで指示された内容
についてレポートにまとめる。復習時に疑問に思
ったことについて調べ、わからなければ質問をで
きる準備をしておく。

（予習：1時間）
資料の該当部分を丁寧に読んで理解する。
（復習：1時間）
授業資料を読み返す。グループで指示された内容
についてレポートにまとめる。復習時に疑問に思
ったことについて調べ、わからなければ質問をで
きる準備をしておく。

（予習：1時間）
資料の該当部分を丁寧に読んで理解する。
（復習：1時間）
授業資料を読み返す。グループで指示された内容
についてレポートにまとめる。復習時に疑問に思
ったことについて調べ、わからなければ質問をで
きる準備をしておく。
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[授業内容]
テーマ：チームビルディング
グループダイナミクスの基礎理
論とツールを通して、良いチー
ムが成長する過程を体験的に理
解する。

（予習：1時間）
授業で扱うテーマについての資料を配布し、事前
理解を深めるとともに、課題レポート等を課し提
出させる。講義の開始時に解説する。

（復習：1時間）
・授業資料を読み返す。指示された内容について
レポートにまとまる。復習時に疑問に思ったこと
[授業方法]
チームビルディングに関しての について調べ、わからなければ質問をできる準備
理論の解説と具体的な事例（VT をしておく。
R）を紹介する。併せて、自己
分析も実施する予定である。
（予習：1時間）
[授業内容]
心理的スキルトレーニング（メ 資料の該当部分を丁寧に読んでくる。「メンタル
ンタルリハーサル、目標設定、 リハーサル」、「目標設定」について事前に調べ
ピークパフォーマンス分析、集 て読んでくる。
中力など）について理解する。
（復習：1時間）
授業資料を読み返す。指示された内容についてレ
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 ポートにまとまる。復習時に疑問に思ったことに
義を進める。実際にピークパフ ついて調べ、わからなければ質問をできる準備を
ォーマンス分析を行うことで体 しておく。
験的に学習する。小テストを通
して、授業内容の理解度を把握
し、小テストの解説を行う。
（予習：3時間）
[授業内容]
定期試験問題とレポート課題の これまでの授業資料を読み返す。定期試験問題と
解説とスポーツ心理学実験実習 レポート課題を準備して目を通しておく。
の授業のまとめを行う。
（復習：1時間）
授業内容のまとめで理解しきれていなかった箇所
[授業方法]
定期試験問題、レポート課題の について、再度復習する。1回〜14回の授業内容
解答のポイントを解説する。ス の復習をしっかりと行う。
ポーツ心理学実験実習の授業内
容についてまとめを行う。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

トレーニング科学総合実習
General laboratory of training Science

授業形態
開講学期

実習
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 山崎 一彦
科目担当者
鯉川なつえ、越川一紀、仲村明、坂本彰宏、河村剛光、高梨雄太、中田学
授業概要
［授業全体の内容］
幼児からトップレベル競技者全てのレベルにおいて、的確なコーチングを実践するためには、経験則のみに頼
らず、身体運動を自然科学的に分析する基本的方法を身につけることが重要とされている。この実習はコーチ
が自ら基本的な科学的検証ができるようになること。実験や体験から得られた事象を客観的なエビデンスに基
づき、論理的に思考できることを目的とする。更には、本実習がトレーニング現場で反映できるための応用力
に結びつくための総合的科学実習となることを目的とする。
指導現場に反映、かつ直結できることを目標とする。 授業形式は、各専門分野における講師によるオムニバ
ス形式で行う。
［授業の位置付け(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連) ］
受講者は、専門的スポーツ医科学的知識を備え、将来の指導現場でスポーツ医科学を駆使した指導ができるよ
うな人材養成を目指す。
［授業の到達目標］
1. 最大パワー・心拍数・クリティカルパワー・血中乳酸濃度・疾走能力・垂直跳び能力の測定では受講者全
員が身体の生理学的応答や身体運動を自然科学的に分析する方法を習得する。
2. スポーツ心理学(メンタルトレーニング)では心の問題に苦しむアスリートをどのようにサポートしていく
かや、精神的能力の測定・評価について基本的方法を修得する。
3. データ分析の実習では、測定されたデータをエクセルを用いて解析し、数値変化や傾向を関数を用いて理
解・表現する方法を習得する。
4. アダプテッドスポーツを理解し、障がい者に対してのコーチング方法を理解する。
成績評価
(評価方法)
授業に対しての意欲と積極的姿勢(20%)、課題レポート提出(50%)、テスト(30%)の割合で評価する。
(評価基準)
1. 各授業課題の実習を円滑に行い、積極的に参加する
2. スポーツ医科学的知識を用いてレポートが書けているかを評価する。
3. 実習内容と結果について的確にレポートが書けているかを評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
コース必修科目である。実習を行なうにあたり、あらかじめテキストを読み理解を深めておくこと。
［履修上の注意 ］
実習内容および担当者によってグループ分け、集合場所が異なる。前日までにJpassにて掲示をするので必ず
見ること。
［課題 (試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
試験時間を1時間とし、残りの時間で模範解答や評価のポイントを提示し解説する。また、その際にレポート
・課題の評価について説明を行う。
［テキスト、参考書］
各実習ごとに担当教員から必要資料が配布される。
連絡先とオフィスアワー
山 崎:火曜日 9時〜11時 kayamaza@juntendo.ac.jp 1号館5階1523室
備考
この授業は、実習形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必要とす
る内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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1

山崎

一彦

仲村、坂本

仲村、坂本

鯉川、
ゲスト講師

鯉川、
ゲスト講師

坂本、河村

(授業内容)
授業計画等のオリエンテーショ
ン(授 業評価、今後の内容、予
習復習、レポ ート提出につい
て)
(授業方法)
実習をするにあたってのグルー
ピン グを行い、授業を展開す
る。
(授業内容)
心拍数の測定
(授業方法)
陸上トラックにて、様々な速度
でランニングをした際の心拍数
を測る。
２回目、３回目の授業は心拍数
とクリティカルパワー測定のグ
ループに分かれて行う．
(授業内容)
クリティカルパワーと無酸素作
業容量の推定
(授業方法)
自転車エルゴメーターでの運動
で有 酸素的・無酸素的におこ
なえる物理的運動強度 の上限
値をそれぞれ推定する ．
２回目、３回目の授業は心拍数
とクリティカルパワー測定のグ
ループに分かれて行う．
（授業内容)
血中乳酸値の測定
(授業方法)
300m全力疾走をして血中乳酸値
を 測定する
４、５回目の授業は血中乳酸値
測定とボディコントロールのグ
ループに分ける
（授業内容)
ボディコントロールの重要性I
(授業方法)
ボディコントロールの方法につ
いて 実践し、スキルテストを
行い評価して みる。
４、５回目の授業は血中乳酸値
測定とボディコントロールのグ
ループに分ける
(授業内容)
最大パワー
(授業内容)
自転車エルゴメーターを用いて
、最大ペダリングパワーと、至
適負荷を計測・算出する．
6回目、7回目の授業は最大パワ
ーとデータ分析のグループに分
かれて行う．
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(予習:2時間)
シラバスを熟読し、本実修の目的を理解する
(復習:2時間)
予習復習の方法についてオリエンテーションで述
べたように配布資料を再度読み，基礎的知識を得
ておく

(予習:2時間)
全身運動をする際に、速度や出力の増加に伴って
心拍数が直線的に増加することを確認する。
(復習:2時間)
心拍数測定の理解を深める。心拍数変化のレポー
トを提出する。

(予習:2時間)
直線関係・逆数関係の基本関数や形状を理解して
おく．
(復習:2時間)
クリティカルパワーと無酸素作業容量をエクセル
で算出し、レポートを提出す る。

(予習:2時間)
乳酸生成のメカニズムを予習しておく。
(復習:1時間)
実習で行った血中乳酸値測定の課題レポートを提
出する

(予習:2時間)
ボディコントロールの重要性IIについての知見を
得ておく
(復習:2時間)
スペーシングテストやボールハンドリングテスト
を実施し、ボディコントロール能力開発法につい
てレポートを提出する。

(予習:2時間)
パワー・仕事の定義を理解しておく．１次関数、
２次関数の特性を理解しておく．
(復習:2時間)
エクセルを用いて測定データから最大パワーと至
適負荷を算出しレポートを提出する。

坂本、河村

河村

河村

山崎、仲村

山崎、仲村

越川、高梨

ゲスト講師

(予習:2時間)
(授業内容)
エクセルの基本操作や１次、２次、３次関数の特
データ分析
性について理解しておく．
(授業方法)
エクセルを用いてデータの作図 (復習:2時間)
、回帰分析、関数入力を学習す データ分析に必要なエクセル操作や得られた数式
の意味について理解を深める．
る。
6回目、7回目の授業は最大パワ
ーとデータ分析のグループに分
かれて行う．
(予習:2時間)
[ 授業内容 ]
最も有名な体力テストである「 新体力テストの準備の仕方、測定方法について調
新体力テスト」（バッテリーテ べておく。
（復習：2時間）
スト）について学ぶ。
測定方法、注意点、長短所、各自のテスト結果に
[ 授業方法 ]
新体力テストの準備や測定上の ついて復習する
注意など、実習を通して学習す
る。
(予習:2時間)
[ 授業内容 ]
パソコンを使って、体力測定デ 基本的な統計値についてとその関数を調べておく
ータの分析法について学習する 。
（復習：2時間）
。
表計算ソフトでの関数の使い方、図表の作成方法
[ 授業方法 ]
実際に表計算ソフトを利用して ついて復習する。
、基本的な統計値を算出する。
(予習:2時間)
(授業内容)
レーザー装置を用いた疾走能力 レーザー装置を用いた疾走能力の測定についての
知見を得てお く
の測定
(復習:2時間)
(授業方法)
様々な疾走速度を計測する方法 レーザー装置を利用して100mを全力疾走し、走タ
を理解 し、実際に100m走を走 イム、走速度 、加速度を求めたものをレポート
提出する。
り疾走速度を計測する。
(予習:2時間)
（授業内容）
ストップウォッチを用いた、10 世界および日本一流短距離スプリンターの特徴を
調べる
0mの計測
（復習）
（授業方法）
100mの10m毎の通過タイム計測 陸上競技100m走の疾走速度と100m記録の関係性に
し、他社の比較およびレーザー ついて理解する
光と手動計測を比較検討する
(予習:2時間)
(授業内容)
ジャンプマットを用いた垂直跳 スクワットジャンプとカウンタームーブメントジ
ャンプの2種類のジャンプを行って跳躍高の推定
び 能力の測定
を行い、その差がバネ能力の指標になることの理
(授業方法)
ジャンプマットを用いた垂直 解を深める
跳び 能力の測定をし跳躍高を (復習:2時間)
スクワットジャンプ、カウンタームーブメント
推定する。
ジャンプの測定値を求めたものをレポート提出す
る。
(予習:2時間)
（授業内容）
アダプテッドスポーツのコーチ ボッチャの主な運動とルールを理解しておく
（復習：2時間）
ング1
障がいしゃスポーツの理解と指導方法について考
（授業方法）
パラリンピック種目に導入され 察する
ているボッチャを体験し、コー
チングおよびトレーニングに応
用させる
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ゲスト講師

（授業内容）
アダプテッドスポーツのコーチ
ング2（ゴールボール）
（授業方法）
パラリンピック種目であるゴー
ルボールを実際に体験し、コー
チング手法およびトレーニング
方法を学ぶ
定期テスト
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(予習:2時間)
ゴールボールの主な運動とルールを理解しておく
（復習：2時間）
アダプテッドスポーツの理解とゴールボールの指
導方法について考察する

授業科目名
英語科目名

スポーツ運動学
Theory of Sports Movement

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 原田 睦巳
科目担当者
原田 睦巳
授業概要
[授業全体の内容]
スポーツ運動学は、教育・指導の実践場面におけるスポーツ運動学習を人間科学的・運動学的立場から理解す
る事の出来る知識を深めることを目的とし、運動技術、運動構造、運動観察、運動経過の質的把握などの観点
から、運動学的な知識の理解を深め、実践に役立てることができるように授業を展開していく。また、発生運
動学的見地についても触れ、現在のスポーツ運動学の研究に関する見地や現象学的見地についても紹介してい
く。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
スポーツ運動学は、教育・指導の場面におけるスポーツ運動学習を人間科学的・運動学的立場から理解し、ま
たその知識の理解を深めるための理解力及び観察力が必要である。本授業では、スポーツ健康科学を中心とし
た幅広い知識と教養及びそれらの活用能力として、運動やわざ（技術）を観察し、分析する方法として現象学
的見地から動き（わざ）に内包されている意味系・価値系を理解する基礎を学び、さらにはその内容を理解で
きる能力を養い、コーチング科学を中心としたスポーツ科学についての知識と技能及び観察力に優れたスポー
ツ指導者の育成を目指す。
[授業の到達目標]
1．スポーツ運動を習得するために、自分の動く感じ（動感）の能力、また動ける身体の発生・習熟について
理解できるようになる。
2．人間科学的・運動学的な知識を、実践の教育・指導の場面に役立てられるようになる。
3．運動の質的把握に関して、スポーツ運動学的見地からの質の把握が理解でき、具体的な運動に当てはめて
考えることが出来る。
成績評価
[成績評価の基準]
1．スポーツ運動学における定義や概念を理解しているか、定期試験で評価する。
2．運動感覚世界について、スポーツ運動学の見地からみた概念や定義を理解しているか、定期試験で評価す
る。
3．運動技術、運動構造、運動観察、運動経過の質的把握等を理解しているか、定期試験で評価する。
4．「コツ」と「カン」について、具体的な動きを例示して説明する事が出来るかを、レポート試験で評価す
る。
5．その他、学習意欲や態度、ディスカッションの積極性を発言や発表等で評価する。
[成績評価の方法]
授業内発言、ディスカッション時の等取り組む姿勢等20％、提出課題（レポート等）20％、定期試験（筆記）
60％
授業態度が授業進行上においてふさわしくないと判断した場合は、減点の対象とします。また、遅刻に対して
は厳正に対処します。代返が発覚した場合、原則として単位を認めません。
履修における留意事項
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[履修要件]
実際にスポーツ活動を実践している学生が望ましい。将来的に、スポーツ活動を指導する立場につく人が望ま
しい。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
著しく授業態度に問題がある場合（遅刻・途中退出等）には、単位認定を認めないこととする。また、授業内
レポートの提出がない場合には、出席の代返とみなし、同じく単位認定を認めない。
［試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法］
授業時に返却し、その内容の解説や評価のポイントを明示する。
[テキスト・参考書等]
Ｋ．マイネル（金子明友訳）：スポーツ運動学，大修館書店（1979）
谷 徹：これが現象学だ,講談社現代新書（2002）
金子明友：わざの伝承，明和出版（2002）
金子明友：身体地の形成（上・下），明和出版（2005）
金子明友：スポーツ運動学，明和出版（2009）
金子一秀：スポーツ運動学入門，明和出版（2015）
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：原田睦巳
（1号館5階1511 体操競技研究室）
mtharada[at]juntendo.ac.jp ※[at]を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
火曜日 10：40〜12：00
木曜日 10：00〜12：00
金曜日 10：00〜12：00
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の合計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
原田睦巳
1回
（授業内容）
スポーツ運動学の目的と役割,
そしてその概念についての基礎
を学習する。
（授業方法）
人間科学的な学問及び研究方法
について説明する。
スポーツ運動学的見地について
概念を説明する。
原田睦巳
2回
（授業内容）
運動研究の史的変遷について理
解を深める。
（授業方法）
自然科学と人間科学の史的変遷
から、K.マイネルのスポーツ運
動学について説明する。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：2時間）
スポーツにおける科学的研究方法や分析方法につ
いて、その具体的な方法を調査する。
（復習：2時間）
スポーツ運動学の概念やその目的と役割について
、復習する。

（予習：2時間）
スポーツ競技と研究や科学的分析の関係性につい
て調査し、まとめる。
（復習：2時間）
自然科学と人間科学の史的変遷について、及びK.
マイネルのスポーツ運動学について復習する。

3回

原田睦巳

4回

原田睦巳

5回

原田睦巳

6回

原田睦巳

7回

原田睦巳

（授業内容）
運動指導における運動観察の意
義について、理解を深める。
（授業方法）
運動観察における「自己観察」
と「他者観察」の2つの方法に
ついて説明する。
印象分析についても説明し、理
解を深める。

8回

原田睦巳

（授業内容）
各ジェネレーションによる運動
発達のモルフォロギー的認識に
ついて説明し、理解を深める。
（授業内容）
各ジェネレーションによる運動
の発達段階について説明し、そ
の特徴を理解する。

（授業内容）
人間の運動系の内容と運動学習
についての概念の理解を深める
。
（授業方法）
人間の運動系には2つの運動系
が存在する事について説明する
。
運動を習得するにあたっての「
位相」という概念について説明
する。
（授業内容）
運動技術の概念とその特性、ま
たその階層性について理解を深
める。
（授業方法）
運動の技術に定義について説明
をし、その特性についても説明
をする。技術は時代と共に変遷
する事を具体的な例を示しなが
ら説明する。
（授業内容）
運動におけるその構造について
その概念を説明し理解する。
（授業方法）
構造と言われるその他のものと
運動構造との相違や類似性につ
いて説明する。
また、運動における 合理的
という表現について理解する。
（授業内容）
運動の経過におけるその運動の
質的把握について説明する。
（授業方法）
K.マイネルが提唱する 8つの
カテゴリーについて、その内容
を説明する。
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（予習：2時間）
インターネットや動画閲覧サイトを利用し、幼児
期の運動の映像、青年期の運動の映像を閲覧し、
それぞれの運動の特徴についてまとめる。また、
本能における反射について調べ、その内容をまと
める。
（復習：2時間）
人間の運動系の2分類についてまとめる。
K.マイネルの「運動学習の三位相」について復習
する。
（予習：2時間）
運動技術について、自分のスポーツ種目等から具
体的な例示を示しながら検討する。
（復習：3時間）
運動技術の定義についてまとめる。
運動技術の階層性についてそれぞれの階層におい
ての特性を復習する。
技術の習得方法について、2つの習得方法につい
ての内容を具体的な例示を示しながら整理しまと
める。
（予習：2時間）
構造といわれるものについて調査しまとめる。
また、それぞれの概念についても調査しまとめる
。
（復習：2時間）
運動における構造についてその概念を具体的な例
示を示して説明しまとめる。
運動経過における運動構造の三形態とその局面構
造について復習する。
(予習：3時間)
運動の経過とは？」という概念を我々はどう捉え
ているのかを調査しまとめる。
動きの良し悪しをどう判断しているのかを自身の
意見としてまとめる。
（復習：2時間）
K.マイネルの8つのカテゴリーによる質的把握に
ついて具体的な例示を示しながら復習する。
（予習：2時間）
スポーツ現場において「運動を観察する」とはど
の様なものかを自身のスポーツ種目においての例
示を示しながらまとめる。
（復習：2時間）
運動観察における「自己観察」と「他者観察」の
2つの方法それぞれについて具体的な例示を示し
ながらまとめる。
印象分析について、具体的な例示を示しながらま
とめる。
（予習：2時間）
自身の運動の発達時期について振り返りながら考
えをまとめる。
生涯スポーツの定義や功罪について調査しまとめ
る。
（復習：2時間）
新生児から高齢者までの運動発達の運動学的特性
について具体的な例示を示しながらまとめる。

9回

原田睦巳

10回

原田睦巳

11回

原田睦巳

12回

原田睦巳

13回

原田睦巳

（予習：3時間）
（授業内容)
発生論的運動学の概念について マイネルの運動学における3領域（動きの質、運
動発達、学習位相）の内容と特徴についてあらか
の基礎を学習する。
じめ確認しておく。
（授業方法）
従来の運動学との違いについて （復習：2時間）
金子の5位相について、自分自身の具体的な運動
説明する。
形成位相論におけるマイネルの 場面に当てはめながら復習する。
3位相と、金子の5位相の特徴と
違いについて説明する。
（予習：2時間）
（授業内容）
人間の運動とはどのようなもの 自分自身の動きをどのように把握しているのか、
か、運動学的立場から学習する 自身の運動場面を振り返って検討する。
。
（復習：2時間）
（授業方法）
人間の運動に付きまとうパトス 運動共感について具体的な例をいくつか挙げる。
的背景について説明する。また 内部視点と外部視点の違いについてまとめる。
、人は運動をどのように捉える
のかを理解するため、共感、移
入、内部視点と外部視点につい
て説明する。
動感運動の匿名性について説明
する。
（予習：2時間）
（授業内容）
運動観察の方法と重要性につい スポーツ現場において運動観察はどのように行わ
て理解する。以前学習した自己 れているのかについて挙げ、それぞれの特徴につ
観察、他者観察の概念をさらに いて理解しておく。
深め、具体的な運動場面に置き
かえて理解できるようにする。 （復習：2時間）
自身の専門種目の映像を確認しながら、修正点を
見つける。その際、なぜその点を挙げたのかにつ
（授業方法）
スポーツ学習現場の選手やコー いて、運動学的に考察する。（キーワード：「移
チに不可欠な運動観察について 入」「潜勢自己運動」「運動共感」「先読み」）
説明する。
自己観察、他者観察について、
映像を用いながら説明する。
（予習：2時間）
（授業内容）
覚える身体知（創発身体知）に 創発身体知の概要について調べる。
（参考図書『わざの伝承（金子，2002）』、『身
ついて理解する。
体知の形成（上）、身体知の形成（下）（金子、
2005）』）
（授業方法）
創発身体知の概要について説明
する。
始原身体知における体感領域、 （復習：2時間）
時間化領域について説明する。 体感領域における定位感、遠近感、気配感の具体
的例証を挙げる。
（予習：2時間）
（授業内容）
教える身体知（促発身体知）に 促発分析の概要について調べる。
（参考図書『わざの伝承（金子，2002）』、『身
ついて理解する。
体知の形成（上）、身体知の形成（下）（金子、
2005）』）
（授業方法）
促発身体知の概要について理解
（復習：2時間）
する。
促発に不可欠な観察分析、交信 自身の専門種目の指導現場において促発指導を行
分析、代行分析、処方分析につ う場合の指導計画と方法を立案する。
いて説明する。
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14回

原田睦巳

15回

原田睦巳

(授業内容)
1回から13回までの運動学的見
地を踏まえた運動指導の実践に
ついて説明し、その後グループ
ディスカッションを行う。
（授業方法）
具体提な例示種目や対象となる
技術を例に挙げ、スポーツ運動
学的見地からその指導方法の立
案、指導、観察、修正をグルー
プディスカッションし、最後に
発表する。
定期試験
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（予習：3時間）
自身のスポーツ種目における具体提な対象となる
技術を例に挙げ、スポーツ運動学的見地からその
指導方法の立案、指導、観察、修正をまとめ、グ
ループディスカッションの準備を整える。
（復習：2時間）
グループディスカッションの内容を整理し、グル
ープ内の他の学生の内容を理解し、整理する。

授業の理解度を評価するための試験を実施する。
備考
学習時間（計90時間）
授業時間：30時間
準備学習：60時間

授業科目名
英語科目名

テーピングおよびマッサージ実習
Practice of Sports Taping and Massage

授業形態
開講学期

実習
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 髙澤 祐治
科目担当者
門屋悠香、中新井田敦子、鹿倉二郎
授業概要
［授業全体の内容］
競技力向上や傷害予防には、正しい知識をもとに適切なコンディショニングメニューを実施することが不可
欠です。
この授業では、テーピング、スポーツマッサージ、ストレッチングの基礎について概説し、少人数のグルー
プでその技術を紹介し、実習を通して実施上の注意点などについて解説する。テーピングに関してはスポーツ
外傷・障害との関連について解説する。スポーツマッサージ、ストレッチングについては、その適応や禁忌に
ついて解説します。
この授業は、日本体育協会公認アスレティックトレーナー養成カリキュラムのうち、専門科目「7．予防と
コンディショニング」に該当します。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」を身に付けるための科目として開講される。
［授業の到達目標］
1．テーピングの目的、効果などについて説明できる。
2．スポーツマッサージの目的、効果などについて説明できる。
3．ストレッチングの目的、効果などについて説明できる。
4．適切なテーピング、マッサージ、ストレッチが実施できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1．テーピングについて、効果、目的、適応と禁忌などが説明できる（定期試験）
2．スポーツマッサージについて、効果、目的、適応と禁忌などが説明できる（定期試験）
3．ストレッチングについて、効果、目的、適応と禁忌などが説明できる（定期試験）
4．指定したテーピング、マッサージ、ストレッチが適切に実施できる（実技試験）
5．授業中や予習・復習の取組状況によって授業態度を評価する（平常点）
［成績評価の方法］
実技試験（30％）、定期試験（40％）、レポート課題（10％）、平常点（20％）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
特になし
［履修上の注意（科目独自のルール）］
実技試験は必ず受けなければならない。
実習は、50名ほどのグループに分かれて実施する。
毎回、運動するのに適した服装を準備すること。
1回の授業について、出席時間が3分の2に満たない場合は、欠席扱いとする。
また、遅刻及び早退については、出席と異なる扱いとする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業中に課す小テストや課題については、授業内で解説をおこなう。
定期試験については、J‑PASS上で解説をおこなう。
［テキスト・参考書等］
・日本体育協会公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト（6）予防とコンディショニング
上記テキストは参考書であり、必ず用意する必要はありません。
その他、授業中に適宜、資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：門屋 悠香
※連絡先は、授業内でお知らせします
［オフィスアワー］
日時：水曜日12：20〜13：10
場所：1号館5階1516号室（アスレティックトレーニング学研究室）
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるためできるだけ前日まで
にE‑mailで予約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、実習の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、日本体育協会公認スポーツ指導者の講習免除に必要な科目のうち、アスレティックトレー
ナーの「専門科目」における必修科目として位置づけられています。
受講人数が100名を超える場合には、授業方法を変更する場合があります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
髙澤祐治
（予習：1h）
1
［授業内容］
門屋悠香
本授業のながれと注意事項を確 シラバスを確認する
認する。
コンディショニングの必要性に
（復習：1h）
ついて理解を深める。
コンディショニングの意義について確認する
［授業方法］
オリエンテーションをおこない
、授業の目的、意義、授業の進
め方などについて解説する。
スポーツドクターから見たテー
ピング、スポーツマッサージ、
ストレッチングの意義およびス
ポーツドクターの観点からのコ
ンディショニングの必要性につ
いて解説する。
グループ分けを実施する。
鹿倉二郎
（予習：1h）
2
［授業内容］
テーピングについて理解を深め テーピングの目的、効果について調べる
る。
（復習：2h）
テーピング全般にわたる注意事項などについて整
［授業方法］
テーピングの目的、効果、科学 理する
的根拠、注意事項などについて
解説する。
ペアになり、テーピングの基本
的な方法を体験する。
髙澤祐治
（予習：1h）
3
［授業内容］
門屋悠香
スポーツマッサージについて理 スポーツマッサージの分類、各種手技などについ
て調べる
解を深める。
（復習：2h）
［授業方法］
スポーツマッサージの定義、分 スポーツマッサージ全般にわたる注意点などにつ
類、各種手技、注意点について いて整理し、確認する
解説する。
ペアになり、マッサージの基本
的な手技を体験する。
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（予習：1h）
［授業内容］
テーピングを体験・学習する（ 足関節捻挫について調べる
1）足関節
（復習：1h）
足関節捻挫に対するテーピングを行なう際の注意
［授業方法］
足関節の外傷について解説する 点およびその方法について確認する
とともに、足関節のテーピング
について解説・実演する。
ペアになり、足関節のテーピン
グを実施し、互いに評価する。
（予習：1h）
［授業内容］
テーピングを体験・学習する（ 足部、下腿部の外傷・障害について調べる
2）足部、下腿部
（復習：1h）
足底腱膜炎、アキレス腱炎に対するテーピングを
［授業方法］
足底腱膜炎、アキレス腱炎につ 行なう際の注意点およびその方法について確認す
いて解説するとともに、これら る
の障害に対するテーピングにつ
いて解説・実演する。
ペアになり、テーピングを実施
し、互いに評価する。
（予習：1h）
［授業内容］
テーピングを体験・学習する（ 膝関節および大腿部の外傷・障害について調べる
3）膝関節、大腿部
［授業方法］
膝関節の靱帯損傷、大腿部肉離
れについて解説するとともに、
これらの外傷に対するテーピン
グについて解説・実演する。
ペアになりテーピングを実施し
、互いに評価する。
［授業内容］
テーピングを体験・学習する（
4）肩鎖関節、肘関節、手関節
、指関節

（復習：1h）
膝関節内側側副靱帯損傷および大腿部肉離れに対
するテーピングを行なう際の注意点およびその方
法について確認する

（予習：1h）
上肢、特に肩関節、肩鎖関節、肘関節の外傷・障
害について調べる

（復習：1h）
肩鎖関節捻挫、肩関節反復性脱臼、肘関節内側側
［授業方法］
上肢の外傷、障害について解説 副靱帯損傷に対するテーピングの行なう際の注意
するとともに、そのテーピング 点とその方法について確認する
方法について解説・実演する。
ペアになりテーピングを実施し
、互いに評価する。
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（予習：1h）
［授業内容］
テーピングを体験・学習する（ 腰部、胸部の外傷・障害について調べる
5）体幹部
テーピングの技術を習得する。 （復習：1h）
腰部、胸部に対してテーピングを行なう際の注意
点およびその方法について確認する
［授業方法］
腰部、胸部の外傷、障害につい
て解説するとともに、そのテー
ピング方法について解説・実演
する。
ペアになり、足部・下腿のテー
ピングを実施し、互いに評価す
る。
指定したテーピングについて、
実技試験をおこなう。
（予習：1h）
［授業内容］
スポーツマッサージを体験・学 肩関節、肩甲部の機能解剖を確認する
習する（1）肩関節、肩甲部
（復習：1h）
肩関節、肩甲部にマッサージを行なう際の注意点
［授業方法］
上肢に対するスポーツマッサー およびその手技について確認する
ジ手技について解説・実演する
。
ペアになりスポーツマッサージ
を実施し、互いに評価する。
（予習：1h）
［授業内容］
スポーツマッサージを体験・学 上腕部、前腕部の機能解剖を確認する
習する（2）上腕部、前腕部
（復習：1h）
上腕部、前腕部にマッサージを行なう際の注意点
［授業方法］
上肢に対するスポーツマッサー およびその手技について確認する
ジ手技について解説・実演する
。
ペアになりスポーツマッサージ
を実施し、互いに評価する。
（予習：1h）
［授業内容］
スポーツマッサージを体験・学 下肢の機能解剖を確認する
習する（3）大腿部、下腿部、
（復習：1h）
足部
下肢にマッサージを行なう際の注意点およびその
手技について確認する
［授業方法］
下肢に対するスポーツマッサー
ジ手技について解説・実演する
。
ペアになりスポーツマッサージ
を実施し、互いに評価する。
（予習：1h）
［授業内容］
スポーツマッサージを体験・学 頚部、胸部、腰部の機能解剖を確認する
習する（4）体幹
（復習：1h）
頚部、胸部、腰部にマッサージを行なう際の注意
［授業方法］
頚部、胸部、腰部に対するスポ 点およびその手技について確認する
ーツマッサージ手技について解
説・実演する。
ペアになりスポーツマッサージ
を実施し、互いに評価する。
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（予習：1h）
［授業内容］
ストレッチングについて理解を 以下の用語について調べる
・相反性神経支配
深める。
・伸張反射
［授業方法］
ストレッチングの目的、各種方 （復習：1h）
法、注意点について解説する。 ストレッチングの方法とストレッチングを行なう
際の全般的な注意点について確認する
ペアになり、ストレッチングの
基本的な方法を体験する。
（予習：1h）
［授業内容］
ストレッチングを体験・学習す 身体各部位の主働筋・拮抗筋について調べる
る
（復習：1h）
各部位ごとのストレッチングの注意点を整理する
［授業方法］
身体各部位の代表的なストレッ
チングについて解説・実演する レポート課題
「ストレッチングメニューを作成する」
。
ペアになりストレッチングを実
施し、互いに評価する。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

陸上競技「トラック」のコーチング論
The theory of Track Coaching

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 山崎 一彦
科目担当者
仲村明
授業概要
（授業全体の内容）
陸上競技の「トラック」種目のトレーニングやコーチングのポイントや考え方等について理解を深め、実際
の事例を踏まえ、陸上競 技のコーチングの現状や課題について興味関心を深める。
陸上競技は記録と順位で競われ、技術・戦術・トレーニング・コンディショニング法の差異が勝敗を決する
ことが多くある。トラッ ク種目の高度な技術・戦術・トレーニング方法を理解し、コーチングするためのポ
イントを理解する。
授業の位置付け (学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)
陸上競技の「トラック」種目は、基礎的医科学知識の理解とトラック種目特有の戦術を必要とする。競技者の
パフォーマンス向上の ために必要なトレーニング戦略とコーチング技法と観点について習得できるようにす
る。
（授業の到達目標）
科学的なトレーニング方法およびコーチング法の実際について理解を深め、学生が実際の指導現場において高
いレベルのコーチ ングができるようになる。
成績評価
（成績評価の基準）
1. 陸上競技に関する基本的トレーニング方法が理解できていること。
2. トラック種目に関してのパフォーマンス向上のための基礎的な科学的根拠が理解できていること。 3. ト
レーニング方法のみに終始することなく、コーチング方法に関して理解できていること。
4. 学習意欲や態度を授業内の小テストや課題等で評価する。
（成績評価の方法）
平常点（20%）、短距離（40%）、中長距離（40%）として総合評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
2年次の陸上運動を受講しておくことが望ましい。
陸上競技における基本的用語およびルールについては事前に習得し、トレーニング方法およびコーチング方法
の講義に専念でき るようにしてほしい。
[履修上の注意]
1回の授業について、３分の２以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。また、遅刻お
よび早退３回で、1回分の
欠席としてカウントする。
[テキスト・参考書等]
授業中に適宜、資料を配布いたします。
連絡先とオフィスアワー
山 崎:火曜日 9時〜11時 kayamaza@juntendo.ac.jp 1号館5階1523室
仲 村:火曜日 9時〜11時 aknaka@juntendo.ac.jp 1号館5階1524室
備考
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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[授業内容]
オリエンテーション
授業目的および概要の解説、シ
ラバスの解説、評価方法を受講
者が理解する。また、予習・復
習方法についても理解し、実行
できるようにする。
中長距離走の基本を学ぶ。

（予習：2時間）
シラバスを読み、授業展開を確認しておく。
（復習：2時間）
陸上競技のトラック種目に関する歴史について調
べ、奥深い理論が学べるようにしておく。

[授業方法]
講義形式で行い、コーチングに
関する興味付けを行う。
中長距離走においてのポイント
を画像や映像を視聴し、基本の
振り返りを行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
陸上競技長距離走者のコーチに 長距離走に関しての個人的な印象や感想、自分の
求められる諸要因について理解 求めるコーチ像のイメージをまとめてくる。
を深める。
（復習：2時間）
陸上競技長距離走者のコーチングに関するレポー
[授業方法]
条項学生に自分の求める理想の トを作成する。
コーチ像を発表させる。5‑6名
のグループで理想のコーチ像に
関して、明確なビジョンを意識
させる。
（予習：2時間）
[授業内容]
長距離走者の年間スケジュール 事前に配布された資料を参照し、陸上競技のトレ
（トレーニング。競技会等）の ーニング総論をまとめてくる。
目的や狙いについて理解を深め
（復習：2時間）
る。
日本の長距離走者が年間計画の中で抱える問題点
を整理する。
[授業方法]
講義形式で行い、理解度を小テ
ストで確認する。
（予習：2時間）
[授業内容]
長距離走者のランニング技術に 事前に配布した課題に対して回答する。
ついて学習する。
（復習：2時間）
授業内で解説された効率の良いランニングフォー
[授業方法]
様々なタイプのランニングフォ ム習得のためのポイントをまとめておく。
ームについて解説し、着目する
ポイントを紹介する。ランニン
グを行う上で意識している点に
関し、グループワークを行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
能力測定の目的とデータの活用 事前に配布した課題に対して回答する。
方法について理解を深める。
（復習：2時間）
データの活用方法に関するレポートを作成する。
[授業方法]
講義形式で蓄積した様々なデー
タの紹介と解説を行う。
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（予習：2時間）
[授業内容]
箱根駅伝に向けた順天堂の取り 配布資料をもとに箱根駅伝の歴史的な背景を調べ
てくる。
組みについて学ぶ。
[授業内容]
箱根駅伝の歴史的な背景や順天
堂の箱根駅伝に向けたチームビ
ルディングを紹介し、着目点を
解説する。
[授業内容]
箱根駅伝および大学長距離界の
抱える問題と今後の方向性につ
いて学習する。
[授業方法]
4‑5名程度のグループで、大学
長距離界の抱える問題点や改善
点などを討議する。
（授業内容）
短距離走のルールと科学的基礎
知識 を理解する
(授業方法)
100m走から400m走までのルール
の理解。 体力および力学的観
点から見たハー ドル走を解説
し、コーチングを適切に 行う
ための知識(トレーニング観点
、 順序、量、強度)を提示し、
グループで コーチング方法に
ついてディスカッ ションする
。また、成果を発表する。
(授業内容)
短距離走のトレーニング方法と
コーチングの関与について
(授業方法)
基本的トレーニングからみたコ
ーチングを適切に行うための知
識(言葉かけ、立ち位置)を提示
し、グループでコーチング方法
についてディスカッションする
。また、成果を発表する。
(授業内容)
短距離走のルールと科学的基礎
知識を理解し、コーチングの観
点を整理する。
(授業方法)
100mH、110mH、男女400mHのル
ール理解。 体力および力学的
観点から見たハー ドル走を解
説し、コーチングを適切に行う
ための知識(トレーニング観点
、 順序、量、強度)を提示し、
グループで コーチング方法に
ついてディスカッ ションする
。また、成果を発表する。
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（復習：2時間）
チームビルディングに関して、ポイントをまとめ
ておく。

（予習：2時間）
配布資料をもとに箱根駅伝とメディアに関して、
自分なりの考えをまとめてくる。
（復習：3時間）
中長距離の総括として、授業内で解説したポイン
トを抑え、レポートを作成する。

（予習:2時間)
短距離走の身体動作部位についての基礎的用語を
予習しておく。
(復習:2時間)
短距離走における体力および力学的観点からみた
コーチング方 法を整理して次回の講義に備える
。

(予習:2時間)
コーチングする際に留意することをトレーニング
量、強度の観 点からまとめておく。
(復習:2時間)
コーチングにおける言葉かけ、立ち位置について
学んだことを 整理しておく。

(予習:2時間)
ハードル走における身体動作部位および技術名称
について基礎的用語を予習しておく。
(復習:2時間)
ハードル走における体力および力学的観点からみ
たコーチング方法を整理して次回の講義に備える
。
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13

14

山崎

(授業内容)
ハードル走のトレーニング方法
とコーチングの関与について
(授業方法)
基本的トレーニングからみたコ
ーチングを適切に行うための知
識(言葉かけ、立ち位置)を提示
し、グループでコーチング方法
についてディスカッションする
。また、成果を発表する。
(学習内容)
4×100mリレーの技術を理解し
、バ トンパスで記録短縮する
ための手法 を理解する。
(学習方法)
バトンパスの種類と方法を学び
、アン ダーパス、オーバーパ
ス、利得時間、 利得距離につ
いて理解を深める 。 また、リ
レーにおける全習法・分習法
復習等について知識を高める。
(授業内容)
4×100mリレーの練習法につい
て理 解し、コーチング方法を
見出す。
(授業方法)
4×100mリレーの練習方法につ
いて 解説し、コーチングする
際の留意点と 手法についてグ
ループでまとめ発表 し、ディ
スカッションする。
(授業内容)
短距離走およびハードル走の
シーズ ン制とトレ−ニング周
期について
(授業方法)
国内外のシーズン制を理解し、
現在の環境およびカテゴリーに
見合ったト レーニング周期を
立案し、パフォーマンス発達の
モデルを構築する。 それらを
もとにディスカッションする。
「定期試験」
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(予習:2時間)
ハードル走をコーチングする際に留意することを
トレーニング量、強度の観点からまとめておく。
(復習:2時間)
ハードル走のコーチングにおける言葉かけ、立ち
位置について学んだことを整理しておく。

(予習:1時間)
1. 4×100mRにおけるアンダー・オーバーパス、
利得時間・利得距離について調べておく
2. リレーにおける全習法・分習法復習等につい
て調べておく
(復習:2時間)
アンダーパス、オーバーパス、利得時間、利得距
離について具体的数値を示しまとめる。

(予習:1時間)
全習法、分習法、マークの付け方、スタート法に
ついて理解を深 める
(復習:2時間)
タイムを縮めるためのコーチング計画を立案し
てみる。

(予習:1時間)
一般的なトレーニング周期について予習してお
く。
(復習:2時間)
講義で行ったトレーニング周期立案をディスカッ
ション後に見 つかった課題を修正する。

授業科目名
英語科目名

陸上競技「フィールド」のコーチング論
The theory of Field Coaching

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 越川 一紀
科目担当者
高梨 雄太
授業概要
[授業全体の内容]
1.陸上競技の「フィールド」のコーチングについて歴史的背景から、現在のコーチングシステムを理解する。
2.海外のトレーニングやジュニア期のトレーニングについて基本的な方法論を理解する。
3.高度なコーチング理論を理解し、跳躍や投擲の各種目ごとの特性を理解する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連]
以下の学位授与方針に関連します。
1.スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力
[授業の目標]
1.陸上競技に関する指導理論を理解できる。
2.陸上競技に関する研究論文を抄読し、研究法や実践への理解を高めることができる。
3.競技力向上にかかわるトレーニングや技術を理解できる。
成績評価
[成績評価の方法]
取り組む姿勢20％、レポート課題40％、試験40％
[成績評価基準]
フィールド種目のコーチング方法について学び、自分自身の指導方法を構築できるか。
履修における留意事項
[履修要件]
陸上競技フィールド種目に関する基礎的知識を学習しておくことが望ましい。
[履修上の注意]
出席回数が全授業の2/3以上であることが試験受験の条件となるため、積極的な授業参加を求めます。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
課題レポートは授業内において課し、翌週に解説する。レポート及び授業内試験の結果を成績に反映する。
[テキスト・参考書等]
必要な資料は授業内で配布します。
連絡先とオフィスアワー
越川：kkoshika@juntendo.ac.jp
高梨：ytakana@juntendo.ac,.jp
水曜、昼休み
備考
[学習時間]
この授業は、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学習を必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
越川、高梨
(予習：2時間）陸上競技のフィールドについて基
1
[授業内容]
礎知識を学習する
テーマ：ガイダンス
[授業方法]
授業の概要や内容について講義
する
高梨
(予習：1時間）投擲種目の種類について調べる
2
[授業内容]
（復習：１時間）専門性の違いについて確認する
テーマ：投擲種目の概論
[授業方法]
投擲種目のの歴史と技術につい
て講義する
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3

高梨

4

高梨

5

高梨

6

高梨

7

高梨

8

高梨

9

越川

10

越川

11

越川

12

越川

13

越川

[授業内容]
テーマ：投擲種目の概論２
[授業方法]
投擲種目における日本の立ち位
置と課題
[授業内容]
テーマ：砲丸投
[授業方法]
砲丸投の歴史と技術について講
義する
[授業内容]
テーマ：円盤投
[授業方法]
円盤投の歴史と技術について講
義する
[授業内容]
テーマ：ハンマー投
[授業方法]
ハンマー投の歴史と技術につい
て講義する
[授業内容]
テーマ：やり投
[授業方法]
やり投の歴史と技術について講
義する
[授業内容]
投擲種目のコーチングまとめ
[授業方法]
投擲種目に関するこれまでの授
業内容のまとめをする
[授業内容]
跳躍競技の技術総論
[授業方法]
跳躍競技の技術について講義す
る
[授業内容]
ジュニア跳躍競技者の指導方法
[授業方法]
ジュニア期における跳躍競技者
の特徴を踏まえたコーチング方
法について講義する
[授業内容]
トップジャンパーのトレーニン
グ
[授業方法]
一流競技者の技術とコーチング
方法について講義する
[授業内容]
走幅跳の技術・戦術
[授業方法]
走幅跳の技術と戦術について映
像を用いながら講義する
[授業内容]
走高跳の技術・戦術
[授業方法]
走高跳の技術と戦術について映
像を用いながら講義する
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(予習：1時間）各自、高校時代の各競技種目につ
いて振り返る
（復習：１時間）新たな各競技に対する取り組み
意識を考える
(予習：1時間）砲丸投のフォームについて調べる
（復習：１時間）砲丸投げの投法の種類ついて確
認する

(予習：1時間）円盤投について調べる
（復習：１時間）円盤投の投法について確認する

(予習：1時間）ハンマー投について調べる
（復習：１時間）ハンマー投の投法について確認
する

(予習：1時間）やり投について調べる
（復習：１時間）やり投の投法について確認する

(予習：1時間）投擲種目研究、文献について調べ
る
（復習：１時間）投擲種目の問題点について確認
する
(予習：1時間）跳躍種目について調べる
（復習：１時間）専門性の違いについて確認する

(予習：1時間）各自、高校時代の各競技種目につ
いて振り返る
（復習：１時間）新たな各競技に対する取り組み
意識を考える

(予習：1時間）トップジャンパーのトレーニング
方法について各自、調べる
（復習：１時間）トップジャンパーのトレーニン
グを各自のトレーニングに生かす方法を考える

(予習：1時間）走幅跳のフォームについて調べる
（復習：１時間）様々なフォームの違いについて
確認する

(予習：1時間）走高跳のフォームについて年代別
に調べる
（復習：１時間）垂直方向の踏み切りにおける力
の発生について考える

14

越川、高梨

[授業内容]
フィールドコーチングまとめ
[授業方法]
これまでの授業内容のまとめを
する
定期試験を実施しない
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(予習：1時間）走幅跳の助走の動作からスプリン
トを考える
（復習：3時間）ピッチやストライドの違いから
走りを考える

授業科目名
英語科目名

水泳競技のコーチング論
Coaching Swimming

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 武田 剛
科目担当者
外部講師
授業概要
[授業全体の内容]
競泳選手の育成や年代別の水泳指導ができる医学的な基礎知識と各泳法の基礎理論の理解を深める。水泳指導
者資格（水泳指導員、水泳教師、水泳コーチ）の専門科目内容を学習し、資格取得に向けた基礎知識を学習す
る。水泳に関わる生理学、力学、流体力学、心理学、解剖学、発育発達、審判法や競技規則について学習する
。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ科学分野の専門的な実践力を獲得するという学位授与方針の達成にも寄与する。
[授業の到達目標]
水中環境の生理応答を正しく説明できる。
水の物理的特性を正しく説明できる。
水泳動作の推進メカニズムを正しく説明できる。
幼児、学童、成人、選手への指導方法の違いを正しく説明できる。
水泳中の障害、事故に関する知識と予防方法を正しく説明できる。
競泳の競技規則と審判法を正しく説明できる。
成績評価
[成績評価基準]
水中環境の生理応答を正しく説明できる。（定期試験と小テスト）
水の物理的特性を正しく説明できる。（定期試験と小テスト）
水泳動作の推進メカニズムを正しく説明できる。（定期試験と小テスト）
幼児、学童、成人、選手への指導方法の違いを正しく説明できる。（定期試験と小テスト）
水泳中の障害、事故に関する知識と予防方法を正しく説明できる。（定期試験と小テスト）
競泳の競技規則と審判法を正しく説明できる。（定期試験と小テスト）
[成績評価の方法]
毎回の授業ごとの小テストの得点５０％、筆記試験の得点５０％として評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
水泳、専門運動実技実習（水泳競技）を受講していることが望ましい。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
１回の授業において3分２以上の出席時間がない場合はその回の授業を欠席扱いとする。授業資料はJ‑PASSで
ダウンロードして授業に臨むこと。また理解度を高めるために授業ノートを持参することが望ましい。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
定期試験の時間は1時間とし、インターネットテストフォームを使用し自己採点ができるように準備をする。
［テキスト・参考書等］
各授業で授業資料をJ‑PASSから配信を行う。
水泳指導教本（公益財団法人日本水泳連盟、大修館書店、改訂第二版）＊購入の必要はないが「水泳指導員」
の資格取得を目指す学生は購入推奨
水泳教師教本（公益財団法人日本水泳連盟、大修館書店、改訂版）＊購入の必要はないが「水泳教師」の資格
取得を目指す学生は購入推奨
水泳コーチ教本（公益財団法人日本水泳連盟、大修館書店、第三版）＊購入の必要はないが「水泳コーチ」の
資格取得を目指す学生は購入推奨
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
担当：武田 剛
Email: tutakeda[at]juntendo.ac.jp
*[at]を@に変更してください。
[オフィスアワー]
通年授業期間中の木曜日15:00‑16:00
場所：1号館5階1507室（水泳研究室）
上記の時間には予約に無しに対応しますが、他の学生との時間調整のためできるだけ前日までにEmailで予約
をしてください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
[学修時間]
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業３０時間と準備学習６０時間の計90時間を必要
とする内容をもって構成する。
[その他]
日本スポーツ協会／日本水泳連盟公認資格「水泳教師」、「水泳指導員」、「水泳コーチ」の専門科目（講習
） の学習内容を含む科目である。これらの資格取得を目指す学生の履修が推奨される。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
武田剛
予習：２時間）
1
[授業内容]
授業の概要、目的、成績評価方 「授業資料」をダウンロードをして、授業内容の
法、注意点を説明するガイダン 概要を事前に把握する。
スを行う。
水泳安全管理の方法とプールで （復習：２時間）
起こる事故の実態について学習 小テストの結果を元に理解度が低い内容について
再度ノートにまとめる。
する。

2

武田剛

3

武田剛

4

武田剛

[授業方法]
スライドを用いて講義を行う。
（予習：２時間）
[授業内容]
水泳指導者の心得、任務、指導 「授業資料」をダウンロードをして、授業内容の
方法論（形態）、評価方法につ 概要を事前に把握する。
いて解説する。
（復習：２時間）
小テストの結果を元に理解度が低い内容について
[授業方法]
スライドを用いて講義を進める 再度ノートにまとめる。
。講義に小テストを行い、理解
度の確認を行う。
（予習：２時間）
[授業内容]
水泳競技会の競技規則と審判法 「授業資料」をダウンロードをして、授業内容の
概要を事前に把握する。
について
解説をする。
（復習：２時間）
小テストの結果を元に理解度が低い内容について
[授業方法]
スライドを用いて講義を進める 再度ノートにまとめる。
。講義に小テストを行い、理解
度の確認を行う。
（予習：２時間）
[授業内容]
水泳（プール施設）の管理と安 「授業資料」をダウンロードをして、授業内容の
全対策について解説をする。 概要を事前に把握する。
（復習：２時間）
[授業方法]
スライドを用いて講義を進める 小テストの結果を元に理解度が低い内容について
。講義に小テストを行い、理解 再度ノートにまとめる。
度の確認を行う。
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5

6

7

武田剛

武田剛

武田剛

8

武田剛

9

武田剛

[授業内容]
水泳の力学のついて解説を行う
。水の物理的特性や、浮力、抗
力、揚力の解釈の仕方や各泳法
の推進メカニズムについて学習
する。
[授業方法]
スライドを用いて講義を進める
。講義に小テストを行い、理解
度の確認を行う。
[授業内容]
水泳の生理学について解説をす
る。浸水次の生理応答や各種ト
レーニングの身体負荷、年代別
トレーニング目的について学習
する。
[授業方法]
スライドを用いて講義を進める
。講義に小テストを行い、理解
度の確認を行う。
[授業内容]
水泳の心理学と栄養学について
解説を行う。動機付けや目標設
定、メンタルトレーニング、コ
ミュニケーションスキル、トレ
ーニング期と試合期の食事内容
について学習する。

（予習：２時間）
「授業資料」をダウンロードをして、授業内容の
概要を事前に把握する。
（復習：２時間）
小テストの結果を元に理解度が低い内容について
再度ノートにまとめる。

（予習：２時間）
「授業資料」をダウンロードをして、授業内容の
概要を事前に把握する。
（復習：２時間）
小テストの結果を元に理解度が低い内容について
再度ノートにまとめる。

（予習：２時間）
「授業資料」をダウンロードをして、授業内容の
概要を事前に把握する。
（復習：２時間）
小テストの結果を元に理解度が低い内容について
再度ノートにまとめる。

[授業方法]
スライドを用いて講義を進める
。講義に小テストを行い、理解
度の確認を行う。
（予習：２時間）
[授業内容]
水泳の医学について解説する。 「授業資料」をダウンロードをして、授業内容の
水泳の障害発生部位とメカニズ 概要を事前に把握する。
ム、対処法について学習する。
（復習：２時間）
小テストの結果を元に理解度が低い内容について
[授業方法]
スライドを用いて講義を進める 再度ノートにまとめる。
。講義に小テストを行い、理解
度の確認を行う。
（予習：3時間）
[授業内容]
クロール、背泳ぎ、平泳ぎの理 「授業資料」をダウンロードをして、授業内容の
論について解説する。各泳法の 概要を事前に把握する。
推進メカニズム、指導方法につ
（復習：２時間）
いて学習する。
小テストの結果を元に理解度が低い内容について
再度ノートにまとめる。
[授業方法]
スライドを用いて講義を進める
。講義に小テストを行い、理解
度の確認を行う。
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10

11

12

13

14

武田剛

武田剛

武田剛

武田剛

武田剛

[授業内容]
バタフライ、横泳ぎ、立ち泳ぎ
の理論について解説をする。各
泳法の推進メカニズムと指導方
法を学習する。
[授業方法]
スライドを用いて講義を進める
。講義に小テストを行い、理解
度の確認を行う。
[授業内容]
幼児水泳の指導理論について解
説する。幼児の発育発達、心理
、指導内容と指導ポイントにつ
いて学習する。
[授業方法]
スライドを用いて講義を進める
。講義に小テストを行い、理解
度の確認を行う。
[授業内容]
学童水泳の指導理論について解
説する。学童の発育発達、心理
、指導内容と指導ポイントにつ
いて学習する。
[授業方法]
スライドを用いて講義を進める
。講義に小テストを行い、理解
度の確認を行う。
[授業内容]
成人水泳の指導理論について解
説する。成人の心理、体力レベ
ル、指導内容と指導ポイントに
ついて学習する。
[授業方法]
スライドを用いて講義を進める
。講義に小テストを行い、理解
度の確認を行う。
[授業内容]
学習内容の総まとめ（復習）を
行い。定期試験にむけた理解度
の確認を行う。

（予習：3時間）
「授業資料」をダウンロードをして、授業内容の
概要を事前に把握する。
（復習：２時間）
小テストの結果を元に理解度が低い内容について
再度ノートにまとめる。

（予習：２時間）
「授業資料」をダウンロードをして、授業内容の
概要を事前に把握する。
（復習：２時間）
小テストの結果を元に理解度が低い内容について
再度ノートにまとめる。

（予習：２時間）
「授業資料」をダウンロードをして、授業内容の
概要を事前に把握する。
（復習：２時間）
小テストの結果を元に理解度が低い内容について
再度ノートにまとめる。

（予習：２時間）
「授業資料」をダウンロードをして、授業内容の
概要を事前に把握する。
（復習：２時間）
小テストの結果を元に理解度が低い内容について
再度ノートにまとめる。

（予習：3時間）
これまでの授業資料をよく読んで理解を高める。
学生の理解度を確認するための模擬問題をひとり
２問（穴埋めもしくは○×問題と、記述式）を考
えてくる。

[授業方法]
受講生が考案した予想問題を持 （復習：3時間）
ち寄り、模擬試験問題を作成し 模擬試験の結果をみて、理解していない内容のプ
、解答する。授業内で採点する リントと資料を再度ノートにまとめる。
ことで理解度の確認と向上を図
る。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

体操競技のコーチング論
Coaching of Artistic

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

冨田

Gymnastics

授業形態
開講学期

講義
後期

単位数

2.0

洋之

授業概要
［授業全体の内容］
スポーツを指導するにあたっては、スポーツ科学を中心とした幅広い知識が必要とされている。本授業では
体操競技が現在に至るまでの歴史や発展経過を学ぶとともに、体操競技における専門知識に触れ、採点競技の
特性や?器械運動および、体操競技特有の実践的指導方法を理解することにより、教養のあるスポーツ指導者
の育成を目指す。
この授業科目では、配付資料に沿って体操競技についての専門知識を学ぶ他、グループディスカッションを
行い、授業内にて発表を行う。
［授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)］
この科目は、スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力ないしは研究できる能力を身につける目
的がある。
［授業の到達目標］
１．体操競技の歴史について説明することができる。
２．体操競技の専門知識を説明することができる。
３．体操競技の実践的指導方法を理解する。
成績評価
［成績評価の基準］
１．体操競技の歴史について説明することができる。（定期試験）
２．体操競技の専門知識を説明することができる。（定期試験）
３．授業やグループワークの取り組みなどの受講態度を評価する。（平常点）
［成績評価の方法］
定期試験（80％）、課題レポート（10％）、平常点（10％）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
特になし
［履修上の注意］
１回の授業について３分の２以上の出席時間がない場合は欠席扱いとする。
［課題に対するフィードバックの方法］
課題レポートは翌週の授業において、評価や助言をフィードバックする。
［テキスト・参考書等］
１．金子明友著、体操競技のコーチング（第４版）、大修館書店（東京）1974
２．金子明友著、わざの伝承、明和出版（東京）2002
３．クルト・マイネル著、スポーツ運動学、大修館書店（東京）1979
上記は学習を進めるうえで推奨する参考書であり、授業中に関しては適宜、資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：冨田 洋之
E‑mail：htomita[at]juntendo.ac.jp
※ [at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日 時：火・水曜日10：00〜11：00
場 所：1号館5階1511室（体操競技研究室）
できるだけ前日までにE‑mailでお知らせください。
備考
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［学習時間］
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業３０時間と準備学習６０時間の計９０時間の
学習を必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
冨田洋之
(予習:2時間）
第1回
[授業内容]
体操競技におけるオリンピック 日本オリンピック委員会（JOC）のホームページ
の歴史及び現在の取り組みにつ （http://www.joc.or.jp/）を閲覧し、体操競技
におけるオリンピックの歴史について調べること
いて説明する。
。
[授業方法]
配布資料およびスライドを用い (復習:2時間）
JOCのホームページから調べた体操競技の歴史と
て講義を進める。
本授業で得た体操競技の歴史との相違点や追加点
を検証し、その内容をまとめること。
冨田洋之
(予習:2時間）
第2回
[授業内容]
世界における体操競技の歴史と 「体操競技のコーチング論」第1章[体操競技の概
その特性及びその内容を説明す 念]を読み、疑問点について調べてくること。
(復習:2時間）
る。
当該授業で得た源流を探る登場人物について、図
書やインターネット等を用いて調べること。
[授業方法]
配布資料およびスライドを用い
て講義を進める。
冨田洋之
(予習:2時間）
第3回
[授業内容]
日本における体操競技の歴史と 図書及びインターネット等を用いて、日本の体操
その特性及びその内容を説明す 競技の歴史について調べ、最も印象に残る人物に
ついて詳細に調べること。又は、最も印象に残る
る。
大会についてでも良い。
[授業方法]
配布資料およびスライドを用い (復習:2時間）
予習に手調べた人物及び大会について、授業で得
て講義を進める。
た内容との相違点や加筆・修正部分を検討し、そ
の内容をまとめること。
冨田洋之
(予習:2時間）
第4回
[授業内容]
採点規則の変遷とその内容を学 （公財）日本体操協会のホームページ（http://w
ww.jpn‑gym.or.jp/）から「体操競技ルール概要
習する。
」のページへアクセスし、その内容をよく調べる
こと。
[授業方法]
配布資料およびスライドを用い
(復習:2時間）
て講義を進める。
採点規則の発展について得た内容から、事前に調
べた現行の採点規則との相違点について検討を加
えその内容をまとめること。
冨田洋之
(予習:2時間）
第5回
[授業内容]
指導現場で行われているコーチ 自身の専門種目（又は以前行っていた）競技種目
ングの方法論とその概要を説明 におけるコーチング方法について、具体的に受け
ている（又は受けた）コーチング内容についてレ
する。
ポートにまとめること。
[授業方法]
グループディスカッションおよ (復習:2時間）
事前にレポート課題として記入した内容と、授業
び発表を行う。
時に実施したグループディスカッションで得られ
た他種目の内容とを比較検討し、その内容を詳細
にまとめること。
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第6回

冨田洋之

第7回

冨田洋之

第8回

冨田洋之

第9回

冨田洋之

第10回

冨田洋之

第11回

冨田洋之

(予習:2時間）
[授業内容]
体操競技の要求されるべき体力 「体操競技のコーチング論」第4章．[トレーニン
グ計画]を読み、疑問点について調べてくること
とその精神力を説明する。
。
[授業方法]
配布資料およびスライドを用い (復習:2時間）
「アスリートの精神力の向上」について図書・イ
て講義を進める。
ンターネット等を用いて調べ、レポートに詳細に
まとめること。
(予習:2時間）
[授業内容]
運動（技）を指導するための様 「体操競技のコーチング論」第5章．[技の構造]
々な運動課題の解決法を説明す を読み、疑問点について詳細に調べてくること。
る。
(復習:3時間）
「スポーツ運動学」第3章．2[スポーツの運動経
[授業方法]
配布資料およびスライドを用い 過における本質的徴表]を読み、その内容をレポ
ートにまとめること。
て講義を進める。
(予習:2時間）
[授業内容]
運動（技）の系統性の理解及び 「体操競技のコーチング論」第6章．[技の指導法
、段階的指導の必要性とその概 1．技のコーチングの一般的基礎]を読み、疑問
点・不明点を洗い出し、その内容を調べてくるこ
要を説明する。
と。
[授業方法]
配布資料およびスライドを用い (復習:2時間）
授業内でのキーワードについて、図書やインター
て講義を進める。
ネット等を用いて詳細に調べ、レポートにまとめ
ること。
(予習:2時間）
[授業内容]
運動（技）の良否の価値判断基 「体操競技のコーチング論」第6章．2[技のコー
準となる「質」を把握するため チングの運動形態学的認識]を読み、疑問点や不
明点について調べてくること。
の視点について説明する。
(復習:3時間）
[授業方法]
配布資料およびスライドを用い 「質とは何か」ということについて図書やインタ
ーネット等を用いてその内容を調べてまとめるこ
て講義を進める。
と。（参考図書：クルト・マイネル著「動きの感
性学」）
(予習:2時間）
[授業内容]
運動（技）が持つ「一回性の現 「１回性の現象」とは何かを参考図書等を用いて
象」についての理解や観察する 調べ、その内容をまとめること。
ことの重要性について説明する
(復習:3時間）
。
身近にある運動や動きを例に挙げ、「１回性の現
象」の内容をレポートに詳細にまとめること。
[授業方法]
配布資料およびスライドを用い
て講義を進める。
(予習:2時間）
[授業内容]
自己観察・他者観察の重要性及 ｢体操競技のコーチング論」第６章．[《2》技の
び「みる」ということについて 自己観察の意義・《3》技の客観観察の意義]を読
み、疑問点について調べること。
説明する。
(復習:3時間）
[授業方法]
配布資料およびスライドを用い 「印象分析」 について図書やインターネット等
を用いて調べレポートにまとめること。（参考図
て講義を進める。
書：金子明友著「身体知の形成」上・下）
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第12回

冨田洋之

第13回

冨田洋之

第14回

冨田洋之

第15回

冨田洋之

(予習:2時間）
[授業内容]
補助と幇助の違い、及びその内 「体操競技のコーチング論」第６章．《４》幇助
の意義とその技術を読み、疑問点・不明点につい
容について説明する。
て調べること。
[授業方法]
配布資料およびスライドを用い (復習:2時間）
体操競技及び器械運動の指導者になった場合を想
て講義を進める。
定し、課題技を例に挙げて具体的な幇助方法を検
討し、レポートにまとめること。
(予習:2時間）
[授業内容]
器械・器具の発達と技術発展の 受講生それぞれの専門競技種目(又は以前行って
いた競技種目）における用具や用品の歴史につい
関連性について説明する。
て調べてまとめること。
[授業方法]
配布資料およびスライドを用い (復習:2時間）
体操競技における器械・器具の変遷と技術発達が
て講義を進める。
関連するように、受講生それぞれの専門競技種目
(又は以前行っていた競技種目）における用具や
用品の変遷と技術発達や記録更新について調べる
こと。
(予習:2時間）
[授業内容]
現在の世界における状況及び今 当該年度の主要国際大会の大会結果をインターネ
後の発展性について説明する。 ット等を用いて調べてまとめること。
(復習:2時間）
当該年度の主要国際大会における各種目の優勝者
[授業方法]
配布資料およびスライドを用い の得点から、前年度の優勝者の得点と比較し、そ
の内容を詳細に調べてまとめること。
て講義を進める。
定期試験
備考
学習時間（計90時間）
授業時間：30時間
準備学習：60時間
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授業科目名
英語科目名

バレーボールのコーチング論
Volleyball Coaching Theory

授業形態
開講学期

対象学年

3

単位数

科目責任者
科目担当者

蔦宗

2.0

浩二

授業概要
[授業全体の内容]
スポーツのコーチは技術を教え、作戦を授け、いかに短期間に上達させるかが重要であり、選手を試合におい
て勝たせるということが目標である。一方学校教育では、勝つという結果よりもその過程から生徒に何を学ば
せるかが大切である。しかしその過程が、スポーツコーチの手法である技術を教えることに偏ってしまってい
るのが現状である。このようにバレーボール競技、また様々なスポーツにおける学校教育現場のコーチングの
現在の問題点や、在り方について考えていく。
[授業の位置づけ（学与方針に定められた知識・能力等と関連） ]
シラバスに記載してある内容についてグループディスカッションを含め学んでいく

[授業の到達目標]
1 バレーボール競技の技術・戦術・練習法等を中心とし、全般的なクラブ活動・部活動の経営までとらえ、
幅広いス
ポーツ指導者が育つための経営論・コーチング論を考えることができる
2 中学・高校現場で自信を持ってコーチングが実践できる能力・考え方等を身に付けることができる。
成績評価
(評価方法)
授業態度・取り組み・ミニレポート、出席点50％、テストレポート５０％の割合で評価します。
(評価基準)
1 前後期ともに授業実施回数の2/3以上の出席をもって受験資格とする。
2 ランダムにミニレポートを提出し、評価する
3 レポートの内容について評価する
履修における留意事項
（受講条件）
特になし
（試験・レポート等の課題に関するフィードバックの方法）
ミニレポートに関しては次回授業時に返却する。
（テキスト）
「日本一への挑戦」 蔦宗 浩二著 バレーボール・アンリミテッド
連絡先とオフィスアワー
１号館5階1515室 k‑tsutamu@juntendo.ac.jp
火曜・金曜の12時から13時までの間
備考
授業に積極的に参加すること
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
蔦宗 浩二
1
(授業内容)
勝てる指導者になるために①
(授業方法)
0からのスタート、初めてのミ
ーティング、恩師の言葉
指導者のタイプ
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習0.5h）授業で学習する内容について、テキ
ストの該当ページを事前によく読んでおく。
（復習0.5h）授業で学習した内容についてまとめ
、理解を深める。

2

蔦宗

浩二

3

蔦宗

浩二

4

蔦宗

浩二

5

蔦宗

浩二

6

蔦宗

浩二

7

蔦宗

浩二

8

蔦宗

浩二

9

蔦宗

浩二

10

蔦宗

浩二

(授業内容)
勝てる指導者になるために②

（予習0.5h）授業で学習する内容について、テキ
ストの該当ページを事前によく読んでおく。
（復習0.5h）授業で学習した内容についてまとめ
、理解を深める。

(授業方法)
固定概念を持たない、新しい戦
術をつくる、勝つことより人間
性の育成を大切に
（予習0.5h）授業で学習する内容について、テキ
(授業内容)
勝てる指導者になるために③ ストの該当ページを事前によく読んでおく。
（復習0.5h）授業で学習した内容についてまとめ
、理解を深める。
(授業方法)
120%の原理、運の研究、好循環
と悪循環
（予習0.5h）授業で学習する内容について、テキ
(授業内容)
勝てる指導者になるために④ ストの該当ページを事前によく読んでおく。
（復習0.5h）授業で学習した内容についてまとめ
、理解を深める。
(授業方法)
認める原理、将棋と麻雀とバレ
ーボール、冠婚葬祭について、
指導者の資質について
（予習0.5h）授業で学習する内容について、テキ
(授業内容)
勝てる指導者になるために⑤ ストの該当ページを事前によく読んでおく。
（復習0.5h）授業で学習した内容についてまとめ
(授業方法)
指導者が使うべき言葉、指導者 、理解を深める。
とたばこ、メモの重要性
（予習0.5h）授業で学習する内容について、テキ
(授業内容)
ストの該当ページを事前によく読んでおく。
選手を育成するために①
（復習0.5h）授業で学習した内容についてまとめ
、理解を深める。
(授業方法)
集中力の向上、頭髪と集中力、
思考能力と努力の方向性
（予習0.5h）授業で学習する内容について、テキ
(授業内容)
ストの該当ページを事前によく読んでおく。
選手を育成するために②
（復習0.5h）授業で学習した内容についてまとめ
、理解を深める。
(授業方法)
創意工夫練習、評価表、潜在意
識のトレーニング
（予習0.5h）授業で学習する内容について、テキ
(授業内容)
ストの該当ページを事前によく読んでおく。
選手を育成するために③
（復習0.5h）授業で学習した内容についてまとめ
、理解を深める。
(授業方法)
運動神経（身体支配能力）を良
くする、スイング練習、ケガを
しないトレーニング
（予習0.5h）授業で学習する内容について、テキ
(授業内容)
強いチームをつくるために① ストの該当ページを事前によく読んでおく。
（復習0.5h）授業で学習した内容についてまとめ
、理解を深める。
(授業方法)
選手のスカウト、家族構成と性
格、進路指導
（予習0.5h）授業で学習する内容について、テキ
(授業内容)
強いチームをつくるために② ストの該当ページを事前によく読んでおく。
（復習0.5h）授業で学習した内容についてまとめ
、理解を深める。
(授業方法)
人の見方と選手の見方、キャリ
アについて、部員数と勝率
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11

蔦宗

浩二

12

蔦宗

浩二

13

蔦宗

浩二

14

蔦宗

浩二

蔦宗

浩二

(授業内容)
強いチームをつくるために③

（予習0.5h）授業で学習する内容について、テキ
ストの該当ページを事前によく読んでおく。
（復習0.5h）授業で学習した内容についてまとめ
、理解を深める。

(授業方法)
年間計画、ゲームの細分化練習
、練習の質と量
（予習0.5h）授業で学習する内容について、テキ
(授業内容)
強いチームをつくるために④ ストの該当ページを事前によく読んでおく。
（復習0.5h）授業で学習した内容についてまとめ
、理解を深める。
(授業方法)
朝練習と昼練習、ミニゲーム、
ムードメーカーを作る練習
(授業内容)
強いチームをつくるために⑤

（予習0.5h）授業で学習する内容について、テキ
ストの該当ページを事前によく読んでおく。
（復習0.5h）授業で学習した内容についてまとめ
、理解を深める。

(授業方法)
レベルの伝染、練習試合の捉え
方、海外遠征の効果
（予習0.5h）授業で学習する内容について、テキ
(授業内容)
試合準備を万端にするために① ストの該当ページを事前によく読んでおく。
（復習0.5h）授業で学習した内容についてまとめ
、理解を深める。
(授業方法)
ストレス、スーパーコンディシ
ョニング、食事と栄養、スポー
ツ映画
（予習0.5h）授業で学習する内容について、テキ
レポート試験とする
ストの該当ページを事前によく読んでおく。
（復習0.5h）授業で学習した内容についてまとめ
、理解を深める。
学習時間 60時間
・授業
45時間
・準備学習 15時間
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授業科目名
英語科目名

バスケットボールのコーチング論
Basketball Coaching Theory

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

中嶽

誠

授業概要
［授業全体の内容］
日本のバスケットボール競技者数は現在約６3万人、そのうち９０％近くを高校生・中学生・小学生が占
め、若い世代の人気スポーツとなっている。また、指導者育成の立場からも公認コーチライセンス制度が普及
してきてる。
この授業科目では、バスケットボール界の現状、競技特性、現場の指導実践やコーチング理論を映像も利
用して解説する。そして、バスケットボールのコーチングに必要な知識や理論を修得する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、およびそれらの活用能力」という学位
授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1.バスケットボール界の現状や競技特性、現場の指導実践やコーチング理論を理解することができる。
2.学習した内容をもとに自分自身の指導理念を構築できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.バスケットボール界の現状や競技特性、現場の指導実践やコーチング理論を説明できる（コメントシー
ト）。
2.自分自身の指導理念を具体的に述べることができる（課題レポート）。
3.取組状況によって受講態度を評価する（平常点）。
［成績評価の方法］
毎回の授業コメントシート（30％）、課題レポート（50％）、平常点（20％）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
専門運動実技実習（バスケットボール）を受講していることが望ましい。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
バスケットボールの試合をたくさん見て、興味を持って授業に臨んでください。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業中にポイントを解説します。
［テキスト・参考書等］
授業中に適宜資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：中嶽誠
E‑mail：mknakada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：水曜日12時00分〜12時45分
場所：1号館5階1520室 バスケットボール研究室
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修
を必要とする内容を持って構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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1

中嶽

2

中嶽

3

中嶽

4

中嶽

5

中嶽

6

中嶽

7

中嶽

［授業内容］
オリエンテーションの内容
を理解する。
［授業方法］
授業の目的や進め方、評価
方法等について説明する。
コメントシートを記入する
。
［授業内容］
日本バスケットボール界の
現状と日本バスケットボール協
会の取組みを学習する。
［授業方法］
日本の現状や取組みについ
て映像を見ながら解説する。
コメントシートを記入する
。
［授業内容］
バスケットボールの誕生と
発展について学習する。
［授業方法］
バスケットボールの誕生と
発展について映像を見ながら解
説する。
コメントシートを記入する
。
［授業内容］
オリンピックの中で歴史に
残るバスケットボールの出来事
を学習する。
［授業方法］
オリンピックの出来事を映
像を見ながら解説する。
コメントシートを記入する
。
［授業内容］
バスケットボールの競技性
について学習する。
［授業方法］
バスケットボールの競技性
を映像を見ながら解説する。
コメントシートを記入する
。
［授業内容］
バスケットボールの特性に
ついて学習する。
［授業方法］
バスケットボールの特性を
映像を見ながら解説する。
コメントシートを記入する
。
［授業内容］
高校現場の指導における指
導理念や練習の工夫などを学習
する。
［授業方法］
高校現場の指導例を映像を
見ながら解説する。
コメントシートを記入する
。
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（予習：２時間）
コーチングとは何かについて調べる。
（復習：２時間）
日本バスケットボール協会のホームページを
閲覧する。

（予習：２時間）
日本バスケットボール協会について調べる。
（復習：２時間）
日本バスケットボール界の現状を整理する。

（予習：２時間）
バスケットボールの考案者について調べる。
（復習：２時間）
バスケットボール誕生と発展の歴史を整理す
る。

（予習：２時間）
オリンピックにおけるアメリカのバスケット
ボールの歴史について調べる。
（復習：２時間）
バスケットボールの歴史の残る出来事につい
て整理する。

（予習：２時間）
バスケットボールの競技性について調べる。
（復習：２時間）
バスケットボールの競技性を整理する。

（予習：２時間）
バスケットボールの特性について調べる。
（復習：２時間）
バスケットボールの特性を整理する。

（予習：２時間）
代表的な高校指導者の指導理念を調べる。
（復習：２時間）
高校現場での考え方や練習の工夫などを整理
する。

8

中嶽

9

中嶽

10

中嶽

11

中嶽

12

中嶽

13

中嶽

14

中嶽

［授業内容］
大学現場の指導におけるチ
ーム作りの考え方などについて
学習する。
［授業方法］
大学現場の指導例を映像を
見ながら解説する。
コメントシートを記入する
。
［授業内容］
ジュニア期の指導において
必要な技術内容や練習方法を学
習する。
［授業方法］
ジュニア期の現場の指導例
を映像を見ながら解説する。
コメントシートを記入する
。
［授業内容］
日本バスケットボール協会
の普及指導内容を学習する。
［授業方法］
日本バスケットボール協会
の普及指導内容を映像を見なが
ら解説する。
コメントシートを記入する
。
［授業内容］
ミニバスケットボールの指
導において必要なコーディネー
ショントレーニングなどについ
て学習する。
［授業方法］
ミニバスケットボールの現
場の指導例を映像を見ながら解
説する。
コメントシートを記入する
。
［授業内容］
日本バスケットボール界の
強化発展について考える。
［授業方法］
強化発展についての課題（
資料）を与え、各自の考えをレ
ポートにまとめる。
［授業内容］
日本バスケットボール界の
指導者の発展について課題から
考える。
［授業方法］
指導者についての課題（資
料）を与え、各自の考えをレポ
ートにまとめる。
［授業内容］
授業のまとめ（レポート）
を行う。
［授業方法］
これまでの授業内容を踏ま
え、与えられた課題についてレ
ポートを作成する。

1688

（予習：２時間）
代表的な大学指導者の指導理念を調べる。
（復習：２時間）
大学現場での考え方や指導法などを整理する
。

（予習：２時間）
ジュニア期に必要な技術について調べる。
（復習：２時間）
ジュニア期に必要な練習内容や考え方を整理
する。

（予習：２時間）
日本バスケットボール協会のホームページを
閲覧する。
（復習：２時間）
日本バスケットボール協会の普及技術内容を
整理する。

（予習：２時間）
コーディネーショントレーニングについて調
べる。
（復習：２時間）
小学生に必要な指導内容や考え方を整理する
。

（予習：3時間）
日本の強化策についてについて調べる。
（復習：2時間）
今後の日本の強化発展について自分の考えを
まとめる。

（予習：3時間）
日本の指導者の課題について調べる。
（復習：2時間）
今後の日本の指導者の発展について自分の考えを
まとめる。

（予習：3時間）
今まで学習した内容について整理する。
（復習：3時間）
学習した内容から、自分自身の指導理念を構
築する。

定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

サッカーのコーチング論
Soccer coaching Theory

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 吉村 雅文
科目担当者
堀池 巧、吉村 雅文
授業概要
［授業全体の内容］
より良いサッカー指導ができるように、技術戦術、コーチング法、GKの指導、指導者の役割、指導者に必要な
様々な知識（発育発達、メディカル、審判、女子指導等々）について解説する。本授業と専門運動実技サッカ
ーの履修により、公益財団法人日本サッカー協会公認C級コーチのライセンス取得が可能である。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関係）］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身につけるため
の科目の１つとして開講される。また、スポーツ科学科においては、「スポーツ科学の知識の基づき、現場で
指導できる能力ないしは研究できる能力」という学位授与方針の達成にも寄与する。
［授業の到達目標］
1.サッカー指導者の役割、指導者に必要な様々な知識（発育発達、メディカル、審判、女子指導等々）につい
て理解を深め説明することができる。
2.指導現場で必要となる技術戦術に関する知識やコーチング方法等々について理解し説明することができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.サッカー指導者の役割、指導者に必要な様々な知識（発育発達、メディカル、審判、女子指導等々）につい
て説明することができる。（定期試験・小テスト）
2.指導現場で必要となる技術戦術に関する知識やコーチング方法等々について説明することができる。（定期
試験・小テスト）
［成績評価の方法］
小テスト(20%)ならびに定期試験(80%)を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
以下の科目を受講していることが望ましい。
スポーツトレーニング総論、サッカー、専門実技実習サッカー
［履修上の注意（科目独自のルール）］
授業内でディスカッションを行いますので、積極的に取り組んで下さい。レポート課題提出期限を遅れた場合
は、減点対象としますので注意してください。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
定期試験の時間は、1時間とし、残りの時間で模範解答について解説する。
［テキスト・参考書等］
必要に応じ、授業時に文献、参考図書等について紹介するので、自主的に取り寄せ、精読していただきたい。
さらに、必要に応じ、授業時に資料を配付するので、予習復習に役立てもらいたい。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：島嵜 佑
E‑mail：yshimasa@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：水曜日 12:00〜12:50
場所：1号館5階、1528室
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約があった学生を優先します。
できる限り、前日までにE‑mailで予約するように心がけてください。
備考
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学修時間］
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業100分（50分+50分）の14週28時間と準備学習62
時間の計90時間の学修を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、スポーツ科学科の選択必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
島嵜 佑
（予習：2.5時間）
1
〔授業内容］
サッカーのコーチング論の半期 イビチャ・オシム氏について調べてくる。
の履修について理解を深める。
（復習：1.5時間）
本授業で配布された資料を熟読する。
〔授業方法］
サッカーコーチング論全体の授
業概要（シラバスの解説・評価
方法）について説明する。また
、授業概要について理解を深め
るために、質問と発問の時間を
設ける。
島嵜 佑
（予習：2.5時間）
2
〔授業内容］
「コーチング」「ティーチング 「コーチング」について調べてくる。
」について理解を深める。
（復習：1.5時間）
「コーチング」と「ティーチング」の違いについ
〔授業方法］
「コーチング」と「ティーチン て理解を深め、「コーチング論」を学習する必要
グ」について説明する。その後 性について各自レポートにまとめる。
、グループで「コーチング」と
「ティーチング」の違いについ
て議論し、育成現場に於ける「
コーチング」の重要性について
考える。
島嵜 佑
（予習：2.5時間）
3
〔授業内容］
日本サッカー協会の理念・活動 FIFAについて、および各地域協会について調べて
:世界のサッカー組織、JFA理念 おくこと。
、ビジョン、取組、活動につい
（復習：1.5時間）
て理解を深める。
JFA理念、ビジョン、取組、活動について復習す
る。
〔授業方法］
2〜3名程度のグループになり、
FIFAと各大陸ごとのサッカー協
会の関係および加盟数について
図示する。
島嵜 佑
（予習：2.5時間）
4
〔授業内容］
育成年代のGK指導、育成に対す 求められるゴールキーパー像について調べてくる
る考え方、少年期のゴールキー 。
パートレーニングについて理解
（復習：1.5時間）
を深める。
GK育成に対する考え方、および少年期のゴールキ
ーパートレーニングについて理解し、1時間のGK
〔授業方法］
育成年代のGK指導実践の映像を トレーニングを作成する。
見ながら、ポイントとなる部分
を記録し、発表し合う。
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5

島嵜

佑

6

島嵜

佑

7

島嵜

佑

8

島嵜

佑

9

島嵜

佑

〔授業内容］
サッカーってどんなスポーツ？
サッカーの特性について、サッ
カーの目的、サッカーの仕組み
、プレーの原則について理解を
深める。

（予習：2.5時間）
サッカーの競技特性について調べてくる。
（復習：1.5時間）
サッカーのしくみ、およびプレーの原則は指導に
おいて非常に重要な部分ですので十分に復習する
とともに、「技術・戦術論」のレポート提出の準
備を行う。

〔授業方法］
2〜3名程度のグループになり、
「技術・戦術論Ⅰ」の小テスト
を協力して行う。
（予習：2.5時間）
〔授業内容］
攻撃の目的、手段、方法につい サッカーにおける個人攻撃および守備戦術につい
て、また、プレーの原則、個人 て調べてくる。
戦術について理解を深める。
（復習：1.5時間）
パスの優先順位、チャレンジの優先順位、マーク
〔授業方法］
2〜3名程度のグループになり、 の原則について復習するとともに、「技術・戦術
「技術・戦術論Ⅱ」の小テスト 論」のレポート提出の準備を行う。
を協力して行う。
（予習：2.5時間）
〔授業内容］
テクニックの重要性、テクニッ サッカーにおけるテクニックとは何か調べてくる
クの内容、テクニック指導の考 。
え方、サッカー選手に必要な基
（復習：1.5時間）
本について理解を深める。
テクニックの指導ポイント、指導の考え方につい
て復習を行うとともに、この3回行った「御術・
〔授業方法］
2〜3名程度のグループになり、 戦術Ⅰ〜Ⅲ」をまとめたレポートを作成する。
「技術・戦術論Ⅲ」の小テスト
を協力して行う。
（予習：2.5時間）
〔授業内容］
一貫指導の考え方、成長のプロ スキャモンの発育発達曲線について調べてくる。
セスと各年代の特徴、U‑12年代
にすべきことおよび伸びやすい （復習：1.5時間）
要素等々について理解を深める プレゴールデンエイジ、ゴールデンエイジ、ポス
トゴールデンエイジの成長のプロセスと各年代の
。
特徴について指定の用紙に整理しまとめる。
〔授業方法］
プレゴールデンエイジ、ゴール
デンエイジ、ポストゴールデン
エイジについての小テストを行
う。
（予習：2.5時間）
〔授業内容］
プレーの分析、プランニングに コーチの役割について調べてくる。
ついて理解を深める。
（復習：1.5時間）
授業で行ったプレーの分析をから、実際の指導案
〔授業方法］
実際の指導実践の映像を見なが を作成する。
ら、3つの観点でプレー分析を
行い、ワークシートにまとめる
。
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10

11

12

13

14

島嵜

島嵜

島嵜

島嵜

島嵜

佑

佑

佑

佑

佑

〔授業内容］
コーチの役割である、働きかけ
の考え方、コーチングの方法、
トレーニングの留意点について
理解を深める。
〔授業方法］
実際のモデルコーチングを映像
で見ながら、実際に具体的にほ
めること、問いかけることを体
験する。
〔授業内容］
クリエイティブな選手の育成、
直接指導と間接指導、コーチン
グのバランス、コーチングの種
類、トレーニングの留意点につ
いて理解を深める。
〔授業方法］
コーチングマインドについて、
グループディスカッションを行
う。
〔授業内容］
女子選手の指導について、女子
サッカーの普及について、女子
サッカーの現状・環境について
、女子サッカーの強化・育成に
ついて理解を深める。

（予習：2.5時間）
「Guided Discovery、発見を導く、引き出す」た
めに必要な事とは何でしょう？コーチの役割を理
解しながら調べてくる。
（復習：1.5時間）
本日の授業で経験した「誉めること」「問いかけ
ること」から、コーチングの方法について整理す
る。

（予習：2.5時間）
クリエイティブな選手の育成、直接指導と間接指
導とは何か調べてくる。
（復習：1.5時間）
コーチングの留意点について、決して忘れてはい
けないこと、積極的に取り組まなければならない
ことを整理してまとめる。

（予習：2.5時間）
なでしこビジョンについて調べてくる。
（復習：1.5時間）
女子サッカー現状を理解した上で、普及のために
必要なことは何か、強化のために重要な事は何か
、日本で女子のメジャースポーツにするためには
何が必要か、レポートにまとめる。

〔授業方法］
女子サッカー現状を理解した上
で、普及のために必要なことは
何か、強化のために重要な事は
何か、日本で女子のメジャース
ポーツにするためには何が必要
か、個人ワークとグループワー
クを行う。
（予習：2.5時間）
〔授業内容］
審判・ルール：競技規則および 育成期の１人審判とはどういうことか調べてくる
審判法について理解を深める。 。
〔授業方法］
審判の役割について、また、競
技規則の精神について議論する
。
〔授業内容］
大人としての役割、大人の関わ
り、育成の積み上げ、指導者の
あり方、子供たちに伝えること
、サッカー・スポーツを文化に
しようについて理解を深める。
〔授業方法］
「サッカーの指導現場に於ける
暴力根絶」について個人ワーク
とグループワークを行う。
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（復習：1.5時間）
競技規則の精神、および審判法についての課題問
題集を実施する。
予習：(2.5時間）
Players Firstとはどういうことか調べてくる。
復習：（1.5時間）
ヨーロッパが100年をかけて築き上げてきたサッ
カー、スポーツ文化を日本ではその半分で成し遂
げるためにはどうすれば良いか提案してください
。（レポート課題）

15

島嵜

佑

（予習：2h）
［授業内容］
定期試験および模範解答解説を 授業で行ったことを総合的に学習し受験する。
する。
（復習：2h）
試験問題の中で不出来だった部分に関して十分に
復習する。
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授業科目名
英語科目名

ラグビーのコーチング論
Rugby Coaching Theory

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

木村

聡志

授業概要
［授業全体の内容］
ラグビーのコーチング論を通じて、適切な人間関係を結ぶためのコミュニケーション能力獲得の方法、指導現
場で発生する諸問題を適切に解決するためのスキルの獲得、選手を取り巻く諸問題をマネジメントする能力の
獲得や指導者として身につけておかなければならないモラル等について学び、実際のスポーツ指導に必要とな
る基礎的な知見を身につけることをねらいとする。ラグビーのコーチング理論について、文献・ビデオ等を使
って学習すると共に活発な討論を通して理解を深める。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
ラグビーのコーチング論を通して、スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養と応用力を習得する。
□①「対人調整力」（S、K、M）
□②「コミュニケーション力」（S、K、M）
■③「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」（S、K、M）
■④「①〜③を応用し表現する能力」（S、K、M）
□⑤「医学的知識を備えたスポーツ指導者の育成」（S）
□⑥「スポーツ指導現場に詳しいスポーツ医科学研究者の育成」（S）
□⑦「経営学・社会心理学・社会学を応用したスポーツマネジメントについての知識」（M）
□⑧「スポーツをヒト・モノ・カネ・情報という経営資源の側面からマネジメントできる」（M）
□⑨「健康についての専門的知識と実践的技能の取得」（K）
□⑩「健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」（K）
□⑪ 資格対応科目
※S：スポーツ科学科、M：スポーツマネジメント学科、K：健康学科
［授業の到達目標］
1．既成概念にとらわれることなく、ラグビーを様々な視点から捉え、問題の解明に取り組むことができる。
2．そこで得た事物の真の姿を理解し、それに基づいて自ら判断するラグビー力を高めることができる。
3．ラグビーのルールを覚えることができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1．既成概念にとらわれることなく、ラグビーを様々な視点から捉え、問題の解明に取り組むことができる。
（●●●）
2．そこで得た事物の真の姿を理解し、それに基づいて自ら判断するラグビー力を高めることができる。（●
●●）
3．ラグビーのルールがわかる。（●●●）
［成績評価の方法］
平常点（70％）、授業内小テスト（10％）、最終レポート課題（20％）
履修における留意事項
［履修要件］
トライ、トライ後のゴール、ペナルティーゴールの各点数がわかる人。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
欠席届は欠席する授業の前に提出すること。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業内で行ったものに関しては授業内でフィードバックを行い、最終レポートに関しては総合的に判断。
［テキスト・参考書等］
参考書：『わかりやすいラグビーのルール』/日本ラグビーフットボール協会著。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：木村 聡志
E‑Mail：s.kimura911［at］gmail.com
※［at］を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：各回授業後
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
ラグビーというスポーツに興味を持って受講して欲しい。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
木村
1
（授業内容）
ガイダンス

2

木村

3

木村

4

木村

5

木村

6

木村

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
予習（０時間）：特になし
復習（２時間）：ガイダンスの内容を理解し履修
を継続するか検討する。

（授業方法）
授業の目的および概要の解説、
シラバスの説明、評価方法と授
業の進め方について説明する。
予習（２時間）：ラグビーの歴史について調べて
（授業内容）
くること。
ラグビーの歴史について
復習（３時間）：自分自身が行っている競技の歴
史について調べ、レポート作成する。
（授業方法）
ラグビーの歴史について説明す
る。
予習（２時間）：コーチングとティーチングの違
（授業内容）
ラグビーにおけるコーチングの いについて調べてくる。
復習（３時間）：自身が接してきた指導者につい
役割Ⅰ
てレポートを作成する。
（授業方法）
コーチングとティーチングの違
いについて説明する。
予習（２時間）：ラグビーとはどんなスポーツか
（授業内容）
ラグビーにおけるコーチングの 調べてくる。
復習（３時間）：自身が行っているスポーツの年
役割Ⅱ
間スケジュールをレポート作成すること。
（授業方法）
年間スケジュールの作成につい
て説明する。
予習（２時間）：格ポジションの役割について調
（授業内容）
ラグビーにおけるコーチングの べてくる。
復習（３時間）：ポジションの役割はとても重要
役割Ⅲ
なので十分に復習し理解すること。
（授業方法）
指導方法と選手育成について説
明する。
予習（２時間）：ルールブックを見てラグビーの
（授業内容）
理解を深めること。
競技規則の理解Ⅰ
復習（２時間）：理解できなかった部分に関して
十分に復習すること。
（授業方法）
競技規則を学び、ラグビーの理
解を深め、ラグビーの基本を学
んでもらう。
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7

木村

8

木村

9

木村

10

木村

11

木村

12

木村

13

木村

14

木村

予習（２時間）：ルールブックを見てラグビーの
理解を深めること。
復習（２時間）：理解できなかった部分に関して
十分に復習すること。

（授業内容）
競技規則の理解Ⅱ

（授業方法）
競技規則を学び、ラグビーの理
解を深め、ラグビーの基本を学
んでもらう。
予習（２時間）：ルールブックを見てラグビーの
（授業内容）
理解を深めること。
競技規則の理解Ⅲ
復習（２時間）：理解できなかった部分に関して
十分に復習すること。
（授業方法）
競技規則を学び、ラグビーの理
解を深め、ラグビーの基本を学
んでもらう。
予習（２時間）：ルールブックを見てラグビーの
（授業内容）
理解を深めること。
競技規則の理解Ⅳ
復習（２時間）：理解できなかった部分に関して
十分に復習すること。
（授業方法）
競技規則を学び、ラグビーの理
解を深め、ラグビーの基本を学
んでもらう。
予習（２時間）：ルールブックを見てラグビーの
（授業内容）
理解を深めること。
競技規則のテスト
復習（２時間）：試験問題の中で不出来だった部
分に関して十分に復習する。
（授業方法）
競技規則の理解を深めラグビー
の面白さを見つけたもらうため
に実施する。
予習（２時間）：ラグビーにおけるテクニックと
（授業内容）
は何か調べてくる。
試合分析による戦術研究Ⅰ
復習（２時間）：ラグビーの試合映像を通して自
分なりの戦術を考える。
（授業方法）
ラグビーの試合映像を通して戦
術を学ぶ。
予習（２時間）：ラグビーにおけるキックとは何
（授業内容）
かを調べてくる。
試合分析による戦術研究Ⅱ
復習（２時間）：ラグビーの試合映像を通して自
分なりの戦術を考える。
（授業方法）
強いチームと対戦するときの戦
術を学ぶ。
予習（２時間）：ラグビーにおけるタックルとは
（授業内容）
何か調べてくる。
試合分析による戦術研究Ⅲ
復習（２時間）：ラグビーの試合映像を通して自
分なりの戦術を考える
（授業方法）
雨の日の戦い方について学ぶ。
予習（３時間）：これまでの授業で行ったことを
（授業内容）
試合分析による戦術研究Ⅳ：試 総合的に学習する。
合中の有効的なキックの使い方 復習（３時間）：ラグビーの試合映像を通して自
分なりの戦術を考える。
について学ぶ。
（授業方法）
映像を通じて試合中の有効的な
キックの使い方について解説す
る。
最終レポート
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授業科目名
英語科目名

柔道のコーチング論
The coaching theory of Judo

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 廣瀬 伸良
科目担当者
竹澤 稔裕
授業概要
［授業全体の内容］
武道スポーツの代表的な競技スポーツである柔道のコーチング方法を学習し、日本特有のスポーツ文化および
その教育的な目標や有効性について探求する。本授業は競技スポーツとしての「トレーニング論」を述べるも
のではなく、我が国の伝統文化である武士道的思考を基とした柔道コーチングをその歴史および文化・教育的
観点から解説し、各種事例や史実を通して理解を深める。
また、日本発祥の競技スポーツとして唯一オリンピック種目に選ばれている武道的思考と競技スポーツ的思考
の両面を学ぶ。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められてた知識・能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付けるため
の科目の１つとして開講される。また、スポーツ科学科コーチング科学コースにおいては、「スポーツ科学の
知識に基づき、現場で指導できる能力ないし研究できる能力」という学位授与方針の達成にも寄与する。
［授業の到達目標］
1.武道競技のコーチング思考の支柱となっている武士道概念を理解できる。
2.柔道コーチングの目指す教育的思考について理解を深めることができる。
3.一般的なスポーツコーチングとの思考の違いについて学習し、我が国のスポーツコーチング現場において武
道コーチングがど
のような影響を与えているかが理解できる。
4.自身の競技スポーツコーチングに柔道コーチングをどのように導入していくことができるかを考えることが
できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.日本の伝統文化的思考である「武士道」について理解している（定期試験、レポート）。
2.嘉納治五郎が目指した柔道の教育的思考について理解している（定期試験、レポート）。
3.スポーツコーチング論と柔道コーチング論の対比を論理的にできる（定期試験）。
4.自身の実践する競技スポーツのコーチングに柔道のコーチング的な思考をどのように導入できるかを理解し
ている（定期試験）。
5.授業中の発言や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
［成績評価の方法］
平常点（20％）、課題レポート（20％）、定期試験（60％）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
授業の内容上、1年次に「柔道」の実技の授業を履修し、講道館柔道「初段」以上の段位を有していることが
のぞましい。
［履修上の注意］
特になし
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業などで返却、もしくはグループ別発表時にコメントするなど評価のポイントを提示して解説する。
［テキスト・参考書の資料］
1.授業内で指示された授業資料を必ず持参すること。
2.柔道のコーチング（大修館書店）、論説柔道（不昧堂）
（上記2点についてはレポート作成時や準備学習の参考書として薦める。）
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：廣瀬伸良
nhirose@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：後期金曜日 昼休み
場所：1号館5F 1506室
備考
［学修時間］
この授業は講義形式による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必要とする
内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
廣瀬
伸良
（予習：2時間）
1
［授業内容］
竹澤 稔裕
授業目的および授業概要、シラ シラバスに記載されている授業概要や到達目標に
バス内容、評価方法を開設する ついて理解を深める。
。
（復習：2時間）
本授業内容におけるレポート課題や資料作成を行
［授業方法］
う。
講義形式で行う。
グループ学習として自身の柔道
コーチングの必要性を議論させ
レポートを作成する。
廣瀬 伸良
（予習：2時間）
2
［授業内容］
竹澤 稔裕
コーチングの考え方、ティーチ 「コーチング」について書籍、インターネット利
ングやトレーニングとの違いに 用して学習する。
ついて理解する。
（復習：2時間）
「コーチングの考え方」についての資料を作成す
［授業方法］
講義形式＆グループ学習で行う る。
。
コーチングとは何か？コーチン
グの本来的な意味合いをグルー
プ内で話し合い、代表者が発表
する。
廣瀬 伸良
（予習：2時間）
3
［授業内容］
竹澤 稔裕
スポーツ競技におけるコーチン 「スポーツコーチングの特性」について書籍、イ
グの考え方について解説する。 ンターネット利用して学習する。

4

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

［授業方法］
講義＆グループ学習形式で行う
。競技スポーツにおけるコーチ
ングとは何か？ティーチング、
トレーニングと対比させながら
討論し、理解を深める
［授業内容］
武士道的思考について理解する
。

（復習：2時間）
「スポーツ競技のコーチングの考え方」について
の資料を作成する。

（予習：2時間）
「武士道」（新渡戸稲造）」について書籍、イン
ターネット利用して学習する。

（復習：2時間）
［授業方法］
「武士道的な思考」についての資料を作成する
講義形式で行う。
日本の文化的思考の基礎をなす
「武士道」における物事の考え
方を史実や事例を通して探る。
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5

6

7

8

9

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

（予習：2時間）
［授業内容］
武道コーチングの概念について 「武士道におけるコーチング手法」について書籍
、インターネット利用して学習する。
理解を深める。
［授業方法］
講義＆グループ学習形式で行う
。
「武士道的思考」を基礎に他の
競技スポーツの考え方と対比さ
せながら武道競技（柔道・剣道
）の指導における考え方を理解
する。
［授業内容］
武道コーチングの特性について
理解する。

（復習：2時間）
「武道競技の指導法」についての資料を作成する

［授業方法］
講義形式で行う。
「武道コーチング」のなかから
、「かた」・「競技ルール」・
「昇段」に焦点をあて、その特
性について理解を探める。
［授業内容］
講道館柔道の歴史について理解
を深める。

（復習：2時間）
「かた・ルール・昇段」についての資料を作成す
る。

［授業方法］
講義形式で行う。
嘉納治五郎に焦点をあて、柔道
創始に向けた教育的な思考を探
る。、指導法の確立や技術内容
の整備などその功績を学びなが
ら、柔道の歴史的な変遷を理解
する。
［授業内容］
競技柔道の変遷について理解を
深める。

（復習：2時間）
「柔道の誕生とその発展」についての資料を作成
する。

［授業方法］
講義形式で行う。
競技スポーツとしての柔道に焦
点をあて、競技組織や審判規定
、体重制の特性について説明し
、他競技スポーツとの違いを解
説する。
［授業内容］
柔道の歴史的考察と変遷につい
て
「柔術から柔道へ」

（復習：2時間）
「競技柔道の発展過程と競技の教育的思考」につ
いての資料を作成する

（予習：2時間）
「武道コーチングの特性」について書籍、インタ
ーネット利用して学習する。

（予習：2時間）
「柔道の誕生」について書籍、インターネット利
用して学習する。

（予習：2時間）
「競技柔道の発展」について書籍、インターネッ
ト利用して学習する。

（予習：2時間）
「嘉納治五郎」について書籍、インターネット利
用して学習する。

（復習：2時間）
「嘉納治五郎の理念と柔道」についての資料を作
［授業方法］
成する。
講義を形式で行う。
前半授業内容のまとめとして「
柔術から柔道へ」のDVDを聴視
し、映像をとおして学習内容を
再確認する。
また、レポートを作成する
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10

11

12

13

14

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

（予習：2時間）
［授業内容］
柔道の運動・技術の特性につい 「柔道の運動特性」について書籍、インターネッ
ト利用して学習する。
て理解を深める。
［授業方法］
講義形式で行う。
柔道競技の運動・技術を「文化
財的観点」からとらえて解説す
る。
［授業内容］
柔道の運動・技術の特性につい
て理解を深める。

（復習：2時間）
「柔道の運動特性と技術体系」についての資料を
作成する。

［授業方法］
講義形式で行う。
柔道競技の運動・技術を「武道
スポーツ的観点」ならびに「学
校スポーツ的観点」からとらえ
て解説する。
［授業内容］
柔道の科学について理解を深め
る。

（復習：2時間）
「武道競技の教育的意義」についての資料を作成
する。

［授業方法］
講義形式で行う。柔道競技や指
導場面における科学との関わり
と科学を応用した指導方法につ
いて解説する。
［授業内容］
柔道競技の選手における体力特
性について理解する。

（復習：2時間）
科学が柔道にどのように応用されているか、レポ
ートする。

［授業方法］
講義＆グループ学習で行う。
スポーツ選手の体力特性から、
柔道競技に必要な体力要素を解
説する。他競技スポーツとの比
較を行わせ、柔道競技の体力特
性を解説する。
［授業内容］
柔道競技の疾病・傷害について
理解を深める。

（復習：2時間）
「柔道選手の体力」についての特性を他競技と比
較してレポートする。

（予習：2時間）
「武道の必修化」について書籍、インターネット
利用して学習する。

（予習：2時間）
柔道と運動生理学、心理学、運動学との関わりに
ついて書籍、インターネット利用して学習する。

（予習：2時間）
「柔道選手の体力」について書籍、インターネッ
ト利用して学習する。

（予習：2時間）
「柔道選手の傷害」についてインターネットや書
籍を利用して学習する。

（復習：2時間）
［授業方法］
講義＆グループ学習で行う。 「柔道選手の疾病や傷害」についての資料を作成
柔道競技の傷害について学習し する。
、他の競技スポーツと比較して
討議する。また、近年社会問題
となっている柔道選手の皮膚真
菌症について予防と治療策を解
説する。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

剣道のコーチング論
Coaching theory of Kendo

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 中村 充
科目担当者
鷹見由紀子
授業概要
［授業全体の内容］
スポーツ指導者としての一般的なコーチングについて解説し、コーチの役割および指導計画の必要性につい
て説明する。そのうえで武士道、剣道の成立過程、剣道競技の特性とその指導法について解説を行い他競技と
比較していく。また、剣道を中心として日本の伝統的なコーチングに関する指導知識を身につけ、今後の指導
法のあり方について考える。
［授業の位置づけ（学位授与に定められた知識・能力等との関連）］
人と人とが向き合うコーチングに関し、専門的な知識を深めながらコミュニケーション力向上の重要性を学
び、指導者の育成を目指す。
［授業の到達目標］
1. スポーツ指導者としての知識を説明できる。
2. 剣道の競技特性の知識を深め、説明できる。
3. 日本の伝統的指導法特性を理解し、今後の効果的なスポーツ指導法について考えられる。
成績評価
［成績評価の基準］
1. スポーツ指導者としての役割を説明できる。（定期試験）
2. 剣道の競技特性についての知識が身につき、武道の教育効果が説明できる。（定期試験）
3. 日本の伝統的指導法特性を理解し、今後の効果的なスポーツ指導法に生かせる（定期試験）
［成績評価の方法］
試験60％、レポート課題20％、授業態度・取り組む姿勢20％で評価します。
履修における留意事項
［履修要件］
コーチングに関する基礎的知識、および武道種目に関する一般的知識を持っていることが望ましい。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
積極的に授業に参画すること。
［課題（試験・レポート等）に対するフィードバックの方法］
授業にて返却し、出題意図や模範解答を提示し、解説する。
［テキスト・参考書］
1. スポーツ技術の指導（大修館書店）
2. 剣道を知る事典（東京堂出版）
3. 剣道指導要領（全日本剣道連盟）
連絡先とオフィスアワー
［連絡先：オフィスアワー］
中村 充
（1号館5階 1505号室）：木曜日 10:00〜12:00、14:30〜16:00
E‑mail：mtnakamu[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更し
てください）
鷹見 由紀子（1号館5階 1530号室）：水曜日 12:30〜16:00
E‑mail：y‑takami[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してく
ださい）
備考
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［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容を持って構成する。
［その他］
この授業は、資格とは関連しない科目です。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
中村・鷹見（以下 ガイダンス 授業目的及び概要
1
同）
の解説、シラバスの解説、評価
方法と授業の進め方の説明
2

3

4

5

6

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：30分）
シラバスを概観して、疑問点をまとめておく
（復習：30分）
スポーツコーチングの原則をまとめる
（予習：2時間）
（授業内容）
コーチングの意味ならびに指導 スポーツ意義、あり方を調べる
者の任務について理解を深める （復習：2時間）
現代社会におけるスポーツ指導者の位置づけをま
。
とめる
（授業方法）
リーダーシップ、指導者に必要
な資質ついて解説する。
紹介された事例に対し、様々な
見方を探る。
（予習：2時間）
（授業内容）
現在おかれている武道の位置づ 武道種目について調べる
（復習：2時間）
けについて理解を深める。
武道の位置づけについてまとめる
（授業方法）
武道種目、スポーツと武道の成
り立ちの違いについて解説する
オリンピックを中心としたスポ
ーツと武道の注目度について、
その功罪について討議する
（予習：2時間）
（授業内容）
指導者の役割について学習する 理想の指導者像について考える
（復習：2時間）
（授業方法）
指導者の任務、役割、あり方に 指導者の役割をまとめる
ついて解説し、コミュニケーシ
ョン力向上の重要性を解説する
理想の指導者像をそれぞれ発表
する
予習：2時間）
（授業内容）
目標の立て方について理解を深 目的、目標、手段の意味を調べ、自分の目標を考
える
める
（復習：2時間）
（授業方法）
目的・目標・手段の相違を解説 向上の段階的モデルを使って、自分の目標を整理
し、向上の段階的モデルを解説 する
する
各自の専門種目を題材にして、
向上モデルを用いて目標設定を
作成してみる
（予習：2時間）
授業内容）
武道の思想的背景について理解 武道の意味を考える
（復習：2時間）
を深める
武道の教育的価値を整理する
（授業方法）
武道の成り立ちを解説し、その
思想について考察を加える。
各個人の内面にある武道的観念
について掘り起こす
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7

8

9

10

11

12

（授業内容）
武士道の成立過程を学習し、そ
の思想的背景について理解を深
める
（授業方法）
武士道の成り立ちを解説し、そ
の思想について考察を加える。
現代社会と武士道の共通点と相
違点について討議する
（授業内容）
剣術から剣道に変遷した過程を
理解し、現代剣道の特性に対す
る理解を深める
（授業方法）
江戸時代終盤から現在までの剣
道に関する歴史を解説する
現代剣道に流れる２〜４つの柱
における剣風の相違を討議する
（授業内容）
日本における教授法の変化を学
習し、理解を深める
（授業方法）
芸道をはじめ剣術流派の成立条
件を解説する
様々なスポーツについて、教授
法の違いを発表し比較する
（授業内容）
日本における「かたの文化」に
ついて学習し、日本の教授法に
ついて理解を深める
（授業方法）
稽古や守破離をキーワードとし
た「かたの文化」について解説
する
「かたの文化」を中心とした教
授法のメリットとデメリットを
討議する
（授業内容）
剣道が持つ武道的側面について
理解を深める
（授業方法）
学校教育における目的の観点か
ら剣道の武道的側面を解説する
高校までで受講したイメージを
中心に剣道の存在意義を発表す
る
授業内容）
剣道が持つ武道的側面について
理解を深める
（授業方法）
剣道の試合規則から武道的側面
を解説する
討議を行って、他のスポーツ種
目と違いを明確化する
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（予習：2時間）
武士道の意味を考える
（復習：2時間）
現代社会に通じる武士道の意義をまとめる

（予習：2時間）
剣術と剣道の違いを調べる
（復習：2時間）
剣道がスポーツ的側面と武道的側面を持つ経緯を
整理する

（予習：2時間）
教授法の種類について調べる
（復習：2時間）
自分の種目で効果的な教授法を整理する

予習：2時間）
スポーツにおける「基本」の意義について考える
（復習：2時間）
「かたの文化」のメリット、デメリットを整理す
る

（予習：2時間）
義務教育における武道必修化の目的について調べ
る
（復習：2時間）
剣道の教育的意義を整理する

授業内容）
（予習：2時間）
全日本剣道連盟が掲げる「剣道の理念および修業
するうえの心構え」について調べる
（復習：2時間）
剣道が持つ武道的側面について整理する

13

14

（授業内容）
剣道が持つ競技的側面について
理解を深める
（授業方法）
剣道の競技力を向上させるため
に必要な要素を解説する
他種目について競技力を向上さ
せるために必要と考えられる要
素を討議する
（授業内容）
剣道で起こりやすい障害、剣道
の国際化について理解する
（授業方法）
剣道に起こりやすい障害ならび
にその予防法を発表する
傷害の発生機序ならびに予防に
ついて解説する。また国際化の
現状ならびに課題について解説
する
定期試験
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（予習：2時間）
スポーツ種目の特性を分類する方法を調べる
（復習：2時間）
様々なスポーツ種目の特性を「心技体」の観点か
ら整理する

（予習：2時間）
剣道で起こりやすい障害とその予防法を調べる
（復習：2時間）
剣道の国際化に関する展望を整理する

授業科目名
英語科目名

現代スポーツ史
History of Modern Sports Science

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 廣瀬 伸良
科目担当者
山崎 一彦
小野 雄大
授業概要
［授業全体の内容］
競技スポーツのコーチングを考えるには、多様な競技スポーツの文化的価値や歴史を学び、その背景やあり方
についての思考が必要である。本授業ではスポーツにおける歴史的な諸相について理解を深め、スポーツの在
り方やスポーツをおこなう意義について考える。また、近代オリンピックの発生と意義についても言及し、現
代の競技スポーツの価値を検討する。また、代表的な競技スポーツについて、発祥から発展までの諸相を取り
上げる。授業は講義の他に歴史的価値の高い映像を活用して理解を深め、受講生は各講義テーマについての資
料（個人テキスト）を作成する。
［授業の位置付け（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目はスポーツの歴史を学ぶことを通して「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれ
らの活用能力」を身に付けるための科目の１つとして開講される。また、スポーツ科学科コーチング科学コー
スとして「スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力ないしは研究できる能力」という学位授与方
針の達成にも寄与する。
［授業の到達目標］
1.現代競技スポーツについて、文化、社会的背景のもと、その発祥から競技スポーツとしての発展の歴史的変
遷が理解できる。
2.技術および戦術の発達、競技会を中心としたスポーツとしての成熟、競技スポーツの多様な問題について理
解できる。
3.日本における代表的な競技スポーツの発祥から歴史的な展開を経て形成されるスポーツ文化を土台に様々な
スポーツコーチングの在り方について理解出来る。
成績評価
［成績評価の基準］
1.スポーツについて、その発生から競技スポーツとしての発展の歴史的変遷が理解できる（定期試験）。
2.技術および戦術の発達、スポーツとしての成熟や課題について理解できる（定期試験）。
3.スポーツ文化を土台に様々なスポーツコーチングの在り方について理解出来る（定期試験）。
4.授業中の発言や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
［成績評価の方法］
平常点（30％）、定期試験（70％）を総合的に評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
とくになし
［履修上の注意］
とくになし
［課題（試験やレポート）に対するフィードバックの方法］
作成した個人テキストなどの評価やポイントは各授業担当者への質問に回答する形でフィードバックする。
［テキスト・参考文献］
近代スポーツの誕生（講談社）
オリンピック物語（中公新書）
（上記２点はレポート作成や準備学習での参考書として推奨する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：廣瀬伸良
［オフィスアワー］
日時：後期金曜日 昼休み
場所：1号館5F 1506室
nhirose@juntendo.ac.jp
備考
［学修時間］
この授業は講義形式による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必要とする
内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
廣瀬 伸良
（予習：2時間）
1
［授業内容］
山﨑 一彦
ガイダンスにおいて本授業の概 「スポーツの誕生」について書籍、インターネッ
小野 雄大
要や到達目標をについて理解を ト利用して学習する。
深める。
スポーツ史を学ぶことがコーチ （復習：2時間）
ングにどのように生かされるか スポーツ史とコーチングについての資料作成
を考える。

2

3

4

廣瀬
山﨑
小野

廣瀬
山﨑
小野

廣瀬
山﨑
小野

伸良
一彦
雄大

［授業方法］
講義形式で行う。
個人テキストの作成についての
質疑応答を行う。
（予習：2時間）
［授業内容］
古代・中世ヨーロッパのスポー 古代・中世ヨーロッパで行われていたスポーツに
ついて書籍、インターネット利用して学習する。
ツについて理解を深める。
（復習：2時間）
授業内で取り上げた内容について、参考文献等
を読んで事後理解を深める。

伸良
一彦
雄大

［授業方法］
講義＆映像視聴形式で行い個人
テキストを作成する。
古代・中世ヨーロッパにおけ
るスポーツ状況とその特徴につ
いて解説する。
［授業内容］
近代スポーツの誕生と社会につ
いて理解を深める。
［授業方法］
講義＆映像視聴形式で行い個人
テキストを作成する。
近代スポーツの誕生について
、同時代の社会との関係性に着
目しながら解説する。
［授業内容］
日本における近代スポーツの受
容と変容について理解を深める
。

（復習：2時間）
授業内で取り上げた内容について、参考文献等
を読んで事後理解を深める。

伸良
一彦
雄大

（予習：2時間）
イギリスとアメリカ発祥のスポーツの特徴につい
て調べ、理解を深めておく。

（予習：2時間）
近代スポーツの日本への導入過程について調べ、
理解を深めておく。

（復習：2時間）
授業内で取り上げた内容について、参考文献等を
［授業方法］
講義＆映像視聴形式で行い個人 読んで事後理解を深める。
テキストを作成する。
近代スポーツの日本的受容と
変容の特徴について、日本社会
との関係性に着目しながら解説
する。
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5

6

7

廣瀬
山﨑
小野

廣瀬
山﨑
小野

廣瀬
山﨑
小野

伸良
一彦
雄大

（予習：2時間）
（授業内容）
近代スポーツと戦争について理 近代スポーツが戦争に果たした役割について調べ
、理解を深めておく。
解を深める。
（復習：2時間）
授業内で取り上げた内容について、参考文献等
を読んで事後理解を深める。

伸良
一彦
雄大

（授業方法）
講義＆映像視聴形式で行い個人
テキストを作成する。
近代スポーツと戦争の関係に
ついて、政治状況や時代背景に
着目しながら解説する。
［授業内容］
近代オリンピックの誕生と発展
について理解を深める。

（復習：2時間）
授業内で取り上げた内容について、参考文献等
を読んで事後理解を深める。

伸良
一彦
雄大

［授業方法］
講義＆映像視聴形式で行い個人
テキストを作成する。
近代オリンピックの誕生とそ
の後の発展史について、オリン
ピックの理念や政治状況との関
係性に着目しながら解説する。
［授業内容］
日本とオリンピックの関係史に
ついて理解を深める。

8

廣瀬
山﨑
小野

伸良
一彦
雄大

9

廣瀬
山﨑
小野

伸良
一彦
雄大

（予習：2時間）
近代オリンピックの誕生や発展に関わった人物に
ついて調べ、理解を深めておく。

（予習：2時間）
オリンピックを日本で開催することの社会的意義
について、自分の考えを整理しておく。

（復習：2時間）
［授業方法］
講義＆映像視聴形式で行い個人 授業内で取り上げた内容について、参考文献等
を読んで事後理解を深める。
テキストを作成する。
日本とオリンピックの関係史
について、1940年、1964年、20
20年の3つの東京オリンピック
に着目しながら解説する。
（予習：2時間）
［授業内容］
日本におけるスポーツ教育の展 運動部活動の問題点について調べ、理解を深めて
開①：運動部活動 について理 おく。
解を深める。
（復習：2時間）
授業内で取り上げた内容について、参考文献等
［授業方法］
講義＆映像視聴形式で行い個人 を読んで事後理解を深める。
テキストを作成する。
日本の運動部活動（中学・高
校）の発展史について、日本の
スポーツ教育の特殊性という視
点から解説する。
（予習：2時間）
［授業内容］
日本におけるスポーツ教育の展 大学スポーツ協会（UNIVAS）の設立経緯について
開②：大学スポーツ について 調べ、理解を深めておく。
理解を深める。
（復習：2時間）
授業内で取り上げた内容について、参考文献等を
［授業方法］
講義＆映像視聴形式で行い個人 読んで事後理解を深める。
テキストを作成する。
日本の大学スポーツの発展史
について、日本の競技スポーツ
の発展に果たした役割に着目し
ながら解説する。
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10

11

12

13

14

廣瀬
山﨑
小野

廣瀬
山﨑
小野

廣瀬
山﨑
小野

廣瀬
山﨑
小野

廣瀬
山﨑
小野

伸良
一彦
雄大

（予習：2時間）
［授業内容］
スポーツ産業発展の歴史につい 日本のスポーツメーカーの発展史について調べ、
理解を深めておく。
て理解を深める。
（復習：2時間）
授業内で取り上げた内容について、参考文献等を
読んで事後理解を深める。

伸良
一彦
雄大

［授業方法］
講義＆映像視聴形式で行い個
人テキストを作成する。
スポーツ産業の発展史につい
て、スポーツ政策や経済発展と
の関係性に着目しながら解説す
る。
［授業内容］
現代社会とスポーツについて理
解を深める。
［授業方法］
講義＆映像視聴形式で行い個人
テキストを作成する。
現代社会におけるスポーツの
あり方について、これまでの授
業内容をふまえながら解説する
。
［授業内容］
日本発祥のスポーツである武道
競技（柔道・剣道）について理
解を深める。

（復習：2時間）
授業内で取り上げた内容について、参考文献等を
読んで事後理解を深める。

伸良
一彦
雄大

伸良
一彦
雄大

伸良
一彦
雄大

［授業方法］
講義＆映像視聴形式で行い、個
人テキストを作成する。
武道競技の発生から競技スポー
ツとしての発展までを様々な観
点から史実にそって展開する．
競技スポーツとしての技術・戦
術・用具・設備の変遷を解説す
る。
［授業内容］
陸上競技のスポーツ競技史につ
いて理解を深める。
［授業方法］
講義＆映像視聴形式で行い、個
人テキストを作成する。
競技の発生から競技スポーツと
しての発展までを様々な観点か
ら史実にそって展開する．競技
スポーツとしての技術・戦術・
用具・設備の変遷を解説する。
［授業内容］
我が国におけるオリンピック組
織の歴史的変遷と2020東京オリ
ンピックへの現状について理解
を深める。
［授業方法］
講義＆映像視聴形式で行い、個
人テキストを作成する。
定期試験
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（予習：2時間）
現代のスポーツをめぐる問題点について調べ、理
解を深めておく。

（予習：2時間）
嘉納治五郎について書籍、インターネット利用し
て学習する。
（復習：2時間）
武道競技史についての資料を作成する。

（予習：2時間）
日本における陸上競技史について書籍、インター
ネット利用して学習する。
（復習：2時間）
陸上競技史についての資料を作成する。

（予習：2時間）
日本体育協会、オリンピック組織委員会について
書籍、インターネット利用して学習する。
（復習：2時間）
学習内容についての資料を作成する。

授業科目名
英語科目名

専門運動実技実習(陸上競技)
Theory and Practice in Sports (Track & Field)

授業形態
開講学期

実技
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 山崎 一彦
科目担当者
越川一紀、仲村明、鯉川なつえ、高梨雄太
授業概要
[授業全体の内容]
専門運動実技実習は陸上競技における走跳投（短距離・リレー・ハードル・中距離・長距離・跳躍・投てき）
の競技専門的特性およびルールをより深く論理的に理解する。また、ある単一種目のみの指導だけでなく、走
・跳・投すべての種目について指導ができるようになることを目的とする。経験者および未経験者を配慮した
グループ分けをし、それぞれの種目に関しての知識を確認および議論ができるグループワークを展開する。そ
れらの知識を駆使しながら、学生同士が指導演習をしながら専門的技術を学んでいく。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等の関連）］
この科目は、「コーチング科学を中心とした広範囲な知識およびそれらを駆使したスポーツ指導実践能力」を
身に付けるための科目として開講される。
[授業の到達目標]
1.2年次の陸上運動で習得した基本的な動きを基礎に、各専門種目の技能を理解できる。
2.陸上競技の特性・技術・トレーニング法について説明できる。
3.自身の得意苦手種目に限らず、その種目の基礎的な専門的指導ができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1. 基本的な動きを基礎として、各専門種目の技能を実践できる。
2. 陸上競技の特性・技術・トレーニング方法を実践できる。
3. 自身の得意苦手種目に限らず、すべての陸上競技種目についての専門的指導ができる。
４． 授業へ積極的に参加することができる。
［成績評価方法］
授業態度・取り組む姿勢30%、レポート点10%、4種目（短距離、長距離、跳躍、投擲）の実習効果測定によ
る平均点60%、の割合で評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
陸上競技のルール、競技性を理解した上で、実習に取り組むこと。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
実技運動ができる服装、シューズを着用すること。見学は基本的に認められない。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
課題レポートは、予習課題の場合は当該授業内で解説を行う。復習課題の場合は、翌週の授業で解説する。
［テキスト、参考書等］
必要な資料は、授業中に適宜配布します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先およびオフィスアワー］
山 崎：火曜日 9時〜11時 kayamaza@juntendo.ac.jp 1号館5階1523室
越 川：火曜日 9時〜11時 kkoshika@juntendo.ac.jp 1号館5階1525室
鯉 川：火曜日 9時〜11時 nkoikawa@juntendo.ac.jp 1号館5階1522室
仲 村：火曜日 9時〜11時 aknaka@juntendo.ac.jp 1号館5階1524室
高 梨：火曜日 9時〜11時 ytakana@juntendo.ac.jp 1号館5階1509室
※［ａｔ］を@に変更してください。
備考
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［学習時間］
この授業は、実技の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学習を必
要とする内容をもって構成する。
[その他]
この授業は社会体育指導者の資格取得に関連する科目に位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
山崎一彦、越川一 [授業内容]
（予習：0.5時間）
1
紀、仲村明、鯉川 ガイダンス
シラバスを熟読し授業内容全体の理解。
なつえ、高梨雄太 [授業方法]
（復習：0.5時間）
授業内容、評価方法、注意事項 自身の専門種目または興味のある種目について、
などについてについてガイダン 指導ができるようになるための教材研究をしてお
く。
スを行う
仲村明、鯉川なつ
（予習：0.5時間）
2
（授業内容）
え
中長距離：競歩のルールと基本 事前に配布されたを参照し、競歩の種目特性と技
的な技術について学習する。 術について調べる。
（復習：0.5時間）
（授業方法）
競歩の基本的なルールの解説を 競歩体験の感想および求められる資質に関するレ
する。競歩特有の種目特性の紹 ポートを作成する。
介と技術の習得を行う。
仲村明、鯉川なつ （授業内容）
（予習：0.5時間）
3
え
中長距離走：3000m障害（3000m 事前に配布されたを参照し、3000mSCという種目
SC）についての理解を深める。 の特徴や技術を調べる。
（復習：0.5時間）
（授業内容）
予習で調べてきた3000mSCに関 授業時に取り上げられた3000mSCのトレーニング
する事を手を挙げて回答させる の注意点をまとめる。
。3000mSCの由来や求められる
技術や能力などを解説する。実
際の障害物や水濠などを用い、
ハードリングの技術の向上を図
る。
仲村明、鯉川なつ （授業内容）
（予習：0.5時間）
4
え
中長距離走：効率の良いランニ 事前に配布されたを参照し、動きづくりの目的や
ングフォーム習得のための動き 方法を知り、動きをイメージしてくる。
づくりについて理解を深める。 （復習：0.5時間）
動き作りがピッチおよびストライドに及ぼす効果
（授業方法）
撮影機器を用い、受講者の動き をまとめる。
づくりを撮影する。より正確な
動きのポイントを指摘し、改善
を促す。再度、撮影を行い、技
術の向上を促す。
仲村明、鯉川なつ （授業内容）
（予習：0.5時間）
5
え
中長距離走：ペースランニング 到達目標記録を設定してくる。配布資料を参照、
を体験し、決められたペースで 1000mの記録から100m、200m、400mのﾀｲﾑを換算し
走るもしくは一定のペースで走 、算出する。
（復習：0.5時間）
る技術を学ぶ。
規定されたペースで走る難しさとコツを考察する
（授業方法）
定められたペースを刻みランニ 。
ングを行う。そのペース感覚の
ずれを修正するためのポイント
を解説し、技術の習得を図る。
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6

7

8

9

10

11

12

仲村明、鯉川なつ （授業内容）
え
中長距離走：起伏のある走路の
走り方について学ぶ。
（授業方法）
上り坂と下り坂の走り方の違い
で気が付いた点を手を挙げて回
答させる。
上り坂および下り坂のあるロケ
ーションに移動し、ポイントを
解説しながら上り坂と下り坂の
走り方のコツを習得を行う。
仲村明、鯉川なつ （授業内容）
え
中長距離走：長距離ランニング
における給水について理解を深
める。
（授業方法）
予習で学んできた給水の重要性
について、手を挙げて回答させ
、事例をあげ長距離走の給水に
ついて解説する。走りながらボ
トル、紙コップでの給水を体験
する。
高梨雄太
（授業内容）
円盤投の基本。円盤を用いて基
本的な投げ練習
（授業方法）
実際に円盤を使用して、基本的
な動作方法を学習する
高梨雄太
（授業内容）
円盤投（ターンの習得）
（授業方法）
正規（男子1.5kg、女子1kg）の
用具を使用し、ターン動作を習
得する
高梨雄太
（授業内容）
ハンマー投（ターンの導入）簡
易用具を用いて、スイング・タ
ーン投げ
（授業方法）
ハンマーを使用して基本的なタ
ーン技術を習得する
高梨雄太
（授業内容）
ハンマー投（連続ターン）、ハ
ンマー投のターン習得
（授業方法）
連続ターン練習や、基本的な練
習方法を学習する
高梨雄太
（授業内容）
やり投（クロス・ステップの導
入）、簡易用具を用いて、ワン
・クロス投げ
（授業方法）
やり投の基本的な投擲技術につ
いて学び、投げる
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（予習：0.5時間）
箱根駅伝の5区、6区の映像を視聴し、特徴をとら
えてくる。
（復習：0.5時間）
上り坂および下り坂の技術をレポートにまとめる

（予習：0.5時間）
一般的な熱中症と脱水症について調べる。
（復習：0.5時間）
オリジナルドリンクおよびマラソン競技で用いる
スペシャルボトルの作成を行う。

（予習：0.5時間）
各投擲種目の動作を資料などを用いて動きのイメ
ージ確認を行う
（復習：0.5時間）
投擲競技について（歴史・用器具・施設・ルール
）研究する
（予習：0.5時間）
円盤投のターン動作のイメージを作る
（復習：0.5時間）
円盤投の動作について順天堂メソッドなどで研究
する
（予習：0.5時間）
動作の検索をし動きのイメージ確認を行う
（復習：0.5時間）
ハンマー投動作の動きを体得する。

（予習：0.5時間）
ハンマー投のターン動作のイメージを作る
（復習：0.5時間）
ハンマー投の動作について順天堂メソッドなどで
研究する
（予習：0.5時間）
配布資料を利用して動きのイメージ確認を行う
（復習：0.5時間）
やり投動作の動きを体得する。

13

14

高梨雄太

（授業内容）
講義、投擲競技について（歴史
・用器具・施設・ルール）
（授業方法）
陸上競技について（歴史、ルー
ル、用具、施設）について講義
を行う
仲村明、鯉川なつ （授業内容）
え、高梨雄太
前期まとめ
（授業方法）
長距離・投てき種目についての
指導方法について総括する。

15

越川一紀

16

越川一紀

17

越川一紀

18

越川一紀

19

越川一紀

20

越川一紀

（予習：0.5時間）
各投擲種目の動作を配布資料などを用いて動きの
イメージ確認を行う
（復習：0.5時間）
投擲競技について（歴史・用器具・施設・ルール
）研究する

（予習：0.5時間）
各投擲種目の動作を資料などを用いて動きのイメ
ージ確認を行う
（復習：1.5時間）
歴史・用器具・施設・ルールについて復習する
前期中の長距離・投擲の授業を振り返り、レポー
トを作成する
(予習：0.5時間)
[授業内容]
ミニハードルの4足長・５・６ 投擲のトレーニング方法の整理
（復習：0.5時間）
・７・8足長の走り方
跳躍の走りの基本について調べる
地面のとらえ方と着地
[授業方法]
走基本動作を習得することを目
的として実施
（予習:0.5時間）
[授業内容]
モモ上げのコツ 足首のばねについて調べる
ミニハードル
（復習：0.5時間）
[授業方法]
3足･4走でのスピードモモ上 モモ上げのキレについて復習する
げ走とミニハードルのスピード
7足走 ５０ｍタイムトライ
アルを実施
（予習：0.5時間）
（授業内容）
動作検索し動きの確認を行う
跳躍の専門的トレーニング
（復習：0.5時間）
（授業方法）
メディシンボールを使ったトレ 下肢を生かした投げを意識する
ーニングを紹介し、専門的技術
を習得する
(予習：0.5時間)
[授業内容]
バウンディングの地面からのも ミニハードルの走力につなげる走り方について調
べる
らい方
（復習：0.5時間）
[授業方法]
5歩跳びのコツ 13ｍから砂場 バウンディングの地面からのもらい方について復
まで測定、動きの修正 スピー 習する
ドと反動のもらい方について実
習する
(予習：0.5時間)
[授業内容]
バウンディングの地面からのも バウンディングのコツについて調べる
（復習：0.5時間）
らい方から振り込み練習
腕の振り込みと振り込み脚の使い方について実習
[授業方法]
１歩目からの跳びのコツ 13ｍ する
から砂場まで測定、腕の振り込
みと振り込み脚の使い方につい
て実習
(予習：0.5時間)
[授業内容]
ハードルを利用したウォーミン バウンディングのコツについて調べる
（復習：0.5時間）
グアップ
ハードルを利用したウォーミングアップについて
[授業方法]
股関節や足首をつかってのリズ 復習する
ミカルな動き、腕の動きや体の
軸を意識して行う
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山崎一彦

（授業内容）
短距離走の指導方法
スタートから加速について
（授業方法）
基本的な理論と知識を説明し、
その後グループごとに指導し、
指導方法について習得する。

22

山崎一彦

（授業内容）
短距離走の指導法Ⅱ
最高疾走速度発生のための指導
法
（授業方法）
最高疾走速度発生の要因を理解
し、指導に結びつける。

23

山崎一彦

24

山崎一彦

25

山崎一彦

（授業内容）
ハードル走の指導法Ⅰ
抜き脚動作を円滑にする。
ハードル間インターバルのリズ
ムを指導できるようにする。
（授業方法）
ハードル走の抜き脚動作を習得
し、グループワークで指導でき
るようにしていく。
ハードル間インターバルのリズ
ム獲得方法について知識を習得
し、グループワークで指導でき
るようにする
（授業内容）
ハードル走の指導法Ⅱ
美しいハードルフォームを身に
つける。
教員採用試験等で用いられる評
価方法として記録だけでないフ
ォームの評価もされることから
、円滑にクリアランスする技術
を身につける
（授業方法）
速く走る観点と美しく跳ぶ観点
を教授し、グループワークで指
導してみる。
（授業内容）
4×100ｍリレーの指導法Ⅰ
アンダーハンドパス，オーバー
ハンドパスについて理解し、指
導ができるようにする。
（授業方法）
基本的技術と技術の理論につい
て理解し、実践してみる。実践
後，指導ができるようにする。
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（予習：0.5時間）
短距離走のトレーニングを配布資料を読み、再確
認しておく
直走路と曲走路の違い
パワートレーニングの実際（ミニハードル、コー
ン）
（復習：0.5時間）
スターティングブロックからの加速をするための
理論をまとめておく。
（予習：0.5時間）
レジスタンストレーニング、アシストトレーニン
グの種類と目的を確認しておく。
ミニハードル走、マーク走のトレーニング方法に
ついて調べておく。
レジスタンストレーニング（砂場、チューブ、上
り坂）
アシストトレーニング（トーインｸﾞ、坂下り）
（復習：0.5時間）
短距離走のトレーニングプログラムの考案できる
ようにまとめておく。
（予習：0.5時間）
ハードル走におけるハードリング技術向上を目的
としたトレーニング法を配布資料を読み、確認し
ておく
ミニハードルを使用してのリズム走
滞空時間、接地時間、ディップ
ハードル補強の方法
（復習：0.5時間）
ハードリング技術向上（特に抜き脚）についての
指導ポイントをまとめておく。

（予習：0.5時間）
100mHと400mHのトレーニングや技術の違いについ
て調べておく
400ｍHの戦略・戦術（インターバル、利き脚、逆
脚）
400ｍの走能力と400ｍHとの相関性
（復習：0.5時間）
ハードル走のトレーニングプログラムを立案する

（予習：0.5時間）
陸上競技のリレー種目におけるルールを理解して
おくこと
コンセプトの理解、走者の配置、
バトンの受け渡し法（バトンパス所要時間）
（復習：0.5時間）
アンダーハンドパスの有用性についての理解をま
とめておくこと。

26

27

28

山崎一彦

（授業内容）
4×100ｍリレーの指導法Ⅱ
バトンゾーンの使い方を理解し
、実践してみる。
（授業方法）
実際にバトンゾーンを使用し、
バトンワークの利得を体感する
。その後指導ができるようにす
る。
山崎一彦
（授業内容）
4×400ｍリレーの指導法Ⅲ
実際にバトンワークを行う。そ
の評価方法と指導方法を実践す
る。
（授業方法）
全体のバトンワークに関する指
導方法を理解し、指導観点をま
とめ，指導してみる
山崎一彦、越川一 （授業内容）
紀、仲村明、鯉川 陸上競技のトレーニング指導方
なつえ、高梨雄太 法総論（講義）を行い指導方法
について各種目の留意点を再度
明確にして習得する。
（授業方法）
講義形式で最初は行う。後半は
グループで指導方法について総
括していく。
［定期試験を実施しない］
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（予習：0.5時間）
アンダーハンドパスの有用性についての理解を深
める
コントロールマークの置き方（距離）などいくつ
かのパターンを予測しておく。
（復習：0.5時間）
4×100mリレーにおけるバトンゾーンを有効活用
するためのトレーニングプログラムの考案をする
。
（予習：0.5時間）
4×400mリレーと4×100mリレーの特性の違いを理
解しておく。
コンセプトの理解、走者の配置などの戦術面も想
定しまとめておく。
（復習：0.5時間）
リレー競技の技術やチーム力向上のプログラムの
考案をしておく。
（予習：0.5時間）
授業を振り返り、習得した知識を再確認しておく
走・跳・投におけるトレーニングの基礎的概念に
ついて確認する
（復習：1.5時間）陸上競技におけるトレーニン
グと指導方法についてまとめるとともにある種目
を選択し、モデル指導方法を作成する。

授業科目名
英語科目名

専門運動実技実習(水泳競技)
Theory and Practice in Sports (Swimming)

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 武田 剛
科目担当者
他外部講師
授業概要
[授業全体の内容]
水泳コーチの指導内容の体現ができるように専門的な4泳法（クロール、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ）の泳
力の向上を図る。また幅広い水泳競技に関する指導ができる基礎を身に付けるために、リズム水泳、水球、水
中運動、プール監視方法や少人数／大人数一斉指導法の実習を行う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ科学分野の専門的な実践力を獲得するという学位授与方針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
1. 200M個人メドレーで男子は3分以内、女子は3分20秒以内で泳ぐことができる。
2. 泳法違反のない模範的な四泳法を実演できる。
3. 選手を対象とした技能を向上させるための動き作り（ドリルワーク）を科学的な理論背景をもとに指導で
きる。
４. 学校体育授業で実施する水泳授業を理論的な背景もとに指導できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 200M個人メドレー（バタフライ、背泳ぎ、平泳ぎ、自由形を連続泳ぐ）で男子は3分以内、女子は3分20秒
以内で泳ぐことができる。（前期実技試験）
2. 200M個人メドレーの泳フォームについて泳法違反なく、模範的な泳技術を体現できる。（前期実技試験）
3. 選手を対象とした技能を向上させるための動き作り（ドリルワーク）の模範実演し、目的と注意点を説明
できる。（後期実技試験）
4.学校体育の水泳の練習方法を模範実演し、目的と注意点を説明できる。（後期実技試験）
[成績評価の方法]
200M個人メドレーの泳タイムの得点25点
200M個人メドレーの泳フォーム評価チェックリストの得点25点
ドリルワークの模擬指導の得点25点
学校水泳模擬授業の得点25点
以上を総合して評価を行う。
履修における留意事項
[履修要件]
200M個人メドレーが完泳出来る泳力を有していることが望ましい。
1年次あるいは２年次に水泳実技の授業を受講していることが望ましい。
水泳競技のコーチング論を履修することが望ましい。
[履修上の注意]
実技における水泳用具（水着、キャップ、ゴーグル等）は各自で準備して授業望むこと。なお水泳用具は競泳
用のものを準備すること。１回の授業について３分の２以上の出席時間がない場合はその回の授業を欠席扱い
とする。
[課題（試験やレポートに対する）に対するフィードバック方法]
実技試験の得点は試験後個別に受講生に通知する。
[テキスト・参考書等]
水泳コーチ教本（公益財団法人日本水泳連盟、大修館書店
連絡先とオフィスアワー

1716

第3版）＊購入の必要はない。

[連絡先]
担当：武田 剛
Email: tutakeda[at]juntendo.ac.jp
*[at]を@に変更してください。
[オフィスアワー]
通年授業期間中の木曜日15:00‑16:00
場所：1号館5階1507室（水泳研究室）
上記の時間には予約に無しに対応しますが、他の学生との時間調整のためできるだけ前日までにEmailで予約
をしてください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
[学修時間]
この授業は、実技の授業形態による２単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間を必要とす
る内容をもって構成する。
[その他]
この授業科目は、日本スポーツ協会／日本水泳連盟公認資格「水泳教師」と「水泳指導員」の専門科目（講習
）免除科目でもあります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
武田剛
(復習：１時間)
1
[授業内容]
授業の進め方と概要のガイダン 授業の進め方と個人メドレーの目標タイム、そし
スを行い、目的、概要、評価方 てこれまで自身が実施してきたドリルワークの目
的と実施上の注意点をノートにまとめる。
法等を説明する。

2

3

4

5

武田剛

武田剛

武田剛

武田剛

[授業方法]
教室にて実施する
（復習：１時間）
[授業内容]
200M個人メドレーの泳法撮影と カメラの使用方法と水中と水上の撮影場の注意点
四泳法の撮影を実施し、受講生 をノートにまとめる。
の泳技能の評価を学生同士で実
施する。
[授業方法]
プールにて実施し、水中カメラ
で撮影を行う。
（予習：1時間）
[授業内容]
泳法映像の鑑賞（バタフライ） バタフライの良いフォームとして考えられる動き
と泳技能を評価するためのチェ のポイントをノートにまとめておく。
ックリストを作成する。
[授業方法]
教室で実施する。
（予習：1時間）
[授業内容]
泳法映像の鑑賞（平泳ぎ）と泳 平泳ぎの良いフォームとして考えられる動きのポ
技能を評価するためのチェック イントをノートにまとめておく。
リストを作成する。
[授業方法]
教室で実施する。
（予習：1時間）
[授業内容]
泳法映像の鑑賞（背泳ぎ）と泳 背泳ぎの良いフォームとして考えられる動きのポ
技能を評価するためのチェック イントをノートにまとめておく。
リストを作成する。
[授業方法]
教室で実施する。
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6

7

8

9

10

11

12

武田剛

武田剛

武田剛

武田剛

武田剛

武田剛

武田剛

（予習：1時間）
[授業内容]
泳法映像の鑑賞（クロール）と クロールの良いフォームとして考えられる動きの
泳技能を評価するためのチェッ ポイントをノートにまとめておく。
クリストを作成する。
[授業方法]
教室で実施する。
[授業内容]
受講生の泳フォームのチェクリ
ストに基づいた評価。1名にた
いして複数名の学生がチェック
リストに基づいて泳フォームの
評価を行う。

（復習：１時間）
複数の評価者に評価点を平均して、自身の技能の
得点化を行う。評価に基づいた技術の改善点をノ
ートにまとめる。

[授業方法]
教室で実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
スタートとターンの指導方法を スタートとターンの各局面において重要になる技
学習する。練習方法の紹介と映 術ポイントと練習方法をノートにまとめる。
像を用いた指導方法を学習する
。
[授業方法]
プールで実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
学校体育の指導方法（集団指導 授業内で受けた集団指導から、自身が授業を行う
・学童指導法）の学習（クロー 場合の指導案を作成しノートにまとめる。
ルと背泳ぎ）を行う。
[授業方法]
プールで実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
学校体育の指導方法（集団指導 授業内で受けた集団指導から、自身が授業を行う
・学童指導法）の学習（平泳ぎ 場合の指導案を作成しノートにまとめる。
とバタフライ）を行う。
[授業方法]
プールで実施する。
（復習：1時間）
[授業内容]
学校水泳指導の模擬授業̲事前 自身の模擬授業動画を視聴し、本番の模擬授業試
験に向けた反省点を見つける。
予行練習
試験に向けて事前に模擬授業を
実施し、反省点を見つけ、本試
験に向けた準備につなげる。
[授業方法]
プールで実施し、授業の様子を
動画で撮影、授業後に受講生に
フィードバックを行う。
（予習：1時間）
[授業内容]
学校水泳指導の模擬授業試験① 模擬授業で使用する教材等の事前準備をおこなう
を実施する。生徒役と教師役に 。
分かれて行う。
[授業方法]
プールで実施する。
（受講人数の関係上2回の授業
を試験に当てる予定）
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13

14

15

武田剛

武田剛

武田剛

16

武田剛、外部講師

17

武田剛、外部講師

18

武田剛、外部講師

19

武田剛、外部講師

20

武田剛、外部講師

21

武田剛、外部講師

（予習：1時間）
[授業内容]
学校水泳指導の模擬授業試験② 模擬授業で使用する教材等の事前準備をおこなう
を実施する。生徒役と教師役に 。
分かれて行う。
[授業方法]
プールで実施する。
（受講人数の関係上2回の授業
を試験に当てる予定）
(予習：2時間）
[授業内容]
200M個人メドレー試験。所要時 本試験にむけた泳法練習を各自で実施し、本番の
間と泳フォームのビデオ撮影を 試験に備える。
行う。
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
四泳法の受講生の泳フォームの
チェクリストに基づいて、前期
試験の泳動作映像の評価を学生
同士でチェックリストに基づい
て行う。
[授業方法]
教室で実施する。
[授業内容]
リズム水泳（アーティスティッ
クスイミング）の体験。
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
アクアゲーム（水球）の体験。
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
水中運動（水中歩行、水中レジ
スタンス運動、アクアビクス）
の体験。
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
スイミングクラブの指導法（監
視手順、入水耐水方法、呼吸法
やけのび、水慣れプログラム、
水遊び、幼児の指導方法）の学
習
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
スイミングクラブの指導法（四
泳法の指導、補助方法、スター
トターン）の学習
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]
競泳選手の障害予防の補強エク
ササイズとストレッチの学習
[授業方法]
プールにて実施する。
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（復習：１時間）
複数の評価者に評価点を平均して、自身の技能の
得点化を行う。評価に基づいた技術の改善点をノ
ートにまとめる。

（復習： １時間）
授業内で実施したリズム水泳の振り付け内容とそ
の注意点をノートにまとめる。

（復習：１時間）
アクアゲーム・水球授業実施上の注意点と指導方
法をノートにまとめる。
（復習：１時間）
水中運動と水中歩行の主要指導内容の注意点と指
導方法をノートにまとめる。

（復習：１時間）
プールの監視方法と幼児のプール使用上の配慮す
べき点をノートにまとめる。

（復習： １時間）
集団指導と個別指導（少人数指導）との違いと、
指導補助の仕方とその注意点をノートにまとめる
。

（予習：１時間）
水泳運動に主に動員される筋の名称と構造、役割
をノートにまとめてくる。

22

武田剛

23

武田剛

24

武田剛

25

武田剛

26

武田剛

27

28

武田剛

武田剛

[授業内容]の学習
バタフライの泳力向上を目的と
した動き作り（ドリルワーク）
の紹介
[授業方法]
プールにて実施する。
[授業内容]の学習
平泳ぎの泳力向上を目的とした
動き作り（ドリルワーク）の紹
介
[授業方法]
プールにて実施する
[授業内容]の学習
背泳ぎの泳力向上を目的とした
動き作り（ドリルワーク）の紹
介
[授業方法]
プールにて実施する
[授業内容]の学習
クロールの泳力向上を目的とし
た動き作り（ドリルワーク）の
紹介
[授業方法]
プールにて実施する
[授業内容]
海外の泳法解説DVD（バタフラ
イと平泳ぎ）を鑑賞し、プール
で実践してみる。

（復習：１時間）
授業で実施したドリルワークの実施上の注意点と
目的をノートにまとめる。

（復習：１時間）
授業で実施したドリルワークの実施上の注意点と
目的をノートにまとめる。

（復習：１時間）
授業で実施したドリルワークの実施上の注意点と
目的をノートにまとめる。

（復習：１時間）
授業で実施したドリルワークの実施上の注意点と
目的をノートにまとめる。

（復習：１時間）
授業で紹介されたドリルワークの実施上の注意点
と目的をノートにまとめる。

[授業方法]
教室とプールで実施する。DVD
鑑賞後にプールにて実技を行う
。
（復習：１時間）
[授業内容]
海外の泳法解説DVD（クロール 授業で紹介されたドリルワークの実施上の注意点
と背泳ぎ）を鑑賞し、プールで と目的をノートにまとめる
実践してみる。
[授業方法]
教室とプールで実施する。DVD
鑑賞後にプールにて実技を行う
。
（予習：2時間）
[授業内容]
泳法技術改善させるためのドリ 本試験にむけて指導するドリルワークを考案し、
ルワーク紹介模擬指導試験を実 本番の試験に備える。
施する。
[授業方法]
プールにて実施する。受講生同
士で指導役と学習者役に分かれ
て模擬指導を実施する。
定期試験を実施しない。
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授業科目名
英語科目名

専門運動実技実習(体操競技)
授業形態
Theory and Practice in Sports (Artistic Gymnastics) 開講学期

実技
通年

対象学年

3

2.0

単位数

科目責任者 原田 睦巳
科目担当者
原田睦巳・冨田洋之・新竹優子
授業概要
【授業全体の内容】
｢器械運動｣で習得した技をベースとして、さらに高度な技を習得するとともに、段階的指導の学習や幇助の体
験を通じて指導法に関する知識を身につける。（受講生の技能別に課題を設定して授業を展開する）
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等の関連）】
安全面の配慮、基礎的な知識の発展、実施が望まれるため、正しい基礎的な知識と運動構造を理解しておく必
要がある。本授業では、学生同士により、スポーツ健康科学を中心とした教養や知識、運動構造の情報伝達が
多く必要とされるため、コミュニケーション力を養いスポーツ医科学とコーチング科学を中心としたスポーツ
科学についての知識と技能と教養の育成を目指す。
【授業の到達目標】
体操競技における最新の技術情報に基づく練習法・指導法を学習し、体操競技の指導者としての専門的知識を
学習する。
成績評価
【成績評価の基準】
課題に関して正確に動きを理解し、実施することができているかを評価の基準とする。
【成績評価の方法】
「学習態度・取り組む姿勢（40％）、実技テスト（60％）」を総合して評価する。
学習態度・取り組む姿勢に関しては、各課題への取り組み方を総合的に判断し、
実技テストにおいては、一人一人の実施を観察し、採点する。
履修における留意事項
【履修要件】
器械運動を受講していることが望ましい。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
1.動きやすい服装。
2.アクセサリー類は身につけない。
3.1回の授業において3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
課題に関して正確に動きを理解させ、評価や助言を各受講者へその場でフィードバックする。
【テキスト・参考書等】
1.器械運動の授業づくり≪大修館書店,1992≫
2.INFなわとびハンドブック≪株式会社アシックス,1991≫
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：原田 睦巳
E‑mail：mharada[at]juntendo.ac.jp
※ [at]を@に変更してください。
担当：冨田 洋之
E‑mail：htomita[at]juntendo.ac.jp

※ [at]を@に変更してください。

【オフィスアワー】
日時：火・木・金曜日10：00〜12：00
場所：1号館5階1511体操競技研究室
できるだけ前日までにE‑mailでお知らせください。
備考
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【学修時間】
この授業は、実技形態による通年2単位の科目であり、授業60時間、準備学習30時間の計90時間の学習を必要
とする内容をもって構成する。
[その他]
この授業科目は、スポーツ科学科開講科目のコーチング科学コースにおける選択必修科目として位置づけられ
ています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
原田・冨田・新竹
（予習：2時間）
1
[授業内容]
｢器械運動｣で習得した技の復習
テーマ：ガイダンス

2 5

6 10

[授業方法]
前期授業の目標ならびに授業展
開について説明する。
長なわとびの基本のとび方につ
いての説明および実践を行う。
原田・冨田・新竹 [授業内容]
（予習：0.5時間）
テーマ：長なわの段階練習、前 長なわとび
8の字とび、O型とびの映像を閲覧しておくこと。
転とび連続の習得
ゆか運動
前転とび、前転とび連続の映像を閲覧しておくこ
[授業方法]
と。
長なわとび
8の字とび・O型とびの段階指導 鉄棒運動
前方支持回転・後方支持回転の映像を閲覧してお
および実践を行う。
くこと。
ゆか運動
前転とび、前転とび連続の習得 （復習：0.5時間）
長なわとび
と幇助の実践を行う。
指導方法および実施の際の注意点を復習し、理解
を深める。
鉄棒運動
支持回転系の基本技術の習得と ゆか運動
指導方法および実施の際の注意点を復習し、理解
幇助の実践を行う。
を深める。
鉄棒運動
指導方法および実施の際の注意点を復習し、理解
を深める。
原田・冨田・新竹 [授業内容]
（予習：0.5時間）
テーマ：ダブルダッチの導入、 長なわとび
前方宙返りの習得、懸垂系の技 ダブルダッチの映像を閲覧しておくこと。
ゆか運動
習得
前方宙返りの映像を閲覧しておくこと。
鉄棒運動（男子）
[授業方法]
懸垂系の技の映像を閲覧しておくこと。
長なわとび
ダブルダッチの段階指導および
（復習：0.5時間）
実践を行う。
長なわとび
指導方法および実施の際の注意点を復習し、理解
ゆか運動
前方宙返りの習得および幇助の を深める。
ゆか運動
実践を行う。
指導方法および実施の際の注意点を復習し、理解
を深める。
鉄棒運動（男子）
懸垂系の技の習得および幇助の 鉄棒運動（男子）
指導方法および実施の際の注意点を復習し、理解
実践を行う。
を深める。
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11 14

原田・冨田・新竹 [授業内容]
テーマ：チャイニーズホイール
の導入、前転とび〜前方宙返り
の習得、懸垂系の技習得

（予習：0.5時間）
長なわとび
チャイニーズホイールの映像を閲覧しておくこと
。
ゆか運動
前転とび〜前方宙返りの映像を閲覧しておくこと
[授業方法]
。
長なわとび
チャイニーズホイールの段階指 鉄棒運動（男子）
体操競技の映像を閲覧しておくこと。
導および実践を行う。
（復習：0.5時間）
ゆか運動
前転とび〜前方宙返りの習得お 長なわとび
指導方法および実施の際の注意点を復習し、理解
よび幇助の実践を行う。
を深める。
ゆか運動
鉄棒運動（男子）
懸垂系の発展技の習得および幇 指導方法および実施の際の注意点を復習し、理解
を深める。
助の実践を行う。
鉄棒運動（男子）
指導方法および実施の際の注意点を復習し、理解
を深める。

15

16 19

原田・冨田・新竹 [授業内容]
テーマ：ガイダンス

(予習2時間)
前期に実施した課題および注意点を理解しておく
こと。

[授業方法]
後期授業の目標ならびに授業展
開について説明する。
短なわとびの基本のとび方につ
いての説明および実践を行う。
原田・冨田・新竹 [授業内容]
（予習：0.5時間）
テーマ：、短なわとびの導入、 短なわとび
短なわとびの映像を閲覧しておくこと。
後転とびの習得
ゆか運動
ロンダート、後転とびの映像を閲覧しておくこと
。
[授業方法]
短なわとび
INF級別表に基づき、指導およ （復習：0.5時間）
短なわとび
び実践を行う。
指導方法および実施の際の注意点を復習し、理解
を深める。
ゆか運動
ロンダート、後転とびの習得お ゆか運動
指導方法および実施の際の注意点を復習し、理解
よび幇助の実践を行う。
を深める。
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20 25

26 28

原田・冨田・新竹 [授業内容]
テーマ：短なわとび上級編、ロ
ンダート〜後転とび・後方宙返
りの習得

（予習：0.5時間）
短なわとび
3回旋の変化技、4回旋の映像を閲覧しておくこと
。
ゆか運動：
ロンダート〜後転とび・後方宙返りの映像を閲覧
しておくこと。

[授業方法]
短なわとび
３回旋の変化技・４回旋の段階
（復習：0.5時間）
指導および実践を行う。
短なわとび
指導方法および実施の際の注意点を復習し、理解
ゆか運動
ロンダート〜後転とび・後方宙 を深める。
返りの習得と幇助の実践を行う ゆか運動：
指導方法および実施の際の注意点を復習し、理解
。
を深める。
原田・冨田・新竹 [授業内容]
（予習：0.5時間）
テーマ：課題テストのVTR によ 各自運動を観察し、動きの修正箇所および方法を
模索する。
る観察、修正練習の理解
（復習：0.5時間）
[授業方法]
VTR による観察、修正練習の理 各自運動を観察し、動きの修正箇所および方法を
模索する。
解と実践を行う。
授業時間60時間
準備学習30時間
計90時間
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授業科目名
英語科目名

専門運動実技実習(柔道)
Theory and Practice in Sports (Judo)

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 廣瀬 伸良
科目担当者
竹澤 稔裕
授業概要
［授業全体の内容］
柔道創生期から伝承される武道運動の理解をすすめ、柔道専門家として必要とする形の実技力を身につけると
ともにその意義を理解する。講道館柔道における柔道技術の原理（投の理・固の理）を技術の理合と構造を形
として表現することを解説、実践する。投げ技、固め技の原理と理合いを凝縮した形の実践では対人調整力や
コミュニケーション能力、またそれらを総合させ表現する能力などが必要である。競技柔道だけでなく日本の
伝統文化を継承する指導者の育成を目指す。授業内容についての予習・復習レポートを作成し、授業時に提出
する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められてた知識・能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付けるため
の科目の１つとして開講される。また、スポーツ科学科コーチング科学コースにおいては、「スポーツ科学の
知識に基づき、現場で指導できる能力ないし研究できる能力」という学位授与方針の達成にも寄与する。
［授業の到達目標］
1.柔道の技術体系である「五教の技」の技能を身に付け、理解することが出来る。
2.講道館制定の「投の形」、「固の形」、「柔の形」、「極の形」について理解を深めるとともにその技能を
獲得できる。
3.講道館試合審判規定ならびに国際柔道連盟試合審判規定の知識と実技力を獲得できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.講道館制定の4つの形と試合審判技能について講道館昇段規定弐段から四段程度の能力を評価する（毎時間
の実技試験）。
2.武道文化としての形の在り方、意義についての内容を課題レポートで評価する（課題レポート）。
3.授業中の発言や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
［成績評価の方法］
平常点（20％）、課題レポート（20％）、実技試験（60％）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
授業の内容上、1年次に「柔道」の実技の授業を履修し、講道館柔道「初段」以上の段位を有していることが
のぞましい。
[履修上の注意]
特になし
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業などで返却、もしくはグループ別発表時にコメントするなど評価のポイントを提示して解説する。
［テキスト・参考書の資料］
1.授業内で指示された授業資料を必ず持参すること。
2.柔道の形（不昧堂）
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：廣瀬伸良
nhirose@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：金曜日 昼休み
場所：1号館5F 1506室
備考
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［学修時間］
この授業は実技形式による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を必要とする
内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
廣瀬
伸良
（予習：0.5時間）
1
［授業内容］
竹澤 稔裕
オリエンテーションを行う。 「講道館柔道の形」について事前学習してくる。

2

3

4

5

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

［授業方法］
講義形式で行う。授業目的およ
び授業概要、シラバス内容、評
価方法について解説する。また
、授業外学習についても確認す
る。
［授業内容］
柔道の歴史と運動特性について
解説する。

（復習：0.5時間）
学習内容についての個人テキスト（レポート）を
準備する。

［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う
。日本伝統文化としての武道運
動として柔道をとらえる。主に
礼法と進退動作について実践す
る。
［授業内容］
柔道技術の原理（基本と投げの
理）についての理解を深める。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容についての個人テキスト（レポ
ート）を作成する。

［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う
。
投げ技の基本動作および「投げ
の理」（五教の技に沿いながら
）を実践して理解を深める。
［授業内容］
柔道技術の原理（基本と固めの
理）

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容についての個人テキスト（レポ
ート）を作成する。

［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う
。固め技の基本動作および「固
めの理」（抑え、絞める、関節
をとる）を実践して理解を深め
る。
［授業内容］
柔道技術の段階別指導方法につ
いて理解する。

（復習：0.5時間）
本授業の学習内容についての個人テキスト（レポ
ート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「柔道の歴史と運動特性」について技術書や映像
を活用して学習する。

（予習：0.5時間）
「五教の技」について技術書や映像を活用して学
習する。

（予習：0.5時間）
「固め技」について技術書や映像を活用して学習
する。

（予習：0.5時間）
「段階別指導方法」について技術書や映像を活用
して学習する。

（復習：0.5時間）
［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う 本授業の学習内容についての個人テキスト（レポ
。柔道技術の段階別指導方法を ート）を作成する。
解説して実践する。（低→高、
遅→速、弱→強、易→難）
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6

7

8

9

10

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

（予習：0.5時間）
［授業内容］
「投の形（手技）」について理 「投の形」（手技）について技術書や映像を活用
して学習する。
解を深める。
［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う
。
「投の形（手技）」より、浮落
・背負投・肩車の技能を実践し
理解を深める。
［授業内容］
「投の形（腰技）」について理
解を深める。

（復習：0.5時間）
浮落・背負投・肩車についての個人テキスト（レ
ポート）を作成する。

［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う
。
「投の形」（腰技）より、浮腰
・払腰・釣込腰の技能を身につ
け理解を深める。
［授業内容］
「投の形（足技）」について理
解を深める。

（復習：0.5時間）
浮腰・払腰・釣込腰についての個人テキスト（レ
ポート）を作成する。

［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う
。
「投の形」（腰技）より、出足
払・支え釣り込み足・内股の技
能を身につけ理解する。
［授業内容］
「投の形（真捨身技）」につい
て理解を深める。

（復習：0.5時間）
出足払・支え釣り込み足・内股についての個人テ
キスト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う
。
「投の形」（真捨て身技）より
巴投・裏投・隅返の技能を身に
つけ理解を深める。
［授業内容］
「投の形（横捨身技）」につい
ての理解を深める。

（復習：0.5時間）
横掛・横車・浮技についての個人テキスト（レポ
ート）を作成する。

（予習：0.5時間）
「投の形」（腰技）を技術書や映像を活用して学
習する。

（予習：0.5時間）
「投の形」（足技）を技術書や映像を活用して学
習する。

（予習：0.5時間）
「投の形」（横捨身技）を技術書や映像を活用し
て学習する。

（予習：0.5時間）
「投の形」（横捨身技）を技術書や映像を活用し
て学習する。

（復習：0.5時間）
［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う 横掛・横車・浮技についての個人テキスト（レポ
ート）を作成する。
。
「投の形」（横捨身技）より、
横掛・横車・浮技の技能を身に
つけ理解を深める。
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11

12

13

14

15

16

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

（予習：0.5時間）
［授業内容］
「固の形（抑技）」について理 「固の形」（抑技）を技術書や映像を活用して学
習する。
解を深める。
［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う
。
「固の形」（抑技）より、袈裟
固・肩固・上四方固・横四方固
・崩上四方固の技能を身につけ
理解を深める。
［授業内容］
「固の形（絞技）」について理
解を深める。

（復習：0.5時間）
袈裟固・肩固・上四方固・横四方固・崩上四方固
についての個人テキスト（レポート）を作成する
。

［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う
。
「固の形」（絞技）より、片十
字絞・裸絞・送り襟絞・片羽絞
・逆十字絞の技能を身につけ理
解を深める。
［授業内容］
「固めの形」（関節技）につい
て理解を深める。

（復習：0.5時間）
片十字絞・裸絞・送り襟絞・片羽絞・逆十字絞に
ついての個人テキスト（レポート）を作成する。

［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う
。
「固の形」（関節技）の技能よ
り、腕からみ・腕ひしぎ十字固
・腕ひしぎ腕固・腕ひしぎ膝固
・足からみの技能を身につけ理
解する。
［授業内容］
「講道館試合審判規定」につい
て理解する。

（復習：0.5時間）
腕からみ・腕ひしぎ十字固・腕ひしぎ腕固・腕ひ
しぎ膝固・足からみについての個人テキスト（レ
ポート）を作成する。

［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う
。
［授業内容］
「講道館試合審判規定」につい
て理解する。

（復習：0.5時間）
学習内容についての個人テキスト（レポート）を
作成する。
（予習：0.5時間）
「講道館試合審判規定」を技術書や映像を活用し
て学習する。

［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う
。
［授業内容］
「講道館試合審判規定」につい
て理解を深める。

（復習：0.5時間）
学習内容についての個人テキスト（レポート）を
作成する。
（予習：0.5時間）
「講道館試合審判規定」について技術書や映像を
活用して学習する。

（予習：0.5時間）
「固の形」（絞技）を技術書や映像を活用して学
習する。

（予習：0.5時間）
「固めの形」（関節技）を技術書や映像を活用し
て学習する。

（予習：0.5時間）
「講道館試合審判規定」を技術書や映像を活用し
て学習する。

（復習：0.5時間）
［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う 学習内容についての個人テキスト（レポート）を
作成する。
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17

18

19

20

21

22

23

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

（予習：0.5時間）
［授業内容］
「国際試合審判規定」について 「国際試合審判規定」について技術書や映像を活
用して学習する。
理解する。
［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う
。
［授業内容］
「国際試合審判規定」について
理解する。

（復習：0.5時間）
学習内容についての個人テキスト（レポート）を
作成する。
（予習：0.5時間）
「国際試合試合審判規定」について技術書や映像
を活用して学習する。

［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う
。
［授業内容］
「国際試合審判規定」について
理解する。

（復習：0.5時間）
学習内容についての個人テキスト（レポート）を
作成する。
（予習：0.5時間）
「国際試合審判規定」について技術書や映像を活
用して学習する。

［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う
。
［授業内容］
「極の形（居取）」１について
理解する。

（復習：0.5時間）
学習内容についての個人テキスト（レポート）を
作成する。
（予習：0.5時間）
「極の形」（居取）について技術書や映像を活用
して学習する。

［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う
。
「極の形」（居取）より、両手
取・突掛・摺上・横打の技能を
身につけ理解を深める。
［授業内容］
「極の形（居取）」２について
理解する。

（復習：0.5時間）
学習内容についての個人テキスト（レポート）を
作成する。

［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う
。「極の形」（居取）より、後
取、突込・切込・横突の技能を
身につけ理解を深める。
［授業内容］
「極の形（立合）」１について
理解する。

（復習：0.5時間）
学習内容についての個人テキスト（レポート）を
作成する。

［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う
。「極の形」（立合）より、両
手取・袖取・突掛の技能を身に
つけ理解を深める。
［授業内容］
「極の形（立合）」２について
理解する。

（復習：0.5時間）
学習内容についての個人テキスト（レポート）を
作成する。

（予習：0.5時間）
「極の形」（居取）について技術書や映像を活用
して学習する。

（予習：0.5時間）
「極の形」（立合）について技術書や映像を活用
して学習する。

（予習：0.5時間）
「極の形」（立合）について技術書や映像を活用
して学習する。

（復習：0.5時間）
［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う 学習内容についての個人テキスト（レポート）を
。「極の形」（立合）より、突 作成する。
上・摺上・横打の技能を身につ
け理解を深める。
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24

25

26

27

28

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

廣瀬
竹澤

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

伸良
稔裕

（予習：0.5時間）
［授業内容］
「極の形（立合）」３について 「極の形」（立合）について技術書や映像を活用
して学習する。
理解する。
［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う
。
「極の形」（立合）より、蹴上
・後取・突込の技能を身につけ
理解を深める。
［授業内容］
「極の形（立合）」４について
理解する。

（復習：0.5時間）
学習内容についての個人テキスト（レポート）を
作成する。

［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う
。「極の形」（立合）より、切
込・抜掛・切下の技能を身につ
け理解を深める。
［授業内容］
「柔の形（第一教）」について
理解する。

（復習：0.5時間）
学習内容についての個人テキスト（レポート）を
作成する。

［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う
。「柔の形」（第一教）より、
突出・肩押・両手取・肩廻・腮
押しの技能を身につけ理解を深
める。
［授業内容］
「柔の形（第二教）」について
理解する。

（復習：0.5時間）
学習内容についての個人テキスト（レポート）を
作成する。

［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う
。「柔の形」（第二教）より、
切下・両肩押・斜打・片手取・
片手挙の技能を身につけ理解を
深める。
［授業内容］
「柔の形（第三教）」について
理解する。

（復習：0.5時間）
学習内容についての個人テキスト（レポート）を
作成する。

（予習：0.5時間）
「極の形」（立合）について技術書や映像を活用
して学習する。

（予習：0.5時間）
「柔の形」（第一教）について技術書や映像を活
用して学習する。

（予習：0.5時間）
「柔の形」（第二教）について技術書や映像を活
用して学習する。

（予習：0.5時間）
「柔の形」（第三教）について技術書や映像を活
用して学習する。

（復習：0.5時間
［授業方法］
実技＆グループ学習形式で行う 学習内容についての個人テキスト（レポート）を
作成する。
。
「柔の形」（第三教）より、帯
取・胸押・突上・打下・両眼突
の技能を身につけ理解を深める
。
定期試験を実施しない。
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授業科目名
英語科目名

専門運動実技実習(剣道)
Theory and Practice in Sports (Kendo)

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 中村 充
科目担当者
鷹見由紀子
授業概要
［授業全体の内容］
剣道の打突動作について映像などを用いながらを客観的に分析する手法を習得し、その指導法について学ぶ
。日本剣道形、木刀による基本技稽古法について、解説書を用いて、一本目から順次、理合いを理解しながら
演武できるようにする。試合審判法については、試合規則・細則ならびに運営要領を理解し、実際の試合場面
に対応できる能力を養う。剣道指導の様々な展開について、指導書に基づいて進めていく。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
自己の剣道に関する専門的知識および技能の向上を目指す。そのうえで、スポーツ健康科学を中心とした幅
広い知識と教養を生かし、一般的に指導するための対人調整やコミュニケーションの方法を学習する。
［授業の到達目標］
1. 打突動作の客観的分析ができる。
2. 日本剣道形10本および木刀による基本技稽古法が理合いに則って演武できる。
3. 試合・審判規則細則を理解し、的確に審判ができる。
4. 剣道の授業展開ができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1. 打突動作の客観的分析ができる。（口頭試問）
2. 日本剣道形10本および木刀による基本技稽古法が理合いに則って演武できる。（実技試験）
3. 試合・審判規則細則を理解し、的確に審判ができる。（実技試験）
4. 剣道の授業展開ができる。（平常点）
［成績評価の方法］
課題達成度50％、知識の獲得度20％、授業態度・取り組む姿勢30％
履修における留意事項
［履修要件］
剣道１級程度を持ってることが望ましい。それに該当しない場合は担当者に相談すること。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
日本剣道形および審判法について、興味を持って臨む。
［課題（試験・レポート等）に対するフィードバックの方法］
授業ごとにまとめを行いながら課題を進めていく。
［テキスト・参考書］
1. 日本剣道形解説書（全日本剣道連盟）
2. 剣道基本技稽古法（全日本剣道連盟）
3. 剣道試合・審判規則、細則（全日本剣道連盟）
4. 剣道指導要領（全日本剣道連盟）
連絡先とオフィスアワー
［連絡先：オフィスアワー］
中村 充
（1号館5階 1505号室）：木曜日 10:00〜12:00、14:30〜16:00
E‑mail：mtnakamu[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更し
てください）
鷹見 由紀子（1号館5階 1530号室）：水曜日 12:30〜16:00
E‑mail：y‑takami[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してく
ださい）
備考
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［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を
必要とする内容を持って構成する。
［その他］
この授業は、資格とは特に関係ありません。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
中村・鷹見
1
（授業内容）
（以下同）
授業目的及び概要、シラバス内
容、評価方法と授業の進め方を
理解する。
（授業方法）
授業を受講するうえで、必要な
用具および内容等を説明する。
2
（授業内容）
正面打撃動作および各自が選択
する打撃動作を、ビデオカメラ
にて撮影する。
（授業方法）
Ｔシャツ・短パン等の上肢およ
び下肢がよくわかる服装で、数
種類の打突動作を行い、痩躯方
からビデオ撮影する。
3
（授業内容）
剣道打突動作について、簡略な
解析方法を理解し、主観的・客
観的な見方により分析できるよ
うにする。
（授業方法）
打突動作映像を、スローならび
にコマ送り再生させて、打突動
作の分析ポイントあるいは特徴
等を解説する。
受講者同士で自分および他者の
動作について解説を行う。
4
（授業内容）
剣道打突動作について、自己と
他者の相違を分析できるように
し、自分の打突動作を合理的に
行うきっかけを掴む。
（授業方法）
様々な人の打突動作映像を紹介
し、受講者同士で自分および他
者の動作について解説を行う。
5
（授業内容）
日本剣道形の成り立ちを理解し
、所作法ならびに木刀の扱い法
を学習する。
（授業方法）
日本剣道形の成り立ち、ならび
に所作法や木刀の扱い法につい
ても解説し、２人組にて行う。
6
（授業内容）
日本剣道形１〜２本目の理合い
を理解し、演武できるようにす
る。
（授業方法）
解説書にしたがって理合いを説
明し、２人組にて行う。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：30分）
シラバスを概観して、疑問点をまとめる。
（復習：30分）
年間授業における自己の目標を立てる。

（予習：30分）
自己の得意技を整理する。
（復習：30分）
自己の剣道の特性を分析する。

（予習：30分）
打撃動作の局面分けについて調べ、各局面の位置
づけを整理する。
（復習：30分）
自己の動作特性を整理し、長所短所を整理する。

（予習：30分）
自分の打突動作特徴を整理し、改善点があれば考
える。
（復習：1時間）
自分の身体特性から考える、理想的な打突動作を
整理する。

（予習：30分）
現代剣道における日本剣道形の意義を調べる。
（復習：30分）
日本剣道形の目的を整理する。

（予習：30分）
五法の構えを調べ、日本剣道形１，２本目の動作
順序を確認する。
（復習：30分）
日本剣道形１，２本目の理合いを整理する。

7

8

9

10

11

12

13

（授業内容）
日本剣道形３〜５本目の理合い
を理解し、演武できるようにす
る。
（授業方法）
解説書にしたがって理合いを説
明し、２人組にて行う。
（授業内容）
日本剣道形６〜７本目の理合い
を理解し、太刀７本を通して演
武できるようにする。
（授業方法）
解説書にしたがって理合いを説
明し、２人組にて行う。一組づ
つ行い、相互に評価し合う。
（授業内容）
小太刀の扱い、ならびに小太刀
の構えの特性を理解する。日本
剣道形８本目の理合いを理解し
、演武できるようにする。
（授業方法）
解説書にしたがって理合いを説
明し、２人組にて行う。
（授業内容）
日本剣道形９〜１０本目の理合
いを理解し、演武できるように
する。
（授業方法）
解説書にしたがって理合いを説
明し、２人組にて行う。
（授業内容）
日本剣道形１０本を太刀で通し
て演武できるようにする。刀の
各部名称ならびに扱い法につい
て学習する。
（授業方法）
日本剣道形１０本を一組づつ行
い、相互に評価し合う。模擬刀
を利用して刀の各部名称ならび
に扱い法について説明する。
（授業内容）
模擬刀で日本剣道形１０本を演
武できるようにする。
（授業方法）
木刀を併用しながら、模擬刀に
て日本剣道形１０本を通して行
う。
（授業内容）
木刀による剣道基本技稽古法を
学習する。
（授業方法）
木刀による剣道基本技稽古法を
解説し、２人組で行う。
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（予習：30分）
日本剣道形３〜５本目の動作順序を確認する。
（復習：30分）
日本剣道形３〜５本目の理合いを整理する。

（予習：30分）
日本剣道形６〜７本目の動作順序を確認する。
（復習：30分）
日本剣道形６〜７本目の理合いを整理する。

（予習：30分）
小太刀の扱い方・構え方を調べ、日本剣道形８本
目の動作順序を確認する。
（復習：1時間）
日本剣道形８本目の理合いを整理する。

（予習：30分）
日本剣道形９，１０本目の動作順序を確認する。
（復習：30分）
日本剣道形９，１０本目の理合いを整理する。

（予習：30分）
模擬刀の各部名称を調べる。
（復習：30分）
模擬刀の扱い方を整理する。

（予習：30分）
日本剣道形１０本の理合いを確認する。
（復習：30分）
入場から退場までの所作法を整理する。

（予習：30分）
木刀による基本技稽古法の作成背景を調べる。
（復習：30分）
木刀による基本技稽古法の所作法を整理する。

14

15

16

17

18

19

（授業内容）
日本剣道形ならびに木刀による
剣道基本技稽古法を、初心者に
対して指導できるようにする。
（授業方法）
他者に対して、日本剣道形なら
びに木刀による剣道基本技稽古
法を指導する。
（授業内容）
剣道試合・審判規則細則および
審判の手引きに基づき、審判員
の任務ならびに心構えを理解す
る。
（授業方法）
規則細則第１条ならびに手引き
に記述されている、審判員の任
務および心構えについて解説す
る。
過去の試合経験から、審判に関
する経験や疑問について意見交
換する。
（授業内容）
審判員の所作を学び、正しい姿
勢で行えるようにする。
（授業方法）
所作法について解説し、鏡ある
いは相互に表示姿勢を確認し合
う。
（授業内容）
審判員の移動範囲を理解し、審
判員三者が連携して移動できる
ようにする。
（授業方法）
審判員の移動範囲、責任範囲を
解説し、相互に審判員と試合者
となり審判員の移動法を実践す
る。
（授業内容）
有効打突の条件に関する理解を
深め、有効打突を見極める要件
・要素を理解する。
（授業方法）
有効打突を見極める要件・要素
を解説し、相互に審判員と試合
者になり模擬試合を行い、有効
打突の判定について研究する。
（授業内容）
禁止事項・反則事項に関して理
解を深め、適切な判断力を身に
つける。
（授業方法）
様々な事例を示しながら禁止事
項・反則事項を解説する。相互
に審判員と試合者となり、反則
事項に対する判断を研究する。
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（予習：30分）
日本剣道形、木刀による基本技稽古法の指導上の
留意点を調べる。
（復習：30分）
指導実践を振り返り、自己の課題を整理する。

（予習：1時間30分）
試合・審判規則細則を一読する。
（復習：30分）
審判員の任務・心構えについて整理する。

（予習：30分）
審判員の基本的所作法を調べる。
（復習：30分）
審判員所作法について、自己の課題を整理する。

（予習：30分）
審判員の移動範囲、責任範囲を調べる。
（復習：30分）
審判員の移動について、自己の課題を整理する。

（予習：30分）
有効打突の条件を調べる.
（復習：30分）
有効打突の見極めに関して、自己の課題を整理す
る。

（予習：30分）
禁止事項、反則事項について調べる。
（復習：30分）
禁止事項、反則事項の見極めに関して、自己の課
題を整理する。

20

21

22

23

24

25

26

（授業内容）
審判員として、試合全般を運営
する総合的能力を養う。
（授業方法）
相互に審判員と試合者になり、
様々な場面設定をしながら、疑
問点の解決を図ってみる。
（授業内容）
剣道の所作法を確認し、伝統的
背景について理解する。また、
初心者に対する所作法の指導方
法を学習する。
（授業方法）
剣道所作法の伝統的背景を解説
する。習熟度を相互確認すると
ともに、指導法について意見交
換する。
（授業内容）
剣道の基本技能について理解を
深める。また、初心者に対する
指導方法を学習する。
（授業方法）
剣道の基本技能について解説す
る。習熟度を相互確認するとと
もに、指導法について意見交換
する。
（授業内容）
剣道の授業導入方法について、
様々な教材を用いる方法を学習
する。
（授業方法）
新聞紙、ボールを用いた剣道授
業導入方法を解説する。また、
スポーツチャンバラを体験して
みる。
（授業内容）
対人技能について確認するとと
もに、二刀を扱う稽古を学習す
る。
（授業方法）
対人技能ならびに二刀流を解説
する。実際に二刀流をお互いに
体験する。
（授業内容）
授業指導案を作成し、授業を運
営・展開する力を養う。
（授業方法）
相互に指導者役と生徒役を行い
、設定された対象者相手に模擬
授業を行う。その後、意見交換
を行う。
（授業内容）
授業指導案を作成し、授業を運
営・展開する力を養う。
（授業方法）
相互に指導者役と生徒役を行い
、設定された対象者相手に模擬
授業を行う。その後、意見交換
を行う。
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（予習：30分）
審判員の任務について、重点事項を調べる。
（復習：30分）
試合運営において、自己の課題を整理する。

（予習：30分）
剣道の伝統的所作法を整理し、その教授法を調べ
る。
（復習：30分）
所作法について、独創的指導法を考える。

（予習：30分）
剣道の基本技能に含まれる内容を調べ、確認する
。
（復習：30分）
基本技能の指導法について整理する。

（予習：30分）
剣道の授業展開に関する文献を調べる。
（復習：30分）
義務教育現場で求められる授業展開内容について
、整理する

（予習：30分）
二刀に関する規則ならびに技能を調べる。
（復習：30分）
二刀流に対する対応策を整理する。

（予習：30分）
課題に対する指導案を作成する。
（復習：30分）
授業展開について振り返りを行い、課題を整理す
る。

（予習：30分）
課題に対する指導案を作成する。
（復習：30分）
授業展開について振り返りを行い、課題を整理す
る。

27

28

（授業内容）
古流［小野派一刀流］とについ
て学習し、実践してみる。
（授業方法）
小野派一刀流について解説し、
木刀の振り方や切り落としにつ
いて形稽古を行う。
（授業内容）
古流［小野派一刀流］とについ
て学習し、実践してみる。
（授業方法）
小野派一刀流について解説し、
木刀の振り方や切り落としにつ
いて形稽古を行う。
定期試験は行わない
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（予習：30分）
小野派一刀流について、その成立過程を調べる。
（復習：30分）
小野派一刀流の特徴について整理する。

（予習：30分）
年間の授業を振り返って疑問点を挙げる。
（復習：30分）
今後の自己の剣道に活かすべき点を整理する。

授業科目名
英語科目名

専門運動実技実習(サッカー)
Theory and Practice in Sports (Soccer)

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 島嵜 佑
科目担当者
吉村 雅文、堀池 巧
授業概要
［授業全体の内容］
この授業では、JFA（公益財団法人日本サッカー協会）公認C級コーチライセンス取得カリキュラムに沿って行
われ、希望者は、本授業と「サッカーのコーチング論」を履修することにより、JFA公認C級コーチのライセン
スを取得することができる。
サッカーを指導するための基礎知識の他、サッカーに限らず指導者としての思考やコーチングの基本的な考え
を学ぶ。また、指導者の視点からサッカーを捉えることにより、よりサッカーの理解を深めるとともに技術を
向上させる。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「コニュニケーション力」、「倫理観」および「スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導でき
る能力ないしは研究できる能力」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1.サッカー指導者として、適切なゲーム分析およびプレー分析から、改善のための的確なプランニングおよび
トレーニングオーガナイズが作成でき、プレーヤー達にとって有効なコーチングができる。
2.コーチングにおいては、フリーズコーチング、シンクロコーチングを有効に使い、的確な指導ができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.授業態度・取り組む姿勢から、指導者として成長できるか評価する。（授業態度・取り組む姿勢）
2.ゲームおよびトレーニング中に発生する問題点を発見することができるか評価する。（指導の実践）
3.発問やデモンストレーションを駆使したコーチングによって修正できるか評価する。（指導の実践）（実技
レベル）
４.サッカーの目的を大前提として、プレーおよびコーチングができるか評価する。（指導の実践）（実技レ
ベル）
５.良いプレーを具体的に褒められるか評価する。（指導の実践）
6.課題およびレポートにて評価する。（課題・レポート）
［成績評価の方法］
授業態度・取組む姿勢30％、指導の実践50％、実技レベル10％、課題・レポート10％の割合で評価します。
履修における留意事項
［履修要件］
1年次にサッカーを受講していることが望ましい。
［履修上の注意（科目独自のルール］
JFA公認C級ライセンスが必要ない方でも履修は可能ですが、サッカー指導者養成の内容が大半を占めることを
理解して履修を決定してください。また、ライセンスに関わる授業のため、欠席はしないように心がけて頂き
たい。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
理論試験、レポート課題に関しては、授業にて返却し、模範解答の提示するとともに評価ポイントについて解
説する。
指導案に関しては、指導実践後チェックし、その場で返却する。
［テキスト・参考文献等の資料］
JFA公認C級ライセンス取得希望者は、JFA公認C級コーチサッカー指導教本（その他資料）を購入してもらいま
す。
また、必要に応じて資料を配布もしくはJ‑passにて配信します。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：島嵜 佑
E‑mail：yshimasa[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
[オフィスアワー］
日時：水曜日12:00〜１２：５０
場所：1号館5F 1528号 球技コーチング学研究室
備考
［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業は、サッカーのコーチング論と合わせて履修することにより、JFA公認C級ライセンスが取得できます
。（費用必要）
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
堀池 巧
（予習：0.5時間）
1
［授業内容］
吉村 雅文
授業概要および公益財団法人日 シラバスを確認し、理解する。
島嵜 佑
本サッカー協会公認C級コーチ
のカリキュラム概要について解 （復習：0.5時間）
JFAの指導者養成カリキュラムについて調べてく
説する。
る。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
堀池 巧
（予習：0.5時間）
2
［授業内容］
吉村 雅文
テーマ「ゲームとコーディネー コーディネーショントレーニングとはどのような
島嵜 佑
ものか調べてくる。
ション」
ゲームは最良の先生であること
を体験する。またゲームを支え （復習：0.5時間）
る基礎的運動能力であるコーデ ゲームとは、なぜ楽しいかについて考える。また
ィネーションについて紹介する 安全性を確保したスライディングのポイントにつ
いて復習する。
。

3

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

［授業方法］
インストラクターによる指導デ
モンストレーションのもとテー
マに沿ってプレーする。
［授業内容］
テーマ「ゴールキーパー ‑全員
でGKの経験‑」
両手、両足、左右でボールを扱
う経験を通して、コーディネー
ション能力を高め、GKの基礎的
な技術・戦術について理解する
。
［授業方法］
インストラクターによる指導デ
モンストレーションのもとテー
マに沿ってプレーする。
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（予習：0.5時間）
ボールファミリアとは何か調べてくる。
（復習：0.5時間）
ローリングダウンを安全に行うためのポイントに
ついて復習する。

4

5

6

7

8

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

［授業内容］
テーマ「観る」
診て、判断してプレーすること
の重要性を理解し、いつ、何を
、どの様に観れば良いのかを学
ぶ。
［授業方法］
インストラクターによる指導デ
モンストレーションのもとテー
マに沿ってプレーする。
［授業内容］
テーマ「ボールフィーリング&
ドリブル」
状況に応じて、意のままにボー
ルを扱えるようになり、仕掛け
ていける選手を自然と育てられ
るようなオーガナイズと働きか
けを紹介する。
［授業方法］
インストラクターによる指導デ
モンストレーションのもとテー
マに沿ってプレーする。
［授業内容］
テーマ「パス&コントロール」
ゴールを目指すためのパスとコ
ントロールについて理解する。
反復と漸進性のあるトレーニン
グを経験する。
［授業方法］
インストラクターによる指導デ
モンストレーションのもとテー
マに沿ってプレーする。
［授業内容］
テーマ「シュート【多彩なキッ
ク・ボレー・ヘディング」
四隅に強くボールを蹴るために
うまくインパクトする技術につ
ながるボール操作の構成要素を
紹介する。
［授業方法］
インストラクターによる指導デ
モンストレーションのもとテー
マに沿ってプレーする。
［授業内容］
指導実践①：割り当てられたテ
ーマに対して、オーガナイズを
考え、定められた時間で指導実
践を行う。
［授業方法］
学生がコーチ役となり、選手役
の学生に対して指導実践を行い
、指導に対してディスカッショ
ンとインストラクターがアドバ
イスする。
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（予習：0.5時間）
サッカーにおいて観るべきものについて学習して
くる。
（復習：0.5時間）
いつ、何を、どのように観るかについて整理する
。

（予習：0.5時間）
サッカーの映像から様々なフェイントを観察して
くる。
（復習：0.5時間）
ドリブル（フェイント）の構成要素について復習
する。

（予習：0.5時間）
ボールコントロールの構成要素について調べてく
る。
（復習：0.5時間）
インサイドキック、クッションコントール、ウェ
ッジコントロールの構成要素を整理する。

（予習：0.5時間）
キックの構成要素について調べてくる。
（復習：0.5時間）
インステップキック、ボレーキック、ヘディング
の構成要素について整理する。

（予習：0.5時間）
自身の指導実践テーマについて、指導案を作成す
るとともにシュミレーションを行う。
（復習：0.5時間）
ディスカッションおよびインストラクターからの
アドバイスを再確認して、まとめる。

9

10

11

12

13

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

［授業内容］
指導実践①：割り当てられたテ
ーマに対して、オーガナイズを
考え、定められた時間で指導実
践を行う。
［授業方法］
学生がコーチ役となり、選手役
の学生に対して指導実践を行い
、指導に対してディスカッショ
ンとインストラクターがアドバ
イスする。
［授業内容］
指導実践①：割り当てられたテ
ーマに対して、オーガナイズを
考え、定められた時間で指導実
践を行う。
［授業方法］
学生がコーチ役となり、選手役
の学生に対して指導実践を行い
、指導に対してディスカッショ
ンとインストラクターがアドバ
イスする。
［授業内容］
指導実践①：割り当てられたテ
ーマに対して、オーガナイズを
考え、定められた時間で指導実
践を行う。
［授業方法］
学生がコーチ役となり、選手役
の学生に対して指導実践を行い
、指導に対してディスカッショ
ンとインストラクターがアドバ
イスする。
［授業内容］
指導実践①：割り当てられたテ
ーマに対して、オーガナイズを
考え、定められた時間で指導実
践を行う。
［授業方法］
学生がコーチ役となり、選手役
の学生に対して指導実践を行い
、指導に対してディスカッショ
ンとインストラクターがアドバ
イスする。
［授業内容］
指導実践①：割り当てられたテ
ーマに対して、オーガナイズを
考え、定められた時間で指導実
践を行う。
［授業方法］
学生がコーチ役となり、選手役
の学生に対して指導実践を行い
、指導に対してディスカッショ
ンとインストラクターがアドバ
イスする。
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（予習：0.5時間）
自身の指導実践テーマについて、指導案を作成す
るとともにシュミレーションを行う。
（復習：0.5時間）
ディスカッションおよびインストラクターからの
アドバイスを再確認して、まとめる。

（予習：0.5時間）
自身の指導実践テーマについて、指導案を作成す
るとともにシュミレーションを行う。
（復習：0.5時間）
ディスカッションおよびインストラクターからの
アドバイスを再確認して、まとめる。

（予習：0.5時間）
自身の指導実践テーマについて、指導案を作成す
るとともにシュミレーションを行う。
（復習：0.5時間）
ディスカッションおよびインストラクターからの
アドバイスを再確認して、まとめる。

（予習：0.5時間）
自身の指導実践テーマについて、指導案を作成す
るとともにシュミレーションを行う。
（復習：0.5時間）
ディスカッションおよびインストラクターからの
アドバイスを再確認して、まとめる。

（予習：0.5時間）
自身の指導実践テーマについて、指導案を作成す
るとともにシュミレーションを行う。
（復習：0.5時間）
ディスカッションおよびインストラクターからの
アドバイスを再確認して、まとめる。

14

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

15

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

16

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

17

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

18

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

［授業内容］
指導実践①：割り当てられたテ
ーマに対して、オーガナイズを
考え、定められた時間で指導実
践を行う。

（予習：0.5時間）
自身の指導実践テーマについて、指導案を作成す
るとともにシュミレーションを行う。
（復習：0.5時間）
ディスカッションおよびインストラクターからの
アドバイスを再確認して、まとめる。

［授業方法］
学生がコーチ役となり、選手役
の学生に対して指導実践を行い
、指導に対してディスカッショ
ンとインストラクターがアドバ
イスする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
テーマ「守備のテクニック（ON ドジングの構成要素について調べてくる。
・OFFでの対応）」
1対1の場面にフォーカスし、ボ （復習：0.5時間）
ールを持っている人への対応と マークの原則・チャレンジの優先順位について復
ボールを持っていない人への対 習する。
応について学ぶ。
［授業方法］
インストラクターによる指導デ
モンストレーションのもとテー
マに沿ってプレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
テーマ「守備 ボールを奪う」 身体を入れてボールを奪う構成要素について調べ
オンザボールとオフザボールで てくる。
のポジションを理解し、主導権
を握った守備について理解する （復習：0.5時間）
第1DFの役割と第2DFの役割について整理する。
。
［授業方法］
インストラクターによる指導デ
モンストレーションのもとテー
マに沿ってプレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
テーマ「ポゼッション（サポー サポートに重要なキーファクターを調べてくる。
ト）」
ボールを失わないためのサポー （復習：0.5時間）
トの角度、距離、タイミングを 攻撃の優先順位について整理する。
理解し、ONとOFFの選手の関係
を改善していく。
［授業方法］
インストラクターによる指導デ
モンストレーションのもとテー
マに沿ってプレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
テーマ「ゴールを目指す（マー タイミングを合わせるためのキーファクターを調
べてくる。
クを外す動き）」
マークを外すためにパスと動き
の優先順位、出し手と受け手の （復習：0.5時間）
タイミングの取り方などを学ぶ パスの質、コントロールの質、サポートの質につ
いて整理する。
。
［授業方法］
インストラクターによる指導デ
モンストレーションのもとテー
マに沿ってプレーする。
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19

20

21

22

23

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

［授業内容］
指導実践②：割り当てられたテ
ーマに対して、オーガナイズを
考え、定められた時間で指導実
践を行う。
［授業方法］
学生がコーチ役となり、選手役
の学生に対して指導実践を行い
、インストラクターがアドバイ
スおよび評価を行う。
［授業内容］
指導実践②：割り当てられたテ
ーマに対して、オーガナイズを
考え、定められた時間で指導実
践を行う。
［授業方法］
学生がコーチ役となり、選手役
の学生に対して指導実践を行い
、インストラクターがアドバイ
スおよび評価を行う。
［授業内容］
指導実践②：割り当てられたテ
ーマに対して、オーガナイズを
考え、定められた時間で指導実
践を行う。
［授業方法］
学生がコーチ役となり、選手役
の学生に対して指導実践を行い
、インストラクターがアドバイ
スおよび評価を行う。
［授業内容］
指導実践②：割り当てられたテ
ーマに対して、オーガナイズを
考え、定められた時間で指導実
践を行う。
［授業方法］
学生がコーチ役となり、選手役
の学生に対して指導実践を行い
、インストラクターがアドバイ
スおよび評価を行う。
［授業内容］
指導実践②：割り当てられたテ
ーマに対して、オーガナイズを
考え、定められた時間で指導実
践を行う。
［授業方法］
学生がコーチ役となり、選手役
の学生に対して指導実践を行い
、インストラクターがアドバイ
スおよび評価を行う。
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（予習：0.5時間）
自身の指導実践テーマについて、指導案を作成す
るとともにシュミレーションを行う。
（復習：0.5時間）
インストラクターからのアドバイスを再確認して
、まとめる。

（予習：0.5時間）
自身の指導実践テーマについて、指導案を作成す
るとともにシュミレーションを行う。
（復習：0.5時間）
インストラクターからのアドバイスを再確認して
、まとめる。

（予習：0.5時間）
自身の指導実践テーマについて、指導案を作成す
るとともにシュミレーションを行う。
（復習：0.5時間）
インストラクターからのアドバイスを再確認して
、まとめる。

（予習：0.5時間）
自身の指導実践テーマについて、指導案を作成す
るとともにシュミレーションを行う。
（復習：0.5時間）
インストラクターからのアドバイスを再確認して
、まとめる。

（予習：0.5時間）
自身の指導実践テーマについて、指導案を作成す
るとともにシュミレーションを行う。
（復習：0.5時間）
インストラクターからのアドバイスを再確認して
、まとめる。

24

25

26

27

28

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

堀池 巧
吉村 雅文
島嵜 佑

［授業内容］
指導実践②：割り当てられたテ
ーマに対して、オーガナイズを
考え、定められた時間で指導実
践を行う。
［授業方法］
学生がコーチ役となり、選手役
の学生に対して指導実践を行い
、インストラクターがアドバイ
スおよび評価を行う。
［授業内容］
指導実践②：割り当てられたテ
ーマに対して、オーガナイズを
考え、定められた時間で指導実
践を行う。
［授業方法］
学生がコーチ役となり、選手役
の学生に対して指導実践を行い
、インストラクターがアドバイ
スおよび評価を行う。
［授業内容］
指導実践②：割り当てられたテ
ーマに対して、オーガナイズを
考え、定められた時間で指導実
践を行う。
［授業方法］
学生がコーチ役となり、選手役
の学生に対して指導実践を行い
、インストラクターがアドバイ
スおよび評価を行う。
［授業内容］
指導実践②：割り当てられたテ
ーマに対して、オーガナイズを
考え、定められた時間で指導実
践を行う。
［授業方法］
学生がコーチ役となり、選手役
の学生に対して指導実践を行い
、インストラクターがアドバイ
スおよび評価を行う。
［授業内容］
指導実践②：割り当てられたテ
ーマに対して、オーガナイズを
考え、定められた時間で指導実
践を行う。

（予習：0.5時間）
自身の指導実践テーマについて、指導案を作成す
るとともにシュミレーションを行う。
（復習：0.5時間）
インストラクターからのアドバイスを再確認して
、まとめる。

（予習：0.5時間）
自身の指導実践テーマについて、指導案を作成す
るとともにシュミレーションを行う。
（復習：0.5時間）
インストラクターからのアドバイスを再確認して
、まとめる。

（予習：0.5時間）
自身の指導実践テーマについて、指導案を作成す
るとともにシュミレーションを行う。
（復習：0.5時間）
インストラクターからのアドバイスを再確認して
、まとめる。

（予習：0.5時間）
自身の指導実践テーマについて、指導案を作成す
るとともにシュミレーションを行う。
課題作成・提出準備
（復習：1時間）
インストラクターからのアドバイスを再確認して
、まとめる。

（予習：0.5時間）
自身の指導実践テーマについて、指導案を作成す
るとともにシュミレーションを行う。
レポート作成・提出準備

（復習：2時間）
インストラクターからのアドバイスを再確認して
［授業方法］
学生がコーチ役となり、選手役 、まとめる。
の学生に対して指導実践を行い
、インストラクターがアドバイ
スおよび評価を行う。
定期試験は行わない。
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授業科目名
英語科目名

専門運動実技実習(バレーボール)
Theory and Practice in Sports (Volleyball)

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 蔦宗 浩二
科目担当者
蔦宗 浩二・中田 学
授業概要
[授業全体の内容]
本授業では2年時に習得した基礎技術をベースに、より高度な技術、また戦術を学ぶことができる。教員にな
った際、自分の専門種目が見れるとも限らない。そこで、授業での指導はもちろん、審判法の完全な理解、部
活動レベルでの指導方法も学ぶことができる。内容としては、実際に部活動で行われている練習や、チーム練
習も取り入れ、6人制、9人制をメインに行っていく。
よりレベルの高いゲームができるようになる。ゲームの中での問題点や課題などを自分たちで話し合い、解決
することができるようになる。

[授業の位置づけ（学与方針に定められた知識・能力等と関連） ]
技術的な向上はもちろん、バレーボールを通じて、スポーツすることの楽しさや健康、コミュニケーション
スキルを身に付ける。より専門的な知識を習得することができる。

[授業の到達目標]
1．将来、体育の指導者になったときに必要な専門的なバレーボールの指導法に重点をおいた授業展開を行い
、指導を行うことができる
2．バレーボールの専門的な技術（サーブ・レシーブ・トス・スパイク・ブロックなど）を習得させるための
高度な指導法を学習し、指導することができる
3．いろいろなバレーボール競技（６人制バレー・９人制バレー）を理解し、適性にあった指導法・戦術・フ
ォーメーションなどについて理解することができる
成績評価
[成績評価の基準]
1
2

前後期ともに授業実施回数の2/3以上の出席をもって受験資格とする。
前期終了時と後期終了時に実技試験を行い評価する

[成績評価の方法]
授業態度・取り組み・出席点80％、実技レベル20％の割合で評価します。
履修における留意事項
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[履修要件]
特にありません
[履修上の注意]科目独自のルール
実技科目のため、長期間プレーできない場合は相談してください
1回の授業について、 3分の 2以上の 出席時間がない場合は、その授業を欠席扱いとする。
遅刻に関しても減点とする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
実技試験に関しては２時限分とし、行う前に、評価基準の説明、模範を見せ、実施後に口頭にて点数を伝える
。
(テキスト・参考書等)
「みるみる上達！バレーボール 基礎からマスター」蔦宗浩二著
上記の参考書の購入を推奨します。
連絡先とオフィスアワー
[連絡先]
担当 中田 学
メールアドレス m‑nakata@juntendo.ac.jp

Gakken社

[オフィスアワー]
日時：平日 昼 放課後 １号館５階１５０２室
場所：１号館５階１５０２室 バレーボール研究室
予約なしに相談可能ですが、不在の場合もあるため、出来る限り2日前までにE‑mailで連絡をしてください。
備考
技術の向上はもちろん、教員採用試験を視野に入れて授業を行っていきます。体調管理と向上心を持って授業
に望んで下さい。
体育館で滑らないようなシューズ、できればバレーボールシューズをの準備を勧めます。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
蔦宗 浩二
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
1
オリエンテーション
中田 学
おく。
・一年間の授業方針
（復習0.5h）一年間の授業方針について理解する
。
蔦宗 浩二
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
2
(授業内容)
中田 学
おく。
基礎の復習
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
パス
を深める。
スパイク
ゲーム

3

蔦宗
中田

浩二
学

(授業方法)
ゲーム方式を行う。
基礎を復習する
(授業内容)
マンツーマン
サーブ
ゲーム

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

(授業方法)
様々なパス練習の種類やサーブ
、マンツーマンパスを学ぶ
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4

蔦宗
中田

浩二
学

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

(授業内容)
サーブレシーブ
3段攻撃・時間差攻撃
ゲーム
(授業方法)
サーブレシーブの基本を学ぶ
3段攻撃・時間差攻撃を学ぶ

5

蔦宗
中田

浩二
学

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

(授業内容)
スパイク
クイック
時間差攻撃
ゲーム

6

7

8

蔦宗
中田

蔦宗
中田

蔦宗
中田

浩二
学

浩二
学

浩二
学

(授業方法)
クイックと時間差攻撃の
打ち方、練習方法を学ぶ
(授業内容)
ブロック
ゲーム

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

(授業方法)
組織的なブロック、また練習方
法を学ぶ
(授業内容)
スパイクの種類
平行トス
クイックのパターン
様々なエリアでの時間差攻撃
ゲーム
(授業方法)
サイドプレーヤーの平行トス、
4種類のクイック、様々なエリ
アでの時間差攻撃を学ぶことが
できる。
(授業内容)
台を使った練習方法
ブロック
レシーブ
(授業方法)
台上ブロック
台上レシーブの指導方法を学ぶ
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（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

9

蔦宗
中田

浩二
学

(授業内容)
ICT（ipad）を用いた動画撮影
スリーメンレシーブ
サーブカット②
ゲーム

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

(授業方法)
ipadを用いて自分のプレーを動
画で撮影し、フィードバックし
ながらスキル練習
スリーメンレシーブの方法を学
ぶ
様々なサーブカットの指導方法
を学ぶ
10

11

蔦宗
中田

蔦宗
中田

浩二
学

浩二
学

12

蔦宗
中田

浩二
学

13

蔦宗
中田

浩二
学

14

蔦宗
中田

浩二
学

(授業内容)
9人制バレー
フォーメーション・戦術の説明
ゲーム形式での乱打練習

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

(授業方法)
９人制バレーの説明・戦術を学
ぶことができる
乱打練習の方法を学ぶことがで
きる
(授業内容)
9人制バレー
台を使ったチーム練習
ゲーム

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

(授業方法)
台を使ったチーム練習の指導方
法を学ぶことができる
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
(授業内容)
おく。
9人制バレー
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
練習試合
を深める。
(授業方法)
９人制のゲームの仕方を学ぶ
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

(授業内容)
9人制バレー
公式戦
(授業方法)
９人制バレー
公式戦を行う
(授業内容)
シッティングバレーボール
(授業方法)
パラリンピック種目であるシッ
ティングバレーについて学ぶ
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（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

蔦宗
中田

浩二
学

(授業内容)
筆記試験ではなく実技テストの
みとする
スパイク
オーバーパス

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

(授業方法)
スパイクを３本打ち、１本１
０点で
計３０点で計算
オーバーパスは直上パスを一
定
時間継続させる
備考
学習時間
準備学習
15

蔦宗
中田

浩二
学

16

蔦宗
中田

浩二
学

17

蔦宗
中田

浩二
学

18

蔦宗
中田

浩二
学

19

蔦宗
中田

浩二
学

45時間
15時間
計
60時間
(授業内容)
復習
様々なマンツーマンパスの種類
スパイク
サーブ
ブロック
の復習
(授業方法)
前期で学んだ技術の復習を行う
(授業内容)
強化練習（スパイク）
ゲーム
(授業方法)
クイック
時間差攻撃
2段トスのスパイク
スパイクの指導方法を学ぶ
(授業内容)
強化練習（レシーブ）
ゲーム
(授業方法)
台上レシーブ
スリーメン
サーブカット
レシーブの指導方法を学ぶ
(授業内容)
強化練習（ブロック）

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

(授業方法)
ブロックのステップ・面づくり
・手の出し方・ブロックの種類
・実践的なブロックを学ぶ
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
(授業内容)
強化練習（フォーメーションの おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
応用）
を深める。
(授業方法)
フォーメーションの種類・サイ
ンプレーを学ぶ
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20

21

22

蔦宗
中田

蔦宗
中田

蔦宗
中田

浩二
学

浩二
学

浩二
学

23

蔦宗
中田

浩二
学

24

蔦宗
中田

浩二
学

25

蔦宗
中田

浩二
学

26

蔦宗
中田

浩二
学

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

(授業内容)
６人制バレー
ゲーム
(授業方法)
Ｗ型・三角形型フォーメーショ
ンの確認
(授業内容)
6人制バレー
フォーメーション・戦術の説明
ゲーム形式での乱打練習

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

(授業方法)
6人制バレーの説明・戦術を学
ぶことができる
乱打練習の方法を学ぶことがで
きる
(授業内容)
6人制バレー
台を使ったチーム練習
ゲーム

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

(授業方法)
台を使ったチーム練習の指導方
法を学ぶことができる
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
(授業内容)
おく。
6人制バレー
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
練習試合
を深める。
(授業方法)
6人制のゲームの仕方を学ぶ
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
(授業内容)
おく。
6人制バレー
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
練習試合
を深める。
(授業方法)
６人制バレーの仕方を学ぶ
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

(授業内容)
6人制バレー
公式戦

(授業方法)
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
(授業内容)
おく。
6人制バレー
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
公式戦
を深める。
(授業方法)
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
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27

蔦宗
中田

浩二
学

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

(授業内容)
6人制バレー
リベロの説明・導入
練習試合
（授業方法）
6人制ゲームのリベロのルール
を覚え、ゲームを行うことがで
きる

28

蔦宗
中田

蔦宗
中田

浩二
学

浩二
学

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

(授業内容)
6人制バレー
リベロの導入
公式試合
（授業方法）
6人制ゲームのリベロのルール
を覚え、ゲームを行うことがで
きる
(授業内容)
実技テスト
筆記試験ではなく実技テストの
みとする
スパイク
マンツーマン

（予習0.5h）シラバスの内容を事前によく読んで
おく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、理解
を深める。

備考
学習時間 120時間
(授業方法)
90時間
スパイクを３本打ち、１本１ ・授業
・準備学習 30時間
０点で計３０点で計算
マンツーマンは片方から打ち
、１０回連続でつなげる。打つ
方、レシーブする方両方ができ
て合格
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授業科目名
英語科目名

専門運動実技実習(バスケットボール)
Theory and Practice in Sports (Basketball)

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

中嶽

誠

授業概要
［授業全体の内容］
日本のバスケットボール競技者数は現在約６3万人、そのうち９０％近くを高校生・中学生・小学生が占
め、若い世代の人気スポーツとなっている。また、国内ではBリーグというプロリーグが開幕した。
この授業科目では、バスケットボールの特性を理解して競技の楽しさに触れるとともに、公式戦に近いゲ
ームを数多く実践し、ゲームの中でシュートを決めることやチーム戦術を発揮することを目指す。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、スポーツ科学分野の「専門的な知識と技能」及び「専門的な実践力」という学位授与方針の
達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1.個人スキルを向上させて、高いレベルでのゲームに応用することができる。
2.ゲームの中でシュートを決めることができる。
3.ゲームの中でチーム内戦術を発揮し、ゲームに勝利することができる。
4.バスケットボール競技の特性や知識を理解できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.個人スキルを向上させることができる（スキルテスト）。
2.ゲームの中でシュートを決めたりチーム戦術を発揮し、ゲームに勝利することができる（ゲーム評価）
。
3.バスケットボール競技の特性や知識を理解できる（筆記ミニテスト）。
4.取組状況によって受講態度を評価する（平常点）。
［成績評価の方法］
スキルテスト（４０％）、ゲーム評価（10％）、 筆記ミニテスト（10％）、 平常点（40％）を総合し
て評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
多数受講希望者がいる場合には抽選を行い、当選者だけが履修することができる。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
バスケットボールに適した服装・シューズを必ず着用し、腕時計・指輪・ピアス等の装飾品は身に着けな
いで下さい。
また、時間厳守で行います。少し早く来て各自で「シュート練習」を行って下さい。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業中にポイントを解説します。
［テキスト・参考書等］
授業中に指示します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：中嶽誠
E‑mail：mknakada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：水曜日12時00分〜12時45分
場所：1号館5階1520室 バスケットボール研究室
備考
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［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修
を必要とする内容を持って構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中嶽
（予習：０．5時間）
1
［授業内容］
バスケットボールの試合映像を見る。
オリエンテーションの内容
（復習：０．5時間）
を理解する。
紹介された書籍やホームページ・映像等を閲
［授業方法］
授業の目的や進め方・評価 覧する。
方法等について説明する。
グループの中で確認する。
中嶽
（予習：０．５時間）
2
［授業内容］
バスケットボールの試合の進め方について調
試しのゲームを実施する。
べる。
［授業方法］
グルーピングを行い、ゲー （復習：０．５時間）
ゲームの中で発見された課題を整理する。
ムの中における課題を発見する
。
中嶽
（予習：０．５時間）
3
［授業内容］
レイアップシュートについて調べる。
スキルアップ①に挑戦する
（復習：０．５時間）
。
スキルアップテストを再度個人で練習する。
［授業方法］
「30秒レイアップシュート
」のスキルテストを行うことで
スキルアップさせ、スピードの
中でシュートを決めることを実
践する。
グループの中で役割を決め
て行う。
中嶽
（予習：０．５時間）
4
［授業内容］
ゴール下のイージーシュートについて調べる
スキルアップ②に挑戦する
。
。
（復習：０．５時間）
［授業方法］
スキルアップテストを再度個人で練習する。
「30秒ゴール下シュート」
のスキルテストを行うことでス
キルアップさせ、イージーなゴ
ール下のシュートを決めること
を実践する。
グループの中で役割を決め
て行う。
中嶽
（予習：０．５時間）
5
［授業内容］
ドリブルシュートについて調べる。
スキルアップ③に挑戦する
（復習：０．５時間）
。
スキルアップテストを再度個人で練習する。
［授業方法］
「ジグザグドリブルシュー
ト」のスキルテストを行うこと
でスキルアップさせ、正確なス
ピードドリブルからのシュート
を決めることを実践する。
グループの中で役割を決め
て行う。
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6

中嶽

7

中嶽

8

中嶽

9

中嶽

10

中嶽

11

中嶽

［授業内容］
スキルアップ④に挑戦する
。
［授業方法］
「フリースロ−」のスキル
テストを行うことでスキルアッ
プさせ、ゲーム中、唯一相手に
邪魔されない場面でシュートを
決めることを実践する。
グループの中で役割を決め
て行う。
［授業内容］
スキルアップ⑤に挑戦する
。
［授業方法］
「スリーポイントシュート
」のスキルテストを行うことで
スキルアップさせ、長距離から
のシュートを決めることを実践
する。
グループの中で役割を決め
て行う。
［授業内容］
審判法について理解する。
［授業方法］
バスケットボールの審判法
について解説し、ゲームの中で
実践できる。
グループの中で話し合う。
［授業内容］
競技規則について理解する
。
［授業方法］
バスケットボールの細かい
競技規則について解説し、その
内容をゲームの中で確認しなが
ら実践する。
グループの中で話し合う。
［授業内容］
競技規則について確認する
。
［授業方法］
前回理解した競技規則につ
いて筆記ミニテストを実施する
。
［授業内容］
車椅子バスケットボールに
挑戦する。
［授業方法］
車椅子バスケットボールに
おける「チェアスキル」を身に
着け、バスケットボール用車椅
子の操作に習熟する。また、車
椅子バスケットボール独特のス
キルや戦術を理解し、ゲームの
中で実践する。
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（予習：０．５時間）
フリースローについて調べる。
（復習：０．５時間）
スキルアップテストを再度個人で練習する。

（予習：０．５時間）
スリーポイントシュートについて調べる。
（復習：０．５時間）
スキルアップテストを再度個人で練習する。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの審判法を調べる。
（復習：０．５時間）
授業で理解した審判法を整理する。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの細かい競技規則を調べる
。
（復習：０．５時間）
授業で理解した競技規則を整理する。

（予習：2時間）
筆記テストに解答できるよう、前回の内容を
学習する。
（復習：1時間）
筆記テストの内容を確認する。

（予習：０．５時間）
車椅子バスケットボールの競技規則を調べる。
（復習：０．５時間）
バスケットボールと車椅子バスケットボールの
違いについて自らの体験から考えまとめる。

12

中嶽

13

中嶽

14

中嶽

15

中嶽

16

中嶽

17

中嶽

18

中嶽

［授業内容］
公式戦のゲーム①を実践す
る。
［授業方法］
公式戦に近い場面設定の中
で、ゲームを実践する。
グループの中で課題を話し
合う。
［授業内容］
公式戦のゲーム②を実践す
る。
［授業方法］
公式戦に近い場面設定の中
で、ゲームを実践する。
グループの中で課題を話し
合う。
［授業内容］
前期まとめとしてのゲーム
を評価する。
［授業方法］
前期に学習した内容の成果
が発揮できるようにゲームを実
践する。
グループの中で課題を話し
合う。
定期試験を実施しない
［授業内容］
前期の内容を確認する。
［授業方法］
前期で習得した個人スキル
や知識を確認しながらゲームを
実践する。
グループの中で課題を話し
合う。
［授業内容］
グループ学習①とゲームを
実践する。
［授業方法］
チーム内でメンバーの特色
を生かした練習や戦術を考案し
、実践する。
［授業内容］
グループ学習②とゲームを
実践する。
［授業方法］
チーム内でメンバーの特色
を生かした練習や戦術を考案し
、実践する。
［授業内容］
グループ学習③とゲームを
実践する。
［授業方法］
チーム内でメンバーの特色
を生かした練習や戦術を考案し
、実践する。
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（予習：０．５時間）
バスケットボールの公式戦のゲーム映像を見
る。
（復習：０．５時間）
公式戦のゲーム運営を整理する。

（予習：０．５時間）
バスケットボールの公式戦のゲーム映像を見
る。
（復習：０．５時間）
公式戦のゲーム運営を整理する。

（予習：０．5時間）
今まで学習した個人スキルのポイントや知識
を振返る。
（復習：０．5時間））
ゲームの中で実践できたスキルを整理する。

（予習：０．5時間）
前期の授業内容を振返る。
（復習：０．5時間）
紹介されたバスケットボールの試合映像を見
る。

（予習：０．５時間）
チームごとに練習方法や戦術を調べる。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとに練習方法や戦術を調べる。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとに練習方法や戦術を調べる。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

19

中嶽

20

中嶽

21

中嶽

22

中嶽

23

中嶽

24

中嶽

25

中嶽

26

中嶽

［授業内容］
グループ学習④とゲームを
実践する。
［授業方法］
チーム内でメンバーの特色
を生かした練習や戦術を考案し
、実践する。
［授業内容］
リーグ戦①を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立てゲーム
を実践する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦②を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立てゲーム
を実践する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦③を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立てゲーム
を実践する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦④を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立てゲーム
を実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦⑤を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立てゲーム
を実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦⑥を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立てゲーム
を実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
リーグ戦⑦を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立てゲーム
を実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
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（予習：０．５時間）
チームごとに練習方法や戦術を調べる。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとで作戦を立てる。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとで作戦を立てる。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとで作戦を立てる。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとで作戦を立てる。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとで作戦を立てる。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとで作戦を立てる。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．５時間）
チームごとで作戦を立てる。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

27

中嶽

28

中嶽

［授業内容］
リーグ戦⑧を実践する。
［授業方法］
チームで作戦を立てゲーム
を実施する。
チーム内で課題を話し合う
。
［授業内容］
まとめとしてのゲームを評
価する。
［授業方法］
ゲームに勝利することがで
きるよう、チーム内で工夫して
ゲームを実践する。
チーム内で課題を話し合う
。
定期試験を実施しない
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（予習：０．５時間）
チームごとで作戦を立てる。
（復習：０．５時間）
チームごとでゲーム内容について話し合う。

（予習：０．5時間）
今まで学習したスキルや戦術のポイントを振
返る。
（復習：０．5時間）
ゲームの中で実践できたスキルや戦術を確認
する。

授業科目名
英語科目名

専門運動実技実習(ラグビー)
Theory and Practice in Sports (Rugby)

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 木内 誠
科目担当者
木内 誠
授業概要
［授業全体の内容］
ラグビーはボールの形やパスを出す方向など、他の球技競技とは異なる特徴がある。この実技科目では、ボー
ルを前に運ぶというラグビーの本質の基、パスやキック、ランニング技能の活用方法について学習する。さら
に、ラグビーの特徴的な技能であるタックルやスクラム、ラインアウトの技能についても学習する。特にタッ
クルやスクラムなどのコンタクト技能については怪我や事故の発生する可能性が高いため、ラグビーで起こり
うる怪我や事故の危険性を理解させ、安全面に配慮した授業が展開できるような知識・技能を身に付けさせる
。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
ラグビーはコンタアクトスポーツであることから危険が伴うため安全面に配慮できる指導者の育成を目指す。
また、ルールの認知や基本技能の習得に加え、戦術の理解や集団技能の習得を目指す。以上のことから、スポ
ーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養を養う。
［授業の到達目標］
各スキルを理解し基本的な指導ができる。
特にコンタクトプレーは危険が伴うため、安全面に配慮した指導方法ができる。
成績評価
［成績評価基準］
個人技能(コンタクト、スクラム)及び集団技能（ラインアタック、コンビプレー、ラインディフェンス）の習
得ができているか（課題達成）
授業に対して積極的に参加しているか（平常点）
コンタクト場面とスクラム場面の留意点について説明できるか（レポート・定期試験）
［成績評価方法］
課題達成40％、平常点40％、レポート・定期試験20％
履修における留意事項
［履修要件］
運動着、運動靴の着用(スエットの着用は認めない)
［履修上の注意(科目独自のルール)］
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席とする。また、欠席及び早退
は3回で1回分の欠席とする。
［試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法］
授業にて返却を行い、評価についてのポイント解説する
［テキスト・参考書］
①清宮克幸、ぐんぐんうまくなるラグビー、ベースボールマガジン社、２００８年１０月
②岩渕健輔、ぐんぐんうまくなる！7人制ラグビー、ベースボールマガジン社、２０１１年３月
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：木内誠
E‑mail：makotos621115@yahoo.co.jp
［オフィスアワー］
日時：金曜日の10:00〜10:30、12:30〜13：10
場所：ラグビー場または非常勤講師室
上記の時間帯は質問・相談に応じることができます。
上記以外の時間帯はE‑mailにて問い合わせてください。
備考
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［学習時間］
授業：30時間
準備学習：60時間
（計90時間）
［その他］
天候状況により授業内容を変更する可能性があります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
木内誠
1
［授業内容］
オリエンテーション

2

3

4

5

［授業方法］
授業の概要説明
［授業内容］
ランニングスキル
鬼ごっこ
1対1（スワーブ、カットイン、
チェンジオブペース）
［授業方法］
1対1の基本的なランニングスキ
ルについて説明をする。
チームを構成し、鬼ごっこを基
にしたゲームを行う。
（授業内容）
パススキル
キャッチからパスまでの動作（
ストレートパス・スクリュウパ
ス）

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
予習：０.５時間
シラバス内容の確認

予習：０.５時間
技能参考書の確認（ランニングスキルについて）
復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ランニ
ングスキルについて）

予習：０.５時間
技能参考書の確認（パススキルについて）
復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（パスス
キルについて）

（授業方法）
パスをキャッチしてからパスを
するまでの動き方について説明
する。ストレートパスとスクリ
ュウパスの用途の違いについて
も解説する。
予習：０.５時間
［授業内容］
技能参考書の確認（キックスキルについて）
キックスキル
コンバージョンキック、ドロッ
復習：０.５時間
プキック
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（キック
スキルについて）
［授業方法］
キックの蹴り方について説明す
る。特にドロップキックは難易
度が高いため、ボールの握り方
や落とし方など入念に指導を行
う。
予習：０.５時間
［授業内容］
技能参考書の確認（タックル、ラックについて）
コンタクトスキル
タックル、ラック
復習：０.５時間
［授業方法］
コンタクトを行う際の姿勢や顔 授業内容を整理し、留意点の確認を行う（タック
、頭の向きなど体の状態につい ル、ラックについて）
て詳しく説明する。
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6

7

8

9

10

11

予習：０.５時間
［授業内容］
技能参考書の確認（スイープ、リップ、ガットに
サポートスキル
コンタクト（スイープ、リップ ついて）
、ガット）
復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（スイー
［授業方法］
腕の使い方や頭の状態などにつ プ、リップ、ガットについて）
いて重点的に解説する。
前時の復習も踏まえて、チーム
を作り、チーム内でコンタクト
の留意点について説明する。
予習：０.５時間
［授業内容］
技能参考書の確認（オフザボールについて）
オフザボール
サポート、ライン参加
復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（オフザ
［授業方法］
オフザボールの動き方について ボールについて）
説明を行う。オフザボールは味
方とのコミュニケーションが必
要になるため、プレー中に声を
出すことの重要性を解説する。
予習：０.５時間
［授業内容］
配布資料の確認（変則ラインについて）
ラインアタック①
復習：０.５時間
ピラミット、二重ライン
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（変則ラ
インについて）
［授業方法］
複数の変則的なラインアタック
について説明する。各ラインの
長所と短所を具体的に解説する
。
予習：０.５時間
［授業内容］
配布資料の確認（ラインの位置取りについて）
ラインアタック②
ディープライン、フラットライ
復習：０.５時間
ン
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ライン
の位置取りについて）
［授業方法］
それぞれのラインの長所と短所
を説明する。また、ラインの用
途も解説する。学習されたライ
ンアタックを活用し、ゲームを
行う。
予習：０.５時間
［授業内容］
技能参考書と配布資料の確認（オフザボールとラ
アウトナンバーのアタック
インアタックについて）
2対1、3対1対1、3対2
復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（オフザ
［授業方法］
オフザボールとラインアタック ボールとラインアタックについて）
のまとめとして、ゲームを行う
。チームに分け、使用するライ
ンをチーム内で決める。
予習：０.５時間
［授業内容］
技能参考書の確認（ディフェンスについて）
ラインディフェンス
プッシュ、スライド
復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う(ディフ
［授業方法］
プッシュディフェンスとスライ ェンスについて）
ドディフェンスについて説明す
る。また各ディフェンスシステ
ムの長所と短所を解説する。
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12

13

14

15

16

17

予習：０.５時間
技能参考書の確認（ラインのアタックについて）
復習：０.５時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ライン
のアタックについて）

［授業内容］
連続アタック①
ライン形成、ライン参加

［授業方法］
連続アタックについて説明する
。連続攻撃を行う際に重要とな
るライン形成、ライン参加につ
いて解説する。
予習：０.５時間
［授業内容］
技能参考書の確認（ラインのアタックについて）
連続アタック①
復習：０.５時間
ライン形成、ライン参加
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ライン
のアタックについて）
［授業方法］
連続アタックについて説明する
。連続攻撃を行う際に重要とな
るライン形成、ライン参加につ
いて解説する。
予習：２時間
［授業内容］
レポート（前期のまとめ）
連続アタック②
技能参考書の確認（シェイプアタックとポッドの
シェイプアタック
アタックについて）
ポッド
復習：１.5時間
レポート提出
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ライン
のアタックについて）
［授業方法］
シェイプアタックとポッドにつ
いて説明する。各アタックの長
所と短所を解説する。
タッチフットを行い、これまで
の復習を行う。
［授業内容］
コンタクト前のウォーミングア 復習：0.5時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（コンタ
ップ方法
クトプレーについて）
［授業方法］
コンタクト前のウォーミングア
ップ方法について解説する。コ
ンタクトは怪我の起こる可能性
があるため、重点的に指導を行
う。
予習：0.5時間
［授業内容］
技能参考書の確認（スイープ）
ブレイクダウンの攻防①
スイープ
復習：0.5時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（スイー
［授業方法］
ブレイクダウンの攻防の概要に プ）
ついて説明する。危険なスイー
プ方法についても詳しく解説す
る。
予習：0.5時間
ブレイクダウンの攻防②
技能参考書の確認（ジャッカルについて）
ジャッカル
復習：0.5時間
［授業方法］
ジャッカルは怪我の危険性があ 授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ジャッ
るため、安全面を考慮したジャ カルについて）
ッカル方法について解説する。
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18

19

20

21

22

23

予習：0.5時間
［授業内容］
ターンオーバーからのアタック 技能参考書の確認（ターンオーバーについて）
①
復習：0.5時間
オープンアタック
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ターン
オーバーについて）
［授業方法］
ターンオーバーからのアタック
について解説する。オープンア
タックを行う際のライン形成に
ついても解説する。
復習：0.5時間
［授業内容］
ターンオーバーからのアタック 技能参考書でタックルからターンオーバーの流れ
を復習する
②
キック
［授業方法］
ターンオーバー後にキックを使
う長所と短所を説明する。また
キックを狙う位置についても解
説する。
予習：0.5時間
［授業内容］
技能参考書の確認（キックカウンターについて）
キックカウンター
［授業方法］
キックカウンターについて説明
する。キックを使う場合とラン
ニングを使う場合の状況判断に
ついて解説する。まとめとして
キックゲームを行う。
［授業内容］
キックチェイス

復習：0.5時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（キック
カウンターについて）

［授業方法］
キックのチェイス方法について
いくつかの戦術について説明す
る。
［授業内容］
セットプレーアタック①
スクラム

復習：0.5時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（キック
チェイスについて）

［授業方法］
スクラムの組み方について説明
を行う。危険性も伴うため、ス
クラムの姿勢についても解説を
行う。
授業の進行状況によってスクラ
ムマシーンを押す可能性がある
。
［授業内容］
セットプレーアタック②
ラインアウト

予習：0.5時間
技能参考書の確認（キックチェイスについて）

予習：0.5時間
技能参考書の確認（スクラムについて）
復習：0.5時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（スクラ
ムについて）

予習：0.5時間
技能参考書の確認（ラインアウトについて）

復習：0.5時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ライン
［授業方法］
ラインアウトの組み方について アウトについて）
説明を行う。また、スローイン
方法についても解説する。
授業の進行状況によってリフト
について説明する。
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24

25

26

27

28

［授業内容］
セットプレーのディフェンス
スクラム、ラインアウト
［授業方法］
セットプレーからのディフェン
スについて解説する。
内容26
［授業内容］
チームディフェンス
バッキングとフルバックディフ
ェンス

予習：0.5時間
技能参考書の確認（ディフェンスについて）
復習：0.5時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う(ディフ
ェンスについて）
予習：0.5時間
技能参考書の確認（フルバックディフェンスにつ
いて）
復習：0.5時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う(チーム
ディフェンスについて）

［授業方法］
バッキングとフルバックディフ
ェンスについて解説する。ゲー
ムの中でこれまで学習したディ
フェンスを試す。
予習：0.5時間
［授業内容］
ルールブックの確認（ラック、モールの反則につ
審判法
いて）
ブレイクダウンでの反則
［授業方法］
ブレイクダウンにおける反則に
ついて実際に演示を行い説明す
る。
［授業内容］
審判法
ブレイクダウンの復習
線審の方法
［授業方法］
ブレイクダウンにおける反則に
ついて演示をしてもらう。
また、線審の留意点について説
明する。
［授業内容］
テスト
プレーの名称、ルールの解説、
安全なコンタクトを行うための
方法について
［授業方法］
授業内テスト
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復習：0.5時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（ラック
、モールの反則について）
予習：0.5時間
ルールの確認（配布資料にて）
オフサイドの反則とラインタッチについて
復習：0.5時間
授業内容を整理し、留意点の確認を行う（オフサ
イドの反則とラインタッチについて）

予習：２時間
プレーの名称、ルールの解説、安全なコンタクト
を行うための方法について

授業科目名
英語科目名

専門運動実技実習(ハンドボール)
Theory and Practice in Sports (Handball)

授業形態
開講学期

実技
通年

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

小俣

貴洋

授業概要
（授業全体の内容）
指導に関する知識および技能と発展したゲームにおいて発揮するような高度な技能を身につけるため，ハンド
ボールにおける専門的知識の獲得とグループやチームといった複数人で対峙する際の状況判断能力およびスキ
ルの向上を目指し，ゲームを中心とした授業を行う。授業の前半に様々な課題に応じたミニゲームを行い，そ
こで得た知識，技能を活かして後半のゲームを行う。さらにルールを理解し，実際に審判を行うことで，指導
の際にゲームの運営ができる能力の養成を目指す。
（授業の位置付け）
この科目は，スポーツ科学分野の「専門的な知識と技能」および「専門的な実践力」という学位授与方針の達
成に寄与する。
（授業の到達目標）
１，グループやチームで対峙した際の状況判断能力およびスキルを向上させて，ゲームに応用できる。
２，レフェリングを行い，ゲームの運営ができる。
３，基本的なルールの説明およびハンドボール競技の特性や専門的知識を理解できる。
４，オフェンスやディフェンスのチーム戦術を理解し，ゲームに適用することができる。
成績評価
（成績評価の基準）
１，２人組でオフェンスおよびディフェンスの基本的な動きができる．（実技試験）
２，ゲームでレフェリングができる（実技試験）
３，基本的なルールおよび競技特性を説明できる。（定期試験）
４，リーグ戦における対戦成績および，授業中の質問・発言によって受講態度を評価する。（平常点）
（学習評価の方法）
受講態度(30%)，実技試験(30%)，定期試験（30%）ゲーム評価(10%)を総合して評価する。
履修における留意事項
（履修要件）
特になし
（履修上の注意）
ピアス等のアクセサリーを外すこと。
（試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法）
実技試験，定期試験後に関しては，必要に応じて個別に解説，指導を行う．
（テキスト・参考書）
ハンドボールの理論知識の習得に際して，下記ウエブページを参考にしてください。
｛http://handball.kikirara.jp｝
連絡先とオフィスアワー
（連絡先）
t‑komata@juntendo.ac.jp
（オフィスアワー）
授業開始前、および終了後に対応します。また随時、メールでの質問も受け付けます。
備考
（学修時間）
この授業は、実技の授業形態による２単位の科目であり、授業時間６０時間と授業外学修時間３０時間の計９
０時間の学習を必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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（授業内容）
オリエンテーションを行う．授
業のルール，ハンドボールのル
ールの解説を行う．
（授業方法）
初回は座学を行う．
授業のルールの確認，ハンドボ
ールのルールの確認を行う．
(授業内容）
スローイングの基礎動作および
シュート動作について解説する
．
（授業方法）
パス・キャッチの動作，シュー
トの種類とそのためのステップ
ワークについて理解する．
（授業内容）
ゴールキーパーの基本動作につ
いての解説を行う．
（授業方法）
ゴールキーピングの基本動作に
ついて解説を行い，ミートの方
法，位置取りの練習を行い，ス
ローイングの練習を行う．
（授業内容）
ディフェンス技術の習得
（授業方法）
マンツーマンディフェンスを中
心とし，ディフェンスの技術の
習得．
(授業内容）
速攻を中心としたゲームの解説
を行う．
（授業方法）
速攻の種類の説明，スピードを
持ってシュートまでの動作の動
きを習得．
（授業内容）
グループ戦術の解説を行う．
（授業方法）
2 4人のグループ戦術の解説を
行い，そこで必要とされる技術
の理解を深める．
（授業内容）
ポジションの解説①サイドポジ
ションの特徴について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（サイド）の特徴に
ついて解説を行い，必要とされ
る技術，特性を理解する．
（授業内容）
ポジションの解説②バックポジ
ションの特性について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（バックコートプレ
イヤー）の特性についての解説
を行い，必要とされる技術，特
性を理解する．
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(予習30分）
シラバスを参考に授業のルール，学習目標を確認
する．
（復習30分）
ハンドボールのルール，プレイを動画を見て確認
する．

（予習30分）
パス・キャッチおよびシュートの動作を映像で確
認する．
（復習30分）
ステップ・ランニング・スタンディング・ジャン
プシュートの違いが理解できたか自己分析する

（予習60分）
ゴールキーパーの役割，基本動作を映像を見てく
る．

（予習30分）
ディフェンスの種類を動画を見て確認する．
（復習30分）
人中心のディフェンスとボール中心のディフェン
スの違いを理解できたか整理する．
（予習30分）
速攻の種類について動画を見て確認する．
（復習30分）
速攻の分類を自分で行う．

（予習60分）
2 4人のグループで行う戦術行為を映像を見て確
認する．

（予習30分）
サイドプレイヤーの特徴を動画を見て確認する．
（復習30分）
サイドプレイヤーの特徴，必要な技術を整理する
．

（予習30分）
バックコートプレイヤーの特徴を動画を見て確認
する．
（復習30分）
バックコートプレイヤーに必要な技術の整理を行
う．
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（授業内容）
ポジションの解説③ポストプレ
イヤーの特性について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（ポストプレイヤー
）の解説を行，必要とされる技
術，特性の理解を深める．
（授業内容）
ポジションの解説④ゴールキー
パーの特性について解説を行う
．
（授業方法）
ポジション（ゴールキーパー）
の特性について解説し，必要と
される技術，特性について理解
を深める．
（授業内容）
ハンドボールにおける個人技術
の習得①フェイント動作につい
て解説を行う．
（授業方法）
フェイント動作の種類，ステッ
プワークの解説を行い，オン・
ザ・ボール，オフ・ザ・ボール
の動きで使い分けれる技術の習
得．
（授業内容）
ハンドボールにおける個人技術
の習得②ドリブルについて解説
を行う．
（授業方法）
ハンドボール特有のドリブル動
作について解説を行い，ドリブ
ルの技術，ドリブルを組込んだ
フェイントの動きについて理解
を深める．
（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う①．
（授業方法）
グループに分けミニゲームのリ
ーグ戦を行う．
（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う②．
（授業方法）
各グループに分かれて，ミニゲ
ームを行う．
（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う③．
（授業方法）
各グループに分かれてミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う④．
（授業方法）
各グループに分かれてミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
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（予習30分）
ポストプレイヤーの特性を動画を見て確認する．
（復習30分）
ポストプレイヤーに必要な技術を整理する．

（予習30分）
ゴールキーパーの特性を動画を見て確認する．
（復習30分）
ゴールキーパーに必要な技術を整理する．

（予習30分）
フェイントの種類を動画を見て分類する．
（復習30分）
オン・ザ・ボールとオフ・ザ・ボールの動きにつ
いて整理を行う．

（予習30分）
ハンドボール特有のドリブルの方法を確認する．
（復習30分）
ドリブルとフェイントの組み合わせについて整理
を行う．

（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
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（授業内容）
初歩的なリーグ戦を行う⑤．
（授業方法）
各グループに分かれてミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
（授業内容）
チーム戦術の解説を行う．
（授業方法）
チーム戦術の解説を行い，そこ
で必要とされる技術の理解を深
める．
（授業内容）
ルールと審判技術の解説を行う
．
（授業方法）
審判の技術，各反則のジェスチ
ャーについて解説を行う．
また，正しく笛を吹く技術を身
につける．
授業内容）
学生主体のリーグ戦を行う①
安全管理に十分注意して．
（授業方法）
学生が主体で，審判，オフシャ
ルを行いリーグ戦を運営する．
（授業内容）
学生主体のリーグ戦を行う②
安全管理に十分注意して．
（授業方法）
学生が主体で，審判，オフシャ
ルを行い,リーグ戦を運営する
．
（授業内容）
学生主体のリーグ戦を行う③
安全管理に十分注意して．
（授業方法）
学生が主体で，審判，オフシャ
ルを行いリーグ戦を運営する．
（授業内容）
フォーメーションの作り方につ
いて解説を行う．
（授業方法）
グループに分かれ，フォーメー
ションを作成する．その際の注
意点を説明する．
（授業内容）
フォーメーションの発表会を行
う．
（授業方法）
各グループのフォーメーション
の発表を行う．
（授業内容）
7mスローに関するルール，技術
・戦術の解説を行う．
（授業方法）
7mスロールールの確認，技術・
戦術の説明する．
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（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習60分）
チームで行う戦術行為を映像を見て確認する．

（予習60分）
審判に必要な技術，動作の意味を理解し，罰則時
のジェスチャーを正しく覚える．

（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．

（予習30分）
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
（復習30分）
スコアシートの提出を行う．
（予習30分）
5 6人のフォーメーションプレーを映像を見て確
認する．
（復習30分）
自分たちでフォーメーションを考える．

（予習60分）
自分たちでフォーメーションを考える．
（復習30分）
フォーメーションの成功・失敗の要因を自己分析
する．
（予習30分）
7mスローが与えられる罰則について調べてくる．
（復習30分）
正しいルールの中でシュートを打てたかを自己分
析する．
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（授業内容）
作戦を導入してのゲームを行う
．
（授業方法）
作戦タイムを設け，作戦を組込
んだゲームを展開する．
（授業内容）
ゲームにおける個人、グループ
とチームのパーフォマンス評価
について解説する．
（授業方法）
ゲームにおける個人，グループ
，チームの評価法について説明
を行い，ゲームの評価を行う．
（授業内容）
ゲームにおける個人、グループ
とチームのパーフォマンス評価
について解説する．
（授業方法）
ゲームにおける個人，グループ
，チームの評価法について説明
を行い，ゲームの評価を行う．
定期試験
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（予習60分）
各グループで作戦を考えてくる．
（復習30分）
ゲームの中で作戦を使い，成功・失敗の要因を分
析する．
（予習45分）
ゲームの評価法（ゲーム分析）の方法を調べてく
る．
（復習45分）
評価法のシート作成・提出を行う．

（予習45分）
ゲームの評価法（ゲーム分析）の方法を調べてく
る．
（復習45分）
評価法のシート作成・提出を行う．

授業科目名
英語科目名

ダンス指導論
Dance Teaching Method

授業形態
開講学期

講義・演習
前期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

中村

恭子

授業概要
［授業全体の内容］
世界の舞踊文化の発展の歴史、ダンスの種類と特性について講義や映像、資料を通して理解する。ダンスの構
成要素と美的表現原理について、演習形式で理解を深め、表現技能の要点を考察する。中学・高校のダンス領
域の創作ダンス、フォークダンス、現代的なリズムのダンスの学習内容と目標、指導の要点について学習指導
要領解説の講読、授業実践映像、グループ討議や演習等を通して理解を深め、ダンスの単元計画と指導時案を
作成する。また、作成した指導計画に沿って指導実習を行い、実践的な指導力を身に付ける。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）］
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養
、及びそれらの活用能力」を身に付ける。また、スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力ないし
は研究できる能力を身に付けることを目的とする。
［授業の到達目標］
1.ダンスの発展の歴史、種類と特性、構成要素と美的表現原理を理解できる。
2.中学・高校のダンス領域各種目の学習内容と目標について理解できる。
3.生徒の自主創造的な学習を支援するダンス学習指導法について理解できる。
4.学習者の発達段階（主に中学生・高校生対象）と学習段階に応じた学習内容・目標の設定と指導の展開方法
・要点を理解し、指導計画を立てることができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.ダンスの発展の歴史、種類と特性、構成要素と美的表現原理について理解し、表現できる。
2.中学・高校のダンス領域の学習内容と目標について理解し、記述できる。
3.生徒の自主創造的な学習を支援するダンス学習指導法について理解し、要点を指摘できる。
4.学んだ知識を応用し、学習者の発達段階や学習段階に応じて学習内容と目標を設定し、自主創造的な学習を
支援する指導計画が作成できる。
［成績評価の方法］
筆記試験50%、学習指導案20%、授業態度・取り組む姿勢30%
履修における留意事項
［履修要件］
1年次のダンスを履修していること。中高の保健体育科教員志望者の履修を薦める。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
遅刻・早退は30分以内とし、3回で1回分の欠席に換算する。試合等の欠席は事情を考慮はするが、欠席は欠席
としてカウントするので注意すること。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
筆記試験の解答・解説をJ‑Pass上に掲載する。
指導計画と指導案レポートについては、改善点を記入し返却する。
［テキスト・参考書等］
テキスト：『明日からトライ！ダンスの授業』 全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2011
『中学校学習指導要領解説 保健体育編』 文部科学省、東山書房、2018
参考書：『みんなでトライ！表現運動の授業』全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2015
『最新 楽しいリズムダンス・現代的なリズムのダンス』 村田芳子編著、小学館、2002
その他、毎時間資料を配布するので、テキスト等と合わせて授業の予習・復習に活用すること。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：中村恭子
E‑mail：k‑nakamu［at］juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：毎週火曜日 10:30‑17:00
場所：１号館５階 1501号室
ただし、上記の時間帯においても会議等で不在の場合もあるので、前日までにE‑mail等で確認・予約してくだ
さい。
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による通年4単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習60時間の計90時間の
学修を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
講義だけでなくグループ・ディスカッションを中心に行うので，積極的な取り組みを重視する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中村恭子
（予習：2時間）
1
［授業内容］
世界のダンスの発展の歴史について調べる。
ダンスの発展の歴史
ダンスとは何か
（復習：2時間）
「ダンスの発展の歴史」「ダンスとは何か（スポ
［授業方法］
ダンスの発展の歴史について調 ーツとの相違点）」について講義および仲間の発
べたことを発表しあい意見交換 表内容、討議の結果から自分の考えをまとめる。
する。講義および映像資料をも
とに理解を深める。「ダンスと
は何か［スポーツとの相違点］
」についてグループ討議を行い
、理解を深める。
中村恭子
（予習：3時間）
2
［授業内容］
各自が興味を持ったダンスの種類と特性について
ダンスの種類と特性
調べる。
［授業方法］
ダンスの種類と特徴について調 （復習：2時間）
べたことを発表しあい意見交換 ダンスの種類と特徴について、講義および仲間の
する。講義および映像資料をも 発表内容、討議の結果から自分の考えをまとめる
。
とに理解を深める。
中村恭子
（予習：3時間）
3
［授業内容］
ダンスの構成要素と美的表現原 表現系スポーツや他の芸術領域から1種目を選び
、その特徴的な表現技法と表現効果について調べ
理
る。
［授業方法］
表現系スポーツや他の芸術領域 （復習：2時間）
の表現技法について調べてきた ダンスの構成要素と美的表現原理について、講義
ことを発表しあい意見交換する および仲間の発表内容、討議の結果から自分の考
。ダンスの構成要素と美的表現 えをまとめる。
原理について講義および映像資
料から学習し理解を深める。
中村恭子
（予習：2時間）
4
［授業内容］
自分が興味を持っているダンスの種類について、
動きの質と感情価
その特徴的な動きがもつ感情価について自分なり
に分析する。
［授業方法］
ダンスの動きがもつ感情価につ
いて自分の考えを発表しあい意 （復習：2時間）
見交換する。ダンスの動きの質 感情や多様な感じを表す動きの要素についてまと
と感情価の関係について、実演 める。
を交えながら分析・意見交換し
、理解を深める。
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中村恭子

中村恭子

中村恭子

中村恭子

［授業内容］
ダンス鑑賞者の視点と評価
［授業方法］
ダンスの動きと鑑賞者の注視点
の関係について、映像鑑賞を基
に実験的に自身の視点を調べ、
討議する。先行研究の結果も交
え、鑑賞者の視点と評価の関係
を理解する。
［授業内容］
学校体育におけるダンスの歴史
［授業方法］
講義および映像資料から学校体
育におけるダンスの取り扱いの
歴史を理解するダンスが男女必
修となった経緯についてグルー
プ討議を行い、理解を深める。
［授業内容］
創作ダンスの学習指導①
創作ダンスの学習内容

（予習：2時間）
ダンスを鑑賞する際に何に注目するかについて自
分なりに分析する。
（復習：2時間）
ダンス鑑賞者の視点と評価について、講義および
討議の結果から自分の考えをまとめる。

（予習：2時間）
明治以降の学校体育におけるダンス領域の取扱の
歴史を調べる。
（復習：2時間）
戦後の学校体育におけるダンス領域の取り扱いに
ついて、学習指導要領上の記述を整理する。

（予習：2時間）
創作ダンスの学習内容について、学習指導要領解
説を精読し、理解する。

［授業方法］
講義および映像資料から創作ダ
ンスの学習内容について理解す
る。創作ダンスの学習テーマ別
題材例と発展的イメージについ
て討議する。題材例を用いて「
ひと流れの動き」の長さや表現
性の具体について実演を交えな
がらグループ討議を行い、理解
を深める。
［授業内容］
創作ダンスの学習指導②
創作ダンスの学習指導の進め方

（復習：2時間）
創作ダンスの特性と学習内容についてまとめる。
テキストを参照して、題材例と学習のねらい、具
体的なイメージや動きの例を整理して理解を深め
る。

［授業方法］
講義と資料映像から創作ダンス
の学習の進め方について理解す
る。教育現場の指導映像を観察
分析し、指導の要点についてグ
ループ討議を行い、理解を深め
る。
［授業内容］
現代的なリズムのダンスの学習
指導①
現代的なリズムのダンスの学習
内容

（復習：2時間）
創作ダンスの指導の要点についてまとめる。新た
な題材を考案し、その題材を用いて何を学習させ
るのか、どのように指導を展開するのが効果的か
を検討し、指導案を作成する。

（予習：2時間）
創作ダンスの学習指導法についてテキスト付属の
ＤＶＤを視聴し、指導のイメージをもつ。

（予習：2時間）
現代的なリズムのダンスの学習内容について学習
指導要領解説を精読し、理解する。

（復習：2時間）
現代的なリズムのダンスの特性と学習内容につい
てまとめる。テキストを参照して、題材例と学習
［授業方法］
講義および映像資料から現代的 のねらい、具体的な動きの例を整理して理解を深
なリズムのダンスの学習内容に める。
ついて理解する。学習課題とな
る各種音楽リズムの特徴と運動
学習への活用、リズムや動きの
変化のさせ方について、実演を
交えながらグループ討議を行い
、理解を深める。
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中村恭子
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中村恭子
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中村恭子

［授業内容］
現代的なリズムのダンスの学習
指導②
現代的なリズムのダンスの学習
指導の進め方

（予習：2時間）
現代的なリズムのダンスの学習指導法についてテ
キストを読み、指導のイメージをもつ。

［授業方法］
日本の民踊の曲目例の由来と特
徴について講義と映像資料から
基礎知識を得る。曲目例の特徴
的な動き方について実演を交え
ながら理解を深める。学習のね
らいや指導の要点についてグル
ープ討議する。
［授業内容］
ダンスの学習評価の観点

（復習：3時間）
日本各地の民踊について由来と特徴を整理する。
テキストを参照して、曲目例と学習の進め方につ
いて理解を深める。

（復習：2時間）
現代的なリズムのダンスの学習内容と指導の進め
方を整理する。学習に適する音楽を探し、その教
［授業方法］
講義と資料映像から現代的なリ 材を用いて何を学習させるか、どのように指導を
ズムのダンスの学習の進め方に 展開するのが効果的か検討し、指導案を作成する
ついて理解する。教育現場の指 。
導映像を観察分析し、指導の要
点についてグループ討議を行い
、理解を深める。
（予習：3時間）
［授業内容］
フォークダンスの学習指導① フォークダンスの学習内容について学習指導要領
解説を精読し、理解する。外国のフォークダンス
外国のフォークダンス
の曲目例の動画を調べ、知識を得る。
［授業方法］
外国のフォークダンスの歴史や （復習：3時間）
特徴について講義や映像資料か 外国のフォークダンスの特性、基礎用語を整理し
ら基礎知識を得る。基本的なフ てまとめる。曲目例のフォーメーション、組み方
ォーメーションや組み方、ステ 、主なステップ、指導のポイントを整理する。テ
ップについて実演を交えながら キストを参照して曲目例と指導の進め方について
理解を深める。学習のねらいや 理解を深める。
効果的な指導言語についてグル
ープ討議する。
（予習：3時間）
［授業内容］
フォークダンスの学習指導② 日本の民踊・民俗芸能の歴史と種類を整理する。
日本の民踊の曲目例の動画を調べ、知識を得る。
日本の民踊

（予習：2時間）
ダンスの学習評価の観点についてテキストを読み
理解する。

（復習：2時間）
［授業方法］
ダンス各種目の学習内容・指導 ダンスの学習評価と評価基準、フィードバックの
と評価の関係について講義内容 種類と声かけについて整理する。
から理解する。技能の評価の観
点と評価基準、フィードバック
の種類と声かけについて実演を
交えながらグループ討議し、理
解を深める。
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中村恭子

（予習：2時間）
［授業内容］
学習指導計画および指導時案の 創作ダンス、フォークダンス、現代的なリズムの
ダンスの学習内容と目標、学習指導法について復
立案
習し、中学校３年間の学習指導計画を立てる。
［授業方法］
中学校３年間の学習指導計画に （復習：4時間）
ついて発表しあい、それぞれの 中学１年生の単元計画を立て、各種目の指導時案
利点について討議する。各種目 を作成する。
の学習指導単元計画および指導
時案の作成方法について解説す
る。中学１年生8時間の単元計
画の概要を立案し、教員の助言
を受けて修正する。指導時案の
該当時を選び、教員の助言を受
けて修正する。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

野外教育論
Theory on Outdoor Education

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

中丸

信吾

授業概要
[授業全体の内容]
野外教育は体験を通した学びを基盤としているため、体験学習について学ぶとともに、国内外での野外教育に
関する理論から野外教育の概念や意義、教育的価値、学校教育における自然体験活動の位置づけについて学習
する。また、指導者としてのあり方や自己表現・コミュニケーション、対象者の理解、リスクマネジメントな
どについても学習する。本授業で学習する内容は、野外教育の指導のみならず体育・スポーツ全般の指導にお
いて共通する内容である。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、 「スポーツ健康科学を中心とした教養」、「スポーツ科学分野の専門的な実 践力」という学位
授与方針の達成に寄与する。
この授業の目的は、野外教育の概念や意義、教育的価値について理解すること。また、授業内容を通して体育
・スポーツにおける指導者の資質について理解すること。
[授業の到達目標]
1. 実際の活動を通した学びである体験学習によって行われる取り組みである野外教育についてその概要を理
解できる。
2. 野外教育のみならず体育・スポーツ全般における指導者の資質について理解できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 体験学習によって行われる取り組みである野外教育についての理解度をレポート試験および小テストによ
り評価する。
2. 野外教育のみならず体育・スポーツ全般における指導者の資質についての理解度をレポート試験により評
価する。
[成績評価の方法]
レポート試験（2回）60％、小テスト20％、授業に取り組む姿勢20％
履修における留意事項
[履修要件]
野外教育の理解を深めるため、キャンプを履修することが望ましい。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1回の授業について、30分以上遅刻した場合は、その回の授業を欠席扱いとする。遅刻及び早退は3回で1回分
の欠席とカウントする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
レポートは、授業にて課題評価のポイントを説明しフィードバックを行う。
[テキスト・参考書等]
「キャンプ指導者入門」 （財）日本キャンプ協会
その他、必要に応じて資料を配布。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：中丸信吾
E‑mail：snakama@juntendo.ac.jp

を購入のこと（授業時に販売）。

［オフィスアワー］
日時：火曜日・水曜日の昼休み
場所：1号館5階1502室（野外教育研究室）
質問や相談がある場合は、できるだけ事前に連絡してください。
備考

1773

［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
特になし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
中丸
1
[授業内容]
野外教育の概念について理解す
る。
[授業方法]
学生が、自身の体験を振り返り
、全体での共有（挙手して回答
）を通して、野外教育の概念に
ついて説明する。
中丸
2
[授業内容]
野外教育の基礎となる体験から
の学びについて理解する。
[授業方法]
学生が、自身の体験を振り返り
、全体での共有（挙手して回答
）を通して、体験からの学びに
ついて説明する。
中丸
3
[授業内容]
野外教育の手法の一つである体
験学習法について理解する。
[授業方法]
体験学習法について、学生自身
の体験および実践事例を用いて
説明する。
中丸
4
[授業内容]
指導者の資質としての、自己表
現について理解する。
[授業方法]
自己表現の方法の特に非言語に
よる表現の重要性について説明
する。
中丸
5
[事業内容]
指導者と資質として、対人コミ
ュニケーションのための自己開
示と他者からのフィードバック
について理解する。
[授業方法]
よりよい対人コミュニケーショ
ンのための自己開示と他者から
のフィードバックの必要性につ
いて、グループワークを通して
説明する。
中丸
6
[授業内容]
指導者のスキルについて理解す
る。
[授業方法]
指導者のスキルについてハード
スキルおよびソフトスキルの必
要性を説明する。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：3時間）
野外教育の概念、定義、教育的価値について調べ
る。
（復習：1時間）
野外教育の概念について自身の体験を踏まえて整
理し理解を深める。

（予習：3時間）
体験からの学びについて、自身の体験を振り返る
とともに、体験から学ぶことの価値を調べる。
（復習：1時間）
自身の体験を踏まえて、体験から学ぶことの価値
を整理し理解を深める。

（予習：3時間）
体験学習法、PDCAサイクルについて調べる。
（復習：1時間）
体験学習法について、自身の体験の振り返りを通
して整理し理解を深める。

（予習：3時間）
対人コミュニケーションの言語的および非言語的
要素について調べる。
（復習：1時間）
自己表現の特に非言語的コミュニケーションにつ
いて整理し理解を深める。
（予習：3時間）
ジョハリの4つの窓について調べる。
（復習：1時間）
よりよい対人コミュニケーションのための自己開
示と他者からのフィードバックについて整理し理
解を深める。

（予習：3時間）
ハードスキルおよびソフトスキルについて調べる
。
（復習：1時間）
指導者として必要なハードスキルおよびソフトス
キルについて整理し理解を深める

7

中丸

8

中丸

9

中丸

10

中丸

11

中丸

12

中丸

13

中丸

[授業内容]
野外教育のさまざまな対象につ
いて理解する。
[授業方法]
野外教育のさまざまな対象につ
いて、実践例を挙げて説明する
。
[授業内容]
野外教育の対象（青少年）を理
解する。
[授業方法]
どのように対象（青少年）を理
解するかについて、対象の立場
に立ったグループワークを通し
て説明する。
[授業内容]
リスクマネジメントについて理
解する。
[授業方法]
リスク・ハザードの違いとリス
クマネジメントの考え方につい
てグループワークを通して説明
する。
[授業内容]
安全の考え方について安全教育
と安全管理を通して理解する。
[授業方法]
危険な活動場面についてのグル
ープワーク、事故事例を取り上
げ、安全教育と安全管理につい
て説明する。
[授業内容]
社会における野外教育の役割に
ついて理解する。
[授業方法]
社会における野外教育の役割に
ついて、様々な団体の活動の実
践事例を通して説明する。
[授業内容]
自然体験や自然学習をねらいと
したプログラムについて理解す
る。
[授業方法]
自然体験や自然学習をねらいと
したプログラムについて、プロ
グラムのねらいや指導のポイン
ト、実践事例を用いて説明する
。
[授業内容]
野外教育にける、人と関わるこ
とをねらいとしたプログラムに
ついて理解する。
[授業方法]
人と関わることをねらいとした
プログラムについて、プログラ
ムのねらいや指導のポイント、
実践事例を用いて説明する。
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（予習：3時間）
さまざまな対象に行われているキャンプなどの野
外活動について実践例を調べる。
（復習：1時間）
野外活動のさまざまな対象について、整理し理解
を深める。
（予習：3時間）
青少年の発育年代と精神的発達について調べる。
（復習：1時間）
どのように対象を理解するかについて整理し理解
を深める。

（予習：3時間）
リスクとハザード、ハインリッヒの法則について
調べる。
（復習：2時間）
リスクマネジメントの考え方について整理し理解
を深める。

（予習：3時間）
KYT、安全教育と安全管理について調べる。
（復習：2時間）
安全教育と安全管理について整理し理解を深める
。

（予習：3時間）
野外教育に関する公的機関、および民間の野外教
育団体について。
（復習：1時間）
社会における野外教育の役割について整理し理解
を深める。
（予習：3時間）
パッケージドプログラム（IOREシート）について
調べる。
（復習：1時間）
自然体験や自然学習をねらいとしたプログラムに
ついて整理し理解を深める。

（予習：3時間）
ASE（Action Socialzation Experence）について
調べる。
（復習：1時間）
人と関わることをねらいとしたプログラムについ
て整理し理解を深める。
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中丸

[授業内容]
外部講師の講話を通して野外教
育の考え方を深める。
[授業方法]
野外教育に関連する専門分野で
活動している外部講師の講話を
通して野外教育の考え方を説明
する。
定期試験（レポート）
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（予習：3時間）
予め提示された内容について調べる。
（復習：3時間）
外部講師の講話の内容を整理し、野外教育の考え
方について理解を深める。授業を通してのまとめ
を行う。

授業科目名
英語科目名

スポーツ情報分析論
The information analysis theory of a sport

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 廣津 信義
科目担当者
鈴木宏哉・山田泰行・島嵜佑
授業概要
［授業全体の内容］
スポーツ現場では、IT技術の普及とともにデータの収集・分析・活用がより身近なものとなった。本授業で
は、スポーツ情報についての基礎的な知識を身につけるとともに、ゲームや競技を分析する際の考え方や、技
術的な動向などについて学ぶ。さらに、スポーツ情報をわかりやすく伝達するための科学コミュニケーション
の手法についても学習し、グループ別に設定したテーマについて、データの収集・分析を行い、発表すること
で、科学コミュニケーションの能力も実践を通して高めていく。
［この授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「コーチング科学を中心とした広範囲な知識およびそれらを駆使したスポーツ指導実践能力」
を身に付けるための科目として開講される。また、スポーツ科学科においては、「スポーツの指導を支援する
ために必要な医科学の知識と技能」の獲得という学位授与方針の達成にも寄与する。
［授業の到達目標］
1. ウェブサイトや映像からのデータ収集法を学ぶ。
2. 収集したデータの分析方法や活用方法を理解する。
3. 科学コミュニケーションの手法を身につける。
成績評価
［成績評価の基準］
1. ウェブサイトや映像からのデータ収集法について説明できるか。（定期試験、レポート、グループ発表）
2. 収集したデータの分析方法や活用方法を説明できるか。（定期試験、レポート、グループ発表）
3. 科学コミュニケーションを実践できるか。（グループ発表）
4. 授業中の発言や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する。（平常点）
［成績評価の方法］
平常点（15％）、課題レポート（25％）、グループ発表(30％)ならびに定期試験（30％）を総合して評価す
る。
履修における留意事項
［履修要件］
「統計学」、「スポーツの調査研究演習」を事前に履修している方が望ましい。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その授業を欠席扱いとする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
課題レポートや定期試験での内容は、要望があれば個別に解説や指導を行う。
［テキスト・参考書等］
この科目では、必ず用意しなければならないテキストはありません。必要な資料は、授業中に適宜配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：廣津信義
E‑mail:nhirotsu[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
［オフィスアワー］
日時：火曜日 12：50から:14:30
場所：1号館3階1327室
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約があった学生を優先します。
備考
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［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、「スポーツ指導者に関する科目」において、資格取得のための一部またはすべての講習が免
除される科目として位置付けられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
廣津
【予習：2時間】
1
（授業内容）
鈴木
授業の内容を把握するとともに シラバスを読み、授業の内容を確認する。
山田
、スポーツ情報の有用性を把握
島嵜
【復習：2時間】
する。
ガイダンスを受け、自分にとっての受講の意義を
（授業方法）
授業目的や評価方法と授業の進 確認する。
め方を説明する。スポーツ情報
が競技に役立っている点などに
ついてGr討議する。
廣津
【予習：2時間】
2
（授業内容）
鈴木
なぜコーチングコースの授業で スポーツ情報に意義について考え、疑問点につい
山田
スポーツ情報分析論が必要なの て調べてくる。
か、授業の意義を理解する。 【復習：2時間】
コーチングとスポーツ情報の関係について、自分
なりに意義を見出す。
（授業方法）
「スポーツ情報分析」に関する
テーマについて、自由討論する
。
廣津
【予習：2時間】
3
（授業内容）
鈴木
ウェブデータや競技映像からの 興味のあるスポーツを一つ取り上げ，情報分析（
情報分析に方法について理解す データ収集）の事例を調べておく．
る。
【復習：2時間】
（授業方法）
球技系種目を対象としてパフォ 授業資料をもとに定量化手法について整理する.
ーマンスを定量化する方法を、
ワークシ ートを用いながら解
説する．
鈴木
【予習：2時間】
4
（授業内容）
山田
インタビュー調査や練習ノート
を用いた情報分析について理解 興味のあるスポーツを一つ取り上げ，インタビュ
する。累加測定データの展望に ー調査の事例を調べておく．
ついても把握する。
【復習：2時間】
（授業方法）
インタビュー方法や練習ノート 授業資料をもとに質的な分析法の現状と課題につ
を作成と活用についてワークシ いて整理する．
ートなどを用いながら解説する
．
廣津
【予習：2時間】
5
（授業内容）
鈴木
学生シンポジウムでスポーツ情 シンポジストの成績などを事前に調べておくこと
山田
報の有用性について認識する。 ．
グループ発表の準備としてグル 【復習：2時間】
グループ発表での発表テーマをグループごとで決
ープ分けをしておく。
定する。
（授業方法）
学生シンポジウムではシンポジ
スト４名の発表と対談を行う。
グループ発表ではグループ分け
を行いテーマについて調整する
。
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6

山田

7

廣津

8

廣津

9

廣津

10

廣津
鈴木
山田
島嵜

【予習：2時間】
（授業内容）
スポーツデータ分析の難解な情 「アイデアのつくり方」について各自考えてくる
報を分かり易く魅 力的に発信 。
するためのヒントを科学コミュ 【復習：2時間】
ニケーション（SC）の理論と実 「アイデアのつくり方」の理論に基づきグループ
発表のテーマを検討する
践から学ぶ。
（授業方法）
SCの社会的意義と、既に社会貢
献を果たしている SC活動の事
例を解説する。グループ発表に
役立てるように、指導する。
【復習：8時間】
（授業内容）
グループ発表のために、グルー グループ発表の準備（文献収集、データ収集、デ
プごとにスポーツ データ分析 ータ集計・分析、発表スライドの作成、発表方法
のテーマを決め、発表の準備を の検討）を行う。
行う。発表の評価基準は1新規
性、2有用性、3信頼性、4科学
コミュニケーション、の４点と
する。
（授業方法）
グループごとに役割を決めて文
献収集、データ収集、データ集
計・分析、発表スライドの作成
、発表方法の検討を行う。
【復習：4時間】
（授業内容）
グループごとに発表の準備を行 グループ発表の準備（データ収集、データ集計・
分析、発表スライドの作成、発表方法の練習）を
う。
行う。
（授業方法）
グループごとにデータ収集、デ
ータ集計・分析、発表スライド
の作成 、発表の練習を行う。
【予習：2時間】
（授業内容）〕
ビジネスとしてスポーツデータ スポーツデータを配信している会社を調べ、その
の分析がどのよう に行われて 業務内容を調査する。
いるか理解する。
【復習：2時間】
（授業方法）
スポーツデータビジネスの専門 外部講師からの講義を聞いて、ビジネスとしての
家を外部講師とし て招き、デ データ分析について各自がまとめてみる。
ータ分析の現状を紹介する。
〔授業内容〕１〜10班のグルー 【復習：4時間】
プ発表を行う。
〔授業方法］発表者はSCを実践 他グループの発表の評価や、自グループの改善に
できるよう心掛ける。聴講者は つい検討する。
1新規性、2有用性、3信頼性、4
科学コミュニケーションの得点
を評価シートに記入し、発表後
に質問やコメントができるよう
に準備する。スポーツデータ分
析の情報を魅力的に伝えている
発表の共通点を考えながら聴く
。
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11

廣津
鈴木
山田
島嵜

12

廣津
鈴木
山田
島嵜

13

鈴木

14

廣津
鈴木
山田
島嵜

〔授業内容〕11〜20班のグルー 【復習：4時間】
プ発表を行う。
〔授業方法］発表者はSCを実践 他グループの発表の評価や、自グループの改善に
できるよう心掛ける。聴講者は つい検討する。
1新規性、2有用性、3信頼性、4
科学コミュニケーションの得点
を評価シートに記入し、発表後
に質問やコメントができるよう
に準備する。スポーツデータ分
析の情報を魅力的に伝えている
発表の共通点を考えながら聴く
。
〔授業内容〕21〜30班のグルー 【復習：4時間】
プ発表と表彰を行う。
〔授業方法］グループ発表の進 他グループの発表の評価や、自グループの改善に
め方と留意点は前回と同じであ つい検討する。
る。優れた発表行ったグループ
を表彰し、担当教員がコメント
を行うことで発表者へのフィー
ドバックを行う。科目責任者が
グループ発表と授業の総評を行
い、授業のまとめとする。
【予習：2時間】
（授業内容）〕
ビジネスとしてスポーツデータ スポーツデータを配信している会社を調べ、その
の分析がどのよう に行われて 業務内容を調査する。
いるか理解する。
【復習：2時間】
（授業方法）
スポーツデータビジネスの専門 外部講師からの講義を聞いて、ビジネスとしての
家を外部講師とし て招き、デ データ分析について各自がまとめてみる。
ータ分析の現状を紹介する。
【復習：4時間】
（授業内容）〕
授業のまとめと最終レポート課 最終レポートを作成する。
題の提示を行う。
（授業方法）
優れた発表をしたグループを表
彰し、担当教員がコメントを行
うことで発表者へのフィードバ
ックを行う。科目責任者が グ
ループ発表と授業の総評を行い
、授業のまとめとする。最終レ
ポートの課題を提示し、各自で
レポート作成を行う。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

社会心理学
Social Psychology

授業形態
開講学期

対象学年

1

単位数

科目責任者
科目担当者

神原

2.0

直幸

授業概要
[授業全体の内容]
近年の情報技術革命に伴い、コミュニケーションの重要性が高まる一方で、特に非言語的なコミュニケーシ
ョンの能力の欠如、およびその結果としての人間関係の希薄化が危惧されている。社会心理学の授業では他者
が存在する環境(社会)において「自己」と「他者」、および「環境」に対する認識が如何なる影響を受けるか
、また、他者に対する認識の仕組みと相互作用の結果として形成される対人関係についての理論について学習
する。
[授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)]
この科目は、「コミュニケーション力」を身に付けるための科目の1つとして開講される。また、スポーツ
マネジメント学科においては、「スポーツマネジメント 学分野の専門的な知識 と技能」という学位授与方針
の達成にも寄与する。
[授業の到達目標]
1. 社会心理学の理論を基本用語を用いて説明できる。
2. 社会的場面における自己の行動を社会心理学の適切な用語で説明できる。
3. 他者の行動について社会心理学の適切な用語で説明できる。
成績評価
(評価基準)
1. 社会心理学の理論の説明と基本用語の理解度については、確認テストと定期試験で評価する。
2. 社会的場面における自己と他者の行動を適切な用語で説明できるかについては、確認テストと定期試験
で評価する。
3. 社会心理学の理論やモデルの間の関係を整理して説明できかについては、定期試験で評価する。
(評価方法)
定期試験60%、確認テスト30%、平常点10%を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
特になし。
[履修上の注意(科目独自のルール)]
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
[課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法]
課題テストは翌週の授業で平均点、正解の提示と共に、誤答者が多かった設問については解説を行う。定期
試験後には、要望があれば個別に解説や指導を行う。
[テキスト・参考書等]
1.池上 知子、 遠藤 由美(2009) グラフィック社会心理学 サイエンス社
この科目では、必ず用意しなければならないテキストはありません。上記の書籍は講義の予・復習の参考書
として薦めます。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：神原 直幸
E‑mail: nkanbara@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：水曜日 13時から15時
場所：1号館3F、1319室
上記の時間帯は予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相談時間と重ならないよう、できるだけ前
日までにE‑mailで予約してください。予約のあった学生が優先されます。
備考
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［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
授業で使用するパワーポイントは前日までにJ‑passで配信されます。ダウンロードしてノートテイクの補助
としてください。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
神原
直幸
(予習 : 2時間)
1
(授業内容)
心理学について調べ、概念を理解する。
テーマ : 社会心理学の位置づ
(復習 : 2時間)
け
心理学全般について概説し、 確認小プリントへの回答と確認テストのための
社会心理学の位置づけを説明す 勉強
る。

2

3

4

神原

神原

神原

直幸

直幸

直幸

［授業方法］
スライドを用いて講義を進め
る
(授業内容)
テーマ : 社会心理学の基礎理
論#1
前回学習した用語の確認をク
イズ形式で確認する。
強化理論、場の理論について
概要と基礎用語を理解する。
(授業方法)
スライドを用いて講義を進め
る
(授業内容)
テーマ : 社会心理学の基礎理
論#2
前回学習した用語の確認をク
イズ形式で確認する。
精神分析学、帰属理論、斉合
性理論について、理論の概要と
基礎用語を理解する。
(授業方法)
スライドを用いて講義を進め
る。
(授業内容)
テーマ : 自己概念
前回学習した用語の確認をク
イズ形式で確認する。
自己概念についてを理解する
。
自分のアイデンティティを知
り、諸研究の結果と比較する。
(授業方法)
スライドを用いて講義を進め
る。
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(予習 : 2時間)
パブロフの犬、ソーンダイクの問題箱、ゲシュ
タルト心理学について調べる。
(復習 : 2時間)
確認小プリントへの回答と確認テストのための
勉強

(予習 : 2時間)
フロイト、ハイダー、フェスティンガーについ
て調べる。
(復習 : 2時間)
確認小プリントへの回答と確認テストのための
勉強

(予習 : 2時間)
孤独な群衆 (David Riesman, 1950)について調
べる。
"Who am I test"の実施。
(復習 : 2時間)
確認小プリントへの回答と確認テストのための
勉強

5

6

7

8

神原

神原

神原

神原

直幸

直幸

直幸

直幸

(予習 : 2時間)
(授業内容)
グループワークの準備
テーマ : 感情の認識
前回学習した用語の確認をク
(復習 : 2時間)
イズ形式で確認する。
感情を表現する言葉に対する 確認小プリントへの回答と確認テストのための
理解を深め、感情の認識プロセ 勉強
スについて理解する。
［授業方法］
スライドを用いて講義を進め
る。
グループワーク
(予習 : 2時間)
(授業内容)
グループワークの準備
テーマ : 自己呈示
自己呈示と自己開示について
(復習 : 2時間)
理解を深める。
セルフモニタリング尺度によ 確認小プリントへの回答と確認テストのための
る自己分析と他者から見た自分 勉強
を比較する、
(授業方法)
スライドを用いて講義を進め
る。
グループワーク
(予習 : 2時間)
(授業内容)
グループワークの準備
テーマ : 社会的学習
前回学習した用語の確認をク
(復習 : 2時間)
イズ形式で確認する。
模倣、同調行動について理解 確認小プリントへの回答と確認テストのための
勉強
する
(授業方法)
スライドを用いて講義を進め
る。
グループワーク
(予習 : 2時間)
(授業内容)
グループワークの準備
テーマ : 原因帰属
前回学習した用語の確認をク
(復習 : 2時間)
イズ形式で確認する。
行為の原因が外的に帰属され 確認小プリントへの回答と確認テストのための
る場合、内的に帰属される場合 勉強
について理解する。
体罰・事件を題材として、事
件の発生原因を考える。
(授業方法)
スライドを用いて講義を進め
る。
グループワーク
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(予習 : 2時間)
(授業内容)
帰属理論の復習
テーマ : 錯誤帰属
前回学習した用語の確認をク
(復習 : 2時間)
イズ形式で確認する。
原因帰属を誤らせる要因とそ 確認小プリントへの回答と確認テストのための
の効果について理解を深める。 勉強
(授業方法)
スライドを用いて講義を進め
る。
様々な要因による帰属の誤り
を体験する。
(予習 : 2時間)
(授業内容)
ヒューリスティックに関する事例について、考
テーマ : ヒューリスティック
前回学習した用語の確認をク えてくる。
イズ形式で確認する。
直感的判断方略の種類と概要 (復習 : 2時間)
確認小プリントへの回答と確認テストのための
について理解する
勉強
(授業方法)
スライドを用いて講義を進め
る。
例を呈示し、ヒューリスティ
ックを経験する。
(予習 : 2時間)
(授業内容)
仮想的人物に対する印象調査への回答。
テーマ : 印象形成
前回学習した用語の確認をク
(復習 : 2時間)
イズ形式で確認する。
印象形成、対人好悪について 確認小プリントへの回答と確認テストのための
の代表的な研究を紹介し、関連 勉強
する要因を理解する。
(授業方法)
スライドを用いて講義を進め
る。
ネット調査による仮想的人物
に対する印象測定とその解釈を
行なう。
(予習 : 2時間)
(授業内容)
自らの資源に対する価値意識調査への回答。
テーマ : 対人的交換
前回学習した用語の確認をク
(復習 : 2時間)
イズ形式で確認する。
対人関係に影響する対人的交 確認小プリントへの回答と確認テストのための
換について報酬/コスト関係か 勉強
ら理解する。
(授業方法)
スライドを用いて講義を進め
る。
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(予習 : 2時間)
(授業内容)
説得された経験に関する質問紙への回答。
テーマ : 説得的コミュニケ
ーション
前回学習した用語の確認をク (復習 : 2時間)
確認小プリントへの回答と確認テストのための
イズ形式で確認する。
説得に関わる要因、技法につ 勉強
いて理解する
(授業方法)
スライドを用いて講義を進め
る。
(予習 : 2時間)
(授業内容)
自分に最も影響を与える人物に関する質問紙へ
テーマ : 影響力
前回学習した用語の確認をク の回答。
イズ形式で確認する。
影響力の分類を理解し、対人 (復習 : 6時間)
距離の取り方について考える。 確認小プリントへの回答と定期試験のための勉
強
(授業方法)
スライドを用いて講義を進め
る。
対人距離について実習をおこ
なう。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

メディア概論
Principles of

対象学年

2

科目責任者
科目担当者

伊藤

Media Studies

授業形態
開講学期

講義＋グループディスカ
前期

単位数

2.0

真紀

授業概要
(授業の目的)
この授業では、スポーツにおけるメディアリレーションについての知識を深める。
(授業の概要)
授業では、スポーツ組織のマーケティング推進プランの構成要素として、広報やプロモーションプランについ
て学び、グループプレゼンテーションで実際にメディアを使ったマーケティング推進プランを発表する。クラ
ス形式は講義、グループディスカッション、グループプレゼンテーションが含まれる。
(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)
本授業を通して、メディアの基本概念を学び、ソーシャルメディア、ニューメディアと呼ばれる新しいメディ
ア形態についての知識を得る。スポーツの現場でどのようにメディアが活用されているか、また今後のメディ
アの可能性についても学ぶ。グループプレゼンテーションを通して、対人調整力、コミュニケーション能力、
プレゼンテーションスキルを向上し、経営学・社会心理学・社会学を応用したスポーツマネジメントについて
の知識を備えた人材の育成を目指す。
成績評価
(評価方法)
中間レポート（25％）・期末レポート内容（25%）＋グループプレゼンテーション（４0%）＋それ以外の課題
・授業態度・取り組む姿勢（10%）による総合評価で評価し ます。なお、授業態度が授業進行上においてふさ
わしくないと判断した場合は、減点の対象とします。
(評価基準)
１、基本的なスポーツメディア、宣伝、広報の概念が理解できているか
２、メディア戦略を行う際の各作業段階の理解が深められているか
３、 状況分析をし、スポーツイベントやスポーツ組織に適したメディアプロモーションの目標を設定できる
か
４、組織のプロモーションの目的を達成するために必要なメディア戦略を組み込んだメディアキャンペーンを
企画できるか
５、グループワークに積極的に参加し、自分の意見を表現する事ができるか
６、その他、学習意欲や態度をグループワークへ取り組みや課題等で評価する
履修における留意事項
（受講条件）
メディアコミュニケーション論を受講していることかが望ましい。
(試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法)
授業にて返却し、模範解答や評価のポイントを提示し、解説する。
(テキスト・参考書)
①Sport Public Relations‑2nd Edition Managing Stakeholder Communication G. Clayton Stoldt, Steph
en Dittmore, Scott Branvold著 2012年、②授業時に配布する資料
連絡先とオフィスアワー
伊藤真紀（月曜日） 10:40‑12:00 さくらキャンパス 女性スポーツ研究センター
本郷キャンパスの場合 授業の前後 センチュリータワー5階南教員控え室
m‑ito@［at］juntendo.ac.jp （［at］を@に変更してください）
備考
(学生に望むこと)
学生は講義、ディスカッション、グループプレゼンテーションへの積極的な参加が期待される。積極的にディ
スカッションに参加し、講義内容や講義資料についてコメントすることを期待する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

1786

１

伊藤真紀

2

伊藤真紀

3

伊藤真紀

4

伊藤真紀

５

伊藤真紀

６

伊藤真紀

7

伊藤真紀

授業内容）ガイダンス【授業の （復習：4時間）授業で配布するスポーツとメデ
目的・内容オリエンテーション ィアに関する資料を読み、授業の進め方を理解す
る。
】
（授業方法）授業の進め方、採
点方法、グループプレゼンテー
ション課題の内容確認。グルー
ププレゼンテーションのグルー
プ分けを行う。
（授業内容）スポーツ組織とメ （予習：2時間）プロスポーツチームHP（メディ
アガイド等）・選手の公式HP、ブログ、ツイッタ
ディアリレーション
ー等を見ておく。
（授業方法）スポーツ組織がい
かにメディアを使い組織の広報 （復習：2時間）：授業で配布した資料を再度読
活動を行っているかをケースス み、スポーツ組織におけるメディア活動について
理解を深める。
タディーを通して学ぶ
（授業内容）スポーツにおける （予習：2時間）各メディア媒体（テレビ、新聞
、インターネット等）におけるスポーツニュース
メディア戦略
の情報発信方法の違いに注意して視聴する。
（授業方法）スポーツ組織がい
かにメディアを使い、メディア （復習：2時間）授業で配布した資料を再度読み
戦略を行っているかケーススタ 、各組織のメディア戦略について理解を深める。
ディーを通して学ぶ
（授業内容）メディアキャンペ （予習：３時間）各スポーツ機関のメディアキャ
ンペーンについて調べ、どのようなユニークもの
ーン
があるか５つ調べる。
（授業方法）各組織や団体のメ
ディアキャンペーンを比較する （予習：１時間）授業で配布した資料を再度読み
。企業のCM等を比較検討するこ 、各スポーツ機関のメディアキャンペーンについ
とで、メディア戦略・キャンペ 理解を深める。
ーンについて知識を深める。
（授業内容）スポーツ界におけ （復習：4時間）最終グループプレゼンテーショ
ン課題にむけた課題１：スポーツ組織のSWOT 分
るニューメディア戦略
析案を提出する。グループ毎に提出。課題チーム
のSWOT分析を行い今後の戦略プランの基礎を作る
（授業方法）
スポーツ界におけるソーシャル 。
メディアの活用方法を実際に行
われている実施例を基に検討す
る。
（授業内容）パブリックイメー （予習：３時間）ニュースで取り扱われるインタ
ビューをインタビュー内容に注意して見ておく。
ジ
（授業方法）インタビュー、パ
ブリックスピーキングについて
事例を基に説明をする。
（授業内容）メディアにおける
ブランド・イメージ戦略
（授業方法）戦略的なブランド
コミュニケーション開発、 広
告PR、メディア選択について事
例を基に説明する。
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（復習：１時間）授業で配布した資料を再度読み
、インタビューに関する理解を深める。
（予習：４時間）課題２：シ−ズンチケットセー
ルスキャンペーン案を提出する。長期のチケット
販売プランを作成する。

8

伊藤真紀

（授業内容）メディアにおける （予習：３時間）好きなブランド、チームのイメ
ージ戦略的観点に注意し、プロモーション活動や
危機管理対応
CM等を調べる。メディアにおける危機管理対応事
（授業方法）メディアにおける 例を調べる。
危機管理の重要性を事例を基に
（復習：１時間）授業で配布した資料を再度読み
説明する。
、メディアにおける危機管理対応について理解を
深める。

9
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（授業内容）グループワーク、 (予習:4 時間）最終グループプレゼンテーション
グループプレゼンテーション準 の準備を各グループで行う。
備
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（授業方法）最終グループプレ
ゼンテーションの進捗状況の確
認並びにグループワークを行い
、各グループごとにアドバイス
を行う
（授業内容）企業の社会的責任 （予習：３時間）好きなブランド、チームのイメ
ージ戦略的観点に注意し、プロモーション活動や
とスポーツ
CM等を調べ、各組織のCSR事例を調べる。
（授業方法）スポーツを使った
Corporate social responsibi （復習：１時間）授業で配布した資料を再度読み
lity（CSR)を実際の十時事例を 、CSRについての理解を深める。
基に説明する。
(授業内容）メガスポーツイベ (予習:4 時間)宣伝活動案を提出する。課題１、
２をまとめチームのメディアマーケティングプラ
ントとメディア
ンを総括しまとめる。
（授業方法）メガイベントと呼
ばれる国際的なスポーツ大会に
おけるメディアの役割や取り扱
い方について事例を基に説明す
る。
（授業内容）グループプレゼン (予習:4 時間)最終グループプレゼンテーション
に向けて、グループでしっかりとプレゼンテーシ
テーション発表I
ョン並びに企画書を準備する。
（授業方法）1グループ10分程
度で最終課題について発表を行
う。最後にプレゼンテーション
総括を行う。
（授業内容）グループプレゼン (予習:4 時間)最終グループプレゼンテーション
に向けて、グループでしっかりとプレゼンテーシ
テーション発表II
ョン並びに企画書を準備する。
（授業方法）1グループ10分程
度で最終課題について発表を行
う。最後にプレゼンテーション
総括を行う。
(予習:4 時間)本授業で学んだ事を今後のメディ
（授業内容）
アの授業、スポーツマネジメントの授業、更には
授業総括
卒論で自分がどのようなテーマに興味があるかを
レポートにまとめる。
(授業方法)
これまでのレポート課題、グル
ーププレゼンテーションの内容
について解説する。
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授業科目名
英語科目名

スポーツマネジメント論
Sport Management

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

小笠原

1年
悦子

授業概要
【授業全体の内容的】
スポーツマネジメントとは、スポーツサービスを効率的に生み出し、人々に提供するために、「ヒト、モノ
、カネ、情報」といった経営資源をうまく配分、管理することである。本講義では、マネジメントの原則がス
ポーツに応用され、スポーツ特有のマネジメントを行う必要性があることを理解すること。
前期で学修した「スポーツマネジメント」（改訂版）の応用で、マネジメント、マーケティングの原則の「
スポーツマネジメント」への応用を実感する。また、学んだ知識がどのように実践の世界では行われているの
かをゲストを迎えた授業では確認する。
【授業の位置づけ（学院授与方針に定められた知識・能力等との関連）】
この科目は、「スポーツマネジメント学分野の専門的な知識と技能」を身に付けるための科目の1つとして
開講される。また、スポーツマネジメント学科においては、「国際的な視野を持、ビジネス対象としてのスポ
ーツを「ヒト・モノ・カネ・情報」という経営資源の側面からマネジメントできる能力」という学位授与方針
の達成にも寄与する。
【授業の達成目標】
１．マネジメント、マーケティングの原則の「スポーツマネジメント」への応用を実感する。
２．学んだ知識がどのように実践の世界では行われているのかを各ゲストを迎えた授業では確認する。
成績評価
【成績評価の基準】
１．マネジメント、マーケティングの原則の「スポーツマネジメント」への応用を実感する（平常点:コメン
トカード）。
２．学んだ知識がどのように実践の世界では行われているのかを各ゲストを迎えた授業では確認する（期末テ
スト）。
【成績評価の方法】
各授業に対する取り組み積極的な姿勢およびリアクション（コメント）と期末テストで評価する
授業中のリアクション（コメント） 4% x 14回＝56%
期末テスト
44%
合計
100%
履修における留意事項
【履修要件】
マネジメント総論を履修していることが望ましい。
【受講上の注意】
授業では多彩なゲストを迎えて行われる。ゲストを迎える服装を含めしっかりとした心構えを持って臨んで
欲しい。
【テキスト】
Principles and Practice of Sport Management
5). Jones and Bartlett Publishers
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：小笠原悦子
eogasawa@juntendo.ac.jp

Masteralexis, L.P., Barr, C.A., & Hums, M.A

【オフィスアワー】
日時：火曜日 2時間目
場所：1号館3階1329室
できるだけ、事前にemailにて面会の予約を取るように心がけて下さい。
備考

1789

(201

授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
小笠原悦子
1
（授業内容）
オリエンテーション
授業の目的、進め方、評価方法
等
（授業方法）
ＰＰＴによる授業の到達目標、
評価方法を含めた進め方の説明
をする。
小笠原悦子
2
（授業内容）
マネジメントの原則のスポーツ
マネジメントへの応用（第2章
）について理解を深める
（授業方法）
ＰＰＴや動画を用いて授業内容
の解説を行う。グループに分か
れて、課題について話、発表を
行う。
小笠原悦子
3
（授業内容）
マーケティング原則のスポーツ
マネジメントへの応用（第3章
）にういて理解を深める
（授業方法）
ＰＰＴや動画を用いて授業内容
の解説を行う。グループに分か
れて、課題について話、発表を
行う。
ゲスト
4
（授業内容）
スポーツマーケティングの実践
（１）
ゲストスピーカー２
（授業方法）
ゲストによるＰＰＴや動画での
講義。学生はその業界や企業に
ついて調べてきたことと照らし
合わせ、ゲストに質問を行う。
ゲスト
5
（授業内容）
スポーツメディアの実際につい
て理解を深める
（授業方法）
ゲストによるＰＰＴや動画での
講義。学生はその業界や企業に
ついて調べてきたことと照らし
合わせ、ゲストに質問を行う。
小笠原悦子
6
（授業内容）
アマチュアスポーツ産業（アメ
リカの大学スポーツ）（第8章
）について理解を深める
（授業方法）
ＰＰＴや動画で内容の説明を行
う。
課題を出し、各自で考えて、答
えを一人ずつ30秒で答える。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習:1時間）
マネジメントの原則のスポーツマネジメントへ
の応用（第2章）を読む

（復習：1時間）
マネジメントの原則を復習
（予習：３時間）
マーケティング原則のスポーツマネジメントへの
応用（第3章）を読む

（復習：1時間）
マーケティングの原則について復習
（予習：３時間）
ゲストスピーカーの企業研究について調べる

（復習：1時間）
マーケティングの実践で重要なことについて復
習
（予習：３時間）
ゲストの企業研究

（復習：1時間）
スポーツメディアにおいて重要な点を復習する
（予習：３時間）
アマチュアスポーツ産業（アメリカの大学スポ
ーツ）（第8章）を読む

（復習：1時間）
大学スポーツについてwesbiteで調べる
（予習：３時間）
広告代理店について調べる

7

ゲスト

8

ゲスト

9

小笠原悦子

10

ゲスト

11

ゲスト

12

小笠原悦子

13

小笠原悦子

（復習：1時間）
（授業内容）
広告代理店のスポーツビジネス 他の広告代理店のビジネスを調べる
（予習：３時間）
についての理解を深める
ゲストの企業研究
（授業方法）
ゲストによるＰＰＴや動画での
講義。学生はその業界や企業に
ついて調べてきたことと照らし
合わせ、ゲストに質問を行う。
（復習：1時間）
（授業内容）
プロ野球のビジネスについて理 パリーグについて調べる
（予習：３時間）
解を深める
国際的なスポーツ（第9章）を読む
（授業方法）
ゲストによるＰＰＴや動画での
講義。学生はその業界や企業に
ついて調べてきたことと照らし
合わせ、ゲストに質問を行う。
（復習：1時間）
（授業内容）
国際的なスポーツのWebsiteを調べる
国際的なスポーツ（第9章）に
（予習：３時間）
ついて理解を深める
ゲストの企業研究
（授業方法）
ＰＰＴや動画を用いて授業内容
の解説を行う。グループに分か
れて、課題について話、発表を
行う。
（復習：1時間）
（授業内容）
スポーツ・エージェント（第11 他のエージェントのwebsiteを調べる
（予習：３時間）
章）について理解を深める
ゲストの企業研究
（授業方法）
ゲストによるＰＰＴや動画での
講義。学生はその業界や企業に
ついて調べてきたことと照らし
合わせ、ゲストに質問を行う。
（復習：1時間）
（授業内容）
スポーツとニューメディア（第 ビッグデータについて調べる
18章）について理解を深める （予習：３時間）
International Sport (第9章）を読む
（授業方法）
ゲストによるＰＰＴや動画での
講義。学生はその業界や企業に
ついて調べてきたことと照らし
合わせ、ゲストに質問を行う。
（復習：1時間）
（授業内容）
International Sport (第9章） スポーツの国際化とは何かをまとめる
（予習：３時間）
について理解を深める
セールスとスポンサーシップ（第14章）を読む
（授業方法）
ＰＰＴや動画を用いて授業内容
の解説を行う。グループに分か
れて、課題について話、発表を
行う。
（復習：1時間）
（授業内容）
セールス（第14章）について理 セールスにとって最も重要なことは何だったの
か？について復習する
解を深める
（予習：３時間）
（授業方法）
ゲストによるＰＰＴや動画での キャリア成功のための戦略（第21章）を読む
講義。クイズをwebsite上のサ
イトを利用してアンケート形式
で行う。
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小笠原悦子

（復習：４時間）
（授業内容）
キャリア成功のための戦略（第 これまで学修した範囲の総復習
21章）について理解を深める
（授業方法）
ＰＰＴや動画を用いて授業内容
の解説を行う。グループに分か
れて、課題について話、発表を
行う。
期末テスト
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授業科目名
英語科目名

スポーツマーケティングの基礎
Basic Sports Marketing

授業形態
開講学期

講義
半期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

工藤

康宏

授業概要
［授業全体の内容］
スポーツを「する・みる・支える」という視点に加え、スポーツマーケティングの視点から読み解く知識と
視点を身につける。スポーツマーケティングの基礎となるマーケティングを学び、スポーツを競技や楽しみと
して自分が「する・みる」ものとしてだけではなく、商品やプロダクトとしてマーケティングの側面からとら
えていくことが出来るようになるための基礎知識を習得する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした教養」「経営学・社会心理学・社会学を応用したスポーツマ
ネジメントについての知識」「スポーツをヒト・モノ・カネ・情報という経営資源の側面からマネジメントで
きる」という学位授与方針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
1.一般的なマーケティングの基礎的な用語や考え方、理論を知っている。
2.身の回りのスポーツに関連する人々の行為やビジネス、出来事にマーケティングの考え方を当てはめて考え
ることができる。
3.スポーツ消費者の持つ特徴を説明できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1.マーケティング分野の基本的な用語の意味を理解している（中間・定期試験）
2.マーケティングの基本的な考え方や用語用いて、スポーツの出来事に当てはめて考えることができる（レポ
ート、グループワーク）
3.授業中の発言、グループワークの取り組みなどによって、受講態度を評価する（平常点）
[成績評価の方法]
課題レポート2回程度（20％）、グループワーク（20％）、中間・定期試験（40％）、平常点（20％）を総合
して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
スポーツマーケティング論、イベント概論、スポーツイベントの企画運営、スポーツイベントの企画運営実
習、スポーツマーケティング実習、を受講予定の学生は、本科目を受講してください。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.学生の講義内容の理解の確認や教員へのフィードバックのために、スマートフォンあるいはタブレット等の
QRコードリーダーを使用する場合がありますので、使用できるように準備してください。
2.授業時間の3分の2以上の出席時間がない場合は欠席となります。
3.遅刻および早退は、3回をもって欠席1回分に換算します。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
試験やレポートの解説や、「履修上の注意１」を活用し、フィードバックを行います。
[テキスト・参考書等]
テキストの指定はありませんが、講義での資料配布、参考文献の指示を出します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
工藤康宏 ykudou[at]juntendo.ac.jp
※：[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
火曜 16:30‑17:30
木曜 13:00‑14:00（前期)、金曜

13:00‑14:00（後期)
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備考
［学修時間］
本科目は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
工藤（以下同）
1
オリエンテーション
授業の目的と概要の解説、授業
の進め方のガイダンスと評価方
法の説明。
2
マーケティングとは①
マーケティングって何？
概念理解、基礎概念マーケティ
ングの誕生と時代による変遷
3
マーケティングとは②
マーケティングの範囲、顧客志
向、顧客（ニーズ）の創造
4
考えてみよう
グループ・ワーク（GW）１
5
マーケティング・マネジメント
①
顧客を知る、ライバルを知る、
自分を知る（分析）
6

7
8

9

10

11

12

13

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
復習課題：マーケティングの概念や定義について
調べる（4時間）

予習課題：マーケティングの定義を整理する（1
時間）
復習課題：顧客志向について事例を調べる（3時
間）
事例をもとにした、顧客志向や需要創造に関する
レポート課題（5時間）
予習課題：マーケティングにおける環境分析につ
いて調べる（4時間）
予習課題：ターゲットマーケティング、マーケテ
ィングミックスについて調べる（3時間）

復習課題：環境分析の具体的な手法の確認（1時
間）
マーケティング・マネジメント 学習課題：中間試験に向けた学習（6時間）
②
市場、ターゲット、マーケティ
ングミックス、マーケティング
活動の実施
中間試験
中間試験
スポーツマーケティングとは？ 予習課題：スポーツマーケティングの定義、スポ
オリエンテーション、スポーツ ーツマーケティングが利用されている事例を調
マーケティングの考え方、経験 べる（2.5時間）
価値マーケティング、マーケテ 復習課題：スポーツマーケティングの定義の理解
、経験価値の理解（1.5時間）
ィングマインド、定義
スポーツ消費者ってどんな人た 予習課題：経験価値マーケティング、スポーツ消
ち？スポーツ観戦者、スポーツ 費者の定義を調べる（2時間）
参加者、ファン、スポーツ消費 復習課題：スポーツ消費行動の確認（2時間）
者、スポーツの消費行動
スポーツ・プロダクトの特徴 予習課題：スポーツプロダクトとしての「する・
スポーツ・プロダクトの特徴、 みるスポーツ」について事例収集を行う（3時間
するスポーツ、見るスポーツ、 ）
復習課題：スポーツプロダクトの理解（1時間）
経験価値マーケティング
各論：するスポーツのマーケテ 予習課題：事例収集（レジャースポーツやフィッ
トネスクラブの取り組みを調べる）（3時間）
ィング
フィットネスクラブ、レジャー 復習課題：フィットネスクラブのマーケティング
・スポーツ、ラウンド１、GW2 の理解（1時間）
各論：スポーツイベントとマー 予習課題：事例収集（国際的メガスポーツイベン
トと地域で開催される生涯スポーツイベントにつ
ケティング
オリンピック、サッカーＷ杯、 いて）（3時間）
復習課題：スポーツイベントにおけるマーケテ
生涯スポーツイベント、GW3
ィングの理解（1時間）
各論：プロスポーツとマーケテ 予習課題：事例収集（プロスポーツとマーケティ
ング）（3時間）
ィング
プロスポーツリーグ経営、Ｊリ 復習課題：プロスポーツリーグが行うファンビジ
ネスについての理解（1時間）
ーグとプロ野球、GW3
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15

各論：スポーツと都市経営、ま
ちづくり、コミュニティ
スポーツと都市経営、まちづく
り、スポーツ・コミッション、
スポーツツーリズム、総合型地
域スポーツクラブ、GW4
期末試験
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予習課題：スポーツとまちづくりの事例収集（3
時間）
復習課題：スポーツと都市経営の関係についての
理解（1時間）

期末試験

授業科目名
英語科目名

スポーツマーケティング論
The Theory of Sports Marketing

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

工藤

康宏

授業概要
[授業全体の内容]
スポーツを「する・みる・支える」という視点に加え、スポーツマーケティングの視点から読み解く知識を
習得し、と理解を深める。スポーツマーケティングの基礎的な知識やマーケティングマインド、スキルと、基
本的な理論を学び、身のまわりにあるスポーツ消費行動を考え、理解していくことを目指す。また、スポンサ
ーシップ、マーケティング戦略、マーケティングミックス、マーケティングリサーチ、需要創出などについて
、理論を交えて学ぶ。
マーケティングでは「顧客(消費者)志向」の考え方が原点とされている。スポーツに関連するビジネスの消
費者がどんな特徴を持ち、何を消費しているのか、スポーツマーケティング活動の「売れる仕組みづくり」や
「ニーズの創出｣という視点から学び、経営資源をマネジメントできる実践力や応用力、そのための理論的背
景を学ぶ。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「経営学・社会心理学・社会学を応用したスポーツマネジメントについての知識」「スポーツ
をヒト・モノ・カネ・情報という経営資源の側面からマネジメントできる」という学位授与方針の達成に寄与
する。
[授業の到達目標]
1.スポーツマーケティングの基礎的な用語や考え方、理論を知っている。
2.身の回りのスポーツに関連する人々の行為やビジネスを、スポーツマーケティングの基礎的な用語や知識、
理論を用いて説明できる。
3.ポーツに関連する消費行動について、消費者行動や購買意思決定を説明する理論や法則、専門用語を用いて
説明できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1.スポーツマーケティング分野の基本的な用語の意味、理論を理解している（中間・定期試験）
2.現代社会におけるスポーツ消費行動や、スポーツビジネス活動をスポーツマーケティング分野の用語
や理論を用いて具体的に説明することができる（レポート、グループワーク）
3.授業中の発言、グループワークの取り組みなどによって、受講態度を評価する（平常点）
[成績評価の方法]
課題レポート2回程度（20％）、グループワーク（20％）、中間・定期試験（40％）、平常点（20％）を総合
して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
イベント概論、スポーツイベントの企画運営、スポーツイベントの企画運営実習、スポーツマーケティング
実習、を受講予定の学生は、本科目を受講してください。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.学生の講義内容の理解の確認や教員へのフィードバックのために、スマートフォンあるいはタブレット等の
QRコードリーダーを使用する場合がありますので、使用できるように準備してください。
2.授業時間の3分の2以上の出席時間がない場合は欠席となります。
3.遅刻および早退は、3回をもって欠席1回分に換算します。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
レポートや試験の解説や、「履修上の注意１」で示したようなフィードバックを行う。
[テキスト・参考書等]
1.仲澤眞、吉田 編著，よくわかるスポーツマーケティング，ミネルヴァ書房，2017年
連絡先とオフィスアワー

1796

を予定

［連絡先］
工藤康宏 ykudou[at]juntendo.ac.jp
※：[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
火曜 16:30‑17:30
木曜 13:00‑14:00（前期)、金曜 13:00‑14:00（後期)
備考
［学修時間］
本科目は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
工藤
1
前期開講科目のまとめ

2

工藤

3

工藤

4

工藤

5

工藤

6

工藤

7
8

工藤
工藤

マーケティング、スポーツマー
ケティング。
スポーツマーケティング戦略、
スポーツビジネス。
スポーツを通じたマーケティン
グ

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
予習課題：前期科目「スポーツマーケティングの
基礎」の振り返り（5時間）
復習課題：スポーツプロダクトの特徴について、
定義・概念の整理（1時間）
予習課題：スポーツスポンサーシップの事例収集
（3時間）

スポーツを通じたターゲット市
復習課題：スポーツを利用したマーケティングの
場への到達
スポーツプロダクト ／ ノン 理解（1時間）
スポーツプロダクト
スポンサーシップ①
予習課題：スポーツスポンサーシップの分類に応
プロモーションのツール、歴史 じた事例収集（3時間）
的変遷、スポンサーが最も集ま
復習課題：プロモーションツールの整理（1時間
るのがスポーツ
）
予習課題：スポーツ用品メーカーの行うスポーツ
スポンサーシップ②
スポンサーシップの事例収集（3時間）
エンドースメント、ネイミング
ライツ、ライセンシング、イベ 復習課題：スポーツイベントの中にみられるスポ
ンサーの理解（1時間）
ントスポンサー
予習課題：スポーツ消費者都はどんなものだった
スポーツのマーケティング
か（1時間）
スポーツ消費者・スポーツプロ レポート課題（スポーツ参加者と観戦者）の提示
（5時間）
ダクトの理解
スポーツ消費者の理解
学習課題：中間試験に向けた学習（6時間）
参加者、観戦者、スポーツ用品
、アパレル etc.
中間試験
中間試験
売る仕組み（マーケティング戦
予習課題：流通について、SWOT分析について調べ
略）を考える
る（3時間）
顧客を知る、競合相手を知る、
自分を知る（SWOT分析、PPM） 復習課題：４つのP（1時間）
、マーケティングミックス、４
つのP
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9

工藤

10

工藤

11

工藤

12

工藤

13

14

15

工藤

何をどこで売るの？（プロダク
予習課題：プロダクトライフサイクルについて調
ト／立地・流通）
べる（3時間）
プロダクト・ライフサイクル、
差別化、流通経路、顧客接点 復習課題：スポーツイベントにおける顧客との接
点（1時間）
そのスポーツ、いくら？（価格
予習課題：価格の定義、価格戦略について調べる
）
（3時間）
スポーツと価格、価格と需要、
復習課題：価格戦略におけるプレミアム価格とフ
価格戦略
リーミアム（1時間）
誰も知らなければ買ってくれま
予習課題：東京ディズニーリゾートが優れている
せん（プロモーション）
理由（2時間）
スポーツ消費者の情報源、広告
、パブリシティ、口コミ、イン 復習課題：同じブランドに惹かれる理由（2時間
）
センティブ など
スポーツの商売相手は、スポー 予習課題：経験価値マーケティングについて（3
時間）
ツだけ？
経験価値マーケティング、レジ
ャー活動、東京ディズニーリゾ
ート
顧客を知ろう−マーケティング
・リサーチ

レポート課題（スポーツ、レジャーの事例を経験
価値マーケティングにあてはめる）の提示（5時
間）
予習課題：マーケティングリサーチ、CS調査とは
（3時間）

工藤

マーケティングリサーチ、CS調 復習課題：スポーツに関連するニーズ（1時間）
査、調査の目的、手順、サンプ
リング、分析
顧客創造にむけて

工藤

顧客のニーズに答える、顧客の
ニーズを創りだす
期末試験
期末試験
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授業科目名
英語科目名

経営組織論
Business Organization

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

水野

基樹

授業概要
（授業全体の内容）
社会の構成要素としての組織を研究対象として、その行動や変化のメカニズムを解明するのが経営組織論で
す。そのため本講義では、現代の組織を理解するために、「組織と環境、人間との関わり」をテーマに、①組
織デザイン、②境界マネジメント、③組織ダイナミクス、④組織の能力開発、の４つの分析視角から経営組織
に関する基礎的な理論の理解を深めてもらうのが目的です。
よって、本授業の概要は、以下のようになります。具体的には、現代のように不確実な環境の中でパフォー
マンスを高めていくにはどのように組織を設計したらよいか、人間と組織がWin‑Winの関係になるマネジメン
トとはいかなるものか。このような組織における経営課題にアプローチするためにも、本講義ではテキストの
理解にとどまることなく、様々な組織事例（企業、NPO、病院、スポーツ組織）の理論的検討とともに、適宜
、補助教材(新聞記事、雑誌記事、VTR等）を活用し、時事的な内容や現場での実践例を用い、解説していきま
す。そして、経営学、社会心理学、社会学を応用したスポーツマネジメントについての知識を習得を目指しま
す。
（授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連））
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「協働による課題解決のためのコミュニケーション
能力」の習得、スポーツマネジメント学科の学生にとっては、「経営学、社会心理学、社会学等を応用したス
ポーツマネジメントの知識技能」、「経営資源の側面からマネジメントできる能力」を養う科目として位置づ
けられる。
（授業の到達目標）
１．基礎的な経営学理論を論理的に説明できる。
２．日本経済新聞やビジネス雑誌を読みこなすことができる。
３．企業事例（Case Study）を理論と結び付けて考えることができる。
成績評価
（評価方法）
「経営組織論」に関する基本的な知識とノウハウの習得、授業参加、事前・事後学習の態度、レポート、期
末試験により総合的に判断します。具体的には、授業態度・取り組む姿勢：10％、事前・事後学習10％、レポ
ート課題：10％、定期試験：70％。
（評価基準）
１．基礎的な経営学理論を論理的に説明できるか定期試験で評価します。
２．日本経済新聞やビジネス雑誌を読みこなすことができるように、授業の事前・事後の学習を評価します
。
３．企業事例（Case Study）を理論と結び付けて考える能力が向上したかレポート課題により評価します。
４．その他、学習意欲や参加態度を講義内の小テストや課題などで評価します。
履修における留意事項
（履修要件）
経営学を履修していることが望ましいですが、必ずしも必要条件ではありません。
（履修上の注意（科目独自のルール））
高い意欲をもって履修してください。
（課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法）
授業やレポートにおけるコメントを通してフィードバックを行う。
（テキスト・参考書など）
教科書：加藤茂夫編著 『ニューリーダーの組織論―企業のダイナミズムを引き出す―』 泉文堂、2002年
参考書：授業時に適宜、指示します。
連絡先とオフィスアワー
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（連絡先）
担当：水野基樹
mtmizuno[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
（オフィスアワー）
日時：月曜日 10時〜12時、火曜日 15時〜16時
場所：1号館3階1320室
※上記の時間帯は予約が無くても対応しますが、予約があった学生を優先します。
できる限り、前日までにE‑Mailで予約するように心掛けてください。
備考
（学習時間）
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
（その他）
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
水野基樹
（予習：3時間）
1回
（授業内容）
【コーポレート・アーキテクチ 授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
ャー】
現代企業の代表的な組織構造を 課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：1時間）
理解する。
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
（授業方法）
職能別組織、事業部制組織、マ トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
トリックス組織、ハイブリッド メントを課す。
組織などに関する理論の解説と
企業事例（VTR）を紹介する。
水野基樹
（予習：3時間）
2回
（授業内容）
【コーポレート・イノベーショ 授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
ン】
柔軟性な組織の構築と機能につ 課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：1時間）
いて理解する。
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
（授業方法）
タスクフォースとプロジェクト トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
チームに関しての理論の解説と メントを課す。
企業事例（VTR）を紹介する。
水野基樹
（予習：3時間）
3回
（授業内容）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
【非営利組織】
NPOの事業ドメインとマネジメ 、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
ントについて理解する。
（復習：1時間）
（授業方法）
「市場の失敗・政府の失敗」と 次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
NPOマネジメントに関しての理 トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
論の解説と企業事例（VTR）を メントを課す。
紹介する。
水野基樹
（予習：3時間）
4回
（授業内容）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
【M&A】
企業のM&Aの定義と類型につい 、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
て理解する。
（復習：1時間）
（授業方法）
企業の経営戦略とM&Aに関して 次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
の理論の解説と企業事例（VTR トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。
）を紹介する。
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5回

水野基樹

6回

水野基樹

7回

水野基樹

8回

水野基樹

9回

水野基樹

10回

水野基樹

（予習：3時間）
（授業内容）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
【ネットワーク外部性】
企業間競争におけるスタンダー 、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
ド戦略への含意について理解す 課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：1時間）
る。
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
（授業方法）
ディファクトスタンダードとグ トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
ローバルスタンダードに関して メントを課す。
の理論の解説と企業事例（VTR
）を紹介する。
（予習：3時間）
（授業内容）
【ビジネス・アーキテクチャー 授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
】
ネットワーク組織と境界マネジ 課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：1時間）
メントについて理解する。
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
（授業方法）
組織間関係論と資源依存パース トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
ペクティブに関する理論の解説 メントを課す。
と企業事例（VTR）を紹介する
。
（予習：3時間）
（授業内容）
【インベスター・リレーション 授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
ズ】
コーポレート・ガバナンスとIR 課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：1時間）
活動について理解する。
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
（授業方法）
企業のステークホルダー（多種 トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
多様な利害関係者）・マネジメ メントを課す。
ントに関しての理論の解説と企
業事例（VTR）を紹介する。
（予習：3時間）
（授業内容）
【カスタマー・リレーションズ 授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
】
組織均衡とユーザー・イノベー 課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：1時間）
ションについて理解する。
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
（授業方法）
顧客（消費者）と製品サービス トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
・イノベーションに関しての理 メントを課す。
論の解説と企業事例（VTR）を
紹介する。
（予習：3時間）
（授業内容）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
【アライアンス】
企業のアライアンスの類型とマ 、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
ネジメントについて理解する。 課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：1時間）
（授業方法）
企業の経営戦略とアライアンス 次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
に関する理論の解説と企業事例 トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。
（VTR）を紹介する。
（予習：3時間）
（授業内容）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
【リーダーシップ】
リーダーシップの類型と組織の 、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
パワー現象について理解する。 課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：1時間）
（授業方法）
・リーダーシップとフォロワー 次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
シップの関係を体験ワークを通 トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
じて理解すると同時に、リーダ メントを課す。
ーシップに関する理論の解説と
企業事例（VTR）を紹介する。
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11回

水野基樹

12回

水野基樹

13回

水野基樹

14回

水野基樹

15回

水野基樹

（授業内容）
【意思決定】
管理者の役割と組織影響力につ
いて理解する。
（授業方法）
意思決定プロセスと「ゴミ箱モ
デル」に関しての理論の解説と
企業事例（VTR）を紹介する。
（授業内容）
【モチベーション】
モチベーション研究の２つの視
点（類型）を理解する。
（授業方法）
企業におけるモチベーション開
発の実践的手法を体験ワークを
通じて学習すると同時に、関連
理論の解説と企業事例（VTR）
を紹介する。
（授業内容）
【ナレッジ・マネジメント】
組織における情報の有する側面
と組織学習におけるダブルルー
プ学習を理解する。
（授業方法）
知識創造理論のSECIモデルに関
しての理論の解説と企業事例（
VTR）を紹介する。
（授業内容）
【人材開発】
キャリア概念と人材開発プロセ
スについて理解する。
（授業方法）
企業の360度評価制度の人材開
発への適用に関しての理論の解
説と企業事例（VTR）を紹介す
る。
定期試験の実施
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（予習：3時間）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：2時間）
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。
（予習：3時間）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：2時間）
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。

（予習：3時間）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：2時間）
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。
（予習：3時間）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：2時間）
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。

授業科目名
英語科目名

スポーツと法
Sports and the Law

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 早瀬 健介
科目担当者
早瀬健介
授業概要
【授業全体の内容】
東京オリンピック・パラリンピックを目前に控え、国民のスポーツに対する興味・関心は高まりつつある。
その一方で、スポーツに端を発する様々な問題も散見されるところでありスポーツにおける高潔性も求められ
ている。遊びより始まったスポーツではあるがその活動には危険が内在しており、今後指導者には如何にその
危機を管理するかがより一層求められることとなる。この授業では、国民のスポーツ活動を支えているスポー
ツ基本法等の内容はもとより、積極的かつ安全にスポーツ活動に参画するためそのリスクマネジメントについ
て学びます。
【授業の概要】
スポーツ振興法やスポーツ基本法の成立の背景から、それらスポーツ根拠法が実際の社会生活に果たす役割を
知るとともに、指導者としてのスポーツ事故への対応やそれらに関する具体的なリスクマネジメント等につい
て講義を行う。
【授業の位置付け（.学位授与方針に定められた知識・能力との関連）】
スポーツはそもそも危険を内在していることより、スポーツ活動中に様々な理由により事故の発生すること
が少なからずある。しかしながらスポーツ指導者には活動者等に対する安全配慮義務があり、スポーツ健康科
学を中心とした幅広い知識と教養に加えスポーツ法に関する基本的知識、さらにはスポーツに関連する様々な
条件のマネジメントが求められることとなる。
したがって当該科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」、「経営学・社会心理学・社
会学を応用したスポーツマネジメントについての知識」、「スポーツをヒト・モノ・カネ・情報という経営資
源の側面からマネジメント」といった知識・能力等の獲得等に寄与する。
【授業の到達目標】
１．スポーツ振興法、スポーツ基本法策定の背景について説明できる。
２．スポーツ基本法の概要について説明できる。
３．スポーツ事故防止に関する基本的知識を身につけるとともに、必要な際には現場でその能力を活かすこと
ができる。
成績評価
【成績評価方法】
定期試験の成績(70％)を基本に、授業態度（出席状況）・取り組む姿勢（授業内小レポート・レポート内容）
等を加味して(30%)総合評価、単位認定を行う。出席が2/3に満たない学生については試験を受けることはでき
ない。
【試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法】
最終授業において試験を一旦返却、模範解答を示し、解説を行う。
【成績評価基準】
定期試験においては、スポーツ根拠法についての理解、危機管理に関する基本的知識等について評価、レポー
ト課題においては、授業内容に関連するテーマを取り上げ、自身の問題として対応できるかについて評価を行
う。 （授業の到達目標）
１．スポーツ振興法、スポーツ基本法策定の背景について理解している。
２．スポーツ基本法の概要について理解している。
３．スポーツ事故防止に関する基本的知識を有している。
４．スポーツ事故発生時に冷静な対応のできる能力を身につけている。
履修における留意事項
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【履修要件】
スポーツ活動は、そもそも危険を内在していることを十分に認識しており、自分だけは大丈夫と考えることな
く、常に危機管理について意識する「ころばぬ先の杖」といった考え方の持つことのできる学生。
【履修場の注意】
授業において学籍番号もしくは氏名を呼ばれた際に、対応の無かった学生については、その回の授業を欠席扱
いとする。
【テキスト・参考書】
必要に応じて資料配付を行うことより、授業内において配付された資料は、各自で整理をするとともに必ず持
ってくること。
（授業内において配付された資料は、各自で整理（ファイルに綴じるなどノートを作成）をする。）
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
東京女子体育大学（本務校）：℡042‑572‑4131（代）（内620）
【ｵﾌｨｽｱﾜｰ】
非常勤授業であることより、授業内及び授業終了後に対応
備考
【学修時間】 約57時間
【その他】
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
早瀬 健介
1
（授業内容）
オリエンテーション
授業目的、授業概要、成績評価
等の説明

2

3

早瀬

早瀬

健介

健介

（授業方法）
スクール形式による配付資料等
に基づいた講義(P.P.を使用)
（授業内容）
スポーツと法律
みんなのスポーツ憲章、体育及
びスポーツに関する国際憲章、
新ヨーロッパスポーツ憲章、日
本国憲法
（授業方法）
スクール形式による配付資料等
に基づいた講義(P.P.を使用)
（授業内容）
スポーツ振興法(昭和36年)
総則及び基本的な考え方
なぜ昭和36年に日本で初めての
スポーツ根拠法が成立したのか
。
（授業方法）
スクール形式による配付資料等
に基づいた講義(P.P.を使用)
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
第1回授業を終えて
ガイダンスを思い出し、履修の有無をよく考えて
下さい。

予習 120分
スポーツ固有のルールと国家法
日本国憲法において、何条のどの部分にどのよう
なスポーツ権に関する記述が存在するのか少なく
とも一つは書き出してくる。
復習 60分
配付資料の内容整理
本日のまとめ
予習 120分
昭和36年のスポーツ振興法を調べ、このスポーツ
振興法の真の目的を簡潔に書き出してくる
復習 90分
配付資料の内容整理
スポーツ振興法のポイントをまとめる

4

早瀬

健介

5

早瀬

健介

6

早瀬

健介

7

8

9

10

早瀬

早瀬

早瀬

早瀬

健介

健介

予習 120分
なぜ平成22年に「スポーツ基本法」スポーツ根拠
法を改定しなければならなかったのか簡潔に書き
出してくる。

（授業内容）
スポーツ基本法①
前文及び総則

（授業方法）
スクール形式による配付資料等 復習 90分
に基づいた講義(P.P.を使用) 配付資料の内容整理
「前文」に見られるスポーツ基本法の特徴をまと
める
予習 120分
（授業内容）
スポーツ基本法において新たに対応が求められて
スポーツ基本法②
スポーツ基本法の基本的施策内 いる具体的内容について明らかにしてくる
容及びスポーツ推進体制の整備 スポーツ基本法における｢スポーツ庁｣に関する記
述の在り方について自身の考えをまとめてくる
（授業方法）
スクール形式による配付資料等 復習 60分
に基づいた講義(P.P.を使用) 配付資料の内容整理
スポーツ基本法について概要を理解する
予習 120分
（授業内容）
諸外国におけるスポーツの振興 諸外国において、日本の「スポーツ振興投票くじ
」に相当するものの有無について簡潔に調べる。
と諸法規
（授業方法）
スクール形式による配付資料に
基づいた講義(P.P.を使用)
（授業内容）
スポーツ事故における危機管理
リスクとは何か、事故防止の基
本的対策
（授業方法）
スクール形式による配付資料に
基づいた講義(P.P.を使用)
（授業内容）
スポーツ事故と事故責任
事故の形態、「過失」と「故意
」、「予見可能性」と「回避可
能性」

健介

（授業方法）
スクール形式による配付資料に
基づいた講義(P.P.を使用)
（授業内容）
スポーツ事故への対応
事故直後にすべきことは、訴訟
対応

健介

（授業方法）
スクール形式による配付資料等
に基づいた講義(P.P.を使用)
（授業内容）
スポーツ仲裁
スポーツ仲裁と裁判の違い
スポーツ仲裁のメリット

復習 60分
配付資料の内容整理
予習 120分
学校体育で行うスポーツ種目と起こりやすい事故
のパターンについて調べる
復習 120分
授業配付資料の内容整理
スポーツ事故防止のポイント整理
予習 150分
「ハインリッヒの法則」に関して調べておく
スポーツ事故の責任の所在の可能性について複数
考えてくる
復習 120分
授業配付資料の整理
事故責任のとらえ方についてまとめる
予習 90分
スポーツ事故の様々な形態について書き出してく
る
復習 120分
配付資料の整理
スポーツ事故の指導者責任について簡潔にまとめ
る
予習 120分
日本で初めてのスポーツ仲裁事例は何であったの
か、簡潔にまとめてくる

復習 120分
配付資料の整理
（授業方法）
スクール形式による配付資料等 仲裁とはどのようなことであり、スポーツ仲裁と
に基づいた講義(P.P.を使用) の違いは何であるのか、簡潔にまとめる
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11

早瀬

健介

12

早瀬

健介

13

早瀬

健介

14

早瀬

健介

15

早瀬

健介

（授業内容）
スポーツとアンチ･ドーピング
スポーツにおけるドーピングの
歴史と、アンチ・ドーピング活
動の根拠

予習 180分
WADA設立のきっかけとなった事象と、設立の経緯
について簡潔に調べてくる

復習 90分
配付資料の整理
アンチ・ドーピングの根拠について簡潔にまとめ
（授業方法）
スクール形式による配付資料等 る
に基づいた講義(P.P.を使用)
予習 120分
（授業内容）
スポーツルールとフェアプレー スポーツマンシップを他者（特に子どもに）に具
スポーツマンシップ、フェアプ 体的に理解してもらうためには、どのように説明
レイの具体的内容とフェアプレ すればよいのか簡潔に書き出してくる
イ教育の必要性
復習 90分
配付資料の整理
（授業方法）
スクール形式による配付資料等 スポーツマンシップを簡潔のまとめる
に基づいた講義(P.P.を使用)
予習 150分
（授業内容）
「スポーツ界における暴力行為根絶宣言」により
スポーツと人権
なくならないいじめと、様々な スポーツ界はどのように変化したのか簡潔にまと
めてくる
ハラスメント
復習 120分
（授業方法）
スクール形式による配付資料等 配付資料の整理
に基づいた講義(P.P.を使用) まだ根絶できていない暴力行為に対しどのような
方策があるのか各自まとめる
予習 300分
（授業内容）
半期を通しての振り返り(テス 半期を通して行った授業を振り返り、試験準備
ト)
復習 120分
試験問題の確認等
（授業方法）
予習 120分
（授業内容）
前回授業で行った試験を一旦返 前回試験問題等の確認及び半期を通しての振り返
却の後、解説を行い再度回収 り
復習 120分
（授業方法）
書画カメラ等で模範解答を示す 模範解答を参考に誤答箇所の理解に努める
とともに、学生からの質問等に
回答。
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授業科目名
英語科目名

組織開発論
Organizational Development

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

水野

基樹

授業概要
企業や学校、スポーツチームなどの組織体は、人間の生活に不可欠で、重要な要素を有しています。そして
、それらの組織は個人のレベルを越えた目標を達成するために生み出されたものです。もちろん、各組織体は
当該組織の目標を達成するために、激変する外部環境への適応や、組織内システムの均衡と維持に日々、工夫
と努力を重ねています。しかしながら組織の中には、環境の変化についていけず消滅する組織や、個人が組織
に埋没してしまい個性が失われたり、個人の恣意的行動によって秩序をが乱れるなど、パフォーマンスの低下
や組織化の逆機能に陥る組織が少なくありません。
このような社会的要請から、本講義では、オープンシステムとしての組織が優位性や効率性を確保すると同
時に、組織を活性化し、必要とあらば組織を変革していくための基礎的な理論や知識やノウハウ、対人調整力
、コミュニケーション力などについて学ぶことを目的とします。
（授業の概要）
組織開発論とは、経営学、社会学、社会心理学、さらには集団力学（グループダイナミクス）や行動科学など
、多様な学問領域における成果を援用した、極めて学際的な学問領域であり、臨機応変で柔軟な組織、活性化
された組織、学習を促進する組織など、組織と人間の側面から環境の変化に適応する方法を検討するのが組織
開発論です。そのため講義では、単に理論の教授に終始することなく、多くの事例を取り上げながら組織開発
、活性化、組織変革に関する事例を紹介します。さらに、日本経済新聞やビジネス雑誌の記事、事例DVD（Cas
e Study）なども活用し、組織における今日的な課題、現状についての理解も深めていきます。
※組織開発に関する具体的な技法やプログラムについてより体験的に実習したい学生は、「組織開発実習（集
中講義）」を履修してください。
（授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連））
この科目は、スポーツ健康科学部スポーツマネジメント学科の学位授与方針が定める「経営学、社会心理学、
社会学等を応用したスポーツマネジメントの知識技能」、「経営資源の側面からマネジメントできる能力」を
養う科目として位置づけられる。
（到達目標）
本講義では、オープンシステムとしての組織が優位性や効率性を確保すると同時に、組織を活性化し、必要
とあらば組織を変革していくための基礎的な理論や知識、ノウハウの習得を目指します。そして、不確実性に
対処し、激変する経営環境の中で組織のパフォーマンスを高めていく、つまり臨機応変で柔軟な組織、活性化
された組織、学習を促進する組織に生まれ変わらせるためにどのような戦略的アプローチ、組織的アプローチ
が必要か、さらに組織成員（ヒト）がそれぞれの個性や持ち味を発揮し、活き活きと働ける、幸福を実現でき
る組織になるマネジメントとはいかなるものかについて、今日的課題の発見と解決策の提言ができるようにな
ることが本講義の到達目標です。
成績評価
（評価方法）
「組織開発論」に関する基本的な知識とノウハウの習得、授業参加、事前・事後学習の態度、レポート、期
末試験により総合的に判断します。具体的には、授業態度・取り組む姿勢：10％、事前・事後学習10％、レポ
ート課題：10％、定期試験：70％。
（評価基準）
１．基礎的な経営学理論を論理的に説明できるか定期試験で評価します。
２．日本経済新聞やビジネス雑誌を読みこなすことができるように、授業の事前・事後の学習を評価します
。
３．企業事例（Case Study）を理論と結び付けて考える能力が向上したかレポート課題により評価します。
４．その他、学習意欲や参加態度を講義内の小テストや課題などで評価します。
履修における留意事項
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（履修要件）
経営学と経営組織論を履修していることが望ましいですが、必ずしも必要条件ではありません。
（履修上の注意（科目独自のルール））
高い意欲をもって履修してください。
（課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法）
授業やレポートにおけるコメントを通してフィードバックを行う。
【テキスト】
加藤茂夫編著 『ニューリーダーの組織論―企業のダイナミズムを引き出す―』 泉文堂、2002年
佐久間信夫・坪井順一編著 『第三版 現代の経営管理論』 学文社、2016年
【参考書】
授業時に適宜、指示します。
【履修上の注意（学生に期待すること）】
特に学生に対し、期待することは大きく以下の５点です。
①積極的に授業に参加すること、②常に疑問を持つ姿勢、③感度の良いアンテナを張り、常に情報収集に努め
ること(特に日本経済新聞など新聞を毎日読む) 、④授業で学んだ視点や知識を身近な組織(部活やバイト)に
生かす、応用してみる、⑤講義時に登場（紹介）した企業、組織のホームページ（HP）にアクセスし、経営理
念や組織体制、事業内容、IR情報などの会社概要や決算情報業を収集し、組織経営の様子を理解する。
連絡先とオフィスアワー
（連絡先）
担当：水野基樹
mtmizuno[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
（オフィスアワー）
日時：月曜日 10時〜12時、火曜日 15時〜16時
場所：1号館3階1320室
※上記の時間帯は予約が無くても対応しますが、予約があった学生を優先します。
できる限り、前日までにE‑Mailで予約するように心掛けてください。
備考
（学習時間）
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
（その他）
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
水野基樹
（予習：3時間）
1回
（授業内容）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
【組織開発の実際】
人間の欲求の多様化と組織にお 、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
けるダイバーシティ・マネジメ 課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：1時間）
ントについて概説する。
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
（授業方法）
組織におけるモチベーション開 トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
発とリーダーシップ開発に関し メントを課す。
ての理論の解説と企業事例（VT
R）を紹介する。
水野基樹
（予習：3時間）
2回
（授業内容）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
【組織を捉える次元】
組織における権力的関係と機能 、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
的関係について解説する。
（復習：1時間）
（授業方法）
組織のシンボリズムに関する理 次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
論の解説と企業事例（VTR）を トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。
紹介する。
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3回

水野基樹

4回

水野基樹

5回

水野基樹

6回

水野基樹

7回

水野基樹

8回

水野基樹

9回

水野基樹

（予習：3時間）
（授業内容）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
【フォーマル組織の整備】
組織の機構（構造）的側面と組 、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
織の制度的側面ついて解説する 課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：1時間）
。
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
（授業方法）
マクロ組織論とミクロ組織論の トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
理論的な解説と企業事例（VTR メントを課す。
）を紹介する。
（予習：3時間）
（授業内容）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
【科学的管理法】
意思伝達経路とIEへの発展過程 、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
について解説する。
（復習：1時間）
（授業方法）
時間研究と動作研究の成果に関 次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
する理論の解説と企業事例（VT トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。
R）を紹介する。
（予習：3時間）
（授業内容）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
【組織原則とパワー関係】
権限理論とパワー理論の類型化 、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
について解説する。
（復習：1時間）
（授業方法）
エンパワーメントと職務拡大に 次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
関しての理論の解説と企業事例 トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。
（VTR）を紹介する。
（予習：3時間）
（授業内容）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
【組織における機能集団】
現代における組織と職務との関 、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
係性について解説する。
（復習：1時間）
（授業方法）
重複集団型組織と連結ピン機能 次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
に関しての理論の解説と企業事 トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。
例（VTR）を紹介する。
（予習：3時間）
（授業内容）
【モチベーション･マネジメン 授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
ト(1)】
組織における人間観の変遷と管 課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：1時間）
理戦略について解説する。
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
（授業方法）
現代の複雑人モデルによる組織 トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
マネジメントに関しての理論の メントを課す。
解説と企業事例（VTR）を紹介
する。
（予習：3時間）
（授業内容）
【モチベーション･マネジメン 授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
ト(2)】
職務充実論について解説する。 課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：1時間）
（授業方法）
職務拡大と職務充実に関する理 次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
論の解説と企業事例（VTR）を トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。
紹介する。
（予習：3時間）
（授業内容）
【モチベーション･マネジメン 授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
ト(3)】
目標による管理(MBO)と目標管 課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：1時間）
理論について解説する。
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
（授業方法）
個人目標と組織目標の統合に関 トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
しての理論の解説と企業事例（ メントを課す。
VTR）を紹介する。
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10回

水野基樹

11回

水野基樹

12回

水野基樹

13回

水野基樹

14回

水野基樹

15回

水野基樹

（授業内容）
【モチベーション･マネジメン
ト(4)】
組織文化論について解説する。
（授業方法）
組織文化とリーダーシップに関
しての理論の解説と企業事例（
VTR）を紹介する。
（授業内容）
【組織開発の戦略(1)】
組織連結構造の類型化と有効性
について解説する。
（授業方法）
上方影響力とモチベーションに
関しての理論の解説と企業事例
（VTR）を紹介する。
（授業内容）
【組織開発の戦略(2)】
リーダーシップ理論の類型化に
ついて解説する。
（授業方法）
リーダーシップ開発のためのト
レーニング技法に関しての理論
の解説と企業事例（VTR）を紹
介する。
（授業内容）
【組織開発の戦略(3)】
対人関係とコミュニケーション
について解説する。
（授業方法）
交流分析の理論に関しての解説
と企業事例（VTR）を紹介する
。
（授業内容）
【組織開発の戦略(4)】
最新の組織変革の考え方につい
て解説する。
（授業方法）
組織開発の技法と実践例に関す
る解説と企業事例（VTR）を紹
介する。
定期試験の実施
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（予習：3時間）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：1時間）
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。
（予習：3時間）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：2時間）
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。
（予習：3時間）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：2時間）
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。
（予習：3時間）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：2時間）
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。
（予習：3時間）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：2時間）
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。

授業科目名
英語科目名

余暇社会論
Leisure and Society

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 渡 正
科目担当者
渡 正
授業概要
[授業全体の内容]
余暇（レジャー）の概念や歴史、日本における八日の歴史的・現代的諸相を検討することを通して、日本社
会のあり様について考える。その際、スポーツや観光・音楽や映画などの余暇／レジャーの様々なありかたの
紹介を通して、これからの社会にとっての余暇のあり方や、私達のライフスタイルについても学習する。
講義と設定されたワークによってレジャースタディーズの基礎を学ぶ他、現代社会におけるレジャー・ライ
フスタイルの課題についてのグループディスカッションと発表を行い、理解を深める。また、授業内・授業外
の学修全般でJ‑Passその他のICTを活用する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、およびそれらの活用能力」、およびスポー
ツマネジメント学科での「経営学・社会心理学・社会学を応用したスポーツマネジメントについての知識」と
いう学位授与方針の達成に寄与する科目の1つとして開講される。
[授業の到達目標]
1．余暇の概念を論者やその時代に留意しつつ理解し、説明できる。
2．余暇の個別の現象について、その歴史や背景について説明できる。
3．現代社会におけるレジャー現象の課題を説明し、自らの考えとしてまとめることができる。
4．余暇社会論の視点から自らのライフスタイルの課題を検討することができる。
5.現代スポーツの抱える課題について、自らの考えを社会との関連性のなかで表明することが出来る。
成績評価
[成績評価の基準]
1余暇の概念について理解し、説明することができる（定期試験・小テスト）
2.余暇の個別の現象について、その歴史や背景について説明できる（課題レポート）
3現代社会におけるレジャー現象の課題を説明し、自らの考えとしてまとめることができる（ワークシート）
4.余暇社会論の視点から自らのライフスタイルの課題を検討することができる（課題レポート）
[成績評価の方法]
定期試験（筆記）30％、課題レポート20％、提出されたワークシート30％、少テスト10％、その他課題の取り
組み状況10％（平常点）
履修における留意事項
[履修要件]
特になし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
本授業では、毎回、ICTを用いてワークの提出などを行う。そのためタブレットPC、ノートPCなどインター
ネットにアクセスし作業のできる機器を持ち込むことを推奨する。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業内にて返却し、模範解答やポイントを提示し、解説する。定期試験・レポート課題については、希望す
る者には内容の解説等を行う。
[テキスト・参考書等]
テキストや資料は適宜配布する。
連絡先とオフィスアワー

1811

［連絡先］
担当：渡 正
E‑mail: t‑watari[at]juntendo.ac.jp（[at]を＠に変更してください）
［オフィスアワー］
日時：月曜日日時:13:00〜14:30
場所: 1号館3階1321室（スポーツ社会学研究室）
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約してくれた学生を優先するので、前日までにE‑mailやJ‑Pa
ssから予約してください。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習60時間の計90時間の学
修を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
渡 正（以下同） ［授業内容］
1
テーマ：基本的な余暇概念につ
いて学習する。

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

2

［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義形式で行う。提示されたワー
クを行い、提出する。
［授業内容］
テーマ：主要な論者の余暇概念
を検討し、社会における余暇の
あり方と労働の関係について学
習する。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

3

［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義形式で行う。提示されたワー
クを行い、提出する。
［授業内容］
テーマ：文化論としての「遊び
」について、プレイ論や「聖・
俗・遊」三元論などの考え方に
ついて学習する。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

4

［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義形式で行う。提示されたワー
クを行い、提出する。
（予習：2時間）
［授業内容］
テーマ：近代化とツーリズムの J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
誕生・発展について学習する。 定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義形式で行う。提示されたワー
クを行い、提出する。
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5

6

7

8

9

10

［授業内容］
テーマ：ヴェブレンの「顕示的
消費」やボードリヤール等の消
費社会論について学習する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：観光の現代的様相と多
様化を観光社会学の観点から学
習する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：観光客の概念や観光に
よる現地の変容について学習す
る。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：スポーツツーリズムの
歴史と発展と日本の状況につい
て学習する。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
（予習：2時間）
［授業内容］
テーマ：スポーツツーリズムの J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
現代的課題について学習する。 定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
（予習：2時間）
［授業内容］
テーマ：スポーツツーリズムの J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
課題について学習する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
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11

12

13

14

［授業内容］
テーマ：1980年代の経済状況と
日本におけるテーマパークの盛
衰について学習する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：余暇の形態としてショ
ッピングの誕生と一般化につい
て学習する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：余暇の形態としての音
楽・ライブについてその現代的
形態について学習する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
［授業内容］
テーマ：個人の選択としてのラ
イフスタイルと近代社会につい
て学習する。
［授業方法］
講義形式の授業に加え5名程度
のグループになりワークシート
に従ってワークとグループディ
スカッションを行う。
定期試験
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（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：2時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：2時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：3時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：3時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

（予習：3時間）
J‑Passにアクセスし、提示された課題を行い、指
定された方法で提出する。
（復習：3時間）
授業内容や資料を読み返し、理解を深めておく。

授業科目名
英語科目名

マスコミュニケーション論
Mass‑communication

授業形態
開講学期

対象学年

2

単位数

科目責任者
科目担当者

神原

2.0

直幸

授業概要
[授業全体の内容]
スボーツにとってマスコミュニケーションは振興や経営上欠かせないが、マスメディアにとってもスポーツ
は有力なコンテンツとしての価値を持つ。この授業では、スポーツジャーナリズム論を理解するための基礎教
養として、マスメディアの歴史と特性、メディア産業の実態を理解する。その上で発せられたメッセージが社
会にどのような効果をもたらすかについて理解する。
[授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)]
この科目は、「コミュニケーション力」を身に付けるための科目の1つとして開講される。また、スポーツ
マネジメント学科においては、「スポーツマネジメント学分野の専門的な知識と技能」「スポーツマネジメン
ト学分野の専門的な実践力」という学位授与方針の達成にも寄与する。
[授業の到達目標]
(到達目標)
1. マスメディア発展の過程と特性を説明できる。
2. マスメディアとスポーツとの相互間の役割を説明できる。
3. メディアメッセージが個人や社会に与える効果を理解できる。
4. メディアメッセージをクリティカルに読み解くことができる。
5. メディアメッセージの効果について、適切な理論を用いて説明できる。
成績評価
(成績評価の基準)
1. マスメディア発展の過程と特性について理解しているか、用語確認テストで評価する。
2. 放送権料の評価指標の理解度について、用語確認テストで評価する。
3. マスコミの効果論について、定期試験と用語確認テストで評価する。
4. メッセージの読み解き方について、十分に分析されているか、グループワークのプレゼンテーションで
評価する。
5. 話題性の高いテーマについての学術的説明能力についてで、定期試験(記述)で評価する。
(評価方法)
定期試験(筆記) 60%、用語確認テスト 20%、グループワーク課題 20%を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
特になし。
［履修上の注意(科目独自のルール)］
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
また、遅刻および早退3回で、1回分の欠席としてカウントする。
［課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法］
確認テストについては翌週に総評し、理解が不十分な学生が多い内容については、再度復習を行なう。また
課題レポートについては、翌週に総評を行なう。さらに要望があれば個別に解説や指導を行う。
［テキスト・参考書］
春原 昭彦、武市 英雄 (編集) 【ゼミナール】 日本のマス・メディア ( 2004)
佐藤毅 マスコミの需要理論 言説の異化媒体的変換(1990)
1,2ともに参考書であり、レポート作成に際して参考となる。その他、必要な資料については、授業中に適宜
配布する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：神原 直幸
E‑mail: nkanbara@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：水曜日 13時から15時
場所：1号館3F、1319室
上記の時間帯は予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相談時間と重ならないよう、できるだけ前
日までにE‑mailで予約してください。予約のあった学生が優先されます。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
授業で使用するパワーポイントは前日までにJ‑passで配信されます。ダウンロードしてノートテイクの補助
としてください。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
神原 直幸
(予習: 2時間）マスメディア利用調査(j‑pass利
1
(授業内容)
用)に回答する。
テーマ : ガイダンス
今後の授業で用いる概念につ
いて解説し、マスコミュニケー (復習 : 2時間) マスコミュニケーション過程の
ション過程の流れを把握する。 図に示される4要素に関わる効果についてレポー
トを作成する。

2

3

神原

神原

直幸

直幸

(授業方法)
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
(授業内容)
テーマ : 活字メディア
活字メディア(新聞・雑誌)につ
いて、その発展の歴史とメディ
ア企業の経営状態について理解
を深める。
(授業方法)
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
グループワーク(活字メディア
の歴史)
(授業内容)
テーマ : 電波メディア
ラジオ、テレビメディアの歴史
とメディア企業の現状について
理解を深める。
(授業方法)
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
グループワーク(電波メディア
の歴史)
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(予習: 2時間)
新聞または雑誌の歴史、発行部数を分担して調べ
る。
(復習 : 2時間)
課題プリントへの回答

(予習: 2時間)
放送局を含むホールディングの企業と業態につい
て調べる。
(復習 : 2時間)
課題プリントへの回答

4

5

6

7

8

神原

神原

神原

神原

神原

直幸

直幸

直幸

直幸

直幸

(授業内容)
テーマ : 映画とインターネッ
トによるコミュニケーション
映画とインターネットの歴史と
メディア企業の現状について理
解を深める。
(授業方法)
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
グループワーク(映画メディア
の歴史)
(授業内容)
言語メッセージのレトリック
レトリックについての基本につ
いて理解し、用語の使い方、呈
示順序により受け取るメッセー
ジ内容がどの異なるかについて
理解を深める。
(授業方法)
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
(授業内容)
カメラワーク
カメラワークの基本、アングル
やサイズによりメッセージ内容
がどの異なるかについて理解を
深める。

(予習: 2時間)
映画産業と歴史について調べる。
代表的な邦画、洋画についてタイトルと興行収入
を分担して調べる。
(復習 : 2時間)
課題プリントへの回答

(予習: 2時間)
同一テーマに関する複数の新聞記事を読み、主張
の違いについてまとめる(j‑pass)
(復習 : 2時間)
課題プリントへの回答

(予習: 2時間)
テレビ番組についてのカット数を分担して調べる
。
(復習 : 2時間)
課題プリントへの回答

(授業方法)
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
(予習: 2時間)
(授業内容)
テーマ : 報道番組の内容分析1 ニュース番組のテーマ、時間を分担してまとめて
内容分析の意味、手法について くる。
理解する。
報道におけるメディア特性、チ (復習 : 2時間)
グループワークの内容を個人でまとめる。
ャネル別特性をまとめる。
(授業方法)
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
グループワーク(報道番組の分
類)
(予習: 2時間)
(授業内容)
テーマ : 報道番組の内容分析2 グループごとの発表用パワーポイントを作成する
グループごとにまとめた報道番 。
組のメディア特性、チャネル別
特性を発表し、一般的な傾向を (復習 : 2時間)
局別、テーマ別に報道番組の特徴についてレポー
理解する。
ト作成
(授業方法)
グループ発表(報道番組の内容
分析)
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9

神原

直幸

(授業内容)
テーマ : ドラマの内容分析1
ドラマのジャンルとメッセージ
内容、俳優と役柄の関係につい
てまとめる。

(予習: 2時間)
ドラマ番組のテーマ、俳優と配役を分担してまと
めてくる。
(復習 : 2時間)
グループワークの内容を個人でまとめる。

(授業方法)
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
グループワーク(ドラマ)
10

神原

直幸
(授業内容)
テーマ : ドラマの内容分析2
グループごとにまとめたドラマ
番組のジャンルとメッセージ、
俳優と役柄の関係を発表し、一
般的な傾向を理解する。

11

12

13

神原

神原

神原

直幸

直幸

直幸

(授業方法)
グループ発表(ドラマ)
(授業内容)
テーマ : マスコミの効果論1
マスコミの効果論フレームにつ
いて理解する。
マスコミの効果論のうち、弾丸
理論について理解を深める。
(授業方法)
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
(授業内容)
テーマ : マスコミの効果論2
マスコミの効果論のうち、限定
効果モデルについて理解を深め
る。
限定効果モデルの時代の社会環
境とメディア環境について理解
する
(授業方法)
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
(授業内容)
テーマ : マスコミの効果論3
マスコミの効果論のうち、適度
効果モデルについて理解を深め
る。
適度効果モデルの時代の社会環
境とメディア環境について理解
する
(授業方法)
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
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(予習: 2時間)
グループごとの発表用パワーポイントを作成する
。
(復習 : 2時間)
ドラマのジャンル、メッセージ内容、役柄と俳優
についてレポート作成

(予習: 2時間)
1920〜30年代のアメリカと日本について主たる出
来事や当時の人々の暮らしぶりを調べる。
(復習 : 2時間)
課題プリントへの回答（j‑pass利用）

(予習: 2時間)
1940〜50年代のアメリカと日本について主たる出
来事や当時の人々の暮らしぶりを調べる。
(復習 : 2時間)
課題プリントへの回答（j‑pass利用）

(予習: 2時間)
1960〜80年代のアメリカと日本について主たる出
来事や当時の人々の暮らしぶりを調べる。
(復習 : 2時間)
課題プリントへの回答（j‑pass利用）

14

15

神原

神原

直幸

直幸

(授業内容)
マスコミの効果論のうち、強力
効果モデルについて、代表的な
研究の知見について解説し、時
代の社会環境とメディア環境に
との関係から理解を深める。

(予習: 2時間)
1980年代以降のアメリカと日本について主たる出
来事や当時の人々の暮らしぶりを調べる。
(復習 : 2時間)
課題プリントへの回答（j‑pass利用）

(授業方法)
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
。
(予習: 3時間)
定期試験
試験勉強
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授業科目名
英語科目名

スポーツジャーナリズム論
Sports and Journalism

授業形態
開講学期

対象学年

2

単位数

科目責任者
科目担当者

神原

2.0

直幸

授業概要
[授業全体の内容]
近年、スポーツは単なる娯楽の域を超え、社会・経済に大きな影響を及ぼしている。本講義では、高度に社
会化された今日のスポーツで生じている諸問題について概説し、マスメディアがどのように報じているかにつ
いて、記事や番組を元にジャーナリズムの視点からマスメディアが果たすべき役割について考える。主たるテ
ーマは、視点による差異、性・人種・宗教による差別、スポーツ組織の汚職、ドーピング、暴力、放送権料の
高騰であるが、時々のテーマについても柔軟に取り込んで行く予定である。
[授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力との関連)]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした教養」を身に付けるための科目の１つとして開講される。ま
た、スポーツマネジメント学科においては、「スポーツマネジメント学分野の専門的な知識と技能」、「スポ
ーツマネジメント学分野の専門的な実践力」という学位授与方針の達成にも寄与する。
［授業の到達目標］
1.スポーツイベントの歴史とメディアの関わりについて説明できる。
2.スポーツ関連情報についてコンパクトにまとめることができる。
3.スポーツ関連情報についてクリティカルに捉えることができる。
4.スポーツメディアの功罪について理解し、改善に向けて考えることができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.スポーツイベントの歴史とメディアの関わりについて説明できる(定期試験)。
2.スポーツ関連情報についてコンパクトにまとめることができる(レポート)。
3.スポーツ関連情報についてクリティカルに捉えることができる(レポート)。
4.スポーツメディアの功罪について理解し、改善に向けて考えることができる(定期試験)。
［成績評価の方法］
課題レポート(50%)ならびに定期試験(50%)により評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
マスコミュニケーション論を受講していることが望ましい。
［履修上の注意(科目独自のルール)］
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
また、遅刻および早退3回で、1回分の欠席としてカウントする。
［課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法］
課題レポートについては翌週に総評したうえで、要望があれば個別に解説や指導を行う。
［テキスト・参考書］
1.神原 直幸(著) メディアスポーツの視点〜疑似環境の中のスポーツと人〜 2001(学文社)
2.黒田 勇 (編著) メディアスポーツへの招待 2012(ミネルヴァ書房)
1,2ともに参考書であり、レポート作成に際して参考となる。その他、必要な資料については、授業中に適宜
配布する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：神原 直幸
E‑mail: nkanbara@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：水曜日 13時から15時
場所：1号館3F、1319室
上記の時間帯は予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相談時間と重ならないよう、できるだけ前
日までにE‑mailで予約してください。予約のあった学生が優先されます。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、時事のテーマを扱う可能性があり、重要なテーマが発生した場合には予告なく一部内容が
変更されることがある。
授業で使用するパワーポイントは前日までにJ‑passで配信されます。ダウンロードしてノートテイクの補助
としてください。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
神原 直幸
(予習 : 1時間)
1
［授業内容］
テーマ：スポーツジャーナリズ 今年度のスポーツトピックから最も興味を持っ
た一件について、トピックの経緯と選択した理由
ムとは？
スポーツジャーナリズムの範囲 をまとめておく。
、意味、使命について理解する (復習 : 3時間)
スポーツジャーナリズムに求められる要件につ
。
内容分析の手法について理解す いてまとめる(レポート提出)
る

2

神原

直幸

［授業方法］
スライドを用いて講義を進め
る
(予習 : 2時間)
［授業内容］
テーマ：印刷メディアにおける グループワーク資料の作成
(復習 : 2時間)
スポーツジャーナリズム
グループワークの結果を各自でまとめる(レポ
課題に対する総括
スポーツイベントと印刷メデ ート提出)
ィアとの関わりを歴史的に理解
する
印刷メディアにおけるスポー
ツジャーナリズムの特性を理解
する
［授業方法］
スライドを用いて講義を進め
る
グループワーク
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3

4

神原

神原

直幸

直幸

5

神原

直幸

6

神原

直幸

((予習 : 2時間)
［授業内容］
テーマ：電波メディアにおける グループワーク資料の作成
(復習 : 2時間)
スポーツジャーナリズム
グループワークの結果を各自でまとめる(レポ
課題に対する総括
スポーツイベントと電波メデ ート提出)
ィアとの関わりを歴史的に理解
する
ラジオ、テレビにおけるスポ
ーツジャーナリズムの特性を理
解する
［授業方法］
スライドを用いて講義を進め
る
グループワーク
(予習 : 2時間)
［授業内容］
グループワーク資料の作成
テーマ : ポータルサイトにお
けるスポーツジャーナリズム (復習 : 2時間)
グループワークの結果を各自でまとめる(レポ
課題に対する総括
ポータルサイトの歴史と運営 ート提出)
について理解する
ポータルサイトにおけるスポ
ーツジャーナリズムの特性を理
解する
［授業方法］
スライドを用いて講義を進め
る
グループワーク
［授業内容］
テーマ : フィクションの中の
スポーツの描かれ方
課題に対する総括
小説・漫画・映画・ドラマの
中のスポーツの特徴を理解する
［授業方法］
スライドを用いて講義を進め
る
グループワーク
［授業内容］
テーマ：スポーツ報道に影響す
る要因#1
課題に対する総括
選手の国籍・人種・勝敗の違
いがスポーツ報道に与える影響
を理解する
［授業方法］
スライドを用いて講義を進め
る
グループワーク
グループ発表
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(予習 : 2時間)
グループワーク資料の作成
(復習 : 2時間)
グループワークの結果を各自でまとめる(レポ
ート提出)

(予習 : 2時間)
グループワーク資料の作成
(復習 : 2時間)
グループワークの結果を各自でまとめる(レポ
ート提出)

7

神原

直幸

8

神原

直幸

9

神原

直幸

10

神原

直幸

11

神原

直幸

(予習 : 2時間)
［授業内容］
テーマ：スポーツ報道に影響す グループワーク資料の作成
(復習 : 2時間)
る要因#2
グループワークの結果を各自でまとめる(レポ
課題に対する総括
選手の性・経営系列の違いが ート提出)
スポーツ報道に与える影響を理
解する
［授業方法］
スライドを用いて講義を進め
る
グループワーク
グループ発表
(予習 : 2時間)
［授業内容］
グループワーク資料の作成
テーマ : スポーツの商業化#1
(復習 : 2時間)
課題に対する総括
放送権料の高騰がスポーツ報 グループワークの結果を各自でまとめる(レポ
道に与える影響について理解す ート提出)
る
［授業方法］
スライドを用いて講義を進め
る
グループワーク
グループ発表
(予習 : 2時間)
［授業内容］
グループワーク資料の作成
テーマ : スポーツの商業化#2
(復習 : 2時間)
課題に対する総括
スポンサー、選手の金融商品 グループワークの結果を各自でまとめる(レポ
化がスポーツ報道に与える影響 ート提出)
について理解する
［授業方法］
スライドを用いて講義を進め
る
グループワーク
グループ発表
テーマ：Integrity of sportと (予習 : 2時間)
指定サイト、資料の閲読
メディア#1
(復習 : 2時間)
課題に対する総括
スポーツ組織の汚職、ドーピ ディスカッションの結果を各自でまとめる(レ
ングについて理解し、Integrit ポート提出)
y of sportの必要性を考える
［授業方法］
スライドを用いて講義を進め
る
全体でのディスカッション
テーマ：Integrity of sportと (予習 : 2時間)
指定サイト、資料の閲読
メディア#2
(復習 : 2時間)
課題に対する総括
スポーツにおける暴力・八百 ディスカッションの結果を各自でまとめる(レ
長報道について理解し、Integr ポート提出)
ity of sportの必要性を考える
［授業方法］
スライドを用いて講義を進め
る
全体でのディスカッション
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12

神原

直幸

13

神原

直幸

14

神原

直幸

［授業内容］
テーマ : サッカー報道
課題に対する総括
サッカーワールドカップ、ク
ラブワールドカップ、Jリーグ
の歴史についての報道の変遷を
理解する。
［授業方法］
スライドを用いて講義を進め
る
映像資料を視聴し、課題に回
答する
［授業内容］
テーマ : オリンピック報道
課題に対する総括
オリンピック憲章とオリンピ
ック報道の現状
［授業方法］
スライドを用いて講義を進め
る
映像資料を視聴し、課題に回
答する
［授業内容］
テーマ : まとめ
課題に対する総括
これまでの授業内容のまとめ
と2020年に向けて
［授業方法］
スライドを用いて講義を進め
る
ディスカッション
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(予習 : 2時間)
指定サイトより、サッカーワールドカップ、ク
ラブワールドカップの歴史の閲読
(復習 : 2時間)
映像資料の要約と感想(レポート提出)

(予習 : 2時間)
指定サイトよりオリンピックの歴史の閲読
(復習 : 2時間)
映像資料の要約と感想(レポート提出)

(予習 : 2時間)
これまでの授業を振り返り、疑問点を整理して
おく
(復習 : 6時間)
試験勉強

授業科目名
英語科目名

スポーツ政策論
Sports Policy

授業形態
開講学期

対象学年

3

単位数

科目責任者
科目担当者

木藤

2.0

友規

授業概要
［授業全体の内容］
この授業科目では、「政策とは何か」という基本的な内容から学修を進め、我が国のスポーツ政策の特徴につ
いての理解を深めます。スポーツに関わる者として、スポーツ政策への関心を高めるとともに、スポーツの自
由を担保しながら、その多様な価値を高めるために国はどうあるべきかを考えられる人材になってほしいと思
います。授業では、知識を身に付けることよりも、我が国に相応しいスポーツ政策の在り方を考える能力を伸
ばすことに重点を置きます。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした教養」、「スポーツマネジメント学分野の専門的な知識と技能
」及び「スポーツマネジメント分野の専門的な実践力」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1.基本的な公共政策の仕組みやプロセスについて用語を使って説明することができる。
2.我が国のスポーツ政策の特徴と方向性について論じることができる。
3.スポーツに関する公共的問題を取り上げ、その解決法（政策）を立案し、説明することができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.公共政策の仕組みやプロセスの基本的な用語や内容について理解している（定期試験及び課題レポート）
2.我が国のスポーツ政策の特徴と方向性を適切に説明できる（定期試験及び課題レポート）
3.スポーツに関する公共的問題を取り上げ、合理的に政策を立案し、説明することができる（プレゼンテーシ
ョン）
［成績評価の方法］
定期試験（40％）、課題レポート（40％）及びプレゼンテーション（20％）を総合して評価する。
履修における留意事項
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［履修要件］
特になし。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
また、遅刻及び早退3回で、1回分の欠席としてカウントする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
プレゼンテーションについては、評価や助言を各受講者へフィードバックする。
定期試験については、Juntendo Passportを使って解説する。
［テキスト・参考書等］
1.菊幸一他編、スポーツ政策論、成文堂（東京）、2011年：広く体系的にスポーツ政策を学ぶことができる。
2.関春南著、戦後日本のスポーツ政策、大修館書店（東京）、1997年：我が国のスポーツ政策の歴史を知るこ
とができる。
3.秋吉貴雄著、入門公共政策学、中央公論新社（東京）、2017年：学問としての公共政策を学ぶ入門書。
4.秋吉貴雄他著、公共政策学の基礎、有斐閣ブックス（東京）、2015年：上記3を深めたい人向けのテキスト
。
4.飯尾潤著、日本の統治構造、中央公論新社（東京）2007年：我が国の政策決定に係る統治構造を簡潔にまと
めている。
5.中村敏雄他著、スポーツ政策、大修館書店（東京）、1978年：古い内容となるが、国際的なスポーツ政策の
背景を理解できる。
6.文部科学省、第1期スポーツ基本計画、2012年：前回の基本計画。下記URLからダウンロードできる。
（http://www.mext.go.jp/a̲menu/sports/plan/）
7.文部科学省、第2期スポーツ基本計画、2017年：我が国の現行計画。下記URLからダウンロードできる。（ht
tp://www.mext.go.jp/prev̲sports/comp/a̲menu/sports/micro̲detail/̲̲icsFiles/afieldfile/2017/03/23/1
383656̲002.pdf）
1から5は参考書であり、必ず購入しなければならないものではありません。
6及び7は各自ダウンロードして閲覧できるようにすること。
プレゼンテーションや授業内容の理解を深める際に参考となります。
その他、授業中に適宜資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：木藤友規
E‑mail：t.kito[at]juntendo.ac.jp
※[at]を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：後期授業開講期間中の金曜日12:30‑13:00
場所：1号館4階1403号室
上記の時間には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相談時間とかち合わないようにするため、
事前にE‑mailで予約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
出張等により止むを得ず不在にする場合には、前の週までに受講生へ時間変更を知らせます。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業時間30時間と授業時間外60時間の計90時間の学
修を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
学生の学修進度に応じて、授業計画を変更する場合があります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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1

2

3

4‑5

木藤

木藤

木藤

木藤

6

木藤

7

木藤

（予習：2時間）
［授業内容］
テーマ：スポーツ政策とは何か 新聞記事等、スポーツ政策に関係する話題を集め
ておくこと。
？
この授業で何を学ぶのかという
概要を掴み、持ち寄ったスポー
ツ政策に関する新聞記事等をも
とにスポーツ政策のイメージを
つくる。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
テーマ：公共政策学の基礎
政策の基本的な考え方と、学問
対象としての政策へのアプロー
チについて学ぶ。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
テーマ：公共政策学の基礎
我が国の統治構造の中で、政策
を立案するプロセスについて学
ぶ。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
テーマ：日本のスポーツ政策の
変遷
昭和以降のスポーツ政策の変遷
について学ぶ。

（復習：4時間）
公共政策学で得られる知識について、スポーツ政
策分野の具体例を挙げながら簡潔にまとめること
（課題レポートA4用紙1‑2枚程度）。

（復習：4時間）
スポーツ政策に対する国の機関と役割をもとに、
我が国の政策立案のプロセスの特徴について簡潔
にまとめること（課題レポートA4用紙1‑2枚程度
）。

（復習：8時間）
我が国におけるスポーツ政策の変遷をもとに、自
由に「問い」を立て自分の考えをまとめること（
課題レポートA4用紙3枚程度）。

［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
（予習：4時間）
［授業内容］
テーマ：政策体系と政策評価 国の第1期スポーツ基本計画（2012年）を読んで
政策の体系的理解と政策評価の おくこと。
必要性及び方法について学ぶ。
（復習：2時間）
我が国のスポーツ基本計画について、政策体系と
［授業方法］
実際の国のスポーツ政策をもと 政策評価の観点から問題点をまとめること（課題
に体系図を作成しグループで政 レポートA4用紙1‑2枚程度）。
策評価を行う。
（予習：4時間）
［授業内容］
テーマ：スポーツの価値と政策 国の第2期スポーツ基本計画を読んでおくこと。
社会学的な「スポーツの価値」
に関する資料をもとに、実際の
スポーツ政策と比べてどのよう
な課題があるのかを学ぶ。
［授業方法］
配布資料をもとにグループ学習
を行う。
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8‑12

木藤

［授業内容］
テーマ：現代的課題
スポーツに関する現代的課題を
取り上げ、実際のスポーツ政策
と、その立案の背景について学
ぶ。

（復習：20時間）※毎回4時間
授業で学んだ現代的課題について、現在の法制下
で考えられる政策、及び現行法に捉われない政策
について、自分の考えをまとめること（毎回、課
題レポートA4用紙1‑2枚程度）。

（予定）
・競技スポーツとスポーツ政策
・スポーツ施設とスポーツ政策
・学校とスポーツ政策
・ガバナンスとインテグリティ
・地域のスポーツ政策

13

14

木藤

木藤

［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進めた後、グループ学習を
行う。
［授業内容］
テーマ：政策立案
8から12回目で学習した現代的
課題の中から1つのテーマを選
び、グループでの意見交換を行
いながら具体的な政策立案を行
う。

（予習：6時間）
次回に発表する政策の立案を意識して、新聞記事
等、スポーツ政策に関係するトピックを集めてお
くこと。

［授業方法］
政策を立案するためにグループ
学習を進める。受講者数が少な
い場合には個人学習とする。
（予習：6時間）
［授業内容］
政策提言のプレゼンテーションの練習をしておく
テーマ：政策提言
前回の授業で作成した資料をも こと。
とに、政策提言のプレゼンテー
ションを行う。また、お互いに
政策提言の内容について評価を
行う。
［授業方法］
グループでプレゼンテーション
を行う。受講者数が少ない場合
には個人でプレゼンテーション
を行う。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

スポーツ行財政論
Administration in Sports

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

谷塚

哲

授業概要
[授業全体の内容]
この科目は、国際的な視野を持ち、経営学、社会学、法学等を応用したスポーツマネジメント学についての知
識を学習する。
国及び地方公共団体等における組織や財政における現状と課題、あわせて2020年東京オリンピック・パラリン
ピックへの準備状況や課題、及びレガシーについて、人材・環境・予算等の経営資源の側面から討論し、スポ
ーツマネジメント学を中心とした幅広い知識と教養を培い、経営学・社会学・法学を応用したスポーツマネジ
メントの知識について学習する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連]
この科目は、プロスポーツや地域スポーツ、学校体育、運動部活動の現状や課題について学習し、スポーツを
ヒト・モノ・カネ・情報という経営資源の側面からマネジメントできる能力を身につける。スポーツマネジメ
ント学分野の専門的な知識と技能を養う。
[授業の到達目標]
１．国及び地方公共団体のスポーツ行財政の現状を把握し、問題点を類別できる。
２．問題点について原因を論理的に説明でき、解決策を論じることができる。
成績評価
[成績評価の基準]
１．国や地方公共団体の行財政について、組織や財政の現状を把握し、問題点と解決策を述べることができる
。（出席レポート）
２．与えられた課題の行財政の特徴や特色ある取り組みについて、わかりやすくプレゼンすることができる。
（授業内）
３．授業中の内容をまとめた試験結果によって評価する。（定期試験）
[成績評価]
定期試験５０％、授業内プレゼン１０％、出席レポート４０％を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
スポーツ行財政論に興味がある3〜4年生
[履修上の注意]
国及び地方公共団体やスポーツ団体等の組織や運営、予算等を学ぶことにより、将来の自分の夢や就職に役立
てる気持ちを持って受講すること。
[課題のフィードバック方法]
出席レポートについては、翌週の授業にて、全体の回答の傾向や留意点について解説する。プレゼンについて
は、授業内で、受講生の感想を交え、評価や助言を各受講者へフィードバックする。
[教科書・参考書等]
教科書
変わる！日本のスポーツビジネス（カンゼン）
参考書
スポーツ基本法（日本スポーツ法学会編）成文堂
連絡先とオフィスアワー
水曜日１２時〜１３時 非常勤講師室（１号館２F）
その他の曜日については、講義時間内にお知らせします。
備考
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[学修時間]
この授業は、講義の形態による２単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必要と
する内容を持って構成する。
[その他]
スポーツ団体、スポーツビジネス、プロスポーツなどに就職を希望している学生は、相談を受けます。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
谷塚 哲（以降同 オリエンテーション
予習：スポーツ行財政論について、どのような内
1
）
容か、自分なりに考えておく。
予習必要時間：２時間
（授業内容）
授業目的及び概要、シラバスの
全体説明、成績評価の説明と授 復習時間：講義で学んだスポーツ行財政論の概要
業の進め方について説明する。 について、内容を整理し、理解する。
復習必要時間：２時間
予習：スポーツ振興の意義について、自分なりに
2
スポーツ振興の意義
調査し、考えをまとめておく。
予習時間：２時間
（授業内容）
スポーツ振興の意義を理解する
とともに今後の方向性について 復習：受講した内容を精査し、スポーツ行財政論
からみたスポーツ振興の意義について理解する。
解説する。
復習時間：２時間
予習：スポーツ基本法、スポーツ基本計画を読ん
3
スポーツ振興の方策１
でおく。
予習時間：２時間
（授業内容）
スポーツ基本法、スポーツ振興
計画を中心に経緯や基本理念、 復習：スポーツ基本法、基本計画について、旧法
旧法との違いについて解説する との違いや要点について理解する。
復習時間：２時間
。
予習：文部科学省、スポーツ庁、並びに都道府県
4
スポーツ振興の方策２
等地方公共団体のスポーツ行財政所管の組織を学
んでおく。
（授業内容）
スポーツ行財政にかかわる国及 予習時間：２時間
び地方公共団体の組織体制につ
復習：各組織の役割の違い、組織による予算の流
いて解説する。
れや予算要求等、行財政の進め方について理解す
る。
復習時間：２時間
予習：プロスポーツ、企業スポーツについて調べ
5
スポーツ振興の方策３
る。
予習時間：２時間
（授業内容）
プロスポーツ、企業スポーツの
意義、これからの姿について理 復習：受講した内容を精査し、プロスポーツや企
業スポーツの意義について理解する。
解する。
復習時間：２時間
予習：学校における部活動にかかわる諸問題につ
6
学校教育によるスポーツ
いて、学習しておく。
予習時間：２時間
（授業内容）
学校による体育とスポーツ、特
に学校運動部活動の現状を分析 復習：受講した内容を精査し、学校教育によるス
し、これらの諸問題について学 ポーツの問題点について理解する。
復習時間：２時間
習する。
予習：ドイツという国の特徴を学習しておく。
7
ドイツのスポーツ文化
予習時間：２時間
（授業内容）
日本のスポーツ振興の参考とな 復習：受講した内容を精査し、ドイツのスポーツ
るドイツのスポーツ文化につい 文化について理解する。
て学び、日本との違いなどにつ 復習時間：２時間
いて学習する。
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予習：法人とは何かを事前に学習しておく。
予習時間：２時間

8

スポーツ団体の法人化

9

（授業内容）
スポーツ団体に求められる法人
化について、なぜ法人化が必要
なのか。その他税制等について
解説する。
大学スポーツの改革

10

（授業内容）
日本版NCAA（UNIVAS）のスター
トにより大学スポーツが大きく
変わろうとしている。今後日本
の大学スポーツはどのように変
わっていくのかを学習する。
（総合型）地域スポーツクラブ
の育成と今後の展望
（授業内容）
全国の地域スポーツクラブの現
状と課題について解説し、都会
と地方のスポーツクラブの違い
や財源確保、人材確保等の運営
方法について討論する。

11

12

13

復習：受講した内容を精査し、法人化について理
解する。
復習時間：２時間
予習：アメリカのNCAAについて調べる。
予習時間：２時間
復習：UNIVASについて復習し、これからの大学ス
ポーツについて理解する。
復習時間：２時間

予習：（総合型）地域スポーツクラブについて、
1クラブを選び、運営体制や予算、運営状況につ
いて調べる。
予習時間：２時間

復習：（総合型）地域スポーツクラブの現状と課
題について復習し、今後のスポーツクラブのあり
方について、クラブの違いを把握し、解決策を復
習する。
復習時間：２時間
地域スポーツクラブと学校体育 予習：学校施設を活用している地域スポーツクラ
・施設及びスポーツ少年団との ブ及びスポーツ少年団の実例を調査する。（種目
、頻度、利用料を含む利用形態等）
係わり
予習時間：２時間
（授業内容）
学校運動部活動と地域スポーツ 復習：３者の活動実態や活動場所等の問題を理解
クラブとの関係や実態を学び、 し、今後の展望について学習する。
それらとスポーツ少年団との係 復習時間：２時間
わりについても学習し、問題解
決とより良い関係の構築につい
て討論する。
スポーツ・ボランティアの現状 予習：２０２０オリンピック・パラリンピックボ
ランティア募集要項を熟読していく。
と今後の取り組みについて
予習時間：２時間
（授業内容）
我が国におけるスポーツボラン 復習：我が国のスポーツボランティアの現状を把
ティアの実態を把握し、２０２ 握し、今後のボランティアに求められるもの、考
０年オリンピック・パラリンピ え方、育成方法について復習する。
ックのボランティアのあり方、 復習時間：２時間
育成について学習する。
諸外国のスポーツ界の組織・ス 予習：ヨーロッパの特色ある国の施策や予算につ
いて調べる。
ポーツ振興策について
予習時間：２時間
（授業内容）
特にヨーロッパのスポーツ界の 復習：他国とのスポーツ施策の違いや特色を学び
しくみや施策について理解する 、我が国の今後のスポーツ行財政のあり方につい
とともに、我が国のスポーツ界 て復習する。
の組織や施策との比較を行い、 復習時間：２時間
今後の日本のスポーツ振興につ
いて学習する。
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スポーツ行財政論についてのま 予習：国及び地方公共団体におけるスポーツ行財
政の現状と課題について総括し、今までの講義内
とめ
容を整理し、まとめる。
予習時間：２時間
復習：定期試験に向けての教科書、ノートなどを
もう一度読み、ポイントをおさえる。
復習時間：２時間
定期試験
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授業科目名
英語科目名

財務管理論
Financial Management:Theory & Practice

授業形態
開講学期

対象学年

3

単位数

科目責任者
科目担当者

竹内

2.0

由利子

授業概要
［授業全体の内容］
経営資源のうち、「ヒト」「モノ」「情報」を合理的かつ現実的にマネジメントする能力を身につけるため
に、企業経営の源泉と言えるもうひとつの経営資源である「カネ」の意味と役割を修得し、スポーツをビジネ
スとして遂行することのできる人財育成を目指す。
企業の財務戦略や意思決定を、「カネ」の流れを主軸としたケーススタディをもとに、管理会計、財務会計、
連結会計による財務のグローバルスタンダード、監査の視点を学習し、経営戦略、経営政策等の実態を把握し
て分析できる力をつけ、財務情報の発展的理解と活用方法を学習する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力との関連）］
この科目は「国際的視野を持ち、ビジネス対象としてのスポーツを「ヒト・モノ・カネ・情報」という経営
資源の側面からマネジメントできる能力」を身にけるという学位授与方針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
・講義した内容について、概念、定義ともに論述することができる。
・主要な財務諸表を読み、記載内容を理解することができる。
・主要な経営指標を用いて、基本的な経営分析ができる。
・企業のＩＲ情報の活用方法を理解している。
・企業の財務戦略や意思決定の方法を理解している。
成績評価
[成績評価の基準]
・講義した内容について、概念、定義ともに論述できる(定期試験・レポート)。
・主要な財務諸表を読み、記載内容を理解している(定期試験・レポート)。
・主要な経営指標を用いて、基本的な経営分析ができる(定期試験・レポート)。
・企業のＩＲ情報の活用方法を理解している(授業参加・取り組む姿勢・レポート)。
・企業の財務戦略や意思決定の方法を理解している(定期試験・授業参加・取り組む姿勢・レポート)。
[成績評価の方法]
授業参加・取り組む姿勢：10％、課題レポート：40％、定期試験：50％を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
経営学、経営組織論を受講していることが望ましい。簿記・会計の知識があればなお良いが、必須ではない。
[履修上の注意(科目独自のルール)]
リアルタイムのケーススタディを多用するので、新聞（一般紙で良い）の経済記事に良く目を通し、日常的に
企業情報に関心を持つこと。
[課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法]
課題レポートは、授業中の発表やディスカッションの中で解説する。定期試験後は、要望があれば解説する。
[テキスト・参考書]
テキストは指定しない。毎時間レジュメを配付する。
参考書は必要に応じて授業内で指示する。
連絡先とオフィスアワー
[連絡先]
担当：竹内由利子（たけうちゆりこ）
y‑takeuchi＠juntendo.ac.jp（［＠］を半角に変更してください）
[オフィスアワー]
随時メールで受付。必要に応じて出校日の授業前後の時間で面談もします。
備考
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[修学時間]
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
[その他]
特になし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
竹内
1
［授業内容］
財務管理論への招待

2

竹内

3

竹内

4

竹内

5

竹内

6

竹内

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：1時間）
シラバスの内容を良く確認し、ガイダンスに臨む
。

［授業方法］
ガイダンス。講義の目的、内容 （復習：1時間）
他のマネジメント系科目の履修状況を良く確認し
、評価について説明する。
て、履修計画を立てる。
（予習：1時間）
［授業内容］
財務管理と経営管理との関係 履修済みの経営学関連科目の内容を復習しておく
。
［授業方法］
財務管理の定義と範囲、経営管 （復習：1時間）
特に定義を良く復習し、理解しておく。
理との関連を理解する。
（予習：2時間）
［授業内容］
興味のある企業をリストアップする。なぜ興味が
企業と証券市場との関係
あるのか、その理由も整理しておく。
［授業方法］
企業の資金調達の方法について （復習：2時間）
株式市場のトピックスで興味のある会社の周辺情
理解する。
報を収集しておくなぜ興味があるのか、その理由
も整理しておく。
（予習：2時間）
［授業内容］
興味のある企業をリストアップする。なぜ興味が
財務諸表の読み方（１）
あるのか、その理由も整理しておく。
［授業方法］
企業の財務情報の内容と収集方 （復習：2時間）
興味のある会社のウェブページから財務情報へア
法を理解する。
クセスし、情報収集の方法を復習する。なぜ興味
があるのか、その理由も整理しておく。
（予習：2時間）
［授業内容］
新聞の経済記事より企業の財務情報に関わるニュ
財務諸表の読み方（２）
ースをピックアップし論点をまとめておく。なぜ
その企業を選んだのか、その理由も整理しておく
［授業方法］
貸借対照表の基本的な読み方を 。
学ぶ。作成のプロセスと記載内
容の意味を解説し、ケーススタ （復習：2時間）
ケーススタディーの復習をする。
ディーを用いて実習する。
（予習：2時間）
［授業内容］
出身地の地元企業ナンバーワンと思われる企業の
財務諸表の読み方（３）
財務情報をピックアップしておく。なぜその企業
を選んだのか、その理由も整理しておく。
［授業方法］
損益計算書基本的な読み方を学
ぶ。作成のプロセスと記載内容 （復習：2時間）
の意味を解説し、ケーススタデ ケーススタディーの復習をする。
ィーを用いて実習する。
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7

竹内

8

竹内

9

10

11

12

13

14

竹内

竹内

竹内

竹内

竹内

竹内

（予習：2時間）
新聞の経済記事より企業の財務情報に関わるニュ
ースをピックアップし論点をまとめておく。なぜ
［授業方法］キャッシュフロー その企業を選んだのか、その理由も整理しておく
計算書基本的な読み方を学ぶ。 。
作成のプロセスと記載内容の意
味を解説し、ケーススタディー （復習：2時間）
ケーススタディーの復習をする。
を用いて実習する。
（予習：2時間）
［授業内容］
指示された企業の財務情報を収集する。
経営分析（１）
［授業内容］
財務諸表の読み方（４）

［授業方法］
主な経営指標を用いて、企業の
安全性、支払能力の分析実習を
する。
［授業内容］
経営分析（２）

（復習：2時間）
ケーススタディーを使って、指標による計算の復
習をする。

［授業方法］
主な経営指標を用いて、企業の
収益力の分析実習をする。
［授業内容］
経営分析（３）

（復習：2時間）
指示のあった企業の財務情報をピックアップして
おく。
（予習：2時間）
指示された企業の財務情報を収集する。

（予習：2時間）
指示された企業の財務情報を収集する。

（復習：2時間）
［授業方法］
主な経営指標を用いて、企業の 指示のあった企業の財務情報をピックアップして
成長性と市場での優位性、投資 おく。
価値の分析実習をする。
（課題レポート）
指示に従い作成し、期限までに提出する。
（予習：5時間）
［授業内容］
課題レポートを完成させる。
課題レポートの発表
［授業方法］
提出した課題レポートについて
発表し、ディスカッションする
。
（授業内容）
利益計画と予算管理

（復習：2時間）
ミニレポートの作成。ディスカッションした内容
と自身のレポートの同意点と異なる点をまとめる
。
（予習：2時間）
指示された企業の財務情報を収集する。

（授業方法）
損益分岐点分析をもとにした利
益計画の手法を学ぶ。ケースス
タディを使って実習する。
（授業内容）
財務管理と経営戦略

（復習：2時間）
課題のプリントで復習する。

（授業方法）
第2〜12講までの振り返りとま
とめ。
（授業内容）
企業の社会性評価

（復習：2時間）
第2〜本講までの課題の復習をしておく。

（予習：2時間）
第2〜12講までのレジュメを整理しておく。

（予習：2時間）
指示した企業の財務関係とＣＳＲについて、資料
を収集し揃えておく。

（授業方法）
経営指標による分析結果だけで （復習：3時間）
なく、社会的な貢献、教育的貢 全講について総復習するとともに、マネジメント
献、地域的貢献などの視点を併 に対する自身の着眼点・論点を整理しておく。
せた総合的な視点から、企業の
実態把握と評価を試みる。
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竹内

（予習：4時間）
全講について総復習するとともに、マネジメント
に対する自身の着眼点・論点を整理し、試験に備
える。

定期試験の実施
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授業科目名
英語科目名

スポーツビジネス論
Sports and Business

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

小笠原

悦子

授業概要
【授業全体の内容】
スポーツビジネスの分野、産業、プロダクトを理解し、スポーツ産業界のビジネスチャンスに着目し、知識
を増やし、自らが想像力を鍛え、将来クリエーティブな仕事に携わるためのトレーニングを行う。
スポーツビジネスに関するコラムを短時間で読み、内容をまとめてＰＰＴを作成し、発表を行う。また、ま
たゲストスピーカーの授業では、毎回出される課題に対してグループとして取り組み、話し合った内容（アイ
ディア）の発表を行う。最後にはプロジェクトチームを作成して大きな課題に取り組み、報告書の作成ととも
にプレゼンテーションも行う。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等の関連）】
この科目は「スポーツマネジメント学分野の専門的な知識と技能」を身に付けるための科目の１つとして開
講される。また、スポーツマネジメント学科においては、「協働で課題を解決するための必要なコミュニケー
ション能力」という学位授与方針の達成にも寄与する。
【授業の到達目標】
１．情報探索、情報収集と実践的な演習も交えながら授業を展開することで、スポーツビジネス界の即戦力を
目指す姿勢が養われる。
２．スポーツビジネス界で働く者にとってどんな準備が必要なのかを感じることができる。
３．様々なグループワークでそれぞれの役割を理解し、短時間でまとめる力を養える。
４．プレゼンテーションを繰り返すことで、スポーツビジネスに関するＰＰＴの作成、報告書の作成を学ぶこ
とができる。
成績評価
【成績評価の基準】
１．情報探索、情報収集と実践的な演習も交えながら授業を展開することで、スポーツビジネス界の即戦力を
目指す姿勢が養われる（平常点）。
２．スポーツビジネス界で働く者にとってどんな準備が必要なのかを感じることができる（グループワーク及
び最終プレゼンテーション）。
３．様々なグループワークでそれぞれの役割を理解し、短時間でまとめる力を養える（グループワーク評価）
。
４．プレゼンテーションを繰り返すことで、スポーツビジネスに関するＰＰＴの作成、報告書の作成を学ぶこ
とができる（最終プレゼンテーション及び最終レポート）。
【成績評価の方法】
プレゼンテーションとレポート及びコメントカードの内容
授業でのリアクションコメント 4% x 13回＝52%
グループレポート
30%
課題プレゼンテーション 18%
合計 100%
履修における留意事項
【履修条件】
マネジメント総論を履修していることが望ましい。
【履修上の注意】
本授業は、短時間に課題に挑戦する実践型の授業、多彩なゲストを迎えてのレクチャー型の授業、そしてプロ
ジェクトチームによる研究発表型の授業と多彩な形式を取る。得られた情報から、即座にその内容をまとめて
形にすることが求められる。
【参考資料】
鈴木友也の「米国スポーツビジネス最前線」http://business.nikkeibp.co.jp/article/person/20130418/246
910/
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：小笠原悦子
eogasawa@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：後期の火曜日 2限目
場所：1号館3階1329室
事前にemailでアポを取り、訪問することが望ましい。
備考
【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学修時間60時間の計90時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
小笠原悦子
（予習：2時間）
1
授業内容）
オリエンテーション、授業の最 出題された課題の情報を収集しまとめる
終目標と方法の説明
（授業方法）
授業の到達目標を含め、授業の
やり方、評価方法、学生への期
待について説明する
小笠原悦子
（復習：2時間）
2
（授業内容）
ケーススタディ（グループ発表 発表に対する反省と課題の整理
（予習：2時間）
） ①
コラムを読み、理解し、まとめ 課題の情報収集とPP作成
て、発表する
（授業方法）
その場で出されるコラムをその
時間内で読み、内容をまとめて
ＰＰＴをを作成し、発表する
小笠原悦子
（復習：2時間）
3
（授業内容）
発表の短所と課題の整理
ケーススタディ (グループ発
表) ②に関する課題に挑戦す （予習：2時間）
ゲストに関する企業研究
る
（授業方法）
その場で出されるコラムをその
時間内で読み、内容をまとめて
ＰＰＴをを作成し、発表する
小笠原悦子
（復習：2時間）
4
（授業内容）
MBAの目指すものは何なのかをまとめる
MBAとスポーツマネジメントの
企業への応用について理解を深 （予習：2時間）
ゲストの企業研究
める
（授業方法）
ゲストの話を聞く、また、ゲス
トの出す課題にグループとして
取り組み、答えを発表する
ゲスト
（復習：2時間）
5
（授業内容）
広告代理店のスポーツビジネス 広告代理店のビジネスの目指すものを整理する
（予習：2時間）
について理解を深める
研究課題の研究とPP作成
（授業方法）
ゲストの話を聞き、概要をまと
める、また、ゲストの出す課題
にグループとして取り組み、答
えを発表する
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小笠原悦子

7

小笠原悦子

8

ゲスト

9

ゲスト

10

ゲスト

11

ゲスト

12

（授業内容）
ケーススタディ（グループ発表
） ③
コラムを読み、理解し、まとめ
て、発表する
（授業方法）
その場で出されるコラムをその
時間内で読み、内容をまとめて
ＰＰＴをを作成し、発表する
授業内容）
ケーススタディ（グループ発表
） ④
コラムを読み、理解し、まとめ
て、発表する
（授業方法）
その場で出されるコラムをその
時間内で読み、内容をまとめて
ＰＰＴをを作成し、発表する
（授業内容）
ファイナンスと経済について理
解を深める
（授業方法）
ゲストの話を聞き、概要をまと
める、また、ゲストの出す課題
にグループとして取り組み、答
えを発表する
（授業内容）
プロ野球とスポーツビジネスに
ついて理解を深める
（授業方法）
ゲストの話を聞き、概要をまと
める、また、ゲストの出す課題
にグループとして取り組み、答
えを発表する
（授業内容）
スポーツとデータビジネスにつ
いて理解を深める
（授業方法）
ゲストの話を聞き、概要をまと
める、また、ゲストの出す課題
にグループとして取り組み、答
えを発表する
（授業内容）
スポーツとエージェントビジネ
スについて理解を深める
（授業方法）
ゲストの話を聞き、概要をまと
める、また、ゲストの出す課題
にグループとして取り組み、答
えを発表する
（授業内容）
ケーススタディ (グループ発
表) ⑤に関する課題に挑戦す
る
（授業方法）
その場で出されるコラムをその
時間内で読み、内容をまとめて
ＰＰＴをを作成し、発表する
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（復習：2時間）
発表の反省と課題の整理
（予習：2時間）
課題の研究とPP作成

復習：2時間）
発表の反省と課題の整理
（予習：2時間）
課題の研究とPP作成

（復習：2時間）
スポーツとファイナンスに重要なことのまとめ
（予習：2時間）
プロ野球ビジネスの課題研究

（復習：2時間）
プロ野球ビジネスの課題の整理
（予習：2時間）
ゲストの企業研究

（復習：2時間）
スポーツとデータビジネスに関わるど企業のま
とめ
（予習：2時間）
ゲストの企業研究

（復習：2時間）
エージェント企業のまとめ
（予習：2時間）
課題の研究とPP作成

（復習：2時間）
発表の課題の整理
（予習：2時間）
課題の研究とPP作成

13

小笠原悦子

14

小笠原悦子

（授業内容）
ケーススタディ (グループ発
表) ⑥に関する課題に挑戦す
る
（授業方法）
その場で出されるコラムをその
時間内で読み、内容をまとめて
ＰＰＴをを作成し、発表する
（授業内容）
課題プレゼンテーション（１）
各グループで課題のプレゼンテ
ーションを行う
最終プレゼンテーション
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（復習：2時間）
発表の課題の整理
（予習：2時間）
課題の研究とプレゼン準備

（復習：2時間）
発表の反省とレポート作成
（予習：2時間）
最終レポートの作成

授業科目名
英語科目名

メディア経営論
Media Management

授業形態
開講学期

講義、グループディスカ
後期（集中講義）

対象学年

カリキュラムにより
異なります
宮本 和幸

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

授業概要
〔授業全体の内容〕
授業では、新聞、テレビ放送（地上波・BS・CS放送）、インターネット、出版業界（書籍、雑誌）、映画産
業などがどのように発展し、今後どのように発展し展開していくのかを社会生活や政治、そして自然災害など
との関連も踏まえながら日本のみならず世界の動向を見据えて学ぶことを目的とし、それぞれのメディアの特
徴や発展してきた歴史を踏まえ現状の問題点や将来の課題を提示する。そこからメディアリテラシーを意識し
つつ、メディアに関してマネジメントする能力を身につける。
〔授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）〕
この「メディア経営論」は、社会生活と密接に関わる「メディア」についての概念を理解し、今後自分自身
がどのように接していくのかについて、スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養とに関連付けて特に
「マスメディア」につての自分自身の考えをまとめる応用力を身につけることを目標として開講される。本授
業では、メディアから得られることやメディアメディアリテラシーを意識する事により国際的視野を持ち、ビ
ジネス対象としてのスポーツを「ヒト・モノ・カネ・情報」という経営資源の側面からマネジメントできる能
力を身につけ、経営学・社会心理学・社会学を応用したスポーツマネジメントについての知識と技能を得るこ
とを目指すことを目的とする。
〔授業の到達目標〕
１．マスメディア（新聞・テレビ・出版・広告・インターネットなど）の成り立ちとメディア経営への理解が
高まり、それを説明することができる。
２．メディアリテラシーを理解し、それを身に着けることによって今後のメディアへの理解が高まる。
３．メディアでの様々な意見を自分なりに理解し、自分の考えをまとめ、それをきちんと発表できる。
４．自分なりの考えをまとめてレポート出来て、それをきちんと口頭発表できるようになること。
成績評価
〔成績評価の基準〕
１．授業に出席し積極的に授業を受けているのか。またグループディスカッションなどにも積極的に参加して
いるかで受講態度を評価する。
２．マスメディアに対してどのように理解が深まったのか、メディアリテラシーへの理解が出来ているのかを
レポート試験で評価する。
３．メディアを通した様々な意見や考えを自分なりにどのようにまとめまた表現できているのかや本授業でメ
ディアに関してどのようなことを得たのかをまとめられるかを最終レポート試験で評価する。
〔成績評価の方法〕
出席点・授業態度（50点）、中間レポート（20点）、最終レポート（30点）を総合して評価する。
尚、出席していても授業態度が授業進行上においてふさわしくないと判断した場合は、減点の対象とし、実習
など欠席の理由が明確な場合には欠席届の提出で出席点を考慮する。
履修における留意事項
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〔履修条件〕
メディア（特にマスメディア）だけでなく、書籍、映画などに対しても日ごろから興味を持ち、積極的に活
用していること。
〔履修上の注意（科目独自のルール）〕
1回の授業で3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業は欠席扱いとする。
〔課題（試験・レポート等）に対するフィードバックの方法〕
最初にメディアに対する質問・疑問アンケートを実施し、それに対しては講義中に応える時間を取る。また
中間と最終のレポートを提出して貰うが、中間のレポートに関しては採点も含め個別に解説や指導を行いフィ
ードバックする。そして最終レポート提出を「最終試験」とする。
〔テキスト・参考書〕
授業においては、プリントを配布する。参考図書として以下のものをあげておく
「情報メディア白書2019」（電通総研）、「改訂版 メディア論」吉見俊哉・水越伸（放送大学教育振興会）
「図説 日本のメディア」藤竹曉（NHKブックス）、「21世紀のメディア論」水越伸（放送大学教育振興会）
「メディア技術史」飯田豊（北樹出版）、「メディアの将来像を探る」早稲田大学メディア文化研究所（一藝
社）
「メディアガイド2018」宣伝会議、「テレビ業界まるみえ読本」田波伊知郎（技術評論社）
連絡先とオフィスアワー
〔連絡先〕
担当：宮本和幸
メールにて連絡：miyakazu6279@gmail.com
〔オフィスアワー〕
講義時間の終了後、非常勤講師控室にて対応する。また、メールでの質問や問合せなどには随時対応する。
備考
〔学修時間〕
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業25時間と準備学習60時間の計85時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
〔学生に望むこと〕
メディア経営論を学ぶにあたっては、集中講義であり授業に出席することが評価の半分を占めるのでよほど
の事情が無い限りの欠席は認めない。また、メディアに対してどのように接したらいいのかという姿勢やそれ
をどのように受け取るのかということを意識しながら授業に臨んで欲しい。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
宮本和幸
（予習：2時間）
1
（授業内容）
ガイダンス、自己紹介、オリエ 日本の広告業界について事前に調べておく。
ンテーション。日本の広告業界 （復習：2時間）
自分の興味のあるメディアについて考察しまとめ
の現状について理解する。
ておく。
（授業方法）
広告業界を取り巻く「マスメデ
ィア」の現状について解説する
。
宮本和幸
（予習：2時間）
2
（授業内容）
日本の新聞業界の成り立ちにつ 自分の興味がある新聞を、出来れば複数よく読ん
いて理解を深める、テレビ業界 でおく。
（復習：2時間）
との関係も理解する。
新聞の成り立ちとテレビ業界との関係をまとめて
（授業方法）
日本の新聞業界の成り立ちやテ おく。
レビ業界との関係を解説する
宮本和幸
（予習：2時間）
3
（授業内容）
日本の新聞業界の歴史に「スポ 新聞業界とスポーツとの関連性を事前学習してお
ーツ」がどのように関わってき く
（復習：2時間）
たのかを理解を深める。
日本の新聞業界とスポーツの関わりをまとめてお
（授業方法）
日本の新聞業界とスポーツとの く
関わりについて解説する。
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宮本和幸

5

宮本和幸

6

宮本和幸

7

宮本和幸

8

宮本和幸

9

宮本和幸

10

宮本和幸

（授業内容）
日本の新聞の論調（社説など）
の違いについての理解を深め、
その背景について考察する。
（授業方法）
日本の新聞の論調（社説など）
の違いなどについて解説する。
（授業内容）
新聞についてのグループディス
カッション
（授業方法）
新聞業界の今後についてのグル
ープディスカッションを行い、
一人ずつ1分間のプレゼンテー
ションを行う。（アクティブ・
ラーニング）
（授業内容）
テレビ業界の誕生とスポーツと
の関わりについて理解を深める
。
（授業方法）
テレビ業界の誕生とスポーツと
の関わりについて解説する。
（授業内容）
マスコミの系列化と民放テレビ
局とNHKの経営について理解を
深める。
（授業方法）
マスコミの系列化と民放テレビ
局とNHKの経営について解説す
る。
（授業内容）
巨大ビジネスとなったスポーツ
コンテンツの放映権料（特に五
輪やサッカーW杯）についての
理解を深める。
（授業方法）
スポーツコンテンツの放映権料
（特に五輪やサッカーW杯）に
ついて解説する。
（授業内容）
テレビ番組の中で、主に生放送
のニュース・情報番組、スポー
ツ中継やバラエティ番組がどの
ように制作されているのかを中
心に理解を深める。
（授業方法）
実際の映像を観ながら、テレビ
番組（ニュース、スポーツ中継
、バラエティ番組）がどのよう
に制作されているのかを解説す
る。
（授業内容）
テレビ番組（ドラマ）がどのよ
うに制作されているのかの理解
を深める。
（授業方法）
実際の映像を観ながら、テレビ
番組（ドラマ）がどのように制
作されているのかを解説する。
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（予習：2時間）
新聞の社説を読み比べて論調の違いについて事前
学習しておく。
（復習：2時間）
次回のグループディスカッションに備えて新聞業
界についての考えをまとめておく。
（予習：2時間）
１〜4回の講義内容を復習する。
（復習：2時間）
レポート課題
実際の新聞の論調を比較しながら、自分の意見を
まとめる。（評価全体の20％）

（予習：2時間）
2回目の講義内容を復習し、テレビ業界との成り
立ちを事前学習しておく。
（復習：2時間）
テレビ業界との成り立ちについてまとめておく。

（予習：2時間）
新聞業界とテレビ局の系列について事前学習して
おく。
（復習：2時間）
マスコミの系列化とNHKの経営についてまとめて
おく。

（予習：2時間）
スポーツコンテンツの放映権料について事前学習
しておく。
（復習：2時間）
スポーツコンテンツの放映権料についてまとめて
おく。

（予習：2時間）
自分がこれまで良く見ていた、ニュース・情報番
組やスポーツ番組、バラエティ番組を整理してお
く。
（復習：2時間）
テレビ番組制作のスタッフ陣容や制作過程をまと
めておく。

（予習：2時間）
自分がこれまで良く見ていたドラマや好きなドラ
マを整理しておく。
（復習：2時間）
ドラマ制作のスタッフ陣容や制作過程をまとめて
おく。

11

宮本和幸

12

宮本和幸

13

宮本和幸

14

宮本和幸

15

宮本和幸

16

宮本和幸

（授業内容）
視聴率が意味することやCMと広
告会社の役割、スポンサーとの
関係の理解を深める
（授業方法）
視聴率についての授業の後、テ
レビ業界の今後についてのグル
ープディスカッションを行い、
一人ずつ1分間のプレゼンテー
ションを行う（アクティブ・ラ
ーニング）
（授業内容）
出版・雑誌業界の現状と今後の
課題についての理解を深める。
（授業方法）
出版・雑誌業界の現状と今後の
課題について解説する。
（授業内容）
インターネットメディアの動向
について理解を深める。
（授業方法）
インターネットメディアの動向
について解説する。
（授業内容）
日本の映画産業の歴史と現在の
映画産業の実態について理解を
深める。
（授業方法）
実際の映画を映像で観て、日本
の映画産業の歴史と現在の映画
産業の実態について解説する。
（授業内容）
インターネット業界、出版・雑
誌業界、映画産業の今後につい
てのグループディスカッション
。
（授業方法）
インターネット業界、出版・雑
誌業界、映画産業の今後につい
てのグループディスカッション
を行い、一人ずつ1分間のプレ
ゼンテーションを行う。
最終試験・レポート
今期の授業を通じて「メディア
について自分なりに得たことや
考えさせられた事」をまとめる
。
最終試験はそれをレポートとし
て提出する。
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（予習：2時間）
テレビの視聴率について事前学習しておく。
（復習：2時間）
6〜11回の講義内容を整理する。

（予習：１時間）
出版・雑誌業界について事前学習しておく。
（復習：１時間）
出版・雑誌業界の現状と今後の課題についてまと
めておく。
（予習：2時間）
インターネットに関して自分がどのように考えて
いるかを事前にまとめておく。
（復習：2時間）
インターネットメディアと自分との関わり
をまとめておく。
（予習：2時間）
日本の映画産業について事前学習しておく。
（復習：2時間）
日本の映画産業の歴史と現在の映画産業の実態に
ついてまとめておく。

（予習：2時間）
12〜14回の講義内容を整理する。
（復習：2時間）
グループディスカッションを通して、最終レポー
トの内容をまとめる。

授業科目名
英語科目名

スポーツ施設マネジメント
Management of Sports Facilities and Equipment

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 高橋 季絵
科目担当者
黒須充
授業概要
［授業全体の内容］
公共及び民間のスポーツ施設運営にかかわる諸側面を取り扱い、屋内スポーツ施設、屋外スポーツ施設におい
て行われるイベントや教室、レギュラープログラムの具体的なマネジメントについて理解を深める。商業スポ
ーツ施設（民間フィットネスクラブ等）の運営管理、公共スポーツ施設の安全対策、公共スポーツ施設のイベ
ント運営、地域スポーツ施設のマーケティング、学校体育施設の運営等に焦点を当て、実践的な事例を交えな
がら、解説する。なお、本講義は（公財）日本体育施設協会の資格認定講座であり、認定試験に合格し登録す
ると「体育施設管理士」資格が付与される。
［学位授与方針に定められた知識・能力等との関連］
スポーツ施設マネジメントでは、施設利用者の増加と利用者満足度を向上させるため、マーケティングやマネ
ジメントの基礎知識のみならず、現場で役立つ実践的な知識やノウハウも求められる。本授業では、スポーツ
健康科学を中心とした幅広い知識と教養に基づき、経営学や社会学を応用したスポーツマネジメント学分野の
専門的な実践力を身につけ、スポーツを「モノ」という経営資源の側面からマネジメントできる能力の養成を
目指す。
［授業の到達目標］
スポーツ施設の運営管理について理解を深め、実際のスポーツ施設の利用時や運営に役立つ知識を習得する。
科目終了時、受講生は以下の水準に達しているよう期待される。
・スポーツ活動中およびスポーツ施設の運営管理における安全管理に関する法律、規則を学び、理解を深め、
実際の対応時に自ら実践できるようになる。
成績評価
［成績評価の基準］
スポーツ活動中およびスポーツ施設の運営管理における安全管理に関する法律、規則に関して、実際のスポー
ツ施設の利用時や運営の視点から説明することができるかどうか、授業毎のレポート課題や学期末の定期試験
で評価する。その他、学習意欲や態度についても、授業内で行うグループワークやディスカッションを通して
評価する。
［成績評価の方法］
おさらいテスト（10％）、グループ課題発表（10％）、課題レポート（10％）、中間テスト（20％）、期末テ
スト（50％）を総合して評価する。
履修における留意事項
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［履修条件］
マネジメント総論、スポーツマーケティング論、生涯スポーツ論を受講していることが望ましい。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業毎のレポート課題については、翌週の授業の中で評価のポイントを提示し、解説する。定期試験に関して
は、試験終了後、模範解答をJ‑Pass上に掲載する。
［履修上の注意］
・資格認定試験受験およびテキスト代について
資格取得のための認定試験およびテキスト代は11,000円となります（資格試験合格後、資格認定には登録料が
2万円必要です）。授業のみ受講の場合は、テキスト代（1,000円）がかかります。
・授業中の私語厳禁、提出物の期限厳守、テキストの所持、指定された書籍や資料の通読、教育実習や介護実
習、試合等で欠席する場合は、事後ではなく、事前に知らせること。
［テキスト・参考書等］
1.（テキスト）
「スポーツ施設マネジメント（（公財）日本体育施設協会）」
教科書として使用するので、受講者は必ず購入する必要があります（授業内）。
2.（参考図書等）
月刊体育施設（SF）、ケーススタディ スポーツアクシデント改訂第4版、改訂生涯スポーツ実践論、日本の
サッカースタジアム―今日そして明日―
その他、授業中に適宜資料を配布します
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：黒須 充
メールアドレス： mkurosu@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：火曜日12:10〜12:50、水曜日13:00〜16:00、木曜日12:10〜12:50
場所：１号館３階1323室（生涯スポーツゼミナール）
この時間以外の来室は事前にE‑mailで予約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
本講義では、これまでの「場所を貸す」だけの施設運営から、マーケティングやマネジメントの手法を導入し
た新たな施設経営のあり方について紹介する。こうした実際の現場で活用できる知識やノウハウを身につけた
いと考えている意欲的な学生の受講を望む。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
高橋、黒須
授業の目的および概要の解説、シラバスの解説、
1
［授業内容］
オリエンテーション（含：資格 評価方法と授業の進め方について説明する。
の説明）
日本のスポーツ施設の種類、歴
史と現状
［授業方法］
資料、スライドを用いて講義を
進める
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2

高橋

3

高橋

4

高橋

5

高橋

6

高橋

7

高橋

［授業内容］
「スポーツ施設のマーケティン
グ・マネジメント」について概
説し、その手法を学ぶ

予習（2.5時間）：テキスト・資料を通読し、ス
ポーツ施設のマーケティング・マネジメントにつ
いて調べてくること。
復習（1.5時間）：スポーツ施設のマーケティン
グ・マネジメントの内容について復習する。

［授業方法］
資料、スライドを用いて講義を
進める
・スポーツ施設のマーケティン
グについて、グループディスカ
ッションし、まとめを行う
予習（2.5時間）：テキスト・資料を通読し、ス
［授業内容］
「スポーツ施設の安全管理：事 ポーツ施設の安全管理、特に「事故と対策」につ
いて調べてくること。
故と対策」について考える
復習（1.5時間）：スポーツ施設の安全管理（事
故と対策）について復習する。
［授業方法］
資料、スライドを用いて講義を
進める
スポーツにおける事故と対策に
ついて、グループディスカッシ
ョンを行い、まとめを行う
予習（2.5時間）：テキスト・資料を通読し、屋
［授業内容］
「屋内スポーツ施設の維持管理 内スポーツ施設の維持管理と諸規則について調べ
と諸規則」について解説する てくること。
復習（1.5時間）：屋内スポーツ施設の維持管理
と諸規則について復習する。
［授業方法］
資料、スライドを用いて講義を
進める
予習（2.5時間）：テキスト・資料を通読し、ス
［授業内容］
「スポーツ施設の音響と照明の ポーツ施設の音響と照明の維持管理について調べ
維持管理」について解説し、事 てくること。
復習（1.5時間）：スポーツ施設の音響と照明の
例を紹介する
維持管理について復習する。
［授業方法］
資料、スライドを用いて講義を
進める
予習（2.5時間）：テキスト・資料を通読し、ス
［授業内容］
「スポーツ施設の用器具の維持 ポーツ施設の用器具の維持管理について調べてく
管理」について諸規則を解説し ること。
復習（1.5時間）：スポーツ施設の用器具の維持
、用途・管理方法を学ぶ
管理について復習する。
［授業方法］
資料、スライドを用いて講義を
進める
用器具の維持管理方法について
グループディスカッションし、
まとめる
予習（2.5時間）：テキスト・資料を通読し、水
［授業内容］
「水泳プールの維持管理と諸規 泳プールの維持管理と諸規則について調べてくる
則」について解説し、安全・安 こと。
心な維持管理法について考える 復習（1.5時間）：水泳プールの維持管理と諸規
則について復習する。
［授業方法］
資料、スライドを用いて講義を
進める
水泳プールの安全・安心な維持
管理について、グループディス
カッションし、まとめを行う
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8

高橋、黒須

［授業内容］
中間テストの実施

9

高橋、黒須

［授業内容］
課題発表

10

11

12

13

高橋

高橋

予習（2時間）：第1回〜7回の授業テキストや資
料を通読すること。
復習（2時間）：第1回〜7回の授業の中で理解が
浅かった部分について復習する。
予習（3時間）：事例発表の準備をすること
復習（1時間）：事例発表に対する質疑応答の内
容について、整理する。

［授業方法］
第1回〜第8回までの授業内容（
テーマ）に関して各グループ毎
で発表する
［授業内容］
「スポーツ施設の診断（保全と
劣化）」について概説し、スポ
ーツ施設の維持について考える
［授業方法］
資料、スライドを用いて講義を
進める
スポーツ施設の維持管理につい
て、グループディスカッション
を行い、発表する
［授業内容］
「芝生の造成と維持管理（人工
芝含む）」について概説し、事
例を踏まえて諸規則を学ぶ

高橋

［授業方法］
資料、スライドを用いて講義を
進める
［授業内容］
「屋外スポーツ施設の維持管理
と諸規則」について解説し、事
例を紹介する

高橋

［授業方法］
資料、スライドを用いて講義を
進める
［授業内容］
「民間フィットネスクラブの経
営管理」について解説し、事例
を含めて理解を深める
［授業方法］
資料、スライドを用いて講義を
進める
民間フィットネスクラブの経営
について、グループディスカッ
ションをし、まとめを行う
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予習（2.5時間）：テキスト・資料を通読し、ス
ポーツ施設の診断（保全と劣化）について調べて
くること。
復習（1.5時間）：スポーツ施設の診断（保全と
劣化）について復習する。

予習（2.5時間）：テキスト・資料を通読し、芝
生の造成と維持管理（人工芝含む）について調べ
てくること。
復習（1.5時間）：芝生の造成と維持管理（人工
芝含む） について復習する。

予習（2.5時間）：テキスト・資料を通読し、屋
外スポーツ施設の維持管理と諸規則について調べ
てくること。
復習（1.5時間）：屋外スポーツ施設の維持管理
と諸規則について復習する。

予習（2.5時間）：テキスト・資料を通読し、民
間スポーツ施設の実例について調べてくること。
復習（1.5時間）：スポーツ施設の経営管理：民
間フィットネスクラブの経営管理について復習す
る。

14

高橋、黒須

［授業内容］
「指定管理者制度・公共スポー
ツ施設・都市計画」について解
説し、事例を踏まえて理解を深
める
［授業内容］
資料、スライドを用いて講義を
進める
公共スポーツ施設の管理・運営
についてグループディスカッシ
ョンを行い、発表する
定期試験
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予習（2.5時間）：テキスト・資料を通読し、指
定管理者制度・公共スポーツ施設・都市計画につ
いて調べてくること。
復習（1.5時間）：指定管理者制度・公共スポー
ツ施設・都市計画について復習する。

授業科目名
英語科目名

スポーツ用品論
Sports Materials

授業形態
開講学期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 黒須 充
科目担当者
黒須 充、柳谷登志雄
授業概要
【授業全体の内容】
スポーツ用品のマーケティング、スポーツ用具の種別と派生、スポーツ用具と安全性、シューズ、ウエア、
打具の特徴と開発等に焦点を当て、実践的な事例を交えながら、解説する。
この授業科目では、スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養を習得し、それらを応用し表現する能
力を養うことと共に、スポーツを「モノ」という経営資源の側面からマネジメントできる力やシューズやスポ
ーツウエアなどのスポーツ用品の機能・性能を力学的に理解する力を養成し、スポーツ関連企業やスポーツサ
ービス産業、スポーツクラブ、スポーツ用品メーカーなどで活躍できる人材の育成を目標とする。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連】
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」や「経営学・社会心理学・社会学を応用
したスポーツマネジメントについての知識」を習得し、「スポーツをヒト・モノ・カネ・情報」という経営資
源の側面からマネジメントできる能力を身につける、という学位授与方針の達成に寄与する。
【授業の到達目標】
・様々なスポーツで用いられる用具について、その種別（カテゴリー）や発生と派生の歴史を理解する。
・スポーツ用具の開発や販売の過程を理解して、将来、これに関連した分野の職業に就くか否かを判断するこ
とが出来る知識と判断力を身につける。
成績評価
成績評価方法
１．様々なスポーツで用いられる用具について、その種別（カテゴリー）や発生と派生の歴史を理解する（レ
ポート）
２．スポーツ用具の開発や販売の過程を理解して、将来、これに関連した分野の職業に就くか否かを判断する
ことが出来る知識と判断力を身につける（グループディスカッション）
【 成績評価基準】
授業態度・取り組む姿勢（20％）、事前・事後学習（20％）、小テスト（20％）、レポート試験（40％）を総
合的に評価する。
履修における留意事項
【履修上の注意（科目独自のルール）】
生涯スポーツ論、スポーツバイオメカニクスを受講していることが望ましい。
【課題（試験・レポート等）に対するフィードバックの方法）】
授業にて返却し、模範解答や評価のポイントを提示し、解説する。
【テキスト・参考書等】
【テキスト】
特に指定しない
【参考書】
１）『「カール・ルイスの魔法の靴」 超軽量シューズ 若手社員の闘い ―復活への舞台裏 プロジェクトＸ
〜挑戦者たち〜』ＮＨＫ「プロジェクトＸ」制作班．NHK出版
２）『足と靴の科学 (おもしろサイエンス) 』(株)アシックス スポーツ工学研究所 (著), 西脇 剛史 (監修)
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：黒須
メールアドレス： mkurosu＠juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：火曜日12:10〜12:50、水曜日13:00〜16:00、木曜日12:10〜12:50
メ場所：１号館３階1323室（生涯スポーツゼミナール）
この時間以外の来室は事前にE‑mailで予約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
【連絡先】
担当：柳谷
メールアドレス：tyanagi＠juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：火曜日放課後
場所：１号館5階1513室（バイオメカニクス研究室）
この時間以外の来室は事前にE‑mailで予約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業３０時間と準備学修６０時間の計９０時間の
学修を必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
黒須 充
【予習（３時間）】
1
（授業内容）
コトラーの製品構造論について事前に調べ、理解
【スポーツ用品とは】
・授業の進め方、授業計画、成 を深める。
績評価、履修にあたっての留意
【復習（１時間）】
点など
・スポーツ用品の製品特性、市 課題レポートを作成して提出する。
場性などをマーケティングの立
場から考える。
（授業方法）
・スポーツ用品のマネジメント
やマーケティングをテーマにグ
ループワークを行う。
柳谷登志雄
【予習（3時間）】
2
（授業内容）
【スポーツ用具の種別と派生】 次回の内容について、書籍やインターネットなど
・様々なスポーツ種目における を利用して情報を収集する。
用具の種別とその派生と進化を
【復習（１時間）】
知る。
課題レポートを作成して提出する。
（授業方法）
・スポーツ用具の種別と派生を
テーマにグループワークを行う
。
柳谷登志雄
【予習（3時間）】
3
授業内容）
【スポーツ用具と記録の関係】 次回の内容について、書籍やインターネットなど
・陸上や水泳などの記録系スポ を利用して情報を収集する。
ーツについて、スポーツ用具の
進化と記録の向上について学ぶ 【復習（１時間）】
課題レポートを作成して提出する。
。
（授業方法）
・スポーツ用具と記録をテーマ
にグループワークを行う。
柳谷登志雄
【予習（3時間）】
4
（授業内容）
次回の内容について、書籍やインターネットなど
【スポーツ用具と安全性】
・格闘技や球技などのコンタク を利用して情報を収集する。
トスポーツにおける用具ついて
、傷害を予防する観点で学ぶ。 【復習（１時間）】
課題レポートを作成して提出する。
（授業方法）
・スポーツ用具と安全性をテー
マにグループワークを行う。
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柳谷登志雄

柳谷登志雄

柳谷登志雄

（授業内容）
【フットウェア】
・フットウェアの役割と種類に
ついて特に、安全性の観点から
学ぶ。
（授業方法）
・フットウェアの役割と種類を
テーマにグループワークを行う
。
（授業内容）
【フットウェア２】
・フットウェア開発の観点と手
順，機能性とエビデンスについ
て学ぶ。
（授業方法）
・フットウェア開発をテーマに
グループワークを行う。
（授業内容）
【ボール】
・球技種目で用いられるボール
について、素材や特性の観点か
ら学ぶ。
（授業方法）
・ボールをテーマにグループワ
ークを行う。
（授業内容）
【打具】
・ベースボール型スポーツやラ
ケットスポーツ、剣道などで用
いられる打具について役割や素
材などの観点から学ぶ。
（授業方法）
・打具をテーマにグループワー
クを行う。
（授業内容）
【ウェア】
・各種目で用いられるウェアに
ついて特徴と役割の観点から学
ぶ。
（授業方法）
・ウェアをテーマにグループワ
ークを行う。
（授業内容）
【コンプレッションウェア】
・コンプレッションウェアにつ
いて、パフォーマンスを高めた
り疲労を軽減したりする理論と
エビデンスを学ぶ。
（授業方法）
・コンプレッションウェアをテ
ーマにグループワークを行う。
（授業内容）
【スイムウェア】
・スイムウェア開発の歴史と観
点について学ぶ。
（授業方法）
・スイムウェアをテーマにグル
ープワークを行う。
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【予習（4時間）】
次回の内容について、書籍やインターネットなど
を利用して情報を収集する。
【復習（１時間）】
課題レポートを作成して提出する。

【予習（4時間）】
次回の内容について、書籍やインターネットなど
を利用して情報を収集する。
【復習（１時間）】
課題レポートを作成して提出する。

【予習（4時間）】
次回の内容について、書籍やインターネットなど
を利用して情報を収集する。
【復習（１時間）】
課題レポートを作成して提出する。

【予習（4時間）】
次回の内容について、書籍やインターネットなど
を利用して情報を収集する。
【復習（１時間）】
課題レポートを作成して提出する。

【予習（4時間）】
次回の内容について、書籍やインターネットなど
を利用して情報を収集する。
【復習（１時間）】
課題レポートを作成して提出する。

【予習（4時間）】
次回の内容について、書籍やインターネットなど
を利用して情報を収集する。
【復習（１時間）】
課題レポートを作成して提出する。

【予習（4時間）】
次回の内容について、書籍やインターネットなど
を利用して情報を収集する。
【復習（１時間）】
課題レポートを作成して提出する。
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柳谷登志雄

柳谷登志雄

柳谷登志雄

（授業内容）
【ラケットスポーツ】
・ラケットの素材と形状，開発
の理論について学ぶ。
（授業方法）
・ラケットスポーツをテーマに
グループワークを行う。
（授業内容）
【GPS】
・スポーツ用具としてのGPSの
役割とソフトウェア開発につい
て学ぶ。
（授業方法）
・GPSをテーマにグループワー
クを行う。
（授業内容）
【ウインタースポーツ】
・スキーやスノーボード，そし
てスケートに代表されるウイン
タースポーツの用具に着目して
、開発の観点を学ぶ。
（授業方法）
・ウインタースポーツをテーマ
にグループワークを行う。
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【予習（4時間）】
次回の内容について、書籍やインターネットなど
を利用して情報を収集する。
【復習（１時間）】
課題レポートを作成して提出する。
【予習（4時間）】
次回の内容について、書籍やインターネットなど
を利用して情報を収集する。
【復習（１時間）】
課題レポートを作成して提出する。

【予習（4時間）】
次回の内容について、書籍やインターネットなど
を利用して情報を収集する。
【復習（１時間）】
課題レポートを作成して提出する。

授業科目名
英語科目名

スポーツマネジメント特別講義
Special Lecture on Theory of Sports Management

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

小笠原

悦子

授業概要
【授業全体の内容】
日本および世界のスポーツと背景にある文化や歴史を学修し、日本の今後のスポーツの在り方を考えられる力
を身につけることを目的とする。
国際的なスポーツ組織や諸外国のナショナルスポーツ組織などの構造とシステム、およびそれが構築された
時代背景等について学修し、スポーツを通じた国際開発という大きな視点から考察する。また、日本国内のス
ポーツ組織との比較も行い、必要な情報を収集し、グループ別に調査結果を発表する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）】
この科目は、「スポーツマネジメント学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付
けるための科目の１つとして開講される。また、スポーツマネジメント学科においては、「国際的視野を持ち
、経営学、社会心理学、社会学等を応用したスポーツマネジメント学についての知識と技術」という学位授与
方針の達成にも寄与する。
【授業の達成目標】
１．世界には大陸別に様々な背景があり、その中でスポーツが発展してきたことを理解すること。
２．スポーツにもダイバーシティの視点の必要性を理解すること。
３．スポーツを通じた国際開発という定義とその課題を学ぶこと。
成績評価
【成績評価の基準】
１．大陸別な背景によってそれぞれの国においてスポーツが発展してきたことを理解すること（個人・グルー
プ発表）。
２．スポーツにもダイバーシティの視点の必要性を理解すること（レポート）。
３．スポーツを通じた国際開発という定義とその課題を学ぶこと（レポート及びグループ発表）。
【成績評価方法】
1)毎回の授業でのリアクションコメント
3%ｘ14 回＝42%
2) 小レポート
20%
3) 最終プレゼンテーション20％
4）最終レポート
18%
合計 (42＋20＋20＋18)＝100%
履修における留意事項
【履修要件】
マネジメント総論、スポーツマネジメント論を履修していることが望ましい。
【履修上の注意】
授業では、予習はもちろんのこと、授業中にスマートフォンや携帯端末を活用し、調べを進めながら授業を
行うので、毎回持参のこと。
【参考書】
Li,M, MacIntosh, E.W., & Bravo, G. (2012) International Sport Management. Human Kinetics, Champa
ingn, IL.
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：小笠原悦子
eogasawa@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：火曜日 2時間目
場所：1号館3階1329室
できるだけ、事前にemailにて面会の予約を取るように心がけて下さい。
備考
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授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
小笠原悦子
1
（授業内容）
オリエンテーション
（授業概要）
この授業がどのように行われ、
どんな評価方法で、どんな期待
感を持って行われるかを解説す
る。また、スポーツ界における
潮流についても解説する。
小笠原悦子
2
（授業内容）
オリンピックとパラリンピック
スポーツ (10章)について理解
を深める
（授業方法）
オリンピックとＩＯＣの歴史に
ついて解説する、動画等を利用
する、
パラリンピックについて学生に
調べた結果を発表させる
小笠原悦子
3
（授業内容）
北アメリカのスポーツ（4章）
について理解を深める
（授業方法）
ＰＰＴにて北米のスポーツを改
正津する。学生が調べてきたス
ポーツ組織について発表する
小笠原悦子
4
（授業内容）
ヨーロッパのスポーツ（6章）
について理解を深める
（授業方法）
ＰＰＴと動画でヨーロッパのス
ポーツを解説する。
学生の調べた組織を各グループ
で発表する
小笠原悦子
5
（授業内容）
アジア・東南アジア・オセアニ
アのスポーツ（8章）について
理解を深める
（授業方法）
ＰＰＴと動画で以上の地域を概
観する。
グループ発表も行う
小笠原悦子
6
（授業内容）
南アメリカのスポーツ（5章）
について理解を深める
（授業方法）
ＰＰＴと動画で南アメリカのス
ポーツの解説をする。グループ
で各国の状況を調べ、発表する
。
小笠原悦子
7
（授業内容）
アジア・東南アジア・オセアニ
アのスポーツ（8章）について
理解を深める
（授業方法）
ＰＰＴと動画で以上の地域を概
観する。
グループ発表も行う
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：1時間）
IOC とＩＰＣについて調べる

（復習：2時間）
IOCとIPCの関係について復習
（予習：2時間）
プロフェッショナルスポーツリーグとツアー（
12章） について、一つ組織を選び調べる

（復習：2時間）
アメリカかカナダのスポーツ組織のwebsiteを
調べる
（予習：2時間）
ヨーロッパのスポーツ（6章）のスポーツ組織
から一つ選び調べる
（復習：2時間）
授業で取り上げた組織のwebsiteを調べる
（予習：2時間）
アジア・東南アジア・オセアニアのスポーツ（
8章）のスポーツ組織を調べる

（復習：2時間）
授業で取り上げた組織のwebsiteを調べる
（予習：2時間）
南アメリカのスポーツの組織を一つ選んで調べ
る

（復習：2時間）
授業で取り上げた組織のwebsiteを調べる
（予習：2時間）
アジア・東南アジア・オセアニアのスポーツ（
8章）のスポーツ組織を調べる

（復習:2時間）
授業で取り上げた組織のwebsiteを調べる
（予習：2時間）
アフリカの国々とそれぞれのスポーツ組織を調
べる

8

小笠原悦子
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小笠原悦子

10

小笠原悦子

11

小笠原悦子
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小笠原悦子

13

小笠原悦子

14

小笠原悦子

（授業内容）
ザンビアで実際に行われている
スポーツを通じた国際開発（ジ
ェンダー平等）の事例を学ぶ
（授業方法）
事例を基に、スポーツの活用の
され方について講義をする。
（授業内容）
スポーツを通じた国際開発の国
内外の歴史的変遷を学ぶ。
（授業方法）
国連やユネスコといった国際機
関やIOCやFIFAといった国際ス
ポーツ団体の動きを基に、歴史
的変遷を講義する。
（授業内容）
様々な開発課題に対してスポー
ツの活用の可能性を検討する。
（授業方法）
スポーツが国際協力のコンテク
ストの中でどのように活用され
ているのか、課題をグループ毎
に選び、調べて発表する。
（授業内容）
スポーツを通じた国際開発に携
わる関係団体のそれぞれの役割
を学ぶ
（授業方法）
国際機関、スポーツ団体、民間
企業、NGO、個人などの様々な
関係団体の役割を調べ発表する
。
（授業内容）
スポーツを通じた国際開発の課
題を知り、その課題に対してど
んな対処ができるのか、学ぶ
（授業方法）
スポーツを通じた国際開発の課
題に対して、実際にどのように
対処できるのか調べ発表する。
（授業内容）
日本のスポーツ組織について理
解を深める
（授業方法）
ＰＰＴと動画で日本のスポーツ
の歴史と園は背景を解説をする
。
グループで日本の現状について
ディスカッションを行う
（授業内容）
Group Presentation (１)を実
施する
（授業方法）
グループごとにＰＰＴ屋動画を
使用し、プレゼンテーションを
行う
最終プレゼンテーション
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（復習2時間）
国際スポーツ開発とは何かを復習する。
（予習2時間）
国連やユネスコといった国際機関について調べる
。

（復習2時間）
国連関係組織とスポーツの関係を復習する。
（予習2時間）
スポーツが国際協力のコンテクストの中でどのよ
うに活用されているのかを下調べする。

（復習2時間）
スポーツを通じた国際開発の意義を復習する
（予習2時間）
スポーツを通じた国際開発に携わる関係団体のそ
れぞれの役割を調べる

（復習2時間）
スポーツを通じた国際開発に携わる関係団体のそ
れぞれの役割を復習する
（予習2時間）
スポーツを通じた国際開発に携わる関係団体のそ
れぞれの課題を調べる

（復習2時間）
スポーツを通じた国際開発の課題に対する対処方
法を復習
（予習2時間）
日本のスポーツ組織において国際開発に携わって
いるそしきについて調べる

（復習：2時間）
日本のスポーツ組織について復習する
（予習：2時間）
課題に上げられた組織について調べる

（復習：2時間）Ｇｒｏｕｐ発表の内容をクリテ
ィカルに評価する
（予習：2時間）レポート作成を行う

授業科目名
英語科目名

経営学
Business Management

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

水野

基樹

授業概要
（授業全体の内容）
経営学の対象とアプローチ方法、近年の企業制度やシステム、経営機能、さらには経営戦略論や経営組織論
、経営管理論、意思決定論、人的資源管理論等の視点から解説するとともに、経営学の今日的な諸問題も取り
上げます。また講義では、理論の教授に終始することなく、多くの企業事例を取り上げながら経営組織の様々
な形態や、経営戦略の基本的内容を解説し、企業の実態を明らかにしていきます。さらに、日本経済新聞やビ
ジネス雑誌の記事、事例DVD（Case Study）なども活用することで、経営学を応用したスポーツマネジメント
についての今日的な課題や現状についての理解を深め、スポーツをヒト・モノ・カネ・情報という経営資源の
側面からマネジメントができる基礎知識の獲得を目指します。
（授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連））
この科目は、スポーツ健康科学部スポーツマネジメント学科の学位授与方針に定める「経営学、社会心理学、
社会学等を応用したスポーツマネジメントの知識技能」、「経営資源の側面からマネジメントできる能力」を
養う科目として位置づけられる。
（授業の到達目標）
１．基礎的な経営学理論を論理的に説明できる。
２．日本経済新聞やビジネス雑誌を読みこなすことができる。
３．企業事例（Case Study）を理論と結び付けて考えることができる。
成績評価
（評価方法）
「経営学」に関する基本的な知識とノウハウの習得、授業参加、事前・事後学習の態度、レポート、期末試
験により総合的に判断します。具体的には、授業態度・取り組む姿勢：10％、事前・事後学習10％、レポート
課題：10％、定期試験：70％。
（評価基準）
１．基礎的な経営学理論を論理的に説明できるか定期試験で評価します。
２．日本経済新聞やビジネス雑誌を読みこなすことができるように、授業の事前・事後の学習を評価します
。
３．企業事例（Case Study）を理論と結び付けて考える能力が向上したかレポート課題により評価します。
４．その他、学習意欲や参加態度を講義内の小テストや課題などで評価します。
履修における留意事項
（履修要件）
特になし。
（履修上の注意（科目独自のルール））
受講学生に対して期待することは、大きく以下の５点です。
①積極的に授業に参加すること
②常に疑問を持つ姿勢
③感度の良いアンテナを張り、常に情報収集に努めること（特に日本経済新聞など新聞を毎日読む）
④授業で学んだ視点や知識を身近な組織(部活やバイト)に生かす・応用してみる
⑤講義内で登場（紹介）した企業や組織のホームページ（HP）にアクセスし、経営理念や組織体制、事業内容
、IR情報などの会社概要や決算情報業を収集し、経営の様子を理解する。
（試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法）
講義内で返却し、模範解答や評価のポイントを提示のうえ、詳細に解説します。
（テキスト・参考書など）
教科書：佐久間信夫・坪井順一編著 『第三版
参考書：授業時に適宜、指示します。
連絡先とオフィスアワー

現代の経営管理論』 学文社、2016年
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（連絡先）
担当：水野基樹
mtmizuno[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
（オフィスアワー）
日時：月曜日 10時〜12時、火曜日 15時〜16時
場所：1号館3階1320室
※上記の時間帯は予約が無くても対応しますが、予約があった学生を優先します。
できる限り、前日までにE‑Mailで予約するように心掛けてください。
備考
（学習時間）
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
（その他）
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
水野基樹
（予習：3時間）
1回
（授業内容）
【現代企業の経営と経営学】 授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
企業を取り巻く経営環境と企業 、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
の仕組みを理解する。
（復習：1時間）
（授業方法）
経営学の対象領域を説明するこ 次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
とで経営学を俯瞰する。
メントを課す。
水野基樹
（予習：3時間）
2回
（授業内容）
【企業の形態と企業グループ】 授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
企業の代表的な経済的・法律的 、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
形態を理解する。
（復習：1時間）
（授業方法）
株式会社の歴史的な発展過程に 次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
ついての解説と企業事例（VTR トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。
）を紹介する。
水野基樹
（予習：3時間）
3回
（授業内容）
【企業の意思決定と経営者】 授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
企業における階層別意思決定を 、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
理解する。
（復習：1時間）
（授業方法）
経営者の役割を説明し、意思決 次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
定についての体験ワークを実施 トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。
する。
水野基樹
（予習：3時間）
4回
（授業内容）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
【企業の目的と責任】
経済的目的と非経済的目的の観 、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
点から経営の目的論と目標論を 課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：1時間）
理解する。
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
（授業方法）
新たな企業の社会的責任(CSR) トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
に関しての理論の解説と企業事 メントを課す。
例（VTR）を紹介する。
水野基樹
（予習：3時間）
5回
（授業内容）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
【経営組織の構造】
経営組織構造のタイプを理解す 、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
る。
（復習：1時間）
（授業方法）
組織設計（デザイン）の考え方 次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
)に関しての理論の解説と企業 トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。
事例（VTR）を紹介する。
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6回

水野基樹

7回

水野基樹

8回

水野基樹

9回

水野基樹

10回

水野基樹

11回

水野基樹

12回

水野基樹

（授業内容）
【経営組織の機能】
企業の分業システムと協働シス
テムについて理解する。
（授業方法）
協働関係の意義に関する理論の
解説と企業事例（VTR）を紹介
する。
（授業内容）
【組織文化と組織革新】
組織のイノベーションについて
概説する。
（授業方法）
創造的組織の構築と変革プロセ
スに関しての理論の解説と企業
事例（VTR）を紹介する。
（授業内容）
【経営戦略の意義と概念】
企業の経営環境と環境適応につ
いて詳述する。
（授業方法）
経営戦略の構成要素に関しての
理論の解説と企業事例（VTR）
を紹介する。
（授業内容）
【経営戦略の戦略プロセス】
経営戦略の新潮流（史的変遷）
について理解する。
（授業方法）
経営戦略と戦略形成プロセスに
関しての理論の解説と企業事例
（VTR）を紹介する。
（授業内容）
【経営戦略と情報システム】
企業における情報システムの変
遷について理解する。
（授業方法）
経営戦略への情報システムの適
用に関しての理論の解説と企業
事例（VTR）を紹介する。
（授業内容）
【企業の国際化とグローバルマ
ネジメント】
企業の国際化の発展段階（理論
と実践）を理解する。
（授業方法）
グローバル企業における地域統
括本社の役割に関しての理論の
解説と企業事例（VTR）を紹介
する。
（授業内容）
【企業の国際的協調と競争行動
】
企業の国際競争力の構築プロセ
ス
について理解する。
（授業方法）
組織間関係論と戦略的アライア
ンスに関しての理論の解説と企
業事例（VTR）を紹介する。
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（予習：3時間）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：1時間）
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。
（予習：3時間）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：1時間）
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。
（予習：3時間）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：1時間）
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。
（予習：3時間）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：1時間）
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。
（予習：3時間）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：1時間）
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。
（予習：3時間）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：2時間）
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。

（予習：3時間）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：2時間）
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。

13回

水野基樹

14回

水野基樹

15回

水野基樹

（授業内容）
【ベンチャー企業経営】
企業家精神とベンチャー・スピ
リットについて理解する。
（授業方法）
エクセレントカンパニー（超優
良企業）の条件に関する理論の
解説と企業事例（VTR）を紹介
する。
（授業内容）
【TOP革新の重要性】
現代企業に求められるイノベー
ションを整理・体系化する。
（授業方法）
TOP革新と経営者に関しての理
論の解説と企業事例（VTR）を
紹介する。
定期試験の実施
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（予習：3時間）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：2時間）
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。
（予習：3時間）
授業で扱うテーマ、問題についての資料を配布し
、事後理解を深めるとともに、課題レポート等を
課し提出させる。講義の開始時に解説する。
（復習：2時間）
次回のテーマに関する参考資料を配布し、テキス
トの該当箇所と合わせてリーディング・アサイン
メントを課す。

授業科目名
英語科目名

イベント概論
Introduction to Event Management

授業形態
開講学期

講義
半期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

工藤

康宏

授業概要
［授業全体の内容］
本講義では、個人から自治体、国、国際的な位置づけに至るまで、様々な場面で活用される、イベント全般
についてイベントの歴史、基礎的な知識、実務について学ぶ。
イベントの歴史や成り立ち、現代的なイベントの現状などを学び、「ヒト・モノ・カネ・情報」という経営
資源の側面からイベントをマネジメントする知識やスキルを学んでいく。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「経営学・社会心理学・社会学を応用したスポーツマネジメントについての知識」「スポーツ
をヒト・モノ・カネ・情報という経営資源の側面からマネジメントできる」という学位授与方針の達成に寄与
する。
[授業の到達目標]
1.イベントの成り立ちを説明できる。
2.現代的なイベントの分類、イベントが数多く開催される理由、社会における役割を説明できる。
3.イベントに関わる企業や、実務として、どのような業務があるか、理解している。
※：JACE（社団法人日本イベント産業振興協会）の定めるイベントの歴史や基礎知識、実務について理解する
。JACEが行う「イベント検定試験」に合格するレベルの知識を身につける。（資格試験、または筆記試験にて
確認）
成績評価
[成績評価の基準]
1.イベント歴史やの現代のイベントの成り立ち・分類、イベントが数多く開催される理由、社会における役割
を説明できる。（レポート・筆記試験）
2.イベントに関わる企業や、実務として、どのような業務があるか、理解している。（レポート・筆記試験）
3.授業中の発言、グループワークの取り組みなどによって、受講態度を評価する（平常点）
※：JACE（社団法人日本イベント産業振興協会）が行う「イベント検定試験」に合格するレベルの知識を身に
つける。（資格試験、または筆記試験にて確認）
[成績評価の方法]
課題レポート2回程度（20％）、グループワーク（10％）、筆記試験（50％）、平常点（20％）を総合して評
価する。
履修における留意事項
[履修要件]
スポーツイベントの企画運営・実習、スポーツマーケティング実習、を受講予定の学生は、本科目を受講し
てください。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.学生の講義内容の理解の確認や教員へのフィードバックのために、スマートフォンあるいはタブレット等の
QRコードリーダーを使用する場合がありますので、使用できるように準備してください。
2.授業時間の3分の2以上の出席時間がない場合は欠席となります。
3.遅刻および早退は、3回をもって欠席1回分に換算します。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
レポートおよび試験の解説を行います。「履修上の注意１」でしまえした形でフィードバックを行います。
[テキスト・参考書等]
1.日本イベント産業振興協会（2015）基礎から学ぶ、基礎からわかるイベント．
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
工藤康宏 ykudou[at]juntendo.ac.jp
※：[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
火曜 16:30‑17:30
木曜 13:00‑14:00（前期)、金曜 13:00‑14:00（後期)
備考
［学修時間］
本科目は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
本講座修了者は、（社）日本イベント産業振興協会が行う「イベント検定試験」の受験資格を得ることがで
き、希望する場合、資格試験を受験することができる。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
工藤
イベントの分類と定義について（4時間）
1
オリエンテーション
（以下同様）
授業目的及び授業の進め方の解
説。シラバスと評価方法の説明
。
課題提示、および3週先の発表準備（4時間）
2
イベントの形と内容

3

イベントの分類。
社会的機能や役割、形態による
分類を学ぶ。
事前学習課題：2週先の発表準備（4時間）
イベントのと特性と定義

5

イベントの双方向・直接コミュ 復習課題：イベントの特性と、コミュニケーショ
ニケーション・メディア特性や ンメディアとしての特性の理解（1時間）
定義について学ぶ。
イベントの評価
事前学習課題：次週の発表準備（4時間）
イベント評価の基準について学
び、実際のイベント評価を行う 復習課題：イベントの評価方法の理解（1時間）
。
発表

6

それぞれが選んだイベントを教
室で発表。
評価の基準や根拠を発表。
イベントづくりの仕組み

4

7

予習課題：イベントスタッフを調べる（2時間）
イベントづくりの手順やプロデ
ューサー、ディレクター、スタ 復習課題：イベントづくりの手順についての理解
（2時間）
ッフの役割について学ぶ
イベントの企画・計画
予習課題：イベントの企画と計画について、イン
イベントの企画･計画段階にお ターネット上で企画書などを調べる（3時間）
ける、基本構想、基本計画、実
施計画の3段階とそれぞれの段 復習課題：基本構想、基本計画、実施計画の違い
階でのポイントについて学ぶ。 を理解する（1時間）
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8

プレゼンテーション

9

イベントの入札やスポンサーへ
の説明に必要な、プレゼンテー
ションの基本について学ぶ。プ
レゼンテーションの手順と技術
など。
イベントの会場づくり①

10

復習課題：イベント会場としての、コンベンショ
イベント会場の選び方と会場構 ン・展示会会場などをネット上で調べる（2時間
成、展示施設と会場演出の考え ）
方について学ぶ。
イベントの会場づくり②

11

展示施設の制作・施工、会場の
設営・施工のポイントなどを学
ぶ。
イベント会場の運営

予習課題：イベント入札情報を調べる（2時間）

12

13

14

15

会場運営の考え方、会場運営業
務の知識、保険やリスクマネジ
メントなどについて学ぶ。
プログラムの構成と演出・進行 次週ゲストスピーカーの所属する企業研究（4時
間）
プレイベント、オープニングイ
ベント、メインイベント、サブ
イベント、エンディング、アフ
ターイベント他。
次週ゲストスピーカーの所属する企業研究（4時
ゲスト･スピーカー
間）
JACEや広告会社などからゲスト
･スピーカーを招き、イベント
の現場や実践について講義して
もらう予定です。
期末試験、およびイベント検定試験のための準備
ゲスト･スピーカー
（8時間）
JACEや広告会社などからゲスト
･スピーカーを招き、イベント
の現場や実践について講義して
もらう予定です。
期末試験、およびイベント検定
試験
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授業科目名
英語科目名

スポーツイベントの企画運営
Sports Event and Planning Management

授業形態
開講学期

講義
半期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

工藤

康宏

授業概要
［授業全体の内容］
スポーツイベントの企画運営に特化した講義を進める。スポーツイベントを企画運営する際に必要な知識や
･スキル、考え方、業務内容奈を理解することを目標とする。
スポーツイベントの運営と関連が深い、スポーツツアーの企画･設計、催行について広告会社や旅行会社か
らの講師を招き、特別講義を行う予定である。スポーツイベントの企画運営実習の事前講義を後半に行います
ので、実習選択者は受講することが望ましい。「イベント概論」と2講義あわせて履修することが望ましい。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「経営学・社会心理学・社会学を応用したスポーツマネジメントについての知識」「スポーツ
をヒト・モノ・カネ・情報という経営資源の側面からマネジメントできる」という学位授与方針の達成に寄与
する。
[授業の到達目標]
1.スポーツイベント、およびその企画運営の基礎的な用語や考え方、理論を知っている。
2.身の回りのスポーツイベントについて、スポーツマーケティングやイベント領域の基礎的な用語や知識を用
いて説明できる。
3.スポーツイベントを企画、運営する際の基礎的な知識を持っている。
成績評価
[成績評価の基準]
1.スポーツイベントの歴史や基礎知識、実務について理解している（レポート・定期試験・資格試験）
2.JACEが行う「スポーツイベント検定」試験に合格するレベルの知識を身につける。（資格試験、または筆記
試験にて確認）
3.授業中の発言、グループワークの取り組みなどによって、受講態度を評価する（平常点）
[成績評価の方法]
課題レポート2回程度（20％）、グループワーク（20％）、中間・定期試験（40％）、平常点（20％）を総合
して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
イベント概論、スポーツイベントの企画運営実習、スポーツマーケティング実習、を受講予定の学生は、本
科目を受講してください。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.学生の講義内容の理解の確認や教員へのフィードバックのために、スマートフォンあるいはタブレット等の
QRコードリーダーを使用する場合がありますので、使用できるように準備してください。
2.授業時間の3分の2以上の出席時間がない場合は欠席となります。
3.遅刻および早退は、3回をもって欠席1回分に換算します。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
レポートおよび試験の解説を行います。「履修上の注意１」の形式に従い、フィードバックを行います。
[テキスト・参考書等]
1.日本イベント産業振興協会（2014）スポーイベントで社会を元気に．
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
工藤康宏 ykudou[at]juntendo.ac.jp
※：[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
火曜 16:30‑17:30
木曜 13:00‑14:00（前期)、金曜

13:00‑14:00（後期)
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備考
［学修時間］
本科目は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
本講座修了者は、（社）日本イベント産業振興協会が行う「スポーツイベント検定試験」の受験資格を得る
ことができる。希望者は、本学内での資格試験を受験できる。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
工藤
1
オリエンテーション

2

工藤

3

工藤

4

工藤

5

工藤

6

工藤

7

工藤

8

工藤

9

工藤

10

工藤

授業目的及び授業の進め方の解
説。シラバスと評価方法の説明
。
予習課題：古代オリンピックと近代オリンピック
スポーツイベントについて
について調べる（4時間）
スポーツイベント現状、歴史的
復習課題：スポーツイベントの分類と開催数の理
変遷
解（1時間）
スポーツイベントのマーケティ
事前学習課題：5週目の発表に向けた、資料収集
ング①
（4時間）
社会経済的効果、ブランディン
復習課題：（スポーツイベントの社会経済効果の
グなど
理解（1時間）
スポーツイベントのマーケティ
事前学習課題：次週の発表準備（4時間）
ング②
パートナーシップ、スポンサー 復習課題：スポーツイベントにおけるスポンサー
シップ、ステークホルダー、PR シップの種類の理解（1時間）
スポーツイベントについて発表を行う（グループ
発表
ワークの予定）
スポーツイベントのマネジメン 事前学習課題：プロジェクトマネジメントについ
て調べる（3時間）
ト②
プロジェクトマネジメント、管
理･運営、役割
スポーツイベントのマネジメン 事前学習課題：リスクマネジメントについて調べ
る（3時間）
ト③
リスクマネジメント
スポーツイベントの今後

事前学習課題：スポーツイベントでまちづくりを
行っている地域の事例を探す（6時間）

多様化、持続可能性
スポーツイベントとツーリズム 復習課題：スポーツ・ツーリズムの理解（2時間
）
、都市経営
スポーツ･ツーリズム、スポー
ツコミッション、まちづくり
スポーツイベントの評価
事前学習課題：ゲストスピーカーの業種研究、質
スポーツイベント参加者や観戦 問の用意（4時間）
者調査について
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11

12

13

14

工藤

工藤

工藤

工藤

ゲスト･スピーカーによる特別 聴講した内容をレポートで提出（2時間）
講義
2週に1度程度の割合で、スポー
ツイベントの現に関わる広告会
社、および旅行会社からゲスト
スピーカーを招き、スポーツイ
ベントの入札、企画、運営、ス
ポーツツアーの企画・設計、催
行などについて学ぶ予定である
。
資格試験と実習についての説明
事前学習課題：ゲストスピーカーの業種研究、質
資格試験の登録と、実習先の調 問の用意（4時間）
整作業など
ゲスト･スピーカーによる特別 聴講した内容をレポートで提出（2時間）
講義
2週に1度程度の割合で、スポー
ツイベントの現に関わる広告会
社、および旅行会社からゲスト
スピーカーを招き、スポーツイ
ベントの入札、企画、運営、ス
ポーツツアーの企画・設計、催
行などについて学ぶ予定である
。
スポーツイベントの企画運営実 期末試験、およびスポーツイベント検定試験準備
（8時間）
習事前講義
スポーツイベントの企画運営実
習先の決定、レポートの提出等
について事前に説明を行う。実
習を希望(登録)する学生は必ず
参加すること。

15

工藤

資格試験対策講座
期末試験、およびスポーツイベ
ント検定試験

16
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授業科目名
英語科目名

広告論
Advertising Studies

授業形態
開講学期

座学講義及びワークショ
後期

対象学年

カリキュラムにより 3年生
異なります
大野 淳

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者
大野 淳
授業概要
1.授業の目的
広告を構成する、アイデアの創造、デザイン・コピーライティングの制作、メディア基本構造の理解を通じ、
「人に伝える」ことのみならず、「人に伝わる」ための対人調整力、コミュニケーション力を身に付ける。
2.授業の概要
広告の構造を「アイデア」「クリエイティブ」「メディア」「プレゼンテーション」の４要素に分解し、企業
もしくは商品をターゲットに対して「伝える」だけでなく「伝わる」ためにこれまで各企業がどう活動してき
たのかを紐解く。
また、企業が行った広告活動のケーススタディーをベースに、ワークショップ形式を用いながら、アイデアの
創造、コピーやデザインの実際、メディアプランニングを体感し、広告会社にとってもっとも重要なプレゼン
テーションによって表現する。
3.学位授与方針に定められた知識・能力との関連
広告論では、では、メディアから得られることやメディアメディアリテラシーを意識する事により、メディア
とスポーツをヒト・モノ・カネ・情報という経営資源の側面からマネジメントできること、経営学・社会心理
学・社会学を応用したスポーツマネジメントについての知識を得ることを目指す。
□①「対人調整力」（S、K、M）
□②「コミュニケーション力」（S、K、M）
□③「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」（S、K、M）
□④「①〜③を応用し表現する能力」（S、K、M）
□⑤「医学的知識を備えたスポーツ指導者の育成」（S）
□⑥「スポーツ指導現場に詳しいスポーツ医科学研究者の育成」（S）
■⑦「経営学・社会心理学・社会学を応用したスポーツマネジメントについての知識」（M）
■⑧「スポーツをヒト・モノ・カネ・情報という経営資源の側面からマネジメントできる（M）
□⑨「健康についての専門的知識と実践的技能の取得」（K）
□⑩「健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」（K)
□⑪資格対応科目
※S：スポーツ科学科、M：スポーツマネジメント学科、K：健康学科
成績評価
[授業の到達目標]
広告を通じて自らの意志を人に伝わるためのコミュニケーション力を身に付ける。
[学生に望むこと]
現役広告会社社員として、可能な限り生の情報と教材を提供していきます。
そのため、授業内容をソーシャルネットなどで不用意に拡散しないよう注意してください。
ワークショップを取り入れていきますが、普段接しない学生との作業や発表機会参加への積極的な姿勢と行動
を期待します。
履修における留意事項
[成績評価方法]
出席率（５０％）、レポート（３０％）、授業に臨む姿勢（２０％）
[成績評価基準]
授業で会得した情報を活かした課題に対する視点の持ち方。提出資料の表現、構成、わかりやすさ。
連絡先とオフィスアワー
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[受講条件]
スポーツマーケティングに関連する講義を受講していることが望ましい。
[レポートの課題に対数フィードバックの方法]
日々の講義で提出した課題に関しては次回の講義にてフィードバックを行います。
定期試験を行わずレポート提出となりますが、締め切り期日後の授業にて総合的なフィードバックを行います
。
[参考書]
購入を義務付けるものではありませんが、授業を構成する主な著書は以下の通りですので、機会があれば目を
通しておいてください。
「伝わっているか？」 小西利行 宣伝会議
「伝え方が９割」 佐々木圭一 ダイヤモンド社
「言葉にできるは武器になる」 梅田悟司 日本経済新聞社出版
「メディアガイド２０１９」 博報堂DYメディアパートナーズ編 宣伝会議
新版「広告の基本」 波田浩之 日本実業社
備考
・水曜 14時〜16時30分
・メールアドレス ： jun.oono@hakuhodody‑media.co.jp
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
大野 淳
[予習：2時間]
1
（授業内容）
広告論の目的と授業の構成を理 生活している導線上にある広告を意識し、印象に
残った広告について、内容と「なぜ印象に残った
解する。
か」をメモにまとめる。
（授業方法）
広告論の目的と授業の構成を解 [復習：1時間]
授業計画を再度読み、「広告論」講義全体のイメ
説をする。
ージをつかむ。
大野
淳
[予習：約1.5時間]
2
（授業内容）
代表な広告表現を見て目的を考 テレビまたはインターネットに露出されている動
画CMをできる限り視聴し、それぞれの構成意図と
察する。
メッセージの目的を考察する。
（授業方法）
[復習：約1.5時間]
代表的なテレビCMを見る。
それぞれのCMの目的を個人で考 講義で取り上げた動画CMで最も気になったものを
複数個を、再度視聴し、授業前後の印象の変化を
察する。
グループとなって個人の考察を 体得する。
議論する。
大野 淳
[予習：1時間]
3
（授業内容）
広告表現の根本となる「アイデ インターネット等で「ブレーンストーミング」と
ア」の位置付けを理解する。 は何かを読んでおく。
「アイデア」を生み出すテクニ
[復習：2時間]
ックと方法を体得する。
授業で学んだアイデアを生み出す手法を活かし。
自らの生活の中でそれを使用してみる。
（授業方法）
広告における「アイデア」の概
念と重要性を解説する。
「アイデア」を創造するための
グループワークを体験する。
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(授業内容）
引き続き広告表現の根本となる
「アイデア」について、それを
生み出す具体的なテクニックを
別の方法で体得する。

[予習：1時間]
インターネット等で「KJ法」とは何かを読んでお
く。
[復習：2時間]
授業で学んだグループワーク手法を、自ら所属す
る組織において実践する。

（授業方法）
アイデアを生み出す重要な要素
となる「チームワーク」を解説
する。
ある課題を「チーム」によって
解決するグループワークを体験
する。
[予習：1時間]
（授業内容）
広告表現の重要な要素となる「 新聞にできる限り目を通し、新聞広告におけるコ
コピーライティング」を学習す ピーを読んでおく。
る。
[復習：1.5時間]
授業で出された広告課題に対するコピーを1作品
（授業方法）
現役コピーライターを招いて「 につき10本記載する。
コピーライティング」の重要性
と作り方を解説する。
実際の課題を提示し、実際に「
コピー」を書いてみる。
[予習：1時間]
（授業内容）
広告表現の重要な要素となる「 雑誌にできる限り目を通し、雑誌広告における広
告デザインを見ておく。
デザイン」を学習する。
（授業方法）
現役広告デザイナーを招いて「
広告デザイン」の重要性と作り
方を解説する。
実際の課題を提示し、実際に「
広告デザイン」を描いてみる。
（授業内容）
地方自治体のコミュニケーショ
ン機能として重要な位置づけと
なっている「ゆるキャラ」を学
習する。

[復習：1.5時間]
授業で出された広告課題に対するデザインを1作
品制作する

[予習：1時間]
自らの出身地における「ゆるキャラ」を見て、制
作目的と、キャラクターの意図を把握しておく。
[復習：1.5時間]
授業で制作した「ゆるキャラ」を実際に使用する
機会を検証する。

（授業方法）
博報堂キャラクター開発専門部
署のノウハウをベースにグルー
プワークを通じて「順大ゆるキ
ャラ」を実際に創り、プレゼン
テーションによって共有する。
[予習：1時間]
（授業内容）
広告表現をターゲットに伝える 生活導線上にある広告が掲載されている場所を意
「メディア」について学習する 識的に見ておく。
。
[復習：1.5時間]
生活導線上にあるメディアと掲載されている広告
（授業方法）
広告における「メディア」の位 内容の関係性を考察し、次回の授業で発表するた
置づけと基本的な構造に関して めにまとめる。
解説する。
6名程度のグループになり、新
聞、雑誌等のメディアを見て、
広告の入り方を共有する。
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[予習：1時間]
（授業内容）
具体的な各メディアについての 生活導線上にある広告が掲載されている場所を意
識的に見ておく。
概論を学習する。
（授業方法）
テレビ、新聞、ラジオ、雑誌、
インターネット等代表的なメデ
ィアの特徴を解説する。
各メディアについてのイメージ
と目的を個人作業によって具体
化し、6名程度のグループでそ
れらをすり合わせる。
（授業内容）
広告における代表的なメディア
である「テレビ」を学習する。

[復習：1.5時間]
授業で配布する各メディアにおける広告出稿のメ
リット、デメリットについて熟読し、理解を深め
る。

（授業方法）
テレビメディアの現状と課題を
解説する。
代表的なテレビCMを見て、6名
程度のグループでその目的と評
価を行う。
（授業内容）
広告メディアにおける新興勢力
ながら、猛烈な勢いで普及拡大
を続ける「インターネット」を
学習する。

[復習：1.5時間]
授業で配布する、テレビメディアの現状と課題、
テレビ広告費の推移を熟読し、理解を深める。

（授業方法）
インターネットメディアの現状
と課題を解説する。
6名程度のグループでインター
ネットメディアにおける広告手
法をリストアップし、その特徴
を把握する。
（授業内容）
広告におけるスポーツ、エンタ
ーテイメントコンテンツが果た
す役割について学習する。

[予習：1時間]
可能な限りテレビを視聴し、テレビCMを見る。
各テレビ放送局における番組編成表を見ておく。

[予習：1時間]
ヤフーインターネットウェブサイトを見て、掲載
されている広告の変化を見ておく。
[復習：1.5時間]
授業で配布する、インターネットメディアの手法
、現状と課題を熟読し、理解を深める

[予習：1時間]
自らが所属、もしくは最も関係の深いスポーツ競
技団体、全日本選手権における協賛社と広告機会
を把握しておく。

（授業方法）
スポーツ、エンターテイメント
コンテンツにおける企業の広告
活動の最新情報を解説する。
6名程度のグループで、スポー
ツ種目を一つ選び、同団体にお
けるスポンサーシップ募集活動
を企画する。
(授業内容）
お正月広告の特徴と代表的な作
品について学習する。

[復習：1.5時間]
授業で学んだことを活かし、同スポーツ競技団体
における広告導入方法とそれを具体化するための
課題をとりまとめ、次回の授業で提出する。

（授業方法）
お正月広告の目的と特徴、今年
のお正月広告の代表作について
解説する。

[復習：3時間]
2019年1月の正月広告を見て、最も印象に残った
作品を抽出し、その理由をレポートして提出する
。

お正月広告を自ら１つ選び、そ
れを選んだ理由を記載し、発表
する。
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[予習：2時間]
2018年1月の正月広告をインターネットで検索し
、代表的な作品を見ておく。
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（授業内容）
広告企画を具体化させるために
重要な機会となる「プレゼンテ
ーション」に関する基礎知識と
構成、手法に関し学習する。

[予習：1時間]
直近1年間で最も重要かつ緊張した発表シーンを
抽出しておく。

[復習：1.5時間]
授業で行ったプレゼンテーションにおける具体的
な手法に関し、配布された資料を再度読み込んで
（授業方法）
プレゼンテーションの技術に関 おく。
し解説する。6名程度で広告課
題に関し、簡単な企画メモを制
作し、グループ内で発表する。
定期試験
備考
学習時間（計60.5時間）
授業：21時間
準備学習：39.5時間
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授業科目名
英語科目名

情報ネットワーク社会論
Information Network Society Theory

授業形態
開講学期

実習
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

山田

泰行

授業概要
[授業全体の内容]
情報ネットワーク社会は電子的手段・媒体を通して人と人がつながる社会を示す。インターネットの普及やIC
Tの発展により、人と人の直接的なかかわりでしか満たすことのできなかった営みは、自動化・効率化の流れ
にある。例えば、ICT、AI、IoTの技術開発がもたらす第4次産業革命はコミュニケーション、娯楽、教育、労
働、流通、金融といった社会活動やライフスタイルの構造を大きく変え、現代人の想像を超えた未来の社会を
構築していくだろう。情報ネットワーク社会論では、情報ネットワーク社会の高度化に適応し、その中で逞し
く自己表現していくために必要となる理論や技術を学ぶことを目的とする。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「協働による課題解決のためのコミュニケーション
能力」と「各分野で指導的な役割を果たすための倫理観」の習得、スポーツマネジメント学科の学生にとって
は、「経営学、社会心理学、社会学等を応用したスポーツマネジメントの知識技能」、「経営資源の側面から
マネジメントできる能力」を養う科目として位置づけられる。
[授業の到達目標]
1）情報ネットワーク社会の形成過程について例を挙げながら論じることができる（過去）
2）情報ネットワーク社会の恩恵や弊害について例を挙げながら論じることができる（現在）
3）情報ネットワーク社会の未来について自分の考えを論じることができる（未来）
4）情報ネットワーク社会で求められる倫理観について論じることができる（倫理）
5）情報ネットワーク社会で求められる各種リテラシについて論じることができる（リテラシ）
成績評価
[成績評価の基準]
1）情報ネットワーク社会の形成過程について例を挙げながら論じることができる（試験）
2）情報ネットワーク社会の恩恵や弊害について例を挙げながら論じることができる（レポート）
3）情報ネットワーク社会の未来について自分の考えを論じることができる（レポート）
4）情報ネットワーク社会で求められる倫理観について論じることができる（試験）
5）情報ネットワーク社会で求められる各種リテラシについて論じることができる（試験）
[成績評価の方法]
毎回の授業で課されるレポート（30％）、週末試験（50％）、平常点（20％）を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
２年生以上を履修対象者とする。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
スマートフォン、タブレット、ノートPCのいずれかを持参すること。
（インターネットを利用するため）
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業やレポートにおけるコメントを通してフィードバックを行う。
[テキスト・参考書等]
必要な資料は授業内で配布するため、テキストを購入する必要はない。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：山田泰行
E‑mail:yayamada[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
［オフィスアワー］
日時：月曜日〜金曜日12：10〜13：00
場所：1号館3階1326 情報科学
備考
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［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
山田
1
【情報ネットワーク社会の展開 （予習：３時間）
シラバスを読み、授業を受ける意義を確認してお
】
く。
（授業内容）
情報ネットワーク社会がどのよ （復習：１時間）
うに歴史的発展を遂げてきたか 配布資料をもとに、情報ネットワーク社会の歴史
を振り返り、現代の特徴を把握 的発展と基礎理論について理解を深める。
し、未来を考察する。
（授業方法）
講義
山田
2
【情報ネットワーク社会とコミ （予習：２時間）
メールやSNSなど、情報ネットワーク社会のコミ
ュニケーション】
ュニケーションツールを調べてリスト化する。
（授業内容）
情報ネットワーク社会において （復習：２時間）
スマホ、メール、ラインといっ 配布資料をもとに、情報ネットワーク社会のコミ
たコミュニケーションの構造が ュニケーション手段と社会的影響について理解を
どのように変わってきたかを振 深める。
り返り、現代の特徴を把握し、
未来を考察する。
（授業方法）
講義、グループ討議、プレゼン
テーション
山田
3
【情報ネットワーク社会と娯楽 （予習：２時間）
情報ネットワーク社会におけるゲーム、アニメ、
】（授業内容）
情報ネットワーク社会において 映画、レジャーの発展事例を調べておく。
ゲーム、アニメ、映画、旅行と （復習：２時間）
いった娯楽の構造がどのように 配布資料をもとに、情報ネットワーク社会の娯楽
変わってきたかを振り返り、現 と社会的影響について理解を深める。
代の特徴を把握し、未来を考察
する。
（授業方法）
講義、グループ討議、プレゼン
テーション
山田
4
【情報ネットワーク社会と犯罪 （予習：２時間）
情報ネットワーク社会における各種犯罪の事例を
】（授業内容）
情報ネットワーク社会において 調べておく。
サイバー攻撃やインターネット （復習：２時間）
詐欺、さらし行為といった犯罪 配布資料をもとに、情報ネットワーク社会の犯罪
の構造がどのように変わってき と社会的影響について理解を深める。
たかを振り返り、現代の特徴を
把握し、未来を考察する。
（授業方法）
講義、グループ討議、プレゼン
テーション
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【情報ネットワーク社会と倫理
】
（授業内容）
情報ネットワーク社会における
個人情報管理や著作権について
理解を深め、情報ネットワーク
社会における健全な倫理観につ
いて考える。
（授業方法）
講義、グループ討議、プレゼン
テーション
【情報ネットワーク社会と教育
】（授業内容）
情報ネットワーク社会において
教師、生徒、保護者のかかわり
や教育システムの構造がどのよ
うに変わってきたかを振り返り
、現代の特徴を把握し、未来を
考察する。
（授業方法）
講義、グループ討議、プレゼン
テーション
【情報ネットワーク社会と労働
】
（授業内容）
情報ネットワーク社会において
労働者の雇用形態や職務内容、
勤務形態といった労働システム
の構造がどのように変わってき
たかを振り返り、現代の特徴を
把握し、未来を考察する。
（授業方法）
講義、グループ討議、プレゼン
テーション
【情報ネットワーク社会と街づ
くり】
（授業内容）
情報ネットワーク社会において
街おこし、防災、たまり場とい
った街づくりの構造がどのよう
に変わってきたかを振り返り、
現代の特徴を把握し、未来を考
察する。
（授業方法）
講義、グループ討議、プレゼン
テーション
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（予習：２時間）
情報ネットワーク社会における倫理の問題につい
て事例を調べておく。
（復習：２時間）
配布資料をもとに、情報ネットワーク社会の倫理
と社会的影響について理解を深める。

（予習：２時間）
情報ネットワーク社会における教育の良好事例と
課題点を調べておく。
（復習：２時間）
配布資料をもとに、情報ネットワーク社会の教育
と社会的影響について理解を深める。

（予習：２時間）
情報ネットワーク社会における働き方について良
好事例と課題点を調べておく。
（復習：２時間）
配布資料をもとに、情報ネットワーク社会の労働
と社会的影響について理解を深める。

（予習：２時間）
情報ネットワーク社会における街づくりの良好事
例と課題点を調べておく。
（復習：２時間）
配布資料をもとに、情報ネットワーク社会の街づ
くりと社会的影響について理解を深める。
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【情報ネットワーク社会とお金
】
（授業内容）
情報ネットワーク社会において
仮想通貨、電子マネー、クラウ
ドファンディング、アフィリエ
イト、信用取引といったお金の
構造がどのように変わってきた
かを振り返り、現代の特徴を把
握し、未来を考察する。信用取
引など、情報化社会におけるお
金の理解を深める。
（授業方法）
講義、グループ討議、プレゼン
テーション
【情報ネットワーク社会とデー
タ】
（授業内容）
情報ネットワーク社会において
蓄積されるデータの種類や分析
手法、活用方法がどのように変
わってきたかを振り返り、現代
の特徴を把握し、未来を考察す
る。
（授業方法）
講義、グループ討議、プレゼン
テーション
【情報ネットワーク社会と科学
】（授業内容）
情報ネットワーク社会において
科学情報の収集方法、表現方法
、発信方法がどのように変わっ
てきたかを振り返り、現代の特
徴を把握し、未来を考察する。
（授業方法）
講義、グループ討議、プレゼン
テーション
【情報ネットワーク社会とメデ
ィア】
（授業内容）
情報ネットワーク社会において
メディアの役割や表現方法、ビ
ジネスモデルがどのように変わ
ってきたかを振り返り、現代の
特徴を把握し、未来を考察する
。
（授業方法）
講義、グループ討議、プレゼン
テーション
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（予習：２時間）
情報ネットワーク社会におけるお金の価値や動き
について良好事例と課題点を調べておく。
（復習：２時間）
配布資料をもとに、情報ネットワーク社会のお金
と社会的影響について理解を深める。

（予習：２時間）
情報ネットワーク社会におけるビッグデータの活
用事例と課題点を調べておく。
（復習：２時間）
配布資料をもとに、情報ネットワーク社会のデー
タ活用と社会的影響について理解を深める。

（予習：２時間）
情報ネットワーク社会における科学コミュニケー
ションの良好事例と課題点を調べておく。
（復習：２時間）
配布資料をもとに、情報ネットワーク社会の科学
的役割と社会的影響について理解を深める。

（予習：２時間）
情報ネットワーク社会におけるメディアのビジネ
スモデルと課題点を調べておく。
（復習：２時間）
配布資料をもとに、情報ネットワーク社会におけ
るメディアの役割と構造について理解を深める。

13

山田

14

山田

【情報ネットワーク社会と交通
】
（授業内容）
情報ネットワーク社会において
ドライブレコーダ、ETC、ICカ
ード、自動運転システムといっ
た交通の構造がどのように変わ
ってきたかを振り返り、現代の
特徴を把握し、未来を考察する
。
（授業方法）
講義、グループ討議、プレゼン
テーション
【情報ネットワーク社会とスポ
ーツ】
（授業内容）
情報ネットワーク社会において
スポーツ情報の記録、分析、発
信の構造がどのように変わって
きたかを振り返り、現代の特徴
を把握し、未来を考察する。
（授業方法）
講義、グループ討議、プレゼン
テーション
【学習内容の補習】
授業時間内で内容を消化でき
なかった学生（希望者）には個
別に補習などの対応を行う。
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（予習：３時間）
情報ネットワーク社会における交通関連のリスク
マネジメントについて良好事例と課題点を調べて
おく。
（復習：３時間）
配布資料をもとに、情報ネットワーク社会におけ
るリスクマネジメントの技術について理解を深め
る。

（予習：３時間）
情報ネットワーク社会におけるスポーツの変化に
ついて良好事例と課題点を調べておく。
（復習：３時間）
配布資料をもとに、情報ネットワーク社会におけ
るスポーツの「する・見る・支える」について理
解を深める。

授業科目名
英語科目名

スポーツの調査研究演習
Sports and Social Research

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 山田 泰行
科目担当者
渡 正 廣津 信義
授業概要
〔授業全体の内容〕
本演習では、卒業研究に取り組むための基礎知識を学ぶと同時に、近年注目を集めるサイエンスコミュニケー
ターやデータサイエンティストに求められる科学リテラシーの習得を目指す。本演習が醸成する科学リテラシ
ーとは、科学情報の確からしさを見極めるためのクリティカルレビュー、質の高いデータを集めるための研究
デザイン、現場に役立つ知見を導くためのデータ分析、それらの成果をわかりやすく届けるための科学コミュ
ニケーションの４点である。本演習は、①自分で考える（個人ワーク）、②グループで考える（グループワー
ク）、③一般的な研究方法を知る（講義）、というプロセスを繰り返すアクティブラーニングであり、スポー
ツ現場を改善するためのフィールドワークの実践を含む。そのため、スポーツマネジメントの基盤となる対人
調整力、コミュニケーション力、スポーツ健康科学の知識と教養を最大限に活用する必要がある。スポーツ資
源の最大活用をテーマとするフィールドワークでは、スポーツマネジメントによる社会貢献を実践することが
できる。
〔授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）〕
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「協働による課題解決のためのコミュニケーション
能力」と「各分野で指導的な役割を果たすための倫理観」の習得、スポーツマネジメント学科の学生にとって
は、「経営学、社会心理学、社会学等を応用したスポーツマネジメントの知識技能」、「経営資源の側面から
マネジメントできる能力」を養う科目として位置づけられる。
〔授業の到達目標〕
１）スポーツ現場で生じる課題を研究テーマとして表現できる。
２）科学情報の確からしさを評価できる（クリティカルレビュー）。
３）スポーツ現場の課題を解決するための研究計画（道筋）を提案できる（研究デザイン）。
４）データ分析の表やグラフを解釈できる（データ分析）。
５）研究計画や研究成果、科学情報をわかりやすく表現できる（科学コミュニケーション）。
６）研究倫理の基本的な考え方がわかる（倫理）
成績評価
〔評価基準〕
１）スポーツ現場で生じる課題を研究テーマとして表現する力は、レポート課題（研究計画書）で評価する。
２）科学情報の確からしさを評価する力は、定期試験と研究発表評価シートで評価する。
３）スポーツ現場の課題を解決するための研究計画（道筋）を提案する力は、レポート課題（研究計画書）で
評価する。
４）データ分析の表やグラフを解釈する力は、定期試験で評価する。
５）研究計画や研究成果、科学情報をわかりやすく表現する力は、グループ発表評価シートで評価する。
６）研究倫理の基本的な考え方の理解については定期試験で評価する。
７）その他、学習意欲や態度を授業内で実施するワークシートから評価する。
〔評価方法〕
授業ごとに提出するレポート課題（30％）と最終試験（70％）をもとに総合的に成績を評価する。授業態度が
好ましくないと判断した場合には減点対象とする。
履修における留意事項
〔履修要件〕
２年生以上を履修対象者とする。
〔試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法〕
授業やレポートにおけるコメントを通してフィードバックを行う。
〔テキスト・参考書〕
必要な資料は授業内で配布するため、テキストを購入する必要はない。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：山田泰行
E‑mail:yayamada[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
［オフィスアワー］
日時：月曜日〜金曜日12：10〜13：00
場所：1号館3階1326 情報科学
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
特になし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
山田
（予習：2.5時間）
1
【オリエンテーション】
渡
シラバスを読み、授業の概要と進め方を確認する
（授業内容）
廣津
スポーツ調査研究のノウハウを 。
学ぶことの意義を理解する。ス （復習：1.5時間）
ポーツの科学情報を論文データ 興味を持った研究論文（本文）に目を通し、論文
ベースから収集する方法を学び とはいかなるものかを確認する。
、興味を持った研究論文のタイ
トルを発表する。
（授業方法）
調査学習、プレゼンテーション
山田
2
【クリティカルレビュー(1)】 （予習：2.5時間）
渡
So‑whatテストとFINER基準の意義と内容を確認す
（授業内容）
廣津
指定の研究抄録を熟読して研究 る。
デザインのグッドポイントとウ （復習：1.5時間）
ィークポイントを整理し、より 研究倫理の資料を熟読する。
よい研究にするための改善策を
議論する。講義では 優れた研
究テーマの条件（So‑whatテス
ト、FINER基準、研究倫理、等
） を理解する。
（授業方法）
講義、グループワーク
山田
3
【クリティカルレビュー(2)】 （予習：2.5時間）
渡
クリティカルレビューのポイントを確認する。
（授業内容）
廣津
第2回で行ったクリティカルレ （復習：1.5時間）
ビューのグループ発表を行う。 因果関係の成立条件の内容を確認し、複数の論文
履修者は科学コミュニケーショ に目を通す。
ンの視点からグループ発表を評
価し、コメントを行う。講義で
は 因果関係の成立条件 を理
解する。
（授業方法）
講義、グループワーク、プレゼ
ンテーション
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4

山田
渡
廣津

5

山田
渡
廣津

6

山田
渡
廣津

7

山田
渡
廣津

【記述研究をデザインする(1)
】
（授業内容）
「安全なランニングコースの探
し方」をグループで議論し、最
も適切と思われる方法を発表す
る。各グループの提案した方法
を記述研究と分析研究に分類す
ることで、記述研究デザインの
理解を深める。
（授業方法）
講義、グループワーク、プレゼ
ンテーション
【記述研究をデザインする(2)
】
（授業内容）
記述研究に該当する研究発表を
傍聴し、クリティカルレビュー
と科学コミュニケーションの視
点から評価する。講義では記述
研究の歴史と分析研究との相違
点について理解を深める。
（授業方法）
講義、プレゼンテーション
【分析研究をデザインする(1)
】
（授業内容）
「練習量はパフォーマンスと関
連する」という仮説をどのよう
に確かめるかをグループで議論
し、最も適切と思われる方法を
発表する。各グループの提案し
た方法を分析研究の種類ごとに
分類することで理解を深める。
講義では曝露要因、アウトカム
、交絡について理解を深め、仮
説を構築できるようにする。
（授業方法）
講義、グループワーク
【分析研究をデザインする(2)
】
（授業内容）
分析研究に該当する研究発表を
傍聴し、クリティカルレビュー
と科学コミュニケーションの視
点から評価する。講義では分析
研究デザインの種類（横断研究
、症例対照研究、コホート研究
、RCT、等）とEBMのエビデンス
分類について理解を深める。
（授業方法）
講義、グループワーク、プレゼ
ンテーション
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（予習：2.5時間）
記述研究の特徴を整理する。
（復習：1.5時間）
記述研究の長所と短所を整理する。

（予習：2.5時間）
記述研究をスポーツ現場へ活用する方法を考える
。
（復習：1.5時間）
記述研究の歴史と分析研究との相違点を確認する
。

（予習：2.5時間）
分析研究の特徴を整理する。
（復習：1.5時間）
分析研究の長所と短所を整理する。
分析研究をスポーツ現場へ活用する方法を考える
。

（予習：2.5時間）
バイアスの種類を確認する。
（復習：1.5時間）
EBMのエビデンス分類の内容を復習する。

8

山田
渡
廣津

9

山田
渡
廣津

10

山田
渡
廣津

11

山田
渡
廣津

【分析研究をデザインする(3)
】
（授業内容）
質問票の作成、データセットの
作成、データ分析の方法につい
て基礎的な知識を学ぶ。分析研
究デザインの種類ごとにグッド
ポイントとウィークポイント、
多用されるデータ分析を整理し
、図表を解釈できるようにする
。
（授業方法）
講義、グループワーク
【分析研究をデザインする(4)
】
（授業内容）
理論的背景を持つ分析研究の発
表を傍聴し、クリティカルレビ
ューと科学コミュニケーション
の視点から評価する。理論に基
づく質問票の構成やデータ分析
結果のまとめ方について理解を
深める。
（授業方法）
講義、プレゼンテーション
【フィールド研究をデザインす
る(1)】
（授業内容）
フィールド研究に該当する研究
発表を傍聴し、クリティカルレ
ビューと科学コミュニケーショ
ンの視点から評価する。次週（
第11回）で実施するフィールド
研究の研究計画書に目を通し、
グループごとに役割分担を行う
。講義ではフィールド研究を成
功させるためのポイントについ
て理解を深める。
（授業方法）
講義、フィールドワーク
【フィールド研究をデザインす
る(2)】
（授業内容）
スポーツ施設の最大活用をテー
マとするフィールド研究を実施
する。グループごとに施設を見
学し、施設管理者や利用者のイ
ンタビューを行う。グッドプラ
クティスや改善ポイントのデー
タを収集する。
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（予習：2.5時間）
論文検索を行い、どのようなデータ分析が行われ
ているかを確認する。
（復習：1.5時間）
データ分析の種類と図表の示し方を確認する。

（予習：2時間）
スポーツマネジメントの理論の中から興味のある
ものを選び、その理論を用いている論文に目を通
す。
（復習：2時間）
理論研究の特徴を説明できるようにする。

（予習：2時間）
フィールド研究の特徴を整理する。
（復習：2時間）
フィールド研究を成功させるためのポイントを復
習し、実践に備える。

（予習：2時間）
フィールド研究の長所と短所を整理する。
（復習：2時間）
報告書を作成するための資料（画材）を収集する
。

12

山田
渡
廣津

13

山田
渡
廣津

14

山田
渡
廣津

【科学コミュニケーションの実
践(1)】
（授業内容）
グループごとにフィールド研究
の成果をまとめた報告書を作成
する。グループで収集したデー
タや議論した改善案をわかりや
すく伝えるための準備を行い、
第13・14回のプレゼンテーショ
ンに備える。講義では科学コミ
ュニケーションについて理解を
深める。」
（授業方法）
グループワーク、フィールドワ
ーク
【科学コミュニケーションの実
践(2)】
（授業内容）
グループ発表（前半）を行う。
グループ発表を傍聴し、科学コ
ミュニケーションの視点から評
価する。グループ発表の得点は
授業時間内に発表し、学生およ
び教員のコメントをフィードバ
ックする。
（授業方法）
プレゼンテーション
【科学コミュニケーションの実
践(3)】
（授業内容）
グループ発表（後半）を行う。
グループ発表を傍聴し、科学コ
ミュニケーションの視点から評
価する。グループ発表の得点は
授業時間内に発表し、学生およ
び教員のコメントをフィードバ
ックする。優秀賞を表彰する。
（授業方法）
プレゼンテーション
定期試験
【学習内容の補習】
授業時間内で内容を消化でき
なかった学生（希望者）には個
別に補習などの対応を行う。
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（予習：2時間）
科学コミュニケーションの意義と内容を確認する
。
（復習：2時間）
科学コミュニケーションの事例を調べる。

（予習：3時間）
グループ発表のためのスライド作成とプレゼンテ
ーションの準備を行う。
（復習：3時間）
科学コミュニケーションの評価基準を確認する。

（予習：3時間）
グループ発表のためのスライド作成とプレゼンテ
ーションの準備を行う。
（復習：3時間）
科学コミュニケーションの評価基準を確認する。

授業科目名
英語科目名

スポーツマーケティング実習
Sports Marketing: Practice

授業形態
開講学期

講義および演習
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

工藤

康宏

授業概要
［授業全体の内容］
スポーツを切り口として、マーケティング・リサーチやCS（顧客満足）調査の基本的スキルを学習する。
全体は３部構成で、第一部では「スポーツマーケティングの基礎」「スポーツマーケティング論」で学んだ
、マーケティング・マネジメントの考えに基づき、今の「流行」の背景を読み解くと同時に、実際にプロスポ
ーツリーグの試合運営を体験する。第２部では、調査を実施し、実際のデータを分析することで、スポーツ参
加者・観戦者の将来予測を行う。調査では、レポート提出（全員）を求めると同時に、学生同士によるプレゼ
ンテーションを中心にディスカッションを行う。第３部では報告書を作成し、プロスポーツチームへ提出する
。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「経営学・社会心理学・社会学を応用したスポーツマネジメントについての知識」「スポーツ
をヒト・モノ・カネ・情報という経営資源の側面からマネジメントできる」という学位授与方針の達成に寄与
する。
[授業の到達目標]
1.マーケティングリサーチ、CS調査の手法の基礎を知っている。
2.スポーツイベント参加者、観戦者などを対象に、質問紙を作成し、調査を実施できる。
3.得られた調査データから、簡単な報告ができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.スポーツイベント参加者、観戦者などを対象に、質問紙を作成し、調査を実施することができる。（フィー
ルドワークの実施）
2.実際のプロスポーツのゲーム運営補助を行い、観戦者の観察を行うことができる。（フィールドワーク・報
告書の作成）
3.得られた調査データを集計し、基礎的な分析を行い、簡単な報告書を作成できる。（報告書の作成）
[成績評価の方法]
実習への参加（20％）、実習態度（30％）、報告書（50％）を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
スポーツマーケティングの基礎・論、イベント概論、スポーツイベントの企画運営を受講していることが望
ましい。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.学生の講義内容の理解の確認や教員へのフィードバックのために、スマートフォンあるいはタブレット等の
QRコードリーダーを使用する場合がありますので、使用できるように準備してください。
2.授業時間の3分の2以上の出席時間がない場合は欠席となります。
3.フィールドワークを実施してもらうため、２〜３回程度の授業が通常の木曜日1・2時限ではなく、プロスポ
ーツリーグの試合が開催される土･日になります。交通費などの費用は、個人負担となります。一部の授業を
、コンピュータ実習室で行います
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
プロスポーツチームの現場担当者からのフィードバックがあります。
[テキスト・参考書等]
なし
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
工藤康宏 ykudou[at]juntendo.ac.jp
※：[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
火曜 16:30‑17:30
木曜 13:00‑14:00（前期)、金曜 13:00‑14:00（後期)
備考
［学修時間］
本科目は、講義の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を必
要とする内容をもって構成するが、2時限（2コマ）の履修登録が必要であり、取得できる単位数は2単位とな
る。
［その他］
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
工藤
1
オリエンテーション

2

工藤

3

工藤

4

工藤

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

授業目的及び授業の進め方の解
説。シラバスと評価方法の説明
。
予習課題：マーケティングリサーチとCS調査につ
マーケティング・リサーチ
いて調べる（2時間）
マーケット・リサーチとマーケ
ティング・リサーチ、マーケテ 復習課題：5週目の発表に向けた準備（3時間）
ィングの全体像、フレームワー
ク
マーケティング・マネジメント
事前学習課題：5週目の発表に向けた準備（4時間
環境分析、PEST、SWOT、３C、S ）
TP（セグメンテーション、ター
ゲティング、ポジショニング）
、マーケティングミックス、４
P、ケース・スタディ
調査テーマの選定、質問項目の検討、先行研究収
調査について
集（5時間）
事前学習課題：質問項目の選定、グループワーク
（1時間）
課題：調査用紙の作成（5時間）

5

工藤

発表１

6

工藤

調査テーマ、質問項目の発表
質問紙の作成、フィールドワー 課題：質問紙の作成（5時間）
ク準備

7
8

工藤
工藤

9

工藤

10

工藤

11

工藤

12

工藤

グループによる打合せ、ワーク
質問紙の完成、印刷
学外フィールドワーク（授業日
の振替）
学外フィールドワーク（授業日
の振替）
学外フィールドワーク（授業日
の振替）
学外フィールドワーク（授業日
の振替）
コーディング、データ入力
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フィールドワーク（8時間）
フィールドワーク（8時間）
フィールドワーク（8時間）
フィールドワーク（8時間）
グループワーク、個別ワーク（4時間）

13

工藤

集計・分析、結果考察

単純集計、クロス集計、図表の作成、結果・考察

14

工藤

課題提示（5時間）
分析結果の解釈、報告書の作成 結果･考察、報告書の作成
課題提示（5時間）
筆記試験なし
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授業科目名
英語科目名

組織開発実習
Organizational Development Practicum

授業形態
開講学期

集中講義
前期

対象学年

2

単位数

1.0

2

科目責任者 水野 基樹
科目担当者
水野 基樹
授業概要
（授業全体の内容）
本実習は、①自己理解をより一層深めて集団や組織の中で自分の持ち味を今まで以上に活かせるようになる
、②チームビルディングのプロセスについて体験的に学ぶこと、を目的として、組織開発に関する基礎的技法
を3日間の集中講義の形式で体験的に学習します。
本実習のプログラムは、交流分析を理論的背景に持ち、様々な課題にチームで取り組む中で人間関係や相互
理解を深めていく体験学習型のアプローチを採用しています。そして、最終的には、個人があらゆる組織にお
いて最大限に能力を発揮できる土壌の醸成や組織変革を担う変革推進者としての基礎的な知識やノウハウの習
得を目指します。
（授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連））
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「協働による課題解決のためのコミュニケーション
能力」の習得、スポーツマネジメント学科の学生にとっては、「経営学、社会心理学、社会学等を応用したス
ポーツマネジメントの知識技能」、「経営資源の側面からマネジメントできる能力」を養う科目として位置づ
けられる。
（到達目標）
本実習では、交流分析理論に基づく組織開発の技法を体験的に学習することで、個人があらゆる組織におい
て最大限に能力を発揮できる土壌の醸成や組織の活性化、組織変革を担う、変革推進者（ファシリテーター）
としての基礎的な知識やノウハウを習得することを到達目的として設定しています。また、実習を通じて、組
織が形成される過程を理解し、自己や他者の組織メンバーの行動変容の傾向を、体験的に学習するとともに、
自己理解をより一層深めて集団や組織の中で自分の持ち味を今まで以上に活かせるようになることも重要な目
的です。
成績評価
（評価方法）
「組織開発」に関する基本的な知識とノウハウの習得、授業参加、事前・事後学習の態度、レポートにより
総合的に判断します。具体的には、授業態度・取り組む姿勢：30％、事前・事後学習20％、レポート課題：50
％となります。
（評価基準）
学習意欲や参加態度、実習内での課題や事後レポートなどで評価します。
履修における留意事項
（履修要件）
特にありませんが、２回の事前ガイダンスへの出席と3日間の実習への積極的参加が望まれます。
また、実習の詳しい説明（場所、実習費用、持ち物等）は、事前ガイダンスでおこないます。
（履修上の注意（科目独自のルール））
掲示板の情報を確認し、履修希望の学生は必ず事前ガイダンスに出席して下さい。
注意：第1回ガイダンス、最終ガイダンスに出席しなければ組織開発実習に参加することはできません。
（部活やアルバイトでの欠席は一切認めません。）
【ガイダンスの予定】
第1回ガイダンス：5月下中から6月初旬
第2回（最終）ガイダンス：6月下旬から7月初旬
（課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法）
授業やレポートにおけるコメントを通してフィードバックを行う。
（教科書・参考書など）
テキストは、使用しません。必要資料（ツール等）は、実習中に随時配布します。
実習に向けた参考書は、実習の事前ガイダンスにおいて紹介する予定です。
連絡先とオフィスアワー
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（連絡先）
担当：水野基樹
mtmizuno[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
（オフィスアワー）
日時：月曜日 10時〜12時、火曜日 15時〜16時
場所：1号館3階1320室
※上記の時間帯は予約が無くても対応しますが、予約があった学生を優先します。
できる限り、前日までにE‑Mailで予約するように心掛けてください。
備考
（学習時間）
この授業は、3日間の集中講義（実習）の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の
計90時間の学修を必要とする内容をもって構成する。
（その他）
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
3日間の 水野基樹
「自己理解と他者理解を深めて （予習：15時間）
集中講義
チームビルディングを体験しよ ・TPI検査による自己分析
・内省（自己の振り返り）作業
う！―自分探しへの旅―」
【ガイダンスの予定】
＜実習の注意点＞
1.キャンパス内における3日間 第1回ガイダンス：5月下中から6月初旬
最終ガイダンス：6月下旬から7月初旬
の集中講義の形式
2.心理検査費用などは個人負担
※掲示板の情報を確認し、履修希望の学生は必ず
（5,000円前後の予定）
3.参加可能人数の定員は約40名 事前ガイダンスに出席して下さい。
※応募者多数の場合は抽選にな 注意：第1回ガイダンス、最終ガイダンスに出席
しなければ組織開発実習に参加することはできま
ります。
※ただし、履修者数により変更 せん。
（部活やアルバイトでの欠席は一切認めません。
することがあります。
）
＜プログラム＞
（復習：15時間）
第1日目
・アクションプランのブラッシュアップ
①ガイダンス
・事後レポートの作成
②自己紹介
③コンセンサス実習
④TA（交流分析）(1)
⑤TA（交流分析(2)
第2日目
⑥チームワーク実習
⑦TPIグループ討議(1)
⑧TPIグループ討議(2)
⑨TPI個人研究
⑩TPIワークシート作成
第3日目
⑪コミュニケーション・トレー
ニング(CT)
⑫CTグループ討議(1)
⑬CTグループ討議(2)
⑭実習のまとめ
⑮レポート作成
※状況により若干変更になる場
合があります。
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授業科目名
英語科目名

スポーツイベントの企画運営実習
授業形態
Practice on Planning and Management of Sports Events 開講学期

実習
集中

対象学年

2

1.0

科目責任者
科目担当者

工藤

単位数
康宏

授業概要
［授業全体の内容］
スポーツイベントの企画されるいきさつやPDCAを事前に学習（スポーツイベントの企画運営）し、企画の意
図や達成すべき目標を理解したうえで現場を体験することで、スポーツイベントの企画と実際の運営の実態を
学ぶ。
「イベント概論」「スポーツイベントの企画運営」受講者を対象に、長期休暇期間や土日を利用して実際の
スポーツイベントが開催されている現場で運営に参加する。なお、参加するスポーツイベントは、海外で開催
されるイベントと国内で開催されるイベント、を選択することになる。それぞれ参加にかかる費用（交通費な
ど）は個人負担となる。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「経営学・社会心理学・社会学を応用したスポーツマネジメントについての知識」「スポーツ
をヒト・モノ・カネ・情報という経営資源の側面からマネジメントできる」という学位授与方針の達成に寄与
する。
[授業の到達目標]
1.スポーツイベントの基礎的な用語や考え方、を知っている。
2.スポーツイベント運営の現場で、臨機応変に対応し、業務を行うことができる。
3.スポーツイベントの企画、運営に携わり、イベントの評価を自分なりに行うことができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.イベントが運営される現場で、担当する業務を遂行する。
2.イベント運営の現場での課題などに、柔軟に対応する経験をつむ。
3.イベントを理論的に学んだ立場から、実習として参加したイベントの評価を行う。
4.報告書を提出する。
[成績評価の方法]
実習への参加（20％）、実習態度（30％）、報告書（50％）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件]
1.イベント概論およびスポーツイベントの企画運営を履修後に、この授業を履修することが望ましい。
2.50名以上の受講希望者がいる場合には抽選を行い、当選者だけが履修することができる。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.学生の講義内容の理解の確認や教員へのフィードバックのために、スマートフォンあるいはタブレット等の
QRコードリーダーを使用する場合がありますので、使用できるように準備してください。
2.実習に選定されたスポーツイベントに参加できない場合は、単位を取得できないことがあります。
3.自然災害や天候などの理由でイベントが中止される場合があります。その場合の単位は取得できないことが
あります。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
実習現場担当者からフィードバックがあります。
[テキスト・参考書等]
なし
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
工藤康宏 ykudou[at]juntendo.ac.jp
※：[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
火曜 16:30‑17:30
木曜 13:00‑14:00（前期)、金曜 13:00‑14:00（後期)
備考
［学修時間］
本科目は、講義の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を必
要とする内容をもって構成します。
［その他］
履修登録者は、年度初め（4〜5月初旬ごろ）に説明会を開催しますので、参加してください。J‑Passでの案内
となります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
工藤 康宏
1
「イベント概論」や「スポーツ 海外イベントおよび国内イベントの運営を担当す
イベントの企画運営」は、イベ る広告代理店による事前講義（予習：4時間）が
ント全体の概要やスポーツイベ ある。資格対応授業の都合により、どうしても受
ントを企画し運営するための基 講できない学生は、事前に相談のこと。
礎的な知識を学ぶ授業であった
。本実習では、実際の社会で開 実際に参加するイベントについて、事前調査（予
催されているいくつかのスポー 習：4時間）を行い、実習生同士でプレゼンテー
ツイベントの運営に参加し、実 ション（予習：2時間）を行う。
際の現場を体験する（授業：30
時間程度）。長期休暇期間を利 実習終了後、既定の報告書（復習：5時間）を提
用してイベントについて学習し 出する。
てきたことと現場の経験を積む
ことがこの授業のテーマとなる
。
１．海外スポーツイベント
海外で開催されるスポーツイベ
ントの運営スタッフとして参加
する。（９月〜10月中旬、2月
〜3月を検討中）
２．国内スポーツイベント
9月〜3月初旬にかけて開催され
る、指定のスポーツイベントに
、事前講義を受けた上で運営ス
タッフとして参加する。例：こ
うとうこどもスポーツデー、Co
lor Me Rad、アスルクラロ沼津
、ボッチャ、ゴールボール、B
リーグなど
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授業科目名
英語科目名

スポーツマネジメント･インターンシップ
Sports Management Internship

授業形態
開講学期

実習
集中

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 小笠原 悦子
科目担当者
水野基樹、工藤康宏、山田泰行、黒須 充
授業概要
【授業全体の内容】
スポーツマネジメント・インターンシップは企業・NPO等において、1 2週間程度の実務研修を行う。日ごろ
学んでいるスポーツマネジメントに関する知識を、実際の現場で感得することで理解を深めるととともに、来
るべき就職に対する心構えを養う。
各自で見つけた受け入れ先にて基本的に2週間のインターンシップ実習を実施する。受け入れ同意書等の関
係書類の提出が必要となる。毎回、実習ノートを日誌として作成し、受け入れ先に確認のコメントをいただく
。ノートの提出を持って成績評価の対象となる。
【授業に位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）】
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付けるた
めの科目として開講される。また、スポーツマネジメント学科においては、スポーツマネジメント学分野の専
門的な実践力」という学位授与方針の達成にも寄与する。
【授業の到達目標】
１．近い将来の就職に対するあらゆる意味での心構えを養うこと。
２．スポーツマネジメントで学んだ知識を実際の現場で体験し、更なる学修をすること。
３．順天堂大学の学生として、関係機関及び関係者へポジティブなアピールをすること。
成績評価
【成績評価の基準】
１．近い将来の就職に対するあらゆる意味での心構えを養うこと（実習ノートの記載内容）。
２．スポーツマネジメントで学んだ知識を実際の現場で体験し、更なる学修をすること（実習ノートの記載内
容）。
３．順天堂大学の学生として、関係機関及び関係者へポジティブなアピールをすること（受入先の評価）。
【成績評価方法】
１．受入れ先の評価
２．本人の日誌及びレポートに基いて担当教員が評価する
１）修態度、２）理解力、３）観察力、実行力、４）報告・相談、５）実習成果
以上の5点の観点を20％ずつ（A,B,C,Dの4段階で）評価し、合計100％で評価する
履修における留意事項
【受講条件】
就職課が実施する「インターンシップ説明会」に参加すること。
必要書類が整っているかどうかをいずれかの担当教員に確認してもらいサインを得ること。
受け入れ先の責任者と本学部長の契約書を締結すること。
受け入れ先の企業・NPO等の研究を行うこと。
毎日必ず実習ノート（日誌）をつけること。
終了後に受け入れ先の評価表とともに実習ノートを担当教員に提出すること。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：小笠原悦子
eogasawa@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：火曜日 2時間目
場所：1号館3階1329室
できるだけ、事前にemailにて面会の予約を取るように心がけて下さい。
備考
授業計画

【授業内容と準備学習等】
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授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
上記担当者の内1 実務研修
集中
名

1890

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
● 実施時期：夏季及び春季休暇中を原則とする
● 研修期間：１〜2週間 （1日の活動時間によ
り幅がある）
● 研修先：履修者の希望を踏まえて大学が斡旋
、あるいは自身で開拓する

授業科目名
英語科目名

精神保健学Ⅰ
Mental HealthⅠ

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 柴田 展人
科目担当者
柴田 展人
授業概要
[授業全体の内容]
保健体育教諭、特別支援学校教諭、養護教諭、精神保健福祉士などを目指す学生にとって、ごく基本的な精神
保健、精神医学の知識を獲得することを目指す。また大学4年間の学生生活を送るために必要な、精神保健の
知識と、精神的な問題への具体的な対応方法を学ぶ。授業では、聴く力、それを自分なりにまとめて記述する
力を養う。（将来接することが予想される生徒や障害者は、その悩みを自身の言葉で伝えてくる。教師や精神
保健福祉士は、それをじっくり聴き、同時に自分自身で整理してまとめる力を必要とされるからである）。授
業は毎回資料を配布、もしくはスライドを提示し、それに基づいて精神保健、精神医学的な知識を提供する（
生物−心理−社会的な見方）。
[授業の位置づけ]
健康1 この科目は,スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「健康科学分野の専門的な知識と技能」を身
につける。
[授業の到達目標]
広く精神保健に関連する知識に興味を持ち、自身のメンタルヘルスについても意識を持つ。社会における精神
保健、精神医学の現状、問題点についても関心を持てる資質を身につける。
成績評価
[成績評価方法]
評価は、筆記試験(90%)と授業態度・取り組む姿勢(10%)で行う。
[成績評価基準]
筆記試験においては、講義で学んだ内容をどの程度理解できているか、自身の大学生活、今後の社会生活に応
用できる程度の知識を獲得しているかを評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
特になし
[履修上の注意]
講義にはスマホなど、インターネットがつなげるツールを持参していただきたい。講義の冒頭に示すキーワー
ド、キーセンテンスを自身の手で調べていただき、関心を高める時間を設ける。講義は「精神保健」について
最低限の知識を提供するのみである。最も大切なことは、学んだことを自分なりにまとめなおすことである。
講義の最後に、自身がさらに興味・関心を持ってまとめる時間を作る。
[課題に対するフィードバックの方法]
2/3以上の出席ができない場合は、個別にレポート課題を課する
[テキスト・参考書など]
特に指定はない
連絡先とオフィスアワー
担当教員 柴田 展人 まで
月曜日 4限
木曜日 2限
備考
[学修時間]
この授業は、講義による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必要とする内
容をもって構成する
[その他]
特になし
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授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
柴田 展人
1
（内容）
オリエンテーション：
精神科医である教員の自己紹介
精神医学の諸問題の紹介
（方法）
スライド提示
柴田 展人
2
（内容）
自殺について理解する
自殺を巡る精神科医療、社会的
問題、法律を理解する
（方法）
スライド提示
柴田
展人
3
（内容）
精神科医療と法律について理解
する
精神障害者の処遇と倫理につい
て考える
（方法）
スライド提示
柴田 展人
4
（内容）
こころとは何か、健康とは何か
を考える。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義

5

柴田

展人

6

柴田

展人

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習時間：5時間）
最近の事件などで、精神保健、精神医学的な問題
を含むものを調べる
（復習時間：1時間）

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：厚生労働省自殺統計、自殺対策基本
法、いのちの電話 ゲートキーパー
（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：精神保健福祉法、医師法、憲法11条

（予習：1時間）
キーワードを調べておくこと
（復習：1時間）
キーワード；WHOの健康の定義、精神保健の定義
（予習：1時間）
キーワードを調べておくこと
（復習：1時間）
キーワード；ヒポクラテス、ピネル、クレペリン
（内容）
、フロイト、
精神保健の歴史
西洋の精神保健の歴史を通して 精神保健福祉法、障害者自立支援法（障害者総合
、人間がこころをどのように捉 支援法）
えてきたかを理解する。
日本の精神保健の歴史を通して
、日本人がこころをどのように
捉えてきたかを理解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（予習：1時間）
（内容）
ライフサイクルと発達課題： キーワードを調べておくこと
ライフサイクルと発達課題の意 （復習：1時間）
キーワード；乳児期、幼児期、学童期、基本的信
味、内容を理解する。
頼感、脳の発達、神経系の発達、運動能力の発達
（方法）
配布資料、スライド提示による 、言葉の発達
思春期、青年期、成人期、老年期、性の概念、自
講義
己同一性、職業選択、結婚、老化、死の受容
（予習：1時間）
（内容）
大学生活と精神保健（１）： キーワードを調べておくこと
摂食障害についての理解を深め （復習：1時間）
キーワード；摂食障害、過食症、拒食症
る。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義

1892

7

柴田

展人

8

柴田

展人

9

柴田

展人

10

柴田

展人

11

柴田

展人

12

柴田

展人

13

柴田

展人

14

柴田

展人

（内容）
大学生活と精神保健（２）：
アルコールの問題について理解
する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
大学生活と精神保健（３）：
薬物使用と薬物依存の問題を考
える。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
大学生活と精神保健（４）：
神経症などの問題を理解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
大学生活と精神保健（５）：
うつ病の問題について理解する
。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
アスリートと精神保健（１）：
大学生生活と競技生活の共存が
抱える問題について考える。
認知と行動
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
アスリートと精神保健（２）：
アスリート・バーンアウトにつ
いて理解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
まとめ
1精神科医である教員の雑感に
耳を傾ける
精神障害者の抱える社会的諸問
題を意識する
（方法）
スライド提示による講義
授業 総括
テスト対策
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（予習：1時間）
キーワードを調べておくこと
（復習：1時間）
一気飲み、アルハラ、急性アルコール中毒、アル
コール関連疾患、アルコール依存、離脱症状

（予習：1時間）
キーワードを調べておくこと
（復習：1時間）
キーワード；依存薬物、依存薬物の種類、依存薬
物の作用、大麻、有機溶剤、覚せい剤、麻薬、睡
眠薬、危険ドラッグ
（予習：1時間）
キーワードを調べておくこと
（復習：1時間）
キーワード；
パニック障害、強迫症状、心気症状、不安症状
（予習：1時間）
キーワードを調べておくこと
（復習：1時間）
キーワード；うつ病の診断基準、うつ病の原因、
予防、経過、治療、メランコリー親和型性格

（予習：1時間）
キーワードを調べておくこと
（復習：1時間）
キーワード；大学生アスリート、学生生活、認知
行動療法

（予習：1時間）
キーワードを調べておくこと
（復習：1時間）
キーワード；メランコリー親和型、ストレス、バ
ーンアウト、コーピング、オーバートレーニング
症候群とうつ病
精神科医療と現代社会の問題について興味を持つ

授業のまとめ

授業科目名
英語科目名

精神保健学Ⅰ
Mental HealthⅠ

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 柴田 展人
科目担当者
柴田 展人
授業概要
[授業全体の内容]
保健体育教諭、特別支援学校教諭、養護教諭、精神保健福祉士などを目指す学生にとって、ごく基本的な精神
保健、精神医学の知識を獲得することを目指す。また大学4年間の学生生活を送るために必要な、精神保健の
知識と、精神的な問題への具体的な対応方法を学ぶ。授業では、聴く力、それを自分なりにまとめて記述する
力を養う。（将来接することが予想される生徒や障害者は、その悩みを自身の言葉で伝えてくる。教師や精神
保健福祉士は、それをじっくり聴き、同時に自分自身で整理してまとめる力を必要とされるからである）。授
業は毎回資料を配布、もしくはスライドを提示し、それに基づいて精神保健、精神医学的な知識を提供する（
生物−心理−社会的な見方）。
[授業の位置づけ]
健康1 この科目は,スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「健康科学分野の専門的な知識と技能」を身
につける。
[授業の到達目標]
広く精神保健に関連する知識に興味を持ち、自身のメンタルヘルスについても意識を持つ。社会における精神
保健、精神医学の現状、問題点についても関心を持てる資質を身につける。
成績評価
[成績評価方法]
評価は、筆記試験(90%)と授業態度・取り組む姿勢(10%)で行う。
[成績評価基準]
筆記試験においては、講義で学んだ内容をどの程度理解できているか、自身の大学生活、今後の社会生活に応
用できる程度の知識を獲得しているかを評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
特になし
[履修上の注意]
講義にはスマホなど、インターネットがつなげるツールを持参していただきたい。講義の冒頭に示すキーワー
ド、キーセンテンスを自身の手で調べていただき、関心を高める時間を設ける。講義は「精神保健」について
最低限の知識を提供するのみである。最も大切なことは、学んだことを自分なりにまとめなおすことである。
講義の最後に、自身がさらに興味・関心を持ってまとめる時間を作る。
[課題に対するフィードバックの方法]
2/3以上の出席ができない場合は、個別にレポート課題を課する
[テキスト・参考書など]
特に指定はない
連絡先とオフィスアワー
担当教員 柴田 展人 まで
月曜日 4限
木曜日 2限
備考
[学修時間]
この授業は、講義による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必要とする内
容をもって構成する
[その他]
特になし
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授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
柴田 展人
1
（内容）
オリエンテーション：
精神科医である教員の自己紹介
精神医学の諸問題の紹介
（方法）
スライド提示
柴田 展人
2
（内容）
自殺について理解する
自殺を巡る精神科医療、社会的
問題、法律を理解する
（方法）
スライド提示
柴田
展人
3
（内容）
精神科医療と法律について理解
する
精神障害者の処遇と倫理につい
て考える
（方法）
スライド提示
柴田 展人
4
（内容）
こころとは何か、健康とは何か
を考える。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義

5

柴田

展人

6

柴田

展人

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習時間：5時間）
最近の事件などで、精神保健、精神医学的な問題
を含むものを調べる
（復習時間：1時間）

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：厚生労働省自殺統計、自殺対策基本
法、いのちの電話 ゲートキーパー
（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：精神保健福祉法、医師法、憲法11条

（予習：1時間）
キーワードを調べておくこと
（復習：1時間）
キーワード；WHOの健康の定義、精神保健の定義
（予習：1時間）
キーワードを調べておくこと
（復習：1時間）
キーワード；ヒポクラテス、ピネル、クレペリン
（内容）
、フロイト、
精神保健の歴史
西洋の精神保健の歴史を通して 精神保健福祉法、障害者自立支援法（障害者総合
、人間がこころをどのように捉 支援法）
えてきたかを理解する。
日本の精神保健の歴史を通して
、日本人がこころをどのように
捉えてきたかを理解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（予習：1時間）
（内容）
ライフサイクルと発達課題： キーワードを調べておくこと
ライフサイクルと発達課題の意 （復習：1時間）
キーワード；乳児期、幼児期、学童期、基本的信
味、内容を理解する。
頼感、脳の発達、神経系の発達、運動能力の発達
（方法）
配布資料、スライド提示による 、言葉の発達
思春期、青年期、成人期、老年期、性の概念、自
講義
己同一性、職業選択、結婚、老化、死の受容
（予習：1時間）
（内容）
大学生活と精神保健（１）： キーワードを調べておくこと
摂食障害についての理解を深め （復習：1時間）
キーワード；摂食障害、過食症、拒食症
る。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
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7

柴田

展人

8

柴田

展人

9

柴田

展人

10

柴田

展人

11

柴田

展人

12

柴田

展人

13

柴田

展人

14

柴田

展人

（内容）
大学生活と精神保健（２）：
アルコールの問題について理解
する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
大学生活と精神保健（３）：
薬物使用と薬物依存の問題を考
える。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
大学生活と精神保健（４）：
神経症などの問題を理解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
大学生活と精神保健（５）：
うつ病の問題について理解する
。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
アスリートと精神保健（１）：
大学生生活と競技生活の共存が
抱える問題について考える。
認知と行動
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
アスリートと精神保健（２）：
アスリート・バーンアウトにつ
いて理解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
まとめ
1精神科医である教員の雑感に
耳を傾ける
精神障害者の抱える社会的諸問
題を意識する
（方法）
スライド提示による講義
授業 総括
テスト対策
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（予習：1時間）
キーワードを調べておくこと
（復習：1時間）
一気飲み、アルハラ、急性アルコール中毒、アル
コール関連疾患、アルコール依存、離脱症状

（予習：1時間）
キーワードを調べておくこと
（復習：1時間）
キーワード；依存薬物、依存薬物の種類、依存薬
物の作用、大麻、有機溶剤、覚せい剤、麻薬、睡
眠薬、危険ドラッグ
（予習：1時間）
キーワードを調べておくこと
（復習：1時間）
キーワード；
パニック障害、強迫症状、心気症状、不安症状
（予習：1時間）
キーワードを調べておくこと
（復習：1時間）
キーワード；うつ病の診断基準、うつ病の原因、
予防、経過、治療、メランコリー親和型性格

（予習：1時間）
キーワードを調べておくこと
（復習：1時間）
キーワード；大学生アスリート、学生生活、認知
行動療法

（予習：1時間）
キーワードを調べておくこと
（復習：1時間）
キーワード；メランコリー親和型、ストレス、バ
ーンアウト、コーピング、オーバートレーニング
症候群とうつ病
精神科医療と現代社会の問題について興味を持つ

授業のまとめ

授業科目名
英語科目名

健康社会学
Health Sociology

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

鈴木

美奈子

授業概要
【授業全体の内容】
ＷＨＯを代表とする健康の概念の理解のみならず、生活者の視点からの健康の概念や健康行動について解説
し、幅広い健康観に沿った健康支援について学ぶ。また、個人の健康に影響を与える社会的な決定要因にはど
のようなものがあるのかについて理解を深める。人びとがより健康で幸福な人生を送る支援となるヘルスプロ
モーションの知識や技術を深めるため、地域、学校、企業、保健医療福祉施設の事例を紹介するとともに、意
見交換やディスカッションなどの双方向の講義を通して展開していく。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）】
健康社会学は、人びとの「健康」を支えている様々な社会的決定要因について、個人そして社会の視点から
学んでいく。そのため、健康や健康支援に重要となる基礎的知識の取得とともに、幅広い視野と応用力を育む
ことで、実践的技能の習得を目指しており、学位授与方針の達成にも寄与する。
【授業の到達目標】
1．ヘルスプロモーションについて理解できる。
2．セッティングズアプローチ意味を理解し、それぞれの健康な生活の場づくりに取り組むことができる。
3．リスクファクター（危険因子）のみならずハッピネスファクター（幸福因子）にも着目をし、健康の社
会的決定要因について考察することができる。
成績評価
【評価基準】
1．ヘルスプロモーションの概念について自分の言葉で説明できるか、発表や課題レポートで評価する。
2．地域、学校、企業、保健医療福祉施設でのセッティングズを活かした健康支援を提案することができる
か、レポート試験で評価する。
3．病気を治す・予防するの視点から、健康をつくるという視点で、個人と生活環境を健康的な方向へと支
援するためのアイデアを提案することができるか、レポート試験で評価する。
4．その他、学習意欲や授業態度については、発表や課題レポート等で評価する。
【評価方法】
レポート試験（70％）、課題レポート・発表（20％）、日々の学習状況・出席状況（10%）を総合して評価
する。
また、レポートに関しては、健康社会学について調べたり、授業で学んだりしたもののみを記述するだけで
なく、自分のアイデアや意見を記述できるものは加点対象とする。（知識・技術の応用・実践力を評価するた
め）
履修における留意事項
【履修要件】
社会学と健康科学概論を履修をしておくことが望ましい。
【履修上の注意（科目独自ルール）】
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その会の授業を欠席扱いとする。
【課題（試験やレポート）に対するフィードバックの方法】
課題レポートについては、講義の中で情報共有したり、評価のポイントを提示しながら解説する。
試験レポートについては、要望があれば個別に解説や指導を行う。
【テキスト・参考書等】
＊島内憲夫・鈴木美奈子著：健康社会学講義ノート．垣内出版（2018）
）
その他の参考書については、随時紹介する。
連絡先とオフィスアワー
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を使用する。（講義時に配布・販売

【連絡先】
担当：鈴木美奈子
E‑mail ：mina‑suzuki@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
担当授業の前後で対応いたします。
事前にメールでご連絡いただけましたら、調整も可能です。また、メールにて質問にお答えすることも可能
です。
備考
【学修時間】
この授業は、講義形態による 2単位の科目であり、授業 30 時間と準備学習 60 時間の計 90 時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
鈴木 美奈子
（予習：3時間）
1
［授業内容］
「社会学」を復習し、講義の前に社会学的なもの
テーマ：健康社会学とは？
健康社会学の定義やそれに基づ の見方についてふりかえっておくことを予習とす
くキーワード、歴史について解 る。第3章健康社会学の歴史と発達について予習
するとともに、その変化について考察しておく。
説する。

2

3

4

鈴木 美奈子

鈴木 美奈子

鈴木 美奈子

［授業方法］
スライドと講義ノートを用いて
進める。グループ学習を行う。
［授業内容］
テーマ：健康会学的創造力
私的な方法、公的な方法の二つ
の視点から健康社会学を解説す
る。身近な例をあげながら自分
の経験と結びつけ発表する。

（復習：2時間）
健康社会学の定義や歴史について、キーワードと
の関連を整理する。
（予習：3時間）
第2章健康社会学的創造力について予め読み、私
的・公的な方法について自分の日常生活の中での
事例を考えておく。

（復習：1時間）
講義で取り上げた箇所について整理しておくとと
もに、気づきや学びがあった点はチェックしてお
［授業方法］
スライドと講義ノートを用いて く。
進める。
（予習：3時間）
［授業内容］
テーマ：健康の概念（健康観） 自分の健康観についてまとめておく。
健康の概念について生活者と専
門家の視点から解説する。自分 （復習：1時間）
の健康観についてディスカッシ 素人の健康観、専門家の健康観、WHOの健康の定
義について整理する。
ョンを行う。
［授業方法］
スライドと講義ノートを用いて
進める。数名でディスカッショ
ンを行う。
［授業内容］
テーマ：健康行動
健康行動について解説するとと
もに、行動科学の視点を活かし
た健康行動支援について紹介す
る。
［授業方法］
スライドと講義ノートを用いて
進める。健康行動のモデルにつ
いて相手に説明し理解度確認を
行う。
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（予習：3時間）
第6章健康行動のところを予め読んでおくこと。
（復習：1時間）
健康行動の理解を助ける理論とモデルについて復
習しておくこと。健康な生活習慣のあり方につい
てまとめておくこと。

5

6

7

8

9

鈴木 美奈子

鈴木 美奈子

鈴木 美奈子

鈴木 美奈子

鈴木 美奈子

［授業内容］
テーマ：WHOと日本の健康づく
り活動
WHOの健康づくりの変遷につい
て解説するとともに、日本の健
康づくり活動との関連について
解説する。世界と日本の活動の
共通点と相違点についてまとめ
る。
［授業方法］
スライドと講義ノートを用いて
進める。
［授業内容］
テーマ：ヘルスプロモーション
ヘルスプロモーションの概念や
定義、プロセスについて解説す
る。ヘルスプロモーションの概
念を相手に説明する。
［授業方法］
スライドと講義ノートを用いて
進める。ヘルスプロモーション
の概念について相手に説明し、
理解度確認を行う。
［授業内容］
テーマ：健康なまちづくり
健康なまちづくりについて定義
や活動戦略、実践例を紹介する
。地元や自分の住んでいるまち
の魅力について語り合う。
［授業方法］
スライドと講義ノートを用いて
進める。数名でディスカッショ
ンを行う。
［授業内容］
テーマ：健康な家族づくり
家族機能や家族ストレスに関し
て解説する。家族での健康づく
りについてグループディスカッ
ションを通して考察する。
［授業方法］
スライドと講義ノートを用いて
進める。数名でディスカッショ
ンを行う。
［授業内容］
テーマ：健康な学校づくり
Health promoting scool につ
いて理解するため、学校経営や
学校保健と健康づくりとの関連
について解説する。健康を育む
学校づくりについて意見交換す
る。
［授業方法］
スライドと講義ノートを用いて
進める。数名でディスカッショ
ンを行う。

1899

（予習：3時間）
第7章WHOと日本の健康づくり活動を予め読んでお
くこと。WHOと「健康日本21」について調べてお
くこと。
（復習：1時間）
WHOと日本の健康づくりとの関連について整理す
る。

（予習：2時間）
ヘルスプロモーションについて予め読んでおくこ
と。
（復習：3時間）
WHOのオタワ憲章（1986）とバンコク憲章（2005
）について整理しておく。

（予習：3時間）
健康をまちづくりを予め読んでおくとともに、自
分の地元や現住所の自治体の特徴を調べておく。
（復習：1時間）
住民参加・参画、分野間協力、連携・協働、健康
政策について整理しておくこと。

（予習：3時間）
第10章健康な家族を予め読んでおくこと。理想の
健康な家族について自分の考えをまとめる。
（復習：1時間）
家族の定義、家族の構造と機能、家族ストレス、
家族保健の方法について整理する。

（予習：3時間）
第11章健康な学校づくりを予め読んでおくこと。
理想とする健康な学校について自分の考えをまと
めておくこと。
（復習：1時間）
校長のリーダシップ、コミュニティ・インボルブ
メントの意義について整理しておくこと。

10

11

12

鈴木 美奈子

鈴木 美奈子

鈴木 美奈子

13

鈴木 美奈子

14

鈴木 美奈子

15

（予習：3時間）
［授業内容］
第12章健康な職場づくりを予め読んでおくこと。
テーマ：健康な職場づくり
健康経営やCSRについて解説す CSRについて事前に調べておくこと。
るとともに、実践例を紹介する
ことで理解を深める。企業のCS （復習：1時間）
Rについてグループ学習を行う CSR・SR,経営者のリーダーシップ、メンタルヘル
スとの関連について整理しておく。
。
［授業方法］
スライドと講義ノートを用いて
進める。グループ学習を行う。
（予習：3時間）
［授業内容］
第13章健康な病院づくりを予め読んでおくこと
テーマ：健康な病院づくり
Health promoting hospital：H 。HPHについて事前に調べておくこと。
PH の定義や日本での現状につ
いて解説するとともに、ヘルス （復習：1時間）
サービスの方向転換について理 HPH（Health promoting Hospital）の現状と課
題について整理する。
解を深める。
［授業方法］
スライドと講義ノートおよび映
像を用いて進める。
［授業内容］
テーマ：健康の決定要因・健康
格差
健康へ影響を与える社会要因と
の関連について意見交換をしな
がら検討する。また、健康格差
について理解を深める。

（予習：3時間）
講義ノートの序章、第2章健康社会学の定義・健
康社会学的創造力についてふりかえり、ハッピネ
ス・ファクター（幸福因子）について理解を深め
ておくこと。
（復習：1時間）
幸福と健康との関連、健康格差について整理する
。

［授業方法］
スライドと講義ノートを用い
て進める。数名でディスカッシ
ョンを行う。
（予習：4時間）
［授業内容］
興味のあるセッティングズについて調べたり、ア
テーマ：分野間協力・企画
イデアをまとめ、グループワークの準備に取り組
む。
［授業方法］
興味のあるセッティングズにつ
いて、健康づくり（ヘルスプロ （復習：2時間）
モーション）の企画案を作成す グループワークの内容をまとめておく。
る。
（予習：4時間）
［授業内容］
テーマ：「健康社会学」のまと グループワークの発表に向けての準備を進める。
健康社会学の講義を復習するとともに、わからな
め
い点などはまとめておくこと。
［授業方法］
グループワークの発表準備⇒発
表を行う。
定期試験は行わない
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授業科目名
英語科目名

人間生態学
Human Ecology

授業形態
開講学期

講義
前期集中

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

宮城

重二

授業概要
授業の目的
この授業の目的は、生物としてのヒトの進化と多様性の理解を出発点に、医学生物学の知見や社会文化的知見
などを組み込みながら、人間と環境に関わる現実的な問題について理解を深める。
授業の内容
テキスト内容にそって授業を進める。「生態系のなかの人間」「人間の生存と健康」「人口からみた人間」「
環境問題と人間」に関する内容を中心にし、その要点をパワーポイントで示しながら毎回の課題を設定し解説
する。また、関連事項に関するビデオや健康トピックスを追加しながら理解を深める。
学位授与方針に定められた知識・能力との関連
人間生態学の授業を通じて、スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養を身につける。
また、健康についての専門的知識と実践的技能を取得する。
さらに、健康支援についての専門的知識と実践的技能を習得する。
□①「対人調整力」（S、K、M）
□②「コミュニケーション力」（S、K、M）
□③「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」（S、K、M）
□④「①〜③を応用し表現する能力」（S、K、M）
□⑤「医学的知識を備えたスポーツ指導者の育成」（S）
□⑥「スポーツ指導現場に詳しいスポーツ医科学研究者の育成」（S）
□⑦「経営学・社会心理学・社会学を応用したスポーツマネジメントについての知識」（M）
□⑧「スポーツをヒト・モノ・カネ・情報という経営資源の側面からマネジメントできる（M）
■⑨「健康についての専門的知識と実践的技能の取得」（K）
■⑩「健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」（K)
□⑪資格対応科目
授業の到達目標
上記の「授業の目的」に対応づけて「授業の内容」にそって、ヒトの進化や多様性、人間と環境の関わり等に
つ
いての理解を深め、今日的な人間と環境に関する諸問題への対処法について学生が具体的に問題提起できる。
成績評価
1.成績評価方法
筆記試験70％、授業態度・取り組む姿勢30％により評価する。
2.成績評価基準
人間と環境に関する提示された課題について理解し説明できるか。
履修における留意事項
1.受講条件
授業はテキストを用いてシラバスに沿って進めるので、テキストを購入・用意して受講する。
2.試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法
試験・レポート等の課題は、テキスト（授業）内容に沿った応用問題として出題するので、出題課題に該当す
るテキスト内容を繰り返し精読した上で記載した課題内容を自己評価する。
3.テキスト・参考書
テキスト「人類生態学（第2版）」（大塚柳太郎他著、東京大学出版会）を使うので、事前購入をし用意して
おくこと。
連絡先とオフィスアワー
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休み時間
非常勤講師室
連絡先
備考

12：05〜12：45

miyagi@eiyo.ac.jp

授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
宮城
重二
1
（授業内容）
人間生態学とは

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：2時間】
テキストを読み、疑問点をまとめておく

（授業方法）
ヒトと人間、生態学、適応と調
整について概要を解説する。
（授業内容）
生態系と人類の特性

【復習：2時間】
課題の要点を整理すること

（授業方法）
生物と環境の関係、生態系にお
けるヒトの特性などについて解
説する。
（授業内容）
人類の起源と進化

【復習：2時間】
課題の要点を整理すること

（授業方法）
地球環境と人類の進化、霊長類
・猿人・原人・旧人・新人の適
応について解説する。
（授業内容）
健康長寿のトピックス（1）

【復習：2時間】
課題の要点を整理すること

（授業方法）
健康の考え方、長寿の秘訣につ
いてビデオ視聴・解説をする。
（授業内容）
生存様式の変化と多様性

【復習：2時間】
課題の要点を整理すること

（授業方法）
農耕と家畜飼育の開始、多様な
農耕文化、生存様式の多様化な
どについて解説する。
（授業内容）
生業と社会

【復習：2時間】
課題の要点を整理すること

（授業方法）
人間の社会、分業と協業、分配
と消費などについて解説する。
（授業内容）
身体とその機能

【復習：2時間】
課題の要点を整理すること

【予習：2時間】
テキストを読み、疑問点をまとめておく

【予習：2時間】
テキストを読み、疑問点をまとめておく

【予習：2時間】
テキストを読み、疑問点をまとめておく

【予習：2時間】
テキストを読み、疑問点をまとめておく

【予習：2時間】
テキストを読み、疑問点をまとめておく

【予習：2時間】
テキストを読み、疑問点をまとめておく

【復習：2時間】
（授業方法）
多様な身体適応、成長の多様性 課題の要点を整理すること
と時代変化などについて解説す
る。
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（授業内容）
健康長寿のトピックス（2）

【予習：2時間】
テキストを読み、疑問点をまとめておく

（授業方法）
小・中・高校生の食と健康に今
何が問題かについてパワーポイ
ントの視聴・解説をする。
（授業内容）
栄養と生態学

【復習：2時間】
課題の要点を整理すること

（授業方法）
栄養とは、栄養適応、食物のレ
パートリー、食物・栄養に関す
る疾患について解説する。
（授業内容）
病気の生態学

【復習：2時間】
課題の要点を整理すること

（授業方法）
過去に蔓延した病気、結核とマ
ラリア、近代化と生活習慣病な
どについて解説する。
（授業内容）
現代の人口問題

【復習：2時間】
課題の要点を整理すること

（授業方法）
人口問題とは、少子高齢化とそ
の影響、都市化・産業化などに
ついて解説する。
（授業内容）
健康長寿のトピックス（3）

【復習：3時間】
課題の要点を整理すること

（授業方法）
肥満大国アメリカの食生活の実
態についてパワーポイントの視
聴・解説をする。
（授業内容）
ライフスタイルと環境

【復習：3時間】
課題の要点を整理すること

（授業方法）
ライフスタイルと社会経済シス
テム、廃棄物、先進国と途上国
、環境思想について解説する。
（授業内容）
人為的環境の健康影響

【復習：3時間】
課題の要点を整理すること

【予習：2時間】
テキストを読み、疑問点をまとめておく

【予習：2時間】
テキストを読み、疑問点をまとめておく

【予習：2時間】
テキストを読み、疑問点をまとめておく

【予習：2時間】
テキストを読み、疑問点をまとめておく

【予習：2時間】
テキストを読み、疑問点をまとめておく

【予習：2時間】
テキストを読み、疑問点をまとめておく

【復習：3時間】
（授業方法）
人為的環境としての化学物質汚 課題の要点を整理すること
染、公害、内分泌かく乱物質に
よる汚染などについて解説する
。
レポート
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授業科目名
英語科目名

環境保健学
Environmental Health

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 久保原 禅
科目担当者
佐々木啓
授業概要
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」、「健康を創造
・支援するために必要な身体的・精神的・社会的健康についての知識と技能」ならびに「健康に関する専門性
を活かし、人づくり、社会づくりに貢献できる能力」という学位授与方針の達成に寄与する。
[授業全体の内容]
当科目は、健康科学を基礎生物学、化学の面から解説する自然科学系の科目である。我々の健康を脅かしてい
る微生物感染症を中心とし、①微生物、ウイルス感染症、②生体防御機構と予防医学、③医療や食品産業にお
ける衛生管理や技術、④健康に影響を及ぼす遺伝因子と環境因子などを取り上げる。
基礎医学、予防医学ならびに環境科学の広範囲な基礎知識や、自然科学を理解する論理性を修得する。さらに
、環境と健康についての理解を深め、疾病を予防したり、健康を維持増進したりするための技術や知識につい
て学ぶ。
[授業の到達目標]
1.代表的な感染症とその病原体名を覚える。
2.ワクチンの種類と定期接種についてと任意接種の違いを理解する。
3.薬物や代表的な化学物質の健康被害について理解する。
4.生体防御機構について理解する。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 代表的な感染症とその病原体名を述べることができる (定期試験)。
2. ワクチンの種類と定期接種についてと任意接種の違いを説明できる (定期試験、レポート)。
3. 薬物や代表的な化学物質の健康被害について説明できる (定期試験)。
4. 生体防御機構について、とくに免疫に関わる細胞や現象を説明できる。
授業回数の3分の2以上の出席者のみを評価対象として、受講態度によって評価する (平常点)。
[成績評価の方法]
平常点（10%）、課題レポート（20%）ならびに定期試験（70%）を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
生物系、化学系の基礎科目を受講していることが望ましい。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
特になし。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
課題レポートは翌週の授業で返却し、解説を行う。定期試験後には、要望があれば個別に解説や指導を行う。
[テキスト・参考書等]
1. 東京大学医学部健康総合科学科（編）社会を変える健康のサイエンス（東京大学出版会）
2.金原粲 (監)泉克幸ら他7名（編）環境科学（実務出版）
ともに参考書であり、授業中は、適宜参考資料を配付します。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：佐々木啓
E‑mail:hiakus@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：前期の木曜日 14時から15時
場所: 1号館 4F 1410室
前日までE‑mailで予約すること。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
受講人数が70人を超える場合には、授業方法と内容を変更することがあります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
久保原・佐々木 ［授業内容］
（準備学習3時間）
1
ガイダンス、環境と健康？
健康に及ぼす環境要因を調べておくこと。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
基礎生物と微生物：進化系統樹
を用いてその違いなどを説明す
る。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
授業内容］
ウイルス：ウイルスの種類、分
類、構造、増殖様式の違いなど
を解説する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
身近な真菌や寄生虫：代表的な
種類やその生活環を解説する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
消毒と滅菌：消毒の歴史とその
変遷、滅菌方法の種類を解説す
る。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
環境と衛生：大気と水質の環境
汚染と健康被害について解説す
る。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
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（復習1時間）
配布プリントをよく読んでおくこと。
（準備学習2時間）
真核細胞と原核細胞の違いを調べておくこと。
（復習2時間）
配布プリントをよく読んでおくこと。

（準備学習2時間）
生物界と非生物界との様々な違いを調べてくるこ
と。
（復習2時間）
講義終了時にレポート課題を出すので取り組むこ
と。
（準備学習2時間）
人を最終宿主とする寄生虫を調べてくること。
（復習2時間）
配布プリントを読んでおくこと。

(準備学習2時間）
医療や食品分野での衛生管理を調べてくること。
（復習2時間）
配布プリントを読んでおくこと。

（準備学習2時間）
国や自治体が行っている環境対策を調べてくるこ
と。
（復習2時間）
配布プリントを読んでおくこと。

［授業内容］
健康と発酵食品：納豆を例に材
料、製法から栄養学的役割を解
説する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
感染症概論1：代表的なグラム
陽性菌とその感染症について解
説する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
感染症概論2：代表的なグラム
陰性菌とその感染症について解
説する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
予防医学：一次予防から三次予
防の実例を紹介し、その意義に
ついて解説する。

(準備学習2時間）
身近な発酵食品とその材料と製法を調べてくるこ
と。
（復習2時間）
配布プリントを読んでおくこと。

(準備学習2時間）
代表的な細菌感染症について調べてくること。
（復習2時間）
配布プリントを読んでおくこと。

（準備学習2時間）
細菌性植中度について調べておくこと。
（復習2時間）
配布プリントを読んでおくこと。
（準備学習2時間）
健康増進法について調べておくこと。

（復習2時間）
配布プリントを読んでおくこと。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
（準備学習2時間）
［授業内容］
生体防御機構1：免疫細胞とそ 免疫細胞の種類を調べておくこと。
の働きについて解説する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
生体防御機構2：免疫細胞が関
与する疾患について解説する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
ワクチンと感染防御：ワクチン
の原理、種類、効果の違い、予
防接種法などを解説する。

（復習2時間）
配布プリントをよく読んでおくこと。

（準備学習2時間）
細胞性免疫と液性免疫の違いについて調べておく
こと。
（復習2時間）
配布プリントをよく読んでおくこと。

（準備学習2時間）
6歳まで指定されている定期接種を調べておくこ
と。
（復習2時間）
配布プリントをよく読んでおくこと。

［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
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［授業内容］
化学物質による健康リスク：こ
こでは薬物による中毒を例に依
存性の違いを解説する。併せて
これまでの講義内容を総括する
。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
筆記試験
単なる暗記では無く、応用問題
や記述・論述式で行う。
（備考）
学習時間：90時間
授業：30時間
準備学習：60時間
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（準備学習4時間）
代表的な薬物について調べておくこと。これまで
の講義資料を読み返すこと。
（復習4時間）
配布プリントを読んでおくこと。

授業科目名
英語科目名

健康教育学
Health Education

授業形態
開講学期

対象学年

3

単位数

科目責任者
科目担当者

大久保

2.0

菜穂子

授業概要
［授業全体の内容］
この授業科目では、健康教育学について理解し、最先端の技法の基礎を修得する。そのため、健康教育の歴
史を理解し、地域・学校・職場等における健康教育の指導に必要な基礎知識や技術を学習し、人々のQOL向上
に向け、ライフステージや生活の場の視点から健康教育を計画づくることを目的とする。
具体的には、健康教育の歴史と展望、健康教育学の理念、ライフステージ別の健康教育、健康教育と保健行
動について解説し、健康教育の調査・研究や、計画づくる上での注意について紹介する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力との関連）］
健康学科では、身体的・精神的・社会的健康に関する科学的な知識を習得し、人々の健康づくりと健康支援
に必要な技能を育むべく専門性の高い科目を体系的に配列してある。その中で、この科目は、健康教育につい
ての専門的知識と実践的技能の取得し、健康を創造・支援できる能力を身につけ、「健康科学分野における専
門的な知識と技能」および「健康科学分野の専門的な実践力」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1. 健康教育学の歴史や保健行動ついて健康教育分野の用語を使って説明できる。
2. 人々のQOL向上に向け、ライフステージの視点から健康教育について説明することができる。
3. 地域・学校・職場等における健康教育の実践に必要な基礎知識や技術について理解し、計画づくることが
できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1. 本授業科目を通じて習得した健康教育学の知識と技能に基づき、選定した課題について具体的に述べるこ
とができる（レポート）
2. 授業中の発言や態度、グループワークの取組状況によって受講態度を評価する（平常点）
3. 授業中に課す提出物（グループワークでの成果物や振り返り）（ワークシートやレポート）
［成績評価の方法］
筆記試験（レポート）2題70％、授業中に課す提出物20％、授業中の態度・行動や質疑応答などの取組む姿勢
といった授業への意欲度（平常点）10％を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
健康教育学実習、生涯健康論、衛生公衆衛生学などを履修していると望ましい。
［履修上の注意］
1回の授業について3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いにする。
遅刻及び早退3回で1回分の欠席としてカウントする。
［課題（試験やレポート等）に対するﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法］
授業中に課したレポートや提出物については講義形式で解説を行う。
［テキスト・参考書等］
必要に応じてそのつど紹介する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当： 大久保 菜穂子
E‑mail： naokoo[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時： 後期期間中の木曜日13:30から14:35
場所： 1号館4Ｆ 1415号室 健康教育学研究室
他の学生の相談時間と重ならないようにするため、できるだけ前日までにE‑mailで予約してください。質問や
相談は予約のあった学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
授業計画は授業の進行状況により多少前後することがある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
大久保 菜穂子
（予習:2.5時間）本授業の目的、概要、到達目標
1
1.授業内容
本授業の目的、概要、到達目標 について事前に確認し、健康教育学という学問に
ついて調べる。
について理解を深める。
（復習:2.5時間）予習で事前に確認した項目に加
2.授業方法
成績評価方法及び成績基準、履 え、成績評価方法及び成績基準、履修上の注意点
修上の注意点等について解説す 等についても再確認し、レポート課題や資料作成
に向けた準備を行う。
る。
シラバスを用いて授業計画を概
観し、各自、本授業の全体像を
イメージする。
大久保
菜穂子
（予習:1.5時間）健康教育の歴史について書籍、
2
1.授業内容
健康教育の歴史と展望について インターネットを利用して調べる。
（復習:2.5時間）国内と海外の健康教育の歴史に
理解を深める。
ついて復習し、時系列に流れを整理する。
2.授業方法
健康教育の歴史と展望について
解説する。
ペアになり健康教育学の歴史に
ついて相手に説明する。
大久保 菜穂子
（予習:1.5時間）健康教育学の理念について書籍
3
1.授業内容
健康教育学の理念について理解 、インターネットを利用して調べる。
（復習:2.5時間）海外や日本健康教育学会の健康
を深める。
教育の定義について復習し、整理する。
2.授業方法
ペアになり、本授業の前回の振
り返りを行い、相手に説明する
。数名にプレゼンテーションし
てもらう。
海外や日本健康教育学会の健康
教育の定義について解説する。
大久保 菜穂子
（予習:1.5時間）ライフステージについて書籍、
4
1.授業内容
ライフステージにおける健康教 インターネットを利用して調べる
（復習:2.5時間）母子・乳幼児・子どもに対する
育について理解を深める。
健康教育について整理する。
2.授業方法
ペアになり、本授業の前回の振
り返りを行い、相手に説明する
。数名プレゼンテーションし、
相互理解を深める。
ライフステージにおける母子・
乳幼児・子どもに対する健康教
育について解説する。
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（予習:2時間）ライフステージ別の健康教育につ
1.授業内容
ライフステージにおける健康教 いて書籍、インターネットを利用して調べる
（復習:2時間）成人・高齢者に対する健康教育を
育について理解を深める。
整理し、前回とあわせてまとめる。
2.授業方法
ペアになり、本授業の前回の振
り返りを行い、相手に説明する
。数名プレゼンテーションし、
相互理解を深める。
ライフステージにおける成人・
高齢者に対する健康教育につい
て解説する。
（予習:1時間）保健行動について書籍、インター
1.授業内容
健康教育と保健行動について理 ネットを利用して調べる
（復習:3時間）KAP model及びHealth Blief mode
解を深める。
lについて整理する。
2.授業方法
ペアになり、本授業の前回の振
り返りを行い、相手に説明する
。数名プレゼンテーションし、
相互理解を深める。
健康教育と保健行動について解
説する。
行動変容理論及びその歴史的推
移を紹介する。
（予習:3.5時間）1〜6回の講義内容について振り
1.授業内容
今までの6回にわたる健康教育 返り、整理する。興味や疑問を抱いた部分につい
学の授業について中間まとめを て文献やインターネットを利用して調べる
（復習:0.5時間）学習した要点を確認する。
行う。
2.授業方法
本授業の前半部6回分の振り返
りを行い、レポートに本授業の
中間のまとめ及び印象に残った
授業について文献を用いて考察
し、論述する。
（予習:1時間）健康教育の調査及び研究について
1.授業内容
健康教育学の調査研究について 書籍、インターネットを利用して調べる。
（復習:3時間）PRECEDE‑PROCEED modelについて
理解を深める。
整理する。
2.授業方法
ペアになり、本授業の前回の中
間まとめを振り返り、相手に説
明する。数名プレゼンテーショ
ンし、相互理解を深める。
健康教育学の調査研究について
解説する。PRECEDE‑PROCEED mo
delを紹介する。
（予習:1.5時間）健康教育の国際的動向について
1.授業内容
健康教育の国際的動向について 書籍、インターネットを利用して調べる。
（復習:2.5時間）ヘルスリテラシーについて復習
理解を深める。
し、整理する。
2.授業方法
WHOにおける健康教育の取り組
みや、ヘルスリテラシー等につ
いて紹介する。
ペアになり、健康教育の国際的
動向について相手に説明する。
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1.授業内容
健康教育の計画づくりについて
理解を深める。
2.授業方法
健康教育の計画づくりの前半部
であるニーズアセスメント、目
的・目標、内容について解説す
る。
ペアになり、カリキュラム編成
原理の視点から３つの教育的ニ
ーズについて相手に説明する。
1.授業内容
健康教育の計画づくりについて
理解を深める。
2.授業方法
健康教育の計画づくりの後半部
である方法、教育媒体、評価に
ついて解説する。
ペアになり、望ましい教材の要
件について相手に説明する。
1.授業内容
生活の場における健康教育につ
いて理解を深める。
2.授業方法
私たちが生活する場である地域
・家庭・学校等での健康教育に
ついて解説する。
ペアになり、総合的健康教育に
ついて相手に説明する。
1.授業内容
生活の場における健康教育につ
いて理解を深める。
2.授業方法
私たちが生活する場である職場
・病院・助産院等での健康教育
について解説する。
ペアになり、総合的健康教育に
ついて相手に説明する。
1.授業内容
今までの前半部7回までの中間
まとめに付け加え、8回〜14回
にわたる健康教育学の授業につ
いてまとめを行う。
2.授業方法
今までの本授業の振り返りを行
い、レポートに総括及び印象に
残った授業について文献を用い
て考察し、論述する。
定期試験は実施しない
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（予習:1.5時間）健康教育の計画について書籍、
インターネットを利用して調べる
（復習:2.5時間）ニーズアセスメント、目的・目
標、内容について整理する。

（予習:1.5時間）健康教育の計画づくりにおける
方法、教育媒体、評価について書籍、インターネ
ットを利用して調べる
（復習:2.5時間）前回復習したニーズアセスメン
ト、目的・目標、内容を確認しながら、方法、教
育媒体、評価について整理する。

（予習:1.5時間）生活の場における健康教育につ
いて書籍、インターネットを利用して調べる
（復習:2.5時間）地域・家庭・学校での健康教育
について整理する。

（予習:1.5時間）生活の場における健康教育にお
ける方法、教育媒体、評価について書籍、インタ
ーネットを利用して調べる
（復習:2.5時間）前回復習した地域・家庭・学校
での健康教育を確認しながら、職場・病院・助産
院等での健康教育について整理する。

（予習:4.5時間）1〜6回を振り返った中間まとめ
もあわせて、特に7〜13回講義内容について振り
返り、整理する。興味や疑問を抱いた部分につい
て文献やインターネットを利用して調べる
（復習:2.5時間）学習した要点を確認し、復習が
不完全だったところを配布資料や参考文献などを
用いて十分に確認する。

授業科目名
英語科目名

衛生･公衆衛生学総論
Introduction to Hygiene and Public Health

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 佐々木 啓
科目担当者
佐々木啓
授業概要
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」、「健康を創造
・支援するために必要な身体的・精神的・社会的健康についての知識と技能」ならびに「健康に関する専門性
を活かし、人づくり、社会づくりに貢献できる能力」という学位授与方針の達成に寄与する。
[授業全体の内容]
近年、国内ではがん、生活習慣病や感染症などを原因とする疾患が死亡原因の上位に位置している。衛生･公
衆衛生学総論では、これら公衆衛生学上重要な疾病の成り立ちや、その治療や予防について学ぶ。また、衛生
学として環境における水質や大気などの汚染と健康被害、さらにはそれらを規制するための環境基準について
学ぶ。
この授業では、基礎医学、予防医学ならびに環境科学の広範囲な基礎知識を修得し、環境と健康について理解
を深め、疾病を予防したり、健康を維持増進したりするための技術や知識について学ぶ。
[授業の到達目標]
1.四大疾病の発症メカニズムと国内動向を説明できる。
2.重要な感染症の病原体について説明できる。
3.主要な生活習慣病発症までの過程を説明できる。
4.重要な環境汚染とその健康被害について説明できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1.四大疾病や生活習慣病の発症メカニズムを述べることができる (定期試験)。
2.感染症について、原因病原体とその病名を理解している (定期試験、レポート)。
3.主要な公害と健康被害について説明できる (定期試験)。
4.授業回数の3分の2以上の出席者のみを評価対象として、受講態度によって評価する (平常点)。
[成績評価の方法]
平常点（10%）、課題レポート（20%）ならびに定期試験（70%）を総合して評価する。
授業は14回行い、15回目に試験を実施する。
履修における留意事項
[履修要件]
生物系、化学系の基礎科目を受講していることが望ましい。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
特になし。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
課題レポートは翌週の授業で返却し、解説を行う。定期試験後には、要望があれば個別に解説や指導を行う。
[テキスト・参考書等]
1.鈴木庄亮 (監)、小山洋、辻一郎 (編) シンプル衛生・公衆衛生学2017（南江堂）
2.東京大学医学部健康総合科学科（編）社会を変える健康のサイエンス（東京大学出版会）
ともに参考書であり、授業中は、適宜参考資料を配付します
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：佐々木啓
E‑mail:hiakus@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：前期の木曜日 14時から15時
場所: 1号館 4F 1410室
前日までE‑mailで予約すること。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における必修科
目として位置づけられています。
受講人数が300人を超える場合には、授業方法を変更することがあります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（準備学習3時間）
［授業内容］
ガイダンス、衛生学、公衆衛生
消毒と滅菌の違いについて説明できるように調べ
学とは？
衛生学と公衆衛生学の学際を解 ておくこと。
説し、衛生学の偉人リスターに
（復習1時間）
ついて紹介する。
配布プリントをよく読んでおくこと。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
（準備学習2時間）
［授業内容］
衛生学と公衆衛生学の歴史
新興・再興感染症について具体的に調べておくこ
と。
19世紀に活躍したスノウやゼン （復習2時間）
メルワイスなどの功績とその後 配布プリントをよく読んでおくこと。
の発展を紹介する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
（準備学習2時間）
［授業内容］
人口統計と各種統計
保健統計にはどのようなものがあるか各自調べる
死亡率や各種疾病の有病率、罹 こと。
患率などの保健統計と人口統計
（復習2時間）
について解説する。
講義終了時にレポート課題を出すので取り組むこ
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講 と。
義を進める。
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（準備学習2時間）
疫学の具体例を調べておくこと。

［授業内容］
疫学の基礎とその応用

（復習2時間）
疫学のルーツを説明し、疫学用 配布プリントを読んでおくこと。
語について解説する。疫学調査
で明らかになったこと、疫学調
査の失敗例について紹介し、ど
のようなバイアスかを学生に考
えて貰う。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
(準備学習2時間）
［授業内容］
悪性腫瘍と良性腫瘍の違いを説明できるようにし
疾病予防と健康管理‑がん
ておくこと。
腫瘍化の機序、喫煙や食生活と
の関係、治療法について解説す
る。最新の研究動向についても
紹介する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
疾病予防と健康管理‑感染症概
論

（復習2時間）
配布プリントを読んでおくこと。

代表的な感染症について、病原
体と発症メカニズム、臨床症状
について解説し、近年の国内動
向を紹介する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
疾病予防と健康管理‑ワクチン

（復習2時間）
配布プリントを読んでおくこと。

ワクチンの歴史、ワクチンの種
類、現在の定期接種と任意接種
の違いなどを解説する。最新の
ワクチン研究動向も紹介する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
疾病予防と健康管理‑生活習慣
病

（復習2時間）
配布プリントを読んでおくこと。

（準備学習2時間）
自ら罹った感染症名とその病原体名を調べてくる
こと。

(準備学習2時間）
自分がこれまで接種されたワクチンを調べておく
こと。

(準備学習2時間）
基礎的な栄養素とその役割について調べてくるこ
と。

糖尿病や高血圧、脂質異常症な （復習2時間）
どの生活習慣を原因とする疾病 配布プリントを読んでおくこと。
の発病機序について解説する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
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（準備学習2時間）
労働災害の具体例について調べておくこと。

［授業内容］
職業と健康
じん肺やいわゆる「職業癌」な
どの職業病の発病メカニズムを
解説する。
[授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
環境と健康‑水と健康
河川から取水し水道水になるま
での浄化過程を解説する。あわ
せて水系感染症についても説明
する。
[授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
環境と健康‑大気と室内環境

（復習2時間）
配布プリントを読んでおくこと。

（準備学習2時間）
水系によって起こる感染症や水質汚染とその健康
被害の具体例について調べておくこと。
（復習2時間）
配布プリントを読んでおくこと。

（準備学習2時間）
人体に影響を及ぼす化学物質を調べておくこと。

大気成分や二酸化炭素が環境に
およぼす影響について解説する
。講義中の教室内の二酸化炭素
濃度の変化について、学生に算
出して貰う。
[授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
環境と健康‑ 典型7公害

（復習2時間）
配布プリントをよく読んでおくこと。

典型7公害が健康に及ぼす影響
とそのメカニズムについて解説
する。
[授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
環境と健康‑環境を介する感染
症

（復習2時間）
配布プリントをよく読んでおくこと。

（準備学習2時間）
公害の種類について調べること。

（準備学習2時間）
感染症における種々の感染経路について説明でき
るように調べておくこと。

水系感染症、ベクターを媒介す
る感染症について解説する。近 （復習2時間）
年の環境の変化によって起こっ 配布プリントを読んでおくこと。
ている現象についても併せて解
説する。
[授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
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（準備学習4時間）
代表的なSTDの病原体と病名、と昨年の報告数第
三位まで調べておくこと。

［授業内容］
性行為感染症 (STD)

STDの種類、感染・発症機序、
治療法、予防法やワクチン、最
近の発生動向や新たな取り組み （復習4時間）
講義終了時にレポート課題を出すので取り組むこ
などを解説する。
と。
[授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
筆記試験
単なる暗記では無く、応用問題
や記述・論述式で行う。
（備考）
学習時間：90時間
授業：30時間
準備学習：60時間
授業回数：14回
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授業科目名
英語科目名

衛生･公衆衛生学総論
Introduction to Hygiene and Public Health

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 佐々木 啓
科目担当者
佐々木啓
授業概要
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」、「健康を創造
・支援するために必要な身体的・精神的・社会的健康についての知識と技能」ならびに「健康に関する専門性
を活かし、人づくり、社会づくりに貢献できる能力」という学位授与方針の達成に寄与する。
[授業全体の内容]
近年、国内ではがん、生活習慣病や感染症などを原因とする疾患が死亡原因の上位に位置している。衛生･公
衆衛生学総論では、これら公衆衛生学上重要な疾病の成り立ちや、その治療や予防について学ぶ。また、衛生
学として環境における水質や大気などの汚染と健康被害、さらにはそれらを規制するための環境基準について
学ぶ。
この授業では、基礎医学、予防医学ならびに環境科学の広範囲な基礎知識を修得し、環境と健康について理解
を深め、疾病を予防したり、健康を維持増進したりするための技術や知識について学ぶ。
[授業の到達目標]
1.四大疾病の発症メカニズムと国内動向を説明できる。
2.重要な感染症の病原体について説明できる。
3.主要な生活習慣病発症までの過程を説明できる。
4.重要な環境汚染とその健康被害について説明できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1.四大疾病や生活習慣病の発症メカニズムを述べることができる (定期試験)。
2.感染症について、原因病原体とその病名を理解している (定期試験、レポート)。
3.主要な公害と健康被害について説明できる (定期試験)。
4.授業回数の3分の2以上の出席者のみを評価対象として、受講態度によって評価する (平常点)。
[成績評価の方法]
平常点（10%）、課題レポート（20%）ならびに定期試験（70%）を総合して評価する。
授業は14回行い、15回目に試験を実施する。
履修における留意事項
[履修要件]
生物系、化学系の基礎科目を受講していることが望ましい。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
特になし。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
課題レポートは翌週の授業で返却し、解説を行う。定期試験後には、要望があれば個別に解説や指導を行う。
[テキスト・参考書等]
1.鈴木庄亮 (監)、小山洋、辻一郎 (編) シンプル衛生・公衆衛生学2017（南江堂）
2.東京大学医学部健康総合科学科（編）社会を変える健康のサイエンス（東京大学出版会）
ともに参考書であり、授業中は、適宜参考資料を配付します。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：佐々木啓
E‑mail:hiakus@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：前期の木曜日 14時から15時
場所: 1号館 4F 1410室
前日までE‑mailで予約すること。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における必修科
目として位置づけられています。
受講人数が300人を超える場合には、授業方法を変更することがあります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（準備学習3時間）
［授業内容］
ガイダンス、衛生学、公衆衛生
消毒と滅菌の違いについて説明できるように調べ
学とは？
衛生学と公衆衛生学の学際を解 ておくこと。
説し、衛生学の偉人リスターに
（復習1時間）
ついて紹介する。
配布プリントをよく読んでおくこと。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
（準備学習2時間）
［授業内容］
衛生学と公衆衛生学の歴史
新興・再興感染症について具体的に調べておくこ
と。
19世紀に活躍したスノウやゼン （復習2時間）
メルワイスなどの功績とその後 配布プリントをよく読んでおくこと。
の発展を紹介する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
（準備学習2時間）
［授業内容］
人口統計と各種統計
保健統計にはどのようなものがあるか各自調べる
死亡率や各種疾病の有病率、罹 こと。
患率などの保健統計と人口統計
（復習2時間）
について解説する。
講義終了時にレポート課題を出すので取り組むこ
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講 と。
義を進める。
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（準備学習2時間）
疫学の具体例を調べておくこと。

［授業内容］
疫学の基礎とその応用

（復習2時間）
疫学のルーツを説明し、疫学用 配布プリントを読んでおくこと。
語について解説する。疫学調査
で明らかになったこと、疫学調
査の失敗例について紹介し、ど
のようなバイアスかを学生に考
えて貰う。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
(準備学習2時間）
［授業内容］
悪性腫瘍と良性腫瘍の違いを説明できるようにし
疾病予防と健康管理‑がん
ておくこと。
腫瘍化の機序、喫煙や食生活と
の関係、治療法について解説す
る。最新の研究動向についても
紹介する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
疾病予防と健康管理‑感染症概
論

（復習2時間）
配布プリントを読んでおくこと。

代表的な感染症について、病原
体と発症メカニズム、臨床症状
について解説し、近年の国内動
向を紹介する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
疾病予防と健康管理‑ワクチン

（復習2時間）
配布プリントを読んでおくこと。

ワクチンの歴史、ワクチンの種
類、現在の定期接種と任意接種
の違いなどを解説する。最新の
ワクチン研究動向も紹介する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
疾病予防と健康管理‑生活習慣
病

（復習2時間）
配布プリントを読んでおくこと。

（準備学習2時間）
自ら罹った感染症名とその病原体名を調べてくる
こと。

(準備学習2時間）
自分がこれまで接種されたワクチンを調べておく
こと。

(準備学習2時間）
基礎的な栄養素とその役割について調べてくるこ
と。

糖尿病や高血圧、脂質異常症な （復習2時間）
どの生活習慣を原因とする疾病 配布プリントを読んでおくこと。
の発病機序について解説する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
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（準備学習2時間）
労働災害の具体例について調べておくこと。

［授業内容］
職業と健康
じん肺やいわゆる「職業癌」な
どの職業病の発病メカニズムを
解説する。
[授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
環境と健康‑水と健康
河川から取水し水道水になるま
での浄化過程を解説する。あわ
せて水系感染症についても説明
する。
[授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
環境と健康‑大気と室内環境

（復習2時間）
配布プリントを読んでおくこと。

（準備学習2時間）
水系によって起こる感染症や水質汚染とその健康
被害の具体例について調べておくこと。
（復習2時間）
配布プリントを読んでおくこと。

（準備学習2時間）
人体に影響を及ぼす化学物質を調べておくこと。

大気成分や二酸化炭素が環境に
およぼす影響について解説する
。講義中の教室内の二酸化炭素
濃度の変化について、学生に算
出して貰う。
[授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
環境と健康‑ 典型7公害

（復習2時間）
配布プリントをよく読んでおくこと。

典型7公害が健康に及ぼす影響
とそのメカニズムについて解説
する。
[授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
環境と健康‑環境を介する感染
症

（復習2時間）
配布プリントをよく読んでおくこと。

（準備学習2時間）
公害の種類について調べること。

（準備学習2時間）
感染症における種々の感染経路について説明でき
るように調べておくこと。

水系感染症、ベクターを媒介す
る感染症について解説する。近 （復習2時間）
年の環境の変化によって起こっ 配布プリントを読んでおくこと。
ている現象についても併せて解
説する。
[授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
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（準備学習4時間）
代表的なSTDの病原体と病名、と昨年の報告数第
三位まで調べておくこと。

［授業内容］
性行為感染症 (STD)

STDの種類、感染・発症機序、
治療法、予防法やワクチン、最
近の発生動向や新たな取り組み （復習4時間）
講義終了時にレポート課題を出すので取り組むこ
などを解説する。
と。
[授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
筆記試験
単なる暗記では無く、応用問題
や記述・論述式で行う。
（備考）
学習時間：90時間
授業：30時間
準備学習：60時間
授業回数：14回
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授業科目名
英語科目名

社会福祉論Ⅰ
Principles of Socials WelfareⅠ

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

松山

毅

授業概要
授業の目的
「社会福祉とは何か?」‑‑これを問い、考えることが社会福祉論の目標です。今日における社会福祉サービス
を理解するために、現代の社会（福祉）問題、社会福祉の基本思想、社会福祉の意義・役割、関連法規と社会
保険の基礎、社会福祉の方法、社会福祉関連資格と職場、職業倫理等を学びます。健康問題とは私たちの日常
の暮らしの中で発生する生活問題でもあります。ニュースや新聞など社会問題に関連付けて、健康問題を社会
福祉の観点から学びます。
授業の位置づけ
この科目は「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、およびそれらの活用能力」を身につけるため
の科目の一つとして開講されます。また健康学科においては、「健康を創造・支援するために必要な身体的・
精神的・社会的健康についての知識と技能」という学位授与方針の田正にも寄与しています。
授業の到達目標
１．社会福祉の必要性を理解できる
２．社会的に支援する、ということの意味について理解できる
３．人のいのちとくらしについて考えられる
成績評価
成績評価基準
１．社会福祉の基本的な考え方、基本的な制度の内容について説明できる（定期試験）
２．社会的な支援の考え方、対人援助の考え方を説明できる（定期試験）
３．授業中の発言や振り返りシートによって授業の理解度を評価する(平常点）
成績評価方法
授業態度・取り組む姿勢(平常点）10％、試験90％
履修における留意事項
受講条件
特にありません。健康学科の必修科目です
履修上の注意
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回を欠席扱いとする
試験レポートの課題に対するフィードバック方法
リアクションペーパーおよび試験後の解説でフィードバックします
テキスト参考書
特に指定しません。授業で随時プリント配布、文献紹介します
連絡先とオフィスアワー
松山毅
e‑mail；tmatsuya[at]juntendo.ac.jp ([at]は＠に変更してください）
オフィスアワー
火曜日２限、金曜日２限 １号館4階1422研究室
備考
学修時間
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の合計90時間の学習を
必要とする内容をもって構成する
その他
この授業は精神保健福祉士受験資格取得に関する必修科目です。ただし、当該科目に関心のある学生の受講は
歓迎いたします。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

1922

1

松山毅
(以下、同様）

現代社会と社会福祉（１）オリ
エンテーション
今日における社会福祉の問題を
概観し、われわれの生活と社会
福祉の関連を理解する
現代社会と社会福祉（２）高齢
化問題と社会福祉
高齢化社会の現状と課題をデー
タをもとに理解し、社会福祉の
求められている背景を理解する
現代社会と社会福祉（３）少子
化問題と社会福祉
少子化社会の現状と課題をデー
タをもとに理解し、社会福祉の
求められている背景を理解する
社会福祉の概念・範囲・役割と
意義
社会福祉の基本的な考え方、対
象、役割、について理解する
社会福祉の思想（１）ノーマラ
イゼーションを中心に
ノーマライゼーションやインク
ルージョンなどの社会福祉の基
本思想を理解する
社会福祉の思想（２）「自立」
「自律」生活の意味
福祉サービスを利用する人々の
自立生活とは？「自立」の意味
と「自立を支えること」の意義
を理解する
近年の社会福祉の動向（90年代
以降を中心に）
現在の社会福祉の基礎構造を理
解するために、90年代以降の社
会福祉の変遷を概観する
社会福祉の関係法制（１）社会
福祉法・生活保護法
社会福祉の基本法である社会福
祉法と所得保障制度を理解する
社会福祉の関係法制（２）高齢
者福祉
老人福祉法、老人保健法、介護
保険法を中心に高齢者福祉を理
解する
社会福祉の関係法制（３）障害
者福祉
障害者三法、障害者自立支援法
を中心に障害者福祉を理解する
社会福祉の関係法制（４）児童
福祉
児童福祉法、母子福祉、母子保
健を中心に児童福祉・保育制度
について理解する
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予習2ｈ）社会福祉問題について各自で調べてみ
る
復習3h）関心を持った社会福祉問題についてイン
ターネットなどで現状を調べてみる
予習2h）高齢社会の問題点について調べてくる
復習3h）授業を通して理解した高齢社会のメリッ
トについても考えてみること

予習2h）少子化社会の問題点について調べてくる
復習2h）ワークライフバランスについて調べてお
くこと

予習2h）社会福祉の役割について考えておくこと
復習2h）現代社会における社会福祉の位置につい
て考えをまとめておく
予習2h）ノーマライゼーションの意味を調べてお
くこと
復習3h）ノーマライズされた社会とはどのような
社会であるのか、考えをまとめておくこと
予習2h）自立の意味について調べておく
復習3h）自立と自律の違いについてまとめておく
こと

予習2h）最近見聞きした社会福祉のトピックスを
調べてみる
復習2h）関心を持った福祉のトピックスが現代社
会においてどのように支援されているか、まとめ
てみる
予習2h）生活保護をめぐる問題点について調べて
おく
復習2h）貧困問題と社会福祉について考えてみる
こと
予習2h）高齢者の医療・福祉問題について調べて
おく
復習2h）介護保険や年金制度の役割について確認
し、高齢社会の在り方について考えてみること
予習2h）障害者をめぐる問題について調べておく
復習2h）障害者が暮らす社会、障害者を支える方
法について理解したことをまとめてお
予習2h）児童やひとり親をめぐる問題について調
べておく
復習2h）児童福祉や女性福祉の意義について理解
したことをまとめておく

社会福祉の関係法制（５）社会
保険を中心に
われわれの暮らしにかかわりの
深い医療保険制度、年金制度を
中心に概観する
社会福祉の実施体制と財政
国・都道府県・市町村の社会福
祉実施体制の仕組み、税金や社
会保険を基盤とする財政につい
て理解する
社会福祉の資格制度と職業倫理

予習2h）自分の入っている医療保険について調べ
ておくこと
復習2h）我々の暮らしにおける社会保険制度の意
義役割について理解したことをまとめておく
予習2h）社会保障関係費や民生費の意味について
調べておくこと
復習2h）我々の暮らしに身近な市町村の社会福祉
における役割について整理しておくこと

予習2h）精神保健福祉士について調べておく
復習2h）自分の進路、学びたいことと福祉の資格
精神保健福祉士を中心に社会福 や勉強の関連性を考えてみること
祉関連の資格について概観し、
職業倫理や他職種との連携につ
いて理解する
社会福祉の援助方法
社会福祉援助の基本思想や援助
方法について理解する
定期試験
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授業科目名
英語科目名

障害者教育総論
Theory of Education for the Handicapped

授業形態
開講学期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 渡邉 貴裕
科目担当者
渡邉貴裕 尾高邦生
授業概要
［授業全体の内容］
本科目では、知的障害、肢体不自由、病弱（身体虚弱）、視覚障害、聴覚障害、発達障害等の障害特性につ
いて学び、そのような障害のある幼児児童生徒に対する教育支援について考える。特別支援学校や、幼稚園、
小学校、中学校及び高等学校等において、様々な障害のある幼児児童生徒一人一人のニーズに応じた適切な指
導と支援について解説し、適宜、グループワークなどを取り入れながら特別支援教育について理解を深めるこ
とを目的とする。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「健康科学分野の専門的な知識と技能」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の達成目標］
1．代表的な障害種について、その原因や特性について理解できる
2．代表的な障害種について、その支援方法について理解できる
3．特別支援教育の現状と課題について説明できる
成績評価
［成績評価の基準］
1．代表的な障害種について、その原因や特性について説明できる（課題レポート、定期試験）
2．代表的な障害種について、その支援方法について説明できる（課題レポート、定期試験）
3．特別支援教育の現状と課題について説明できる（定期試験）
［成績評価方法］
日々の学習状況（10％）、定期試験（60％）、課題レポート（30％）を「総合して評価する。なお、授業態
度が授業進行上においてふさわしくないと判断した場合には、原点の対象とします。
履修における留意事項
［履修要件］
・「特別支援教育論」「障害者の進路支援」を受講していることが望ましい。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
・授業回数の3分の2以上の出席者のみを評価対象として、受講態度によって評価する
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
・定期試験や課題レポートで成績評価を行うが、講義内容が反映されていない場合には個別に解説や指導を行
う
［テキスト・参考書等］
1．渡邉貴裕 他 編：改訂新版障害児者の理解と教育・支援
、2012
・参考書であり、授業中は適宜参考資料を配布します
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
渡邉貴裕
Email:tkatana(at)juntendo.ac.jp
メールの際は、（at）を@に変更して送信してください。

特別支援教育/障害者支援のガイド、金子書房

［オフィスアワー］
前期・後期：火曜日 13:00〜15:00
木曜日 10:00〜12:00
1号館2階1219号室（心身障害学研究室）
出張などで不在にすることもありますので、できれば事前にご連絡をお願いします。
備考
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［学修時間］
この授業は、講義による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必要とする
内容をもって構成する
［その他］
この授業科目は、特別支援学校1種免許状の取得に必要な必修科目として位置づけられています
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
渡邉貴裕
（予習：2時間）
1
（授業内容）
「障害」という言葉ついて、IC 身近なバリアフリー環境について調べる
F、バリアフリー、ノーマライ （復習：2時間）
ゼーションといった概念をもと ICFの考えを「買い物」や「スポーツ参加」等の
に理解する。また障害者福祉施 事例にあてはめ、レポートにまとめる。
策について学ぶ。
（授業方法）
ICFの理念について、具体的な
事例をもとに解説する。VTRを
視聴し、それをもとに心のバリ
アフリーについてグループワー
クを行う。
尾高邦生
（予習：2時間）
（授業内容）
「特殊教育」から「特別支援教 文部科学省のHPをもとに「特別支援教育」に関す
育」への転換、その意義とねら る法的根拠を調べる
いについて、学校教育現場の実 （復習：2時間）
通常学級における教師の役割について、授業内容
情をもとに理解する。
をもとにレポートにまとめる
（授業方法）
通常学級における発達障害児童
生徒への対応について、小学校
、中学校での自身の経験をもと
にディスカッションを行う。
渡邉貴裕
（予習：2時間）
（授業内容）
知的機能に関する制約と、その 知的障害児者をテーマとした映画や本を調べてく
支援方法について理解する。 る
（復習：2時間）
（授業方法）
知的障害の制約について、個人 知的障害者のライフステージごとの課題について
で考え、その後パートナーとお レポートにまとめる
互いの回答を比較する。その後
、全体で共有する。
尾高邦生
（予習：2時間）
（授業内容）
社会性や注意行動、学習等に関 学齢期の発達障害児が抱える生活上の困難さにつ
する制約と精神疾患（障害）、 いて、インターネットや新聞等をもとに資料収集
その支援方法について理解する を行う
（復習：2時間）
。
知的障害者のライフステージごとの課題について
（授業方法）
発達障害についてのVTRを視聴 レポートにまとめる
し、支援方法についてのグルー
プワークを行う。
渡邉貴裕
（予習：2時間）
（授業内容）
社会性や注意行動、学習等に関 大人の発達障害に関する支援について、インター
する制約と精神疾患（障害）、 ネットや新聞等をもとに資料収集を行う
その支援方法について理解する （復習：2時間）
青年・成人期の発達障害者が抱える生活上の困難
（授業方法）
大人の発達障害とその制約につ さについてレポートにまとめる
いて、個人で考え、その後パー
トナーとお互いの回答を比較す
る。その後、全体で共有する。

1926

尾高邦生

渡邉貴裕

尾高邦生

渡邉貴裕

尾高邦生

渡邉貴裕

（授業内容）
運動や健康に関する制約と、そ
の支援方法（障がい者スポーツ
）について理解する
（授業方法）
運動障害児や病弱児が通う学校
の教育の場と運動やスポーツ教
育の意義について、その後パー
トナーとお互いの回答を比較す
る。その後、全体で共有する。
（授業内容）
視覚に関する制約と、その支援
方法について理解する
（授業方法）
視覚障害の制約について、個人
で考え、その後パートナーとお
互いの回答を比較する。その後
、全体で共有する。
（授業内容）
聴覚に関する制約と、その支援
方法について理解する
（授業方法）
聴覚障害の制約について、個人
で考え、その後パートナーとお
互いの回答を比較する。その後
、全体で共有する。
（授業内容）
障害児保育について学び、就学
支援の実際と課題を説明するこ
とができる
（授業方法）
インクルーシブ保育について、
授業内容に関連した質問を小グ
ループで話し合う
（授業内容）
特別支援学校（知的障害）の教
育課程について学び、各年齢段
階における課題を説明すること
ができる
（授業方法）
特別支援学校と普通学校の時間
割の違いとその意味について、
授業内容に関連した質問を小グ
ループで話し合う
（授業内容）
特別支援学校（知的障害）の教
科学習について学び、通常学級
との違いを説明することができ
る
（授業方法）
体育の年間計画について通常学
級との違いを、個人で考え、そ
の後パートナーとお互いの回答
を比較する。その後、全体で共
有する。
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（予習：2時間）
パラリンピック、スペシャルオリンピックス、デ
フリンピックの違いについて、インターネットを
もとに資料収集を行う
（復習：2時間）
病弱特別支援学校に在籍する児童生徒の障害種の
変遷について調べ、レポートにまとめる。

（予習：2時間）
予め配布してある資料を読み、「盲」と「弱視」
の違いについてまとめる
（復習：2時間）
特別支援学校（視覚障害）における教育課程の特
徴についてレポートにまとめる

（予習：2時間）
予め配布してある資料を読み、聾者が抱える生活
上の困難さについてまとめる
（復習：2時間）
デフリンピックについて調べ、レポートにまとめ
る

（予習：2時間）
「就学支援」について、インターネットや新聞等
をもとに資料収集を行う
（復習：2時間）
自身の住んでいる地域で行われている就学相談、
就学支援についてレポートにまとめる

（予習：2時間）
予め配布してある資料を読み、「障害者の発達段
階」についてまとめておく
（復習：2時間）
「生涯発達支援」という言葉の意味ついて、授業
のキーワードを用いて説明できるようにする

（予習：2時間）
通常学級の教育課程について事前に調べる
（復習：2時間）
通常学級と特別支援学校の教育課程の違いについ
て整理する

尾高邦生

渡邉貴裕

尾高邦生

（予習：2時間）
現場実習、進路相談、進路学習といったキーワー
ドについて、インターネットや新聞等をもとに資
料収集を行う
（復習：3時間）
障害者の職業自立等に関する事柄について、レポ
（授業方法）
進路学習の年間計画について、 ートにまとめる
授業内容に関連した質問を小グ
ループで話し合う
（予習：2時間）
（授業内容）
個別の指導計画及び個別の教育 予め配布された資料を読み、「個別の指導計画」
支援計画の作成手続きについて 導入の経緯についてまとめておく
学び、その実際と課題を説明す （復習：2時間）
「個別の指導計画」と「個別の教育支援計画」の
ることができる
違いを整理する
（授業方法）
個別の指導計画の作成手続きに
つて、授業内容に関連した質問
を小グループで話し合う
（予習：3時間）
（授業内容）
特別支援学校におけるセンター 「特別支援教育コーディネーター」の役割につい
的機能の役割について学び、そ て事前に調べておく
の実際と課題を説明することが （復習：3時間）
特別支援教育を推進していく際のしくみについて
できる
整理し、レポートにまとめる
（授業方法）
通常学級における特別支援教育
の現状と課題について、個人で
考え、その後パートナーとお互
いの回答を比較する。その後、
全体で共有する。
（テスト）
これまで授業で学んだ重要と思
われる語句や考え方、基本的事
項についての理解度を筆記試験
する
（授業内容）
特別支援学校（知的障害）の進
路支援について学び、その実際
と課題を説明することができる
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授業科目名
英語科目名

生涯健康論
Lifelong Education

授業形態
開講学期

対象学年

3

単位数

科目責任者
科目担当者

大久保

2.0

菜穂子

授業概要
［授業全体の内容］
この授業科目では、Life cycleの考え方を基にLife long healthの観点から生涯にわたる健康な生活づくり
について、個人と社会の両面から学習することを目的としている。
具体的には、ライフスタイルと健康、食生活と栄養、いろいろな生き方と結婚、新しいいのちを育む、成熟
とエイジング等、ライフステージに沿った健康課題についてQOL(Quality of life)の向上の視点といったさま
ざまな角度から紹介する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力との関連）］
健康学科では、身体的・精神的・社会的健康に関する科学的な知識を習得し、人々の健康づくりと健康支援
に必要な技能を育むべく専門性の高い科目を体系的に配列してある。その中で、この科目は、生涯にわたる健
康課題についてさまざまな視点から学修し、専門的知識と実践的技能の深め、健康を創造・支援できる能力を
身につけ、「健康科学分野における専門的な知識と技能」および「健康科学分野の専門的な実践力」という学
位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1. 生涯健康の意義とその支援方法について健康学分野の専門用語を用いて説明することができる。
2人々のQOL向上に向けたライフスタイルの改善や積極的な各ライフステージにおける健康づくりといった視点
から健康学分野の専門用語を用いて説明することができる。
3. 生涯にわたる健康課題について、公衆衛生、健康教育、こころの健康、栄養学、医学などの知見を取り入
れて多角的に理解することができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1. 本授業科目を通じて習得した知識と技能に基づき、選定した課題について具体的に述べることができる（
レポート）
2. 授業中の発言や態度、グループワークの取組状況によって受講態度を評価する（平常点）
3. 授業中に課す提出物（グループワークでの成果物や振り返り）（ワークシートやレポート）
［成績評価の方法］
筆記試験（レポート）2題70％、授業中に課す提出物20％、授業中の態度・行動や質疑応答などの取組む姿勢
といった授業への意欲度（平常点）10％を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
健康教育学、健康教育学実習、衛生公衆衛生学などを履修していると望ましい。
［履修上の注意］
1回の授業について3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いにする。
遅刻及び早退3回で1回分の欠席としてカウントする。
［課題（試験やレポート等）に対するﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法］
授業中に課したレポートや提出物については講義形式で解説を行う。
［テキスト・参考書等］
必要に応じてそのつど紹介する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当： 大久保 菜穂子
E‑mail： naokoo[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時： 後期期間中の火曜日13:30から14:30
場所： 1号館4Ｆ 1415号室 健康教育学研究室
他の学生の相談時間と重ならないようにするため、できるだけ前日までにE‑mailで予約してください。質問や
相談は予約のあった学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
授業計画は授業の進行状況により多少前後することがある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
大久保 菜穂子 1.授業内容
（予習:2.5時間）本授業の目的、概要、到達目標
1
本授業の目的、概要、到達目標 について事前に確認し、生涯健康 Life long he
althという言葉について調べる。
について理解を深める。
（復習:2.5時間）予習で事前に確認した項目に加
2.授業方法
生涯健康 Life long health え、成績評価方法及び成績基準、履修上の注意点
について解説し、生涯健康の意 等についても再確認し、生涯健康の意義とその支
義とその支援方法について理解 援方法について整理し、レポート課題や資料作成
に向けた準備を行う。
する。
成績評価方法及び成績基準、履
修上の注意点等について解説す
る。
シラバスを用いて授業計画を概
観し、各自、本授業の全体像を
イメージする。
（予習:1.5時間）ライフスタイルという言葉につ
1.授業内容
ライフスタイルの意義を理解し いて書籍、インターネットを利用して学習する。
、健康なライフスタイルについ （復習:2.5時間）健康なライフスタイルについて
授業で習得したことを整理する。
て理解を深める。
2.授業方法
ライフスタイルの意義や健康な
ライフスタイルについて解説す
る。
ペアになりライフスタイルの意
義について相手に説明する。
（予習:1.5時間）健康な生活習慣について、自ら
1.授業内容
健康な生活習慣づくりについて の日々の生活を振り返り、検討する。
（復習:2.5時間）授業を通し、２次元イメージ展
理解を深める。
開法を用いて自らの健康な生活習慣について気づ
2.授業方法
ペアになり、本授業の前回の振 いたこと、考えたことをまとめる。
り返りを行い、相手に説明する
。数名にプレゼンテーションし
てもらう。
２次元イメージ展開法を用いて
自らの健康な生活習慣について
気づき、考える。
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1.授業内容
医学の視点から倫理的諸問題に
ついて理解を深める。
2.授業方法
ペアになり、本授業の前回の振
り返りを行い、相手に説明する
。数名プレゼンテーションし、
相互理解を深める。
医の倫理について解説する。
1.授業内容
現代社会と心の健康・ストレス
対処について理解を深める。
2.授業方法
ペアになり、本授業の前回の振
り返りを行い、相手に説明する
。数名プレゼンテーションし、
相互理解を深める。
ライフステージにおける心の健
康およびストレス対処について
解説する。
1.授業内容
発育発達と健康について理解を
深める。
2.授業方法
ペアになり、本授業の前回の振
り返りを行い、相手に説明する
。数名プレゼンテーションし、
相互理解を深める。
学童期および思春期の健康上の
諸問題について解説する。
1.授業内容
今までの6回にわたる生涯健康
論の授業について中間まとめを
行う。
2.授業方法
本授業の前半部6回分の振り返
りを行い、レポートに本授業の
中間のまとめ及び印象に残った
授業について文献を用いて考察
し、論述する。
1.授業内容
ライフステージにおける健康な
食生活について栄養学的視点か
ら理解を深める。
2.授業方法
ペアになり、本授業の前回の中
間まとめを振り返り、相手に説
明する。数名プレゼンテーショ
ンし、相互理解を深める。
ライフステージ別の食生活と栄
養についていくつかの文献を用
いて紹介する。
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（予習:1.5時間）医の倫理について書籍、インタ
ーネットを利用して学習する。
（復習:2.5時間）医学の視点から倫理的諸問題に
ついて授業で習得したことを整理する。

（予習:2時間）ストレス対処について書籍、イン
ターネットを利用して学習する。
（復習:2時間）ライフステージにおける心の健康
およびにストレス対処について授業で習得したこ
とを整理する。

（予習:1時間）学童期および思春期の発育発達に
ついて書籍、インターネットを利用して学習する
。
（復習:3時間）学童期および思春期の健康上の諸
問題について授業で習得したことを整理する。

（予習:3.5時間）1〜6回の講義内容について振り
返り、整理する。興味や疑問を抱いた部分につい
て文献やインターネットを利用して調べる
（復習:0.5時間）学習した要点を確認する。

（予習:1時間）栄養学的視点からライフステージ
における健康な食生活について書籍、インターネ
ットを利用して学習する。
（復習:3時間）特に学童期および思春期の健康な
食生活について授業で習得したことについて整理
する。

（予習:1.5時間）国立社会保障・人口問題研究所
の出生動向基本調査（結婚と出産に関する全国調
査）において、特に結婚に関する調査項目及び結
果ついて調べる。
（復習:2.5時間）青年期および壮年期にわたり大
きなライフイベントとなる結婚について授業で習
2.授業方法
いろいろな生き方と結婚につい 得したことをまとめる。
て、出生動向基本調査等に基づ
いて紹介する。
ペアになり、出生動向基本調査
の結果について相手に説明し、
討議する。数名プレゼンテーシ
ョンし、相互理解を深める。
（予習:1.5時間）国立社会保障・人口問題研究所
1.授業内容
新しいいのちを育むことについ の出生動向基本調査（結婚と出産に関する全国調
査）において、特に出産に関する調査項目及び結
て理解を深める
果ついて調べる。
2.授業方法
母子保健の視点から妊娠、出産 （復習:2.5時間）青年期および壮年期にわたり大
について、そして乳児期および きなライフイベントとなる出産について授業で習
幼児期の健康上の諸問題を紹介 得したことをまとめる。
する。
ペアになり、出生動向基本調査
の結果について相手に説明し、
討議する。数名プレゼンテーシ
ョンし、相互理解を深める。
（予習:1.5時間）壮年期および老年期の健康生活
1.授業内容
生涯にわたる健康な生活づくり の支援方法について書籍、インターネットを利用
における健康課題として運動不 して学習する。
足に視点をあて、スポーツ実施 （復習:2.5時間）壮年期および老年期の人々が主
率向上に向けた取り組みについ 体的に健康づくりに取り組む方法とその健康生活
の支援方法についてまとめる。
て理解を深める。
2.授業方法
子どもから高齢者までいきいき
と過ごしていくために、スポー
ツ実施率向上に向けた行動計画
等、わが国の健康政策について
解説する。
ペアになり、本授業の前回の振
り返りを行い、相手に説明する
。数名にプレゼンテーションし
てもらう。
（予習:1.5時間）壮年期および老年期の健康生活
1.授業内容
成熟とエイジングについて理解 の支援方法について書籍、インターネットを利用
して学習する。
を深める
（復習:2.5時間）壮年期および老年期の人々が主
体的に健康づくりに取り組む方法とその健康生活
2.授業方法
壮年期および老年期の人々が主 の支援方法についてまとめる。
体的に健康づくりに取組む方法
とその健康生活の支援方法につ
いて解説する。
ペアになり、本授業の前回の振
り返りを行い、相手に説明する
。数名にプレゼンテーションし
てもらう。
1.授業内容
青年期および壮年期にわたり大
きなライフイベントとなる結婚
について考え、理解を深める。
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1.授業内容
死と死にゆくことについて理解
を深める。
2.授業方法
Death Educationについて解説
し、ワークを通して悲嘆経験や
、死の受容のプロセスについて
考察する。
1.授業内容
今までの前半部7回までの中間
まとめに付け加え、8回〜14回
にわたる健康教育学の授業につ
いてまとめを行う。
2.授業方法
今までの本授業の振り返りを行
い、レポートに総括及び印象に
残った授業について文献を用い
て考察し、論述する。
定期試験は実施しない
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（予習:1.5時間）Death Educationについて書籍
、インターネットを利用して学習する。
（復習:2.5時間）Death Educationについて授業
で習得したこと、ワークを通して気付いたこと等
をまとめる。

（予習:4.5時間）1〜6回を振り返った中間まとめ
もあわせて、特に7〜13回講義内容について振り
返り、整理する。興味や疑問を抱いた部分につい
て文献やインターネットを利用して調べる
（復習:2.5時間）学習した要点を確認し、復習が
不完全だったところを配布資料や参考文献などを
用いて十分に確認する。

授業科目名
英語科目名

健康運動指導法実習
Teaching Method Practice of Conditioning Exercises

授業形態
開講学期

実習
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 涌井 佐和子
科目担当者
飯嶋 正博
授業概要
[授業全体の内容]
[授業目的]
子どもから高齢者、男性と女性、健常者から障害者などを対象にした健康レベル向上のための運動の指導方法
の基礎を身につけることを目的としている。
[授業概要]
運動強度を考慮したウォーキングの指導法、コンディシ ョニング指導法、用具を使った運動指導法を体験し
、実際に指導練習を行う。また、子どもから中・高年者を対象とした各種模擬プログロムを企画・実践を行い
、プログラム評価を行う。また、運動習慣づくりのための行動変容に依拠したカウンセリングについても体験
する。

[学位授与方針との関連]
本授業では、健康運動の実習を通して、「３．スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」を高め、「
５．健康教育についての専門的知識と実践的技能の習得」と「６．健康支援についての専門的知識と実践的技
能の習得」を目指す。また、健康運動指導の現場で必要とされる、「１．対人調整力」「２．コミュニケーシ
ョン」の能力を健康運動指導時に発揮できることを目指す。
□⑪資格対応科目
※S：スポーツ科学科、M：スポーツマネジメント学科、K：健康学科
[授業の到達目標]
1.ウォームアップとクールダウンの生理学的な効果を理解し、主運動に適したそれぞれの運動をプログラミン
グし、指導原則に従った指導ができる。
2.ストレッチングの特性や生理学的な効果、分類などを理論的に理解し、基本的な指導方法を身に着ける。健
康づくり施策を理解し、健康づくりにおける健康運動指導士の役割について理解できる。
3.用具を用いた健康づくりのため運動プログラムの考え方を理解し、指導法を身に着ける。
4.有酸素運動としてのウォーキングやジョギングの理論と実践方法を理解し、指導ができる。
5.健康づくりのためのリズムウォーキングの指導方法を理解し、運動強度や安全を考慮した指導ができる。
6.体力向上や疾病予防のためのレジスタンス運動について、その分類とそれぞれの特徴について理解し、健康
づくりに効果的なプログラムを作成できる。
7.介護予防のための一次予防、二次予防の具体的内容について理解し、必要な知識や技術を身に着ける。
8.対象者の特徴に応じた健康づくり運動プログラムを立案し、指導ができる。
9.行動変容を意図したプログラム開発および基本的なカウンセリングの方法が理解できる。
10.ストレスマネジメントとカウンセリングの基本的事項が理解できる。

[学生に望むこと]
健康運動指導は、自身がその方法を「わかる」「できる」だけでなく、「説明できる」「指導できる」ことも
必要になります。受講者同志で評価し合い、自身の引出しを増やせるような努力を期待します。
成績評価
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[成績評価の基準]
1.ウォームアップとクールダウンの生理学的な効果を理解し、主運動に適したそれぞれの運動をプログラミン
グし、指導原則に従った指導ができる（平常点、レポート）。
2.ストレッチングの特性や生理学的な効果、分類などを理論的に理解し、基本的な指導方法を身に着ける。健
康づくり施策を理解し、健康づくりにおける健康運動指導士の役割について理解できる（平常点、レポート）
。
3.用具を用いた健康づくりのため運動プログラムの考え方を理解し、指導法を身に着ける（平常点、レポート
）。
4.有酸素運動としてのウォーキングやジョギングの理論と実践方法を理解し、指導ができる（平常点、レポー
ト）。
5.健康づくりのためのリズムウォーキングの指導方法を理解し、運動強度や安全を考慮した指導ができる（平
常点、レポート）。
6.体力向上や疾病予防のためのレジスタンス運動について、その分類とそれぞれの特徴について理解し、健康
づくりに効果的なプログラムを作成できる（平常点、レポート）。
7.介護予防のための一次予防、二次予防の具体的内容について理解し、必要な知識や技術を身に着ける（平常
点、レポート）。
8.対象者の特徴に応じた健康づくり運動プログラムを立案し、指導ができる（平常点、レポート）。
9.行動変容を意図したプログラム開発および基本的なカウンセリングの方法が理解できる（平常点、レポート
）。
10.ストレスマネジメントとカウンセリングの基本的事項が理解できる（平常点、レポート）。
[成績評価の方法]
①授業態度・取り組む姿勢：実習内容、出席カードへの授業コメントによりA（20点）、B（15点）、C（10点
）、D（5点）判定を行う。
②小レポート課題：１課題についてA（20点）、B（15点）、C（10点）、D（5点）、未提出（0点）判定を行い
、加算する。最終的に合計得点を20点満点に換算する。
③最終レポート：各実習の評価データから、自身の健康運動指導法に対する客観的な能力評価についてレポー
トを執筆する。A（20点）、B（15点）、C（10点）、D（5点）、未提出（0点）判定を行い、30点満点に換算
す る。
最終的に①②③を合計する。
履修における留意事項
[履修要件]
なし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
この授業科目は、健康運動指導士受験資格取得に必要な科目であるため、試験範囲に対応した内容を扱う。
扱う範囲が広いので能動的に取り組むこと。
30分以上の遅刻・早退は3回で1回の欠席扱いとします。
資料は適宜配布します。
内容は場合によって多少前後することがあります。原則として第２体育館で行います。
第１回目の授業時に教育実習で不在予定の人は、事前に直接申し出てください。
[テキスト]
テキストはありません。適宜推薦書は紹介します。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
レポート、課題については、授業内で必要な情報や改善内容を示す。
課題は後日出席カードに挟んで返却します。
[テキスト・参考書等]
財団法人健康運動指導士養成講習テキスト（上・下）
購入方法については教務課へ確認ください。
原則として、この授業は第2体育館で行います。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：涌井 佐和子
E‑mail: swakui[at]juntendo.ac.jp （［at］を@に変更してください）
［オフィスアワー］
<さくらキャンパス>
日時： 後期水曜日 12:00〜12:40
場所: 1号館4階1402室
できるだけE‑mailで予約をしてください。先約がある場合にはそちらを優先します。
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備考
[就学時間]
この授業は、実習の授業形態による２単位の科目であり、授業６０時間と準備学習３０時間の計９０時間の学
修を必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
涌井
（予習：2時間）
1,2
[授業内容]
授業のねらいやスケジュールに シラバスを読み、今後の学習スケジュールの見通
しを持つ。
ついて理解を深める。
ウォームアップとクールダウン
の生理学的な効果を理解し、主 （復習：2時間）
運動に適したそれぞれの運動を シラバスを再度読み返し、今後の学習スケジュー
プログラミングし、指導原則に ルの見通しを再確認する。
従った指導を行う。ストレッチ ウォームアップとクールダウン、ストレッチング
ングの特性や生理学的な効果、 の指導方法に関する資料を読み返し、整理する。
分類などを理論的に理解し、基 （課題）
本的な指導方法を身に着ける。 なし
[授業方法]
授業のねらいやスケジュールに
ついて解説する。
ウォームアップとクールダウン
の生理学的な効果を解説する。
主運動に適したそれぞれの運動
をプログラミングし、指導原則
に従って指導する。ストレッチ
ングの特性や生理学的な効果、
分類などを理論的に解説する。
健康づくりのために適した方法
を対象者の特徴や環境に応じて
選択しての指導方法を体験する
。
飯嶋
（予習：2時間）
3,4
［授業内容］
用具を用いた健康づくりのため
運動プログラムの考え方を理解 用具を用いた健康づくりのため運動プログラムの
考え方や指導法の資料を読み、概要を把握する。
し、指導法を身に着ける。
（復習：2時間）
［授業方法］
用具を用いた健康づくりのため 用具を用いた健康づくりのため運動プログラムの
運動プログラムの考え方や指導 考え方や指導法の資料を整理する。
（課題）
法を解説し、実習を行う。
レポート
飯嶋
（予習：2時間）
5,6
［授業内容］
用具を用いた健康づくりのため
運動プログラムの考え方を理解 用具を用いた健康づくりのため運動プログラムの
考え方や指導法の資料を読み、概要を把握する。
し、指導法を身に着ける。
（復習：2時間）
［授業方法］
用具を用いた健康づくりのため 用具を用いた健康づくりのため運動プログラムの
運動プログラムの考え方や指導 考え方や指導法の資料を整理する。
（課題）
法を解説し、実習を行う。
レポート
飯嶋
（予習：2時間）
7,8
［授業内容］
用具を用いた健康づくりのため
運動プログラムの考え方や指導 用具を用いた健康づくりのため運動プログラムの
考え方や指導法の資料を読み、概要を把握する。
法を解説し、実習を行う。
（復習：2時間）
［授業方法］
用具を用いた健康づくりのため 用具を用いた健康づくりのため運動プログラムの
運動プログラムの考え方や指導 考え方や指導法の資料を整理する。
（課題）
法を解説し、実習を行う。
レポート
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9,10

11,12

13,14

15,16

17,18

涌井

涌井

涌井

涌井

涌井

［授業内容］
健康の保持と増進のために日常
的に多くの人が実践できる有酸
素運動としてのウォーキングや
ジョギングの理論と実践方法を
理解する。
［授業方法］
ウォーキングの理論と実践方法
を解説する。異なる歩行速度で
ウォーキングを行い、運動強度
を算出する。
ジョギング指導時の留意点を解
説する。
［授業内容］
音源を使用した有酸素運動（リ
ズムウォーキング）の指導法に
ついて理解する。
［授業方法］
リズムウォーキングのプログラ
ムの作成方法を解説する。実際
のプログラムを作成し、練習す
る。
［授業内容］
音源を使用した有酸素運動（リ
ズムウォーキング）を発表する
。
［授業方法］
作成したリズムウォーキングの
プログラムの指導を行う。相互
評価を行う。
［授業内容］
体力向上や疾病予防のためのレ
ジスタンス運動について、その
分類とそれぞれの特徴について
理解し、健康づくりに効果的な
プログラムを作成できる能力を
習得する。
［授業方法］
体力向上や疾病予防のためのレ
ジスタンス運動について、その
分類とそれぞれの特徴について
整理し、健康づくりに効果的な
プログラム案を作成して実践す
る。
[授業内容]
介護予防のための一次予防、二
次予防の具体的内容について理
解し、必要な知識や技術を身に
着ける。
[授業方法]
介護予防のための一次予防、二
次予防の具体的内容について解
説する。必要な知識や技術を整
理し、プログラム試案を作成す
る。
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（予習：2時間）
有酸素運動としてのウォーキングやジョギングの
理論と実践方法に高血圧症予防・治療における運
動の意義と、高血圧における運動実施上の留意点
についての資料を読んで把握する。
（復習：2時間）
有酸素運動としてのウォーキングやジョギングの
理論と実践方法についての資料を整理する。
（課題）
歩行・走行スピードと運動強度との関連について
レポートにまとめる。
（予習：2時間）
音源を使用した有酸素運動（リズムウォーキング
）の指導法についての資料を読んで概要を把握す
る。
（復習：2時間）
音源を使用した有酸素運動（リズムウォーキング
）のプログラムをよりよいものに修正する
（課題）
なし
（予習：2時間）
プログラムを修正して練習する。
（復習：2時間）
評価ポイントについて整理する。

（予習：2時間）
体力向上や疾病予防のためのレジスタンス運動に
ついて、その分類とそれぞれの特徴、健康づくり
に効果的なプログラムの資料を読み、把握する。
（復習：2時間）
体力向上や疾病予防のためのレジスタンス運動に
ついて、その分類とそれぞれの特徴、健康づくり
に効果的なプログラムの資料を整理する。
（課題）
なし

（予習：2時間）
介護予防のための一次予防、二次予防の具体的内
容について理解し、必要な知識や技術についての
資料を読んで把握する
（復習：2時間）
介護予防のための一次予防、二次予防の具体的内
容について理解し、必要な知識や技術についての
資料を整理する。
（課題）
指導案作成

19,20

21,22

23,24

25,26

27,28

涌井

涌井

涌井

涌井

涌井

［授業内容］
運動指導の実際Ⅰ
模擬プログラムを行い、評価者
が実施者のプログラムを評価す
る。
［授業方法］
模擬プログラムを行う。相互評
価（運動強度、内容の適切さ、
安全への配慮）を行う。
［授業内容］
運動指導の実際Ⅱ
模擬プログラムを行い、評価者
が実施者のプログラムを評価す
る。
［授業方法］
模擬プログラムを行う。相互評
価（運動強度、内容の適切さ、
安全への配慮）を行う。
［授業内容］
運動指導の実際Ⅲ
模擬プログラムを行い、評価者
が実施者のプログラムを評価す
る。
［授業方法］
模擬プログラムを行う。相互評
価（運動強度、内容の適切さ、
安全への配慮）を行う。
［授業内容］
運動指導の実際Ⅳ
模擬プログラムを行い、評価者
が実施者のプログラムを評価す
る。
［授業方法］
模擬プログラムを行う。相互評
価（運動強度、内容の適切さ、
安全への配慮）を行う。
［授業内容］
行動変容を意図したプログラム
開発の具体的方策を学び、実習
を通して、運動継続強化を目的
とした個別カウンセリング方法
を理解する。
ストレスマネジメントとカウン
セリングの方法を理解する。
［授業方法］
行動変容を意図したプログラム
開発の具体的方策を解説する。
運動継続強化を目的とした個別
カウンセリングの事例をまとめ
る。
ストレスマネジメントとカウン
セリングの方法を解説し、演習
を行う。
最終レポート
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（予習：2時間）
運動指導について、教材、指導計画の見直しや訂
正、指導練習を行う。
（復習：2時間）
評価を行いながら、課題を振り返る。
（課題）
指導練習
（予習：2時間）
運動指導について、教材、指導計画の見直しや訂
正、指導練習を行う。
（復習：2時間）
評価を行いながら、課題を振り返る。
（課題）
指導練習
（予習：2時間）
運動指導について、教材、指導計画の見直しや訂
正、指導練習を行う。
（復習：2時間）
評価を行いながら、課題を振り返る。
（課題）
指導練習
（予習：3時間）
運動指導について、教材、指導計画の見直しや訂
正、指導練習を行う。
（復習：3時間）
評価を行いながら、課題を振り返る。
（課題）
なし
（予習：3時間）
行動変容を意図したプログラム開発の具体的方策
を学び、実習を通して、運動継続強化を目的とし
た個別カウンセリング方法の資料を読み、把握す
る。ストレスマネジメントとカウンセリングの方
法の資料を読む。
（復習：3時間）
行動変容を意図したプログラム開発の具体的方策
を学び、実習を通して、運動継続強化を目的とし
た個別カウンセリング方法の資料を整理する。ス
トレスマネジメントとカウンセリングの方法の資
料を整理する。
（課題）
自身および身近な人の行動変容のための計画を立
案する。

授業科目名
英語科目名

健康管理学
Health Care and Administration

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

4

単位数

2.0

科目責任者 涌井 佐和子
科目担当者
島田和典
授業概要
[授業全体の内容]
健康管理とは、健康の維持、健康増進、疾病の予防や回復を目的として、個人および集団に対して生涯を通
じて行う管理活動である。この授業では、健康管理の基本事項や各種事例について学ぶことを目的とする。
具体的には、健康の概念と制度、生活習慣病（NDC）の内容と特定健診・保健指導制度、介護保険制度にお
ける介護予防の内容と運動の重要性、生活習慣病（肥満症・肥満症予防、高血圧症、脂質異常症、糖尿病、虚
血性心疾患、ロコモティブシンドローム、がん[悪性新生物]対策の実態と、一次予防、軽度認知障害、認知症
の病態）の概要と運動との関わり、食事摂取基準や食生活指針、健康的な食生活のアセスメントの基本的事項
、行動変容を意図したプログラム開発及びカウンセリングについて学ぶ。また、健康管理の現状と課題につい
ての理解を目指す。

[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、③「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」、⑨「健康についての専門的知識と実
践的技能の取得」、⑩「健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」、の学位授与方針の達成に寄与
する。
□①「対人調整力」（S、K、M）
□②「コミュニケーション力」（S、K、M）
■③「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」（S、K、M）
□④「①〜③を応用し表現する能力」（S、K、M）
□⑤「医学的知識を備えたスポーツ指導者の育成」（S）
□⑥「スポーツ指導現場に詳しいスポーツ医科学研究者の育成」（S）
□⑦「経営学・社会心理学・社会学を応用したスポーツマネジメントについての知識」（M）
□⑧「スポーツをヒト・モノ・カネ・情報という経営資源の側面からマネジメントできる（M）
■⑨「健康についての専門的知識と実践的技能の取得」（K）
■⑩「健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」（K)
□⑪資格対応科目
※S：スポーツ科学科、M：スポーツマネジメント学科、K：健康学科
[授業の到達目標]
1. 健康の概念と制度について理解し、それを推進する保健医療制度について説明できる。
2. 生活習慣病（NDC）の内容と特定健診・保健指導制度、および健康運動指導士の役割について理解し、説明
することができる。
3.介護予防制度による介護予防の内容と運動の重要性を理解し、介護予防における健康運動指導士の役割を説
明できる。
4.肥満・肥満症予防・治療における運動の意義と、運動実施上の留意点について理解する。
5.高血圧症予防・治療における運動の意義と、高血圧における運動実施上の注意点について理解する。
6.脂質異常症の定義・分類と、予防・治療における運動の意義について理解する。
7.糖尿病の定義・分類・診断基準と、予防・治療における運動の意義、注意点について理解する。
8.虚血性心疾患の成因と、予防・リハビリテーションにおける運動の意義、注意点について理解する。
9．ロコモティブシンドロームの概念を理解し、適切な身体活動による予防や運動指導における治療の意義を
説明できる。
10.わが国におけるがん（悪性新生物）対策の実態と、一次予防における運動の意義について理解する。
11.軽度認知障害、認知症の病態、分類と症状に対する運動の意義について理解する。
12.食事摂取基準や食生活指針について理解する。
13.健康的な食生活のアセスメントの基本的事項について理解する。
14. 行動変容を意図したプログラム開発及びカウンセリングについて理解する。
成績評価
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[成績評価の基準]
1.健康づくり施策を理解し、健康づくりにおける健康運動指導士の役割について理解する（試験）。
2.健康づくりのための身体活動基準2013の考え方を理解し、健康づくりのための身体活動指針（アクティブガ
イド）による運動指導ができる（試験）。
3.健康づくり施策における身体活動・運動推進のための社会環境について説明できる（試験）。
4.エネルギー代謝、エネルギー必要量とその測定方法とそれらの違いについて理解するとともに、身体活動量
について説明できる（試験）（レポート）。
5.運動プログラム作成の基本的な考え方（基本原則、種類、プログラム構成、持久性運動）を理解し、対象特
性に合わせた運動プログラムが作成できるようになる（試験）（レポート）。
6.運動プログラム作成の基本的な考え方（筋抵抗性運動、ストレッチング、ゲーム運動、生活活動、効果判定
、継続性）を理解し、対象特性に合わせた運動プログラムが作成できるようになる（試験）（レポート）。
7.特定健康診査の検査項目の基準値について理解し、保健指導班定値、受診勧奨値を説明できる（試験）。
8.運動のための内科的メディカルチェックの重要性を理解し、メディカルチェックの内容が説明できるように
なる（試験）。
9.生活習慣病罹患者が服用する薬が運動プログラム作成に及ぼす影響を理解し、運動プログラム内容を調整で
きるようになる（試験）。
10.全身持久力を高めるための有酸素性運動の基本的事項、運動の必要性やトレーニング効果について説明で
きる（試験）。
11.青少年期の成長、発育の特徴について理解し、運動の必要性やトレーニング効果について説明できる（試
験）。
12.成果をもたらすためには行動の継続が重要であることを理解し、行動変容を生じさせることを目的とした
行動変容理論・モデルおよび技法についての知識を習得する（試験）。
13.対象者の特徴、ニーズおよび文脈（場面、状況など）を探り、それらの情報を反映させて、行動変容理論
・モデルおよび技法を適用できる（レポート）。
14.運動の健康行動（禁煙など）への影響についてまとめることができる（レポート）。
[成績評価の方法]
課題レポート（30％)、筆記試験（30％）、平常点(40％)を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
なし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
この授業科目は、健康運動指導士受験資格取得に必要な科目であるため、試験範囲に対応した内容を扱う。
扱う範囲が広いので能動的に取り組むこと。
30分以上の遅刻・早退は3回で1回の欠席扱いとします。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
レポート、課題については、授業内で必要な情報や改善内容を示す。
[テキスト・参考書等]
財団法人健康運動指導士養成講習テキスト（上・下）
購入方法については教務課へ確認ください。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：涌井 佐和子
E‑mail: swakui[at]juntendo.ac.jp （［at］を@に変更してください）
［オフィスアワー］
<さくらキャンパス>
日時： 前期水曜日 12:00〜12:40
場所: 1号館4階1402室
できるだけE‑mailで予約をしてください。先約がある場合にはそちらを優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業３０時間と準備学習６０時間の計９０時間の
学修を必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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1

2

3

涌井

涌井

涌井

4

涌井
島田

5

涌井
島田

[授業内容]
授業のねらいやスケジュールに
ついて理解を深める。
健康の概念と制度について理解
を深める。
[授業方法]
授業のねらいやスケジュールに
ついて解説する。
健康の概念と制度について解説
する。
［授業内容］
生活習慣病（NDC）の内容と特
定健診・保健指導制度、および
健康運動指導士の役割について
理解を深める。
［授業方法］
生活習慣病（NDC）の内容と特
定健診・保健指導制度について
解説する。
［授業内容］
介護予防制度による介護予防の
内容と運動の重要性を理解し、
介護予防における健康運動指導
士の役割を理解する。
［授業方法］
介護予防制度による介護予防の
内容と運動の重要性を理解し、
介護予防における健康運動指導
士の役割を解説する。
[授業内容]
肥満・肥満症予防・治療におけ
る運動の意義と、運動実施上の
注意点について理解する。
[授業方法]
肥満・肥満症予防・治療におけ
る運動の意義と、運動実施上の
注意点にについて解説する。身
近な事例について討議する。練
習課題に取り組む。
［授業内容］
高血圧症予防・治療における運
動の意義と、高血圧における運
動実施上の留意点について理解
する
［授業方法］
高血圧症予防・治療における運
動の意義と、高血圧における運
動実施上の留意点について解説
する。身近な事例について調べ
る。
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（予習：2時間）
シラバスを読み、今後の学習スケジュールの見通
しを持つ。
（復習：2時間）
シラバスを再度読み返し、今後の学習スケジュー
ルの見通しを再確認する。
健康の概念と制度についての資料を読み返し、整
理する。
（課題）
なし
（予習：2時間）
生活習慣病（NDC）の内容と特定健診・保健指導
制度についての資料を読み、概要を把握する。
（復習：2時間）
生活習慣病（NDC）の内容と特定健診・保健指導
制度についての資料を整理する。
（課題）
練習問題
（予習：2時間）
介護予防制度および介護予防の資料を読み、概要
を把握する。
（復習：2時間）
介護予防制度および介護予防の資料を整理する。
（課題）
なし
（予習：2時間）
肥満・肥満症予防・治療における運動の意義と、
運動実施上の注意点についての資料の内容を把握
する。
（復習：2時間）
肥満・肥満症予防・治療における運動の意義と、
運動実施上の注意点についての資料の内容を整理
する。
（課題）
なし
（予習：2時間）
高血圧症予防・治療における運動の意義と、高血
圧における運動実施上の留意点についての資料を
読んで把握する。
（復習：2時間）
高血圧症予防・治療における運動の意義と、高血
圧における運動実施上の留意点についての資料を
整理する。
（課題）
なし
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涌井
島田

［授業内容］
脂質異常症の定義・分類と、予
防・治療における運動の意義に
ついて理解する
［授業方法］
脂質異常症の定義・分類と、予
防・治療における運動の意義に
ついて解説する。

［授業内容］
糖尿病の定義・分類・診断基準
と、予防・治療における運動の
意義、運動処方の内容を理解す
る。
［授業方法］
糖尿病の定義・分類・診断基準
と、予防・治療における運動の
意義、運動処方の内容を解説す
る。身近な事例について調べる
。練習問題を行う。
[授業内容]
虚血性心疾患の成因と、予防・
リハビリテーションにおける運
動の意義、注意点について理解
する
[授業方法]
虚血性心疾患の成因と、予防・
リハビリテーションにおける運
動の意義、について解説する。
身近な事例について調べる。練
習問題を行う。
［授業内容］
ロコモティブシンドロームの概
念、適切な身体活動による予防
や運動指導による治療の意義を
理解する。
［授業方法］
ロコモティブシンドロームの概
念、適切な身体活動による予防
や運動指導による治療の意義を
解説する。身近な事例について
調べる。練習問題を行う。
［授業内容］
がん（悪性新生物）対策の実態
と、一次予防における運動の意
義について理解する
［授業方法］
がん（悪性新生物）対策の実態
と、一次予防における運動の意
義について解説する。身近な事
例を調べる。練習問題を行う。
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（予習：2時間）
脂質異常症の定義・分類と、予防・治療における
運動の意義についての資料を読み、内容を把握す
る。
（復習：2時間）
脂質異常症の定義・分類と、予防・治療における
運動の意義についての資料を整理する。
（課題）
なし
（予習：2時間）
糖尿病の定義・分類・診断基準と、予防・治療に
おける運動の意義、運動処方の内容に関する資料
を読み、把握する。
（復習：2時間）
糖尿病の定義・分類・診断基準と、予防・治療に
おける運動の意義、運動処方の内容についての資
料を整理する。
（課題）
なし
（予習：2時間）
虚血性心疾患の成因と、予防・リハビリテーショ
ンにおける運動の意義についての資料を読んで把
握する
（復習：2時間）
虚血性心疾患の成因と、予防・リハビリテーショ
ンにおける運動の意義についての資料を整理する
。
（課題）
なし
（予習：2時間）
ロコモティブシンドロームの概念、適切な身体活
動による予防や運動指導による治療の意義につい
ての資料を読んで把握する。
（復習：2時間）
ロコモティブシンドロームの概念、適切な身体活
動による予防や運動指導による治療の意義につい
ての資料を整理する。
（課題）
なし
（予習：2時間）
がん（悪性新生物）対策の実態と、一次予防にお
ける運動の意義についての資料を読み、把握する
。
（復習：2時間）
がん（悪性新生物）対策の実態と、一次予防にお
ける運動の意義についての資料を整理する。
（課題）
なし
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［授業内容］
軽度認知障害、認知症の病態、
分類と症状に対する運動の意義
について理解する
［授業方法］
軽度認知障害、認知症の病態、
分類と症状に対する運動の意義
について解説する。身近な事例
を調べる。練習問題を行う。
［授業内容］
食事摂取基準や食生活指針につ
いて理解する。食生活と健康運
動との関わりについて理解する
。
［授業方法］
食事摂取基準や食生活指針につ
いて解説する。自身の状態につ
いて調べる。
［授業内容］
健康的な食生活のアセスメント
の基本的事項について理解でき
る
［授業方法］
健康的な食生活のアセスメント
の基本的事項について解説する
。自身についての評価を行い、
自己管理の方法について討議す
る。
［授業内容］
行動変容を意図したプログラム
開発及びカウンセリングについ
ての基本的事項について理解で
きる
［授業方法］
行動変容を意図したプログラム
開発及びカウンセリングについ
て解説する。模擬カウンセリン
グを実践する。
試験
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（予習：2時間）
軽度認知障害、認知症の病態、分類と症状に対す
る運動の意義についての資料を読み、把握する。
（復習：2時間）
軽度認知障害、認知症の病態、分類と症状に対す
る運動の意義についての資料を整理する（課題）
なし
（予習：2時間）
食事摂取基準や食生活指針についての資料を読ん
で、把握する。
（復習：2時間）
食事摂取基準や食生活指針についての資料を整理
する。
（課題）
なし
（予習：3時間）
健康的な食生活のアセスメントの基本的事項につ
いての資料を読み、把握する。
（復習：3時間）
健康的な食生活のアセスメントの基本的事項につ
いての資料を整理し、自己評価をまとめる。
（課題）
自身の食生活改善のための行動計画を立案する。
（予習：3時間）
行動変容を意図したプログラム開発及びカウンセ
リングについての基本的事項に関する資料を読み
、把握する。
（復習：3時間）
行動変容を意図したプログラム開発及びカウンセ
リングについての基本的事項について資料を整理
する。
（課題）
自身の行動変容のための行動計画を立案する。

授業科目名
英語科目名

保健行政
Health Administration

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 佐々木 啓
科目担当者
オムニバス（健康学科教員）
授業概要
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」、「健康を創造
・支援するために必要な身体的・精神的・社会的健康についての知識と技能」ならびに「健康に関する専門性
を活かし、人づくり、社会づくりに貢献できる能力」という学位授与方針の達成に寄与する。
[授業全体の内容]
国や地方自治体が行う保健サービスには、大別すると一般保健行政、学校保健、産業保健ならびに環境行政な
どがある。心身に関わる病気を克服・予防し、健康を維持増進する保健制度は職業やライフステージに関わら
ず重要な役割を担っている。とくに当該科目では、他の開講科目では学ぶ機会が少ない地域保健、母子保健、
保健医療、がん・肝炎対策ならびに食品衛生など多岐にわたる保健行政分野について学ぶ。
この授業は、第一種衛生管理者の実務上必要な基礎知識である労働衛生の一環を学ぶことを目的としているが
、資格取得以外の学生でも受講可能であり、医療、福祉、健康増進、環境などをキーワードとした保健行政の
基礎知識について学ぶことができる。
[授業の到達目標]
1.各保健行政の役割について説明できる。
2.保健行政制度の現状と課題について説明できる。
3.各保健行政と関連した法律を説明できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1.保健行政の役割を述べることができる (レポート)。
2. 保健行政制度の現状と課題を理解している (レポート)。
3. 各保健行政と関連した法律を説明できる (レポート)。
授業回数の3分の2以上の出席者のみを評価対象として、受講態度によって評価する (平常点)。
[成績評価の方法]
平常点（80%）、課題レポート（20%）を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
とくになし。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
とくになし。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
課題レポートで成績評価を行うが、講義内容が反映されていない場合には個別に解説や指導を行う。
[テキスト・参考書等]
1.野尻雅美 (監)、中野正孝 (編) 最新保健学（直興交易(株)医書出版部）
参考書であり、授業中は、適宜参考資料を配付します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：佐々木啓
E‑mail:hiakus@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：前期の木曜日 14時から15時
場所: 1号館 4F 1410室
前日までE‑mailで予約すること。
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備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、第一種衛生管理者における必修科目として位置づけられています。
健康学科教員のオムニバスで行うため授業内容とその順序が変更になる場合があります。また、受講人数が
70人を超える場合には、授業方法を変更することがあります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
佐々木啓
（準備学習3時間）
［授業内容］
ガイダンス、
テーマ：保健医療の現状と課題 自分の健康保険証がどういった組織で発行されて
日本の保健医療制度とその変遷 いるか説明できるように調べておくこと。
を解説し、現状と問題点につい
（復習1時間）
て説明する。
配布プリントをよく読んでおくこと。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
佐々木啓
（準備学習2時間）
［授業内容］
テーマ：食品基本法と食品衛生
食品偽装問題について調べてくること。
法

佐々木啓

食品に問題があったときの国の
対処フローや衛生法で最低限定
められている食品加工法を解説
する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
テーマ：食品衛生と食中毒

（復習2時間）
配布プリントをよく読んでおくこと。

（準備学習2時間）
国内の食中毒原因トップ5とその症状と治療法を
説明できるよう調べてくること。

食中毒を起こさないために食品
衛生法で決められていることを （復習2時間）
解説し、いかにして食中毒を回 配布プリントを読んでおくこと。
避するか、そのノウハウを紹介
する

佐々木啓

［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
テーマ：感染症・がん・肝炎対
策
それぞれの疾病について、その
対策法のもとで、どのように施
行されているか解説する。

（準備学習2時間）
自分が罹ったことのある感染症が、法律でどのよ
うな位置づけになっているか説明できるよう調べ
ておくこと。

（復習4時間）
講義終了時にレポート課題を出すので取り組むこ
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講 と。
義を進める。
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松山毅

松山毅

大久保菜穂子

大久保菜穂子

久保原禅

久保原禅

(準備学習2時間）
［授業内容］
テーマ：メンタルヘルスと職業 職場でのストレスチェックを調べておくこと。
労働者の受けるストレスの発生
要因を解説し、その予防と治療
（復習2時間）
について紹介する。
配布プリントを読んでおくこと。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
（準備学習2時間）
［授業内容］
ライフステージごとに必要な保健制度について説
テーマ：保健と福祉
明できるよう調べてくること。
生活にハンディのある人に対す
る保健制度について解説する。
（復習2時間）
配布プリントを読んでおくこと。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
(準備学習2時間）
［授業内容］
市町村で行われている健康教育について調べてく
テーマ：行政と健康教育
ること。
国や自治体、学校などが行う健
（復習2時間）
康教育について解説する。
配布プリントを読んでおくこと。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
（準備学習2時間）
［授業内容］
テーマ：ヘルスプロモーション 21世紀における国民健康づくり運動におけるヘル
スプロモーションについて調べておくこと。
と行政
国や地方自治体が行うヘルスプ
ロモーションについて解説する
（復習2時間）
。
配布プリントをよく読んでおくこと。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
(準備学習2時間）
［授業内容］
労災について説明できるよう調べてくること。
テーマ：産業保健
労働衛生に関わる法規について
解説する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
テーマ：環境行政
環境法規などについて解説する
。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
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（復習2時間）
配布プリントを読んでおくこと。

（準備学習2時間）
近年発生している環境汚染を調べておくこと。
（復習2時間）
配布プリントを読んでおくこと。

中西唯公

中西唯公

四方田清

佐々木啓

［授業内容］
テーマ：地域保健
地域保健の概要、その構成と意
義、法的根拠について解説し、
関係機関や保健師の活動につい
て紹介する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
テーマ：母子保健
母子保健の概要、日本の母子保
健の現状と課題を解説し、具体
的な母子保健活動について紹介
する。

（準備学習2時間）
地域で生活する人々の特徴と健康課題を述べられ
るようにしておく。
（復習2時間）
配布プリントをよく読んでおくこと。

（準備学習2時間）
母子手帳をよく読み、どのような記入項目がある
のかを調べておく。
（復習2時間）
配布プリントをよく読んでおくこと。

［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
（準備学習2時間）
［授業内容］
保健所が行う、対人保健について調べておくこと
テーマ：保健所の役割
。
地方自治体の保健所の機能と役
（復習2時間）
割を解説する。
配布プリントを読んでおくこと。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
（準備学習4時間）
［授業内容］
これまでの配布プリントを読んでくること。
テーマ：レポート作成
これまでの講義を統括して、そ
れぞれの保健行政分野の役割と （復習4時間）
レポート課題を今一度見直す。
課題についてまとめる。
［授業方法］
レポート課題
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授業科目名
英語科目名

免疫学概論
Immunology

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 野澤 和久
科目担当者
野澤 和久
授業概要
【授業の目的】
本講義にて人間が生きていくのに免疫という生体内機構がいかに重要な働きをしているかについて、履修する
学生に理解してもらいたい。
【授業の内容】
生物の自己防衛機能の一つとしての免疫という現象の基本原理について概説する。各講義ごとに免疫学に関す
るテーマを設定して、そのテーマについて解説していく。各講義の最後に、その日の講義をどれくらい理解し
ているかについて調べるため演習問題を行う。
【学位授与方針に定められた知識・能力等との関連】
本講義を受講することで健康に関する免疫学との関連を理解出来るようになる。
【授業の到達目標】
履修する学生に生物のもつ自己防衛機構の一つとしての免疫という現象の基本原理について理解し、さらに感
染、腫瘍、アレルギーなどについて免疫がどのように関与しているか理解出来るようにする。
成績評価
【成績評価基準】
各講義に免疫学に関する主題（テーマ）を設定し、それぞれのテーマをどれくらい理解しているか期末試験（
選択問題＋記述問題）にて評価する。
【成績評価方法】
授業出席状況と期末試験により総合的に評価を行う。場合によりレポート提出課題も評価の対象とする。
履修における留意事項
【受講条件】
高校で学習する生物学の知識があれば望ましいが必須ではない。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
特に特別な科目独自のルールは設定していない。
【試験等の課題に対するフィードバックの方法】
試験において理解が不十分と思われる場合には、補講・レポート作成などの課題を行う。
【テキスト・参考書】
教科書の購入は必要なし。
（講義資料として毎回プリントを配布する予定。）
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：野澤和久
k‑nozawa［at］juntendo.ac.jp （順天堂大学医学部膠原病内科）
（［at］を@に変更してください）
【オフィスアワー】
日時：前期水曜日5限 16：40‑18：15 （面談を希望する場合は、原則的に講義終了後に行う）
備考
【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
【その他】
特記事項なし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
野澤和久
1
（授業内容）
「免疫とは？」

2

3

4

5

6

野澤和久

野澤和久

野澤和久

野澤和久

野澤和久

（授業方法）
免疫のしくみと全体像を総論的
に概説する。
（授業内容）
「自己の非自己の識別と主要組
織適合抗原について」
（授業方法）
免疫系が自己と非自己を識別す
るメカニズムについて解説する
。
（授業内容）
「免疫担当細胞」

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：2時間】
講義資料を読み大体の内容を把握しておく。
【復習：2時間】
演習問題を正解出来るように講義内容を復習する
。
【予習：2時間】
講義資料を読み大体の内容を把握しておく。
【復習：2時間】
演習問題を正解出来るように講義内容を復習する
。

【予習：2時間】
講義資料を読み大体の内容を把握しておく。

（授業方法）
免疫系を構成する細胞群につい
て解説する
（授業内容）
「自然免疫」

【復習：2時間】
演習問題を正解出来るように講義内容を復習する
。
【予習：2時間】
講義資料を読み大体の内容を把握しておく。

（授業方法）
免疫の初期反応である自然免疫
について解説する。
（授業内容）
「液性免疫」

【復習：2時間】
演習問題を正解出来るように講義内容を復習する
。
【予習：2時間】
講義資料を読み大体の内容を把握しておく。

（授業方法）
免疫反応の中心的な役割を担う
獲得免疫の中で、液性免疫につ
いて抗体産生のメカニズムを中
心に解説する。
（授業内容）
「細胞性免疫」

【復習：2時間】
演習問題を正解出来るように講義内容を復習する
。

【予習：2時間】
講義資料を読み大体の内容を把握しておく。

【復習：2時間】
（授業方法）
免疫反応の中心的な役割を担う 演習問題を正解出来るように講義内容を復習する
獲得免疫において、細胞性免疫 。
についてウイルス感染における
免疫反応を中心に解説する
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7

8

9

10

11

12

13

14

野澤和久

野澤和久

野澤和久

野澤和久

野澤和久

野澤和久

野澤和久

野澤和久

（授業内容）
「サイトカイン」

【予習：2時間】
講義資料を読み大体の内容を把握しておく。

（授業方法）
免疫系において重要な役割を担
うサイトカインについて機能を
役割を解説する。
（授業内容）
「アレルギー」

【復習：2時間】
演習問題を正解出来るように講義内容を復習する
。

（授業方法）
免疫反応が過剰な場合に生体に
引き起こされる不利益な反応（
アレルギー）について、解説す
る。
（授業内容）
「自己免疫」

【復習：2時間】
演習問題を正解出来るように講義内容を復習する
。

（授業方法）
免疫反応が引き起こす不利益な
反応について、自己免疫病を中
心に解説する。
（授業内容）
「腫瘍免疫」

【復習：2時間】
演習問題を正解出来るように講義内容を復習する
。

（授業方法）
腫瘍に対する免疫反応を中心に
解説する。
（授業内容）
「移植免疫」

【復習：2時間】
演習問題を正解出来るように講義内容を復習する
。
【予習：2時間】
講義資料を読み大体の内容を把握しておく。

（授業方法）
移植に対する免疫反応を中心に
解説する。
（授業内容）
「免疫不全」

【復習：2時間】
演習問題を正解出来るように講義内容を復習する
。
【予習：2時間】
講義資料を読み大体の内容を把握しておく。

（授業方法）
免疫反応が不十分な場合に生体
に引き起こされる不利益な反応
（免疫不全）について、解説す
る。
（授業内容）
「炎症と免疫」

【復習：2時間】
演習問題を正解出来るように講義内容を復習する
。

（授業方法）
炎症反応が起こる際に免疫がど
のように関与するか解説する。
（授業内容）
「免疫抑制療法と免疫強化療法
」 （授業方法）
免疫系の調節を治療目的として
、実際に疾患治療薬として使用
されている薬剤について解説す
る。
定期試験

【復習：2時間】
演習問題を正解出来るように講義内容を復習する
。
【予習：2時間】
講義資料を読み大体の内容を把握しておく。
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【予習：2時間】
講義資料を読み大体の内容を把握しておく。

【予習：2時間】
講義資料を読み大体の内容を把握しておく。

【予習：2時間】
講義資料を読み大体の内容を把握しておく。

【予習：2時間】
講義資料を読み大体の内容を把握しておく。

【復習：2時間】
演習問題を正解出来るように講義内容を復習する
。

授業科目名
英語科目名

労働基準法
Labor Standards Law

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

4

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

飯島

正三

授業概要
〔授業の内容〕
昨年成立した「働き方改革法案」は、誰もが健康で無理なく働ける「一億総活躍社会」の形成に向けた取り
組みとして施行されるものです。この講義は、働く人にとって最も大切な労働基準法を中心とした労働関係法
令を学び、専門的知識と具体的課題に的確に対応できる実践的思考力の修得を目的とします。
〔授業の位置づけ〕
この科目は、第1種衛生管理者の資格付与の要件となっています。そのため、衛生管理者の職務遂行に必要な
労働安全衛生法等についても体系的に学習します。
〔授業の到達目標〕
１ 労働基準法等の関係法令の目的や基礎的概念及び基本的条文の説明ができる。
２ 具体的事案に関し、関係法令に照らした的確な論点整理ができる。
３ 労使の立場の相違を理解し、関係法令の基本的な条文等を踏まえた問題解決のため助言ができる。
成績評価
〔成績評価の基準〕
１ 労働関係法令の目的や法概念の説明ができる。（定期試験）
２ 具体的事実に関し、主要条文の適用ができる。また、法的問題解決のための論点整理ができる。（定期試
験）
３ 授業を通して、適正な労働環境の形成のための取り組みについて考え、自ら発言できる。（平常点）
〔成績評価の方法〕
平常点（40％）、定期試験（60％）を総合して評価する。平常点は、授業への出席状況により評価する。また
、授業姿勢や授業の「振り返り票」の内容を考慮する。
履修における留意事項
〔履修要件〕
特になし
〔履修上の注意〕
事前に「欠席届」が提出された場合は、原則として成績評価上は出席扱いとする。事後の「欠席届」は、
原則として 無効とする。但し、遅延に相当の理由が認められた場合（必ず「欠席届」に遅延理由を記載する
こと）は考慮する。
〔課題に対するフィードバックの方法〕
任意に提出を求める授業の「振り返り票」に記載された質問等については、次回の授業において、可能な範
囲で回答する。「定期試験」については、要望により個別に解説する。
〔テキスト等〕
「やさしい職場の人事労務と安全衛生の基本」公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会 発行
指定テキストは各回の授業の予習に使用すること。また授業においては、適宜参照するので必ず持参する
こと（平成 29年7月1日発行のものが望ましいこと）。
連絡先とオフィスアワー
〔連絡先〕
担当：飯島正三
Ｅメール：iijimas@flute.ocn.ne.jp
〔オフィスアワー〕
授業前後の時間：できるだけ事前にメールで予約してください。
備考
〔休憩時間〕
概ね45分経過時点において、原則通り5分の休憩時間を設ける。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

1951

1

飯島

2

飯島

3

飯島

4

飯島

5

飯島

6

飯島

7

飯島

〔授業内容〕
テーマ：労働基準法の歴史
法律の体系、労働関係法令の
目的や特徴について説明し、今
日的な課題について検討する。
〔授業方法〕
配布するプリントを用いて講義
を進める。
〔授業内容〕
テーマ：労働契約の成立
求人・求職活動から労働契約の
締結までの法的過程を順を追っ
て説明する。「内定」の法的効
果について考えてもらう。
〔授業方法〕
配布するプリントとス指定テキ
ストを用いて講義を進める。
〔授業内容〕
テーマ：労働条件の明示
労働契約上重要な「労働条件」
は何かを検討し、労基法上の関
係規定を説明する。
〔授業方法〕
配布するプリントと指定テキス
トを用いて講義を進める。
〔授業内容〕
テーマ：就業規則と労働契約
就業規則の必要性と労働条件の
管理について説明する。
〔授業方法〕
配布するプリントと指定テキス
トを用いて講義を進める。
〔授業内容〕
テーマ：労働時間、休憩、休日
労働時間の基本的な設定方法や
労働時間管理の重要性や方法に
ついて説明する。
〔授業方法〕
配布するプリントと指定テキス
トを用いて講義を進める。
〔授業内容〕
テーマ:変形労働時間制、時間
外休日労働
労働時間の具体的な設定方法や
時間外手当の計算方法等につい
て説明する。
〔授業方法〕
配布するプリントと指定テキス
トを用いて講義を進める。
〔授業内容〕
テーマ:休暇・休業
年次有給休暇を中心に、休暇制
度や管理の方法について説明す
る。
〔授業方法〕
配布するプリントと指定テキス
トを用いて講義を進める。
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(予習：2時間）
昨年成立した「働き方改革法案」の概要について
調べておくこと。
（復習：1時間）
配布したプリントを読んでおくこと。

(予習：2時間）
「労働契約」とはどのような契約であるか、どの
ように成立するのか説明できるよう調べておくこ
と。
（復習：1時間）
配布したプリント及び指定したテキストの該当箇
所を読んでおくこと。
(予習：2時間）
「労働契約」と「労働条件」の関係について、説
明できるよう調べておくこと。
（復習：1時間）
配布したプリント及び指定したテキストの該当箇
所を読んでおくこと

(予習：2時間）
「就業規則」に関する法的規制について調べてお
くこと。
（復習：1時間）
配布したプリント及び指定したテキストの該当箇
所を読んでおくこと
(予習：2時間）
「労働時間・休憩・休日」の法的な定義について
調べておくこと。
（復習：1時間）
配布したプリント及び指定したテキストの該当箇
所を読んでおくこと

（予習：2時間）
「時間外労働」と「休日労働」の法的要件につい
て調べておくこと。
（復習：1時間）
配布したプリント及び指定したテキストの該当箇
所を読んでおくこと

（予習：2時間）
「休暇」と「休業」の相違について調べておくこ
と。
（復習：1時間）
配布したプリント及び指定したテキストの該当箇
所を読んでおくこと

8

飯島

9

飯島

10

飯島

11

飯島

12

飯島

13

飯島

14

飯島

〔授業内容〕
テーマ:賃金
「賃金」と労働時間の関係や支
払い原則、計算方法等について
説明する。欠勤控除に係る演習
を行う。
〔授業方法〕
配布するプリントと指定テキス
トを用いて講義を進める
〔授業内容〕
テーマ:退職・解雇
「退職・解雇」に係る法規制の
目的や内容について説明する。
〔授業方法〕
配布するプリントと指定テキス
トを用いて講義を進める
〔授業内容〕
テーマ:労働安全衛生一般
労働災害防止の取り組みの歴史
と労働安全衛生法の目的や概要
について説明する。
〔授業方法〕
配布するプリントと指定テキス
トを用いて講義を進める
〔授業内容〕
テーマ:労働衛生３管理
産業保健における職場での「衛
生３管理」について説明する。
〔授業方法〕
配布するプリントと指定テキス
トを用いて講義を進める
〔授業内容〕
テーマ:労働衛生の現状と課題
産業社会における労働衛生上の
課題や職場における課題解決の
取り組みについて検討する。
〔授業方法〕
配布するプリントと指定テキス
トを用いて講義を進める
〔授業内容〕
テーマ:労災補償制度
労災保険法の目的や概要及び事
業者の民事補償責任について説
明する。
〔授業方法〕
配布するプリントと指定テキス
トを用いて講義を進める
〔授業内容〕
テーマ:雇用機会均等法・非正
規労働者対策・紛争解決制度
関係法令の概要やを説明し、今
後の取り組みの必要性について
検討する。
〔授業方法〕
配布するプリントと指定テキス
トを用いて講義を進める
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（予習：2時間）
「賃金」に係る法規制について調べておくこと。
（復習：1時間）
配布したプリント及び指定したテキストの該当箇
所を読んでおくこと

（予習：2時間）
「退職・解雇」に係る法規制について調べておく
こと。
（復習：1時間）
配布したプリント及び指定したテキストの該当箇
所を読んでおくこと
(予習：2時間）
「労働安全衛生法」では、どのような事項につい
て規制しているかを調べておくこと。
（復習：1時間）
配布したプリント及び指定したテキストの該当箇
所を読んでおくこと

(予習：2時間）
「衛生３管理」について調べておくこと。
（復習：1時間）
配布したプリント及び指定したテキストの該当箇
所を読んでおくこと

（予習：2時間）
「産業関連疾患」について調べておくこと。
（復習：1時間）
配布したプリント及び指定したテキストの該当箇
所を読んでおくこと

（予習：2時間）
「労働者災害補償保険法」では、どのような補償
が行われるかを調べておくこと。
（復習：1時間）
配布したプリント及び指定したテキストの該当箇
所を読んでおくこと

（予習：2時間）
「雇用機会均等法・非正規労働者問題・紛争解決
制度」について調べておくこと。
（復習：1時間）
配布したプリント及び指定したテキストの該当箇
所を読んでおくこと

授業科目名
英語科目名

衛生･公衆衛生学各論
Particulars of Hygiene and Public Health

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

久保原

禅

授業概要
[授業全体の内容]
この授業では、私たちの日常生活や健康に影響を及ぼす物理学的、化学的、生物学的な環境要因について学
ぶ。また、生活環境や自然環境に影響を及ぼす（乱す）であろう私たち自身の活動（日常活動や産業活動）に
ついても学ぶ。加えて、私たちの体や体を構成する組織と細胞の機能について学びながら、様々な感染症や生
活習慣病などの病気に関する理解を深める。これらについて学ぶことで、生活習慣や労働環境を改善するため
の方法を見い出して行く。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関係）]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」、「健康についての専門的知識と実践的
技能の取得」、「健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」という学位授与方針の達成に寄与する
。
[授業の到達目標]
１. 衛生学・公衆衛生学（的活動）の意義を説明できる。
２. 私たちの体の機能と、感染症や生活習慣病などの疾病の仕組みを説明できる。
３. 私たちの健康を保持/促進するための具体的方法を説明できる。
４. 職業性疾病（職業病）、そして、健康促進のための社会制度などについて説明できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 授業取り組みと出席率を査定する（平常点）。
2. 授業全体の内容に対する理解度を評価する（定期試験）。
[成績評価の方法]
平常点（20%）、定期試験（80%）を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
特になし。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
授業中の私語やスマートフォン等の操作は厳禁。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
定期試験の結果と模範解答は希望者に開示する。
[テキスト・参考書等]
1.町田和彦・岩井秀明 著、「 21世紀の予防医学・公衆衛生」、杏林書院
1を教科書として使用するので出来るだけ早めに購入しておくこと。
連絡先とオフィスアワー
[連絡先]
担当：久保原禅
E‑mail：ykuboha[at]juntendo.ac.jp
*[at]を@に変更してください。
[オフィスアワー]
日時：後期中の水曜日12:20から13:10
場所：1号館４階1414号室
上記の時間帯には予約なしに質問や相談に応じますが、バッティングを避けるため、出来るだけ前日までに
e‑mailで予約をしてください。予約を優先します。
備考
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[学修時間]
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業３０時間と準備学修６０時間の計９０時間の
学修を必要とする内容をもって構成する。
[その他]
この授業科目は、「第一種衛生管理者免許」取得のための必須授業。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
久保原
（予習：２時間）
1
[授業内容]
テーマ：ガイダンスと衛生学・ 衛生学/公衆衛生学、予防医学について、教科書
を読み理解しておく。
公衆衛生学入門
授業全体のガイダンスと当該科
（復習：２時間）
目の概要を説明する。
教科書と資料プリントの内容を復習する。
[授業方法]
プリント資料とスライドを用い
て講義を進める。
久保原
（予習：２時間）
2
[授業内容]
テーマ：疾病のまん延とその克 人類の歴史、病気との戦いの歴史について、教科
書を中心に調べ、概略を理解しておく。
服の歴史
人類と疾病（克服）の歴史につ
（復習：２時間）
いて理解を深める。
教科書と資料プリントの内容を復習する。
[授業方法]
プリント資料とスライドを用い
て講義を進める。
久保原
（予習：２時間）
3
[授業内容]
テーマ：健康科学の研究法と各 健康科学の研究手法について、教科書で予習して
おく。また、人口統計や衛生統計について教科書
種統計
「健康科学研究法」と「人口統 に載っているデータをチェックしておく。
計/衛生統計」に関する理解を
（復習：２時間）
深める。
教科書と資料プリントの内容を復習する。
インターネット上で興味を持った関連統計データ
[授業方法]
プリント資料とスライドを用い を検索し、それらの意味について考察してみる。
て講義を進める。
久保原
（予習：２時間）
4
[授業内容]
日常生活環境と健康、気象と健康について教科書
テーマ：健康と環境（１）
「日常の生活環境と健康」、な を予習しておく。
らびに「気象と健康」等につい
（復習：２時間）
て理解を深める。
教科書と資料プリントの内容を復習する。
[授業方法]
プリント資料とスライドを用い
て講義を進める。
久保原
（予習：２時間）
5
[授業内容]
世界各国と我が国の公害の歴史と現状、公害防止
テーマ：健康と環境（２）
「公害と公害防止対策の歴史」 策などについて教科書を中心に予習しておく。ま
や「地球環境と私たちの健康と た、地球環境と私たちの健康の関係性についても
の関係性」等について理解を深 予習しておく。
める。
（復習：２時間）
教科書と資料プリントの内容を復習する。
[授業方法]
プリント資料とスライドを用い
て講義を進める。
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久保原

久保原

久保原

久保原

久保原

久保原

[授業内容]
テーマ：病気の発生と予防（１
）
「各種臓器の特徴と疾病」、「
健康管理」について理解を深め
る。
[授業方法]
プリント資料とスライドを用い
て講義を進める。
[授業内容]
テーマ：病気の発生と予防（２
）
「ストレスと精神衛生」、「各
種疾患と難病」について理解を
深める。
[授業方法]
プリント資料とスライドを用い
て講義を進める。
[授業内容]
テーマ：感染症と生体反応（１
）
「病原性微生物と感染症」につ
いて理解を深める。

（予習：２時間）
各種臓器の特徴と臓器別疾病の特徴、さらに健康
管理/健康教育の意義などについて、教科書を中
心に予習しておく。
（復習：２時間）
教科書と資料プリントの内容を復習する。

（予習：２時間）
ストレスと精神衛生、各種難病について教科書を
中心に予習しておく。
（復習：２時間）
教科書と資料プリントの内容を復習する。

（予習：２時間）
病原微生物の種類と様々な感染症の関連について
教科書を中心に予習しておく。
（復習：２時間）
教科書と資料プリントの内容を復習する。

[授業方法]
プリント資料とスライドを用い
て講義を進める。
[授業内容]
テーマ：感染症と生体反応（２
）
「病原微生物の侵入（感染）と
生体防御反応」、「感染症拡大
の防止法」について理解を深め
る。

（予習：２時間）
病原微生物の侵入とそれに対抗する生体反応、特
に免疫反応について教科書を中心に予習しておく
。

[授業方法]
プリント資料とスライドを用い
て講義を進める。
[授業内容]
テーマ：感染症と生体反応（３
）
「日本における感染症」、「世
界の感染症」、そして「有用微
生物と食品保健」等について理
解を深める。

（予習：２時間）
日本における感染症と世界の感染症について、教
科書を中心に予習しておく。また、有用な微生物
と食品保健についても同様に予習しておく。

（復習：２時間）
教科書と資料プリントの内容を復習する。

（復習：２時間）
教科書と資料プリントの内容を復習する。

[授業方法]
プリント資料とスライドを用い
て講義を進める。
（予習：２時間）
テーマ：生活習慣病（１）
「栄養と食生活」について理解 主な栄養素の働きや、食生活と健康について教科
書を中心に予習しておく。
を深める。
（復習：２時間）
[授業方法]
プリント資料とスライドを用い 教科書と資料プリントの内容を復習する。
て講義を進める。
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久保原
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久保原

テーマ：生活習慣病（２）
「生活習慣病とメタボリックシ
ンドローム」等について理解を
深める。

（予習：２時間）
様々な生活習慣病の発症要因と治療法、メタボリ
ックシンドローム、スポーツの意義などについて
教科書を中心に予習しておく。

[授業方法]
プリント資料とスライドを用い
て講義を進める。
テーマ：ライフサイクルと人生
健康に関する総合的な理解を深
め、個々の人生と健康について
考察する。

（復習：２時間）
教科書と資料プリントの内容を復習する。

（予習：２時間）
ライフサイクルと人生について、生き甲斐のある
人生と健康について、教科書を中心に調べ、自分
の考えをまとめておく。
復習：あらためて、生き甲斐のある人生と健康の
関係について考察し、自らの生き方に重ねてみる
[授業方法]
プリント資料とスライドを用い 。
て講義を進める。
（復習：4時間）
教科書と資料プリントの内容を復習する。
また、授業全体を通して教科書や資料を中心に復
習する。
テーマ：職業と健康、社会と健 （予習：２時間）
健康保持増進活動や産業保健教育とは何かについ
康
健康に関連する職場環境、社会 て調べておく。
環境、社会制度について学ぶ。
（復習：4時間）
教科書と資料プリントの内容を復習する。
[授業方法]
プリント資料とスライドを用い また、授業全体を通して教科書や資料を中心に復
習する。
て講義を進める。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

健康統計学
Biostatistics

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

廣津

信義

授業概要
[授業全体の内容]
本授業では、健康や医療に関する基礎的な統計学の概念を理解するとともに、実データを基に統計計算する
ことで、スポーツ健康科学部の卒業研究で必要となる統計理論に関する理解を深めることを目的としている。
健康および医療に関するデータの収集方法や整理の仕方について講義するとともに、統計学の用語や概念に
ついて説明する。 毎回アクティブラーニングとして、統計学の問題を解いてもらい、さらに学生同士の討議
を通じて理解を深めていく。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「健康についての専門的知識と実践的技能の取得」及び「健康支援についての専門的知識と実
践的技能の習得」を身につけるための科目の一つとして開講される。
[授業の到達目標]
１．健康教育や健康支援に関して必須となる統計学の専門用語を覚える。
２．測定や調査にて得られたデータの解析にあたって、分散、標準偏差、標準得点など基本的な統計量の計算
ができる。
３．推定・検定など統計学で使われる基礎的な概念が理解できる。
４．相関や回帰分析に関する計算ができる。
成績評価
[成績評価の基準]
１．健康教育や健康支援に関して必須となる統計学の専門用語を覚える（定期試験）。
２．測定や調査にて得られたデータの解析にあたって、分散、標準偏差、標準得点など基本的な統計量の計算
ができる（定期試験）。
３．推定・検定など統計学で使われる基礎的な概念が理解できる（定期試験）。
４．相関や回帰分析に関する計算ができる（定期試験）。
５．毎回のレポート課題や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
[成績評価の方法]
期末試験（85％）、毎回の平常点（15％）を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
事前に「基礎の数学」を履修していること前提として授業を進める。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
１回の授業について、３分の２以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
プリント課題の内容は授業中にフィードバックする。定期試験後には要望があれば個別に解説を行う。
授業中に統計計算をおこなうのでノートパソコンを持参することが望ましい。本授業では、学生同士の討議を
重視しているので、積極的に話しかけたり聴いたりするなど能動的に取り組んで欲しい。授業計画は、授業の
進行状況により多少前後することがあることを諒承のこと。
[テキスト・参考書等]
本授業を概ねカバーしている「基礎統計学(栄養科学シリーズNEXT)，鈴木良雄, 廣津信義，講談社 (2012)．
」 を参考用テキストとするので、購入することが望ましい。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：廣津信義
E‑mail:nhirotsu[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
［オフィスアワー］
日時：火曜日 13：10から:14:45
場所：1号館3階1327室
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約があった学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。

［その他］
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
廣津
1
(授業内容）
授業の内容を把握するとともに
、基礎的な統計学の考え方を理
解する。
（授業方法）
授業目的や評価方法と授業の進
め方を説明する。統計学の考え
方を提示し解説する。
廣津
2
(授業内容）
健康を計量するという概念に触
れ、統計学的な方法の考え方に
ついて理解する。
（授業方法）
健康を計量するという考え方と
計量データの計算方法を解説す
る。例をもとに計算を行う。不
明点については3名程度のグル
ープで討議する。
廣津
3
(授業内容）
健康データの整理の方法として
度数分布表の作成方法を理解す
る。（授業方法）
健康データを基に、度数分布表
とヒストグラムを作成する方法
を解説する。不明点については
3名程度のグループで討議する
。
廣津
4
（授業内容）
記述統計として重要となるメジ
アン、モード、平均値、分散、
標準偏差を理解する。
（授業方法）
メジアン、モード、平均値、分
散、標準偏差の意味と計算方法
を解説する。例をもとに計算を
行う。不明点については3名程
度のグループで討議する。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
(予習:１時間）シラバスを読み、「健康統計学」
の授業や他の授業との違いを確認する。
（復習：１時間）ガイダンスを受け、自分にとっ
ての受講の意義を確認すること。

(予習:3時間）プリントを読み、疑問点について
調べてくること。
（復習：3時間）プリント

(予習:2時間）プリントを読み、疑問点について
調べてくること。
（復習：2時間）プリント

(予習:2時間）プリントを読み、疑問点について
調べてくること。
（復習：2時間）プリントを再読し、理解を深め
ること。

5

廣津

6

廣津

7

廣津

8

廣津

9

廣津

10

廣津

(授業内容）
正規分布について学び、正規分
布を利用した計算方法を習得す
る.
（授業方法）
正規分布について解説する。標
準得点や偏差値の計算を行う。
不明点については3名程度のグ
ループで討議する。
（授業内容）
連続型の確率分布として最重要
である正規分布について学び、
正規分布を利用した計算方法を
習得する.
（授業方法）
正規分布について解説する。標
準得点や偏差値の計算を行う。
不明点については3名程度のグ
ループで討議する。
(授業内容）
離散型の確率分布として最重要
である二項分布について学び、
二項分布を利用した計算方法を
習得する.
（授業方法）
二項分布について解説する。問
題を解いて、不明点については
3名程度のグループで討議する
。
(授業内容）
母集団の平均値を推定するため
の区間推定の概念と計算手法を
理解する。
（授業方法）
中心極限定理と区間推定の概念
を説明する。具体的な計算手法
を例示する。不明点については
3名程度のグループで討議する
。
(授業内容）
母比率を推定するための区間推
定の概念と計算手法を理解する
。
（授業方法）
母比率の区間推定の考え方を説
明する。具体的な計算手法を例
示する。不明点については3名
程度のグループで討議する。
(授業内容）
検定の概念について学び、母平
均値の検定の方法を区間推定と
比較しながら学習する。
（授業方法）
検定の考え方を説明する。具体
的な計算手法を例示する。不明
点については3名程度のグルー
プで討議する。

1960

(予習:2時間）プリントを読み、疑問点について
調べてくること。
（復習：2時間）プリントを再読し、理解を深め
ること。

(予習:2時間）プリントを読み、疑問点について
調べてくること。
（復習：2時間）プリントを再読し、理解を深め
ること。

(予習:2時間）プリントを読み、疑問点について
調べてくること。
（復習：2時間）プリントを再読し、理解を深め
ること。

(予習:2時間）プリントを読み、疑問点について
調べてくること。
（復習：2時間）プリントを再読し、理解を深め
ること。

(予習:2時間）プリントを読み、疑問点について
調べてくること。
（復習：2時間）プリントを再読し、理解を深め
ること。

(予習:2時間）プリントを読み、疑問点について
調べてくること。
（復習：2時間）プリントを再読し、理解を深め
ること。
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〔授業内容］
(授業内容）
平均値の差の検定の方法を理解
する。
（授業方法）
平均値の差の検定の方法を説明
する。具体的な計算手法を例示
する。不明点については3名程
度のグループで討議する。
(授業内容）
分割表によるデータの整理と独
立性の検定を理解する。
（授業方法）
健康データを基に、分割表によ
るデータの整理と独立性の検定
を練習し、３名程度のグループ
で討議する。
（授業内容）
相関の概念を学ぶとともに、相
関係数の算出法や、回帰式の決
定法について学習する。
（授業方法）
相関の概念を説明する。相関係
数の計算方法を例示する。回帰
分析の方法を提示し、計算手法
を例示する。不明点については
3名程度のグループで討議する
。
（授業内容）
授業で学んだ知識を基にグルー
プワークとして、統計分析を行
い、パワーポイントを用いて発
表する。
（授業方法）
3名程度のグループをトーナメ
ント方式で対戦する形で分析結
果を提示し、上位チームは全体
発表する。
定期試験

1961

(予習:2時間）プリントを読み、疑問点について
調べてくること。
（復習：2時間）プリントを再読し、理解を深め
ること。

(予習:2時間）プリントを読み、疑問点について
調べてくること。
（復習：2時間）プリントを再読し、理解を深め
ること。

(予習:2時間）プリントを読み、疑問点について
調べてくること。
（復習：2時間）プリントを再読し、理解を深め
ること。

(予習:3時間）授業の内容を復習し、発表会のた
めの準備を行う。
（復習：5時間）他Grの発表内容についての理解
を深めること。

授業科目名
英語科目名

医学概論Ⅱ
Basics of Medical ScienceⅡ

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 柴田 展人
科目担当者
林 明人、田城 孝雄
授業概要
［授業全体の内容］
本科目においては、スポーツに必要な医学的知識（特に社会医学・厚生労働政策）やリハビリテーション、脳
疾患に関わるリハビリ及び治療について主に取り扱う。本科目は精神保健福祉士（ＰＳＷ）、健康運動指導士
の資格取得のための選択必修科目として指定されているため、これらに必要な内容を教授する。講義を通じて
スポーツに関わる医学的知識を自ら積極的に学ぶ姿勢や方やり方を習得してもらいたい。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
本科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」及び「これらを応用し表現する能力」を身に
つけるための科目の1つとして開講される。また、健康学科においては、「健康についての専門的知識と実践
的技能の取得」という学位授与方針の達成にも寄与する。
［授業の到達目標］
1.スポーツ指導者として必要な基本的な医学的知識について説明できる。
2.リハビリテーションの定義や意味、目的について説明できる。
3.精神保健福祉士（PSW）、健康運動指導士の資格取得のため必要な知識、特に社会医学の知識について説明
できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.スポーツ指導者として必要な基本的な医学的知識を理解している（レポート、定期試験）
2.リハビリテーションの定義や意味、目的について説明できる（レポート、定期試験）
3.精神保健福祉士（PSW）、健康運動指導士の資格取得のため必要な知識、特に社会医学の知識を理解してい
る（レポート、定期試験）
［成績評価の方法］
レポート２０％、筆記試験８０％にて評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
特になし
［履修上の注意（科目独自のルール）］
特になし
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
講義毎に、参加型を行い、適宜内容を補足的に説明する
［テキスト・参考書等］
特になし。毎回、講義のスライド資料を配付する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
林 明人：hayashi［at］juntendo.ac.jp ※［at］を@に変更してください
田城 孝雄：ttashiro［at］juntendo.ac.jp ※［at］を@に変更してください
［オフィスアワー］
林 明人：授業の前後、剣道場教員室（第1体育館3階）
田城 孝雄：随時、Eメールで質問を受け付ける
備考
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［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
この科目は、精神保健福祉士及び健康運動指導士受験資格取得のための必修科目として位置づけられています
。
講義の順番は、講師の都合により、前後する可能性があります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
林 明人
予習（2時間）：スポーツ指導する際に必要な医
1
（授業内容）
スポーツに必要な医学的知識 学的知識に
何があるか予習すること
復習（2時間）：スライドの資料を参考として内
（授業方法）
プリントとスライドを用いて講 科的・外科
的疾患について復習すること
義を進める。
林 明人
予習（2時間）：リハビリテーションとは何か、
2
（授業内容）
予習するこ
リハビリテーション概論
と。
復習（2時間）：リハビリテーションの意味や目
（授業方法）
プリントとスライドを用いて講 的、種類な
どを理解すること。
義を進める。
林 明人
予習（2時間）：脳卒中の種類・症状の予習する
3
（授業内容）
こと
脳卒中のリハビリ
復習（2時間）：脳卒中の症状、リハビリについ
て理解・復
（授業方法）
プリントとスライドを用いて講 習すること。
義を進める。
林 明人
予習（2時間）：パーキンソン病とはどういう病
4
（授業内容）
気か？予習
パーキンソン病のリハビリ
する。
復習（2時間）：パーキンソン病の治療やリハビ
（授業方法）
プリントとスライドを用いて講 リについて
復習すること。
義を進める。
田城 孝雄
予習（2時間）：特定健診・特定保健指導の制度
5
（授業内容）
特定健診・特定保健指導につい について予習する。
て理解を深める。
復習（2時間）：特定健診・特定保健指導の根拠
法について復習する。
（授業方法）
特定健診・特定保健指導に関す
る法律、判断基準を学び、特定
保健指導案を考える。
田城 孝雄
予習（2時間）：スポートロジーについて、順天
6
（授業内容）
スポートロジーについて、理解 堂大学のＨＰで検索する。
する。スポーツ医学とスポート
復習（2時間）：スポートロジーについて復習す
ロジーの違いを理解する。
る。
（授業方法）
スポートロジーの背景、なぜス
ポートロジーという新しい概念
が出来たかを解説する。
林 明人
予習（2時間）：ボツリヌス治療とは何か調べて
7
（授業内容）
みること。
ボツリヌス治療の実際
復習（2時間）：ボツリヌス治療の対象となるも
のやその方法を理解し、復習すること。
（授業方法）
プリントとスライドを用いて講
義を進める。

1963
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孝雄

11

林

明人

12

林

明人
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（授業内容）
心臓リハビリテーションについ
て、理解する。健常者の運動と
、心疾患患者の運動療法に関し
て、その違いを理解する。

予習（2時間）：心臓リハビリテーションについ
て予習する。
復習（2時間）：心臓リハビリテーションの適応
と手順について復習する。

（授業方法）
国立循環器病研究センター心臓
リハビリテーション部の資料を
基に解説する。
予習（2時間）：介護保険制度について予習する
（授業内容）
介護保険制度の成立の経緯、背 。
景、および制度について理解す 復習（2時間）：介護保険法の条文を読む。
る。
（授業方法）
介護保険法、介護保険給付サー
ビスについて解説し、また給付
と保険料の関係を解説する。
予習（2時間）：認知症について予習する。
（授業内容）
認知症について、疾病概念、分
類、診断と治療について解説し 復習（2時間）：認知症の対処の仕方を理解、復
、精神保健福祉士としての対応 習すること
について学ぶ。
（授業方法）
認知症について解説し、精神保
健福祉士としての対応について
検討する。
予習（2時間）：認知症はどのくらいいるか？
（授業内容）
認知症のリハビリ
復習（2時間）：認知症の対処の仕方を理解、復
習すること
（授業方法）
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
予習（2時間）：不随意運動は何か？筋痙攣
（授業内容）
不随意運動・筋痙攣
復習（2時間）：筋痙攣の予防、対処の仕方を復
習する。
（授業方法）
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
予習（2時間）：精神保健について予習する。
（授業内容）
精神保健福祉について、統合失
調症など疾患と、患者の社会復 復習（2時間）：日本の精神科医療と福祉につい
て復習する
帰に関して学ぶ。
（授業方法）
わが国の精神科診療、精神科病
院に関して、解説する。

1964
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（授業内容）
障害者自立支援法について学ぶ
。身体障害、知的障害、精神障
害の３障害について学び、また
発達障害などの新しい障害につ
いて学ぶ。また障害者の自立に
ついて理解する。
（授業方法）
障害者自立支援法に関して、解
説する。３障害、発達障害につ
いて解説する。
定期試験

1965

予習（2時間）：障害者自立支援法について予習
する。
復習（2時間）：三障害それぞれについて整理し
て復習する

授業科目名
英語科目名

精神医学
Psychiatry

授業形態
開講学期

対象学年

2

単位数

講義
前期
後期
4.0

科目責任者 柴田 展人
科目担当者
柴田 展人
授業概要
[授業全体の内容]
授業は毎回資料を配布、もしくはスライドを提示し、それに基づいて精神医学的な知識を提供する（生物−心
理−社会的な見方）。併せて下記テキストを概説しながら、精神医学の関連するコメディカルの役割、心理テ
スト、認知療法などについても網羅的に理解する。
前期
第1回目〜10回目は総説、8月中に 順天堂医院メンタルクリニック（病棟・外来・認知症疾患医療センター）
,読売新聞東京本社健康ケアルーム、富士通株式会社健康推進室の見学実習(計2日間）,レポート提出を行う。
後期
第16回目〜25回目は各論。WHOによるICD‑10の疾患分類に基づいた各論を展開していく。その後精神保健福祉
士国会試験対策を行う。
[授業の位置づけ]
健康2 この科目は,スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「健康科学分野の専門的な実践力」を身につ
ける。
[授業の到達目標]
広く精神医学に関連する知識に興味を持ち、精神保健福祉士などの医療スタッフとして、また養護教諭として
の必要な資質を身に付ける。
特に各疾患の治療、リハビリテーション、非薬物療法などのついて知識を深める
成績評価
[成績評価方法]
評価は、筆記試験(90%)と授業態度・取り組む姿勢(10%)で行う。
[成績評価基準]
試験においては、精神医学をどの程度理解できているか、実践に応用できる程度の知識を獲得しているか、を
基準とする。精神保健福祉士となることを前提に、国家試験に十分対応できる能力が身についているかを評価
する。
履修における留意事項
[履修要件]
1年時に少なくとも精神保健学Ⅰは履修しておくこと。
[履修上の注意]
講義にはスマホなど、インターネットがつなげるツールを持参していただきたい。講義の冒頭に示すキーワー
ド、キーセンテンスを自身の手で調べていただき、関心を高める時間を設ける。講義は「精神医学」について
最低限の知識を提供するのみである。最も大切なことは、学んだことを自分なりにまとめなおすことである。
講義の最後に、自身がさらに興味・関心を持ってまとめる時間を作る。
[課題に対するフィードバックの方法]
見学実習については、レポート課題を課する
[テキスト・参考書など]
テキスト；
これならわかる！精神医学（史上最強図解）（ナツメ社）

（購入すること）

他、日本精神保健福祉士養成校協会編：精神医学, 中央法規, 2012.,：標準精神医学
スマホ、ipad,など、インターネット機器
連絡先とオフィスアワー
担当教員 柴田展人まで
月曜日 4限
木曜日 2限

1966
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備考
[学修時間]
この授業は、講義および見学実習による4単位の科目であり、授業60時間と準備学習120時間の計180時間の学
修を必要とする内容をもって構成する
[その他]
この科目は精神保健福祉士受験資格に必要な科目である。また養護教諭免許状取得のための必修科目である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
柴田 展人
（予習時間：1時間）
1
（内容）
精神保健学Ⅰ、Ⅱのノートを読み返しておくこと
オリエンテーション：
精神科医である教員の自己紹介 。
（復習時間：1時間）
精神医学の諸問題の紹介
（方法）
スライド提示
柴田 展人
（予習時間：1時間）
2
（内容）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
自殺について理解する
自殺を巡る精神科医療、社会的 検索する。
（復習時間：1時間）
問題、法律を理解する
キーワード：厚生労働省自殺統計、自殺対策基本
（方法）
法、いのちの電話 ゲートキーパー
スライド提示
柴田
展人
（予習時間：1時間）
3
（内容）
精神科医療と法律について理解 キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
する
精神障害者の処遇と倫理につい （復習時間：1時間）
キーワード：精神保健福祉法、医師法、憲法11条
て考える
（方法）
スライド提示
柴田 展人
（予習時間：1時間）
4
内容）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
脳と神経の生理・解剖：
精神と関連した脳や神経の仕組 検索する。
（復習時間：1時間）
みを理解する。
キーワード：神経系の発生、脳・神経解剖学、神
（方法）
配布資料、スライド提示による 経生理学、神経伝達物質
講義
柴田 展人
（予習時間：1時間）
5
（内容）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
精神障害の分類：
従来の分類と操作的診断につい 検索する。
（復習時間：1時間）
て理解する。
キーワード：ICD‑10、DSM‑5
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
柴田
展人
（予習時間：1時間）
6
（内容）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
精神症状と検査：
精神症状の種類を系統的に理解 検索する。
（復習時間：1時間）
する。
キーワード：精神症状、精神状態
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
柴田 展人
（予習時間：1時間）
7
（内容）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
診察方法：
精神科面接方法について学ぶ。 検索する。
（復習時間：1時間）
（方法）
配布資料、スライド提示による キーワード：共感的な姿勢、性格、家族歴、生活
史、教育歴、現病歴、治療歴、45度
講義

1967

8

柴田

展人

9

柴田

展人

10

柴田

展人

11

柴田

展人

12

柴田

展人

13

柴田

展人

14
15

柴田
柴田

展人
展人
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柴田

展人

（内容）
自己記入式の検査方法について
面接方式の検査方法について
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
産業精神医学の諸問題について
(1)
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
産業精神医学の諸問題について
(2)
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
精神科病棟の紹介
（順天堂医院）
精神科医療と法律
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
読売新聞東京本社における健康
ケア対策について
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
富士通株式会社における健康ケ
ア対策について
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
実習説明、レポート課題指示
見学実習を振り返って
レポート提出
（内容）
器質性精神障害：
器質性精神障害の定義を理解す
る。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
症状精神病：
症状精神病の概念と疾患名を理
解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義

1968

（予習：1時間）
CES‑D, SCT, などを自身で実施しておくこと
ロールシャッハテストを調べておく
（復習：1時間）
他の自己記入式の調査を調べる
（予習：1時間）
産業精神医学の時事問題を調べておくこと
（復習：1時間）
キーワード；
ストレスチェック 過重労働 自殺
（予習：1時間）
産業精神医学の時事問題を調べておくこと
（復習：1時間）
キーワード；
電通事件
（予習：1時間）
順天堂医院メンタルクリニックHpを見ておくこと
（復習：1時間）
順天堂医院メンタルクリニックの現状を理解する

（予習：1時間）
読売新聞東京本社Hpを見ておくこと
（復習：1時間）
読売新聞東京本社の現状を理解する

（予習：1時間）
富士通株式会社Hpを見ておくこと
（復習：1時間）
富士通株式会社の現状を理解する

実習準備
見学実習レポート

最終確認

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード： 外因、外因反応型、通過症候群、
アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、クロ
イツフェルト・ヤコブ病（プリオン病）、レヴィ
小体病
（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：代謝性疾患、内分泌性疾患、膠原病
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柴田

展人
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柴田

展人
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柴田

展人

20

柴田

展人

21

柴田

展人

（内容）
物質関連障害
アルコールに関連した障害の病
因、疫学、症状、治療、経過、
予後を理解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
物質関連障害
依存性薬物の種類と、それに関
連した障害の疫学、症状、治療
、経過、予後を理解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
内容）
統合失調症：
統合失調症の病因、疫学、下位
分類（妄想型、破瓜型、緊張型
、単純型）を理解する。発症間
もない患者の心理を理解する。
（症例提示）
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
内容）
気分障害：
気分障害の病因、疫学、下位分
類（大うつ病、双極性障害）を
理解する。症状の理解。治療方
法、対応方法、経過と予後を学
ぶ。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
神経症性障害・ストレス関連障
害・身体表現性障害：
心因性の障害について（フロイ
トの理論）理解する。心因性の
障害の種類を覚える。諸外国の
脱施設化の歴史と、現在の精神
医療体制を理解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
思春期・青年期における精神障
害：
思春期に罹患しやすい障害を理
解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義

1969

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：アルコール依存症、離脱症状、振戦
せん妄
（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：大麻、覚せい剤、麻薬、有機溶剤、
危険ドラッグ

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：妄想型、破瓜型、緊張型、単純型、
抗精神病薬、精神療法、精神科リハビリテーショ
ン

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：うつ病、メランコリー親和型、DSM‑
5のうつ病の診断基準、双極性障害,
三環系・四環系抗うつ薬,SSRI,SNRI

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：強迫性障害、急性ストレス障害、外
傷後ストレス障害, 解離性障害（多重人格障害を
含む）、身体表現性障害（心気障害を含む）、離
人症性障害

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：摂食障害、身体表現性自律神経機能
不全（過呼吸症候群を含む）
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展人
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柴田

展人
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柴田

展人
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柴田
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柴田

展人
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柴田

展人

（内容）
パーソナリティ障害とその周辺
：
パーソナリティ障害の定義を理
解する。パーソナリティ障害の
種類（分類方法）を学ぶ。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
精神遅滞：
精神遅滞の定義を理解する。精
神遅滞の分類、その特徴、検査
所見、合併症を理解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
発達障害（１）：
発達障害の歴史と症状、分類を
理解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
小児期における精神障害：
行為障害や小児に発症する情緒
障害を理解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
精神保健福祉士国家試験
演習(1)
精神保健福祉士国家試験
演習(2)
テスト対策
定期試験

1970

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：特定のパーソナリティ障害、性同一
性障害

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：軽度精神遅滞、中等度精神遅滞、重
度精神遅滞

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：広汎性発達障害（自閉症スペクトラ
ム障害）、アスペルガー症候群、高機能広汎性発
達障害
（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：ADHD,学習障害、行為障害、反抗挑
戦性障害、チック障害、選択性緘黙
精神保健福祉士国家試験
過去問題 過去3年分を解答しておくこと
精神保健福祉士国家試験
過去問題 過去3年分を解答しておくこと
精神保健福祉士国家試験
精神疾患とその治療 分野の復習

授業科目名
英語科目名

精神保健学Ⅱ
Mental HealthⅡ

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 柴田 展人
科目担当者
柴田 展人
授業概要
[授業全体の内容]
授業は少人数グループがICD‑10のF0 F9の10疾患について分類、症状、原因、薬物療法、非薬物療法につい
て他の学生に分かりやすくパワーポイント資料として事前にまとめ、30分程度で紹介する。さらにその各疾患
に関連する社会的問題、時事問題についても概要を紹介する。その後担当教官との質疑や自己記入式のスクリ
ーニングツールの実践も通じて、より各疾患の理解を深める。
保健体育教諭、特別支援学校教諭、養護教諭、精神保健福祉士などを目指す学生にとって、ごく基本的な精神
保健、精神医学の知識を獲得することを目指す。授業では、各疾患について、自発的に学習し、他の学生にプ
レゼンテーション、ディスカッションを通じて、コミュニケーション能力も高めることも目的としている。
[授業の位置づけ]
健康1 この科目は,スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「健康科学分野の専門的な知識と技能」を身
につける。
[授業の到達目標]
広く精神医学に関連する知識に興味を持ち、アクティブラーニング、グループ学習を通じて社会における精神
保健、精神医学の現状、問題点についても関心を持てる資質を養う。
成績評価
（評価方法）
評価は、筆記試験(90%)と授業態度・取り組む姿勢(10%)で行う。
（評価基準）
筆記試験においては、講義で学んだ内容をどの程度理解できているか、大学生活、今後の社会生活に応用でき
る程度の各精神疾患の知識を獲得しているかを評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
精神保健 I を履修しておくこと
[履修上の注意]
アクティブラーニングの実践として、授業の質疑には積極的に参加していただきたい。
講義は「精神保健」について最低限の知識を提供するのみである。最も大切なことは、学んだことを自分なり
にまとめなおすことである。自己記入式のスクリーニングツールの意義についても各自で理解を深めていただ
きたい。
[試験・レポートに対するフィードバック]
学力の不足している学生には、個別に対応を検討する。
[テキスト・参考書など]
特に指定はない
連絡先とオフィスアワー
担当教員 柴田 展人まで
月曜日 4限
木曜日 2限
備考
[学修時間]
この授業は、講義による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必要とする内
容をもって構成する
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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柴田

展人
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柴田

展人
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柴田

展人
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柴田

展人
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柴田

展人
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柴田

展人

（内容）
オリエンテーション：
精神科医である教員の自己紹介
精神医学の諸問題の紹介
（方法）
スライド提示
（内容）
各精神疾患の概要の説明
従来診断、ICD‑10, DSM‑5につ
いて
少人数グループ分け
（方法）
スライド提示
（内容）
グループ発表1
F0 症状・器質性精神障害

（予習時間：1時間）
精神保健Iの復習
（復習時間：1時間）

（予習時間：1時間）
精神疾患の分類について
（復習時間：1時間）
キーワード：従来診断、ICD‑10, DSM‑5

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード:F0 症状・器質性精神障害

（方法）
自己記入式スクリーニングツー
ルの実践
グループ発表
質疑応答
スクリーニングツールの説明
（予習時間：1時間）
（内容）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
グループ発表2
検索する。
F1 物質関連の依存症
（復習時間：1時間）
キーワード:F1 物質関連の依存症
（方法）
自己記入式スクリーニングツー
ルの実践
グループ発表
質疑応答
スクリーニングツールの説明
（予習時間：1時間）
（内容）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
グループ発表3
検索する。
F2 統合失調症性障害
（復習時間：1時間）
キーワード:F2 統合失調症性障害
（方法）
自己記入式スクリーニングツー
ルの実践
グループ発表
質疑応答
スクリーニングツールの説明
（予習時間：1時間）
（内容）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
グループ発表4
検索する。
F3 感情障害
（復習時間：1時間）
キーワード:F3 感情障害
（方法）
自己記入式スクリーニングツー
ルの実践
グループ発表
質疑応答
スクリーニングツールの説明
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（内容）
グループ発表5
F4 神経症性障害
（方法）
自己記入式スクリーニングツー
ルの実践
グループ発表
質疑応答
スクリーニングツールの説明
（内容）
グループ発表6
F5 生理的障害及び身体的要因
に関連した行動症候群

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード:F4 神経症性障害

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード:F5 生理的障害及び身体的要因に関連
した行動症候群

（方法）
自己記入式スクリーニングツー
ルの実践
グループ発表
質疑応答
スクリーニングツールの説明
（予習時間：1時間）
（内容）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
グループ発表7
検索する。
F6 人格障害
（復習時間：1時間）
キーワード:F6 人格障害
（方法）
自己記入式スクリーニングツー
ルの実践
グループ発表
質疑応答
スクリーニングツールの説明
（予習時間：1時間）
（内容）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
グループ発表8
検索する。
F7 精神遅滞
（復習時間：1時間）
キーワード:F7 精神遅滞
（方法）
自己記入式スクリーニングツー
ルの実践
グループ発表
質疑応答
スクリーニングツールの説明
（予習時間：1時間）
（内容）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
グループ発表9
F8 自閉症、アスペルガー障害 検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード:F8 自閉症、アスペルガー障害
（方法）
自己記入式スクリーニングツー
ルの実践
グループ発表
質疑応答
スクリーニングツールの説明

1973

12

柴田

展人

13

柴田

展人

14

柴田

展人

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード:F9 ADHD、小児の行動障害

（内容）
グループ発表10
F9 ADHD 小児の行為障害

（方法）
自己記入式スクリーニングツー
ルの実践
グループ発表
質疑応答
スクリーニングツールの説明
精神科医療と現代社会の問題について興味を持つ
まとめ
1精神科医である教員の雑感に
耳を傾ける
精神障害者の抱える社会的諸問
題を意識する
（方法）
スライド提示による講義
授業のまとめ
授業 総括
テスト対策

1974

授業科目名
英語科目名

精神保健福祉制度論
Welfare on mental health

授業形態
開講学期

講義
2018前期・後期

対象学年

2

単位数

4.0

科目責任者
科目担当者

四方田

清

授業概要
［授業全体の内容］
精神保健福祉士は、人の持つ価値を基盤に据え、精神障害者支援に関する知識と技術をこの授業を通じて理
解することが重要である。精神保健福祉関連イベントへの参加することを促し、精神障害者支援の実際に触れ
ることなども含め、精神保健福祉に関する法の歴史的変遷を踏まえ、わが国における精神保健福祉に関する制
度とサービスを具体的に紹介する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
精神障害者の抱える様々な生活課題を克服できるよう、精神保健福祉士が学ぶべき基本的な対人調整力やコ
ミュニケーション力を身につけることが求められる。そのため、本講では、社会福祉専門職として必要な精神
保健福祉関連制度やサービス、生活支援のあり方について、健康支援についての専門知識と実践的技能の習得
を目指す。さらに、精神障害者支援に必要な福祉的諸制度の枠組みを概観し、その実践的な援助展開の知識と
理解を深める。
［授業の到達目標］
１．わが国における精神障害者に関する法の変遷とその概要が理解できる。
２．精神障害者等の福祉制度の概要と福祉サービスを理解できる。
３．精神障害者に関する社会保障制度と相談援助と支援方法が理解できる。
４．医療観察法の概要と支援が理解できる。
５．社会資源の調整･開発にかかわる社会調査が理解できる。
６．精神科病院の現場を理解できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1．講義形式で授業を行うため、教科書および配付資料に対する理解度を期末レポート試験で評価する。
2．本授業では、外部機関での施設見学を授業として行う予定であり、施設見学レポート課題も併せて評価す
る。
3．その他、学習意欲や態度を授業内の小テスト等で評価する。
［成績評価の方法］
期末レポート試験（50%）、授業態度及び取り組む姿勢（40%）、精神保健福祉関連イベントや施設見学への参
加（10%）で割合で評価する。特にグループ学習なども積極的に取り入れ、授業を実施します。
履修における留意事項
［履修要件］
本授業を履修する際には、精神保健学Ⅰ及びⅡ、社会福祉論Ⅰ及びⅡの科目を受講していることが望ましい。
［履修上の注意］
特になし
［課題（試験・レポート等）の課題に対するフィードバックの方法］
レポート課題について、必要に応じ評価のポイントを提示し、解説する。
［テキスト・参考書］
テキストとしては使用はしないが、以下の参考書を中心に授業を行う。
新･精神保健福祉士養成校座6精神保健福祉に関する制度とサービス（第6版）：中央法規出版（2018年）、
その他、プリント等も配布予定であり、参考書は適宜紹介する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
E‑MAIL : k‑yomoda［at］juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
原則として、火曜、木曜14:40〜16:30（1号館4階1420精神保健福祉学研究室）

1975

備考
［修学時間］
この授業は、講義形式（通年4単位）の授業科目であり、授業60時間と準備学習120時間の合計180時間の学
修を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、精神保健福祉士国家資格受験資格取得に必要な専門科目として位置付けられています。精
神保健福祉士国家試験を受験予定者は必ず履修する必要があります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
四方田
［予習：3時間］
第1回
［授業内容］
精神障害について、できうる限りの情報収集を行
テーマ：
精神障害者に対する理解（その い、メモを持ち寄り授業に参加する。
1）
［復習：1時間］
精神保健福祉に関するアンケー リアクションペーパーを記入し、講義内容を整理
ト調査の実施し、解説する。精 する。
神科医療の現状に対する理解と
支援について、理解する。

第2回

第3回

四方田

四方田

［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
三障害（身体･知的･精神）の特徴について、各自
テーマ：
精神障害者に対する理解（その 調べまとめる。
2）
［復習：1時間］
精神障害者の障害特性などにつ 精神障害者の障害特性を再度整理し、リアクショ
ンペーパーにまとめる。
いて、理解する。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［授業内容］
テーマ：
ライフサイクルからみた精神保
健福祉について（その1）

［予習：3時間］
ライフサイクルに関するさらなる情報収集を行い
、各ライフサイクルにおける課題利用できる法制
度やサービスをまとめる。

課題と制度・サービスを理解を ［復習：1時間］
深め、ライフサイクルの課題を 各機関における具体的なサービスについて、整理
整理し、その対応と利用できる する。
制度サービスについて、理解す
る。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。

1976

第4回

四方田

［授業内容］
テーマ：
ライフサイクルからみた精神保
健福祉について（その2）

［予習：3時間］
ライフサイクルに関するさらなる情報収集を行い
、各ライフサイクルにおける課題利用できる法制
度やサービスをまとめる。

課題と制度・サービスを理解を ［復習：1時間］
深め、ライフサイクルの課題を 各機関における具体的なサービスについて、整理
整理、その対応と利用できる制 する。
度サービスについて、理解する
。

第5回

第6回

四方田

四方田

［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
精神保健福祉に関する法律について、事前に調べ
テーマ：
精神障害者に関する法の変遷 、整理する。
法の変遷
［復習：1時間］
わが国における精神障害者の処 精神保健福祉に関する法律の変遷をその法律の特
遇と法制度について、理解する 徴をまとめる。
。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
精神保健福祉法について、事前に調べ、整理する
テーマ：
。
精神保健福祉法（その1）
精神保健福祉法について概観し ［復習：1時間］
、その内容について、理解する 精神保健福祉法の内容について、具体的にまとめ
整理する。
。

第7回

四方田

［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
精神保健福祉法について、事前に調べ、整理する
テーマ：
。
精神保健福祉法（その2）
精神保健福祉法について概観し ［復習：1時間］
、その内容について、理解する 精神保健福祉法の内容について、具体的にまとめ
整理する。
。

第8回

四方田

［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
精神保健福祉法について、事前に調べ、整理する
テーマ：
。
精神保健福祉法（その3）
精神保健福祉法について概観し ［復習：1時間］
、その内容について、理解する 精神保健福祉法の内容について、具体的にまとめ
整理する。
。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。

1977

第9回

四方田

［予習：3時間］
精神障害者の福祉制度（障害者基本等など）につ
いて、事前に調べ、整理する。

［授業内容］
テーマ：
精神障害者の福祉制度

精神障害者の福祉制度（障害者 ［復習：1時間］
基本等など）について、理解す 精神障害者の福祉制度（障害者基本等など）につ
いて、具体的にまとめ整理する。
る。

第10回

四方田

［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
社会保障制度の必要性について、事前学習し、理
テーマ：
解を深める。
精神障害者の社会保障制度
精神障害者にかかわる社会保障 ［復習：1時間］
や医療保健、介護保険等の仕組 精神障害者の社会保障制度の必要性をまとめてお
く。
みを理解する。

第11回

第12回

四方田

四方田

［授業内容］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
精神障害者支援にかかわる組織や社会資源につい
テーマ：
相談援助にかかわる組織や団体 て、事前学習で調べてみる。
精神障害者支援にかかわる組織 ［復習：1時間］
や団体等について、理解する。 支援する組織や社会資源の課題を整理し、考えま
とめる。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
更生保護制度（1）について、何があるのかを具
テーマ：
体的に事前に調べる。
更生保護制度（1）
更生保護制度（1）とかかわる ［復習：1時間］
精神保健福祉士の役割について 更生保護制度（1）と精神保健福祉士の役割につ
いて、今後の課題について、考えまとめる。
、理解する。

第13回

四方田

［授業内容］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
更生保護制度（2）について、何があるのかを具
テーマ：
体的に事前に調べる。
更生保護制度（2）
更生保護制度（2）とかかわる ［復習：1時間］
精神保健福祉士の役割について 更生保護制度（2）と精神保健福祉士の役割につ
いて、今後の課題について、考えまとめる。
、理解する。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。

1978

第14回

四方田

［予習:3時間］
精神障害者の生活支援について、現状と課題につ
いて考察する。

［授業内容］
テーマ：
精神障害者の実際

視聴覚教材を使用して、精神障 ［復習：1時間］
害者に対する日常生活支援の必 視聴覚教材を見た感想をリアクションペーパーに
記述する。
要性について、理解する。

第15回

四方田

［授業方法］
視聴覚教材を使用して授業を行
う。
［予習4時間］
［授業内容］
今までの授業内容を見直し、復習した上で、レポ
テーマ：
ート課題を考察する。
半期のまとめ・定期試験
授業全体のまとめを行い、定期
試験としてレポート試験を課す
。

第16回

第17回

四方田

四方田

［授業方法］
ディスカッション及び定期試験
の実施
［予習：3時間］
［授業内容］
精神障害者を支える種々の社会資源について、調
テーマ：
精神障害者を支える社会資源 査し理解する。
精神障害者を支える人的･物的 ［復習:1時間］
資源等について、理解する。 精神障害者を支える種々の社会資源を分類し、整
理する。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
医療観察法（その1）について、現状を事前に調
テーマ：
べる。
医療観察法（その１）
医療観察法の概要と法制度にお ［復習：1時間］
ける精神保健福祉士の役割につ 医療観察法について、今後の課題について、考え
まとめる。
いて、理解する。

第18回

四方田

［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
医療観察法（その2）について、現状を事前に調
テーマ：
べる。
医療観察法（その2）
医療観察法の運用と精神保健福 ［復習：1時間］
祉士の役割について、理解する 医療観察法運用上の課題について、考えまとめる
。
。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。

1979

第19回

第20回

第21回

第22回

第23回

四方田

四方田

四方田

四方田

四方田

［予習：3時間］
［授業内容］
精神障害者のアウトリーチ支援について、事前学
テーマ：
精神障害者のアウトリーチ支援 習で調べておく。
精神障害者のアウトリーチ支援 ［復習：1時間］
の実際について、理解する。 精神障害者のアウトリーチ支援について、今後必
要な事項と私たちができる支援について考えてみ
る。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
障害者の虐待について、事前学習で調べておく。
テーマ：
障害者虐待防止法
［復習：1時間］
障害者虐待防止法の現状と課題 障害者の虐待について、今後必要な事項と私たち
ができる支援について考えてみる。
について、理解する。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
わが国の自殺の現状を事前学習で調べておく。
テーマ：
自殺予防対策とメンタルヘルス
［復習：1時間］
自殺予防対策とメンタルヘルス 自殺予防対策について、今後必要な事項と私たち
の現状と課題について、理解す ができる支援について考えてみる。
る。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
諸外国における精神保健福祉施策の概要を事前学
テーマ：
諸外国の精神保健福祉施策（1 習として調べておく。
）
［復習：1時間］
視聴覚教材を使用し、先進的な 諸外国の精神保健福祉施策とわが国の施策の違い
諸外国（イタリアなど）の精神 について、まとめ、整理しておく。
保健福祉施策を理解する。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
諸外国における精神保健福祉施策の概要を事前学
テーマ：
諸外国の精神保健福祉施策（2 習として調べておく。
）
［復習：1時間］
視聴覚教材を使用し、先進的な 諸外国の精神保健福祉施策とわが国の施策の違い
諸外国（2）の精神保健福祉施 について、まとめ、整理しておく。
策を理解する。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。

1980

第24回

第25回

第26回

第27回

第28回

四方田

四方田

四方田

四方田

四方田

［予習：3時間］
精神保健福祉と学校教育について、事前学習で調
べておく。

［授業内容］
テーマ：
精神保健福祉と学校教育

精神保健福祉と学校教育の現状 ［復習：1時間］
と課題について、理解する。 学校教育現場における課題と支援について、今後
必要な事項と私たちができる事柄について考えて
みましょう。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
精神科救急医療について、事前学習で調べておく
テーマ：
。
精神科救急医療
精神科救急医療の現状と課題に
ついて、理解する。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［授業内容］
テーマ：
行政における相談援助

［復習：1時間］
精神科救急医療における課題と支援について、今
後必要な事項と私たちができる事柄について考え
まとめておく。

行政における相談援助について
、その概要と実践について、特
に精神保健福祉士の役割と機能
を理解する。

［復習：1時間］
行政機関における相談援助の実際について、特に
国、都道府県、市町村ごとにまとめ、整理してお
く。

［予習：3時間］
行政機関における相談援助の概要を事前学習とし
て調べておく。

［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
社会資源の必要性をどのような形で図るのか、事
テーマ：
前学習で調べておく。
資源開発と社会調査
資源開発と社会調査の実際につ ［復習：1時間］
社会資源の種類と社会調査の特徴を整理し、まと
いて、理解する。
めておく。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習4時間］
［授業内容］
今までの授業内容を見直し、復習した上で、レポ
テーマ：
ート課題を考察する。
まとめ・定期試験
精神保健福祉制度論の授業全体
のまとめを行い、定期試験とし
てレポート試験を課す。
［授業方法］
ディスカッション及び定期試験
の実施
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授業科目名
英語科目名

精神保健福祉援助技術各論
Psychiatric social work 2

授業形態
開講学期

講義
前期・後期

対象学年

3

単位数

4.0

科目責任者
科目担当者

大井

孝

授業概要
［授業全体の内容］
精神障害者の生活実態を把握して、精神障害者福祉制度の理解、精神障害者関連施策、精神保健福祉の理論
について理解を深め、ケアマネジメント技法を理解することで精神障害者支援の具体的な方法や在り方につい
て修得する。
［授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)］
健康支援についての専門的知識と実践的技能の修得を目的として、心の健康に関する理論や実践技能を身に
つける。
［授業の到達目標］
１．精神障害者の生活実態を把握して、社会生活を送る上での課題を把握する。
２．障害者福祉制度・サービスについて理解し社会資源として活用できる。
３・精神障害者の個別性を理解して、その自立について具体的な支援方法を検討できる。
成績評価
［成績評価の基準］
１．精神障害者の生活課題について理解している。(定期試験)
２．社会資源としての福祉制度や福祉サービスについて理解している。(定期試験)
３．精神障害者の個別性を理解し、その支援策を計画できる。(レポート)
［成績評価の方法］
１．課題レポート1回(30％)、定期試験(50%)、平常点(20％)を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
精神保健福祉援助技術総論を受講していることが望ましい。
[履修上の注意]
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業の中で解説を行う。
［テキスト・参考書等］
新・精神保健福祉士養成講座５精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ
と
参考書等は授業の中で適宜紹介する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：大井 孝
E‑mail: ooitakashi［at］gmail.com (［at］を@に変更してください)

中央法規出版

※必ず用意するこ

［オフィスアワー］
授業終了後又はE‑mail:で連絡ください。
備考
[学修時間]
この授業は、講義の授業形態による４単位の科目であり、授業６０時間と準備学習１２０時間の計１８０時
間の学修を必要とする内容をもって構成する。
[その他]
この授業科目は、精神保健福祉士国家資格取得に必要な受験科目に位置付けられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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(予習：３時間)
[授業内容]
ガイダンス、シラバス解説、 精神保健福祉士について、その役割を調べてお
授業の進め方について説明する く。
。
(復習：１時間)
シラバス解説を復習し、年間の授業の流れを把
[授業方法]
精神保健福祉援助技術各論に 握する。
ついて概略を説明する。
(予習：２時間) ソーシャルケースワークについ
[授業内容]
ソーシャルケースワークにつ て調べる。教科書第1章１節、２節を予習する。
いて、精神障害者に対するケー
スワークについて理解する。 (復習：２時間)
配布するプリントを基に、教科書で授業内容を
復讐する。
[授業方法]
ソーシャルケースワークにつ
いて説明し、精神障害者のケー
スワークにおいて配慮すること
を説明する。
(予習：３時間）
[授業内容]
ソーシャルケースワークにつ バイステックの７原則について予習する。
いて理解する。
(復習：１時間)
配布したプリントでバイステックの７原則を復
[授業方法]
ソーシャルケースワークの原 習する。
則をプリントと教科書を用いて
解説する。
(予習：３時間)
[授業内容]
ケースワークのプロセスにつ ケースワークの展開について予習する。教科書
第１章１節、２節を再度読んでおく。
いて理解する。
(復習：１時間)
[授業方法]
ケースワークのプロセスにつ 配布プリントと教科書を用いて復習する。
いて解説する。
(予習：３時間)
[授業内容]
ソーシャルケースワークの実 ケースワークの実践例、具体例を調べる。
際、具体例を通してソーシャル
ケースワークについて理解する (復習：１時間)
プリントの内容をと教科書３７ページまでを復
。
習する。
[授業方法]
ソーシャルケースワークがど
のようにおこなわれているのか
具体例を通して解説する。
(予習：３時間)
[授業内容]
ソーシャルグループワークに 教科書３８〜４３ページを読んでグループワー
クについて調べておく。
ついて理解を深める。
(復習：１時間)
[授業方法]
ソーシャルグループワークに プリント解説と教科書再読による復習を行う。
ついて解説する。
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(予習：３時間)
[授業内容]
ソーシャルグループワークの コノプカの１４の原則について予習する。教科
書４３ページ参照。
原理について理解する。
(復習：１時間)
[授業方法]
ソーシャルグループワークに プリント解説と教科書で復習する。
ついて解説する。
(予習：３時間)
[授業内容]
グループワークのプロセスに グループワークの展開過程について予習する。
教科書４５〜４６ページ参照
ついて理解する。
[授業方法]グループワークのプ (復習：１時間)
プリント解説の復習と教科書再読による復習。
ロセスについて解説する。
(予習：３時間)
[授業内容]
グループワークの実際につい グループワークの実際例、具体例について調べ
る。教科書の事例も確認しておく。
て理解する。
[授業方法]
グループワークの実際例を挙
げて解説する
[授業内容]
コミュニティ―ソーシャルワ
ークについて理解を深める、

(復習：１時間)
授業で会得したソーシャルグループワークにつ
いて復習する。
(予習：３時間)
コミュニティソーシャルワークについて調べる
。教科書第４章も通読しておく。

[授業方法]
プリントと教科書を用いて解
説する。
[授業内容]
コミュニティソーシャルワー
クの原則について理解する。
[授業方法]
コミュニティソーシャルワー
クの原則についてプリントを用
いて解説する。
[授業内容]
コミュニティソーシャルワー
クのプロセスについて理解する
。

(復習：１時間）
地域での相談支援事業についても復習する。
(予習：３時間)
教科書第５章を事前学習する。コミュニティソ
ーシャルワークの諸原則について予習する。
(復習：１時間)
プリントを用いて振り返りを行う
(予習：３時間)
ソーシャルワークの展開過程について調べる
(復習：１時間)
プリントと教科書再読による復習

[授業方法]
コミュニティソーシャルワー
クのプロセスについてプリント
を用いて解説する。
(予習：３時間)
[授業内容]
コミュニティソーシャルワー コミュニティソーシャルワークの実践例を調べ
クの実際について理解する。 る。
(復習：１時間)
教科書１８４〜１９５ページの事例も再読し、
授業の振り返りで理解を深める。
(予習：３時間)
[授業内容]
地域移行支援。地域定着支援 教科書第３章を読み、移行支援や定着支援の対
象者について調べる
について理解する。
[授業方法]
具体例を挙げて解説する。

14
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[復習：１時間]
[授業方法]
プリント・教科書を用いて解 精神保健福祉士の役割や連携について振り返り
学習を行う
説する
定期試験(レポート)
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(予習：２時間)
[授業内容]
精神科リハビリテーションに ネットワーク、アウトリーチ、自助グループに
ついて調べる
ついて理解する。
(復習：２時間)
[授業方法]
精神科リハビリテーションに 自助グループの理念について復習、教科書第５
章も再読しておく。
ついて解説する。
(予習：２時間)
[授業内容]
地域を基盤とする相談支援に 地域相談援助の対象について調べる。
ついて理解する
(復習：２時間)
教科書第４章を再読しておく
[授業方法
相談援助業務を含めて説明す
る。
(予習：２時間)
[授業内容]
ケアマネジメントの目的と意 教科書第６章２節に目を通し、ケアマネジメン
トの目的と意義について調べる。
義について理解する。
(復習：２時間)
[授業方法]
ケアマネジメントの目的と意 プリントの再確認と教科書再読で復習する。
義について解説する。
(予習：２時間)
[授業内容]
ケアマネジメントの原則につ 教科書第６章第１節を読んで、ケアマネジメン
トの原則について予習しておく
いて理解する
[授業方法]
ケアマネジメントの原則につ
いて説明する。
[授業内容]
ケアマネジメントのプロセス
について理解する。

(復習：２時間)
ケアマネジメントの適用と対象について復習す
る。
(予習：２時間)
教科書第６章第３節に目を通しケアマネジメン
トの展開過程について調べる。

(復習：２時間)
[授業方法]
ケアマネジメントプロセスに ケアマネジメントの流れについて復習する。
ついて解説する。
(予習：２時間)
[授業内容]
ケアマネジメントの具体例に ケアマネジメントの実践例を調べる。
ついて理解を深め、実際に計画
(復習：２時間)
を立ててみる。
計画案の作り方を再点検して身につける。
[授業方法]
ケアマネジメントを用いて相
談支援計画を立ててみる。
(予習：２時間)
[授業内容]
地域支援事業について理解す 新聞やネットで地域支援事業の具体例を調べる
。
る。
(復習：２時間)
[授業方法]
実際の活動状況を再確認する
ＤＶＤ視聴を行う
(予習：２時間)
[授業内容]
チームアプローチについて理 チームの構成員としての専門職種について調べ
る。
解する。
(復習：２時間)
[授業方法]
チームアプローチについて解 専門職種の違い、アプローチの違いについて復
習する。
説する。
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(予習：２時間)
[授業内容]
ネットワーキングについて理 教科書第７章第１節と第３節に目を通し、ソー
シャルネットワーキングについて調べる。
解する。
(復習：２時間)
[授業方法]
ネットワーキングについて解 地域を基盤とした障害者支援について復習する
。
説する。
(予習：２時間)
[授業内容]
地域アセスメントについて理 教科書第7章第２節を読んで予習を行う。
解する。
(復習：2時間)
ＢＳＣ，ＳＷＯＴ分析について再確認する。
[授業方法]
地域アセスメントについて解
説する。
(予習：２時間)
[授業内容]
ＡＣＴ，ストレングスモデル ＡＣＴ、ストレングスモデルを調べ具体例を把
握しておく。
について理解する。
(復習：２時間)
[授業方法]
ＡＣＴ，ストレングスモデル 教科書第６章第５節を再度確認して復習を行う
について解説する。
(予習：２時間)
[]授業内容
地域生活支援について理解す 住民参加、ニーズ、ノーマライゼーシヨンにつ
いて予習する。
る
(復習：２時間)
[授業方法]
地域生活支援の具体例を説明 ブラッドショウの分類について、プリントを見
直し復習する。
する。
(予習：２時間)
[授業内容]
自分の住んでいる地域にどんな社会資源がある
社会資源について理解する
のか調べておく。
[授業方法]
社会資源の利用と開拓につい (復習：２時間)
インフォーマル、フォーマルな社会資源につい
て解説する。
て具体例で再確認する。
(予習：２時間)
[授業内容]
包括的支援について理解する 予防概念、社旗的排除と社会的包摂について調
べる
。
(復習：２時間)
[授業方法]
包括的支援について解説する カプランの予防概念、社会的排除と社会的包摂
について再確認する。
。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

精神科リハビリテーション学
Psychiatric Rehabilitation

授業形態
開講学期

講義
通年

対象学年

3

単位数

4.0

科目責任者 宮村 りさ子
科目担当者
宮村 りさ子
授業概要
[授業全体の内容]
授業は主にテキストと配布資料に基づいて、精神保健福祉に関する基本的な知識への理解を深めながら、精神
保健福祉の大きな柱の一つである精神科リハビリテーションについて解説する。また、精神科リハビリテーシ
ョンの対象となる精神疾患や精神障害の理解、実践的な精神科リハビリテーションの技術など幅広く解説する
。さらに適宜、精神リハビリテーションや精神保健福祉に関する事例や新聞記事などを紹介し、グループで話
し合い、その内容を共有する。そうすることで、精神科リハビリテーションや精神保健福祉における諸問題や
課題、精神保健福祉士の仕事や役割への理解を深めるようにする。
[授業の位置づけ]
健康2 この科目は,スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「健康科学分野の専門的な実践力」を身につ
ける。
[授業の到達目標]
精神疾患や精神障害への理解を深め、精神疾患や精神障害による社会生活能力の低下およびその回復のための
援助のプロセスや精神科リハビリテーションの技術について理解する。さらに、回復のための援助に精神保健
福祉士が果たす役割を理解する。
成績評価
[成績評価方法]
筆記試験(80%)、授業態度や課題への取り組む姿勢(20%)で行う。
[成績評価基準]
試験においては、精神科リハビリテーション学をどの程度理解できているのか、実践に応用できる程度の知識
や技術を獲得しているのか、精神保健福祉士国家試験に合格できる知識が十分に身についているかを基準に評
価する。
履修における留意事項
[履修要件]
精神保健学Ⅰ、Ⅱ、および精神医学を履修しておくこと。
[履修上の注意]
テキストと配布資料をもとに予習・復習を必ず実践することが重要です。講義で学んだ重要な専門用語への理
解を定着させてください。また、分からない用語は分からないままにしないで、教員に聞いたり、テキストや
配布資料、辞書や参考図書などで調べて分かるようにしてください。
[テキスト・参考書]
テキスト
新・精神保健福祉士養成講座4「精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ 第2版」日本精神保健福祉士養成校
協会（編）（2014）中央法規出版
参考図書
授業時に適宜紹介し、参考資料などは適宜配布します。
連絡先とオフィスアワー
担当教員の宮村りさ子が授業終了後に非常勤講師室にて対応します。
E‑mail: r.miyamura.ur@juntendo.ac.jp
備考

1987

[学修時間]
この授業は4単位の科目で、主に講義形式であるが、適宜事例や新聞記事などをもとにグループで話し合い、
共有します。授業100分×28回、予習・復習各120分×28回の学修時間を必要とします。
[その他]
この科目は精神保健福祉士受験資格に必要な科目であるため、精神保健福祉士を目指す方は必ず履修してくだ
さい。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
宮村
（予習時間：2時間以上）
1
（内容）
精神保健福祉に関する図書を読むこと
オリエンテーション
授業の目的、達成目標、授業計 （復習時間：2時間以上）
画や進め方、使用するテキスト 精神保健福祉に関する図書を読むこと
、評価方法について
（方法）
PowerPoint
宮村
（予習時間：2時間以上）
2
（内容）
日本精神保健医療福祉の歴史と 教科書の該当箇所を読む。
（復習時間：2時間以上）
動向
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
（方法）
や辞書などで調べて理解する。
PowerPoint
宮村
（予習時間：2時間以上）
3
（内容）
諸外国の精神保健医療福祉制度 教科書の該当箇所を読む。
（復習時間：2時間以上）
の変遷（1）
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
アメリカ、カナダ
や辞書などで調べて理解する。
（方法）
PowerPoint
宮村
（予習時間：2時間以上）
4
（内容）
諸外国の精神保健医療福祉制度 教科書の該当箇所を読む。
（復習時間：2間以上）
の変遷（2）
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
イギリス、イタリア
や辞書などで調べて理解する。
（方法）
PowerPoint
宮村
（予習時間：2時間以上）
5
（内容）
諸外国の精神保健医療福祉制度 教科書の該当箇所を読む。
（復習時間：2時間以上）
の変遷（3）
フランス、韓国、ニュージーラ 授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
や辞書などで調べて理解する。
ンド
（方法）
PowerPoint
宮村
（予習時間：2時間以上）
6
（内容）
精神保健福祉士における活動の 教科書の該当箇所を読む。
（復習時間：2時間以上）
歴史
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
（方法）
や辞書などで調べて理解する。
PowerPoint
宮村
（予習時間：2時間以上）
7
（内容）
教科書の該当箇所を読む。
精神障害者支援の理念
（復習時間：2時間以上）
（方法）
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
PowerPoint
や辞書などで調べて理解する。
宮村
（予習：2時間以上）
8
（内容）
精神保健医療福祉領域における 教科書の該当箇所を読む。
（復習：2時間以上）
支援対象
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
（方法）
や辞書などで調べて理解する。
PowerPoint
宮村
（予習：2時間以上）
9
（内容）
教科書の該当箇所を読む。
精神障害者の人権
（復習：2時間以上）
（方法）
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
PowerPoint
や辞書などで調べて理解する。
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宮村
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宮村
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宮村
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宮村
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宮村
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宮村
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宮村
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宮村

18

宮村

19

宮村

（内容）
精神科リハビリテーションの概
要・歴史的変遷
（方法）
PowerPoint
（内容）
精神科リハビリテーションの理
念と意義・基本原則
（方法）
PowerPoint
（内容）
精神科リハビリテーションの構
成と展開（1）対象、精神保健
福祉士の役割
（方法）
PowerPoint
（内容）
精神科リハビリテーションの構
成と展開（2）専門職との連携
（方法）
PowerPoint
（内容）
精神科リハビリテーションの構
成と展開（3）リハビリテーシ
ョン施設
（方法）
PowerPoint
（内容）
精神科リハビリテーションの構
成と展開（4）関係機関、協力
組織
（方法）
PowerPoint
（内容）
精神科リハビリテーションのプ
ロセス（1）
リハビリテーション計画
（方法）
PowerPoint
（内容）
精神科リハビリテーションのプ
ロセス（2）
リハビリテーション評価
（方法）
PowerPoint
（内容）
精神科リハビリテーションのプ
ロセス（3）
アプローチの方法、病院と地域
（方法）
PowerPoint
（内容）
精神科リハビリテーションの展
開（1）
作業療法・レクリエーション療
法・集団精神療法
（方法）
PowerPoint

1989

（予習：2時間以上）
教科書の該当箇所を読む。
（復習：2時間以上）
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
や辞書などで調べて理解する。
（予習：2時間以上）
教科書の該当箇所を読む。
（復習：2時間以上）
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
や辞書などで調べて理解する。
（予習：2時間以上）
教科書の該当箇所を読む。
（復習：2時間以上）
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
や辞書などで調べて理解する。
（予習：2時間以上）
教科書の該当箇所を読む。
（復習：2時間以上）
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
や辞書などで調べて理解する。
（予習：2時間以上）
教科書の該当箇所を読む。
（復習2時間以上）
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
や辞書などで調べて理解する。
（予習：2時間以上）
教科書の該当箇所を読む。
（復習：2時間以上）
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
や辞書などで調べて理解する。
（予習：2時間以上）
教科書の該当箇所を読む。
（復習：2時間以上）
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
や辞書などで調べて理解する。
（予習：2時間以上）
教科書の該当箇所を読む。
（復習：2時間以上）
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
や辞書などで調べて理解する。
（予習：2時間以上）
教科書の該当箇所を読む。
（復習：2時間以上）
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
や辞書などで調べて理解する。
（予習：2時間以上）
教科書の該当箇所を読む。
（復習：2時間以上）
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
や辞書などで調べて理解する。
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宮村
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宮村
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宮村
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宮村
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宮村
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宮村
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宮村

27

宮村
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宮村

（内容）
精神科リハビリテーションの展
開（2）
行動療法、認知行動療法
（方法）
PowerPoint
（内容）
精神科リハビリテーションの展
開（3）
SST（社会生活技能訓練）
（方法）
PowerPoint
（内容）
精神科リハビリテーションの展
開（4）
家族教育プログラム
（方法）
PowerPoint
（内容）
精神科リハビリテーションの展
開（5）
精神科デイケア
（方法）
PowerPoint
（内容）
精神科リハビリテーションの展
開（6）
医療機関のアウトリーチ
（方法）
PowerPoint
（内容）
精神科リハビリテーションの展
開（7）
チーム医療、多職種との協働・
連携
（方法）
PowerPoint
精神科リハビリテーションの展
開（8）
住居支援、就労支援
（方法）
PowerPoint
地域リハビリテーション
地域生活支援とネットワーキン
グ
（方法）
PowerPoint
精神科リハビリテーション
精神科リハビリテーションの現
状と今後の課題
（方法）
PowerPoint

1990

（予習：2時間以上）
教科書の該当箇所を読む。
（復習：2時間以上）
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
や辞書などで調べて理解する。
（予習：2時間以上）
教科書の該当箇所を読む。
（復習：2時間以上）
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
や辞書などで調べて理解する。
（予習：2時間以上）
教科書の該当箇所を読む。
（復習：2時間以上）
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
や辞書などで調べて理解する。
（予習：2時間以上）
教科書の該当箇所を読む。
（復習：2時間以上）
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
や辞書などで調べて理解する。
（予習：2時間以上）
教科書の該当箇所を読む。
（復習：2時間以上）
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
や辞書などで調べて理解する。
（予習：2時間以上）
教科書の該当箇所を読む。
（復習：2時間以上）
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
や辞書などで調べて理解する。

（予習：2時間以上）
教科書の該当箇所を読む。
（復習：2時間以上）
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
や辞書などで調べて理解する。
（予習：2時間以上）
教科書の該当箇所を読む。
（復習：2時間以上）
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
や辞書などで調べて理解する。
（予習：2時間以上）
教科書の該当箇所を読む。
（復習：2時間以上）
授業で習った重要な用語、分からない用語を図書
や辞書などで調べて理解する。

授業科目名
英語科目名

臨床心理学
Clinical Psychology

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

村山

憲男

授業概要
【授業全体の内容】
臨床心理学は、人間心理的な適応や発達、障害・苦悩などの特徴を明らかにして、問題の査定や軽減・解消
を目指す学問である。授業では、臨床心理学の基礎を理解することを目的に、臨床心理学の定義や心理学にお
ける位置づけのほか、カウンセリングや心理アセスメントの具体的な内容を扱う。カウンセリングに関しては
一般的なコミュニケーションの特徴や傾聴、応答・質問の方法などが、心理アセスメントに関しては質問紙法
や投映法、知能検査、認知機能検査などが含まれ、いずれも授業のなかで体験する機会を設ける。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
臨床心理学やそれに近接する知識や技能は、現代社会における心身の健康を高めるニーズや心理的問題や精
神疾患を理解する上で重要である。本科目では、幅広く人間を理解するための理論や方法論を紹介し、それを
現実の生活へと応用する力を醸成することで、現代社会における生きる力の養成を目指す。
【授業の到達目標】
１．臨床心理学の定義や心理学における位置づけを理解し説明できる。
２．カウンセリングの特徴を理解し説明できる。
３．心理アセスメントの特徴を理解し説明できる。
成績評価
【成績評価の基準】
１．臨床心理学の定義や心理学における位置づけを理解し説明できる。（授業内試験・レポート）
２．カウンセリングの特徴を理解し説明できる。（授業内試験・レポート）
３．心理アセスメントの特徴を理解し説明できる。（授業内試験・レポート）
４．授業中の発言や予習・復習の取組状況によって受講態度を評価する。（平常点）
【成績評価の方法】
授業内試験・レポート80％、平常点20％。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
特になし。細かいルールを設ける必要が生じた際は、授業のなかで伝達する。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業で解説する。
【テキスト・参考書等】
特になし。資料等は必要に応じて適宜配布する。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：村山憲男
E‑mail：n‑murayama [at] juntendo‑u.ac.jp
※[at]を@に変更。順天堂大学でのメールアドレスは授業内で伝達する。
【オフィスアワー】
日時：月曜日12:10から12:45
場所：授業内で伝達する。
他の学生の相談時間と重複しないようにするため、できるだけ前週までにE‑mailで予約すること。
備考

1991

【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は養護教諭一種免許状取得に必要な科目のうち、「教職に関する科目」における必修科目として
位置づけられている。
受講者が20名以上になった場合、授業内容を変更する可能性がある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
村山 憲男
【予習：0時間】
1
（授業内容）
オリエンテーションとして、授
業の目的と概要、成績評価、履 【復習：2時間】
修上の注意について説明する。 臨床心理学の全体像について、学んだ知識を整理
また、臨床心理学の全体像につ しておく。
いて、最近のテーマを含めて解
説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山 憲男
【予習：2時間】
2
（授業内容）
カウンセリング①として、カウ 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
ンセリングの特徴、一般的なコ 【復習：2時間】
ミュニケーション、準拠枠など カウンセリングの特徴、一般的なコミュニケーシ
ョン、準拠枠などについて、学んだ知識を整理し
について解説する。
ておくとともに、体験型学習で課した課題に取り
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って 組む。
講義を進める。一部で体験型学
習を行う。
村山 憲男
【予習：2時間】
3
（授業内容）
カウンセリング②として、傾聴 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
について解説する。
傾聴について、学んだ知識を整理しておくととも
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って に、体験型学習で課した課題に取り組む。
講義を進める。一部で体験型学
習を行う。
村山 憲男
【予習：2時間】
4
（授業内容）
カウンセリング③として、面接 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
記録の取り方について解説する 【復習：2時間】
面接記録の取り方について、学んだ知識を整理し
。
ておくとともに、体験型学習で課した課題に取り
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って 組む。
講義を進める。一部で体験型学
習を行う。
村山 憲男
【予習：2時間】
5
（授業内容）
カウンセリング④として、応答 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
の方法について解説する。
応答の方法について、学んだ知識を整理しておく
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って とともに、体験型学習で課した課題に取り組む。
講義を進める。一部で体験型学
習を行う。
村山 憲男
【予習：2時間】
6
（授業内容）
カウンセリング⑤として、質問 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
の方法について解説する。
質問の方法について、学んだ知識を整理しておく
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って とともに、体験型学習で課した課題に取り組む。
講義を進める。一部で体験型学
習を行う。
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（授業内容）
カウンセリング⑥として、これ
までに学んだカウンセリングの
方法を用いた模擬カウンセリン
グを実施する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。一部で体験型学
習を行う。
（授業内容）
授業内試験・レポートにより到
達度を確認するとともに、知識
をより定着させたものにする。
（授業方法）
これまでの内容に関する授業内
試験・レポートを行い、この授
業内で解説する。
（授業内容）
心理アセスメント①として、ア
セスメントの特徴や質問紙法に
ついて解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。一部で体験型学
習を行う。
（授業内容）
心理アセスメント②として、質
問紙法についてより具体的に解
説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。一部で体験型学
習を行う。
（授業内容）
心理アセスメント③として、投
映法について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。一部で体験型学
習を行う。
（授業内容）
心理アセスメント④として、知
能検査法について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。一部で体験型学
習を行う。
（授業内容）
心理アセスメント⑥として、こ
れまでの行った結果をもとに、
心理アセスメントの報告書の作
成について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。一部で体験型学
習を行う。

1993

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
これまでに学んだカウンセリングの方法について
体系的に理解するとともに、体験型学習で課した
課題に取り組む。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
これまでに学んだカウンセリングの方法について
体系的に理解するとともに、体験型学習で課した
課題に取り組む。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：3時間】
アセスメントの特徴や質問紙法について、学んだ
知識を整理しておくとともに、体験型学習で課し
た課題に取り組む。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：3時間】
授業で扱った質問紙法について、学んだ知識を整
理しておくとともに、体験型学習で課した課題に
取り組む。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：3時間】
投映法について、学んだ知識を整理しておくとと
もに、体験型学習で課した課題に取り組む。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：3時間】
知能検査法について、学んだ知識を整理しておく
とともに、体験型学習で課した課題に取り組む。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：3時間】
これまで行った心理検査結果をもとに、心理アセ
スメントの報告書を実際に作成する。
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村山

憲男

（授業内容）
授業内試験・レポートにより到
達度を確認するとともに、知識
をより定着させたものにする。
（授業方法）
これまでの内容に関する授業内
試験・レポートを行い、この授
業内で解説する。
定期試験を実施しない

1994

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：3時間】
これまでに学んだ臨床心理学の各技法について体
系的に理解するとともに、体験型学習で課した課
題に取り組む。

授業科目名
英語科目名

健康栄養論
Health Nutrition

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

大留

光子

授業概要
[授業の全体内容]
「健康日本２１（第2次）」「食育基本法」における健康づくり施策を基盤として、それぞれのライフステー
ジでの取り組みがある。本授業では、公立学校での食教育の現状を把握するとともに、よりより健康教育・栄
養教育をめざすための栄養学の基礎を学び、健康支援についての専門知識と実践的技能の習得を目指す。また
、グループ討議や実践シュミレーション・プレゼンテーションを通して、コミュニケーション力・対人調整力
を養う。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
健康栄養論を通して栄養学・スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識を理解し教養を身に着け、健康につ
いての専門的知識と実践的技能の取得及び、健康支援についての専門的知識と実践的技能、コミュニケーショ
ン力・対人調整力を習得する。
①「対人調整力」（S、K、M）
□②「コミュニケーション力」（S、K、M）
■③「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」（S、K、M）
□④「①〜③を応用し表現する能力」（S、K、M）
□⑤「医学的知識を備えたスポーツ指導者の育成」（S）
□⑥「スポーツ指導現場に詳しいスポーツ医科学研究者の育成」（S）
□⑦「経営学・社会心理学・社会学を応用したスポーツマネジメントについての知識」（M）
□⑧「スポーツをヒト・モノ・カネ・情報という経営資源の側面からマネジメントできる（M）
■⑨「健康についての専門的知識と実践的技能の取得」（K）
■⑩「健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」（K)
□⑪資格対応科目
※S：スポーツ科学科、M：スポーツマネジメント学科、K：健康学科
[授業の到達目標]
①栄養学の基礎と公立学校における食育（食教育）の実態を理解し、日常生活や今後の仕事に活かすことが
できる。
②児童生徒の健康づくり施策及び指導法を学び、グループ活動・討議等を通して他者を理解し受け入れなが
ら提案や
意見することができる。
③健康的な食生活を実践しようとする意欲を持つことができる。
④講義（授業）の課題に対し積極的に取り組み、真の健康について考えを深めことができる。
成績評価
[成績評価の基準]
①栄養学の基礎と公立学校における食教育の実態についての理解度と日常生活に活かそうとする態度は、小
テスト・講義
感想にて評価する。
②成果発表により、積極的な意見交流の様子や具体的な指導法の編成を評価する。
③課題レポート内容により自らの生活を健康なものにしようとする意欲を評価する。
④予習プリント、グループ活動観察やグループ記録・報告により、真の健康についての考えを深める授業態
度・取り組み
姿勢を評価する。
[成績評価の方法]
課題レポート作成30％
20％
履修における留意事項

成果発表15％

授業態度・取り組む姿勢20％

1995

小テスト15％

授業感想シート提出

[履修要件]
特になし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
出席は、「授業後の感想」の提出を持って出席とする。
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
また、遅刻及び早退3回で、1回分の欠席としてカウントする。
[小テストに対するフィードバックの方法]
講義の中で、解答を提示し解説をする。
[テキスト・参考書等]
授業中に、適宜、資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
Ｅ−mail
qqr26bhd@leaf.ocn.ne.jp
［オフィスアワー］
授業終了後、およびメールにて質問等を受け付ける。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする
内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、養護教諭1種免許状の取得における選択必修科目2単位として位置付けられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
大留
（予習:2時間）
第1回
（授業内容）
（以下同）
ガイダンス「はじめの一歩」 授業の目的・内容、到達目標を理解し、この授業
（本講義の概略と講師自己紹介 に期待することについて意見をまとめる。
（復習:1時間）参考となった他者の意見をまとめ
）について理解を深める。
る。
（授業方法）
・シラバスを用いて、授業の概
略を説明する。
・パワーポイントにて、講師紹
介する。
・学びたい内容を発表する。
大留
（予習:2時間）
第2回
(授業内容）
正しい食事のあり方について理 食事をする時、気を付けている事柄は何かを考え
、予習プリントに記入し授業後提出する。
解する。
（復習：2時間）
（授業方法）
・予習プリントを用いて、食事 正しい食事のあり方とは何か、自分の考えをまと
に対する考えについてグループ め食生活を見直す。
討議し、他者との違い「食の私
事性」を認識する。
・基本的な望ましい食事形態に
ついて解説する。
大留
（予習2時間）
第3回
（授業内容）
・栄養と栄養素についての違い これまで習ってきた栄養・栄養素について予習プ
リントにまとめ授業に提出する。
について理解を深める。
・栄養素について学習する。 （復習2時間）
・グループ活動での意見をまとめる。
（授業方法）
・6〜8人程度のグループになり ・栄養と栄養素の違いについて理解を深めておく
、予習を基に意見交流する。 。
・栄養・栄養素について解説す
る。

1996

第4回

大留

第5回

大留

第6回

大留

第7回

大留

（予習:2時間）
（授業内容）
小・中学校での栄養指導につい 前日の食事内容を記入し、食べた食品を3つの色
及び六つの基礎食品に分別し、予習プリントに記
て理解を深める。
黄・赤・緑の３つの色の食べ物 入の上授業後提出する。
・六つの基礎食品について復習 （復習：2時間）
講義で取り上げた栄養バランス診断を基に、後日
する。
の食事内容をチェックし、健康的な食事をめざす
（授業方法）
・6〜8人程度のグループになり 。
、予習を基に意見交流する。
・小・中学校の栄養指導につい
て解説する。
（予習:3時間）
（授業内容）
・生活調査を基に、一日の消費 ・平均的な平日の活動を「生活調査表」に記入し
エネルギー算出方法を理解する 、活動時間（1440分）となるようまとめj授業後
提出する。
。
・高等学校家庭科での栄養指導 ・２〜３回の講義内容を復習し、小テストに備え
る。
について学習する。
（復習：2時間）
（授業方法）
・6〜8人程度のグループになり 生活調査結果を踏まえて、後日の食事内容を消費
、予習を基に意見交流する。 エネルギーとともに食事四群点数を用いて栄養診
・消費エネルギー算出方法と食 断し、食生活を見直す。
事四点食品群法について解説す
る。
★小テストの実施
（予習:２時間）
（授業内容）
・成人の栄養指導について理解 ・自分の一日の摂取エネルギーを基に食事計画を
立て、予習プリントにまとめ授業後提出する。
を深める。
・厚労省・農水省「食事バラン ・４回の講義内容を復習し、小テストに備えてお
スガイド」及び、健康日本21（ く。
第二次）について学習する。 （復習2時間：）
後日の食事内容を、食事バランスガイドを用いて
（授業方法）
・6〜8人程度のグループになり 栄養診断し、
、予習を基に意見交流する。 食事計画の見直しをする。
・食事バランスガイド及び健康
日本２１（第二次）について解
説する。
★小テスト２の実施
（予習:3時間）
（授業内容）
・我が国の健康と栄養の状況に ・我が国の疾病等による死亡率を調べまとめてお
く。
ついて理解を深める。
・データでみる日本人の死亡率 ・５〜６回の講義内容を復習し、小テストに備え
と生活習慣病の関連について学 ておく。
習する。
（復習：2時間）
（授業方法）
・我が国の疾病による死亡率・ 生活習慣病を理解し、予防法等を考え食事作りに
その原因についてデータを基に 活かせるようまとめておく。
解説する。
・6〜8人程度のグループになり
、生活習慣病予防について意見
交流する。
★小テスト３の実施

1997

第8回

大留

第9回

大留

第10回

大留

第11回

大留

（授業内容）
・栄養指導は生き方指導に通ず
ることについて、理解を深める
。
・健康日本２１における国の健
康施策について学習する。
（授業方法）
・6〜8人程度のグループになり
、「どんな人生を送りたいか」
予習プリントを基に意見交流す
る。
・健康日本２１について解説す
る。
★小テスト４の実施
（授業内容）
・生活リズムと食事について理
解を深める。
・朝食の重要性について学習す
る。
（授業方法）
・6〜8人程度のグループになり
、予習を基に意見交流する。
・朝食が一日のスタートに欠か
せない３つのポイントについて
解説する。
★小テスト５実施
（授業内容）
・食事管理が運動パフォーマン
スを左右することについて理解
を深める。
・スポーツ栄養について学習す
る。
（授業方法）
・6〜8人程度のグループになり
、予習を基に意見交流する。
・スポーツ栄養について解説す
る。
（授業内容）
・食事管理が運動に適した身体
作りすることについて理解を深
める。
・ダイエットと食事について学
習する。
（授業方法）
・6〜8人程度のグループになり
、予習を基に意見交流する。
・機能性食品と健康的なスタイ
ルとは何かについて解説する。
★小テスト６の実施

1998

（予習:2時間）
・「あなたのライフステージを考えよう」につい
て予習プリントにまとめておき授業後提出する。
また、グループ活動のために意見をまとめておく
。
・７回の講義内容を復習し、小テストに備えてお
く。
（復習:2時間）
・グループ内や、他のグループの自分とは異なる
意見を理解しまとめておく。
・ＱＯＲを高める生活とは何か理解を深め、自分
のライフステージを見直してみる。

（予習:２時間）
・授業前3日間の生活リズムを記録し、予習プリ
ントにまとめ授業後提出する。
・８回の講義内容を復習し、小テストに備えてお
く。
（復習：１時間）
正しい生活リズムが健康に関係することを理解し
、生活改善を工夫してみる。

（予習:3時間）
スポーツ飲料等の種類とその効能について調べ、
まとめて授業後提出する。
（復習:2時間）
スポーツ栄養の必要性について理解し、スポーツ
飲料の活用を含め食生活に活かす手立ての考えを
まとめておく。

（予習:2時間）
・機能性表示食品の種類とその効能について調べ
、まとめたのち授業後提出する。
・調べたことについて意見をまとめ、発表の準備
をしておく。
・９〜１０回の講義内容を復習し、小テストに備
えておく。
（復習:２時間）
・ダイエットの必要性について機能性表示食品の
活用を含め、健康体重の保持法について理解を深
めておく。
・グループ活動を活性化するための方策を考えて
おく。

第12回

大留

第13回

大留

第14回

大留

（授業内容）
・生きていくための食事が、ア
レルギーにより危険となること
について、理解を深める。
・食物アレルギーの機序につい
て学習する。
・成果発表方法について学習す
る。
（授業方法）
・6〜8人程度のグループになり
、予習を基に意見交流する。
・食物アレルギー・学校におけ
るその対応について解説する。
★小テスト7
の実施
（授業内容）
・学校での健康教育・食育推進
について理解を深める。
・学校現場での取り組みについ
て学習する。
（授業方法）
・食育基本法について解説する
。
・6〜8人程度のグループになり
、予習を基に、食育推進の実践
シュミレーションを行う。
＊レポート提出開始
（授業内容）
・健康教育の重要性とその方法
について理解する。
・授業を通して学んだことをも
とに、健康活動について、意見
をまとめる。
（授業方法）
・6〜8人程度のグループになり
、予習を基に、食育推進の実践
シュミレーションを行う。
・グループ活動の成果発表を行
う。
・自らが実践する内容を発表す
る。
課題レポート提出

1999

（予習：2時間）
・食物アレルギーのアレルゲンにはどんなものが
あるか、学校におけるアレルギー事故について調
べ、まとめておく。また、事故を防ぐための対応
についての考えを発表できるよう準備しておく。
・成果発表の効果的な方法について学習しておく
。
（復習:2時間）
・学校給食でのアレルギー対応について理解を深
めておく。
・他のグループの参考意見などをまとめておく。

（予習:２時間）
・食育基本法・食育推進計画について調べ、まと
めておく。
・健康指導者として、推進内容の提案をシュミレ
ーションし、予習プリントに記入し意見をまとめ
授業後提出する。
（復習:２時間）
・公立学校での食育推進について理解を深めてお
く。
・実践シュミレーションの結果、指摘事項等まと
め改善案を考えておく。

（予習：３時間）
・これまでの授業を振り返り、授業後取り組む健
康実践内容を考えプリントに記入し授業後提出す
る。
・聞きやすい発表方法を構築し、プレゼンテーシ
ョンの予行を十分に行っておく。
（復習：３時間）
・他の発表で参考となった事柄や、次に活かした
いプレゼンテーション手法についてまとめる。
・他の発表で参考になったことを踏まえ、具体的
な実践計画を立て実行していく。

授業科目名
英語科目名

健康運動指導法
Teaching Methods of Conditioning Exercise

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

涌井

佐和子

授業概要

2000

[授業全体の内容]
健康づくりのための身体活動支援・運動指導の基本について学ぶ。具体的には、健康づくり施策と健康運動
指導士の社会的役割、健康づくりのための身体活動基準2013とアクティブガイド、健康日本21（第二次）にお
ける社会環境の整備、身体活動量の定量法とその実際、運動プログラム作成の基本、健診結果の読み方、メデ
ィカルチェックの重要性、服薬者の運動プログラム作成上の注意、全身持久力を高めるための有酸素性運動の
基本的事項、運動の必要性やトレーニング効果、青少年期の成長発育と運動、行動変容の理論、行動変容理論
の実践的適用、運動の健康行動（禁煙など）への影響、についての内容の理解を目指す。
[学位授与方針に定められた知識・能力との関連]
□①「対人調整力」（S、K、M）
□②「コミュニケーション力」（S、K、M）
■③「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」（S、K、M）
□④「①〜③を応用し表現する能力」（S、K、M）
□⑤「医学的知識を備えたスポーツ指導者の育成」（S）
□⑥「スポーツ指導現場に詳しいスポーツ医科学研究者の育成」（S）
□⑦「経営学・社会心理学・社会学を応用したスポーツマネジメントについての知識」（M）
□⑧「スポーツをヒト・モノ・カネ・情報という経営資源の側面からマネジメントできる（M）
■⑨「健康についての専門的知識と実践的技能の取得」（K）
■⑩「健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」（K)
□⑪資格対応科目
※S：スポーツ科学科、M：スポーツマネジメント学科、K：健康学科
[授業の到達目標]
1.健康づくり施策を理解し、健康づくりにおける健康運動指導士の役割について理解する。
2.健康づくりのための身体活動基準2013の考え方を理解し、健康づくりのための身体活動指針（アクティブガ
イド）による運動指導ができる。
3.健康づくり施策における身体活動・運動推進のための社会環境について説明できる。
4.エネルギー代謝、エネルギー必要量とその測定方法とそれらの違いについて理解するとともに、身体活動量
について説明できる。
5.運動プログラム作成の基本的な考え方（基本原則、種類、プログラム構成、持久性運動）を理解し、対象特
性に合わせた運動プログラムが作成できるようになる。
6.運動プログラム作成の基本的な考え方（筋抵抗性運動、ストレッチング、ゲーム運動、生活活動、効果判定
、継続性）を理解し、対象特性に合わせた運動プログラムが作成できるようになる。
7.特定健康診査の検査項目の基準値について理解し、保健指導判定値、受診勧奨値を説明できる。
8.運動のための内科的メディカルチェックの重要性を理解し、メディカルチェックの内容が説明できるように
なる。
9.生活習慣病罹患者が服用する薬が運動プログラム作成に及ぼす影響を理解し、運動プログラム内容を調整で
きるようになる。
10.全身持久力を高めるための有酸素性運動の基本的事項、運動の必要性やトレーニング効果について理解す
る。
11.青少年期の成長、発育の特徴について理解し、運動の必要性やトレーニング効果について説明できる。
12.加齢に伴う生理学的変化と運動効果について学習し、運動様式別の運動効果についてライフステージ別に
理解する。
13.成果をもたらすためには行動の継続が重要であることを理解し、行動変容を生じさせることを目的とした
行動変容理論・モデルおよび技法についての知識を習得する。
14. 運動の健康行動（禁煙など）への影響についての基本的事項を説明できる。
[学生にのぞむこと]
生涯を通しての健康づくりを展開するための運動指導法について、単なる運動処方にとどまらず、集団指導の
方法、仲間づくりや組織作りなどのサークル活動の展開、更に運動習慣の確立方法など、健康づくりのための
幅広い視野と素養を身に着け、健康運動のための指導方法の基礎を習得してください。
成績評価

2001

[成績評価の基準]
1．授業中の発言やグループワーク、授業コメントカードへのまとめ等の状況によって評価する（平常点）20
％
2．身体活動評価、減量の目安計算、運動強度と歩行に関する計算、地域における健康づくり指導の実態に関
してまとめることができる（レポート課題）40％
3.健康運動指導分野の基本的な用語意味を理解している（定期試験）40％
[成績評価の方法]
①授業態度・取り組む姿勢：発表内容、出席カードへの授業コメントによりA（20点）、B（15点）、C（10点
）、D（5点）判定を行う。
②レポート課題：１課題についてA（20点）、B（15点）、C（10点）、D（5点）、未提出（0点）判定を行い、
加算する。最終的に合計得点を40点満点に換算する。
③筆記試験：100点満点にて、選択式25問、筆記1〜2問を予定している。最終的に40点満点に換算する。
最終的に①②③を合計する。
履修における留意事項
健康運動指導士受験資格取得に必要な単位です。
授業計画は進行状況により前後することがあります。
健康運動指導法実習を受講予定の者は、事前にこの授業を受講してください。
欠席時に出題された課題は原則翌週提出してください。
1回の授業について、 3分の2以上の出席時間がない場合は、その授業を欠席扱いとする。
[試験等の課題に対するﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法]
課題は後日出席カードに挟んで返却します。
[テキスト]
指定のテキストはありません。推薦書は適宜紹介します。
[履修要件]
なし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
この授業科目は、健康運動指導士受験資格取得に必要な科目であるため、試験範囲に対応した内容を扱う。
扱う範囲が広いので能動的に取り組むこと。
30分以上の遅刻・早退は3回で1回の欠席扱いとします。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
レポート、課題については、授業内で必要な情報や改善内容を示す。
[テキスト・参考書等]
財団法人健康運動指導士養成講習テキスト（上・下）
購入方法については教務課へ確認ください。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：涌井 佐和子
E‑mail: swakui[at]juntendo.ac.jp （［at］を@に変更してください）
［オフィスアワー］
<さくらキャンパス>
日時： 前期水曜日 12:00〜12:40
場所: 1号館4階1402室
できるだけE‑mailで予約をしてください。先約がある場合にはそちらを優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義形態による 2単位の科目であり、授業30時間と準備学習 60 時間の計 90 時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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[授業内容]
授業のねらいやスケジュールに
ついて理解を深める。
健康づくり施策を理解し、健康
づくりにおける健康運動指導士
の役割について理解する。
[授業方法]
授業のねらいやスケジュールに
ついて解説する。
健康づくり施策を理解し、健康
づくりにおける健康運動指導士
の役割について解説する。
［授業内容］
健康づくりのための身体活動基
準2013の考え方を理解し、健康
づくりのための身体活動指針（
アクティブガイド）による運動
指導について理解を深める。
［授業方法］
健康づくりのための身体活動基
準2013の考え方を理解し、健康
づくりのための身体活動指針（
アクティブガイド）による運動
指導について解説する。
［授業内容］
健康づくり施策における身体活
動・運動推進のための社会環境
について理解する。
［授業方法］
健康づくり施策における身体活
動・運動推進のための社会環境
について解説する。

［授業内容］
エネルギー代謝、エネルギー必
要量とその測定方法とそれらの
違いについて理解するとともに
、身体活動量について理解する
。
［授業方法］
エネルギー代謝、エネルギー必
要量とその測定方法とそれらの
違いについて理解するとともに
、身体活動量について解説する
。身近な事例についてまとめる
。

2003

（予習：2時間）
シラバスを読み、今後の学習スケジュールの見通
しを持つ。
（復習：2時間）
シラバスを再度読み返し、今後の学習スケジュー
ルの見通しを再確認する。
健康づくり施策を理解し、健康づくりにおける健
康運動指導士の役割についての資料を読み返し、
整理する。
（課題）
なし
（予習：2時間）
健康づくりのための身体活動基準2013の考え方を
理解し、健康づくりのための身体活動指針（アク
ティブガイド）による運動指導についての資料を
読み、概要を把握する。
（復習：2時間）
健康づくりのための身体活動基準2013の考え方を
理解し、健康づくりのための身体活動指針（アク
ティブガイド）による運動指導についての資料を
整理する。
（課題）
練習問題
（予習：2時間）
健康づくり施策における身体活動・運動推進のた
めの社会環境についての資料を読み、概要を把握
する。
（復習：2時間）
健康づくり施策における身体活動・運動推進のた
めの社会環境についての資料を整理する。
（課題）
なし
（予習：2時間）
エネルギー代謝、エネルギー必要量とその測定方
法とそれらの違いについて理解するとともに、身
体活動量についての資料の概要を把握する。
（復習：2時間）
エネルギー代謝、エネルギー必要量とその測定方
法とそれらの違いについて理解するとともに、身
体活動量についての資料を整理する。
（課題）
練習問題
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[授業内容]
運動プログラム作成の基本的な
考え方（基本原則、種類、プロ
グラム構成、持久性運動）を理
解し、対象特性に合わせた運動
プログラムの作成法について学
ぶ。
[授業方法]
運動プログラム作成の基本的な
考え方（基本原則、種類、プロ
グラム構成、持久性運動）を理
解し、対象特性に合わせた運動
プログラム作成について解説す
る。身近な事例について討議す
る。練習課題に取り組む。
［授業内容］
運動プログラム作成の基本的な
考え方（筋抵抗性運動、ストレ
ッチング、ゲーム運動、生活活
動、効果判定、継続性）を理解
し、対象特性に合わせた運動プ
ログラムについて理解する。
［授業方法］
運動プログラム作成の基本的な
考え方（筋抵抗性運動、ストレ
ッチング、ゲーム運動、生活活
動、効果判定、継続性）につい
て解説する。身近な事例につい
て調べる。
［授業内容］
特定健康診査の検査項目の基準
値について理解し、保健指導判
定値、受診勧奨値を理解する
［授業方法］
特定健康診査の検査項目の基準
値について理解し、保健指導判
定値、受診勧奨値について解説
する。

［授業内容］
運動のための内科的メディカル
チェックの重要性を理解する。
［授業方法］
運動のための内科的メディカル
チェックの重要性やメディカル
チェックの内容を解説する。身
近な事例について調べる。練習
問題を行う。

2004

（予習：2時間）
運動プログラム作成の基本的な考え方（基本原則
、種類、プログラム構成、持久性運動）の資料の
内容を把握する。
（復習：2時間）
運動プログラム作成の基本的な考え方（基本原則
、種類、プログラム構成、持久性運動）を理解し
、対象特性に合わせた運動プログラムの資料の内
容を整理する。
（課題）
なし

（予習：2時間）
運動プログラム作成の基本的な考え方（筋抵抗性
運動、ストレッチング、ゲーム運動、生活活動、
効果判定、継続性）を理解し、対象特性に合わせ
た運動プログラムについての資料を読んで把握す
る。
（復習：2時間）
運動プログラム作成の基本的な考え方（筋抵抗性
運動、ストレッチング、ゲーム運動、生活活動、
効果判定、継続性）についての資料を整理する。
（課題）
なし
（予習：2時間）
特定健康診査の検査項目の基準値について理解し
、保健指導判定値、受診勧奨値の資料を読み、内
容を把握する。
（復習：2時間）
特定健康診査の検査項目の基準値について理解し
、保健指導判定値、受診勧奨値の資料を整理する
。
（課題）
なし
（予習：2時間）
運動のための内科的メディカルチェックの重要性
に関する資料を読み、内容を把握する。
（復習：2時間）
運動のための内科的メディカルチェックの重要性
やメディカルチェックの内容に関する資料を読み
返して整理する。練習問題を行う。
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[授業内容]
生活習慣病罹患者が服用する薬
が運動プログラム作成に及ぼす
影響や運動プログラム内容の調
整について理解する
[授業方法]
生活習慣病罹患者が服用する薬
が運動プログラム作成に及ぼす
影響や運動プログラム内容の調
整法について解説する。身近な
事例について調べる。練習問題
を行う。
［授業内容］
全身持久力を高めるための有酸
素性運動の基本的事項、運動の
必要性やトレーニング効果につ
いて理解する。
［授業方法］
全身持久力を高めるための有酸
素性運動の基本的事項、運動の
必要性やトレーニング効果につ
いて解説する。
［授業内容］
青少年期の成長、発育の特徴に
ついて理解し、運動の必要性や
トレーニング効果について理解
する。
［授業方法］
青少年期の成長、発育の特徴に
ついて理解し、運動の必要性や
トレーニング効果について解説
する。身近な事例について調べ
る。
［授業内容］
成果をもたらすためには行動の
継続が重要であることを理解し
、行動変容を生じさせることを
目的とした行動変容理論・モデ
ルおよび技法についての知識を
習得する。
［授業方法］
成果をもたらすためには行動の
継続が重要であること、行動変
容を生じさせることを目的とし
た行動変容理論・モデルおよび
技法について解説する。自身の
状態について調べる。

2005

（予習：2時間）
生活習慣病罹患者が服用する薬が運動プログラム
作成に及ぼす影響や運動プログラム内容の調整法
についての資料を読んで把握する
（復習：2時間）
生活習慣病罹患者が服用する薬が運動プログラム
作成に及ぼす影響や、運動プログラム内容の調整
法についての資料を整理する。
（課題）
なし

（予習：2時間）
全身持久力を高めるための有酸素性運動の基本的
事項、運動の必要性やトレーニング効果について
の資料を読んで把握する。
（復習：2時間）
全身持久力を高めるための有酸素性運動の基本的
事項、運動の必要性やトレーニング効果について
の資料を整理する。
（課題）
なし
（予習：2時間）
青少年期の成長、発育の特徴、運動の必要性やト
レーニング効果についての資料を読んで把握する
。
（復習：2時間）
青少年期の成長、発育の特徴、運動の必要性やト
レーニング効果についての資料を整理する。
（課題）
なし
（予習：2時間）
行動変容を生じさせることを目的とした行動変容
理論・モデルおよび技法についての資料を読んで
、把握する。
（復習：2時間）
行動変容を生じさせることを目的とした行動変容
理論・モデルおよび技法についての資料を整理す
る。
（課題）
なし
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［授業内容］
対象者の特徴、ニーズおよび文
脈（場面、状況など）を探り、
それらの情報を反映させて、行
動変容理論・モデルおよび技法
を適用する方法を理解する。
［授業方法］
対象者の特徴、ニーズおよび文
脈（場面、状況など）を探り、
それらの情報を反映させて、行
動変容理論・モデルおよび技法
を適用する方法を解説し、自己
管理の方法について討議する。
［授業内容］
運動の健康行動（禁煙など）へ
の影響についての基本的事項を
理解する。
［授業方法］
運動の健康行動（禁煙など）へ
の影響について解説する。自己
管理の方法について討議する。

定期試験

2006

（予習：3時間）
対象者の特徴、ニーズおよび文脈（場面、状況な
ど）を探り、それらの情報を反映させて、行動変
容理論・モデルおよび技法を適用する方法の資料
を読み、把握する。
（復習：3時間）
対象者の特徴、ニーズおよび文脈（場面、状況な
ど）を探り、それらの情報を反映させて、行動変
容理論・モデルおよび技法を適用する方法の資料
を整理する。
（課題）
自身および身近な人の行動変容のための計画を立
案する。
（予習：3時間）
運動の健康行動（禁煙など）への影響についての
資料を読み、把握する。
（復習：3時間）
運動の健康行動（禁煙など）への影響についての
資料を整理する。
（課題）
自身の生活を振り返り、運動の健康行動への影響
についてまとめる。

授業科目名
英語科目名

学校保健学
School Health

対象学年

2

2

授業形態
開講学期

講義
前期

単位数

2.0

科目責任者 釆女 智津江
科目担当者
釆女 智津江
授業概要
［授業の全体の内容］
近年の社会環境の急激な変化は、児童生徒の心身の健康に大きな影響を及ぼし、いじめや不登校、ネット依
存などの心の健康問題、アレルギー疾患、生活習慣、性に関する問題など複雑・多様化しており、学校では、
これらの問題に適切に対応することが求められている。この授業科目では、学校保健（学校安全含む）の意義
、目的、法的な位置づけ、学校保健活動を展開するに当たっての基本的な考え方、方法等について学ぶ。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ健康科学分野における健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」及び「
健康についての専門知識と実践的技能の習得」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1.学校保健の意義、目的、方法、関係者（管理職、養護教諭、教諭等、保護者、学校医、関係機関等）の役割
及び連携の必要性を理解し説明できる。
２．学校保健の３領域（保健管理、保健教育、保健組織活動）の内容について理解し、学校保健計画の立案方
法等について説明できる。
３．児童生徒の心身の健康課題の現状を理解し、解決に向けて基本的な考え方や解決方法について説明するこ
とができる。
４．健康安全に関する危機管理（事件・事故・災害）及び生活安全・交通安全・災害安全の領域について現状
の課題を理解し、解決するための管理・教育の両面からの具体的な取組を説明することができる。
成績評価
［成績評価の基準］
１．学校保健の意義、目的、方法、関係者の役割及び連携の必要性を理解し説明することができる（定期試験
）
２．学校保健の３領域の内容について理解し、学校保健計画の立案方法等について説明することができる（グ
ループワーク・定期試験）
３．児童生徒の心身の健康課題の現状を理解し、解決に向けて基本的な考え方や解決方法について説明するこ
とができる（レポート、グループワーク、定期試験）
４．健康安全に関する危機管理（事件・事故・災害）及び生活安全・交通安全・災害安全の領域について現状
の課題を理解し、解決するための管理・教育の両面からの具体的な取組を説明することができる。（グループ
ワーク、定期試験）
５．授業中の発言やグループワークの取組状況によって受講態度を評価する（平常点）
［成績評価の方法］
定期試験（60％）、課題レポート（10%）, グループワーク（20％）、平常点（10%）
履修における留意事項

2007

［履修要件］
特になし
［履修上の注意（科目独自のルール）］
1回の授業で3分の２以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。また、遅刻・早退3回で
、1回分の欠席とする。なお、欠席３回でレポート1 課題提出とする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
グループワークの課題については、ワークシートの提出を原則とし、学生の理解度を見て再度解説を加え、
翌週返却する。レポートの課題も同。
［テキスト参考書等］
１．教職員のための子どもの健康観察の方法と問題への対応，文部科学省平成21年
２．渡邉正樹他著，学校保健概論第2版，光生館,平成29年
３．生きる力をはぐくむ学校での安全教育，文部科学省，平成22年
４．生徒指導提要，文部科学省，平成22年
5．学校環境衛生管理マニュアル，文部科学省，平成22年
１〜５は参考図書の紹介で、グループワークやrepo‑toレポート作成の際に参考になる。
授業ごとに資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：釆女 智津江
E‑mail cuneme［at］juntendo.ac.jp
＊［at］を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
月曜日16:50〜18:30，火曜日15:00〜18:00, 水曜日 16:50〜18:00 1号館４階1419 健康教育学研究室
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習60時間の計90時間の学
習を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、養護教諭１種免許の取得に必要な「養護に関する科目」における必修科目として位置付け
られている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
釆女 智津江
(予習：2時間）学校保健にかかわる法律（学校保
1
［授業内容］
テーマ：オリエンテーション及 健安全法等）について調べておく。
び学校保健の領域構造
・オリエンテーション、学校保 （復習：2時間）学校保健の意義、目的、現状の
健にかかわる法令、意義・目的 課題について理解できたことをまとめる。
、学校保健の3領域について基
本的な概念について解説する。
［授業方法］
・プリントの配布とスライドを
用いて講義を進める。

2008

2

釆女

智津江

3

釆女

智津江

4

5

釆女

釆女

智津江

智津江

予習：2時間）中央教育審議会答申（H20)および
［授業内容］
テーマ：近年の学校保健の動向 学校保健安全法の概要について調べておく。
・中央教育審議会答申及び学校
保健安全法について解説する。 （復習：2時間）学校保健の課題について、まと
める。
［授業方法］
・プリントの配布とスライドを
用いて講義を進める。
・学校保健の課題についてグル
ープワークを行い、話し合い、
発表する。
（予習:2時間）学校保健統計調査（文部科学省）
［授業内容］
から、健康診断結果を読み取り、学齢期に多い疾
テーマ：・健康診断
・学校における健康診断の法規 病を把握しておく。
定、種類、実施方法、事後措置
、学級担任等の役割について解 （復習：2時間）健康診断における学級担任の役
割についてまとめる。
説する。
［授業方法］
・プリントの配布とスライドを
用いて講義を進める。
［授業内容］
テーマ：保健室、救急処置及び
救急体制
・学校における保健室の役割、
救急処置の特質、目的、範囲、
救急体制づくり、セーフティプ
ロモーションの考え方について
解説する。
［授業方法］
・プリントの配布及びスライド
・ＤＶＤを用いて講義を進める
。
・心肺蘇生法に関する小テスト
の実施
［授業内容］
テーマ：疾病管理‑1（感染症・
アレルギー熱中症）
・感染症の予防、アレルギー疾
患への対応,熱中症など健康に
関する危機管理について解説す
る。
［授業方法］
・プリントの配布とスライドを
用いて講義を進める。
・アレルギー対応については、
給食誤食事故例をモデルとした
教員用啓発資料（ビデオ）を視
聴させ、課題を与える。グルー
プで改善点を話し合い、発表す
る。

2009

（予習:2時間）スポーツ振興センターが調査して
いる、学校事故発生状況の結果から、学校事故の
現状と課題をまとめておく。
（復習：2時間）学校における救急体制づくりに
おける留意点についてまとめる。

予習：３時間）・近年発生している学校給食誤食
事故について調べ、事故に至った要因を考察して
おく。
・スポーツ振興センターの学校事故調査における
熱中症発生状況の現状について調べておく。
（復習：3時間）・アレルギーについての基本的
対応が記されている「学校のアレルギー疾患に対
する取り組みガイドライン」日本学校保健会、文
部科学省監修を読んでまとめる。
・熱中症予防の取組についてまとめ

6

7

8

9

釆女

釆女

釆女

釆女

智津江

智津江

智津江

智津江

（予習2時間）学校環境衛生基準について法規定
［授業内容］
について調べておく。
テーマ：学校環境衛生
・学校環境衛生の理論と基準に
（復習2時間）学校環境衛生活動の進め方につい
ついて解説する。
てまとめる。
［授業方法］
・プリントの配布とスライドを
用いて講義を進める。
・与えられた課題に対して、グ
ループで話し合い、発表する。
［授業内容］
テーマ：健康相談‑1
・児童生徒のメンタルヘルス（
いじめ、不登校、虐待、発達障
害、自殺等）に関する問題の現
状と対応方法を理解する。
［授業方法］
・プリントの配布及とスライド
を用いて講義を進める。
・いじめ、不登校の問題の解決
策について、グループで話し合
い、発表する。
［授業内容］
テーマ：健康相談‑2
・健康相談におけるカウンセリ
ングの活用及びカウンセリング
の基本的な技法について解説す
る。
［授業方法］
・プリントの配布とスライドを
用いて講義を進める。
・カウンセリングの演習を行う
。
［授業内容］
テーマ：保健教育‑1
・教育課程における保健教育の
位置付け及び学習指導要領の基
本的な考え方について解説する
。
［授業方法］
・プリントの配布とスライドを
用いて講義を進める。
・小テストを行う。

2010

（予習:3時間）「児童生徒等の問題行動等生徒指
導上の諸問題に関する調査」文部科学省から、い
じめ、不登校の現状について調べ、問題の背景を
考察する。
（復習：3時間）地域の関係機関をあげ、業務内
容、役割を調べてまとめる。

（予習2時間）カウンセリングの技法には、どの
ようなものがあるか調べておく。
（復習2時間）学齢期に多い精神疾患について調
べておく。

（予習2時間）学習指導要領保健体育編および特
別活動編を読んで相違点を考察しておく。
（復習2時間）特別活動の保健指導案を子どもの
学年およびテーマを設定して作成する。

10

11

12

13

釆女

釆女

釆女

釆女

智津江

智津江

智津江

智津江

［授業内容］
テーマ：保健教育‑2
・特別活動における保健指導の
位置づけ、実施方法について解
説する。
［授業方法］
・プリントの配布及びスライド
・ＤＶＤを用いて講義を進める
。
・与えられた課題に対して、グ
ループで話し合い、発表する。
［授業内容］
テーマ：保健組織活動‑1
・保健組織活動の必要性、種類
、展開方法、学校保健委員会の
運営方法等ついて解説する。
［授業方法］
・プリントの配布とスライドを
用いて講義を進める。
・与えられた課題に対して、グ
ループで話し合い、発表する。
・
［授業内容］
テーマ：・保健組織活動‑2
・地域の小・中・高等学校等が
合同で行う地域学校保健委員会
の有効性及び実施方法について
解説する。

（予習2時間）学習指導要領特別活動編に記載さ
れている学級活動の内容から保健指導の位置付け
について把握しておく。
（復習2時間）保健指導案を完成させる。

（予習2時間）校内組織とはどのようなものか、
特別活動に位置付けられている児童生徒会活動と
は、どのような目標のもとに実施されるものか調
べておく。
（復習2時間）学校保健委員会運営計画を完成さ
せる。

（予習2時間）学校保健委員会のメンバー構成に
ついて調べておく。
（復習2時間）地域学校保健委員会の運営方法、
事後措置についての在り方についてまとめる。

［授業方法］
・プリントの配布とスライドを
用いて講義を進める。
・地域学校保健委員会の運営案
をグループで作成する。
(予習2時間）近年における災害の発生状況につい
［授業内容］
て調べておく。
テーマ：学校安全‑1
・学校安全の意義、内容、安全 （復習2時間）健康/安全に関わる危機管理におけ
管理（生活・交通・防災）、安 る現状の問題点についてまとめる。
全教育、学校安全計画について
解説する。
［授業方法］
・プリントの配布及びスライド
・ＤＶＤを用いて講義を進める
。

2011

14

15

釆女

智津江

［授業内容］
テーマ：学校給食（食育）
・学校給食の役割、目標、食育
の必要性、食中毒予防について
解説する。
［授業方法］
・プリントの配布とスライドを
用いて講義を進める。
・学校給食の課題についてグル
ープワークを行い、話し合い、
発表する。
定期試験

2012

（予習2時間）食育とは何かについて調べておく
。
（復習2時間）食に関する指導にはどのように進
めるか、まとめる。

授業科目名
英語科目名

学校保健学
School Health

対象学年

2

2

授業形態
開講学期

講義
前期

単位数

2.0

科目責任者 釆女 智津江
科目担当者
釆女 智津江
授業概要
［授業の全体の内容］
近年の社会環境の急激な変化は、児童生徒の心身の健康に大きな影響を及ぼし、いじめや不登校、ネット依
存などの心の健康問題、アレルギー疾患、生活習慣、性に関する問題など複雑・多様化しており、学校では、
これらの問題に適切に対応することが求められている。この授業科目では、学校保健（学校安全含む）の意義
、目的、法的な位置づけ、学校保健活動を展開するに当たっての基本的な考え方、方法等について学ぶ。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ健康科学分野における健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」及び「
健康についての専門知識と実践的技能の習得」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1.学校保健の意義、目的、方法、関係者（管理職、養護教諭、教諭等、保護者、学校医、関係機関等）の役割
及び連携の必要性を理解し説明できる。
２．学校保健の３領域（保健管理、保健教育、保健組織活動）の内容について理解し、学校保健計画の立案方
法等について説明できる。
３．児童生徒の心身の健康課題の現状を理解し、解決に向けて基本的な考え方や解決方法について説明するこ
とができる。
４．健康安全に関する危機管理（事件・事故・災害）及び生活安全・交通安全・災害安全の領域について現状
の課題を理解し、解決するための管理・教育の両面からの具体的な取組を説明することができる。
成績評価
［成績評価の基準］
１．学校保健の意義、目的、方法、関係者の役割及び連携の必要性を理解し説明することができる（定期試験
）
２．学校保健の３領域の内容について理解し、学校保健計画の立案方法等について説明することができる（グ
ループワーク・定期試験）
３．児童生徒の心身の健康課題の現状を理解し、解決に向けて基本的な考え方や解決方法について説明するこ
とができる（レポート、グループワーク、定期試験）
４．健康安全に関する危機管理（事件・事故・災害）及び生活安全・交通安全・災害安全の領域について現状
の課題を理解し、解決するための管理・教育の両面からの具体的な取組を説明することができる。（グループ
ワーク、定期試験）
５．授業中の発言やグループワークの取組状況によって受講態度を評価する（平常点）
［成績評価の方法］
定期試験（60％）、課題レポート（10%）, グループワーク（20％）、平常点（10%）
履修における留意事項

2013

［履修要件］
特になし
［履修上の注意（科目独自のルール）］
1回の授業で3分の２以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。また、遅刻・早退3回で
、1回分の欠席とする。なお、欠席３回でレポート1 課題提出とする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
グループワークの課題については、ワークシートの提出を原則とし、学生の理解度を見て再度解説を加え、
翌週返却する。レポートの課題も同。
［テキスト参考書等］
１．教職員のための子どもの健康観察の方法と問題への対応，文部科学省平成21年
２．渡邉正樹他著，学校保健概論第2版，光生館,平成29年
３．生きる力をはぐくむ学校での安全教育，文部科学省，平成22年
４．生徒指導提要，文部科学省，平成22年
5．学校環境衛生管理マニュアル，文部科学省，平成22年
１〜５は参考図書の紹介で、グループワークやrepo‑toレポート作成の際に参考になる。授業ごとに資料
を配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：釆女 智津江
E‑mail cuneme［at］juntendo.ac.jp
＊［at］を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
月曜日16:50〜18:30，火曜日15:00〜18:00, 水曜日 16:50〜18:00 1号館４階1419 健康教育学研究室
備考
［学修時間］
この情業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習60時間の計90時間の学
習を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、養護教諭１種免許の取得に必要な「養護に関する科目」における必修科目として位置付け
られている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
釆女 智津江
(予習：2時間）学校保健にかかわる法律（学校保
1
［授業内容］
テーマ：オリエンテーション及 健安全法等）について調べておく。
び学校保健の領域構造
・オリエンテーション、学校保 （復習：2時間）学校保健の意義、目的、現状の
健にかかわる法令、意義・目的 課題について理解できたことをまとめる。
、学校保健の3領域について基
本的な概念について解説する。
［授業方法］
・プリントの配布とスライドを
用いて講義を進める。

2014

2

釆女

智津江

3

釆女

智津江

4

5

釆女

釆女

智津江

智津江

予習：2時間）中央教育審議会答申（H20)および
［授業内容］
テーマ：近年の学校保健の動向 学校保健安全法の概要について調べておく。
・中央教育審議会答申及び学校
保健安全法について解説する。 （復習：2時間）学校保健の課題について、まと
める。
［授業方法］
・プリントの配布とスライドを
用いて講義を進める。
・学校保健の課題についてグル
ープワークを行い、話し合い、
発表する。
予習:2時間）学校保健統計調査（文部科学省）か
授業内容］
ら、健康診断結果を読み取り、学齢期に多い疾病
テーマ：・健康診断
・学校における健康診断の法規 を把握しておく。
定、種類、実施方法、事後措置
、学級担任等の役割について解 （復習：2時間）健康診断における学級担任の役
割についてまとめる。
説する。
［授業方法］
・プリントの配布とスライドを
用いて講義を進める。
［授業内容］
テーマ：保健室、救急処置及び
救急体制
・学校における保健室の役割、
救急処置の特質、目的、範囲、
救急体制づくり、セーフティプ
ロモーションの考え方について
解説する。
［授業方法］
・プリントの配布及びスライド
・ＤＶＤを用いて講義を進める
。
・心肺蘇生法に関する小テスト
の実施
［授業内容］
テーマ：疾病管理‑1（感染症・
アレルギー熱中症）
・感染症の予防、アレルギー疾
患への対応,熱中症など健康に
関する危機管理について解説す
る。
［授業方法］
・プリントの配布とスライドを
用いて講義を進める。
・アレルギー対応については、
給食誤食事故例をモデルとした
教員用啓発資料（ビデオ）を視
聴させ、課題を与える。グルー
プで改善点を話し合い、発表す
る。

2015

（予習:2時間）スポーツ振興センターが調査して
いる、学校事故発生状況の結果から、学校事故の
現状と課題をまとめておく。
（復習：2時間）学校における救急体制づくりに
おける留意点についてまとめる。

（予習：３時間）・近年発生している学校給食誤
食事故について調べ、事故に至った要因を考察し
ておく。
・スポーツ振興センターの学校事故調査における
熱中症発生状況の現状について調べておく。
（復習：3時間）・アレルギーについての基本的
対応が記されている「学校のアレルギー疾患に対
する取り組みガイドライン」日本学校保健会、文
部科学省監修を読んでまとめる。
・熱中症予防の取組についてまとめる。
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釆女

釆女

釆女

釆女

釆女

智津江

智津江

智津江

智津江

智津江

（予習2時間）学校環境衛生基準について法規定
［授業内容］
について調べておく。
テーマ：学校環境衛生
・学校環境衛生の理論と基準に
（復習2時間）学校環境衛生活動の進め方につい
ついて解説する。
てまとめる。
［授業方法］
・プリントの配布とスライドを
用いて講義を進める。
・与えられた課題に対して、グ
ループで話し合い、発表する。
［授業内容］
テーマ：健康相談‑1
・児童生徒のメンタルヘルス（
いじめ、不登校、虐待、発達障
害、自殺等）に関する問題の現
状と対応方法を理解する。
［授業方法］
・プリントの配布及とスライド
を用いて講義を進める。
・いじめ、不登校の問題の解決
策について、グループで話し合
い、発表する。
［授業内容］
テーマ：健康相談‑2
・健康相談におけるカウンセリ
ングの活用及びカウンセリング
の基本的な技法について解説す
る。
［授業方法］
・プリントの配布とスライドを
用いて講義を進める。
・カウンセリングの演習を行う
。
［授業内容］
テーマ：保健教育‑1
・教育課程における保健教育の
位置付け及び学習指導要領の基
本的な考え方について解説する
。
［授業方法］
・プリントの配布とスライドを
用いて講義を進める。
・小テストを行う。
［授業内容］
テーマ：保健教育‑2
・特別活動における保健指導の
位置づけ、実施方法について解
説する。
［授業方法］
・プリントの配布及びスライド
・ＤＶＤを用いて講義を進める
。
・与えられた課題に対して、グ
ループで話し合い、発表する。

2016

（予習:3時間）「児童生徒等の問題行動等生徒指
導上の諸問題に関する調査」文部科学省から、い
じめ、不登校の現状について調べ、問題の背景を
考察する。
（復習：3時間）地域の関係機関をあげ、業務内
容、役割を調べてまとめる。

（予習2時間）カウンセリングの技法には、どの
ようなものがあるか調べておく。
（復習2時間）学齢期に多い精神疾患について調
べておく

（予習2時間）学習指導要領保健体育編および特
別活動編を読んで相違点を考察しておく。
（復習2時間）特別活動の保健指導案を子どもの
学年およびテーマを設定して作成する。

（予習2時間）学習指導要領特別活動編に記載さ
れている学級活動の内容から保健指導の位置付け
について把握しておく。
（復習2時間）保健指導案を完成させる。

11
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釆女

釆女

釆女

智津江

智津江

智津江

［授業内容］
テーマ：保健組織活動‑1
・保健組織活動の必要性、種類
、展開方法、学校保健委員会の
運営方法等ついて解説する。
［授業方法］
・プリントの配布とスライドを
用いて講義を進める。
・与えられた課題に対して、グ
ループで話し合い、発表する。
・
［授業内容］
テーマ：・保健組織活動‑2
・地域の小・中・高等学校等が
合同で行う地域学校保健委員会
の有効性及び実施方法について
解説する。

15

釆女

智津江

（復習2時間）学校保健委員会運営計画を完成さ
せる。

（予習2時間）学校保健委員会のメンバー構成に
ついて調べておく。
（復習2時間）地域学校保健委員会の運営方法、
事後措置についての在り方についてまとめる。

［授業方法］
・プリントの配布とスライドを
用いて講義を進める。
・地域学校保健委員会の運営案
をグループで作成する。
［授業内容］
［授業内容］
テーマ：学校安全‑1
・学校安全の意義、内容、安全
管理（生活・交通・防災）、安
全教育、学校安全計画について
解説する。

14

（予習2時間）校内組織とはどのようなものか、
特別活動に位置付けられている児童生徒会活動と
は、どのような目標のもとに実施されるものか調
べておく。

［授業方法］
・プリントの配布及びスライド
・ＤＶＤを用いて講義を進める
。
［授業内容］
テーマ：学校給食（食育）
・学校給食の役割、目標、食育
の必要性、食中毒予防について
解説する。
［授業方法］
・プリントの配布とスライドを
用いて講義を進める。
・学校給食の課題についてグル
ープワークを行い、話し合い、
発表する。
定期試験

2017

テーマ：学校安全‑1
・学校安全の意義、内容、安全管理（生活・交通
・防災）、安全教育、学校安全計画について解説
する。
［授業方法］
・プリントの配布及びスライド・ＤＶＤを用いて
講義を進める。

（予習2時間）食育とは何かについて調べておく
。
（復習2時間）食に関する指導にはどのように進
めるか、まとめる。

授業科目名
英語科目名

学校保健学実習
School Health Practice

授業形態
開講学期

実習
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 中西 唯公
科目担当者
釆女 智津江、中西 唯公
授業概要
［授業全体の内容］
・学校保健は、保健管理、保健教育、保健組織活動の３領域で構成されている。2年次前期の学校保健学で学
んだこれらの３領域（保健管理、保健教育、保健組織活動）の各事項について、学校現場で的確に実践できる
よう、各項目の留意点や各技法の理解や習得を行うことを目的としている。
・学校保健の３領域において、実際の学校保健の場においてどのように展開されているかを学ぶ。
・学校保健に必要とされる技法について講義と演習を通じて理解し、実際に行う際にどのような点に配慮して
実施すべきかを学ぶ。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は「対人調整力」「コミュニケーション力」「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及
びそれらの活用能力」を身に付けるための科目の１つとして開講される。
また、健康学科においては、「健康教育についての専門的知識と実践的技能の所得」「健康支援についての専
門的知識と実践的技能の習得」という学位授与方針の達成にも寄与する。
［授業の到達目標］
１. 学校保健の３領域の実際について説明することができる。
２. 学校保健活動の実施について、必要となる技法や留意点について理解することができる。
３. 学校保健活動の実際を理解することができる。
４. 授業に対する学習目標を持ち、積極的に演習を行うことができる。
成績評価
［成績評価の基準］
１）学校保健の３領域について実際の例を挙げて説明することができる（レポート）
２）学校保健活動の実施について必要となる技法や留意点について説明することができる（レポート）
３）学校保健活動の実際を理解することができる（レポート）
４）授業に対する学習目標を持ち、積極的に演習を行うことができる（平常点）
［成績評価方法］
授業態度（出席状況も含む）・取り組む姿勢（30％）、成果物の提出・小テスト・課題レポート（20％）、筆
記試験あるいは最終課題レポート（50％）を総合して評価します。
履修における留意事項
［履修要件］
・特になし
［履修上の注意（科目独自のルール）］
・養護教諭免許取得予定者はできるだけ履修することが望ましい
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
・課題レポートで成績評価を行うが、講義内容が反映されていない場合には個別に解説や指導を行う。
［テキスト・参考書等］
1．新養護概説＜第10版＞、少年写真新聞社、2018
2．新版 学校保健実務必携＜第４次改訂版＞、第一法規、2017
連絡先とオフィスアワー

2018

［連絡先・オフィスアワー］
担当１：釆女 智津江
E‑mail：cuneme＊juntendo.ac.jp
日時：
場所：1号館 4F 1419室
担当２：中西 唯公
E‑mail：ynakani＊juntendo.ac.jp
日時：水曜日12:30〜14:30
場所：1号館 4F 1418室
連絡をする場合は、＊を＠に修正してください。
備考
［学修時間］
この授業は、講義・演習による２単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を必要と
する内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
釆女 智津江
（予習:2時間）2年次前期に履修した「学校保健
1
（授業内容）
中西 唯公
本科目の目標や内容について学 学」の復習をしておく。
（復習:1時間）疾患に関わる内容については、他
習する
科目の内容も復習しておく。
（授業方法）
・オリエンテーションを行う
・授業の概要や到達目標、評価
の仕方や授業の進め方について
説明を行う
・学校保健学で学修したことを
振り返り、学校保健に必要な内
容についてグループでまとめる
釆女
智津江
（予習:1時間）学齢期に多く見られる疾病につい
2
（授業内容）
中西 唯公
・保健管理①健康診断のあり方 て調べておく。
（復習:1時間）保健調査や問診票の活用について
について学習する
まとめる。
（授業方法）
・健康診断の実施方法や留意点
について解説する
・保健調査や問診票の記入を行
う
・各種測定（身長、体重、視力
、聴力等）の実施をし、その結
果を健康診断票に記入する
・測定した値から体格指数（肥
満度、BMI等）を算出する
釆女 智津江
（予習:1時間）教職員のための子どもの健康観察
3
（授業内容）
中西 唯公
・保健管理②健康観察について の手引を読んでおく。
（復習:1時間）健康観察の活用方法をまとめる。
学習する
（授業方法）
・健康観察の視点や方法につい
て解説する
・バイタルサインの測定や観察
した内容を健康観察簿に記入す
る
・健康観察の内容をどのように
活かすかをグループでディスカ
ッションする

2019
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釆女
中西

智津江
唯公
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釆女
中西

智津江
唯公
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釆女
中西

智津江
唯公
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釆女
中西

智津江
唯公
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釆女
中西

智津江
唯公
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釆女
中西

智津江
唯公
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釆女
中西

智津江
唯公

（授業の内容）
保健管理③救急処置について学
習する
（授業の方法）
・応急手当の方法や救急処置に
関する校内研修について解説す
る
・応急手当の実施を行う
（骨折、捻挫、すり傷、打撲等
）
・校内研修会の企画立案を行う
（授業の内容）
保健管理④救急処置について学
習する
（授業の方法）
・心肺蘇生法や傷病者の運搬報
法について解説する
・心肺蘇生法、AEDの実施
・傷病者の運搬
・グループに分かれて事例検討
を行う
（授業内容）
・保健管理⑥学校環境衛生検査
について学習する
（授業方法）
・学校環境衛生検査について解
説する
・実際の器具を用いて、空気、
水質、照度、騒音等の測定を行
う
・プール水の管理についてグル
ープで話し合う
（授業内容）
・健康相談①について学習する
（授業方法）
・カウンセリングの基礎につい
て解説する
・カウンセリングの基礎演習を
行い、その後、学生同士で振り
返りを行う
（授業内容）
・健康相談②について学習する
（授業方法）
・場面指導（ロールプレイ）を
行い、その後、学生同士で振り
返りを行う
（授業内容）
・健康相談③について学習する
（授業方法）
・事例検討の必要性・重要性に
ついて解説する
・模擬事例検討会を実施し、意
見交換を行う
（授業内容）
・保健教育①について学習する
（授業方法）
・保健教育について解説する
・保健指導模擬授業の実施
・研究協議を行い、実施した模
擬授業の振り返りや評価を行う

2020

（予習:1時間）基本的な応急手当て方法について
予習しておく。
（復習:1時間）不得意と思われる実技については
練習を重ねる。

（予習:1時間）心肺蘇生法ガイドラインを読んで
おく。
（復習:1時間）過去の事故事例から現状の課題を
まとめる。

（予習:1時間）学校環境衛生管理マニュアルを読
んでおく。
（復習:1時間）日常検査における教職員の役割を
まとめる。

（予習:1時間）生徒指導提要のカウンセリングに
関する事項を読んでおく。
（復習:1時間）カウンセリング技法の内容につい
て整理する。

（予習:1時間）作成されているシナリオを読んで
、練習をしておく。
（復習:1時間）ロールプレイをして気付いた点を
まとめておく。

（予習:1時間）教職員のための健康相談及び保健
指導の手引を読んでおく。
（復習:1時間）事例検討会の運営方法をまとめる
。

（予習:1時間）特別活動の保健指導案を作成する
。
（復習:1時間）自分で作成した指導案の改善をす
る。

11

釆女
中西

智津江
唯公

12

釆女
中西

智津江
唯公

13

釆女
中西

智津江
唯公

14

釆女
中西

智津江
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（授業内容）
・保健教育②について学習する
（授業方法）
・啓発活動（広報、放送）の方
法について解説する
・保健だよりの作成を行う
（授業内容）
・保健教育③個別の保健指導に
ついて学習する
（授業方法）
・個別の保健指導について解説
する
・個別の保健指導計画の作成を
行う（肥満、視力、むし歯等）
（授業内容）
・保健組織活動①について学習
する
（授業方法）
・児童生徒保健委員会の指導
・職員、PTA保健委員会の運営
について解説し、実際に立案を
行う
（授業内容）
・保健組織活動②について学習
する
（授業方法）
・学校保健委員会について解説
する
・学校保健委員会（地域学校保
健委員会）の運営案の作成を行
い、
協議する
定期試験もしくはレポート課題

2021

（予習:1時間）テーマに沿った保健だよりを作成
する。
（復習:1時間）広報活動の目的、重要性をまとめ
る。

（予習:1時間）教職員のための健康相談及び保健
指導の手引を読んでおく。
（復習:1時間）学校で多く見られる疾病について
基本的な指導事項をまとめる。

（予習:1時間）ヘルスプロモーティングスクール
について調べておく。
（復習:1時間）組織活動の現状と課題についてま
とめる。

（予習:1時間）学校保健委員会について復習して
おく。
（復習:2時間）学校保健委員会の重要性について
考察してまとめる。自分のもつ技術や知識につい
て振り返り、学習計画を立てる

授業科目名
英語科目名

産業保健学
Occupational

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

久保原

Health

授業形態
開講学期

講義
前期

単位数

2.0

禅

授業概要
[授業全体の内容]
働く人々の安全と健康を守り、快適職場形成のための理論と方法について、労働安全衛生法を参照しながら
教科書に沿って学ぶ。具体的には、労働衛生活動のうち作業環境管理、作業管理、健康管理などを中心に学び
、職業性疾病の成因や対策を知り、予防についても考えるなど、広い視野からこれからの産業保健について考
える。
産業保健学は、第一種衛生管理者資格免許（国家資格）取得のため必須授業。本授業は、職場における衛生
管理の方法や組織、関連する法律・社会制度について理解を深めることを目的としている。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、 「健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」という学位授与方針の達成に寄与す
る。
[授業の到達目標]
１．実社会の様々な労働（衛生）環境を理解する。
２．各種職業性疾病（職業病）について理解する。
３．労働安全衛生法の重要部分について理解する。
４．第一種衛生管理者の活動（主に、作業環境管理、作業管理、健康管理）について理解する。
成績評価
[成績評価の基準]
１．授業への取組み姿勢と出席率を査定する（平常点）。
２．代表的な職業病について説明できる（定期試験）。
3.労働安全衛生法の重要部分について理解している（定期試験）。
4.第一種衛生管理者の活動・役割を理解している（定期試験）。
[成績評価の方法]
平常点20％、定期試験80％の結果によって評価する。合計60%(60点)以上が合格。
履修における留意事項
[履修要件]
特になし。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
授業中の積極的な発言を評価する。また、私語やスマートホン操作は厳禁。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
定期試験の結果は希望者に開示する。
[テキスト・参考書等]
1. 「衛生管理（上） 第一種用」（中央労働災害防止協会 編）を教科書として使用する（必ず購入すること
）。
2. 「衛生管理（下） 第一種用」（中央労働災害防止協会 編）を参考書として使用する。
3. その他、授業中に適宜資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー

2022

[連絡先]
担当：久保原禅
E‑mail：ykuboha[at]juntendo.ac.jp
*[at]を@に変更してください。
[オフィスアワー]
日時：前期期間中の水曜日12:20から13:10
場所：1号館4階1414号室
*上記の時間帯には、予約なしでも質問・相談に応じますが、バッティングしないようにするため、出来るだ
け前日までにe‑mailで予約をしてください。当日の質問・相談は、予約を優先します。
備考
[学修時間]
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容で構成されている。
[その他]
産業保健学は、第一種衛生管理者資格免許（国家資格）取得のため必須授業。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
久保原
（予習：2時間）
1
[授業内容]
テーマ：本授業のガイダンス 労働衛生管理とは何か、衛生管理者の役割とは
何か、教科書を読んで予習しておく。
と産業保健学入門。
「労働衛生管理」、「衛生管
理者」について理解を深める。 （復習：2時間）
教科書や授業中配布した資料プリントの内容を
復習する。
[授業方法]
授業の進め方、成績評価の方
法、教科書の予習・復習のやり
方等を解説する。
衛生管理者の役割について概
説する。
久保原
（予習：3時間）
2
[授業内容]
総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医、安
テーマ：労働衛生管理体制
「労働衛生管理体制」、「リ 全衛生委員会、リスクアセスメントなどについて
スクアセスメント」、「衛生管 教科書で予習する。
理に関する制度」について理解
（復習：1時間）
を深める。
教科書や資料プリントについて理解できたかど
うか復習する。
[授業方法]
プリント資料とスライドを用い
て講義を進める。
久保原
（予習：3時間）
3
[授業内容]
温熱環境、空気環境、視環境、音環境などにつ
テーマ：作業環境要素（１）
「作業環境要素（一般作業環 いて教科書を中心に予習する。
境と有害作業環境）」について
（復習：1時間）
理解を深める。
教科書と授業中配布した資料プリントの内容を
復習する。
[授業方法]
プリント資料とスライドを用い
て講義を進める。
久保原
（予習：3時間）
4
[授業内容]
各種化学物質の有害性、化学物質のリスクアセ
テーマ：作業環境要素（２）
「化学物質管理」について理 スメントなどについて教科書で予習をする。
解を深める。
（復習：1時間）
教科書や授業中配布した資料プリントの内容を
[授業方法]
プリント資料とスライドを用い 復習する。
て講義を進める。
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（予習：3時間）
[授業内容]
職業性疾病、化学的要因と健康障害、物理的要
テーマ：職業性疾病（１）
「職業性疾病」について理解 因と検鏡障害などについて教科書で予習しておく
。
を深める。
[授業方法]
プリント資料とスライドを用い
て講義を進める。
[授業内容]
テーマ：職業性疾病（２）
前回に続き、「職業性疾病」
についての理解を深める。
[授業方法]
プリント資料とスライドを用い
て講義を進める。
[授業内容]
テーマ：作業環境管理（１）
衛生管理者の主要な役割の１
つである「作業環境管理」につ
いて理解を深める。

（復習：1時間）
教科書と授業中配布した資料プリントの内容を
復習する。
（予習：3時間）
生物学的要因と健康障害、作業要因と健康障害
などについて教科書を予習しておく。
（復習：1時間）
教科書と授業中配布した資料プリントの内容を
復習する。
（予習：3時間）
作業環境管理の意義と目的、管理の進め方、作
業環境測定などについて教科書を予習しておく。
（復習：1時間）
教科書と授業中配布した資料プリントを復習す
る。

[授業方法]
プリント資料とスライドを用い
て講義を進める。
（予習：3時間）
[授業内容]
有害物質と作業環境、換気装置、放射線、快適
テーマ：作業環境管理（２）
前回に続き、「作業環境管理 職場環境の作り方などについて教科書を予習して
おく。
」について理解を深める。
[授業方法]
プリント資料とスライドを用い
て講義を進める。
[授業内容]
テーマ：作業管理（１）
衛生管理者の主要な役割の１
つである「作業管理」について
理解を深める。

（復習：1時間）
教科書と授業中配布した資料プリントの内容を
復習する。
（予習：3時間）
作業管理の目的と意義、疲労と休憩などについ
て教科書で予習しておく。
（復習：1時間）
教科書と授業中配布した資料プリントの内容を
復習する。

[授業方法]
プリント資料とスライドを用い
て講義を進める。
（予習：3時間）
[授業内容]
作業条件の管理、作業管理の具体例、労働衛生
テーマ：作業管理（２）
前回に続き、「作業管理」に 保護具について教科書を予習しておく。
ついて理解を深める。
（復習：1時間）
教科書と授業中配布した資料プリントの内容を
[授業方法]
プリント資料とスライドを用い 復習する。
て講義を進める。
（予習：3時間）
[授業内容]
健康管理の意義と目的、各種医学的検査、各種
テーマ：健康管理（１）
衛生管理者の主要な役割の１ 健康診断などについて教科書で予習しておく。
つである「健康管理」について
（復習：1時間）
理解を深める。
教科書と授業中配布した資料プリントの内容を
復習する。自身の過去の健康診断表をチェックし
[授業方法]
プリント資料とスライドを用い てみる。
て講義を進める。
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（予習：3時間）
[授業内容]
健康診断と適正配置、過重労働の防止対策、職
テーマ：健康管理（２）
前回に続き、「健康管理」に 場での喫煙、健康情報の取扱い、健康に関する危
機管理などについて教科書を予習しておく。
ついて理解を深める。
[授業方法]
プリント資料とスライドを用い
て講義を進める。
[授業内容]
テーマ：職場における健康保持
対策
「職場における健康保持対策
」について理解を深める。

（復習：1時間）
教科書と授業中配布した資料プリントの内容を
復習する。
（予習：3時間）
職場において問題となるメンタルヘルスケア対
策の意義について教科書を予習しておく。
（復習：3時間）
授業全過程を通して、もう一度教科書と授業中
配布した資料プリントの内容を復習する。

[授業方法]
プリント資料とスライドを用い
て講義を進める。
（予習：3時間）
[授業内容]
職場における労働衛生教育の重要性/意義につ
テーマ：労働衛生教育
「労働衛生教育」について理 いて教科書を予習しておく。
解を深める。
（復習：3時間）
授業全過程を通して、もう一度教科書と授業中
[授業方法]
プリント資料とスライドを用い 配布した資料プリントの内容を復習する。
て講義を進める。
定期試験

2025

授業科目名
英語科目名

産業保健学実習
Practice of Industrial Health

授業形態
開講学期

実習
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 久保原 禅
科目担当者
佐々木啓
授業概要
[授業全体の内容]
この実習は、「第一種衛生管理者免許」の取得に必須の授業である。学外の8か所程の工場/公共施設を見学
し、現場の専門家による説明を受ける。さくらキャンパスでの演習においては、見学した施設関連の業種につ
いてより詳細な文献調査や考察（産業保健学的な考察）を行う。演習と学外の工場/公共施設見学をすること
によって産業保健学的な知識と理解を深める。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「対人調整力」、「コミュニケーション力」、ならびに「健康支援についての専門的知識と実践
的技能の習得」という学位授与方針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
１． 企業や公共施設における安全管理や衛生管理の実態と問題点/課題について理解できる。
２． 企業や公共施設を見学することで、「産業保健学の講義」で学んだことを理解できる。
３． 各種産業に関する文献調査や考察をすることで、「産業保健/衛生管理」に関する理解ができる。
成績評価
[成績評価の基準]
１． 実習の出欠や実習時の態度/姿勢を、教員が評価する（平常点）。
２． 演習後のレポート、施設見学後のレポートの内容（文章の明快性や考察の内容等）を評価する（レポー
ト）。
3. 企業や公共施設における安全管理や衛生管理の実体と課題について理解できる（レポート）。
4. レポートの作成期間は原則一週間であり、提出の遅延は減点の対象とする（レポート）。
[成績評価の方法]
平常点20%とレポート80%を総合して評価する。合計60%以上を合格とする。
なお、止むおえない理由で実習を欠席する場合には（欠席届けが必要）、追加レポートを提出することで補
う。
履修における留意事項
[履修要件]
施設見学では危険な場所や機材等もあるので、現場の担当者や教員の指示に従うこと。
施設見学の際は、公共交通機関を利用すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
学外の施設見学は、現地集合のケースが多いので、実習用のテキスト（見学場所、集合場所、集合時間、交
通機関、注意事項などが記載されたテキスト）を事前に良く読み、遅刻をしないこと。また、自家用車やバイ
クの利用は厳禁、必ず公共交通機関を利用すること。施設見学の際は危険な区域や機会が設置してあるケース
があるので、現場の担当者の指示に従うこと。施設見学中は、私語を慎み、現場での疑問点については、はき
はきと質問をすること。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
毎回実習後（一週間以内）に提出するレポートは、採点後、コメント等を付けて返却する。
[テキスト・参考書]
実習テキスト（演習や施設見学の日程や集合場所など、詳細を記載したテキスト）を配布する。参考書とし
て、前期「産業保健学」講義で使用した「衛生管理（上）」（中央労働災害防止協会）を利用する。
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
担当：久保原禅
E‑mail：ykuboha[at]juntendo.ac.jp
*[at]を@に変更してください。
[オフィスアワー]
日時：後期期間中の水曜日12:20から13:10
場所：1号館４階1414号室
上記の時間帯には、予約無しでも質問や相談に応じますが、重複を避けるため、出来るだけ前日までにe‑ma
ilで予約をしてください。予約を優先します。
備考
[学修時間]
この授業は、実習の授業形態による２単位の科目であり、授業60時間、準備学習30時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
[その他]
この実習は、「第一種衛生管理者免許」の取得に必須の授業である。
下記の見学会と演習は、諸事情によって順番が変更になることがある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
久保原、佐々木
（予習：1時間）
1
[授業内容]
シラバスを良く読み、実習内容について予習す
テーマ：ガイダンス
実習全体の流れや注意事項に る。
ついて理解する。
（復習：1時間）
配布されたテキストを熟読し、授業内容を復習
[授業方法]
本実習のテキストを配布し、 する。
実習全体（工場/施設見学）の
流れ、注意事項、レポートの作
成法、評価法等を解説する。
久保原、佐々木 [授業内容]
（予習：1時間）
2
参考書等を利用して、製鉄業と衛生管理/労働
テーマ：施設見学会（１）
JFEスチール株式会社東日本製 災害について予習する。
鉄所の見学。
（復習：1時間）
施設見学に関するレポートを作成する。
[授業方法]
上記工場を見学し、現場の担
当者から安全衛生管理の説明を
受ける。
久保原、佐々木 [授業内容]
（予習：1時間）
3
参考書等を利用して、発酵食品産業について予
テーマ：施設見学会（２）
千葉ヤクルト工場を見学する。 習する。

4

久保原、佐々木

（復習：1時間）
[授業方法]
上記工場を見学し、現場の担 施設見学に関するレポートを作成する。
当者から食品加工と衛生管理の
説明を受ける。
（予習：1時間）
[授業内容]
参考書等を利用いて、作業環境管理について予
テーマ：演習（１）
「作業環境管理」に関する理 習する。
解を深める。
（復習：1時間）
授業中、班ごとに調べ、討議した内容をレポー
[授業方法]
関連DVDを視聴後、班ごとに トにする。
「作業環境管理」について文献
等を調べ、一連の施設見学に関
連した事項について考察/討議
する。
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（予習：1時間）
[授業内容]
参考書等を利用して、酒造業と安全衛生管理に
テーマ：施設見学会（３）
株式会社 飯沼本家酒造工場を ついて予習する。
見学する。
（復習：1時間）
施設見学に関するレポートを作成する。
[授業方法]
上記工場を見学し、現場の担
当者から酒造りや衛生管理に関
する説明を受ける。
（予習：1時間）
[授業内容]
参考書等を利用して、救急救命法について予習
テーマ：救急救命訓練
する。
救急救命訓練を体験する。
[授業方法]
印西市印旛消防隊員のご指導
による救急救命訓練（心臓マッ
サージ、AEDの使用訓練など）
を受ける。
[授業内容]
テーマ：演習（２）
酒造や発酵の原理と歴史につい
て理解を深める。また、救急救
命法いついて理解を深める。

（復習：1時間）
演習内容に関するレポートを作成する。

（予習：1時間）
参考書等を利用いて、アルコール発酵を含めた
発酵の原理と発酵産業について予習する。
（復習：1時間）
授業中、班ごとに調べ、討議した内容をレポー
トにする。

[授業方法]
班ごとに「酒造（アルコール
発酵）」を中心に発酵の原理と
発酵産業について文献調査をし
て、討論/考察を行う。
（予習：1時間）
[授業内容]
参考書等を利用して、下水処理法と衛生管理に
テーマ：施設見学会（４）
千葉県下水道公社 花見川終末 ついて予習する。
処理場を見学する。
（復習：1時間）
施設見学に関するレポートを作成する。
[授業方法]
上記施設を見学し、現場の担
当者から下水処理に関する説明
を受ける。
（予習：1時間）
[授業内容]
参考書等を利用して、日常生活用品製造業と衛
テーマ：施設見学会（５）
TOTOバスクリエイト 佐倉工場 生管理について予習する。
を見学する。
（復習：1時間）
施設見学に関するレポートを作成する。
[授業方法]
上記施設を見学し、現場の担
当者から工場の設備と衛生管理
に関する説明を受ける。
（予習：1時間）
[授業内容]
参考書等を利用いて、職場における健康管理に
テーマ：演習（３）
職場における「健康管理」に関 ついて予習する。
する理解を深める。
（復習：1時間）
授業中、班ごとに調べ、討議した内容をレポー
[授業方法]
班ごとに「健康管理」につい トにする。
て文献等を調べ、一連の施設見
学に関連した事項について考察
/討議する。
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（予習：1時間）
[授業内容]
参考書等を利用いて、我が国の近代産業の発展
テーマ：施設見学会（６）
千葉県立現代産業科学館を見学 と公害問題について予習する。
する。
（復習：1時間）
授業中、班ごとに調べ、討議した内容をレポー
[授業方法]
上記施設を見学し、現場の担 トにする。
当者から我が国の近代産業の発
展と課題等に関する説明を受け
る。
（予習：1時間）
[授業内容]
参考書等を利用いて、醤油/味噌産業など我が
テーマ：施設見学会（７）
野田市キッコーマン食品（株） 国の伝統的産業について予習する。
工場を見学する。
（復習：1時間）
授業中、班ごとに調べ、討議した内容をレポー
[授業方法]
上記施設を見学し、現場の担 トにする。
当者から衛生管理に関する説明
を受ける。
（予習：1時間）
[授業内容]
参考書等を利用いて、近代産業の発展と公害問
テーマ：演習（４）
近代産業の発展と公害問題につ 題について予習する。
いて理解を深める。
（復習：2時間）
授業中、班ごとに調べ、討議した内容をレポー
[授業方法]
班ごとに、我が国における近 トにする。
代産業の発展と公害問題に関す
る文献調査を行い、討論/考察
する。
（予習：1時間）
[授業内容]
参考書等を利用しながら、見学した施設に関連
テーマ：演習（５）
「産業保健」、「衛生管理」に した産業保健/衛生管理について「衛生管理者の
視点」で考察する。
関する理解を深める。
（復習：2時間）
[授業方法]
見学した施設に関連した産業 授業中、班ごとに調べ、討議した内容をレポー
保健、衛生管理について解説し トにする。
、問題提起をする。
班ごとに実習の総括をし、衛
生管理者の視点で提起された問
題について討論/考察する。
定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

環境保健学実習
Practice of Enviromental Health

授業形態
開講学期

実習
前期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 久保原 禅
科目担当者
佐々木啓
授業概要
[授業全体の内容]
本実習は国家資格である「第一種衛生管理者免許」の取得に必須のものである。そのために、生活環境や労
働環境中の汚染物質の検出や定量、水質検査、放射線の検出、騒音の測定等、環境管理に必要な様々な測定/
評価法を学ぶ。また、それら測定/評価結果に基づいた環境改善策を考える内容となっている。毎回実施した
実習についてまとめたレポートを作成することが重要となる。
なお、下記の実習課題は、諸事情によって実施順序が変更されることがある。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「対人調整力」、「コミュニケーション力」、ならびに「健康支援についての専門的知識と実
践的技能の習得」という学位授与方針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
１． 環境中の汚染物質やその代謝産物等を評価（測定/定量）するための理論と方法を理解できる。
２． 生活環境や労働環境の改善の重要性を理解できる。
成績評価
[成績評価の基準]
１． 実習への積極的な取組みを複数の担当教員が評価する（平常点）。
２． 実習中の危険な行為は減点の対象とする（平常点）。
３． 実習後毎回提出するレポートの内容から、実習のテキストや解説を良く理解しているかどうか、得られ
たデータが正確に記載されているかどうか、データの解釈が正しいかどうか等を評価する（レポート）。
4. 環境汚染の評価法等を理解できる（レポート）。
5. 生活環境や労働環境の改善の重要性を理解できる（レポート）。
[成績評価の方法]
平常点20％、及びレポート提出とその内容完成度を80％として行う。合計60%（60点）以上が合格。
履修における留意事項
[履修要件]
本実習は、第一種衛生管理者免許取得のための必須授業であり、予習、実習、復習、すべてにしっかりと取
り組んで欲しい。
[履修上の注意]
授業中の私語やスマートフォン等の操作は厳禁とする。実習は危険な物質も取り扱うため、誠実に取り組む
こと。
なお、下記の実習課題は、諸事情によって実施順序が変更されることがある。また、止む終えない事情で欠
席をした実習（欠席届を提出した実習）については、補習によって補う。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
レポートの採点は提出後速やかに行い、次の週に返却する。
[テキスト・参考書等]
テキストは実習開始時に配布する。レポート作成のための参考書としては、「新しい環境衛生」（南江堂）
（図書館にある）、「衛生管理（上、下）」（中央労働災害防止協会）を用いる。
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
担当：久保原禅
E‑mail：ykuboha[at]juntendo.ac.jp
*[at]を@に変更してください。
[オフィスアワー]
日時：前期期間中の水曜日12:20から1:10
場所：１号館４階1414号室
上記の時間帯には、予約無しで質問や相談に応じますが、重複を避けるため、出来るだけ前日までにe‑mail
で予約をしてください。予約を優先します。
備考
[学修時間]
この授業は、実習の授業形態による２単位の科目であり、授業６０時間と準備学習３０時間の計９０時間の
学修を必要とする内容で構成する。
[その他]
本実習は国家資格である「第一種衛生管理者免許」の取得に必須のものである。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
久保原、佐々木 [授業内容]
（予習：1時間）
1
社会を取り巻く様々な環境要因から、主に物理
テーマ：ガイダンス
実習全体の流れや注意事項に 的・化学的要因が及ぼす影響を考えておく。
ついて理解する。
（復習：1時間）
配布されたテキストを熟読しておく。
[授業方法]
本実習のテキストを配布し、
実習全体の流れ、注意事項、レ
ポートの作成法、評価法等を解
説する。
久保原、佐々木
（予習：1時間）
2
[授業内容]
テキストと参考書を用いて温熱条件について予
テーマ：温熱条件の測定
「温熱条件」に関する理解を深 習する。
め、温熱条件の評価を実施する
（復習：1時間）
。
実習テーマの背景や実施した方法のまとめ、得
られたデータの図表化、結果の評価/考察を行い
[授業方法]
温熱条件とその評価/測定方 、レポートを作成する。
法について解説する。
実際に温熱条件を測定する。
久保原、佐々木 [授業内容]
（予習：1時間）
3
空気汚染の指標とその測定法についてテキストと
テーマ：空気の汚染
「空気の汚染」に関する理解を 参考書を予習する。
深め、空気汚染の評価を実施す
（復習：1時間）
る。
実習テーマの背景や実施した方法のまとめ、得
られたデータの図表化、結果の評価/考察を行い
[授業方法]
空気汚染の指標（有毒ガス等 、レポートを作成する。
）とその評価/測定法について
解説する。
実際にいくつかの指標に関し
て評価/測定する。
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（予習：1時間）
[授業内容]
テキストと参考書を用いて騒音について予習す
テーマ：騒音
「騒音」に関する理解を深め、 る。
騒音の評価を実施する。
（復習：1時間）
実習テーマの背景や実施した方法のまとめ、得
[授業方法]
騒音とその評価/測定法につ られたデータの図表化、結果の評価/考察を行い
、レポートを作成する。
いて解説する。
実際に複数の場所で騒音を評
価/測定する。
（予習：1時間）
[授業内容]
テキストと参考書を用いて、身近な環境中の細
テーマ：細菌の検出
身近な細菌について理解を深め 菌について予習する。
、それらの検出を実施する。
（復習：1時間）
実習テーマの背景や実施した方法のまとめ、得
[授業方法]
食品や体表面などに生息する られたデータの図表化、結果の評価/考察を行い
細菌とそれらの検出法について 、レポートを作成する。
解説する。
実際に環境中の細菌を検出す
る。
（予習：1時間）
[授業内容]
テキストと参考書を用いて、環境中の粉じんの
テーマ：粉じん
「粉じん」に関する理解を深め と健康被害等について予習する。
、粉じんの測定を実施する。
（復習：1時間）
実習テーマの背景や実施した方法のまとめ、得
[授業方法]
粉じんとその評価/測定法に られたデータの図表化、結果の評価/考察を行い
、レポートを作成する。
ついて解説する。
実際にキャンパス内の粉じん
を測定する。
（予習：1時間）
[授業内容]
これまでに実習内容と各自のレポート内容を復
テーマ：中間評価/レポート作
習し各自がレポートの作成で不明な点等について
成法の確認
前半の実習内容について理解を 明らかにしておく。
深め、レポート作成法を確認す
（復習：1時間）
る。
実習で得られたデータの整理法、考察法など、
より良いレポート作成のためのテクニック・要点
[授業方法]
前半の実習課題と提出された を復習する。
レポートの総評を解説する。
実際に作成されたレポートの
内容を基により良いレポート作
成法（書き方やデータの整理法
、考察法等）を解説する。
（予習：1時間）
[授業内容]
テキストと参考書を用いて、環境中の水質と健
テーマ：水質検査 I
「水質検査」について理解を深 康被害等について予習する。
める。
（復習：1時間）
実習テーマの背景や実施した方法のまとめ、得
[授業方法]
環境中の水質検査の項目（細 られたデータの図表化、結果の評価/考察を行い
菌、残留塩素、窒素化合物等） 、レポートを作成する。
やそれらの評価/検査方法につ
いて解説する。
実際に、プール水と水道水を
用いて、それらの水質検査を実
施する。
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（予習：1時間）
[授業内容]
テキストと参考書を用いて、水質検査について
テーマ：水質検査 II
前回に続いて、「水質検査」に 予習する。
ついてさらに理解を深める。
（復習：1時間）
実習テーマの背景や実施した方法のまとめ、得
[授業方法]
環境中の水質検査の項目（塩 られたデータの図表化、結果の評価/考察を行い
素イオンや有機物等）やそれら 、レポートを作成する。
の評価/検査方法について解説
する。
実際に、プール水と水道水を
用いて、それらの水質検査を実
施する。
（予習：1時間）
[授業内容]
テキストと参考書を用いて、水質検査について
テーマ：水質検査 III
前回に続いて、「水質検査」に 予習する。
ついてさらに理解を深める。
（復習：1時間）
実習テーマの背景や実施した方法のまとめ、得
[授業方法]
環境中の水質検査の項目（残 られたデータの図表化、結果の評価/考察を行い
留塩素濃度の経時変化等）やそ 、レポートを作成する。
れらの評価/検査方法について
解説する。
実際に、プール水と水道水を
用いて、それらの水質検査を実
施する。
（予習：1時間）
[授業内容]
テキストと参考書を用いて、日常生活や職場に
テーマ：照明
「照明」の重要性と測定法に おける照明の意義と健康との関係について予習す
る。
ついて理解を深める。
[授業方法]
日常生活や労働環境における
照明（自然照明と人工照明）の
意義とそれらの評価/測定法に
ついて解説する。
実際に屋外と屋内の照明を測
定する。
[授業内容]
テーマ：放射線の測定
環境中の「放射線」について理
解を深め、放射線を検出する。
[授業方法]
放射線とは何か、放射線によ
る健康被害について解説する。
実際に、キャンパス内で放射
線量を測定する。
[授業内容]
テーマ：総括/補習1
これまでの実習内容について復
習し、さらに理解を深める。

（復習：1時間）
実習テーマの背景や実施した方法のまとめ、得
られたデータの図表化、結果の評価/考察を行い
、レポートを作成する。

（予習：1時間）
テキストと参考書を用いて、放射線とは何か、
放射線による健康被害について予習する。
（復習：1時間）
実習テーマの背景や実施した方法のまとめ、得
られたデータの図表化、結果の評価/考察を行い
、レポートを作成する。

（予習：1時間）
テキストと参考書を用いて、これまでの実習で
理解できなかったポイントをチェックし、整理し
ておく。

（復習：2時間）
[授業方法]
これまでの実習内容について すべての実習を総括してレポートを作成する。
解説する。また、欠席した実習
の補習を実施する。
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（予習：1時間）
[授業内容]
テキストと参考書を用いて、これまでの実習で
テーマ：総括/補習2
これまでの実習内容について復 理解できなかったポイントをチェックし、整理し
習し、さらに理解を深める（後 ておく。
半）。
（復習：2時間）
すべての実習を総括してレポートを作成する。
[授業方法]
前回に続き、これまでの実習
内容について解説する。また、
欠席した実習の補習を実施する
。
定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

健康教育学実習
Health Education Practice

授業形態
開講学期

対象学年

3

単位数

科目責任者
科目担当者

大久保

2.0

菜穂子

授業概要
［授業全体の内容］
この実習科目では、健康教育学の知識や理論に基づいて実際的な演習を行う。
地域・学校・職場等における健康教育の実践にあたり、ニーズアセスメント、目的・目標、内容、方法、教育
媒体、評価を計画づくる。そして小グループで企画案を作成し、プレゼンテーションできるようにする。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力との関連）］
健康学科では、身体的・精神的・社会的健康に関する科学的な知識を習得し、人々の健康づくりと健康支援
に必要な技能を育むべく専門性の高い科目を体系的に配列してある。その中で、この科目は、健康教育につい
ての専門的知識と実践的技能の取得し、健康を創造・支援できる能力を身につけ、「健康科学分野における専
門的な知識と技能」および「健康科学分野の専門的な実践力」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1.ライフステージの視点から実際の健康教育を説明できる。
2.生活の場（地域・学校・職場等）において重要な健康教育を実際に計画・実施・評価することができる。
3.健康教育の実施方法について、演習を行うことによって実践力を養うことができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1. 本実習科目を通じて習得した健康教育学の知識と技能に基づき、生活の場（地域・学校・職場等）の視点
から選定した健康教育課題について実際に計画・実施・評価することができる（レポート）
2. 健康教育の実施方法について学び、演習中の発言や態度、グループワークの取組状況によって受講態度を
評価する（平常点）
3. ライフステージの視点から実際の健康教育について授業中に課した提出物（グループワークでの成果物や
振り返り）（ワークシートやレポート）
［成績評価の方法］
筆記試験（レポート）2題70％、授業中に課す提出物20％、授業中の態度・行動や質疑応答などの取組む姿勢
といった授業への意欲度（平常点）10％を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
健康教育学、生涯健康論、衛生公衆衛生学などを履修していると望ましい。
［履修上の注意］
1回の授業について3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いにする。
遅刻及び早退3回で1回分の欠席としてカウントする。
［課題（試験やレポート等）に対するﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法］
授業中に課したレポートや提出物については講義形式で解説を行う。
［テキスト・参考書等］
必要に応じてそのつど紹介する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当： 大久保 菜穂子
E‑mail： naokoo[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
日時： 前期（水） 12:00〜12:50、 後期（火） 13：45‑14：35
場所： 1号館4Ｆ 1415号室 健康教育学研究室
他の学生の相談時間と重ならないようにするため、できるだけ前日までにE‑mailで予約してください。質問や
相談は予約のあった学生を優先します。
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備考
［学修時間］
この授業は、実習の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
授業計画は授業の進行状況により多少前後することがある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
大久保 菜穂子 1.授業内容
（予習:1時間）本授業の目的、概要、到達目標に
1
本授業の目的、概要、到達目標 ついて事前に確認し、健康教育学という学問につ
いて調べる。
について理解を深める。
（復習:1時間）予習で事前に確認した項目に加え
2.授業方法
成績評価方法及び成績基準、履 、成績評価方法及び成績基準、履修上の注意点等
修上の注意点等について解説す についても再確認し、レポート課題や資料作成に
向けた準備を行う。
る。
シラバスを用いて授業計画を概
観し、各自、本授業の全体像を
イメージする。
大久保 菜穂子 1.授業内容
（予習:1時間）生活の場における健康教育につい
2
生活の場における健康教育の実 て書籍、インターネットを利用して調べる。
（復習:1時間）生活の場である地域・家庭・学校
際について理解を深める。
での健康教育について整理する。
2.授業方法
地域・学校・職場等といった生
活の場において重要な健康教育
の実際について事例を用いて解
説する。
ペアになり健康教育学の歴史に
ついて相手に説明する。
大久保
菜穂子
（予習:1時間）健康教育を計画づくるにあたって
3
1.授業内容
健康教育の計画づくりについて の要件を書籍、インターネットを利用して調べる
。
理解を深める。
（復習:1時間）ニーズアセスメント、目的・目標
2.授業方法
健康教育の計画づくりの前半部 、内容についてまとめる。
であるニーズアセスメント、目
的・目標、内容について事例を
用いて解説する。
ペアになり、カリキュラム編成
原理の視点から３つの教育的ニ
ーズについて相手に説明する。
大久保 菜穂子 1.授業内容
（予習:1時間）健康教育の計画づくりにあたって
4
健康教育の計画づくりについて の要件を書籍、インターネットを利用して調べる
（復習:1時間）前回復習したニーズアセスメント
理解を深める。
、目的・目標、内容を確認しながら、方法、教育
2.授業方法
健康教育の計画づくりの後半部 媒体、評価について整理する。
である方法、教育媒体、評価に
ついて解説する。
ペアになり、望ましい教材の要
件について相手に説明する。
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1.授業内容
学校における健康教育の活動事
例の分析を行う。
2.授業方法
ペアになり、本授業の前回の振
り返りを行い、相手に説明する
。数名プレゼンテーションし、
相互理解を深める。
学校における健康教育の活動事
例について解説し、分析を行う
。
1.授業内容
学校における健康教育の活動事
例の分析を行う。
2.授業方法
ペアになり、本授業の前回の振
り返りを行い、相手に説明する
。数名プレゼンテーションし、
相互理解を深める。
学校における健康教育の活動事
例について解説し、分析を行う
。
1.授業内容
今までの6回にわたる健康教育
学の授業について中間まとめを
行う。
2.授業方法
本授業の前半部6回分の振り返
りを行い、レポートに本授業の
中間のまとめ及び印象に残った
授業について文献を用いて考察
し、論述する。
1.授業内容
地域における健康教育の活動事
例の分析を行う。
2.授業方法
ペアになり、本授業の前回の振
り返りを行い、相手に説明する
。数名プレゼンテーションし、
相互理解を深める。
地域における健康教育の活動事
例について解説し、分析を行う
。
1.授業内容
地域における健康教育の活動事
例の分析を行う。
2.授業方法
ペアになり、本授業の前回の振
り返りを行い、相手に説明する
。数名プレゼンテーションし、
相互理解を深める。
地域における健康教育の活動事
例について解説し、分析を行う
。
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（予習:1時間）学校健康教育の事例を分析するた
めの要件を調べる。
（復習:1時間）分析の観点を整理する。

（予習:1時間）学校健康教育の事例を分析するた
めの要件を調べる。
（復習:1時間）分析の観点を整理する。

（予習:1時間）1〜6回の講義内容について振り返
り、整理する。興味や疑問を抱いた部分について
文献やインターネットを利用して調べる
（復習:1時間）学習した要点を確認する。

（予習:1時間）地域健康教育の事例を分析するた
めの要件を調べる。
（復習:1時間）分析の観点を整理する。

（予習:1時間）地域健康教育の事例を分析するた
めの要件を調べる。
（復習:1時間）分析の観点を整理する。
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1.授業内容
職場における健康教育の活動事
例の分析を行う。
2.授業方法
ペアになり、本授業の前回の振
り返りを行い、相手に説明する
。数名プレゼンテーションし、
相互理解を深める。
職場における健康教育の活動事
例について解説し、分析を行う
。
1.授業内容
職場における健康教育の活動事
例の分析を行う。
2.授業方法
ペアになり、本授業の前回の振
り返りを行い、相手に説明する
。数名プレゼンテーションし、
相互理解を深める。
職場における健康教育の活動事
例について解説し、分析を行う
。
1.授業内容
健康教育の企画立案について理
解を深める。
2.授業方法
健康教育の企画立案についての
概要を解説し、実際に健康教育
の企画案を作成する。
1.授業内容
健康教育の企画案のプレゼンテ
ーションを実施する。
2.授業方法
健康教育の企画案のプレゼンテ
ーションについての概要を解説
し、実際に健康教育の企画案の
プレゼンテーションを行う。
1.授業内容
今までの前半部7回までの中間
まとめに付け加え、8回〜14回
にわたる本実習についてまとめ
を行う。
2.授業方法
今までの実習の振り返りを行い
、レポートに総括及び印象に残
った授業について文献を用いて
考察し、論述する。
定期試験は実施しない
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（予習:1時間）職場健康教育の事例を分析するた
めの要件を調べる。
（復習:1時間）分析の観点を整理する。

（予習:1時間）職場健康教育の事例を分析するた
めの要件を調べる。
（復習:1時間）分析の観点を整理する。

（予習:1時間）小グループで行う立案作業に必要
な情報を集める。
（復習:1時間）個別指導を受けた内容についてま
とめる。

（予習:1時間）企画案のプレゼンテーションに必
要な情報を集める。
（復習:1時間）相互評価して得られたデータを整
理する。

（予習:1時間）1〜6回を振り返った中間まとめも
あわせて、特に7〜13回実習内容について振り返
り、整理する。興味や疑問を抱いた部分について
文献やインターネットを利用して調べる
（復習:1時間）学習した要点を確認し、復習が不
完全だったところを配布資料や参考文献などを用
いて十分に確認する。

授業科目名
英語科目名

地域福祉論Ⅰ
Community Based Social Service Ⅰ

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

松山

毅

授業概要
授業の内容
これからの社会福祉では、地域を基盤とした支援の推進が求められている。この授業では地域福祉の基本的な
考え方、制度の理解を目的とする。地域福祉論Ⅰでは、地域ケア、在宅福祉サービス、地域自立生活支援など
、地域を基盤とした社会福祉サービスを展開していくうえで必要とされる、地域福祉の考え方、法制、財政、
方法について学ぶ。
授業の位置づけ
この科目は「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、およびそれらの活用能力」を身につけるため
の科目の一つとして開講される。また健康学科においては、「健康を創造・支援するために必要な身体的・精
神的・社会的健康についての知識と技能」という学位授与方針の達成にも寄与する。
到達目標
1.地域を基盤とした福祉実践の意義について理解できる。
2.ボランティア活動に関心をもち、実践できる。
成績評価
.成績評価基準
1.地域福祉の基本的な考え方、制度について説明できる(定期試験）
2.福祉に関するボランティア活動に参加し体験する(レポート試験）
3.授業中の発言や振り返りシートによって受講態度を評価する(平常点）
成績評価方法
授業態度・取り組む姿勢10％、試験75％、レポート15％
履修における留意事項
履修条件
社会福祉に限らず、広くボランティア活動や社会貢献、まちづくりに関心のある方の受講を歓迎します。
履修上の注意
特になし
試験レポートの課題に対するフィードバックの方法
リアクションペーパーおよび試験後の解説で説明します
テキスト等
指定はありません。プリントを配布します
連絡先とオフィスアワー
松山毅
E‑mail:tmatsuya[at]juntendo.ac.jp （[at]は＠に変更してください）
オフィスアワー
火曜日２限 金曜日2限 １号館4階１422研究室
備考
学修時間
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備60時間の計90時間の学修を必要と
する内容をもって構成する
その他
当該科目は精神保健福祉士国家試験受験資格に関する科目です。ただし、地域福祉やボランティア活動、まち
づくりに関心のある学生の受講は歓迎いたします
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
松山
1
オリエンテーションー地域福祉 予習2ｈ）社会福祉問題についてネットや新聞で
(以下同様）
調べておく
を学ぶとは？
現代における孤独や孤立、互助 復習2h）関心を持った地域福祉課題について調べ
機能の希薄さなど、社会と地域 てみること
と福祉の関係について考えます
。
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地域福祉の源流① 海外の地域
福祉の発展
イギリスとアメリカを中心に、
日本に影響を与えた地域福祉思
想を概観します。
地域福祉の源流② 日本の地域
福祉の発展
戦前期のセツルメントを中心と
した日本の地域思想と福祉につ
いて学ぶ。
地域福祉の源流② 日本の地域
福祉の発展
戦後の社会福祉協議会の発足や
コミュニティ論、地方分権など
地域を基盤とした福祉の発展を
学ぶ。
福祉コミュニティと地域福祉
コミュニティ理論を概観しなが
ら、地域福祉におけるコミュニ
ティ概念の意義について学ぶ。
在宅福祉サービスと地域福祉
在宅福祉サービスの発達と基本
的な考え方、サービスについて
学ぶ。
社会福祉施設と地域福祉
地域社会における福祉施設の位
置、役割とは何か？これからの
施設福祉のあり方を考えます。
社会福祉協議会の役割
地域福祉推進の主体である社会
福祉協議会の意義・役割につい
て理解する。
権利擁護と社会福祉
成年後見制度や日常生活自立支
援事業、苦情解決制度など社会
福祉における権利擁護について
理解する。
民生・児童委員制度と地域福祉

予習:2h）コミュニティオーガニゼーションやコ
ミュニティケアという言葉の意味を調べておくこ
と
復習2h）イギリスとアメリカの地域福祉の考え方
ら実践方法の違いについてまとめておく
予習2h）セツルメントという言葉の意味について
調べておく
復習2h）地域における互助の役割、セツルメント
活動が果たした役割を整理しておくこと
予習2h）地方分権化について調べておくこと
復習2h）社会福祉協議会の設立背景、地域福祉論
の登場、地方分権化と社会福祉についてい大きな
流れを理解しておくこと

予習2h）「地域」と「コミュニティ」の違いにつ
いて調べておくこと
復習3h）地域福祉における「地域」「コミュニテ
ィ」の重要性について理解したことをまとめてお
く
予習2h）在宅福祉サービスの意味について調べて
おく
復習3h）施設福祉サービスと在宅福祉サービスの
違い、在宅福祉サービスの担い手について理解し
たことをまとめておく
予習2h）社会福祉施設の種類を調べておくこと
復習3h）施設福祉の果たす役割、地域社会との関
係性について、授業で理解したことをまとめてお
く
予習2h）社会福祉協議会について調べておく
復習2h）行政と民間団体である社協の違いについ
て整理しておく
予習2h）権利が侵害されている事例について調べ
ておく
復習2h）権利擁護の重要性、権利を守るしくみに
ついて理解したことをまとめておく

予習2h）民生・児童委員について調べておく
復習3h）地域福祉推進における民生児童委員の役
地域福祉推進の重要な担い手で 割についてまとめておくこと
ある民生・児童委員について理
解する
NPO・ボランティア活動と地域 予習2h）ボランティアとは必要なのか、考えてみ
ること
福祉
ボランティアの歴史・思想、NP 復習3h）ボランティアが社会に果たす役割や可能
Oの役割と地域福祉について考 性について考えをまとめておくこと
えます。
予習2h）なぜ住民参加が必要なのか、考えておく
まちづくりと福祉教育
地域社会や住民の主体的参加を こと
促進する福祉教育について概観 復習2h）住民の主体形成と福祉教育の関係性につ
いてまとめておくこと
する
地域福祉の財源−共同募金を中 予習2h)赤い羽根共同募金について調べておくこ
と
心に
地域福祉の財源について、公的 復習2h）募金や寄付の意義、地域福祉を進める財
財源・民間財源を概観し、共同 源の重要性について理解したことをまとめておく
募金の歴史・意義・役割につい
て理解する。
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地域福祉の方法−コミュニティ
ソーシャルワーク
地域福祉の展開について、コミ
ュニティソーシャルワークの基
本的考え方を理解する。
定期試験
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予習2h）コミュニティオーガニゼーションとコミ
ュニティワークについて調べておく
復習2h）コミュニティソーシャルワークが必要と
されてきた背景や役割を整理しておく

授業科目名
英語科目名

地域福祉論Ⅱ
Community Based Social Service Ⅱ

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

松山

毅

授業概要
授業の内容
地域を基盤とした社会福祉実践の基本的な方法について、地域福祉論Ⅰで学んだ制度・サービスをふまえて理
解できるようになること。地域福祉論Ⅱでは、具体的な地域福祉推進の方法について学ぶ。事例やビデオ、ゲ
ストスピーカー、グループワークなどを多く取り入れ、実践的な内容を学ぶ。具体的な地域における生活課題
を基に授業を進めるので、これまでの生活の中で経験してきた地域や社会とのかかわりを想起しながら、自分
の生活のこれまで・現状・これからを想像しながら学んでほしいと考えます。
授業の位置づけ
この科目は「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、およびそれらの活用能力」を身につけるため
の科目の一つとして開講される。また健康学科においては、「健康を創造・支援するために必要な身体的・精
神的・社会的健康についての知識と技能」という学位授与方針の達成にも寄与している
到達目標
1.地域に発生する様々な福祉課題について知ること・説明できること
2.解決方法について様々な視点から考えられるようになること
成績評価
成績評価基準
1.講義の解説および事例検討をとおして、地域福祉推進方法について理解できているか（定期試験）
2.事例検討における参加度、貢献度(レポート試験・平常点）
成績評価方法
授業態度・取り組む姿勢２０％、レポート2０％、試験6０％
履修における留意事項
履修要件
地域福祉論Ⅱのみを受講することも可能ですが、できれば地域福祉論Ⅰを受講していることが望ましいです。
履修上の注意
特になし
試験レポート等の課題に対するフィードバックの方法
リアクションペーパーや試験後の解説等で行います
テキスト
テキストはありません。プリントを配布します。参考文献は随時紹介します
連絡先とオフィスアワー
松山毅
e‑mail:tmatsuya[at]Juntendo.ac.jp （[at]は＠に変更してください）
オフィスアワー
火曜日2限 金曜日2限 1号館4階1422研究室
備考
学修時間
この授業は、講義形式による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学習を必要とす
る内容を持って構成する
その他
この科目は精神保健福祉士国家試験受験資格に関する必修科目です。ただし、当該科目の内容に関心がある学
生の受講は歓迎いたします。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
松山(以下同じ） オリエンテーション
予習2ｈ）地域福祉論Ⅰの内容を復習しておく
1
地域自立生活の考え方と支援の 復習2ｈ）地域の福祉課題について関心を持った
内容をネットや新聞で調べてみる
在り方について
2
コミュニティソーシャルワーク 予習2h）コミュニティソーシャルワークについて
調べてくる
①
コミュニティソーシャルワーク 復習2h）コミュニティワークとコミュニティソー
の考え方、展開システムについ シャルワークの違いについて整理する
て
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

コミュニティソーシャルワーク
②
コミュニティソーシャルワーク
の方法、多職種・機関との連携
について
地域における福祉―ニーズの把
握方法について
地域における福祉ニーズの意味
、アウトリーチ、質的なニーズ
把握、量的なニーズ把握につい
て
地域における社会資源の活用・
調整・開発
地域における社会資源の概要、
活用方法とコーディネートの在
り方、福井サービスの開発など
住民参加の方法
地域福祉推進における住民参加
の意義、市町村行政と住民参加
、民間福祉における住民参加の
促進
地域トータルケアシステム①
地域トータルケアシステムの歴
史、理論、展開方法
地域トータルケアシステム②
高齢者福祉を中心とした地域ト
ータルケアシステムの事例研究

予習2h）宿題である事例を読んでくる（ワークシ
ート記入）
復習2h）コミュニティソーシャルワークによる援
助の視点について確認すること
予習2h）地域において発生する福祉ニーズの把握
方法について考えておく
復習3h）量的・質的調査方法やアウトリーチの意
義について確認しておく

予習2h）地域における社会資源を調べてくる（宿
題）
復習3h）社会資源の役割、地域連携の在り方につ
いて考えをまとめておく
予習2h）地域福祉推進における住民参加の意義に
ついて考えてみる
復習3h）住民参加の方法、評価について整理して
みる

予習2h）配布プリントを読んでくる
復習3h）地域における総合的なケアの仕組みにつ
いて理解したことをまとめておく
予習3h）配布プリントを読む（ワークシートあり
）
復習2h）わからなかった社会資源について調べて
おく
予習2h）配布プリントを読んでくる
事例検討
復習2h）地域における子育て支援組織・団体の有
子育て支援と地域福祉
機的連携について理解したことをまとめておく
予習2h）地域福祉計画について調べておく
地域福祉計画の系譜
地域福祉推進における計画策定 復習2h）自分の市町村の地域福祉計画について調
の必要性・意義、地域福祉計画 べてみる
の歴史・理論・考え方について
地域福祉計画策定の視点と方法 予習2h）事例を読んでくる
復習2h）地域福祉計画の策定や推進評価の方法に
事例をもとにした地域福祉の計 ついてまとめておく
画策定方法・推進方法・評価方
法を学ぶ
地域福祉サービスの評価の考え 予習2h）地域福祉の成果をどのように測るか、考
えてみる
方
地域における様々なサービスの 復習2h）地域福祉推進評価の視点（タスク・プロ
評価の考え方、評価活動の類型 セス・リレーションシップ）についてまとめてお
く
、方法について
予習2h）配布プリントを読んでくる
事例研究
障害者の相談支援と地域福祉 復習2h）地域における重層的な相談支援システム
について理解したことをまとめておく
地域福祉推進を行っている関係者による講義
ゲストスピーカー
予習2ｈ）事前資料を読んでくる
まとめ
復習2ｈ）講義で気になったところや疑問点を調
べてみる
定期試験
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授業科目名
英語科目名

社会福祉論Ⅱ
Principles of Socials WelfareⅡ

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

松山

毅

授業概要
授業の内容
「なぜ、社会福祉は必要とされるのか」‑‑‑この問いに答えるために、これまでの社会福祉の歴史・理論・思
想をたどる中から、社会福祉の果たしてきた役割をきちんと理解すること。社会福祉論Ⅱでは、内外の社会福
祉（社会的支援の仕組み）の歴史と理念の発達、ニーズや対象の考え方、主要理論について学びます。社会問
題に関心を持つだけではなく、その発生原因や歴史的社会的背景についても関心を持って学んでほしいと思い
ます
授業の位置づけ
この科目は「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、およびそれらの活用能力」を身につけるため
の科目の一つとして開講される。また健康学科においては、「健康を創造・支援するために必要な身体的・精
神的・社会的健康についての知識と技能」という学位授与方針の達成にも寄与している
到達目標
1.社会福祉（社会的支援の仕組み）の発展過程を理解できる
2.社会福祉のニーズや対象の考え方を理解できる
3.「暮らしを社会が支える意義」について理解できる
成績評価
成績評価基準
1.講義で解説した社会福祉の基本的な考え方、しくみ、価値について説明できる(定期試験）
2.ニーズの考え方、把握方法、評価、充足方法について説明できる(定期試験）
1.成績評価方法
授業態度・取り組む姿勢10％、試験90％
履修における留意事項
履修要件
社会福祉論Ⅰを受講していることが望ましい
何でもよいので社会問題に関心を持ち、関連付けて理解するようにしてください。社会に関心をもつことが、
福祉以外の進路においても重要になります。
履修上の注意
特になし
試験レポート等の課題に対しるフィードバックの方法
リアクションペーパーおよび試験後の解説で対応します
テキスト
テキストはありません。プリントを配布します。参考文献も授業内で紹介します。
連絡先とオフィスアワー
松山毅
E‑mail;tmatsuya[at]juntendo.ac.jp （[at]は＠に変更してください）
オフィスアワー
火曜２限、金曜２限 １号館4階1422研究室
備考
学修要件
この授業は講義の授業形態による2単位の科目であり、じゅぎょう30時間と準備学習60時間の計90時間の学修
を必要とする内容をもって構成する
その他
精神保健福祉士国家試験受験資格に関する科目です。ただし、社会福祉に関心のある学生の受講は歓迎いたし
ます。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
松山（以下同） オリエンテーション
予習2ｈ）社会福祉論Ⅰの内容を復習しておく
1
なぜ、人は他人を助けるのか？ 復習2h）慈善や慈悲などの思想と利他主義の関係
福祉の基本思想を宗教思想と関 性を理解すること
連せて考える（キリスト教・仏
教を中心に）

2044

社会福祉の歴史 イギリス①
18世紀までのイギリスの社会福
祉史を中心に、チャリティや救
貧法による救済制度を理解する
。
社会福祉の歴史 イギリス②
20世紀までのイギリスの社会福
祉史における社会調査や社会保
険制度などの発達を理解する。
社会福祉の歴史 福祉国家思想

予習2h）イギリスの歴史について復習しておく
復習3h）救貧法などの制度的救済の仕組みが作ら
れた意義を理解すること

予習2h）イギリスの歴史について復習しておくこ
と（１９世紀以降）
復習3h）フィランソロピーや社会調査の意義、社
会政策の成立についてまとめておくこと
予習2h）福祉国家について調べてみる
復習2h）福祉国家の類型や違いについて整理して
イギリスを中心に、欧米諸国の おくこと
福祉国家と福祉社会の歴史と思
想を概観する。
予習2h）明治・大正・昭和初期の日本の歴史につ
社会福祉の歴史 日本①
明治期 戦前の慈善事業・社会 いて復習しておく
復習2h）欧米と比べて日本の救済制度の特徴を整
事業の発達を学ぶ。
理しておく
予習2h）戦後〜高度経済成長期の日本の歴史を復
社会福祉の歴史 日本②
戦後〜高度成長期までの社会福 習しておく
復習2h）戦後日本の福祉の基礎をつくったGHQの
祉の歴史を学ぶ
占領政策の意義と高度成長期の生活問題を整理し
ておくこと
予習2h）１９７０年代後半〜９０年代の日本の歴
社会福祉の歴史 日本③
低成長時代〜地方分権化時代の 史を復習しておく
復習2h）日本型福祉社会といわれる理論や地域福
福祉の歴史を学ぶ
祉政策などを整理しておく
予習2h）ニーズやディマンドの意味について調べ
社会福祉のニーズについて
福祉ニーズの考え方・類型につ ておく
復習3h）社会福祉におけるニーズ概念について整
いて学ぶ
理しておく
予習2h）社会福祉の対象となるのはどのような人
社会福祉の対象について
社会福祉対象のとらえ方、考え か、調べておく
復習3h）社会福祉対象の根拠や理論について変遷
方の変遷を理解する
をまとめておく
予習2h）資本主義や共産主義などの社会経済思想
社会福祉の主要理論①
孝橋理論・岡村理論を中心に理 を調べておく
復習2h）孝橋理論や岡村理論の特徴・相違点を整
解する。
理しておく
予習2h）生活構造論について調べておく
社会福祉の主要理論②
生活構造論を中心に理解する 復習2h）生活構造に基づくニーズ把握や支援方法
の意義について理解しておく
予習2h）ニーズや対象論を復習しておく
社会福祉の主要理論③
福祉政策論やニーズ論を理解 復習2h）社会福祉政策や経営論の考え方、福祉計
画論の考え方を整理しておく
予習2h）医学モデル・生活モデルを調べておく
社会福祉援助の原理論①
医学モデル・生活モデルを中心 復習2h）社会福祉対象や援助の変遷と医学モデル
に援助思想の発達を理解する。 ・生活モデルの関連、ICF理論との関係を理解し
ておく
予習2h）エンパワメントやストレングスについて
社会福祉援助の原理論②
エンパワメントモデルやストレ 調べておく
ングスモデル、アドボカシーな 復習2h）援助思想におけるエンパワメントやスト
レングスの視点と自立生活支援の在り方について
どの実践理論を理解する
まとめておく
定期試験
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授業科目名
英語科目名

知的障害者の心理
Psychology of the Mentally Handicapped

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 真鍋 健
科目担当者
真鍋健
授業概要
［授業全体の内容］
本授業では、心理学的な知見を交えながら、日常で見せる知的障害児・者の何気ない行動の意図や背景を理解
することを、目的とする。このために、授業前半では知的障害者の心理を学ぶ前に「相手をどう理解するか」
ということについて、「障害観」をキーワードに考える。授業中盤から後半にかけては、知的障害者がとりや
すい行動を発達領域等ごとにピックアップし、それぞれ心理学的知見を交えて学ぶ。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力との関連）］
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康学科を中心とした幅広い知識と共用
、及びそれらの活用能力」を身に付ける。
［授業の到達目標］
１．知的障害児・者の生活を心理学的知見も包含しながら捉え、共に同じ社会に生きるものとしてどう関わる
かについて、自らの言葉で説明することができる（授業前半部分と関連して）。
２．多様な臨床像を示す知的障害児の発達・行動・認知特性を理解し、実際の生活における教育的指導を行う
ための、またはその後の関連科目や実習指導を円滑に進めるための基礎知識を得る（授業中盤・後半部分と関
連して）。
成績評価
［成績評価の基準］
１．「知的障害」という概念について、自分の言葉（文章）で説明することができる（定期試験）
２．知的障害者が示す行動について、心理学的な知見を交えて考えることができる （定期試験）
３．知的障害者が示す行動について、心理学的な知見を交えて自分の言葉（文章）で説明することができる（
定期試験）
４．授業中の発言やグループワークの取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）
［成績評価方法］
平常点（15％）と学期末に行う定期試験（85％）を総合して評価を行う。
履修における留意事項
［受講条件］
特に指定はしないが「心理学（1年）」や「障害者教育総論（2年）」「知的障害者指導法（3年）」などの関
連科目とのつながりを意識すること。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
・1回の授業あたり、3分の２以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
・また大学指定の出席表（リクレフクションペーパー）の提出があっても、当該回に求める他の提出物がない
場合は欠席扱いとすることがある。
・受講人数が多い場合は特に、円滑な授業進行に協力してください（資料配布、出席表提出、授業開始と終了
時の挨拶など）
［試験・レポート等の課題に対するフィードバックの関連］
適宜、模範となる解答（回答）や評価のポイントを提示し、解説する。
［テキスト・参考書］
・穴埋め式の資料を配るので、原則ノートは必要ありません。
・使用テキストはありません。参考書・文献等は授業内で紹介します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：真鍋健
連絡先は授業内で知らせる
［オフィスアワー］
電子メールでの質問受付に限る
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備考
［学修時間］
この授業は講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学修60時間の計90時間の学修を必要
とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は「特別支援学校教諭1種免許状」の取得に必要な科目のうち「特別支援教育領域に関する科目
」における必修科目として位置づいています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
真鍋
［予習：120分］障害のある人との交流や経験を
1
（授業内容）
まとめる
オリエンテーション
（授業のねらい・内容・計画等 ［復習：120分］障害について授業から考えたこ
とを3つ書き出す
の確認）

2

真鍋

（授業方法）
授業中に配布するプリントに沿
って講義を進める
（授業内容）私にとって障害、
知的障害とは、何が同じで何が
違うのか①（私にとっての知的
障害）

［予習：120分］1回目の授業内容をふまえて、障
害のある人との交流や経験を改めてまとめる
［復習：120分］障害について授業から考えたこ
とを3つ書き出す

（授業方法）
授業中に配布するプリントに沿
って講義を進める

3

真鍋

（キーワード）
障害観
（授業内容）
私にとって障害、知的障害とは
、何が同じで何が違うのか②
（社会における知的障害とその
処遇）

［予習：120分］障害のある人との交流や経験に
ついて、自分の意見と他者の意見を区別してまと
める
［復習：120分］障害について授業から考えたこ
とを3つ書き出す

（授業方法）
授業中に配布するプリントに沿
って講義を進める

4

真鍋

（キーワード）
障害者処遇、ノーマライゼーシ
ョン、DVD（障害者の生活)
（授業内容）
私にとって障害、知的障害とは
、何が同じで何が違うのか③（
教育における知的障害者への処
遇）
（授業方法）
授業中に配布するプリントに沿
って講義を進める
（キーワード）
特別支援教育、DVD（障害者の
生活）
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予習：120分］小・中・高校のときに障害のある
同級生等とどのような交流をしていたかをまとめ
る
［復習：120分］障害に関わる何かの視聴覚教材
（メディア含）等を１つ視聴する

5

真鍋

（授業内容）
知的障害に関わる基礎事項①
知的障害の概要

［予習：120分］左記カッコ内の用語について調
べる
［復習：144分］重要用語の意味を端的に答えら
れるようまとめる

（授業方法）
授業中に配布するプリントに沿
って講義を進める

6

7

8

9

真鍋

真鍋

真鍋

真鍋

（キーワード）
定義、IQ、検査（ビネー、ウェ
クスラー式）、原因
［予習：120分］左記カッコ内の用語について調
（授業内容）
知的障害に関わる基礎事項② べる。
自身の母子手帳を見てみる（可能であ
運動発達
れば）
［復習：144分］重要用語の意味を端的に答えら
（授業方法）
授業中に配布するプリントに沿 れるようまとめる
って講義を進める
（キーワード）
運動発達の順序性、反射と抗重
力、筋緊張、首のすわりから歩
行まで
［予習：120分］左記カッコ内の用語について調
（授業内容）
知的障害に関わる基礎事項③ べる
自身の母子手帳を見てみる（可能であれ
言語発達
ば）
［復習：144分］重要用語の意味を端的に答えら
（授業方法）
授業中に配布するプリントに沿 れるようまとめる
って講義を進める
（キーワード）
4領域（表出−理解 ・ 叙述
−要求）、共同注意、ことばの
前のことば
［予習：120分］左記カッコ内の用語について調
（授業内容）
知的障害に関わる基礎事項② べる
［復習：144分］重要用語の意味を端的に答えら
ダウン症
れるようまとめる
（授業方法）
授業中に配布するプリントに沿
って講義を進める
（キーワード）
染色体、合併症、低緊張、視覚
優位、聴覚的短期記憶、言語発
達
［予習：120分］左記カッコ内の用語について調
（授業内容）
知的障害に関わる基礎事項⑤ べる
［復習：144分］重要用語の意味を端的に答えら
認知
れるようまとめる
（授業方法）
授業中に配布するプリントに沿
って講義を進める
（キーワード）
機能局在、注意・記憶、プラン
ニング、視聴知覚、同時・継次
処理、ワーキングメモリ
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10

真鍋

（授業内容）
知的障害に関わる基礎事項⑥
認知に応じた支援

［予習：120分］左記カッコ内の用語について調
べる
［復習：144分］重要用語の意味を端的に答えら
れるようまとめる

（授業方法）
授業中に配布するプリントに沿
って講義を進める

11

12

13

真鍋

真鍋

真鍋

（キーワード）
長所利用型指導法（漢字・日記
や作文・計算）
［予習：120分］左記カッコ内の用語について調
（授業内容）
知的障害に関わる基礎事項⑦ べる
［復習：144分］重要用語の意味を端的に答えら
数概念
れるようまとめる
（授業方法）
授業中に配布するプリントに沿
って講義を進める
（キーワード）
数字・数詞・数量・（指数字）
、数唱・計数・概括・抽出、学
習レディネス
［予習：120分］左記カッコ内の用語について調
（授業内容）
知的障害に関わる基礎事項⑧ べる
［復習：144分］重要用語の意味を端的に答えら
文字の読み書き
れるようまとめる
（授業方法）
授業中に配布するプリントに沿
って講義を進める
（キーワード）
空間関係把握・統合、視覚−運
動、音韻分解・抽出
［予習：120分］左記カッコ内の用語について調
（授業内容）
知的障害児の理解の方法とその べる
［復習：144分］重要用語の意味を端的に答えら
実際① スキル・行動形成
れるようまとめる
（授業方法）
授業中に配布するプリントに沿
って講義を進める
（キーワード）
課題分析、行動の前・中・後の
支援、順行・逆行チェイニング

14

真鍋

（授業内容）
知的障害児の理解の方法とその
実際② 気になる行動・問題行
動
（授業方法）
授業中に配布するプリントに沿
って講義を進める
（キーワード）
ABC分析、行動の機能と型、機
能的アセスメント
定期試験
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［予習：120分］左記カッコ内の用語について調
べる
自分あるいは家族等の癖・悪い習慣を２・３個思
い出す。
［復習：144分］重要用語の意味を端的に答えら
れるようまとめる

授業科目名
英語科目名

肢体不自由者の心理
Psychology of the Orthopedically Impaired

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

飯嶋

正博

授業概要
【授業全体の内容】
今、障害者差別解消法の制定により、基礎的環境整備と合理的配慮が、社会に求められ、特に教育において
はインクルーシブ教育の構築のために、肢体不自由者（身体障害者)に対する一層の理解が求められている。
この授業では、肢体不自由者（身体障害者)を中心に、彼らの心理的特徴や、行動特性、実際の生活実態、取
り巻く社会環境などの基礎的な知識や理解を深めるとともに、かれらとかかわる教員になるために不可欠な資
質も体得する。
【授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)】
この科目は、健康学科において「健康についての専門的知識と実践的技能の取得」という学位授与方針の達成
に寄与する。
【到達目標】
1. 肢体不自由者（身体障害者)の生涯発達に沿った心理的特徴、行動特性、生活実態を理解し、説明すること
が出来る。
2.彼らを取り巻く社会環境を理解するとともに、障害者本人のみならず、彼らの家族や友人、支援する人々の
心理も理解する。
3. 心理の科目であるが、関連する法律、医学、教育、動物、科学技術など関連する領域についても理解する
。
成績評価
【成績評価の基準】
1. 講義内容を理解し、ノートに記載出来る。（平素点・レポート扱い)
2. 自ら内容を整理し、より深く調べたり、考えたりしたことをノートに記載出来る。(平素点・レポート扱い
)
3. 習得した知識や理解を説明できる。（定期試験)
【成績評価の方法】
1.平素点は、講義中のノート記載と、予習・復習で行われるノート整理・課題レポートの記載で30点
2. 定期試験による出題への知識・理解が70点
3. 両者の合計100点中、60点以上で合格点とする。
履修における留意事項
【履修条件】
「心理学」、「教育心理学」を履修していることが望ましい。
【履修上の注意(科目独自のルール)】
自分自身のノートを用いても構わないが、独自に作成されたアクティブ・ラーニング・ノートに基づいて受
講する。
【課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法】
1. アクティブ・ラーニング・ノートは定期試験直前に提出し、評価点を付けて試験後に返却される。
2. 定期試験では、設問に対して筆記試験で評価される。
【テキスト・参考書】
1.テキストは指定しないが、随時、独自に作成された配布資料に出典や、参考書などを紹介する。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
E‑mail:miijima@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
水・木・金曜日の昼休み12:30から
場所:１号館２階心身障害心理学研究室(1217)
上記以外でも相談に対応しますが、事前に連絡する。
備考
【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業30時間と準備学習６０時間の合計90時間の学
修を必要とする内容を持って構成する。
【その他】
この科目は、特別支援学校教員１種免許状を取得するためには、必修科目で、さらに障害者スポーツ指導員初
級の取得ためにも活用できる。講義のみでは、実際の様子や心情などを理解することが難しいため、視聴覚教
材を多用し、5感や心情に訴えることがあります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
飯嶋
【予習:2時間】
1
【授業内容】
新聞、各種ニュース、雑誌などで「身体障害」に
テーマ:オリエンテーション
本授業の目的および目標の解 関連する記事を調べる。
説をし、授業の進め方、特にア
クティブ・ラーニング・ノート 【復習:２時間】
アクティブ・ラーニング・ノート(以下ANLと略す
の活用について説明する。
)に従って、講義を整理し、自ら課題を見つけてA
LNにまとめる。
【授業方法】
前半は、配布資料を用いて、講
義を中心に、後半は視聴覚教材 【キーワード】
を視聴し、その後各種話し合い アクティブ・ラーニング、障害児者の事件・事故
を行う。
【予習:２時間】
2
【講義内容】
テーマ:肢体不自由者への支援 「24時間テレビ」のことを調べる。
24時間テレビやメイク・ア・
ウイッシュなどの活動を紹介し 【復習:２時間】
、彼らの夢をかなえるお手伝い 同じ
の意義を解説する。
【キーワード】
ボランティア活動、TDR,特別支援学校
【授業方法】
同じ
【予習:2時間】
3
【授業内容】
漫画「リアル」について調べる。
テーマ:障害の定義と原因
肢体不自由を中心に障害の定義
とその原因について、解説する 【復習:２時間】
同じ
。

4

【授業方法】
同じ
【授業内容】
テーマ:肢体不自由の定義
肢体不自由者(身体障害者)の
定義、種類、数などを解説する
。

【キーワード】
障害の定義、原因、人数、法律
【予習:２時間】
「ディズニーのキャラクター」を調べる。

【授業方法】
同じ

【キーワード】
フリークス、モンスター、エレファント・マン
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【復習:2時間】
同じ

5

6

【授業内容】
テーマ:脳性マヒ1
脳性マヒの定義、種類、原因
などその特徴と実際を解説する
。

【予習:２時間】
「脳性マヒ」の有名人を調べる。

【授業方法】
同じ
【授業内容】
テーマ:脳性マヒ2
脳性マヒの随伴障害について解
説する。

【キーワード】
脳性マヒ、筋緊張、マヒの部位
【予習:２時間】
「脳性マヒ」を扱った映画、漫画、小説などを
調べる。
【復習:２時間】
同じ

【授業方法】
同じ

7

8

9

10

【復習:２時間】
同じ

【キーワード】
心理的特性、発作、知覚、知能など
【予習:２時間】
「交通事故・スポーツ事故」について調べる。

【授業内容】
テーマ:脳性マヒ以外の障害
脊髄損傷や進行性筋ジストロフ
ィ等の心理的特徴、行動特性、 【復習:２時間】
同じ
生活実態などを解説する。
【授業方法】
同じ
【授業内容】
テーマ:リハビリテーション
身体障害者が受けるリハビリテ
ーションについて、医学のみな
らず教育的、社会的、職業的支
援について解説する。
【授業方法】
同じ
【授業内容】
テーマ:特別支援教育
教育的リハビリテーションとし
て特別支援教育の内容を特別支
援学校の様子などを用いて解説
する。
【授業方法】
同じ
【授業内容】
テーマ:パートナー・アニマル
ズ
障害者を支援する動物たちを紹
介する、補助犬を中心に、各種
動物の活躍を紹介する。

【キーワード】
義足、車いす、神経・筋、
【予習:２時間】
「リハビリテーション」について調べる。
【復習:２時間】
同じ
【キーワード】
医療的リハビリ、特別支援教育、療育
【予習:２時間】
「特別支援学校」について調べる。
【復習:２時間】
同じ
【キーワード】
体育指導、自立活動、日常生活指導、作業学習な
ど
【予習:２時間】
「補助犬法」について調べる。
【復習:２時間】
同じ
【キーワード】
盲導犬、聴導犬、介助犬、乗馬療法、猿、イルカ

【授業方法】
同じ

2052

11

12

13

【授業内容】
テーマ:肢体不自由者の活躍1
アダプテッド・スポーツだけで
なく、様々なスポーツで活躍す
る人を紹介する。

【予習:２時間】
「パラリンピック」で活躍した人を調べる。

【授業方法】
同じ

【キーワード】
パラリンピック、スペシャル・オリンピックス、
デフリンピック
【予習:２時間】
「キャリア教育」について調べる。

【授業内容】
テーマ:肢体不自由者の就労
肢体不自由者が就労し、家庭を
持ち、自立した様子を解説し、 【復習:２時間】
同じ
その方の人生を考える。
【授業方法】
同じ
【授業内容】
テーマ:肢体不自由者の活躍2
芸術分野（美術・音楽・文学な
ど)で活躍した人を紹介する。

15

【キーワード】
キャリア教育、就労支援、自立、結婚と性
【予習:2時間】
作者が肢体不自由者である人の「芸術作品」を調
べる。
【復習:２時間】
同じ

【授業方法】
同じ

14

【復習:２時間】
同じ

【キーワード】
美術、音楽、小説など
【予習:4時間】
「出生前診断」について調べる。

【授業内容】
テーマ:家族の心理
障害を持った子どもの親(保護
者)や兄弟姉妹の心理的状態、 【復習:４時間】
心情、覚悟等について解説する ALNを整理しつつ、定期試験のために、知識や理
解を深めた点を説明できるように準備する。
。
【キーワード】
告知、診断、受容、人生,兄弟

【授業方法】
同じ、
定期試験
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授業科目名
英語科目名

病弱者の看護
Nursing of Invalids

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

中西

唯公

授業概要
［授業全体の内容］
本科目では、小児期に発症する主な疾患の基礎的知識を学び、慢性的疾患の罹患から生じる身体的・心理的
・社会的側面への影響を理解した上で、症状を緩和する看護だけでなく、病弱者である児童生徒とその保護者
に応じた教育的支援について考える。適宜、グループワークなどを取り入れながら、特別支援教育の分野でよ
くみられる主な疾患や障害の病態生理とその治療、健康管理が必要な小児に対する指導や支援のあり方につい
て理解を深めることを目的としている
［授業の位置づけ（学位授与方針に定めされた知識・能力等との関連）］
この科目は、「健康科学分野の専門的な知識と技能」「健康科学分野の専門的な実践力」という学位授与方針
の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
１．特別支援学校における代表的な疾患の基礎知識と治療方法の概要が理解できる
２．慢性的な疾患を持つ児童生徒の身体的、心理的、社会的影響が理解できる
３．対象となる児童生徒と保護者に対する教育上の指導や配慮を理解し、特別支援学校の教育の役割について
考えることができる
４．対象となる児童生徒とその保護者が暮らしやすい社会の実現に向けて、自らの考えを深めることができる
成績評価
［成績評価の基準］
１．特別支援学校における代表的な疾患の基礎知識と治療方法の概要を説明できる（定期試験あるいは最終課
題レポート）
２．慢性的な疾患を持つ児童生徒の身体的、心理的、社会的影響が説明できる（課題レポート）
３．対象となる児童生徒と保護者に対する教育上の指導や配慮を理解し、特別支援学校の教育の役割について
述べることができる（定期試験あるいは最終課題レポート）
４．対象となる児童生徒とその保護者が暮らしやすい社会の実現に向けて、自らの考えを述べることができる
（定期試験あるいは最終課題レポート）
［成績評価方法］
・平常点（20％）、グループワーク参加状況（10％）、課題レポート（20％）、定期試験あるいは最終課題レ
ポート（50％）を総合して評価します。
履修における留意事項
［履修要件］
・特になし
［履修上の注意（科目独自のルール）］
・授業回数の3分の2以上の出席者のみを評価対象として、受講態度によって評価する 。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
・定期試験や課題レポートで成績評価を行うが、講義内容が反映されていない場合には個別に解説や指導を行
う。
［テキスト・参考書等］
１．飯野順子 他 編：特別支援教育ハンドブック、東山書房、2014
・参考書であり、授業中は適宜参考資料を配付します。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
中西 唯公
Email：ynakani＊juntendo.ac.jp
※メールの際は、＊を＠に変更して送信してください。
［オフィスアワー］
前期・後期：水曜日12:00〜12:50
場所：1号館4階1418室（看護学研究室）
急な出張などで不在にすることもありますので、できれば事前にご連絡を。
備考
［学修時間］
この授業は、講義による２単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必要とする内
容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、特別支援学校1種免許状の取得に必要な必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中西 唯公
(予習：2時間）
1
［授業内容］
テーマ：オリエンテーション、 病弱者とはどのような状態を表現する言葉なのか
、また小児疾患の内容にはどのようなものがある
病弱者の看護を学ぶ意義
・授業計画を提示し、本科目の のか、その概要をまとめる
内容や到達目標を知り、病弱者
の看護を学ぶ意義について学習 （復習：2時間）
授業の目的を達成するための方法を整理する
する

2

中西

唯公

3

中西

唯公

［授業方法］
・授業計画を配布し、プリント
とスライドを用いて講義を進め
る
・病弱者の看護学を学ぶ意義や
看護について解説する
（予習：2時間）
［授業内容］
テーマ：病弱者、身体虚弱とは 病弱者および身体虚弱の概念について調べる
・病弱者の概念について学習す
（復習：2時間）
る
授業で学んだことをまとめる
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める
・病弱者や身体虚弱に概念につ
いて解説する
（予習：2時間）
［授業内容］
テーマ：病弱者の心理・行動と ピアジェの認知発達理論、エリクソンの心理発達
その影響（１）子どもの健康・ 理論について調べる
病気の認識と発達
・病弱者の心理・行動とその影 （復習：2時間）
ピアジェの認知発達理論とエリクソンの心理発達
響について学習する
理論が子どもの病気の理解への適用についてまと
める
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める
・発達理論を基にして、小児の
病気の認識と発達過程および看
護への応用を解説する
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5

中西

中西

唯公

唯公

6

中西

唯公

7

中西

唯公

［授業内容］
テーマ：病弱者の心理・行動と
その影響（２）病気や入院が子
どもと家族に与える影響①
・病弱者の心理・行動とその影
響について学習する
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める
・病気や入院が子どもや家族に
与える影響を、グループワーク
を通じて学ぶ
［授業内容］
テーマ：病弱者の心理・行動と
その影響（３）病気や入院が子
どもと家族に与える影響②
・病弱者の心理・行動とその影
響について学習する

（予習：2時間）
子どもの病気や入院は、子ども自身や家族にどの
ような影響を与えるのか、自分自身や周囲の人達
の経験から考えをまとめておく
（復習：３時間）
グループメンバーから出された意見を整理する

（予習：３時間）
グループワークでまとめた意見を発表できるよう
に準備する

（復習：2時間）
他のグループから提示された意見なども参考にし
ながら、子どもの病気や入院は、子ども自身や家
族にどのような影響を与えるのか、自分自身の考
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて えを深める
講義を進める
・病気や入院が子どもや家族に
与える影響を、グループワーク
を通じて学ぶ
（予習：2時間）
［授業内容］
テーマ：外来、入院、在宅にお 健康障害を持つ子どもと家族にとって、小児外来
での医療や看護が果たす役割は何かを考えてまと
ける子どもの看護
・それぞれの生活の場における める
看護のあり方について学習する
（復習：2時間）
入院が必要な子どもの看護の役割は何か、また在
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて 宅療養している子どもの生活を支援するための看
護の役割は何かを振り返る
講義を進める
・小児外来、小児病棟、在宅療
養児の特徴について解説する
（予習：2時間）
［授業内容］
テーマ：先天異常を持つ子ども ・先天異常とは何か、その概念と疾患についてま
とめる
のケア
・先天異常を持つ子どもの特徴 ・また先天異常の子どもを持つ親の心理（先天異
とそのケアについて学習する 常をもつ子どもの誕生に対する親の反応：ドロー
ター）について調べておく
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて （復習：2時間）
先天異常の子どもと家族への支援をまとめる
講義を進める
・先天異常を持つ子どもの看護
について解説する
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中西

唯公

11

中西

唯公

［授業内容］
テーマ：特別支援学校（病弱）
に通う子どもの主な疾患（１）
・特別支援学校（病弱）に通う
子どもの主な疾患について学習
する

（予習：2時間）
・子どもが罹患する頻度の高い病気や受診率の高
い病気に着いて調べる
・子どもの心身症について調べる

（復習：2時間）
・特別支援学校に通う子どもの病気の特長を整理
する
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて ・子どもの心身症と発達障害について復習する
講義を進める
・不登校を含む子どもの心身症
や精神疾患、発達障害の特徴に
ついて解説する
（予習：2時間）
［授業内容］
テーマ：特別支援学校に通う子 子どもの神経疾患神経系障害にはどのような病気
があるのか調べておく
どもの主な疾患（２）
・特別支援学校に通う子どもの
（復習：2時間）
主な疾患について学習する
二分脊椎、進行性筋ジストロフィー、脳性麻痺の
疾患の特徴についてまとめる
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める
・脳性麻痺などの重度重複疾患
、筋・神経疾患、二分脊椎、進
行性筋ジストロフィー、脳性麻
痺の特徴について解説する
（予習：2時間）
［授業内容］
テーマ：特別支援学校に通う子 小児の呼吸器疾患、腎疾患、内分泌疾患にはどの
ような病気があるのか調べる
どもの主な疾患（３）
・特別支援学校に通う子どもの
（復習：2時間）
主な疾患について学習する
小児気管支喘息、ネフローゼ症候群、小児糖尿病
の特長についてまとめる
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める
・呼吸器疾患、腎疾患、内分泌
疾患、小児気管支喘息、ネフロ
ーゼ症候群、小児糖尿病につい
て解説する
（予習：2時間）
［授業内容］
テーマ：特別支援学校に通う子 子どもと大人の癌の種類はどのように異なるのか
、また子どもの白血病の特徴と治療方法について
どもの主な疾患（４）
・特別支援学校に通う子どもの 調べておく
主な疾患について学習する
（復習：2時間）
小児白血病の病態と治療および副作用、心理社会
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて 的支援についてまとめる。
講義を進める
・白血病などの悪性腫瘍疾患
白血病を中心とする小児がんの
子どもの病態と治療・副作用、
心理社会的支援のあり方につい
て解説する
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［授業内容］
テーマ：子どものインフォーム
ドコンセント、プレパレーショ
ン
・子どもの権利について学習す
る

（予習：2時間）
医療におけるインフォームドコンセント（IC)と
は何か、小児医療におけるICの考え方、子どもの
権利等について調べる

（復習：2時間）
小児医療におけるインフォームドコンセントのあ
り方や必要性、長期療養児を支える心理社会的支
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて 援について考える
講義を進める
・疾患の治療などに伴う説明・
同意など子どもの権利に配慮し
たケアのありかたについて解説
する
（予習：2時間）
［授業内容］
テーマ：子どもによく見られる 小児期に出現しやすい症状を病気との関連の中で
症状とケア‑発熱・痙攣・呼吸 考え、対応について調べておく
困難・下痢・嘔吐・脱水など（
（復習：2時間）
１）
・子どもによく見られる症状と グループ学習でまとめた学習内容を発表資料とし
て作成しておく
ケアについて学習する
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める
・子どもに良く見られる症状の
定義、病態生理、対処法につい
て事前学習し、グループでまと
める
［授業内容］
テーマ：子どもによく見られる
症状とケア‑発熱・痙攣・呼吸
困難・下痢・嘔吐・脱水など（
２）
・子どもによく見られる症状と
ケアについて学習する
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める
・子どもに良く見られる症状の
定義、病態生理、対処法につい
て事前学習し、グループでまと
める
定期試験もしくはレポート課題
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（予習：３時間）
課題に基づき、グループ発表の準備をしておく
（復習：３時間）
小児期に出現しやすい症状を病気との関連の中で
考え、対応について整理する

授業科目名
英語科目名

障害者の病理と生理
Pathology and Physiology of the Handicapped

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 柴田 展人
科目担当者
柴田 展人
授業概要
[授業全体の内容]
特別支援学校教諭および養護教諭として、信頼される人物となれるような、知識、資質、考え方を身に付ける
。医療スタッフと、障害者医療についての事案をコミュニケーションがとれるようになる。
特別支援学校教諭および養護教諭となるにあたって、必要な知識を、スライド提示、配布した資料をもとに
解説する。講義は、精神遅滞、運動障害、てんかん、そして精神障害の順で進めていく。特別支援学校教諭と
して必要な医療的知識（てんかん発作時の対応、意識障害の鑑別、救急心肺蘇生）については、実技実習を行
う。
[授業の位置づけ]
健康2 この科目は,スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「健康科学分野の専門的な実践力」を身につ
ける。
[授業の到達目標]
主に特別支援学校で勤務するに当たって必要な医学的知識を獲得する。また可能な限り、適切な対応や処置が
できるよう、実践的な知識も獲得する。また障害者を取り巻く社会環境、法律などについても学び、自身の認
識を新たにしていただきたい。
成績評価
[成績評価の基準]
精神遅滞、運動障害、てんかん、精神障害の基本的な知識を有している
障害者の心理、家族の心理について理解できる
先天性の精神遅滞、運動障害の成因を理解している
[成績評価の方法]
評価は、筆記試験(90%)と授業態度・取り組む姿勢(10%)で行う。
履修における留意事項
[履修要件]
原則として精神保健Ｉ，ＩＩを履修しておくこと
[履修上の注意]
特別支援学校では、子どもの生命にかかわる業務が少なくないため、復習も怠らないこと。とくにキーワー
ドに関しては、繰り返し勉強をしておくこと。講義にはスマホなど、インターネットがつなげるツールを持参
していただきたい。講義の冒頭に示すキーワード、キーセンテンスを自身の手で調べていただき、関心を高め
る時間を設ける。講義は「障害者の病理と生理」について最低限の知識を提供するのみである。最も大切なこ
とは、学んだことを自分なりにまとめなおすことである。講義の最後に、自身がさらに興味・関心を持ってま
とめる時間を作る。
[課題に対するフィードバックの方法]
教育実習などで2/3以上の出席ができない場合は、個別にレポート課題を課する
[テキスト・参考書など]
特に指定はない
連絡先とオフィスアワー
担当教員 柴田展人まで
月曜日 4限
木曜日 2限
備考
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[学修時間]
この授業は、講義による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必要とする内
容をもって構成する
[その他]
この科目は特別支援学校教諭免許状の取得のための必修科目である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
柴田 展人
（予習時間：1時間）
1
（内容）
最近の事件,社会的問題でなどで、障害者に関連
オリエンテーション：
精神科医である教員の自己紹介 したものを調べる
精神医学における障害者支援に （復習時間：1時間）
ついて
（方法）
スライド提示
柴田 展人
（予習時間：30分）
2
（内容）
知的障害の病理と生理（１）： キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
精神遅滞の定義と分類、病因を 検索する
（復習時間：30分）
理解する。
キーワード：軽度、中等度、重度、最重度
（方法）
配布資料、スライド提示による 精神遅滞。知能指数
講義
柴田 展人
（予習時間：30分）
3
（内容）
知的障害の病理と生理（２）： キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
精神遅滞の原因となる疾患をひ 検索する。
（復習時間：30分）
とつひとつ学ぶ。
キーワード：ダウン症候群、脆弱X症候群、水頭
（方法）
配布資料、スライド提示による 症
講義
柴田
展人
予習時間：1時間）
4
（内容）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
発達障害（１）：
発達障害の歴史と症状、分類を 検索する。
（復習時間：1時間）
理解する。
F8 自閉症 アスペルガー障害 キーワード：広汎性発達障害（自閉症スペクトラ
ム障害）、アスペルガー症候群、高機能広汎性発
学習障害
達障害
（方法）
配布資料、スライド提示による 学習障害
講義
柴田 展人
（予習：1時間）
5
（内容）
WAIS検査について
成人WAIS‑Rについて
（復習：1時間）
（方法）
配布資料、スライド提示による WAIS検査の各項目の意味
講義
WAIS‑Rを受けて、理解を深める
柴田
展人
（予習時間：1時間）
6
内容）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
小児期における精神障害：
行為障害や小児に発症する情緒 検索する。
（復習時間：1時間）
障害を理解する。
F9 ADHD 小児の情緒、行動の障 キーワード：ADHD チック症、行為障害
害
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
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7

柴田

展人

8

柴田

展人

9

柴田

展人

10

柴田

展人

11

柴田

展人

（内容）
運動障害の病理と生理（1）：
中枢神経の病気や障害について
理解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
授業内容、方法
（内容）
運動障害の病理と生理（2）：
筋肉が萎縮する病気や障害につ
いて理解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
運動障害の病理と生理（3）：
骨や関節の病気、脊髄や脊椎の
病気について理解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
てんかんの病理と生理（１）：
てんかんの歴史、病因、疫学、
分類について理解する。
脳波検査について
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
てんかんの病理と生理（２）：
てんかんの治療と対応について
理解する。
てんかん発作時の正しい対応を
理解する
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
てんかん発作時の意識障害
意識障害の鑑別
心肺蘇生の習得
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
(内容）
てんかん発作への対応
意識障害の鑑別
救急心肺蘇生
AED
（方法）
シミュレーターを用いた
・実技

実習
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（予習時間：30分）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：30分）
キーワード：進行性筋ジストロフィー、重症筋無
力症、ポリオ
（予習時間：30分）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：30分）
キーワード：胎児性軟骨形成不全、ペルテス病、
脊椎側彎症

（予習時間：30分）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：30分）
キーワード：てんかん、脳波検査、原因

（予習時間：30分）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：30分）
キーワード：抗てんかん薬、副作用、コンプライ
アンス、運転免許、学校行事,重積状態

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：てんかん、脳波検査、JCS,心肺蘇生
法、AED

予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：てんかん、脳波検査、JCS,心肺蘇生
法、AED
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柴田

展人

13

柴田

展人

14

柴田

展人

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：統合失調症、ドパミン仮説、陽性症
状、陰性症状
定型・非定型抗精神病薬
特別支援学校における諸問題を考える
まとめ
1精神科医である教員の雑感に 障害者の子供を持つ親の心の理解を深める
耳を傾ける
学校教育における偏見、差別に
ついて考える
（方法）
スライド提示による講義
授業のまとめ
授業 総括
テスト対策
（内容）
統合失調症と抗精神病薬につい
て
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
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授業科目名
英語科目名

障害者の進路支援
Support for the Handicapped

授業形態
開講学期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 渡邉 貴裕
科目担当者
尾高邦生・渡邉貴裕
授業概要
［授業全体の内容］
本科目では、障害のある人たちの各ライフステージにおける学びの場と生活の場について学び、生涯発達支
援の在り方について考える。また就学支援及び就労支援の具体的実践について事例をもとに解説し、理解を深
める。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「健康科学分野の専門的な知識と技能」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の達成目標］
1．障害のある人たちの学びの場について理解する。
2．障害のある人たちの就学のしくみとその支援について理解する。
3．障害のある人たちの就労のしくみとその支援について理解する。
4．障害のある人たちの生涯発達支援の在り方について理解する。
成績評価
［成績評価の基準］
1．障害のある人たちの学びの場について理解する（定期試験、課題レポート）。
2．障害のある人たちの就学のしくみとその支援について理解する（定期試験、課題レポート）。
3．障害のある人たちの就労のしくみとその支援について理解する（定期試験、課題レポート。
4．障害のある人たちの生涯発達支援の在り方について理解する（定期試験、課題レポート）。
［成績評価方法］
・日々の学習状況（20%）、グループワーク参加状況（10%）、課題レポート（20%）、定期試験（50%）を総合
して評価します。なお、授業態度が授業進行上においてふさわしくないと判断した場合は、減点の対象としま
す。
履修における留意事項
［履修要件］
・「特別支援教育論」「障害者教育総論」を受講していることが望ましい。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
・授業回数の3分の2以上の出席者のみを評価対象として、受講態度によって評価する
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
・定期試験や課題レポートで成績評価を行うが、講義内容が反映されていない場合には個別に解説や指導を行
う
［テキスト・参考書等］
［テキスト・参考書等］
1．国立特別支援教育総合研究所 編：特別支援教育充実のためのキャリア教育ガイドブック、ジアース教育
新社、2013
・参考書であり、授業中は適宜参考資料を配布します
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
渡邉貴裕
Email:tkatana(at)juntendo.ac.jp
メールの際は、（at）を@に変更して送信してください。
［オフィスアワー］
前期・後期：火曜日 13:00〜15:00
木曜日 10:00〜12:00
1号館2階1219号室（心身障害学研究室）
出張などで不在にすることもありますので、できれば事前にご連絡をお願いします。
備考
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［学修時間］
この授業は、講義による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必要とする
内容をもって構成する
［その他］
この授業科目は、特別支援学校1種免許状の取得に必要な必修科目として位置づけられています
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
渡邉貴裕
（予習：2時間）
1
（授業内容）
出生前診断について理解し、そ 障害の原因と発生時期について、障害種ごとにイ
の是非について考えることがで ンターネットをもとにまとめておく
（復習：2時間）
きる
保護者の障害受容の過程（プロセス）について小
（授業方法）
出生前診断についてのVTRを視 レポートにまとめる
聴し、個人で考え、その後パー
トナーとお互いの回答を比較す
る。その後、全体で共有する。
渡邉貴裕
（予習：2時間）
（授業内容）
障害の早期発見・早期療育の意 「教育」と「療育」の言葉の違いについて調べて
おく
義について理解する
（復習：2時間）
（授業方法）
障害の早期発見・早期療育のし 保護者支援に関する資料を読み小レポートにまと
くみについて、授業内容に関連 める
した質問を小グループで話し合
う
渡邉貴裕
（予習：2時間）
（授業内容）
幼稚園・保育園における「気に 事前に配布した「発達障害」に関する資料を読む
なる子」への支援について、そ （復習：2時間）
インクルーシブ教育（保育）の意義について小レ
の実際と課題を理解する
ポートにまとめる
（授業方法）
就学前の特別支援教育の実際に
ついて、授業内容に関連した質
問を小グループで話し合う
渡邉貴裕
（予習：2時間）
（授業内容）
特別支援学校幼稚部の教育につ 幼稚部が設置されている特別支援学校数と各学校
いて学び、その実際と課題を理 の時間割について調べておく
（復習：2時間）
解する
交流及び共同学習の意義について小レポートにま
（授業方法）
幼稚部教育の実際について、授 とめる
業内容に関連した質問を小グル
ープで話し合う
渡邉貴裕
（予習：2時間）
（授業内容）
障害幼児の就学について学び、 事前に配布した「就学支援」に関する資料を読む
支援の実際と課題を理解する （復習：3時間）
就学支援の課題についてレポートにまとめる
（授業方法）
就学基準、就学相談について、
授業内容に関連した質問を小グ
ループで話し合う
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渡邉貴裕

渡邉貴裕

尾高邦生

尾高邦生

尾高邦生

尾高邦生

尾高邦生

（授業内容）
小1プロブレム問題について学
び、支援の実際と課題を理解す
る
（授業方法）
幼稚園（保育園）と小学校の学
習及び生活環境の違いについて
、個人で考える。その後、パー
トナーと話し合い、お互いの回
答を比較する。その後、全体で
共有する。
（授業内容）
特別支援学校における教育課程
と個別の教育支援計画について
理解する
（授業方法）
一斉指導と個別指導の意義につ
いて、ひとりずつ順番に自分の
考えを話す
（授業内容）
特別支援学校における就労支援
と作業学習について理解する
（授業方法）
就労支援に意義について、ひと
りずつ順番に自分の考えを話す
（授業内容）
特別支援学校における生活支援
について理解する
（授業方法）
日常生活の指導の意義について
、科目内容に関連した質問を小
グループで話し合う
（授業内容）
福祉就労の現状と課題について
理解する
（授業方法）
福祉就労に関するVTRを視聴し
、個人で考え、その後パートナ
ーとお互いの回答を比較する。
その後、全体で共有する。
（授業内容）
企業就労の現状と課題について
理解する
（授業方法）
企業就労に関するVTRを視聴し
、個人で考え、その後パートナ
ーとお互いの回答を比較する。
その後、全体で共有する。
（授業内容）
障害者スポーツの意義と理念を
理解し、その現状と課題につい
て理解する
（授業方法）
障害者の余暇を充実させるため
の方策について、ひとりずつ順
番に自分の意見を話す
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（予習：2時間）
小1プロブレム問題に関して、インターネットや
新聞等をもとに資料収集を行う
（復習：2時間）
幼稚園教育要領と小学校学習指導要領をもとに、
教育内容についてレポートにまとめる

（予習：2時間）
東京都教育委員会HPを活用し「特別支援学校にお
けるキャリア教育」に関する資料を読む
（復習：2時間）
仮想事例をもとに個別の教育支援計画を作成する

（予習：2時間）
事前に配布した「就労支援」に関する資料を読む
（復習：3時間）
就労支援の課題について、インターネットや新聞
等をもとに資料収集を行う
（予習：2時間）
事前に配布した「生活支援」に関する資料を読む
（復習：2時間）
授業で取り上げた「金融教育」の取り組みとその
意義について小レポートにまとめる

（予習：2時間）
福祉就労の課題について、インターネットや新聞
等をもとに資料収集を行う
（復習：2時間）
福祉就労において工賃を上げるための工夫につい
てレポートにまとめる

（予習：2時間）
企業就労の課題について、インターネットや新聞
等をもとに資料収集を行う
（復習：3時間）
企業就労のために必要な学習内容について整理す
る

（予習：2時間）
事前に配布した「余暇支援」に関する資料を読む
（復習：２時間）
生涯スポーツに繋げるために必要な学校体育の在
り方についてレポートにまとめる

尾高邦生

尾高邦生

（授業内容）
（公財）日本障がい者スポーツ
協会公認障がい者スポーツ指導
者制度に関する講義を聞き、そ
の現状と課題について理解する
（授業方法）
全国障害者スポーツ大会に関す
るVTRを視聴し、個人で考え、
その後パートナーとお互いの回
答を比較する。その後、全体で
共有する。
（授業内容）
パラリンピックに関する講義を
聞き、その現状と課題について
理解する
（授業方法）
パラリンピックに関するVTRを
視聴し、個人で考え、その後パ
ートナーとお互いの回答を比較
する。その後、全体で共有する
。
（テスト）
これまで授業で学んだ重要と思
われる語句や考え方、基本的事
項についての理解度を筆記試験
する
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（予習：２時間）
全国障害者スポーツ大会の競技種目とそのルール
について整理する
（復習：２時間）
出身地で展開されている障害者スポーツ大会やイ
ベントについて調べる

（予習：２時間）
パラリンピックの競技種目とそのルールについて
整理する
（復習：２時間）
障害者スポーツの現状と課題についてレポートに
まとめる

授業科目名
英語科目名

知的障害者指導法
Methods of Teaching the Mentally Handicpped

授業形態
開講学期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 渡邉 貴裕
科目担当者
尾高邦生 渡邉貴裕
授業概要
［授業全体の内容］
本科目では、知的障害及び自閉症等のある幼児児童生徒の学習上、生活上の課題について学び、教育内容・
方法に独自な特徴をもつ知的障害教育の位置づけや実践の在り方について考える。知的障害教育における各教
科別の指導、生活単元学習、作業学習、日常生活の指導、遊びの指導等の具体的実践について事例をもとに解
説し、理解を深める。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「健康科学分野の専門的な知識と技能」「健康科学分野の専門的な実践力」という学位授与方
針の達成に寄与する。
［授業の達成目標］
1．知的障害及び自閉症等のある幼児児童生徒の学習上、生活上の課題について理解する。
2．特別支援学校（知的障害）の教育課程について理解する。
3．知的障害のある幼児児童生徒への専門的指導技法について理解する。
4．特別支援学校の学習指導案を作成することができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1．知的障害及び自閉症等のある幼児児童生徒の学習上、生活上の課題について理解する（定期試験、課題レ
ポート）。
2．特別支援学校（知的障害）の教育課程について理解する（定期試験、課題レポート）。
3．知的障害のある幼児児童生徒への専門的指導技法について理解する（定期試験、課題レポート）。
4．特別支援学校の学習指導案を作成することができる（課題レポート）。
［成績評価方法］
・日々の学習状況（20%）、グループワーク参加状況（10%）、課題レポート（20%）、定期試験（50%）を総合
して評価します。なお、授業態度が授業進行上においてふさわしくないと判断した場合は、減点の対象としま
す。
履修における留意事項
［履修要件］
・「特別支援教育論」「障害者教育総論」「障害者の進路支援」を受講していることが望ましい。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
・授業回数の3分の2以上の出席者のみを評価対象として、受講態度によって評価する
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
・定期試験や課題レポートで成績評価を行うが、講義内容が反映されていない場合には個別に解説や指導を行
う
［テキスト・参考書等］
1．肥後祥治 他 編：特別支援教育の学習指導案と授業研究 子どもたちが学ぶ楽しさを味わえる授業づく
り、ジアース教育新社2015
2．名古屋恒彦 他 編：豊かな生活が切り拓く新しい知的障害教育の授業づくり 各教科等を合わせた指導
、東洋館出版社、2018
・参考書であり、授業中は適宜参考資料を配布します
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
渡邉貴裕
Email:tkatana(at)juntendo.ac.jp
メールの際は、（at）を@に変更して送信してください。
［オフィスアワー］
前期・後期：火曜日 13:00〜15:00
木曜日 10:00〜12:00
1号館2階1219号室（心身障害学研究室）
出張などで不在にすることもありますので、できれば事前にご連絡をお願いします。
備考
［学修時間］
この授業は、講義による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必要とする
内容をもって構成する
［その他］
この授業科目は、特別支援学校1種免許状の取得に必要な必修科目として位置づけられています
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
尾高邦生
１回目
1
（授業内容）
特別支援学校の学習指導要領と （予習：2時間）
教育課程の特徴について理解す 学習指導要領の役割について事前に調べる
（復習：2時間）
る
特別支援学校の教育課程の特徴について小レポー
（授業方法）
特別支援学校のVTRを視聴し、 トにまとめる
授業内容に関連した質問を小グ
ループで話し合う
（予習：2時間）
（授業内容）
特別支援学校の学習指導要領の 特別支援学校学習指導要領の改訂年度について調
改訂のポイントについて理解す べておく
（復習：2時間）
る
特別支援学校学習指導要領の改訂とそのポイント
（授業方法）
特別支援学校の教育課程に関し について整理し、表にまとめる
て、授業内容に関連した質問を
小グループで話し合う
尾高邦生
（予習：2時間）
（授業内容）
特別支援学校の自立活動につい 特別支援学校における自立活動の指導内容の項目
て学び、指定された事例につい について調べる
て指導計画を作成することがで （復習：2時間）
自立活動「身体の動き」に関する指導の意義につ
きる
いて小レポートにまとめる
（授業方法）
仮想事例をもとに各自指導計画
を作成し、小グループ内で発表
する
（予習：2時間）
（授業内容）
特別支援学校の日常生活の指導 日常生活の指導内容の項目について調べる
について学び、指定された事例 （復習：2時間）
について指導計画を作成するこ 日常生活の指導の意義について小レポートにまと
める
とができる
（授業方法）
仮想事例をもとに各自指導計画
を作成し、小グループ内で発表
する
尾高邦生
（予習：2時間）
（授業内容）
特別支援学校の生活単元学習の 生活単元学習を導入した背景について調べる
指導について学び、指定された （復習：2時間）
事例について指導計画を作成す 生活単元学習の意義について小レポートにまとめ
る
ることができる
（授業方法）
仮想事例をもとに各自指導計画
を作成し、小グループ内で発表
する
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尾高邦生

尾高邦生

尾高邦生

（授業内容）
特別支援学校の遊びの指導につ
いて学び、指定された事例につ
いて指導計画を作成することが
できる
（授業方法）
仮想事例をもとに各自指導計画
を作成し、小グループ内で発表
する
（授業内容）
特別支援学校の作業学習につい
て学び、指定された事例につい
て指導計画を作成することがで
きる
（授業方法）
仮想事例をもとに各自指導計画
を作成し、小グループ内で発表
する
（授業内容）
特別支援学校の授業（VTR）を
見て、ティームティーチングの
方法について理解する
（授業方法）
メイン・ティーチャーとサブ・
ティーチャーの役割について、
関連した質問を小グループで話
し合う
（授業内容）
特別支援学校の授業（VTR）を
見て、効果的な教示について理
解する
（授業方法）
教員の教示方法について、ひと
りずつ順番に自分の考えを話す
（授業内容）
特別支援学校の授業（VTR）を
見て、効果的な教材・教具につ
いて理解する
（授業方法）
教材・教具の意義について、ひ
とりずつ順番に自分の考えを話
す
（授業方法）
特別支援学校の学習指導案の作
成手順について理解する
（授業方法）
仮想事例をもとに小グループで
学習指導案を作成する
（授業内容）
特別支援学校の教科別、領域別
の指導について学び、指定され
た事例について指導計画を作成
することができる
（授業方法）
生活単元学習について、仮想事
例をもとに小グループで単元計
画を作成する
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（予習：2時間）
「幼児期の遊び」に関する資料を読み、その内容
について理解しておく
（復習：2時間）
遊びの指導の意義について小レポートにまとめる

（予習：2時間）
「作業学習」に関する資料を読み、その内容につ
いて理解しておく
（復習：2時間）
作業学習の意義について小レポートにまとめる

（予習：２時間）
「ティームティーチング」という言葉について調
べる
（復習：2時間）
教員間の連携とその意義について小レポートにま
とめる

（予習：2時間）
知的障害児への教示方法を調べる
（復習：2時間）
絵本の読み聞かせのポイントについて小レポート
にまとめる

（予習：2時間）
教材と教具の違いについて調べる
（復習：2時間）
指定された材料を用いて教材を作成する

（予習：２時間）
学習指導案を作成する意義について調べる
（復習：2時間）
指定されたテーマで実際の指導案（略案）を作成
する
（予習：2時間）
教科学習と教科領域を合わせた指導の違いについ
て調べる
（復習：2時間）
指定されたテーマで実際の指導案（略案）を作成
する

尾高邦生

（授業内容）
特別支援学校の個別の指導計画
の作成手順について理解する
（授業内容）
仮想事例をもとに小グループで
個別の指導計画を作成する
（授業内容）
教育技法について理解する
（授業方法）
授業内容に関連した質問を小グ
ループで話し合う

2070

（予習：2時間）
「アセスメント」という言葉と発達検査の種類及
び内容について調べる
（復習：2時間）
指定された事例に対して、個別の指導計画を作成
する
（予習：2時間）
知的障害児への教育技法についてインターネット
をもとにまとめておく
（復習：2時間）
知的障害児へのコミュニケーション支援について
教育技法と関連させて整理する

授業科目名
英語科目名

肢体不自由者指導法
Methods of Teaching the Orthapedically Impaired

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

飯嶋

正博

授業概要
【授業全体の内容】
今、障害者差別解消法の制定により、基礎敵的境整備と合理的配慮が教育にも求められ、インクルーシブ教
育システムの構築のための実践力が教員には求められている。 この授業科目では、肢体不自由者の教育・支
援のためには「肢体不自由者の心理」で学んだ知識を活かして、より実践的に教育・支援が出来るようになる
必要がある。そのために、障害を持つ人とのかかわり方ややり取りの仕方を理解し、その技術を習得し、さら
に各種教育・支援技術も学び、各種の指導計画の作成・実践が出来るようになる。
【授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)】
この科目は、学部共通の「コミュニケーション力」を向上させるとともに、健康学科において「健康教育に
ついての専門的知識と実践的技術の取得」という学位授与方針の達成に寄与する。
【到達目標】
1. 障害の有無にかかわらず、コミュニケーションをとることができる。
2.肢体不自由者（身体障害者)を中心に、身体的・運動的発達、各種発達の特徴と実態を把握し、説明できる
。
3. 教育・支援に必要な各種技法を説明でき、簡単な基礎的技術を実践できる。
4. 各種指導計画や授業指導案の作成ができる。
成績評価
【成績評価の基準】
1 講義内容を理解し、ノートに記載できる。(平素点・レポート扱い)
2. 自ら内容を整理し、より深く調べたり、考えたりしたことノートに記載できる。(平素点・レポート扱い)
3. 習得した知識や理解を説明できる。(定期試験)
4. 基礎的な教育・支援のための技術が実践できる。(平素点)
【成績評価の方法】
1. 平素点は、講義中のノートの記載と、予習・復習で行われるノート整理・課題レポートの記載を30点
2. 定期試験による出題への知識・理解、さらにその実践的対応力を70点
3. 両者の合計100点中、60点以上で合格点とする。
履修における留意事項
【履修条件】
「肢体不自由者の心理」を履修していることが望ましい。
【履修上の注意(科目独自のルール)】
自分自身のノートを用いても構わないが、独自に作成されたアクティブ・ラーニング・ノートに基づいて受
講する。
【課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法】
1. アクティブ・ラーニング・ノートは、定期試験直前に提出し、評価点を付けて試験後に返却される。
2. 定期試験では、実技試験を行わず、筆記試験の実践想定設問への解答で評価される。
【テキスト・参考書】
1. 特別支援学校 幼稚部教育要領、小学部・中学部学習指導領領
文部科学省
2. 特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編(幼・小・中) 文部科学省
3. 特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編(小・中) 文部科学省
4. 特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編(幼・小・中) 文部科学省
５. 高等部編が発刊されれば追加する
6. 生徒指導提要 文部科学省
7. 随時、独自に作成された資料を配布し、その中で出典や、参考書を紹介する。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
E‑mail:mijima@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
水、木、金曜日の昼休み12:30から
場所:１号館２階 心身障害心理学研究室(1217)
上記以外でも相談に対応しますが、事前に連絡する。
備考
【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業30時間と準備学習の60時間の合計90時間の学
修を必要とする内容を持って構成する。
【その他】
この科目は、特別支援学校教員一種免許状を取得するためには、必修科目で、さらに、障がい者スポーツ指
導員初級の取得のためにも活用できる。この科目は指導法であるため、講話のみでは理解を深めることが難し
いので、視聴覚教材を多用し、実践的な演習も加わるため、５感、各種心情に訴えることがあります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
飯嶋
【予習:２時間】
1
【授業内容】
新聞、各種ニュース、雑誌などで「身体障害」
テーマ:オリエンテーション
本授業の目的および目標の解 について関連する記事を調べる。
説をし、授業の進め方、特にア
クティブ・ラーニング・ノート 【復習::２時間】
アクティブ・ラーニング・ノート(以下ALNと略
の活用について説明する。
す)に従って、講義を整理し、自ら課題を見つけ
て、まとめる。
【授業方法】
前半は、配布資料を用いて、
講義を中心に説明し、後半は視 【キーワード】
聴覚教材を視聴後に各種話し合 障害者差別解消法、基礎的基盤整備、合理的配
慮
いを行う。
【予習:２時間】
2
【授業内容】
今の教育での問題点、「改定学習指導要領」に
テーマ:特別支援教育
今日の特別支援教育の現状を ついて調べる。
説明する
復習:２時間】
ALNに従って、講義を整理し、自ら課題を見つけ
【授業方法】
前半は、配布資料を用いて、 て、まとめる。
講義を中心に、後半は視聴覚教
材を視聴後に各種話し合いを行 【キーワード】
r特別支援学校、特別支援学級、通級
う。
【予習:２時間】
3
【授業内容】
「肢体不自由者の生活」について調べる。
テーマ:指導計画の作成
教育・支援を行う上で重要な
各種指導計画と授業の指導案作 【復習:２時間】
ALNに従って、講義を整理し、自ら課題を見つけ
成につて説明する。
て、まとめる。
【授業方法】
【キーワード】
同じ
実態把握、見立て
【予習:2:時間】
4
【授業内容】
テーマ:教材研究1、人の身体 「 出生前診断」について調べる。
活動1
人の胎児行動から乳幼児まで 【復習:2時間】
の身体・運動発達を解説し、運 同じ
動・認知の発達の基礎について
【キーワード】
説明する。
生命誕生、胎児行動、人の発達
【授業の方法】
同じ

2072

5

6

7

8

【授業内容】
テーマ:教材研究2、人の身体
活動
2、
児童期から成年後までの身体
・運動の発達を解説し、日常生
活や教育支援に及ぼす影響を解
説する。
【授業方法】
同じ
【授業内容】
テーマ:支援法1 介助と介護
肢体不自由者への介護・介助
に関する基礎的な配慮、技術に
ついて解説する。主に日常生活
支援に関する行動を対象とする
。

【予習:2時間】
「健康運動指導」について調べる。
【復習:2時間】
同じ
【キーワード】
運動発達、老化

【予習:２時間】
「 医療・介護事故」などについて調べる。
【復習:2時間】
同じ
【キーワード】
コミュニケーション、車いす操作、着替え、摂食
など

【授業方法】
前半は、配布資料と視聴覚教材
を用いて解説したあと、後半で
は簡単な介助・介護法などを体
験し、その後各種話し合う。、
【予習:2時間】
【授業内容】
「医療的リハビリテーション」について調べる
テーマ:医療的ケア
教育に導入された医療的ケア 。
について解説する。
【復習:2時間】
同じ
【授業方法】
前半は、配布資料を用いて、
講義を中心に解説し、後半では 【キーワード】
視聴覚教材を用いて、教育現場 医療的ケア、健康維持、健康管理
での実践を紹介し、各種話し合
いを行う。
【予習:2時間】
【授業内容】
テーマ:支援法2 体育教科指導 「特別支援学校の運動会」について調べる。
肢体不自由児の学校での体育
の教科指導を行う際の実践とそ 【復習:2時間】
の工夫と留意事項などを解説す 同じ
る。
【キーワード】
体育指導、不器用、体力、運動技能など
【授業方法】
前半は、配布資料を用いて、
講義を中心に説明し、後半は視
聴覚教材を用いて、教育現場で
の実践を紹介し、各種話し合い
を行う。
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【授業内容】
テーマ:支援法3、アダプテッ
ド・スポーツ
肢体不自由者のスポーツにつ
いて解説し、その実際とその際
の配慮や工夫について説明する
。
【授業方法】
前半は、配布資料と視聴覚教
材を用いて解説し、後半は一部
演習形式でアダプテッド・スポ
ーツ体験をし、その後各種話し
合いを行う。
【授業内容】
テーマ:支援法4 日常生活指導
と他の教科指導
身辺自立を促すための日常生
活と他の教科、作業学習を解説
し、児際の様子とその際の配慮
と工夫について説明する。
【授業方法】
前半は、配布資料と視聴覚教
材を用いて解説し、後半は一部
演習形式で指導体験を行い、各
種話し合いを行う。。
【授業内容】
テーマ:支援法5 自立活動1
特別支援学校で行われている
自立活動について、変遷、目標
、内容について解説する。
【授業方法】
前半は、配布資料を用いて、
講義を中心に解説を行い、後半
は視聴覚資料を用いて、学校で
の実際の様子を紹介し、各種話
し合いをおこなう。
【授業内容】
テーマ:支援法6 自立活動2
実際に特別支援学校で用いら
れている自立活動の技法につい
て解説する。特に、「身体の動
き」を支援するために用いられ
ている「動作法」などについて
解説する。
【授業方法】
前半は、配布資料や視聴覚教
材を用いて解説し、後半では一
部演習形式で実際に指導技法を
体験する。その後各種話し合い
を行う。
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【予習:2時間】
「東京2020パラリンピック」について調べる。
【復習:２時間】
同じ
【キーワード】
パラリンピック、スペシャルオリンピックス、デ
フリンピックなど

【予習:2時間】
「コンピューターを用いた学習」について調べ
る。
【復習:2時間】
同じ
【キーワード】
アクティブ・ラーニング、体験学習

【予習:2時間】
「学習指導要領解説の自立活動編」を読むこと
。
【復習:２時間】
同じ
【キーワード】
目標、内容の６本の柱、流れ図

【予習:2時間】
「心理リハビリテーション」について調べる。
復習:2時間】
同じ
【キーワード】
動作法、感覚統合法、理学・作業療法など

13

14

15

【授業内容】
テーマ:自立活動3
自立活動の「コミュニケーシ
ョン」で用いられている技法な
どについて解説する。特に、「
マカトン法」などを中心に手話
等のサインを活用した方法を説
明する。
【授業方法】
前半は、配布資料や視聴覚教材
を用いて、技法を解説し、後半
は一部演習形式で技法を体験す
る。その後各種話し合いを行う
。
【授業内容】
テーマ:キャリア教育
授業全体を通じて、実際の授
業指導案の作成、さらに個別の
指導計画、卒業後の就労を考え
た教育支援計画の作成を実際に
行う。

【予習:2時間】
「手話」について調べる。
【復習:２時間】
同じ
【キーワード】
マカトン法、手話、サイン言語など

【予習:4時間】
今までの講義を踏まえて、ノートを整理する。
【復習:４時間】
ALNに従って、授業をまとめるのみならず、今回
の作成中の各種指導計画、指導案を完成させる。

【キーワード】
単元、指導案、個別の指導計画、個別の教育支
【授業方法】
前半は、配布資料をもとに、 援計画、就労、自立
仮想事例を解説し、後半では実
際に各種指導案を作成し、その
後各種話し合いを行う。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

病弱者指導法
Methods of Teaching Invalids

授業形態
開講学期

講義・演習
前期

対象学年

3

単位数

2.0

3年生

科目責任者 射場 正男
科目担当者
射場 正男
授業概要
［授業全体の内容］
病弱の子どもの教育はどのようなものであるか、その制度的・歴史的背景、病気の種類の変遷、病弱教育の
意義、これからの病弱教育の課題について学び、特別支援教育の観点から病気の子どもの教育における指導内
容の基礎理解を図るとともに、その指導法について学ぶ。
この授業では、病弱教育の意義、教育制度、教育課程の内容と編成、病弱教育における重複障害児の指導、
病弱教育におけるＩＣＴ活用、病弱児の心理、家族・病院・前籍校との連携と支援、病弱教育の課題とこれか
らの展望について、具体的事例を通して学ぶ。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
病弱教育の対象となる児童生徒の教育を保証する意義は、学習の遅れの補完、学力の補償が一義的に考えら
れる。併せて、病気に対する自己管理に必要な健康についての専門的知識と実践的技術の習得が必要不可欠と
される。
本科目は「学校生活および療養生活の環境の質（ＱＯＬ）の向上に必要とされる教育的な働きかけ及び健康
支援についての専門的知識と実践的技能を習得」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
１．病弱児の教育がどのような場で、どのような形態で行われているかについて説明できる。
２．病弱教育の指導法、病気への自己管理支援について正しく理解できる。
３．教育支援場面での具体的な考え方、方法を記述できる。
４．病弱教育の概要を説明できる。
成績評価
［成績評価の基準］
１．病弱教育の制度、教育課程、指導法、自己管理支援について講義、ビデオ教材、演習で学んだ内容が理解
され、述べることができる（定期試験）。
２．「教育支援場面の課題2題」について、提示した資料をもとに、資料の中からキーワードを選定し、自分
の言葉でレポートを作成できる（レポート）。
３．授業中の発言や予習・復習の取組状況によって受講態度を評価する（平常点）。
［成績評価の方法］
定期試験（50％）、課題レポート（30％）、平常点（20％）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
以下の科目を受講していることが望ましい。
「障害者教育総論」「障害者の病理と生理」「発達障害と重度・重複障害者の教育」「障害者の進路支援」「
病弱者の看護」
［履修上の注意（科目独自のルール）］
1回の授業について、3分の２以上の出席時間が無い場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業にて返却し、模範解答や評価の観点等について解説する。
［テキスト・参考書等］
１．西牧謙吾（監）、松浦俊弥（編）「チームで育む病気の子ども」2017（北樹出版）をテキストとして使
用します。
２．その他必要な資料は、授業時に配布します。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：射場正男
E‑mail： miba@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
・授業時間後、非常勤講師控室で受ける。
備考
［学修時間］
この授業は、講義・演習の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の
学習を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、特別支援学校教諭一種免許状の取得に必要な科目のうち、「特別支援教育に関する科目」
における必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
射場
（予習：2時間）
1
［授業内容］
シラバスに目を通し、この授業を選択する理由
１．オリエンテーション
授業の目標・内容の概説・ について考えておくこと。
受講のルールの確認をする。
（復習：2時間）
講義で配布した資料をもとに、時代の推移に伴
２．病弱教育概観
特別支援教育の現状と病弱 う疾病構造の変化についてまとめておくこと。
教育について学習する。

2

3

射場

射場

［授業方法］
ビデオを視聴し病弱校の特徴
について解説する。
［授業内容］
病弱教育の意義
病弱教育の対象となる児童生
徒についての規定、病気の種類
、並びに教育の場について資料
を通して学習する。

（予習：2時間）
事前配布した資料をもとに、学校教育法に定め
られている「病弱教育の対象」に関す規定を読み
、病弱とはどういう子ども達か調べておくこと。
（復習：2時間）
講義で配布した資料をもとに、現在の病弱教育
システムの特徴についてまとめておくこと。

［授業方法］
講義に加え、ビデオを視聴し
、6名程度のグループになり意
見交換するなかで、病弱教育の
意義についてまとめる。
（予習:2時間）
［授業内容］
事前配布した資料をもとに、病弱教育に関する
病弱教育の意義
「病気の子と教育」をめぐる 知識を整理し、病弱教育の意義についてまとめて
様々な考えを知り、病弱教育の おく。
意義について学習する。
（復習：2時間）
講義で配布した資料をもとに、病弱教育の意義
［授業方法］
講義に加え、闘病中の子ども を踏まえ、病弱児の学習特性についてまとめてお
の手記を読み、病弱教育につい くこと。
て考える。
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射場
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7

射場

射場

（予習：3時間）
［授業内容］
事前配布した資料をもとに、主要疾患、希少疾
病弱教育の実際
特別支援学校（病弱）及び特 患についてまとめておく。
別支援学級（院内学級）での生
活の様子を資料やＤＶＤで視聴 （復習：3時間）
講義で配布した資料をもとに、子どもの病状や
しながら学習する。
心身の状態に合わせた学習の在り方についてまと
めておくこと。
［授業方法］
講義に加えバルーンアート制
作等の教材を作成し、体験学習
を実施する。
（予習：2時間）
［授業内容］
事前配布資料を読み、闘病中の子どもが示す細
病弱児の心理（１）
資料から、病気治療の様子、 やかな心理状態について読み取っておくこと。
闘病生活で感じたり考えたりし
ていることを知り、その心理を （復習：2時間）
理解する。併せて、支援者とし 講義で配布した資料をもとに「病気そのものに
ての関わり方について学習する 起因する不安」と「入院という環境の変化による
不安」についてまとめておくこと。
。
［授業方法］
講義にロールプレイを用いて
病気療養児の気持ちを理解する
。
［授業内容］
病弱教育の基盤
病弱教育に関する諸法令等の
規定及び病弱児の指導に当たっ
ての一般的留意事項について学
習する。

（予習：2時間）
事前配布した資料をもとに、病弱教育の場で学
ぶ子どもたちの1日の学習や生活について想定し
、まとめておくこと。

（復習：2時間）
講義で配布した資料をもとに、病弱児の学校生
活についての悩み、辛いと感じることについてま
［授業方法］
講義とビデオ視聴をもとに、 とめる。併せて「支援者の在り方」について考案
6名程度のグループ討議で意見 し、まとめておくこと。
交換をしながら学習を深める。
（予習：2時間）
［授業内容］
学習指導要領の教育課程の編成に関する箇所に
病弱教育の教育課程
病気の種類に応じた学級編成 ついてまとめておくこと。
、個々に応じた指導内容と多様
な教育課程、柔軟な指導体制に （復習：2時間）
ついて解説し、その特徴を学習 講義で配布した資料をもとに病態に応じた学級
編成、個々に応じた指導内容と多様な教育課程、
する。
柔軟な指導体制についてまとめておくこと。
［授業方法］
仁戸名・四街道特別支援学校
の学校要覧を読み解きながら、
各校の特色ある教育課程や指導
体制の実際について学ぶ。
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射場

射場

射場

射場

［授業内容］
指導法（１） 教科指導・特別
活動
①教科指導に当たっての留意
事項、指導計画作成の方法を学
習する。
②入院生活を送る児童生徒に
とっての特別活動の意義を学習
する。
［授業方法］
講義に加え、仁戸名・四街道
特別支援学校の学校要覧をもと
に学習指導計画について学ぶ。
［授業内容］
指導法（２） 自立活動
自立活動の意義・内容につい
て知り、病弱教育における展開
に当たっての留意事項や内容を
学ぶとともに、支援者としての
対応について学習する。
［授業方法］
講義に加え自立活動の学習指
導略案を作成する。
［授業内容］
病弱児の心理（２）
病弱児の心理（１）では、心
理特性として一般的に指摘され
る「自信のなさ」「不安定感」
「依存心の強さ」などからくる
葛藤や不安について学習したが
、ここでは闘病の中で見せる「
強さ」「たくましさ」「やさし
さ」などに焦点を当て、その心
理・行動特性について学習する
。

（予習：2時間）
学習指導要領の中で、「病弱者に対する教育を
行う特別支援学校」に関する留意事項を調べてお
くこと。
（復習：2時間）
講義で配布した資料をもとに病弱児の学校生活
を意義あるものにするための方策についてまとめ
ておくこと。

（予習：2時間）
学習指導要領の「自立活動」に関する箇所を調
べ、病弱児に対応する項目をまとめておくこと。
（復習：2時間）
作成した自立活動指導略案をもとに、自立活動
での指導内容及び、医療との連携の在り方につい
てまとめておくこと。

（予習：3時間）
事前配布資料を読み、闘病中の子どもの不安を
軽減させる関わり方について読み取っておくこと
。
（復習：3時間）
授業で配布した資料をもとに病弱児の心理・行
動特性を踏まえ、教師にできる心理的支援につい
てまとめておくこと。

［授業方法］
ロールプレイをしながら病弱
児の心理特性について理解を深
める。
（予習：2時間）
［授業内容］
病弱教育における重複障害児 介護体験や実習、ボランティア等で関わった重
の指導と実際、教育課程、教材 複障害児と支援者の様子を想起し、印象をまとめ
教具の開発、指導上の留意事項 ておくこと。
について学習する。
（復習：2時間）
講義で配布した資料をもとに、生命の維持、安
［授業方法］
講義とビデオ視聴により、自 全の確保に特別の注意が必要な子と関わる場合の
発行動の少ない重複障害児に寄 支援者としての在り方についてまとめておくこと
り添った指導・支援の在り方に 。
ついて学習する。
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射場

射場

射場

［授業内容］
病気への自己管理能力
病弱児にとっての、自分の病
気への理解と日常生活における
自己管理能力習得の必要性につ
いて学習する。

（予習：2時間）
日常生活の中で発生するストレスの種類や対応
の仕方について、自分自身に置きかえてまとめて
おくこと。

（復習：2時間）
講義で配布した資料のもとに学童期・思春期の
子どもが自己の病気に対して適切なセルフケア行
［授業方法］
デモンストレーション教材を 動をとるための自己管理能力の育成についてまと
利用し、それぞれの病気の具体 めておくこと。
例を通しながら、病気に即した
生活行動について学習する。
（予習：2時間）
［授業内容］
病弱教育におけるＩＣＴ活用 配布した資料をもとに、病状や治療計画に応じ
の意義や有効性及び、その可能 た、それぞれの教育の場を想定し、ＩＣＴ活用の
方法を考えておくこと。
性について学習する。
（復習：2時間）
［授業方法］
講義とグループによるディス 資料「病院に授業を生中継」を読み、病弱教育
におけるＩＣＴ活用の可能性についてまとめてお
カッション。
くこと。
（予習：2時間）
［授業内容］
事前配布した資料をもとに、病棟とのカンファ
連携と支援
病弱教育に関係する人や機関 レンス、前籍校復帰に向けての支援会議について
、とりわけ家族、病院、前籍校 、会議の内容を想定しまとめておくこと。
との連携の在り方や支援方法に
（復習：2時間）
ついて学習する。
講義で配布した資料をもとに、医・教連携を支
えるシステムの中での学校・教師の果たす役割に
［授業方法］
講義に加え、ロールプレイを ついてまとめておくこと。
通して連携と支援の在り方につ
いて体験学習する。
定期試験

2080

授業科目名
英語科目名

視覚障害者の教育
Educating the Visually Impaired

授業形態
開講学期

講義／演習
前期

対象学年

4

単位数

2.0

科目責任者 池田 貴
科目担当者
池田 貴
授業概要
［ 授業全体の内容 ］
視覚障害について，生理学，心理学，社会学、それぞれの側面から多面的に理解すると共に、視覚障害スポ
ーツの実技体験を通じて障害のしくみと特性について実感することによって，指導者としての配慮や特別な支
援を要する教育方法を学修する。
［ 授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした教養」と「コミ
ュニケーション力」及び「倫理観」を養い、「健康を創造・支援するために必要な身体的・精神的・社会的健
康についての知識と技能」を身に付ける。
［ 授業の到達目標 ］
１．視覚障害のしくみと特性について、生理・解剖・病理学的な基礎知識を修得する。
２．視覚障害者の心理特性・行動特性について理解する。
３．視覚障害者を取り巻く社会的背景について学び，受講者自身の行動のあり方について能動的に学修する。
４．視覚障害スポーツの魅力を深く理解し、それを伝え指導するための知識と技能を修得する。
成績評価
［ 成績評価の基準］
１．視覚障害のしくみと特性について、生理・解剖・病理学的側面から理解している（定期試験）
２．視覚障害者の心理特性・行動特性について理解している（定期試験）
３．視覚障害者との接し方，配慮、指導、教育方法について説明できる（レポート）
４．視覚障害スポーツの魅力を深く理解し、それを伝え指導するための知識と技能が身に付いている（レポー
ト）
５．授業中の発言や周囲の者と安全への配慮、課題への積極性など受講態度（平常点）
［成績評価の方法］
課題レポート2回（40％）、定期試験（50%）、平常点（10%）を総合して評価します。
履修における留意事項
・授業の欠席は3点、遅刻・早退は1点、を総合評価点より減じます。
・授業時間の60%以上で出席とし、40%以上の遅刻・早退は欠席とします。
・実習等公的な欠席・遅刻・早退については、届け出と連絡をお願いします。
・レポートの提出がない場合は、その回のレポート点の加点はありません。
※基本的にテキストは必要に応じて授業ごとに配布します。
※実技に関しては、準備する服装や靴などをJ‑Passにてお知らせしますので、確認してください。
※天候により、授業内容や会場が変更になることがあります。J‑Passまたは予定の授業会場にて指示します。
連絡先とオフィスアワー
連絡先は以下にメールでお願いいたします。
?goalball.japan.takashi＊gmail.com
注意
「＊を＠に修正してください。」
「順天堂大学（学籍番号）（氏名）」をタイトルにしてください。
備考
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

1

2

3

4

5

6

7

8

池田 貴
以下同

講義・
「オリエンテーション」授業
内容，評価方法と授業の進め方
。
「視覚障害について」見えな
い・見えづらい世界。
講義・
「目の構造と名称、視力、
視野、視覚障害、視覚障害をき
たす疾患」
「視覚障害の分類と定義」〜
視覚障害とは，身体障害者手帳
」
「視覚障害とスポーツ」
演習・
「視覚障害の疑似体験から学
ぶ」〜体操・スポーツテスト。
実施の困難さを実感し、指導
の配慮と工夫の要点を理解して
、視覚障害教育の基本的な知識
と技術を身に付ける。
講義／レポート
「視覚障害者に走る・跳ぶ・
投げる技術を教えるための工夫
を提案する。」
「視覚障害者が安心して走る
・跳ぶ・投げることができる環
境整備についてアイディアを提
案する。」
演習・
「視覚障害スポーツ体験から
学ぶ」〜陸上競技・ブラインド
マラソン。実施の困難さを実感
し、指導の配慮と工夫の要点を
理解して、視覚障害教育の基本
的な知識と技術を身に付ける。
演習・
「視覚障害スポーツ体験から
学ぶ」〜ブラインドサッカー。
実施の困難さを実感し、指導
の配慮と工夫の要点を理解して
、視覚障害教育の基本的な知識
と技術を身に付ける。
演習・
「視覚障害スポーツ体験から
学ぶ」〜フロアバレーボール。
実施の困難さを実感し、指導
の配慮と工夫の要点を理解して
、視覚障害教育の基本的な知識
と技術を身に付ける。
講義・
「視覚障害者のスポーツ」〜
パラスポーツからレクリエーシ
ョンまで。
「視覚障害に配慮された様々な
ルールと指導上の配慮」
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[予習]
視覚障害者に対する印象や、エピソードなどを
整理しておくこと。
[復習]
講義した内容を次週までに復習しておくこと。
[予習]
シラバスに示された内容について，WEB等から
簡単な知識を得ておくこと。
[復習]
講義した内容を次週までに復習しておくこと。

[予習]
シラバスに示された内容について，WEB等から
簡単な知識を得ておくこと。
[復習]
講義した内容を次週までに復習しておくこと。

[予習]
シラバスに示された内容について，WEB等から
簡単な知識を得ておくこと。
[復習]
講義した内容を次週までに復習しておくこと。

[予習]
シラバスに示された内容について，WEB等から
簡単な知識を得ておくこと。
[復習]
講義した内容を次週までに復習しておくこと。

[予習]
シラバスに示された内容について，WEB等から
簡単な知識を得ておくこと。
[復習]
講義した内容を次週までに復習しておくこと。

[予習]
シラバスに示された内容について，WEB等から
簡単な知識を得ておくこと。
[復習]
講義した内容を次週までに復習しておくこと。

[予習]
シラバスに示された内容について，WEB等から
簡単な知識を得ておくこと。
[復習]
講義した内容を次週までに復習しておくこと。

9

10

11

12

13

14

講義／演習・
「見えることと見えないこと
（弱視と全盲）」〜点字の理論
と実際、弱視（ロービジョン）
の教育：拡大文字や色。
演習・
「視覚障害スポーツ体験から
学ぶ」〜ゴールボール①。 実
施の困難さを実感し、指導の配
慮と工夫の要点を理解して、視
覚障害教育の基本的な知識と技
術を身に付ける。実戦体験（選
手とコーチ、レフェリー、オフ
ィシャルの実践）
演習・
「視覚障害スポーツ体験から
学ぶ」〜ゴールボール②。 実
施の困難さを実感し、指導の配
慮と工夫の要点を理解して、視
覚障害教育の基本的な知識と技
術を身に付ける。大会の実施（
選手とコーチ、レフェリー、オ
フィシャル業務の遂行）
講義・
「視覚障害教育の歴史、視覚
障害児の療育、学校教育、就労
支援や生活支援等」
講義／レポート・
「視覚障害者との関わり方
と指導法の工夫。」
「視覚障害者におけるスポー
ツの意義。」
講義・
「視覚障害者の教育 総括」
〜視覚障害者との関わり方と指
導法、視覚障害者におけるスポ
ーツの意義。
定期試験
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[予習]
シラバスに示された内容について，WEB等から
簡単な知識を得ておくこと。
[復習]
講義した内容を次週までに復習しておくこと。
[予習]
シラバスに示された内容について，WEB等から
簡単な知識を得ておくこと。
[復習]
講義した内容を次週までに復習しておくこと。

[予習]
シラバスに示された内容について，WEB等から
簡単な知識を得ておくこと。
[復習]
講義した内容を次週までに復習しておくこと。

[予習]
シラバスに示された内容について，WEB等から
簡単な知識を得ておくこと。
[復習]
講義した内容を次週までに復習しておくこと。
[予習]
シラバスに示された内容について，WEB等から
簡単な知識を得ておくこと。
[復習]
講義した内容を次週までに復習しておくこと。
[予習]
シラバスに示された内容について，WEB等から
簡単な知識を得ておくこと。
[復習]
全ての講義内容を復習しておくこと。
授業で学んだ考え方や基本的な事項について、理
解度を筆記試験する。

授業科目名
英語科目名

聴覚障害者の教育
Educating the Hearing Impaired

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

4

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

須藤

正彦

授業概要
これまでの聴覚障害教育と現代の当該教育の課題について解説する。それらの知識のみならず、障害があって
も一般の教育環境で学修することが可能となるための諸条件(健常者の理解、情報保障技術、指導者のコミュ
ニケーション力向上等)を将来指導者となる受講生自身の問題として捉えることを授業の到達目標とする。
成績評価
出席・課題等発表20％、筆記試験80％にて評価する。
筆記試験（聴覚障害の理解、教育場面における障害のある児童・生徒への配慮について）の解答結果と出席・
取組状況を基に評価する。特に伝音性難聴と感音性難聴の違い、新生児スクリーニング検査、聴覚に障害のあ
る人とのコミュニケーション方法など基本的事項の理解がなされているかを単位認定の基準とする。
履修における留意事項
（受講条件）
授業中は私語を慎しみ、欠席が事前に分かる場合は欠席届を提出下さい。
（試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法）
必要に応じてフィードバックする。
（テキスト・参考書）
資料はその都度配布する。
連絡先とオフィスアワー
連絡先:
suto@a.tsukuba‑tech.ac.jp
オフィスアワー：後期、月曜日15:30〜16：30
備考
学修時間：授業で伝えたことのみならず、各自でさらなる関連情報をリサーチして下さい。
期末試験対策だけでなく、日頃から聴覚障害や手話等コミュニケーションに関する情報にアンテナを向けて下
さい。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
須藤
（予習：１時間）
1
（授業内容）
聴覚と音声の機能について理 聞く・話す行為のメカニズム
（復習：１時間）
解を深める
聞く・話す行為のメカニズム
(準備時間計：２時間）
（授業方法）
グループ毎に討論させる
須藤
（予習：１時間）
2
（授業内容）
聴覚・言語障害について理解を 聴覚障害・言語障害とは
（復習：１時間）
深める
聴覚や言語障害の機序
(準備時間計：２時間）
（授業方法）
グループ討論を加える
須藤
（予習：１時間）
3
（授業内容）
聴覚障害とコミュニケーショ コミュニケーションとは
（復習：１時間）
ンについて理解を深める
聴覚障害とコミュニケーションについて
(準備時間計：２時間）
（授業方法）
グループ討論を加える
須藤
（予習：１時間）
4
（授業内容）
聴覚障害補償（補聴器、人工 補聴器と手話について
内耳、手話）について理解を深 （復習：１時間）
聴覚障害と補償機器について
める
(準備時間計：２時間）
（授業方法）
グループ討論を加える

2084

5

須藤

6

須藤

7

須藤

8

須藤

9

須藤

10

須藤

11

須藤

12

須藤

13

須藤

（予習：１時間）
（授業内容）
聴覚に障害のある児童の指導 聴覚活用とは
(復習：１時間）
聴覚障害の補償
（授業方法）
(準備時間計：２時間）
グループ討論を加える
（予習：１時間）
（授業内容）
聴覚に障害のある生徒の指導 思春期の障害認識について
（復習：１時間）
について理解を深める
障害受容について
(準備時間計：２時間）
（授業方法）
グループ討論を加える
（予習：１時間）
（授業内容）
障害者の差別について
聴覚障害教育の歴史（1）戦
前の歴史について理解を深める （復習：１時間）
戦前の日本の聴覚障害教育
(準備時間計：２時間）
（授業方法）
グループ討論を加える
（予習：１時間）
（授業内容）
戦後の民主化と教育について
聴覚障害教育の歴史（2）戦
後における歴史について理解を （復習：１時間）
戦後の聴覚障害教育の遷移
深める
(準備時間計：２時間）
（授業方法）
グループ討論を加える
（予習：１時間）
（授業内容）
海外の聴覚障害教育（英国、 英国、スペイン、米国等の歴史
スペイン、仏国、米国等）につ （復習：１時間）
西欧、日本を含むアジアの聴覚障害教育
いて理解を深める
(準備時間計：２時間）
（授業方法）
グループ討論を加える
（予習：１時間）
（授業内容）
聴覚障害者の高等教育につい 筑波技術大学のホームページを閲覧
（復習：１時間）
て理解を深める
聴覚障害者の高等教育への進学について
(準備時間計：２時間）
（授業方法）
グループ討論を加える
（予習：１時間）
（授業内容）
海外の聴覚障害者の高等教育 ギャローデット大学について
（復習：１時間）
について理解を深める
米国、中国、タイ、韓国等での聴覚障害高等教
育
（授業方法）
(準備時間計：２時間）
グループ討論を加える
（予習：１時間）
（授業内容）
聴覚障害者の就労について理 聴覚障害者が職場で苦労する事について
（復習：１時間）
解を深める
職場での配慮事項を考える
(準備時間計：２時間）
（授業方法）
グループ討論を加える
（予習：１時間）
（授業内容）
聴覚の障害とアイデンティテ ろう者とは何か
（復習：１時間）
ィについて理解を深める
ろう者のアイデンティティ
(準備時間計：２時間）
（授業方法）
グループ討論を加える
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須藤

15

須藤

（予習：１時間）
（授業内容）
一般の教育機関で学ぶ環境・ 情報保障とは何か
（復習：１時間）
条件について理解を深める
聴覚障害が広く理解されるための方策
(準備時間計：２時間）
（授業方法）
グループ討論を加える
最終試験(聴覚障害の理解、教 予習・復習２時間、聴覚障害学生・生徒が一般の
育場面における障害のある児童 教育機関で学ぶために必要な環境・条件について
討論する。
・生徒への配慮について)
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授業科目名
英語科目名
対象学年
科目責任者
科目担当者

発達障害と重度･重複障害者の教育
授業形態
Education in Development of Disabilities and Severe 開講学期
and Mutiple Disabilities
4
単位数
飯嶋

講義
前期
2.0

正博

授業概要
【授業全体の内容】
今、障害者差別解消法の制定により、基礎的環境整備と合理的配慮が教育に求められ、インクルーシブ教育
の構築のための実践力が教員に求められている。この授業では、障害者の教育・支援のために、「肢体不自由
者指導法」「知的障害者指導法」で学んだ知識や技法をより活用して、コミュニケーションの難しい発達障害
に役立てることが出来るようになる。
【授業の位置づけ (学位授与方針に定められた知識・能力等との関連) 】
この科目は、健康学科において「健康教育についての専門的知識と実践的技能の取得」という学位授与方針
に寄与する。
【到達目標】
1. 発達障害者の心理的特徴、行動特性、実態を理解し、説明することが出来る。
2. 重度・重複障害者の心理的特徴、行動特性、実態を理解し、説明することが出来る。
3. 特別支援学校のみならず、他の教育現場でも基礎的環境整備と合理的配慮が出来て、適切な教育・支援活
動が出来る。
成績評価
【成績評価の基準】
1. 講義内容を整理し、ノートに記載できる。(平素点・レポート扱い)
2. 自ら内容を整理し、より深く調べたり、考えたりしたことをノートに記載できる。。(平素点・レポート扱
い)
3. 習得した知識や理解を説明できる。(定期試験)
4. 基礎的な教育・支援のための技法が実践できる。（平素点)
【成績評価の方法】
1. 平素点は、講義中のノートの記載と、予習・復習で行われるノート整理・課題レポートの記載を30点
2. 定期試験による出題への知識・理解、さらにその実践的対応力が７０点
3. 両者の合計100点中、６０点以上で合格とする。
履修における留意事項
【履修条件】
「肢体不自由者指導法」と「知的障害指導法」を履修していることが望ましい。
【履修上の注意(科目独自のルール)】
自分自身のノートを用いても構わないが、独自に作成されたアクティブ・ラーニング・ノートに基づいて受
講する。
【課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法】
1. アクティブ・ラーニング・ノートは定期試験直前に提出し、評価点を付けて試験後に返却される。
2. 定期試験では、実技試験は行わず、筆記試験の実践想定設問への解答で評価される。
【テキスト・参考書】
1.特別支援学校 幼稚部教育要領、小学部・中学部学習指導要領 文部科学省
2. 特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編 文部科学省
3. 特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編 文部科学省
4. 高等部編は発刊されれば追加する
5. 生徒指導提要 文部科学省
6. 随時、独自に作成された資料を配布し、その中で、出典や参考書を紹介する。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
E‑mail:miijima@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
水・木・金曜日の昼休み12:30から
場所:１号館２階心身障害心理学研究室(1217)
上記以外でも相談に対応しますが、事前に連絡する。
備考
【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の合計90時間の学修を
必要とする内容を持って構成する。
【その他】
この科目は、特別支援学校教員一種免許状を取得するためには、必修科目です。この科目は内容に一部指導法
も含まれるため、講話のみでは理解を深めることが難しいので、視聴覚教材を多用し、実践的な演習も加わる
ため、５感、各種心情に訴えることがあります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
飯嶋
【予習:２時間】
1
【授業内容】
新聞、各種ニュース、雑誌などで「発達障害」
テーマ:オリエンテーション
本授業の目的および目標を解 について最新の話題を調べる。
説し、授業の進め方、特にアク
ティブ・ラーニング・ノートの 【復習:2時間】
アクティブ・ラーニング・ノート(以下ALNと略
活用について説明する。
す)に従って、講義を整理し、自ら課題を見出し
、まとめる。
【授業方法】
前半は、配布資料を用いて、講
義を中心に説明し、後半は視聴 【キーワード】
覚教材を視聴後に、各種話し合 世界自閉症啓発デー,国際ダウン症の日など
いを行う。
【予習:2時間】
2
【授業内容】
「発達障害者支援法」について調べる。
テーマ:発達障害
自閉症スペクトラムと言われ
る、多様な状態像を持つ発達障 【復習:2時間】
害の定義や、分類、状態などを 同じ
解説する。
【キーワード】
自閉症スペクトラム、ギフテッド
【授業方法】
同じ
【予習:２時間】
3
【授業内容】
「学級崩壊」について調べる。
テーマ:学習障害
学習障害児の心理的特徴、行
動特性、実際の様子を解説する 【復習:２時間】
同じ
。

4

【授業方法】
同じ
【授業内容】
テーマ:ADHD
ADHAの心理的特徴、行動特性
、実際の様子を解説する。
【授業方法】
同じ

【キーワード】
不器用、認知
【予習:2時間】
「フラストレーション」について調べる。
【復習:２時間】
同じ
【キーワード】
環境整備、構造化、視覚化
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6

【授業内容】
テーマ:アスペルガー症候群
アスペルガー症候群の心理的
特徴、行動特性、実際の様子を
解説する。

【予習:２時間】
「人見知り」について調べる。

【授業方法】
同じ
【授業内容】
テーマ:自閉症
自閉症、高機能自閉症の心理
的特徴、行動特性、実際の様子
を解説する。

【キーワード】
表情、コミュニケーション、人間関係
【予習:２時間】
映画「レインマン」について調べる。

【復習:2時間】
同じ

【復習:２時間】
同じ

【キーワード】
サバン症候群、漫画「光とともに」、映画「マラ
ソン」
【予習:２時間】
【授業内容】
テーマ:学校教育での教育・支 ピクトグラムについて調べる。
援1
学校教育現場での実際の教育 【復習:2時間】
同じ
・支援委ついて解説する。
【授業方法】
同じ

7

8

9

【授業方法】
今回は、前半は配布資料と視聴
覚教材を用いて、講義を中心に
解説し、後半では実際に教育場
面で活用されている教材や教具
を作成するなどの一部演習を行
い、その後各種話し合いを行う
。
【授業内容】
テーマ:不器用な子どもへの対
応
運動、人間関係、心の安定な
どに不器用さを示す人に対して
教育・支援の仕方として活用さ
れている「動作法」について解
説する。
【授業方法】
今回は、 前半は、配布資料と
視聴覚教材を用いて、講義を中
心に解説し、後半では実際に支
援で使われている動作法の技法
を一部演習形式で体験し、その
後各種話し合いを行う。
【授業内容】
テーマ:重度・重複障害
重度・重複障害者の心理的特
徴、行動特性、実際の様子など
を解説する。

【キーワード】
教科指導、カード作成、自立活動、生徒指導

【予習:２時間】
「不器用」について調べる。
【復習:２時間】
同じ
【キーワード】
不器用な子どもの動きづくり、ストレスマネージ
メント,誉め方、叱り方など

【予習:２時間】
「植物人間」について調べる。
【復習:２時間】
同じ

【キーワード】
【授業方法】
前半は、配布資料を用いて講 ALS,尊厳死、有名人
義を中心に解説をし、後半は視
聴覚教材を視聴後に、各種話し
合いを行う。
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【授業内容】
テーマ:学校教育での教育・支
援2
重度・重複障害児の学校教育現
場での実際の教育・支援につい
て解説する。
【授業方法】
同じ
【授業内容】
テーマ:生きがいづくり
障害を持ちながらも、自立を
目指し、社会参加へと充実した
人生を歩む人を紹介し、そのた
めの教育・福祉の意義を解説す
る。
【授業方法】
同じ
【授業内容】
テーマ:家族への支援1

【予習:２時間】
「医療的ケア」について調べる。
【復習:２時間】
同じ
【キーワード】
医療敵ケア、動作法、自立活動
【予習:２時間】
「ホーキング博士」について調べる。
【復習:２時間】
同じ
【キーワード】
ボッチャ、アウトサイダーアート、アダプテッド
ミュージックなど
【予習:2時間】
「介護」について調べる。

発達障害や重度・重複障害を 【復習:２時間】同じ
持つ人の家族の心情やそのため
【キーワード】
の支援について解説する。
介助者、介助支援ロボットなど
【授業方法】
同じ
【予習:２時間】
【授業内容】
「ボランティア活動」について調べる。
テーマ:家族への支援2
発達障害や重度・重複障害を
持つ人の家族支援として、福祉 【復習:２時間】
領域の支援について解説する。 同じ
【授業方法】
同じ
【授業内容】
テーマ:まとめ
障害者関連の最後の授業とな
るため、教育実習などへの質問
や、これまでの関連授業の補足
を行う。
【授業方法】
前半は、配布資料や視聴覚教材
を用いて、解説するが、後半は
質疑応答に時間をとりつつ、各
種話し合いを行う。
定期試験
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【キーワード】
キャリア教育、就労支援、ジョブコーチなど
【予習:４時間】
今までのALNを整理する。
【復習４時間】
ALNを整理しつつ、定期試験のために、知識や支
援技法等について説明できるように準備する。

授業科目名
英語科目名

特別支援教育実習
Laboratory in Specialized Care

授業形態
開講学期

対象学年

3

単位数

科目責任者
科目担当者

飯嶋

3.0

正博

授業概要
成績評価
履修における留意事項
連絡先とオフィスアワー
備考
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

授業科目名
英語科目名

養護概説
Nursing

対象学年

2

Summary
2

授業形態
開講学期

講義
後期

単位数

2.0

科目責任者 釆女 智津江
科目担当者
釆女智津江
授業概要
［授業全体の内容］
養護概説は、養護教諭の職務内容について概説したものととらえることができる。養護教諭は、近年の児童
生徒の心身の健康問題の複雑・多様化に伴い、問題の解決に向けてリーダー的役割が求められている。この授
業では、養護教諭としての倫理観、使命感、歴史、専門性、役割、職務内容（保健管理、保健教育、保健室経
営、健康相談、組織活動）についての基礎知識や技術を学ぶ。また、学校保健活動に関わる諸計画の作成方法
及び取組方法を学ぶ。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ健康科学分野における健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」及び「
健康についての専門知識と実践的技能の習得」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
1. 養護教諭の職務内容（保健管理、保健教育、健康相談、保健室経営、保健組織活動等）と実践方法および
役割が説明できる。
2. 学校保健計画、保健室経営計画、保健指導計画等、職務に必要な諸計画が組織との連携を踏まえて適切に
作成することができる。
3. 救急処置、救急体制づくりにおける養護教諭及び他の職員の役割を理解し、健康安全に関する危機管理に
ついて説明できる。
4. 子供の心身の健康課題の解決に向けて、適切な対応方法を説明することができる。
成績評価
［成績評価の基準］
１．養護教諭の職務内容（保健管理、保健教育、健康相談、保健室経営、保健組織活動等）と実践方法および
役割が説明できる。
（定期試験・ワークシート）
2. 学校保健計画、保健室経営計画、保健指導計画等、職務に必要な諸計画が組織との連携を踏まえて適切に
作成することができる。（成果物・定期試験）
3. 救急処置、救急体制づくりにおける養護教諭及び他の職員の役割を理解し、健康安全に関する危機管理に
ついて説明できる。
（定期試験・ワークシート）
4. 子供の心身の健康課題の解決に向けて、適切な対応方法を説明することができる。（課題・レポート・ロ
ールプレイ）
5. 授業中の発言やグループワークの取組状況によって受講態度を評価する（平常点）
［成績評価の方法］
定期試験（60％）、課題レポート（10%）, グループワーク（20％）、平常点（10%）
履修における留意事項
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特になし
［履修要件］
特になし
［履修上の注意（科目独自のルール）］
1 回の授業で3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。また、遅刻・早退3 回で
、1 回分の欠席とする。
なお、欠席3 回でレポート1 課題提出とする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
グループワークの課題については、ワークシートの提出を原則とし、学生の理解度を見て指導助言を加え、
翌週返却する。レポートの課題も同。
［テキスト参考書等］
１．釆女智津江他，新養護概説第10版，少年写真新聞社，平成30年
［参考書］
2．教職員のための子どもの健康観察の方法と問題への対応，文部科学省平成21年
3．教職員のための子どもの健康相談及び保健指導の手引，文部科学省，平成23年
4．生きる力をはぐくむ学校での安全教育，文部科学省，平成22年
5．釆女智津江他，学校保健実務必携，第一法規，平成29年
6．学校環境衛生管理マニュアル，文部科学省，平成22年
7．保健室経営計画作成の手引，日本学校保健会，平成26年
１ は、テキストとして使用する。2 〜7 は参考図書の紹介で、グループワークや課題の作成の際参考に
なる。
その他、必要時プリントを配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：釆女 智津江
E‑mail cuneme［at］juntendo.ac.jp
＊［at］を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
月曜日16:50〜18:30，火曜日15:00〜18:00, 水曜日 16:50〜18:00 1号館４階1419 健康教育学研究室
備考
［学修時間］
この情業は、講義の授業形態による2 単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習60 時間の計90 時間の
学習を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、養護教諭１種免許の取得に必要な「養護に関する科目」における必修科目として位置付け
られている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
釆女智津江
(予習2時間）
1
［授業内容］
テーマ：オリエンテーション 学校保健学の復習をしておく。
・授業概要、評価方法、授業規
（復習2時間）
律等について説明する。
現時点での自分なりの理想とする養護教諭像をま
とめる。
［授業方法］
・教科書の紹介、プリント、ス
ライドを用いて講義を進める。
・理想の養護教諭像についてグ
ループワークを行う。
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2

3

4

5

6

釆女智津江

釆女智津江

釆女智津江

釆女智津江

釆女智津江

［授業内容］
テーマ：養護教諭の歴史
・養護教諭の歴史から職制の向
上jについて解説する。また、
養護教諭
に関する法規定、職業倫理、求
められている力、欧米のスクー
ルナースとの相違等について解
説する。
［授業方法］
教科書、プリント、スライドを
用いて講義を進める。
［授業内容］
テーマ：近年の学校保健の動向
・現在、養護教諭に求められて
いる役割について、中央教育審
議会答申（H20）、学校保健安
全法等から解説する。
［授業方法］
・教科書、プリント、スライド
を用いて講義を進める。
［授業内容］
テーマ：救急処置及び救急体制
・学校における救急処置の特質
、災害共済給付制度、学校内の
救急体制の確立、危機管理の方
法について解説する。
［授業方法］
・教科書、プリント、スライド
を用いて講義を進める。与えら
れた課題に対してグループで話
し合い、発表する。
［授業内容］
テーマ：健康診断
法規定、計画の作成方法、実施
方法、健康診断における学校医
等の役割、健康教育への生かし
方について解説する。
［授業方法］
教科書、プリント、スライドを
用いて講義を進める。
・測定方法の演習
授業内容］
テーマ：疾病予防と管理
・インフルエンザ、麻疹、ノロ
ウイルスによる食中毒、アナフ
ィラキシーなど、重要課題への
対応が適切に行えるよう事例を
用いて具体的に解説する。
［授業方法］
・教科書、プリント、スライド
,DVDを用いて講義を進める。
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(予習2時間）
養護教諭の法令上の位置づけについて調べておく
。
（復習2時間）
養護教諭の歴史から、欧米のスクールナースとの
違いを考察する。

（予習2時間）
中央教育審議会答申（H20）、学校保健安全法に
おける養護教諭や他の職員に関する記述を読んで
おく。
（復習2時間）養護教諭の職制の向上についてま
とめる。

（予習2時間）
スポーツ振興センターの学校事故の調査結果及び
保健室利用状況調査結果から学校事故の現状を把
握しておく。
（復習2時間）
健康・安全に関する危機管理の方法についてまと
める。

（予習2時間）
学齢期に多い疾患について調べておく。
（復習2時間）
健康診断における養護教諭の役割について考察し
てまとめる。

（予習2時間）
感染症の予防や流行期の対応方法について調べて
おく。
（復習２時間）
疾病予防・管理の方法についてまとめる。
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8

釆女智津江

釆女智津江

9

釆女智津江

10

釆女智津江

11

釆女智津江

［授業内容］
テーマ：保健教育−１（教科保
健）
・保健教育の意義、目的、養護
教諭が授業参画する意義、方法
、法規定、学習指導要領の内容
等について解説する。
［授業方法］
教科書、プリント、スライドを
用いて講義を進める。
［授業内容］
テーマ：保健教育 ‑2（保健指
導）
・保健教育の意義、目的、特別
活動の保健指導計画、個別の保
健指導計画の作成方法について
解説する。

（予習2時間）
学習指導要領解説(体育編・保健体育編）を読ん
でおく。
（復習2時間）
小・中・高等学校における学習指導要領の内容に
ついて整理しておく。

（予習2時間）
「教職員のための子どもの健康相談及び保健指導
の手引」日本学校保健会Ｈ23年を読んでおく。
（復習２時間）
個別の指導計画を完成させる。

［授業方法］
教科書、プリント、スライドを
用いて講義を進める。
・演習、指導案の作成
（予習2時間）
（予習2時間）
機能的な保健室をつくるための 機能的な保健室をつくるための備品等の配置にお
備品等の配置におけるレイアウ けるレイアウトを作成しておく。
トを作成しておく。
（復習2時間）
保健室経営計画の評価方法について調べておく。
（復習2時間）
保健室経営計画の評価方法につ
いて調べておく。
（予習2時間）
［授業内容］
保健室経営計画の事例を調べておく。
テーマ：保健室経営‑2
・保健室経営計画の作成方法に
ついて演習を交えて具体的に解 （復習2時間）
作成した保健室経営計画を完成させる。
説する。
［授業方法］
教科書、プリント、スライドを
用いて講義を進める。
・演習（学校保健計画及び保健
室経営計画の作成）
［授業内容］
テーマ：健康相談‑1
・健康相談のプロセス、健康相
談における連携（校内組織体制
、関係機関、学校医等）、健康
観察、事例研究の進め方につい
て解説する。
［授業方法］
教科書、プリント、スライドを
用いて講義を進める。
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予習３時間）
実際の事例を想定して支援方法を検討する。
「教職員のための子どもの健康観察の方法と問題
への対応」文部科学省Ｈ21年を読んでおく。
（復習3時間）
健康観察における養護教諭の役割を考察しまとめ
る。

12

13

14

釆女智津江

釆女智津江

釆女智津江

［授業内容］
テーマ：健康相談‑2
保健室での児童生徒への対応方
法について演習を通して解説す
る。
［授業方法］
・教科書、プリント、スライド
を用いて講義を進める。
・演習
［授業内容］
テーマ：健康相談‑3
・現代的健康課題（いじめ、不
登校、児童虐待、発達障害、自
殺、性に関する問題等）につい
て事例を交えて対応方法につい
て解説する。

（予習2時間）
学校精神保健について調べておく。
（復習2時間）
演習を通して学んだこと気付いた点についてまと
めておく。

（予習2時間）
子供の心の健康問題の現状について調べておく。
（復習2時間）
それぞれの問題の対応方法の基本的な考え方につ
いて整理しまとめる。

［授業方法］
・教科書、プリント、スライド
を用いて講義を進める。課題を
与えてグループワークを行う。
（予習3時間）
［授業内容］
テーマ：保健組織活動
・関係組織との連携、学校保健 学校保健委員会について調べておく。
委員会、地域学校保健委員会の
実施（手順・ポイント）におけ
る養護教諭の役割について解説
する。
（復習3時間）
各種の保健組織の役割をまとめる。
［授業方法］
教科書、プリント、スライドを
用いて講義を進める
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授業科目名
英語科目名

看護の基礎
Fundamental Nursing

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 中西 唯公
科目担当者
櫻井しのぶ（医療看護学部公衆衛生看護学）、中山久子（医療看護学部公衆衛生看護学）、
原田静香（医療看護学部公衆衛生看護学）、高谷真由美（医療看護学部成人看護学）、
池田恵（医療看護学部成人看護学）
授業概要
［授業全体の内容］
・本科目では、看護の概念や機能、展開する場などについて学び、養護教諭に必要な看護学について、基本的
事項を学ぶことを目的としている。
・病院の患者だけではなく、健康で生活している場面でも看護学が展開されていることを知り、学校で看護学
の素養をもつ養護教諭としてその学びをいかすことができるよう授業を構成している。一言で看護と言っても
多くの領域があり、看護の様々な領域・場面の学習を深めるため、医療看護学部から教員を招き、各専門分野
の内容について講義をいただく。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定めされた知識・能力等との関連）］
この科目は、「コミュニケーション力」「倫理観」ならびに「健康科学分野の専門的な知識と技能」という学
位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
１．看護の概念について理解できる
２．看護の活動の場を知り、配慮すべきことについて考察できる
３．健康レベルや対象の特性に応じた看護のあり方について理解できる
４．看護の機能と養護教諭の役割について考える
成績評価
［成績評価の基準］
１．看護の概念について説明することができる（定期試験）
２．看護の活動の場を知り、配慮すべきことについて考察できる（定期試験）
３．健康レベルや対象の特性に応じた看護のあり方について論じることができる（レポート・課題）
４．看護の機能と養護教諭の役割について関連づけることができる（レポート・課題）
※授業回数の3分の2以上の出席者のみを評価対象として、受講態度によって評価する (平常点)
［成績評価方法］
・平常点（20％）、課題レポート（30％）、定期試験あるいは最終課題レポート（50％）を総合して評価しま
す。
履修における留意事項
［履修要件］
・特になし
［履修上の注意（科目独自のルール）］
・特になし
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
・定期試験や課題レポートで成績評価を行うが、講義内容が反映されていない場合には個別に解説や指導を行
う。
［テキスト・参考書等］
１．養護教諭のための看護学 三訂版、藤井寿美子 他、大修館書店、2011
・参考書であり、授業中は適宜参考資料を配付します。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
中西 唯公
Email：ynakani＊juntendo.ac.jp
※メールの際は、＊を＠に変更して送信してください。
［オフィスアワー］
前期・後期：水曜日12:00〜12:50
場所：1号館4階1418室（看護学研究室）
急な出張などで不在にすることもありますので、できれば事前にご連絡を。
備考
［学修時間］
この授業は、講義による２単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必要とする内
容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、養護教諭第一種免許状の取得に必要な科目のうち、「養護に関する科目」における必修科目
として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中西 唯公
（予習：２時間）
1
［授業内容］
テーマ：オリエンテーション、 シラバスを読み、授業の概要や到達目標、評価の
仕方や授業の進め方について予習をする
看護学を学ぶ意義
・本科目の内容や到達目標を知
り、看護を学ぶ意義について学 （復習：２時間）
これまでの経験から看護学とつながる事象につい
習する
てまとめる
［授業方法］
・授業計画を配布し、プリント
とスライドを用いて講義を進め
る
・看護学を学ぶ意義について解
説をする
・看護学についてのグループデ
ィスカッションを通して学びを
ふかめる
中西 唯公
（予習：２時間）
2
［授業内容］
自分が考える看護とは何かについてまとめてくる
テーマ：看護の概念
・看護とは（看護の概念）につ
（復習：２時間）
いて学習する
グループワークをを通して得た看護のイメージを
整理する
［授業方法］
・グループで看護学についてデ
ィスカッションを行い、まとめ
る
中西 唯公
（予習：２時間）
3
［授業内容］
看護が定義づけられているものを調べてくる
テーマ：看護の概念
・看護とは（看護の概念）につ
（復習：２時間）
いて学習する
看護学の概念についてまとめる
［授業方法］
・グループでまとめた資料を発
表する
・プリントとスライドを用いて
講義を進める
・看護に関する法律や定義など
を解説する
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4

中西

唯公

5

中西

唯公

6

中西

唯公

7

池田
中西

恵
唯公

（予習：２時間）
［授業内容］
看護が果たすべき役割と機能について調べる
テーマ：看護の基本と機能
・看護の基本原則とその役割、
場所、機能について学習する （復習：２時間）
看護の機能と養護教諭が果たすべき役割について
まとめる
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める
・看護学が果たすべき役割につ
いて解説する
・グループになり、看護の場面
を思い出し、看護が展開される
場について話し合う
（予習：2時間）
［授業内容］
観察項目について、なぜその項目を観察する必要
テーマ：看護活動の実際①
・看護活動として症状に気づく があるか調べる
ための観察について学ぶ
（復習：2時間）
対象の観察と記録について留意すべき点をまとめ
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて る
講義を進める
・生命徴候としての観察の意味
と方法を解説する
・2人１組でペアとなり、観察
・記録の練習を行う
（予習：2時間）
［授業内容］
「バイタルサイン」項目について、なぜその項目
テーマ：看護活動の実際②
・看護活動としてバイタルサイ を測定する必要があるか調べる
ンについて学ぶ
（復習：2時間）
バイタルサインの測定について留意すべき点をま
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて とめる
講義を進める
・生命徴候としてのバイタルサ
インの意味と測定方法を解説す
る
・2人１組でペアとなり、バイ
タルサイン測定の練習を行う
（予習：2時間）
［授業内容］
救急看護が必要な場面について調べる
テーマ：救急看護
・「救急期」の特徴について学
（復習：2時間）
ぶ
緊急を要する患者への対応についてまとめる
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める
・「救急」とはどのような状況
であるかを話しあい、実際の救
急看護についての演習を行う
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8

高谷
中西

真由美
唯公

9

櫻井しのぶ
中西 唯公

10

中山
中西

久子
唯公

11

原田
中西

静香
唯公

（予習：２時間）
［授業内容］
慢性疾患にはどのようなものがあるか調べて、生
テーマ：慢性期の看護
・「慢性疾患・慢性期」の特徴 活に与える影響を考えてまとめておく
について学ぶ
（復習：２時間）
慢性期の患者の特徴とその看護についてまとめる
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める
・慢性疾患と診断された人はど
のような心境になるかをグルー
プででディスカッションし、慢
性期疾患である糖尿病患者に必
要な血糖測定を体験する
（予習：２時間）
［授業内容］
「家族」とは何かについて概念や構成などを調べ
テーマ：家族看護
・家族の概念と看護のあり方に る
ついて学習する
（復習：２時間）
家族システムと看護のあり方についてまとめる
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める
・グループになり、自分が考え
る家族とは何かについて意見交
換を行う
（予習：２時間）
［授業内容］
テーマ：コミュニケーション 「コミュニケーション」とは何かについて調べる
・コミュニケーションの実際と
（復習：２時間）
留意点について学習する
コミュニケーション時に気をつけるべき項目につ
いてまとめる
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める
・コミュニケーションとは何か
について解説する
・実際に学生同士でコミュニケ
ーションを行い、気をつけるべ
き点などについて話し合いを行
う
（予習：２時間）
［授業内容］
症状や訴えがある対象に対応するときに、どんな
テーマ：看護過程
・看護のプロセスと看護過程に 項目を考える必要があるか調べる
ついて学習する
（復習：２時間）
看護過程の展開について復習する
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める
・看護過程について解説を行う
・事例を用いてグループで看護
過程を展開する
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12

中西

唯公

13

中西

唯公

14

中西

唯公

（予習：2時間）
［授業内容］
医療機関や生活の場面で用いられている治療や処
テーマ：看護活動の実際③
・看護実践の中で必要となる治 置について調べる
療や処置について学習する
（復習：2時間）
治療や処置についての看護の果たすべき役割や留
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて 意点についてまとめる
講義を進める
・実際に行われる治療と処置に
ついて解説する
・対象者の苦痛の軽減方法につ
いて、グループ内で話し合う
（予習：３時間）
［授業内容］
テーマ：看護の場と対象‑看護 看護がどのような場で展開されるかについて調べ
る
学と養護教諭・学校保健
・看護学の領域を知り、養護教
諭との関係について学習する （復習：３時間）
看護学と養護教諭との関わりについてまとめる
［授業方法］
・授業計画を配布し、プリント
とスライドを用いて講義を進め
る
・対象者を取りまく看護活動の
場や職種を考え、どのような役
割が必要であるかをグループデ
ィスカッションする
（予習：３時間）
［授業内容］
自分が考える看護とは何かについてまとめてくる
テーマ：まとめ
・本科目で学んだことをまとめ
（復習：３時間）
る
授業を通して学んだ看護学についてまとめる
［授業方法］
・授業計画を配布し、プリント
とスライドを用いて講義を進め
る
・グループで学びをまとめ、発
表する
定期試験
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授業科目名
英語科目名

看護学概説
Introduction to Nursing

授業形態
開講学期

講義・演習
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 中西 唯公
科目担当者
射場 敏明（順天堂医院）
授業概要
［授業全体の内容］
人の人生には、出生から死亡まで各ライフステージが存在し、それぞれの時期に応じた発達課題や心身の健康
には特性があり、介入の仕方も異なってくる。本科目では、それらのライフステージの特性や現代社会背景を
踏まえ、健康課題への看護のあり方について学習することを目的としている。さらにどの時期の対象の看護に
おいても必要となってくる救急処置について、基礎知識の習得と技術演習を行い、実際に活用できるように学
習する。1年次の「看護の基礎」では看護の概念や基本的事項について学習するが、本科目では、実際の対象
をみすえた看護のあり方についての理解を深める。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定めされた知識・能力等との関連）］
この科目は、「コミュニケーション力」「倫理観」ならびに「健康科学分野の専門的な知識と技能」という学
位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
１．各ライフステージの健康の特徴を理解する
２．各ライフステージの健康課題を理解する
３．それぞれの健康課題に対する看護のあり方について理解する
４．地域における看護のあり方について理解する
５．対象の特性や健康課題に応じた看護のあり方を理解し、よりよい看護のための連携や協力機関について考
える
６．救急処置の基礎知識を得て、実際の場で活用できるようにする
成績評価
［成績評価の基準］
１．各ライフステージの健康の特徴を説明できる（課題レポート）
２．各ライフステージの健康課題を説明できる（課題レポート）
３．それぞれの健康課題に対する看護のあり方について論じることができる（最終レポート）
４．地域・学校・産業における看護のあり方について説明できる（課題レポート）
５．対象の特性や健康課題に応じた看護のあり方を理解し、よりよい看護のための連携や協力機関について考
える（最終レポート）
６．救急処置の基礎知識を得て、実際の場で活用できるようにする（実技試験）
※授業回数の3分の2以上の出席者のみを評価対象として、受講態度によって評価する (平常点)
［成績評価方法］
授業態度（出席状況も含む）・取り組む姿勢（20％）、課題レポート（20％）、実技試験（10％）、最終レポ
ート（50％）を総合して評価します。
履修における留意事項
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［履修要件］
・特になし
［履修上の注意（科目独自のルール）］
・救急処置の演習に関しては、前期土曜日・本郷キャンパスを予定しています。
日程の詳細は決まり次第連絡をします。
・授業計画は進捗状況によって変更することがあります。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
・課題レポートや最終レポートで成績評価を行うが、講義内容が反映されていない場合には個別に解説や指導
を行う。
［テキスト・参考書等］
１．養護教諭のための看護学 三訂版、藤井寿美子 他、大修館書店、2011
・参考書であり、授業中は適宜参考資料を配付します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
中西 唯公
Email：ynakani＊juntendo.ac.jp
※メールの際は、＊を＠に変更して送信してください。
［オフィスアワー］
前期・後期：水曜日12:00〜12:50
場所：1号館4階1418室（看護学研究室）
急な出張などで不在にすることもありますので、できれば事前にご連絡を。
備考
［学修時間］
この授業は、講義による２単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必要とする内
容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、養護教諭第一種免許状の取得に必要な科目のうち、「養護に関する科目」における必修科目
として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中西 唯公
（予習：２時間）
1
［授業内容］
テーマ：オリエンテーション、 シラバスを読み授業の概要や到達目標、評価の仕
方や授業の進め方について予習をする
看護学を学ぶ意義
・授業計画を提示し、本科目の
内容や到達目標を知り、看護を （復習：３時間）
「看護の基礎」で学んだ内容をまとめる
学ぶ意義について復習する
［授業方法］
・授業計画を配布し、プリント
とスライドを用いて講義を進め
る
・看護学についてのグループデ
ィスカッションを通して学びを
ふかめる
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2

中西

唯公

3

中西

唯公

4

中西

唯公

5

中西

唯公

（予習：２時間）
［授業内容］
出生から乳幼児期の子どもの健康の特徴について
テーマ：子どもと看護①
・乳幼児期の健康課題と看護に 調べる
ついて学習する
（復習：２時間）
乳幼児期までの子どもの特性と看護のあり方につ
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて いてまとめる
講義を進める
・乳幼児期の特徴と健康課題に
ついて解説する
・グループで乳幼児期の特徴に
ついてディスカッションを行う
（予習：２時間）
［授業内容］
学童期の子どもの健康の特徴について調べる
テーマ：子どもと看護②
・学童期の健康課題と看護につ
（復習：２時間）
いて学習する
学童期までの子どもの特性と看護のあり方につい
てまとめる
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める
・学童期の特徴と健康課題につ
いて解説する
・グループで学童期の特徴につ
いてディスカッションを行う
（予習：２時間）
［授業内容］
思春期の子どもの健康の特徴について調べる
テーマ：子どもと看護③
・思春期の健康課題と看護につ
（復習：２時間）
いて学習する
思春期の子どもの特性と看護のあり方についてま
とめる
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める
・思春期の特徴と健康課題につ
いて解説する
・グループで思春期の特徴につ
いてディスカッションを行う
（予習：２時間）
［授業内容］
母性や女性の健康の特徴について調べる
テーマ：母性・女性と看護
・母性や女性の健康課題と看護
（復習：２時間）
について学習する
母性や女性の特性と看護のあり方についてまとめ
る
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める
・母性や女性の特徴と健康課題
について解説する
・グループで母性や女性の特徴
についてディスカッションを行
う
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6

中西

唯公

7

中西

唯公

8

中西

唯公

9

中西

唯公

（予習：２時間）
［授業内容］
テーマ：成人・高齢者と看護 成人・高齢期の健康の特徴について調べる
・成人や高齢者の健康課題と看
（復習：２時間）
護について学習する
成人・高齢期の特性と看護のあり方についてまと
める
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める
・成人や高齢者の特徴と健康課
題について解説する
・グループで成人や高齢者の特
徴についてディスカッションを
行う
（予習：２時間）
［授業内容］
心の健康課題の特徴について調べる
テーマ：心の健康と看護
・心の健康課題と看護について
（復習：２時間）
学習する
心の健康課題の特性と看護のあり方についてまと
める
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める
・心の健康課題の特徴について
解説する
・グループで心の健康課題につ
いてディスカッションを行う
（予習：２時間）
［授業内容］
年代や疾患に関わらずよくみられる症状について
テーマ：症状と看護①
・訴えや症状の理解と看護を学 調べる
習する
（復習：２時間）
各症状の看護において留意すべき点についてまと
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて める
講義を進める
・対象者の訴えの背景にある要
因は何かを、2人１組でペアと
なり、問診を行い、適切な看護
について話しあう
（予習：２時間）
［授業内容］
年代や疾患に関わらずよくみられる症状について
テーマ：症状と看護②
・訴えや症状の理解と看護を学 調べる
習する
（復習：２時間）
各症状の看護において留意すべき点についてまと
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて める
講義を進める
・対象者の訴えの背景にある要
因は何かを、2人１組でペアと
なり、問診を行い、適切な看護
について話しあう
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10

中西

唯公

11

射場
中西

敏明
唯公

12

13

射場
中西

中西

敏明
唯公

唯公

（予習：２時間）
［授業内容］
年代や疾患に関わらずよくみられる症状について
テーマ：症状と看護③
・訴えや症状の理解と看護を学 調べる
習する
（復習：３時間）
各症状の看護において留意すべき点についてまと
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて める
講義を進める
・対象者の訴えの背景にある要
因は何かを、2人１組でペアと
なり、問診を行い、適切な看護
について話しあう
（予習：２時間）
［授業内容］
テーマ：救急処置の基礎知識① 救急処置が必要な場面について調べる
・救急処置に必要な知識を理解
し、必要時に活用できるよう手 （復習：２時間）
救急処置の基礎知識と技術についてまとめる
技を習得する
［授業方法］
・救急科の医師より、救急処置
の基礎知識について解説を行う
・シミュレーションセンターの
ダミー人形を用いて基礎知識を
活かした演習を行う
［授業内容］
テーマ：救急処置の基礎知識②
・救急処置に必要な知識を理解
し、必要時に活用できるよう手
技を習得する
［授業方法］
・救急科の医師より、救急処置
の基礎知識について解説を行う
・シミュレーションセンターの
ダミー人形を用いて基礎知識を
活かした演習を行う
［授業内容］
テーマ：救急処置の基礎知識③
・救急処置に必要な知識を理解
し、必要時に活用できるよう手
技を習得する
［授業方法］
・救急科の医師より、学んだ内
容をふりかえる
・ロールプレイを用いて基礎知
識を活かした演習を行う
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（予習：２時間）
救急処置が必要な場面について調べる
（復習：２時間）
救急処置の基礎知識と技術についてまとめる

（予習：２時間）
救急処置が必要な場面について調べる
（復習：３時間）
救急処置の基礎知識と技術についてまとめる

14

中西

唯公

（予習：２時間）
［授業内容］
13回までの授業で学んだ内容についてまとめてく
テーマ：まとめ
・「看護学概説」を通じて学ん る
だ内容をまとめる
（復習：３時間）
各自でまとめた内容と授業でまとめた内容から最
［授業方法］
・ライフステージの特性を踏ま 終レポートを作成する
えた看護のあり方についてグル
ープワークを用いて考察を行う
・養護教諭が持つべき看護にお
ける救急処置の技術についてグ
ループワークを用いて考察を行
う
定期試験は実施しない
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授業科目名
英語科目名

看護学基礎演習
Practice of Fudamental Nursing

授業形態
開講学期

講義・演習
前期集中

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

中西

唯公

授業概要
［授業全体の内容］
本科目は看護活動を行うにあたってその技術の理論と技法を習得することを目的としている。看護学に必要
な技術は、慣習的・感覚的なものではなく、科学的根拠に基づいた実施を行うことで対象者の安楽と安心を守
ることになる。そのため、ボディメカニクスをはじめ、理論、原理原則を学習した上で、技術についての演習
を行う。
・3年次の看護学実習では、臨床現場における看護技術の実施も行うため、その事前の準備として看護学実習
前に集中講義として実施し、これまで履修した看護に関する科目の復習をしながら、演習につなげる。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「コミュニケーション力」「倫理観」ならびに「健康科学分野の専門的な知識と技能」「健康
科学分野の専門的な実践力」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
１．看護活動に必要な技術について理解できる
２．各技術に関しての理論や概要を理解できる
３．対象の安全を配慮して、技術を展開することができる
４．対象の安楽を考え、技術を展開することができる
５．対象への看護を行う際の、倫理的配慮について理解し、遵守することができる
６．自分自身が実施した看護技術の評価をすることができる
成績評価
［成績評価の基準］
１．看護活動に必要な技術について説明できる（課題レポート）
２．各技術に関しての理論や概要を説明できる（課題レポート）
３．対象の安全を配慮して、技術を展開することができる（実技試験）
４．対象の安楽を考え、技術を展開することができる（実技試験）
５．対象への看護を行う際の倫理的配慮について述べることができる（課題レポート）
６．自分自身が実施した看護技術の評価を行うことができる（課題レポート）
授業回数の3分の2以上の出席者のみを評価対象として、実習指導者による実習評価なども加味して総合的評価
する
［成績評価方法］
授業態度（出席状況も含む）・取り組む姿勢（30％）、課題レポート（30％）、実技試験（40％）を総合して
評価します。
履修における留意事項
［履修要件］
・特になし
［履修上の注意（科目独自のルール）］
・「看護の基礎」「看護学概説」を履修済みであること
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
・実技試験や課題レポートで成績評価を行うが、講義内容が反映されていない場合には個別に解説や指導を行
う。
・技術習得科目であるため、授業外にも練習の時間を設ける
［テキスト・参考書等］
１．養護教諭のための看護学 三訂版、藤井寿美子 他、大修館書店、2011
・参考書であり、授業中は適宜参考資料を配付します。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
中西 唯公
Email：ynakani＊juntendo.ac.jp
※メールの際は、＊を＠に変更して送信してください。
［オフィスアワー］
前期・後期：水曜日12:30〜14:30
場所：1号館4階1418室（看護学研究室）
急な出張などで不在にすることもありますので、できれば事前にご連絡を。
備考
［学修時間］
この授業は、実習による２単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を必要とする内
容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、養護教諭第一種免許状の取得に必要な科目のうち、「養護に関する科目」における必修科目
として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中西 唯公
予習（１時間）
1
［授業内容］
テーマ：オリエンテーション、 看護を行う際に留意すべきことについてまとめる
看護の基本と看護技術
・本科目の内容や到達目標を知
り、看護の基本と看護技術につ
いて学習する

1‑2

中西

唯公

［授業方法］
・授業計画を配布し、プリント
とスライドを用いて講義を進め
る
・看護技術の必要性や倫理的配
慮について解説する
・グループとなり、これまで学
んだ看護学と必要な技術・知識
、どのような倫理的配慮が必要
であるかについてディスカッシ
ョンを行う
復習（１時間）
［授業内容］
テーマ：オリエンテーション、 倫理的配慮をふまえ、看護をする際に留意する点
についてまとめる
看護の基本と看護技術
・本科目の内容や到達目標を知
り、看護の基本と看護技術につ
いて学習する
［授業方法］
・授業計画を配布し、プリント
とスライドを用いて講義を進め
る
・看護技術の必要性や倫理的配
慮について解説する
・グループとなり、これまで学
んだ看護学と必要な技術・知識
、どのような倫理的配慮が必要
であるかについてディスカッシ
ョンを行う
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2‑1

2‑2

3‑1

中西

中西

中西

唯公

唯公

唯公

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：安全管理技術・感染予 病院において、安全が阻害される状況についてま
とめる
防
・安全を守る技術について学習
する
・感染予防に関する技術につい
て学習する
［授業方法］
・グループで安全が阻害される
状況について考え、その要因を
取り除く看護のあり方について
ディスカッションを行う
・感染症の予防のために必要な
技術を習得し、実際に手洗いチ
ェッカーなどを用いて、手洗い
の演習を行う
（復習：1時間）
［授業内容］
テーマ：安全管理技術・感染予 感染予防に関する看護技術が適切に展開できるよ
うに復習する
防
・安全を守る技術について学習
する
・感染予防に関する技術につい
て学習する
［授業方法］
・グループで安全が阻害される
状況について考え、その要因を
取り除く看護のあり方について
ディスカッションを行う
・感染症の予防のために必要な
技術を習得し、実際に手洗いチ
ェッカーなどを用いて、手洗い
の演習を行う
［授業内容］
テーマ：快適な病床環境管理
・病床環境と技術について学習
する
・活動と休息について学習する
［授業方法］
・安楽・安全な病床環境とその
技術について解説を行う
・活動と休息の必要性とそれを
支援する方法について解説を行
う
・ベッドメイキングを行い、安
全・安楽な病床環境を設定する
実習を行う。
・車いす移送や、歩行時の補助
を実習し、安全の確保のために
必要な点について振り返りを行
う

2110

（予習：1時間）
病院で生活するとはどのような状況であるか、不
便な点やストレスになる要因など日常生活との違
いについてまとめる

3‑2

4‑1

4‑2

中西

中西

中西

唯公

唯公

唯公

［授業内容］
テーマ：快適な病床環境管理
・病床環境と技術について学習
する
・活動と休息について学習する

（復習：1時間）
安楽と安全に配慮しながら、快適な病床環境の整
備、活動と休息に関する技術を展開できるよう復
習する

［授業方法］
・安楽・安全な病床環境とその
技術について解説を行う
・活動と休息の必要性とそれを
支援する方法について解説を行
う
・ベッドメイキングを行い、安
全・安楽な病床環境を設定する
実習を行う。
・車いす移送や、歩行時の補助
を実習し、安全の確保のために
必要な点について振り返りを行
う
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：看護過程、観察・記録 看護を行う際に必要な視点についてまとめる
・看護過程について学習する
・観察に関する基礎知識につい
て学習する
［授業方法］
・看護過程の展開方法について
解説する
・事例を用いて、グループで看
護過程を展開し、対象に応じた
看護のあり方を考える ・観察
をする際に、必要な情報収集の
方法について解説する
・学生同士で、看護者・患者（
対象者）となり、ロールプレイ
を行う
（復習：1時間）
［授業内容］
テーマ：看護過程、観察・記録 事例をつかって看護課程の展開を復習し、観察に
・看護過程について学習する 必要な項目についてまとめる
・観察に関する基礎知識につい
て学習する
［授業方法］
・看護過程の展開方法について
解説する
・事例を用いて、グループで看
護過程を展開し、対象に応じた
看護のあり方を考える ・観察
をする際に、必要な情報収集の
方法について解説する
・学生同士で、看護者・患者（
対象者）となり、ロールプレイ
を行う
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5‑1

5‑2

6‑1

中西

中西

中西

唯公

唯公

唯公

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：フィジカルアセスメン フィジカルアセスメントやバイタルサイン測定に
使用する内容の意味や正常値について調べる
ト‑バイタルサインの測定‑
・フィジカルアセスメントの基
礎知識と測定について学習する
・バイタルサインの基礎知識と
測定について学習する
［授業方法］
・フィジカルアセスメントやバ
イタルサインの測定方法を解説
する
・学生同士で、フィジカルアセ
スメントやバイタルサインを測
定する実習を行い、安全に正確
に測定できる技術を身につける
（復習：1時間）
［授業内容］
テーマ：フィジカルアセスメン フィジカルアセスメントやバイタルサインを正確
に測定できるように練習する
ト‑バイタルサインの測定‑
・フィジカルアセスメントの基
礎知識と測定について学習する
・バイタルサインの基礎知識と
測定について学習する
［授業方法］
・フィジカルアセスメントやバ
イタルサインの測定方法を解説
する
・学生同士で、フィジカルアセ
スメントやバイタルサインを測
定する実習を行い、安全に正確
に測定できる技術を身につける
［授業内容］
テーマ：清潔管理
・身体の清潔・衣生活について
学習する
［授業方法］
・清潔の必要性とそれを保つ方
法について解説を行う
・沐浴や部分清拭を行い、清潔
を保つ技術を身につける
・プライバシーの配慮の実際を
行い、どのような対応が必要か
を考える

2112

（予習：1時間）
健康障害が発生することで、清潔行為にはどのよ
うな影響がでるか、清潔を保つことができないと
どのようなことが発生するかについてまとめる

6‑2

7‑1

7‑2

8‑1

中西

中西

中西

中西

唯公

唯公

唯公

唯公

（復習：1時間）
［授業内容］
清潔・衣生活に関する技術の留意点をまとめる
テーマ：清潔管理
・身体の清潔・衣生活について
学習する
［授業方法］
・清潔の必要性とそれを保つ方
法について解説を行う
・沐浴や部分清拭を行い、清潔
を保つ技術を身につける
・プライバシーの配慮の実際を
行い、どのような対応が必要か
を考える
（予習：1時間）
［授業内容］
病院で行われる処置や治療について調べる
テーマ：治療と処置
・病院で行われる治療や処置と
その際の留意点について学習す
る
［授業方法］
・病院の主に小児科領域で行わ
れる治療や処置について解説を
行う
・対象となる子どもの発達段階
を考え、どのようなことに留意
すべきかをグループでディスカ
ッションする
（復習：1時間）
［授業内容］
小児期の発達段階を考慮し、治療や処置の際に看
テーマ：治療と処置
・病院で行われる治療や処置と 護職が果たすべき役割についてまとめる
その際の留意点について学習す
る
［授業方法］
・病院の主に小児科領域で行わ
れる治療や処置について解説を
行う
・対象となる子どもの発達段階
を考え、どのようなことに留意
すべきかをグループでディスカ
ッションする
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：コミュニケーション 看護に必要なコミュニケーションについて調べる
・コミュニケーションの効果と
技術について学習する
［授業方法］
・コミュニケーションの必要性
と方法について解説を行う
・対象の年齢に応じたコミュニ
ケーションのあり方をグループ
で考え、実際に看護者・患者（
患児）を設定したロールプレイ
を行う
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8‑2

9‑1

9‑2

10‑1

中西

中西

中西

中西

唯公

唯公

唯公

唯公

（復習：1時間）
［授業内容］
テーマ：コミュニケーション 対象の理解をふかめ、コミュニケーションを行え
・コミュニケーションの効果と るよう、留意すべき点をまとめる
技術について学習する
［授業方法］
・コミュニケーションの必要性
と方法について解説を行う
・対象の年齢に応じたコミュニ
ケーションのあり方をグループ
で考え、実際に看護者・患者（
患児）を設定したロールプレイ
を行う
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：医療機関と専門職の役 医療機関の種類や役割、機能、関係職種などにつ
いて調べる
割
・医療機関の種類や役割、機能
、関係職種などについて学習す
る
［授業方法］
・法律に基づく医療機関の種類
を調べ、それぞれにどのような
役割を果たしているのかをまと
める。
・医療機関で就業している職種
の専門性と看護職との関係につ
いて、グループでディスカッシ
ョンを行う
［授業内容］
テーマ：医療機関と専門職の役
割
・医療機関の種類や役割、機能
、関係職種などについて学習す
る

（復習：1時間）
実習病院（大学病院）は、どの規模の医療機関で
あり、どのような役割を果たしているのかについ
てまとめる

［授業方法］
・法律に基づく医療機関の種類
を調べ、それぞれにどのような
役割を果たしているのかをまと
める。
・医療機関で就業している職種
の専門性と看護職との関係につ
いて、グループでディスカッシ
ョンを行う
（予習：２時間）
［授業内容］
実習病院の機能や位置づけについて調べる
［授業内容］
テーマ：病院見学
・病院の機能と患者の様子、看
護の様子について理解を深める
［授業方法］
・病院説明やオリエンテーショ
ンを実施する
・実習する病院の見学やオリエ
ンテーションを受ける
・事前に学習した内容から質問
をし、学習を深める
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10‑2

11‑1

11‑2

12‑1

12‑2

中西

中西

中西

中西

中西

唯公

唯公

唯公

唯公

唯公

（復習：1時間）
［授業内容］
実習病院の概要について整理し、各病院における
テーマ：病院見学
・病院の機能と患者の様子、看 看護や看護職の役割についてまとめる
護の様子について理解を深める
［授業方法］
・病院説明やオリエンテーショ
ンを実施する
・実習する病院の見学やオリエ
ンテーションを受ける
・事前に学習した内容から質問
をし、学習を深める
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：病院の機能と看護の役 看護学実習を通じて学習したことを振り返り、病
院の概要や入院・外来患者についてまとめる
割
・病院の看護の実際について振
り返り、必要とされる技術につ
いて学ぶ
［授業方法］
・実習病院に分かれて、実習中
に学んだことをまとめ、病院の
機能や入院・外来の患者につい
てディスカンション、プレゼン
を行う
（復習：1時間）
［授業内容］
テーマ：病院の機能と看護の役 他の実習病院の発表を聞き、自分が実習している
病院との違いをまとめる
割
・病院の看護の実際について振
り返り、必要とされる技術につ
いて学ぶ
［授業方法］
・実習病院に分かれて、実習中
に学んだことをまとめ、病院の
機能や入院・外来の患者につい
てディスカンション、プレゼン
を行う
（予習：1時間）
［授業内容］
看護技術経験表を用いて、看護学実習でどの程度
テーマ：対象に応じた看護
・対象に応じた看護のあり方に 、看護技術を経験することができたかを確認する
ついて学習する
［授業方法］
・看護学実習の目標に照らし合
わせ、対象の特性、看護のあり
方、連携など、実習を通して学
んだことをグループでまとめ、
発表を行う
（復習：1時間）
［授業内容］
練習や経験が不足している看護技術に関して学修
テーマ：対象に応じた看護
・対象に応じた看護のあり方に 計画を立てる
ついて学習する
［授業方法］
・看護学実習の目標に照らし合
わせ、対象の特性、看護のあり
方、連携など、実習を通して学
んだことをグループでまとめ、
発表を行う
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13‑1

13‑2

14‑1

14‑2

中西

中西

中西

中西

唯公

唯公

唯公

唯公

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：養護教諭と看護技術 看護学実習を通じて学習したことを振り返り、対
・養護教諭と看護のつながり、 象に応じた看護のあり方についてまとめる
必要とされる看護技術について
学習する
［授業方法］
・病院での看護学実習を通じて
学んだ看護のあり方や、健康を
阻害されている対象の様子から
、養護教諭として看護学をどの
ように生かしていくかについて
、グループディスカッションを
行い、発表を行う
（復習：1時間）
［授業内容］
テーマ：養護教諭と看護技術 他者の発表を聞き、小児期における看護のあり方
・養護教諭と看護のつながり、 についてまとめる
必要とされる看護技術について
学習する
［授業方法］
・病院での看護学実習を通じて
学んだ看護のあり方や、健康を
阻害されている対象の様子から
、養護教諭として看護学をどの
ように生かしていくかについて
、グループディスカッションを
行い、発表を行う
（予習：1時間）
［授業内容］
看護学実習を通じて学習したことを振り返り、養
テーマ：看護技術の確認
・看護技術の習得度を確認し、 護教諭と看護のつながりについてまとめる
自己学修の計画を立てる
［授業方法］
・シミュレーターを活用した、
技術の確認を行い、看護技術の
定着について評価する
・各自の習得状況にあわせた今
後の学修計画を立てる
（復習：２時間）
［授業内容］
他者の発表を聞き、養護教諭としてつけていくべ
テーマ：看護技術の確認
・看護技術の習得度を確認し、 き力について考え、まとめる
自己学修の計画を立てる
［授業方法］
・シミュレーターを活用した、
技術の確認を行い、看護技術の
定着について評価する
・各自の習得状況にあわせた今
後の学修計画を立てる
定期試験（実技試験）
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授業科目名
英語科目名

看護学実習
Practice of

対象学年

3

科目責任者
科目担当者

中西

授業形態
開講学期

Nursing

単位数

2.0

唯公

授業概要
［授業全体の内容］
本科目は養護教諭に必要な看護学的素養について実践を通じて学ぶことを目的としている。順天堂大学医学
部附属病院の病棟や外来部門にて、通院や入院している患者/患児の様子や、治療・看護の実際について見学
を通じて学ぶ。病院スタッフに同行し、発達段階を踏まえた子どもへの対応や看護の仕方を学び、学校におい
て様々な健康課題を抱える児童生徒の対応にいかすことを目的としている。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「コミュニケーション力」「倫理観」ならびに「健康科学分野の専門的な知識と技能」「健康
科学分野の専門的な実践力」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
１．既習の看護学に関する知識・技術について臨地実習を通して体験し、実践力を向上させることができる
２．医療機関に入院や通院する子どもと接することにより、発達段階・課題を踏まえた医療・看護や生活支援
のあり方を理解できる
３．患児や家族に接することにより、健康障害時の心身の状態を理解し、苦痛軽減のための看護の方法を理解
できる
４．医療機関での診断過程や臨床検査などの見学から、疾病の早期発見、予防の重要性を学び、健康管理や健
康教育に適応することができる
５．病院の組織や保健医療チームを構成する各職種の機能を理解し、学校と医療機関との連携の重要性を論じ
ることができる
成績評価
［成績評価の基準］
１．既習の看護学に関する知識・技術について臨地実習を通して体験し、実践力を向上させることができる（
実習指導者からの評価）
２．医療機関に入院や通院する子どもと接することにより、発達段階・課題を踏まえた医療・看護や生活支援
のあり方を理解できる（最終レポート・実習記録）
３．患児や家族に接することにより、健康障害時の心身の状態を理解し、苦痛軽減のための看護の方法を理解
できる（最終レポート・実習記録）
４．医療機関での診断過程や臨床検査などの見学から、疾病の早期発見、予防の重要性を学び、健康管理や健
康教育に適応することができる（最終レポート・実習記録）
５．病院の組織や保健医療チームを構成する各職種の機能を理解し、学校と医療機関との連携の重要性を論じ
ることができる（最終レポート・実習記録）
授業回数の3分の2以上の出席者のみを評価対象として、実習指導者による実習評価なども加味して総合的評価
する
［成績評価方法］
授業態度（出席状況も含む）・取り組む姿勢（20％）、記録（提出状況・内容）（40％）、最終レポート（30
％）、実習指導者からの評価（10%）を総合して評価します。
履修における留意事項
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［履修要件］
・特になし
［履修上の注意（科目独自のルール）］
・「看護の基礎」「看護学概説」「看護学基礎演習」を履修済みであること
・看護学実習時には、病院が定めている感染症の抗体価についての検査（健康診断時に実施）と抗体価がつい
ていない場合にはワクチン接種が必要です（各自実費負担）。
・看護学実習時には、実習服、靴などを指定しますので事前にそれらの購入が必要です（別途連絡します）。
・看護学実習は、順天堂医院と浦安病院に分かれて行います。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
・実技試験や課題レポートで成績評価を行うが、講義内容が反映されていない場合には個別に解説や指導を行
う。
［テキスト・参考書等］
１．養護教諭のための看護学 三訂版、藤井寿美子 他、大修館書店、2011
・参考書であり、授業中は適宜参考資料を配付します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
中西 唯公
Email：ynakani＊juntendo.ac.jp
※メールの際は、＊を＠に変更して送信してください。
［オフィスアワー］
前期・後期：水曜日12:30〜14:30
場所：1号館4階1418室（看護学研究室）
急な出張などで不在にすることもありますので、できれば事前にご連絡を。
備考
［学修時間］
この授業は、実習による２単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を必要とする内
容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、養護教諭第一種免許状の取得に必要な科目のうち、「養護に関する科目」における必修科目
として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中西 唯公
（予習：２時間）
1
［授業内容］
実習病院の機能や位置づけについて調べる
テーマ：病院の構造や機能
・病院の構造や機能について学
（復習：２時間）
習する
実習病院の概要について整理し、各病院における
看護や看護職の役割についてまとめる
［授業方法］
・病院説明やオリエンテーショ
ンを実施する
・実習する病院の見学やオリエ
ンテーションを受ける
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2

3

4

中西

中西

中西

唯公

唯公

唯公

［授業内容］
テーマ：患者/患児の理解と看
護の実際
・通院や入院している患者/患
児の様子や、治療・看護の実際
を学習する
・発達段階を踏まえた子どもへ
の対応や看護の仕方を学習する
［授業方法］
・病院での外来見学、病棟にお
ける入院患児や家族との関わり
、看護援助の展開、医療機関の
実際と役割についての学習、院
内イベントへの参加などを体験
する
［授業内容］
テーマ：患者/患児の理解と看
護の実際
・通院や入院している患者/患
児の様子や、治療・看護の実際
を学習する
・発達段階を踏まえた子どもへ
の対応や看護の仕方を学習する
［授業方法］
・病院での外来見学、病棟にお
ける入院患児や家族との関わり
、看護援助の展開、医療機関の
実際と役割についての学習、院
内イベントへの参加などを体験
する
［授業内容］
テーマ：患者/患児の理解と看
護の実際
・通院や入院している患者/患
児の様子や、治療・看護の実際
を学習する
・発達段階を踏まえた子どもへ
の対応や看護の仕方を学習する
［授業方法］
・病院での外来見学、病棟にお
ける入院患児や家族との関わり
、看護援助の展開、医療機関の
実際と役割についての学習、院
内イベントへの参加などを体験
する
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（予習：１時間）
病院見学やオリエンテーション、これまでの看護
に関する科目で学習したことを実習時に活用でき
るように準備する
（復習：１時間）
病院で得た知識や情報と、体験により学んだこと
を実習記録にまとめる

（予習：１時間）
病院見学やオリエンテーション、これまでの看護
に関する科目で学習したことを実習時に活用でき
るように準備する
（復習：１時間）
病院で得た知識や情報と、体験により学んだこと
を実習記録にまとめる

（予習：１時間）
病院見学やオリエンテーション、これまでの看護
に関する科目で学習したことを実習時に活用でき
るように準備する
（復習：１時間）
病院で得た知識や情報と、体験により学んだこと
を実習記録にまとめる

5

6

7

中西

中西

中西

唯公

唯公

唯公

［授業内容］
テーマ：患者/患児の理解と看
護の実際
・通院や入院している患者/患
児の様子や、治療・看護の実際
を学習する
・発達段階を踏まえた子どもへ
の対応や看護の仕方を学習する
［授業方法］
・病院での外来見学、病棟にお
ける入院患児や家族との関わり
、看護援助の展開、医療機関の
実際と役割についての学習、院
内イベントへの参加などを体験
する
［授業内容］
テーマ：患者/患児の理解と看
護の実際
・通院や入院している患者/患
児の様子や、治療・看護の実際
を学習する
・発達段階を踏まえた子どもへ
の対応や看護の仕方を学習する
［授業方法］
・病院での外来見学、病棟にお
ける入院患児や家族との関わり
、看護援助の展開、医療機関の
実際と役割についての学習、院
内イベントへの参加などを体験
する
［授業内容］
テーマ：患者/患児の理解と看
護の実際
・通院や入院している患者/患
児の様子や、治療・看護の実際
を学習する
・発達段階を踏まえた子どもへ
の対応や看護の仕方を学習する
［授業方法］
・病院での外来見学、病棟にお
ける入院患児や家族との関わり
、看護援助の展開、医療機関の
実際と役割についての学習、院
内イベントへの参加などを体験
する
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（予習：１時間）
病院見学やオリエンテーション、これまでの看護
に関する科目で学習したことを実習時に活用でき
るように準備する
（復習：１時間）
病院で得た知識や情報と、体験により学んだこと
を実習記録にまとめる

（予習：１時間）
病院見学やオリエンテーション、これまでの看護
に関する科目で学習したことを実習時に活用でき
るように準備する
（復習：１時間）
病院で得た知識や情報と、体験により学んだこと
を実習記録にまとめる

（予習：１時間）
病院見学やオリエンテーション、これまでの看護
に関する科目で学習したことを実習時に活用でき
るように準備する
（復習：１時間）
病院で得た知識や情報と、体験により学んだこと
を実習記録にまとめる

8

9

10

中西

中西

中西

唯公

唯公

唯公

［授業内容］
テーマ：患者/患児の理解と看
護の実際
・通院や入院している患者/患
児の様子や、治療・看護の実際
を学習する
・発達段階を踏まえた子どもへ
の対応や看護の仕方を学習する
［授業方法］
・病院での外来見学、病棟にお
ける入院患児や家族との関わり
、看護援助の展開、医療機関の
実際と役割についての学習、院
内イベントへの参加などを体験
する
［授業内容］
テーマ：患者/患児の理解と看
護の実際
・通院や入院している患者/患
児の様子や、治療・看護の実際
を学習する
・発達段階を踏まえた子どもへ
の対応や看護の仕方を学習する
［授業方法］
・病院での外来見学、病棟にお
ける入院患児や家族との関わり
、看護援助の展開、医療機関の
実際と役割についての学習、院
内イベントへの参加などを体験
する
［授業内容］
テーマ：患者/患児の理解と看
護の実際
・通院や入院している患者/患
児の様子や、治療・看護の実際
を学習する
・発達段階を踏まえた子どもへ
の対応や看護の仕方を学習する
［授業方法］
・病院での外来見学、病棟にお
ける入院患児や家族との関わり
、看護援助の展開、医療機関の
実際と役割についての学習、院
内イベントへの参加などを体験
する
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（予習：１時間）
病院見学やオリエンテーション、これまでの看護
に関する科目で学習したことを実習時に活用でき
るように準備する
（復習：１時間）
病院で得た知識や情報と、体験により学んだこと
を実習記録にまとめる

（予習：１時間）
病院見学やオリエンテーション、これまでの看護
に関する科目で学習したことを実習時に活用でき
るように準備する
（復習：１時間）
病院で得た知識や情報と、体験により学んだこと
を実習記録にまとめる

（予習：１時間）
病院見学やオリエンテーション、これまでの看護
に関する科目で学習したことを実習時に活用でき
るように準備する
（復習：１時間）
病院で得た知識や情報と、体験により学んだこと
を実習記録にまとめる

11

12

13

中西

中西

中西

唯公

唯公

唯公

［授業内容］
テーマ：患者/患児の理解と看
護の実際
・通院や入院している患者/患
児の様子や、治療・看護の実際
を学習する
・発達段階を踏まえた子どもへ
の対応や看護の仕方を学習する
［授業方法］
・病院での外来見学、病棟にお
ける入院患児や家族との関わり
、看護援助の展開、医療機関の
実際と役割についての学習、院
内イベントへの参加などを体験
する
［授業内容］
テーマ：患者/患児の理解と看
護の実際
・通院や入院している患者/患
児の様子や、治療・看護の実際
を学習する
・発達段階を踏まえた子どもへ
の対応や看護の仕方を学習する
［授業方法］
・病院での外来見学、病棟にお
ける入院患児や家族との関わり
、看護援助の展開、医療機関の
実際と役割についての学習、院
内イベントへの参加などを体験
する
［授業内容］
テーマ：患者/患児の理解と看
護の実際
・通院や入院している患者/患
児の様子や、治療・看護の実際
を学習する
・発達段階を踏まえた子どもへ
の対応や看護の仕方を学習する
［授業方法］
・病院での外来見学、病棟にお
ける入院患児や家族との関わり
、看護援助の展開、医療機関の
実際と役割についての学習、院
内イベントへの参加などを体験
する
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（予習：１時間）
病院見学やオリエンテーション、これまでの看護
に関する科目で学習したことを実習時に活用でき
るように準備する
（復習：１時間）
病院で得た知識や情報と、体験により学んだこと
を実習記録にまとめる

（予習：１時間）
病院見学やオリエンテーション、これまでの看護
に関する科目で学習したことを実習時に活用でき
るように準備する
（復習：１時間）
病院で得た知識や情報と、体験により学んだこと
を実習記録にまとめる

（予習：１時間）
病院見学やオリエンテーション、これまでの看護
に関する科目で学習したことを実習時に活用でき
るように準備する
（復習：１時間）
病院で得た知識や情報と、体験により学んだこと
を実習記録にまとめる
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中西

唯公

［授業内容］
テーマ：患者/患児の理解と看
護の実際
・通院や入院している患者/患
児の様子や、治療・看護の実際
を学習する
・発達段階を踏まえた子どもへ
の対応や看護の仕方を学習する
［授業方法］
・病院での外来見学、病棟にお
ける入院患児や家族との関わり
、看護援助の展開、医療機関の
実際と役割についての学習、院
内イベントへの参加などを体験
する
定期試験は実施しない
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（予習：１時間）
病院見学やオリエンテーション、これまでの看護
に関する科目で学習したことを実習時に活用でき
るように準備する
（復習：１時間）
病院で得た知識や情報と、体験により学んだこと
を実習記録にまとめる

授業科目名
英語科目名

養護実習
Practice of School Nursing

授業形態
開講学期

実習
前期集中

対象学年

3

単位数

4.0

科目責任者 釆女 智津江
科目担当者
中西 唯公
授業概要
［授業全体の内容］
これまで関係科目で学んだ内容を包括的に臨地に応用し、実践を通して養護教諭に求められる資質、知識、
技術、態度を養うことを目的としている。養護教諭免許取得のために必要な実習であり、小学校で原則４週間
の実習を行う。実習内容の一例としては、①保健室の経営 ②定期健康診断 ③救急処置 ④健康観察 ⑤感
染症対策 ⑥健康相談活動 ⑦個別保健指導 ⑧学級活動における保健指導/保健学習 ⑨児童委員会活動
⑩学校保健委員会 ⑪保健だよりの作成 ⑫学校環境衛生 ⑬校内巡視 ⑭学校給食 ⑮保健事務 等があげ
られるが、実習校の養護教諭の指導に従い、執務を体験する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「コミュニケーション力」、「倫理観」ならびに「健康科学分野の専門的な知識と技能」「健
康科学分野の専門的な実践力」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
１．学校教育職員として、教育の実際と服務態度について理解できる
２．養護教諭の実際の活動について理解できる
３．学校における保健室の位置づけと、保健室経営の実際について理解できる
４．児童生徒の健康課題の把握の仕方と健康課題への対応について理解できる
５．学校内外の関係機関を知り、よりよい連携の仕方について考えることができる
６．積極的に児童生徒や職員に関わることで、コミュニケーション能力を向上することができる
成績評価
［成績評価の基準］
１．学校教育職員として、教育の実際と服務態度について理解している（実習記録・レポート）
２．養護教諭の実際の活動について説明できる（実習記録・レポート）
３．学校における保健室の位置づけと、保健室経営の実際について説明できる（実習記録・レポート）
４．児童生徒の健康課題の把握の仕方と健康課題への対応について説明できる（実習記録・レポート）
５．学校内外の関係機関を知り、よりよい連携の仕方について考えることができる（実習記録・レポート）
６．児童生徒や職員とのコミュニケーションの重要性について説明することができる（実習記録・レポート）
授業回数の3分の2以上の出席者のみを評価対象として、実習指導者による実習評価なども加味して総合的評価
する
［成績評価方法］
実習態度・出席状況（30％）、実習記録（提出状況・内容）（30％）、最終レポート（30％）、実習指導者に
よる実習評価（10%）等を総合して評価します。
履修における留意事項
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［履修条件］
・養護教諭免許取得を希望する者は必ず履修すること
・看護学実習を履修済みであること、養護教諭免許取得に必要な科目を履修していること
［履修上の注意（科目独自のルール）］
１．実習は原則、４年生前期に４週間（20日間）、小学校（協力校または母校）で行います。
２．実習期間に入るまでに複数回、実習校に行き、打ち合わせや調整をする必要があります。
３．養護教諭免許取得に必要な科目が未履修であると、養護実習を履修することはできないため、各自確認し
ておく。
４．学校行事（運動会など）に実施によっては、土日に実習が入ることもあります。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
・レポート等で成績評価を行うが、講義内容が反映されていない場合には個別に解説や指導を行う。
［テキスト・参考書等］
１．新養護概説＜第10版＞、少年写真新聞社、2018
２．「教員になろう！教員免許取得のための手引き（順天堂大学スポーツ健康科学部）」
３．新版 学校保健実務必携＜第４次改訂版＞、第一法規、2017
１、２は教科書として使用するので必ず用意すること。２は参考資料であり実習の際に参考となる。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先・オフィスアワー］
担当１：釆女 智津江
E‑mail：cuneme＊juntendo.ac.jp
日時：
場所：1号館 4F 1419室
担当２：中西 唯公
E‑mail：ynakani＊juntendo.ac.jp
日時：水曜日12:30〜14:30
場所：1号館 4F 1418室
連絡をする場合は、＊を＠に修正してください。
備考
［学修時間］
この授業は、実習による４単位の科目であり、授業120時間と準備学習60時間の計180時間の学修を必要とする
内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、養護教諭第一種免許状の取得に必要な科目のうち、「教職に関する科目」における必修科目
として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
釆女智津江
（予習：２時間）
1
［授業内容］
中西唯公
養護実習が目指すべき目標につ 養護実習に必要な知識について整理する
いて学習する
（復習：２時間）
養護実習を行うにあたって、不足している知識に
［授業方法］
・実習前に学内で養護実習オリ ついて学習をすすめる
エンテーションを実施する。
・養護実習の実習目標を踏まえ
、学生自身が養護実習で目指す
目標について記述し、発表を行
う
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（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
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（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
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（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
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（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
（予習：1時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習に必要な技術や知識について実習中に活
れる資質、知識、技術、態度を 用できるよう準備する
養う
（復習：1時間）
養護実習で学んだことをまとめ、養護教諭に必要
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週 な資質について考察を深める
間）
（予習：２時間）
［授業内容］
実践を通して養護教諭に求めら 養護実習を通じて学んだことを整理する
れる資質、知識、技術、態度を
（復習：２時間）
養う
自らの学びを履修カルテを用いて、これまでの学
修を振り返り、課題を抽出する
［授業方法］
・各実習校での養護実習（4週
間）
定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

養護実習事前事後指導
Teaching Practice in School Nursing

授業形態
開講学期

講義・演習
前期集中

対象学年

3

単位数

1.0

科目責任者 釆女 智津江
科目担当者
中西 唯公
授業概要
［授業全体の内容］
本科目は養護実習の前に必要な知識、技術、心構えについて身につけ、養護実習を有意義に展開すること、
また、養護実習終了後に学びをまとめ、自己の課題をみつけることで、4年間を通して養護教諭の資質をみに
つけることを目的としている。
事前指導としては、実習時に必要な倫理的配慮や教員としての心構えを学び、実習に必要な健康診断の技術
、健康教育の指導方法などについても学内演習を通じて学ぶ。事後指導としては、実習における学びを振り返
り、自分に不足している部分に気づくことで今後の学習につなげていく。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「コミュニケーション力」、「倫理観」ならびに「健康科学分野の専門的な知識と技能」「健
康科学分野の専門的な実践力」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
１．養護実習の位置づけ、目的を理解できる
２．養護実習の到達目標について理解
３．養護実習で配慮すべき倫理的事項について理解できる
４．養護実習で必要な知識について理解できる
５．養護実習で必要な技術について理解できる
６．対象者の安全と安楽を考慮して、技術を展開することができる
７．養護実習のために自身が準備すべき項目について考えることができる
８．養護実習を振り返り、自らの課題を明らかにし、課題解決に向けて取り組むことができる
成績評価
［成績評価の方法］
１．養護実習の位置づけ、目的を説明できる（事前課題レポート）
２．養護実習の到達目標を説明できる（事前課題レポート）
３．養護実習で配慮すべき倫理的事項について説明できる（事前課題レポート）
４．養護実習で必要な知識についての資料ができている（事前学習ノート）
５．養護実習で必要な技術についての資料ができている（事前学習ノート）
６．対象者の安全と安楽を考慮して技術の実施ができる（実技試験）
７．養護実習のために自身が準備すべき項目について述べることができる（事後課題レポート）
８．養護実習を振り返り、自らの課題と課題解決の方法を述べることができる（事後課題レポート）
授業回数の3分の2以上の出席者のみを評価対象として、授業態度によって評価する (平常点)
［成績評価方法］
授業態度（出席状況も含む）・取り組む姿勢（20％）、事前学習（20％）、事前課題レポート（20％）、事後
課題レポート（20％）、実技試験（20％）を総合して評価します。
履修における留意事項
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［履修条件］
・養護実習を履修する予定の者は必ず履修すること
・養護教諭免許取得に必要な科目を履修していること
［履修上の注意（科目独自のルール）］
１．具体的な日程については、別途ガイダンスなどで連絡をします。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
・レポート等で成績評価を行うが、講義内容が反映されていない場合には個別に解説や指導を行う。
［テキスト・参考書等］
１．新養護概説＜第10版＞、少年写真新聞社、2018
２．「教員になろう！教員免許取得のための手引き（順天堂大学スポーツ健康科学部）」
３．新版 学校保健実務必携＜第４次改訂版＞、第一法規、2017
１、２は教科書として使用するので必ず用意すること。２は参考資料であり実習の際に参考となる。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先・オフィスアワー］
担当１：釆女 智津江
E‑mail：cuneme＊juntendo.ac.jp
日時：
場所：1号館 4F 1419室
担当２：中西 唯公
E‑mail：ynakani＊juntendo.ac.jp
日時：水曜日12:30〜14:30
場所：1号館 4F 1418室
連絡をする場合は、＊を＠に修正してください。
備考
［学修時間］
この授業は、講義・演習による１単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を必要と
する内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、養護教諭第一種免許状の取得に必要な科目のうち、「教職に関する科目」における必修科目
として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
釆女智津江
（予習：1時間）
1
［授業内容］
中西唯公
養護実習の概要について理解す 養護実習の目的や実習で必要な事項について調べ
る
る

2

釆女智津江
中西唯公

［授業方法］
養護実習事前オリエンテーショ
ンをうけ、これまでの履修科目
の確認など実習への準備状況に
ついて確認する
［授業内容］
養護実習を行う学校の概要につ
いて学習する

（復習：1時間）
養護教諭として実習中に必要となる知識や技術に
ついてまとめる

（予習：1時間）
養護実習の実習校の概要や地域特性について調べ
る

（復習：1時間）
［授業方法］
養護実習予定校を訪問し、学校 養護実習中の計画に沿って、必要な知識や技術に
の概要や教育目標、職員配置な ついて整理する
どについて、実習担当者との面
談の中で情報収集を行う
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3

4

5

6

7

釆女智津江
中西唯公

釆女智津江
中西唯公

釆女智津江
中西唯公

釆女智津江
中西唯公

釆女智津江
中西唯公

（予習：1時間）
［授業内容］
養護実習で必要な実技を身につ それぞれの技術を展開する際に、配慮すべき内容
について調べる
ける
［授業方法］
・養護実習で必要となる保健管
理の技術（健康診断、健康相談
、環境衛生管理）について解説
する
・実際に使う器具を使用し、学
内で実習を行う
［授業内容］
養護実習で必要な実技を身につ
ける

（復習：1時間）
それぞれの技術を安全に実施できるように復習す
る

［授業方法］
・養護実習で必要となる保健教
育の技術（保健学習、保健指導
）について解説する
・実際に使う器具を使用し、学
内で実習を行う
［授業内容］
養護実習を行う際の留意事項に
ついて理解する

（復習：1時間）
それぞれの技術を安全に実施できるように復習す
る

［授業方法］
・養護実習直前オリエンテーシ
ョンを行い、身だしなみや実習
時の持ち物、実習に対する姿勢
などの準備状況について確認す
る
［授業内容］
養護実習を振り返り、実習目標
を達成できたかを確認する

（復習：1時間）
養護実習で配慮すべき倫理的内容についてまとめ
る

［授業方法］
養護実習事後指導を行い、実習
前に立てた目標が達成できたか
を確認し、達成できなかった部
分に関しては今後どのように取
り組んでいくかをディスカッシ
ョンする
［授業内容］
養護実習で学んだことをまとめ
る
［授業方法］
養護実習で学んだことをまとめ
、発表会を行い、それぞれの実
習経験に学びついての情報交換
を行う
定期試験を実施しない
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（予習：1時間）
それぞれの技術を展開する際に、配慮すべき内容
について調べる

（予習：1時間）
養護実習で児童生徒に対応する際に、配慮すべき
内容について調べる

（予習：1時間）
養護実習を振り返り、学んだことを整理する
（復習：1時間）
養護実習の学びから、今後、自分自身が身につけ
るべき内容についてまとめる

（予習：２時間）
養護実習を振り返り、学んだことをレポートにま
とめる
（復習：1時間）
他者の発表を聞く中で、自分自身の学びが足りな
いと感じた項目について振り返り、再度学習を行
う。

授業科目名
英語科目名

社会保障論Ⅰ
Theory of Social SecurityⅠ

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

朝比奈

朋子

授業概要
【授業全体の内容】
現代社会においてセーフティネットを支える社会保障制度について理解することを目標とする。社会保障論Ⅰ
では、基本的な社会保障制度の仕組みを理解するために、まず社会保障の意義、理念、歴史等について説明す
る。そのうえで社会保険制度の各分野について取り上げるが、主に年金保険、医療保険について取り上げる。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、健康学科における「健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」の達成に寄与する科目
として位置づけられる。
【授業の到達目標】
社会保障の考え方、社会保険制度の意味、身近な年金保険制度や医療保険制度について理解することで社会福
祉専門職の基礎知識を獲得するだけではなく、社会人として生活していくうえでの基礎知識を獲得できる。
成績評価
【成績評価の基準】
講義で解説した社会保障制度の内容について理解できているか。
【成績評価の方法】
授業態度・取り組む姿勢15％、試験85％ ＊出席は随時とります
履修における留意事項
【履修要件】
社会福祉論Ⅰ・Ⅱおよび公的扶助論を履修もしくは受講していることが望ましい。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
この科目は精神保健福祉士国家試験受験資格取得のための必修科目です。ただし、受験資格の取得を希望して
いない学生でも、当該科目の学習内容に関心がある学生の取得は歓迎いたします。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
リアクションペーパーは、次回以降の講義時間内にフィードバックを行います。定期試験に関しては、試験終
了後、試験会場で正答及び模範解答等を公開します。
【テキスト・参考書等】
椋野美智子・田中耕太郎『はじめての社会保障−福祉を学ぶ人へ〔第16版〕』有斐閣アルマ
連絡先とオフィスアワー
〔連絡先〕
担当：朝比奈朋子
E‑mail:t‑asahina@tsu.ac.jp
〔オフィスアワー〕
E‑mail、及び授業終了後、教室内及び非常勤講師控室にて質問や相談を受け付けます。E‑mailの返信が3日以
内にない場合は、再度、送信してください。授業終了後の時間を要する相談は、できるだけ事前にE‑mailで予
約を取ってください。
備考
〔学修時間〕
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
〔その他〕
この授業科目は、精神保健福祉士国家試験の受験資格取得に必要な科目のうち、「共通科目」における必修
科目の1つである「低所得者に対する支援と生活保護制度」として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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1

朝比奈朋子

2

朝比奈朋子

3

朝比奈朋子

4

朝比奈朋子

5

朝比奈朋子

6

朝比奈朋子

7

朝比奈朋子

【予習：２時間】
（授業内容）
われわれの暮らしと社会保障制
医療保険や年金などのキーワードを調
度の関係について学習する
べてみる
（授業方法）
授業目的及び概要の解説、シラ 【復習：２時間】
バスの解説、評価方法と授業の 関連する新聞記事を読むこと
進め方、テキスト等の解説を配
布プリントに沿って行う。
【予習：２時間】
（授業内容）
社会保障の意義と概念を学習す
「公的扶助論」で学んだ「公的扶助の概念」を復
る
習する
（授業方法）
福祉国家と社会保障、基本的人
権と社会保障、社会保障の定義 【復習：２時間】
、社会保障の機能を配布プリン わからない用語を調べる
トとテキストを用いて説明する
。
【予習：２時間】
（授業内容）
社会保障の生成と発展①外国を
「公的扶助論」で学んだ「イギリスの公的扶助の
学ぶ
歴史」を復習する
（授業方法）
欧米における社会保障制度の発 【復習：２時間】
達の流れを配布プリントとテキ 講義内で指摘する重要か所を整理する
ストを用いて概観する。
【予習：２時間】
（授業内容）
社会保障の生成と発展②日本を
「公的扶助論」で学んだ「日本の公的扶助の歴史
学ぶ
」を復習する
（授業方法）
配布プリントとテキストを用い 【復習：２時間】
て、我が国における社会保険制 講義内で指摘する重要か所を整理する
度の発展を高度経済成長期まで
概観する
【予習：２時間】
（授業内容）
社会保障の生成と発展③を学ぶ
テキストの該当箇所を読む
（授業方法）
配布プリントとテキストを用い 【復習：２時間】
て、我が国における社会保障制 講義内で指摘する重要か所を整理する
度の80年代以降の発展を中心に
概観する
【予習：２時間】
（授業内容）
社会保障制度の構成と内容につ
テキストの該当箇所を読む
いて学習する
（授業方法）
社会保障制度の体系、社会保険
について、社会扶助について、
配布プリントとテキストを用い
て解説する
（授業内容）
社会保障の財源と費用を学習す
る

【復習：２時間】
公的扶助と社会保険制度の違いをまとめる

【予習：２時間】
テキストの該当箇所を読む

【復習：２時間】
（授業方法）
社会保障給付費の推移、社会保 社会保障関連の費用について整理する
障の財源について、統計資料等
を用いて解説する
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8

朝比奈朋子

9

朝比奈朋子

10

朝比奈朋子

11

朝比奈朋子

12

朝比奈朋子

13

朝比奈朋子

14

朝比奈朋子

（授業内容）
年金保険制度の概要を学ぶ

【予習：２時間】

テキストの該当箇所を読む
（授業方法）
年金制度の沿革、概要を、配布 【復習：２時間】
プリントとテキストを用いて解 年金制度の意義と役割を整理する
説する
【予習：２時間】
（授業内容）
年金保険制度の種類①を学ぶ
テキストの該当箇所を読む
（授業方法）
国民年金制度について配布プリ 【復習：２時間】
ントとテキストを用いて解説す 加入者の特徴を整理する
る
【予習：２時間】
（授業内容）
年金保険制度の種類②を学ぶ
テキストの該当箇所を読む
（授業方法）
厚生年金制度および共済年金制 【復習：２時間】
度について配布プリントとテキ 自分と家族の加入している年金保険制度について
調べる
ストを用いて説明する
【予習：２時間】
（授業内容）
年金制度の課題を学ぶ
テキストの該当箇所を読む
（授業方法）
近年の年金制度改革の動向・概 【復習：２時間】
要、今後の課題を配布プリント 配布された資料を読む
とテキストを用いて講義する
【予習：２時間】
（授業内容）
医療保険制度の概要を学ぶ
テキストの該当箇所を読む
（授業方法）
医療保険制度の沿革を配布プリ 【復習：２時間】
ントとテキストを用いて講義す 自分の加入している医療保険制度を調べる
る
【予習：２時間】
（授業内容）
医療保険制度の種類①を学ぶ
テキストの該当箇所を読む
（授業方法）
医療保険の種類・給付・負担に 【復習：２時間】
ついて、配布プリントとテキス 医療保険制度の種類を整理する
トを用いて講義する
【予習：２時間】
（授業内容）
医療保険制度の種類②を学ぶ
テキストの該当箇所を読む
（授業方法）
後期高齢者医療制度、自立支援 【復習：２時間】
医療、医療保険制度の課題を、 各制度について整理する
配布プリントとテキストを用い
て講義する
定期試験
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授業科目名
英語科目名

社会保障論Ⅱ
Theory of Social SecurityⅡ

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

松山

毅

授業概要
授業の内容
現代社会におけるセーフティネットである社会保障制度について理解すること。社会保障論Ⅱでは、介護保険
制度、労働保険制度、民間保険制度、諸外国の社会保障制度の概要など、社会保障制度の各分野について学習
する。雇用保険や労働者災害補償保険など、アルバイトや社会人生活ですぐに関連する内容についても学びま
すので、日々の生活と関連付けて学ぶようにしてください
授業の位置づけ
この科目は「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、およびそれらの活用能力」を身につけるため
の科目の一つとして開講される。また健康学科においては、「健康を創造・支援するために必要な身体的・精
神的・社会的健康についての知識と技能」という学位授与方針の達成にも寄与している
到達目標
1.我々の暮らしにおける社会保障・社会保険制度の役割について理解できる。
2.介護保険制度、労働保険制度の概要を理解できる。
成績評価
成績評価基準
1.講義で解説した社会保障制度の基本について説明できる(定期試験）
2.介護保険制度、労働保険制度について説明できる(定期試験）
1.成績評価方法
授業態度・取り組む姿勢10％、試験90％
履修における留意事項
履修要件
社会保障論Ⅰと合わせてとることが望ましい。
できれば社会保障論Ⅰを受講後、保障論Ⅱを受講してほしいが、保障論Ⅱから受講しても構わない。
履修上の注意
特になし
試験レポート等の課題に対するフィードバックの方法
リアクションペーパーおよび試験後の解説でフィードバックします
テキスト
テキストを使用するので、購入すること。テキストは授業内で紹介、販売します
連絡先とオフィスアワー
松山毅
e‑mail:tmatsuya[at]Juntendo.ac.jp （[at]は＠に変更してください）
オフィスアワー
火曜日2限 金曜日2限 1号館4階1422研究室
備考
学修時間
この授業は、講義形式による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学習を必要とす
る内容を持って構成する
その他
この科目は精神保健福祉士国家試験受験資格に関する必修科目です。ただし、当該科目の内容に関心がある学
生の受講は歓迎いたします。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
松山(以下同じ） オリエンテーション
1
予習2h）テキストｐ115‑120を読んでおくこと
介護保険制度の概要
老人福祉・老人保健・老人医療 復習2h）老人福祉・老人保健・介護保険の変遷お
制度の沿革や介護保険制度の背 よび違いを整理しておくこと
景などを確認する
予習2h）テキストｐ121‑129を読んでおくこと
介護保険制度①
介護保険法を中心に制度の目的 復習2h）自分の市町村の要介護高齢者や介護保険
、保険者、制度の運営等を理解 料を調べてみること
する
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介護保険制度②
介護保険制度の利用手続き、保
険給付などについて理解する
介護保険制度③
介護保険制度の最近の動向や課
題等を理解する
労働保険制度の沿革
労働保険制度の沿革、概要を理
解する
労働者災害補償保険
労働者災害補償保険制度の目的
・対象・保健給付・財源等を理
解する
雇用保険
雇用保険制度の目的・対象・給
付内容・財源等を理解する
社会福祉と社会保障制度
社会扶助、公的扶助、福祉各法
と所得保障制度の関係などを理
解する
社会保障の関連領域
住宅、雇用、教育、環境など生
活保障関連領域と社会保障制度
について
民間保険制度の沿革と概要
社会保険と民間保険の関係・意
義と役割、民間保険の沿革等を
理解する
民間保険制度の概要
生命保険、損害保険、企業年金
等を理解する
諸外国の社会保障制度①
ヨーロッパの社会保障制度につ
いて
諸外国の社会保障制度②
アジアの社会保障制度について
社会保障制度の動向と課題
定期試験
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予習2h）テキストｐ130‑145を読んでおくこと
復習3h）介護給付・予防給付の内容を整理してお
くこと
予習2h）テキストｐ145‑151を読んでおくこと
復習3h）介護保険制度および高齢者医療保険制度
の課題について整理しておくこと
予習2h）労働災害について調べてくること
復習2h）労働者の立場、保護の必要性、労働者政
策について理解したことをまとめておく
予習2h）テキストｐ211‑228を読んでおくこと
復習3h）労災補償制度の概要についてまとめてお
くこと
予習2h）テキストｐ195‑210を読んでおくこと
復習3h）失業の意味を理解すること、雇用保険制
度の役割をまとめておくこと
予習2h）テキストｐ76‑113を読んでおくこと
復習2h）社会保障、セーフティネットの意味につ
いて改めて理解したことをまとめておくこと
予習2h）教育政策について社会保障の観点から考
えてみること
復習2h）生活関連領域におけるセーフティネット
について理解したことをまとめておくこと
予習2h）テキストｐ229‑256を読んでおくこと
復習2h）民間保険の意義役割について理解したこ
とをまとめておくこと
予習2h）テキストp229‑256を読んでおくこと
復習2h）民間保険の種類について整理しておくこ
と
予習2h）テキストｐ257‑264を読んでおくこと
復習2h）欧米の社会保障制度の特徴をまとめてお
くこと
予習2h）テキストｐ285‑295を読んでおくこと
復習2h）日本とアジアの国々の社会保障制度の相
違点を整理しておくこと

授業科目名
英語科目名

公的扶助論
Theory of Public Assistance

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

朝比奈

朋子

授業概要
〔授業全体の内容〕
現代における低所得者・貧困者が生み出される社会構造とその特徴について理解し、低所得者・貧困者を支
えるしくみである生活保護制度を中心とした公的扶助制度、及びホームレスや低所得者への支援の制度やその
実際について、テキストと参考文献を用いて学ぶ。また、実施機関、及び支援に関わる専門職や連携の実際に
ついても事例を用いて学ぶ。
この授業を通して、生活保護制度が社会保障制度における「セーフティーネット」の役割を持つことを理解
し、生存権として保障されたものであることを学ぶ。
〔授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）〕
この科目は、「健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」のための科目の1つとして開講される
。また、健康学科においては、「健康を創造・支援するために必要な身体的・精神的・社会的健康についての
知識と技能」という学位授与方針の達成にも寄与する。
〔授業の到達目標〕
１．生存権保障として生活保護制度のあり方について、各人の意見を述べることができる。
２．社会保障制度における公的扶助制度の位置づけを説明できる。
３．生活保護制度の概要を説明できる。
４．低所得者・貧困者の特徴を説明できる。
成績評価
〔成績評価の基準〕
１．生存権保障として生活保護制度のあり方について、各人の意見を述べることができる（定期試験、授業内
レポート）。
２．社会保障制度における公的扶助制度の位置づけを説明できる（定期試験）。
３．生活保護制度の概要及び、低所得者・貧困者の特徴を説明できる（定期試験、授業内レポート）。
４．授業中の発言や予習・復習の取り組み状況を評価する（授業態度・取り組む姿勢）。
〔成績評価の方法〕
定期試験（80％）、授業態度・取り組む姿勢（10％）、授業内レポート（10％）で総合して評価する。
履修における留意事項
〔受講要件〕
社会福祉論Ⅰ、社会福祉論Ⅱ、社会保障論Ⅰ、社会保障論Ⅱを履修もしくは受講していることが望ましい。
〔履修上の注意〕
この科目は精神保健福祉士の受験資格取得に必要な授業です。資格取得を目指さない学生の履修も認めます
が、資格取得を前提に授業が進むことをご了承ください。
〔試験・レポートの課題に対するフィードバックの方法〕
授業内レポートに関しては、次回以降の講義時間内に解説を行います。定期試験に関しては、試験終了後、
試験会場で正答及び模範解答等を公開します。
〔テキスト・参考書〕
テキスト：渋谷哲編『低所と社への支援と生活保護制度〔第4版〕』みらい、2017年
参考書：生活保護制度研究会『生活保護のてびき 平成30年度版』第一法規、2018年
テキストは必ず購入してください。 その他の参考書及び参考文献は授業中に適宜紹介します。
その他、必要な資料及び授業のレジュメを授業中に適宜配布します。
連絡先とオフィスアワー
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〔連絡先〕
担当：朝比奈朋子
E‑mail:t‑asahina@tsu.ac.jp
〔オフィスアワー〕
E‑mail、及び授業終了後、教室内及び非常勤講師控室にて質問や相談を受け付けます。E‑mailの返信が3日以
内にない場合は、再度、送信してください。授業終了後の時間を要する相談は、できるだけ事前にE‑mailで予
約を取ってください。
備考
〔学修時間〕
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
〔その他〕
この授業科目は、精神保健福祉士国家試験の受験資格取得に必要な科目のうち、「共通科目」における必修
科目の1つである「低所得者に対する支援と生活保護制度」として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
朝比奈朋子
〔予習：0.5時間〕
1
（授業内容）
公的扶助論の授業内容について 授業概要や到達目標」について理解する。
〔復習：2時間〕
理解する。
図書やインターネット等から、日本における貧困
者の事例を調べる。
（授業方法）
授業目的及び概要の解説、シラ
バスの解説、評価方法と授業の
進め方、テキスト等の解説を配
布プリントを用いて行う。
４〜５人程度の小グループで、
授業のテーマについて話し合う
。
朝比奈朋子
〔予習：3時間〕
2
（授業内容）
公的扶助の位置について学習す 社会保障制度について、白書やインターネット等
を利用して学習する。
る。
〔復習：2時間〕
購入したテキストを概観し、授業の内容の全体の
（授業方法）
社会保障制度の中の公的扶助の イメージをつかむ。
位置と生活保護制度の特徴を、
配布プリントとスライド及びテ
キストを用いて解説する。
朝比奈朋子
〔予習：2時間〕
3
（授業内容）
イギリスの公的扶助の歴史につ テキスト第12章のイギリスの歴史（Ｐ206〜Ｐ213
）を読み、わかない用語等を調べる。
いて学習する。
〔復習：3時間〕
講義で取り上げた内容を中心に、テキストと配布
（授業方法）
イギリスの公的扶助の歴史と日 資料を用いて、イギリスの公的扶助の歴史につい
本の社会保障制度の関連を、配 て年代、出来事等をまとめる。
布プリントとスライド及びテキ
ストを用いて解説する。
朝比奈朋子
〔予習：2時間〕
4
（授業内容）
日本の公的扶助の歴史を学習す テキスト第12章の日本の歴史（Ｐ213〜218）を読
み、わからない用語等を調べる。
る。
〔復習：3時間〕
講義で取り上げた内容を中心に、テキストと配布
（授業方法）
生活保護法成立までの歴史的経 資料を用いて、日本の公的扶助の歴史について、
過を、配布プリントとスライド 年代、出来事をまとめる。
及びテキストを用いて解説する
。
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5

朝比奈朋子

6

朝比奈朋子

7

朝比奈朋子

8

朝比奈朋子

9

朝比奈朋子

〔予習：1時間〕
（授業内容）
生活保護法の目的と基本原理に テキスト第４章の「プロローグ」を読み、わから
ない用語等を調べる。
ついて学習する。
〔復習：3時間〕
講義を参考に、「自立」及び「自立助長」につい
（授業方法）
生活保護法に制定されている目 てまとめる。
的と基本原理４つのうち、３つ
について、配布プリントとスラ
イド及びテキストを用いて解説
する。法律の条文について、読
み合わせをする。
〔予習：1時間〕
（授業内容）
生活保護法の４つ目の基本原理 ４つの基本原理が規定されている条文を読み、わ
からない用語等を調べる。
について学習する。
〔復習：3時間〕
４つの基本限原理について、テキストと配布資料
（授業方法）
生活保護法に制定されている基 を用いて、要点の整理を行う。
本原理の４つ目を、配布プリン
トとスライド及びテキストを用
いて解説する。その上で、４〜
５人程度の小グループになり、
生活保護法の疑問点について話
し合う。
〔予習：1時間〕
（授業内容）
生活保護制度の原則について学 図書館等に行き、保護の実施要領を概観する。
〔復習：3時間〕
習する。
講義で取り上げた内容を、テキストを読んで理解
を深め、配布の資料をよく読み、要点の整理を行
（授業方法）
生活保護制度を具体的に実施す う。
るための４つの原則を、配布プ
リントとスライド及びテキスト
を用いて解説する。その上で、
４〜５人程度の小グループにな
り、事例問題に取り組む。
〔予習：1時間〕
（授業内容）
保護基準について学習する。 テキスト第５章の「プロローグ」を読み、わから
ない用語等を調べる。
〔復習：3時間〕
（授業方法）
保護基準の算定方法の推移を、 授業中に紹介された生活保護関連の書籍等を読む
配布プリントとスライド及びテ 。
キストを用いて解説する。
〔予習：0.5時間〕
（授業内容）
保護の種類と内容について学習 テキストを参考にして、「生活保護法の用語の定
義」を理解する。
する。
〔復習：2時間〕
テキストを参考にして、原則以外の給付方法につ
（授業方法）
保護の８種類の意味と内容及び いて整理する。
給付方法を、配布プリントとス
ライド及びテキストを用いて解
説する。
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朝比奈朋子

11

朝比奈朋子

12

朝比奈朋子

13

朝比奈朋子

14

朝比奈朋子

〔予習：1時間〕
（授業内容）
保護の実施過程と要否判定につ 生活保護制度の原理と原則を復習し、理解を深め
る。
いて学習する。
〔復習：1時間〕
講義を参考に、自身の世帯の最低生活費を算定す
（授業方法）
生活保護の実施過程と要否判定 る。
の方法について、配布プリント
とスライド及びテキストを用い
て解説する。解説を基に、４〜
５人程度の小グループで、提示
する事例の保護基準額を算定す
る。
〔予習：3時間〕
（授業内容）
保護受給者の権利と義務につい テキストに掲載されている生活保護関連の訴訟等
を中心に調べ、要点をまとめる。
て学習する。
〔復習：2時間〕
講義で取り上げた内容についてテキストを読み、
（授業方法）
生活保護受給者に与えられてい 配布資料を用いて整理し、理解を深める。
る権利と義務の内容について、
配布プリントとスライド及びテ
キストを用いて解説する。
〔予習：1時間〕
（授業内容）
生活保護制度の実施体制につい テキスト第３章の「プロローグ」を読み、わから
ない用語等を調べる。
て学習する。
〔復習：2時間〕
居住地の福祉事務所を訪問し、どのような実施体
（授業方法）
国と地方自治体及び福祉事務所 制になっているか等を調べる。
の役割を、配布プリントとスラ
イド及びテキストを用いて解説
する。
〔予習：1時間〕
（授業内容）
自立支援プログラムについて学 テキスト第８章の「プロローグ」を読み、わかな
い用語等を調べる。
習する。
〔復習：2時間〕
テキスト第13章２．の演習課題に取り組む。
（授業方法）
自立支援プログラムとその意義
について、配布プリントとスラ
イド及びテキストを用いて解説
する。解説を基に、４〜５人程
度の小グループで、提示する事
例を通して支援の実際を考察す
る。
〔予習：1時間〕
（授業内容）
ホームレス対策他、低所得者対 テキスト第９章の「プロローグ」を読み、わから
ない用語等を調べる。
策について学習する。
〔復習：10時間〕
授業中に紹介したホームレス関連の書籍等を読む
（授業方法）
ホームレス他低所得者の現状を 。定期試験に向けての学習を行う。
テキスト及び映像資料を用いて
理解し、スライドを用いた解説
を基に、４〜５人程度の小グル
ープで、提示するホームレスの
事例を通して相談援助活動につ
いて考察する。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

保健医療サービス
Health and Medical Service

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

吉田

雅子

授業概要
〔授業全体の内容〕
近年、疾病構造の変化、人口動態の変化、医療技術の進歩がめざましく、それらを背景とした医療や福祉の
制度改革等により、保健医療を取り巻く環境やニーズは大きく変化している。保健医療サービスの分野におい
てソーシャルワーカーが、利用者(患者)の意思、権利を尊重し、生活の質の向上に貢献できるような支援をす
るためには何が重要か?
この授業では、保健・医療領域の制度やサービスの動向を厚生労働白書や新聞等から解説し、専門職の役割
や多職種連携については、実践事例を中心に進め、ソーシャルワーク援助プロセスの理解に結び付けたい。
〔授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）〕
保健・医療分野の制度やサービスの概要を理解し、そこで展開される福祉について学ぶ。また、専門職の役
割と実際、多職種協働について理解する。
この科目は、医療機関におけるソーシャルワーク実践を行うための、クライエント、関連専門職種との「コ
ミュニケーション力」を養い、「健康科学分野の専門的な知識と技能」および「健康科学分野の専門的な実践
力」を身に付けるという目的がある。
〔授業の到達目標〕
1.保健・医療分野の制度やサービスの概要、最近の動向を説明できる。
2.保健・医療分野における生活課題を予測できる。
3.保健・医療分野の生活課題に関して、支援計画を立てることができる。
4.チーム医療を担う立場から、関係する専門職種の役割と機能を理解し、福祉専門職として、適切な連携につ
いて論じることができる。
成績評価
〔成績評価基準〕
1.保健・医療分野の制度やサービスの概要、最近の動向を理解している(定期試験・課題レポート)
2.保健・医療分野における生活課題や、福祉専門職としての役割、機能を説明することができる(定期試験)
3.保健・医療分野の生活課題に関して、支援計画を立てることができる(平常点)
4.授業中の発言やグループワークの取組状況によって受講態度を評価する(平常点)
〔成績評価の方法〕
課題レポート(10%)、平常点(20%)ならびに定期試験(70%)を総合して評価する。
履修における留意事項
〔履修要件〕
以下の科目を受講していることが望ましい。
社会福祉論 ソーシャルワーク論 社会保障論
公的扶助論
〔履修上の注意〕
1.これまでに学んだ授業内容とのつながりを意識すること。
2.新聞・テレビ・インターネット等で、社会の動きを意識すること。
3.授業で取り上げる保健・医療分野の制度やサービスは、自分自身あるいはご家族にも役立つ内容であり、
興味をもって臨んでほしい。
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
また、遅刻及び早退3回で、1回分の欠席としてカウントする。
〔課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法〕
課題レポートやリアクションペーパーについては、翌週の授業で取り上げ、解説を行う。
定期試験については、要望があれば個別に解説や指導を行う。
〔テキスト・参考書等〕
この科目では、必ず用意しなければならないテキストはありません。必要な資料等は、授業の時に適宜配布
します。
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連絡先とオフィスアワー
〔連絡先〕
連絡先については授業内でお知らせします。
〔オフィスアワー〕
随時、Eメールで質問を受け付けます。
備考
〔学修時間〕
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
〔その他〕
この授業科目は、精神保健福祉士受験資格取得に関する必修科目です。ただし、当該科目の講義内容に関
心のある方も受講可能です。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
吉田雅子
(予習:2時間)
1
〔授業内容〕
オリエンテーションを行い、興 これまでの報道や学生自身の体験を通じて感じて
いる保健医療分野の問題意識を明らかにしておく
味、関心を引き出す。
。
〔授業方法〕
授業の目的および概要の解説、 (復習:2時間)
シラバスの解説、評価方法と授 シラバスを再度読み、当該授業全体のイメージを
業の進め方について説明する。 把握する。
吉田雅子
（予習:2時間）
2
〔授業内容〕
医療をめぐる社会環境について 新聞などから、医療をめぐる社会的な動きを意識
しておく。
、理解を深める。

3

4

5

吉田雅子

吉田雅子

吉田雅子

〔授業方法〕
新聞記事や「厚生労働白書」等
から、現代社会の動向を概観す
る。
〔授業内容〕
医療概念の拡大と福祉の変化に
ついて、理解を深める。

（復習:2時間）
授業で配布した「厚生労働白書」等の資料などか
ら、社会状況を分析し理解を深めておく。

〔授業方法〕
年表を元に、人口構造の変化、
疾病構造の変化、医療技術の進
歩を読み取り、医療概念の拡大
と福祉の変化について説明する
。
〔授業内容〕
医療保障制度の概要について理
解を深める。

(復習:2時間)
授業で配布した年表をみて、人口構造や疾病構造
の変化を説明できるようにする。

〔授業方法〕
医療保険制度や公費負担制度を
説明し、経済的支援の知識を体
系化する。
〔授業内容〕
診療報酬制度について、理解を
深める。

(復習:2時間)
医療保険の種類、給付内容等一覧表にまとめてみ
る。

(予習:2時間)
福祉の変化について、2年次までの学習内容から
、整理してみる。

(予習:2時間)
自分が加入している医療保険の特徴を調べておく
。

(予習:2時間)
医療機関を受診した場合の流れについて、自分の
頭の中でイメージしておく。

(復習:3時間)
〔授業方法〕
保険診療の仕組みや関連する諸 診療報酬制度について、説明できるように復習す
制度を資料を元に説明する。 る。
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6

吉田雅子

(予習:2時間)
〔授業内容〕
保健医療サービスの概要につい 地域にどのような医療機関があるか調べ、医療法
の学習への糸口とする。
て、理解を深める。(その1)
(復習:3時間)
レポート課題
自分が住んでいる地域の医療機関をひとつ選び、
インターネットでその医療機関の規模、機能、類
型等調べてまとめる。
(予習:3時間)
〔授業内容〕
医療供給体制を医療法との関連 プレゼンテーションのための準備を行う。
で理解する。
(復習:2時間)
講義で取り上げた医療機関を医療法との関係で整
〔授業方法〕
各自が調べた医療機関のプレゼ 理して、理解を深める。
ンテーションを行うことで、情
報を共有し、医療法の内容と結
びつける。
(予習:2時間)
〔授業内容〕
保健医療サービスの概要につい 社会保障制度の体系を整理しておく。
て、理解を深める。(その2)
(復習:2時間)
患者・家族の視点から、制度の運用について理解
〔授業方法〕
医療と福祉をめぐる社会保障制 を深める。
度を概観し、患者・家族のニー
ズへの対応について検討する。
(予習:2時間)
〔授業内容〕
医療ソーシャルワークの成り立 医療ソーシャルワークの起源を調べておく。
ちについて、理解する。
(復習:2時間)
歴史を振り返り、医療ソーシャルワーカーの役割
〔授業方法〕
イギリス、アメリカ、日本にお について、理解を深める。
ける成り立ちを、社会背景との
関連で説明する。
（予習:2時間）
〔授業内容〕
医療ソーシャルワーカーの業務 「医療ソーシャルワーク業務指針」を熟読してく
と役割について、理解する。 る。
〔授業方法〕
医療供給体制を概観し、各医療
機関の機能、地域に果たす役割
を説明する。

7

吉田雅子

8

吉田雅子

9

吉田雅子

10

吉田雅子

11

12

吉田雅子

吉田雅子

〔授業方法〕
専門職を規定するもの、および
配布した「医療ソーシャルワー
ク業務指針」から、業務の範囲
、業務の方法、留意点について
説明する。
〔授業内容〕
ソーシャルワーク援助プロセス
（その1）
〔授業方法〕
事例を元に、ソーシャルワーク
援助プロセスを提示し、ソーシ
ャルワーカーの姿勢や援助にい
たる仕組みについて説明する。
〔授業内容〕
ソーシャルワーク援助プロセス
（その2）

(復習:3時間)
「医療ソーシャルわーク業務指針」の内容につい
て、配布した概念図の空欄を埋め、業務に関する
理解を深める。

（予習:2時間）
具体的な相談内容をイメージしてみる。
（復習:2時間）
援助プロセスにおける情報収集、アセスメントに
ついて復習し、理解を深める。

（予習:2時間）
ソーシャルワーク面接の原則について、調べてく
る。

（復習:2時間）
〔授業方法〕
事例を提示し、KJ法を用いて援 授業で取り上げた事例以外の事例について、ソー
シャルワークプロセスについて考えてみる。
助プロセスを自ら学ぶ。
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13

吉田雅子

14

吉田雅子

(予習:2時間)
〔授業内容〕
保健医療サービスにおける専門 医療機関にいる専門職種について調べ、チームに
職の役割と実際を理解し、多職 おける連携の意味について考えてくる。
種との連携・協働について理解
する。
(復習:2時間)
多職種連携チームにおける医療ソーシャルワーカ
〔授業方法〕
各専門職種の国家資格や医療現 ーの動き方について復習し、理解を深める。
場での活動内容について、説明
し、チーム医療の意義について
言及する。
（予習:2時間）
〔授業内容〕
<保健医療サービス>のフィード これまでの講義を振り返り、疑問点など整理して
バックおよびまとめを行う。 発表できるようにしてくる。
（復習:2時間）
〔授業方法〕
講義全体を通してのコメント及 本日コメントした内容を整理、補充し、<保健医
びディスカッションを行い、ま 療サービス>の講義全体の理解を深める。
とめに導く。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

権利擁護と成年後見制度
Advocacy and Adult Guardianship

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

4

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

大井

孝

授業概要
[授業全体の]内容]
ソーシャルワーク実践において重視される権利擁護活動と成年後見制度について、高齢者や障害者等社会的
弱者を中心ととする今日的な課題を体系的に学ぶとともに、実践に役立つ知識を修得する。
又本科目が精神保健福祉士国家試験の対象科目であることから、各回に取り上げる授業の内容が、国家試験に
必要な知識の修得にも寄与するものである。
[授業の]位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連)]
「健康を創造・支援するために必要な身体的・精神的・社会的健康についての知識と技能についての専門的
知識と実践的技能」の修得を図るとともに国家資格(精神保健福祉士)対応科目の実力を身につける。
[授業の到達目標]
１．権利擁護について、実践力としての知識を身につけ、社会的弱者に対する権利擁護を実践できる。
２．権利擁護に伴う憲法、民放、行政法について理解し、必要となる事項を説明することが出来る。
３．成年後見制度を理解し、その活用法を実践できる。
成績評価
[成績評価の基準]
１．権利擁護について説明することが出来る。(定期試験・レポート)
２．権利擁護に伴う関連法規・施策等について説明できる。(定期試験・レポート)
３．成年後見制度について理解、説明することが出来、その手続法も説明できる。（定期試験・レポート）
[成績評価の方法]
定期試験、5０％、レポート３０％、平常点２０％で評価する。
履修における留意事項
[]履修上の注意
普段から報道等にも注意を払い、社会の動向に注意を払う事。国家試験対策も計画的に行う事。
[課題に対するフィードバック]
毎回課題に対する小テストを行い、解説をしていく。
[テキスト・参考書等]
新・社会福祉士養成講座１９ 権利擁護と成年後見制度 中央法規出版、
こと。
参考書等は授業中に適宜指示する。
連絡先とオフィスアワー
[連絡先]
担当：大井 孝
E‑mail: ooitakashi [at] gmail.com (atを＠に変更してください)

※このテキストは必ず用意する

[オフィスアワー]
金曜日、授業の後教室、控室で。
備考
[学修時間]
この授業は、講義形態による２単位の科目であり、授業３０時間と準備学習６０時間の計９０時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
[その他]
この科目は国家資格である精神保健福祉士の受験科目の一つです。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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大井

2

大井

3

4

大井

大井

5

大井

6

大井

7

大井

8

大井

(予習:１時間)
[授業内容]
権利擁護について理解する。 指定教科書の目次に目を通す。
[授業方法]
授業の進め方について説明す (復習：３時間)
権利擁護について振り返る。
る。
(予習:１時間)
[授業内容]
教科書第２章を通読する。
人権について理解する。
[授業方法]
プリントと教科書で解説する
。
[授業内容]
権利擁護の関連法規について
理解する。

(復習：３時間)
日本国健保について、プリント、教科書第２章
の復習で理解を深める。
(予習：１時間)
権利擁護活動における民法との関連について予
習する。

[授業方法]
プリントと教科書で解説する
。
[授業内容]
権利擁護活動における関連法
規について理解する。

(復習：３時間)
契約、不法行為、親族、相続について理解を深め
る
(予習：１時間)
権利擁護活動における行政法との関連を予習す
る。

(復習：３時間)
[授業方法]
プリントと教科書で解説する 行政行為、行政事件、情報公開などについて復
習する。
。
(予習：１時間)
[授業内容]
児童虐待と権利擁護活動につ 児童虐待に関する新聞報道などを調べておく。
いて理解する。
(復習：３時間)
教科書第５章５節、第８章１節を読み直し理解
[授業方法]
プリントと教科書で解説する を深める。
。
(予習：１時間)
[授業内容]
障害者虐待と権利擁護活動に 障害者虐待に関する報道を調べる。
ついて理解する。
(復習：３時間)
教科書第５章、第７章３節を読み直し理解を深
[授業方法]
プリントと教科書で解説する める。
。
(予習：１時間)
[授業内容]
高齢者虐待と権利擁護活動に 高齢者虐待に関する報道を調べておく。
ついて理解する。
(復習：３時間)
教科書第５章、第７章１節、第８章２節をを再
[授業方法]
プリントと教科書で解説する 度読み返し理解を深める。
。
(予習：１時間)
[授業内容]
DV,、ホームレス問題に関する報道記事を調べ
DV、,ホームレス問題等につ
る。
いて理解する。
(復習：３時間)振り返り
[授業方法]
プリントと教科書で解説する 教科書第８章５節の内容を振り返り理解を深め
る。
。
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大井

大井

大井
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大井

13

大井

14

大井

(予習：２時間2
[授業内容]
権利擁護活動の事例について 権利擁護活動の実際について調べる。
理解する。
[授業方法]
ＤＶＤ視聴で事例を取り上げ
解説する。
[授業内容]
成年後見制度；後見について
理解する。
[授業方法]
プリントと教科書で解説する
。
[授業内容]
性ｓ年後見制度；保佐、補助
について理解する。

(復習：２時間)
ＤＶＤ視聴を振り返り理解を深める。
(予習：２時間)
成年後見の概要、成年後見人の役割について調
べる。
(復習：２時間)
教科書第２章１節を読み理解を深める。
(予習：２時間)
保佐・補助の概要について調べる。

(復習：２時間)
教科書第２章２節、３節、４節について読み直
[授業方法]
プリントと教科書で解説する し理解を深める。
。
(予習：２時間)
[授業内容]
成年後見制度；任意後見につ 任意後見について概要を調べる。
いて理解する。
[復習：２時間]
教科書第２章５節、６節、７節を読み直し理解
[授業方法]
プリントと教科書で解説する を深める。
。
(予習：２時間)
[]授業内容
成年後見制度；利用事例につ 利用事例について調べる。
いて理解する。
(復習：２時間）
ＤＶＤ視聴を振り返り理解を深める。
[授業方法]
ＤＶＤ視聴し解説する。
(予習：２時間)
[授業内容]
日常生活自立支援事業につい 日常生活自立支援事業の対象者について調べる
。
て理解する。
[復習：２時間]
[授業方法]
プリントと教科書で解説する 教科書第３章の振り返りで理解を深める。
。
定期試験(レポート)
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授業科目名
英語科目名

福祉行財政と福祉計画
Administration and Finance, and Plan for Welfare

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

4

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

川根

紀夫

授業概要
[授業全体の内容]
今日、少子高齢化、人口減少等人口動態の急激な変化が進展する中、財源問題など行政運営が課題となってい
る。
この授業では、市民一人一人が幸福を実感しながら生活できることを目標とする「行財政と福祉計画」につい
て学ぶ他、行政課題の具体的な事例を少人数のグループでディスカッションし、行政の課題について深め、社
会福祉の実施体制などを身に付ける。
[授業の位置づけ(学位授与方針に定められた知識・能力等との関連]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした教養」を身に付け
る。
[授業の到達目標]
福祉行政の実施体制、福祉行財政の動向、福祉行政における福祉計画の持つ意味について説明できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1.福祉行財政の実施体制、仕組が理解できている。(定期試験)
2.福祉行財政の課題が理解できている。(定期試験、レポート)
3.団体自治、住民自治の視点で福祉計画の特徴が理解できている。(定期試験)
4.グループワークでの取り組みや授業中での発言から授業に対する姿勢を評価(学習に対する評価)
[成績評価の方法]
レポート2回(20%)、定期試験(60%)、学習に対する姿勢(20%)
履修における留意事項
[履修要件]
特になし。
[履修上の注意]
「現代社会と福祉」の福祉政策の課題と論点について学んでいることが望ましい。
[課題(レポート等)に対するフィードバックの方法]
翌週の授業内でまとめて解説する。
[テキスト・参考書等]
下記1.は教科書として使用するので用意しておいてください。2.〜5.はすべて参考書で、授業の際の参考とな
る。資料はは授業内に配布する。
1.新・社会福祉士養成講座「福祉行財政と福祉計画」第5版 発行所中央法規出版 編集社会福祉士養成講座
編集委員会
2.スッキリわかる自治体財政のきほん 発行所学陽書房 著者武田正孝
3.新版行政ってなんだろう 発行所岩波書店(岩波ジュニア新書) 著者新藤宗幸
4.「分かち合い」の経済学 発行所岩波書店(岩波新書) 著者神野直彦
5.財政のしくみがわかる本 発行所岩波書店(岩波ジュニア新書) 著者神野直彦
連絡先とオフィスアワー
[連絡先]
担当：川根紀夫
E‑mail：nkawane@Juntendo.ac.jp
[オフィースアワー]
授業終了後に質問や相談に応じますが、できるだけ予約をお願いします。
備考
[学習時間]
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
[その他]
この科目は精神保健福祉士国家試験の資格取得に必要な必修科目として位置づけられている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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5

川根(以下同)

［授業内容］
テーマ：福祉行政の実施体制1
福祉行政における国(中央政
府)と地方公共団体(地方政府)
の関係や役割分担等について解
説する。
［授業方法］
行政機関の位置づけ、役割につ
いてプリントに沿って講義する
。
講義の後、少人数のグループで
行政機関の位置づけについてま
とめる。
[授業内容]
テーマ：福祉行政の実施体制2
福祉行政と地方議会、執行機
関、審議会の役割とそれぞれの
機能について紹介する。
[授業方法]
議会等と福祉行政の関係につい
てプリントに沿って講義する。
講義の後、少人数のグループで
議会と福祉行政の関係について
まとめる。
[授業内容]
テーマ：福祉行政の実施体制3
行政の経済である財政しくみ
から国の財政を例に、福祉行政
について解説する。
[授業方法]
国の財政についてプリントに沿
って講義する。
講義の後、少人数のグループで
国の財政の課題についてまとめ
る。
[授業内容]
テーマ：福祉行政の実施体制4
地方財政法に定められる地方
財政のしくみと福祉行政の関係
について解説する。
[授業方法]
地方の財政の動向についてプリ
ントに沿って講義する。
講義の後、少人数のグループで
国の財政の課題についてまとめ
る。
[授業内容]
テーマ：福祉行政の実施体制5
国と地方の財政関係について
解説し、福祉行財政の構造を紹
介する。
[授業方法]
財政から国と地方の関係につい
てプリントに沿って講義する。
講義の後、少人数のグループで
国と地方の財政関係についてま
とめる。
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(予習：2時間)
憲法13条、25条、89条、地方自治法1条、2条、20
2条、252条について目を通しておく。
教科書36ページから55ページを読み、要点をまと
めておく。
(復習：2時間)
授業資料、教科書を読み行政機関の位置づけを整
理する。

(予習：2時間)
地方自治法16条、社会福祉法7条、8条、精神保健
福祉法9条、児童福祉法8条について目を通してお
く。
(復習：2時間)
授業資料を読み議会と福祉行政の関係を整理する
。

(予習：2時間)
財務省のホームページで平成29年度予算の一般会
計歳入歳出の内訳と社会保障給付費について目を
通しておく。
教科書66ページから73ページを読み、要点をまと
めておく。
(復習：2時間)
授業資料、教科書を読み国の財政の課題を整理す
る。

(予習：2時間)
総務省のホームページで平成29年版地方財政白書
の地方公共団体の財政に目を通しておく。
教科書74ページから80ページを読み、要点をまと
めておく。
(復習：2時間)
授業資料、教科書を読み地方公共団体の財政の概
略を整理する。

(予習：2時間)
財務省のホームページで地方交付税の財源構成な
どについて調べておく。
教科書71ページから77ページを読み、要点をまと
めておく。
(復習：2時間)
講義個所を教科書で確認し、理解を深める。
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[授業内容]
テーマ：福祉行政の実施体制6
地方分権の意義と地方分権の
推進に伴う福祉行政の変遷につ
いて解説する。
[授業方法]
地方分権についてプリントに沿
って講義する。
講義の後、少人数のグループで
地方分権の課題についてまとめ
る。
[授業内容]
テーマ：福祉行財政の動向1
福祉行政の財源と「社会保障
と税の一体改革」の果たす役割
について解説する。
[授業方法]
社会保障と税の一体改革につい
てプリントに沿って講義する。
講義の後、少人数のグループで
この改革の意義についてまとめ
る。
[授業内容]
テーマ：福祉行財政の動向2
支援やサービスの実施に関わ
る福祉行政組織と専門職の役割
について解説する。
[授業方法]
福祉行政組織と専門職の役割に
ついてプリントに沿って講義す
る。
講義の後、少人数のグループで
社会発展と専門職の役割につい
てまとめる
[授業内容]
テーマ：福祉計画1
福祉行財政における福祉計画
の役割について地域福祉計画を
基に解説する。
[授業方法]
地域福祉計画についてプリント
に沿って講義する。
講義の後、少人数のグループで
地域福祉計画の概要についてま
とめる。
[授業内容]
テーマ：福祉計画2
福祉行財政における福祉計画
の役割について老人保健福祉計
画、介護保険計画を基に解説す
る。
[授業方法]
老人保健福祉計画、介護保険計
画についてプリントに沿って講
義する。
講義の後、少人数のグループで
この計画と高齢者の暮らしの関
係についてまとめる。
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(予習：2時間)
教科書21ページから24ページを読み36ページから
39ページ、51ページから52ページを読み、グルー
プワークに備えておく。
(復習：2時間)
授業資料、教科書を読み地方分権の意義を整理す
る。

(予習：2時間)
消費税の導入意図、使い方について財務省のホー
ムページで調べておく。
(復習：2時間)
授業資料を読み社会保障と税の関係を整理する。

(予習：2時間)
教科書90ページから105ページを読み、要点をま
とめておく。
(復習：2時間)
授業資料、教科書を読み行政組織と専門職の役割
について概略をつかむ。

(予習：2時間)
教科書25ページから33ページを読み、要点をまと
めておく。
(復習：2時間)
教科書245ページから257ページを読み地域福祉計
画の実際をつかむ。

(予習：2時間)
老人福祉法20条、介護保険法116条、117条、118
条に目を通しておく。
教科書66ページから73ページを読み、要点をまと
めておく。
(復習：2時間)
授業資料、教科書を読みこの計画と高齢者の暮ら
しの関係について整理する。
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[授業内容]
テーマ：福祉計画3
福祉行財政における福祉計画
の役割について地域における医
療及び介護の総合的な確保のた
めの事業の実施に関する計画を
基に解説する。
[授業方法]
地域における医療及び介護の総
合的な確保のための事業の実施
に関する計画についてプリント
に沿って講義する。
講義の後、少人数のグループで
地域包括ケアとこの計画の関係
についてまとめる。
[授業内容]
テーマ：福祉計画4
福祉行財政における福祉計画
の役割について障害者計画、障
害福祉計画を基に解説する。
[授業方法]
障害者計画、障害福祉計画につ
いてプリントに沿って講義する
。
講義の後、少人数のグループで
障害のある人の暮らしとこの計
画の関係についてまとめる。
[授業内容]
テーマ：福祉計画5
福祉行財政における福祉計画
の役割について、子ども子育て
支援事業計画、次世代育成支援
行動計画、市町村整備計画を基
に解説する。
[授業方法]
子ども子育て支援事業計画、次
世代育成支援行動計画、市町村
整備計画についてプリントに沿
って講義する。
講義の後、少人数のグループで
児童家庭福祉領域における施策
概要についてまとめる。
[授業内容]
テーマ：福祉計画6
福祉行財政における福祉計画
の役割について、医療計画、健
康増進計画を基に解説する。
[授業方法]
医療計画、健康増進計画につい
てプリントに沿って講義する。
講義の後、少人数のグループで
この計画と市民の暮らしの関係
についてまとめる。
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(予習：30分)
教科書31ページを読み、要点をまとめておく。
(復習：2時間30分)
授業資料を使い、自分で計画を作ってみる。

(予習：3時間)
教科書195ページから226ページを読み、要点をま
とめておく。
(復習：2時間)
授業資料、教科書を読み障害関係計画の特徴をつ
かむ。

(予習：3時間)
教科書225ページから244ページを読み、要点をま
とめておく。
(復習：1時間)
授業資料、教科書を読み、再度理解を深める。

(予習：2時間)
医療法30条、健康増進法8条に目を通し、その趣
旨についてまとめておく。
(復習：2時間)
授業資料を読み計画の概要を整理する。
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[授業内容]
テーマ：福祉計画7
福祉計画の策定における「制
度上の基準」と「独自基準」に
ついて解説し、評価方法を紹介
する。
[授業方法]
福祉計画の策定・評価について
プリントに沿って講義する。
講義の後、少人数のグループで
この行政計画である福祉計画と
暮らしの関係についてまとめる
。
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(予習：3時間)
教科書130ページから162ページを読み、要点をま
とめておく。
(復習：1時間)
授業資料を読み福祉計画の策定・評価について整
理する。

授業科目名
英語科目名

精神保健福祉援助技術総論
Psychiatric social work 1

授業形態
開講学期

講義
2018後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

四方田

清

授業概要
［授業全体の内容］
本講では、精神保健福祉士（PSW）はジェネリックソーシャルワーカーを基盤とするスペシフィックソーシ
ャルワーカーであり、対象となるクライエントへの関わりに必要な専門的知識と技術を紹介する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
精神障害者支援に必要な援助技術とその手法を概観し、具体的な援助展開を理解する。精神保健福祉士（PS
W）の実践的枠組みであるジェネリック・ソーシャルワークと、精神保健福祉分野という実践領域の特性を理
解し、精神保健福祉活動を行う際の多職種連携の意義と方法、PSWの役割について学び、特にクライエント（
当事者）とのコミュニケーション力を高め、健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得を目指す。
［授業の到達目標］
１．精神保健福祉相談援助の基盤をもとに、精神保健福祉分野における相談援助体系を理解できる。
２．精神保健福祉相談援助に係わる専門職の概念と範囲を理解できる。
３．具体的なソーシャルワーク実践と総合的、包括的な他職種連携、ネットワーク形成の技術と知識を理解
できる。
成績評価
［成績評価の基準］
１．講義形式で授業を行うため、教科書及び配付資料に対する理解度を期末レポート試験で評価する。
２．その他、学習意欲や態度も含め、授業内の小テストや課題で評価する。
［成績評価の方法］
レポート課題（50%）、授業態度・取り組む姿勢（50%）必要に応じ、グループ学習を積極的に取り入れ、授
業を展開する。また、授業に対する取り組みの姿勢も評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
本授業を履修する場合には、以下の科目を受講していることが望ましい。
精神保健学Ⅰ及びⅡ、社会福祉論Ⅰ及びⅡ
［試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法］
レポート課題に対して、必要に応じ評価のポイント等を指示し、解説する。
［テキスト・参考書］
テキストとしては使用はしないが、以下の参考書を中心に授業を行う。
新･精神保健福祉士養成講座3精神保健福祉援助技術の基盤（基礎･専門）（第2版）、中央法規出版、2015年,
その他、プリント等も配布予定であり、参考書は適宜紹介する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
E‑mail : k‑yomoda［at］juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
原則として、火曜、木曜14:40〜16:30（1号館4階1420精神保健福祉学研究室）
備考
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［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、精神保健福祉士国家試験受験資格取得に必要な科目として位置づけられています。よって
、この講義は、相談援助技術（ソーシャルワーク）の基本的な知識と技術を習得するためのものであり、対人
サービスに関わる職業には不可欠で、基盤となる科目と言えるため、関心を持って積極的に授業に臨んで欲し
い。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
四方田
［予習:3時間］
第1回
［授業内容］
相談援助活動の対象などについて、精神保健福祉
テーマ：
精神保健福祉分野における相談 の対象となるものについて、事前学習し理解を深
める。
援助の体系とその対象

第2回

第3回

四方田

四方田

精神保健福祉援助技術の対象な ［復習：1時間］
相談援助活動の対象などについて、改めて整理し
どについて理解する。
、具体的な対応について、検討してみる。
［授業方法］
スライド等を利用して行う。
［予習：3時間］
［授業内容］
精神保健福祉分野における相談 相談援助活動の目的と意義について、事後学習し
援助の体系とその目的と意義 テキストに記載あるキーワードについて、自身で
調べ、理解を深める。
精神保健福祉分野における相談
援助の体系の目的と意義につい ［復習：1時間］
て、具体的なキーワードを理解 相談援助活動に関わる具体的な事例を想定して、
さらに理解を深める。
する。
［授業方法］
スライドなどを利用して授業を
行う。
［授業内容］
テーマ：
精神保健福祉分野における相談
援助の体系として、相談援助の
現状

［予習：3時間］
相談援助活動の現状と今後の展開について、どん
な相談援助があるのかを事前学習し理解を深める
。具体的な事例を考察してみる。

［復習：1時間］
精神保健福祉分野における相談 相談援助の現実で出た実践的な事例を改めて検証
援助の体系としての相談援助の 、整理する。
現状、精神保健福祉士の役割に
ついて、理解する。

第4回

四方田

［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習:3時間］
［授業内容］
専門職とは何かをイメージして、専門職が行う相
テーマ：
談援助業務ついて、事前学習し理解を深める。
専門職の概念と範囲
相談援助に関わる専門職とは何 ［復習：1時間］
か、その具体的な構成項目など 精神保健福祉領域における専門職とは何かをノー
トにメモしておく。
について、理解する。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。

2155

第5回

第6回

第7回

四方田

四方田

四方田

［予習：3時間］
［授業内容］
精神保健福祉士の業務の範囲について、事前学習
テーマ：
精神保健福祉士とは、どんな専 し理解を深める。
門職なのか
［復習：1時間］
精神保健福祉士の歴史や全国組 精神保健福祉士について、わかったことを整理し
織、研修制度など、専門職とし て、福祉専門職としての意義を理解する。
ての意義を明確化し、理解する
。
［授業方法］
スライドを利用して授業を行う
。
［予習：3時間］
［授業内容］
専門職倫理とは何か、事前学習し理解を深める。
テーマ：
専門職倫理
［復習：1時間］
日本精神保健福祉士協会倫理綱 専門職としての倫理的ジレンマについて、自身の
領を題材に、専門職倫理につい 考えを整理する。
て、理解する。
［授業方法］
スライドを利用して授業を行う
。
［予習：3時間］
［授業内容］
ソーシャルワークと権利擁護の関係について、事
テーマ：
相談援助活動における権利擁護 前学習し理解を深める。
相談援助活動における権利擁護 ［復習：1時間］
の概念と範囲について、理解す 相談援助活動における権利擁護の範囲とその具体
的な内容について、整理する。
る。

第8回

第9回

四方田

四方田

［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
相談援助と権利擁護の必要性について、事前学習
テーマ：
権利擁護に関する新しい概念と で理解を深める。
その実践
［復習:1時間］
権利擁護活動の実践例を参考に 相談援助における権利擁護について、授業で学ん
、新たなソーシャルワーク実践 だことを整理しまとめる。
について、理解する。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習:3時間］
［授業内容］
精神保健福祉士の役割にはどんな事柄があるのか
テーマ：
相談援助活動における精神保健 を、箇条書きでよいので整理する。
保健福祉士の役割
［復習：1時間］
精神保健福祉士の役割と権利擁 精神保健福祉士の役割における権利擁護の視点に
護の位置づけと課題について、 ついて、整理しまとめる。
理解する。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
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第10回

第11回

第12回

第13回

四方田

四方田

四方田

四方田

［予習：3時間］
［授業内容］
総合的・包括的援助とはどんなことを意味するの
テーマ：
精神保健福祉活動と総合的・包 か、事前学習し理解を深める。
括的援助の機能とその概要
［復習：1時間］
精神保健福祉活動におけるソー ソーシャルワークにおける総合的･包括的援助の
シャルワークのあり方について 意義を自分の言葉で整理しておく。
、理解する。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
チームアプローチの意義と留意点について、各自
テーマ：
チームアプローチの意義と重要 事前学習し理解を深める。
性
［復習：1時間］
チームアプローチの意義と概要 チームアプローチの意義と留意点について、具体
的に振り返りまとめる。
について、理解する。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
チームアプローチの実際と機能について、事前学
テーマ：
習し理解を深める。
チームアプローチの実践例
視聴覚教材を使用して、チーム ［復習：1時間］
アプローチの実際を理解する。 視聴覚教材の感想を含め、リアクションペーパー
に記述して、整理する。
［授業方法］
視聴覚教材等を利用して授業を
行う。
［予習:3時間］
［授業内容］
他職種連携と精神保健福祉士について、事前学習
テーマ：
他職種連携と精神保健福祉士 し理解を深める。
多職種連携と精神保健福祉士に ［復習：1時間］
ついて、医療機関における実際 医療機関における他職種連携と精神保健福祉士に
ついて、整理まとめる。
を理解する。

第14回

四方田

［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
今までの授業内容を見直し、復習した上で、レポ
テーマ：
ート課題を考察する。
まとめ・定期試験
授業全体のまとめを行い、定期 ［復習：1時間］
試験としてレポート試験を課す 試験のふり返りを行う。
。
［授業方法］
授業のふり返りとレポート試験
の実施。
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授業科目名
英語科目名

ソーシャルワーク論
Theory on social work

授業形態
開講学期

講義
2018前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

四方田

清

授業概要
［授業全体の内容］
精神保健福祉の相談援助にかかわる専門職としての精神保健福祉士（PSW）を捉え、拡大する精神保健福祉
問題に対応す
るためのPSWの活動の場をについても解説する。さらに専門職倫理とPSWの倫理綱領を理解し、精神保健福祉援
助技術実践特有の倫理的ジレンマとその対処方法について紹介する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
PSWの実践枠組みでもあるジェネラリスト･ソーシャルワークと、精神保健福祉分野という実践領域の特性を
理解し、精神保健福祉活動を行う際の多職種連携の意義と方法、PSWの役割について学び、特にクライエント
（当事者）とのコミュニケーション力を高め、健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得を目指す。
［授業の到達目標］
わが国の精神保健福祉（精神障害者福祉）の現状を踏まえ、精神保健福祉（精神障害者福祉）の相談援助の
概念と範囲について、精神障害者やその家族に対するより実践的な支援のあり方についての理解を深める。
1．精神保健福祉士の担う役割と機能、相談援助の定義や理念を理解できる。
2．相談援助技術における形成過程、体系、精神保健福祉士と他の専門職種の概念と範囲を理解できる。
3．精神保健福祉士も含む多職種連携など、ソーシャルワーク実践に不可欠な技能と知識を理解できる。
成績評価
［成績評価の基準］
１．講義形式で授業を行うため、教科書及び配付資料に対する理解度を期末レポート試験で評価する。
２．その他、学習意欲や態度も含め、授業内の小テストや課題で評価する。
［成績評価の方法］
レポート課題（50%）、授業態度・取り組む姿勢（50%）必要に応じ、グループ学習を積極的に取り入れ、授
業を展開する。また、授業に対する取り組みの姿勢も評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
本科目を履修する場合、次に掲げる科目を受講していることが望ましい。
精神保健学Ⅰ及びⅡ、社会福祉論Ⅰ及びⅡ
［試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法］
レポート課題について、必要に応じ評価のポイントを指示し、解説する。
［テキスト・参考書］
テキストとしては使用はしないが、以下の参考書を中心に授業を行う。
新･精神保健福祉士養成講座3精神保健福祉援助技術の基盤（基礎･専門）（第2版）、中央法規出版、2015年,
その他、プリント等も配布予定であり、参考書は適宜紹介する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：四方田清
E‑mail : k‑yomoda［at］juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
原則として、火曜、木曜14:40〜16:30（1号館4階1420精神保健福祉学研究室）
備考
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［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学修60時間の計90時間の学修を
必要とする内容を持って構成する。
［その他］
この授業科目は、精神保健福祉士国家試験受験資格取得に必要な科目として位置付けられています。また、
この講義は、相談援助技術（ソーシャルワーク）の基本的な知識と技能を習得するためのものであり、対人サ
ービスに関わる職業には不可欠であり、さらに基盤となる科目と言えるため、関心を持って積極的に授業に臨
んで欲しい。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
四方田
［予習：3時間］
第1回
［授業内容］
精神保健福祉制度創設にいたる背景と経過、精神
テーマ：
精神保健福祉士の役割と意義 保健福祉士の位置付けなどについて、事前学習し
理解を深める。
精神保健福祉士資格制度化の経
過から専門性などについて、理 ［復習：1時間］
講義で説明のあった精神保健福祉士の役割機能を
解する。
改めてノートに整理する。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
四方田
［予習：3時間］
第2回
［授業内容］
精神保健福祉士の専門性について、事前学習し理
テーマ：
解を深める。
精神保健福祉士の専門性
精神保健福祉士の専門性につい ［復習：1時間］
て、具体的な実例から理解する 精神保健福祉士の専門性について、具体的な機能
別に分類し整理し、まとめる。
。

第3回

四方田

［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習:3時間］
［授業内容］
社会福祉士の専門性と精神保健福祉士との協働に
テーマ：
ついて、事前学習し理解を深める。
社会福祉士の役割と意義
社会福祉の専門職である社会福 ［復習：1時間］
祉士について、精神保健福祉士 福祉専門職として求められる機能について、考え
との違いも含めて理解する。 てみる。

第4回

四方田

［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
相談援助（ソーシャルワーク）の定義について、
テーマ：
事前学習し理解を深める。
相談援助の定義と理念
相談援助の定義と理念について ［復習：1時間］
、ソーシャルワーク実践を踏ま 相談援助の実際と課題について、整理まとめてお
く。
え、理解する。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
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第5回

第6回

第7回

四方田

四方田

四方田

［予習：3時間］
［授業内容］
相談援助活動（ソーシャルワーク実践）の価値と
テーマ：
相談援助の価値と理念の枠組み 理念について、事前学習し理解を深める。
相談援助の価値と理念について ［復習：1時間］
、様々な観点から、考察し理解 相談援助活動（ソーシャルワーク実践）の価値と
理念について、様々な概念があることを理解し、
する。
特に必要な価値について考察する。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
ソーシャルワークとは何か、事前学習し理解を深
テーマ：
める。
ソーシャルワークの概要
ソーシャルワークの概要につい ［復習：1時間］
ソーシャルワーク実践における注意点について、
て、理解する。
まとめておく。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
ソーシャルワークの実践について、具体的な方法
テーマ：
論を事前学習し理解を深める。
ソーシャルワークの原則
ソーシャルワークの原則につい ［復習：1時間］
て、バイスティックの7原則を バイスティックの7原則の中から、ひとつを選び
、何故重要かをまとめてみる。
中心に理解する。

第8回

四方田

［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
ソーシャルワーク実践について、過程やプロセス
テーマ：
ソーシャルワーク実践の実際 を確認し、事前学習として理解する。
ソーシャルワーク実践の事例に ［復習：1時間］
ついて、その対応をディスカッ 具体的な事例を検討した感想をノートに記録して
おく。
ションを通じて理解する。

第9回

四方田

［授業方法］
スライド等を利用し、解説する
。また、グループディスカッシ
ョンを実施する。
［予習:3時間］
［授業内容］
グループワークとは何か、事前に調べ整理してお
テーマ：
く。
グループワークの概要。
グループワークの原則、実践の ［復習：1時間］
種類などについて、理解する。 グループワーク実践とその目的や注意事項などに
ついて、改めて、整理し理解する。
［授業方法］
スライド等を通じて授業を行う
。
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第10回

第11回

四方田

四方田

［予習：3時間］
グループワークとは何か、事前学習し理解を深め
る。

［授業内容］
テーマ：
グループワークの原則

グループワークの原則について ［復習1時間］
、コノプカのグループワークの コノプカのグループワークの原則に中で重要と思
われるものを選択しその理由をノートに記載しま
原則を中心に理解する。
とめておく。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
精神科医療機関におけるグループワークについて
テーマ：
、事前学習し理解を深める。
グループワークの実践例
グループワークの実践例（精神 ［復習：1時間］
科デイケアなど）について、理 精神科デイケア以外のグループワークについて、
調べてみる。
解する。

第12回

第13回

四方田

四方田

［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
コミュニティワーク（地域援助技術）について、
テーマ：
コミュニティワーク（地域援助 事前学習し理解を深める。
技術）
［復習：1時間］
コミュニティワーク（地域援助 コミュニティワーク（地域援助技術）の重要性に
技術）の必要性について、理解 ついて、具体的な例を考え、その理由をノートに
記述する。
する。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習:3時間］
［授業内容］
コミュニティワーク（地域援助技術）の実践とは
テーマ：
、どんなものか考え、事前学習し理解を深める。
コミュニティワークの実践
コミュニティワーク（地域援助
技術）の実践について、精神保
健福祉士の関わり、役割につい
て、理解する。

第14回

四方田

［復習：1時間］
コミュニティワーク（地域援助技術）の実践につ
いて、精神保健福祉士が取るべき役割について、
整理し、特に課題についてノートに記述する。

［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
今までの授業内容を見直し、復習した上で、レポ
テーマ：
ート課題を考察する。
まとめ･定期試験
授業全体のまとめを行い、定期 ［復習：1時間］
試験としてレポート試験を課す レポート課題（試験）のふり返りを行う。
。
［授業方法］
レポート試験の実施
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授業科目名
英語科目名

ソーシャルワーク演習
Social work practice

授業形態
開講学期

演習
後期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 四方田 清
科目担当者
松山毅
授業概要
授業の目的
精神障害者の日常生活支援や精神科医療サービスの利用など精神障害者支援にかかわる基本的な技術や技能習
得のための学習方法を学ぶ。
授業の内容
ソーシャルワーク演習は、精神保健福祉士などの相談援助や支援を業務とする支援者にとって必要となる、基
本的な倫理やコミュニケーション技法について学ぶ。
到達目標
精神保健福祉士の問題解決能力を高め、専門知識に習熟し、価値や態度を身につけ、援助の視点と技術を習得
する。精神保健福祉士の対応として、柔軟性、創造性、判断力を身につけることを目標とする。
成績評価
成績評価方法
レポート課題50%，授業態度・取り組む姿勢50%
成績評価基準
レポート，グループ学習を積極的に取り入れ、授業に対する取り組みの姿勢も評価に勘案する
履修における留意事項
履修要件
この科目は精神保健福祉士受験資格取を考えている学生（取得予定も含む）
（参考文献）
新･精神保健福祉養成講座8精神保健福祉援助演習（基礎･専門）：中央法規出版
連絡先とオフィスアワー
松山毅
E‑mail;tmatsuya[at]juntendo.ac.jp （[at]は＠に変更してください）
オフィスアワー
火曜2限 金曜3限 1号館4階1422研究室
備考
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
松山(以下同様） 演習方法
1
演習方法
演習方法
演習方法
演習方法
利用者の理解と基本対応
利用者の理解と対応
利用者の理解と対応
利用者の理解と対応
援助技術の習得
援助技術の習得
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などの他、適宜指示する

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
精神保健福祉士養成における演習の意義と位置付
けについて、事後学習し理解を深めること。
演習の目標と内容について、事後学習し理解を深
めること。
演習を視聴覚教材や体験談、ロールプレイなどに
ついて、事後学習し理解を深めること。
演習をグループ討論やプレゼンテーションについ
て、事後学習し理解を深めること。
情報収集と情報整理について、事後学習し理解を
深めること。
自己理解と他者理解について、事後学習し理解を
深めること。
専門職の価値と倫理について、事後学習し理解を
深めること。
利用者理解の実技について、事後学習し理解を深
めること。
援助関係形成の実技について、事後学習し理解を
深めること
面接技術（個別相談援助技術）について、事後学
習し理解を深めること。
面接技術（集団相談援助技術）について、事後学
習し理解を深めること。

記録の技術について、事後学習し理解を深めるこ
と。
チームアプローチの技術について、事後学習し理
解を深めること。
援助技術の実際について、事後学習し理解を深め
ること。

援助技術の習得
援助技術の習得
援助技術の習得
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授業科目名
英語科目名

障害者福祉論
Welfare for the handicapped

授業形態
開講学期

講義、演習
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 鎌田 大輔
科目担当者
鎌田 大輔
授業概要
[授業全体の内容]
障害者の生活実態の把握（障害者数、種別ごとの障害者数、住居形態、経済的実態、就労など）、福祉需要の
実態の把握（どれだけの人がどれだけの支援を必要としているか等）、障害者福祉制度、障害者総合支援法、
障害者関連施策、障害児・者福祉サービスを含めた社会資源、地域、行政、医療機関等を含めた関連機関、関
係職種との連携、障害児・者を中心、障害児・者主体のケアマネジメント、障害者福祉の現状・実情等理解し
、具体的な支援のあり方、方法について学んでいく。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活力活用」を身に付けるための科目の一つ
として開講される。
［授業の到達目標］
1.障害者の生活実態、福祉需要の実態を把握し、説明することができる。
2.障害者福祉制度、障害者総合支援法、障害者関連施策について説明することができる。
3.障害児・者福祉サービスを含めた社会資源等を理解し、活用することができる。
4.障害児・者の個別性を理解し、障害児・者主体のケアマネジメント、具体的な支援方法を検討できるように
なる。
成績評価
[成績評価の基準］
1.障害児・者の生活実態、福祉需要の実態を理解できている（定期試験）。
2.障害者福祉制度、障害者総合支援法、障害者関連施策について理解できている（定期試験）。
3.障害児・者福祉サービスを含めた社会資源を理解し、活用方法について理解できている（定期試験）。
4.障害児・者の個別性を理解し、障害児・者主体のケアマネジメント、具体的な支援方法を述べることができ
る（定期試験、レポート）。
5.授業中の発言や予習・復習の取り組み状況、出席回数によって受講態度を評価する（平常点）。
［成績評価の方法］
平常点（20%）、課題レポート（20%）、定期試験（60%）を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
他の福祉系科目を受講していることが望ましい。
[履修上の注意（科目独自のルール]
授業中に理由なく退出し、戻らない場合は出欠確認後であっても欠席扱いとする。
［課題（試験やレポート等に対するフィードバックの方法］
課題レポートは翌週の授業で解説を行う。定期試験後には要望があれば個別に開設や指導を行う。
［テキスト・参考書等］
新・社会福祉士養成講座14 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
参考書については適宜提示する。
連絡先とオフィスアワー
[連絡先]
担当：鎌田 大輔
E‑mail:
d‑kamata[at]juntendo.ac.jp（[at]を@に変更してください）

中央法規

[オフィスアワー]
日時：前期の金曜日 時間は適宜。
基本、授業時間前後しか対応できませんので、前もって連絡をしてください。
備考
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[学修時間]
この授業は半期2単位の科目です。授業時間25時間と準備学習55時間の計80時間の学習を必要てします。
［その他］
この授業科目は、精神保健福祉士受験資格取得の必須科目です。少人数の授業なので、教員・学生間のコミュ
ニケーションを大切にします。毎回、授業の終わりに質問を書いてもらい、次の授業のはじめに回答と解説を
します。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
鎌田
（予習：1時間）
1
[授業内容]
障害児・者の生活実態、ICFの 障害者の生活実態、ICFについて教科書に目を通
しておく。
考え方について解説する。

2

3

4

5

6

鎌田

鎌田

鎌田

鎌田

鎌田

[授業方法]
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
[授業内容]
障害者にかかわる法体系1とし
て障害者基本法について解説す
る。
[授業方法]
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
[授業内容]
障害者にかかわる法体系2 身
体障害者福祉法、知的障害者福
祉法、精神保健福祉法、発達障
害者支援法について解説する。
[授業方法]
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
[授業内容]
障害者に関わる法体系3として
障害者虐待防止法、差別解消法
等について解説する。
[授業方法]
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
[授業内容]
障害者総合支援法の概要と自立
支援給付について解説する。
[授業方法]
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
[授業内容]
障害者総合支援法の障害福祉サ
ービスの支給決定のプロセス等
について解説する。

（復習：2時間）
上記についての理解の定着を行う。
（予習：2時間）
国の障害者制度の発展過程を事前に学習しておく
。
（復習：2時間）
障害者基本法の概要と歴史的変遷について復習す
る。
（予習：2時間）
身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健
福祉法、発達障害者支援法について事前に学習し
ておく。
（復習：2時間）
身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健
福祉法、発達障害者支援法についての理解の定着
を行う。
（予習：2時間）
障害者虐待防止法、差別解消法、障害者雇用促進
法等の概要に目を通しておく。
（復習：2時間）
障害者虐待防止法、差別解消法、障害者雇用促進
法等の概要の理解の定着を行う。
（予習：2時間）
障害者総合支援法及びそれ以前の法律について調
べておく。
（復習：2時間）
障害者総合支援法に至るまでのプロセスと総合支
援法の概要の理解の定着を行う。
（予習：2時間）
障害者総合支援法の障害福祉サービスの支給決定
のプロセス等について調べておく。

（復習：2時間）
障害者総合支援法の障害福祉サービスの支給決定
[授業方法]
プリントとスライドを用いて講 のプロセス等についての理解の定着を行う。
義を進める。
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7

鎌田

8

鎌田

9

鎌田

10

鎌田

11

鎌田

12

13

（予習：2時間）
[授業内容]
自立支援医療費、補装具費につ 自立支援医療費、補装具費について調べておく。
いて解説する。
（復習：2時間）
自立支援医療費、補装具費についての理解の定着
[授業方法]
プリントとスライドを用いて講 を行う。利用手続きの違いについて確認する。
義を進める。
（予習：2時間）
[授業内容]
地域生活支援事業、障害福祉計 地域生活支援事業、障害福祉計画について調べて
おく。
画について解説する。
（復習：2時間）
[授業方法]
プリントとスライドを用いて講 地域生活支援事業、障害福祉計画についての理解
の定着を行う。市町村と都道府県事業の違いを確
義を進める。
認する。
（予習：2時間）
[授業内容]
苦情解決、審査請求、障害者自 苦情解決、審査請求について、その方法を調べる
立支援制度と介護保険制度の関 。障害者自立支援制度と介護保険制度の関係につ
いて調べる。
係について解説する。
（復習：2時間）
[授業方法]
プリントとスライドを用いて講 苦情解決、審査請求の方法と運営適正化委員会の
役割を確認す。、障害者自立支援制度と介護保険
義を進める。
制度の関係についての理解の定着を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
障害児支援、障害者（18歳以上 障害児支援について調べる。
）との違いについて解説する。
（復習：2時間）
障害児支援、障害児福祉施策についての理解の定
[授業方法]
プリントとスライドを用いて講 着を行う。障害者（大人）との違いについて確認
する。
義を進める。
（予習：2時間）
[授業内容]
行政機関の役割、行政機関と福 市町村、都道府県、国の役割について調べておく
祉の関わりについて解説する。 。

鎌田

[授業方法]
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
[授業内容]
労働機関、教育機関の役割、福
祉との関わりについて解説する
。

鎌田

[授業方法]
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
[授業内容]
障害者総合支援法における専門
職と各専門員の実際について解
説する。

（復習：2時間）
市町村、都道府県、国、それぞれの役割の違いを
確認する。
（予習：2時間）
障害者就労、教育と福祉の関係について調べてお
く。
（復習：2時間）
労働機関、教育機関と福祉の関わりについての理
解の定着を行う。
（予習：2時間）
障害者相互支援法における専門職の概要と各専門
員の役割について調べておく。

（復習：2時間）
各専門職とソーシャルワーク、相談支援専門員、
[授業方法]
プリントとスライドを用いて講 サービス管理責任者、生活支援員、居宅介護従事
者の役割と実際についての理解の定着を行う。
義を進める。
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鎌田

（予習：2時間）
[授業内容]
関係機関、職種間の連携とネッ 食種、関係機関、分野間の連携など連携の在り方
トワークについて解説する。 について調べる。
（復習：2時間）
[授業方法]
プリントとスライドを用いて講 多職種、多機関連携の必要性、ネットワークの作
成、PDCAサイクルについての理解の定着を行う。
義を進める。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

精神保健福祉論
Welfare on mental health

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

鈴木

孝典

授業概要
［授業全体の内容］
本授業では、精神保健福福祉領域において、人の持つ価値を基盤に据え、精神障害者支援に関する知識と技術
をこの授業を通じて理解することが重要であることを学ぶ。精神障害者支援において、まず、精神保健福祉に
関する歴史を踏まえ、わが国における精神障害者の生活支援システムを具体的に理解した上で、精神保健福祉
の今後のあり方を検証する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識･能力等との関連）］
精神障害者の抱える様々な生活課題を克服できるよう、精神保健福祉士が学ぶべき基本的な対人調整力やコミ
ュニケーション力を身につけることが求められる。そのため、本講では、社会福祉専門職として必要な精神保
健福祉関連制度やサービス、生活支援のあり方について、健康支援についての専門知識と実践的技能の習得を
目指す。
［授業の達成目標］
１．精神障害者が地域社会で生きていくために必要な日常生活支援システムが理解できる。
２．障害の概念（特に精神障害の障害特性）が理解できる。
３．精神障害者の生活実態と支援システムが理解できる。
４．精神障害者の人権が理解できる。
５．居住支援及び就労支援と雇用の実態について理解できる。
６．行政における相談援助システムと精神保健福祉士の役割が理解できる。
７．授業で得た知識を応用し、精神障害者の生活支援システムのあり方を考察することができる。
成績評価
［成績評価の基準］
１．精神障害者の地域生活支援システムの構成要素を理解している（グループ学習課題）
２．障害の概念（特に精神障害の障害特性）をICFの相互作用モデルによって論理的に説明できる（グループ
学習課題）
３．精神障害者の生活実態、生活課題を分析、考察し、その課題に対応した支援システムを構想することがで
きる
（グループ学習課題）
４．精神障害者の人権を理解している（グループ学習課題）。
５．精神障害者の居住支援及び就労支援と雇用に関する実態と課題を分析、考察し、その課題に対応した方策
を構想することが
できる（グループ学習課題）
６．行政における相談援助システムと精神保健福祉士の役割を理解している（小テスト）
７．授業中の発言やグループ学習への取組状況によって受講態度を評価する（平常点）
８．授業で得た知識を応用し、精神障害者の生活支援システムの今後のあり方を論じることができる（期末レ
ポート試験）
［成績評価の方法］
期末レポート試験（40%）、グループ学習への取組みとその成果（40%）、学習意欲や態度を評価するための小
テスト等（20%）の割合で評価します。
履修における留意事項
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［履修要件］
本授業を受講する者は、以下の科目を受講していることが望ましい。
精神保健学Ⅰ及びⅡ、社会福祉論Ⅰ及びⅡ、精神医学、障害者福祉論、精神保健福祉制度論、ソーシャルワー
ク論及び精神保 健福祉援助技術総論、ソーシャルワーク演習、社会保障論Ⅰ及びⅡ、公的扶助論
［課題（試験やレポート）に対するフィードバックの方法］
レポート課題については、その都度、必要に応じ評価のポイントを提示し、解説する。
［テキスト・参考書］
テキストとしては使用はしないが、以下の参考書を中心に授業を行う。
新･精神保健福祉士養成講座6精神保健福祉に関する制度とサービス（第6版）：中央法規出版（2018年）、
新･精神保健福祉士養成講座7精神障害者の生活支援システム（第3版）：中央法規出版（2018年）、
その他、プリント等も配布予定であり、参考書は適宜紹介する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
E‑MAIL : t‑suzuki［at］cc.u‑kochi.ac.jp
※［at］を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
別途、案内します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学修60時間の計90時間の学修を必
要とする内容を持って構成する。
［その他］
この授業科目は、精神保健福祉士国家試験受験資格取得に必要な科目として位置付けられています。また、こ
の講義は、相談援助技術（ソーシャルワーク）の基本的な知識と技能を習得するためのものであり、対人サー
ビスに関わる職業には不可欠であり、さらに基盤となる科目と言えるため、関心を持って積極的に授業に臨ん
で欲しい。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
鈴木(孝)
［予習:3時間］
第1回
［授業内容］
事前学習として、この授業で学ぶべき、項目の確
テーマ：
認と、関心領域についてまとめておく。
オリエンテーション
授業概要を説明し、授業受講に
［復習：1時間］
必要な事項を解説する。
この授業で学ぶ内容をシラバスで確認し、今一度
理解する。また、精神保健福祉制度論の概要を見
［授業方法］
授業概要と参考文献などを紹介 直す。
する。
鈴木(孝)
［予習：3時間］
第2回
［授業内容］
障害者基本法に規定された障害者の概念について
テーマ：
障害概念（その1）と精神障害 、事前学習し理解する。
者
［復習：1時間］
障害概念を障害者基本法などの 障害者基本法に規定される精神障害者とは、どう
いう状況にある人なのか、整理しまとめておく。
視点から理解する。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
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第3回

第4回

第5回

鈴木(孝)

鈴木(孝)

鈴木(孝)

［予習：3時間］
［授業内容］
国際生活機能分類（ＩＣＦ）とは何なのか、何の
テーマ：
障害概念（その2）と精神障害 ために必要なのかを事前学習し理解する。
者
［復習：1時間］
障害概念を国際生活機能分類な 国際生活機能分類（ＩＣＦ）から見た精神障害者
について、整理しまとめておく。
どの視点から理解する。
［授業方法］
スライド・アクティブラーニン
グを取り入れ授業を行う。
［予習:3時間］
［授業内容］
精神障害者について、文献等を利用し事前学習し
テーマ：
精神障害者とは何か、精神保健 理解する。
福祉法の定義
［復習：1時間］
精神保健福祉法について、精神 精神障害者について、授業で使用した文献や資料
保健福祉法詳解などから定義に を用いて、しっかり理解する。
ついて理解する。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
精神障害者の障害特性について、自身の持ってい
テーマ：
るイメージも踏まえ、事前学習し理解する。
精神障害者の障害特性
精神障害者の障害特性について ［復習：1時間］
、様々な観点から考察し理解す 精神障害者の障害特性から見た障害者支援の重要
性を整理理解する。
る。

第6回

鈴木(孝)

［授業方法］
スライド・アクティブラーニン
グを取り入れ授業を行う。
［予習:3時間］
［授業内容］
精神障害者の現状と生活の困難性について、事前
テーマ：
精神障害者の現状と生活実態 学習し理解する。
精神障害者の現状と生活実態に ［復習：1時間］
ついて、様々な資料、視聴覚教 精神障害者の現状と生活の困難性とその支援につ
いて、具体的にまとめておく。
材等を活用し、理解する。

第7回

鈴木(孝)

［授業方法］
スライド・アクティブラーニン
グを取り入れ授業を行う。
［予習：3時間］
［授業内容］
精神障害者家族会、家族の実態について、事前学
テーマ：
精神障害者のその家族の実態と 習し理解する。
支援
［復習：1時間］
精神障害者家族に対する各種の 実態把握ができたところで、では、どんな支援が
ニーズ調査を中心に、家族のお 必要なのかを考察し、リアクションペーパーに記
述する。
かれた現状を理解する。
［授業方法］
スライド・アクティブラーニン
グを取り入れ授業を行う。
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第8回

第9回

第10回

第11回

鈴木(孝)

鈴木(孝)

鈴木(孝)

鈴木(孝)

［予習:3時間］
［授業内容］
先進的な国々での精神障害者の生活支援について
テーマ：
諸外国における精神障害者の生 、事前学習し理解する。
活支援システム
［予習:1時間］
諸外国における精神障害者の支 諸外国と比較した後、今後わが国で必要な支援シ
援システムを学ぶことはとても ステムについて、具体的に考察する。
有益である。わが国の支援シス
テムと比較し理解する。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［予習：3時間］
［授業内容］
精神障害者の生活と人権（偏見や差別）について
テーマ：
、具体的なイメージを持ち、事前学習し理解する
精神障害者の生活と人権
。
ノーマライゼーションの理念に
基づく支援システム、共生社会 ［復習：1時間］
の構築、偏見と差別など、授業 地域生活支援システムの具体案を考察し、ノート
内でグループワークを取り入れ に記述する。
、ディスカッションを行う。
［授業方法］
スライド・アクティブラーニン
グを取り入れ授業を行う。
［予習：3時間］
［授業内容］
精神障害者の生活支援システムについて、事前学
テーマ：
精神障害者の社会生活と支援シ 習し理解する。
ステム
［復習：1時間］
精神障害者の生活支援ピアサポ 生活者として精神障害者支援を考え、ソーシャル
ート、クライシスケアなど）に サポートとしてできる具体的な支援のためのプラ
ついて、生活者の視点から理解 ンを策定してみる。
する。
［授業方法］
スライド・アクティブラーニン
グを取り入れ授業を行う。
［予習:3時間］
［授業内容］
精神障害者の居住支援について、事前学習し理解
テーマ：
する。
精神障害者の居住支援
精神障害者の居住支援について ［復習：1時間］
、地域移行支援の観点から理解 精神障害者の居住支援について、今後整備すべき
施策を具体的に考えてみる。
する。
［授業方法］
スライド・アクティブラーニン
グを取り入れ授業を行う。
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第12回

鈴木(孝)

［予習:3時間］
精神障害者の就労支援について、事前学習し理解
する。

［授業内容］
テーマ：
精神障害者の就労支援

精神障害者の就労支援について ［復習：1時間］
、制度の変遷などから理解する 精神障害者の就労支援について、精神保健福祉士
が行う具体的な施策を考えてみる。
。

第13回

第14回

鈴木(孝)

鈴木(孝)

［授業方法］
スライド・アクティブラーニン
グを取り入れ授業を行う。
［予習：3時間］
［授業内容］
精神障害者に対する行政機関等の相談援助につい
テーマ：
行政における相談援助システム て、事前学習し理解する。
の現状と課題
［復習:1時間］
国、県、市町村などの持つ行政 行政が担う役割と精神保健福祉士に期待される事
の役割と精神障害者支援の役割 項を考察し記述する。
棲み分けなどについて、理解す
る。
［授業方法］
スライド等を利用して授業を行
う。
［授業内容］
テーマ：
授業全体の振り返り−精神障害
者の生活支援システムの将来像
の展望

［予習３時間］
今までの授業内容を見直し、復習した上で、精神
障害者の生活支援システムの今後のあり方につい
て、論理的に考察する。

［復習１時間］
授業全体のまとめを行い、精神 ふり返りと問題課題の整理を行う。
障害者の生活支援システムの今
後のあり方について議論する。
［授業方法］
スライド及びこれまでのグルー
プ学習課題の成果物を利用して
授業を行う。
レポート試験
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授業科目名
英語科目名

精神保健福祉援助実習指導Ⅰ
Psychiatric social work 1: Practice

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

3

単位数

1.0

科目責任者 四方田 清
科目担当者
松山毅
授業概要
授業の目的
精神保健福祉士（PSW）が学ぶべき、精神障害者の抱える生活問題や社会問題の解決、社会参加に向けての
支援活動を通じ、その人らしいライフスタイル獲得の過程と支援について理解する。
授業の概要
本授業では精神障害者の置かれている様々な状況を理解しながら、ソーシャルワーク理論をもとに精神保健
福祉援助演習の意義と目的、具体的な支援や援助方法などを紹介する。
授業の到達目標
1.ソーシャルワークの価値や理念について、実際の援助場面でどう生かすかを体験的に理解できる。
2.ソーシャルワークの基本的な技術の習得、クライエントに対する支援の方法･技術を具体的な場面で活用の
仕方を理解す る。
3.グループ学習を通じ、ロールプレイング、事例研究、演習問題にかかわるディスカッション等で理解を深め
る。
学生に望むこと
本講義では、今まで学んだケースワーク実践（実習等）に向けた基本的な支援･援助の方法を学ぶことにな
るため、精神保健福祉援助実習が円滑に進むよう関心を持ち、積極的に授業に取り組んで欲しい。
成績評価
（成績評価方法）
レポート課題（50%），授業態度・取り組む姿勢（50%）、特にグループ学習を積極的に取り入れ、授業に対す
る取り組みの姿勢を評価する。
（成績評価基準）
１．精神保健福祉援助実習に必要な基礎的な知識が習得できているか評価する。
２．医療、地域、行政の各実習機関の概要と役割を理解できているか評価する。
３．各実習機関でクライエントとの関わりについて、具体的な対応ができるか評価する。
４．精神保健福祉士の役割･機能を理解できているか評価する。
履修における留意事項
（受講条件）
以下の科目を受講していることが望ましい。
精神保健学Ⅰ及びⅡ、社会福祉論Ⅰ及びⅡ、精神医学、障害者福祉論、精神保健福祉制度論、ソーシャルワ
ーク論及び精神保健福祉援助技術総論、ソーシャルワーク演習、社会保障論Ⅰ及びⅡ、公的扶助論
（試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法）
レポート課題について、必要に応じ評価のポイントを提示し、解説する。
（テキスト・参考書）
新･精神保健福祉士養成講座9精神保健福祉援助実習指導･実習（第2版）：中央法規出版 などの他、適宜指示
する
連絡先とオフィスアワー
原則として、火曜・木曜14:40〜16:30（1号館4階1420精神保健福祉学研究室）
四方田清
E‑mail;k‑yomoda@juntendo.ac.jp
松山毅
E‑mail;tmatsuya@juntendo.ac.jp
備考
この科目は精神保健福祉士受験資格取得希望者を対象とした科目です。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
四方田・松山(以 オリエンテーション
【予習：2時間】
1
下同じ）
精神保健福祉士になる目的を事前学習としてまと
めておくこと【復習：2時間】
精神保健福祉士の役割機能について、整理しまと
める
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2

実習生に自己覚知について

3

実習における対応困難事例につ
いて（１）

4

実習における対応困難事例につ
いて（2）

5

実習計画書の書き方について

6

実習記録について

7

実習計画の発表と討論（1）

8

実習計画の発表と討論（2）

9

実習計画の発表と討論（3）

10

精神科医療機関・行政機関の現
状と課題

11

地域生活・地域移行支援の現状
と課題

12

精神障害者の現状と課題
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【予習：2時間】
自己覚知とは何か、ということについて事前学習
としてまとめておくこと【復習：2時間】
自己覚知をテーマに、精神保健福祉士の役割機能
について、整理しまとめる
【予習：2時間】
精神障害者に関する事例について、インターネッ
ト等を利用して、事前学習としてまとめておくこ
と
【復習：2時間】
事例から学んだことについて、整理しまとめる
【予習：2時間】
精神障害者に関する事例について、インターネッ
ト等を利用して、事前学習としてまとめておくこ
と
【復習：2時間】
事例から学んだことについて、整理しまとめる
【予習：2時間】
実習計画書について、事前学習としてまとめてお
くこと
【復習：2時間】
実習計画書について、整理しまとめる
【予習：2時間】
実習記録について、事前学習としてまとめておく
こと
【復習：2時間】
実習記録についてについて、整理しまとめる
【予習：2時間】
実習計画について、事前学習としてまとめておく
こと
【復習：2時間】
実習計画について、整理しまとめる
【予習：2時間】
実習計画について、事前学習としてまとめておく
こと【復習：2時間】
実習計画について、整理しまとめる
【予習：2時間】
実習計画について、事前学習としてまとめておく
こと
【復習：2時間】
実習計画について、整理しまとめる
【予習：2時間】
精神科医療機関と行政機関について、事前学習と
してまとめておくこと
【復習：2時間】
精神科医療機関と行政機関についてについて、整
理しまとめる
【予習：2時間】
地域生活支援について、事前学習としてまとめて
おくこと【復習：2時間】
地域生活支援について、整理しまとめる
【予習：2時間】
精神障害者が持つ現状と課題について、事前学習
としてまとめておくこと
【復習：2時間】
精神障害者が持つ現状と課題について、整理しま
とめる

13

14

実習巡回指導の方法とスーパー 【予習：2時間】
実習巡回とスーパービジョンについて、事前学習
ビジョン
としてまとめておくこと
【復習：2時間】
実習巡回とスーパービジョンについて、整理しま
とめる
【予習：2時間】
まとめ
配属実習に関する課題の整理実 実習の意義と評価について、事前学習としてまと
めておくこと【復習：2時間】
習評価と報告書の作成
実習の意義と評価について、整理しまとめる
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授業科目名
英語科目名

精神保健福祉援助実習指導Ⅱ
Psychiatric social work 2: Practice

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

3

単位数

1.0

科目責任者 四方田 清
科目担当者
松山毅
授業概要
（授業の目的）
精神保健福祉士（PSW）が学ぶべき、精神障害者の抱える生活問題や社会問題の解決、社会参加に向けての
支援活動を通じ、その人らしいライフスタイル獲得の過程と支援について理解する。
（授業の概要）
本授業では精神障害者の置かれている様々な状況を理解しながら、ソーシャルワーク理論をもとに精神保健
福祉援助演習の意義と目的、具体的な支援や援助方法などを紹介する。
（授業の到達目標）
１．ソーシャルワークの価値や理念について、実際の援助場面でどう生かすかを体験的に理解できる。
２．ソーシャルワークの基本的な技術の習得、クライエントに対する支援の方法･技術を具体的な場面で活
用の仕方を理解する。 ３．グループ学習を通じ、ロールプレイング、事例研究、演習問題にかかわるディス
カッション等で理解を深める。
（学生に望むこと）
本講義では、今まで学んだケースワーク実践（実習等）に向けた基本的な支援･援助の方法を学ぶことにな
るため、精神保健福祉援助実習が円滑に進むよう関心を持ち、積極的に授業に取り組んで欲しい。
成績評価
（成績評価方法）
レポート課題（50%），授業態度・取り組む姿勢（50%）、特にグループ学習を積極的に取り入れ、授業に対す
る取り組みの姿勢を評価する。
（成績評価基準）
１．精神保健福祉援助実習に必要な基礎的な知識が習得できているか評価する。
２．医療、地域、行政の各実習機関の概要と役割を理解できているか評価する。
３．各実習機関でクライエントとの関わりについて、具体的な対応ができるか評価する。
４．精神保健福祉士の役割･機能を理解できているか評価する。
履修における留意事項
（受講条件）
以下の科目を受講していることが望ましい。
精神保健学Ⅰ及びⅡ、社会福祉論Ⅰ及びⅡ、精神医学、障害者福祉論、精神保健福祉制度論、ソーシャルワ
ーク論及び精神保健福祉援助技術総論、ソーシャルワーク演習、社会保障論Ⅰ及びⅡ、公的扶助論
（試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法）
レポート課題について、必要に応じ評価のポイントを提示し、解説する。
（テキスト・参考書）
新･精神保健福祉士養成講座9精神保健福祉援助実習指導･実習（第2版）：中央法規出版 などの他、適宜指示
する
連絡先とオフィスアワー
原則として、火曜・木曜14:40〜16:30（1号館4階1420精神保健福祉学研究室）
四方田清
E‑mail;k‑yomoda@juntendo.ac.jp
松山毅
E‑mail;tmatsuya@juntendo.ac.jp
備考
この科目は精神保健福祉士受験資格取得希望者を対象とした科目です。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
四方田・松山(以
オリエンテーションに基づいて課題について調べ
1
オリエンテーション
下同じ）
ておく
面接場面におけるロールプレイ ロールプレイに関する事前学習を行うこと
の説明をする
面接場面のロールプレイの実践 ロールプレイに関する事前学習を行うこと
を解説する
面接場面のロールプレイの記録 ロールプレイに関する事前学習を行うこと
を解説する
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面接場面での問題と課題を解説
する
ソーシャルワークのプロセスと
構成要素を事例から学ぶ :
社会的排除の体験を理解する
情報収集とアセスメントの実際
:
インテーク（受理面接）と契約
を解説する。
情報収集とアセスメントの実際
:
インテーク（受理面接）と契約
を解説する
アセスメントと支援計画の立て
方（プランニング）を解説する
支援戦略と介入の焦点を解説す
る
モニタリングと効果測定・支援
の評価、集結について解説する
危機的状況への介入、アウトリ
ーチを解説する
精神障害者のリカバリーを解説
する
まとめ
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面接場面での疑問点を考えておくこと
授業テーマに関し、事前学習をしておくこと

授業テーマに関し、事前学習をしておくこと

授業テーマに関し、事前学習をしておくこと

授業テーマに関し、事前学習をしておくこと
授業テーマに関し、事前学習をしておくこと
授業テーマに関し、事前学習をしておくこと
授業テーマに関し、事前学習をしておくこと
授業テーマに関し、事前学習をしておくこと

授業科目名
英語科目名

精神保健福祉援助実習指導Ⅲ
Psychiatric social work 3: Practice

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

4

単位数

1.0

科目責任者 四方田 清
科目担当者
松山毅
授業概要
（授業の目的）
精神保健福祉士（PSW）が学ぶべき、精神障害者の抱える生活問題や社会問題の解決、社会参加に向けての
支援活動を通じ、その人らしいライフスタイル獲得の過程と支援について理解する。
（授業の概要）
本授業では精神障害者の置かれている様々な状況を理解しながら、ソーシャルワーク理論をもとに精神保健
福祉援助演習の意義と目的、具体的な支援や援助方法などを紹介する。
（授業の到達目標）
１．ソーシャルワークの価値や理念について、実際の援助場面でどう生かすかを体験的に理解できる。
２．ソーシャルワークの基本的な技術の習得、クライエントに対する支援の方法･技術を具体的な場面で活
用の仕方を理解する。 ３．グループ学習を通じ、ロールプレイング、事例研究、演習問題にかかわるディス
カッション等で理解を深める。
（学生に望むこと）
本講義では、今まで学んだケースワーク実践（実習等）に向けた基本的な支援･援助の方法を学ぶことにな
るため、精神保健福祉援助実習が円滑に進むよう関心を持ち、積極的に授業に取り組んで欲しい。
成績評価
（成績評価方法）
レポート課題（50%），授業態度・取り組む姿勢（50%）、特にグループ学習を積極的に取り入れ、授業に対す
る取り組みの姿勢を評価する。
（成績評価基準）
１．精神保健福祉援助実習に必要な基礎的な知識が習得できているか評価する。
２．医療、地域、行政の各実習機関の概要と役割を理解できているか評価する。
３．各実習機関でクライエントとの関わりについて、具体的な対応ができるか評価する。
４．精神保健福祉士の役割･機能を理解できているか評価する。
履修における留意事項
（受講条件）
以下の科目を受講していることが望ましい。
精神保健学Ⅰ及びⅡ、社会福祉論Ⅰ及びⅡ、精神医学、障害者福祉論、精神保健福祉制度論、ソーシャルワ
ーク論及び精神保健福祉援助技術総論、ソーシャルワーク演習、社会保障論Ⅰ及びⅡ、公的扶助論
（試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法）
レポート課題について、必要に応じ評価のポイントを提示し、解説する。
（テキスト・参考書）
新･精神保健福祉士養成講座9精神保健福祉援助実習指導･実習（第2版）：中央法規出版 などの他、適宜指示
する
連絡先とオフィスアワー
原則として、火曜・木曜14:40〜16:30（1号館4階1420精神保健福祉学研究室）
四方田清
E‑mail;k‑yomoda@juntendo.ac.jp
松山毅
E‑mail;tmatsuya@juntendo.ac.jp
備考
この科目は精神保健福祉士受験資格取得希望者を対象とした科目です
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
四方田・松山(以
課題について調べてまとめておくこと
1
オリエンテーション
下同じ）
実習評価とスーパービジョンの 配属実習に関する課題や問題点などをまとめ整理
しておくこと
意義
地域施設における実習報告と評 各自が行く実習先について、施設概要等について
事前学習しておくこと
価（1）
地域施設における実習報告と評 各自が行く実習先について、施設概要等について
事前学習しておくこと
価（2）
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各自が行く実習先について、施設概要等について
事前学習しておくこと
各自が行く実習先について、施設概要等について
事前学習しておくこと
各自が行く実習先について、施設概要等について
事前学習しておくこと
各自が行く実習先について、施設概要等について
事前学習しておくこと
各自が行く実習先について、施設概要等について
事前学習しておくこと
実習の目的や意義、何故自分が実習に行くのかを
よく考えまとめておくこと
予習
ゲストスピーカー①
精神科病院のソーシャルワーカ 事前配布資料をよく読んでおく
復習
ー
課題に基づいてレポートを作製する
予習
ゲストスピーカー②
社会復帰施設ソーシャルワーカ 事前配布資料をよく読んでおく
復習
ー
課題に基づいてレポートを作製する
予習
ゲストスピーカー③
事前配布資料をよく読んでおく
精神障害当事者のお話し
復習
課題に基づいてレポートを作製する
課題レポートをまとめる
まとめ・総括
地域施設における実習報告と評
価（3）
行政機関における実習報告と評
価（1）
医療機関における実習報告と評
価（1）
医療機関における実習報告と評
価（2）
医療機関における実習報告と評
価（3）
実習レポートの作成
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授業科目名
英語科目名

教育心理学
Educational Psychology

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

村山

憲男

授業概要
【授業全体の内容】
教育心理学領域で提唱されている知識・理論を幅広く紹介し、現実的な教育場面に適用できることを目指す
。授業では、乳幼児や児童生徒の、心身の発達の過程や、学習の過程について解説する。具体的には、前半は
発達のメカニズムとして基本的特徴のほかに認知・言語、社会性、道徳性などの発達を、後半は学習のメカニ
ズムとして記憶や思考、知能、学習理論などを取り上げる。また、教育方法の実践や学習評価、主体的な学習
を支える指導なども取り上げる。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
学校教育場面において、教育者に求められるニーズは多様化し、心理学領域の知識・技能を修得することが
求められている。本授業では、教育心理学の基礎を学び、それを現実の生活へと応用する力を醸成することで
、現代社会で求められる教員の養成を目指す。本科目は、教職に関する科目である。
【授業の到達目標】
１．発達のメカニズムを理解し説明できる。
２．学習のメカニズムを理解し説明できる。
３．教育方法の実践や学習評価、主体的な学習を支える指導を理解し説明できる。
成績評価
【成績評価の基準】
１．発達のメカニズムを理解し説明できる。（定期試験・授業内試験・レポート）
２．学習のメカニズムを理解し説明できる。（定期試験・授業内試験・レポート）
３．教育方法の実践や学習評価、主体的な学習を支える指導を理解し説明できる。（定期試験・授業内試験・
レポート）
４．授業中の発言や予習・復習の取組状況によって受講態度を評価する。（平常点）
【成績評価の方法】
定期試験（50％）、授業内試験・レポート（25％）、平常点（25％）。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
ノートを必ず持参すること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業で解説する。
【テキスト・参考書等】
特にないが、ノートを必ず持参すること。資料等は必要に応じて適宜配布する。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：村山憲男
E‑mail：n‑murayama [at] juntendo‑u.ac.jp
※[at]を@に変更。順天堂大学でのメールアドレスは授業内で伝達する。
【オフィスアワー】
日時：月曜日12:10から12:45
場所：授業内で伝達する。
他の学生の相談時間と重複しないようにするため、できるだけ前週までにE‑mailで予約すること。
備考
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【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目、中高保健体育一種免許状に必要な科目のうち、「教職に関する科目」における選択必修科目と
して位置づけられている。
また、授業のなかで、4年生や大学院生などによる質問紙調査を行う場合がある。参加することによって、質
問紙調査研究の実際を体験することができ、心理学を学ぶ上でメリットとなる。
しかし、参加・不参加は履修者本人の自由であり、参加・不参加および回答内容などによる成績への影響は一
切ない。
履修者本人・保護者が調査研究への参加を希望しない場合、および、参加したものの研究での使用を希望しな
い場合、講義内やメールなどでその旨を科目責任者まで連絡すること。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
村山 憲男
【予習：0時間】
1
（授業内容）
オリエンテーションとして、授
業の目的と概要、成績評価、履 【復習：2時間】
修上の注意について説明する。 教育心理学の全体像について、学んだ知識を整理
また、教育心理学の全体像につ しておく。
いて、最近のテーマを含めて解
説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山 憲男
【予習：2時間】
2
（授業内容）
発達のメカニズム①として、運 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
動発達と、発達の基本的特徴に 【復習：2時間】
運動発達と、発達の基本的特徴について、学んだ
ついて解説する。
知識を整理しておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山 憲男
【予習：2時間】
3
（授業内容）
発達のメカニズム②として、認 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
知・言語の発達について解説す 【復習：2時間】
認知・言語の発達について、学んだ知識を整理し
る。
ておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山 憲男
【予習：2時間】
4
（授業内容）
発達のメカニズム③として、社 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
会性の発達について解説する。 【復習：2時間】
社会性の発達について、学んだ知識を整理してお
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って く。
講義を進める。
村山 憲男
【予習：2時間】
5
（授業内容）
発達のメカニズム④として、道 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
徳性・自我同一性の発達につい 【復習：2時間】
道徳性・自我同一性の発達について、学んだ知識
て解説する。
を整理しておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山
憲男
【予習：2時間】
6
（授業内容）
学習のメカニズム①として、記 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
憶のメカニズムや種類について 【復習：2時間】
記憶のメカニズムや種類についてについて、学ん
解説する。
だ知識を整理しておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
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村山

憲男

8

村山

憲男

9

村山

憲男

10

村山

憲男

11

村山

憲男

12

村山

憲男

13

村山

憲男

14

村山

憲男

（授業内容）
授業内試験・レポートにより到
達度を確認するとともに、知識
をより定着させたものにする。
（授業方法）
第1〜6回目までの内容に関する
授業内試験・レポートを行い、
この授業内で解説する。
（授業内容）
学習のメカニズム②として、思
考の特徴について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
学習のメカニズム③として、創
造的思考について最近の研究を
含めて解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
学習のメカニズム④として、知
能の種類・特徴について解説す
る。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
学習のメカニズム⑤として、学
習理論について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
教育方法の実践、学習評価など
を解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
主体的な学習を支える指導とし
て、動機づけなどを含めて解説
する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
授業内試験・レポートにより到
達度を確認するとともに、知識
をより定着させたものにする。
（授業方法）
第8〜13回目までの内容に関す
る授業内試験・レポートを行い
、この授業内で解説する。
定期試験
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【予習：4時間】
これまでの内容を体系的に整理するとともに、授
業内試験・レポートに向けて知識を確実にしてお
く。
【復習：3時間】
間違えた内容を中心に、理解・記憶を確実にする
。
【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
思考の特徴について、学んだ知識を整理しておく
。
【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
創造的思考についてについて、学んだ知識を整理
しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
知能の種類・特徴について、学んだ知識を整理し
ておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
学習理論について、学んだ知識を整理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
教育方法の実践、学習評価などについて、学んだ
知識を整理しておく。
【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
動機づけなど主体的な学習を支える指導に関する
内容を整理しておく。

【予習：4時間】
これまでの内容を体系的に整理するとともに、授
業内試験・レポートに向けて知識を確実にしてお
く。
【復習：3時間】
間違えた内容を中心に、理解・記憶を確実にする
。

授業科目名
英語科目名

教育心理学
Educational Psychology

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

村山

憲男

授業概要
【授業全体の内容】
教育心理学領域で提唱されている知識・理論を幅広く紹介し、現実的な教育場面に適用できることを目指す
。授業では、乳幼児や児童生徒の、心身の発達の過程や、学習の過程について解説する。具体的には、前半は
発達のメカニズムとして基本的特徴のほかに認知・言語、社会性、道徳性などの発達を、後半は学習のメカニ
ズムとして記憶や思考、知能、学習理論などを取り上げる。また、教育方法の実践や学習評価、主体的な学習
を支える指導なども取り上げる。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
学校教育場面において、教育者に求められるニーズは多様化し、心理学領域の知識・技能を修得することが
求められている。本授業では、教育心理学の基礎を学び、それを現実の生活へと応用する力を醸成することで
、現代社会で求められる教員の養成を目指す。本科目は、教職に関する科目である。
【授業の到達目標】
１．発達のメカニズムを理解し説明できる。
２．学習のメカニズムを理解し説明できる。
３．教育方法の実践や学習評価、主体的な学習を支える指導を理解し説明できる。
成績評価
【成績評価の基準】
１．発達のメカニズムを理解し説明できる。（定期試験・授業内試験・レポート）
２．学習のメカニズムを理解し説明できる。（定期試験・授業内試験・レポート）
３．教育方法の実践や学習評価、主体的な学習を支える指導を理解し説明できる。（定期試験・授業内試験・
レポート）
４．授業中の発言や予習・復習の取組状況によって受講態度を評価する。（平常点）
【成績評価の方法】
定期試験（50％）、授業内試験・レポート（25％）、平常点（25％）。
履修における留意事項
【履修要件】
以下の科目を履修している、もしくは、今後履修することが望ましい。
心理学、発達心理学、教育心理学、生徒指導論
【履修上の注意（科目独自のルール）】
ノートを必ず持参すること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業で解説する。
【テキスト・参考書等】
特にないが、ノートを必ず持参すること。資料等は必要に応じて適宜配布する。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：村山憲男
E‑mail：n‑murayama [at] juntendo‑u.ac.jp
※[at]を@に変更。順天堂大学でのメールアドレスは授業内で伝達する。
【オフィスアワー】
日時：月曜日12:10から12:45
場所：授業内で伝達する。
他の学生の相談時間と重複しないようにするため、できるだけ前週までにE‑mailで予約すること。
備考
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【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中高保健体育一種免許状に必要な科目のうち、「教職に関する科目」における選択必修科目
として位置づけられている。
また、授業のなかで、4年生や大学院生などによる質問紙調査を行う場合がある。参加することによって、質
問紙調査研究の実際を体験することができ、心理学を学ぶ上でメリットとなる。
しかし、参加・不参加は履修者本人の自由であり、参加・不参加および回答内容などによる成績への影響は一
切ない。
履修者本人・保護者が調査研究への参加を希望しない場合、および、参加したものの研究での使用を希望しな
い場合、講義内やメールなどでその旨を科目責任者まで連絡すること。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
村山 憲男
【予習：0時間】
1
（授業内容）
オリエンテーションとして、授
業の目的と概要、成績評価、履 【復習：2時間】
修上の注意について説明する。 教育心理学の全体像について、学んだ知識を整理
また、教育心理学の全体像につ しておく。
いて、最近のテーマを含めて解
説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山 憲男
【予習：2時間】
2
（授業内容）
発達のメカニズム①として、運 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
動発達と、発達の基本的特徴に 【復習：2時間】
運動発達と、発達の基本的特徴について、学んだ
ついて解説する。
知識を整理しておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山 憲男
【予習：2時間】
3
（授業内容）
発達のメカニズム②として、認 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
知・言語の発達について解説す 【復習：2時間】
認知・言語の発達について、学んだ知識を整理し
る。
ておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山 憲男
【予習：2時間】
4
（授業内容）
発達のメカニズム③として、社 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
会性の発達について解説する。 【復習：2時間】
社会性の発達について、学んだ知識を整理してお
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って く。
講義を進める。
村山 憲男
【予習：2時間】
5
（授業内容）
発達のメカニズム④として、道 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
徳性・自我同一性の発達につい 【復習：2時間】
道徳性・自我同一性の発達について、学んだ知識
て解説する。
を整理しておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山
憲男
【予習：2時間】
6
（授業内容）
学習のメカニズム①として、記 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
憶のメカニズムや種類について 【復習：2時間】
記憶のメカニズムや種類についてについて、学ん
解説する。
だ知識を整理しておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
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村山

憲男

8

村山

憲男

9

村山

憲男

10

村山

憲男

11

村山

憲男

12

村山

憲男

13

村山

憲男

14

村山

憲男

（授業内容）
授業内試験・レポートにより到
達度を確認するとともに、知識
をより定着させたものにする。
（授業方法）
第1〜6回目までの内容に関する
授業内試験・レポートを行い、
この授業内で解説する。
（授業内容）
学習のメカニズム②として、思
考の特徴について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
学習のメカニズム③として、創
造的思考について最近の研究を
含めて解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
学習のメカニズム④として、知
能の種類・特徴について解説す
る。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
学習のメカニズム⑤として、学
習理論について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
教育方法の実践、学習評価など
を解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
主体的な学習を支える指導とし
て、動機づけなどを含めて解説
する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
授業内試験・レポートにより到
達度を確認するとともに、知識
をより定着させたものにする。
（授業方法）
第8〜13回目までの内容に関す
る授業内試験・レポートを行い
、この授業内で解説する。
定期試験
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【予習：4時間】
これまでの内容を体系的に整理するとともに、授
業内試験・レポートに向けて知識を確実にしてお
く。
【復習：3時間】
間違えた内容を中心に、理解・記憶を確実にする
。
【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
思考の特徴について、学んだ知識を整理しておく
。
【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
創造的思考についてについて、学んだ知識を整理
しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
知能の種類・特徴について、学んだ知識を整理し
ておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
学習理論について、学んだ知識を整理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
教育方法の実践、学習評価などについて、学んだ
知識を整理しておく。
【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
動機づけなど主体的な学習を支える指導に関する
内容を整理しておく。

【予習：4時間】
これまでの内容を体系的に整理するとともに、授
業内試験・レポートに向けて知識を確実にしてお
く。
【復習：3時間】
間違えた内容を中心に、理解・記憶を確実にする
。

授業科目名
英語科目名

発達心理学
Developmental Psychology

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

カリキュラムにより
異なります
川田 裕次郎

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

授業概要
[授業全体の概要]
指導者は、学習者の発達段階で特徴的に生じる諸問題（言葉の発達、自我同一性の獲得、モラトリアム、社
会性の発達など）に対して、学術的な根拠に裏付けられた対応を行うことが求められている。
この授業では、発達心理学の理論を理解し、心理テスト、グループディスカッション、事例検討を通して、
上記のような心理的諸問題に現場で対応できる力を養っていく。授業時間外の学修では、授業内のディスカッ
ションで発表するために自分の意見を事前にまとめることが求められる。
[授業の位置付け（学位授与方針に定められた知識能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教
養、及びそれらの活用能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1. 発達心理学の成り立ち、役割、意義、基礎的な理論を説明できる。
2. 発達心理学の基礎的な理論や枠組みについて自分の言葉で説明できる。
3. 発達心理学の知見を教育現場や日常生活に応用できる。
成績評価
[成績の評価基準]
1. 発達心理学の成り立ち、役割、意義、基礎的な理論を説明できる（小テスト）。
2. 発達心理学の基礎的な理論や枠組みについて自分の言葉で説明できる（レポート、小テスト）。
3. 発達心理学の知見を教育現場や日常生活に応用できる（レポート）。
[成績評価の方法]
下記の項目を総合して評価する
①レポート（50%）②小テスト（50%）
履修における留意事項
[履修条件]
特になし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. 1回の授業に対して3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
2. 授業への遅刻を2回した場合には欠席1回分として扱う。
3. レポートを期限に遅れて提出した場合には、評価は50%に減点する（提出しない場合には0点とする）。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
クイズとレポートのフィードバックは授業中に返却して解説を行う。定期試験のフィードバックは試験終了後
にJuntendo Passportを用いてポイントを解説する。
[テキスト・参考書]
この科目では必ず用意しなければならないテキストはありません。必要な資料は授業中に適宜配布します。
ただし、下記の3点の書籍はレポートの作成や準備学習での参考書として薦めます。
1. 生涯発達心理学 ‑‑ 認知・対人関係・自己から読み解く, 鈴木 忠ほか (著),?（有斐閣）
2. よくわかる発達心理学 (やわらかアカデミズム・わかるシリーズ), 無藤 ほか（編）（ミネルヴァ書房）
3. 発達心理学事典, 日本発達心理学会（編）（丸善出版）
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
担当：川田裕次郎
E‑mail: yuukawa[at]juntendo.ac.jp
（上記 E‑mail アドレス内の[at]を＠に修正してください）
[オフィスアワー]
オフィス：スポーツ心理学研究室（1号館2階1215号室）
前期：水曜日 昼休み（12:00〜12:50）、木曜日4限目（14:40〜16:20）
後期：水曜日 昼休み（12:00〜12:50）、木曜日4限目（14:40〜16:20）
※ 上記以外の時間を希望する場合には、事前にE‑mailでアポイントを取ってください。
備考
[学習時間]
この授業は、講義形式の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学習
を必要とする内容をもって構成する。
[その他]
この授業科目は、下記の資格と免許に関わる科目として位置付けられている。
免許：養護教諭1種免許の取得に必要な科目のうち、「教職に関する科目」における選択必修科目
資格：該当なし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
川田
（予習：2時間）
1
[授業内容]
授業のシラバスを丁寧に読んでくる。発達心理学
テーマ：発達心理学とは？
発達心理学の歴史、定義、研究 の定義について事前に調べてくる。授業で学びた
内容、現状と課題、発達心理学 いと考えている内容を３つ考えてくる。
に期待されていることなどを理
（復習：2時間）
解する。
授業のオリエンテーションの内容について理解を
深めるために授業資料を読み返す。発達心理学が
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 どのような学問であるのかについて復習する。復
義を進める。グループでのディ 習時に疑問に思ったことについて調べ、わからな
スカッションを通して、発達心 ければ質問をできる準備をしておく。
理学の重要性について学ぶ。小
テストを通して、授業内容の理
解度を把握し、小テストの解説
を行う。
川田
（予習：2時間）
2
[授業内容]
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。発達段階に
テーマ：発達段階理論
エリクソンの発達段階、ピアジ ついて事前に調べてくる。
ェの発達段階を理解する。
（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
義を進める。グループでのディ ことについて調べ、わからなければ質問をできる
スカッションを通して、各発達 準備をしておく。
段階における教育者や親として
の関わり方について学ぶ。小テ
ストを通して、授業内容の理解
度を把握し、小テストの解説を
行う。
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[授業内容]
テーマ：胎児期と新生児期
原始反射とその消失、脳神経系
の発達、他者の意図への気づき
、基本的信頼感の獲得、愛着の
形成などを理解する。

（予習：2時間）
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。胎児期と新
生児期について事前に調べてくる。

（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
ことについて調べ、わからなければ質問をできる
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 準備をしておく。
義を進める。グループでのディ
スカッションを通して、「模倣
学習」ついて考える。小テスト
を通して、授業内容の理解度を
把握し、小テストの解説を行う
。
（予習：2時間）
[授業内容]
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。幼児期につ
テーマ：幼児期
言葉の発達、自己中心性、脱中 いて事前に調べてくる。
心化を理解する。
（復習：2時間）
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
義を進める。グループでのディ た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
スカッションを通して、幼児期 ことについて調べ、わからなければ質問をできる
の子どもに対する教育者や親の 準備をしておく。
関わり方ついて考える。小テス
トを通して、授業内容の理解度
を把握し、小テストの解説を行
う。
（予習：2時間）
[授業内容]
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。小１プロブ
テーマ：児童期（前半）
道徳性、規範意識、集団のルー レムについて事前に調べてくる。
ル、小１プロブレムなどを理解
（復習：2時間）
する。
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 ことについて調べ、わからなければ質問をできる
義を進める。グループでのディ 準備をしておく。
スカッションを通して、児童期
（前半）の子どもに対する教育
者や親の関わり方ついて考える
。小テストを通して、授業内容
の理解度を把握し、小テストの
解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。ギャングエ
テーマ：児童期（後半）
自己肯定感、他者への思いやり イジについて事前に調べてくる。
、共感性、ギャングエイジなど
（復習：2時間）
を理解する。
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 ことについて調べ、わからなければ質問をできる
義を進める。グループでのディ 準備をしておく。
スカッションを通して、児童期
（後半）の子どもに対する教育
者や親の関わり方ついて考える
。小テストを通して、授業内容
の理解度を把握し、小テストの
解説を行う。
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[授業内容]
テーマ：青年期（前期）につい
て理解する。
第二次性徴、反抗期、性意識、
引きこもり、不登校などを理解
する。

（予習：2時間）
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。不登校つい
て事前に調べてくる。

（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
ことについて調べ、わからなければ質問をできる
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 準備をしておく。
義を進める。質問紙法を通して
集中力のスタイルを測定し、青
年期（前半）の子どもに対する
教育者や親の関わり方ついて考
える。小テストを通して、授業
内容の理解度を把握し、小テス
トの解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。自我同一性
テーマ：青年期（後期）
モラトリアム、自我同一性（ア について事前に調べてくる。
イデンティティ）の確立、アン
ビバレント、性役割などを理解 （復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
する。
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
ことについて調べ、わからなければ質問をできる
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 準備をしておく。
義を進める。グループでのディ
スカッションを通して、青年期
（後半）の子どもに対する教育
者や親の関わり方ついて考える
。小テストを通して、授業内容
の理解度を把握し、小テストの
解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。ライフ・ワ
テーマ：成人期（前期）
成人期（前半）の身体的特徴、 ークバランスについて事前に調べてくる。
生活習慣病の予防、配偶者の選
択、晩婚化、ライフ・ワークバ （復習：2時間）
ランス、家庭生活の維持、老い 授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
の自覚などを理解する。
ことについて調べ、わからなければ質問をできる
準備をしておく。
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講
義を進める。グループでのディ
スカッションを通して、成人期
（前期）に直面する発達課題つ
いてグループで考える。小テス
トを通して、授業内容の理解度
を把握し、小テストの解説を行
う。
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[授業内容]
テーマ：成人期（後期）
身体の衰え、役割の変化、定年
退職、生きがい、市民としての
責任、子どもの自律のサポート
、両親の介護などを理解する。

（予習：2時間）
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。人生の「生
きがい」について事前に調べてくる。

（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
ことについて調べ、わからなければ質問をできる
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 準備をしておく。
義を進める。グループでのディ
スカッションを通して、成人期
（後期）に直面する発達課題に
ついて考える。小テストを通し
て、授業内容の理解度を把握し
、小テストの解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。定年退職後
テーマ：老年期
外見上の変化、運動機能の変化 の人生計画ついて考えてくる。
、社会的能力の変化（生活圏の
縮小、余暇時間の拡大、経済力 （復習：2時間）
の低下など）、人生の振り返り 授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
、人生の受け入れ、死の受容な た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
ことについて調べ、わからなければ質問をできる
どを理解する。
準備をしておく。
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講
義を進める。グループでのディ
スカッションを通して、老年期
に直面する発達課題について考
える。小テストを通して、授業
内容の理解度を把握し、小テス
トの解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。学習の成立
テーマ：学習の発達過程
学習の成立、認知機能の発達な について事前に調べてくる。
どを理解する。
（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
義を進める。グループでのディ ことについて調べ、わからなければ質問をできる
スカッションを通して、発達段 準備をしておく。
階に合わせた効果的な学習につ
いて考える。小テストを通して
、授業内容の理解度を把握、小
テストの解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。社会性につ
テーマ：社会性の発達
心の理論、マインド・リーディ いて事前に調べてくる。
ングなどを理解する。
（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
義を進める。グループでのディ ことについて調べ、わからなければ質問をできる
スカッションを通して、社会性 準備をしておく。
を高めるアプローチについて考
える。小テストを通して、授業
内容の理解度を把握し、小テス
トの解説を行う。
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（予習：6時間）
[授業内容]
試験問題とレポート課題の解説 レポート課題（発達心理学を教育現場や日常生活
と発達心理学の授業のまとめを に応用する方法の提案）を実施して提出する。
行う。
（復習：2時間）
授業内容のまとめで理解しきれていなかった箇所
[授業方法]
試験問題、レポート課題につい について、再度復習する。
て解答のポイントを解説する。
発達心理学の授業内容について
まとめを行う。
定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

発達心理学
Developmental Psychology

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

カリキュラムにより
異なります
川田 裕次郎

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

授業概要
[授業全体の概要]
指導者は、学習者の発達段階で特徴的に生じる諸問題（言葉の発達、自我同一性の獲得、モラトリアム、社
会性の発達など）に対して、学術的な根拠に裏付けられた対応を行うことが求められている。
この授業では、発達心理学の理論を理解し、心理テスト、グループディスカッション、事例検討を通して、
上記のような心理的諸問題に現場で対応できる力を養っていく。授業時間外の学修では、授業内のディスカッ
ションで発表するために自分の意見を事前にまとめることが求められる。
[授業の位置付け（学位授与方針に定められた知識能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教
養、及びそれらの活用能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1. 発達心理学の成り立ち、役割、意義、基礎的な理論を説明できる。
2. 発達心理学の基礎的な理論や枠組みについて自分の言葉で説明できる。
3. 発達心理学の知見を教育現場や日常生活に応用できる。
成績評価
[成績の評価基準]
1. 発達心理学の成り立ち、役割、意義、基礎的な理論を説明できる（小テスト）。
2. 発達心理学の基礎的な理論や枠組みについて自分の言葉で説明できる（レポート、小テスト）。
3. 発達心理学の知見を教育現場や日常生活に応用できる（レポート）。
[成績評価の方法]
下記の項目を総合して評価する
①レポート（50%）②小テスト（50%）
履修における留意事項
[履修条件]
特になし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. 1回の授業に対して3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
2. 授業への遅刻を2回した場合には欠席1回分として扱う。
3. レポートを期限に遅れて提出した場合には、評価は50%に減点する（提出しない場合には0点とする）。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
クイズとレポートのフィードバックは授業中に返却して解説を行う。定期試験のフィードバックは試験終了後
にJuntendo Passportを用いてポイントを解説する。
[テキスト・参考書]
この科目では必ず用意しなければならないテキストはありません。必要な資料は授業中に適宜配布します。
ただし、下記の3点の書籍はレポートの作成や準備学習での参考書として薦めます。
1. 生涯発達心理学 ‑‑ 認知・対人関係・自己から読み解く, 鈴木 忠ほか (著),?（有斐閣）
2. よくわかる発達心理学 (やわらかアカデミズム・わかるシリーズ), 無藤 ほか（編）（ミネルヴァ書房）
3. 発達心理学事典, 日本発達心理学会（編）（丸善出版）
連絡先とオフィスアワー
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[連絡先]
担当：川田裕次郎
E‑mail: yuukawa[at]juntendo.ac.jp
（上記 E‑mail アドレス内の[at]を＠に修正してください）
[オフィスアワー]
オフィス：スポーツ心理学研究室（1号館2階1215号室）
前期：水曜日 昼休み（12:00〜12:50）、木曜日4限目（14:40〜16:20）
後期：水曜日 昼休み（12:00〜12:50）、木曜日4限目（14:40〜16:20）
※ 上記以外の時間を希望する場合には、事前にE‑mailでアポイントを取ってください。
備考
[学習時間]
この授業は、講義形式の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学習
を必要とする内容をもって構成する。
[その他]
この授業科目は、下記の資格と免許に関わる科目として位置付けられている。
免許：養護教諭1種免許の取得に必要な科目のうち、「教職に関する科目」における選択必修科目
資格：該当なし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
川田
（予習：2時間）
1
[授業内容]
授業のシラバスを丁寧に読んでくる。発達心理学
テーマ：発達心理学とは？
発達心理学の歴史、定義、研究 の定義について事前に調べてくる。授業で学びた
内容、現状と課題、発達心理学 いと考えている内容を３つ考えてくる。
に期待されていることなどを理
（復習：2時間）
解する。
授業のオリエンテーションの内容について理解を
深めるために授業資料を読み返す。発達心理学が
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 どのような学問であるのかについて復習する。復
義を進める。グループでのディ 習時に疑問に思ったことについて調べ、わからな
スカッションを通して、発達心 ければ質問をできる準備をしておく。
理学の重要性について学ぶ。小
テストを通して、授業内容の理
解度を把握し、小テストの解説
を行う。
川田
（予習：2時間）
2
[授業内容]
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。発達段階に
テーマ：発達段階理論
エリクソンの発達段階、ピアジ ついて事前に調べてくる。
ェの発達段階を理解する。
（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
義を進める。グループでのディ ことについて調べ、わからなければ質問をできる
スカッションを通して、各発達 準備をしておく。
段階における教育者や親として
の関わり方について学ぶ。小テ
ストを通して、授業内容の理解
度を把握し、小テストの解説を
行う。
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[授業内容]
テーマ：胎児期と新生児期
原始反射とその消失、脳神経系
の発達、他者の意図への気づき
、基本的信頼感の獲得、愛着の
形成などを理解する。

（予習：2時間）
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。胎児期と新
生児期について事前に調べてくる。

（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
ことについて調べ、わからなければ質問をできる
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 準備をしておく。
義を進める。グループでのディ
スカッションを通して、「模倣
学習」ついて考える。小テスト
を通して、授業内容の理解度を
把握し、小テストの解説を行う
。
（予習：2時間）
[授業内容]
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。幼児期につ
テーマ：幼児期
言葉の発達、自己中心性、脱中 いて事前に調べてくる。
心化を理解する。
（復習：2時間）
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
義を進める。グループでのディ た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
スカッションを通して、幼児期 ことについて調べ、わからなければ質問をできる
の子どもに対する教育者や親の 準備をしておく。
関わり方ついて考える。小テス
トを通して、授業内容の理解度
を把握し、小テストの解説を行
う。
（予習：2時間）
[授業内容]
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。小１プロブ
テーマ：児童期（前半）
道徳性、規範意識、集団のルー レムについて事前に調べてくる。
ル、小１プロブレムなどを理解
（復習：2時間）
する。
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 ことについて調べ、わからなければ質問をできる
義を進める。グループでのディ 準備をしておく。
スカッションを通して、児童期
（前半）の子どもに対する教育
者や親の関わり方ついて考える
。小テストを通して、授業内容
の理解度を把握し、小テストの
解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。ギャングエ
テーマ：児童期（後半）
自己肯定感、他者への思いやり イジについて事前に調べてくる。
、共感性、ギャングエイジなど
（復習：2時間）
を理解する。
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 ことについて調べ、わからなければ質問をできる
義を進める。グループでのディ 準備をしておく。
スカッションを通して、児童期
（後半）の子どもに対する教育
者や親の関わり方ついて考える
。小テストを通して、授業内容
の理解度を把握し、小テストの
解説を行う。
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[授業内容]
テーマ：青年期（前期）につい
て理解する。
第二次性徴、反抗期、性意識、
引きこもり、不登校などを理解
する。

（予習：2時間）
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。不登校つい
て事前に調べてくる。

（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
ことについて調べ、わからなければ質問をできる
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 準備をしておく。
義を進める。質問紙法を通して
集中力のスタイルを測定し、青
年期（前半）の子どもに対する
教育者や親の関わり方ついて考
える。小テストを通して、授業
内容の理解度を把握し、小テス
トの解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。自我同一性
テーマ：青年期（後期）
モラトリアム、自我同一性（ア について事前に調べてくる。
イデンティティ）の確立、アン
ビバレント、性役割などを理解 （復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
する。
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
ことについて調べ、わからなければ質問をできる
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 準備をしておく。
義を進める。グループでのディ
スカッションを通して、青年期
（後半）の子どもに対する教育
者や親の関わり方ついて考える
。小テストを通して、授業内容
の理解度を把握し、小テストの
解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。ライフ・ワ
テーマ：成人期（前期）
成人期（前半）の身体的特徴、 ークバランスについて事前に調べてくる。
生活習慣病の予防、配偶者の選
択、晩婚化、ライフ・ワークバ （復習：2時間）
ランス、家庭生活の維持、老い 授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
の自覚などを理解する。
ことについて調べ、わからなければ質問をできる
準備をしておく。
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講
義を進める。グループでのディ
スカッションを通して、成人期
（前期）に直面する発達課題つ
いてグループで考える。小テス
トを通して、授業内容の理解度
を把握し、小テストの解説を行
う。
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[授業内容]
テーマ：成人期（後期）
身体の衰え、役割の変化、定年
退職、生きがい、市民としての
責任、子どもの自律のサポート
、両親の介護などを理解する。

（予習：2時間）
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。人生の「生
きがい」について事前に調べてくる。

（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
ことについて調べ、わからなければ質問をできる
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 準備をしておく。
義を進める。グループでのディ
スカッションを通して、成人期
（後期）に直面する発達課題に
ついて考える。小テストを通し
て、授業内容の理解度を把握し
、小テストの解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。定年退職後
テーマ：老年期
外見上の変化、運動機能の変化 の人生計画ついて考えてくる。
、社会的能力の変化（生活圏の
縮小、余暇時間の拡大、経済力 （復習：2時間）
の低下など）、人生の振り返り 授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
、人生の受け入れ、死の受容な た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
ことについて調べ、わからなければ質問をできる
どを理解する。
準備をしておく。
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講
義を進める。グループでのディ
スカッションを通して、老年期
に直面する発達課題について考
える。小テストを通して、授業
内容の理解度を把握し、小テス
トの解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。学習の成立
テーマ：学習の発達過程
学習の成立、認知機能の発達な について事前に調べてくる。
どを理解する。
（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
義を進める。グループでのディ ことについて調べ、わからなければ質問をできる
スカッションを通して、発達段 準備をしておく。
階に合わせた効果的な学習につ
いて考える。小テストを通して
、授業内容の理解度を把握、小
テストの解説を行う。
（予習：2時間）
[授業内容]
資料の該当部分を丁寧に読んでくる。社会性につ
テーマ：社会性の発達
心の理論、マインド・リーディ いて事前に調べてくる。
ングなどを理解する。
（復習：2時間）
授業資料を読み返す。ディスカッションで出され
[授業方法]
スライドとプリントを用いて講 た意見についてまとめる。復習時に疑問に思った
義を進める。グループでのディ ことについて調べ、わからなければ質問をできる
スカッションを通して、社会性 準備をしておく。
を高めるアプローチについて考
える。小テストを通して、授業
内容の理解度を把握し、小テス
トの解説を行う。
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（予習：6時間）
[授業内容]
試験問題とレポート課題の解説 レポート課題（発達心理学を教育現場や日常生活
と発達心理学の授業のまとめを に応用する方法の提案）を実施して提出する。
行う。
（復習：2時間）
授業内容のまとめで理解しきれていなかった箇所
[授業方法]
試験問題、レポート課題につい について、再度復習する。
て解答のポイントを解説する。
発達心理学の授業内容について
まとめを行う。
定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

学校経営論
School Management

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 阿部 博之
科目担当者
阿部 博之
授業概要
[授業全体の内容]
現代の学校教育に関する社会的・制度的又は経営的事項について、基礎的な知識を身につけるとともに、それ
らに関連する課題を理解する。また、学校と地域との連携に関する理解及び学校安全への対応に関する基礎的
知識も身につける。具体的には、学校の機能・学校と教育行政・教員の専門性・学習指導と教育課程・学校事
務・施設設備と学校財務・接遇・学校の危機管理・地域住民や保護者の学校への期待・体罰防止などを理解し
、教員としての資質を養う。
この授業は講義とグループ討議（演習）の二本立てとし、意見交換を積極的に行う。加えて毎時、既習内容の
確認テストを実施する。
［授業の位置付け（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連］
〇予習・復習を前提に授業に臨み、常に高い目標を目指して努力する。
〇幅広い知識と高い専門性を兼ね備えた教員としての資質を養う。
〇協働で課題を解決するために必要なコミュニケーション能力や教師としての倫理観を涵養し、学校経営に参
画できる教師としての必須な資質を養い、以て教員採用試験に挑戦する端緒とする。
[授業の到達目標]
〇学校を取り巻く社会の状況の変化を理解している。
〇組織としての学校の特質と学校運営の仕方を理解し、これからの学校の在り方はどうあるべきか、学校経営
の在り方を説明できる。
〇多様化している生徒指導の要点を理解している。
〇日本と欧米の教育の長所と短所を例示することができる。
〇教育関係法規を理解している。
〇教育行政の仕組みを理解している。
〇学級経営の要点を理解している。
〇生徒・保護者・教員とのコミュニケーションを円滑に行える。
〇教職員や学校外の関係者・関係機関との連携・協働の在り方を理解している。
〇開かれた学校づくりの方法を理解している。
〇学校での生活安全管理・交通安全管理・災害安全管理の具体的な取組を理解している。
〇学校の危機管理（クレーム対応を含む)について理解している。
〇体罰防止、生徒がやる気になる部活動の指導について理解している。
成績評価
[成績評価の基準]
〇教師の主たる仕事とは何かを説明できるか。
〇学校の管理・運営とは何かを説明できるか。
〇校務分掌を理解し、編成の要点を説明できるか。
〇教育課程とは何か、編成の要点を説明できるか。
〇学級経営の要点を説明できるか。
〇生徒指導体制の確立について説明できるか。
〇学校の危機管理について説明できるか。
〇体罰のない、生徒がやる気になる部活動の指導の在り方について説明できるか。
[成績評価の方法]
次のとおり評価し、到達目標を踏まえた上で総合的に判断して単位を付与する。
〇基礎となる評価：期末試験の成績、授業態度
〇積み上げとなる評価：毎時行う確認テストとグループ討議の報告の提出状況と質的内容,授業への積極的参
加度
〇定期考査50％、確認テスト20％、グループ討議報告20％、授業への積極的参加態度10％により総合的に評価
する
履修における留意事項
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[履修要件]
中学校や高等学校の教員を目指したい人は勿論のこと、教職に対して興味・関心を持っている人が受講するこ
と。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
〇教育実習校や母校の学校要覧・教育目標を読み込むこと。
〇マスコミの教育関連ニュースや記事に関心を持ち、教育現場の今日的課題について情報を収集し、その対応
の視点を持って授業に臨むこと。
〇授業への出席は極めて厳しい水準を要求する。遅刻・早退をせず出席すること。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
〇毎時、確認テストを実施し、前回分の解答と解説を行う。
〇定期考査の模範解答はJ‑PASS上で示す。
[テキスト・参考書等]
〇テキストは特になし。授業時にプリントを配付する。
〇参考書・参考資料：「教育小六法」、「学校経営を論ずる各種書籍」、「中学校・高等学校学習指導要領
総則編」（文部科学省）、「中学校・高等学校学習指導要領解説 総則編」（文部科学省）、「千葉県立学校
の管理運営に関する規則」(千葉県教育委員会）、「母校の学校要覧」、「教育関連ニュースや記事」
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
h‑abe618@xa2.so‑net.ne.jp
［オフィスアワー］
木曜日の12時30分〜12時50分と14時30分〜15時
備考
［学修時間］
学修時間（計90時間）
授業30時間
準備60時間
［その他］
この教科科目は、中学校教諭１種免許状（保健体育）並びに高等学校教諭１種免許状の取得に必要な科目のう
ち、「教育の基礎的理解に関数科目」における必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
阿部博之
（予習：１時間）教育とは何か、学校教育とは何
1
［授業内容］
テーマ：授業の進め方と受講心 か、さらに、学校の種類や学校の設置者について
調べておくこと（参考：「教育基本法」「学校教
得
育法」など）。
［授業方法］教育とは、学校と
は、学校教育とは、学校の種類 （復習：2 時間）授業全体のイメージを掴むこと
、学校の設置者等について解説 。また、学校教育は様々な法規等で定められてい
する。その上で、これからの学 ることを確認し、「教育」「学校」「学校の種類
校の在り方についてグループで 」「学校の設置者」を確認して整理しておくこと
。
討議する。
阿部博之
（予習：2時間）学校教育を規定する法規を読み
2
［授業内容］
テーマ：学校教育と教育法規 込んでおくこと。特に教育に関わる憲法・教育基
本法にどのようなことが記載されているかを調べ
［授業方法］憲法・教育基本法 ておくこと。
・地方公務員法・教特法・法規
法令・学校教育法・学校教育法 （復習：2時間）教育や教職員に関わる様々な法
施行規則について解説する。そ 規等を確認し整理しておくこと。
の上で、服務事故事例研究とし
て、体罰防止についてグループ
討議する。
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（予習：2時間）教育委員会制度の変遷、教育委
［授業内容］
テーマ：教育行政と学校、教育 員会と学校の関係はどの法規にしめされているの
か、内容についても調べておくこと。
委員会制度
［授業方法］教育行政（地方教
育行政の組織及び運営に関する
法律）と学校の関係、教育委員
会制度について解説する。その
後で、日本の教育問題（欧米と
比較して）についてグループ討
議する。
［授業内容］
テーマ：学校経営と組織マネジ
メント その①

（復習：2時間）教育委員会と学校の関わりにつ
いて確認し整理しておくこと。

［授業方法］学校の管理・運営
、学校経営方針、学校経営組織
について解説する。その後で、
服務事故事例研究として、営利
企業の従事制限・信用失墜行為
についてグループ討議する。
［授業内容］
テーマ：学校経営と組織マネジ
メント その②

（復習：1.5時間）学校の管理・運営について確
認し整理しておくこと。また、学校ごとに定めら
れている学校教育目標について、母校のものを確
認し整理しておくこと。

［授業方法］学校経営組織、組
織マネジメント、学校経営戦略
について解説する。その後で、
学校経営の基本的な事項につい
てループ討議する。
［授業内容］
テーマ：学校の組織（教師とし
ての出発）

（予習：2時間）学校の管理・運営の内容につい
て調べておくこと。母校の学校教育目標について
も調べておくこと。

（予習：2時間）学校の管理・運営組織の内容を
調べておくこと。4Mの条件やPDCAサイクルの内容
を調べておくこと。成果を挙げている学校の経営
戦略を調べておくこと。
（復習：1.5時間）4Mの条件やPDCAサイクルを確
認し整理しておくこと。

（予習：2時間）教員とは何か、教員の職務、学
年や学級、教科、道徳、総合的な学習の時間、特
別活動と学校組織、さらに教師の専門性とは何か
、研修は法的にどのように位置付けられているか
［授業方法］学級経営・学級経 を調べておくこと。また、主任の役割について調
営能力・学年経営、教師の専門 べておくこと。
性、新任教師の心得について解
説する。その後で、服務事故事 （復習：1.5時間）教員の職務、学校組織など法
例研究として、スクールハラス 規等で定められていることとその内容を確認し整
メントについてグループ討議す 理しておくこと。また、主任の役割についても確
認し整理しておくこと。
る。
（予習：2時間）校務分掌とは何か、職員会議と
［授業内容］
テーマ：学校の組織（校務分掌 は何かについて調べておくこと。また、母校の学
校要覧などから、どのような人が学校に勤務して
・職員会議）
いるかを調べておくこと。
［授業方法］校務分掌の決定、
（復習：1.5時間）職員会議の位置付けと校務分
職員会議の機能・運営,
主任の役割について解説する。 掌、さらに学校に勤務する人について確認し整理
その後で、リーダーシップとミ しておくこと。
ドルリーダーの行動についてグ
ループ討議する。
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（予習：2時間）「中学校・高等学校学習指導要
領総則解説編」の「指導計画の作成」等を調べて
おくこと。また、教科等の単位数や授業時数につ
いても調べておくこと。さらに、第3章第5節「教
育課程実施上の配慮事項」について調べておくこ
［授業方法］教育課程に関わる と。
組織運営、学習指導に関わる組
織運営について解説する。その （復習：1.5時間）学校教育の大きな柱である「
後で、学力とは何か、学力向上 学習指導」の指導計画・編成とそれに関わる組織
・進路実現のための戦略につい について確認し整理しておくこと。
てグループ討議する。
（予習：2時間）生徒指導に関わる組織として「
［授業内容］
テーマ：生徒指導に関わる組織 学年経営・学級経営・授業経営」について調べて
おくこと。また、いじめ防止について調べておく
運営
こと。
［授業方法］生徒指導に関わる
組織運営（学年経営・学級経営 （復習：2時間）生徒理解の上で成り立つ「生徒
・授業経営等）、いじめ防止に 指導・進路指導」について、その内容と組織的に
ついて解説する。その後で、子 実施されていること、さらに「いじめ防止」を確
どもの心のサイン、心の居場所 認し整理しておくこと。
づくりをどう進めるかについて
グループ討議する。
（予習：2時間）学校事務の果たす役割について
［授業内容］
テーマ：学校事務、施設・設備 調べておくこと。施設・設備の管理と学校財務に
ついて調べておくこと。また、接遇の仕方につい
と学校財務、接遇
て調べておくこと。
［授業方法］学校事務、施設設
備の管理運営と学校財務、望ま （復習：2時間）学校財務の果たす役割について
しい接遇の仕方について解説す 確認し整理しておくこと。施設・設備の管理と学
る。その後で、接遇の具体的な 校財務について確認し整理しておくこと。さらに
処し方についてグループ討議す 望ましい接遇の仕方について確認し整理しておく
こと。
る。
（予習：2時間）学校の危機管理とは何か、自分
［授業内容］
テーマ：学校の危機管理 その の考えと対応策をまとめておくこと。
①生活安全・交通安全・食物ア
（復習：2時間）グループ討議での内容を振り返
レルギー）
るとともに、学校の危機管理内容と対応策等を確
［授業方法］学校の危機管理 認し整理しておくこと。
その①生活安全・交通安全・食
物アレルギーについて解説する
。その後で、服務事故事例研究
として、飲酒運転・会計の適正
管理についてグループ討議する
。
（予習：2時間）防犯や防災での安全対策と様々
［授業内容］
テーマ：学校の危機管理 その なクレームへの対応策を考えておくこと。
②防犯安全・災害安全・クレー
（復習：2時間）グループ討議での内容を振り返
ム対応
るとともに、学校での危機管理内容と対応策を確
［授業方法］学校の危機管理 認し整理しておくこと。
その②防犯安全・災害安全・ク
レーム対応について解説する。
その後で、危機管理事例研究と
して、クレーム対応についてグ
ループ討議をする。
［授業内容］
テーマ：教育課程に関わる組織
運営、学習指導に関わる組織運
営
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（予習：2時間）学校自己評価や生徒・保護者等
［授業内容］
テーマ：学校自己評価、生徒・ の評価の内容を調べておくこと。学校評議員会の
保護者の評価、学校評議員、PT 内容を調べておくこと。PTAについて調べておく
こと。
A
［授業方法］学校自己評価、生
徒・保護者の評価、学校評議員
、PTAの活用について解説する
。その後で、服務事故事例研究
として、個人情報の取扱につい
てグループ討議し、危機管理事
例研究として、クレーム対応に
ついてグループ討議する。
［授業内容］
テーマ：部活動と体罰防止,フ
ェアプレイ

（復習：1.5時間）学校自己評価とSWOT分析、生
徒・保護者等の評価が行われる根拠と内容、生か
し方、さらに学校評議員会やPTAの活用の仕方に
ついて確認し整理しておくこと。

（予習：2時間）「高等学校学習指導要領解説総
則編」の部活動について触れている内容を調べて
おくこと。ブラック業務とまで呼ばれている部活
動指導について理想的な関わり方について調べて
［授業方法］運動部活動と体罰 おくこと。さらに部活動を継続していくための要
防止、フェアプレイ、セクハラ 件、体罰防止の方策についても調べておくこと。
・パワハラ防止について解説す
る。その後で、体罰防止・セク
ハラ防止・パワハラ防止につい （復習：2時間）望ましい部活動指導について確
認し整理しておくこと。生徒をその気にさせ体罰
てグループ討議する。
のない部活動指導について確認し整理しておくこ
と。
(予習6時間) （復習）2時間
定期試験
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授業科目名
英語科目名

学校経営論
School Management

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

阿部

博之

授業概要
[授業全体の内容]
現代の学校教育に関する社会的・制度的又は経営的事項について、基礎的な知識を身につけるとともに、それ
らに関連する課題を理解する。また、学校と地域との連携に関する理解及び学校安全への対応に関する基礎的
知識も身につける。具体的には、学校の機能・学校と教育行政・教員の専門性・学習指導と教育課程・学校事
務・施設設備と学校財務・接遇・学校の危機管理・地域住民と保護者の学校への期待・体罰防止などを理解し
、教員としての資質を養う。
この授業は講義とグループ討議（演習）の二本立てとし、意見交換を積極的に行う。加えて毎時、既習内容の
確認テストを実施する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
〇予習・復習を前提に授業に臨み、常に高い目標を目指して努力する。
〇幅広い知識と高い専門性を兼ね備えた教員としての資質を養う。
〇協働で課題を解決するために必要なコミュニケーション能力や教師としての倫理観を涵養し、学校経営に参
画できる教師としての必須な資質を養い、以てキョウイン採用試験に挑戦する端緒とする。

[授業の到達目標]
〇学校を取り巻く社会の変化を理解している。
〇組織としての学校の特質と学校運営の仕方を理解し、これからの学校はどうあるべきか、学校経営の在り方
を説明できる。
〇多様化している絵生徒指導の要点を理解している。
〇日本と欧米の教育の長所と短所を例示することができる。
〇教育関係法規を理解している。
〇教育行政の仕組みを理解している。
〇学級経営の要点を説明できる。
〇生徒・保護者・教員とのコミュニケーションを円滑に行える。
〇教職員や学校外の関係者・関係機関との連携・協働の在り方を理解している。
〇開かれた学校づくりの方法を理解している。
〇学校での生活安全管理・交通安全管理・災害安全管理の具体的な取組を理解している。
〇学校の危機管理（クレーム対応を含む)について説明できる
〇体罰防止、生徒がやる気になる部活動の指導について説明できる。
成績評価
[成績評価の基準]
〇教師の主たる仕事とは何かを説明できるか。
〇学校の管理・運営とは何かを説明できるか。
〇校務分掌を理解し、編成の要点を説明できるか。
〇教育課程とは何か、編成の要点を説明できるか。
〇学級経営の要点を説明できるか。
〇生徒指導体制の確立について説明できるか。
〇学校の危機管理について説明できるか。
〇体罰のない、生徒がやる気になる部活動の指導の在り方について説明できるか。
[成績評価の方法]
次のとおり評価し、到達目標を踏まえた上で総合的に判断して単位を付与する。
〇基礎となる評価：期末試験の成績、授業態度
〇積み上げとなる評価：毎時行う確認テストとグループ討議の報告の提出状況と質的内容,授業への積極的参
加度
〇定期考査50％、確認テスト20％、グループ討議報告20％、授業への積極的参加態度10％により総合的に評価
する
履修における留意事項
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[履修要件]
中学校や高等学校の教員を目指したい人は勿論のこと、教職に対して興味・関心を持っている人が受講するこ
と。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
〇教育実習校や母校の学校要覧・教育目標を読み込むこと。
〇マスコミの教育関連ニュースや記事に関心を持ち、教育現場の今日的課題について情報を収集し、その対応
の視点を持って授業に臨むこと。
〇授業への出席は極めて厳しい水準を要求する。遅刻・早退をせず出席すること。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
〇毎時、確認テストを実施し、前回分の解答と解説を行う。
〇定期考査の模範解答はJ‑PASS上で示す。
[テキスト・参考書等]
〇テキストは特になし。授業時にプリントを配付する。
〇参考書・参考資料：「教育小六法」、「学校経営を論ずる各種書籍」、「中学校・高等学校学習指導要領
総則編」（文部科学省）、「中学校・高等学校学習指導要領解説 総則編」（文部科学省）、「千葉県立学校
の管理運営に関する規則」(千葉県教育委員会）、「母校の学校要覧」、「教育関連ニュースや記事」
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
h‑abe618@xa2.so‑net.ne.jp
［オフィスアワー］
木曜日の12時30分〜12時50分と14時30分〜15時
備考
［学修時間］
学修時間（計90時間）
授業30時間
準備60時間
［その他］
この教科科目は、中学校教諭１種免許状（保健体育）並びに高等学校教諭１種免許状の取得に必要な科目のう
ち、「教育の基礎的理解に関数科目」における必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
阿部博之
（予習：１時間）教育とは何か、学校教育とは何
1
［授業内容］
テーマ：授業の進め方と受講心 か、さらに、学校の種類や学校の設置者について
調べておくこと（参考：「教育基本法」「学校教
得
育法」など）。
［授業方法］教育とは、学校と
は、学校教育とは、学校の種類 （復習：2時間）授業全体のイメージを掴むこと
、学校の設置者等について解説 。また、学校教育は様々な法規等で定められてい
する。その上で、これからの学 ることを確認し、「教育」「学校」「学校の種類
校の在り方についてグループで 」「学校の設置者」を確認して整理しておくこと
。
討議する。
阿部博之
（予習：2時間）学校教育を規定する法規を読み
2
［授業内容］
テーマ：学校教育と教育法規 込んでおくこと。特に教育に関わる憲法・教育基
本法にどのようなことが記載されているかを調べ
［授業方法］憲法・教育基本法 ておくこと。
・地方公務員法・教特法・法規
法令・学校教育法・学校教育法 （復習：2時間）教育や教職員に関わる様々な法
施行規則について解説する。そ 規等を確認し整理しておくこと。
の上で、服務事故事例研究とし
て、体罰防止についてグループ
討議する。
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（予習：2時間）教育委員会制度の変遷、教育委
［授業内容］
テーマ：教育行政と学校、教育 員会と学校の関係はどの法規にしめされているの
か、内容についても調べておくこと。
委員会制度
［授業方法］教育行政（地方教
育行政の組織及び運営に関する
法律）と学校の関係、教育委員
会制度について解説する。その
後で、日本の教育問題（欧米と
比較して）についてグループ討
議する。
［授業内容］
テーマ：学校経営と組織マネジ
メント その①

（復習：2時間）教育委員会と学校の関わりにつ
いて確認し整理しておくこと。

［授業方法］学校の管理・運営
、学校経営方針、学校経営組織
について解説する。その後で、
服務事故事例研究として、営利
企業の従事制限・信用失墜行為
についてグループ討議する。
［授業内容］
テーマ：学校経営と組織マネジ
メント その②

（復習：1.5時間）学校の管理・運営について確
認し整理しておくこと。また、学校ごとに定めら
れている学校教育目標について、母校のものを確
認し整理しておくこと。

［授業方法］学校経営組織、組
織マネジメント、学校経営戦略
について解説する。その後で、
学校経営の基本的事項について
ループ討議する。
［授業内容］
テーマ：学校の組織（教師とし
ての出発）

（予習：2時間）学校の管理・運営の内容につい
て調べておくこと。母校の学校教育目標について
も調べておくこと。

（予習：2時間）学校の管理・運営組織の内容を
調べておくこと。4Mの条件やPDCAサイクルの内容
を調べておくこと。成果を挙げている学校の経営
戦略を調べておくこと。
（復習：1.5時間）4Mの条件やPDCAサイクルを確
認し整理しておくこと。

（予習：2時間）教員とは何か、教員の職務、学
年や学級、教科、道徳、総合的な学習の時間、特
別活動と学校組織、さらに教師の専門性とは何か
、研修は法的にどのように位置付けられているか
［授業方法］学級経営・学級経 を調べておくこと。また、主任の役割について調
営能力・学年経営、教師の専門 べておくこと。
性、新任教師の心得について解
説する。その後で、、服務事故 （復習：1.5時間）教員の職務、学校組織など法
事例研究として、スクールハラ 規等で定められていることとその内容を確認し整
スメントについてグループ討議 理しておくこと。また、主任の役割についても確
認し整理しておくこと。
する。
（予習：2時間）校務分掌とは何か、職員会議と
［授業内容］
テーマ：学校の組織（校務分掌 は何かについて調べておくこと。また、母校の学
校要覧などから、どのような人が学校に勤務して
・職員会議）,主任の役割
いるかを調べておくこと。
［授業方法］校務分掌の決定、
職員会議の機能・運営、主任の （復習：1.5時間）職員会議の位置付けと校務分
役割について解説する。その後 掌、さらに学校に勤務する人について確認し整理
で、リーダーシップとミドルリ しておくこと。
ーダーの行動についてグループ
討議する。
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（予習：2時間）「中学校・高等学校学習指導要
領総則解説編」の「指導計画の作成」等を調べて
おくこと。また、教科等の単位数や授業時数につ
いても調べておくこと。さらに、第3章第5節「教
育課程実施上の配慮事項」について調べておくこ
［授業方法］教育課程に関わる と。
組織運営、学習指導に関わる組
織運営について解説する。その （復習：1.5時間）学校教育の大きな柱である「
後で、学力とは何か、学力向上 学習指導」の指導計画・編成とそれに関わる組織
・進路実現のための戦略につい について確認し整理しておくこと。
てグループ討議する。
（予習：2時間）生徒指導に関わる組織として「
［授業内容］
テーマ：生徒指導に関わる組織 学年経営・学級経営・授業経営」について調べて
おくこと。また、いじめ防止について調べておく
運営
こと。
［授業方法］生徒指導に関わる
組織運営（学年経営・学級経営 （復習：2時間）生徒理解の上で成り立つ「生徒
・授業経営等）、いじめ防止に 指導・進路指導」について、その内容と組織的に
ついて解説する。その後で、子 実施されていること、さらに「いじめ防止」を確
どもの心のサイン、心の居場所 認し整理しておくこと。
づくりをどう進めるかについて
グループ討議する。
（予習：2時間）学校事務の果たす役割について
［授業内容］
テーマ：学校事務、施設・設備 調べておくこと。施設・設備の管理と学校財務に
ついて調べておくこと。また、接遇の仕方につい
と学校財務、接遇
て調べておくこと。
［授業方法］学校事務、施設設
備の管理運営と学校財務、望ま （復習：2時間）学校財務の果たす役割について
しい接遇の仕方について解説す 確認し整理しておくこと。施設・設備の管理と学
る。その後で、接遇の具体的な 校財務について確認し整理しておくこと。さらに
処し方についてグループ討議す 望ましい接遇の仕方について確認し整理しておく
こと。
る。
（予習：2時間）学校の危機管理とは何か、自分
［授業内容］
テーマ：学校の危機管理 その の考えと対応策をまとめておくこと。
①生活安全・交通安全・食物ア
（復習：2時間）グループ討議での内容を振り返
レルギー）
るとともに、学校の危機管理内容と対応策等を確
［授業方法］学校の危機管理 認し整理しておくこと。
その①生活安全・交通安全・食
物アレルギーについて解説する
。その後で、服務事故事例研究
として、飲酒運転・会計の適正
管理についてグループ討議する
。
（予習：2時間）防犯や防災での安全対策と様々
［授業内容］
テーマ：学校の危機管理 その なクレームへの対応策を考えておくこと。
②防犯安全・災害安全・クレー
（復習：2時間）グループ討議での内容を振り返
ム対応
るとともに、学校での危機管理内容と対応策を確
［授業方法］学校の危機管理 認し整理しておくこと。
その②防犯安全・災害安全・ク
レーム対応について解説する。
その後で、危機管理事例研究と
して、クレーム対応についてグ
ループ討議をする。
［授業内容］
テーマ：教育課程に関わる組織
運営、学習指導に関わる組織運
営
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（予習：2時間）学校自己評価や生徒・保護者等
［授業内容］
テーマ：学校自己評価、生徒・ の評価の内容を調べておくこと。学校評議員会の
保護者の評価、学校評議員、PT 内容を調べておくこと。PTAについて調べておく
こと。
A
［授業方法］学校自己評価、生
徒・保護者の評価、学校評議員
、PTAの活用について解説する
。その後で、服務事故事例研究
として、個人情報の取扱につい
てグループ討議し、危機管理事
例研究として、クレーム対応に
ついてグループ討議する。
［授業内容］
テーマ：部活動と体罰防止,フ
ェアプレイ

（復習：1.5時間）学校自己評価とSWOT分析、生
徒・保護者等の評価が行われる根拠と内容、生か
し方、さらに学校評議員会やPTAの活用の仕方に
ついて確認し整理しておくこと。

（予習：2時間）「高等学校学習指導要領解説総
則編」の部活動について触れている内容を調べて
おくこと。ブラック業務とまで呼ばれている部活
動指導について理想的な関わり方について調べて
［授業方法］運動部活動と体罰 おくこと。さらに部活動を継続していくための要
防止、フェアプレイ、セクハラ 件、体罰防止の方策についても調べておくこと。
・パワハラ防止について解説す
る。その後で、体罰防止・セク
ハラ防止・パワハラ防止につい （復習：2時間）望ましい部活動指導について確
認し整理しておくこと。生徒をその気にさせ体罰
てグループ討議する。
のない部活動指導について確認し整理しておくこ
と。
(予習6時間) （復習）2時間
定期試験
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授業科目名
英語科目名

教育方法研究Ⅰ
Research Methods in EducationⅠ

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 長登 健
科目担当者
山田 稔
授業概要
[授業全体の内容]
スポーツ健康科学を基盤として、現代日本の学校における教育方法について、原理論的アプローチ、教育工
学的アプローチ、特別支援的アプローチなどにより認識を深める。教育の方法及び技術（情報機器及び教材の
活用を含む。）では、これからの社会を担う子どもたちに求められる資質・能力を育成するために必要な、教
育の方法、教育の技術、情報機器及び教材の活用に関する基礎的な知識・技能を身に付けることを目標とし、
授業を展開する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
教職課程において、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」の一つ
として位置付けられているものです。
[授業の到達目標]
１．教育方法の基礎的理論と実践を理解している。
２．これからの社会を担う子供たちに求められる資質・能力を育成するための教育方法の在り方（主体的・対
話的で深い学びの実現など）を理解している。
３．学級・生徒・教員・教室・教材など授業を構成する基礎的な要件を理解している。
４．情報機器を活用した効果的な授業や教材の作成・活用に関する基本的な能力を身に付ける。
５．学習評価の基礎的な考え方を理解している。
成績評価
[成績評価の基準]
１．到達目標に基づき、様々な教育学的・体育学的な知識・技術を教授能力に変換することができる。
２．情報機器を活用した効果的な授業づくりや生徒たちの情報活用能力（情報モラルを含む。）を育成するた
めの指導法を理解している。
３．学習評価の基礎的な考え方を理解し、学習指導案の作成に活かすことができる。
[成績評価の方法]
到達目標へ向けての学習状況を確認するための、定期試験 （50 ％）、課題レポート（30％）、授業への積
極的な参加態度（20％）をもとに総合的に評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
本科目は、教育実習に行く前に履修することが望ましい。また、教職概論、教育原理、教育課程論、教育心
理学、体育科教育法Ⅰ、保健科教育法Ⅰの６科目の履修が修了していることが望ましい。
学科別に指定されたクラスを受講すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
特になし
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
課題レポートは優秀なレポートを選択して、受講者全員で共有する。定期試験後は要望があれば個別に解説
や指導を行う。
[テキスト・参考書等]
１．中学校学習指導要領解説保健体育編（文部科学省）
２．高等学校学習指導要領解説保健体育編（文部科学省）
３．評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料：保健体育（平成23年7月、国立教育政策研
究所）
４．平成30年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査報告書（スポーツ庁）
１・２は教科書として使用するので必ず用意すること。３・４は参考資料であり、レポート作成の際に参考
となる。その他、授業中に、適宜、資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
長登 健
E‑mail：tnagato@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：前期の月曜日 14：00〜16:00
場所：1号館5F、1519号室
備考
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［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中・高保健体育１種免許の取得に必要な科目のうち、「教育課程及び指導法に関する科目
」における必修科目として位置付けられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
長登、山田
（予習：２時間）
1
［授業内容］
これまでの教育課程科目の学修内容についてふ
テーマ：教育哲学と教育方法
（復習：２時間）
教師の仕事は単に教えること り返る。
ではない。大切なことは、子ど 次回の学習内容に応じた課題を提示する。
もたちの学びをサポートするこ
と、子どもたちがより豊かに、
より幸せに生きるために彼らの
自己受容を助けることである。
学びの具体的な支援方法を考え
ていく。
［授業方法］
講義
長登、山田
（予習：２時間）
2
［授業内容］
テーマ：教育方法研究の史的展 前時に配布したプリントをよく読んでおくこと
。
開
近代から現代の公教育学校に （復習：３時間）
おいて、どのような教育方法が 授業の要約とコメントをレポートとして作成す
研究・実践されてきたのか、世 ること。
界的な潮流を理解して教授理論
やカリキュラム類型を解説する
。具体的にはペスタロッチの直
感教授、ヘルバルトの教育的教
授、ツィラーの５段階教授法、
シュテンツェルらの範例方式な
どを取り上げ、それらの教授法
研究の課題を考察する。
［授業方法］
講義
長登、山田
（予習：２時間）
3
［授業内容］
テーマ：様々な授業研究、日本 前時に配布したプリントをよく読んでおくこと
。
の教育課程の変遷
近代から現代日本の公教育学 （復習：３時間）
校において、どのような教育方 授業の要約とコメントをレポートとして作成す
法が研究・実践されてきたのか ること。
、その理論と実例を広く学び、
自らの教育実践に役立てる。具
体的には、板倉の仮説実験授業
による発見学習の試み、遠山の
水道方式などを取り上げ、日本
における教育方法改革の課題を
考察する。
［授業方法］
講義
山田
（予習：２時間）
4
［授業内容］
前時に配布するプリントをよく読んでおくこと
テーマ：学習意欲を創る
内発的動機付けを高めること 。
は体育教師にとって重要な課題 （復習：３時間）
である。望ましい動機付けの雰 授業の要約とコメントをレポートとして作成す
囲気をつくる授業の計画と準備 ること。
について考察する。
［授業方法］
講義
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［授業内容］
テーマ：教材と授業の実際、教
材研究の方法
体育の授業づくりに向けた教
師の中心的な仕事の一つである
教材・教具づくりについて解説
する。体育授業における教材・
教具とは何か、それらの構成・
開発の際に求められる基本的な
条件や視点について考察する。
［授業方法］
講義、演習
山田
［授業内容］
テーマ：単元計画と指導案の実
際
単元計画とは、どのようなも
のであるかを述べることができ
、その計画を作成することがで
きるよう、単元計画に準じて、
１単位時間の学習指導案を作成
する。
［授業方法］
講義、演習、課題レポート①
山田、ｹﾞｽﾄﾃｨｰﾁｬｰ ［授業内容］
テーマ：指導案のふり返り
保健体育科教員と部活動の実際
日本の運動部活動の現状と課
題についてゲストティーチャー
より学び理解を深める。実際の
学校現場で授業を行う立場の教
師として、計画作成上の留意点
や、運動部活動の指導上の課題
とされることについて考察する
。
［授業方法］
講義
山田
［授業内容］
テーマ：教育におけるICT活用
の実際、情報モラル教育の実際
グローバル社会で求められる
能力と教育方法について知り、
実際の授業の中で使われている
ICT機器を示し、その特徴や活
用する場面、その教育的効果に
ついて考察する。
［授業方法］
講義
山田、ｹﾞｽﾄﾃｨｰﾁｬｰ ［授業内容］
テーマ：ICTを活用した授業の
実際
デジタル社会の情報リテラシ
ーと教育用コンテンツの利活用
について知るとともに、そのた
めの活用方法の実際を学ぶ。
［授業方法］
講義、課題レポート②
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（予習：２時間）
前時に配布するプリントをよく読んでおくこと
。
（復習：２時間）
授業の要約とコメントをレポートとして作成す
ること。

（予習：２時間）
前時に配布するプリントをよく読んでおくこと
。
（復習：３時間）
授業の要約とコメントをレポートとして作成す
ること。

（予習：２時間）
前時に配布するプリントをよく読んでおくこと
。
（復習：２時間）
ゲストティーチャーより学んだ内容についてふ
り返り、レポートを作成すること。

（予習：２時間）
前時に配布するプリントをよく読んでおくこと
。
（復習：２時間）
課題に応じた考察文を作成すること。

（予習：１時間）
前時に配布するプリントをよく読んでおくこと
。
（復習：３時間）
課題に応じた考察文を作成すること。
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11

12
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14

山田

［授業内容］
テーマ：ICT活用の課題レポー
トのふり返り、特別支援教育に
おける保健体育授業の実際
特別支援教
育の基礎知識の解説から、支援
を必要とする子どもたちについ
て知る。特別支援学級における
保体授業の準備段階や実践段階
で必要な配慮について考察する
。

［授業方法］
講義
山田、ｹﾞｽﾄﾃｨｰﾁｬｰ ［授業内容］
テーマ：特別支援教育の実際
実際の学校現場での経験をも
とに、ゲストティーチャーより
特別支援教育における授業の実
際について指導を受ける。
［授業方法］
講義、実技
長登、山田
［授業内容］
テーマ：主体的・対話的で深い
学びを実現する授業
アクティブ・ラーニングと新
しい学力観 次期学習指導要領
に向けて、主体的・対話で深い
学びを目指す（「アクティブ・
ラーニング」）について理解し
、取り組みを通して、その方法
について学ぶ。
［授業方法］
講義、演習
山田
［授業内容］
テーマ：様々な教育評価、評価
の実際
「評価と評定」、「評価規準
と基準」、「絶対評価と相対評
価」、「形成的評価」、「自己
評価」等、様々な教育評価につ
いて理解する。
［授業方法］
講義、演習
長登、山田
［授業内容］
テーマ：指導案中の評価規準の
作成
体育授業における、目標に準
拠した評価と観点別評価につい
て、その意味を理解する。学習
指導案中に評価を位置付け、そ
の具体的な評価方法を考える。
［授業方法］
講義、演習
定期試験
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（予習：２時間）
前時に配布するプリントをよく読んでおくこと
。
（復習：２時間）
授業の要約とコメントをレポートとして作成す
ること。

（予習：２時間）
前時に配布するプリントをよく読んでおくこと
。
（復習：２時間）
ゲストティーチャーより学んだ内容についてふ
り返り、レポートを作成すること。

（予習：２時間）
前時に配布するプリントをよく読んでおくこと
。
（復習：２時間）
授業の要約とコメントをレポートとして作成す
ること。

（予習：２時間）
前時に配布するプリントをよく読んでおくこと
。
（復習：２時間）
授業の要約とコメントをレポートとして作成す
ること。

（予習：２時間）
前時に配布するプリントをよく読んでおくこと
。
（復習：２時間）
授業の要約とコメントをレポートとして作成す
ること。

授業科目名
英語科目名

教育方法研究Ⅰ
Research Methods in EducationⅠ

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 長登 健
科目担当者
山田 稔
授業概要
[授業全体の内容]
スポーツ健康科学を基盤として、現代日本の学校における教育方法について、原理論的アプローチ、教育工
学的アプローチ、特別支援的アプローチなどにより認識を深める。教育の方法及び技術（情報機器及び教材の
活用を含む。）では、これからの社会を担う子どもたちに求められる資質・能力を育成するために必要な、教
育の方法、教育の技術、情報機器及び教材の活用に関する基礎的な知識・技能を身に付けることを目標とし、
授業を展開する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
教職課程において、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」の一つ
として位置付けられているものです。
[授業の到達目標]
１．教育方法の基礎的理論と実践を理解している。
２．これからの社会を担う子供たちに求められる資質・能力を育成するための教育方法の在り方（主体的・対
話的で深い学びの実現など）を理解している。
３．学級・生徒・教員・教室・教材など授業を構成する基礎的な要件を理解している。
４．情報機器を活用した効果的な授業や教材の作成・活用に関する基本的な能力を身に付ける。
５．学習評価の基礎的な考え方を理解している。
成績評価
[成績評価の基準]
１．到達目標に基づき、様々な教育学的・体育学的な知識・技術を教授能力に変換することができる。
２．情報機器を活用した効果的な授業づくりや生徒たちの情報活用能力（情報モラルを含む。）を育成するた
めの指導法を理解している。
３．学習評価の基礎的な考え方を理解し、学習指導案の作成に活かすことができる。
[成績評価の方法]
到達目標へ向けての学習状況を確認するための、定期試験 （50％）、課題レポート（30％）、授業への積
極的な参加態度（20％）をもとに総合的に評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
本科目は、教育実習に行く前に履修することが望ましい。また、教職概論、教育原理、教育心理学、教育課
程論、体育科教育法Ⅰ、保健科教育法Ⅰの６科目の履修が修了していることが望ましい。
学科別に指定されたクラスを受講すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
特になし
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
課題レポートは優秀なレポートを選択して、受講者全員で共有する。定期試験後は要望があれば個別に解説
や指導を行う。
[テキスト・参考書等]
１．中学校学習指導要領解説保健体育編（文部科学省）
２．高等学校学習指導要領解説保健体育編（文部科学省）
３．評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料：保健体育（平成23年7月、国立教育政策研
究所）
４．平成30年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査報告書（スポーツ庁）
１・２は教科書として使用するので必ず用意すること。３・４は参考資料であり、レポート作成の際に参考
となる。その他、授業中に、適宜、資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
長登 健
E‑mail：tnagato@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：前期の月曜日 14：00〜16:00
場所：1号館5F、1519号室
備考
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［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中・高保健体育１種免許の取得に必要な科目のうち、「道徳、総合的な学習の時間等の指
導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」における必修科目として位置付けられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
長登、山田
（予習：２時間）
1
［授業内容］
これまでの教育課程科目の学修内容についてふ
テーマ：教育哲学と教育方法
（復習：２時間）
教師の仕事は単に教えること り返る。
ではない。大切なことは、子ど 次回の学習内容に応じた課題を提示する。
もたちの学びをサポートするこ
と、子どもたちがより豊かに、
より幸せに生きるために彼らの
自己受容を助けることである。
学びの具体的な支援方法を考え
ていく。
［授業方法］
講義
長登、山田
（予習：２時間）
2
［授業内容］
テーマ：教育方法研究の史的展 前時に配布したプリントをよく読んでおくこと
。
開
近代から現代の公教育学校に （復習：３時間）
おいて、どのような教育方法が 授業の要約とコメントをレポートとして作成す
研究・実践されてきたのか、世 ること。
界的な潮流を理解して教授理論
やカリキュラム類型を解説する
。具体的にはペスタロッチの直
感教授、ヘルバルトの教育的教
授、ツィラーの５段階教授法、
シュテンツェルらの範例方式な
どを取り上げ、それらの教授法
研究の課題を考察する。
［授業方法］
講義
長登、山田
（予習：２時間）
3
［授業内容］
テーマ：様々な授業研究、日本 前時に配布したプリントをよく読んでおくこと
。
の教育課程の変遷
近代から現代日本の公教育学 （復習：３時間）
校において、どのような教育方 授業の要約とコメントをレポートとして作成す
法が研究・実践されてきたのか ること。
、その理論と実例を広く学び、
自らの教育実践に役立てる。具
体的には、板倉の仮説実験授業
による発見学習の試み、遠山の
水道方式などを取り上げ、日本
における教育方法改革の課題を
考察する。
［授業方法］
講義
山田
（予習：２時間）
4
［授業内容］
前時に配布するプリントをよく読んでおくこと
テーマ：学習意欲を創る
内発的動機付けを高めること 。
は体育教師にとって重要な課題 （復習：３時間）
である。望ましい動機付けの雰 授業の要約とコメントをレポートとして作成す
囲気をつくる授業の計画と準備 ること。
について考察する。
［授業方法］
講義

2213

5

6

7

8

9

山田

［授業内容］
テーマ：教材と授業の実際、教
材研究の方法
体育の授業づくりに向けた教
師の中心的な仕事の一つである
教材・教具づくりについて解説
する。体育授業における教材・
教具とは何か、それらの構成・
開発の際に求められる基本的な
条件や視点について考察する。
［授業方法］
講義、演習
山田
［授業内容］
テーマ：単元計画と指導案の実
際
単元計画とは、どのようなも
のであるかを述べることができ
、その計画を作成することがで
きるよう、単元計画に準じて、
１単位時間の学習指導案を作成
する。
［授業方法］
講義、演習、課題レポート①
山田、ｹﾞｽﾄﾃｨｰﾁｬｰ ［授業内容］
テーマ：指導案のふり返り
保健体育科教員と部活動の実際
日本の運動部活動の現状と課
題についてゲストティーチャー
より学び理解を深める。実際の
学校現場で授業を行う立場の教
師として、計画作成上の留意点
や、運動部活動の指導上の課題
とされることについて考察する
。
［授業方法］
講義
山田
［授業内容］
テーマ：教育におけるICT活用
の実際、情報モラル教育の実際
グローバル社会で求められる
能力と教育方法について知り、
実際の授業の中で使われている
ICT機器を示し、その特徴や活
用する場面、その教育的効果に
ついて考察する。
［授業方法］
講義
山田、ｹﾞｽﾄﾃｨｰﾁｬｰ ［授業内容］
テーマ：ICTを活用した授業の
実際
デジタル社会の情報リテラシ
ーと教育用コンテンツの利活用
について知るとともに、そのた
めの活用方法の実際を学ぶ。
［授業方法］
講義、課題レポート②
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（予習：２時間）
前時に配布するプリントをよく読んでおくこと
。
（復習：２時間）
授業の要約とコメントをレポートとして作成す
ること。

（予習：２時間）
前時に配布するプリントをよく読んでおくこと
。
（復習：３時間）
授業の要約とコメントをレポートとして作成す
ること。

（予習：２時間）
前時に配布するプリントをよく読んでおくこと
。
（復習：２時間）
ゲストティーチャーより学んだ内容についてふ
り返り、レポートを作成すること。

（予習：２時間）
前時に配布するプリントをよく読んでおくこと
。
（復習：２時間）
課題に応じた考察文を作成すること。

（予習：１時間）
前時に配布するプリントをよく読んでおくこと
。
（復習：３時間）
課題に応じた考察文を作成すること。

10

11

12

13

14

山田

［授業内容］
テーマ：ICT活用の課題レポー
トのふり返り、特別支援教育に
おける保健体育授業の実際
特別支援教
育の基礎知識の解説から、支援
を必要とする子どもたちについ
て知る。特別支援学級における
保体授業の準備段階や実践段階
で必要な配慮について考察する
。

［授業方法］
講義
山田、ｹﾞｽﾄﾃｨｰﾁｬｰ ［授業内容］
テーマ：特別支援教育の実際
実際の学校現場での経験をも
とに、ゲストティーチャーより
特別支援教育における授業の実
際について指導を受ける。
［授業方法］
講義、実技
長登、山田
［授業内容］
テーマ：主体的・対話的で深い
学びを実現する授業
アクティブ・ラーニングと新
しい学力観 次期学習指導要領
に向けて、主体的・対話で深い
学びを目指す（「アクティブ・
ラーニング」）について理解し
、取り組みを通して、その方法
について学ぶ。
［授業方法］
講義、演習
山田
［授業内容］
テーマ：様々な教育評価、評価
の実際
「評価と評定」、「評価規準
と基準」、「絶対評価と相対評
価」、「形成的評価」、「自己
評価」等、様々な教育評価につ
いて理解する。
［授業方法］
講義、演習
長登、山田
［授業内容］
テーマ：指導案中の評価規準の
作成
体育授業における、目標に準
拠した評価と観点別評価につい
て、その意味を理解する。学習
指導案中に評価を位置付け、そ
の具体的な評価方法を考える。
［授業方法］
講義、演習
定期試験
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（予習：２時間）
前時に配布するプリントをよく読んでおくこと
。
（復習：２時間）
授業の要約とコメントをレポートとして作成す
ること。

（予習：２時間）
前時に配布するプリントをよく読んでおくこと
。
（復習：２時間）
ゲストティーチャーより学んだ内容についてふ
り返り、レポートを作成すること。

（予習：２時間）
前時に配布するプリントをよく読んでおくこと
。
（復習：２時間）
授業の要約とコメントをレポートとして作成す
ること。

（予習：２時間）
前時に配布するプリントをよく読んでおくこと
。
（復習：２時間）
授業の要約とコメントをレポートとして作成す
ること。

（予習：２時間）
前時に配布するプリントをよく読んでおくこと
。
（復習：２時間）
授業の要約とコメントをレポートとして作成す
ること。

授業科目名
英語科目名

教育方法研究Ⅱ
Research Methods in EducationⅡ

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 長登 健
科目担当者
荻原朋子、青木和浩、越川一紀、山崎一彦、中嶽 誠、中田 学、原田睦巳、菅波盛雄、廣瀬伸良、
中村 充、鷹見由紀子、中村恭子、武田 剛
授業概要
[授業全体の内容]
各運動の指導の在り方について理解を深めるとともに、課題の改善策を検討する。学習指導要領に記載されて
いる領域（体つくり運動、器械運動、陸上競技、水泳、バレーボール、バスケットボール、ダンス、柔道、剣
道）等の各運動を学習内容として教材化した上で模擬授業を実施し、学習内容、指導方法、教師行動について
の分析を行う。
模擬授業の実施を通して保健体育科教師に必要な専門的知識やより高度な実践的指導力を身につけることが必
要である。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
本授業では、体育授業の科学的研究成果をはじめとする幅広い知識や教養を学び、得られた情報をもとに学習
指導案を作成し、模擬授業を実際に展開することにより、対人調整力やコミュニケーション力、より高度な応
用力及び表現力を身につけることを目指す。
[授業の到達目標]
1.保健体育科において取り上げる運動について、実際に行う運動と指導法の授業を通して、各運動を教材化す
ることができる。
2.指導計画や学習資料を作成し、模擬授業及び授業分析・検討を行うことを通して、より良い体育の授業を実
現するための実践的な能力を身に付ける。
成績評価
[成績評価の基準]
1. よい体育の授業を実現するための実践的な能力が身に付いているか、毎時の課題提出で評価する。（レポ
ート、平常点）
2.模擬授業のための指導案作成や授業の展開、事後の反省会などに積極的に参加できているか、提出物などで
評価する。（レポート）
[成績評価の方法]
授業態度や取り組む姿勢等50％、課題提出30％、模擬授業への積極的参加20％にて評価する。
なお、授業態度・取り組む姿勢が授業進行上、不適切であると判断した場合には、減点の対象とするので注
意すること。
履修における留意事項
[履修要件]
受験する予定のある都道府県の採用試験情報を積極的に収集すること。将来教員になるに相応しい態度、姿
勢で積極的に授業、予習・復習に取り組むこと。なお、授業計画は、授業の進行状況により多少前後すること
がある。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
本授業は、主に教員採用試験を受験する予定のある学生を対象としている。実際に教員となって、学校教育現
場で生徒達に指導する際の指導方法や採用試験実技で課題となる運動に取り組むため、教員になりたいという
学生の積極的な履修を期待している。
[試験、レポート等の課題に対するフィードバックの方法]
授業にて返却し、模範回答や評価のポイントを提示しながら解説する。
[テキスト・参考書等]
1.「中学校学習指導要領解説（文部科学省）」、「高等学校学習指導要領解説（文部科学省）」（購入するか
Webからダウンロードして各自印刷）
2.新版体育科教育入門（大修館書店） （希望者購入）
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
長登
Email: tnagato[at]juntendo.ac.jp
荻原
Email: togiwara[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更して下さい。
［オフィスアワー］
長登： 火曜日１１：００〜１３：００
1号館5階1519号室
荻原： 火曜日１１：００〜１３：００
１号館5階1517号室
上記時間帯には予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるため、可能な限り前日までに
メールでアポイントを取ってください。質問や相談はアポイントを取っている学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中学校および高等学校教諭1種免許状の取得に必要な科目のうち、「教育課程及び指導法に
関する科目」における科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
長登、荻原
（予習：2時間）
1
（授業内容）
自分の受験する予定の都道府県の実技試験内容を
テーマ：ガイダンス
授業目的及び概要、シラバス、 確認する。
評価方法等について理解する。 （復習：2時間）
各自で選択したコースを選定し、そのコースにあ
（授業方法）
授業目的及び概要、シラバス、 る領域や内容に関して理解を深めておく。
評価方法等について解説する。
越川
（予習：2時間）
2
（授業内容）
体育授業における集団行動の行い方について調べ
テーマ：集団行動
体育授業における集団行動の行 ておく。
い方、指導の在り方について実 （復習：2時間）
集団行動の行い方について、配布プリントを読ん
際に行いながら理解する。
でおくこと。
（授業方法）
体育授業における集団行動の行
い方をグループで実践する。
青木、原田
（予習：2時間）
3
（授業内容）
テーマ：体つくり運動／器械運 体つくり運動／器械運動の授業のあり方や、指導
法について調べておく。
動の指導法①
各領域の行い方、指導法につい （復習：2時間）
て実際に行いながら理解する。 体つくり運動／器械運動に関する実技の内容をま
とめておく。
（授業方法）
2コースに分かれ、体つくり運
動もしくは器械運動の実技を行
いながら、指導法についても解
説する。
青木、原田
（予習：2時間）
4
（授業内容）
テーマ：体つくり運動／器械運 体つくり運動／器械運動に関する実技試験の内容
を調べておく。
動の指導法②
体つくり運動／器械運動の行 （復習：2時間）
い方、指導法について実際に行 各自で実技試験での課題をまとめ、復習しておく
。
いながら理解する。
（授業方法）
２コースに分かれ、体つくり運
動もしくは器械運動の実技を行
いながら、指導法や実技試験内
容についても解説する。
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5

山崎、武田

6

山崎、武田

7

中嶽、菅波、廣瀬
、中村（充）、鷹
見

8

中嶽、菅波、廣瀬
、中村（充）、鷹
見

（授業内容）
テーマ：陸上競技／水泳の指導
法①
ハードル走／水泳における指導
方法について、実際に行いなが
ら留意点について検討し、体育
授業の方向性を理解する。
（授業方法）
ハードル走
1. 恐怖感からの離脱
2. 抜き脚動作の改善
3. ハードル間インターバル走
のリズム
を習得するための指導方法を学
ぶ
水泳については、実技を行いな
がら、指導法や実技試験内容に
ついても解説する。
(授業内容）
テーマ：陸上競技／水泳の指導
法②
ハードル走／水泳における指導
方法について、実際に行いなが
ら留意点について検討し、体育
授業の方向性を理解する。
（授業方法）
ハードル走
1. 前回授業の復習を学習者に
確認させる
2. ハードルの空中動作
3. レース全体の流れ
4. 示範をするための留意点
を習得する。
水泳については、実技を行いな
がら、指導法についても解説す
る。
（授業内容）
テーマ：ゴール型・バスケ／柔
道・剣道の指導法①
ゴール型・バスケ／柔道・剣道
の行い方、指導法について実際
に行いながら検討し、体育授業
の方向性について理解する。
（授業方法）
2コースに分かれ、バスケもし
くは柔道／剣道の実技を行いな
がら、指導法についても解説す
る。
（授業内容）
テーマ：ゴール型・バスケ／柔
道・剣道の指導法②
ゴール型・バスケ／柔道・剣道
行い方、指導法について実際に
行いながら理解する。
（授業方法）
2コースに分かれ、バスケもし
くは柔道／剣道の実技を行いな
がら、指導法や実技試験内容に
ついても解説する。
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（予習：2時間）
陸上競技／水泳の授業のあり方や、指導法につい
て調べておく。
（復習：２時間）
陸上運動／水泳に関する実技試験の内容をまとめ
ておく。

（予習：2時間）
陸上競技／水泳に関する実技試験の内容を調べて
おく。
（復習：2時間）
各自で実技試験での課題をまとめ、復習しておく
。

（予習：2時間）
バスケ／柔道／剣道の授業のあり方や、指導法に
ついて調べておく。
（復習：2時間）
バスケ／柔道／剣道に関する実技試験の内容をま
とめておく。

（予習：2時間）
バスケ／柔道／剣道に関する実技試験の内容を調
べておく。
（復習：2時間）
各自で実技試験での課題をまとめ、復習しておく
。

9

10

11

12

13

中田、中村（恭） （授業内容）
テーマ：ネット型・バレー／ダ
ンスの指導法①
ネット型・バレー／ダンスの行
い方、指導法について実際に行
いながら検討し、体育授業の方
向性について理解する。
（授業方法）
2コースに分かれ、バレーもし
くはダンスの実技を行いながら
、指導法についても解説する。
中田、中村（恭） （授業内容）
テーマ：ネット型・バレーボー
ル）／ダンスの指導法②
球技（ネット型・バレーボー
ル）／ダンスの行い方、指導法
について実際に行いながら理解
する。
（授業方法）
２コースに分かれ、バレーもし
くはダンスの実技を行いながら
、指導法や実技試験内容につい
ても解説する。
長登、荻原
（授業内容）
テーマ：模擬授業と反省的省察
①
体つくり運動／器械運動／陸
上について模擬授業を行い、学
習内容、指導方法、教師行動に
ついて総合的に検討する。
（授業方法）
模擬授業を実施し、授業後に反
省会を行い、リフレクションシ
ートを作成する。
長登、荻原
（授業内容）
テーマ：模擬授業と反省的省察
②
水泳／ゴール型／武道について
模擬授業を行い、学習内容、指
導方法、教師行動について総合
的に検討する。
（授業方法）
模擬授業を実施し、授業後に反
省会を行い、リフレクションシ
ートを作成する。
長登、荻原
（授業内容）
テーマ：模擬授業と反省的省察
③
バレー／ダンスについて模擬授
業を行い、学習内容、指導方法
、教師行動について総合的に検
討する。
（授業方法）
模擬授業を実施し、授業後に反
省会を行い、リフレクションシ
ートを作成する。

2219

（予習：2時間）
バレー／ダンスの授業のあり方や、指導法につい
て調べておく。
（復習：２時間）
バレー／ダンスに関する実技試験の内容をまとめ
ておく。

（予習：2時間）
バレー／ダンスに関する指導法や実技試験の内容
を調べておく。
（復習：2時間）
各自で実技試験での課題をまとめ、復習しておく
。

（予習：2時間）
次回実施される模擬授業の指導案の内容について
確認し、理解しておく。
（復習：3時間）
実施された模擬授業の学習内容、指導方法、教師
行動についてふり返りを行う。

（予習：2時間）
次回実施される模擬授業の指導案の内容について
確認し、理解しておく。
（復習：3時間）
実施された模擬授業の学習内容、指導方法、教師
行動についてふり返りを行う。

（予習：2時間）
次回実施される模擬授業の指導案の内容について
確認し、理解しておく。
（復習：3時間）
実施された模擬授業の学習内容、指導方法、教師
行動についてふり返りを行う。

14

長登、荻原

（授業内容）
テーマ：模擬授業のふり返りと
まとめ
模擬授業について授業観察をも
とに分析を行い、課題の改善策
を検討する。
（授業方法）
小グループに分かれ、担当する
模擬授業を決定し、その授業の
分析結果をもとにディスカッシ
ョンし、発表する。
定期試験は実施しません。
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（予習：2時間）
模擬授業の分析の結果を踏まえ、よりよい体育授
業のあり方について考えておく。
（復習：3時間）
これまでの講義や実技を受けた上で、よりよい体
育授業の創造のために必要な資質や能力とは何か
について自分なりの考えをまとめる。

授業科目名
英語科目名

教育相談
Educational Counseling

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

村山

憲男

授業概要
【授業全体の内容】
教育相談の概論を理解するとともに、児童生徒の本質的理解につながる理論や技法を理解することを目的と
する。授業では、教育心理学などの知見に基づき、児童生徒の心身のバランスのとれた成長・発達と適応を促
し、学校教育現場において児童生徒に起きるさまざまな心の問題や対応していくための実践的な知識と技法を
学ぶ。具体的には、前半は児童生徒の不適応や問題行動を、後半は主にカウンセリングの基本的な姿勢や技法
を取り上げる。また、生徒指導提要のなかでの教育相談の位置づけや、様々な連携についても取り上げる。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
教育相談は、現代社会における多様化した教育へのニーズに応える上でも重要である。本科目では、児童生
徒また保護者を理解するための理論や方法論を紹介し、それを現実の生活へと応用する力を醸成することで、
現代社会で求められる教員の養成を目指す。本科目は、教職に関する科目である。
【授業の到達目標】
１．教育相談で用いる理論（不適応や問題行動を含む）を理解し説明できる。
２．カウンセリングの理論や技法を理解し実践できる。
３．教育相談の位置づけや様々な連携について理解し説明できる。
成績評価
【成績評価の基準】
１．教育相談で用いる理論（不適応や問題行動を含む）を理解し説明できる。（定期試験・授業内試験・レポ
ート）
２．カウンセリングの理論や技法を理解し実践できる。（定期試験・授業内試験・レポート）
３．教育相談の位置づけや様々な連携について理解し説明できる。（定期試験・授業内試験・レポート）
４．授業中の発言や予習・復習の取組状況によって受講態度を評価する。（定期試験・授業内試験・レポート
）
【成績評価の方法】
定期試験（50％）、授業内試験・レポート（25％）、平常点（25点）。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
ノートを必ず持参すること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業で解説する。
【テキスト・参考書等】
特にないが、ノートを必ず持参すること。資料等は必要に応じて適宜配布する。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：村山憲男
E‑mail：n‑murayama [at] juntendo‑u.ac.jp
※[at]を@に変更。順天堂大学でのメールアドレスは授業内で伝達する。
【オフィスアワー】
日時：月曜日12:10から12:45
場所：授業内で伝達する。
他の学生の相談時間と重複しないようにするため、できるだけ前週までにE‑mailで予約すること。
備考
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【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中高保健体育一種免許状および養護教諭一種免許状の取得に必要な科目のうち、「教職に関
する科目」における必修科目として位置づけられている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
村山憲男
【予習：0時間】
1
（授業内容）
オリエンテーションとして、授
業の目的と概要、成績評価、履 【復習：2時間】
修上の注意について説明する。 教育相談の全体像について、学んだ知識を整理し
また、教育相談の全体像につい ておく。
て解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山憲男
【予習：2時間】
2
（授業内容）
児童生徒の不適応や問題行動① 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
として、障害全般の基本的知識 【復習：2時間】
や問題、および、統合失調症に 障害全般の基本的知識や問題、統合失調症につい
て、学んだ知識を整理しておく。
ついて解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山憲男
【予習：2時間】
3
（授業内容）
児童生徒の不適応や問題行動② 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
として、自閉スペクトラム症や 【復習：2時間】
他の発達障害について解説する 自閉スペクトラム症や他の発達障害について、学
んだ知識を整理しておく。
。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山憲男
【予習：2時間】
4
（授業内容）
児童生徒の不適応や問題行動③ 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
として、感情障害やパーソナリ 【復習：2時間】
ティ障害について解説する。 感情障害やパーソナリティ障害について、学んだ
知識を整理しておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山憲男
【予習：2時間】
5
（授業内容）
児童生徒の不適応や問題行④と 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
して、児童生徒、および、とき 【復習：2時間】
に保護者にも関係する他の精神 児童生徒、および、ときに保護者にも関係する他
の精神障害について、学んだ知識を整理しておく
障害について解説する。
。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山憲男
【予習：4時間】
6
（授業内容）
授業内試験・レポートにより到
達度を確認するとともに、知識 これまでの内容を体系的に整理するとともに、授
をより定着させたものにする。 業内試験・レポートに向けて知識を確実にしてお
く。
（授業方法）
第1〜5回目までの内容に関する 【復習：3時間】
授業内試験・レポートを行い、 間違えた内容を中心に、理解・記憶を確実にする
。
この授業内で解説する。
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8
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9
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10

村山憲男

11

村山憲男

12

村山憲男

13

村山憲男

（授業内容）
カウンセリングの基本的姿勢の
ほか、心理学に関係するこれま
での授業の復習を含めて、必要
な理論・概念を整理する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
カウンセリングの技法①として
、来談者中心療法を中心に、実
践で役立つ具体的な技法につい
て解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
カウンセリングの技法②として
、来談者中心療法以外（たとえ
ば精神分析など）での具体的な
技法について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
カウンセリングの技法③として
、保護者等に対する面談にも役
立つ具体的な技法（アサーショ
ン）について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
カウンセリングの技法④として
、児童生徒の発達に合せた相談
について、具体的な進め方や注
意点などを含めて解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
生徒指導提要をもとにして、教
育相談の学校のなかでの役割や
組織作りなどを解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
教育相談はもちろん、生徒指導
や、キャリア教育などにおける
他職種・他機関などとの連携に
ついて、進め方や注意点を含め
て解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
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【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
カウンセリングの基本的姿勢などについて、学ん
だ知識を整理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
来談者中心療法を中心に、実践で役立つ具体的な
技法について、学んだ知識を整理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
来談者中心療法以外（たとえば精神分析など）で
の具体的な技法について、学んだ知識を整理して
おく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
保護者等に対する面談にも役立つ具体的な技法（
アサーション）について、学んだ知識を整理して
おく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
児童生徒の発達に合せた相談について、学んだ知
識を整理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
生徒指導提要をもとにして、教育相談の学校のな
かでの役割や組織作りなどについて、学んだ知識
を整理しておく。
【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
他職種・他機関などとの連携について、学んだ知
識を整理しておく。
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（授業内容）
授業内試験・レポートにより到
達度を確認するとともに、知識
をより定着させたものにする。
（授業方法）
第7〜13回目までの内容に関す
る授業内試験・レポートを行い
、この授業内で解説する。
定期試験
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【予習：4時間】
これまでの内容を体系的に整理するとともに、授
業内試験・レポートに向けて知識を確実にしてお
く。
【復習：3時間】
間違えた内容を中心に、理解・記憶を確実にする
。

授業科目名
英語科目名

教育相談
Educational Counseling

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

村山

憲男

授業概要
【授業全体の内容】
教育相談の概論を理解するとともに、児童生徒の本質的理解につながる理論や技法を理解することを目的と
する。授業では、教育心理学などの知見に基づき、児童生徒の心身のバランスのとれた成長・発達と適応を促
し、学校教育現場において児童生徒に起きるさまざまな心の問題や対応していくための実践的な知識と技法を
学ぶ。具体的には、前半は児童生徒の不適応や問題行動を、後半は主にカウンセリングの基本的な姿勢や技法
を取り上げる。また、生徒指導提要のなかでの教育相談の位置づけや、様々な連携についても取り上げる。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
教育相談は、現代社会における多様化した教育へのニーズに応える上でも重要である。本科目では、児童生
徒また保護者を理解するための理論や方法論を紹介し、それを現実の生活へと応用する力を醸成することで、
現代社会で求められる教員の養成を目指す。本科目は、教職に関する科目である。
【授業の到達目標】
１．教育相談で用いる理論（不適応や問題行動を含む）を理解し説明できる。
２．カウンセリングの理論や技法を理解し実践できる。
３．教育相談の位置づけや様々な連携について理解し説明できる。
成績評価
【成績評価の基準】
１．教育相談で用いる理論（不適応や問題行動を含む）を理解し説明できる。（定期試験・授業内試験・レポ
ート）
２．カウンセリングの理論や技法を理解し実践できる。（定期試験・授業内試験・レポート）
３．教育相談の位置づけや様々な連携について理解し説明できる。（定期試験・授業内試験・レポート）
４．授業中の発言や予習・復習の取組状況によって受講態度を評価する。（平常点）
【成績評価の方法】
定期試験（50％）、授業内試験・レポート（25％）、平常点（25点）。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
ノートを必ず持参すること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業で解説する。
【テキスト・参考書等】
特にないが、ノートを必ず持参すること。資料等は必要に応じて適宜配布する。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：村山憲男
E‑mail：n‑murayama [at] juntendo‑u.ac.jp
※[at]を@に変更。順天堂大学でのメールアドレスは授業内で伝達する。
【オフィスアワー】
日時：月曜日12:10から12:45
場所：授業内で伝達する。
他の学生の相談時間と重複しないようにするため、できるだけ前週までにE‑mailで予約すること。
備考
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【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中高保健体育一種免許状および養護教諭一種免許状の取得に必要な科目のうち、「教職に関
する科目」における必修科目として位置づけられている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
村山憲男
【予習：0時間】
1
（授業内容）
オリエンテーションとして、授
業の目的と概要、成績評価、履 【復習：2時間】
修上の注意について説明する。 教育相談の全体像について、学んだ知識を整理し
また、教育相談の全体像につい ておく。
て解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山憲男
【予習：2時間】
2
（授業内容）
児童生徒の不適応や問題行動① 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
として、障害全般の基本的知識 【復習：2時間】
や問題、および、統合失調症に 障害全般の基本的知識や問題、統合失調症につい
て、学んだ知識を整理しておく。
ついて解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山憲男
【予習：2時間】
3
（授業内容）
児童生徒の不適応や問題行動② 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
として、自閉スペクトラム症や 【復習：2時間】
他の発達障害について解説する 自閉スペクトラム症や他の発達障害について、学
んだ知識を整理しておく。
。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山憲男
【予習：2時間】
4
（授業内容）
児童生徒の不適応や問題行動③ 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
として、感情障害やパーソナリ 【復習：2時間】
ティ障害について解説する。 感情障害やパーソナリティ障害について、学んだ
知識を整理しておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山憲男
【予習：2時間】
5
（授業内容）
児童生徒の不適応や問題行④と 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
して、児童生徒、および、とき 【復習：2時間】
に保護者にも関係する他の精神 児童生徒、および、ときに保護者にも関係する他
の精神障害について、学んだ知識を整理しておく
障害について解説する。
。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山憲男
【予習：4時間】
6
（授業内容）
授業内試験・レポートにより到
達度を確認するとともに、知識 これまでの内容を体系的に整理するとともに、授
をより定着させたものにする。 業内試験・レポートに向けて知識を確実にしてお
く。
（授業方法）
第1〜5回目までの内容に関する 【復習：3時間】
授業内試験・レポートを行い、 間違えた内容を中心に、理解・記憶を確実にする
。
この授業内で解説する。
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村山憲男
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村山憲男
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（授業内容）
カウンセリングの基本的姿勢の
ほか、心理学に関係するこれま
での授業の復習を含めて、必要
な理論・概念を整理する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
カウンセリングの技法①として
、来談者中心療法を中心に、実
践で役立つ具体的な技法につい
て解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
カウンセリングの技法②として
、来談者中心療法以外（たとえ
ば精神分析など）での具体的な
技法について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
カウンセリングの技法③として
、保護者等に対する面談にも役
立つ具体的な技法（アサーショ
ン）について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
カウンセリングの技法④として
、児童生徒の発達に合せた相談
について、具体的な進め方や注
意点などを含めて解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
生徒指導提要をもとにして、教
育相談の学校のなかでの役割や
組織作りなどを解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
教育相談はもちろん、生徒指導
や、キャリア教育などにおける
他職種・他機関などとの連携に
ついて、進め方や注意点を含め
て解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
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【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
カウンセリングの基本的姿勢などについて、学ん
だ知識を整理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
来談者中心療法を中心に、実践で役立つ具体的な
技法について、学んだ知識を整理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
来談者中心療法以外（たとえば精神分析など）で
の具体的な技法について、学んだ知識を整理して
おく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
保護者等に対する面談にも役立つ具体的な技法（
アサーション）について、学んだ知識を整理して
おく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
児童生徒の発達に合せた相談について、学んだ知
識を整理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
生徒指導提要をもとにして、教育相談の学校のな
かでの役割や組織作りなどについて、学んだ知識
を整理しておく。
【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
他職種・他機関などとの連携について、学んだ知
識を整理しておく。
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（授業内容）
授業内試験・レポートにより到
達度を確認するとともに、知識
をより定着させたものにする。
（授業方法）
第7〜13回目までの内容に関す
る授業内試験・レポートを行い
、この授業内で解説する。
定期試験
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【予習：4時間】
これまでの内容を体系的に整理するとともに、授
業内試験・レポートに向けて知識を確実にしてお
く。
【復習：3時間】
間違えた内容を中心に、理解・記憶を確実にする
。

授業科目名
英語科目名

教育実習
Practice Teaching

授業形態
開講学期

実習
集中

対象学年

3

単位数

4.0

科目責任者 長登 健
科目担当者
牛尾直行、長岡 知、荻原朋子、神原直幸、中嶽 誠
授業概要
［授業全体の内容］
教育についての理論、教科についての専門的s知識・技能、生徒理解など、大学の教職課程で学んだ内容を
教育現場で総合的に実践、省察し、理論と実践の往還を通して、教員としての実践的指導力を身に付ける。
具体的には、教師として求められている知識・技能を４週間という長期の中学校・高等学校での現場実習に
よって実践的に身に付ける。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
教育についての理論、教科についての専門的な知識・技能、児童生徒理解など、大学の教職課程で学んだ内
容を中学校または高等学校の教育現場で総合的に実践し、教師としての実践的な指導力を身に付けるものです
。
［授業の到達目標］
１．生徒や学習環境等に対して適切な観察を行うとともに、学校実務に対する補助的な役割を担うことを通し
て、教育実習校の生徒の実態と、これを踏まえた学校経営及び教育活動の特色を理解する。
２．大学で学んだ教科（保健体育）や教職に関する専門的な知識・理論・技術等を、各教科や教科外活動の指
導場面で実践するための基礎を修得する。
成績評価
［成績評価の基準］
１．教師として求められる知識・技能を身に付けるために精力的に取り組んでいたか。
２．教師として求められる知識・技能について新たな課題を見付けることができたか。
［成績評価の方法］
教育実習校において大学が設定した評価項目（教育実習校からの評価）及び出席、実習記録「保健体育科教
育実習の記録」などから総合的に評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
本教育実習の履修のためには、事前・事後指導の履修も必修である。学部学生の履修に当たっては、必ず前
年度から事前・事後指導を履修し、実習校への打診などの準備を着実に進めること。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
教育実習を実施するためには、前年度までに単位習得しておかなければならない「教職ハードル」科目・単
位数がある。それを満たせない場合には、教育実習を実施することはできない。
実習中は、「保健体育科教育実習の記録」に記録を詳細に記し、実習終了後は速やかに教務課に提出するこ
と。
［試験、レポート等の課題に対するフィードバックの方法］
「保健体育科教育実習の記録」を活用しつつ、事前・事後指導において行う。
［テキスト・参考書等］
１．「学習指導要領（文部科学省）」及び「学習指導要領解説（文部科学省）」
２．「教員になろう！教員免許取得のための手引き（順天堂大学スポーツ健康科学部）」
連絡先とオフィスアワー
適宜指定する。
備考
［その他］
この科目は、中学校および高等学校教諭1種免許状の取得に必要な科目のうち、「教職実践に関する科目」
における必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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1

長登、牛尾、長岡 【実施時期】
、荻原、神原、中 ３年次の９月の実施を原則と
嶽
する。ただし特別の事情がある
場合は４年次６月または３年次
２月とすることができる。
※３年次９月以外の時期に実習
を希望する場合は、２年次１１
月末までに教育実習変更届を提
出すること。
【実施期間】
４週間
【実施校】
出身校または千葉県内の協力
校（中学校・高等学校）
※協力校での実習を希望する場
合は、２年次１１月末までに協
力校実施願を提出すること。
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授業科目名
英語科目名

事前事後指導
Pre‑and Post‑training for Teaching Practice

授業形態
開講学期

放課後等の集中講義
集中

対象学年

3

単位数

1.0

科目責任者 長登 健
科目担当者
牛尾直行、長岡 知、荻原朋子、神原直幸、中嶽 誠、川田裕次郎
授業概要
［授業全体の内容］
事前指導：実習校との調整や実習の準備について解説するとともに、学習指導案の作成や模擬授業の実施等
を行う。
事後指導：各自の教育実習を振り返り、教員としての職務や態度などを再確認する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
教職課程において必修科目に位置付けられている円滑かつ有意義な教育実習を行うための準備、及び実習終
了後のまとめを行うものです。
［授業の到達目標］
１．教育実習生として遵守すべき義務等について理解するとともに、その責任を自覚した上で意欲的に教育実
習に参加することができる。
２．教育実習を通して得られた知識や経験をふりかえり、教員免許取得までさらに習得することが必要な知識
や技能等を理解している。
成績評価
［成績評価の基準］
１．着実に教育実習に臨む準備を行っているか
２．教育実習後真摯に実習を振り返り、今後の課題を見出しているか。
［成績評価の方法］
３年次６月の集中講義をはじめとした事前・事後指導における取り組む姿勢や各種提出物などにより総合的
に評価する。
履修における留意事項
１．受講条件
事前・事後指導は取り組む姿勢と提出物を重視する。
※教育実習を３年次９月以外に実施した者は、随時事前・事後指導を実施する。
２．テキスト/参考書
「学習指導要領（文部科学省）」、「学習指導要領解説（文部科学省）」、「教員になろう！教員免許取得
のための手引き（順天堂大学スポーツ健康科学部）」
連絡先とオフィスアワー
適宜指定する。
備考
［その他］
この科目は、中学校および高等学校教諭1種免許状の取得に必要な科目のうち、「教職実践に関する科目」
における必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
長登、牛尾、長岡 ２年次５月
1
、荻原、神原、中 教育実習の解説、実習校希望
嶽、川田
調査の実施など
長登、牛尾、長岡 ３年次４月
、荻原、神原、中 「保健体育科教育実習の記録
嶽、川田
」についての説明、実習校との
調整などについて解説
長登、牛尾、長岡 ３年次６月（２日間の集中講義
、荻原、神原、中 ）
嶽、川田
指導案の作成及び模擬授業の
実施（実習）
長登、牛尾、長岡 ３年次７月
、荻原、神原、中 実習直前の必要事項の確認、
嶽、川田
事前レポートの作成など
長登、牛尾、長岡 ３年次１１月
、荻原、神原、中 教育実習のふり返り、事後レ
嶽、川田
ポートの作成など
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授業科目名
英語科目名

教職実践演習(中･高)
Practice of Teacher‑Training Course

授業形態
開講学期

講義・演習
後期

対象学年

4

単位数

2.0

科目責任者 長登 健
科目担当者
荻原朋子、牛尾直行、長岡 知、中嶽
誠、瀬戸雅春 他
授業概要
［授業の概要］
グループ討議や模擬授業の実施を中心として、教職課程の他の授業科目の履修や教職課程外での様々な活動
を通じて身に付けた資質入学の段階からそれぞれの学生の学習内容、理解度等を把握能力が、教員として最小
限必要な資質能力として有機的に統合され、形成されたかについて最終的に確認する。「履修カルテ」をもと
に、入学の段階からそれぞれの学生の学習内容、理解度等を把握したうえで、教職の意義や教員の役割、職務
内容、子どもに対する責任等や教科の指導力について確認する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・技能等との関連）］
教職課程（中高体育）において、全学年を通じた「学びの軌跡の集大成」として位置付けられるものです。
［授業の到達目標］
１．教員としての使命感や責任感、教育的愛情等を再確認し、教員としての義務や責任を自覚できる。
２．教員としての職責や義務等の自覚に基づき、目的や状況等に応じた適切な行動をとることができる。
３．これまで教育課程個々の科目の履修により習得した専門的な知識・技能が確実なものとなり、それが教員
として
実践できる力となる。
成績評価
［成績評価の基準］
１．教員としての使命感や職務についての基本的な理解に基づき、自発的・積極的に自己の職責を果たそうと
する姿勢を
持っているか。（レポート、平常点）
２．教員としての義務や責任を自覚し、４年間の履修により習得した専門的な知識・技能をもとに教員として
実践することが
できるようになったか。（レポート、平常点）
３．これまで教育課程個々の科目の履修により習得した専門的な知識・技能が確実なものとなり、それが教員
として実践
できる力となっているか。（レポート、平常点）
［成績評価の方法］
授業態度や取り組む姿勢等（40％）、課題レポート（60％）を総合的に評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
保健体育科教諭免許取得に係るすべての科目を履修した後で受講すること。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
本授業受講のための「履修カルテ」を１年次より丁寧に作成すること。
資質能力を培うために、討論や模擬実践に積極的に取り組むこと。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業にて返却し、模範解答や評価のポイントを提示しながら解説する。
［テキスト・参考書等］
授業中に、適宜、資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
長登： Email：tnagato@juntendo.ac.jp
荻原： Email：togiwara@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
長登：月曜日１１：００〜１３：００ 1号館5階1519号室
荻原：月曜日１１：００〜１３：００ 1号館5階1517号室
上記時間帯には予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるため、可能な限り前日までに
メール等でアポイントを取ってください。質問や相談はアポイントを取っている学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義・演習の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の
学修を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中学校および高等学校教諭1種免許状の取得に必要な科目のうち、「教職実践に関する科目
」における必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
長登、牛尾、長岡 ［授業内容］
予習2時間：各自で作成した履修カルテを持参す
1
、荻原
ること。
ガイダンス
［授業方法］
授業目的及び概要、シラバス、
評価方法等について解説する。
長登、牛尾、長岡 ［授業内容］
復習１時間：今回の学習内容に応じた課題を提示
1‑2
、荻原
する。
これまでの学習のふり返り
［授業方法］
履修カルテをもとに各自で確
認、整理するとともに、教育実
習における各自の課題について
グループ討議を行う。
長登、長岡、瀬戸 ［授業内容］
予習１時間：次回の学習内容に応じた課題を提示
2‑1
、ｹﾞｽﾄﾃｨｰﾁｬｰ
教職の意義と保健体育科教諭の する。
役割①
［授業方法］
講演（「新人教員に期待するこ
と」）の開催。
長登、牛尾
復習１時間：今回の学習内容に応じた課題を提示
2‑2
［授業内容］
教職の意義と保健体育科教諭の する。
役割②
［授業方法］
講演等を踏まえ、保健体育科教
諭に求められている役割・職務
についてグループ別の討論を行
う。
長岡、中嶽
予習１時間：次回の学習内容に応じた課題を提示
3‑1
［授業内容］
教職の意義と保健体育科教諭の する。
役割③

3‑2

長岡、中嶽

［授業方法］
講話（「保健体育科教育の実際
と教師の役割」）
復習１時間：今回の学習内容に応じた課題を提示
［授業内容］
教職の意義と保健体育科教諭の する。
役割④
［授業方法］
講演等を踏まえ、保健体育科教
諭に求められている役割・職務
についてグループ別の討論を行
う
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4‑1

青木、中丸、武田
、菅波、廣瀬、
中村充、鷹見、中
村恭

4‑2

青木、中丸、武田
、菅波、廣瀬、
中村充、鷹見、中
村恭

5‑1

青木、中丸、武田
、菅波、廣瀬、
中村充、鷹見、中
村恭

5‑2

青木、中丸、武田
、菅波、廣瀬、
中村充、鷹見、中
村恭

6‑1

原田、冨田、越川
、山崎、仲村、
鯉川、高梨、吉村
、堀池、中田 、
中嶽

6‑2

原田、冨田、越川
、山崎、仲村、
鯉川、高梨、吉村
、堀池、中田 、
中嶽

7‑1

原田、冨田、越川
、山崎、仲村、
鯉川、高梨、吉村
、堀池、中田、中
嶽

［授業内容］
体育の指導案の作成①−１
＜５種目（①体つくり運動、②
水泳、③柔道、④剣道、⑤ダ
ンス）×Ａ・Ｂグループ＞
［授業方法］
選択した運動領域の指導案を作
成する。
［授業内容］
体育の指導案の作成①−２
＜５種目（①体つくり運動、②
水泳、③柔道、④剣道、⑤ダ
ンス）×Ａ・Ｂグループ＞
［授業方法］
選択した運動領域の指導案を作
成する。
［授業内容］
模擬授業の実施①−１
＜５種目（①体つくり運動、②
水泳、③柔道、④剣道、⑤ダ
ンス）×Ａ・Ｂグループ＞
［授業方法］
選択した運動領域について、模
擬授業を実施する。
［授業内容］
模擬授業の実施①−２
＜５種目（①体つくり運動、②
水泳、③柔道、④剣道、⑤ダ
ンス）×Ａ・Ｂグループ＞
［授業方法］
選択した運動領域について、模
擬授業を実施する。
［授業内容］
体育の指導案の作成②−１
＜５種目（⑥器械運動、⑦陸上
運動、⑧サッカー、⑨バレーボ
ール、⑩バスケットボール）
× Ａ・Ｂグループ＞
［授業方法］
選択した運動領域の指導案を作
成する。
［授業内容］
体育の指導案の作成②−２
＜５種目（⑥器械運動、⑦陸上
運動、⑧サッカー、⑨バレーボ
ール、⑩バスケットボール）
× Ａ・Ｂグループ＞
［授業方法］
選択した運動領域の指導案を作
成する。
［授業内容］
模擬授業の実施②−１
＜５種目（⑥器械運動、⑦陸上
運動、⑧サッカー、⑨バレーボ
ール、⑩バスケットボール）
× Ａ・Ｂグループ＞
［授業方法］
選択した運動領域について、模
擬授業を実施する。
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予習１時間：次回の学習内容に応じた課題を提示
する。

復習１時間：今回の学習内容に応じた課題を提示
する。

予習１時間：次回の学習内容に応じた課題を提示
する。

復習１時間：今回の学習内容に応じた課題を提示
する。

予習１時間：次回の学習内容に応じた課題を提示
する。

復習１時間：今回の学習内容に応じた課題を提示
する。

予習１時間：次回の学習内容に応じた課題を提示
する。

7‑2

原田、冨田、越川
、山崎、仲村、
鯉川、高梨、吉村
、堀池、中田 、
中嶽

8‑1

長登、荻原、牛尾
、中嶽

8‑2

長登、荻原、牛尾
、中嶽

9‑1

長登、荻原、工藤
、渡、鈴木、佐
々木、門屋、牛尾

9‑2

長登、荻原、工藤
、渡、鈴木、佐
々木、門屋、牛尾

10‑1

長登、荻原、工藤
、渡、鈴木、佐
々木、門屋、牛尾

10‑2

長登、荻原、工藤
、渡、鈴木、佐
々木、門屋、牛尾

11‑1

長登、荻原、牛尾
、中嶽

［授業内容］
模擬授業の実施②−２
＜５種目（⑥器械運動、⑦陸上
運動、⑧サッカー、⑨バレーボ
ール、⑩バスケットボール）
× Ａ・Ｂグループ＞
［授業方法］
選択した運動領域について、模
擬授業を実施する。
［授業内容］
模擬授業のふり返り①−１
［授業方法］
模擬授業①②の学習内容、指導
方法、教師行動について総合的
に検討する。
［授業内容］
模擬授業のふり返り①−２
［授業方法］
模擬授業①②の学習内容、指導
方法、教師行動について総合的
に検討する。
［授業内容］
体育・保健の指導案の作成③−
１
＜体育理論２領域、保健３領域
×Ａ・Ｂグループ＞
［授業方法］
選択した体育理論・保健の指導
案を作成する。
［授業内容］
体育・保健の指導案の作成③−
２
＜体育理論２領域、保健３領域
×Ａ・Ｂグループ＞
［授業方法］
選択した体育理論・保健の指導
案を作成する。
［授業方法］
模擬授業の実施③−１
＜体育理論２領域、保健３領域
×Ａ・Ｂグループ＞
［授業方法］
選択した体育理論・保健につい
て、模擬授業を実施する。
［授業内容］
模擬授業の実施③−２
＜体育理論２領域、保健３領域
×Ａ・Ｂグループ＞
［授業方法］
選択した体育理論・保健につい
て、模擬授業を実施する。
［授業内容］
模擬授業のふり返り②−１
［授業方法］
模擬授業③の学習内容、指導方
法、教師行動について総合的に
検討する。
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復習１時間：今回の学習内容に応じた課題を提示
する。

予習１時間：次回の学習内容に応じた課題を提示
する。

復習１時間：今回の学習内容に応じた課題を提示
する。

予習１時間：次回の学習内容に応じた課題を提示
する

復習１時間：今回の学習内容に応じた課題を提示
する。

予習１時間：次回の学習内容に応じた課題を提示
する。

復習１時間：今回の学習内容に応じた課題を提示
する。

予習１時間：次回の学習内容に応じた課題を提示
する

11‑2

12‑1

12‑2

13‑1

13‑2

長登、荻原、牛尾 ［授業内容］
、中嶽
模擬授業のふり返り③−２
［授業方法］
模擬授業③の学習内容、指導方
法、教師行動について総合的に
検討する。
長登、牛尾、長岡 ［授業内容］
、荻原、ｹﾞｽﾄﾃｨｰ 学校における安全防災教育①
ﾁｬｰ
［授業方法］
講演の開催
長登、牛尾、長岡 ［授業内容］
、荻原
学校における安全防災教育②
［授業方法］
講演を踏まえ、グループ別の討
論を行う。
長登、牛尾、長岡 ［授業内容］
、荻原、ｹﾞｽﾄﾃｨｰ 生徒理解①
ﾁｬｰ
［授業方法］
講演の開催
長登、牛尾、長岡 ［授業内容］
、荻原
生徒理解②

14‑1

長登、牛尾、長岡
、荻原、瀬戸、ｹ
ﾞｽﾄﾃｨｰﾁｬｰ

14‑2

長登、牛尾、長岡
、荻原、瀬戸、ｹ
ﾞｽﾄﾃｨｰﾁｬｰ

［授業方法］
講演を踏まえ、グループ別の討
論を行う。
［授業内容］
人間関係の構築①
［授業方法］
講演の開催
［授業内容］
人間関係の構築②
［授業方法］
講演を踏まえ、グループ別に討
論を行う。
定期試験を実施しません。
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復習１時間：今回の学習内容に応じた課題を提示
する。

予習１時間：次回の学習内容に応じた課題を提示
する。

復習１時間：今回の学習内容に応じた課題を提示
する。

予習１時間：次回の学習内容に応じた課題を提示
する。

復習１時間：今回の学習内容に応じた課題を提示
する。

予習１時間：次回の学習内容に応じた課題を提示
する。

復習2時間：今回の学習内容に応じた課題を提示
する。

授業科目名
英語科目名

教職実践演習(養護教諭)
Practice of Teacher‑Training Course

授業形態
開講学期

講義・演習
後期

対象学年

4

単位数

2.0

科目責任者 釆女 智津江
科目担当者
長岡 知、中西 唯公
授業概要
［授業全体の内容］
本科目は、4年間の養護教諭養成の総まとめとして、養護及び教職に関する科目の履修状況を踏まえ、教員
として必要な知識技能を修得したことを確認するものである。養護実習で経験できる内容には限りがあるため
、特に学生の経験不足の部分に目を向け、対象学生が身につけるべきテーマを抽出した科目立てとなっている
。学内だけでなく、学校の見学やゲストスピーカーを招聘した講話、演習の時間を十分に確保することで養護
教諭としての技術や対応方法の実際を学ぶ。また、発表や意見交換することでより実践的な学びを深める。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「コミュニケーション力」「倫理観」ならびに「健康科学分野の専門的な知識と技能」「健康
科学分野の専門的な実践力」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
１．これまで学習してきた内容から養護教諭として自分に不足している内容に気づく
２．養護実習で体験できなかったり自身のない内容について認識する
３．養護教諭として活動する中で必要な資質について理解を深める
４．養護教諭の執務内容と必要な知識や技術について理解を深める
５．養護教諭免許を取得する者として、自身が習得すべき内容について積極的に学習する意欲をもつ
成績評価
［成績評価の基準］
１．養護教諭として自分に不足している内容について述べることができる（履修カルテ・課題レポート）
２．養護実習で体験できなかったり、自信のない内容についてに述べることができる（履修カルテ・課題レポ
ート）
３．養護教諭として活動する中で必要な資質について説明できる（最終レポート）
４．養護教諭の執務内容と必要な知識や技術について説明できる（最終レポート）
５．養護教諭免許を取得する者として、今後、自身が学修すべき内容について計画を立てることができる（最
終レポート）
授業回数の3分の2以上の出席者のみを評価対象として、総合的評価する
［成績評価方法］
授業態度（出席状況も含む）・取り組む姿勢（30％）、課題レポート（30％）、最終レポート（40％）を総合
して評価します。
履修における留意事項
［履修条件］
・養護教諭免許取得を希望する者は必ず履修すること
・養護教諭免許取得に必要な科目を履修していること
［履修上の注意（科目独自のルール）］
１．学外での見学実習や演習等を予定していますので、受け入れ先の状況によっては通常開講日時と異なる曜
日や時間、土日で授業を行うこともあります。事前に皆さんと相談して日程を調整します。
２．授業計画は、進捗状況によって変更することがあります。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
・レポート等で成績評価を行うが、講義内容が反映されていない場合には個別に解説や指導を行う。
［テキスト・参考書等］
１．新養護概説＜第10版＞、少年写真新聞社、2018
２．新版 学校保健実務必携＜第４次改訂版＞、第一法規、2017
１は教科書として使用するので必ず用意すること。２は参考資料であり実習の際に参考となる。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先・オフィスアワー］
担当１：釆女 智津江
E‑mail：cuneme＊juntendo.ac.jp
日時：
場所：1号館 4F 1419室
担当２：中西 唯公
E‑mail：ynakani＊juntendo.ac.jp
日時：水曜日12:30〜14:30
場所：1号館 4F 1418室
連絡をする場合は、＊を＠に修正してください。
備考
［学修時間］
この授業は、講義・演習による２単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を必要と
する内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、養護教諭第一種免許状の取得に必要な科目のうち、「教職に関する科目」における必修科目
として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
釆女智津江
（予習：1時間）
1
［授業内容］
中西唯公
履修カルテや養護実習記録を用いて、学修状況の
テーマ：ガイダンス
・本科目で学習する内容を理解 把握を行う
する

1‑2

2‑1

2‑2

釆女智津江
中西唯公

長岡 知
釆女智津江
中西唯公

長岡 知
釆女智津江
中西唯公

［授業方法］
・ガイダンスを行い、本科目の
授業計画・目標を解説する
・養護実習を経験して、知識・
技術への不安や困難な問題の場
面を振り返る
（復習：1時間）
［授業内容］
自分の振り返りやグループワークでの学びから今
テーマ：振り返り
・課題解決の方法を理解する 後の学修計画を考える
［授業方法］
履修カルテなどからの各自の
振り返りを共有し、解決策を考
え、発表する
［授業内容］
テーマ：新人教員に期待するこ
と
・社会から期待されている教員
像について理解する

（予習：２時間）
・現在の学校に求められている教員像について調
べる
・特別支援教育の現状について調べる

［授業方法］
講演を聴き、現在の学校教育
や社会から期待されている、養
護教諭の役割について考える
（復習：２時間）
［授業内容］
求められる教員像を目指して、今後、自身が身に
テーマ：特別支援教育
・特別支援教育の現状とその課 つけるべき内容についてまとめる
題について理解する
［授業方法］
講演を聴き、特別支援教育の
中で養護教諭が果たすべき役割
について考える
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3‑1

3‑2

4‑1

4‑2

5‑1

中西唯公

（予習：１時間）
［授業内容］
テーマ：特別支援学校における 特別支援学校の概要や医療的ケアについての法的
根拠について調べる
養護教諭の実際
・特別支援学校における養護教
諭活動について理解する

中西唯公

［授業方法］
特別支援学校の保健室や学校
保健の現状について見学実習を
行う
（復習：１時間）
［授業内容］
テーマ：特別支援学校における 特別支援学校の見学実習で学んだことをまとめて
おく
養護教諭の実際
・特別支援学校における養護教
諭活動について理解する

中西唯公

［授業方法］
特別支援学校の保健室や学校
保健の現状について見学実習を
行う
［授業内容］
テーマ：特別支援学校における
養護教諭の実際
・特別支援学校における養護教
諭活動について理解を深める

中西唯公

長岡 知
釆女智津江
中西唯公

（予習：１時間）
特別支援学校において養護教諭が果たすべき役割
について、発表・意見交換できるように準備して
おく

［授業方法］
特別支援学校の見学実習で学
んだことを発表する
（復習：１時間）
［授業内容］
テーマ：特別支援学校における 特別支援教育の中で養護教諭が果たすべき役割に
ついて考える
養護教諭の実際
・特別支援学校における養護教
諭活動について理解を深める
［授業方法］
特別支援学校の見学実習で学
んだことを発表する
（予習：１時間）
［授業内容］
養護実習で経験した保健学習について、内容や評
テーマ：保健学習の実際
・学校における保健学習の実際 価をまとめておく
や法的根拠、位置づけを理解す
る
［授業方法］
・養護実習を振り返り、保健学
習に必要な準備や方法について
考える
・養護教諭がどのように保健学
習に関わるかについて、実際を
踏まえながら考える
・テーマに沿った学習指導案を
立案し、授業の準備を行う
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5‑2

6‑1

6‑2

7‑1

長岡 知
釆女智津江
中西唯公

長岡 知
釆女智津江
中西唯公

長岡 知
釆女智津江
中西唯公

釆女智津江
中西唯公

（復習：１時間）
［授業内容］
養護教諭が保健学習において果たすべき役割につ
テーマ：保健学習の実際
・学校における保健学習の実際 いてまとめる
や法的根拠、位置づけを理解す
る
［授業方法］
・養護実習を振り返り、保健学
習に必要な準備や方法について
考える
・養護教諭がどのように保健学
習に関わるかについて、実際を
踏まえながら考える
・テーマに沿った学習指導案を
立案し、授業の準備を行う
（予習：１時間）
［授業内容］
テーマに沿った保健学習について、指導案を立案
テーマ：保健学習の実際
・学校における保健学習の効果 し、授業実践の準備を行う
や評価について理解する
［授業方法］
・立案した学習指導案に沿った
模擬授業を実施する
・相互評価を行い、効果的な授
業実践についてディスカッショ
ンを行う
（復習：１時間）
［授業内容］
保健学習の模擬授業において気づいた点について
テーマ：保健学習の実際
・学校における保健学習の効果 まとめる
や評価について理解する
［授業方法］
・立案した学習指導案に沿った
模擬授業を実施する
・相互評価を行い、効果的な授
業実践についてディスカッショ
ンを行う
（予習：１時間）
［授業内容］
養護実習で経験した保健指導について、内容や評
テーマ：保健指導の実際
・学校における保健指導の実際 価をまとめておく
や法的根拠、位置づけを理解す
る
［授業方法］
・養護実習を振り返り、保健指
導に必要な準備や方法について
考える
・養護教諭がどのように保健指
導に関わるかについて、実際を
踏まえながら考える
・テーマに沿った指導案を立案
し、授業の準備を行う
・テーマに沿った保健便りを作
成する
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7‑2

8‑1

8‑2

9‑1

釆女智津江
中西唯公

釆女智津江
中西唯公

釆女智津江
中西唯公

釆女智津江
中西唯公

（復習：１時間）
［授業内容］
養護教諭が保健指導において果たすべき役割につ
テーマ：保健指導の実際
・学校における保健指導の実際 いてまとめる
や法的根拠、位置づけを理解す
る
［授業方法］
・養護実習を振り返り、保健指
導に必要な準備や方法について
考える
・養護教諭がどのように保健指
導に関わるかについて、実際を
踏まえながら考える
・テーマに沿った指導案を立案
し、授業の準備を行う
・テーマに沿った保健便りを作
成する
（予習：１時間）
［授業内容］
テーマに沿った保健指導について、指導案を立案
テーマ：保健指導の実際
・学校における保健指導の効果 し、授業実践の準備を行う
や評価について理解する
［授業方法］
・立案した指導案に沿った模擬
授業を実施する
・作成した保健便りについて発
表を行う
・相互評価を行い、効果的な保
健指導についてディスカッショ
ンを行う
（復習：１時間）
［授業内容］
保健指導の模擬授業において気づいた点について
テーマ：保健指導の実際
・学校における保健指導の実際 まとめる
や法的根拠、位置づけを理解す
る
［授業方法］
・養護実習を振り返り、保健指
導に必要な準備や方法について
考える
・養護教諭がどのように保健指
導に関わるかについて、実際を
踏まえながら考える
・テーマに沿った指導案を立案
し、授業の準備を行う
・テーマに沿った保健便りを作
成する
（予習：１時間）
［授業内容］
養護実習を振り返り、保健室経営計画や保健室の
テーマ：保健室経営の実際
・保健室経営計画や保健室の実 設置についての実際や法的根拠を調べる
際について理解する
［授業方法］
・保健室経営計画の立案、それ
に伴う保健室のレイアウトを考
え、発表を行う
・発表内容について相互評価を
行う
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9‑2

10‑1

10‑2

11‑1

11‑2

釆女智津江
中西唯公

長岡 知
釆女智津江
中西唯公

長岡 知
釆女智津江
中西唯公

長岡 知
釆女智津江
中西唯公

長岡 知
釆女智津江
中西唯公

（復習：１時間）
［授業内容］
よりよい保健室経営計画について、グループで話
テーマ：保健室経営の実際
・保健室経営計画や保健室の実 し合ったことをまとめる
際について理解する
［授業方法］
・グループで協議をし、ブラッ
シュアップした保健室経営計画
を立案する
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：学校における安全教育 学校安全に関する具体的事象について調べる
・学校における安全教育の実際
と教員の役割ついて理解する
［授業方法］
講演を聴き、現在の学校の安
全教育の様子や養護教諭の役割
について考える
（復習：１時間）
［授業内容］
テーマ：学校における安全教育 学校安全において養護教諭が果たすべき役割につ
・学校における安全教育の実際 いてまとめる
と教員の役割ついて理解する
［授業方法］
講演を聴き、各自が考えた内
容をグループで情報共有し、発
表する
（復習：１時間）
［授業内容］
テーマ：社会人として、教員と 教員の服務規律について養護教諭として気をつけ
なければならない内容について整理する
して
・教員として守らなくてはなら
ない服務規律などについて理解
する
［授業方法］
講演を聴き、教員の不祥事の現
状などを知り、教員として働く
際に気をつけることについて考
える
（復習：１時間）
授業内容］
テーマ：社会人として、教員と 技術や知識が不足していると感じた内容について
、練習を行う
して
・教員として守らなくてはなら
ない服務規律などについて理解
する
［授業方法］
講演を聴き、各自が考えた内
容をグループで情報共有し、発
表する
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12‑2

13‑1

13‑2

14‑1

中西唯公

中西唯公

中西唯公

中西唯公

釆女智津江
中西唯公

テーマ：学校における救急処置 （予習：１時間）
実習を振り返り、学校における救急処置の場面で
の実際
・救急処置の実際について学習 困難だと感じたことについてまとめておく
する
［授業方法］
・救急科の医師より、救急処置
を行う際の子どもの見方につい
て解説する
・シミュレーションセンターを
活用し、モデル人形を使用し、
実際の対応を行う
（復習：１時間）
授業内容］
テーマ：学校における救急処置 保健室来室児の対応についての要点をまとめる
の実際
・救急処置の実際について学習
する
［授業方法］
・救急科の医師より、救急処置
を行う際の子どもの見方につい
て解説する
・シミュレーションセンターを
活用し、モデル人形を使用し、
実際の対応を行う
（予習：１時間）
［授業内容］
テーマ：中学・高等学校におけ 中学・高等学校における学校保健の課題について
調べておく
る養護教諭の実際
・中学・高等学校における養護
教諭活動について理解する
［授業方法］
中学・高等学校の保健室や学
校保健の現状について、中学・
高等学校に勤務している養護教
諭より講演を聴く
（復習：１時間）
［授業内容］
テーマ：中学・高等学校におけ 中学・高等学校において養護教諭が果たすべき役
割についてまとめる
る養護教諭の実際
・中学・高等学校における養護
教諭活動について理解する
［授業方法］
中学・高等学校の保健室や学
校保健の現状について、中学・
高等学校に勤務している養護教
諭より講演を聴く
［授業内容］
テーマ：学びのまとめ
・これまでの学修内容をまとめ
る
［授業方法］
・養護実習や本科目で学んだ内
容を整理し、養護教諭として必
要な力についてまとめ、発表を
行う
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（予習：１時間）
これまでの養護教諭免許取得科目で得た知識・技
術、必要と思われる資質・能力についてまとめて
おく

14‑2

釆女智津江
中西唯公

（復習：１時間）
［授業内容］
自分自身の発表や他者の発表を振り返り、養護教
テーマ：学びのまとめ
・これまでの学修内容をまとめ 諭に必要な力についてまとめる
る
［授業方法］
・養護実習や本科目で学んだ内
容を整理し、養護教諭として必
要な力についてまとめ、発表を
行う
定期試験は実施しない
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授業科目名
英語科目名

保健科教育法Ⅰ
Health Instruction Ⅰ

授業形態
開講学期

講義

対象学年

2

単位数

2.0

2年生

科目責任者 長岡 知
科目担当者
長岡 知
授業概要
［授業全体の内容］
学校現場における保健授業の実践状況は量・質ともに低調である。将来、保健体育教員を目指す上で体育
と保健を融合させた授業実践力を身につけることが重要である。この授業科目では、保健授業の意義を理解し
、中学校・高等学校における分野・科目「保健」の授業づくり、その実践ができる力量の形成を図ることをね
らいとする。学習指導要領に示された目標や学習内容等について解説し、効果的な保健授業の創出に向けた指
導計画の作成を通じて、学習内容や多様な学習方法、指導技術について考察する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
本講義では、保健の目標や内容等について理解するとともに、効果的な保健授業を創出するための授業内容
や教授行為についての理解を深める。
講義を通して保健体育科教員に必要な知識や実践的指導力を身につけることができるよう、本授業では学習
指導要領をはじめとするスポーツ健康科学を中心とした幅広い知識や教養を講義にて学び、得られた情報をも
とに指導案を作成し実際に授業を展開する時に必要な応用力、表現力を身につけることを目指す。
［授業の到達目標］
１．学習指導要領に示されている保健の目標や内容等について説明することができる。
２．指導と評価を踏まえた保健の授業観を深め、基本的な考え方と進め方について理解できる。
３．学習指導要領に基づいた学習指導案を作成できる。
４．具体的な保健教材づくりの演習を通して実践的指導力を身に付ける。
成績評価
［成績評価の基準］
１．学習指導要領に示されている目標や内容等を理解し、効果的な保健授業を創出するための基本的な考え方
と進め方について理解できているか、毎時の課題提出で評価する。（平常点）
２．授業実践に向けた学習指導案の書き方が理解できているか、学習指導案の提出で評価する。（レポート）
３．教材づくり等のグループワークに主体的・対話的に参加しているか、授業中の発言やワークシート、予習
復習の取組状況によって受講態度を評価する。（平常点）
［成績評価の方法］
授業態度や取り組む姿勢等50％、毎時の課題提出15％、グループワークへの積極的参加20％、学習指導案作
成15％にて評価する。 なお、授業態度・取り組む姿勢が授業進行上、不適切であると判断した場合には、減
点の対象とするので注意すること。
履修における留意事項
［履修要件］
将来、教員になるに相応しい態度、姿勢で積極的に授業、予習・復習に取り組むこと。なお、授業計画は、授
業の進行状況により変更することがある。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
保健科教育法Ⅰは教職課程必修科目となるため、必ず教育実習前に履修すること。
［試験、レポート等の課題に対するフィードバックの方法］
授業にて返却し、模範回答や評価のポイントを提示しながら解説する。
［テキスト・参考書等］
1.中学校学習指導要領解説（保健体育編）文部科学省 平成29年9月
2.高等学校学習指導要領解説（保健体育編・体育編）文部科学省 平成21年12月
3.評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料 教育課程研究センター平成24年7月
4.保健科教育法入門 （日本保健科教育学会編 大修館書店）
5.中学、高校時代に使用した「保健体育」教科書（各自準備）
1、2、3は教科書として使用するので必ず用意すること。4,5は参考書であり、指導案の作成等に参考
になる。その他、適宜、資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
長岡：Email: tm‑nagaoka[at]juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
長岡：火曜日12:50〜14:30
1号館4階1416号室
上記時間帯には予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるため、可能な限り前日までに
メールでア ポイントを取ってください。質問や相談はアポイントを取っている学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中学校および高等学校教諭1種免許状の取得に必要な科目のうち、「教科の指導法に関する
科目」における必修科目として位置づけられている。
受講者数等の事情により、授業方法等を変更することもある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
長岡 知
（予習：２時間）
1
［授業内容］
・自分が受けてきた保健授業について振りかえり
テーマ：ガイダンス
・保健授業を取り巻く現状と課 、自分なりの課題を見いだし、受講の心構えを確
認する。
題
（復習：３時間）
・魅力ある保健授業とは
・授業目的及び概要、シラバス ・保健科教育の意義を踏まえ、今後の学習の見通
、評価方法等について理解する しを立て、学習内容について概観し、整理する。
［授業方法］
スライド講義、グループワーク
ペア学習により、保健科教育の
意義について意見を出し合う。
長岡
知
（復習：２時間）
2
［授業内容］
講義で取り上げた箇所について、学習指導要領解
テーマ：カリキュラム論
教育課程上の保健の位置づけ及 説を読み、理解を深める。
（予習：２時間）
び内容について理解する。
保健の目標の変遷について、学習指導要領解説を
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講 読み、理解を深めておく。
義を進める。ペア学習にて交互
に説明し、理解を深める。
長岡 知
（復習：２時間）
3
［授業内容］
講義で取り上げた箇所について、学習指導要領解
テーマ：目標論
保健科教育の目標の歴史的変遷 説を確認し整理する。
について概説し、これからの保 （予習：２時間）
健授業の方向性について理解を 保健の指導内容について、学習指導要領解説を読
み、理解を深めておく。
深める。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
長岡 知
（復習：3時間）
4
［授業内容］
中学、高校の保健の指導内容と系統性・個別性に
テーマ：内容論
各学校種の目標、学習内容の系 ついて理解を深める。
統性と個別性について解説し、 （予習：1時間）
自分の関心のある単元領域を選択し、小学校〜中
課題に基づき整理する。
学〜高校までの学習内容を構造的にまとめる。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習にて交互
に説明し、理解を深める。
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［授業内容］
テーマ：学習評価
・学習評価の考え方、観点別評
価規準、指導と評価の一体化に
ついて解説し、理解を深める。
［授業方法］
・グループ・ディスカッション
を通じて、学習評価について意
見交換し理解を深める。
［授業内容］
テーマ：学習指導論(1)（授業
観）
効果的な保健授業とは何かを考
え、保健授業の基礎的条件と内
容的条件について理解する。
［授業方法］
グループワーク、プリントとス
ライドを用いて講義を進める。
グループ・ディスカッションを
通じて、保健の授業観について
意見交換し理解を深める。
［授業内容］
テーマ：学習指導論(2)（学習
方法）
保健授業における多様な学習方
法について理解する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習やグルー
プワークにより、実践的に学習
方法についての理解を深める。
【学習指導案とその作成】
（授業内容）
・学習指導案の作成手順や留意
点について解説し、理解を深め
る。
（授業方法）
・グループ毎にコラボティブ・
ライティングにより学習指導案
を検討する。
【模擬授業の実施１】
（授業内容）
・保健の授業授業を実践し、授
業評価と組織的観察法を行う。
（授業方法）
・模擬授業の実践を通して、授
業についての理解を深める。
【模擬授業の実施２】
（授業内容）
・保健の授業を実践し、授業評
価と組織的観察法を行う。
（授業方法）
・模擬授業の実践を通して、授
業についての理解を深める。
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（予習：３時間）
・「評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のた
めの参考資料」「高等学校・保健体育」（平成24
年7月）を準備し、読んでおくこと。
（復習：１時間）
・学習評価の意義、評価観点、評価規準などにつ
いて整理し、理解を深める。

（復習：３時間）
保健授業の基礎的条件、内容的条件について、整
理する。
（予習：１時間）
効果的な保健授業を実践するため多様な学習方法
について、参考書4（P68‑71）を読み、理解を深
めておく。

（復習：３時間）
多様な学習方法についての利点と配慮すべき注意
点について、復習する。
（予習：２時間）
保健の学習評価について、参考書4（P94‑100）を
読み、理解を深めておく。

（予習：２時間）
・各校種の学習指導要領解説を読み、参考となる
授業実践例をなどの資料を収集する。
（復習：２時間）
・授業過程を理解し、学習指導案の作成手順につ
いて整理し理解を深める。

（予習：２時間）
・テーマを設定し、教材内容について資料、情報
を収集し、理解を深めておく。
（復習：２時間）
・必要な資料、情報を収集し学習指導案に基づく
、副教材の作成、模擬授業実践への準備を進める
。
（予習２時間）
・授業実施後の課題等を整理しておく。
（復習：２時間）
・授業効果を高める授業実践のポイントについて
、まとめる。
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知
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長岡

知

【模擬授業中間報告】
（授業内容）
・模擬授業の授業評価、組織的
観察結果を元に、組織的省察を
行う。
（授業方法）
・グループ・ディスカッション
を通じて、授業について意見交
換し理解を深める。
【模擬授業の実施３】
（授業内容）
・保健の授業授業を実践し、授
業評価と組織的観察法を行う。
（授業方法）
・模擬授業の実践を通して、授
業についての理解を深める。
【模擬授業の実施４】
（授業内容）
・保健の授業授業を実践し、授
業評価と組織的観察法を行う。
（授業方法）
・模擬授業の実践を通して、授
業についての理解を深める。
【保健の授業研究】
（授業内容）
・保健の授業デザインについて
の授業のまとめを行う。
（授業方法）
・グループ・ワークを通じて、
保健の授業デザインについての
知識理解を深める。
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（予習：３時間）
・模擬授業の授業評価、組織的観察結果をもとに
、授業について授業評価を行う。
（復習：３時間）
・学習指導案を修正し、授業効果を高める。

（予習２時間）
・授業実施後の課題等を整理しておく。
（復習：２時間）
・授業効果を高める授業実践のポイントについて
、まとめる。

（予習２時間）
・授業実施後の課題等を整理しておく。
（復習：２時間）
・授業効果を高める授業実践のポイントについて
、まとめる。

（予習：４時間）
・これまでの学習を振り返り、整理しレポートに
まとめる。

授業科目名
英語科目名

保健科教育法Ⅰ
Health Instruction Ⅰ

授業形態
開講学期

講義

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 長岡 知
科目担当者
長岡 知
授業概要
［授業全体の内容］
学校現場における保健授業の実践状況は量・質ともに低調である。将来、保健体育教員を目指す上で体育
と保健を融合させた授業実践力を身につけることが重要である。この授業科目では、保健授業の意義を理解し
、中学校・高等学校における分野・科目「保健」の授業づくり、その実践ができる力量の形成を図ることをね
らいとする。学習指導要領に示された目標や学習内容等について解説し、効果的な保健授業の創出に向けた指
導計画の作成を通じて、学習内容や多様な学習方法、指導技術について考察する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
本講義では、保健の目標や内容等について理解するとともに、効果的な保健授業を創出するための授業内容
や教授行為についての理解を深める。
講義を通して保健体育科教員に必要な知識や実践的指導力を身につけることができるよう、本授業では学習
指導要領をはじめとするスポーツ健康科学を中心とした幅広い知識や教養を講義にて学び、得られた情報をも
とに指導案を作成し実際に授業を展開する時に必要な応用力、表現力を身につけることを目指す。
［授業の到達目標］
１．学習指導要領に示されている保健の目標や内容等について説明することができる。
２．指導と評価を踏まえた保健の授業観を深め、基本的な考え方と進め方について理解できる。
３．学習指導要領に基づいた学習指導案を作成できる。
４．具体的な保健教材づくりの演習を通して実践的指導力を身に付ける。
成績評価
［成績評価の基準］
１．学習指導要領に示されている目標や内容等を理解し、効果的な保健授業を創出するための基本的な考え方
と進め方についてについて理解できているか、毎時の課題提出で評価する。（平常点）
２．授業実践に向けた学習指導案の書き方が理解できているか、学習指導案の提出で評価する。（レポート）
３．教材づくり等のグループワークに主体的・対話的に参加しているか、授業中の発言やワークシート、予習
復習の取組状況によって受講態度を評価する。（平常点）
［成績評価の方法］
授業態度や取り組む姿勢等50％、毎時の課題提出15％、グループワークへの積極的参加20％、学習指導案作
成15％にて評価する。なお、授業態度・取り組む姿勢が授業進行上、不適切であると判断した場合には、減点
の対象とするので注意すること。
履修における留意事項
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［履修要件］
将来、教員になるに相応しい態度、姿勢で積極的に授業、予習・復習に取り組むこと。なお、授業計画は、
授業の進行状況により変更することがある。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
保健科教育法Ⅰは教職課程必修科目となるため、必ず教育実習前に履修すること。
［試験、レポート等の課題に対するフィードバックの方法］
授業にて返却し、模範回答や評価のポイントを提示しながら解説する。
［テキスト・参考書等］
1.中学校学習指導要領解説（保健体育編）文部科学省 平成29年7月
2.高等学校学習指導要領解説（保健体育編・体育編）文部科学省 平成21年12月
3.評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料 教育課程研究センター平成24年7月
4.保健科教育法入門 （日本保健科教育学会編 大修館書店）
5.中学、高校時代に使用した「保健体育」教科書（各自準備）
1、2、3は教科書として使用するので必ず用意すること。4,5は参考書であり、指導案の作成等に参考になる。
その他、適宜、資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
長岡：Email: tm‑nagaoka[at]juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
長岡：火曜日12:50〜14:30 1号館4階1416号室
上記時間帯には予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるため、可能な限り前日までに
メールでア ポイントを取ってください。質問や相談はアポイントを取っている学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中学校および高等学校教諭1種免許状の取得に必要な科目のうち、「教科の指導法に関する
科目」における必修科目として位置づけられている。
受講者数等の事情により、授業方法等を変更することもある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
長岡 知
（予習：２時間）
1
［授業内容］
・自分が受けてきた保健授業について振りかえり
テーマ：ガイダンス
・保健授業を取り巻く現状と課 、自分なりの課題を見いだし、受講の心構えを確
認する。
題
（復習：３時間）
・魅力ある保健授業とは
・授業目的及び概要、シラバス ・保健科教育の意義を踏まえ、今後の学習の見通
、評価方法等について理解する しを立て、学習内容について概観し、整理する。
［授業方法］
スライド講義、グループワーク
ペア学習により、保健科教育の
意義について意見を出し合う。
長岡 知
（復習：２時間）
2
［授業内容］
講義で取り上げた箇所について、学習指導要領解
テーマ：カリキュラム論
教育課程上の保健の位置づけ及 説を読み、理解を深める。
（予習：２時間）
び内容について理解する。
保健の目標の変遷について、学習指導要領解説を
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講 読み、理解を深めておく。
義を進める。ペア学習にて交互
に説明し、理解を深める。
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［授業内容］
テーマ：目標論
保健科教育の目標の歴史的変遷
について概説し、これからの保
健授業の方向性について理解を
深める。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
テーマ：内容論
各学校種の目標、学習内容の系
統性と個別性について解説し、
課題に基づき整理する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習にて交互
に説明し、理解を深める。
［授業内容］

（復習：２時間）
講義で取り上げた箇所について、学習指導要領解
説を確認し整理する。
（予習：２時間）
保健の指導内容について、学習指導要領解説を読
み、理解を深めておく。

（復習：3時間）
中学、高校の保健の指導内容と系統性・個別性に
ついて理解を深める。
（予習：1時間）
自分の関心のある単元領域を選択し、小学校〜中
学〜高校までの学習内容を構造的にまとめる。

（予習：３時間）
・「評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のた
めの参考資料」「高等学校・保健体育」（平成24
テーマ：学習評価
・学習評価の考え方、観点別評 年7月）を準備し、読んでおくこと。
価規準、指導と評価の一体化に （復習：１時間）
ついて解説し、理解を深める。 ・学習評価の意義、評価観点、評価規準などにつ
いて整理し、理解を深める。
［授業方法］
・グループ・ディスカッション
を通じて、学習評価について意
見交換し理解を深める。
（復習：３時間）
［授業内容］
テーマ：学習指導論(1)（授業 保健授業の基礎的条件、内容的条件について、整
理する。
観）
効果的な保健授業とは何かを考 （予習：１時間）
え、保健授業の基礎的条件と内 効果的な保健授業を実践するため多様な学習方法
容的条件について理解する。 について、参考書4（P68‑71）を読み、理解を深
めておく。
［授業方法］
グループワーク、プリントとス
ライドを用いて講義を進める。
グループ・ディスカッションを
通じて、保健の授業観について
意見交換し理解を深める。
（復習：３時間）
［授業内容］
テーマ：学習指導論(2)（学習 多様な学習方法についての利点と配慮すべき注意
点について、復習する。
方法）
保健授業における多様な学習方 （予習：２時間）
保健の学習評価について、参考書4（P94‑100）を
法について理解する。
読み、理解を深めておく。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習やグルー
プワークにより、実践的に学習
方法についての理解を深める。
（予習：２時間）
【学習指導案とその作成】
・各校種の学習指導要領解説を読み、参考となる
（授業内容）
・学習指導案の作成手順や留意 授業実践例をなどの資料を収集する。
点について解説し、理解を深め （復習：２時間）
・授業過程を理解し、学習指導案の作成手順につ
る。
いて整理し理解を深める。
（授業方法）
・グループ毎にコラボティブ・
ライティングにより学習指導案
を検討する。
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【模擬授業の実施１】
（授業内容）
・保健の授業授業を実践し、授
業評価と組織的観察法を行う。
（授業方法）
・模擬授業の実践を通して、授
業についての理解を深める。
【模擬授業の実施２】
（授業内容）
・保健の授業を実践し、授業評
価と組織的観察法を行う。
（授業方法）
・模擬授業の実践を通して、授
業についての理解を深める。
【模擬授業中間報告】
（授業内容）
・模擬授業の授業評価、組織的
観察結果を元に、組織的省察を
行う。
（授業方法）
・グループ・ディスカッション
を通じて、授業について意見交
換し理解を深める。
【模擬授業の実施３】
（授業内容）
・保健の授業授業を実践し、授
業評価と組織的観察法を行う。
（授業方法）
・模擬授業の実践を通して、授
業についての理解を深める。
【模擬授業の実施４】
（授業内容）
・保健の授業授業を実践し、授
業評価と組織的観察法を行う。
（授業方法）
・模擬授業の実践を通して、授
業についての理解を深める。
【保健の授業研究】
（授業内容）
・保健の授業デザインについて
の授業のまとめを行う。
（授業方法）
・グループ・ワークを通じて、
保健の授業デザインについての
知識理解を深める。
定期試験
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（予習：２時間）
・テーマを設定し、教材内容について資料、情報
を収集し、理解を深めておく。
（復習：２時間）
・必要な資料、情報を収集し学習指導案に基づく
、副教材の作成、模擬授業実践への準備を進める
。
（予習２時間）
・授業実施後の課題等を整理しておく。
（復習：２時間）
・授業効果を高める授業実践のポイントについて
、まとめる。

（予習：３時間）
・模擬授業の授業評価、組織的観察結果をもとに
、授業について授業評価を行う。
（復習：３時間）
・学習指導案を修正し、授業効果を高める。

（予習２時間）
・授業実施後の課題等を整理しておく。
（復習：２時間）
・授業効果を高める授業実践のポイントについて
、まとめる。

（予習２時間）
・授業実施後の課題等を整理しておく。
（復習：２時間）
・授業効果を高める授業実践のポイントについて
、まとめる。

（予習：４時間）
・これまでの学習を振り返り、整理しレポートに
まとめる。

授業科目名
英語科目名

保健科教育法Ⅱ
Health Instruction Ⅱ

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

2年生

科目責任者 長岡 知
科目担当者
長岡 知
授業概要
［授業全体の内容］
学校現場における保健授業の実践状況は量・質ともに低調である。将来、保健体育教員を目指す上で体育
と保健を融合させた授業実践力を身につけることが重要である。この授業科目では、保健授業の意義を理解し
、中学校・高等学校における分野・科目「保健」の授業づくり、その実践ができる力量の形成を図ることをね
らいとする。学習指導要領に示された目標や学習内容等について解説し、効果的な保健授業の創出に向けた指
導計画の作成を通じて、学習内容や多様な学習方法、指導技術について考察する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
本講義では、保健科教育法Ⅰを踏まえて、保健教育及び学習指導要領の目的、指導内容等の理解を深めると
ともに、授業の指導計画の作成や模擬授業を通して教授技術を習得する。
講義を通して保健体育科教員に必要な知識や実践的指導力を身につけることができるよう、本授業では学習
指導要領をはじめとするスポーツ健康科学を中心とした幅広い知識や教養を講義にて学び、得られた情報をも
とに指導案を作成し、授業の指導計画の作成や模擬授業を通して教授技術を習得するとともに必要な応用力、
表現力を身につけることを目指す。
［授業の到達目標］
１． 保健教育のそれぞれの特質を理解し、保健授業を構想し、指導計画、評価計画をたて、模擬授業を行う
ことができるようにする。
２． 模擬授業に対して、良かった点や改善点等について組織的省察の結果をもとに指摘できるようにする。
３．学習指導要領に基づき、学習方法など工夫して学習指導案を作成できる。
４．具体的な保健教材づくりの演習を通して実践的指導力を身に付ける。
成績評価
［成績評価の基準］
１．学習指導要領に示されている目標や内容等を理解し、効果的な保健授業を創出するための基本的な考え方
と進め方について理解できているか、毎時の課題提出で評価する。（平常点）
２．授業実践に向けた学習指導案の書き方が理解できているか、学習指導案の提出で評価する。（レポート）
３．教材づくり等のグループワークに主体的・対話的に参加しているか、授業中の発言やワークシート、予習
復習の取組状況によって受講態度を評価する。（平常点）
［成績評価の方法］
授業態度や取り組む姿勢等50％、毎時の課題提出15％、グループワークへの積極的参加20％、学習指導案作
成15％にて評価する。なお、授業態度・取り組む姿勢が授業進行上、不適切であると判断した場合には、減点
の対象とするので注意すること。
履修における留意事項
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［履修要件］
将来、教員になるに相応しい態度、姿勢で積極的に授業、予習・復習に取り組むこと。なお、授業計画は
、授業の進行状況により変更することがある。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
保健科教育法Ⅰは教職課程必修科目となるため、必ず教育実習前に履修すること。
［試験、レポート等の課題に対するフィードバックの方法］
授業にて返却し、模範回答や評価のポイントを提示しながら解説する。
［テキスト・参考書等］
1.中学校学習指導要領解説（保健体育編）文部科学省 平成20年9月
2.高等学校学習指導要領解説（保健体育編・体育編）文部科学省 平成21年12月
3.評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料 教育課程研究センター平成24年7月
4.保健科教育法入門 （日本保健科教育学会編 大修館書店）
5.中学、高校時代に使用した「保健体育」教科書（各自準備）
1、2、3は教科書として使用するので必ず用意すること。4,5は参考書であり、指導案の作成等に参考
になる。その他、適宜、資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
長岡：Email: tm‑nagaoka[at]juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
長岡：水曜日12：50〜14：30
1号館4階1416号室
上記時間帯には予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるため、可能な限り前日までに
メールでア ポイントを取ってください。質問や相談はアポイントを取っている学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、保健科教育法Ⅰを受講した学生のみ、受講できる。
受講者数等の事情により、授業方法等を変更することもある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
長岡 知
（予習：２時間）
1
［授業内容］
・保健科教育法Ⅰを振りかえり自分なりの課題を
テーマ：ガイダンス
・授業のねらい、到達目標 発見し、受講の心構えを確認する。
について理解し、見通しを持つ （復習：２時間）
・学習の見通しを立て、学習内容について概観し
。
、整理する。
（授業方法）
・授業目的及び概要、評価方法
等について解説する。
長岡
知
（予習：３時間）
2
［授業内容］
テーマ：【保健授業の構造と内 ・各校種の学習指導要領解説（体育編・保健体育
編を読み、目標、構造、内容の系統性について確
容（学習指導要領解説）】
・保健科教育法Ⅰでの既習を踏 認しておくこと。
まえ、保健授業の構造と内容に （復習：１時間）
・保健授業の学習指導要領の位置づけについて、
ついて理解を深める。
整理しまとめておく
（授業方法）
グループ・ディスカッションを
通じて、魅力ある保健授業とは
何かついて意見交換し理解を深
める。
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（予習：３時間）
［授業内容］
テーマ：【授業の魅力づくり① ・保健授業の魅力を高めるためには、どのような
（教材・授業方法・ICT活用等 配慮、工夫があるのか資料、情報を収集し調べる
。
）】
・効果的な教材・授業方法・IC （復習：１時間）
T 活用について解説し、これか ・魅力ある保健授業デザインについて自分なりの
らの保健授業の方向性について 考えを整理し、構想を練る。
理解を深める。
（授業方法）
・グループ・ディスカッション
を通じて、保健授業の魅力づく
りの方法・手立てについて意見
交換し理解を深める。
（予習：３時間）
［授業内容］
テーマ：【授業の魅力づくり② ・既習の模擬授業での、課題等について振り返り
（模擬授業映像視聴と授業評価 、まとめておく。
（復習：１時間）
）】
・授業の魅力を高める教授技術について、整理し
・授業の魅力を高めるために、 、理解を深める。
必要な配慮や工夫についての理
解を深める
（授業方法）
・模擬授業のビデオを視聴し、
グループ・ワークを通じて、教
授技術についての理解を深める
。
（予習：３時間）
（授業内容）
テーマ：【教材研究（１） ・各校種の学習指導要領解説（体育編・健
体育編を読んでおく。
『現代社会と健康』】
・教材作成にむけて単元内容に ・単元内容に関連のある学習教材の素材となる資
ついて、学習指導要領を解説し 料・事例を収集しておく。
理解を深めるとともに、現代的 （復習：１時間）
課題や現状についての理解を深 ・単元内容について理解を深め、教材化に向けて
の資料、情報を収集し、理解を深める。
める。
（授業方法）
・グループ・ワークを通じて、
単元内容についての理解を深め
、教材作成について構想する。
（予習：３時間）
［授業内容］
テーマ：【学習指導案検討・単 ・学習教材の素材となる資料・事例を収集し、学
習指導案を構想しておく。
元問題検討】
・思考力・判断力・表現力を育 （復習：１時間）
てる学習教材の作成・学習指導 ・必要な資料、情報を収集し学習指導案に基づく
案の作成について理解を深める 、副教材の作成、模擬授業実践への準備を進める
。
（授業方法）
・グループ毎にコラボティブ・
ライティングにより学習指導案
を作成する。
（予習２時間）
［授業内容］
テーマ：【模擬授業の実施１/ ・副教材の作成等、模擬授業実践への準備を進め
る
省察】
・保健の授業授業を実践し、授 （復習：２時間）
業評価と組織的観察法を行う。 ・授業効果を高める授業実践のポイントについて
、まとめる。
（授業方法）
・模擬授業の実践を通して、授
業についての理解を深める。
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［授業内容］
テーマ：【教材研究（２）
『生涯を通じる健康』 】
・教材作成にむけて単元内容に
ついて、学習指導要領を解説し
理解を深めるとともに、現代的
課題や現状についての理解を深
める。
（授業方法）
・グループ・ワークを通じて、
単元内容についての理解を深め
、教材作成について構想する。
［授業内容］
テーマ：【学習指導案検討
】
・思考力・判断力・表現力を育
てる学習教材の作成・学習指導
案の作成について理解を深める
。
（授業方法）
・グループ毎にコラボティブ・
ライティングにより学習指導案
を作成する。
［授業内容］
テーマ：【模擬授業の実施
２/省察】
・保健の授業授業を実践し、授
業評価と組織的観察法を行う。
（授業方法）
・模擬授業の実践を通して、授
業についての理解を深める。
［授業内容］
テーマ：【教材研究（３）
『社会生活と健康』】
授業内容）
・教材作成にむけて単元内容に
ついて、学習指導要領を解説し
理解を深めるとともに、現代的
課題や現状についての理解を深
める。
（授業方法）
・グループ・ワークを通じて、
単元内容についての理解を深め
、教材作成について構想する。
［授業内容］
テーマ：【学習指導案検討
】
・思考力・判断力・表現力を育
てる学習教材の作成・学習指導
案の作成について理解を深める
。
（授業方法）
・グループ毎にコラボティブ・
ライティングにより学習指導案
を作成する。
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（予習：３時間）
・各校種の学習指導要領解説（体育編・健
体育編を読んでおく。
・単元内容に関連のある学習教材の素材となる資
料・事例を収集しておく。
（復習：２時間）
・単元内容について理解を深め、教材化に向けて
の資料、情報を収集し、理解を深める。

（予習：２時間）
・テーマを設定し、教材内容について資料、情報
を収集し、理解を深めておく。
（復習：２時間）
・必要な資料、情報を収集し学習指導案に基づく
、副教材の作成、模擬授業実践への準備を進める
。

（予習２時間）
・副教材の作成等、模擬授業実践への準備を進め
る
（復習：２時間）
・授業効果を高める授業実践のポイントに
ついて、まとめる。

（予習：３時間）
・各校種の学習指導要領解説（体育編・健体育編
を読んでおく。
・単元内容に関連のある学習教材の素材となる資
料・事例を収集しておく。
（復習：２時間）
・単元内容について理解を深め、教材化に向けて
の資料、情報を収集し、理解を深める。

（予習：３時間）
・学習教材の素材となる資料・事例を収集し、学
習指導案を構想しておく。
（復習：２時間）
・必要な資料、情報を収集し学習指導案に基づく
、副教材の作成、模擬授業実践への準備を進める
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［授業内容］
テーマ：【模擬授業の実施
４】
・保健の授業授業を実践し、授
業評価と組織的観察法を行う。
（授業方法）
・模擬授業の実践を通して、授
業についての理解を深める。
【課題レポート作成】
（授業内容）
・効果的な保健授業づくりにつ
いて学習を振り返り、理解を深
める。
（授業方法）
・テーマを設定し、課題レポー
トを作成し、グループ討議、授
業内で解説し、理解を深める。
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（予習２時間）
・授業実施後の課題等を整理しておく。
（復習：２時間）
・授業効果を高める授業実践のポイントについて
、まとめる。

（予習：３時間）
・授業実施後の課題等を整理しておく。
（復習：２時間）
・課題テーマについて、更に疑問点等について調
べておく。

授業科目名
英語科目名

教職概論
Introduction to the Teaching Profession

授業形態
開講学期

講義形式
後期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

牛尾

直行

授業概要
〔授業全体の内容〕
教職に関する基礎的・基本的な知識や原理を系統的に取り上げ、教職の意義と役割について総合的に考察し、
その理解を深める。教職・教員養成に関する歴史・教育職員免許法や地方公務員法といった法規を中心に、現
代日本の子ども達の様子、現代日本の教育問題などを毎回取り上げ、受講者自身が考える授業を心がける。現
代日本社会における教職の意義について考察するとともに、受講者自らの教師になるという進路選択について
も深く考察をさせる授業を目指す。
〔授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）〕
本科目は、本学部における教職免許状（保健体育、養護教諭）資格取得のための必修科目である。
〔授業の到達目標〕
1.自らの教職への意思を明確にすることができ、自分の将来の職業として教職を認識することができる。
2.教師として働く際の様々な知識・仕組み・決まり・実際を知ることができる。
3.教職の意義や社会的な役割を認識することができる。
成績評価
（成績評価の基準）
1.授業で扱う服務、研修、任用などの法的事項が理解できている。
2.教員の歴史や社会的役割について、現代的な課題と結び付けて理解できている。
3.受講者自身がどのような教員を目指すのか、その意思を明確にすることができている。
（成績評価方法）
定期試験約30%、毎回の授業時のシャトルカードやGW時の提出物50%、提出課題20%で総合的に評価する。
履修における留意事項
（履修要件）
本科目は原則としてマネ科・健康学科学生が履修すること。スポ科学生は他に開講する教職概論を履修するこ
と。但し、2年次以上の学生、科目等履修生に関しては、どちらを履修しても良い。本科目は教育実習に行く
前に必ず単位取得していなければならないハードル科目である。
（履修上の注意）
特になし。
（試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法）
通常の課題についてのフィードバックについては講義内で解説する。
（テキスト・参考書）
『実践に活かす教育基礎論・教職論』（牛尾他編著、学事出版、2013年）
連絡先とオフィスアワー
〔連絡先〕
担当：牛尾直行
E‑MAIL；n‑ushio@juntendo.ac.jp
〔オフィスアワー〕
日時；月曜〜木曜のお昼休み
場所；1号館2F1220室教育学研究室
備考
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〔学修時間〕
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習・復習60時間の学修を必要と
する内容をもって構成する。
〔その他〕
この授業科目は、中学校教諭1種免許状（保健体育）並びに高等学校教諭1種免許状、養護教諭1種免許状の取
得に必要な科目のうち、「教育の基礎的理解に関する科目」における必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
牛尾直行
〔予習：2時間〕
1
（授業内容）
テキストを購入し、持参すること。テキストのp.
先生という仕事の魅力
140〜146を予め読んでおくこと。
（授業方法）
本講義の概要、教職とは、教職 〔復習：2時間〕
をめぐる社会的動向、魅力とや 講義ノートの復習と、身近な友人と「なぜ、どん
りがいについて学び、教職の魅 な教員になるのか？」を話し合う。
力について明確に認識する。
牛尾直行
〔予習：2時間〕
2
（授業内容）
テキストのp.117〜118を予め読んでおくこと。
教員養成の歴史と理念
〔復習：2時間〕
（授業方法）
近代学校創設と教員養成、師範 視聴するVTRのURLを指定するので、それを視聴し
学校、戦後の教員養成、教育職 、レポート課題①を作成する。
員免許法を学ぶことにより、現
代日本の開放制教員養成制度の
特質について整理する。
牛尾直行
〔予習：2時間〕
3
（授業内容）
テキストのp.119〜124を予め読んでおくこと。
教員の種類と職務
〔復習：2時間〕
（授業方法）
教員とは？、必置職、新しい職 配布するプリントの空欄補充をして、次週に提出
階、主任・主事、校長の権限と すること。
責任、教員の職務、校務分掌な
どについて学び、教員が学校経
営に参画していることを整理す
る。
牛尾直行
予習：2時間〕
4
（授業内容）
子どもの「新しい荒れ」と学級 学級崩壊とは何か、現代日本で何が起こっている
のか新聞や書籍で調べてくる。
崩壊
〔復習：2時間〕
（授業方法）
学級というものの成り立ちと日 学級崩壊についての課題レポート②を作成する。
本的な性格、現代日本の学級崩
壊について多面的に学ぶことに
より、学級経営をするという教
師の役割について深く考察する
。
牛尾直行
〔予習：2時間〕
5
（授業内容）
学校・家庭・地域社会の連携と テキストのp.131〜137を予め読んでおくこと。
〔復習：2時間〕
「チーム学校」
WEBで各自が連携事例を調べ、課題レポート③を
（授業方法）
学校は課程や地域とどのように 作成する。
連携する可能性が模索されてき
たかを、教育委員会、PTA、開
かれた学校、地域の教育力、家
庭・地域の教育力低下、「チー
ム学校」などから考え、教師と
して何が求められているのか認
識する。
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予習：2時間〕
（授業内容）
教員の服務、研修と専門職性 テキストp.146〜149、164〜173を予め読んでおく
こと。
（授業方法）
身分上の服務・職務上の服務、 〔復習：2時間〕
研究と修養、初任者研修、10年 テキストと講義ノートの復習をすること。
経験者研修、社会体験研修、聖
職論・労働者論・専門職論等に
ついて学び、現在教職に求めら
れている服務と専門性の向上に
ついて説明する。
〔予習：2時間〕
（授業内容）
現代日本のいじめについて、新聞や書籍などでそ
いじめと子どもの人権
の現状を調べてくる。
（授業方法）
現代のいじめの特徴、教師の役 〔復習：2時間〕
割、いじめ防止基本法、クラス いじめ問題解決に関するレポート④を作成する。
づくり、子どもの人権等につい
て学び、いじめを防止したり止
めたりする教師の役割について
人権尊重の立場から考察する。
〔予習：2時間〕
（授業内容）
児童虐待に教師は何ができるか 現代日本の児童虐待について、新聞や書籍などで
その現状を調べてくる。
（授業方法）
児童虐待とは?、児童虐待防止 〔復習：2時間〕
法、『凍りついた瞳』などの具 J‑PASSで指定する課題を行い、課題レポート⑤を
体的な資料の学習を通じて、児 作成する。
童虐待などの家庭内で起こる問
題に教師としてどう取り組める
かを認識するとともに、家庭と
の連携のあり方を考察する。
〔予習：2時間〕
（授業内容）
教職の本質、自分の進路につい 自分はどのような教師になりたいか、教師になっ
て何を目指すのか十分に考えてくる。
て考える。
〔復習：2時間〕
（授業の方法）
教職を長く経験してきた方から 先輩のお話をうかがって、考えるところをレポー
お話をうかがう。さらに、自分 トにまとめる。
の進路や目指す教師像について
考察を深める。
〔予習：2時間〕
（授業内容）
教師たちの苦悩とソーシャル・ J‑PASSで指定する資料に目を通してくること。
〔復習：2時間〕
スキル
講義ノートの復習をすること。
（授業方法）
精神性疾患による休職、バーン
アウト、多忙さ・終わらない仕
事、ソーシャル・スキル、自己
メンタルチェックについて学び
、教職には精神的な強さも必要
であることを理解する。
〔予習：2時間〕
（授業内容）
安全配慮義務と中学校の武道必 学校保健安全法など、学校の安全に関する法令に
ついて調べてくること。
修化
〔復習：2時間〕
（授業方法）
学校保健安全法、懲戒・体罰、 視聴するVTRのURLを指定するので、それを視聴し
いじめ、中学校武道必修化、柔 、レポート課題⑥を作成する。
道授業の安全確保、スポーツに
おける事故についてなどを学び
、教師に求められる安全配慮義
務について明確に認識する。
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授業内容）
教職課程・教員免許・教育実習
・教採試験
（授業方法）
教員免許の種類、大学における
教職課程、欠格事由、教育実習
、教員の任用、教員採用試験対
策などについて学び、自らの大
学生活における、教員になるた
めの課題について明確に認識す
る。
（授業内容）
子どもの多様性への対応、特別
支援教育
（授業方法）
発達障害（学習障害・ADHD・広
汎性発達障害）、障害児教育か
ら特別支援教育への移行、イン
クルージョンなどの動向を学び
、普通校に勤務する教師にも特
別支援教育の理解と指導力が求
められていることを理解する。
（授業内容）
人権教育
（授業方法）
日本における差別問題と同和教
育、人権問題の歴史的概観、同
和教育の課題を学ぶことにより
、人権学習の推進者としての教
師の役割を理解し、実践できる
ようになる。
定期試験
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〔予習：2時間〕
テキストのp.150〜163を予め読んでおくこと。
〔復習：2時間〕
指定するフォーマットに則って、卒業時までの教
職課程履修の全体を確認する課題を行う。

〔予習：2時間〕
テキストのp.174〜187を予め読んでおくこと。
〔復習：2時間〕
視聴するVTRのURLを指定するので、それを視聴し
、レポート課題⑦を作成する。

〔予習：2時間〕
現代日本の同和問題について、新聞や書籍などで
その現状を調べてくる。
〔復習：2時間〕
同和教育に関する課題レポート⑧を作成する。

授業科目名
英語科目名

教職概論
Introduction to the Teaching Profession

授業形態
開講学期

講義形式
後期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

牛尾

直行

授業概要
〔授業全体の内容〕
教職に関する基礎的・基本的な知識や原理を系統的に取り上げ、教職の意義と役割について総合的に考察し、
その理解を深める。教職・教員養成に関する歴史・教育職員免許法や地方公務員法といった法規を中心に、現
代日本の子ども達の様子、現代日本の教育問題などを毎回取り上げ、受講者自身が考える授業を心がける。現
代日本社会における教職の意義について考察するとともに、受講者自らの教師になるという進路選択について
も深く考察をさせる授業を目指す。
〔授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）〕
本科目は、本学部における教職免許状（保健体育、養護教諭）資格取得のための必修科目である。
〔授業の到達目標〕
1.自らの教職への意思を明確にすることができ、自分の将来の職業として教職を認識することができる。
2.教師として働く際の様々な知識・仕組み・決まり・実際を知ることができる。
3.教職の意義や社会的な役割を認識することができる。
成績評価
（成績評価の基準）
1.授業で扱う服務、研修、任用などの法的事項が理解できている。
2.教員の歴史や社会的役割について、現代的な課題と結び付けて理解できている。
3.受講者自身がどのような教員を目指すのか、その意思を明確にすることができている。
（成績評価方法）
定期試験約30%、毎回の授業時のシャトルカードやGW時の提出物50%、提出課題20%で総合的に評価する。
履修における留意事項
（履修要件）
本科目は原則としてスポ科学生が履修すること。マネ科・健康学科学生は教職概論Aを履修すること。但し、2
年次以上の学生、科目等履修生に関しては、どちらを履修しても良い。本科目は教育実習に行く前に必ず単位
取得していなければならないハードル科目である。
（履修上の注意）
特になし。
（試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法）
通常の課題についてのフィードバックについては講義内で解説する。
（テキスト・参考書）
『実践に活かす教育基礎論・教職論』（牛尾他編著、学事出版、2013年）
連絡先とオフィスアワー
〔連絡先〕
担当：牛尾直行
E‑MAIL；n‑ushio@juntendo.ac.jp
〔オフィスアワー〕
日時；月曜〜木曜のお昼休み
場所；1号館2F1220室教育学研究室
備考
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学修時間〕
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習・復習60時間の学修を必要と
する内容をもって構成する。
〔その他〕
この授業科目は、中学校教諭1種免許状（保健体育）並びに高等学校教諭1種免許状、養護教諭1種免許状の取
得に必要な科目のうち、「教職に関する科目」における必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
牛尾直行
〔予習：2時間〕
1
授業内容）
テキストを購入し、持参すること。テキストのp.
先生という仕事の魅力
140〜146を予め読んでおくこと。
（授業方法）
本講義の概要、教職とは、教職 〔復習：2時間〕
をめぐる社会的動向、魅力とや 講義ノートの復習と、身近な友人と「なぜ、どん
りがいについて学び、教職の魅 な教員になるのか？」を話し合う。
力について明確に認識する。
牛尾直行
〔予習：2時間〕
2
（授業内容）
テキストのp.117〜118を予め読んでおくこと。
教員養成の歴史と理念
〔復習：2時間〕
（授業方法）
近代学校創設と教員養成、師範 視聴するVTRのURLを指定するので、それを視聴し
学校、戦後の教員養成、教育職 、レポート課題①を作成する。
員免許法を学ぶことにより、現
代日本の開放制教員養成制度の
特質について整理する。
牛尾直行
〔予習：2時間〕
3
（授業内容）
テキストのp.119〜124を予め読んでおくこと。
教員の種類と職務
〔復習：2時間〕
（授業方法）
教員とは？、必置職、新しい職 配布するプリントの空欄補充をして、次週に提出
階、主任・主事、校長の権限と すること。
責任、教員の職務、校務分掌な
どについて学び、教員が学校経
営に参画していることを整理す
る。
牛尾直行
〔予習：2時間〕
4
（授業内容）
子どもの「新しい荒れ」と学級 学級崩壊とは何か、現代日本で何が起こっている
のか新聞や書籍で調べてくる。
崩壊
〔復習：2時間〕
（授業方法）
学級というものの成り立ちと日 学級崩壊についての課題レポート②を作成する。
本的な性格、現代日本の学級崩
壊について多面的に学ぶことに
より、学級経営をするという教
師の役割について深く考察する
。
牛尾直行
〔予習：2時間〕
5
（授業内容）
学校・家庭・地域社会の連携と テキストのp.131〜137を予め読んでおくこと。
〔復習：2時間〕
「チーム学校」
WEBで各自が連携事例を調べ、課題レポート③を
（授業方法）
学校は課程や地域とどのように 作成する。
連携する可能性が模索されてき
たかを、教育委員会、PTA、開
かれた学校、地域の教育力、家
庭・地域の教育力低下、「チー
ム学校」などから考え、教師と
して何が求められているのか認
識する。
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〔予習：2時間〕
（授業内容）
教員の服務、研修と専門職性 テキストp.146〜149、164〜173を予め読んでおく
こと。
（授業方法）
身分上の服務・職務上の服務、 〔復習：2時間〕
研究と修養、初任者研修、10年 テキストと講義ノートの復習をすること。
経験者研修、社会体験研修、聖
職論・労働者論・専門職論等に
ついて学び、現在教職に求めら
れている服務と専門性の向上に
ついて説明する。
〔予習：2時間〕
（授業内容）
現代日本のいじめについて、新聞や書籍などでそ
いじめと子どもの人権
の現状を調べてくる。
（授業方法）
現代のいじめの特徴、教師の役 〔復習：2時間〕
割、いじめ防止基本法、クラス いじめ問題解決に関するレポート④を作成する。
づくり、子どもの人権等につい
て学び、いじめを防止したり止
めたりする教師の役割について
人権尊重の立場から考察する。
〔予習：2時間〕
（授業内容）
児童虐待に教師は何ができるか 現代日本の児童虐待について、新聞や書籍などで
その現状を調べてくる。
（授業方法）
児童虐待とは?、児童虐待防止 〔復習：2時間〕
法、『凍りついた瞳』などの具 J‑PASSで指定する課題を行い、課題レポート⑤を
体的な資料の学習を通じて、児 作成する。
童虐待などの家庭内で起こる問
題に教師としてどう取り組める
かを認識するとともに、家庭と
の連携のあり方を考察する。
〔予習：2時間〕
（授業内容）
教職の本質、自分の進路につい 自分はどのような教師になりたいか、教師になっ
て何を目指すのか十分に考えてくる。
て考える。
〔復習：2時間〕
（授業の方法）
教職を長く経験してきた方から 先輩のお話をうかがって、考えるところをレポー
お話をうかがう。さらに、自分 トにまとめる。
の進路や目指す教師像について
考察を深める。
〔予習：2時間〕
（授業内容）
教師たちの苦悩とソーシャル・ J‑PASSで指定する資料に目を通してくること。
〔復習：2時間〕
スキル
講義ノートの復習をすること。
（授業方法）
精神性疾患による休職、バーン
アウト、多忙さ・終わらない仕
事、ソーシャル・スキル、自己
メンタルチェックについて学び
、教職には精神的な強さも必要
であることを理解する。
〔予習：2時間〕
授業内容）
安全配慮義務と中学校の武道必 学校保健安全法など、学校の安全に関する法令に
ついて調べてくること。
修化
〔復習：2時間〕
（授業方法）
学校保健安全法、懲戒・体罰、 視聴するVTRのURLを指定するので、それを視聴し
いじめ、中学校武道必修化、柔 、レポート課題⑥を作成する。
道授業の安全確保、スポーツに
おける事故についてなどを学び
、教師に求められる安全配慮義
務について明確に認識する。
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（授業内容）
教職課程・教員免許・教育実習
・教採試験
（授業方法）
教員免許の種類、大学における
教職課程、欠格事由、教育実習
、教員の任用、教員採用試験対
策などについて学び、自らの大
学生活における、教員になるた
めの課題について明確に認識す
る。
（授業内容）
子どもの多様性への対応、特別
支援教育
（授業方法）
発達障害（学習障害・ADHD・広
汎性発達障害）、障害児教育か
ら特別支援教育への移行、イン
クルージョンなどの動向を学び
、普通校に勤務する教師にも特
別支援教育の理解と指導力が求
められていることを理解する。
（授業内容）
人権教育
（授業方法）
日本における差別問題と同和教
育、人権問題の歴史的概観、同
和教育の課題を学ぶことにより
、人権学習の推進者としての教
師の役割を理解し、実践できる
ようになる。
定期試験
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〔予習：2時間〕
テキストのp.150〜163を予め読んでおくこと。
〔復習：2時間〕
指定するフォーマットに則って、卒業時までの教
職課程履修の全体を確認する課題を行う。

〔予習：2時間〕
テキストのp.174〜187を予め読んでおくこと。
〔復習：2時間〕
視聴するVTRのURLを指定するので、それを視聴し
、レポート課題⑦を作成する。

〔予習：2時間〕
現代日本の同和問題について、新聞や書籍などで
その現状を調べてくる。
〔復習：2時間〕
同和教育に関する課題レポート⑧を作成する。

授業科目名
英語科目名

教育原理
Foundation of Pedagogy

授業形態
開講学期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 牛尾 直行
科目担当者
牛尾直行
授業概要
（授業全体の内容）
本講義は、現代教育に関する基礎的で理論的な知識および原理を系統的に学び、それをふまえたうえで現代の
教育課題に対する考察を深めることを目的とする。教育に関する様々な基礎的な知識（教育とは何か、産育の
歴史、西洋教育の思想、現代日本の公教育制度・法制、就学前教育（保育）から高等教育までの諸課題）をひ
ろく学ぶことで、それが現代の教育課題および自分自身の教育経験とどうつながっているのか、各受講者がそ
れぞれ考えながら受講し、教育学の基礎を学ぶ。
（授業の位置づけ）
本授業は、本学部における教職免許状（保健体育、養護教諭）資格取得のための必修科目である。
（授業の到達目標）
１．教育の歴史・思想・制度概略が理解できる。
２．人間の成長や学びについて、理論的に説明できる。
３．自らが受けてきた教育について振り返り、客観視できる。
４．以上を通して、将来教師になる者としての教育観の基礎をつくることができる。
成績評価
（成績評価の基準）
１．教育に関する思想・歴史・制度の概略を自分の言葉で説明できるか、定期試験で評価する。
２．GWで様々な課題を自らの問題として考察し、積極的に解決策を考察できたか、シャトルカードなどから評
価する。
３．講義や自主学習から得た知識や課題を深めることができたか、複数の課題提出物から評価する。
４．歴史・思想や法制度・現実の教育問題などを踏まえた、自分なりの教育観の基礎を形成できたか、レポー
ト等から評価する。
(成績評価の方法）
定期試験30%、毎回の授業時のシャトルカードやGW時の提出物40%、課題30％で総合的に評価する。
履修における留意事項
（履修要件）
原則としてスポ科学生はこの教育原理(スポ科)を履修すること。マネ科・健康学科学生は教育原理(マネ科・
健康）を履修すること。但し、2年次以上の学生と科目等履修生に関してはどちらを履修しても良い。本科目
は教育実習に行く前に必ず単位取得していなければいけないハードル科目である。
（履修上の注意）
特になし。
（課題に対するフィードバックの方法）
通常の課題についてのフィードバックについては講義内で解説する。
（テキスト・参考書等）
『実践に活かす教育基礎論・教職論』（牛尾他編著、学事出版、2014年）をもとに、随時プリントを配付しま
す。
連絡先とオフィスアワー
〔連絡先〕
担当：牛尾直行
E‑MAIL；n‑ushio@juntendo.ac.jp
〔オフィスアワー〕
日時；月曜〜木曜のお昼休み
場所；1号館2F1220室教育学研究室
備考

2266

〔学修時間〕
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習・復習60時間の学修を必要と
する内容をもって構成する。
〔その他〕
この授業科目は、中学校教諭1種免許状（保健体育）並びに高等学校教諭1種免許状、養護教諭1種免許状の取
得に必要な科目のうち、「教育の基礎的理解に関する科目」における必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
牛尾直行
（予習： 2時間）
１
［授業内容］
テーマ：本授業の導入、教育と 第1回目授業までに上記テキストを購入して用意
すること。
は？を考える。
テキストのp.10〜14を予め読んでおくこと。
［授業方法］
本講義の概要、無意図的教育と （復習： 2時間）
意図的教育、フォーマル教育と テキストとノートを読み直して授業内容の復習を
インフォーマル教育、狼に育て すること。
られた子等について学び、人間
の成長と学びについてその概要
と課題を理解・説明することに
よって、本講義の学習課題につ
いて整理する。
牛尾直行
（予習： 2時間）
２
［授業内容］
テーマ：教育の目的について学 テキストのp.14〜23を予め読んでおくこと。
習する。
（復習： 2時間）
配布するプリントの空欄補充をして、次週に提出
［授業方法］
教育の目的について多方面から すること。
考察するため、公教育の成立、
3R's、社会化、実質陶冶・形式
陶冶、教育基本法第1条などを
学び、自分たちが受けてきた公
教育の目的について考察する。
牛尾直行
（予習： 2時間）
３
［授業内容］
テキストのp.24〜37を予め読んでおくこと。
テーマ：子ども観の変遷

４

牛尾直行

［授業方法］
中世ヨーロッパと近世日本の子
ども観、『子供の誕生』、母性
、近代家族、子育ての慣習等に
ついて学び、「大人になること
」をどう説明できるか考える。
［授業内容］
テーマ：古代から近代にいたる
までの西洋教育の思想について
学習する。
［授業方法］
ソクラテス、プラトン、コメニ
ウス、ロック、ルソーらの教育
思想を学び、現代教育学の思想
の源流について理解し、それが
現代の教育とどのようにつなが
っているのか考察する。
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（復習： 2時間）
URLを指定したVTRを視聴し、レポート課題①を作
成する。

（予習： 2時間）
テキストのp.38〜45を予め読んでおくこと。
（復習： 2時間）
講義終了時に示す課題を次週授業までに提出する
こと。

５

牛尾直行

６

牛尾直行

７

牛尾直行

８

牛尾直行

９

牛尾直行

（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：近代以降の西洋教育の テキストのp.46〜53を予め読んでおくこと。
思想について学習する。
（復習： 2時間）
URLを指定したVTRを視聴し、レポート課題②を作
［授業方法］
ペスタロッチ、ヘルバルト、フ 成する。
レーベル、デューイらの教育思
想を学び、それが現代の教育課
題とどのようにつながっている
のか考察する。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：現代日本の教育制度原 テキストのp.56〜67を予め読んでおくこと。
理と教育法規の概要について学
（復習： 2時間）
習する。
配布するプリントの空欄補充をして、次週に提出
すること。
［授業方法］
現代日本の教育制度・法規は、
教育を受ける権利をどのように
保障しようとしているのか、義
務・無償・中立の原理や様々な
教育法規から考察する。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：現代日本の教育行政と テキストのp.68〜83を予め読んでおくこと。
学校制度について学習する。
（復習： 2時間）
最近（1年以内）の新聞記事から教育行政に関す
［授業方法］
教育行政の独立主義・法律主義 る記事を探し、それをもとに課題④を作成する。
・地方分権主義、文科省・審議
会、教育委員会・総合教育会議
、教育段階と学校の種類などに
ついて学び、公教育を成立させ
ている条件について考察する。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：現代日本の学校（幼・ テキストの83〜89を予め読んでおくこと。
小・中）の課題について学習す
（復習： 2時間）
る。
URLを指定したVTRを視聴し、課題⑤を作成する。
［授業方法］
少子化対策と幼児期の教育・保
育、小中学校の教育改革動向に
ついて学び、初等・前期中等教
育段階の課題を整理する。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：現代日本の高校と高等 テキストのp.89〜92を予め読んでおくこと。
教育段階の学校制度に着目して
（復習： 2時間）
、その概要と課題を学ぶ。
講義とディスカッションの結果を各自が復習によ
って深め、現代の学校制度改革についてのレポー
［授業方法］
中高一貫教育、新しいタイプの ト課題⑥を作成する。
高等学校、大学入試改革などを
取り上げ、現代日本の後期中等
教育・高等教育の課題を整理・
認識する。
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１０

牛尾直行

１１

牛尾直行

１２

牛尾直行

１３

牛尾直行

１４

牛尾直行

１５

牛尾直行

（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：諸外国の学校制度と教 テキストのp.93〜104を予め読んでおくこと。
育実践について学習する。
（復習： 2時間）
URLを指定したVTRを視聴し、レポート課題⑦を作
［授業方法］
学校系統図や学校制度の歴史的 成する。
変遷、諸外国の学校制度、学力
の状況などを学び、現代日本の
教育制度・学校制度を歴史的・
国際的に相対化して見ることが
できる教養を培う。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：学校の教育課程につい 予習プリントを読んでくること。
て概要を学習する。
（復習： 2時間）
「教授と学習」を主題とした宿題を行う。
［授業方法］
カリキュラムとは、カリキュラ
ムの類型などを学習した上で、
ひとにものを教えるとは？をGW
で考察する。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：教育課程に関する法規 予習プリントを読んでくること。
と学習指導要領について学ぶ。
（復習： 2時間）
「教育課程と学習指導要領」を主題とした宿題を
［授業方法］
学習指導要領の法的性格、歴史 行う。
的変遷、現指導要領の特徴など
を学び、教育課程に関係する法
規等について整理する。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：子どもに育むべき「生 予習プリントを読んでくること。
きる力」とは何かを学習する。
（復習： 2時間）
「生きる力」に関するレポート課題⑧を作成する
［授業方法］
ゆとりと詰め込み、個性、学校 。
に基礎を置いたカリキュラム開
発等を学び、現代日本で求めら
れている学力について考察する
。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：学習指導の原理と形態 予習プリントを読んでくること。
について学習する。
（復習： 2時間）
「学習指導」を主題とした宿題を行う。
［授業方法］
問題解決学習などの様々な学習
指導に関する原理、一斉教授・
個別学習などの学習指導の形態
、教育評価の方法を学び、学習
指導について理解する。
定期試験

2269

授業科目名
英語科目名

教育原理
Foundation of Pedagogy

授業形態
開講学期

講義形式
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 牛尾 直行
科目担当者
牛尾直行
授業概要
〔授業全体の内容〕
本講義は、現代教育に関する基礎的で理論的な知識および原理を系統的に学び、それをふまえたうえで現代の
教育課題に対する考察を深めることを目的とする。教育に関する様々な基礎的な知識（教育とは何か、産育の
歴史、西洋教育の思想、現代日本の公教育制度・法制、就学前教育（保育）から高等教育までの諸課題）をひ
ろく学ぶことで、それが現代の教育課題および自分自身の教育経験とどうつながっているのか、各受講者がそ
れぞれ考えながら受講し、教育学の基礎を学ぶ。
〔授業の位置づけ〔学位授与方針に定められた知識・能力等との関連〕
この科目は、本学部における教職免許状（保健体育、養護教諭）資格取得のための必修科目である。
〔授業の到達目標〕
１．教育に関する思想・歴史・制度概略が理解できる。
２．人間の成長や学びについて、理論的に説明できる。
３．自らが受けてきた教育について振り返り、客観視できる。
４．以上を通して、将来教師になる者としての教育観の基礎をつくることができる。
成績評価
（成績評価の基準）
１．教育に関す思想・歴史・制度の概略を自分の言葉で説明できるか、定期試験で評価する。
２．GWで様々な課題を自らの問題として考察し、積極的に解決策を考察できたか、シャトルカードなどから評
価する。
３．講義や自主学習から得た知識や課題を深めることができたか、複数の課題提出物から評価する。
４．歴史・思想や法制度・現実の教育問題などを踏まえた、自分なりの教育観の基礎を形成できたか、レポー
ト等から評価する。
（成績評価方法）
定期試験30%、毎回の授業時のシャトルカードやGW時の提出物40%、課題30%で総合的に評価する。
履修における留意事項
〔履修要件〕
原則としてマネ科・健康学科学生はこの教育原理を履修すること。スポ科学生は教育原理（スポ科）を履修す
ること。但し、2年次以上の学生と科目等履修生に関しては、どちらを履修しても良い。本科目は教育実習に
行く前に必ず単位取得していなければいけないハードル科目である。
（履修上の注意）
特になし。
（試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法）
通常の課題についてのフィードバックについては講義内で解説する。
（テキスト・参考書）
『実践に活かす教育基礎論・教職論』（牛尾他編著、学事出版、2013年）
連絡先とオフィスアワー
〔連絡先〕
牛尾メールアドレス；n‑ushio@juntendo.ac.jp
〔オフィスアワー〕
月曜〜木曜のお昼休み【1号館2F1220
備考

教育学研究室】
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〔学修時間〕
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習・復習60時間の計90時間の学
修を必要とする内容をもって構成する。
〔その他〕
この授業科目は、中学校教諭1種免許状（保健体育）並びに高等学校教諭第1種免許状、養護教諭第1種免許状
の取得に必要な科目のうち、「教職に関する科目」における必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
牛尾直行
〔予習：2時間〕
1
（授業内容）
本授業の導入として、教育とは 第1回目授業までに上記テキストを購入して用意
すること。
？を考える。
テキストのp.10〜14を予め読んでおくこと。
（授業方法）
本講義の概要、無意図的教育と 〔復習：2時間〕
意図的教育、フォーマル教育と テキストとノートを読み直して授業内容の復習を
インフォーマル教育、狼に育て すること。
られた子等について学び、人間
の成長と学びについてその概要
と課題を理解・説明することに
よって、本講義の学習課題につ
いて整理する。
牛尾直行
〔予習：2時間〕
2
授業内容）
教育の目的について学習する。 テキストのp.14〜23を予め読んでおくこと。
〔復習：2時間〕
（授業方法）
教育の目的について多方面から 配布するプリントの空欄補充をして、次週に提出
考察するため、公教育の成立、 すること。
3R's、社会化、実質陶冶・形式
陶冶、教育基本法第1条などを
学び、自分たちが受けてきた公
教育の目的について考察する。
牛尾直行
（予習： 2時間）
3
［授業内容］
テキストのp.24〜37を予め読んでおくこと。
テーマ：子ども観の変遷

4

牛尾直行

［授業方法］
中世ヨーロッパと近世日本の子
ども観、『子供の誕生』、母性
、近代家族、子育ての慣習等に
ついて学び、「大人になること
」をどう説明できるか考える。
［授業内容］
テーマ：古代から近代にいたる
までの西洋教育の思想について
学習する。
［授業方法］
ソクラテス、プラトン、コメニ
ウス、ロック、ルソーらの教育
思想を学び、現代教育学の思想
の源流について理解し、それが
現代の教育とどのようにつなが
っているのか考察する。
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（復習： 2時間）
URLを指定したVTRを視聴し、レポート課題①を作
成する。

（予習： 2時間）
テキストのp.38〜45を予め読んでおくこと。
（復習： 2時間）
講義終了時に示す課題を次週授業までに提出する
こと。

5

牛尾直行

6

牛尾直行

7

牛尾直行

8

牛尾直行

9

牛尾直行

（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：近代以降の西洋教育の テキストのp.46〜53を予め読んでおくこと。
思想について学習する。
（復習： 2時間）
URLを指定したVTRを視聴し、レポート課題②を作
［授業方法］
ペスタロッチ、ヘルバルト、フ 成する。
レーベル、デューイらの教育思
想を学び、それが現代の教育課
題とどのようにつながっている
のか考察する。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：現代日本の教育制度原 テキストのp.56〜67を予め読んでおくこと。
理と教育法規の概要について学
（復習： 2時間）
習する。
配布するプリントの空欄補充をして、次週に提出
すること。
［授業方法］
現代日本の教育制度・法規は、
教育を受ける権利をどのように
保障しようとしているのか、義
務・無償・中立の原理や様々な
教育法規から考察する。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：現代日本の教育行政と テキストのp.68〜83を予め読んでおくこと。
学校制度について学習する。
（復習： 2時間）
最近（1年以内）の新聞記事から教育行政に関す
［授業方法］
教育行政の独立主義・法律主義 る記事を探し、それをもとに課題④を作成する。
・地方分権主義、文科省・審議
会、教育委員会・総合教育会議
、教育段階と学校の種類などに
ついて学び、公教育を成立させ
ている条件について考察する。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：現代日本の学校（幼・ テキストの83〜89を予め読んでおくこと。
小・中）の課題について学習す
（復習： 2時間）
る。
URLを指定したVTRを視聴し、課題⑤を作成する。
［授業方法］
少子化対策と幼児期の教育・保
育、小中学校の教育改革動向に
ついて学び、初等・前期中等教
育段階の課題を整理する。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：現代日本の高校と高等 テキストのp.89〜92を予め読んでおくこと。
教育段階の学校制度に着目して
（復習： 2時間）
、その概要と課題を学ぶ。
講義とディスカッションの結果を各自が復習によ
って深め、現代の学校制度改革についてのレポー
［授業方法］
中高一貫教育、新しいタイプの ト課題⑥を作成する。
高等学校、大学入試改革などを
取り上げ、現代日本の後期中等
教育・高等教育の課題を整理・
認識する。
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10

牛尾直行

11

牛尾直行

12

牛尾直行

13

牛尾直行

14

牛尾直行

15

牛尾直行

（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：諸外国の学校制度と教 テキストのp.93〜104を予め読んでおくこと。
育実践について学習する。
（復習： 2時間）
URLを指定したVTRを視聴し、レポート課題⑦を作
［授業方法］
学校系統図や学校制度の歴史的 成する。
変遷、諸外国の学校制度、学力
の状況などを学び、現代日本の
教育制度・学校制度を歴史的・
国際的に相対化して見ることが
できる教養を培う。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：学校の教育課程につい 予習プリントを読んでくること。
て概要を学習する。
（復習： 2時間）
「教授と学習」を主題とした宿題を行う。
［授業方法］
カリキュラムとは、カリキュラ
ムの類型などを学習した上で、
ひとにものを教えるとは？をGW
で考察する。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：教育課程に関する法規 予習プリントを読んでくること。
と学習指導要領について学ぶ。
（復習： 2時間）
「教育課程と学習指導要領」を主題とした宿題を
［授業方法］
学習指導要領の法的性格、歴史 行う。
的変遷、現指導要領の特徴など
を学び、教育課程に関係する法
規等について整理する。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：子どもに育むべき「生 予習プリントを読んでくること。
きる力」とは何かを学習する。
（復習： 2時間）
「生きる力」に関するレポート課題⑧を作成する
［授業方法］
ゆとりと詰め込み、個性、学校 。
に基礎を置いたカリキュラム開
発等を学び、現代日本で求めら
れている学力について考察する
。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：学習指導の原理と形態 予習プリントを読んでくること。
について学習する。
（復習： 2時間）
「学習指導」を主題とした宿題を行う。
［授業方法］
問題解決学習などの様々な学習
指導に関する原理、一斉教授・
個別学習などの学習指導の形態
、教育評価の方法を学び、学習
指導について理解する。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

教育課程論
Theory of School Curriculum

授業形態
開講学期

対象学年

2

単位数

科目責任者
科目担当者

牛尾

2.0

直行

授業概要
〔授業全体の内容〕
教育課程とは何か、学習指導要領の歴史的展開、教材づくり、学習指導案の作成などについて扱うことによっ
て、学校教育における教育課程の重要性について解説する。将来、教職に就いた際に実際に役立つよう、グル
ープ/ワークをしたり映像資料などを見ながら、なるべく具体的な実践例を取り上げて講義を展開する。本授
業は、学校の教育課程に関する基礎的・基本的な知識や原理を系統的に提示し、人間の成長と発達を促す教育
課程はどうあるべきか、学習者の興味・関心を引きつける授業をどう作るか考察し、習得する。
〔授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連〕
本授業は、本学部における教職免許状（保健体育、養護教諭）資格取得のための必修科目である。
〔授業の到達目標〕
1.現代日本の学校教育における教育課程の意義、類型、原理を説明することができる。
2.現代日本の教育課程に関わる法令等の構造を理解できる。
3.学習指導要領（総則編）の概要を説明することができる。
4.教材づくり、カリキュラム開発の意義を理解し、自分で学習指導案を作成することができる。
成績評価
〔成績評価の基準〕
1．現代日本における学校教育課程の法的な規定と歴史的・社会的事情を説明することが出来る（レポート）
2．教育課程に関わる現代日本のキーワードを説明でき、それに応じた教育方法を考察することが出来る（試
験）
3．学習指導案の一般的な形式を理解し、自分で授業案を作成することが出来る（レポート）
4．授業の組み立てや工夫について、受講者同士のディスカッションを通してアクティブに深めることが出来
る（平常点）
〔成績評価の方法〕
定期試験30%、毎回の授業時のシャトルカードやGW時の提出物50%、課題（学習指導案作成等）20%で総合的に
評価する。
履修における留意事項
履修要件]
本科目は教育実習に行く前に必ず単位取得していなければいけないハードル科目である。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
特になし
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
通常の課題についてのフィードバックについては講義内で解説する。
[テキスト・参考書等]
『実践に活かす教育課程論・教育実践論』（牛尾他編著、学事出版、2017年）
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
牛尾メールアドレス；n‑ushio@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
月曜〜木曜のお昼休み。【1号館2F1220室教育学研究室】
備考
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〔学修時間〕
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習・復習60時間の計90時間の学
修を必要とする内容をもって構成する。
〔その他〕
この授業科目は、中学校教諭1種免許状（保健体育）並びに高等学校教諭1種免許状、及び養護教諭1種免許状
の取得に必要な科目のうち、「教職に関する科目」における必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
牛尾直行
（予習： 2時間）
1
［授業内容］
テーマ：教育課程とは？を学び テキストを購入し、持参すること。テキストのp.
10〜12を予め読んでおくこと。
、本講義の導入を行う。
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［授業方法］
導入としてVTRを見て「どんな
授業が理想か？」を考える。
カリキュラム・教育課程とは？
、学校教育課程の領域を考え、
、教育課程についての自らの学
習課題を整理する。
なお、以下2〜15回の授業では
適宜少人数グループでのグルー
プワークを行う。
［授業内容］
テーマ：カリキュラムの類型と
教育課程の編成について学習す
る。

（復習： 2時間）
講義で取り上げた箇所について現在の時事問題を
調べ、レポートを作成する。

（予習： 2時間）
テキストp.12〜19を予め読んでおくこと。
（復習： 2時間）
J‑PASSで指定する課題①を行うこと。

［授業方法］
教科カリキュラム・コアカリキ
ュラムなどのカリキュラムの類
型、現行の学校教育課程と学習
指導要領、教育課程の編制、履
修原理、ヒドゥン・カリキュラ
ム等の事項を学び、教育課程の
様々な類型について認識を深め
ることができる。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：教育課程に関する法規 テキストp.20〜27を予め読んでおくこと。
について学習する。
（復習： 2時間）
配布するプリントの空欄補充をして、次週に提出
［授業方法］
学校教育の目的・目標、教育課 すること。
程の編制、学年・休業日・授業
日、学級編成、就学・出席、教
科書・補助教材等の教育課程に
関する法規を学ぶことにより、
学校教育課程の背景として様々
な教育法規が存在していること
の認識を深める。
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［授業内容］
テーマ：学習指導要領と戦後日
本の学校教育課程について学習
する。

（予習： 2時間）
テキストp.27〜32を予め読んでおくこと。現行学
習指導要領（中または高の総則編）を持参するこ
と。
（復習： 2時間）
各自、指定されたVTRを視聴すること。

［授業方法］
学習指導要領の社会的意義・法
的性格・歴史的変遷を学び、現
代日本の学力がこれまでどのよ
うに形成されてきたのか、これ
からの学力はどう形成されるべ
きなのか、それぞれが自らの学
力論を持つ。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：現行学習指導要領のポ テキストp.32〜34を予め読んでおくこと。現行学
習指導要領を持参すること。
イントについて学習する。
［授業方法］
改訂の背景と新要領の特徴、生
きる力、基礎基本の徹底、外国
語活動、知識・技能の習得と思
考力・判断力・表現力のバラン
ス、授業時数増、言語活動・理
数教育・道徳教育・体験活動の
充実等を学ぶことにより、現行
学習指導要領の目指すところ・
ポイントを理解し説明する。
［授業内容］
テーマ：教育課程と教材につい
て学習する。

（復習： 2時間）
授業で説明した現行学習指導要領の特徴がどこに
あらわれているか、指導要領を読み直して確認し
、レポートを作成する。

（予習： 2時間）
テキストp.35〜42を予め読んでおくこと。

（復習： 2時間）
J‑PASSで指定する課題②を行うこと。
［授業方法］
教育目的・教科の目標・教授内
容、教授の三角形、教材研究の
視点と方法、良い教材の条件、
教材づくりの視点、概念砕き・
ゆさぶりなどを学ぶことにより
、教材研究の大切さを知り、自
らの授業案ではどのような教材
研究が求められるか、考察する
。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：カリキュラム開発につ テキストp.55〜58を予め読んでおくこと。
いて学習する。
（復習： 2時間）
各自、指定されたVTRを視聴すること。
［授業方法］
SBCD、PDCA、年間計画・月間計
画・単元計画・学習指導案につ
いて学ぶことにより、学校教育
課程がカリキュラム・授業案の
繰り返し・改変で展開されてい
ることを理解し、自らがカリキ
ュラム・教材を開発するための
基礎力を付ける。
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（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：学習指導の原理につい テキストp.72 81を予め読んでおくこと。
て学習する。
（復習： 2時間）
授業時に配布するプリントの空欄補充をして、次
［授業方法］
進歩主義の指導原理、本質主義 週に提出すること。
の指導原理、問題解決学習、発
見学習、学習意欲、動機付け、
適正処遇交互作用、教師期待効
果等を学び、学習についての基
本的な原理と方法についてGWで
学習する。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：学習指導案の作成(1) テキストp.94〜102を予め読んでおくこと。
から、その基礎を学習する。
（復習： 2時間）
指定するフォーマットに従って、授業案を各自実
［授業方法］
授業の計画、単元案、学習指導 際に作ってみる。それをJ‑passで提出する。
案の構成要素について、様々な
実例から学び、保健体育科以外
の学習指導案を自分で作成する
ための骨格づくりと資料集めを
する。
予習： 2時間）
〔授業テーマ〕
学習指導の組織形態について学 テキストp.82〜89を予め読んでおくこと。
ぶ
（復習： 2時間）
先週作成した授業案に今回学習した学習指導の形
〔授業方法〕
学習指導の歴史、学級の誕生、 態の要素を書き加え、工夫すること。
個別指導、集団指導、小集団学
習などの学習をさせる際の組織
について考察する。
（予習： 3時間）
［授業内容］
テーマ：学習指導案の作成(2) これまで作成してきた学習指導案をパソコンで作
として、GWを行い、これまで作 成する。
成してきた、各自の学習指導案 （復習： 2時間）
今回の授業内容を受けて、自らの授業案をさらに
を完成させる。
工夫すること。
［授業方法］
教科・科目・単元、具体的な教
材、児童・生徒を引きつける工
夫を学び、実際に学習指導案の
作成練習をすることにより、魅
力的な授業とは？を具体的に考
察する。
（予習： 3時間）
［授業内容］
テーマ：教育評価の種類と技法 テキストp.125〜140を予め読んでおくこと。
について学ぶ。
（復習： 2時間）
自らの指導案に評価の観点を加えること。
［授業方法］
指導要録、相対評価・絶対評価
・個人内評価、関心・意欲・態
度、思考・判断、表現・技能、
知識・理解、診断的・形成的・
総括的評価、観点別評価、ポー
トフォリオ評価、パフォーマン
ス評価等について学び、学習指
導における評価の意義について
深く理解する。
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（予習： 3時間）
［授業内容］
テーマ：学力論について学び、 現代の学力論を予習するための文献等を指示する
現在求められている授業方法に ので、予め読んでくること。
ついて考察を深める。
（復習： 2時間）
J‑PASSで指定する課題③を行うこと。
［授業方法］
学力論、活用型学力(PISA型学
力)とは、21世紀型学力とは何
か等の考察を通して、現代日本
の学校教育が育むべき学力とは
どういうことか理解する。
（予習： 3時間）
［授業内容］
テーマ：様々な授業分析を学ぶ テキストｐ.114〜124を予め読んでおくこと。
。
（復習： 2時間）
配布するプリントの空欄補充をして、次週に提出
［授業方法］
定量的授業分析法、刺激回想法 すること。
、質的授業分析法などの様々な
授業分析法を学び、授業を客観
的に分析し考察する方法を実践
できるようになる。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

教育課程論
Theory of School Curriculum

授業形態
開講学期

講義形式
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

牛尾

直行

授業概要
〔授業全体の内容〕
教育課程とは何か、学習指導要領の歴史的展開、教材づくり、学習指導案の作成などについて扱うことによっ
て、学校教育における教育課程の重要性について解説する。将来、教職に就いた際に実際に役立つよう、グル
ープ/ワークをしたり映像資料などを見ながら、なるべく具体的な実践例を取り上げて講義を展開する。本授
業は、学校の教育課程に関する基礎的・基本的な知識や原理を系統的に提示し、人間の成長と発達を促す教育
課程はどうあるべきか、学習者の興味・関心を引きつける授業をどう作るか考察し、習得する。
〔授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連〕
本授業は、本学部における教職免許状（保健体育、養護教諭）資格取得のための必修科目である。
〔授業の到達目標〕
1.現代日本の学校教育における教育課程の意義、類型、原理を説明することができる。
2.現代日本の教育課程に関わる法令等の構造を理解できる。
3.学習指導要領（総則編）の概要を説明することができる。
4.教材づくり、カリキュラム開発の意義を理解し、自分で学習指導案を作成することができる。
成績評価
〔成績評価の基準〕
1．現代日本における学校教育課程の法的な規定と歴史的・社会的事情を説明することが出来る（レポート）
2．教育課程に関わる現代日本のキーワードを説明でき、それに応じた教育方法を考察することが出来る（試
験）
3．学習指導案の一般的な形式を理解し、自分で授業案を作成することが出来る（レポート）
4．授業の組み立てや工夫について、受講者同士のディスカッションを通してアクティブに深めることが出来
る（平常点）
〔成績評価の方法〕
定期試験30%、毎回の授業時のシャトルカードやGW時の提出物50%、課題（学習指導案作成等）20%で総合的に
評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
本科目は教育実習に行く前に必ず単位取得していなければいけないハードル科目である。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
特になし
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
通常の課題についてのフィードバックについては講義内で解説する。
[テキスト・参考書等]
『実践に活かす教育課程論・教育実践論』（牛尾他編著、学事出版、2017年）
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
牛尾メールアドレス；n‑ushio@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
月曜〜木曜のお昼休み。【1号館2F1220室教育学研究室】
備考
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〔学修時間〕
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習・復習60時間の計90時間の学
修を必要とする内容をもって構成する。
〔その他〕
この授業科目は、中学校教諭1種免許状（保健体育）並びに高等学校教諭1種免許状、及び養護教諭1種免許状
の取得に必要な科目のうち、「教職に関する科目」における必修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
牛尾直行
（予習： 2時間）
1
［授業内容］
テーマ：教育課程とは？を学び テキストを購入し、持参すること。テキストのp.
10〜12を予め読んでおくこと。
、本講義の導入を行う。
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［授業方法］
導入としてVTRを見て「どんな
授業が理想か？」を考える。
カリキュラム・教育課程とは？
、学校教育課程の領域を考え、
、教育課程についての自らの学
習課題を整理する。
なお、以下2〜15回の授業では
適宜少人数グループでのグルー
プワークを行う。
［授業内容］
テーマ：カリキュラムの類型と
教育課程の編成について学習す
る。

（復習： 2時間）
講義で取り上げた箇所について現在の時事問題を
調べ、レポートを作成する。

（予習： 2時間）
テキストp.12〜19を予め読んでおくこと。
（復習： 2時間）
J‑PASSで指定する課題①を行うこと。

［授業方法］
教科カリキュラム・コアカリキ
ュラムなどのカリキュラムの類
型、現行の学校教育課程と学習
指導要領、教育課程の編制、履
修原理、ヒドゥン・カリキュラ
ム等の事項を学び、教育課程の
様々な類型について認識を深め
ることができる。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：教育課程に関する法規 テキストp.20〜27を予め読んでおくこと。
について学習する。
（復習： 2時間）
配布するプリントの空欄補充をして、次週に提出
［授業方法］
学校教育の目的・目標、教育課 すること。
程の編制、学年・休業日・授業
日、学級編成、就学・出席、教
科書・補助教材等の教育課程に
関する法規を学ぶことにより、
学校教育課程の背景として様々
な教育法規が存在していること
の認識を深める。
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［授業内容］
テーマ：学習指導要領と戦後日
本の学校教育課程について学習
する。

（予習： 2時間）
テキストp.27〜32を予め読んでおくこと。現行学
習指導要領（中または高の総則編）を持参するこ
と。
（復習： 2時間）
各自、指定されたVTRを視聴すること。

［授業方法］
学習指導要領の社会的意義・法
的性格・歴史的変遷を学び、現
代日本の学力がこれまでどのよ
うに形成されてきたのか、これ
からの学力はどう形成されるべ
きなのか、それぞれが自らの学
力論を持つ。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：現行学習指導要領のポ テキストp.32〜34を予め読んでおくこと。現行学
習指導要領を持参すること。
イントについて学習する。
［授業方法］
改訂の背景と新要領の特徴、生
きる力、基礎基本の徹底、外国
語活動、知識・技能の習得と思
考力・判断力・表現力のバラン
ス、授業時数増、言語活動・理
数教育・道徳教育・体験活動の
充実等を学ぶことにより、現行
学習指導要領の目指すところ・
ポイントを理解し説明する。
［授業内容］
テーマ：教育課程と教材につい
て学習する。

（復習： 2時間）
授業で説明した現行学習指導要領の特徴がどこに
あらわれているか、指導要領を読み直して確認し
、レポートを作成する。

（予習： 2時間）
テキストp.35〜42を予め読んでおくこと。

（復習： 2時間）
J‑PASSで指定する課題②を行うこと。
［授業方法］
教育目的・教科の目標・教授内
容、教授の三角形、教材研究の
視点と方法、良い教材の条件、
教材づくりの視点、概念砕き・
ゆさぶりなどを学ぶことにより
、教材研究の大切さを知り、自
らの授業案ではどのような教材
研究が求められるか、考察する
。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：カリキュラム開発につ テキストp.55〜58を予め読んでおくこと。
いて学習する。
（復習： 2時間）
各自、指定されたVTRを視聴すること。
［授業方法］
SBCD、PDCA、年間計画・月間計
画・単元計画・学習指導案につ
いて学ぶことにより、学校教育
課程がカリキュラム・授業案の
繰り返し・改変で展開されてい
ることを理解し、自らがカリキ
ュラム・教材を開発するための
基礎力を付ける。
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（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：学習指導の原理につい テキストp.72 81を予め読んでおくこと。
て学習する。
（復習： 2時間）
授業時に配布するプリントの空欄補充をして、次
［授業方法］
進歩主義の指導原理、本質主義 週に提出すること。
の指導原理、問題解決学習、発
見学習、学習意欲、動機付け、
適正処遇交互作用、教師期待効
果等を学び、学習についての基
本的な原理と方法についてGWで
学習する。
（予習： 2時間）
［授業内容］
テーマ：学習指導案の作成(1) テキストp.94〜102を予め読んでおくこと。
から、その基礎を学習する。
（復習： 2時間）
指定するフォーマットに従って、授業案を各自実
［授業方法］
授業の計画、単元案、学習指導 際に作ってみる。それをJ‑passで提出する。
案の構成要素について、様々な
実例から学び、保健体育科以外
の学習指導案を自分で作成する
ための骨格づくりと資料集めを
する。
予習： 2時間）
〔授業テーマ〕
学習指導の組織形態について学 テキストp.82〜89を予め読んでおくこと。
ぶ
（復習： 2時間）
先週作成した授業案に今回学習した学習指導の形
〔授業方法〕
学習指導の歴史、学級の誕生、 態の要素を書き加え、工夫すること。
個別指導、集団指導、小集団学
習などの学習をさせる際の組織
について考察する。
（予習： 3時間）
［授業内容］
テーマ：学習指導案の作成(2) これまで作成してきた学習指導案をパソコンで作
として、GWを行い、これまで作 成する。
成してきた、各自の学習指導案 （復習： 2時間）
今回の授業内容を受けて、自らの授業案をさらに
を完成させる。
工夫すること。
［授業方法］
教科・科目・単元、具体的な教
材、児童・生徒を引きつける工
夫を学び、実際に学習指導案の
作成練習をすることにより、魅
力的な授業とは？を具体的に考
察する。
（予習： 3時間）
［授業内容］
テーマ：教育評価の種類と技法 テキストp.125〜140を予め読んでおくこと。
について学ぶ。
（復習： 2時間）
自らの指導案に評価の観点を加えること。
［授業方法］
指導要録、相対評価・絶対評価
・個人内評価、関心・意欲・態
度、思考・判断、表現・技能、
知識・理解、診断的・形成的・
総括的評価、観点別評価、ポー
トフォリオ評価、パフォーマン
ス評価等について学び、学習指
導における評価の意義について
深く理解する。
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（予習： 3時間）
［授業内容］
テーマ：学力論について学び、 現代の学力論を予習するための文献等を指示する
現在求められている授業方法に ので、予め読んでくること。
ついて考察を深める。
（復習： 2時間）
J‑PASSで指定する課題③を行うこと。
［授業方法］
学力論、活用型学力(PISA型学
力)とは、21世紀型学力とは何
か等の考察を通して、現代日本
の学校教育が育むべき学力とは
どういうことか理解する。
（予習： 3時間）
［授業内容］
テーマ：様々な授業分析を学ぶ テキストｐ.114〜124を予め読んでおくこと。
。
（復習： 2時間）
配布するプリントの空欄補充をして、次週に提出
［授業方法］
定量的授業分析法、刺激回想法 すること。
、質的授業分析法などの様々な
授業分析法を学び、授業を客観
的に分析し考察する方法を実践
できるようになる。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

生徒指導論
Student Guidance

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

村山

憲男

授業概要
【授業全体の内容】
生徒指導とは、一人一人の児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高める
ことを目指して行われる教育活動で、すべての児童生徒のそれぞれの人格のよりよき発達を目指すとともに、
学校生活がすべての児童生徒にとって有意義で興味深く、充実したものになることを目指す。授業では、まず
前半に文部科学省が作成した生徒指導提要に沿った解説を行い、後半は生徒指導に重要ないくつかの心理学的
知見を解説する。また、進路指導とキャリア教育についても解説する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
学校教育場面において、生徒指導に求められるニーズは多様化し、生徒指導にあたる専門家（教師）に対し
ても、生徒指導能力の向上と知識・技法の修得が求められている。本科目では、児童生徒また保護者を理解す
るための基礎を学び、それを現実の生活へと応用する力を醸成することで、現代社会で求められる教員の養成
を目指す。本科目は、教職に関する科目である。
【授業の到達目標】
１．生徒指導の意義と原理（位置づけや指導原理など）を理解し説明できる。
２．児童生徒全体への生徒指導の進め方を理解し説明できる。
３．個別の課題を抱える個々の児童生徒への具体的な対応や連携を理解し説明できる。
４．進路指導とキャリア教育について、理論や具体的な指導を理解し説明できる。
成績評価
【成績評価の基準】
１．生徒指導の意義と原理（位置づけや指導原理など）を理解し説明できる。（定期試験・授業内試験・レポ
ート）
２．児童生徒全体への生徒指導の進め方を理解し説明できる。（定期試験・授業内試験・レポート）
３．個別の課題を抱える個々の児童生徒への具体的な対応や連携を理解し説明できる。（定期試験・授業内試
験・レポート）
４．進路指導とキャリア教育について、理論や具体的な指導を理解し説明できる。（定期試験・授業内試験・
レポート）
５．授業中の発言や予習・復習の取組状況によって受講態度を評価する。（平常点）
【成績評価の方法】
定期試験（50％）、授業内試験・レポート（25％）、平常点（25％）。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
ノートを必ず持参すること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業で解説する。
【テキスト・参考書等】
「生徒指導提要」（文部科学省著、教育図書（東京）、2010年）を、参考書として指定する。本科目に関わら
ず、定期試験やレポート、卒後の活動などで役立つため、可能な限り入手しておくことが望ましい。
また、ノートを必ず持参すること。
その他の資料等は必要に応じて適宜配布する。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：村山憲男
E‑mail：n‑murayama [at] juntendo‑u.ac.jp
※[at]を@に変更。順天堂大学でのメールアドレスは授業内で伝達する。
【オフィスアワー】
日時：月曜日12:10から12:45
場所：授業内で伝達する。
他の学生の相談時間と重複しないようにするため、できるだけ前週までにE‑mailで予約すること。
備考
【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中高保健体育一種免状および養護教諭一種免許状取得に必要な科目のうち、「教職に関する
科目」における必修科目として位置づけられている。
また、授業のなかで、4年生や大学院生などによる質問紙調査を行う場合がある。参加することによって、質
問紙調査研究の実際を体験することができ、心理学を学ぶ上でメリットとなる。
しかし、参加・不参加は履修者本人の自由であり、参加・不参加および回答内容などによる成績への影響は一
切ない。
履修者本人およびその保護者が、調査研究への参加を希望しない場合、および、参加したものの研究での使用
を希望しない場合、講義内やメールなどでその旨を科目責任者まで連絡すること。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
村山 憲男
【予習：0時間】
1
（授業内容）
オリエンテーションとして、授
業の目的と概要、成績評価、履 【復習：2時間】
修上の注意について説明する。 生徒指導の全体像について、学んだ知識を整理し
また、生徒指導の全体像につい ておく。
て解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山 憲男
【予習：2時間】
2
（授業内容）
生徒指導提要①として、生徒指 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
導の意義と原理について解説す 【復習：2時間】
生徒指導の意義と原理について、学んだ知識を整
る。
理しておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山 憲男
【予習：2時間】
3
（授業内容）
生徒指導提要②として、教職課 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
程における生徒指導について解 【復習：2時間】
教職課程における生徒指導について、学んだ知識
説する。
を整理しておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山
憲男
【予習：2時間】
4
（授業内容）
生徒指導提要③として、学校に 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
おける生徒指導体制について解 【復習：2時間】
学校における生徒指導体制について、学んだ知識
説する。
を整理しておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
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（授業内容）
生徒指導提要④として、生徒指
導の進め方について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
生徒指導提要⑤として、現在の
様々な問題に対する生徒指導に
ついて解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
生徒指導提要⑥として、生徒指
導に関係する制度等について解
説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
授業内試験・レポートにより到
達度を確認するとともに、知識
をより定着させたものにする。
（授業方法）
第1〜7回目までの内容に関する
授業内試験・レポートを行い、
この授業内で解説する。
（授業内容）
生徒指導に役立つ心理学①とし
て、対人コミュニケーションの
特徴について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
生徒指導に役立つ心理学②とし
て、認知的不協和理論や均衡理
論、リーダーシップ論について
解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
生徒指導に役立つ心理学③とし
て、同調行動や偏見、傍観者効
果について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
進路指導とキャリア教育①とし
て、意義や理論について解説す
る。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
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【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
生徒指導の進め方について、学んだ知識を整理し
ておく。
【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
現在の様々な問題に対する生徒指導について、学
んだ知識を整理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
生徒指導に関係する制度等について、学んだ知識
を整理しておく。

【予習：4時間】
これまでの内容を体系的に整理するとともに、授
業内試験・レポートに向けて知識を確実にしてお
く。
【復習：3時間】
間違えた内容を中心に、理解・記憶を確実にする
。
【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
生徒指導に関係する対人コミュニケーションの特
徴について、学んだ知識を整理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
認知的不協和理論や均衡理論、リーダーシップ論
について、学んだ知識を整理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
同調行動や偏見、傍観者効果について、学んだ知
識を整理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
進路指導とキャリア教育の意義や理論について、
学んだ知識を整理しておく。
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（授業内容）
進路指導とキャリア教育②とし
て、実際の指導について解説す
る。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
授業内試験・レポートにより到
達度を確認するとともに、知識
をより定着させたものにする。
（授業方法）
第9〜13回目までの内容に関す
る授業内試験・レポートを行い
、この授業内で解説する。
定期試験
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【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
進路指導とキャリア教育の実際の指導について、
学んだ知識を整理しておく。

【予習：4時間】
これまでの内容を体系的に整理するとともに、授
業内試験・レポートに向けて知識を確実にしてお
く。
【復習：3時間】
間違えた内容を中心に、理解・記憶を確実にする
。
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授業概要
【授業全体の内容】
生徒指導とは、一人一人の児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高める
ことを目指して行われる教育活動で、すべての児童生徒のそれぞれの人格のよりよき発達を目指すとともに、
学校生活がすべての児童生徒にとって有意義で興味深く、充実したものになることを目指す。授業では、まず
前半に文部科学省が作成した生徒指導提要に沿った解説を行い、後半は生徒指導に重要ないくつかの心理学的
知見を解説する。また、進路指導とキャリア教育についても解説する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
学校教育場面において、生徒指導に求められるニーズは多様化し、生徒指導にあたる専門家（教師）に対し
ても、生徒指導能力の向上と知識・技法の修得が求められている。本科目では、児童生徒また保護者を理解す
るための基礎を学び、それを現実の生活へと応用する力を醸成することで、現代社会で求められる教員の養成
を目指す。本科目は、教職に関する科目である。
【授業の到達目標】
１．生徒指導の意義と原理（位置づけや指導原理など）を理解し説明できる。
２．児童生徒全体への生徒指導の進め方を理解し説明できる。
３．個別の課題を抱える個々の児童生徒への具体的な対応や連携を理解し説明できる。
４．進路指導とキャリア教育について、理論や具体的な指導を理解し説明できる。
成績評価
【成績評価の基準】
１．生徒指導の意義と原理（位置づけや指導原理など）を理解し説明できる。（定期試験・授業内試験・レポ
ート）
２．児童生徒全体への生徒指導の進め方を理解し説明できる。（定期試験・授業内試験・レポート）
３．個別の課題を抱える個々の児童生徒への具体的な対応や連携を理解し説明できる。（定期試験・授業内試
験・レポート）
４．進路指導とキャリア教育について、理論や具体的な指導を理解し説明できる。（定期試験・授業内試験・
レポート）
５．授業中の発言や予習・復習の取組状況によって受講態度を評価する。（平常点）
【成績評価の方法】
定期試験（50％）、授業内試験・レポート（25％）、平常点（25％）。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
ノートを必ず持参すること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業で解説する。
【テキスト・参考書等】
「生徒指導提要」（文部科学省著、教育図書（東京）、2010年）を、参考書として指定する。本科目に関わら
ず、定期試験やレポート、卒後の活動などで役立つため、可能な限り入手しておくことが望ましい。
また、ノートを必ず持参すること。
その他の資料等は必要に応じて適宜配布する。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：村山憲男
E‑mail：n‑murayama [at] juntendo‑u.ac.jp
※[at]を@に変更。順天堂大学でのメールアドレスは授業内で伝達する。
【オフィスアワー】
日時：月曜日12:10から12:45
場所：授業内で伝達する。
他の学生の相談時間と重複しないようにするため、できるだけ前週までにE‑mailで予約すること。
備考
【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中高保健体育一種免許状および養護教諭一種免許状取得に必要な科目のうち、「教職に関す
る科目」における必修科目として位置づけられている。
また、授業のなかで、4年生や大学院生などによる質問紙調査を行う場合がある。参加することによって、質
問紙調査研究の実際を体験することができ、心理学を学ぶ上でメリットとなる。
しかし、参加・不参加は履修者本人の自由であり、参加・不参加および回答内容などによる成績への影響は一
切ない。
履修者本人およびその保護者が、調査研究への参加を希望しない場合、および、参加したものの研究での使用
を希望しない場合、講義内やメールなどでその旨を科目責任者まで連絡すること。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
村山 憲男
【予習：0時間】
1
（授業内容）
オリエンテーションとして、授
業の目的と概要、成績評価、履 【復習：2時間】
修上の注意について説明する。 生徒指導の全体像について、学んだ知識を整理し
また、生徒指導の全体像につい ておく。
て解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山 憲男
【予習：2時間】
2
（授業内容）
生徒指導提要①として、生徒指 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
導の意義と原理について解説す 【復習：2時間】
生徒指導の意義と原理について、学んだ知識を整
る。
理しておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山 憲男
【予習：2時間】
3
（授業内容）
生徒指導提要②として、教職課 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
程における生徒指導について解 【復習：2時間】
教職課程における生徒指導について、学んだ知識
説する。
を整理しておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山
憲男
【予習：2時間】
4
（授業内容）
生徒指導提要③として、学校に 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
おける生徒指導体制について解 【復習：2時間】
学校における生徒指導体制について、学んだ知識
説する。
を整理しておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
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村山

憲男

8
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村山

憲男
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（授業内容）
生徒指導提要④として、生徒指
導の進め方について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
生徒指導提要⑤として、現在の
様々な問題に対する生徒指導に
ついて解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
生徒指導提要⑥として、生徒指
導に関係する制度等について解
説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
授業内試験・レポートにより到
達度を確認するとともに、知識
をより定着させたものにする。
（授業方法）
第1〜7回目までの内容に関する
授業内試験・レポートを行い、
この授業内で解説する。
（授業内容）
生徒指導に役立つ心理学①とし
て、対人コミュニケーションの
特徴について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
生徒指導に役立つ心理学②とし
て、認知的不協和理論や均衡理
論、リーダーシップ論について
解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
生徒指導に役立つ心理学③とし
て、同調行動や偏見、傍観者効
果について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
進路指導とキャリア教育①とし
て、意義や理論について解説す
る。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
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【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
生徒指導の進め方について、学んだ知識を整理し
ておく。
【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
現在の様々な問題に対する生徒指導について、学
んだ知識を整理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
生徒指導に関係する制度等について、学んだ知識
を整理しておく。

【予習：4時間】
これまでの内容を体系的に整理するとともに、授
業内試験・レポートに向けて知識を確実にしてお
く。
【復習：3時間】
間違えた内容を中心に、理解・記憶を確実にする
。
【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
生徒指導に関係する対人コミュニケーションの特
徴について、学んだ知識を整理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
認知的不協和理論や均衡理論、リーダーシップ論
について、学んだ知識を整理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
同調行動や偏見、傍観者効果について、学んだ知
識を整理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
進路指導とキャリア教育の意義や理論について、
学んだ知識を整理しておく。
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村山

憲男
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村山

憲男

（授業内容）
進路指導とキャリア教育②とし
て、実際の指導について解説す
る。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
授業内試験・レポートにより到
達度を確認するとともに、知識
をより定着させたものにする。
（授業方法）
第9〜13回目までの内容に関す
る授業内試験・レポートを行い
、この授業内で解説する。
定期試験
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【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
進路指導とキャリア教育の実際の指導について、
学んだ知識を整理しておく。

【予習：4時間】
これまでの内容を体系的に整理するとともに、授
業内試験・レポートに向けて知識を確実にしてお
く。
【復習：3時間】
間違えた内容を中心に、理解・記憶を確実にする
。

授業科目名
英語科目名

ボランティア活動
Practicum of Voluntary Activities

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 黒須 充
科目担当者
渋谷 茂樹
授業概要
【授業全体の内容】
2020年の東京オリンピック・パラリンピックや2019年のラグビーワールドカップの開催が決まり、大会の
成否に影響を与えると言われるボランティアの存在に注目が集まっている。そこで、本講義では、各分野で活
動する実践者によるオムニバス方式での講義を通して、スポーツボランティアの現状と課題、ボランティア活
動の意義や役割、スポーツイベントやプログラム、ボランティアリーダーの役割、ボランティア組織の運営及
び安全管理、ボランティア活動におけるチームビルディングなど、実践的な事例を交えながら、解説する。な
お、本講義は、特定非営利活動法人日本スポーツボランティアネットワーク（事務局：笹川スポーツ財団）の
資格認定講座であり、認定試験に合格し登録すると、「スポーツボランティア・リーダー」の資格が付与され
る。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）】
スポーツボランティアの活動がその使命を達成するためには、組織運営マネジメントが欠かせない。この科
目は、スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養に基づき、経営学や社会学を応用したスポーツマネジ
メント学についての知識を身につけ、スポーツを「人、物、金、時間、情報」という経営資源の側面からマネ
ジメントできる能力の養成を目指す、という学位授与方針の達成に寄与する。
【授業の到達目標】
１．スポーツボランティアの理念を説明できる。
２．スポーツボランティアのタイプと活動パターンを説明できる。
３．ボランティア活動とNPO(非営利組織)法人の関係を説明できる。
４．スポーツボランティア活動の実践に必要な初級レベルの知識を備えている。
５．有効なコミュニケーションスキルを備えている。
６．グループの一員として共同作業ができる。
７．明確かつ聴衆の興味を維持できるプレゼンテーションが行える。
８．ボランティア活動をめぐる論点を説明できる。
成績評価
【成績評価の基準】
１．スポーツボランティアの理念を説明できる（レポート）
２．スポーツボランティアのタイプと活動パターンを説明できる（レポート）
３．ボランティア活動とNPO(非営利組織)法人の関係を説明できる（レポート）
４．スポーツボランティア活動の実践に必要な初級レベルの知識を備えている（実習）
５．有効なコミュニケーションスキルを備えている（実習）
６．グループの一員として共同作業ができる（実習）
７．明確かつ聴衆の興味を維持できるプレゼンテーションが行える（グループワーク）
８．ボランティア活動をめぐる論点を説明できる（レポート）
【成績評価の方法】
１から８の能力が身についているかどうか、授業毎のレポート課題（10%）、スポーツボランティア体験報告
書(20%)、学期末の最終レポート(40%)、その他、学習意欲や態度についても、授業内で行うグループワーク(1
0%)やディスカッション(10%)、授業態度・取り組む姿勢(10%)を通して評価する。
履修における留意事項
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【履修上の注意（科目独自のルール）】
１回の授業について、３分の２以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。また、遅刻
及び早退３回で、１回分の欠席としてカウントする。講義及びスポーツボランティアの実習のセットで単位を
認定する。スポーツボランティア実習報告書の未提出者は単位を認めない。
【課題（試験・レポート等）に対するフィードバックの方法】
授業毎のレポート課題については、翌週の授業の中で評価のポイントを提示し、解説する。最終レポートに関
しては、全授業終了後、J‑Pass上に模範例を掲示する。
【テキスト・参考書等】
１．スポーツボランティア・リーダー研修会テキスト（特定非営利活動法人日本スポーツボランティアネット
ワーク編）
２．笹川スポーツ財団「スポーツ白書2014〜スポーツの使命と可能性」、笹川スポーツ財団、2014.
３．長沼豊著「人が集まるボランティア組織をどうつくるのか〜双方向の学びを活かしたマネジメント〜」、
ミネルヴァ書房、2014.
１は教科書として使用するので必ず持参すること。２と３は参考書であり、レポート作成の際に参考となる
。その他、授業中に、適宜、資料を配付します。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：黒須 充
メールアドレス： mkurosu@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：火曜日12:10〜12:50、水曜日13:00〜16:00、木曜日12:10〜12:50
場所：１号館３階1323室（生涯スポーツゼミナール）
この時間以外の来室は事前にE‑mailで予約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業３０時間と準備学修６０時間の計９０時間の
学修を必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
黒須
（予習：３時間）
1
【授業内容】
１．授業の進め方、授業計画、 ボランティア活動の定義について事前に調べ、理
成績評価、履修にあたっての留 解を深める。
意点など
２．現代社会におけるボランテ （復習：１時間）
ィアの意義と役割について概説 講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
し、課題解決のために自分たち 、参考文献等を読み、ボランティアの意義や役割
に何ができるかを考えるきっか びついて復習する。
けとする。
【授業方法】
ボランティアの意義や役割をテ
ーマにグループディスカッショ
ンを行い、班毎に発表する。
【キーワード】
オリエンテーション
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2

黒須、澁谷

【授業内容】
スポーツボランティアの定義と
分類、スポーツボランティア活
動の具体例などを紹介する。障
がい者のスポーツにおけるボラ
ンティアの現状についても触れ
る。

（予習：３時間）
スポーツボランティアの現状や課題について事前
に調べ、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、スポーツボランティアの現
状や課題について復習する。

【授業方法】
１．プレゼン資料を使って講義
を進める。
２．スポーツボランティアの現
状と課題をテーマにグループデ
ィスカッションを行い、班毎に
発表する。

3

黒須、澁谷

【キーワード】
スポーツボランティア活動の基
礎知識１
【授業内容】
スポーツボランティア活動に求
められるコミュニケーションス
キルの基礎について、実践をふ
まえて理解を深める。
【授業方法】
１．プレゼン資料を使って講義
を進める。
２．コミュニケーションスキル
をテーマにグループディスカッ
ションを行い、班毎に発表する
。

4

黒須

【キーワード】
スポーツボランティア活動の基
礎知識２
【授業内容】
スポーツイベントの分類、イベ
ントの準備から評価までの流れ
、イベントの魅力を引き出す方
法、企画書の作成、広報・宣伝
媒体の選定、イベントの効果、
リスクマネジメントを取り上げ
、今後のスポーツイベントのあ
り方を探る。
【授業方法】
１．プレゼン資料を使って講義
を進める。
２．スポーツイベントやプログ
ラムをテーマにグループディス
カッションを行い、班毎に発表
する。
【キーワード】
スポーツイベントやプログラム
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（予習：３時間）
スポーツボランティア活動に求められるコミュニ
ケーションスキルについて事前に調べ、理解を深
める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、スポーツボランティア活動
に求められるコミュニケーションスキルについて
復習する。

（予習：３時間）
国内外で行われている様々なスポーツイベントに
ついて事前に調べ、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、国内外で行われている様々
なスポーツイベントについて復習する。

5

黒須

【授業内容】
ドイツ、イギリス、オーストラ
リア、ニュージーランドにおけ
るスポーツボランティアの取り
組みについて、映像やデータに
基づいて理解する。
【授業方法】
１．プレゼン資料を使って講義
を進める。
２．海外のスポーツボランティ
アをテーマにグループディスカ
ッションを行い、班毎に発表す
る。

6

黒須、澁谷

【キーワード】
海外のスポーツボランティア
【授業内容】
大規模スポーツイベント（東京
マラソンなど）におけるボラン
ティアの活動事例を、映像やデ
ータに基づいて理解する。

（予習：4時間）
ロンドン五輪の「ゲームズメーカー」について事
前に調べ、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、海外のスポーツボランティ
アについて復習する。

（予習：4時間）
東京マラソンについて事前に調べ、理解を深める
。

（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、スポーツイベントのボラン
【授業方法】
１．プレゼン資料を使って講義 ティア〜大規模イベントを事例に〜について復習
する。
を進める。
２．大規模スポーツイベントを
テーマにグループディスカッシ
ョンを行い、班毎に発表する。

7

黒須

【キーワード】
スポーツイベントのボランティ
ア〜大規模イベントを事例に〜
【授業内容】
ふり返り（リフレクション）の
場として、ボランティア活動を
通して学んだことや感じたこと
をグループで話し合い、今後の
活動につなげるためにどうすれ
ばいいかについて、個々にレポ
ートを作成する。
【授業方法】
１．グループディスカッション
を行う。
２．レポートを作成する。
【キーワード】
中間レポートの作成
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（予習：4時間）
スポーツイベントボランティア活動の体験を通じ
て、感じたことや考えたこと（レポートの草案）
をあらかじめまとめておく。
（復習）
特になし

8

黒須、澁谷

【授業内容】
スポーツボランティアリーダー
の役割、心得、やりがい、ボラ
ンティア仲間との付き合い方等
について理解を深め、ボランテ
ィア活動をリーダーとして実践
していくために必要と思われる
知識・ノウハウを身につける。

（予習：4時間）
ボランティアリーダーに必要な知識・ノウハウに
ついて事前に調べ、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、ボランティアリーダーに必
要な知識・ノウハウについて復習する。

【授業方法】
１．プレゼン資料を使って講義
を進める。
２．スポーツボランティアリー
ダーの心得をテーマにグループ
ディスカッションを行い、班毎
に発表する。

9

黒須、澁谷

【キーワード】
スポーツボランティア・リーダ
ー概論１
【授業内容】
スポーツボランティア・リーダ
ーの立場で身につけておくべき
スポーツ全般やスポーツボラン
ティアに関する幅広い知識を身
につける。
【授業方法】
１．プレゼン資料を使って講義
を進める。
２．スペシャルオリンピックズ
をテーマにグループディスカッ
ションを行い、班毎に発表する
。

10

黒須、澁谷

【キーワード】
スポーツボランティア・リーダ
ー概論２
【授業内容】
スポーツボランティアを束ね、
ボランティアが安全かつ有意義
に活動できる環境をつくる上で
、ボランティア・リーダーに求
められるコミュニケーションス
キルを実践を通じて習得する。
【授業方法】
１．コミュニケーションスキル
の実践を行う。
【キーワード】
スポーツボランティア・リーダ
ー概論３
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（予習：4時間）
パラリンピックやスペシャルオリンピックズにつ
いて事前に調べ、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、障がい者スポーツのイベン
トについて復習する。

（予習：4時間）
リーダーに求められるコミュニケーションスキル
について事前に調べ、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所について配付資料やノート
、参考文献等を読み、リーダーに求められるコミ
ュニケーションスキルについて復習する。

11

黒須

【授業内容】
人が集まるボランティア組織を
どうつくるのか、どうすれば多
くの人が参加したくなる魅力あ
る団体となれるのかについて、
「双方向の学び」を活かしたマ
ネジメントを中心に概説する。
また、現場では様々な状況が想
定され、予期せぬ事態に対応す
ることが要求される。その際に
リーダーが冷静かつ適切な対応
を行うことができるように、リ
スクマネジメントや事件と事故
の応急対応等についても取り上
げる。

（予習：４時間）
「双方向の学び」を活かしたマネジメントについ
て事前に調べ、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所についてテキストやノート
、参考文献等を読み、スポーツボランティア組織
の運営及び安全管理について復習する。

【授業方法】
１．プレゼン資料を使って講義
を進める。
２．スポーツボランティア組織
の運営及び安全管理をテーマに
グループディスカッションを行
い、班毎に発表する。

12

黒須

【キーワード】
スポーツボランティア組織の運
営及び安全管理
【授業内容】
現地の受入先との交渉・折衝、
チームビルディングやコミュニ
ケーションスキル（アイスブレ
イクの理論と実践）、情報発信
など幅広いスキルやノウハウに
ついて学ぶ。また、自己理解・
他者理解を深め、相手の考えや
感性を知るためのグループワー
ク（チームワークへの第一歩、
グループワークトレーニング、
協力・協議・共有に向けてのグ
ループ力）を行う。
【授業方法】
１．プレゼン資料を使って講義
を進める。
２．スポーツボランティア活動
におけるチームビルディングを
テーマにグループディスカッシ
ョンを行い、班毎に発表する。
【キーワード】
スポーツボランティア活動にお
けるチームビルディング
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（予習：４時間）
HRT（Human Relations Training 自己理解・他者
理解・コミュニケーション）について事前に調べ
、理解を深める。
（復習：１時間）
講義で取り上げた箇所について配付資料やノート
、参考文献等を読み、スポーツボランティア活動
におけるチームビルディング

13

黒須、澁谷

【授業内容】
スポーツボランティアの意義、
スポーツボランティアの現状と
課題、スポーツボランティアリ
ーダーに求められること、スポ
ーツボランティア参加の促進と
定着に向けた課題や工夫などの
テーマを設定し、グループで意
見交換を行う。
【授業方法】
１．グループディスカッション
を行い、班毎に発表する。

14

黒須、渋谷

【キーワード】
グループ・ディスカッション
最終レポートの作成
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（予習：４時間）
ボランティア参加の促進と定着に向けた課題や工
夫について事前に調べ、理解を深める。
（復習：１時間）
グループ・ディスカッションを通して学んだこと
や感じたことを整理し、レポートにまとめる。

授業科目名
英語科目名

キャリアデザイン

授業形態
開講学期

集中講義
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 水野 基樹
科目担当者
山崎一彦、吉村雅文、四方田清、飯嶋正博、神原直幸、工藤康宏、涌井佐和子、渡邉貴裕、村山憲男、渡正、
門屋悠香、川田裕次郎、河村剛光、島嵜佑、庄子ひとみ、高梨雄太、武田剛、鄧鵬宇、中田学、中丸信吾、
山田泰行、山中航、新竹優子、野口亜弥
授業概要
社会人への巣立ち（キャリア移行）に向けて、自分自身のキャリアのアンカー（将来のキャリアを決定するに
あたって、何かを犠牲にしなければならないときに、どうしても諦めたくないと感じた能力・動機・価値観の
こと）を特定し、卒業後の進路選択・決定に役立ててることを目的とします。3日間を通した統一テーマは、
「自分のキャリアアンカーを知って職業選択を！（視野を広げる）」に設定しています
成績評価
（評価基準）
■キャリアに関する講演の内容を適切にまとめることができること（講義レポート評価）
■自分自身のキャリアアンカーに対して意味づけができること（キャリアアンカーシートとレポート評価）
■卒業後のアクションプランを明確にイメージして作成できること（アクションプランとレポート評価）
■アクションプランのプレゼンテーションを適切に行うことができること（アクションプランとレポート評価
）
（評価方法）
出席：50％、授業態度・取り組む姿勢：10％、課題レポート40％にて評価する
※授業態度・取り組む姿勢が授業進行上、悪いと判断した場合には、減点の対象となるので注意すること。
履修における留意事項
（履修要件）
特になし。
（履修上の注意（科目独自のルール））
受講学生に対して期待することは、大きく以下の3点です。
①積極的にグループワークなどに参加すること
②常に内省し前向きに疑問を持つ姿勢をもつこと。
③感度の良いアンテナを張り、周囲のキャリア観に関する情報収集に努めること。
（試験・レポート等の課題に対するフィードバックの方法）
講義内に教員と学生が対面形式でレポートを添削して、解説・説明をしながらフィードバックします。
（テキスト・参考書）
特にテキストは使用しません。必要な資料（ツールなど）は、講義内で適宜配布します。
連絡先とオフィスアワー
（連絡先）
担当：水野基樹
mtmizuno[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
（オフィスアワー）
日時：月曜日 10時〜12時、火曜日 15時〜16時
場所：1号館3階1320室
※上記の時間帯は予約が無くても対応しますが、予約があった学生を優先します。
できる限り、前日までにE‑Mailで予約するように心掛けてください。
備考
（学修時間）
この授業は、集中講義（3日間）の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時
間の学修を必要とする内容をもって構成する。
（その他）
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）

2299

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

三日間の 複数教員による共 「自分のキャリアンカーを知っ （予習：40時間）
集中講義 同担当
て職業選択を！」（視野を広げ ・自己分析講座への参加
・社会ニーズ研究講座への参加
（14コマ
る）
分）
第1日目：「聴く（傾聴する）
①「キャリアデザイン」の内容について、各自が
」
自分の立ち位置についての問題意識や認識を高め
る。
＜セッション１＞
講義１
「体育大生から社会人へのキャ ②問題意識に基づき、各自レポートを作成する。
リア移行」
③講義・演習及びレポートに基づき、グループワ
(1)総論
ークを行い、自分にとって働くとは、自分と仕事
(2)各論①
を関係づけることについて、各自でまとめる。
(3)各論②
講義２
「OB/OB講演会」
趣旨説明
(1)企業関係①
(2)企業関係②
レポート作成・添削
(3)教職関係
(4)公務員関係
レポート作成・添削
レポート課題の説明
「私の今までのキャリア観の
振り返り」
レポートの説明
※2日目朝集合時に提出
第2日目：「知る（理解する）
」
＜セッション３＞
講義３
「自分のキャリアアンカーを知
る！ （キャリア指向性質問票
からわかること）」
(1)趣旨説明
(2)キャリアアンカー概念の説
明
(3)キャリアアンカー尺度の実
施
(4)キャリアアンカー尺度の測
定結果解説
(5)キャリアアンカーを活かし
た職業選択
レポート作成・添削
＜セッション４＞
講義４
「キャリアアンカーが導く進路
選択」
趣旨説明
(1)スポーツを軸とした進路選
択
(2)大学院進学からの進路選択
レポート作成・添削
＜セッション５＞
講義５
「キャリアアンカーを踏まえた
アクションプランの作成」
(1)趣旨説明
(2)作成方法の説明
(3)アクションプランの作成
※終わらない部分は宿題
※3日目の午前中にグループ発
2300
表をするので発表できる準備を
整えてくる

④グループワークの結果を踏まえて、自己の卒業
後のキャリア構築とつなぎ、その意味と残された
学生生活とのつながりの視点でまとめ、社会への
巣立ちに向けて、各自の理解と認識を一層深める
。

（復習：20時間）
・事後レポートの作成
・アクションプランのブラッシュアップ

定期試験は実施しない
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授業科目名
英語科目名

文章表現法

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

沢野

美由紀

授業概要
[授業全体の内容]
文章には様々なジャンルがあるが、本講義では、レポートなどの学術的な文章に適した文体、構成、適切な
引用のための技術などを学び、書く力を養成する。
毎回の授業は、学習項目の説明、練習、課題作文の作成というサイクルで進められる。課題作文は200〜300
字程度の短いものから始め、最終的には1500字程度の長さでまとまった内容のものが書けることを目指す。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
書くことは、学んだことを記録するだけでなく、自らの知識として再構成することにつながる。授業を通し
て身に付けた書く力は、学部での学びの基礎となるものである。また、レポート等を書くことは、自分が何を
学び、何を考えたかを担当教員をはじめとする他者に伝えることであり、学びを進める上で重要なコミュニケ
ーションの一つとなる。
[授業の到達目標]
1. 適切な書式を用いて整った文書を作成することができる。
2. 適切な表記方法を用いて書くことができる。
3. レポートや論文などの学術的な文章に適した文体で書くことができる。
4. レポートや論文などの学術的な文章に適した論理展開で書くことができる。
5. 適切な引用方法やデータの提示方法がわかる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 各回で学んだこと（書式、表記、文体、展開等）に沿って書ける。（課題作文）
2. 各回で学んだことを総合してまとまりのある文章が書ける。（定期試験）
[成績評価の方法]
平常点（課題作文および模擬レポートの提出）50％、期末試験50％の割合で評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
指定されたクラスで履修すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
配布プリント、および、自分の書いた課題作文を、いつでも参照できる状態で保管するためのファイル（A4
サイズ）を準備すること。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
提出物は、添削、評価して次回の授業時に返却する。返却時に、評価基準を説明するとともに、必要に応じ
て修正や書き直しの時間を設ける。
定期試験については、Juntendo Passportを使って解説する。
[テキスト・参考書等]
テキストは使用せず、配布プリントを用いて講義を進める。以下の1〜3は、さらに発展的に学ぶための参考
書である。
1.大修館書店編集部編(2012)『大修館 最新国語表記ハンドブック』大修館書店
2.二通信子・大島弥生・佐藤勢紀子・因京子・山本富美子(2009)『留学生と日本人学生のためのレポート・論
文表現ハンドブック』東京大学出版会
3.大島弥生・池田玲子・大場理恵子・高橋淑郎・岩田夏穂(2005)『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２版―
プロセス重視のレポート作成―』ひつじ書房
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：大野早苗
E‑mail：sanaeo[at]juntendo.ac.jp
※[at]を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：前期期間中の木曜日12:20〜14:00
場所：1号館3階1336号室
備考
[学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
[その他]
特になし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
沢野
1
［授業内容］
テーマ：わかりやすい文章を書
くために、どのような知識や技
能が必要かを理解する。

2

3

沢野

沢野

［授業方法］
話し言葉と書き言葉の違いにつ
いて解説する。その後、学生同
士ペアになり、与えられた課題
をもとに互いの書いた文章を読
み合う。
［授業内容］
テーマ：見やすい文書を作成す
るための基礎として、原稿用紙
の使い方を覚える。読みやすい
（見やすい）文を書くために、
漢字、平仮名、片仮名の使い分
けのルールを知る。
［授業方法］
原稿用紙の使い方、表記のルー
ルを説明する。説明されたルー
ルに則って、前回の復習として
書いた作文を見直し、書式、表
記を整える練習をする。
［授業内容］
テーマ：日本語の文章にはさま
ざまな文体があることを知る。
レポートや論文などに適した文
体を知る。
［授業方法］
日本語の文体、特に常体と敬体
の使い分けについて解説する。
話し言葉から書き言葉へ、敬体
から常体への書き換える練習問
題をする。学生同士ペアになっ
て、練習問題を互いにチェック
する。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：1時間）
シラバス全体に目を通し、授業の目的と進め方を
確認しておく。
（復習：3時間）
授業中に指示されたテーマ、字数で作文を書く。

（予習：1.5時間）
インターネットの情報などを利用して、原稿用紙
の基本的な使い方を確認する。
参考図書『大修館 最新国語表記ハンドブック』
や以下の文部科学省ホームページなどを参考に、
文字・表記の基礎について確認する。
{http://www.mext.go.jp/b̲menu/hakusho/nc/k19
860701001/k19860701001.html}
（復習：2.5時間）
課題文をレポートらしい書式、表記で書き直す（
課題文は授業中に示す）。

（予習：1時間）
大学で書くレポートにはどのような文体がふさわ
しいかを調べる。
（復習：3時間）
課題文をレポートらしい文体に書き換える（課題
文は授業中に示す）。

4

沢野

5

沢野

6

沢野

7

沢野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文の構造を意識して、 文化庁による国語に関する世論調査などから、誤
用が増えた表現や意味の変化が見られる表現につ
正確な文を書く。
いての知識を得る。
{http://www.bunka.go.jp/tokei̲hakusho̲shuppa
［授業方法］
いわゆる「ねじれ文」や陳述の n/tokeichosa/kokugo̲yoronchosa/index.html}
副詞と文末の呼応の誤りなど、
間違いやすい文法項目を確認す （復習：3時間）
授業時間内に解いた練習問題を見直し、文法に関
る。
誤文訂正などの練習問題を解く する知識の定着を図る。
ことを通して、正しく文を書く
習慣を身に付ける。
［授業内容］中心文、支持文と （予習：1時間）
いう区別を用いることによって 新聞や雑誌、教科書等、身の回りにある文書を読
段落内の構成を整える方法を知 み、どのように段落分けがなされているかを確認
する。
る。
テーマ：中心文、支持文とはど
（復習：3時間）
ういうものか解説する。
与えられたテーマについて、中心文と支持文を明
確にして、自分の意見を述べた文を書く。
［授業方法］
実際に文章を読み、文中のそれ
ぞれの段落の中のどの文が中心
文か、また、どのような支持文
が用いられているかを確認する
。
中心文、支持文を意識して、短
い説明文を書く練習をする。そ
の後、学生同士のペアで書いた
ものを交換し、わかりやすさを
チェックする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文章を書くときの情報 報告の文章の題材とできるように、試合や競技会
などのデータをできるだけ整理して準備する。
整理の仕方を練習する。
［授業方法］
自分が参加した、あるいは観戦
した試合や競技大会などの結果
を報告するために必要な情報は
何かを考え、メモを作成する。
学生同士ペアになって、互いの
メモを読み合い、情報に過不足
がないか確認する。
［授業内容］
テーマ：他者の言説を引用して
書く方法を学ぶ。

（復習：3時間）
授業中に整理した情報をもとに、報告の文章を書
く。

（予習：1時間）
参考図書『留学生と日本人学生のためのレポート
・論文表現ハンドブック』pp.69‑75を参考に、引
用の方法の基本を理解する。

［授業方法］
書籍や論文などについての情報 （復習：3時間）
（著者、発表年、出版社など） 自分の意見と他者の言説の区別に注意して、引用
をどのようにして得るかを知る を含む意見文を書く。
。
引用する際に必要な情報を示す
練習をする。
実際に引用文を書いてみる。
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8

沢野

9

沢野

10

沢野

11

沢野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：前時に引き続き、引用 引用を含む文章を書く準備として、興味のあるテ
を含む文章の書き方を学ぶ。 ーマについて書かれた文献を2つ以上探しておく
。
［授業方法］
引用するときによく用いられる （復習：3時間）
文型を使って引用の練習をする 興味のあるテーマについて2つ以上の言説を引用
し、それらの差異について論じる文章を書く。
。
実際に読んだ本から印象に残っ
たフレーズを引用した短文を書
く。学生同士ペアになって短文
を交換し、引用部分の示し方が
適切か確認する。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文中でデータ（数値） 興味のある競技の試合結果などの記録や報道を、
を紹介するには、どのようなこ データの示し方に注意して読む。
とに気をつけて書けばよいかを
（復習：3時間）
理解する。
予習の際に読んだ報道の1つを取り上げ、そこに
示されたデータを引用しながら自分の考えを述べ
［授業方法］
データを紹介するときに必要な る文章を書く。
情報は何かを考える。
データの説明をするときによく
用いられる文型を使って、実際
にデータを説明する文を書く練
習をする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：自分で取ったデータを 興味のある競技や調査の記録集、報告等を読み、
データがどのような手順で紹介されているかを確
説明する方法を知る。
認する。
［授業方法］
調査や実験で得たデータを説明 （復習：3時間）
する際に必要な情報は何かを考 クラス内で行った「ミニ調査」の結果を報告する
文章を書く。
える。
クラス内で実際に「ミニ調査（
例：読書状況調査など）」を行
う。その結果を整理し、他者に
調査の概要と結果を伝えるには
何を書けばよいかを考える。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：筋の通った文章を書く 授業で取り上げるトピックを前もって告知するの
ためには、何をどのような順序 で、それについて新聞や雑誌、インターネットな
で述べればよいかを理解する。 どで情報を収集する。
（復習：3時間）
［授業方法］
論の構成要素にはどのようなも 講義時間に作成した構成メモをもとに意見文を書
のがあるかを考える。特に、デ く。
ータを用いて主張の理由づけを
するには何に気をつけなければ
ならないかに注目する。
与えられたテーマについて自分
の考えをまとめる。その後、学
生同士ペアになって考えを述べ
合い、説得力があるか、どのよ
うな述べ方をすればよいか、足
りない情報はないか等を互いに
指摘し合う。その指摘をもとに
、自分の考えを意見文としてま
とめるための構成メモを作成す
る。
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12

13

14

沢野

沢野

沢野

沢野

［授業内容］
テーマ：大学で書くレポートに
はどのようなタイプがあるかを
知り、それぞれのタイプの基本
的な構成を知る。
［授業方法］
レポートのタイプと基本的な構
成について解説する。
サンプルレポートを読んで、そ
の構成を書き出してみる。
与えられたテーマでレポートを
書くとすれば、どのような準備
が必要かを学生同士のペアで話
し合う。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを作成す
る。
［授業方法］
レポートや論文などでよく用い
られる表現形式を紹介する。
前時の構成メモをもとに、表現
に気をつけて模擬レポートを作
成する。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを推敲し
、修正する。
［授業内容］
前時に書いた模擬レポートを学
生同士のペアで交換し、互いの
レポートを読む。コメントカー
ドに感想や意見、修正案等を書
く。コメントカードを参考に模
擬レポートを書き直す。
定期試験
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（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』を参考に、
レポートを書くプロセスを確認しておく。
（復習：3時間）
授業で用いたサンプルレポートをもう一度よく読
み、全体の構成を確認する。

（予習：3時間）
模擬レポートを作成する準備として、与えられた
テーマについて、情報収集をする。
（復習：4時間）
講義時に書いた模擬レポートを読み直し、わかり
にくい点はないか、書かれた情報に過不足はない
かを点検する。

（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』などを参考
に、書くことをピア（学生同士のペア等）で行う
意味を考える。
（復習：4時間）
推敲前の模擬レポートと修正後の模擬レポートを
見比べ、どのような点をペアの学生から指摘され
、どのように修正したのかを整理する。

授業科目名
英語科目名

文章表現法

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 沢野 美由紀
科目担当者
沢野美由紀
授業概要
[授業全体の内容]
文章には様々なジャンルがあるが、本講義では、レポートなどの学術的な文章に適した文体、構成、適切な
引用のための技術などを学び、書く力を養成する。
毎回の授業は、学習項目の説明、練習、課題作文の作成というサイクルで進められる。課題作文は200〜300
字程度の短いものから始め、最終的には1500字程度の長さでまとまった内容のものが書けることを目指す。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
書くことは、学んだことを記録するだけでなく、自らの知識として再構成することにつながる。授業を通し
て身に付けた書く力は、学部での学びの基礎となるものである。また、レポート等を書くことは、自分が何を
学び、何を考えたかを担当教員をはじめとする他者に伝えることであり、学びを進める上で重要なコミュニケ
ーションの一つとなる。
[授業の到達目標]
1. 適切な書式を用いて整った文書を作成することができる。
2. 適切な表記方法を用いて書くことができる。
3. レポートや論文などの学術的な文章に適した文体で書くことができる。
4. レポートや論文などの学術的な文章に適した論理展開で書くことができる。
5. 適切な引用方法やデータの提示方法がわかる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 各回で学んだこと（書式、表記、文体、展開等）に沿って書ける。（課題作文）
2. 各回で学んだことを総合してまとまりのある文章が書ける。（定期試験）
[成績評価の方法]
平常点（課題作文および模擬レポートの提出）50％、期末試験50％の割合で評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
指定されたクラスで履修すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
配布プリント、および、自分の書いた課題作文を、いつでも参照できる状態で保管するためのファイル（A4
サイズ）を準備すること。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
提出物は、添削、評価して次回の授業時に返却する。返却時に、評価基準を説明するとともに、必要に応じ
て修正や書き直しの時間を設ける。
定期試験については、Juntendo Passportを使って解説する。
[テキスト・参考書等]
テキストは使用せず、配布プリントを用いて講義を進める。以下の1〜3は、さらに発展的に学ぶための参考
書である。
1.大修館書店編集部編(2012)『大修館 最新国語表記ハンドブック』大修館書店
2.二通信子・大島弥生・佐藤勢紀子・因京子・山本富美子(2009)『留学生と日本人学生のためのレポート・論
文表現ハンドブック』東京大学出版会
3.大島弥生・池田玲子・大場理恵子・高橋淑郎・岩田夏穂(2005)『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２版―
プロセス重視のレポート作成―』ひつじ書房
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：大野早苗
E‑mail：sanaeo[at]juntendo.ac.jp
※[at]を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：前期期間中の木曜日12:20〜14:00
場所：1号館3階1336号室
備考
[学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
[その他]
特になし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
沢野
1
［授業内容］
テーマ：わかりやすい文章を書
くために、どのような知識や技
能が必要かを理解する。

2

3

沢野

沢野

［授業方法］
話し言葉と書き言葉の違いにつ
いて解説する。その後、学生同
士ペアになり、与えられた課題
をもとに互いの書いた文章を読
み合う。
［授業内容］
テーマ：見やすい文書を作成す
るための基礎として、原稿用紙
の使い方を覚える。読みやすい
（見やすい）文を書くために、
漢字、平仮名、片仮名の使い分
けのルールを知る。
［授業方法］
原稿用紙の使い方、表記のルー
ルを説明する。説明されたルー
ルに則って、前回の復習として
書いた作文を見直し、書式、表
記を整える練習をする。
［授業内容］
テーマ：日本語の文章にはさま
ざまな文体があることを知る。
レポートや論文などに適した文
体を知る。
［授業方法］
日本語の文体、特に常体と敬体
の使い分けについて解説する。
話し言葉から書き言葉へ、敬体
から常体への書き換える練習問
題をする。学生同士ペアになっ
て、練習問題を互いにチェック
する。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：1時間）
シラバス全体に目を通し、授業の目的と進め方を
確認しておく。
（復習：3時間）
授業中に指示されたテーマ、字数で作文を書く。

（予習：1.5時間）
インターネットの情報などを利用して、原稿用紙
の基本的な使い方を確認する。
参考図書『大修館 最新国語表記ハンドブック』
や以下の文部科学省ホームページなどを参考に、
文字・表記の基礎について確認する。
{http://www.mext.go.jp/b̲menu/hakusho/nc/k19
860701001/k19860701001.html}
（復習：2.5時間）
課題文をレポートらしい書式、表記で書き直す（
課題文は授業中に示す）。

（予習：1時間）
大学で書くレポートにはどのような文体がふさわ
しいかを調べる。
（復習：3時間）
課題文をレポートらしい文体に書き換える（課題
文は授業中に示す）。

4

沢野

5

沢野

6

沢野

7

沢野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文の構造を意識して、 文化庁による国語に関する世論調査などから、誤
用が増えた表現や意味の変化が見られる表現につ
正確な文を書く。
いての知識を得る。
{http://www.bunka.go.jp/tokei̲hakusho̲shuppa
［授業方法］
いわゆる「ねじれ文」や陳述の n/tokeichosa/kokugo̲yoronchosa/index.html}
副詞と文末の呼応の誤りなど、
間違いやすい文法項目を確認す （復習：3時間）
授業時間内に解いた練習問題を見直し、文法に関
る。
誤文訂正などの練習問題を解く する知識の定着を図る。
ことを通して、正しく文を書く
習慣を身に付ける。
［授業内容］中心文、支持文と （予習：1時間）
いう区別を用いることによって 新聞や雑誌、教科書等、身の回りにある文書を読
段落内の構成を整える方法を知 み、どのように段落分けがなされているかを確認
する。
る。
テーマ：中心文、支持文とはど
（復習：3時間）
ういうものか解説する。
与えられたテーマについて、中心文と支持文を明
確にして、自分の意見を述べた文を書く。
［授業方法］
実際に文章を読み、文中のそれ
ぞれの段落の中のどの文が中心
文か、また、どのような支持文
が用いられているかを確認する
。
中心文、支持文を意識して、短
い説明文を書く練習をする。そ
の後、学生同士のペアで書いた
ものを交換し、わかりやすさを
チェックする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文章を書くときの情報 報告の文章の題材とできるように、試合や競技会
などのデータをできるだけ整理して準備する。
整理の仕方を練習する。
［授業方法］
自分が参加した、あるいは観戦
した試合や競技大会などの結果
を報告するために必要な情報は
何かを考え、メモを作成する。
学生同士ペアになって、互いの
メモを読み合い、情報に過不足
がないか確認する。
［授業内容］
テーマ：他者の言説を引用して
書く方法を学ぶ。

（復習：3時間）
授業中に整理した情報をもとに、報告の文章を書
く。

（予習：1時間）
参考図書『留学生と日本人学生のためのレポート
・論文表現ハンドブック』pp.69‑75を参考に、引
用の方法の基本を理解する。

［授業方法］
書籍や論文などについての情報 （復習：3時間）
（著者、発表年、出版社など） 自分の意見と他者の言説の区別に注意して、引用
をどのようにして得るかを知る を含む意見文を書く。
。
引用する際に必要な情報を示す
練習をする。
実際に引用文を書いてみる。
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8

沢野

9

沢野

10

沢野

11

沢野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：前時に引き続き、引用 引用を含む文章を書く準備として、興味のあるテ
を含む文章の書き方を学ぶ。 ーマについて書かれた文献を2つ以上探しておく
。
［授業方法］
引用するときによく用いられる （復習：3時間）
文型を使って引用の練習をする 興味のあるテーマについて2つ以上の言説を引用
し、それらの差異について論じる文章を書く。
。
実際に読んだ本から印象に残っ
たフレーズを引用した短文を書
く。学生同士ペアになって短文
を交換し、引用部分の示し方が
適切か確認する。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文中でデータ（数値） 興味のある競技の試合結果などの記録や報道を、
を紹介するには、どのようなこ データの示し方に注意して読む。
とに気をつけて書けばよいかを
（復習：3時間）
理解する。
予習の際に読んだ報道の1つを取り上げ、そこに
示されたデータを引用しながら自分の考えを述べ
［授業方法］
データを紹介するときに必要な る文章を書く。
情報は何かを考える。
データの説明をするときによく
用いられる文型を使って、実際
にデータを説明する文を書く練
習をする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：自分で取ったデータを 興味のある競技や調査の記録集、報告等を読み、
データがどのような手順で紹介されているかを確
説明する方法を知る。
認する。
［授業方法］
調査や実験で得たデータを説明 （復習：3時間）
する際に必要な情報は何かを考 クラス内で行った「ミニ調査」の結果を報告する
文章を書く。
える。
クラス内で実際に「ミニ調査（
例：読書状況調査など）」を行
う。その結果を整理し、他者に
調査の概要と結果を伝えるには
何を書けばよいかを考える。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：筋の通った文章を書く 授業で取り上げるトピックを前もって告知するの
ためには、何をどのような順序 で、それについて新聞や雑誌、インターネットな
で述べればよいかを理解する。 どで情報を収集する。
（復習：3時間）
［授業方法］
論の構成要素にはどのようなも 講義時間に作成した構成メモをもとに意見文を書
のがあるかを考える。特に、デ く。
ータを用いて主張の理由づけを
するには何に気をつけなければ
ならないかに注目する。
与えられたテーマについて自分
の考えをまとめる。その後、学
生同士ペアになって考えを述べ
合い、説得力があるか、どのよ
うな述べ方をすればよいか、足
りない情報はないか等を互いに
指摘し合う。その指摘をもとに
、自分の考えを意見文としてま
とめるための構成メモを作成す
る。
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12

13

14

沢野

沢野

沢野

沢野

［授業内容］
テーマ：大学で書くレポートに
はどのようなタイプがあるかを
知り、それぞれのタイプの基本
的な構成を知る。
［授業方法］
レポートのタイプと基本的な構
成について解説する。
サンプルレポートを読んで、そ
の構成を書き出してみる。
与えられたテーマでレポートを
書くとすれば、どのような準備
が必要かを学生同士のペアで話
し合う。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを作成す
る。
［授業方法］
レポートや論文などでよく用い
られる表現形式を紹介する。
前時の構成メモをもとに、表現
に気をつけて模擬レポートを作
成する。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを推敲し
、修正する。
［授業内容］
前時に書いた模擬レポートを学
生同士のペアで交換し、互いの
レポートを読む。コメントカー
ドに感想や意見、修正案等を書
く。コメントカードを参考に模
擬レポートを書き直す。
定期試験
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（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』を参考に、
レポートを書くプロセスを確認しておく。
（復習：3時間）
授業で用いたサンプルレポートをもう一度よく読
み、全体の構成を確認する。

（予習：3時間）
模擬レポートを作成する準備として、与えられた
テーマについて、情報収集をする。
（復習：4時間）
講義時に書いた模擬レポートを読み直し、わかり
にくい点はないか、書かれた情報に過不足はない
かを点検する。

（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』などを参考
に、書くことをピア（学生同士のペア等）で行う
意味を考える。
（復習：4時間）
推敲前の模擬レポートと修正後の模擬レポートを
見比べ、どのような点をペアの学生から指摘され
、どのように修正したのかを整理する。

授業科目名
英語科目名

文章表現法

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

沢野

美由紀

授業概要
[授業全体の内容]
文章には様々なジャンルがあるが、本講義では、レポートなどの学術的な文章に適した文体、構成、適切な
引用のための技術などを学び、書く力を養成する。
毎回の授業は、学習項目の説明、練習、課題作文の作成というサイクルで進められる。課題作文は200〜300
字程度の短いものから始め、最終的には1500字程度の長さでまとまった内容のものが書けることを目指す。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
書くことは、学んだことを記録するだけでなく、自らの知識として再構成することにつながる。授業を通し
て身に付けた書く力は、学部での学びの基礎となるものである。また、レポート等を書くことは、自分が何を
学び、何を考えたかを担当教員をはじめとする他者に伝えることであり、学びを進める上で重要なコミュニケ
ーションの一つとなる。
[授業の到達目標]
1. 適切な書式を用いて整った文書を作成することができる。
2. 適切な表記方法を用いて書くことができる。
3. レポートや論文などの学術的な文章に適した文体で書くことができる。
4. レポートや論文などの学術的な文章に適した論理展開で書くことができる。
5. 適切な引用方法やデータの提示方法がわかる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 各回で学んだこと（書式、表記、文体、展開等）に沿って書ける。（課題作文）
2. 各回で学んだことを総合してまとまりのある文章が書ける。（定期試験）
[成績評価の方法]
平常点（課題作文および模擬レポートの提出）50％、期末試験50％の割合で評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
指定されたクラスで履修すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
配布プリント、および、自分の書いた課題作文を、いつでも参照できる状態で保管するためのファイル（A4
サイズ）を準備すること。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
提出物は、添削、評価して次回の授業時に返却する。返却時に、評価基準を説明するとともに、必要に応じ
て修正や書き直しの時間を設ける。
定期試験については、Juntendo Passportを使って解説する。
[テキスト・参考書等]
テキストは使用せず、配布プリントを用いて講義を進める。以下の1〜3は、さらに発展的に学ぶための参考
書である。
1.大修館書店編集部編(2012)『大修館 最新国語表記ハンドブック』大修館書店
2.二通信子・大島弥生・佐藤勢紀子・因京子・山本富美子(2009)『留学生と日本人学生のためのレポート・論
文表現ハンドブック』東京大学出版会
3.大島弥生・池田玲子・大場理恵子・高橋淑郎・岩田夏穂(2005)『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２版―
プロセス重視のレポート作成―』ひつじ書房
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：大野早苗
E‑mail：sanaeo[at]juntendo.ac.jp
※[at]を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：前期期間中の木曜日12:20〜14:00
場所：1号館3階1336号室
備考
[学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
[その他]
特になし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
沢野
1
［授業内容］
テーマ：わかりやすい文章を書
くために、どのような知識や技
能が必要かを理解する。

2

3

沢野

沢野

［授業方法］
話し言葉と書き言葉の違いにつ
いて解説する。その後、学生同
士ペアになり、与えられた課題
をもとに互いの書いた文章を読
み合う。
［授業内容］
テーマ：見やすい文書を作成す
るための基礎として、原稿用紙
の使い方を覚える。読みやすい
（見やすい）文を書くために、
漢字、平仮名、片仮名の使い分
けのルールを知る。
［授業方法］
原稿用紙の使い方、表記のルー
ルを説明する。説明されたルー
ルに則って、前回の復習として
書いた作文を見直し、書式、表
記を整える練習をする。
［授業内容］
テーマ：日本語の文章にはさま
ざまな文体があることを知る。
レポートや論文などに適した文
体を知る。
［授業方法］
日本語の文体、特に常体と敬体
の使い分けについて解説する。
話し言葉から書き言葉へ、敬体
から常体への書き換える練習問
題をする。学生同士ペアになっ
て、練習問題を互いにチェック
する。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：1時間）
シラバス全体に目を通し、授業の目的と進め方を
確認しておく。
（復習：3時間）
授業中に指示されたテーマ、字数で作文を書く。

（予習：1.5時間）
インターネットの情報などを利用して、原稿用紙
の基本的な使い方を確認する。
参考図書『大修館 最新国語表記ハンドブック』
や以下の文部科学省ホームページなどを参考に、
文字・表記の基礎について確認する。
{http://www.mext.go.jp/b̲menu/hakusho/nc/k19
860701001/k19860701001.html}
（復習：2.5時間）
課題文をレポートらしい書式、表記で書き直す（
課題文は授業中に示す）。

（予習：1時間）
大学で書くレポートにはどのような文体がふさわ
しいかを調べる。
（復習：3時間）
課題文をレポートらしい文体に書き換える（課題
文は授業中に示す）。

4

沢野

5

沢野

6

沢野

7

沢野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文の構造を意識して、 文化庁による国語に関する世論調査などから、誤
用が増えた表現や意味の変化が見られる表現につ
正確な文を書く。
いての知識を得る。
{http://www.bunka.go.jp/tokei̲hakusho̲shuppa
［授業方法］
いわゆる「ねじれ文」や陳述の n/tokeichosa/kokugo̲yoronchosa/index.html}
副詞と文末の呼応の誤りなど、
間違いやすい文法項目を確認す （復習：3時間）
授業時間内に解いた練習問題を見直し、文法に関
る。
誤文訂正などの練習問題を解く する知識の定着を図る。
ことを通して、正しく文を書く
習慣を身に付ける。
［授業内容］中心文、支持文と （予習：1時間）
いう区別を用いることによって 新聞や雑誌、教科書等、身の回りにある文書を読
段落内の構成を整える方法を知 み、どのように段落分けがなされているかを確認
する。
る。
テーマ：中心文、支持文とはど
（復習：3時間）
ういうものか解説する。
与えられたテーマについて、中心文と支持文を明
確にして、自分の意見を述べた文を書く。
［授業方法］
実際に文章を読み、文中のそれ
ぞれの段落の中のどの文が中心
文か、また、どのような支持文
が用いられているかを確認する
。
中心文、支持文を意識して、短
い説明文を書く練習をする。そ
の後、学生同士のペアで書いた
ものを交換し、わかりやすさを
チェックする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文章を書くときの情報 報告の文章の題材とできるように、試合や競技会
などのデータをできるだけ整理して準備する。
整理の仕方を練習する。
［授業方法］
自分が参加した、あるいは観戦
した試合や競技大会などの結果
を報告するために必要な情報は
何かを考え、メモを作成する。
学生同士ペアになって、互いの
メモを読み合い、情報に過不足
がないか確認する。
［授業内容］
テーマ：他者の言説を引用して
書く方法を学ぶ。

（復習：3時間）
授業中に整理した情報をもとに、報告の文章を書
く。

（予習：1時間）
参考図書『留学生と日本人学生のためのレポート
・論文表現ハンドブック』pp.69‑75を参考に、引
用の方法の基本を理解する。

［授業方法］
書籍や論文などについての情報 （復習：3時間）
（著者、発表年、出版社など） 自分の意見と他者の言説の区別に注意して、引用
をどのようにして得るかを知る を含む意見文を書く。
。
引用する際に必要な情報を示す
練習をする。
実際に引用文を書いてみる。
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8

沢野

9

沢野

10

沢野

11

沢野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：前時に引き続き、引用 引用を含む文章を書く準備として、興味のあるテ
を含む文章の書き方を学ぶ。 ーマについて書かれた文献を2つ以上探しておく
。
［授業方法］
引用するときによく用いられる （復習：3時間）
文型を使って引用の練習をする 興味のあるテーマについて2つ以上の言説を引用
し、それらの差異について論じる文章を書く。
。
実際に読んだ本から印象に残っ
たフレーズを引用した短文を書
く。学生同士ペアになって短文
を交換し、引用部分の示し方が
適切か確認する。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文中でデータ（数値） 興味のある競技の試合結果などの記録や報道を、
を紹介するには、どのようなこ データの示し方に注意して読む。
とに気をつけて書けばよいかを
（復習：3時間）
理解する。
予習の際に読んだ報道の1つを取り上げ、そこに
示されたデータを引用しながら自分の考えを述べ
［授業方法］
データを紹介するときに必要な る文章を書く。
情報は何かを考える。
データの説明をするときによく
用いられる文型を使って、実際
にデータを説明する文を書く練
習をする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：自分で取ったデータを 興味のある競技や調査の記録集、報告等を読み、
データがどのような手順で紹介されているかを確
説明する方法を知る。
認する。
［授業方法］
調査や実験で得たデータを説明 （復習：3時間）
する際に必要な情報は何かを考 クラス内で行った「ミニ調査」の結果を報告する
文章を書く。
える。
クラス内で実際に「ミニ調査（
例：読書状況調査など）」を行
う。その結果を整理し、他者に
調査の概要と結果を伝えるには
何を書けばよいかを考える。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：筋の通った文章を書く 授業で取り上げるトピックを前もって告知するの
ためには、何をどのような順序 で、それについて新聞や雑誌、インターネットな
で述べればよいかを理解する。 どで情報を収集する。
（復習：3時間）
［授業方法］
論の構成要素にはどのようなも 講義時間に作成した構成メモをもとに意見文を書
のがあるかを考える。特に、デ く。
ータを用いて主張の理由づけを
するには何に気をつけなければ
ならないかに注目する。
与えられたテーマについて自分
の考えをまとめる。その後、学
生同士ペアになって考えを述べ
合い、説得力があるか、どのよ
うな述べ方をすればよいか、足
りない情報はないか等を互いに
指摘し合う。その指摘をもとに
、自分の考えを意見文としてま
とめるための構成メモを作成す
る。
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［授業内容］
テーマ：大学で書くレポートに
はどのようなタイプがあるかを
知り、それぞれのタイプの基本
的な構成を知る。
［授業方法］
レポートのタイプと基本的な構
成について解説する。
サンプルレポートを読んで、そ
の構成を書き出してみる。
与えられたテーマでレポートを
書くとすれば、どのような準備
が必要かを学生同士のペアで話
し合う。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを作成す
る。
［授業方法］
レポートや論文などでよく用い
られる表現形式を紹介する。
前時の構成メモをもとに、表現
に気をつけて模擬レポートを作
成する。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを推敲し
、修正する。
［授業内容］
前時に書いた模擬レポートを学
生同士のペアで交換し、互いの
レポートを読む。コメントカー
ドに感想や意見、修正案等を書
く。コメントカードを参考に模
擬レポートを書き直す。
定期試験
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（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』を参考に、
レポートを書くプロセスを確認しておく。
（復習：3時間）
授業で用いたサンプルレポートをもう一度よく読
み、全体の構成を確認する。

（予習：3時間）
模擬レポートを作成する準備として、与えられた
テーマについて、情報収集をする。
（復習：4時間）
講義時に書いた模擬レポートを読み直し、わかり
にくい点はないか、書かれた情報に過不足はない
かを点検する。

（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』などを参考
に、書くことをピア（学生同士のペア等）で行う
意味を考える。
（復習：4時間）
推敲前の模擬レポートと修正後の模擬レポートを
見比べ、どのような点をペアの学生から指摘され
、どのように修正したのかを整理する。

授業科目名
英語科目名

文章表現法

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 沢野 美由紀
科目担当者
沢野美由紀
授業概要
[授業全体の内容]
文章には様々なジャンルがあるが、本講義では、レポートなどの学術的な文章に適した文体、構成、適切な
引用のための技術などを学び、書く力を養成する。
毎回の授業は、学習項目の説明、練習、課題作文の作成というサイクルで進められる。課題作文は200〜300
字程度の短いものから始め、最終的には1500字程度の長さでまとまった内容のものが書けることを目指す。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
書くことは、学んだことを記録するだけでなく、自らの知識として再構成することにつながる。授業を通し
て身に付けた書く力は、学部での学びの基礎となるものである。また、レポート等を書くことは、自分が何を
学び、何を考えたかを担当教員をはじめとする他者に伝えることであり、学びを進める上で重要なコミュニケ
ーションの一つとなる。
[授業の到達目標]
1. 適切な書式を用いて整った文書を作成することができる。
2. 適切な表記方法を用いて書くことができる。
3. レポートや論文などの学術的な文章に適した文体で書くことができる。
4. レポートや論文などの学術的な文章に適した論理展開で書くことができる。
5. 適切な引用方法やデータの提示方法がわかる。
成績評価
[成績評価の基準]
1. 各回で学んだこと（書式、表記、文体、展開等）に沿って書ける。（課題作文）
2. 各回で学んだことを総合してまとまりのある文章が書ける。（定期試験）
[成績評価の方法]
平常点（課題作文および模擬レポートの提出）50％、期末試験50％の割合で評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
指定されたクラスで履修すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
配布プリント、および、自分の書いた課題作文を、いつでも参照できる状態で保管するためのファイル（A4
サイズ）を準備すること。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
提出物は、添削、評価して次回の授業時に返却する。返却時に、評価基準を説明するとともに、必要に応じ
て修正や書き直しの時間を設ける。
定期試験については、Juntendo Passportを使って解説する。
[テキスト・参考書等]
テキストは使用せず、配布プリントを用いて講義を進める。以下の1〜3は、さらに発展的に学ぶための参考
書である。
1.大修館書店編集部編(2012)『大修館 最新国語表記ハンドブック』大修館書店
2.二通信子・大島弥生・佐藤勢紀子・因京子・山本富美子(2009)『留学生と日本人学生のためのレポート・論
文表現ハンドブック』東京大学出版会
3.大島弥生・池田玲子・大場理恵子・高橋淑郎・岩田夏穂(2005)『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２版―
プロセス重視のレポート作成―』ひつじ書房
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：大野早苗
E‑mail：sanaeo[at]juntendo.ac.jp
※[at]を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
日時：前期期間中の木曜日12:20〜14:00
場所：1号館3階1336号室
備考
[学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
[その他]
特になし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
沢野
1
［授業内容］
テーマ：わかりやすい文章を書
くために、どのような知識や技
能が必要かを理解する。

2

3

沢野

沢野

［授業方法］
話し言葉と書き言葉の違いにつ
いて解説する。その後、学生同
士ペアになり、与えられた課題
をもとに互いの書いた文章を読
み合う。
［授業内容］
テーマ：見やすい文書を作成す
るための基礎として、原稿用紙
の使い方を覚える。読みやすい
（見やすい）文を書くために、
漢字、平仮名、片仮名の使い分
けのルールを知る。
［授業方法］
原稿用紙の使い方、表記のルー
ルを説明する。説明されたルー
ルに則って、前回の復習として
書いた作文を見直し、書式、表
記を整える練習をする。
［授業内容］
テーマ：日本語の文章にはさま
ざまな文体があることを知る。
レポートや論文などに適した文
体を知る。
［授業方法］
日本語の文体、特に常体と敬体
の使い分けについて解説する。
話し言葉から書き言葉へ、敬体
から常体への書き換える練習問
題をする。学生同士ペアになっ
て、練習問題を互いにチェック
する。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習：1時間）
シラバス全体に目を通し、授業の目的と進め方を
確認しておく。
（復習：3時間）
授業中に指示されたテーマ、字数で作文を書く。

（予習：1.5時間）
インターネットの情報などを利用して、原稿用紙
の基本的な使い方を確認する。
参考図書『大修館 最新国語表記ハンドブック』
や以下の文部科学省ホームページなどを参考に、
文字・表記の基礎について確認する。
{http://www.mext.go.jp/b̲menu/hakusho/nc/k19
860701001/k19860701001.html}
（復習：2.5時間）
課題文をレポートらしい書式、表記で書き直す（
課題文は授業中に示す）。

（予習：1時間）
大学で書くレポートにはどのような文体がふさわ
しいかを調べる。
（復習：3時間）
課題文をレポートらしい文体に書き換える（課題
文は授業中に示す）。

4

沢野

5

沢野

6

沢野

7

沢野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文の構造を意識して、 文化庁による国語に関する世論調査などから、誤
用が増えた表現や意味の変化が見られる表現につ
正確な文を書く。
いての知識を得る。
{http://www.bunka.go.jp/tokei̲hakusho̲shuppa
［授業方法］
いわゆる「ねじれ文」や陳述の n/tokeichosa/kokugo̲yoronchosa/index.html}
副詞と文末の呼応の誤りなど、
間違いやすい文法項目を確認す （復習：3時間）
授業時間内に解いた練習問題を見直し、文法に関
る。
誤文訂正などの練習問題を解く する知識の定着を図る。
ことを通して、正しく文を書く
習慣を身に付ける。
［授業内容］中心文、支持文と （予習：1時間）
いう区別を用いることによって 新聞や雑誌、教科書等、身の回りにある文書を読
段落内の構成を整える方法を知 み、どのように段落分けがなされているかを確認
する。
る。
テーマ：中心文、支持文とはど
（復習：3時間）
ういうものか解説する。
与えられたテーマについて、中心文と支持文を明
確にして、自分の意見を述べた文を書く。
［授業方法］
実際に文章を読み、文中のそれ
ぞれの段落の中のどの文が中心
文か、また、どのような支持文
が用いられているかを確認する
。
中心文、支持文を意識して、短
い説明文を書く練習をする。そ
の後、学生同士のペアで書いた
ものを交換し、わかりやすさを
チェックする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文章を書くときの情報 報告の文章の題材とできるように、試合や競技会
などのデータをできるだけ整理して準備する。
整理の仕方を練習する。
［授業方法］
自分が参加した、あるいは観戦
した試合や競技大会などの結果
を報告するために必要な情報は
何かを考え、メモを作成する。
学生同士ペアになって、互いの
メモを読み合い、情報に過不足
がないか確認する。
［授業内容］
テーマ：他者の言説を引用して
書く方法を学ぶ。

（復習：3時間）
授業中に整理した情報をもとに、報告の文章を書
く。

（予習：1時間）
参考図書『留学生と日本人学生のためのレポート
・論文表現ハンドブック』pp.69‑75を参考に、引
用の方法の基本を理解する。

［授業方法］
書籍や論文などについての情報 （復習：3時間）
（著者、発表年、出版社など） 自分の意見と他者の言説の区別に注意して、引用
をどのようにして得るかを知る を含む意見文を書く。
。
引用する際に必要な情報を示す
練習をする。
実際に引用文を書いてみる。
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8

沢野

9

沢野

10

沢野

11

沢野

（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：前時に引き続き、引用 引用を含む文章を書く準備として、興味のあるテ
を含む文章の書き方を学ぶ。 ーマについて書かれた文献を2つ以上探しておく
。
［授業方法］
引用するときによく用いられる （復習：3時間）
文型を使って引用の練習をする 興味のあるテーマについて2つ以上の言説を引用
し、それらの差異について論じる文章を書く。
。
実際に読んだ本から印象に残っ
たフレーズを引用した短文を書
く。学生同士ペアになって短文
を交換し、引用部分の示し方が
適切か確認する。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：文中でデータ（数値） 興味のある競技の試合結果などの記録や報道を、
を紹介するには、どのようなこ データの示し方に注意して読む。
とに気をつけて書けばよいかを
（復習：3時間）
理解する。
予習の際に読んだ報道の1つを取り上げ、そこに
示されたデータを引用しながら自分の考えを述べ
［授業方法］
データを紹介するときに必要な る文章を書く。
情報は何かを考える。
データの説明をするときによく
用いられる文型を使って、実際
にデータを説明する文を書く練
習をする。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：自分で取ったデータを 興味のある競技や調査の記録集、報告等を読み、
データがどのような手順で紹介されているかを確
説明する方法を知る。
認する。
［授業方法］
調査や実験で得たデータを説明 （復習：3時間）
する際に必要な情報は何かを考 クラス内で行った「ミニ調査」の結果を報告する
文章を書く。
える。
クラス内で実際に「ミニ調査（
例：読書状況調査など）」を行
う。その結果を整理し、他者に
調査の概要と結果を伝えるには
何を書けばよいかを考える。
（予習：1時間）
［授業内容］
テーマ：筋の通った文章を書く 授業で取り上げるトピックを前もって告知するの
ためには、何をどのような順序 で、それについて新聞や雑誌、インターネットな
で述べればよいかを理解する。 どで情報を収集する。
（復習：3時間）
［授業方法］
論の構成要素にはどのようなも 講義時間に作成した構成メモをもとに意見文を書
のがあるかを考える。特に、デ く。
ータを用いて主張の理由づけを
するには何に気をつけなければ
ならないかに注目する。
与えられたテーマについて自分
の考えをまとめる。その後、学
生同士ペアになって考えを述べ
合い、説得力があるか、どのよ
うな述べ方をすればよいか、足
りない情報はないか等を互いに
指摘し合う。その指摘をもとに
、自分の考えを意見文としてま
とめるための構成メモを作成す
る。
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沢野

沢野

［授業内容］
テーマ：大学で書くレポートに
はどのようなタイプがあるかを
知り、それぞれのタイプの基本
的な構成を知る。
［授業方法］
レポートのタイプと基本的な構
成について解説する。
サンプルレポートを読んで、そ
の構成を書き出してみる。
与えられたテーマでレポートを
書くとすれば、どのような準備
が必要かを学生同士のペアで話
し合う。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを作成す
る。
［授業方法］
レポートや論文などでよく用い
られる表現形式を紹介する。
前時の構成メモをもとに、表現
に気をつけて模擬レポートを作
成する。
［授業内容］
テーマ：模擬レポートを推敲し
、修正する。
［授業内容］
前時に書いた模擬レポートを学
生同士のペアで交換し、互いの
レポートを読む。コメントカー
ドに感想や意見、修正案等を書
く。コメントカードを参考に模
擬レポートを書き直す。
定期試験

2321

（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』を参考に、
レポートを書くプロセスを確認しておく。
（復習：3時間）
授業で用いたサンプルレポートをもう一度よく読
み、全体の構成を確認する。

（予習：3時間）
模擬レポートを作成する準備として、与えられた
テーマについて、情報収集をする。
（復習：4時間）
講義時に書いた模擬レポートを読み直し、わかり
にくい点はないか、書かれた情報に過不足はない
かを点検する。

（予習：1時間）
参考図書『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２
版―プロセス重視のレポート作成―』などを参考
に、書くことをピア（学生同士のペア等）で行う
意味を考える。
（復習：4時間）
推敲前の模擬レポートと修正後の模擬レポートを
見比べ、どのような点をペアの学生から指摘され
、どのように修正したのかを整理する。

授業科目名
英語科目名

Advanced English for Global Oral Communication

授業形態
開講学期

対象学年

2

単位数

科目責任者
科目担当者

須藤

2.0

路子

授業概要
[授業全体の内容]
この授業科目は、オーラル・コミュニケーションの上級授業である。
効果的なオーラル・プレゼンテーション、ディスカッション、ビジネスでの会議、就職面接等が、英語で出来
るようになることを目標とする。海外のニュース、映画、テレビ番組等を理解し、世界で活躍出来るためのコ
ミュニケーション・ツールを身に付ける。
スピーチサイエンス等の手法や、海外のニュース、映画、テレビ番組等を使用し、リスニング力・スピーキン
グ力が上達する訓練を実施する。また、TOEFLのListening ComprehensionとSpeakingの訓練も実施する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1． 自然な速さの会話の内容を理解することができる。
2． 英語コミュニケーションの中で、様々な単語を適切に使い分けることができる。
3． 英語として自然な発音や韻律（prosody）を使用できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1． 1分間に200単語以上の速さの会話の内容を理解できる。（Business meeting）
2． 20,000単語以上の英単語を使うことができる。（Vocabulary test、TOEFL score)
3． スピーキングは、母音・子音、リズム、イントネーションの観点から評価する。（Oral presentation）
[成績評価の方法]
Oral presentation (50%), TOEFL score (30%), Business meeting (10%), Vocabulary test(10%)で評価する
。
詳細は、前・後期の一回目の授業時に提示する。
履修における留意事項
[履修要件]
1. 20名以上の受講希望者がいる場合には、TOEFLスコアや他の英語科目等の成績をもとに総合的に判断し、上
位20名までの対象者が履修できる。
2. 学内TOEFLを受験していることが望ましい。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. すべて英語で実施されるクラスである。
2. 4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
3. Reading rateは1分間に200単語以上をはじめのターゲットとし、すでにそのターゲットを達成している学
生はスターティングから20%以上上昇させる。
4. 語彙数は20,000単語をはじめのターゲットとし、すでにそのターゲットを達成している学生はスターティ
ングから20%以上上昇させる。
5. 受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1. Skills to Become a Better Listener (JACET関西支部リスニング研究会、金星堂、2001)
2. Power‑up Trainer for the TOEFL ITP (Mark D. Stafford, Chizuko Tsumatori, Cengage Learning, 2011
)
3. 聞いて覚える英単語キクタンTOEFL Test (田中真紀子、アルク、2009）
これらのテキストは必ず用意すること（授業内で販売する）。
その他の参考書は、各回の授業において提示する。
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連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
msudou@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
火曜日12:15‑12:45 (1号館 3階 1330室)、水曜日12:15‑12:45 (1号館 3階 1330室)
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
2． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
3． 特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする場合がある。
毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
須藤
（予習：0.5時間）
1
［授業内容］
Orientation, 3‑minute speech 学内TOEFLを受験する。英語のリスニングストラ
を行なう。授業目的、授業方法 テジー Section１を学習する。英単語キクタンDa
、シラバスの説明、評価方法等 ys 1 ‑3のわからない単語を調べ、覚えてくる。
を説明する。
（復習：0.5時間）
授業で説明のあるスピーチで重要な要素を理解し
［授業方法］
LL機能を説明し、ペアワーク、 、覚える。
グループワーク、応答機能を実
際に使用する。
須藤
（予習：0.5時間）
2
［授業内容］
1. Pronunciation clinic:スピ 英語のリスニングストラテジー Section 2を学習
ーチサイエンスの立場から、徹 する。英単語キクタンDays 4‑6 のわからない単
底した発音訓練を実施する。子 語を調べ、覚えてくる。
音訓練を行う。
2. Listening training progra （復習：0.5時間）
m: English consonants 英語の 英語のリスニングストラテジー Section１の語句
リスニングストラテジー Secti 、表現を覚える。英語キクタンDays 1‑3 の未習
得の単語を覚える。Power‑up Trainer for the T
on1.
3. TOEFLスコアを上げるための OEFL ITP Unit１の誤答の箇所を学習する。
訓練を行う。Power‑up Trainer
for the TOEFL ITP: Unit 1 (
Reading)
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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須藤

須藤

須藤

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Pronunciation clinic: vow 英語のリスニングストラテジー Section 3を学習
els 母音訓練を実施する。 Lis する。英単語キクタンDays 7‑9 のわからない単
tening training program: 英 語を調べ、覚えてくる。
語のリスニングストラテジー
（復習：0.5時間）
Section 2
2. TOEFL exercises: TOEFL Li 英語のリスニングストラテジー Section 2の語句
stening Sectionのスコアを上 、表現を覚える。英語キクタンDays 4‑6 の未習
げるための訓練を行う。Power‑ 得の単語を覚える。Power‑up Trainer for the T
up Trainer for the TOEFL ITP OEFL ITP Unit 2の誤答の箇所を学習する。
: Unit 2 Listening (Part A)
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Pronunciation clinic 音連 英語のリスニングストラテジー Section 4を学習
する。英単語キクタンDays 10‑12 のわからない
続の訓練を実施する。
2. Listening training progra 単語を調べ、覚えてくる。
m: 英語のリスニングストラテ
（復習：0.5時間）
ジーSection 3
3.TOEFL exercises: TOEFL Lis 英語のリスニングストラテジー Section 3の語句
tening Sectionのスコアを上げ 、表現を覚える。英語キクタンDays 7‑9 の未習
るための訓練を行う。Power‑up 得の単語を覚える。Power‑up Trainer for the T
OEFL ITP Ｕnit 3の誤答の箇所を学習する。
Trainer
for the TOEFL ITP: Unit 3 (R
eading) TOEFLのリスニング問
題を訓練する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Pronunciation clinic: 音 英語のリスニングストラテジー Section 5を学習
の脱落と同化の訓練を実施する する。
。Listening training program
: 英語のリスニングストラテジ （復習：0.5時間）
英語のリスニングストラテジー Section 4の語句
ーSection 4
2. TOEFL exercises: TOEFL Li 、表現を覚える。英語キクタンDays 1‑12 の未習
stening Sectionのスコアを上 得の単語を覚える。Power‑up Trainer for the T
げるための訓練を行う。Power‑ OEFL ITP Unit 4 の誤答の箇所を学習する。
up Trainer for the TOEFL ITP
: Unit 4 (Part B) TOEFLのリ
スニング問題を訓練する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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須藤

須藤

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Pronunciation clinic: 語 英語のリスニングストラテジー Section 6を学習
アクセントと句アクセントの訓 する。英語キクタンDays 13‑15 を学習する。
練を実施する。
2. Listening training progra （復習：0.5時間）
m: 英語のリスニングストラテ 英語のリスニングストラテジー Section 5の語句
、表現を覚える。英語キクタンDays 1‑12 の未習
ジーSection 5
3. TOEFL exercises: TOEFL Li 得の単語を覚える。Power‑up Trainer for the T
stening Sectionのスコアを上 OEFL ITP 5 の誤答の箇所を学習する。
げるための訓練を行う。Power‑
up Trainer for the TOEFL ITP
: Unit 5 (Reading)
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Pronunciation clinic:文ア 英語のリスニングストラテジー Section 7を学習
クセントの訓練を実施する。 する。英単語キクタンDays 16‑18 のわからない
2. Listening training progra 単語を調べ、覚えてくる。
m:英語のリスニングストラテジ
（復習：0.5時間）
ーSection 6
3. TOEFL exercises: TOEFL Li 英語のリスニングストラテジー Section 6の語句
stening Sectionのスコアを上 表現を覚える。英語キクタンDays 13‑15 の未習
げるための訓練を行う。Power‑ 得の単語を覚える。Power‑up Trainer for the T
up Trainer for the TOEFL ITP OEFL ITP Unit 6 の誤答の箇所を学習する。
: Unit 6 (Part C) Reading TO
EFLリスニング問題を訓練する
。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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須藤

須藤

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Pronunciation clinic:英語 Oral presentation のテーマを設定し、そのため
のデータ、情報をインターネット、雑誌、新聞等
のリズム訓練を実施する。
2. Listening training progra から収集する。
m:英語のリスニングストラテジ
（復習：0.5時間）
ーSection 7
3. TOEFL exercises: TOEFL Li 英語のリスニングストラテジー Section 7の語句
stening Sectionのスコアを上 表現を覚える。英語キクタンDays 16‑18の未習得
げるための訓練を行う。Power‑ の単語を覚える。Power‑up Trainer for the TOE
up Trainer for the TOEFL ITP FL ITP Unit 7 の誤答の箇所を学習する。
: Unit 7 (Reading) TOEFLリス
ニング問題を訓練する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Pronunciation clinic:文に Oral presentation の為に収集したデータに基づ
おけるイントネーションの訓練 き、テキストを作成する。
を実施する。
2. Listening training progra （復習：0.5時間）
m:英語のリスニングストラテジ Power‑up Trainer for the TOEFL ITP Unit 8 の
誤答の箇所を学習する。
ーSection 8
3. TOEFL exercises: TOEFL Li
stening Sectionのスコアを上
げるための訓練を行う。Power‑
up Trainer for the TOEFL ITP
: Unit 8 (Part B) TOEFLリス
ニング問題を訓練する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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須藤

須藤

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Pronunciation clinic:英語 Oral presentation の為に作成したテキストを基
に、発音、delivery 等を練習する。
のリズム訓練を実施する。
2. Listening training progra
m:英語のリスニングストラテジ （復習：0.5時間）
Power‑up Trainer for the TOEFL ITP Unit 9 の
ーSection 9
3. TOEFL exercises: TOEFL Li 誤答の箇所を学習する。
stening Sectionのスコアを上
げるための訓練を行う。Power‑
up Trainer for the TOEFL ITP
: Unit 9 (Reading) TOEFLリス
ニング問題を訓練する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Oral presentations:英語プ 効果的なプレゼンテーションの仕方を学習する。
レゼンテーションの基本スキル パワーポイントスライドを作成する。
を習得する。Begin powerfully
, Present logically, Maintai （復習：0.5時間）
n interests, Use visualsの表 Begin powerfully, Present logically のための
表現を復習する。Power‑up Trainer for the TOE
現を学習する。
2. TOEFL exercises: TOEFL Li FL ITP Unit 10, Unit 11 (Reading) の誤答の
stening Sectionのスコアを上 箇所を学習する。
げるための訓練を行う。Power‑
up Trainer for the TOEFL ITP
: Unit 10 (Part C), Unit 11
(Reading) TOEFLリスニング問
題を訓練する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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須藤

須藤

須藤

須藤

須藤

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Oral presentations: プレ 効果的なプレゼンテーションを学習する。
ゼンテーションを実施する。
2. CNN News: CNN Newsを用い （復習：0.5時間）
リスニング・スピーキング訓練 Finish powerfully の表現を学習する。Power‑u
p Trainer for the TOEFL ITP: Unit 12 (Readin
を行う。
3. TOEFL exercises: TOEFL Li g) の誤答の箇所を学習する。
stening Sectionのスコアを上
げるための訓練を行う。Power‑
up Trainer for the TOEFL ITP
: Unit 12 (Part C) TOEFLリス
ニング問題を訓練する。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Oral examination を実施する 英語キクタンDays 13‑20 の未習得の単語を覚え
る。
。
［授業方法］
Oral examinationをインタビュ
ー形式とペアワーク形式で実施
する。
［授業内容］
Oral examinationの評価は、授
業にて提示し、改善点を解説・
指導する。Evaluation と英語
学習法について説明する。

（復習：0.5時間）
TOEFLのSection 1: Listening Comprehension問
題の誤答の箇所を学習する。
（予習：0.5時間）
3‑min speech の準備をする。英単語キクタンDay
s 21‑23 のわからない単語を調べ、覚えてくる。
（復習：0.5時間）
英語キクタンDays 1‑20 の未習得の単語を覚える
。TOEFL 練習テストの誤答の箇所を学習する。

［授業方法］
ペアになり、会話を行う。また
、口頭により学習した英語表現
を質疑応答する。ペアワークや
LL機能を使用し、今後の学習方
法について、実践してみる。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
3‑minute speech: Effective s 3‑min speech の準備をする。英単語キクタンDay
s 24‑26 のわからない単語を調べ、覚えてくる。
peechのスキルを習得する。
［授業方法］
実際にspeechを行い、他の学生
は評価を行う。
［授業内容］
3‑minute speech:Speechを実施
する。声の大きさ、ジェスチャ
ー等のdeliveryに関するスキル
を訓練する。

（復習：0.5時間）
Speechの基本スキルを復習する。英単語キクタン
Days 21‑23の未習得語彙を覚える。
（予習：0.5時間）
英単語キクタンDays 27‑29 のわからない単語を
調べ、覚えてくる。

（復習：0.5時間）
Speechのdeliveryに関するスキルを学習する。英
語キクタンDays 24‑26 の未習得の単語を覚える
［授業方法］
実際にspeechを行い、他の学生 。
は評価を行う。
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須藤

須藤

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Listening training progra 英語のリスニングストラテジー Section 10 を学
m: 外来語と固有名詞を聞き取 習する。英語キクタンDays 30‑32のわからない単
る訓練を実施する。英語のリス 語を調べ、覚えてくる。
ニングストラテジーSection 9
2. CNN News: CNN Newsを用い （復習：0.5時間）
リスニング・スピーキング訓練 英語のリスニングストラテジー Section 9の語句
、表現を覚える。英語キクタンDays 27‑29の未習
を行う。
3. TOEFL exercises: Independ 得の単語を覚える。TOEFL exercises の誤答の箇
ent Speaking TOEFLスコアを 所を学習する。
上げるための訓練を行う。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Listening training progra 英語のリスニングストラテジー Section 11 を学
m:数字を聞き取る訓練を実施す 習する。英語キクタンDays 33‑35のわからない単
る。英語のリスニングストラテ 語を調べ、覚えてくる。
ジーSection 10
（復習：0.5時間）
2. CNN News
3. TOEFL exercises: Independ 英語のリスニングストラテジー Section 10の語
ent Speaking:CNN Newsを用い 句、表現を覚える。英語キクタンDays 30‑32 の
リスニング・スピーキング訓練 未習得の単語を覚える。TOEFL exercises の誤答
を行う。TOEFLスコアを上げる の箇所を学習する。
ための訓練を行う。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Listening training progra 英語キクタンDays 36‑38 のわからない単語を調
m: 意味グループ単位を聞き取 べ、覚えてくる。
る訓練を実施する。英語のリス
ニングストラテジーSection 11 （復習：0.5時間）
2. CNN News: CNN Newsを用い 英語のリスニングストラテジー Section 11の語
リスニング・スピーキング訓練 句表現を覚える。英語キクタンDays 33‑35 の未
習得の単語を覚える。TOEFL exercises の誤答の
を行う。
3. TOEFL exercises: Independ 箇所を学習する。
ent Speaking TOEFLスコアを上
げるための訓練を行う。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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［授業内容］
1. English in movies:映画を
鑑賞し、口語表現を学習する。
2. TOEFL受験TOEFLを受験し、
上達度を測定する。

（予習：0.5時間）
英単語キクタンDays 39‑41 のわからない単語を
調べ、覚えてくる。
（復習：0.5時間）
映画の口語表現を学習する。英語キクタンDays 3
6‑38の未習得の単語を覚える。

［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
English in movies: 映画を鑑 英語のリスニングストラテジー Section 12 を学
賞し、口語表現を学習する。 習する。英単語キクタンDays 42‑44 のわからな
い単語を調べ、覚えてくる。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う （復習：0.5時間）
。LL機能を使用し、リスニング 映画の口語表現を学習する。英語キクタンDays 3
・スピーキング練習を行い、応 9‑41の未習得の単語を覚える。
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Listening training progra 講義形式のOral presentation のテーマを設定し
m: イントネーションの意味を 、そのためのデータ、情報をインターネット、雑
理解する訓練を実施する。英語 誌、新聞等から収集する 。英単語キクタンDays
のリスニングストラテジーSect 45‑47 のわからない単語を調べ、覚えてくる。
ion 12
2. CNN News: CNN Newsを用い （復習：0.5時間）
リスニング・スピーキング訓練 英語のリスニングストラテジー Section 12 の語
句表現を覚える。英語キクタンDays 42‑44 の未
を行う。
3. TOEFL exercises: Integrat 習得の単語を覚える。TOEFL exercises の誤答の
ed SpeakingTOEFLスコアを上げ 箇所を学習する。
るための訓練を行う。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Listening training progra Oral presentation の為に作成したテキストを基
m: 必要な情報のみを聞き取る に、発音、delivery 等を練習する。
訓練を実施する。英語のリスニ
ングストラテジーSection 14 （復習：0.5時間）
2. CNN News:CNN Newsを用いリ 英語のリスニングストラテジー Section 14の語
スニング・スピーキング訓練を 句表現を覚える。英語キクタンDays 21‑44 の未
習得の単語を覚える。TOEFL exercises の誤答の
行う。
3. TOEFL exercises: Integrat 箇所を学習する。
ed Speaking TOEFLスコアを上
げるための訓練を行う。
4. キクタン英単語 (21‑33)テ
ストを実施する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
［授業内容］
Oral presentations:講義形式
のOral presentationを実施し
、上達度を測定する。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
［授業内容］
Informal discussion:特定のテ
ーマに関し、ディスカッション
を実施し、ディスカッションに
必要な表現を習得する。

（予習：0.5時間）
ディスカッションのテーマを設定し、そのための
データ、情報をインターネット、雑誌、新聞等か
ら収集するのための表現を学習する。
（復習：0.5時間）
効果的なプレゼンテーションを学習する。

（予習：0.5時間）
ビジネスミーティングの発表ためのテーマを設定
し、そのためのデータ、情報をインターネット、
雑誌、新聞等から収集する。

（復習：0.5時間）
ディスカッションに必要な表現を学習する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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（予習：1.5時間）
［授業内容］
Business meeting:ビジネスミ 収集したデータに基づき、agenda 作成の準備を
ーティングの基本スキルを習得 する。
する(opening statement, proc
eeding, encouraging, conclud （復習：1.5時間）
ing)。ミーティングの準備を開 ビジネスミーティングの基本スキルを学習する。
ビジネスミーティングで使用する表現を学習する
始する。
Business meeting:グループご 。
とにビジネスミーティングの練
習を実施し、agendaを作成する
。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
グループワークでミーティング
を行う。他のグループは、評価
を実施する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Business meeting:ビジネス 授業で行った場面での会話を復習する。
ミーティングをグループごとに
（復習：0.5時間）
発表する。
2. 英語能力測定:Reading rate 作成したagenda をもとにビジネスミーティング
、vocabularyの観点から上達度 の準備をする。ビジネスミーティングで使用する
表現を学習する。
を測定する。
3. TOEFL exercises: Integrat
ed Speaking
［授業方法］
グループワークでミーティング
を行う。他のグループは、評価
を実施する。
（復習：1時間）
［授業内容］
授業で行った場面での会話を実 英語キクタンDays 1‑44 の未習得の単語を覚える
施する。Evaluation と英語学 。映画の表現を覚える。
習法について説明する。
Oral examinationの評価は、授
業にて提示し、改善点を解説・
指導する。
［授業方法］
ペアになり、会話を行う。また
、口頭により学習した英語表現
を質疑応答する 。ペアワーク
やLL機能を使用し、今後の学習
方法について、実践してみる。
定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

Advanced English for Global Written Communication

授業形態
開講学期

対象学年

3

単位数

科目責任者
科目担当者

須藤

2.0

路子

授業概要
[授業全体の内容]
この授業科目は、英語writingとreadingの上級授業である。
このクラスでは、Graded readersを使用した多読により読解速度と読解力を向上させるとともに、intensive
readingにより、正確な情報の理解と語彙力の向上を目指す。Extensive readingは、授業時間外で行い、毎週
reading journalを提出する。併せて、速読訓練も実施し、特に新聞・雑誌等から情報を迅速に入手できる英
語力を習得する。また、e‑mail writingにおいては、ビジネスで使用できる速度と正確さを習得することを目
標とする。
以上の学修成果として、TOEFLの高得点（550点以上）、およびTOEFL iBT（Essay Writing）の最高評価点を取
得できるようにする。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
[授業の到達目標]
1． 英語で書かれた文章の内容を素早く理解することができる。
2． 英語圏の新聞や雑誌等のメディア情報を正確に把握することができる。
3． ビジネスでも使用可能な速度と適切な表現で英語を使うことができる。
成績評価
[成績評価の基準]
1． 1分間に200単語以上の速さで、英文の内容を理解できる。（Extensive readingに関する読書量）
2． 100,000語以上の読書を実施できる。（Extensive readingに関する読書量）
3． 20,000単語以上の英単語を使うことができる。（新聞のheadline wordsと単語のテスト、TOEFL score)
4． 英語圏の新聞や雑誌等をもとにプレゼンテーションを実施できる。（Oral presentation）
5． ビジネスでも使用できる速度と正確な表現で英語文書を作成できる。（E‑mail writing quiz、Criterion
、TOEFL score）
[成績評価の方法]
Extensive readingに関する読書量（20%）、Oral presentation（20%）、新聞のheadline wordsと単語のテス
ト（10%）、TOEFLスコア（30%）、Criterion（10%）、E‑mail writing quiz（10%）で評価する。
詳細は前・後期の一回目の授業時に提示する。
履修における留意事項
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[履修要件]
1. 20名以上の受講希望者がいる場合には、TOEFLスコアや他の英語科目等の成績をもとに総合的に判断し、上
位20名までの対象者が履修できる。
2. 学内TOEFLを受験していることが望ましい。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1. すべて英語で実施されるクラスである。
2. 4月と12月に実施されるTOEFL学内受験を受験し、15%以上のスコアアップを目指す。
3. 読解速度に関しては、1分間に200 wordsが読解できる読解速度を第一の目標とし、その達成後は半年で20%
以上読解速度を上昇させる。
4. 語彙力については、授業開始時点から30%以上の単語数の増加を目指し、20,000語をはじめのターゲットと
する。
5. 多読の目標は15万語とする。
6. TOEFL iBTのEssay Writingにおいて、最高評価点を取得できるようにする。
7. 受講者の習熟度に応じて、標準として定める時間以上の学習を必要とする場合がある。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
Oral examination, Oral presentationの評価は、授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
[テキスト・参考書等]
1. Timed Reading Plus in Science Book 2 (Glencoe MacGrraw‑Hill, 2002)
2. Meet the World (Yasuhiko Wakaari, Seibido, 2018)
3. 語源で増やす英単語（恒石昌志、べレ出版、2002）
上記のテキストは必ず用意すること（授業内で販売する）。
Graded Readers、TOEFL Exerciseなど他の参考書、ハンダウトは授業時に配布、提示する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
msudou@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
火曜日12:15‑12:45 (1号館 3階 1330室)、水曜日12:15‑12:45 (1号館 3階 1330室)
備考
［学修時間］
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
［その他］
1． グローバルスタンダードであるTOEFLの学内受験を年2回受験し、英語力の向上を目指してほしい。
2． 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
3． 特にプレゼンテーションの準備に関しては、学生の習熟度に応じて、標準とする準備学習時間以上の練習
を必要とする。
毎週、TOEFL exerciseが配布され、予習、復習として実施する。TOEFL exerciseは、25分を目安とする。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
須藤
（予習：0.5時間）
1
［授業内容］
授業目的、授業方法、シラバス 学内TOEFL を受験する。
、評価方法等を説明する。exte
nsive reading のためのシリー （復習：0.5時間）
ズとレベルを設定する。Readin 語源英単語1‑10の知らない単語を調べる。
g Journal の作成の仕方を学習
する。TOEFL を受験し、starti
ng point を測定する。
［授業方法］
LL機能を説明し、ペアワーク、
グループワーク、応答機能を実
際に使用する。
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
Selection of reading project Extensive readingのためのGraded Readerを読み
s: Extensive reading (多読） 、reading journalを作成する。語源英単語11‑20
の方法を説明し、多読を開始す の知らない単語を調べる。Timed Reading Plus
る。多読教材について説明する in Science Book 2 (TRP) 1‑A、Meet the World(
MW)のテキストUnit 1の単語・イディオムを調べ
。Journal を作成する。
てくる。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う （復習：0.5時間）
。LL機能を使用し、リスニング 語源英単語1‑10 の未習得の単語を覚える。
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Intensive reading: Intens Extensive readingのためのGraded Readerを読み
ive readingにより、読解速度 、
、読解力を上達する訓練を実施 reading journalを作成する。語源英単語21‑30
する。 Timed Readings Plus の知らない単語を調べる。TRP 1‑B、MWのテキス
in Science (TRP) I‑A; Meet t トUnit 2の単語・イディオムを調べてくる。
he
（復習：0.5時間）
World (MW) Unit 1
2. Extensive reading: Extens 語源英単語11‑20 の未習得の単語を覚える。TRP
ive readingにより、語彙力、 1‑A とMW Unit 1の単語・イディオムを学習する
読解速度を上達する訓練を実施 。
する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Intensive reading: Intens Extensive readingのためのGraded Readerを読み
ive readingにより、読解速度 、
、読解力を上達する訓練を実施 reading journalを作成する。語源英単語31‑40
する。 Timed Readings Plus の知らない単語を調べる。TRP 2‑A、MWのテキス
in Science (TRP) I‑B; Meet t トUnit 3の単語・イディオムを調べてくる。
he World (MW) Unit 2
2. Extensive reading: Extens （復習：0.5時間）
ive readingにより、語彙力、 語源英単語21‑30 の未習得の単語を覚える。TRP
読解速度を上達する訓練を実施 1‑B とMW Unit 2の単語・イディオムを学習する
。Criterionにより、Essay Writingを実施する。
する。
3. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Newspapers: Newspaper Eng Extensive readingのためのGraded Readerを読み
lishを読む訓練を実施する。 、
2. TOEFL Reading Section: TO reading journalを作成する。語源英単語41‑50
EFLリーディングセクションの の知らない単語を調べる。TRP 2‑B、MWのテキス
スコアを上げるための訓練を行 トUnit 4の単語・イディオムを調べてくる。
う。
3. Intensive reading: Timed （復習：0.5時間）
語源英単語31‑40 の未習得の単語を覚える。TRP
Readings Plus in
Science (TRP) 2‑A; Meet the 2‑AとMW Unit 3の単語・イディオムを学習する
。英字新聞の単語・イディオムを学習する。TOEF
World (MW) Unit 3
4. Extensive reading: Extens L
ive readingにより、語彙力、 reading 問題の誤答の箇所を学習する。Criterio
読解速度を上達する訓練を実施 nにより、Essay Writingを実施する。
する。
5. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Reading strategies: struc Extensive readingのためのGraded Readerを読み
、
ture of a paragraph,
skimming, scanning リーディ reading journalを作成する。語源英単語51‑60
ングストラテジーを習得する。 の知らない単語を調べる。TRP 3‑A、MWのテキス
2. Newspapers: Newspaper Eng トUnit 5の単語・イディオムを調べてくる。
lishを読む訓練を実施する。 3
. TOEFL Reading Section: TOE （復習：0.5時間）
FL リーディングセクションの 語源英単語41‑50の未習得の単語を覚える。TRP 2
スコアを上げるための訓練を行 ‑BとMW Unit 4の単語・イディオムを学習する。
英字新聞の単語・イディオムを学習する。TOEFL
なう。
4. Intensive reading: Timed reading 問題の誤答の箇所を学習する。
Readings Plus in Science (TR
P) 2‑B; Meet the World (MW)
Unit 4
5. Extensive reading: Extens
ive readingにより、語彙力、
読解速度を上達する訓練を実施
する。
6. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。

2336

7

須藤

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Reading strategies: struc Extensive readingのためのGraded Readerを読み
ture of a paragraph, skimmin 、reading journalを作成する。語源英単語61‑70
g, scanning リーディングスト の知らない単語を調べる。TRP 3‑B、MWのテキス
トUnit 6の単語・イディオムを調べてくる。
ラテジーを習得する。
2. Newspaper English を読む
（復習：0.5時間）
訓練を実施する。
3. TOEFL Reading Section: TO 語源英単語51‑60の未習得の単語を覚える。TRP 3
EFL リーディングセクションの ‑AとMW Unit 5の単語・イディオムを学習する。
スコアを上げるための訓練を行 英字新聞の単語・イディオムを学習する。TOEFL
reading 問題の誤答の箇所を学習する。
なう。
4. Intensive reading: Timed
Readings Plus in Science (TR
P) 3‑A; Meet the World (MW)
Unit 5
5. Extensive reading: Extens
ive readingにより、語彙力、
読解速度を上達する訓練を実施
する。
6. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。

2337

8

須藤

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Principles of speed readi Extensive readingのためのGraded Readerを読み
ng: pre‑reading, skimming, s 、reading journalを作成する。語源英単語71‑80
ummarizing リーディングスト の知らない単語を調べる。TRP 4‑A、MWのテキス
トUnit 7の単語・イディオムを調べてくる。
ラテジーを習得する。
2. Newspaper English を読む
（復習：0.5時間）
訓練を実施する。
3. TOEFL Reading Section: TO 語源英単語61‑70の知らない単語を調べる。TRP 3
EFL リーディングセクションの ‑BとMW Unit 6の単語・イディオムを学習する。
スコアを上げるための訓練を行 英字新聞の単語・イディオムを学習する。TOEFL
reading 問題の誤答の箇所を学習する。Criterio
なう。
4. Intensive reading: Timed nにより、Essay Writingを実施する。
Readings Plus in Science (TR
P) 3‑B; Meet the World (MW)
Unit 6
5. Extensive reading: Extens
ive readingにより、語彙力、
読解速度を上達する訓練を実施
する。
6. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。

2338

9

須藤

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Principles of speed readi Extensive readingのためのGraded Readerを読み
ng: pre‑reading, skimming, s 、reading journalを作成する。TRP 4‑B、MWのテ
ummarizing リーディングスト キストUnit 8の単語・イディオムを調べてくる。
ラテジーを習得する。
2. Newspaper English を読む （復習：0.5時間）
語源英単語1‑80 の未習得の単語を覚える。TRP 4
訓練を実施する。
3. TOEFL Reading Section: TO ‑AとMW Unit 7の単語・イディオムを学習する。
EFL リーディングセクションの 英字新聞の単語とフレーズを学習する。TOEFL re
スコアを上げるための訓練を行 ading 問題の誤答の箇所を学習する。E‑mail wri
ting(EW) のAppointment のEメールサンプルと表
なう。
4. Intensive reading: Timed 現集を学習する。
Readings Plus in Science (TR
P) 4‑A; Meet the World (MW)
Unit 7
5. Extensive reading: Extens
ive readingにより、語彙力、
読解速度を上達する訓練を実施
する。
6. E‑mail writing: Appointme
nt を学習する。
7. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。

2339

10

須藤

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Newspapers: Newspaper Eng Extensive readingのためのGraded Readerを読み
lish を読む訓練を実施する。 、reading journalを作成する。語源英単語81‑90
2. TOEFL Reading Section: TO の知らない単語を調べる。TRP 5‑A、MW Unit 9の
EFL リーディングセクションの テキストの単語・イディオムを調べてくる。
スコアを上げるための訓練を行
（復習：0.5時間）
なう。
3. Intensive reading: Timed Headline wordsを覚える。E‑mail writing の表
Readings Plus in Science (TR 現を学習する。語源英単語1‑80の未習得単語を覚
P) 4‑B; Meet the World (MW) える。TRP 4‑BとMW Unit 8の単語・イディオムを
学習する。英字新聞の単語・イディオムを学習す
Unit 8
4. Extensive reading: Extens る。TOEFL reading 問題の誤答の箇所を学習する
ive readingにより、語彙力、 。EW: Request のEメールサンプルと表現集を学
読解速度を上達する訓練を実施 習する。Criterionにより、Essay Writingを実施
する。
する。
5. E‑mail writing: Request
を学習する。
6. 単語テスト: 語彙単語1‑80
を実施する。
7. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。

2340
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須藤

須藤

須藤

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Checking a
reading diar Oral presentation のテーマを設定し、そのため
y
Extensive readingのjourn のデータ、情報をインターネット、雑誌、新聞等
alを確認する。Standardized t から収集する。Extensive readingのためのGrade
ests (reading speed, vocabul d Readerを読み、reading journalを作成する。T
RP 6‑A 、MWのテキストUnit 11の単語・イディオ
ary) を実施する。
2. TOEFL Reading Section: TO ムを調べる。
EFL リーディングセクションの
スコアを上げるための訓練を行 （復習：0.5時間）
E‑mail writingの表現を学習する。TRP 5‑BとMW
なう。
3. Intensive reading: Timed Unit 10の単語・イディオムを学習する。英字新
Readings Plus in Science (TR 聞の単語・イディオムを学習する。TOEFL readin
P) 5‑B; Meet the World (MW) g 問題の誤答の箇所を学習する。Criterionによ
り、Essay Writingを実施する。
Unit 10
4. Extensive reading: Extens
ive readingにより、語彙力、
読解速度を上達する訓練を実施
する。
5. E‑mail writing: Change of
my e‑mail address を学習す
る。
6. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. 英語能力測定: Reading rat Oral presentation の為に作成したテキストを基
e、vocabularyを測定し、上達 に、発音、delivery 等を練習する。
度を診断する。
2.前期のExtensive readingに （復習：0.5時間）
関し、単語数、冊数、レベル等 Criterionにより、Essay Writingを実施する。
についてのプレゼンテーション
を行う準備をする。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
Oral presentation を実施する Extensive reading に関する中間報告の準備をす
る。
。
（復習：0.5時間）
［授業方法］
Oral presentationを実施し、 効果的なプレゼンテーションを学習する。
発表者以外は評価を実施する。

2341
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須藤

須藤

（予習：0.5時間）
［授業内容］
Oral presentationの評価は、 Extensive reading に関する中間報告の準備をす
授業にて提示し、改善点を解説 る。
・指導する。Evaluation と英 Extensive readingのためのGraded Readerを読み
語学習法について説明する。 、reading journalを作成する。語源英単語91‑10
Oral presentations: Extensiv 0の知らない単語を調べる。
e readingに関する、中間報告
を実施し、併せて、英語プレゼ （復習：0.5時間）
ンテーションの上達度を確認す 効果的なプレゼンテーションを学習する。
る。
［授業方法］
ペアワークやLL機能を使用し、
今後の学習方法について、実践
してみる。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Magazines: Time & Newswe Extensive readingのためのGraded Readerを読み
、reading journalを作成する。語源英単語101‑1
ekを読む訓練を実施する。
2. TOEFL Reading Section: TO 10の知らない単語を調べる。
EFL リーディングセクションの
スコアを上げるための訓練を行 （復習：0.5時間）
Time, Newsweek の単語・イディオムを学習する
なう。
3. Extensive reading: Extens 。語源英単語91‑100 の未習得の単語を覚える。T
ive readingにより、語彙力、 OEFL reading 問題の誤答の箇所を学習する。Cri
読解速度を上達する訓練を実施 terionにより、Essay Writingを実施する。
する。
4. 英字新聞の記事のプリゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。

2342
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須藤

須藤

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Magazines: Time & Newswe Extensive readingのためのGraded Readerを読み
、reading journalを作成する。語源英単語111‑1
ekを読む訓練を実施する。
2. TOEFL Reading Section: TO 20の知らない単語を調べる。
EFL リーディングセクションの
スコアを上げるための訓練を行 （復習：0.5時間）
Time, Newsweek の中の単語・イディオムを学習
なう。
3. Extensive reading: Extens する。語源英単語101‑110の未習得の単語を覚え
ive readingにより、語彙力、 る。TOEFL reading 問題の誤答の箇所を学習する
読解速度を上達する訓練を実施 。
する。
4. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Magazines: Time & Newswe Extensive readingのためのGraded Readerを読み
、reading journalを作成する。語源英単語121‑1
ekを読む訓練を実施する。
2. TOEFL Reading Section: TO 30の知らない単語を調べる。TRP 6‑B、MWのテキ
EFL リーディングセクションの ストUnit 12の単語・イディオムを調べてくる。
スコアを上げるための訓練を行
（復習：0.5時間）
なう。
3. Extensive reading: Extens Time, Newsweek の中の単語・イディオムを学習
ive readingにより、語彙力、 する。語源英単語111‑120の未習得の単語を覚え
読解速度を上達する訓練を実施 る。TOEFL reading 問題の誤答の箇所を学習する
。Criterionにより、Essay Writingを実施する。
する。
4. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。

2343
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須藤

須藤

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. TOEFL Reading Section: TO Extensive readingのためのGraded Readerを読み
EFL リーディングセクションの 、reading journalを作成する。語源英単語131‑1
スコアを上げるための訓練を行 40の知らない単語を調べる。TRP 7‑A、MWのテキ
ストUnit 13の単語・イディオムを調べてくる。
なう。
2. Intensive reading: Timed
Readings Plus in Science (TR （復習：0.5時間）
P) 6‑B; Meet the World (MW) 語源英単語121‑130の未習得の単語を覚える。TRP
6‑BとMW Unit 12の単語・イディオムを学習する
Unit 12
3. Extensive reading: Extens 。TOEFL reading 問題の誤答の箇所を学習する。
ive readingにより、語彙力、 EW: Application のEメールサンプルと表現集を
読解速度を上達する訓練を実施 学習する。
する。
4. E‑mail writing: Applicati
on を学習する。
5. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. TOEFL Reading Section: TO Extensive readingのためのGraded Readerを読み
EFL リーディングセクションの 、reading journalを作成する。語源英単語141‑1
スコアを上げるための訓練を行 50の知らない単語を調べる。TRP 7‑B、MWのテキ
ストUnit 14の単語・イディオムを調べてくる。
なう。
2. Intensive reading: Timed
Readings Plus in Science (TR （復習：0.5時間）
P) 7‑A; Meet the World (MW) 語源英単語131‑140の未習得の単語を覚える。TRP
7‑AとMW Unit 13の単語・イディオムを学習する
Unit 13
3. Extensive reading: Extens 。TOEFL reading 問題の誤答の箇所を学習する。
ive readingにより、語彙力、 E‑mail writingの表現を学習する。Criterionに
読解速度を上達する訓練を実施 より、Essay Writingを実施する。
する。
4. E‑mail writing: Interview
を学習する。
5. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。

2344
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須藤

須藤

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. TOEFL Reading Section: TO Extensive readingのためのGraded Readerを読み
EFL リーディングセクションの 、reading journalを作成する。語源英単語141‑1
スコアを上げるための訓練を行 50の知らない単語を調べる。TRP 8‑A、MWのテキ
ストUnit 15の単語・イディオムを調べてくる。
なう。
2. Intensive reading: Timed
Readings Plus in Science (TR （復習：0.5時間）
P) 7‑B; Meet the World (MW) 語源英単語131‑140の未習得の単語を覚える。TRP
7‑BとMW Unit 14の単語・イディオムを学習する
Unit 14
3. Extensive reading: Extens 。英字新聞の単語とフレーズを学習する。TOEFL
ive readingにより、語彙力、 reading 問題の誤答の箇所を学習する。 E‑mail
読解速度を上達する訓練を実施 writingの表現を学習する。
する。
4. E‑mail writing: Our emplo
yment を学習する。
5. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
提示装置または、パワーポイン
トを使用し、英語でプレゼンテ
ーションを行う。聞いている学
生は、発表者のプレゼンテーシ
ョンの評価を行い、提出する。
評価基準は、授業時提示する。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. TOEFL Reading Section: TO Extensive readingのためのGraded Readerを読み
EFL リーディングセクションの 、reading journalを作成する。語源英単語151‑1
スコアを上げるための訓練を行 60の知らない単語を調べる。TRP 8‑B、MWのテキ
ストUnit 16の単語・イディオムを調べてくる。
なう。
2. Intensive reading: Timed
Readings Plus in Science (TR （復習：0.5時間）
P) 8‑A; Meet the World (MW) 語源英単語141‑150の未習得の単語を覚える。TRP
8‑AとMW Unit 15の単語・イディオムを学習する
Unit 15
3. Extensive reading: Extens 。英字新聞の単語・イディオムを学習する。TOEF
ive readingにより、語彙力、 L reading 問題の誤答の箇所を学習する。 E‑mai
読解速度を上達する訓練を実施 l writingの表現を学習する。Criterionにより、
Essay Writingを実施する。
する。
4. E‑mail writing: Congratu
lations を学習する。
5. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。

2345

22

23

須藤

須藤

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. TOEFL Reading Section: TO Extensive readingのためのGraded Readerを読み
EFL リーディングセクションの 、reading journalを作成する。語源英単語161‑1
スコアを上げるための訓練を行 70の知らない単語を調べる。TRP 9‑A、MWのテキ
ストUnit 17の単語・イディオムを調べてくる。
なう。
2. Intensive reading: Timed
Readings Plus in Science (TR （復習：0.5時間）
P) 8‑B; Meet the World (MW) 語源英単語161‑170の未習得の単語を覚える。TRP
8‑BとMW Unit 16の単語・イディオムを学習する
Unit 16
3. Extensive reading: Extens 。英字新聞の単語とフレーズを学習する。TOEFL
ive readingにより、語彙力、 reading 問題の誤答の箇所を学習する。E‑mail w
読解速度を上達する訓練を実施 ritingを復習する。
する。
4. E‑mail writing: I'll be o
ut を学習する。
5. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. TOEFL Reading Section: TO Extensive readingのためのGraded Readerを読み
EFL リーディングセクションの 、reading journalを作成する。語源英単語171‑1
スコアを上げるための訓練を行 80の知らない単語を調べる。TRP 9‑B、MWのテキ
ストUnit 18の単語・イディオムを調べてくる。
なう。
2. Intensive reading: Timed
Readings Plus in Science (TR （復習：0.5時間）
P) 9‑A; Meet the World (MW) 語源英単語161‑170の未習得の単語を覚える。TRP
9‑AとMW Unit 17の単語・イディオムを学習する
Unit 17
3. Extensive reading: Extens 。英字新聞の単語とフレーズを学習する。TOEFL
ive readingにより、語彙力、 reading 問題の誤答の箇所を学習する。E‑mail w
読解速度を上達する訓練を実施 ritingの表現を学習する。Criterionにより、Ess
ay Writingを実施する。
する。
4. E‑mail writing: I'm attac
hing the dataを学習する。
5. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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須藤

（予習：0.5時間）
［授業内容］
Extensive readingのためのGraded Readerを読み
1. Newspaper headlines
2. TOEFL Reading Section: TO 、reading journalを作成する。TRP 10‑A, MW Un
EFL リーディングセクションの it 19の単語・イディオムを調べてくる。
スコアを上げるための訓練を行
（復習：0.5時間）
なう。
3. Intensive reading: Timed 語源英単語81‑180の未習得の単語を覚える。TRP
Readings Plus in Science (TR 9‑B, MW Unit 18の単語・イディオムを学習する
P) 9‑B; Meet the World (MW) 。英字新聞の単語・イディオムを学習する。TOEF
L reading 問題の誤答の箇所を学習する。E‑mail
Unit 18
4. Extensive reading: Extens writingの表現を学習する。
ive readingにより、語彙力、
読解速度を上達する訓練を実施
する。
5. E‑mail writing: The month
ly meeting を学習する。
6. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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須藤

須藤

（予習：0.5時間）
［授業内容］
1. Reading & writing exercis Extensive readingと自分の英語能力に関する上
es: Intensive readingのtext 達度の最終報告のプレゼンテーションの準備をす
を使用し、モデル文の英語構造 る。
の理解を確認する。
2. TOEFL Reading Section: TO （復習：0.5時間）
EFL リーディングセクションの 語源英単語81‑180の未習得の単語を覚える。TRP
スコアを上げるための訓練を行 10‑A, MW Unit 19の単語・イディオムを学習する
。英字新聞の単語・イディオムを学習する。TOEF
なう。
3. Intensive reading: Timed L reading 問題の誤答の箇所を学習する。E‑mail
Readings Plus in Science (TR writingの表現を学習する。Criterionにより、E
P) 10‑A; Meet the World (MW) ssay Writingを実施する。
Unit 19
4. Extensive reading: Extens
ive readingにより、語彙力、
読解速度を上達する訓練を実施
する。
5 E‑mail writing: Re: Reques
t to reserve a room を学習す
る。
6. 単語テスト: 語源英単語 81
‑180を実施する。
7. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
（予習：2.5時間）
［授業内容］
1. CV & cover letter: CVとco Extensive readingと自分の英語能力に関する上
ver letterの訓練を実施する。 達度の最終報告のプレゼンテーションの準備をす
2. TOEFL Reading Section: TO る。
EFL リーディングセクションの
スコアを上げるための訓練を行 （復習：0.5時間）
CVとCover letter の表現を学習する。語源英単
なう。
3. Extensive reading: Extens 語101‑200の未習得の単語を覚える。TOEFL readi
ive readingにより、語彙力、 ng 問題の誤答の箇所を学習する。
読解速度を上達する訓練を実施
する。
4. 英字新聞の記事のプレゼン
テーションを英語で行う。聞い
ている学生は、そのサマリーを
英語で発表する。
［授業方法］
ペアワークで課題の会話を行う
。LL機能を使用し、リスニング
・スピーキング練習を行い、応
答機能を使用し、質疑応答を行
い、反応時間と正答の確認を行
う。
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須藤

28

須藤

（復習：1時間）
［授業内容］
Oral presentation を実施する Intensive reading のテキストにある単語・イデ
ィオムを復習する。語源英単語の未習得の単語を
。
覚える。E‑mail writingの未習得部分を学習する
。
［授業方法］
Oral presentationを実施し、
発表者以外は評価を行う。
（復習：1時間）
［授業内容］
Oral presentationの評価は、 Intensive reading のテキストにある単語・イデ
授業にて提示し、改善点を解説 ィオムを復習する。語源英単語の未習得の単語を
・指導する。Evaluation と英 覚える。E‑mail writingの未習得部分を学習する
語学習法について説明する。 。
［授業方法］
ペアになり、会話を行う。また
、口頭により学習した英語表現
を質疑応答する。ペアワークや
LL機能を使用し、今後の学習方
法について、実践してみる。
定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

ドイツ語Ⅰ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Frank Riesner

授業概要
【授業全体の内容】
このクラスの目的は、ドイツ語を理解し、自分の意見を基礎的なドイツ語を用いて表現できるようになること
である。ドイツ語の最初歩を学んでいく。文法面では、高校までの英語学習、日本語学習で置き去りにしてき
た「なぜ、このような規則があるのか」という側面を中心にドイツ語の概要を紹介していく。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
【授業の到達目標】
1. 基本文法を理解し活用できる。
2. ドイツ語の発音に習熟し、平易な文章が音読できる。
3. online辞書を使って、平易な読み物が理解できる。
成績評価
【成績評価の基準】
1． 基礎的なドイツ語の文法の理解度を評価する。（学期末試験）
2． 音読度を評価する。（Class participation）
3． 読解度を評価する。（Class participation）
【成績評価の方法】
Class participation (20%), 学期末試験(80%)で評価する。
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
【履修要件】
１．定員30人。
２．辞書やスマートフォンのアプリケーション辞書を持ってくること。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
1. 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
2. 予習復習の目安は毎週一時間程度の時間が必要である。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
1. 発音の練習、聞き取り練習、文法練習のフィードバックは授業にて提示し、改善点を解説する。
2. ドイツ語検定試験の模擬テストの評価は授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
【テキスト・参考書等】
矢羽々崇 / フランク・リースナー（2014）ANFANG
テキストは必ず用意すること（授業内で販売する)。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
frankr@juntendo.ac.jp

第三書房 ￥2,500 + Tax

【オフィスアワー】
月曜日10:10‑10:20 (1号館 3階 1330室)
備考
【学修時間】
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
【その他】
なし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
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授業回数 担当
Riesner
1

2

Riesner

授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：0.5 時間】 ドイツについて調べる。
（授業内容）
アルファベット・母音の発音
【復習：0.5 時間】 アルファベット
（授業方法）
発音練習
【予習：0.5 時間】
（授業内容）
人称代名詞・動詞の現在人称変 Anfang 教科書： ページ10,11
化・ドイツ語の発音(1)
【復習：0.5

（授業方法）
文法練習、発音練習
3

Riesner

4

Riesner

5

Riesner

6

Riesner

7

Riesner

8

Riesner

（授業内容）
ドイツ語の発音(2) 練習・
聞き取り練習・読み
練習

時間】

Anfang 教授資料科:動詞の現在人称変化
【予習：0.5 時間】
Anfang

教科書ページ13

【復習：0.5 時間】
（授業方法）
Anfang 教授資料科:動詞の現在人称変化
文法練習、発音練習
予習(0.5時間）：
（授業内容）
不規則変化動詞 sein, habe Anfang 教科書ページ16,17
復習(0.5時間）：
n, werden
Anfang 教授資料科: sein, haben, werden
（授業方法）
文法練習、発音練習、
聞き取り練習
予習(0.5時間）：
（授業内容）
数詞１‑２０、 聞き取り練習 Anfang 教科書ページ17
復習(0.5時間）：
・読み練習
Anfang 教授資料科: 数字
（授業方法）
聞き取り練習・読み練習
予習(0.5時間）：
（授業内容）
文書理解・不規則変化動詞・ Anfang 教科書ページ20‑22
復習(0.5時間）：
練習１
Anfang
教授資料科:不規則変化動詞
（授業方法）
読みの練習、文法練習
予習(0.5時間）：
（授業内容）
名詞の性と冠詞・聞き取り練 Anfang 教科書ページ22,23
復習(0.5時間）：
習・読み練習
Anfang
教授資料科:名詞の性と冠詞
（授業方法）
読みの練習、文法練習
予習(0.5時間）：
（授業内容）
定冠詞･不定冠詞・4つの格･ Anfang 教科書ページ25,26
復習(0.5時間）：
文書理解・文法練習
Anfang 教授資料科:定冠詞･不定冠詞・4つの格
（授業方法）
読みの練習、文法練習
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9

10

11

12

13

14

Riesner

Riesner

Riesner

Riesner

Riesner

Riesner

（授業内容）
練習１+２+３、否定冠詞・聞
き取り練習・
読み練習

予習(0.5時間）：
Anfang 教科書ページ27
復習(0.5時間）：
Anfang
教授資料科:否定冠詞

（授業方法）
読みの練習、文法練習
予習(0.5時間）：Anfang
（授業内容）
文書理解・名詞の複数形と格 復習(0.5時間）：Anfang
数形と格変化
変化・練習１

教科書ページ30,31
教授資料科:名詞の複

（授業方法）
読みの練習、文法練習
（授業内容）
男性弱変化名詞･練習２、２０
‑１００数・聞き取り練習・読
み練習

予習(0.5時間）：
Anfang 教科書ページ33
復習(0.5時間）：
Anfang
教授資料科:男性弱変化名詞

（授業方法）
聞き取り練習・読み練習
（授業内容）
ドイツ語の人称代名詞 (1格
、3格4格）、
練習１ 人称代名詞の語順

予習(0.5時間）：
Anfang 教科書ページ38
復習(0.5時間）：
Anfang
教授資料科:人称代名詞

（授業方法）
文法練習
復習 (0.5時間）：教授資料科:疑問詞
（授業内容）
疑問詞・聞き取り練習・読み 予習 (0.5時間）：Anfang 教科書ページ39
の練習
（授業方法）
聞き取り練習・読みの練習
（授業内容）
２格、３格、４格、３格や４格
と結びつく主な前置
詞・練習１
（授業方法）
文法練習
定期試験
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予習(0.5時間）：
Anfang 教科書ページ44
復習(0.5時間）：
Anfang
教授資料科:前置詞
期末試験を準備 Anfang 第1課〜第７課

授業科目名
英語科目名

ドイツ語Ⅰ

授業形態
開講学期

演習
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Frank Riesner

授業概要
【授業全体の内容】
このクラスの目的は、ドイツ語を理解し、自分の意見を基礎的なドイツ語を用いて表現できるようになること
である。ドイツ語の最初歩を学んでいく。文法面では、高校までの英語学習、日本語学習で置き去りにしてき
た「なぜ、このような規則があるのか」という側面を中心にドイツ語の概要を紹介していく。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
【授業の到達目標】
1. 基本文法を理解し活用できる。
2. ドイツ語の発音に習熟し、平易な文章が音読できる。
3. online辞書を使って、平易な読み物が理解できる。
成績評価
【成績評価の基準】
1． 基礎的なドイツ語の文法の理解度を評価する。（学期末試験）
2． 音読度を評価する。（Class participation）
3． 読解度を評価する。（Class participation）
【成績評価の方法】
Class participation (20%), 学期末試験(80%)で評価する。
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
【履修要件】
１．定員30人。
２．辞書やスマートフォンのアプリケーション辞書を持ってくること。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
1. 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
2. 予習復習の目安は毎週一時間程度の時間が必要である。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
1. 発音の練習、聞き取り練習、文法練習のフィードバックは授業にて提示し、改善点を解説する。
2. ドイツ語検定試験の模擬テストの評価は授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
【テキスト・参考書等】
矢羽々崇 / フランク・リースナー（2014）ANFANG
テキストは必ず用意すること（授業内で販売する)。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
frankr@juntendo.ac.jp

第三書房 ￥2,500 + Tax

【オフィスアワー】
月曜日10:10‑10:20 (1号館 3階 1330室)
備考
【学修時間】
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
【その他】
なし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
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授業回数 担当
Riesner
1

2

Riesner

授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：0.5 時間】 ドイツについて調べる。
（授業内容）
アルファベット・母音の発音
【復習：0.5 時間】 アルファベット
（授業方法）
発音練習
【予習：0.5 時間】
（授業内容）
人称代名詞・動詞の現在人称変 Anfang 教科書： ページ10,11
化・ドイツ語の発音(1)
【復習：0.5

（授業方法）
文法練習、発音練習
3

Riesner

4

Riesner

5

Riesner

6

Riesner

7

Riesner

8

Riesner

（授業内容）
ドイツ語の発音(2) 練習・
聞き取り練習・読み
練習

時間】

Anfang 教授資料科:動詞の現在人称変化
【予習：0.5 時間】
Anfang

教科書ページ13

【復習：0.5 時間】
（授業方法）
Anfang 教授資料科:動詞の現在人称変化
文法練習、発音練習
予習(0.5時間）：
（授業内容）
不規則変化動詞 sein, habe Anfang 教科書ページ16,17
復習(0.5時間）：
n, werden
Anfang 教授資料科: sein, haben, werden
（授業方法）
文法練習、発音練習、
聞き取り練習
予習(0.5時間）：
（授業内容）
数詞１‑２０、 聞き取り練習 Anfang 教科書ページ17
復習(0.5時間）：
・読み練習
Anfang 教授資料科: 数字
（授業方法）
聞き取り練習・読み練習
予習(0.5時間）：
（授業内容）
文書理解・不規則変化動詞・ Anfang 教科書ページ20‑22
復習(0.5時間）：
練習１
Anfang
教授資料科:不規則変化動詞
（授業方法）
読みの練習、文法練習
予習(0.5時間）：
（授業内容）
名詞の性と冠詞・聞き取り練 Anfang 教科書ページ22,23
復習(0.5時間）：
習・読み練習
Anfang
教授資料科:名詞の性と冠詞
（授業方法）
読みの練習、文法練習
予習(0.5時間）：
（授業内容）
定冠詞･不定冠詞・4つの格･ Anfang 教科書ページ25,26
復習(0.5時間）：
文書理解・文法練習
Anfang 教授資料科:定冠詞･不定冠詞・4つの格
（授業方法）
読みの練習、文法練習
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9

10

11

12

13

14

Riesner

Riesner

Riesner

Riesner

Riesner

Riesner

（授業内容）
練習１+２+３、否定冠詞・聞
き取り練習・
読み練習

予習(0.5時間）：
Anfang 教科書ページ27
復習(0.5時間）：
Anfang
教授資料科:否定冠詞

（授業方法）
読みの練習、文法練習
予習(0.5時間）：Anfang
（授業内容）
文書理解・名詞の複数形と格 復習(0.5時間）：Anfang
数形と格変化
変化・練習１

教科書ページ30,31
教授資料科:名詞の複

（授業方法）
読みの練習、文法練習
（授業内容）
男性弱変化名詞･練習２、２０
‑１００数・聞き取り練習・読
み練習

予習(0.5時間）：
Anfang 教科書ページ33
復習(0.5時間）：
Anfang
教授資料科:男性弱変化名詞

（授業方法）
聞き取り練習・読み練習
（授業内容）
ドイツ語の人称代名詞 (1格
、3格4格）、
練習１ 人称代名詞の語順

予習(0.5時間）：
Anfang 教科書ページ38
復習(0.5時間）：
Anfang
教授資料科:人称代名詞

（授業方法）
文法練習
復習 (0.5時間）：教授資料科:疑問詞
（授業内容）
疑問詞・聞き取り練習・読み 予習 (0.5時間）：Anfang 教科書ページ39
の練習
（授業方法）
聞き取り練習・読みの練習
（授業内容）
２格、３格、４格、３格や４格
と結びつく主な前置
詞・練習１
（授業方法）
文法練習
定期試験
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予習(0.5時間）：
Anfang 教科書ページ44
復習(0.5時間）：
Anfang
教授資料科:前置詞
期末試験を準備 Anfang 第1課〜第７課

授業科目名
英語科目名

ドイツ語Ⅱ
GermanⅡ

授業形態
開講学期

演習
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

Frank Riesner

授業概要
【授業全体の内容】
このクラスの目的は、ドイツ語を理解し、自分の意見を基礎的なドイツ語を用いて表現できるようになること
である。ドイツ語の最初歩を学んでいく。文法面では、高校までの英語学習、日本語学習で置き去りにしてき
た「なぜ、このような規則があるのか」という側面を中心にドイツ語の概要を紹介していく。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
【授業の到達目標】
1. 基本文法を理解し活用できる。
2. ドイツ語の発音に習熟し、平易な文章が音読できる。
3. online辞書を使って、平易な読み物が理解できる。
成績評価
【成績評価の基準】
1． 基礎的なドイツ語の文法の理解度をを評価する。（学期末試験）
2． 音読度を評価する。（Class participation）
3． 読解度を評価する。（Class participation）
【成績評価の方法】
Class participation (20%), 学期末試験(80%)で評価する。
詳細は、クラスのオリエンテーションにおいて提示する。
履修における留意事項
【履修要件】
１．定員30人。
２．辞書やスマートフォンのアプリケーション辞書を持ってくること。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
1. 積極的に授業に参加する姿勢が大切である。
2. 予習復習の目安は毎週一時間程度の時間が必要である。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
1. 発音の練習、聞き取り練習、文法練習のフィードバックは授業にて提示し、改善点を解説する。
2. ドイツ語検定試験の模擬テストの評価は授業にて提示し、改善点を解説・指導する。
【テキスト・参考書等】
矢羽々崇 / フランク・リースナー（2014）ANFANG
テキストは必ず用意すること（授業内で販売する)。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
frankr@juntendo.ac.jp

第三書房 ￥2,500 + Tax

【オフィスアワー】
月曜日10:10‑10:20 (1号館 3階 1330室)
備考
【学修時間】
この授業は、演習の授業形態による2単位の外国語科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学
修を必要とする内容で構成する。
【その他】
なし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

1

Riesner

2

Riesner

（授業内容）
前置詞と定冠詞の融合形
（授業方法）
聞き取り練習・読みの練習
（授業内容）
動詞

【予習：0.5 時間】
ページ45
【復習：0.5 時間】
はAnfang教授資料科:前置詞と定冠詞の融合形
【予習：0.5 時間】 教科書ぺージ46
【復習：0.5

（授業方法）
名詞や前置詞の使い方の復習
3

Riesner

（授業内容）
話法の助動詞

Anfang
教授資料科：２格、３格、４格、３格
や４格と結びつく主な前置詞
【予習：0.5 時間】
Anfang

（授業方法）
読みの練習、文法練習

4

Riesner

5

Riesner

6

Riesner

7

Riesner

8

Riesner

9

Riesner

10

Riesner

時間】

教科書ページ49‑50

【復習：0.5

時間】

Anfang
教授資料科：話法の助動詞
予習(0.5時間）：
（授業内容）
mein 型冠詞・dieser型冠詞 Anfang 教科書ページ54,55
復習(0.5時間）：
Anfang
教授資料科:mein,dieser 型冠詞
（授業方法）
聞き取り練習、文法練習
予習(0.5時間）：
（授業内容）
分離動詞・命令形 練習１+ Anfang 教科書ページ59‑60
復習(0.5時間）：
２+３
Anfang
教授資料科:分離動詞
（授業方法）
聞き取り練習・読み練習・文
法練習
予習(0.5時間）：
（授業内容）
Anfang 教科書ページ60,61
非分離動詞
復習(0.5時間）：
（授業方法）
読みの練習・聞き取り練習
予習(0.5時間）：
（授業内容）
Anfang 教科書ページ62,63
副文
復習(0.5時間）：
Anfang
教授資料科:副文
（授業方法）
読みの練習、文法練習
予習(0.5時間）：
（授業内容）
接続詞・副文・練習１+２+３ Anfang 教科書ページ64,65
復習(0.5時間）：
Anfang 教授資料科:副文
（授業方法）
文法練習
予習(0.5時間）：
（授業内容）
Anfang 教科書ページ68,69
zu 不定句・練習１+２
復習(0.5時間）：
読み練習
Anfang
教授資料科:zu 不定句(1)
（授業方法）
文法練習
予習(0.5時間）：Anfang 教科書ページ70‑72
（授業内容）
復習(0.5時間）：Anfang 教授資料科:zu 不定句(
zu 不定句(2)
2)
（授業方法）
文法練習
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11

Riesner

12

Riesner

13

14

Riesner

Riesner

（授業内容）
形容詞の原級・比較級・練習
１
（授業方法）
聞き取り練習・読み練習
（授業内容）
最上級・練習２+３

予習(0.5時間）：
Anfang 教科書ページ73,74
復習(0.5時間）：
Anfang
教授資料科:形容詞の原級
予習(0.5時間）：
Anfang 教科書ページ75,76
復習(0.5時間）：
Anfang
教授資料科:最上級

（授業方法）
聞き取り練習・読み練習
復習 (0.5時間）：Anfang
（授業内容）
過去基本形と過去分詞・練習 予習 (0.5時間）：Anfang
本形
１+２
（授業方法）
聞き取り練習・読みの練習
（授業内容）
現在完了形・練習３
（授業方法）
文法練習
定期試験

2358

教科書ページ80
教授資料科:過去基

予習(0.5時間）：
教科書ページ81
復習(0.5時間）：
Anfang
教授資料科:過去分詞
期末試験を準備 Anfang 第1課〜第14課

授業科目名
英語科目名

フランス語Ⅰ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

竹内

京子

授業概要
【授業全体の内容】
フランス語による簡単なコミュニケーションができるようなる。会話に必要な文法事項として動詞の活用や名
詞の性数、代名詞、冠詞など英語と違う点に重点を置いて解説する。ペアによるやりとりなど、口答で発表を
沢山する授業である。また、フランスを中心としてフランス語圏の文化、スポーツについても紹介する。
【授業の位置づけ】
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
【授業の到達目標】
1.フランス語の日常会話のための基礎的な文法、語彙を学ぶ。
2.あいさつ、自己紹介ができるようになる。
3.旅先での簡単な会話などができるようになる。
4.フランス語の簡単な文法を理解する。
5.フランス語が使われている国の文化、習慣、ものの考え方などについて理解する。
6.フランス語圏で行われているスポーツを知り、ルールなどを説明できるようなる。
成績評価
【成績評価の基準】
授業で学んだ簡単な文法や表現を理解しているか。自己紹介ができ、口答で簡単な質問に答えられるか。
【成績評価の方法】
出席は３分の２以上が条件。平常点（毎回の宿題の小テスト・課題）(40％）+学期末試験（60％）合計点の60
％以上を合格とする。
履修における留意事項
【履修要件】
フランス語を初めて学習する者
【履修上の注意（科目独自のルール）】
1. 初めて学ぶ言語であるので欠席せず、かつ積極的に参加することが非常に重要である。
2. 毎回の授業の予習・復習が1時間程度必要である。
3. 会話のクラスなので積極的にフランス語で話すことが大切であり、口答テストを重視する。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
毎回、宿題と小テストまたは課題提出があり、提出された課題は添削して次の授業で返却する。訂正された場
合は再提出をしてもらう。
【テキスト・参考書等】
パスカル・オ・ジャポン 藤田裕二（白水社）
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
ktakeu@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
前期 月曜日10:00‑10:40 （1号館3階1302）
備考
【学修時間】
この授業は、演習の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
なし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

1

2

3

4

5

6

7

8

竹内

竹内

竹内

竹内

竹内

竹内

竹内

竹内

（授業内容）
授業の進め方・評価方法、あい
さつ
（授業方法）
授業の目的、シラバスの内容、
評価方法、課題提出方法、教科
書を説明する。
（授業内容）
０課 フランス語に親しむ
（授業方法）
フランス語の単語を探し、意味
を考えてみる。自分の名前の言
い方を覚え、友達と言い合う。
（授業内容）
1課 国籍を言う の本文と文法
を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
（授業内容）
1課 国籍を言う の練習問題を
学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
（授業内容）
2課 名前・職業を言う の本文
と文法を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
（授業内容）
2課 名前・職業を言う の練習
問題を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
（授業内容）
3課 持ち物を尋ねる の本文と
文法を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
（授業内容）
3課 持ち物を尋ねる の練習問
題を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
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【予習：0.5時間】
シラバスをよく読んでおく
【復習：0.5時間】
あいさつの表現を覚える

【予習：0.5時間】
知っているフランス語を探しておく
【復習：0.5時間】
自分の名前の綴りをアルファベットで言えるよう
にする
【予習：0.5時間】
本文のCDを聞いておく
【復習：0.5時間】
動詞の活用、数字1‑20を読めるようにする
【予習：0.5時間】
練習問題をやっておく
【復習：0.5時間】
本文を暗記する
【予習：0.5時間】
本文のCDを聞いておく
【復習：0.5時間】
職業、名前を言えるようにする
【予習：0.5時間】
練習問題をやっておく
【復習：0.5時間】
本文を暗記する
【予習：0.5時間】
本文のCDを聞いておく
【復習：0.5時間】
動詞の活用を読めるようにする
【予習：0.5時間】
練習問題をやっておく
【復習：0.5時間】
本文を暗記する

9

10

11

12

13

14

竹内

竹内

竹内

竹内

竹内

竹内

（授業内容）
1課3課の復習
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
（授業内容）
4課 趣味を語る の本文と文法
を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
（授業内容）
4課 趣味を語る の練習問題を
学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
（授業内容）
5課 誰か尋ねる の本文と文法
を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
（授業内容）
5課 誰か尋ねる の練習問題を
学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
（授業内容）
口答テスト・4課5課の復習
（授業方法）
個別に口答テストを行う
「定期試験」
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【予習：0.5時間】
1課〜3課の疑問点を探しておく
【復習：0.5時間】
別冊の復習問題をやっておく
【予習：0.5時間】
本文のCDを聞いておく
【復習：0.5時間】
本文を読めるようにする
【予習：0.5時間】
練習問題をやっておく
【復習：0.5時間】
本文を暗記する
【予習：0.5時間】
本文のCDを聞いておく
【復習：0.5時間】
本文を読めるようにする
【予習：0.5時間】
練習問題をやっておく
【復習：0.5時間】
本文を暗記する
【予習：1時間】
口答のテストの課題を覚えてくる
【復習：1時間】
口答テストの内容の復習をする

授業科目名
英語科目名

フランス語Ⅰ

授業形態
開講学期

演習
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

竹内

京子

授業概要
【授業全体の内容】
フランス語による簡単なコミュニケーションができるようなる。会話に必要な文法事項として動詞の活用や名
詞の性数、代名詞、冠詞など英語と違う点に重点を置いて解説する。ペアによるやりとりなど、口答で発表を
沢山する授業である。また、フランスを中心としてフランス語圏の文化、スポーツについても紹介する。
【授業の位置づけ】
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
【授業の到達目標】
1.フランス語の日常会話のための基礎的な文法、語彙を学ぶ。
2.あいさつ、自己紹介ができるようになる。
3.旅先での簡単な会話などができるようになる。
4.フランス語の簡単な文法を理解する。
5.フランス語が使われている国の文化、習慣、ものの考え方などについて理解する。
6.フランス語圏で行われているスポーツを知り、ルールなどを説明できるようなる。
成績評価
【成績評価の基準】
授業で学んだ簡単な文法や表現を理解しているか。自己紹介ができ、口答で簡単な質問に答えられるか。
【成績評価の方法】
出席は３分の２以上が条件。平常点（毎回の宿題の小テスト・課題）(40％）+学期末試験（60％）合計点の60
％以上を合格とする。
履修における留意事項
【履修要件】
フランス語を初めて学習する者
【履修上の注意（科目独自のルール）】
1. 初めて学ぶ言語であるので欠席せず、かつ積極的に参加することが非常に重要である。
2. 毎回の授業の予習・復習が1時間程度必要である。
3. 会話のクラスなので積極的にフランス語で話すことが大切であり、口答テストを重視する。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
毎回、宿題と小テストまたは課題提出があり、提出された課題は添削して次の授業で返却する。訂正された場
合は再提出をしてもらう。
【テキスト・参考書等】
パスカル・オ・ジャポン 藤田裕二（白水社）
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
ktakeu@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
前期 月曜日10:00‑10:40 （1号館3階1302）
備考
【学修時間】
この授業は、演習の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
なし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

1

2

3

4

5

6

7

8

竹内

竹内

竹内

竹内

竹内

竹内

竹内

竹内

（授業内容）
授業の進め方・評価方法、あい
さつ
（授業方法）
授業の目的、シラバスの内容、
評価方法、課題提出方法、教科
書を説明する。
（授業内容）
０課 フランス語に親しむ
（授業方法）
フランス語の単語を探し、意味
を考えてみる。自分の名前の言
い方を覚え、友達と言い合う。
（授業内容）
1課 国籍を言う の本文と文法
を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
（授業内容）
1課 国籍を言う の練習問題を
学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
（授業内容）
2課 名前・職業を言う の本文
と文法を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
（授業内容）
2課 名前・職業を言う の練習
問題を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
（授業内容）
3課 持ち物を尋ねる の本文と
文法を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
（授業内容）
3課 持ち物を尋ねる の練習問
題を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
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【予習：0.5時間】
シラバスをよく読んでおく
【復習：0.5時間】
あいさつの表現を覚える

【予習：0.5時間】
知っているフランス語を探しておく
【復習：0.5時間】
自分の名前の綴りをアルファベットで言えるよう
にする
【予習：0.5時間】
本文のCDを聞いておく
【復習：0.5時間】
動詞の活用、数字1‑20を読めるようにする
【予習：0.5時間】
練習問題をやっておく
【復習：0.5時間】
本文を暗記する
【予習：0.5時間】
本文のCDを聞いておく
【復習：0.5時間】
職業、名前を言えるようにする
【予習：0.5時間】
練習問題をやっておく
【復習：0.5時間】
本文を暗記する
【予習：0.5時間】
本文のCDを聞いておく
【復習：0.5時間】
動詞の活用を読めるようにする
【予習：0.5時間】
練習問題をやっておく
【復習：0.5時間】
本文を暗記する

9

10

11

12

13

14

竹内

竹内

竹内

竹内

竹内

竹内

（授業内容）
1課3課の復習
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
（授業内容）
4課 趣味を語る の本文と文法
を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
（授業内容）
4課 趣味を語る の練習問題を
学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
（授業内容）
5課 誰か尋ねる の本文と文法
を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
（授業内容）
5課 誰か尋ねる の練習問題を
学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
（授業内容）
口答テスト・4課5課の復習
（授業方法）
個別に口答テストを行う
「定期試験」
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【予習：0.5時間】
1課〜3課の疑問点を探しておく
【復習：0.5時間】
別冊の復習問題をやっておく
【予習：0.5時間】
本文のCDを聞いておく
【復習：0.5時間】
本文を読めるようにする
【予習：0.5時間】
練習問題をやっておく
【復習：0.5時間】
本文を暗記する
【予習：0.5時間】
本文のCDを聞いておく
【復習：0.5時間】
本文を読めるようにする
【予習：0.5時間】
練習問題をやっておく
【復習：0.5時間】
本文を暗記する
【予習：1時間】
口答のテストの課題を覚えてくる
【復習：1時間】
口答テストの内容の復習をする

授業科目名
英語科目名

フランス語Ⅱ
FrenchⅡ

授業形態
開講学期

演習
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

竹内

京子

授業概要
【授業全体の内容】
フランス語による簡単なコミュニケーションができるようなる。会話に必要な文法事項として動詞の活用や名
詞の性数、代名詞、冠詞など英語と違う点に重点を置いて解説する。ペアによるやりとりなど、口答で発表を
沢山する授業である。また、フランスを中心としてフランス語圏の文化、スポーツについても紹介する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「コミュニケーション能力」を身に付ける。
【授業の到達目標】
1.フランス語の日常会話のための基礎的な文法、語彙を学ぶ。
2.あいさつ、自己紹介ができるようになる。
3.旅先での簡単な会話などができるようになる。
4.フランス語の簡単な文法を理解する。
5.フランス語が使われている国の文化、習慣、ものの考え方などについて理解する。
6.フランス語圏で行われているスポーツを知り、ルールなどを説明できるようなる。
成績評価
【成績評価の基準】
授業で学んだ簡単な文法や表現を理解しているか。自己紹介ができ、口答で簡単な質問に答えられるか。
【成績評価の方法】
出席は３分の２以上が条件。平常点（毎回の宿題の小テスト・課題）(40％）+学期末試験（60％）合計点の60
％以上を合格とする。また、11月に実施される秋季フランス語技能検定試験５級を受験すること。
履修における留意事項
【履修要件】
フランス語を初めて学習する者
【履修上の注意（科目独自のルール）】
1. 初めて学ぶ言語であるので欠席せず、かつ積極的に参加することが非常に重要である。
2. 毎回の授業の予習・復習が1時間程度必要である。
3. 会話のクラスなので積極的にフランス語で話すことが大切であり、口答テストを重視する。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
毎回、宿題と小テストまたは課題提出があり、提出された課題は添削して次の授業で返却する。訂正された場
合は再提出をしてもらう。
【テキスト・参考書等】
パスカル・オ・ジャポン
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
ktakeu@juntendo.ac.jp

藤田裕二（白水社）

【オフィスアワー】
後期 月曜日12:15‑13:00 (1号館3階1302）
備考
【学修時間】
この授業は、演習の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
なし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

1

竹内

2

竹内

3

竹内

4

竹内

5

竹内

6

竹内

7

竹内

8

竹内

【予習：0.5時間】
（授業内容）
前期の復習
前期の内容の疑問点を探しておく
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実 【復習：0.5時間】
際に会話してみる。練習問題を 授業中に理解したことを暗記しておく
解く。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
6課 したいことを尋ねる の本
本文のCDを聞いておく
文と文法を学習する
【復習：0.5時間】
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を 本文、動詞の活用を読めるようにする
解く。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
6課 したいことを尋ねる の練
練習問題をやっておく
習問題を学習する
【復習：0.5時間】
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を 本文を暗記する
解く。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
7課 住んでいる所を言う の本
本文のCDを聞いておく
文と文法を学習する
【復習：0.5時間】
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を 本文、動詞の活用を読めるようにする
解く。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
7課 住んでいる所を言う の練
練習問題をやっておく
習問題を学習する
【復習：0.5時間】
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を 本文を暗記する
解く。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
6課7課の復習
6課〜7課の疑問点を探しておく
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実 【復習：0.5時間】
際に会話してみる。練習問題を
別冊の復習問題をやっておく
解く。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
8課 何をしているか尋ねる の
本文のCDを聞いておく
本文と文法を学習する
【復習：0.5時間】
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
本文、動詞の活用を読めるようにする
際に会話してみる。
練習問題を解く。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
8課 何をしているか尋ねる の
練習問題をやっておく
練習問題を学習する
【復習：0.5時間】
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を 本文を暗記する
解く。
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9

10

11

12

13

14

竹内

竹内

竹内

竹内

竹内

竹内

（授業内容）
9課 家族を語る の本文と文法
を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
（授業内容）
9課 家族を語る の練習問題を
学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
（授業内容）
8課9課の復習
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
（授業内容）
10課 年齢を言う の本文と文法
を学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
（授業内容）
10課 年齢を言う の練習問題を
学習する
（授業方法）
教科書の文法項目を理解し、実
際に会話してみる。練習問題を
解く。
（授業内容）
口答テスト・6課10課の復習
（授業方法）
個別に口答テストを行う
「定期試験」
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【予習：0.5時間】
本文のCDを聞いておく
【復習：0.5時間】
本文を読めるようにする
【予習：0.5時間】
練習問題をやっておく
【復習：0.5時間】
本文を暗記する
【予習：0.5時間】
8課〜9課の疑問点を探しておく
【復習：0.5時間】
別冊の復習問題をやっておく
【予習：0.5時間】
本文のCDを聞いておく
【復習：0.5時間】
本文を読めるようにする
【予習：0.5時間】
練習問題をやっておく
【復習：0.5時間】
本文を暗記する
【予習：1時間】
口答のテストの課題を覚えてくる
【復習：1時間】
口答テストの内容の復習をする

授業科目名
英語科目名

陸上運動
Intermediate Track and Field

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 山崎 一彦
科目担当者
越川一紀，鯉川なつえ，仲村明，高梨雄太
授業概要
【授業全体の内容】
走跳投（短距離・ハードル・リレー・中距離・長距離・跳躍・投てき）の競技特性を理解し実践する。
1. 短距離走は、スタート技術、最高疾走速度の獲得、ハードル走は抜き脚の正確な動作、ハードル間インタ
ーバルおよび一連の動き（踏切，空中，着地）のハードルクリアランスの正確性、リレーは、バトンゾーンで
の減速を軽減し、パトンパスを正確に実践し、指導方法について理解する。
2. 中長距離走は、インターバルトレーニング、12分間走、ランニングエコノミーなどの持久走を実践し、指
導方法について理解する。
3. 跳躍は、走高跳・走幅跳の踏切、空中動作、クリアランス、あふり動作、頸反射などの動作を実践し、指
導方法について理解する。
4. 投てきは、砲丸投げのグライド投法による力の伝達方法を実践し、指導方法について理解する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「スホ? ーツ科学分野の専門的な知識と技能」及ひ? 「スホ? ーツ科学分野の専門的な実践力」
という学位授与方針の達成に寄与する。
【授業の到達目標】
1.走跳投の基本的動作とルールを理解て? きる
2.走跳投の基本的動作およひ? 技術を獲得て? きる
3.走跳投の指導方法を習得て? きる
成績評価
【成績評価の基準】※「授業の到達目標」に対応した成績基準を設定してください。
1.各種目に関して基本的な運動技術の習得か? て? きたか実習効果測定値にて評価する
2. 学習意欲を評価する
3. 各種目の基本的理解か? て? きているか評価する
【成績評価の方法】
課題レホ? ート4回(40%)、実技試験(50%)、平常点(10%)を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
実技か? て? きる服装、シュース? を着用すること。たた? し、危険防止のためスハ? イクシュース? の使用
は禁止とする。 また、基本的に見学は実習科目て? あるため原則認めない。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
・4種目(短距離、ハート? ル、長距離、跳躍、投擲)において、 それそ? れ2/3以上の出席か? ない場合は、
その種 目の実技試験資格を認めない。
・各種目の実技試験を受験した上て? 、平均100点中平均60点以上を獲得しなけれは? ならない。たた? し、4
種目の うち最低2種目は、単独て? 6 0点以上を獲得しなけれは? ならない。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
課題レホ? ートは、予習課題の場合は当該授業内て? 解説を行う。復習課題の場合は、翌週の授業て? 解説す
る。
【テキスト・参考書等】
必要な資料は、授業中に適宜配布します。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：山崎（短距離走，ハードル走，リレー）
E‑mail：kayamaza@juntendo.ac.jp
担当：越川（跳躍）
E‑mail：kkoshikawa@juntendo.ac.jp
担当：鯉川（中長距離走）
E‑mail：nkoikawa@juntendo.ac.jp
担当：仲村（中長距離走）
E‑mail：aknaka@juntendo.ac.jp
担当：高梨（投擲）
E‑mail：ytakana@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
火曜日 9時〜11時
山崎：1号館5階1522室
越川：1号館5階1525室
鯉川：1号館5階1521室
仲村：1号館5階1524室
高梨：1号館5階1523室
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による１単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
中学校並ひ? に高等学校教諭1種免許状(保健体育)の必修科目 日本スポーツ協会公認コーチ共通科目必修科目
アスレティックトレーナー必修科目 健康運動指導士必修科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
山崎、越川、鯉川 （授業内容）
【予習：0.5時間】
1
、仲村、高梨
オリエンテーション 受講の諸
注意、単位取得の方法、年間 シラバスを熟読し、授業内容全体の理解をしてお
を通し? た授業の流れ、予習復 く。
習 の仕方 について理解する
【復習：0.5時間】
自身の専門種目または興味のある種目についての
（授業方法）
各担当教員から、各種目につい 指導ができるようにするため、教材研究をしてお
ての主な特徴、授業て? の習得 く。
目的と目標、授業内容およひ?
単位取得の観点、安全上の留意
点等について話し、理解しても
らうようにする。
山崎、高梨
【予習：0.5時間】
2
（授業内容）
短距離：短距離走の基本的技術 ・100m走を速く走るためのメカニズムをテキスト
理論を理解する。最高疾走速度 で学んでおく。
を発生させるための理論と実践 ・砲丸投フォームの変遷とルールについて配布資
料を確認する
を行う。
投擲 砲丸投の基本(ルール、
安全管理の方法など)について 【復習：0.5時間】
学習し理解をする。
・重心位置、前傾、ストライド長、足、膝、股関
節角度などの走速度に関わる部位について覚える
（授業方法）
短距離：ヒ? ッチ・ストライト 。
? 長を生むためのメカニス? ム ・投擲の動作イメージの練習を行う
を学ひ? 、ます? はストライト
? 長を伸は? す方法について学
ふ? 。
投擲：実際に砲丸やメディシン
ボールを使 って、砲丸投の動
き作りをする。
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山崎、高梨
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山崎、高梨
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山崎、高梨

（授業内容）
短距離：最高疾走速度を発生さ
せるための技術を円滑に行える
ようにする。スタート方法につ
いて学ふ? 。リレーのバトンパ
ス方法について学ぶ。
投擲 砲丸投(重さに慣れる・
突き出し)の基本的動作を習得
する。

【予習：0.5時間】
・３種類のクラウチング・スタートについけ覚え
る。
・砲丸投の基本的動作について、配布資料、動画
検索などを活用し基本的な動きをチェックする
【復習：0.5時間】

・角運動保存の法則、作用反作用のようごもりか
いしておく。
（授業方法）
短距離：様々なクラウチンク? ・動きのイメージを確認する
スタートの方法を実践し、自身
にあった技術を選択する。様々
なリレーにおけるバトンパス技
術を実践する。
投擲：男子5.45kg、女子2.721k
gの重さの砲丸を多く投げるこ
とで慣れる。突き出しの基本的
動作を繰り返し行い習得する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ハードル：ハート? ル走の基本 ・ハードル走について、配布資料を熟読して用語
動作を学ふ? 。抜き脚、振り上 投を理解しておく。
・グライド動作の習得と突出し動作の確認
け? 脚動作を理解する。
投擲：砲丸投(グライド) グラ
イド動作の導入と基本の習得
【復習：0.5時間】
（授業方法）
ハードル：恐怖感を取り除くト ・用語が理解でき、身体表現ができているかをチ
レーニンク? 方法を学ひ? 、ハ ェックする．
ート? ルの特徴的動作て? ある ・実際にグライド動作を用いて砲丸を投げ、グラ
イド動作から突 出しのイメージをつくる。
抜き脚動作を実践する。
投擲：グライド動作を習得する
ために、まずは砲丸を持たずに
動作練習を行う。その後、実際
に砲丸を投げる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ハードル：ハート? ル間インタ ・配布資料のハードル走のトレーニング方法を理
ーハ? ルをリス? ムよく走れる 解しておくこと。
・グライド動作動作のイメージをおこなう
ようにする。
投擲 砲丸投(グライドの完成)
グライド動作の習熟
【復習：0.5時間】
（授業方法）
ハードル：ミニハート? ルを用
いて、インタ ーハ? ルを走破 ・ハードル走の局面（スプリント走〜踏切〜空中
するための必要 ストライト? 動作〜着地〜スプリント走）の流れの中で分習し
長の確保、インターハ? ルのリ た指導方法についてまとめる。
ス? ムおよひ? インターハ? ル ・グライド動作から突出しまでの流れをチェック
からのシ? ャンフ? 動作を習得 する
する。
投擲：砲丸を繰り返しグライド
動作を用いて投げることでグラ
イド動作の習熟を図る。
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山崎、高梨

（授業内容）
ハードル：前半：第1ハート?
ルから第5ハート? ルまでを完
成させる。
投擲 砲丸投の測定方法

（授業方法）
ハードル：スタートからのハー
ドルへのアプローチを行う。
スタートからハードルを連続し
て跳ぶ。
投擲 競技会形式で測定をする
ための方法を学習する。実際に
競技会形式で測定を行う。
山崎、高梨
（授業内容）
短距離/ハードル：短距離・ハ
ート? ル走の実習効果の測定
投擲 砲丸投(サークルからの
投擲)、ルールの理解と実践、
審判方法、記録の測定
（授業方法）
短距離/ハードル：前半：短距
離走、ハート? ル走を実践的に
行い、測定する。ハート? ル走
は測定後、さらに記録を伸は?
すための指導を受け、再度挑戦
する 。
投擲 実際に記録を測定し、測
定方法について理解する。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走高跳における跳躍フォ
ームの変遷とルールを理解する
。走高跳の基本動作を取得する
。
中長距離 ジョギングを通して
、個別性を重視する必要性と効
果について理解を深める。
（授業方法）
跳躍 走高跳における助走、踏
切、ドリルの基本動作を実践す
る。
中長距離 ゆっくりとしたペー
スでのジョギングにより、現状
の体力を把握し、ジョギングの
効果や有効性に加え、注意点等
も解説する。
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【予習：0.5時間】
・ハードル走を速く走るためのメカニズムについ
て、それぞれのハードル種目の相違点について配
布資料を参考にまとめてくる。
・投擲動作の全体的な流れを確認する
【復習：0.5時間】
・自身の測定した結果から、改善点とその指導方
法についてまとめる。
・投擲動作の全体的流れをイメージし正しい動作
を確認する

【予習：0.5時間】
・体調を整えて授業に臨む．
・投擲動作の全体的流れをイメージし正しい動作
を確認する
【復習：0.5時間】
・自身の測定した結果から、かいぜんてんどお
・ルール、審判方法、記録の測定方法について確
認する

【予習：0.5時間】
・走高跳の跳躍方法について調べる。
・長距離走者に必要な条件を調べる。
【復習：0.5時間】
・走高跳における助走ー踏切動作についてイメー
ジする 。
・ジョギングの有効性を意識し、体調に合わせた
ジョギングを行う。
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越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 背面跳における助走の走
り方、踏切・空中動作の流れを
つかむ。
中長距離 効率の良いランニン
グフォーム習得のためのランニ
ングドリルについて学習する。
（授業方法）
跳躍 助走、踏切、空中動作の
分習を行い、一連の動きを行う
。
中長距離 ランニングドリルの
模範を見せ、ポイントを解説す
る。正確に行われているか確認
する。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 競技会のルールについて
学ぶ。背面跳びにおける空中動
作を習得する。
中長距離 12分間走の目的と意
義について理解を深める。
（授業方法）
跳躍
中長距離 12分間走を行い、最
大酸素摂取量に照らし合わせ、
持久的能力の確認と12間走につ
いて解説する。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走幅跳のルールと助走を
理解する。
中長距離 インターバルトレー
ニングの目的や効果、方法につ
いて学習する。
（授業方法）
跳躍 助走距離の決定方法と足
の合わせ方を習得する。
中長距離 インターバルトレー
ニングについて質疑応答を行い
、このトレーニングのポイント
を解説する。レベルに応じたグ
ループを編成し、実際にインタ
ーバルトレーニングを行う。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走幅跳における競技会形
式での跳躍練習を行い、ルール
と動作について実践する。
中長距離 ウォーキングおよび
L・S・D（Long Slow Distance
）の目的と効果を学習する。
（授業方法）
跳躍 走幅跳の実習効果を測定
する。3回ずつの跳躍でフォー
ムをチェックする。
中長距離 ウォーキングおよび
L・S・D（Long Slow Distance
）の目的と効果について解説す
る。また、異なるサーフェスで
のランニングを行う。
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【予習：0.5時間】
・走高跳について図書館などで動画検索し、動き
を理解する。
・授業で配布した資料から目的や方法を確認する
。
【復習：0.5時間】
・走高跳に関する専門的用語を学んでおく。動き
のイメージを確認する。
・ランニングドリルのポイントをまとめる。

【予習：0.5時間】
・助走の長さについて配布資料等で確認しておく
・12分間走について調べる。
【復習：0.5時間】
・背面跳びのイメージを作る
・12分間走と最大酸素摂取量について考察する。

【予習：0.5時間】
・走幅跳のイメージを作るため、配布資料を熟読
し、website等で 実際の試技を調査しておく。
・インターバルトレーニングについて課題レポー
トを作成する。
【復習：0.5時間】
・実際の助走の長さを確認しておく。助走をイメ
ージし正しい踏切を確認する。
・授業で行ったインターバルトレーニングと心拍
数の変動について考察する。

【予習：0.5時間】
・フィニッシュのイメージを正しく行う。
・ウォーキングの効果を調べる。
【復習：0.5時間】
・助走から踏切、着地までのすべてのフォームを
安定させるようなイメージを作っておく。 前期
の学習内容を復習しておく。
・LSDの効果と注意する点に関してレポートを作
成する。
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越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走幅跳の実習効果の測定
をする。
中長距離 中長距離走の総括お
よび実習評価の測定を行う。
（授業方法）
跳躍 記録会形式で計測しフォ
ームをチェックし、改善点を見
出すために、指導 者からのフ
ィードバックおよび受講者同士
のディスカッションを行う。
中長距離 中長距離の単元を振
り返りミニテストで理解度を確
認する。実技テストでは、中距
離走か長距離走を選択させ実施
する。
山崎、越川、鯉川 （授業内容）
、仲村、高梨
本授業で行なった種目について
の測定を行う。
（授業方法）
４グループに分類し、授業内で
行なった測定よりもさらに記録
を伸ばすことをおころ見る。

【予習：0.5時間】
・受講中、安全に試技ができるようにするため体
調管理を万全に行う。
・実習効果測定に対する準備を行う。
【復習：0.5時間】
・実践での改善点、修正するための指導方法につ
いてまとめる。
・中長距離走の総括レポートを作成する。

【予習：0.5時間】
体調を整え，計測に備えた実技種目について練習
をしておく。
【復習：0.5時間】
それぞれ実施した競技種目についての復習をし
ておく。

定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

陸上運動
Intermediate Track and Field

授業形態
開講学期

実技
後期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 山崎 一彦
科目担当者
越川一紀，鯉川なつえ，仲村明，高梨雄太
授業概要
【授業全体の内容】
走跳投（短距離・ハードル・リレー・中距離・長距離・跳躍・投てき）の競技特性を理解し実践する。
1. 短距離走は、スタート技術、最高疾走速度の獲得、ハードル走は抜き脚の正確な動作、ハードル間インタ
ーバルおよび一連の動き（踏切，空中，着地）のハードルクリアランスの正確性、リレーは、バトンゾーンで
の減速を軽減し、パトンパスを正確に実践し、指導方法について理解する。
2. 中長距離走は、インターバルトレーニング、12分間走、ランニングエコノミーなどの持久走を実践し、指
導方法について理解する。
3. 跳躍は、走高跳・走幅跳の踏切、空中動作、クリアランス、あふり動作、頸反射などの動作を実践し、指
導方法について理解する。
4. 投てきは、砲丸投げのグライド投法による力の伝達方法を実践し、指導方法について理解する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「スホ? ーツ科学分野の専門的な知識と技能」及ひ? 「スホ? ーツ科学分野の専門的な実践力」
という学位授与方針の達成に寄与する。
【授業の到達目標】
1.走跳投の基本的動作とルールを理解て? きる
2.走跳投の基本的動作およひ? 技術を獲得て? きる
3.走跳投の指導方法を習得て? きる
成績評価
【成績評価の基準】※「授業の到達目標」に対応した成績基準を設定してください。
1.各種目に関して基本的な運動技術の習得か? て? きたか実習効果測定値にて評価する
2. 学習意欲を評価する
3. 各種目の基本的理解か? て? きているか評価する
【成績評価の方法】
課題レホ? ート4回(40%)、実技試験(50%)、平常点(10%)を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
実技か? て? きる服装、シュース? を着用すること。たた? し、危険防止のためスハ? イクシュース? の使用
は禁止とする。 また、基本的に見学は実習科目て? あるため原則認めない。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
・4種目(短距離、ハート? ル、長距離、跳躍、投擲)において、 それそ? れ2/3以上の出席か? ない場合は、
その種 目の実技試験資格を認めない。
・各種目の実技試験を受験した上て? 、平均100点中平均60点以上を獲得しなけれは? ならない。たた? し、4
種目の うち最低2種目は、単独て? 6 0点以上を獲得しなけれは? ならない。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
課題レホ? ートは、予習課題の場合は当該授業内て? 解説を行う。復習課題の場合は、翌週の授業て? 解説す
る。
【テキスト・参考書等】
必要な資料は、授業中に適宜配布します。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：山崎（短距離走，ハードル走，リレー）
E‑mail：kayamaza@juntendo.ac.jp
担当：越川（跳躍）
E‑mail：kkoshikawa@juntendo.ac.jp
担当：鯉川（中長距離走）
E‑mail：nkoikawa@juntendo.ac.jp
担当：仲村（中長距離走）
E‑mail：aknaka@juntendo.ac.jp
担当：高梨（投擲）
E‑mail：ytakana@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
火曜日 9時〜11時
山崎：1号館5階1522室
越川：1号館5階1525室
鯉川：1号館5階1521室
仲村：1号館5階1524室
高梨：1号館5階1523室
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による１単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
中学校並ひ? に高等学校教諭1種免許状(保健体育)の必修科目 日本スポーツ協会公認コーチ共通科目必修科目
アスレティックトレーナー必修科目 健康運動指導士必修科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
山崎、越川、鯉川 （授業内容）
【予習：0.5時間】
1
、仲村、高梨
オリエンテーション 受講の諸
注意、単位取得の方法、年間 シラバスを熟読し、授業内容全体の理解をしてお
を通し? た授業の流れ、予習復 く。
習 の仕方 について理解する
【復習：0.5時間】
自身の専門種目または興味のある種目についての
（授業方法）
各担当教員から、各種目につい 指導ができるようにするため、教材研究をしてお
ての主な特徴、授業て? の習得 く。
目的と目標、授業内容およひ?
単位取得の観点、安全上の留意
点等について話し、理解しても
らうようにする。
山崎、高梨
【予習：0.5時間】
2
（授業内容）
短距離：短距離走の基本的技術 ・100m走を速く走るためのメカニズムをテキスト
理論を理解する。最高疾走速度 で学んでおく。
を発生させるための理論と実践 ・砲丸投フォームの変遷とルールについて配布資
料を確認する
を行う。
投擲 砲丸投の基本(ルール、
安全管理の方法など)について 【復習：0.5時間】
学習し理解をする。
・重心位置、前傾、ストライド長、足、膝、股関
節角度などの走速度に関わる部位について覚える
（授業方法）
短距離：ヒ? ッチ・ストライト 。
? 長を生むためのメカニス? ム ・投擲の動作イメージの練習を行う
を学ひ? 、ます? はストライト
? 長を伸は? す方法について学
ふ? 。
投擲：実際に砲丸やメディシン
ボールを使 って、砲丸投の動
き作りをする。
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山崎、高梨
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山崎、高梨

5

山崎、高梨

（授業内容）
短距離：最高疾走速度を発生さ
せるための技術を円滑に行える
ようにする。スタート方法につ
いて学ふ? 。リレーのバトンパ
ス方法について学ぶ。
投擲 砲丸投(重さに慣れる・
突き出し)の基本的動作を習得
する。

【予習：0.5時間】
・３種類のクラウチング・スタートについけ覚え
る。
・砲丸投の基本的動作について、配布資料、動画
検索などを活用し基本的な動きをチェックする
【復習：0.5時間】

・角運動保存の法則、作用反作用のようごもりか
いしておく。
（授業方法）
短距離：様々なクラウチンク? ・動きのイメージを確認する
スタートの方法を実践し、自身
にあった技術を選択する。様々
なリレーにおけるバトンパス技
術を実践する。
投擲：男子5.45kg、女子2.721k
gの重さの砲丸を多く投げるこ
とで慣れる。突き出しの基本的
動作を繰り返し行い習得する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ハードル：ハート? ル走の基本 ・ハードル走について、配布資料を熟読して用語
動作を学ふ? 。抜き脚、振り上 投を理解しておく。
・グライド動作の習得と突出し動作の確認
け? 脚動作を理解する。
投擲：砲丸投(グライド) グラ
イド動作の導入と基本の習得
【復習：0.5時間】
（授業方法）
ハードル：恐怖感を取り除くト ・用語が理解でき、身体表現ができているかをチ
レーニンク? 方法を学ひ? 、ハ ェックする．
ート? ルの特徴的動作て? ある ・実際にグライド動作を用いて砲丸を投げ、グラ
イド動作から突 出しのイメージをつくる。
抜き脚動作を実践する。
投擲：グライド動作を習得する
ために、まずは砲丸を持たずに
動作練習を行う。その後、実際
に砲丸を投げる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ハードル：ハート? ル間インタ ・配布資料のハードル走のトレーニング方法を理
ーハ? ルをリス? ムよく走れる 解しておくこと。
・グライド動作動作のイメージをおこなう
ようにする。
投擲 砲丸投(グライドの完成)
グライド動作の習熟
【復習：0.5時間】
（授業方法）
ハードル：ミニハート? ルを用
いて、インタ ーハ? ルを走破 ・ハードル走の局面（スプリント走〜踏切〜空中
するための必要 ストライト? 動作〜着地〜スプリント走）の流れの中で分習し
長の確保、インターハ? ルのリ た指導方法についてまとめる。
ス? ムおよひ? インターハ? ル ・グライド動作から突出しまでの流れをチェック
からのシ? ャンフ? 動作を習得 する
する。
投擲：砲丸を繰り返しグライド
動作を用いて投げることでグラ
イド動作の習熟を図る。
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山崎、高梨

（授業内容）
ハードル：前半：第1ハート?
ルから第5ハート? ルまでを完
成させる。
投擲 砲丸投の測定方法

（授業方法）
ハードル：スタートからのハー
ドルへのアプローチを行う。
スタートからハードルを連続し
て跳ぶ。
投擲 競技会形式で測定をする
ための方法を学習する。実際に
競技会形式で測定を行う。
山崎、高梨
（授業内容）
短距離/ハードル：短距離・ハ
ート? ル走の実習効果の測定
投擲 砲丸投(サークルからの
投擲)、ルールの理解と実践、
審判方法、記録の測定
（授業方法）
短距離/ハードル：前半：短距
離走、ハート? ル走を実践的に
行い、測定する。ハート? ル走
は測定後、さらに記録を伸は?
すための指導を受け、再度挑戦
する 。
投擲 実際に記録を測定し、測
定方法について理解する。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走高跳における跳躍フォ
ームの変遷とルールを理解する
。走高跳の基本動作を取得する
。
中長距離 ジョギングを通して
、個別性を重視する必要性と効
果について理解を深める。
（授業方法）
跳躍 走高跳における助走、踏
切、ドリルの基本動作を実践す
る。
中長距離 ゆっくりとしたペー
スでのジョギングにより、現状
の体力を把握し、ジョギングの
効果や有効性に加え、注意点等
も解説する。
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【予習：0.5時間】
・ハードル走を速く走るためのメカニズムについ
て、それぞれのハードル種目の相違点について配
布資料を参考にまとめてくる。
・投擲動作の全体的な流れを確認する
【復習：0.5時間】
・自身の測定した結果から、改善点とその指導方
法についてまとめる。
・投擲動作の全体的流れをイメージし正しい動作
を確認する

【予習：0.5時間】
・体調を整えて授業に臨む．
・投擲動作の全体的流れをイメージし正しい動作
を確認する
【復習：0.5時間】
・自身の測定した結果から、かいぜんてんどお
・ルール、審判方法、記録の測定方法について確
認する

【予習：0.5時間】
・走高跳の跳躍方法について調べる。
・長距離走者に必要な条件を調べる。
【復習：0.5時間】
・走高跳における助走ー踏切動作についてイメー
ジする 。
・ジョギングの有効性を意識し、体調に合わせた
ジョギングを行う。
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越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 背面跳における助走の走
り方、踏切・空中動作の流れを
つかむ。
中長距離 効率の良いランニン
グフォーム習得のためのランニ
ングドリルについて学習する。
（授業方法）
跳躍 助走、踏切、空中動作の
分習を行い、一連の動きを行う
。
中長距離 ランニングドリルの
模範を見せ、ポイントを解説す
る。正確に行われているか確認
する。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 競技会のルールについて
学ぶ。背面跳びにおける空中動
作を習得する。
中長距離 12分間走の目的と意
義について理解を深める。
（授業方法）
跳躍
中長距離 12分間走を行い、最
大酸素摂取量に照らし合わせ、
持久的能力の確認と12間走につ
いて解説する。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走幅跳のルールと助走を
理解する。
中長距離 インターバルトレー
ニングの目的や効果、方法につ
いて学習する。
（授業方法）
跳躍 助走距離の決定方法と足
の合わせ方を習得する。
中長距離 インターバルトレー
ニングについて質疑応答を行い
、このトレーニングのポイント
を解説する。レベルに応じたグ
ループを編成し、実際にインタ
ーバルトレーニングを行う。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走幅跳における競技会形
式での跳躍練習を行い、ルール
と動作について実践する。
中長距離 ウォーキングおよび
L・S・D（Long Slow Distance
）の目的と効果を学習する。
（授業方法）
跳躍 走幅跳の実習効果を測定
する。3回ずつの跳躍でフォー
ムをチェックする。
中長距離 ウォーキングおよび
L・S・D（Long Slow Distance
）の目的と効果について解説す
る。また、異なるサーフェスで
のランニングを行う。
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【予習：0.5時間】
・走高跳について図書館などで動画検索し、動き
を理解する。
・授業で配布した資料から目的や方法を確認する
。
【復習：0.5時間】
・走高跳に関する専門的用語を学んでおく。動き
のイメージを確認する。
・ランニングドリルのポイントをまとめる。

【予習：0.5時間】
・助走の長さについて配布資料等で確認しておく
・12分間走について調べる。
【復習：0.5時間】
・背面跳びのイメージを作る
・12分間走と最大酸素摂取量について考察する。

【予習：0.5時間】
・走幅跳のイメージを作るため、配布資料を熟読
し、website等で 実際の試技を調査しておく。
・インターバルトレーニングについて課題レポー
トを作成する。
【復習：0.5時間】
・実際の助走の長さを確認しておく。助走をイメ
ージし正しい踏切を確認する。
・授業で行ったインターバルトレーニングと心拍
数の変動について考察する。

【予習：0.5時間】
・フィニッシュのイメージを正しく行う。
・ウォーキングの効果を調べる。
【復習：0.5時間】
・助走から踏切、着地までのすべてのフォームを
安定させるようなイメージを作っておく。 前期
の学習内容を復習しておく。
・LSDの効果と注意する点に関してレポートを作
成する。
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越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走幅跳の実習効果の測定
をする。
中長距離 中長距離走の総括お
よび実習評価の測定を行う。
（授業方法）
跳躍 記録会形式で計測しフォ
ームをチェックし、改善点を見
出すために、指導 者からのフ
ィードバックおよび受講者同士
のディスカッションを行う。
中長距離 中長距離の単元を振
り返りミニテストで理解度を確
認する。実技テストでは、中距
離走か長距離走を選択させ実施
する。
山崎、越川、鯉川 （授業内容）
、仲村、高梨
本授業で行なった種目について
の測定を行う。
（授業方法）
４グループに分類し、授業内で
行なった測定よりもさらに記録
を伸ばすことをおころ見る。

【予習：0.5時間】
・受講中、安全に試技ができるようにするため体
調管理を万全に行う。
・実習効果測定に対する準備を行う。
【復習：0.5時間】
・実践での改善点、修正するための指導方法につ
いてまとめる。
・中長距離走の総括レポートを作成する。

【予習：0.5時間】
体調を整え，計測に備えた実技種目について練習
をしておく。
【復習：0.5時間】
それぞれ実施した競技種目についての復習をし
ておく。

定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

陸上運動
Intermediate Track and Field

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 山崎 一彦
科目担当者
越川一紀，鯉川なつえ，仲村明，高梨雄太
授業概要
【授業全体の内容】
走跳投（短距離・ハードル・リレー・中距離・長距離・跳躍・投てき）の競技特性を理解し実践する。
1. 短距離走は、スタート技術、最高疾走速度の獲得、ハードル走は抜き脚の正確な動作、ハードル間インタ
ーバルおよび一連の動き（踏切，空中，着地）のハードルクリアランスの正確性、リレーは、バトンゾーンで
の減速を軽減し、パトンパスを正確に実践し、指導方法について理解する。
2. 中長距離走は、インターバルトレーニング、12分間走、ランニングエコノミーなどの持久走を実践し、指
導方法について理解する。
3. 跳躍は、走高跳・走幅跳の踏切、空中動作、クリアランス、あふり動作、頸反射などの動作を実践し、指
導方法について理解する。
4. 投てきは、砲丸投げのグライド投法による力の伝達方法を実践し、指導方法について理解する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「スホ? ーツ科学分野の専門的な知識と技能」及ひ? 「スホ? ーツ科学分野の専門的な実践力」
という学位授与方針の達成に寄与する。
【授業の到達目標】
1.走跳投の基本的動作とルールを理解て? きる
2.走跳投の基本的動作およひ? 技術を獲得て? きる
3.走跳投の指導方法を習得て? きる
成績評価
【成績評価の基準】※「授業の到達目標」に対応した成績基準を設定してください。
1.各種目に関して基本的な運動技術の習得か? て? きたか実習効果測定値にて評価する
2. 学習意欲を評価する
3. 各種目の基本的理解か? て? きているか評価する
【成績評価の方法】
課題レホ? ート4回(40%)、実技試験(50%)、平常点(10%)を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
実技か? て? きる服装、シュース? を着用すること。たた? し、危険防止のためスハ? イクシュース? の使用
は禁止とする。 また、基本的に見学は実習科目て? あるため原則認めない。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
・4種目(短距離、ハート? ル、長距離、跳躍、投擲)において、 それそ? れ2/3以上の出席か? ない場合は、
その種 目の実技試験資格を認めない。
・各種目の実技試験を受験した上て? 、平均100点中平均60点以上を獲得しなけれは? ならない。たた? し、4
種目の うち最低2種目は、単独て? 6 0点以上を獲得しなけれは? ならない。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
課題レホ? ートは、予習課題の場合は当該授業内て? 解説を行う。復習課題の場合は、翌週の授業て? 解説す
る。
【テキスト・参考書等】
必要な資料は、授業中に適宜配布します。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：山崎（短距離走，ハードル走，リレー）
E‑mail：kayamaza@juntendo.ac.jp
担当：越川（跳躍）
E‑mail：kkoshikawa@juntendo.ac.jp
担当：鯉川（中長距離走）
E‑mail：nkoikawa@juntendo.ac.jp
担当：仲村（中長距離走）
E‑mail：aknaka@juntendo.ac.jp
担当：高梨（投擲）
E‑mail：ytakana@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
火曜日 9時〜11時
山崎：1号館5階1522室
越川：1号館5階1525室
鯉川：1号館5階1521室
仲村：1号館5階1524室
高梨：1号館5階1523室
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による１単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
中学校並ひ? に高等学校教諭1種免許状(保健体育)の必修科目 日本スポーツ協会公認コーチ共通科目必修科目
アスレティックトレーナー必修科目 健康運動指導士必修科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
山崎、越川、鯉川 （授業内容）
【予習：0.5時間】
1
、仲村、高梨
オリエンテーション 受講の諸
注意、単位取得の方法、年間 シラバスを熟読し、授業内容全体の理解をしてお
を通し? た授業の流れ、予習復 く。
習 の仕方 について理解する
【復習：0.5時間】
自身の専門種目または興味のある種目についての
（授業方法）
各担当教員から、各種目につい 指導ができるようにするため、教材研究をしてお
ての主な特徴、授業て? の習得 く。
目的と目標、授業内容およひ?
単位取得の観点、安全上の留意
点等について話し、理解しても
らうようにする。
山崎、高梨
【予習：0.5時間】
2
（授業内容）
短距離：短距離走の基本的技術 ・100m走を速く走るためのメカニズムをテキスト
理論を理解する。最高疾走速度 で学んでおく。
を発生させるための理論と実践 ・砲丸投フォームの変遷とルールについて配布資
料を確認する
を行う。
投擲 砲丸投の基本(ルール、
安全管理の方法など)について 【復習：0.5時間】
学習し理解をする。
・重心位置、前傾、ストライド長、足、膝、股関
節角度などの走速度に関わる部位について覚える
（授業方法）
短距離：ヒ? ッチ・ストライト 。
? 長を生むためのメカニス? ム ・投擲の動作イメージの練習を行う
を学ひ? 、ます? はストライト
? 長を伸は? す方法について学
ふ? 。
投擲：実際に砲丸やメディシン
ボールを使 って、砲丸投の動
き作りをする。
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山崎、高梨
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山崎、高梨

5

山崎、高梨

（授業内容）
短距離：最高疾走速度を発生さ
せるための技術を円滑に行える
ようにする。スタート方法につ
いて学ふ? 。リレーのバトンパ
ス方法について学ぶ。
投擲 砲丸投(重さに慣れる・
突き出し)の基本的動作を習得
する。

【予習：0.5時間】
・３種類のクラウチング・スタートについけ覚え
る。
・砲丸投の基本的動作について、配布資料、動画
検索などを活用し基本的な動きをチェックする
【復習：0.5時間】

・角運動保存の法則、作用反作用のようごもりか
いしておく。
（授業方法）
短距離：様々なクラウチンク? ・動きのイメージを確認する
スタートの方法を実践し、自身
にあった技術を選択する。様々
なリレーにおけるバトンパス技
術を実践する。
投擲：男子5.45kg、女子2.721k
gの重さの砲丸を多く投げるこ
とで慣れる。突き出しの基本的
動作を繰り返し行い習得する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ハードル：ハート? ル走の基本 ・ハードル走について、配布資料を熟読して用語
動作を学ふ? 。抜き脚、振り上 投を理解しておく。
・グライド動作の習得と突出し動作の確認
け? 脚動作を理解する。
投擲：砲丸投(グライド) グラ
イド動作の導入と基本の習得
【復習：0.5時間】
（授業方法）
ハードル：恐怖感を取り除くト ・用語が理解でき、身体表現ができているかをチ
レーニンク? 方法を学ひ? 、ハ ェックする．
ート? ルの特徴的動作て? ある ・実際にグライド動作を用いて砲丸を投げ、グラ
イド動作から突 出しのイメージをつくる。
抜き脚動作を実践する。
投擲：グライド動作を習得する
ために、まずは砲丸を持たずに
動作練習を行う。その後、実際
に砲丸を投げる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ハードル：ハート? ル間インタ ・配布資料のハードル走のトレーニング方法を理
ーハ? ルをリス? ムよく走れる 解しておくこと。
・グライド動作動作のイメージをおこなう
ようにする。
投擲 砲丸投(グライドの完成)
グライド動作の習熟
【復習：0.5時間】
（授業方法）
ハードル：ミニハート? ルを用
いて、インタ ーハ? ルを走破 ・ハードル走の局面（スプリント走〜踏切〜空中
するための必要 ストライト? 動作〜着地〜スプリント走）の流れの中で分習し
長の確保、インターハ? ルのリ た指導方法についてまとめる。
ス? ムおよひ? インターハ? ル ・グライド動作から突出しまでの流れをチェック
からのシ? ャンフ? 動作を習得 する
する。
投擲：砲丸を繰り返しグライド
動作を用いて投げることでグラ
イド動作の習熟を図る。
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山崎、高梨

（授業内容）
ハードル：前半：第1ハート?
ルから第5ハート? ルまでを完
成させる。
投擲 砲丸投の測定方法

（授業方法）
ハードル：スタートからのハー
ドルへのアプローチを行う。
スタートからハードルを連続し
て跳ぶ。
投擲 競技会形式で測定をする
ための方法を学習する。実際に
競技会形式で測定を行う。
山崎、高梨
（授業内容）
短距離/ハードル：短距離・ハ
ート? ル走の実習効果の測定
投擲 砲丸投(サークルからの
投擲)、ルールの理解と実践、
審判方法、記録の測定
（授業方法）
短距離/ハードル：前半：短距
離走、ハート? ル走を実践的に
行い、測定する。ハート? ル走
は測定後、さらに記録を伸は?
すための指導を受け、再度挑戦
する 。
投擲 実際に記録を測定し、測
定方法について理解する。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走高跳における跳躍フォ
ームの変遷とルールを理解する
。走高跳の基本動作を取得する
。
中長距離 ジョギングを通して
、個別性を重視する必要性と効
果について理解を深める。
（授業方法）
跳躍 走高跳における助走、踏
切、ドリルの基本動作を実践す
る。
中長距離 ゆっくりとしたペー
スでのジョギングにより、現状
の体力を把握し、ジョギングの
効果や有効性に加え、注意点等
も解説する。
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【予習：0.5時間】
・ハードル走を速く走るためのメカニズムについ
て、それぞれのハードル種目の相違点について配
布資料を参考にまとめてくる。
・投擲動作の全体的な流れを確認する
【復習：0.5時間】
・自身の測定した結果から、改善点とその指導方
法についてまとめる。
・投擲動作の全体的流れをイメージし正しい動作
を確認する

【予習：0.5時間】
・体調を整えて授業に臨む．
・投擲動作の全体的流れをイメージし正しい動作
を確認する
【復習：0.5時間】
・自身の測定した結果から、かいぜんてんどお
・ルール、審判方法、記録の測定方法について確
認する

【予習：0.5時間】
・走高跳の跳躍方法について調べる。
・長距離走者に必要な条件を調べる。
【復習：0.5時間】
・走高跳における助走ー踏切動作についてイメー
ジする 。
・ジョギングの有効性を意識し、体調に合わせた
ジョギングを行う。
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越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 背面跳における助走の走
り方、踏切・空中動作の流れを
つかむ。
中長距離 効率の良いランニン
グフォーム習得のためのランニ
ングドリルについて学習する。
（授業方法）
跳躍 助走、踏切、空中動作の
分習を行い、一連の動きを行う
。
中長距離 ランニングドリルの
模範を見せ、ポイントを解説す
る。正確に行われているか確認
する。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 競技会のルールについて
学ぶ。背面跳びにおける空中動
作を習得する。
中長距離 12分間走の目的と意
義について理解を深める。
（授業方法）
跳躍
中長距離 12分間走を行い、最
大酸素摂取量に照らし合わせ、
持久的能力の確認と12間走につ
いて解説する。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走幅跳のルールと助走を
理解する。
中長距離 インターバルトレー
ニングの目的や効果、方法につ
いて学習する。
（授業方法）
跳躍 助走距離の決定方法と足
の合わせ方を習得する。
中長距離 インターバルトレー
ニングについて質疑応答を行い
、このトレーニングのポイント
を解説する。レベルに応じたグ
ループを編成し、実際にインタ
ーバルトレーニングを行う。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走幅跳における競技会形
式での跳躍練習を行い、ルール
と動作について実践する。
中長距離 ウォーキングおよび
L・S・D（Long Slow Distance
）の目的と効果を学習する。
（授業方法）
跳躍 走幅跳の実習効果を測定
する。3回ずつの跳躍でフォー
ムをチェックする。
中長距離 ウォーキングおよび
L・S・D（Long Slow Distance
）の目的と効果について解説す
る。また、異なるサーフェスで
のランニングを行う。
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【予習：0.5時間】
・走高跳について図書館などで動画検索し、動き
を理解する。
・授業で配布した資料から目的や方法を確認する
。
【復習：0.5時間】
・走高跳に関する専門的用語を学んでおく。動き
のイメージを確認する。
・ランニングドリルのポイントをまとめる。

【予習：0.5時間】
・助走の長さについて配布資料等で確認しておく
・12分間走について調べる。
【復習：0.5時間】
・背面跳びのイメージを作る
・12分間走と最大酸素摂取量について考察する。

【予習：0.5時間】
・走幅跳のイメージを作るため、配布資料を熟読
し、website等で 実際の試技を調査しておく。
・インターバルトレーニングについて課題レポー
トを作成する。
【復習：0.5時間】
・実際の助走の長さを確認しておく。助走をイメ
ージし正しい踏切を確認する。
・授業で行ったインターバルトレーニングと心拍
数の変動について考察する。

【予習：0.5時間】
・フィニッシュのイメージを正しく行う。
・ウォーキングの効果を調べる。
【復習：0.5時間】
・助走から踏切、着地までのすべてのフォームを
安定させるようなイメージを作っておく。 前期
の学習内容を復習しておく。
・LSDの効果と注意する点に関してレポートを作
成する。
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越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走幅跳の実習効果の測定
をする。
中長距離 中長距離走の総括お
よび実習評価の測定を行う。
（授業方法）
跳躍 記録会形式で計測しフォ
ームをチェックし、改善点を見
出すために、指導 者からのフ
ィードバックおよび受講者同士
のディスカッションを行う。
中長距離 中長距離の単元を振
り返りミニテストで理解度を確
認する。実技テストでは、中距
離走か長距離走を選択させ実施
する。
山崎、越川、鯉川 （授業内容）
、仲村、高梨
本授業で行なった種目について
の測定を行う。
（授業方法）
４グループに分類し、授業内で
行なった測定よりもさらに記録
を伸ばすことをおころ見る。

【予習：0.5時間】
・受講中、安全に試技ができるようにするため体
調管理を万全に行う。
・実習効果測定に対する準備を行う。
【復習：0.5時間】
・実践での改善点、修正するための指導方法につ
いてまとめる。
・中長距離走の総括レポートを作成する。

【予習：0.5時間】
体調を整え，計測に備えた実技種目について練習
をしておく。
【復習：0.5時間】
それぞれ実施した競技種目についての復習をし
ておく。

定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

陸上運動
Intermediate Track and Field

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 山崎 一彦
科目担当者
越川一紀，鯉川なつえ，仲村明，高梨雄太
授業概要
【授業全体の内容】
走跳投（短距離・ハードル・リレー・中距離・長距離・跳躍・投てき）の競技特性を理解し実践する。
1. 短距離走は、スタート技術、最高疾走速度の獲得、ハードル走は抜き脚の正確な動作、ハードル間インタ
ーバルおよび一連の動き（踏切，空中，着地）のハードルクリアランスの正確性、リレーは、バトンゾーンで
の減速を軽減し、パトンパスを正確に実践し、指導方法について理解する。
2. 中長距離走は、インターバルトレーニング、12分間走、ランニングエコノミーなどの持久走を実践し、指
導方法について理解する。
3. 跳躍は、走高跳・走幅跳の踏切、空中動作、クリアランス、あふり動作、頸反射などの動作を実践し、指
導方法について理解する。
4. 投てきは、砲丸投げのグライド投法による力の伝達方法を実践し、指導方法について理解する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「スホ? ーツ科学分野の専門的な知識と技能」及ひ? 「スホ? ーツ科学分野の専門的な実践力」
という学位授与方針の達成に寄与する。
【授業の到達目標】
1.走跳投の基本的動作とルールを理解て? きる
2.走跳投の基本的動作およひ? 技術を獲得て? きる
3.走跳投の指導方法を習得て? きる
成績評価
【成績評価の基準】※「授業の到達目標」に対応した成績基準を設定してください。
1.各種目に関して基本的な運動技術の習得か? て? きたか実習効果測定値にて評価する
2. 学習意欲を評価する
3. 各種目の基本的理解か? て? きているか評価する
【成績評価の方法】
課題レホ? ート4回(40%)、実技試験(50%)、平常点(10%)を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
実技か? て? きる服装、シュース? を着用すること。たた? し、危険防止のためスハ? イクシュース? の使用
は禁止とする。 また、基本的に見学は実習科目て? あるため原則認めない。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
・4種目(短距離、ハート? ル、長距離、跳躍、投擲)において、 それそ? れ2/3以上の出席か? ない場合は、
その種 目の実技試験資格を認めない。
・各種目の実技試験を受験した上て? 、平均100点中平均60点以上を獲得しなけれは? ならない。たた? し、4
種目の うち最低2種目は、単独て? 6 0点以上を獲得しなけれは? ならない。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
課題レホ? ートは、予習課題の場合は当該授業内て? 解説を行う。復習課題の場合は、翌週の授業て? 解説す
る。
【テキスト・参考書等】
必要な資料は、授業中に適宜配布します。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：山崎（短距離走，ハードル走，リレー）
E‑mail：kayamaza@juntendo.ac.jp
担当：越川（跳躍）
E‑mail：kkoshikawa@juntendo.ac.jp
担当：鯉川（中長距離走）
E‑mail：nkoikawa@juntendo.ac.jp
担当：仲村（中長距離走）
E‑mail：aknaka@juntendo.ac.jp
担当：高梨（投擲）
E‑mail：ytakana@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
火曜日 9時〜11時
山崎：1号館5階1522室
越川：1号館5階1525室
鯉川：1号館5階1521室
仲村：1号館5階1524室
高梨：1号館5階1523室
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による１単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
中学校並ひ? に高等学校教諭1種免許状(保健体育)の必修科目 日本スポーツ協会公認コーチ共通科目必修科目
アスレティックトレーナー必修科目 健康運動指導士必修科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
山崎、越川、鯉川 （授業内容）
【予習：0.5時間】
1
、仲村、高梨
オリエンテーション 受講の諸
注意、単位取得の方法、年間 シラバスを熟読し、授業内容全体の理解をしてお
を通し? た授業の流れ、予習復 く。
習 の仕方 について理解する
【復習：0.5時間】
自身の専門種目または興味のある種目についての
（授業方法）
各担当教員から、各種目につい 指導ができるようにするため、教材研究をしてお
ての主な特徴、授業て? の習得 く。
目的と目標、授業内容およひ?
単位取得の観点、安全上の留意
点等について話し、理解しても
らうようにする。
山崎、高梨
【予習：0.5時間】
2
（授業内容）
短距離：短距離走の基本的技術 ・100m走を速く走るためのメカニズムをテキスト
理論を理解する。最高疾走速度 で学んでおく。
を発生させるための理論と実践 ・砲丸投フォームの変遷とルールについて配布資
料を確認する
を行う。
投擲 砲丸投の基本(ルール、
安全管理の方法など)について 【復習：0.5時間】
学習し理解をする。
・重心位置、前傾、ストライド長、足、膝、股関
節角度などの走速度に関わる部位について覚える
（授業方法）
短距離：ヒ? ッチ・ストライト 。
? 長を生むためのメカニス? ム ・投擲の動作イメージの練習を行う
を学ひ? 、ます? はストライト
? 長を伸は? す方法について学
ふ? 。
投擲：実際に砲丸やメディシン
ボールを使 って、砲丸投の動
き作りをする。
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3

山崎、高梨

4

山崎、高梨

5

山崎、高梨

（授業内容）
短距離：最高疾走速度を発生さ
せるための技術を円滑に行える
ようにする。スタート方法につ
いて学ふ? 。リレーのバトンパ
ス方法について学ぶ。
投擲 砲丸投(重さに慣れる・
突き出し)の基本的動作を習得
する。

【予習：0.5時間】
・３種類のクラウチング・スタートについけ覚え
る。
・砲丸投の基本的動作について、配布資料、動画
検索などを活用し基本的な動きをチェックする
【復習：0.5時間】

・角運動保存の法則、作用反作用のようごもりか
いしておく。
（授業方法）
短距離：様々なクラウチンク? ・動きのイメージを確認する
スタートの方法を実践し、自身
にあった技術を選択する。様々
なリレーにおけるバトンパス技
術を実践する。
投擲：男子5.45kg、女子2.721k
gの重さの砲丸を多く投げるこ
とで慣れる。突き出しの基本的
動作を繰り返し行い習得する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ハードル：ハート? ル走の基本 ・ハードル走について、配布資料を熟読して用語
動作を学ふ? 。抜き脚、振り上 投を理解しておく。
・グライド動作の習得と突出し動作の確認
け? 脚動作を理解する。
投擲：砲丸投(グライド) グラ
イド動作の導入と基本の習得
【復習：0.5時間】
（授業方法）
ハードル：恐怖感を取り除くト ・用語が理解でき、身体表現ができているかをチ
レーニンク? 方法を学ひ? 、ハ ェックする．
ート? ルの特徴的動作て? ある ・実際にグライド動作を用いて砲丸を投げ、グラ
イド動作から突 出しのイメージをつくる。
抜き脚動作を実践する。
投擲：グライド動作を習得する
ために、まずは砲丸を持たずに
動作練習を行う。その後、実際
に砲丸を投げる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ハードル：ハート? ル間インタ ・配布資料のハードル走のトレーニング方法を理
ーハ? ルをリス? ムよく走れる 解しておくこと。
・グライド動作動作のイメージをおこなう
ようにする。
投擲 砲丸投(グライドの完成)
グライド動作の習熟
【復習：0.5時間】
（授業方法）
ハードル：ミニハート? ルを用
いて、インタ ーハ? ルを走破 ・ハードル走の局面（スプリント走〜踏切〜空中
するための必要 ストライト? 動作〜着地〜スプリント走）の流れの中で分習し
長の確保、インターハ? ルのリ た指導方法についてまとめる。
ス? ムおよひ? インターハ? ル ・グライド動作から突出しまでの流れをチェック
からのシ? ャンフ? 動作を習得 する
する。
投擲：砲丸を繰り返しグライド
動作を用いて投げることでグラ
イド動作の習熟を図る。
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8

山崎、高梨

（授業内容）
ハードル：前半：第1ハート?
ルから第5ハート? ルまでを完
成させる。
投擲 砲丸投の測定方法

（授業方法）
ハードル：スタートからのハー
ドルへのアプローチを行う。
スタートからハードルを連続し
て跳ぶ。
投擲 競技会形式で測定をする
ための方法を学習する。実際に
競技会形式で測定を行う。
山崎、高梨
（授業内容）
短距離/ハードル：短距離・ハ
ート? ル走の実習効果の測定
投擲 砲丸投(サークルからの
投擲)、ルールの理解と実践、
審判方法、記録の測定
（授業方法）
短距離/ハードル：前半：短距
離走、ハート? ル走を実践的に
行い、測定する。ハート? ル走
は測定後、さらに記録を伸は?
すための指導を受け、再度挑戦
する 。
投擲 実際に記録を測定し、測
定方法について理解する。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走高跳における跳躍フォ
ームの変遷とルールを理解する
。走高跳の基本動作を取得する
。
中長距離 ジョギングを通して
、個別性を重視する必要性と効
果について理解を深める。
（授業方法）
跳躍 走高跳における助走、踏
切、ドリルの基本動作を実践す
る。
中長距離 ゆっくりとしたペー
スでのジョギングにより、現状
の体力を把握し、ジョギングの
効果や有効性に加え、注意点等
も解説する。
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【予習：0.5時間】
・ハードル走を速く走るためのメカニズムについ
て、それぞれのハードル種目の相違点について配
布資料を参考にまとめてくる。
・投擲動作の全体的な流れを確認する
【復習：0.5時間】
・自身の測定した結果から、改善点とその指導方
法についてまとめる。
・投擲動作の全体的流れをイメージし正しい動作
を確認する

【予習：0.5時間】
・体調を整えて授業に臨む．
・投擲動作の全体的流れをイメージし正しい動作
を確認する
【復習：0.5時間】
・自身の測定した結果から、かいぜんてんどお
・ルール、審判方法、記録の測定方法について確
認する

【予習：0.5時間】
・走高跳の跳躍方法について調べる。
・長距離走者に必要な条件を調べる。
【復習：0.5時間】
・走高跳における助走ー踏切動作についてイメー
ジする 。
・ジョギングの有効性を意識し、体調に合わせた
ジョギングを行う。

9

10

11

12

越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 背面跳における助走の走
り方、踏切・空中動作の流れを
つかむ。
中長距離 効率の良いランニン
グフォーム習得のためのランニ
ングドリルについて学習する。
（授業方法）
跳躍 助走、踏切、空中動作の
分習を行い、一連の動きを行う
。
中長距離 ランニングドリルの
模範を見せ、ポイントを解説す
る。正確に行われているか確認
する。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 競技会のルールについて
学ぶ。背面跳びにおける空中動
作を習得する。
中長距離 12分間走の目的と意
義について理解を深める。
（授業方法）
跳躍
中長距離 12分間走を行い、最
大酸素摂取量に照らし合わせ、
持久的能力の確認と12間走につ
いて解説する。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走幅跳のルールと助走を
理解する。
中長距離 インターバルトレー
ニングの目的や効果、方法につ
いて学習する。
（授業方法）
跳躍 助走距離の決定方法と足
の合わせ方を習得する。
中長距離 インターバルトレー
ニングについて質疑応答を行い
、このトレーニングのポイント
を解説する。レベルに応じたグ
ループを編成し、実際にインタ
ーバルトレーニングを行う。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走幅跳における競技会形
式での跳躍練習を行い、ルール
と動作について実践する。
中長距離 ウォーキングおよび
L・S・D（Long Slow Distance
）の目的と効果を学習する。
（授業方法）
跳躍 走幅跳の実習効果を測定
する。3回ずつの跳躍でフォー
ムをチェックする。
中長距離 ウォーキングおよび
L・S・D（Long Slow Distance
）の目的と効果について解説す
る。また、異なるサーフェスで
のランニングを行う。
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【予習：0.5時間】
・走高跳について図書館などで動画検索し、動き
を理解する。
・授業で配布した資料から目的や方法を確認する
。
【復習：0.5時間】
・走高跳に関する専門的用語を学んでおく。動き
のイメージを確認する。
・ランニングドリルのポイントをまとめる。

【予習：0.5時間】
・助走の長さについて配布資料等で確認しておく
・12分間走について調べる。
【復習：0.5時間】
・背面跳びのイメージを作る
・12分間走と最大酸素摂取量について考察する。

【予習：0.5時間】
・走幅跳のイメージを作るため、配布資料を熟読
し、website等で 実際の試技を調査しておく。
・インターバルトレーニングについて課題レポー
トを作成する。
【復習：0.5時間】
・実際の助走の長さを確認しておく。助走をイメ
ージし正しい踏切を確認する。
・授業で行ったインターバルトレーニングと心拍
数の変動について考察する。

【予習：0.5時間】
・フィニッシュのイメージを正しく行う。
・ウォーキングの効果を調べる。
【復習：0.5時間】
・助走から踏切、着地までのすべてのフォームを
安定させるようなイメージを作っておく。 前期
の学習内容を復習しておく。
・LSDの効果と注意する点に関してレポートを作
成する。

13

14

越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走幅跳の実習効果の測定
をする。
中長距離 中長距離走の総括お
よび実習評価の測定を行う。
（授業方法）
跳躍 記録会形式で計測しフォ
ームをチェックし、改善点を見
出すために、指導 者からのフ
ィードバックおよび受講者同士
のディスカッションを行う。
中長距離 中長距離の単元を振
り返りミニテストで理解度を確
認する。実技テストでは、中距
離走か長距離走を選択させ実施
する。
山崎、越川、鯉川 （授業内容）
、仲村、高梨
本授業で行なった種目について
の測定を行う。
（授業方法）
４グループに分類し、授業内で
行なった測定よりもさらに記録
を伸ばすことをおころ見る。

【予習：0.5時間】
・受講中、安全に試技ができるようにするため体
調管理を万全に行う。
・実習効果測定に対する準備を行う。
【復習：0.5時間】
・実践での改善点、修正するための指導方法につ
いてまとめる。
・中長距離走の総括レポートを作成する。

【予習：0.5時間】
体調を整え，計測に備えた実技種目について練習
をしておく。
【復習：0.5時間】
それぞれ実施した競技種目についての復習をし
ておく。

定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

陸上運動
Intermediate Track and Field

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 山崎 一彦
科目担当者
越川一紀，鯉川なつえ，仲村明，高梨雄太
授業概要
【授業全体の内容】
走跳投（短距離・ハードル・リレー・中距離・長距離・跳躍・投てき）の競技特性を理解し実践する。
1. 短距離走は、スタート技術、最高疾走速度の獲得、ハードル走は抜き脚の正確な動作、ハードル間インタ
ーバルおよび一連の動き（踏切，空中，着地）のハードルクリアランスの正確性、リレーは、バトンゾーンで
の減速を軽減し、パトンパスを正確に実践し、指導方法について理解する。
2. 中長距離走は、インターバルトレーニング、12分間走、ランニングエコノミーなどの持久走を実践し、指
導方法について理解する。
3. 跳躍は、走高跳・走幅跳の踏切、空中動作、クリアランス、あふり動作、頸反射などの動作を実践し、指
導方法について理解する。
4. 投てきは、砲丸投げのグライド投法による力の伝達方法を実践し、指導方法について理解する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「スホ? ーツ科学分野の専門的な知識と技能」及ひ? 「スホ? ーツ科学分野の専門的な実践力」
という学位授与方針の達成に寄与する。
【授業の到達目標】
1.走跳投の基本的動作とルールを理解て? きる
2.走跳投の基本的動作およひ? 技術を獲得て? きる
3.走跳投の指導方法を習得て? きる
成績評価
【成績評価の基準】※「授業の到達目標」に対応した成績基準を設定してください。
1.各種目に関して基本的な運動技術の習得か? て? きたか実習効果測定値にて評価する
2. 学習意欲を評価する
3. 各種目の基本的理解か? て? きているか評価する
【成績評価の方法】
課題レホ? ート4回(40%)、実技試験(50%)、平常点(10%)を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
実技か? て? きる服装、シュース? を着用すること。たた? し、危険防止のためスハ? イクシュース? の使用
は禁止とする。 また、基本的に見学は実習科目て? あるため原則認めない。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
・4種目(短距離、ハート? ル、長距離、跳躍、投擲)において、 それそ? れ2/3以上の出席か? ない場合は、
その種 目の実技試験資格を認めない。
・各種目の実技試験を受験した上て? 、平均100点中平均60点以上を獲得しなけれは? ならない。たた? し、4
種目の うち最低2種目は、単独て? 6 0点以上を獲得しなけれは? ならない。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
課題レホ? ートは、予習課題の場合は当該授業内て? 解説を行う。復習課題の場合は、翌週の授業て? 解説す
る。
【テキスト・参考書等】
必要な資料は、授業中に適宜配布します。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：山崎（短距離走，ハードル走，リレー）
E‑mail：kayamaza@juntendo.ac.jp
担当：越川（跳躍）
E‑mail：kkoshikawa@juntendo.ac.jp
担当：鯉川（中長距離走）
E‑mail：nkoikawa@juntendo.ac.jp
担当：仲村（中長距離走）
E‑mail：aknaka@juntendo.ac.jp
担当：高梨（投擲）
E‑mail：ytakana@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
火曜日 9時〜11時
山崎：1号館5階1522室
越川：1号館5階1525室
鯉川：1号館5階1521室
仲村：1号館5階1524室
高梨：1号館5階1523室
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による１単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
中学校並ひ? に高等学校教諭1種免許状(保健体育)の必修科目 日本スポーツ協会公認コーチ共通科目必修科目
アスレティックトレーナー必修科目 健康運動指導士必修科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
山崎、越川、鯉川 （授業内容）
【予習：0.5時間】
1
、仲村、高梨
オリエンテーション 受講の諸
注意、単位取得の方法、年間 シラバスを熟読し、授業内容全体の理解をしてお
を通し? た授業の流れ、予習復 く。
習 の仕方 について理解する
【復習：0.5時間】
自身の専門種目または興味のある種目についての
（授業方法）
各担当教員から、各種目につい 指導ができるようにするため、教材研究をしてお
ての主な特徴、授業て? の習得 く。
目的と目標、授業内容およひ?
単位取得の観点、安全上の留意
点等について話し、理解しても
らうようにする。
山崎、高梨
【予習：0.5時間】
2
（授業内容）
短距離：短距離走の基本的技術 ・100m走を速く走るためのメカニズムをテキスト
理論を理解する。最高疾走速度 で学んでおく。
を発生させるための理論と実践 ・砲丸投フォームの変遷とルールについて配布資
料を確認する
を行う。
投擲 砲丸投の基本(ルール、
安全管理の方法など)について 【復習：0.5時間】
学習し理解をする。
・重心位置、前傾、ストライド長、足、膝、股関
節角度などの走速度に関わる部位について覚える
（授業方法）
短距離：ヒ? ッチ・ストライト 。
? 長を生むためのメカニス? ム ・投擲の動作イメージの練習を行う
を学ひ? 、ます? はストライト
? 長を伸は? す方法について学
ふ? 。
投擲：実際に砲丸やメディシン
ボールを使 って、砲丸投の動
き作りをする。

2393

3

山崎、高梨

4

山崎、高梨

5

山崎、高梨

（授業内容）
短距離：最高疾走速度を発生さ
せるための技術を円滑に行える
ようにする。スタート方法につ
いて学ふ? 。リレーのバトンパ
ス方法について学ぶ。
投擲 砲丸投(重さに慣れる・
突き出し)の基本的動作を習得
する。

【予習：0.5時間】
・３種類のクラウチング・スタートについけ覚え
る。
・砲丸投の基本的動作について、配布資料、動画
検索などを活用し基本的な動きをチェックする
【復習：0.5時間】

・角運動保存の法則、作用反作用のようごもりか
いしておく。
（授業方法）
短距離：様々なクラウチンク? ・動きのイメージを確認する
スタートの方法を実践し、自身
にあった技術を選択する。様々
なリレーにおけるバトンパス技
術を実践する。
投擲：男子5.45kg、女子2.721k
gの重さの砲丸を多く投げるこ
とで慣れる。突き出しの基本的
動作を繰り返し行い習得する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ハードル：ハート? ル走の基本 ・ハードル走について、配布資料を熟読して用語
動作を学ふ? 。抜き脚、振り上 投を理解しておく。
・グライド動作の習得と突出し動作の確認
け? 脚動作を理解する。
投擲：砲丸投(グライド) グラ
イド動作の導入と基本の習得
【復習：0.5時間】
（授業方法）
ハードル：恐怖感を取り除くト ・用語が理解でき、身体表現ができているかをチ
レーニンク? 方法を学ひ? 、ハ ェックする．
ート? ルの特徴的動作て? ある ・実際にグライド動作を用いて砲丸を投げ、グラ
イド動作から突 出しのイメージをつくる。
抜き脚動作を実践する。
投擲：グライド動作を習得する
ために、まずは砲丸を持たずに
動作練習を行う。その後、実際
に砲丸を投げる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ハードル：ハート? ル間インタ ・配布資料のハードル走のトレーニング方法を理
ーハ? ルをリス? ムよく走れる 解しておくこと。
・グライド動作動作のイメージをおこなう
ようにする。
投擲 砲丸投(グライドの完成)
グライド動作の習熟
【復習：0.5時間】
（授業方法）
ハードル：ミニハート? ルを用
いて、インタ ーハ? ルを走破 ・ハードル走の局面（スプリント走〜踏切〜空中
するための必要 ストライト? 動作〜着地〜スプリント走）の流れの中で分習し
長の確保、インターハ? ルのリ た指導方法についてまとめる。
ス? ムおよひ? インターハ? ル ・グライド動作から突出しまでの流れをチェック
からのシ? ャンフ? 動作を習得 する
する。
投擲：砲丸を繰り返しグライド
動作を用いて投げることでグラ
イド動作の習熟を図る。
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8

山崎、高梨

（授業内容）
ハードル：前半：第1ハート?
ルから第5ハート? ルまでを完
成させる。
投擲 砲丸投の測定方法

（授業方法）
ハードル：スタートからのハー
ドルへのアプローチを行う。
スタートからハードルを連続し
て跳ぶ。
投擲 競技会形式で測定をする
ための方法を学習する。実際に
競技会形式で測定を行う。
山崎、高梨
（授業内容）
短距離/ハードル：短距離・ハ
ート? ル走の実習効果の測定
投擲 砲丸投(サークルからの
投擲)、ルールの理解と実践、
審判方法、記録の測定
（授業方法）
短距離/ハードル：前半：短距
離走、ハート? ル走を実践的に
行い、測定する。ハート? ル走
は測定後、さらに記録を伸は?
すための指導を受け、再度挑戦
する 。
投擲 実際に記録を測定し、測
定方法について理解する。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走高跳における跳躍フォ
ームの変遷とルールを理解する
。走高跳の基本動作を取得する
。
中長距離 ジョギングを通して
、個別性を重視する必要性と効
果について理解を深める。
（授業方法）
跳躍 走高跳における助走、踏
切、ドリルの基本動作を実践す
る。
中長距離 ゆっくりとしたペー
スでのジョギングにより、現状
の体力を把握し、ジョギングの
効果や有効性に加え、注意点等
も解説する。
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【予習：0.5時間】
・ハードル走を速く走るためのメカニズムについ
て、それぞれのハードル種目の相違点について配
布資料を参考にまとめてくる。
・投擲動作の全体的な流れを確認する
【復習：0.5時間】
・自身の測定した結果から、改善点とその指導方
法についてまとめる。
・投擲動作の全体的流れをイメージし正しい動作
を確認する

【予習：0.5時間】
・体調を整えて授業に臨む．
・投擲動作の全体的流れをイメージし正しい動作
を確認する
【復習：0.5時間】
・自身の測定した結果から、かいぜんてんどお
・ルール、審判方法、記録の測定方法について確
認する

【予習：0.5時間】
・走高跳の跳躍方法について調べる。
・長距離走者に必要な条件を調べる。
【復習：0.5時間】
・走高跳における助走ー踏切動作についてイメー
ジする 。
・ジョギングの有効性を意識し、体調に合わせた
ジョギングを行う。

9
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11

12

越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 背面跳における助走の走
り方、踏切・空中動作の流れを
つかむ。
中長距離 効率の良いランニン
グフォーム習得のためのランニ
ングドリルについて学習する。
（授業方法）
跳躍 助走、踏切、空中動作の
分習を行い、一連の動きを行う
。
中長距離 ランニングドリルの
模範を見せ、ポイントを解説す
る。正確に行われているか確認
する。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 競技会のルールについて
学ぶ。背面跳びにおける空中動
作を習得する。
中長距離 12分間走の目的と意
義について理解を深める。
（授業方法）
跳躍
中長距離 12分間走を行い、最
大酸素摂取量に照らし合わせ、
持久的能力の確認と12間走につ
いて解説する。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走幅跳のルールと助走を
理解する。
中長距離 インターバルトレー
ニングの目的や効果、方法につ
いて学習する。
（授業方法）
跳躍 助走距離の決定方法と足
の合わせ方を習得する。
中長距離 インターバルトレー
ニングについて質疑応答を行い
、このトレーニングのポイント
を解説する。レベルに応じたグ
ループを編成し、実際にインタ
ーバルトレーニングを行う。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走幅跳における競技会形
式での跳躍練習を行い、ルール
と動作について実践する。
中長距離 ウォーキングおよび
L・S・D（Long Slow Distance
）の目的と効果を学習する。
（授業方法）
跳躍 走幅跳の実習効果を測定
する。3回ずつの跳躍でフォー
ムをチェックする。
中長距離 ウォーキングおよび
L・S・D（Long Slow Distance
）の目的と効果について解説す
る。また、異なるサーフェスで
のランニングを行う。
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【予習：0.5時間】
・走高跳について図書館などで動画検索し、動き
を理解する。
・授業で配布した資料から目的や方法を確認する
。
【復習：0.5時間】
・走高跳に関する専門的用語を学んでおく。動き
のイメージを確認する。
・ランニングドリルのポイントをまとめる。

【予習：0.5時間】
・助走の長さについて配布資料等で確認しておく
・12分間走について調べる。
【復習：0.5時間】
・背面跳びのイメージを作る
・12分間走と最大酸素摂取量について考察する。

【予習：0.5時間】
・走幅跳のイメージを作るため、配布資料を熟読
し、website等で 実際の試技を調査しておく。
・インターバルトレーニングについて課題レポー
トを作成する。
【復習：0.5時間】
・実際の助走の長さを確認しておく。助走をイメ
ージし正しい踏切を確認する。
・授業で行ったインターバルトレーニングと心拍
数の変動について考察する。

【予習：0.5時間】
・フィニッシュのイメージを正しく行う。
・ウォーキングの効果を調べる。
【復習：0.5時間】
・助走から踏切、着地までのすべてのフォームを
安定させるようなイメージを作っておく。 前期
の学習内容を復習しておく。
・LSDの効果と注意する点に関してレポートを作
成する。
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越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走幅跳の実習効果の測定
をする。
中長距離 中長距離走の総括お
よび実習評価の測定を行う。
（授業方法）
跳躍 記録会形式で計測しフォ
ームをチェックし、改善点を見
出すために、指導 者からのフ
ィードバックおよび受講者同士
のディスカッションを行う。
中長距離 中長距離の単元を振
り返りミニテストで理解度を確
認する。実技テストでは、中距
離走か長距離走を選択させ実施
する。
山崎、越川、鯉川 （授業内容）
、仲村、高梨
本授業で行なった種目について
の測定を行う。
（授業方法）
４グループに分類し、授業内で
行なった測定よりもさらに記録
を伸ばすことをおころ見る。

【予習：0.5時間】
・受講中、安全に試技ができるようにするため体
調管理を万全に行う。
・実習効果測定に対する準備を行う。
【復習：0.5時間】
・実践での改善点、修正するための指導方法につ
いてまとめる。
・中長距離走の総括レポートを作成する。

【予習：0.5時間】
体調を整え，計測に備えた実技種目について練習
をしておく。
【復習：0.5時間】
それぞれ実施した競技種目についての復習をし
ておく。

定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

陸上運動
Intermediate Track and Field

授業形態
開講学期

実技
後期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 山崎 一彦
科目担当者
越川一紀，鯉川なつえ，仲村明，高梨雄太
授業概要
【授業全体の内容】
走跳投（短距離・ハードル・リレー・中距離・長距離・跳躍・投てき）の競技特性を理解し実践する。
1. 短距離走は、スタート技術、最高疾走速度の獲得、ハードル走は抜き脚の正確な動作、ハードル間インタ
ーバルおよび一連の動き（踏切，空中，着地）のハードルクリアランスの正確性、リレーは、バトンゾーンで
の減速を軽減し、パトンパスを正確に実践し、指導方法について理解する。
2. 中長距離走は、インターバルトレーニング、12分間走、ランニングエコノミーなどの持久走を実践し、指
導方法について理解する。
3. 跳躍は、走高跳・走幅跳の踏切、空中動作、クリアランス、あふり動作、頸反射などの動作を実践し、指
導方法について理解する。
4. 投てきは、砲丸投げのグライド投法による力の伝達方法を実践し、指導方法について理解する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「スホ? ーツ科学分野の専門的な知識と技能」及ひ? 「スホ? ーツ科学分野の専門的な実践力」
という学位授与方針の達成に寄与する。
【授業の到達目標】
1.走跳投の基本的動作とルールを理解て? きる
2.走跳投の基本的動作およひ? 技術を獲得て? きる
3.走跳投の指導方法を習得て? きる
成績評価
【成績評価の基準】※「授業の到達目標」に対応した成績基準を設定してください。
1.各種目に関して基本的な運動技術の習得か? て? きたか実習効果測定値にて評価する
2. 学習意欲を評価する
3. 各種目の基本的理解か? て? きているか評価する
【成績評価の方法】
課題レホ? ート4回(40%)、実技試験(50%)、平常点(10%)を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
実技か? て? きる服装、シュース? を着用すること。たた? し、危険防止のためスハ? イクシュース? の使用
は禁止とする。 また、基本的に見学は実習科目て? あるため原則認めない。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
・4種目(短距離、ハート? ル、長距離、跳躍、投擲)において、 それそ? れ2/3以上の出席か? ない場合は、
その種 目の実技試験資格を認めない。
・各種目の実技試験を受験した上て? 、平均100点中平均60点以上を獲得しなけれは? ならない。たた? し、4
種目の うち最低2種目は、単独て? 6 0点以上を獲得しなけれは? ならない。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
課題レホ? ートは、予習課題の場合は当該授業内て? 解説を行う。復習課題の場合は、翌週の授業て? 解説す
る。
【テキスト・参考書等】
必要な資料は、授業中に適宜配布します。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：山崎（短距離走，ハードル走，リレー）
E‑mail：kayamaza@juntendo.ac.jp
担当：越川（跳躍）
E‑mail：kkoshikawa@juntendo.ac.jp
担当：鯉川（中長距離走）
E‑mail：nkoikawa@juntendo.ac.jp
担当：仲村（中長距離走）
E‑mail：aknaka@juntendo.ac.jp
担当：高梨（投擲）
E‑mail：ytakana@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
火曜日 9時〜11時
山崎：1号館5階1522室
越川：1号館5階1525室
鯉川：1号館5階1521室
仲村：1号館5階1524室
高梨：1号館5階1523室
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による１単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
中学校並ひ? に高等学校教諭1種免許状(保健体育)の必修科目 日本スポーツ協会公認コーチ共通科目必修科目
アスレティックトレーナー必修科目 健康運動指導士必修科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
山崎、越川、鯉川 （授業内容）
【予習：0.5時間】
1
、仲村、高梨
オリエンテーション 受講の諸
注意、単位取得の方法、年間 シラバスを熟読し、授業内容全体の理解をしてお
を通し? た授業の流れ、予習復 く。
習 の仕方 について理解する
【復習：0.5時間】
自身の専門種目または興味のある種目についての
（授業方法）
各担当教員から、各種目につい 指導ができるようにするため、教材研究をしてお
ての主な特徴、授業て? の習得 く。
目的と目標、授業内容およひ?
単位取得の観点、安全上の留意
点等について話し、理解しても
らうようにする。
山崎、高梨
【予習：0.5時間】
2
（授業内容）
短距離：短距離走の基本的技術 ・100m走を速く走るためのメカニズムをテキスト
理論を理解する。最高疾走速度 で学んでおく。
を発生させるための理論と実践 ・砲丸投フォームの変遷とルールについて配布資
料を確認する
を行う。
投擲 砲丸投の基本(ルール、
安全管理の方法など)について 【復習：0.5時間】
学習し理解をする。
・重心位置、前傾、ストライド長、足、膝、股関
節角度などの走速度に関わる部位について覚える
（授業方法）
短距離：ヒ? ッチ・ストライト 。
? 長を生むためのメカニス? ム ・投擲の動作イメージの練習を行う
を学ひ? 、ます? はストライト
? 長を伸は? す方法について学
ふ? 。
投擲：実際に砲丸やメディシン
ボールを使 って、砲丸投の動
き作りをする。
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山崎、高梨
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山崎、高梨

5

山崎、高梨

（授業内容）
短距離：最高疾走速度を発生さ
せるための技術を円滑に行える
ようにする。スタート方法につ
いて学ふ? 。リレーのバトンパ
ス方法について学ぶ。
投擲 砲丸投(重さに慣れる・
突き出し)の基本的動作を習得
する。

【予習：0.5時間】
・３種類のクラウチング・スタートについけ覚え
る。
・砲丸投の基本的動作について、配布資料、動画
検索などを活用し基本的な動きをチェックする
【復習：0.5時間】

・角運動保存の法則、作用反作用のようごもりか
いしておく。
（授業方法）
短距離：様々なクラウチンク? ・動きのイメージを確認する
スタートの方法を実践し、自身
にあった技術を選択する。様々
なリレーにおけるバトンパス技
術を実践する。
投擲：男子5.45kg、女子2.721k
gの重さの砲丸を多く投げるこ
とで慣れる。突き出しの基本的
動作を繰り返し行い習得する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ハードル：ハート? ル走の基本 ・ハードル走について、配布資料を熟読して用語
動作を学ふ? 。抜き脚、振り上 投を理解しておく。
・グライド動作の習得と突出し動作の確認
け? 脚動作を理解する。
投擲：砲丸投(グライド) グラ
イド動作の導入と基本の習得
【復習：0.5時間】
（授業方法）
ハードル：恐怖感を取り除くト ・用語が理解でき、身体表現ができているかをチ
レーニンク? 方法を学ひ? 、ハ ェックする．
ート? ルの特徴的動作て? ある ・実際にグライド動作を用いて砲丸を投げ、グラ
イド動作から突 出しのイメージをつくる。
抜き脚動作を実践する。
投擲：グライド動作を習得する
ために、まずは砲丸を持たずに
動作練習を行う。その後、実際
に砲丸を投げる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ハードル：ハート? ル間インタ ・配布資料のハードル走のトレーニング方法を理
ーハ? ルをリス? ムよく走れる 解しておくこと。
・グライド動作動作のイメージをおこなう
ようにする。
投擲 砲丸投(グライドの完成)
グライド動作の習熟
【復習：0.5時間】
（授業方法）
ハードル：ミニハート? ルを用
いて、インタ ーハ? ルを走破 ・ハードル走の局面（スプリント走〜踏切〜空中
するための必要 ストライト? 動作〜着地〜スプリント走）の流れの中で分習し
長の確保、インターハ? ルのリ た指導方法についてまとめる。
ス? ムおよひ? インターハ? ル ・グライド動作から突出しまでの流れをチェック
からのシ? ャンフ? 動作を習得 する
する。
投擲：砲丸を繰り返しグライド
動作を用いて投げることでグラ
イド動作の習熟を図る。
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山崎、高梨

（授業内容）
ハードル：前半：第1ハート?
ルから第5ハート? ルまでを完
成させる。
投擲 砲丸投の測定方法

（授業方法）
ハードル：スタートからのハー
ドルへのアプローチを行う。
スタートからハードルを連続し
て跳ぶ。
投擲 競技会形式で測定をする
ための方法を学習する。実際に
競技会形式で測定を行う。
山崎、高梨
（授業内容）
短距離/ハードル：短距離・ハ
ート? ル走の実習効果の測定
投擲 砲丸投(サークルからの
投擲)、ルールの理解と実践、
審判方法、記録の測定
（授業方法）
短距離/ハードル：前半：短距
離走、ハート? ル走を実践的に
行い、測定する。ハート? ル走
は測定後、さらに記録を伸は?
すための指導を受け、再度挑戦
する 。
投擲 実際に記録を測定し、測
定方法について理解する。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走高跳における跳躍フォ
ームの変遷とルールを理解する
。走高跳の基本動作を取得する
。
中長距離 ジョギングを通して
、個別性を重視する必要性と効
果について理解を深める。
（授業方法）
跳躍 走高跳における助走、踏
切、ドリルの基本動作を実践す
る。
中長距離 ゆっくりとしたペー
スでのジョギングにより、現状
の体力を把握し、ジョギングの
効果や有効性に加え、注意点等
も解説する。
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【予習：0.5時間】
・ハードル走を速く走るためのメカニズムについ
て、それぞれのハードル種目の相違点について配
布資料を参考にまとめてくる。
・投擲動作の全体的な流れを確認する
【復習：0.5時間】
・自身の測定した結果から、改善点とその指導方
法についてまとめる。
・投擲動作の全体的流れをイメージし正しい動作
を確認する

【予習：0.5時間】
・体調を整えて授業に臨む．
・投擲動作の全体的流れをイメージし正しい動作
を確認する
【復習：0.5時間】
・自身の測定した結果から、かいぜんてんどお
・ルール、審判方法、記録の測定方法について確
認する

【予習：0.5時間】
・走高跳の跳躍方法について調べる。
・長距離走者に必要な条件を調べる。
【復習：0.5時間】
・走高跳における助走ー踏切動作についてイメー
ジする 。
・ジョギングの有効性を意識し、体調に合わせた
ジョギングを行う。

9
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11

12

越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 背面跳における助走の走
り方、踏切・空中動作の流れを
つかむ。
中長距離 効率の良いランニン
グフォーム習得のためのランニ
ングドリルについて学習する。
（授業方法）
跳躍 助走、踏切、空中動作の
分習を行い、一連の動きを行う
。
中長距離 ランニングドリルの
模範を見せ、ポイントを解説す
る。正確に行われているか確認
する。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 競技会のルールについて
学ぶ。背面跳びにおける空中動
作を習得する。
中長距離 12分間走の目的と意
義について理解を深める。
（授業方法）
跳躍
中長距離 12分間走を行い、最
大酸素摂取量に照らし合わせ、
持久的能力の確認と12間走につ
いて解説する。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走幅跳のルールと助走を
理解する。
中長距離 インターバルトレー
ニングの目的や効果、方法につ
いて学習する。
（授業方法）
跳躍 助走距離の決定方法と足
の合わせ方を習得する。
中長距離 インターバルトレー
ニングについて質疑応答を行い
、このトレーニングのポイント
を解説する。レベルに応じたグ
ループを編成し、実際にインタ
ーバルトレーニングを行う。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走幅跳における競技会形
式での跳躍練習を行い、ルール
と動作について実践する。
中長距離 ウォーキングおよび
L・S・D（Long Slow Distance
）の目的と効果を学習する。
（授業方法）
跳躍 走幅跳の実習効果を測定
する。3回ずつの跳躍でフォー
ムをチェックする。
中長距離 ウォーキングおよび
L・S・D（Long Slow Distance
）の目的と効果について解説す
る。また、異なるサーフェスで
のランニングを行う。
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【予習：0.5時間】
・走高跳について図書館などで動画検索し、動き
を理解する。
・授業で配布した資料から目的や方法を確認する
。
【復習：0.5時間】
・走高跳に関する専門的用語を学んでおく。動き
のイメージを確認する。
・ランニングドリルのポイントをまとめる。

【予習：0.5時間】
・助走の長さについて配布資料等で確認しておく
・12分間走について調べる。
【復習：0.5時間】
・背面跳びのイメージを作る
・12分間走と最大酸素摂取量について考察する。

【予習：0.5時間】
・走幅跳のイメージを作るため、配布資料を熟読
し、website等で 実際の試技を調査しておく。
・インターバルトレーニングについて課題レポー
トを作成する。
【復習：0.5時間】
・実際の助走の長さを確認しておく。助走をイメ
ージし正しい踏切を確認する。
・授業で行ったインターバルトレーニングと心拍
数の変動について考察する。

【予習：0.5時間】
・フィニッシュのイメージを正しく行う。
・ウォーキングの効果を調べる。
【復習：0.5時間】
・助走から踏切、着地までのすべてのフォームを
安定させるようなイメージを作っておく。 前期
の学習内容を復習しておく。
・LSDの効果と注意する点に関してレポートを作
成する。

13

14

越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走幅跳の実習効果の測定
をする。
中長距離 中長距離走の総括お
よび実習評価の測定を行う。
（授業方法）
跳躍 記録会形式で計測しフォ
ームをチェックし、改善点を見
出すために、指導 者からのフ
ィードバックおよび受講者同士
のディスカッションを行う。
中長距離 中長距離の単元を振
り返りミニテストで理解度を確
認する。実技テストでは、中距
離走か長距離走を選択させ実施
する。
山崎、越川、鯉川 （授業内容）
、仲村、高梨
本授業で行なった種目について
の測定を行う。
（授業方法）
４グループに分類し、授業内で
行なった測定よりもさらに記録
を伸ばすことをおころ見る。

【予習：0.5時間】
・受講中、安全に試技ができるようにするため体
調管理を万全に行う。
・実習効果測定に対する準備を行う。
【復習：0.5時間】
・実践での改善点、修正するための指導方法につ
いてまとめる。
・中長距離走の総括レポートを作成する。

【予習：0.5時間】
体調を整え，計測に備えた実技種目について練習
をしておく。
【復習：0.5時間】
それぞれ実施した競技種目についての復習をし
ておく。

定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

陸上運動
Intermediate Track and Field

授業形態
開講学期

実技
後期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 山崎 一彦
科目担当者
越川一紀，鯉川なつえ，仲村明，高梨雄太
授業概要
【授業全体の内容】
走跳投（短距離・ハードル・リレー・中距離・長距離・跳躍・投てき）の競技特性を理解し実践する。
1. 短距離走は、スタート技術、最高疾走速度の獲得、ハードル走は抜き脚の正確な動作、ハードル間インタ
ーバルおよび一連の動き（踏切，空中，着地）のハードルクリアランスの正確性、リレーは、バトンゾーンで
の減速を軽減し、パトンパスを正確に実践し、指導方法について理解する。
2. 中長距離走は、インターバルトレーニング、12分間走、ランニングエコノミーなどの持久走を実践し、指
導方法について理解する。
3. 跳躍は、走高跳・走幅跳の踏切、空中動作、クリアランス、あふり動作、頸反射などの動作を実践し、指
導方法について理解する。
4. 投てきは、砲丸投げのグライド投法による力の伝達方法を実践し、指導方法について理解する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「スホ? ーツ科学分野の専門的な知識と技能」及ひ? 「スホ? ーツ科学分野の専門的な実践力」
という学位授与方針の達成に寄与する。
【授業の到達目標】
1.走跳投の基本的動作とルールを理解て? きる
2.走跳投の基本的動作およひ? 技術を獲得て? きる
3.走跳投の指導方法を習得て? きる
成績評価
【成績評価の基準】※「授業の到達目標」に対応した成績基準を設定してください。
1.各種目に関して基本的な運動技術の習得か? て? きたか実習効果測定値にて評価する
2. 学習意欲を評価する
3. 各種目の基本的理解か? て? きているか評価する
【成績評価の方法】
課題レホ? ート4回(40%)、実技試験(50%)、平常点(10%)を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
実技か? て? きる服装、シュース? を着用すること。たた? し、危険防止のためスハ? イクシュース? の使用
は禁止とする。 また、基本的に見学は実習科目て? あるため原則認めない。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
・4種目(短距離、ハート? ル、長距離、跳躍、投擲)において、 それそ? れ2/3以上の出席か? ない場合は、
その種 目の実技試験資格を認めない。
・各種目の実技試験を受験した上て? 、平均100点中平均60点以上を獲得しなけれは? ならない。たた? し、4
種目の うち最低2種目は、単独て? 6 0点以上を獲得しなけれは? ならない。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
課題レホ? ートは、予習課題の場合は当該授業内て? 解説を行う。復習課題の場合は、翌週の授業て? 解説す
る。
【テキスト・参考書等】
必要な資料は、授業中に適宜配布します。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：山崎（短距離走，ハードル走，リレー）
E‑mail：kayamaza@juntendo.ac.jp
担当：越川（跳躍）
E‑mail：kkoshikawa@juntendo.ac.jp
担当：鯉川（中長距離走）
E‑mail：nkoikawa@juntendo.ac.jp
担当：仲村（中長距離走）
E‑mail：aknaka@juntendo.ac.jp
担当：高梨（投擲）
E‑mail：ytakana@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
火曜日 9時〜11時
山崎：1号館5階1522室
越川：1号館5階1525室
鯉川：1号館5階1521室
仲村：1号館5階1524室
高梨：1号館5階1523室
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による１単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
中学校並ひ? に高等学校教諭1種免許状(保健体育)の必修科目 日本スポーツ協会公認コーチ共通科目必修科目
アスレティックトレーナー必修科目 健康運動指導士必修科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
山崎、越川、鯉川 （授業内容）
【予習：0.5時間】
1
、仲村、高梨
オリエンテーション 受講の諸
注意、単位取得の方法、年間 シラバスを熟読し、授業内容全体の理解をしてお
を通し? た授業の流れ、予習復 く。
習 の仕方 について理解する
【復習：0.5時間】
自身の専門種目または興味のある種目についての
（授業方法）
各担当教員から、各種目につい 指導ができるようにするため、教材研究をしてお
ての主な特徴、授業て? の習得 く。
目的と目標、授業内容およひ?
単位取得の観点、安全上の留意
点等について話し、理解しても
らうようにする。
山崎、高梨
【予習：0.5時間】
2
（授業内容）
短距離：短距離走の基本的技術 ・100m走を速く走るためのメカニズムをテキスト
理論を理解する。最高疾走速度 で学んでおく。
を発生させるための理論と実践 ・砲丸投フォームの変遷とルールについて配布資
料を確認する
を行う。
投擲 砲丸投の基本(ルール、
安全管理の方法など)について 【復習：0.5時間】
学習し理解をする。
・重心位置、前傾、ストライド長、足、膝、股関
節角度などの走速度に関わる部位について覚える
（授業方法）
短距離：ヒ? ッチ・ストライト 。
? 長を生むためのメカニス? ム ・投擲の動作イメージの練習を行う
を学ひ? 、ます? はストライト
? 長を伸は? す方法について学
ふ? 。
投擲：実際に砲丸やメディシン
ボールを使 って、砲丸投の動
き作りをする。
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山崎、高梨

4

山崎、高梨

5

山崎、高梨

（授業内容）
短距離：最高疾走速度を発生さ
せるための技術を円滑に行える
ようにする。スタート方法につ
いて学ふ? 。リレーのバトンパ
ス方法について学ぶ。
投擲 砲丸投(重さに慣れる・
突き出し)の基本的動作を習得
する。

【予習：0.5時間】
・３種類のクラウチング・スタートについけ覚え
る。
・砲丸投の基本的動作について、配布資料、動画
検索などを活用し基本的な動きをチェックする
【復習：0.5時間】

・角運動保存の法則、作用反作用のようごもりか
いしておく。
（授業方法）
短距離：様々なクラウチンク? ・動きのイメージを確認する
スタートの方法を実践し、自身
にあった技術を選択する。様々
なリレーにおけるバトンパス技
術を実践する。
投擲：男子5.45kg、女子2.721k
gの重さの砲丸を多く投げるこ
とで慣れる。突き出しの基本的
動作を繰り返し行い習得する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ハードル：ハート? ル走の基本 ・ハードル走について、配布資料を熟読して用語
動作を学ふ? 。抜き脚、振り上 投を理解しておく。
・グライド動作の習得と突出し動作の確認
け? 脚動作を理解する。
投擲：砲丸投(グライド) グラ
イド動作の導入と基本の習得
【復習：0.5時間】
（授業方法）
ハードル：恐怖感を取り除くト ・用語が理解でき、身体表現ができているかをチ
レーニンク? 方法を学ひ? 、ハ ェックする．
ート? ルの特徴的動作て? ある ・実際にグライド動作を用いて砲丸を投げ、グラ
イド動作から突 出しのイメージをつくる。
抜き脚動作を実践する。
投擲：グライド動作を習得する
ために、まずは砲丸を持たずに
動作練習を行う。その後、実際
に砲丸を投げる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ハードル：ハート? ル間インタ ・配布資料のハードル走のトレーニング方法を理
ーハ? ルをリス? ムよく走れる 解しておくこと。
・グライド動作動作のイメージをおこなう
ようにする。
投擲 砲丸投(グライドの完成)
グライド動作の習熟
【復習：0.5時間】
（授業方法）
ハードル：ミニハート? ルを用
いて、インタ ーハ? ルを走破 ・ハードル走の局面（スプリント走〜踏切〜空中
するための必要 ストライト? 動作〜着地〜スプリント走）の流れの中で分習し
長の確保、インターハ? ルのリ た指導方法についてまとめる。
ス? ムおよひ? インターハ? ル ・グライド動作から突出しまでの流れをチェック
からのシ? ャンフ? 動作を習得 する
する。
投擲：砲丸を繰り返しグライド
動作を用いて投げることでグラ
イド動作の習熟を図る。
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8

山崎、高梨

（授業内容）
ハードル：前半：第1ハート?
ルから第5ハート? ルまでを完
成させる。
投擲 砲丸投の測定方法

（授業方法）
ハードル：スタートからのハー
ドルへのアプローチを行う。
スタートからハードルを連続し
て跳ぶ。
投擲 競技会形式で測定をする
ための方法を学習する。実際に
競技会形式で測定を行う。
山崎、高梨
（授業内容）
短距離/ハードル：短距離・ハ
ート? ル走の実習効果の測定
投擲 砲丸投(サークルからの
投擲)、ルールの理解と実践、
審判方法、記録の測定
（授業方法）
短距離/ハードル：前半：短距
離走、ハート? ル走を実践的に
行い、測定する。ハート? ル走
は測定後、さらに記録を伸は?
すための指導を受け、再度挑戦
する 。
投擲 実際に記録を測定し、測
定方法について理解する。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走高跳における跳躍フォ
ームの変遷とルールを理解する
。走高跳の基本動作を取得する
。
中長距離 ジョギングを通して
、個別性を重視する必要性と効
果について理解を深める。
（授業方法）
跳躍 走高跳における助走、踏
切、ドリルの基本動作を実践す
る。
中長距離 ゆっくりとしたペー
スでのジョギングにより、現状
の体力を把握し、ジョギングの
効果や有効性に加え、注意点等
も解説する。
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【予習：0.5時間】
・ハードル走を速く走るためのメカニズムについ
て、それぞれのハードル種目の相違点について配
布資料を参考にまとめてくる。
・投擲動作の全体的な流れを確認する
【復習：0.5時間】
・自身の測定した結果から、改善点とその指導方
法についてまとめる。
・投擲動作の全体的流れをイメージし正しい動作
を確認する

【予習：0.5時間】
・体調を整えて授業に臨む．
・投擲動作の全体的流れをイメージし正しい動作
を確認する
【復習：0.5時間】
・自身の測定した結果から、かいぜんてんどお
・ルール、審判方法、記録の測定方法について確
認する

【予習：0.5時間】
・走高跳の跳躍方法について調べる。
・長距離走者に必要な条件を調べる。
【復習：0.5時間】
・走高跳における助走ー踏切動作についてイメー
ジする 。
・ジョギングの有効性を意識し、体調に合わせた
ジョギングを行う。

9

10

11

12

越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 背面跳における助走の走
り方、踏切・空中動作の流れを
つかむ。
中長距離 効率の良いランニン
グフォーム習得のためのランニ
ングドリルについて学習する。
（授業方法）
跳躍 助走、踏切、空中動作の
分習を行い、一連の動きを行う
。
中長距離 ランニングドリルの
模範を見せ、ポイントを解説す
る。正確に行われているか確認
する。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 競技会のルールについて
学ぶ。背面跳びにおける空中動
作を習得する。
中長距離 12分間走の目的と意
義について理解を深める。
（授業方法）
跳躍
中長距離 12分間走を行い、最
大酸素摂取量に照らし合わせ、
持久的能力の確認と12間走につ
いて解説する。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走幅跳のルールと助走を
理解する。
中長距離 インターバルトレー
ニングの目的や効果、方法につ
いて学習する。
（授業方法）
跳躍 助走距離の決定方法と足
の合わせ方を習得する。
中長距離 インターバルトレー
ニングについて質疑応答を行い
、このトレーニングのポイント
を解説する。レベルに応じたグ
ループを編成し、実際にインタ
ーバルトレーニングを行う。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走幅跳における競技会形
式での跳躍練習を行い、ルール
と動作について実践する。
中長距離 ウォーキングおよび
L・S・D（Long Slow Distance
）の目的と効果を学習する。
（授業方法）
跳躍 走幅跳の実習効果を測定
する。3回ずつの跳躍でフォー
ムをチェックする。
中長距離 ウォーキングおよび
L・S・D（Long Slow Distance
）の目的と効果について解説す
る。また、異なるサーフェスで
のランニングを行う。

2408

【予習：0.5時間】
・走高跳について図書館などで動画検索し、動き
を理解する。
・授業で配布した資料から目的や方法を確認する
。
【復習：0.5時間】
・走高跳に関する専門的用語を学んでおく。動き
のイメージを確認する。
・ランニングドリルのポイントをまとめる。

【予習：0.5時間】
・助走の長さについて配布資料等で確認しておく
・12分間走について調べる。
【復習：0.5時間】
・背面跳びのイメージを作る
・12分間走と最大酸素摂取量について考察する。

【予習：0.5時間】
・走幅跳のイメージを作るため、配布資料を熟読
し、website等で 実際の試技を調査しておく。
・インターバルトレーニングについて課題レポー
トを作成する。
【復習：0.5時間】
・実際の助走の長さを確認しておく。助走をイメ
ージし正しい踏切を確認する。
・授業で行ったインターバルトレーニングと心拍
数の変動について考察する。

【予習：0.5時間】
・フィニッシュのイメージを正しく行う。
・ウォーキングの効果を調べる。
【復習：0.5時間】
・助走から踏切、着地までのすべてのフォームを
安定させるようなイメージを作っておく。 前期
の学習内容を復習しておく。
・LSDの効果と注意する点に関してレポートを作
成する。

13

14

越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走幅跳の実習効果の測定
をする。
中長距離 中長距離走の総括お
よび実習評価の測定を行う。
（授業方法）
跳躍 記録会形式で計測しフォ
ームをチェックし、改善点を見
出すために、指導 者からのフ
ィードバックおよび受講者同士
のディスカッションを行う。
中長距離 中長距離の単元を振
り返りミニテストで理解度を確
認する。実技テストでは、中距
離走か長距離走を選択させ実施
する。
山崎、越川、鯉川 （授業内容）
、仲村、高梨
本授業で行なった種目について
の測定を行う。
（授業方法）
４グループに分類し、授業内で
行なった測定よりもさらに記録
を伸ばすことをおころ見る。

【予習：0.5時間】
・受講中、安全に試技ができるようにするため体
調管理を万全に行う。
・実習効果測定に対する準備を行う。
【復習：0.5時間】
・実践での改善点、修正するための指導方法につ
いてまとめる。
・中長距離走の総括レポートを作成する。

【予習：0.5時間】
体調を整え，計測に備えた実技種目について練習
をしておく。
【復習：0.5時間】
それぞれ実施した競技種目についての復習をし
ておく。

定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

陸上運動
Intermediate Track and Field

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 山崎 一彦
科目担当者
越川一紀，鯉川なつえ，仲村明，高梨雄太
授業概要
【授業全体の内容】
走跳投（短距離・ハードル・リレー・中距離・長距離・跳躍・投てき）の競技特性を理解し実践する。
1. 短距離走は、スタート技術、最高疾走速度の獲得、ハードル走は抜き脚の正確な動作、ハードル間インタ
ーバルおよび一連の動き（踏切，空中，着地）のハードルクリアランスの正確性、リレーは、バトンゾーンで
の減速を軽減し、パトンパスを正確に実践し、指導方法について理解する。
2. 中長距離走は、インターバルトレーニング、12分間走、ランニングエコノミーなどの持久走を実践し、指
導方法について理解する。
3. 跳躍は、走高跳・走幅跳の踏切、空中動作、クリアランス、あふり動作、頸反射などの動作を実践し、指
導方法について理解する。
4. 投てきは、砲丸投げのグライド投法による力の伝達方法を実践し、指導方法について理解する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「スホ? ーツ科学分野の専門的な知識と技能」及ひ? 「スホ? ーツ科学分野の専門的な実践力」
という学位授与方針の達成に寄与する。
【授業の到達目標】
1.走跳投の基本的動作とルールを理解て? きる
2.走跳投の基本的動作およひ? 技術を獲得て? きる
3.走跳投の指導方法を習得て? きる
成績評価
【成績評価の基準】※「授業の到達目標」に対応した成績基準を設定してください。
1.各種目に関して基本的な運動技術の習得か? て? きたか実習効果測定値にて評価する
2. 学習意欲を評価する
3. 各種目の基本的理解か? て? きているか評価する
【成績評価の方法】
課題レホ? ート4回(40%)、実技試験(50%)、平常点(10%)を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
実技か? て? きる服装、シュース? を着用すること。たた? し、危険防止のためスハ? イクシュース? の使用
は禁止とする。 また、基本的に見学は実習科目て? あるため原則認めない。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
・4種目(短距離、ハート? ル、長距離、跳躍、投擲)において、 それそ? れ2/3以上の出席か? ない場合は、
その種 目の実技試験資格を認めない。
・各種目の実技試験を受験した上て? 、平均100点中平均60点以上を獲得しなけれは? ならない。たた? し、4
種目の うち最低2種目は、単独て? 6 0点以上を獲得しなけれは? ならない。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
課題レホ? ートは、予習課題の場合は当該授業内て? 解説を行う。復習課題の場合は、翌週の授業て? 解説す
る。
【テキスト・参考書等】
必要な資料は、授業中に適宜配布します。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：山崎（短距離走，ハードル走，リレー）
E‑mail：kayamaza@juntendo.ac.jp
担当：越川（跳躍）
E‑mail：kkoshikawa@juntendo.ac.jp
担当：鯉川（中長距離走）
E‑mail：nkoikawa@juntendo.ac.jp
担当：仲村（中長距離走）
E‑mail：aknaka@juntendo.ac.jp
担当：高梨（投擲）
E‑mail：ytakana@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
火曜日 9時〜11時
山崎：1号館5階1522室
越川：1号館5階1525室
鯉川：1号館5階1521室
仲村：1号館5階1524室
高梨：1号館5階1523室
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による１単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
中学校並ひ? に高等学校教諭1種免許状(保健体育)の必修科目 日本スポーツ協会公認コーチ共通科目必修科目
アスレティックトレーナー必修科目 健康運動指導士必修科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
山崎、越川、鯉川 （授業内容）
【予習：0.5時間】
1
、仲村、高梨
オリエンテーション 受講の諸
注意、単位取得の方法、年間 シラバスを熟読し、授業内容全体の理解をしてお
を通し? た授業の流れ、予習復 く。
習 の仕方 について理解する
【復習：0.5時間】
自身の専門種目または興味のある種目についての
（授業方法）
各担当教員から、各種目につい 指導ができるようにするため、教材研究をしてお
ての主な特徴、授業て? の習得 く。
目的と目標、授業内容およひ?
単位取得の観点、安全上の留意
点等について話し、理解しても
らうようにする。
山崎、高梨
【予習：0.5時間】
2
（授業内容）
短距離：短距離走の基本的技術 ・100m走を速く走るためのメカニズムをテキスト
理論を理解する。最高疾走速度 で学んでおく。
を発生させるための理論と実践 ・砲丸投フォームの変遷とルールについて配布資
料を確認する
を行う。
投擲 砲丸投の基本(ルール、
安全管理の方法など)について 【復習：0.5時間】
学習し理解をする。
・重心位置、前傾、ストライド長、足、膝、股関
節角度などの走速度に関わる部位について覚える
（授業方法）
短距離：ヒ? ッチ・ストライト 。
? 長を生むためのメカニス? ム ・投擲の動作イメージの練習を行う
を学ひ? 、ます? はストライト
? 長を伸は? す方法について学
ふ? 。
投擲：実際に砲丸やメディシン
ボールを使 って、砲丸投の動
き作りをする。
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3

山崎、高梨

4

山崎、高梨

5

山崎、高梨

（授業内容）
短距離：最高疾走速度を発生さ
せるための技術を円滑に行える
ようにする。スタート方法につ
いて学ふ? 。リレーのバトンパ
ス方法について学ぶ。
投擲 砲丸投(重さに慣れる・
突き出し)の基本的動作を習得
する。

【予習：0.5時間】
・３種類のクラウチング・スタートについけ覚え
る。
・砲丸投の基本的動作について、配布資料、動画
検索などを活用し基本的な動きをチェックする
【復習：0.5時間】

・角運動保存の法則、作用反作用のようごもりか
いしておく。
（授業方法）
短距離：様々なクラウチンク? ・動きのイメージを確認する
スタートの方法を実践し、自身
にあった技術を選択する。様々
なリレーにおけるバトンパス技
術を実践する。
投擲：男子5.45kg、女子2.721k
gの重さの砲丸を多く投げるこ
とで慣れる。突き出しの基本的
動作を繰り返し行い習得する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ハードル：ハート? ル走の基本 ・ハードル走について、配布資料を熟読して用語
動作を学ふ? 。抜き脚、振り上 投を理解しておく。
・グライド動作の習得と突出し動作の確認
け? 脚動作を理解する。
投擲：砲丸投(グライド) グラ
イド動作の導入と基本の習得
【復習：0.5時間】
（授業方法）
ハードル：恐怖感を取り除くト ・用語が理解でき、身体表現ができているかをチ
レーニンク? 方法を学ひ? 、ハ ェックする．
ート? ルの特徴的動作て? ある ・実際にグライド動作を用いて砲丸を投げ、グラ
イド動作から突 出しのイメージをつくる。
抜き脚動作を実践する。
投擲：グライド動作を習得する
ために、まずは砲丸を持たずに
動作練習を行う。その後、実際
に砲丸を投げる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ハードル：ハート? ル間インタ ・配布資料のハードル走のトレーニング方法を理
ーハ? ルをリス? ムよく走れる 解しておくこと。
・グライド動作動作のイメージをおこなう
ようにする。
投擲 砲丸投(グライドの完成)
グライド動作の習熟
【復習：0.5時間】
（授業方法）
ハードル：ミニハート? ルを用
いて、インタ ーハ? ルを走破 ・ハードル走の局面（スプリント走〜踏切〜空中
するための必要 ストライト? 動作〜着地〜スプリント走）の流れの中で分習し
長の確保、インターハ? ルのリ た指導方法についてまとめる。
ス? ムおよひ? インターハ? ル ・グライド動作から突出しまでの流れをチェック
からのシ? ャンフ? 動作を習得 する
する。
投擲：砲丸を繰り返しグライド
動作を用いて投げることでグラ
イド動作の習熟を図る。
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7

8

山崎、高梨

（授業内容）
ハードル：前半：第1ハート?
ルから第5ハート? ルまでを完
成させる。
投擲 砲丸投の測定方法

（授業方法）
ハードル：スタートからのハー
ドルへのアプローチを行う。
スタートからハードルを連続し
て跳ぶ。
投擲 競技会形式で測定をする
ための方法を学習する。実際に
競技会形式で測定を行う。
山崎、高梨
（授業内容）
短距離/ハードル：短距離・ハ
ート? ル走の実習効果の測定
投擲 砲丸投(サークルからの
投擲)、ルールの理解と実践、
審判方法、記録の測定
（授業方法）
短距離/ハードル：前半：短距
離走、ハート? ル走を実践的に
行い、測定する。ハート? ル走
は測定後、さらに記録を伸は?
すための指導を受け、再度挑戦
する 。
投擲 実際に記録を測定し、測
定方法について理解する。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走高跳における跳躍フォ
ームの変遷とルールを理解する
。走高跳の基本動作を取得する
。
中長距離 ジョギングを通して
、個別性を重視する必要性と効
果について理解を深める。
（授業方法）
跳躍 走高跳における助走、踏
切、ドリルの基本動作を実践す
る。
中長距離 ゆっくりとしたペー
スでのジョギングにより、現状
の体力を把握し、ジョギングの
効果や有効性に加え、注意点等
も解説する。
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【予習：0.5時間】
・ハードル走を速く走るためのメカニズムについ
て、それぞれのハードル種目の相違点について配
布資料を参考にまとめてくる。
・投擲動作の全体的な流れを確認する
【復習：0.5時間】
・自身の測定した結果から、改善点とその指導方
法についてまとめる。
・投擲動作の全体的流れをイメージし正しい動作
を確認する

【予習：0.5時間】
・体調を整えて授業に臨む．
・投擲動作の全体的流れをイメージし正しい動作
を確認する
【復習：0.5時間】
・自身の測定した結果から、かいぜんてんどお
・ルール、審判方法、記録の測定方法について確
認する

【予習：0.5時間】
・走高跳の跳躍方法について調べる。
・長距離走者に必要な条件を調べる。
【復習：0.5時間】
・走高跳における助走ー踏切動作についてイメー
ジする 。
・ジョギングの有効性を意識し、体調に合わせた
ジョギングを行う。
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11
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越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 背面跳における助走の走
り方、踏切・空中動作の流れを
つかむ。
中長距離 効率の良いランニン
グフォーム習得のためのランニ
ングドリルについて学習する。
（授業方法）
跳躍 助走、踏切、空中動作の
分習を行い、一連の動きを行う
。
中長距離 ランニングドリルの
模範を見せ、ポイントを解説す
る。正確に行われているか確認
する。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 競技会のルールについて
学ぶ。背面跳びにおける空中動
作を習得する。
中長距離 12分間走の目的と意
義について理解を深める。
（授業方法）
跳躍
中長距離 12分間走を行い、最
大酸素摂取量に照らし合わせ、
持久的能力の確認と12間走につ
いて解説する。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走幅跳のルールと助走を
理解する。
中長距離 インターバルトレー
ニングの目的や効果、方法につ
いて学習する。
（授業方法）
跳躍 助走距離の決定方法と足
の合わせ方を習得する。
中長距離 インターバルトレー
ニングについて質疑応答を行い
、このトレーニングのポイント
を解説する。レベルに応じたグ
ループを編成し、実際にインタ
ーバルトレーニングを行う。
越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走幅跳における競技会形
式での跳躍練習を行い、ルール
と動作について実践する。
中長距離 ウォーキングおよび
L・S・D（Long Slow Distance
）の目的と効果を学習する。
（授業方法）
跳躍 走幅跳の実習効果を測定
する。3回ずつの跳躍でフォー
ムをチェックする。
中長距離 ウォーキングおよび
L・S・D（Long Slow Distance
）の目的と効果について解説す
る。また、異なるサーフェスで
のランニングを行う。
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【予習：0.5時間】
・走高跳について図書館などで動画検索し、動き
を理解する。
・授業で配布した資料から目的や方法を確認する
。
【復習：0.5時間】
・走高跳に関する専門的用語を学んでおく。動き
のイメージを確認する。
・ランニングドリルのポイントをまとめる。

【予習：0.5時間】
・助走の長さについて配布資料等で確認しておく
・12分間走について調べる。
【復習：0.5時間】
・背面跳びのイメージを作る
・12分間走と最大酸素摂取量について考察する。

【予習：0.5時間】
・走幅跳のイメージを作るため、配布資料を熟読
し、website等で 実際の試技を調査しておく。
・インターバルトレーニングについて課題レポー
トを作成する。
【復習：0.5時間】
・実際の助走の長さを確認しておく。助走をイメ
ージし正しい踏切を確認する。
・授業で行ったインターバルトレーニングと心拍
数の変動について考察する。

【予習：0.5時間】
・フィニッシュのイメージを正しく行う。
・ウォーキングの効果を調べる。
【復習：0.5時間】
・助走から踏切、着地までのすべてのフォームを
安定させるようなイメージを作っておく。 前期
の学習内容を復習しておく。
・LSDの効果と注意する点に関してレポートを作
成する。
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越川、鯉川、仲村 （授業内容）
跳躍 走幅跳の実習効果の測定
をする。
中長距離 中長距離走の総括お
よび実習評価の測定を行う。
（授業方法）
跳躍 記録会形式で計測しフォ
ームをチェックし、改善点を見
出すために、指導 者からのフ
ィードバックおよび受講者同士
のディスカッションを行う。
中長距離 中長距離の単元を振
り返りミニテストで理解度を確
認する。実技テストでは、中距
離走か長距離走を選択させ実施
する。
山崎、越川、鯉川 （授業内容）
、仲村、高梨
本授業で行なった種目について
の測定を行う。
（授業方法）
４グループに分類し、授業内で
行なった測定よりもさらに記録
を伸ばすことをおころ見る。

【予習：0.5時間】
・受講中、安全に試技ができるようにするため体
調管理を万全に行う。
・実習効果測定に対する準備を行う。
【復習：0.5時間】
・実践での改善点、修正するための指導方法につ
いてまとめる。
・中長距離走の総括レポートを作成する。

【予習：0.5時間】
体調を整え，計測に備えた実技種目について練習
をしておく。
【復習：0.5時間】
それぞれ実施した競技種目についての復習をし
ておく。

定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

水泳
Swimming

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 武田 剛
科目担当者
藤島遥香、古賀大樹
授業概要
【授業全体の内容】
水泳指導の際に指導内容が体現できるように基礎泳力の向上を図る。授業内容は4泳法（クロール、平泳ぎ、
背泳ぎ、バタフライ）の基礎的理論および技術の習得を目指し、４泳法を連続して泳ぐ個人メドレーの練習も
行う。さらに水中運動や水中レジスタンストレーニングを体験し、指導ができるようになることを目指す。
本授業は日本スポーツ協会／日本水泳連盟公認の「水泳教師」と「水泳指導員」実技指導実習内容（四泳法、
潜行、横泳ぎ）を含みます。
【授業の位置づけ】
この科目はスポーツ科学分野の専門的な知識と技能の獲得に貢献する。
【授業の到達目標】
100m個人メドレーで男子は1分５０秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。
泳法違反のない正しいフォームを習得する
成績評価
【成績評価の基準】
100m個人メドレーで男子は1分50秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。（実技試験）
泳法違反のない正しいフォームで四泳法を泳ぐことができる。（実技試験）
授業中の実技練習やグループ（ペア）練習に取り組む状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
実技試験（100m個人メドレー）（70％）
平常点（30％）
履修における留意事項
【履修要件】
施設の使用人数制限のため、指定されたクラスを受講すること。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
準備体操の実施以降からの授業出席の場合は見学となる。
第1回目の授業からプールでの実習を行うため、履修時には水着と水泳帽を準備すること。（学内「啓友会館
」のショップで購入可能）
＜授業で使用する水着や帽子について＞
本授業で使用する水着や帽子（白：色指定）は泳法練習に適したものを着用すること。レジャー用水着での受
講は技能練習に支障をきたすため、競泳用（練習用）の着用が推奨される。帽子には苗字をカタカナで大きく
はっきりと記入し、授業中にこれを着用する。教員は帽子にて学生の氏名を把握するため、帽子を紛失した場
合でも友人等の他人の帽子を着用しないこと。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
試験結果と平常点数は試験の翌週以降に各受講者へフィードバックを行う。
【テキスト・参考書等】
水泳指導教本 改定第二版、公益財団法人日本水泳連盟、大修館書店、購入の必要はなし。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：武田 剛
Email: tutakeda[at]juntendo.ac.jp
*[at]を@に変更してください。
【オフィスアワー】
通年授業期間中の木曜日15:00‑16:00
場所：1号館5階1507室（水泳研究室）
上記の時間には予約に無しに対応しますが、他の学生との時間調整のためできるだけ前日までにEmailで予約
をしてください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、日本スポーツ協会／日本水泳連盟公認資格「水泳教師」と「水泳指導員」の専門科目（講習
）免除科目でもあります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
武田ほか
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
水泳授業内容の概要、成績評価
方法、プール利用上の注意や水 水泳用具の準備をする。
泳用具の使用方法を学び、水泳
授業の授業形態、水慣れの学習 【復習：0.5時間】
プール使用上の注意を安全面と指導効率にわけて
を行う。
ノートにまとめる。
（授業方法）
プールにて実施する。
武田ほか
【復習：１時間】
2
（授業内容）
蹴伸び、浮身、呼吸法の練習を アルキメデスの定理や水中トルク発生原理をノー
行い、水中での重力、浮力、抵 トにまとめる。
抗の理解を深める。

3

武田ほか

4

武田ほか

5

武田ほか

（授業方法）
プールにて実施する。
【復習：１時間】
（授業内容）
クロールのキック（足の動き） クロールのキックとプルの役割、練習方法の注意
とプル（手の動き）を全体の一 点等をノートにまとめる。
斉練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
クロールの手と足のコーティネ
ーションと呼吸方法を全体の一
斉練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
平泳ぎのキック（足の動き）と
プル（手の動き）を全体の一斉
練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
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【復習：１時間】
クロール全体練習の実施方法（学生、学習者の動
線、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイント
）をノートにまとめる。

【復習：１時間】
平泳ぎのキックとプルの役割、練習方法の注意点
等をノートにまとめる。

6

武田ほか

7

武田ほか

8

武田ほか

9

武田ほか

10

武田ほか

11

村山・武田ほか

12

13

村山・武田ほか

村山・武田ほか

（授業内容）
平泳ぎの手と足のコーティネー
ションと呼吸方法を全体の一斉
練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
背泳ぎのキック（足の動き）と
プル（手の動き）を全体の一斉
練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
背泳ぎの手と足のコーティネー
ションと呼吸方法を全体の一斉
練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
バタフライのキック（足の動き
）とプル（手の動き）を全体の
一斉練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
バタフライの手と足のコーティ
ネーションと呼吸方法を全体の
一斉練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
プレテストとして100m個人メド
レーのタイム計測を行い、現状
での到達点を確認する

【復習：１時間】
平泳ぎ全体練習の実施方法（学生、学習者の動線
、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイント）
をノートにまとめる。

【復習：１時間】
背泳ぎのキックとプルの役割、練習方法の注意点
等をノートにまとめる。

【復習：１時間】
背泳ぎ全体練習の実施方法（学生、学習者の動線
、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイント）
をノートにまとめる。

【復習：１時間】
バタフライのキックとプルの役割、練習方法の注
意点等をノートにまとめる。

【復習：１時間】
バタフライ全体練習の実施方法（学生、学習者の
動線、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイン
ト）をノートにまとめる。

【復習：１時間】
プレテストの結果から本試験にむけた自分の課題
と必要な練習方法をノートにまとめる。

（授業方法）
プールにて実施する。
【復習：１時間】
（授業内容）
水中運動（前、後、横、回旋歩 浮力と水の抵抗が運動に負荷に与える影響、各練
きとジャンピング）と水中レジ 習方法の注意点をノートにまとめる。
スタンス運動（5種類）の練習
を行い、指導の見本が実施がで
きるようにする。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
泳技能別／ペア練習。泳力の高
い学生と苦手な学生でペアリン
グを行い、マンツーマン指導を
実施する。苦手な学生の弱点克
服を行う。
（授業方法）
プールにて実施する。

2418

【復習：１時間】
教える側は指導したポイントのまとめと自らの
指導方法に対する自己評価と反省をノートにまと
める。教わる側は指導してもらった内容と自分自
身の泳技能の課題をノートにまとめる
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武田ほか

（授業内容）
後期本試験の100m個人メドレー
のタイム測定を行う。
（授業方法）
プールにて実施する。

定期試験を実施しない

2419

【予習：１時間】
プレテストやペア練習でわかった課題を各自練習
してくる。
【復習：１時間】
試験の結果を踏まえて授業全てのノートを見直し
、加筆や修正事項の有無を確認し、ノート内容の
充実を図る。

授業科目名
英語科目名

水泳
Swimming

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 武田 剛
科目担当者
藤島遥香、古賀大樹
授業概要
【授業全体の内容】
水泳指導の際に指導内容が体現できるように基礎泳力の向上を図る。授業内容は4泳法（クロール、平泳ぎ、
背泳ぎ、バタフライ）の基礎的理論および技術の習得を目指し、４泳法を連続して泳ぐ個人メドレーの練習も
行う。さらに水中運動や水中レジスタンストレーニングを体験し、指導ができるようになることを目指す。
本授業は日本スポーツ協会／日本水泳連盟公認の「水泳教師」と「水泳指導員」実技指導実習内容（四泳法、
潜行、横泳ぎ）を含みます。
【授業の位置づけ】
この科目はスポーツ科学分野の専門的な知識と技能の獲得に貢献する。
【授業の到達目標】
100m個人メドレーで男子は1分５０秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。
泳法違反のない正しいフォームを習得する
成績評価
【成績評価の基準】
100m個人メドレーで男子は1分50秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。（実技試験）
泳法違反のない正しいフォームで四泳法を泳ぐことができる。（実技試験）
授業中の実技練習やグループ（ペア）練習に取り組む状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
実技試験（100m個人メドレー）（70％）
平常点（30％）
履修における留意事項
【履修要件】
施設の使用人数制限のため、指定されたクラスを受講すること。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
準備体操の実施以降からの授業出席の場合は見学となる。
第1回目の授業からプールでの実習を行うため、履修時には水着と水泳帽を準備すること。（学内「啓友会館
」のショップで購入可能）
＜授業で使用する水着や帽子について＞
本授業で使用する水着や帽子（白：色指定）は泳法練習に適したものを着用すること。レジャー用水着での受
講は技能練習に支障をきたすため、競泳用（練習用）の着用が推奨される。帽子には苗字をカタカナで大きく
はっきりと記入し、授業中にこれを着用する。教員は帽子にて学生の氏名を把握するため、帽子を紛失した場
合でも友人等の他人の帽子を着用しないこと。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
試験結果と平常点数は試験の翌週以降に各受講者へフィードバックを行う。
【テキスト・参考書等】
水泳指導教本 改定第二版、公益財団法人日本水泳連盟、大修館書店、購入の必要はなし。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：武田 剛
Email: tutakeda[at]juntendo.ac.jp
*[at]を@に変更してください。
【オフィスアワー】
通年授業期間中の木曜日15:00‑16:00
場所：1号館5階1507室（水泳研究室）
上記の時間には予約に無しに対応しますが、他の学生との時間調整のためできるだけ前日までにEmailで予約
をしてください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、日本スポーツ協会／日本水泳連盟公認資格「水泳教師」と「水泳指導員」の専門科目（講習
）免除科目でもあります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
武田ほか
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
水泳授業内容の概要、成績評価
方法、プール利用上の注意や水 水泳用具の準備をする。
泳用具の使用方法を学び、水泳
授業の授業形態、水慣れの学習 【復習：0.5時間】
プール使用上の注意を安全面と指導効率にわけて
を行う。
ノートにまとめる。
（授業方法）
プールにて実施する。
武田ほか
【復習：１時間】
2
（授業内容）
蹴伸び、浮身、呼吸法の練習を アルキメデスの定理や水中トルク発生原理をノー
行い、水中での重力、浮力、抵 トにまとめる。
抗の理解を深める。

3

武田ほか

4

武田ほか

5

武田ほか

（授業方法）
プールにて実施する。
【復習：１時間】
（授業内容）
クロールのキック（足の動き） クロールのキックとプルの役割、練習方法の注意
とプル（手の動き）を全体の一 点等をノートにまとめる。
斉練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
クロールの手と足のコーティネ
ーションと呼吸方法を全体の一
斉練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
平泳ぎのキック（足の動き）と
プル（手の動き）を全体の一斉
練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
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【復習：１時間】
クロール全体練習の実施方法（学生、学習者の動
線、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイント
）をノートにまとめる。

【復習：１時間】
平泳ぎのキックとプルの役割、練習方法の注意点
等をノートにまとめる。

6

武田ほか

7

武田ほか

8

武田ほか

9

武田ほか

10

武田ほか

11

村山・武田ほか

12

13

村山・武田ほか

村山・武田ほか

（授業内容）
平泳ぎの手と足のコーティネー
ションと呼吸方法を全体の一斉
練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
背泳ぎのキック（足の動き）と
プル（手の動き）を全体の一斉
練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
背泳ぎの手と足のコーティネー
ションと呼吸方法を全体の一斉
練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
バタフライのキック（足の動き
）とプル（手の動き）を全体の
一斉練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
バタフライの手と足のコーティ
ネーションと呼吸方法を全体の
一斉練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
プレテストとして100m個人メド
レーのタイム計測を行い、現状
での到達点を確認する

【復習：１時間】
平泳ぎ全体練習の実施方法（学生、学習者の動線
、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイント）
をノートにまとめる。

【復習：１時間】
背泳ぎのキックとプルの役割、練習方法の注意点
等をノートにまとめる。

【復習：１時間】
背泳ぎ全体練習の実施方法（学生、学習者の動線
、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイント）
をノートにまとめる。

【復習：１時間】
バタフライのキックとプルの役割、練習方法の注
意点等をノートにまとめる。

【復習：１時間】
バタフライ全体練習の実施方法（学生、学習者の
動線、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイン
ト）をノートにまとめる。

【復習：１時間】
プレテストの結果から本試験にむけた自分の課題
と必要な練習方法をノートにまとめる。

（授業方法）
プールにて実施する。
【復習：１時間】
（授業内容）
水中運動（前、後、横、回旋歩 浮力と水の抵抗が運動に負荷に与える影響、各練
きとジャンピング）と水中レジ 習方法の注意点をノートにまとめる。
スタンス運動（5種類）の練習
を行い、指導の見本が実施がで
きるようにする。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
泳技能別／ペア練習。泳力の高
い学生と苦手な学生でペアリン
グを行い、マンツーマン指導を
実施する。苦手な学生の弱点克
服を行う。
（授業方法）
プールにて実施する。
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【復習：１時間】
教える側は指導したポイントのまとめと自らの
指導方法に対する自己評価と反省をノートにまと
める。教わる側は指導してもらった内容と自分自
身の泳技能の課題をノートにまとめる
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武田ほか

（授業内容）
後期本試験の100m個人メドレー
のタイム測定を行う。
（授業方法）
プールにて実施する。

定期試験を実施しない

2423

【予習：１時間】
プレテストやペア練習でわかった課題を各自練習
してくる。
【復習：１時間】
試験の結果を踏まえて授業全てのノートを見直し
、加筆や修正事項の有無を確認し、ノート内容の
充実を図る。

授業科目名
英語科目名

水泳
Swimming

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 武田 剛
科目担当者
藤島遥香、古賀大樹
授業概要
【授業全体の内容】
水泳指導の際に指導内容が体現できるように基礎泳力の向上を図る。授業内容は4泳法（クロール、平泳ぎ、
背泳ぎ、バタフライ）の基礎的理論および技術の習得を目指し、４泳法を連続して泳ぐ個人メドレーの練習も
行う。さらに水中運動や水中レジスタンストレーニングを体験し、指導ができるようになることを目指す。
本授業は日本スポーツ協会／日本水泳連盟公認の「水泳教師」と「水泳指導員」実技指導実習内容（四泳法、
潜行、横泳ぎ）を含みます。
【授業の位置づけ】
この科目はスポーツ科学分野の専門的な知識と技能の獲得に貢献する。
【授業の到達目標】
100m個人メドレーで男子は1分５０秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。
泳法違反のない正しいフォームを習得する
成績評価
【成績評価の基準】
100m個人メドレーで男子は1分50秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。（実技試験）
泳法違反のない正しいフォームで四泳法を泳ぐことができる。（実技試験）
授業中の実技練習やグループ（ペア）練習に取り組む状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
実技試験（100m個人メドレー）（70％）
平常点（30％）
履修における留意事項
【履修要件】
施設の使用人数制限のため、指定されたクラスを受講すること。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
準備体操の実施以降からの授業出席の場合は見学となる。
第1回目の授業からプールでの実習を行うため、履修時には水着と水泳帽を準備すること。（学内「啓友会館
」のショップで購入可能）
＜授業で使用する水着や帽子について＞
本授業で使用する水着や帽子（白：色指定）は泳法練習に適したものを着用すること。レジャー用水着での受
講は技能練習に支障をきたすため、競泳用（練習用）の着用が推奨される。帽子には苗字をカタカナで大きく
はっきりと記入し、授業中にこれを着用する。教員は帽子にて学生の氏名を把握するため、帽子を紛失した場
合でも友人等の他人の帽子を着用しないこと。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
試験結果と平常点数は試験の翌週以降に各受講者へフィードバックを行う。
【テキスト・参考書等】
水泳指導教本 改定第二版、公益財団法人日本水泳連盟、大修館書店、購入の必要はなし。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：武田 剛
Email: tutakeda[at]juntendo.ac.jp
*[at]を@に変更してください。
【オフィスアワー】
通年授業期間中の木曜日15:00‑16:00
場所：1号館5階1507室（水泳研究室）
上記の時間には予約に無しに対応しますが、他の学生との時間調整のためできるだけ前日までにEmailで予約
をしてください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、日本スポーツ協会／日本水泳連盟公認資格「水泳教師」と「水泳指導員」の専門科目（講習
）免除科目でもあります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
武田ほか
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
水泳授業内容の概要、成績評価
方法、プール利用上の注意や水 水泳用具の準備をする。
泳用具の使用方法を学び、水泳
授業の授業形態、水慣れの学習 【復習：0.5時間】
プール使用上の注意を安全面と指導効率にわけて
を行う。
ノートにまとめる。
（授業方法）
プールにて実施する。
武田ほか
【復習：１時間】
2
（授業内容）
蹴伸び、浮身、呼吸法の練習を アルキメデスの定理や水中トルク発生原理をノー
行い、水中での重力、浮力、抵 トにまとめる。
抗の理解を深める。

3

武田ほか

4

武田ほか

5

武田ほか

（授業方法）
プールにて実施する。
【復習：１時間】
（授業内容）
クロールのキック（足の動き） クロールのキックとプルの役割、練習方法の注意
とプル（手の動き）を全体の一 点等をノートにまとめる。
斉練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
クロールの手と足のコーティネ
ーションと呼吸方法を全体の一
斉練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
平泳ぎのキック（足の動き）と
プル（手の動き）を全体の一斉
練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
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【復習：１時間】
クロール全体練習の実施方法（学生、学習者の動
線、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイント
）をノートにまとめる。

【復習：１時間】
平泳ぎのキックとプルの役割、練習方法の注意点
等をノートにまとめる。

6

武田ほか

7

武田ほか

8

武田ほか

9

武田ほか

10

武田ほか

11

村山・武田ほか

12

13

村山・武田ほか

村山・武田ほか

（授業内容）
平泳ぎの手と足のコーティネー
ションと呼吸方法を全体の一斉
練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
背泳ぎのキック（足の動き）と
プル（手の動き）を全体の一斉
練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
背泳ぎの手と足のコーティネー
ションと呼吸方法を全体の一斉
練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
バタフライのキック（足の動き
）とプル（手の動き）を全体の
一斉練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
バタフライの手と足のコーティ
ネーションと呼吸方法を全体の
一斉練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
プレテストとして100m個人メド
レーのタイム計測を行い、現状
での到達点を確認する

【復習：１時間】
平泳ぎ全体練習の実施方法（学生、学習者の動線
、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイント）
をノートにまとめる。

【復習：１時間】
背泳ぎのキックとプルの役割、練習方法の注意点
等をノートにまとめる。

【復習：１時間】
背泳ぎ全体練習の実施方法（学生、学習者の動線
、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイント）
をノートにまとめる。

【復習：１時間】
バタフライのキックとプルの役割、練習方法の注
意点等をノートにまとめる。

【復習：１時間】
バタフライ全体練習の実施方法（学生、学習者の
動線、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイン
ト）をノートにまとめる。

【復習：１時間】
プレテストの結果から本試験にむけた自分の課題
と必要な練習方法をノートにまとめる。

（授業方法）
プールにて実施する。
【復習：１時間】
（授業内容）
水中運動（前、後、横、回旋歩 浮力と水の抵抗が運動に負荷に与える影響、各練
きとジャンピング）と水中レジ 習方法の注意点をノートにまとめる。
スタンス運動（5種類）の練習
を行い、指導の見本が実施がで
きるようにする。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
泳技能別／ペア練習。泳力の高
い学生と苦手な学生でペアリン
グを行い、マンツーマン指導を
実施する。苦手な学生の弱点克
服を行う。
（授業方法）
プールにて実施する。

2426

【復習：１時間】
教える側は指導したポイントのまとめと自らの
指導方法に対する自己評価と反省をノートにまと
める。教わる側は指導してもらった内容と自分自
身の泳技能の課題をノートにまとめる

14

武田ほか

（授業内容）
後期本試験の100m個人メドレー
のタイム測定を行う。
（授業方法）
プールにて実施する。

定期試験を実施しない

2427

【予習：１時間】
プレテストやペア練習でわかった課題を各自練習
してくる。
【復習：１時間】
試験の結果を踏まえて授業全てのノートを見直し
、加筆や修正事項の有無を確認し、ノート内容の
充実を図る。

授業科目名
英語科目名

水泳
Swimming

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 武田 剛
科目担当者
藤島遥香、古賀大樹
授業概要
【授業全体の内容】
水泳指導の際に指導内容が体現できるように基礎泳力の向上を図る。授業内容は4泳法（クロール、平泳ぎ、
背泳ぎ、バタフライ）の基礎的理論および技術の習得を目指し、４泳法を連続して泳ぐ個人メドレーの練習も
行う。さらに水中運動や水中レジスタンストレーニングを体験し、指導ができるようになることを目指す。
本授業は日本スポーツ協会／日本水泳連盟公認の「水泳教師」と「水泳指導員」実技指導実習内容（四泳法、
潜行、横泳ぎ）を含みます。
【授業の位置づけ】
この科目はスポーツ科学分野の専門的な知識と技能の獲得に貢献する。
【授業の到達目標】
100m個人メドレーで男子は1分５０秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。
泳法違反のない正しいフォームを習得する
成績評価
【成績評価の基準】
100m個人メドレーで男子は1分50秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。（実技試験）
泳法違反のない正しいフォームで四泳法を泳ぐことができる。（実技試験）
授業中の実技練習やグループ（ペア）練習に取り組む状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
実技試験（100m個人メドレー）（70％）
平常点（30％）
履修における留意事項
【履修要件】
施設の使用人数制限のため、指定されたクラスを受講すること。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
準備体操の実施以降からの授業出席の場合は見学となる。
第1回目の授業からプールでの実習を行うため、履修時には水着と水泳帽を準備すること。（学内「啓友会館
」のショップで購入可能）
＜授業で使用する水着や帽子について＞
本授業で使用する水着や帽子（白：色指定）は泳法練習に適したものを着用すること。レジャー用水着での受
講は技能練習に支障をきたすため、競泳用（練習用）の着用が推奨される。帽子には苗字をカタカナで大きく
はっきりと記入し、授業中にこれを着用する。教員は帽子にて学生の氏名を把握するため、帽子を紛失した場
合でも友人等の他人の帽子を着用しないこと。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
試験結果と平常点数は試験の翌週以降に各受講者へフィードバックを行う。
【テキスト・参考書等】
水泳指導教本 改定第二版、公益財団法人日本水泳連盟、大修館書店、購入の必要はなし。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：武田 剛
Email: tutakeda[at]juntendo.ac.jp
*[at]を@に変更してください。
【オフィスアワー】
通年授業期間中の木曜日15:00‑16:00
場所：1号館5階1507室（水泳研究室）
上記の時間には予約に無しに対応しますが、他の学生との時間調整のためできるだけ前日までにEmailで予約
をしてください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、日本スポーツ協会／日本水泳連盟公認資格「水泳教師」と「水泳指導員」の専門科目（講習
）免除科目でもあります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
武田ほか
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
水泳授業内容の概要、成績評価
方法、プール利用上の注意や水 水泳用具の準備をする。
泳用具の使用方法を学び、水泳
授業の授業形態、水慣れの学習 【復習：0.5時間】
プール使用上の注意を安全面と指導効率にわけて
を行う。
ノートにまとめる。
（授業方法）
プールにて実施する。
武田ほか
【復習：１時間】
2
（授業内容）
蹴伸び、浮身、呼吸法の練習を アルキメデスの定理や水中トルク発生原理をノー
行い、水中での重力、浮力、抵 トにまとめる。
抗の理解を深める。

3

武田ほか

4

武田ほか

5

武田ほか

（授業方法）
プールにて実施する。
【復習：１時間】
（授業内容）
クロールのキック（足の動き） クロールのキックとプルの役割、練習方法の注意
とプル（手の動き）を全体の一 点等をノートにまとめる。
斉練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
クロールの手と足のコーティネ
ーションと呼吸方法を全体の一
斉練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
平泳ぎのキック（足の動き）と
プル（手の動き）を全体の一斉
練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
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【復習：１時間】
クロール全体練習の実施方法（学生、学習者の動
線、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイント
）をノートにまとめる。

【復習：１時間】
平泳ぎのキックとプルの役割、練習方法の注意点
等をノートにまとめる。

6

武田ほか

7

武田ほか

8

武田ほか

9

武田ほか

10

武田ほか

11

村山・武田ほか

12

13

村山・武田ほか

村山・武田ほか

（授業内容）
平泳ぎの手と足のコーティネー
ションと呼吸方法を全体の一斉
練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
背泳ぎのキック（足の動き）と
プル（手の動き）を全体の一斉
練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
背泳ぎの手と足のコーティネー
ションと呼吸方法を全体の一斉
練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
バタフライのキック（足の動き
）とプル（手の動き）を全体の
一斉練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
バタフライの手と足のコーティ
ネーションと呼吸方法を全体の
一斉練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
プレテストとして100m個人メド
レーのタイム計測を行い、現状
での到達点を確認する

【復習：１時間】
平泳ぎ全体練習の実施方法（学生、学習者の動線
、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイント）
をノートにまとめる。

【復習：１時間】
背泳ぎのキックとプルの役割、練習方法の注意点
等をノートにまとめる。

【復習：１時間】
背泳ぎ全体練習の実施方法（学生、学習者の動線
、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイント）
をノートにまとめる。

【復習：１時間】
バタフライのキックとプルの役割、練習方法の注
意点等をノートにまとめる。

【復習：１時間】
バタフライ全体練習の実施方法（学生、学習者の
動線、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイン
ト）をノートにまとめる。

【復習：１時間】
プレテストの結果から本試験にむけた自分の課題
と必要な練習方法をノートにまとめる。

（授業方法）
プールにて実施する。
【復習：１時間】
（授業内容）
水中運動（前、後、横、回旋歩 浮力と水の抵抗が運動に負荷に与える影響、各練
きとジャンピング）と水中レジ 習方法の注意点をノートにまとめる。
スタンス運動（5種類）の練習
を行い、指導の見本が実施がで
きるようにする。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
泳技能別／ペア練習。泳力の高
い学生と苦手な学生でペアリン
グを行い、マンツーマン指導を
実施する。苦手な学生の弱点克
服を行う。
（授業方法）
プールにて実施する。

2430

【復習：１時間】
教える側は指導したポイントのまとめと自らの
指導方法に対する自己評価と反省をノートにまと
める。教わる側は指導してもらった内容と自分自
身の泳技能の課題をノートにまとめる

14

武田ほか

（授業内容）
後期本試験の100m個人メドレー
のタイム測定を行う。
（授業方法）
プールにて実施する。

定期試験を実施しない

2431

【予習：１時間】
プレテストやペア練習でわかった課題を各自練習
してくる。
【復習：１時間】
試験の結果を踏まえて授業全てのノートを見直し
、加筆や修正事項の有無を確認し、ノート内容の
充実を図る。

授業科目名
英語科目名

水泳
Swimming

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 武田 剛
科目担当者
藤島遥香、古賀大樹
授業概要
【授業全体の内容】
水泳指導の際に指導内容が体現できるように基礎泳力の向上を図る。授業内容は4泳法（クロール、平泳ぎ、
背泳ぎ、バタフライ）の基礎的理論および技術の習得を目指し、４泳法を連続して泳ぐ個人メドレーの練習も
行う。さらに水中運動や水中レジスタンストレーニングを体験し、指導ができるようになることを目指す。
本授業は日本スポーツ協会／日本水泳連盟公認の「水泳教師」と「水泳指導員」実技指導実習内容（四泳法、
潜行、横泳ぎ）を含みます。
【授業の位置づけ】
この科目はスポーツ科学分野の専門的な知識と技能の獲得に貢献する。
【授業の到達目標】
100m個人メドレーで男子は1分５０秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。
泳法違反のない正しいフォームを習得する
成績評価
【成績評価の基準】
100m個人メドレーで男子は1分50秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。（実技試験）
泳法違反のない正しいフォームで四泳法を泳ぐことができる。（実技試験）
授業中の実技練習やグループ（ペア）練習に取り組む状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
実技試験（100m個人メドレー）（70％）
平常点（30％）
履修における留意事項
【履修要件】
施設の使用人数制限のため、指定されたクラスを受講すること。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
準備体操の実施以降からの授業出席の場合は見学となる。
第1回目の授業からプールでの実習を行うため、履修時には水着と水泳帽を準備すること。（学内「啓友会館
」のショップで購入可能）
＜授業で使用する水着や帽子について＞
本授業で使用する水着や帽子（白：色指定）は泳法練習に適したものを着用すること。レジャー用水着での受
講は技能練習に支障をきたすため、競泳用（練習用）の着用が推奨される。帽子には苗字をカタカナで大きく
はっきりと記入し、授業中にこれを着用する。教員は帽子にて学生の氏名を把握するため、帽子を紛失した場
合でも友人等の他人の帽子を着用しないこと。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
試験結果と平常点数は試験の翌週以降に各受講者へフィードバックを行う。
【テキスト・参考書等】
水泳指導教本 改定第二版、公益財団法人日本水泳連盟、大修館書店、購入の必要はなし。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：武田 剛
Email: tutakeda[at]juntendo.ac.jp
*[at]を@に変更してください。
【オフィスアワー】
通年授業期間中の木曜日15:00‑16:00
場所：1号館5階1507室（水泳研究室）
上記の時間には予約に無しに対応しますが、他の学生との時間調整のためできるだけ前日までにEmailで予約
をしてください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、日本スポーツ協会／日本水泳連盟公認資格「水泳教師」と「水泳指導員」の専門科目（講習
）免除科目でもあります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
武田ほか
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
水泳授業内容の概要、成績評価
方法、プール利用上の注意や水 水泳用具の準備をする。
泳用具の使用方法を学び、水泳
授業の授業形態、水慣れの学習 【復習：0.5時間】
プール使用上の注意を安全面と指導効率にわけて
を行う。
ノートにまとめる。
（授業方法）
プールにて実施する。
武田ほか
【復習：１時間】
2
（授業内容）
蹴伸び、浮身、呼吸法の練習を アルキメデスの定理や水中トルク発生原理をノー
行い、水中での重力、浮力、抵 トにまとめる。
抗の理解を深める。

3

武田ほか

4

武田ほか

5

武田ほか

（授業方法）
プールにて実施する。
【復習：１時間】
（授業内容）
クロールのキック（足の動き） クロールのキックとプルの役割、練習方法の注意
とプル（手の動き）を全体の一 点等をノートにまとめる。
斉練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
クロールの手と足のコーティネ
ーションと呼吸方法を全体の一
斉練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
平泳ぎのキック（足の動き）と
プル（手の動き）を全体の一斉
練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
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【復習：１時間】
クロール全体練習の実施方法（学生、学習者の動
線、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイント
）をノートにまとめる。

【復習：１時間】
平泳ぎのキックとプルの役割、練習方法の注意点
等をノートにまとめる。

6

武田ほか

7

武田ほか

8

武田ほか

9

武田ほか

10

武田ほか

11

村山・武田ほか

12

13

村山・武田ほか

村山・武田ほか

（授業内容）
平泳ぎの手と足のコーティネー
ションと呼吸方法を全体の一斉
練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
背泳ぎのキック（足の動き）と
プル（手の動き）を全体の一斉
練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
背泳ぎの手と足のコーティネー
ションと呼吸方法を全体の一斉
練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
バタフライのキック（足の動き
）とプル（手の動き）を全体の
一斉練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
バタフライの手と足のコーティ
ネーションと呼吸方法を全体の
一斉練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
プレテストとして100m個人メド
レーのタイム計測を行い、現状
での到達点を確認する

【復習：１時間】
平泳ぎ全体練習の実施方法（学生、学習者の動線
、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイント）
をノートにまとめる。

【復習：１時間】
背泳ぎのキックとプルの役割、練習方法の注意点
等をノートにまとめる。

【復習：１時間】
背泳ぎ全体練習の実施方法（学生、学習者の動線
、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイント）
をノートにまとめる。

【復習：１時間】
バタフライのキックとプルの役割、練習方法の注
意点等をノートにまとめる。

【復習：１時間】
バタフライ全体練習の実施方法（学生、学習者の
動線、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイン
ト）をノートにまとめる。

【復習：１時間】
プレテストの結果から本試験にむけた自分の課題
と必要な練習方法をノートにまとめる。

（授業方法）
プールにて実施する。
【復習：１時間】
（授業内容）
水中運動（前、後、横、回旋歩 浮力と水の抵抗が運動に負荷に与える影響、各練
きとジャンピング）と水中レジ 習方法の注意点をノートにまとめる。
スタンス運動（5種類）の練習
を行い、指導の見本が実施がで
きるようにする。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
泳技能別／ペア練習。泳力の高
い学生と苦手な学生でペアリン
グを行い、マンツーマン指導を
実施する。苦手な学生の弱点克
服を行う。
（授業方法）
プールにて実施する。

2434

【復習：１時間】
教える側は指導したポイントのまとめと自らの
指導方法に対する自己評価と反省をノートにまと
める。教わる側は指導してもらった内容と自分自
身の泳技能の課題をノートにまとめる

14

武田ほか

（授業内容）
後期本試験の100m個人メドレー
のタイム測定を行う。
（授業方法）
プールにて実施する。

定期試験を実施しない

2435

【予習：１時間】
プレテストやペア練習でわかった課題を各自練習
してくる。
【復習：１時間】
試験の結果を踏まえて授業全てのノートを見直し
、加筆や修正事項の有無を確認し、ノート内容の
充実を図る。

授業科目名
英語科目名

水泳
Swimming

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 武田 剛
科目担当者
藤島遥香、古賀大樹
授業概要
【授業全体の内容】
水泳指導の際に指導内容が体現できるように基礎泳力の向上を図る。授業内容は4泳法（クロール、平泳ぎ、
背泳ぎ、バタフライ）の基礎的理論および技術の習得を目指し、４泳法を連続して泳ぐ個人メドレーの練習も
行う。さらに水中運動や水中レジスタンストレーニングを体験し、指導ができるようになることを目指す。
本授業は日本スポーツ協会／日本水泳連盟公認の「水泳教師」と「水泳指導員」実技指導実習内容（四泳法、
潜行、横泳ぎ）を含みます。
【授業の位置づけ】
この科目はスポーツ科学分野の専門的な知識と技能の獲得に貢献する。
【授業の到達目標】
100m個人メドレーで男子は1分５０秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。
泳法違反のない正しいフォームを習得する
成績評価
【成績評価の基準】
100m個人メドレーで男子は1分50秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。（実技試験）
泳法違反のない正しいフォームで四泳法を泳ぐことができる。（実技試験）
授業中の実技練習やグループ（ペア）練習に取り組む状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
実技試験（100m個人メドレー）（70％）
平常点（30％）
履修における留意事項
【履修要件】
施設の使用人数制限のため、指定されたクラスを受講すること。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
準備体操の実施以降からの授業出席の場合は見学となる。
第1回目の授業からプールでの実習を行うため、履修時には水着と水泳帽を準備すること。（学内「啓友会館
」のショップで購入可能）
＜授業で使用する水着や帽子について＞
本授業で使用する水着や帽子（白：色指定）は泳法練習に適したものを着用すること。レジャー用水着での受
講は技能練習に支障をきたすため、競泳用（練習用）の着用が推奨される。帽子には苗字をカタカナで大きく
はっきりと記入し、授業中にこれを着用する。教員は帽子にて学生の氏名を把握するため、帽子を紛失した場
合でも友人等の他人の帽子を着用しないこと。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
試験結果と平常点数は試験の翌週以降に各受講者へフィードバックを行う。
【テキスト・参考書等】
水泳指導教本 改定第二版、公益財団法人日本水泳連盟、大修館書店、購入の必要はなし。
連絡先とオフィスアワー

2436

【連絡先】
担当：武田 剛
Email: tutakeda[at]juntendo.ac.jp
*[at]を@に変更してください。
【オフィスアワー】
通年授業期間中の木曜日15:00‑16:00
場所：1号館5階1507室（水泳研究室）
上記の時間には予約に無しに対応しますが、他の学生との時間調整のためできるだけ前日までにEmailで予約
をしてください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、日本スポーツ協会／日本水泳連盟公認資格「水泳教師」と「水泳指導員」の専門科目（講習
）免除科目でもあります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
武田ほか
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
水泳授業内容の概要、成績評価
方法、プール利用上の注意や水 水泳用具の準備をする。
泳用具の使用方法を学び、水泳
授業の授業形態、水慣れの学習 【復習：0.5時間】
プール使用上の注意を安全面と指導効率にわけて
を行う。
ノートにまとめる。
（授業方法）
プールにて実施する。
武田ほか
【復習：１時間】
2
（授業内容）
蹴伸び、浮身、呼吸法の練習を アルキメデスの定理や水中トルク発生原理をノー
行い、水中での重力、浮力、抵 トにまとめる。
抗の理解を深める。

3

武田ほか

4

武田ほか

5

武田ほか

（授業方法）
プールにて実施する。
【復習：１時間】
（授業内容）
クロールのキック（足の動き） クロールのキックとプルの役割、練習方法の注意
とプル（手の動き）を全体の一 点等をノートにまとめる。
斉練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
クロールの手と足のコーティネ
ーションと呼吸方法を全体の一
斉練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
平泳ぎのキック（足の動き）と
プル（手の動き）を全体の一斉
練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
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【復習：１時間】
クロール全体練習の実施方法（学生、学習者の動
線、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイント
）をノートにまとめる。

【復習：１時間】
平泳ぎのキックとプルの役割、練習方法の注意点
等をノートにまとめる。

6

武田ほか

7

武田ほか

8

武田ほか

9

武田ほか

10

武田ほか

11

村山・武田ほか

12

13

村山・武田ほか

村山・武田ほか

（授業内容）
平泳ぎの手と足のコーティネー
ションと呼吸方法を全体の一斉
練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
背泳ぎのキック（足の動き）と
プル（手の動き）を全体の一斉
練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
背泳ぎの手と足のコーティネー
ションと呼吸方法を全体の一斉
練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
バタフライのキック（足の動き
）とプル（手の動き）を全体の
一斉練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
バタフライの手と足のコーティ
ネーションと呼吸方法を全体の
一斉練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
プレテストとして100m個人メド
レーのタイム計測を行い、現状
での到達点を確認する

【復習：１時間】
平泳ぎ全体練習の実施方法（学生、学習者の動線
、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイント）
をノートにまとめる。

【復習：１時間】
背泳ぎのキックとプルの役割、練習方法の注意点
等をノートにまとめる。

【復習：１時間】
背泳ぎ全体練習の実施方法（学生、学習者の動線
、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイント）
をノートにまとめる。

【復習：１時間】
バタフライのキックとプルの役割、練習方法の注
意点等をノートにまとめる。

【復習：１時間】
バタフライ全体練習の実施方法（学生、学習者の
動線、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイン
ト）をノートにまとめる。

【復習：１時間】
プレテストの結果から本試験にむけた自分の課題
と必要な練習方法をノートにまとめる。

（授業方法）
プールにて実施する。
【復習：１時間】
（授業内容）
水中運動（前、後、横、回旋歩 浮力と水の抵抗が運動に負荷に与える影響、各練
きとジャンピング）と水中レジ 習方法の注意点をノートにまとめる。
スタンス運動（5種類）の練習
を行い、指導の見本が実施がで
きるようにする。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
泳技能別／ペア練習。泳力の高
い学生と苦手な学生でペアリン
グを行い、マンツーマン指導を
実施する。苦手な学生の弱点克
服を行う。
（授業方法）
プールにて実施する。

2438

【復習：１時間】
教える側は指導したポイントのまとめと自らの
指導方法に対する自己評価と反省をノートにまと
める。教わる側は指導してもらった内容と自分自
身の泳技能の課題をノートにまとめる
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武田ほか

（授業内容）
後期本試験の100m個人メドレー
のタイム測定を行う。
（授業方法）
プールにて実施する。

定期試験を実施しない

2439

【予習：１時間】
プレテストやペア練習でわかった課題を各自練習
してくる。
【復習：１時間】
試験の結果を踏まえて授業全てのノートを見直し
、加筆や修正事項の有無を確認し、ノート内容の
充実を図る。

授業科目名
英語科目名

水泳
Swimming

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 武田 剛
科目担当者
藤島遥香、古賀大樹
授業概要
【授業全体の内容】
水泳指導の際に指導内容が体現できるように基礎泳力の向上を図る。授業内容は4泳法（クロール、平泳ぎ、
背泳ぎ、バタフライ）の基礎的理論および技術の習得を目指し、４泳法を連続して泳ぐ個人メドレーの練習も
行う。さらに水中運動や水中レジスタンストレーニングを体験し、指導ができるようになることを目指す。
本授業は日本スポーツ協会／日本水泳連盟公認の「水泳教師」と「水泳指導員」実技指導実習内容（四泳法、
潜行、横泳ぎ）を含みます。
【授業の位置づけ】
この科目はスポーツ科学分野の専門的な知識と技能の獲得に貢献する。
【授業の到達目標】
100m個人メドレーで男子は1分５０秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。
泳法違反のない正しいフォームを習得する
成績評価
【成績評価の基準】
100m個人メドレーで男子は1分50秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。（実技試験）
泳法違反のない正しいフォームで四泳法を泳ぐことができる。（実技試験）
授業中の実技練習やグループ（ペア）練習に取り組む状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
実技試験（100m個人メドレー）（70％）
平常点（30％）
履修における留意事項
【履修要件】
施設の使用人数制限のため、指定されたクラスを受講すること。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
準備体操の実施以降からの授業出席の場合は見学となる。
第1回目の授業からプールでの実習を行うため、履修時には水着と水泳帽を準備すること。（学内「啓友会館
」のショップで購入可能）
＜授業で使用する水着や帽子について＞
本授業で使用する水着や帽子（白：色指定）は泳法練習に適したものを着用すること。レジャー用水着での受
講は技能練習に支障をきたすため、競泳用（練習用）の着用が推奨される。帽子には苗字をカタカナで大きく
はっきりと記入し、授業中にこれを着用する。教員は帽子にて学生の氏名を把握するため、帽子を紛失した場
合でも友人等の他人の帽子を着用しないこと。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
試験結果と平常点数は試験の翌週以降に各受講者へフィードバックを行う。
【テキスト・参考書等】
水泳指導教本 改定第二版、公益財団法人日本水泳連盟、大修館書店、購入の必要はなし。
連絡先とオフィスアワー

2440

【連絡先】
担当：武田 剛
Email: tutakeda[at]juntendo.ac.jp
*[at]を@に変更してください。
【オフィスアワー】
通年授業期間中の木曜日15:00‑16:00
場所：1号館5階1507室（水泳研究室）
上記の時間には予約に無しに対応しますが、他の学生との時間調整のためできるだけ前日までにEmailで予約
をしてください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、日本スポーツ協会／日本水泳連盟公認資格「水泳教師」と「水泳指導員」の専門科目（講習
）免除科目でもあります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
武田ほか
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
水泳授業内容の概要、成績評価
方法、プール利用上の注意や水 水泳用具の準備をする。
泳用具の使用方法を学び、水泳
授業の授業形態、水慣れの学習 【復習：0.5時間】
プール使用上の注意を安全面と指導効率にわけて
を行う。
ノートにまとめる。
（授業方法）
プールにて実施する。
武田ほか
【復習：１時間】
2
（授業内容）
蹴伸び、浮身、呼吸法の練習を アルキメデスの定理や水中トルク発生原理をノー
行い、水中での重力、浮力、抵 トにまとめる。
抗の理解を深める。

3

武田ほか

4

武田ほか

5

武田ほか

（授業方法）
プールにて実施する。
【復習：１時間】
（授業内容）
クロールのキック（足の動き） クロールのキックとプルの役割、練習方法の注意
とプル（手の動き）を全体の一 点等をノートにまとめる。
斉練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
クロールの手と足のコーティネ
ーションと呼吸方法を全体の一
斉練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
平泳ぎのキック（足の動き）と
プル（手の動き）を全体の一斉
練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
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【復習：１時間】
クロール全体練習の実施方法（学生、学習者の動
線、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイント
）をノートにまとめる。

【復習：１時間】
平泳ぎのキックとプルの役割、練習方法の注意点
等をノートにまとめる。

6

武田ほか

7

武田ほか

8

武田ほか

9

武田ほか

10

武田ほか

11

村山・武田ほか

12

13

村山・武田ほか

村山・武田ほか

（授業内容）
平泳ぎの手と足のコーティネー
ションと呼吸方法を全体の一斉
練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
背泳ぎのキック（足の動き）と
プル（手の動き）を全体の一斉
練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
背泳ぎの手と足のコーティネー
ションと呼吸方法を全体の一斉
練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
バタフライのキック（足の動き
）とプル（手の動き）を全体の
一斉練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
バタフライの手と足のコーティ
ネーションと呼吸方法を全体の
一斉練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
プレテストとして100m個人メド
レーのタイム計測を行い、現状
での到達点を確認する

【復習：１時間】
平泳ぎ全体練習の実施方法（学生、学習者の動線
、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイント）
をノートにまとめる。

【復習：１時間】
背泳ぎのキックとプルの役割、練習方法の注意点
等をノートにまとめる。

【復習：１時間】
背泳ぎ全体練習の実施方法（学生、学習者の動線
、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイント）
をノートにまとめる。

【復習：１時間】
バタフライのキックとプルの役割、練習方法の注
意点等をノートにまとめる。

【復習：１時間】
バタフライ全体練習の実施方法（学生、学習者の
動線、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイン
ト）をノートにまとめる。

【復習：１時間】
プレテストの結果から本試験にむけた自分の課題
と必要な練習方法をノートにまとめる。

（授業方法）
プールにて実施する。
【復習：１時間】
（授業内容）
水中運動（前、後、横、回旋歩 浮力と水の抵抗が運動に負荷に与える影響、各練
きとジャンピング）と水中レジ 習方法の注意点をノートにまとめる。
スタンス運動（5種類）の練習
を行い、指導の見本が実施がで
きるようにする。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
泳技能別／ペア練習。泳力の高
い学生と苦手な学生でペアリン
グを行い、マンツーマン指導を
実施する。苦手な学生の弱点克
服を行う。
（授業方法）
プールにて実施する。

2442

【復習：１時間】
教える側は指導したポイントのまとめと自らの
指導方法に対する自己評価と反省をノートにまと
める。教わる側は指導してもらった内容と自分自
身の泳技能の課題をノートにまとめる
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武田ほか

（授業内容）
後期本試験の100m個人メドレー
のタイム測定を行う。
（授業方法）
プールにて実施する。

定期試験を実施しない

2443

【予習：１時間】
プレテストやペア練習でわかった課題を各自練習
してくる。
【復習：１時間】
試験の結果を踏まえて授業全てのノートを見直し
、加筆や修正事項の有無を確認し、ノート内容の
充実を図る。

授業科目名
英語科目名

水泳
Swimming

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 武田 剛
科目担当者
藤島遥香、古賀大樹
授業概要
【授業全体の内容】
水泳指導の際に指導内容が体現できるように基礎泳力の向上を図る。授業内容は4泳法（クロール、平泳ぎ、
背泳ぎ、バタフライ）の基礎的理論および技術の習得を目指し、４泳法を連続して泳ぐ個人メドレーの練習も
行う。さらに水中運動や水中レジスタンストレーニングを体験し、指導ができるようになることを目指す。
本授業は日本スポーツ協会／日本水泳連盟公認の「水泳教師」と「水泳指導員」実技指導実習内容（四泳法、
潜行、横泳ぎ）を含みます。
【授業の位置づけ】
この科目はスポーツ科学分野の専門的な知識と技能の獲得に貢献する。
【授業の到達目標】
100m個人メドレーで男子は1分５０秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。
泳法違反のない正しいフォームを習得する
成績評価
【成績評価の基準】
100m個人メドレーで男子は1分50秒以内、女子は2分以内で泳ぐことができる。（実技試験）
泳法違反のない正しいフォームで四泳法を泳ぐことができる。（実技試験）
授業中の実技練習やグループ（ペア）練習に取り組む状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
実技試験（100m個人メドレー）（70％）
平常点（30％）
履修における留意事項
【履修要件】
施設の使用人数制限のため、指定されたクラスを受講すること。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。
準備体操の実施以降からの授業出席の場合は見学となる。
第1回目の授業からプールでの実習を行うため、履修時には水着と水泳帽を準備すること。（学内「啓友会館
」のショップで購入可能）
＜授業で使用する水着や帽子について＞
本授業で使用する水着や帽子（白：色指定）は泳法練習に適したものを着用すること。レジャー用水着での受
講は技能練習に支障をきたすため、競泳用（練習用）の着用が推奨される。帽子には苗字をカタカナで大きく
はっきりと記入し、授業中にこれを着用する。教員は帽子にて学生の氏名を把握するため、帽子を紛失した場
合でも友人等の他人の帽子を着用しないこと。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
試験結果と平常点数は試験の翌週以降に各受講者へフィードバックを行う。
【テキスト・参考書等】
水泳指導教本 改定第二版、公益財団法人日本水泳連盟、大修館書店、購入の必要はなし。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：武田 剛
Email: tutakeda[at]juntendo.ac.jp
*[at]を@に変更してください。
【オフィスアワー】
通年授業期間中の木曜日15:00‑16:00
場所：1号館5階1507室（水泳研究室）
上記の時間には予約に無しに対応しますが、他の学生との時間調整のためできるだけ前日までにEmailで予約
をしてください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、日本スポーツ協会／日本水泳連盟公認資格「水泳教師」と「水泳指導員」の専門科目（講習
）免除科目でもあります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
武田ほか
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
水泳授業内容の概要、成績評価
方法、プール利用上の注意や水 水泳用具の準備をする。
泳用具の使用方法を学び、水泳
授業の授業形態、水慣れの学習 【復習：0.5時間】
プール使用上の注意を安全面と指導効率にわけて
を行う。
ノートにまとめる。
（授業方法）
プールにて実施する。
武田ほか
【復習：１時間】
2
（授業内容）
蹴伸び、浮身、呼吸法の練習を アルキメデスの定理や水中トルク発生原理をノー
行い、水中での重力、浮力、抵 トにまとめる。
抗の理解を深める。

3

武田ほか

4

武田ほか

5

武田ほか

（授業方法）
プールにて実施する。
【復習：１時間】
（授業内容）
クロールのキック（足の動き） クロールのキックとプルの役割、練習方法の注意
とプル（手の動き）を全体の一 点等をノートにまとめる。
斉練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
クロールの手と足のコーティネ
ーションと呼吸方法を全体の一
斉練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
平泳ぎのキック（足の動き）と
プル（手の動き）を全体の一斉
練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。

2445

【復習：１時間】
クロール全体練習の実施方法（学生、学習者の動
線、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイント
）をノートにまとめる。

【復習：１時間】
平泳ぎのキックとプルの役割、練習方法の注意点
等をノートにまとめる。

6

武田ほか

7

武田ほか

8

武田ほか

9

武田ほか

10

武田ほか

11

村山・武田ほか

12

13

村山・武田ほか

村山・武田ほか

（授業内容）
平泳ぎの手と足のコーティネー
ションと呼吸方法を全体の一斉
練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
背泳ぎのキック（足の動き）と
プル（手の動き）を全体の一斉
練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
背泳ぎの手と足のコーティネー
ションと呼吸方法を全体の一斉
練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
バタフライのキック（足の動き
）とプル（手の動き）を全体の
一斉練習で学習する。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
バタフライの手と足のコーティ
ネーションと呼吸方法を全体の
一斉練習で学習する
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
プレテストとして100m個人メド
レーのタイム計測を行い、現状
での到達点を確認する

【復習：１時間】
平泳ぎ全体練習の実施方法（学生、学習者の動線
、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイント）
をノートにまとめる。

【復習：１時間】
背泳ぎのキックとプルの役割、練習方法の注意点
等をノートにまとめる。

【復習：１時間】
背泳ぎ全体練習の実施方法（学生、学習者の動線
、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイント）
をノートにまとめる。

【復習：１時間】
バタフライのキックとプルの役割、練習方法の注
意点等をノートにまとめる。

【復習：１時間】
バタフライ全体練習の実施方法（学生、学習者の
動線、教師の位置、用具、泳距離、技術のポイン
ト）をノートにまとめる。

【復習：１時間】
プレテストの結果から本試験にむけた自分の課題
と必要な練習方法をノートにまとめる。

（授業方法）
プールにて実施する。
【復習：１時間】
（授業内容）
水中運動（前、後、横、回旋歩 浮力と水の抵抗が運動に負荷に与える影響、各練
きとジャンピング）と水中レジ 習方法の注意点をノートにまとめる。
スタンス運動（5種類）の練習
を行い、指導の見本が実施がで
きるようにする。
（授業方法）
プールにて実施する。
（授業内容）
泳技能別／ペア練習。泳力の高
い学生と苦手な学生でペアリン
グを行い、マンツーマン指導を
実施する。苦手な学生の弱点克
服を行う。
（授業方法）
プールにて実施する。

2446

【復習：１時間】
教える側は指導したポイントのまとめと自らの
指導方法に対する自己評価と反省をノートにまと
める。教わる側は指導してもらった内容と自分自
身の泳技能の課題をノートにまとめる
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武田ほか

（授業内容）
後期本試験の100m個人メドレー
のタイム測定を行う。
（授業方法）
プールにて実施する。

定期試験を実施しない

2447

【予習：１時間】
プレテストやペア練習でわかった課題を各自練習
してくる。
【復習：１時間】
試験の結果を踏まえて授業全てのノートを見直し
、加筆や修正事項の有無を確認し、ノート内容の
充実を図る。

授業科目名
英語科目名

器械運動
Apparatus Gymnastics

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 原田 睦巳
科目担当者
冨田 洋之 新竹 優子
授業概要
【授業全体の内容】
器械運動における、初級程度の技から中級程度の技を体系的に習得するとともに、段階的指導の学習や幇助の
体験を通じて指導法に関する知識を身につけることをねらいとする。また、安全面の配慮、基礎的な知識の発
展や実施、正しい基礎的な知識と運動構造の理解を深める。さらに本授業では、スポーツ健康科学を中心とし
た教養や知識、運動構造の情報伝達が多く必要とされるため、コミュニケーション力を養いスポーツ医科学と
コーチング科学を中心としたスポーツ科学についての知識と技能と教養の育成を目指す。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
器械運動における、初級程度の技から中級程度の技を体系的に習得するとともに、段階的指導の学習や幇助の
体験を通じて指導法に関する知識を身につける。
【授業の到達目標】
本授業において課題となる技は以下のとおりである。
マット運動：「伸膝前転」「前方倒立回転跳び」
とび箱運動：「屈身とび」「前方倒立回転跳び」
鉄棒運動：「け上がり」「後方支持回転」「前方支持回転」「振りとび下り」
成績評価
【成績評価の基準
各種目の課題に関して正確に動きを理解し、実施することができているかを評価の基準とする。
【成績評価の方法】
「学習態度・取り組む姿勢（40％）、実技テスト（マット・跳び箱・鉄棒）（60％）」
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【履修上の注意（科目独自のルール）】
到達目標に挙げられている技の名称、動きについて調べる。動きやすい服装。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
各課題の実施時に評価や助言を受講者にフィードバックする。
【テキスト・参考書等】
器械運動の授業づくり≪大修館書店≫ ※参考資料とする
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：原田睦巳
E‑mail: mtharada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください
【オフィスアワー】
火・水・木・金曜日10：00〜12：00
【1号館5階1511体操競技研究室】
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
中高教諭1種免許（保健体育）の必修科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

1

原田・冨田・新竹 （授業内容）
・前期授業の目標ならびに授業
展開について理解する。
マット運動：
・体の前屈によって回転を得る
系統技の段階的練習を行う。（
前転・開脚前転・倒立前転を習
得する）
鉄棒運動：
・鉄棒の特性について理解し、
体験する

【予習：0.5時間】
マット運動：
前転・開脚前転・倒立前転の映像を閲覧しておく
こと。
【復習：0.5時間】
マット運動：
前転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
し、理解を深める。
鉄棒運動：
鉄棒の特性について理解しておくこと。

（授業方法）
マット運動：
・前期授業の目標ならびに授業
展開について説明する。
・前転・開脚前転・倒立前転の
段階指導を行う

2

3

鉄棒運動：
・鉄棒の特性について解説する
原田・冨田・新竹 （授業内容）
マット運動：
・伸膝前転を習得する。
鉄棒運動：
支持回転系の技（前方支持回転
）の練習を行う。

【予習：0.5時間】
マット運動：
伸膝前転の映像を閲覧しておくこと。
鉄棒運動：
支持回転系の技の映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
マット運動：
前転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
（授業方法）
し、理解を深める。
マット運動：
・伸膝前転の段階指導を行う 鉄棒運動：
支持回転系の技（前方支持回転）についての指導
方法および実施の際の注意点を復習し、理解を深
鉄棒運動：
支持回転系の技（前方支持回転 める。
）の段階的指導を行う
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
マット運動：
マット運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと。
・伸膝前転を習得する。
・前方倒立回転跳びの練習を行 鉄棒運動：
伸膝前方支持回転の映像を閲覧しておくこと。
い、習得する。
【復習：0.5時間】
鉄棒運動：
伸膝前方支持回転の練習を行う マット運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
。
意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
（授業方法）
伸膝前方支持回転についての指導方法および実施
マット運動：
・伸膝前転の段階指導を行う の際の注意点を復習し、理解を深める。
・前方倒立回転跳びの導入動作
の指導を行う。
鉄棒運動：
・伸膝前方支持回転の段階的指
導を行う。
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
マット運動：
・伸膝前転を習得する。
・前方倒立回転跳びの練習を行
い、習得する。
鉄棒運動：
後方支持回転の練習を行う。

【予習：0.5時間】
マット運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと。
鉄棒運動：
後方支持回転の映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
マット運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
（授業方法）
鉄棒運動：
マット運動：
・伸膝前転の段階指導を行う 後方支持回転についての指導方法および実施の際
・前方倒立回転跳びの段階的指 の注意点を復習し、理解を深める。
導を行う。
鉄棒運動：
・後方支持回転の段階的指導を
行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
マット運動：
マット運動：
・伸膝前転、前方倒立回転跳び ・伸膝前転、前方倒立回転跳びの映像を閲覧して
おくこと。
のテストを行う。
鉄棒運動：
鉄棒運動：
・伸膝後方支持回転の練習を行 伸膝後方支持回転の映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
う。
マット運動：
伸膝前転、前方倒立回転跳びの指導方法および実
（授業方法）
施の際の注意点を復習し、理解を深める。
マット運動：
・伸膝前転、前方倒立回転跳び
鉄棒運動：
のテストを行う。
伸膝後方支持回転についての指導方法および実施
鉄棒運動：
・伸膝後方支持回転の段階的指 の際の注意点を復習し、理解を深める。
導を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
とび箱運動：
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。 開脚跳び・かかえ込み跳びの映像を閲覧しておく
開脚跳び・かかえ込み跳びを習 こと
鉄棒運動：
得する。
懸垂前振りからの前方回転へのきり返しを伴う技
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への 群（足かけ上がり）の映像を閲覧しておくこと。
きり返しを伴う技群（足かけ上 【復習：0.5時間】
とび箱運動：
がり）の練習を行う。
開脚跳び・かかえ込み跳びの指導方法および実施
（授業方法）
の際の注意点を復習し、理解を深める。
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。
開脚跳び・かかえ込み跳びの段 鉄棒運動：
足かけ上がりについての指導方法および実施の際
階的指導を行う。
の注意点を復習し、理解を深める。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（足かけ上
がり）の段階的指導を行う。
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。
屈身とび・大屈身とびを習得す
る。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。
屈身とび・大屈身とびの段階的
指導を行う。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の段階的指導を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
屈身とびのテストを行う。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
屈身とびのテストを行う。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の段階的指導を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
回転系技群（頭はね跳び）の練
習を行う。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
回転系技群（頭はね跳び）の段
階的指導を行う。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の段階的指導を行う。
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【予習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
け上がりの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの指導方法および実施の際
の注意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
け上がりについての指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。

【予習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
け上がりの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの指導方法および実施の際
の注意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
け上がりについての指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
【予習：0.5時間】
とび箱運動：
頭はね跳びの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
け上がりの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
頭はね跳びの指導方法および実施の際の注意点を
復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
け上がりについての指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
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原田・冨田・新竹 授業内容）
・とび箱運動：
回転系技群（前方倒立回転跳び
）の練習を行う。
・鉄棒運動：
振りとび下りの練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
回転系技群（前方倒立回転跳び
）の段階的指導を行う。
・鉄棒運動：
振りとび下りの段階的指導を行
う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
前方倒立回転跳びのテストを行
う。
・鉄棒運動：
け上がり、前方支持回転、後方
支持回転、振りとび下りの連続
して実施する。

【予習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
振りとび下りの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
振りとび下りについての指導方法および実施の際
の注意点を復習し、理解を深める。

【予習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
振りとび下りの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
（授業方法）
け上がり、前方支持回転、後方支持回転、振りと
・とび箱運動：
前方倒立回転跳びのテストを行 び下りの連続して実施するための注意点を復習し
、理解を深める。
う。
・鉄棒運動：
け上がり、前方支持回転、後方
支持回転、振りとび下りの連続
して実施するための段階的指導
を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
鉄棒運動：
・鉄棒運動：
鉄棒運動の映像を閲覧しておくこと。
鉄棒運動のテストを行う。
長なわとび：
・長なわとび：
長なわとびの基本のとび方につ 長なわとびの基本のとび方について映像を閲覧し
ておくこと
いて理解し、実践する。
平均台：
平均台：
体操系の歩走技（前方歩・後方 体操系の歩走技（前方歩・後方歩・ツーステップ
歩・ツーステップ）を習得する ）について映像を閲覧しておくこと
。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
鉄棒運動：
・鉄棒運動：
け上がり、前方支持回転、後方支持回転、振りと
鉄棒運動のテストを行う。
び下りの連続して実施するための注意点を復習し
・長なわとび：
、理解を深める。
長なわとびの基本のとび方につ 長なわとび：
いての説明および実践を行う。 長なわとびの基本のとび方についての指導方法お
よび実施の際の注意点を復習し、理解を深める。
平均台：
体操系の歩走技（前方歩・後方 ・平均台：
歩・ツーステップ）の段階的指 体操系の歩走技（前方歩・後方歩・ツーステップ
）についての指導方法および実施の際の注意点を
導を行う。
復習し、理解を深める。
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
・鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技（ほん
転逆上がり・け上がり）を習得
する。
・長なわとび：
８の字とび・O字とびを実践す
る。
・平均台：
体操系の跳躍技（かかえ込み跳
び・片足踏み切り跳び上がり・
跳び下り）を習得する

【予習：0.5時間】
鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技（ほん転逆上がり・け上
がり）の映像を閲覧しておくこと。
長なわとび：
長なわとびの８の字とび・O字とびについて映像
を閲覧しておくこと
・平均台：
体操系の技（かかえ込み跳び・片足踏み切り跳び
上がり・跳び下り）について映像を閲覧しておく
こと

【復習：0.5時間】
鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技についての指導方法およ
び実施の際の注意点を復習し、理解を深める
長なわとび：
長なわとびの基本のとび方についての指導方法お
よび実施の際の注意点を復習し、理解を深める。
８の字とび・O字とびの指導を ・平均台：
体操系の技（かかえ込み跳び・片足踏み切り跳び
行う。
上がり・跳び下り）についての指導方法および実
・平均台：
体操系の跳躍技（かかえ込み跳 施の際の注意点を復習し、理解を深める。
び・片足踏み切り跳び上がり・
跳び下り）の段階的指導を行う
。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
鉄棒運動：
・鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技（後ろ 高鉄棒における上がり技（後ろ振り上がり）の映
振り上がり）の練習を行う。 像を閲覧しておくこと。
長なわとび：
・長なわとび：
ダブルダッチについて映像を閲覧しておくこと
ダブルダッチを実践する。
・平均台：
・平均台
バランス系の技（片足水平バラ バランス系の技（片足水平バランス・片足ターン
ンス・片足ターン）を習得する ）について映像を閲覧しておくこと
（授業方法）
・鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技の段階
的指導を行う。
・長なわとび：
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【復習：1.5時間】
鉄棒運動：
高鉄棒における後ろ振り上がりについての指導方
法および実施の際の注意点を復習し、理解を深め
る
長なわとび：
ダブルダッチの指導を行う。 長なわとびの基本のとび方についての指導方法お
よび実施の際の注意点を復習し、理解を深める。
・平均台
バランス系の技（片足水平バラ ・平均台：
ンス・片足ターン）の段階的指 バランス系の技（片足水平バランス・片足ターン
）についての指導方法および実施の際の注意点を
導を行う。
復習し、理解を深める。
（授業方法）
・鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技の段階
的指導を行う。
・長なわとび：

・授業全体を通して、各技の指導方法および実施
の際の注意点を復習し、理解する。
授業内で課題を習得できなかっ
た学生を対象にテストを実施す
る。
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授業科目名
英語科目名

器械運動
Apparatus Gymnastics

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 原田 睦巳
科目担当者
冨田 洋之 新竹 優子
授業概要
【授業全体の内容】
器械運動における、初級程度の技から中級程度の技を体系的に習得するとともに、段階的指導の学習や幇助の
体験を通じて指導法に関する知識を身につけることをねらいとする。また、安全面の配慮、基礎的な知識の発
展や実施、正しい基礎的な知識と運動構造の理解を深める。さらに本授業では、スポーツ健康科学を中心とし
た教養や知識、運動構造の情報伝達が多く必要とされるため、コミュニケーション力を養いスポーツ医科学と
コーチング科学を中心としたスポーツ科学についての知識と技能と教養の育成を目指す。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
器械運動における、初級程度の技から中級程度の技を体系的に習得するとともに、段階的指導の学習や幇助の
体験を通じて指導法に関する知識を身につける。
【授業の到達目標】
本授業において課題となる技は以下のとおりである。
マット運動：「伸膝前転」「前方倒立回転跳び」
とび箱運動：「屈身とび」「前方倒立回転跳び」
鉄棒運動：「け上がり」「後方支持回転」「前方支持回転」「振りとび下り」
成績評価
【成績評価の基準
各種目の課題に関して正確に動きを理解し、実施することができているかを評価の基準とする。
【成績評価の方法】
「学習態度・取り組む姿勢（40％）、実技テスト（マット・跳び箱・鉄棒）（60％）」
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【履修上の注意（科目独自のルール）】
到達目標に挙げられている技の名称、動きについて調べる。動きやすい服装。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
各課題の実施時に評価や助言を受講者にフィードバックする。
【テキスト・参考書等】
器械運動の授業づくり≪大修館書店≫ ※参考資料とする
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：原田睦巳
E‑mail: mtharada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください
【オフィスアワー】
火・水・木・金曜日10：00〜12：00
【1号館5階1511体操競技研究室】
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
中高教諭1種免許（保健体育）の必修科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

1

原田・冨田・新竹 （授業内容）
・前期授業の目標ならびに授業
展開について理解する。
マット運動：
・体の前屈によって回転を得る
系統技の段階的練習を行う。（
前転・開脚前転・倒立前転を習
得する）
鉄棒運動：
・鉄棒の特性について理解し、
体験する

【予習：0.5時間】
マット運動：
前転・開脚前転・倒立前転の映像を閲覧しておく
こと。
【復習：0.5時間】
マット運動：
前転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
し、理解を深める。
鉄棒運動：
鉄棒の特性について理解しておくこと。

（授業方法）
マット運動：
・前期授業の目標ならびに授業
展開について説明する。
・前転・開脚前転・倒立前転の
段階指導を行う
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鉄棒運動：
・鉄棒の特性について解説する
原田・冨田・新竹 （授業内容）
マット運動：
・伸膝前転を習得する。
鉄棒運動：
支持回転系の技（前方支持回転
）の練習を行う。

【予習：0.5時間】
マット運動：
伸膝前転の映像を閲覧しておくこと。
鉄棒運動：
支持回転系の技の映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
マット運動：
前転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
（授業方法）
し、理解を深める。
マット運動：
・伸膝前転の段階指導を行う 鉄棒運動：
支持回転系の技（前方支持回転）についての指導
方法および実施の際の注意点を復習し、理解を深
鉄棒運動：
支持回転系の技（前方支持回転 める。
）の段階的指導を行う
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
マット運動：
マット運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと。
・伸膝前転を習得する。
・前方倒立回転跳びの練習を行 鉄棒運動：
伸膝前方支持回転の映像を閲覧しておくこと。
い、習得する。
【復習：0.5時間】
鉄棒運動：
伸膝前方支持回転の練習を行う マット運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
。
意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
（授業方法）
伸膝前方支持回転についての指導方法および実施
マット運動：
・伸膝前転の段階指導を行う の際の注意点を復習し、理解を深める。
・前方倒立回転跳びの導入動作
の指導を行う。
鉄棒運動：
・伸膝前方支持回転の段階的指
導を行う。
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
マット運動：
・伸膝前転を習得する。
・前方倒立回転跳びの練習を行
い、習得する。
鉄棒運動：
後方支持回転の練習を行う。

【予習：0.5時間】
マット運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと。
鉄棒運動：
後方支持回転の映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
マット運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
（授業方法）
鉄棒運動：
マット運動：
・伸膝前転の段階指導を行う 後方支持回転についての指導方法および実施の際
・前方倒立回転跳びの段階的指 の注意点を復習し、理解を深める。
導を行う。
鉄棒運動：
・後方支持回転の段階的指導を
行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
マット運動：
マット運動：
・伸膝前転、前方倒立回転跳び ・伸膝前転、前方倒立回転跳びの映像を閲覧して
おくこと。
のテストを行う。
鉄棒運動：
鉄棒運動：
・伸膝後方支持回転の練習を行 伸膝後方支持回転の映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
う。
マット運動：
伸膝前転、前方倒立回転跳びの指導方法および実
（授業方法）
施の際の注意点を復習し、理解を深める。
マット運動：
・伸膝前転、前方倒立回転跳び
鉄棒運動：
のテストを行う。
伸膝後方支持回転についての指導方法および実施
鉄棒運動：
・伸膝後方支持回転の段階的指 の際の注意点を復習し、理解を深める。
導を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
とび箱運動：
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。 開脚跳び・かかえ込み跳びの映像を閲覧しておく
開脚跳び・かかえ込み跳びを習 こと
鉄棒運動：
得する。
懸垂前振りからの前方回転へのきり返しを伴う技
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への 群（足かけ上がり）の映像を閲覧しておくこと。
きり返しを伴う技群（足かけ上 【復習：0.5時間】
とび箱運動：
がり）の練習を行う。
開脚跳び・かかえ込み跳びの指導方法および実施
（授業方法）
の際の注意点を復習し、理解を深める。
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。
開脚跳び・かかえ込み跳びの段 鉄棒運動：
足かけ上がりについての指導方法および実施の際
階的指導を行う。
の注意点を復習し、理解を深める。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（足かけ上
がり）の段階的指導を行う。
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。
屈身とび・大屈身とびを習得す
る。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。
屈身とび・大屈身とびの段階的
指導を行う。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の段階的指導を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
屈身とびのテストを行う。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
屈身とびのテストを行う。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の段階的指導を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
回転系技群（頭はね跳び）の練
習を行う。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
回転系技群（頭はね跳び）の段
階的指導を行う。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の段階的指導を行う。
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【予習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
け上がりの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの指導方法および実施の際
の注意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
け上がりについての指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。

【予習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
け上がりの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの指導方法および実施の際
の注意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
け上がりについての指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
【予習：0.5時間】
とび箱運動：
頭はね跳びの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
け上がりの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
頭はね跳びの指導方法および実施の際の注意点を
復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
け上がりについての指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
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原田・冨田・新竹 授業内容）
・とび箱運動：
回転系技群（前方倒立回転跳び
）の練習を行う。
・鉄棒運動：
振りとび下りの練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
回転系技群（前方倒立回転跳び
）の段階的指導を行う。
・鉄棒運動：
振りとび下りの段階的指導を行
う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
前方倒立回転跳びのテストを行
う。
・鉄棒運動：
け上がり、前方支持回転、後方
支持回転、振りとび下りの連続
して実施する。

【予習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
振りとび下りの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
振りとび下りについての指導方法および実施の際
の注意点を復習し、理解を深める。

【予習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
振りとび下りの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
（授業方法）
け上がり、前方支持回転、後方支持回転、振りと
・とび箱運動：
前方倒立回転跳びのテストを行 び下りの連続して実施するための注意点を復習し
、理解を深める。
う。
・鉄棒運動：
け上がり、前方支持回転、後方
支持回転、振りとび下りの連続
して実施するための段階的指導
を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
鉄棒運動：
・鉄棒運動：
鉄棒運動の映像を閲覧しておくこと。
鉄棒運動のテストを行う。
長なわとび：
・長なわとび：
長なわとびの基本のとび方につ 長なわとびの基本のとび方について映像を閲覧し
ておくこと
いて理解し、実践する。
平均台：
平均台：
体操系の歩走技（前方歩・後方 体操系の歩走技（前方歩・後方歩・ツーステップ
歩・ツーステップ）を習得する ）について映像を閲覧しておくこと
。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
鉄棒運動：
・鉄棒運動：
け上がり、前方支持回転、後方支持回転、振りと
鉄棒運動のテストを行う。
び下りの連続して実施するための注意点を復習し
・長なわとび：
、理解を深める。
長なわとびの基本のとび方につ 長なわとび：
いての説明および実践を行う。 長なわとびの基本のとび方についての指導方法お
よび実施の際の注意点を復習し、理解を深める。
平均台：
体操系の歩走技（前方歩・後方 ・平均台：
歩・ツーステップ）の段階的指 体操系の歩走技（前方歩・後方歩・ツーステップ
）についての指導方法および実施の際の注意点を
導を行う。
復習し、理解を深める。
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
・鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技（ほん
転逆上がり・け上がり）を習得
する。
・長なわとび：
８の字とび・O字とびを実践す
る。
・平均台：
体操系の跳躍技（かかえ込み跳
び・片足踏み切り跳び上がり・
跳び下り）を習得する

【予習：0.5時間】
鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技（ほん転逆上がり・け上
がり）の映像を閲覧しておくこと。
長なわとび：
長なわとびの８の字とび・O字とびについて映像
を閲覧しておくこと
・平均台：
体操系の技（かかえ込み跳び・片足踏み切り跳び
上がり・跳び下り）について映像を閲覧しておく
こと

【復習：0.5時間】
鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技についての指導方法およ
び実施の際の注意点を復習し、理解を深める
長なわとび：
長なわとびの基本のとび方についての指導方法お
よび実施の際の注意点を復習し、理解を深める。
８の字とび・O字とびの指導を ・平均台：
体操系の技（かかえ込み跳び・片足踏み切り跳び
行う。
上がり・跳び下り）についての指導方法および実
・平均台：
体操系の跳躍技（かかえ込み跳 施の際の注意点を復習し、理解を深める。
び・片足踏み切り跳び上がり・
跳び下り）の段階的指導を行う
。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
鉄棒運動：
・鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技（後ろ 高鉄棒における上がり技（後ろ振り上がり）の映
振り上がり）の練習を行う。 像を閲覧しておくこと。
長なわとび：
・長なわとび：
ダブルダッチについて映像を閲覧しておくこと
ダブルダッチを実践する。
・平均台：
・平均台
バランス系の技（片足水平バラ バランス系の技（片足水平バランス・片足ターン
ンス・片足ターン）を習得する ）について映像を閲覧しておくこと
（授業方法）
・鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技の段階
的指導を行う。
・長なわとび：
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【復習：1.5時間】
鉄棒運動：
高鉄棒における後ろ振り上がりについての指導方
法および実施の際の注意点を復習し、理解を深め
る
長なわとび：
ダブルダッチの指導を行う。 長なわとびの基本のとび方についての指導方法お
よび実施の際の注意点を復習し、理解を深める。
・平均台
バランス系の技（片足水平バラ ・平均台：
ンス・片足ターン）の段階的指 バランス系の技（片足水平バランス・片足ターン
）についての指導方法および実施の際の注意点を
導を行う。
復習し、理解を深める。
（授業方法）
・鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技の段階
的指導を行う。
・長なわとび：

・授業全体を通して、各技の指導方法および実施
の際の注意点を復習し、理解する。
授業内で課題を習得できなかっ
た学生を対象にテストを実施す
る。
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授業科目名
英語科目名

器械運動
Apparatus Gymnastics

授業形態
開講学期

実技
後期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 原田 睦巳
科目担当者
冨田 洋之 新竹 優子
授業概要
【授業全体の内容】
器械運動における、初級程度の技から中級程度の技を体系的に習得するとともに、段階的指導の学習や幇助の
体験を通じて指導法に関する知識を身につけることをねらいとする。また、安全面の配慮、基礎的な知識の発
展や実施、正しい基礎的な知識と運動構造の理解を深める。さらに本授業では、スポーツ健康科学を中心とし
た教養や知識、運動構造の情報伝達が多く必要とされるため、コミュニケーション力を養いスポーツ医科学と
コーチング科学を中心としたスポーツ科学についての知識と技能と教養の育成を目指す。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
器械運動における、初級程度の技から中級程度の技を体系的に習得するとともに、段階的指導の学習や幇助の
体験を通じて指導法に関する知識を身につける。
【授業の到達目標】
本授業において課題となる技は以下のとおりである。
マット運動：「伸膝前転」「前方倒立回転跳び」
とび箱運動：「屈身とび」「前方倒立回転跳び」
鉄棒運動：「け上がり」「後方支持回転」「前方支持回転」「振りとび下り」
成績評価
【成績評価の基準
各種目の課題に関して正確に動きを理解し、実施することができているかを評価の基準とする。
【成績評価の方法】
「学習態度・取り組む姿勢（40％）、実技テスト（マット・跳び箱・鉄棒）（60％）」
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【履修上の注意（科目独自のルール）】
到達目標に挙げられている技の名称、動きについて調べる。動きやすい服装。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
各課題の実施時に評価や助言を受講者にフィードバックする。
【テキスト・参考書等】
器械運動の授業づくり≪大修館書店≫ ※参考資料とする
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：原田睦巳
E‑mail: mtharada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください
【オフィスアワー】
火・水・木・金曜日10：00〜12：00
【1号館5階1511体操競技研究室】
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
中高教諭1種免許（保健体育）の必修科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

1

原田・冨田・新竹 （授業内容）
・前期授業の目標ならびに授業
展開について理解する。
マット運動：
・体の前屈によって回転を得る
系統技の段階的練習を行う。（
前転・開脚前転・倒立前転を習
得する）
鉄棒運動：
・鉄棒の特性について理解し、
体験する

【予習：0.5時間】
マット運動：
前転・開脚前転・倒立前転の映像を閲覧しておく
こと。
【復習：0.5時間】
マット運動：
前転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
し、理解を深める。
鉄棒運動：
鉄棒の特性について理解しておくこと。

（授業方法）
マット運動：
・前期授業の目標ならびに授業
展開について説明する。
・前転・開脚前転・倒立前転の
段階指導を行う

2

3

鉄棒運動：
・鉄棒の特性について解説する
原田・冨田・新竹 （授業内容）
マット運動：
・伸膝前転を習得する。
鉄棒運動：
支持回転系の技（前方支持回転
）の練習を行う。

【予習：0.5時間】
マット運動：
伸膝前転の映像を閲覧しておくこと。
鉄棒運動：
支持回転系の技の映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
マット運動：
前転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
（授業方法）
し、理解を深める。
マット運動：
・伸膝前転の段階指導を行う 鉄棒運動：
支持回転系の技（前方支持回転）についての指導
方法および実施の際の注意点を復習し、理解を深
鉄棒運動：
支持回転系の技（前方支持回転 める。
）の段階的指導を行う
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
マット運動：
マット運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと。
・伸膝前転を習得する。
・前方倒立回転跳びの練習を行 鉄棒運動：
伸膝前方支持回転の映像を閲覧しておくこと。
い、習得する。
【復習：0.5時間】
鉄棒運動：
伸膝前方支持回転の練習を行う マット運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
。
意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
（授業方法）
伸膝前方支持回転についての指導方法および実施
マット運動：
・伸膝前転の段階指導を行う の際の注意点を復習し、理解を深める。
・前方倒立回転跳びの導入動作
の指導を行う。
鉄棒運動：
・伸膝前方支持回転の段階的指
導を行う。
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
マット運動：
・伸膝前転を習得する。
・前方倒立回転跳びの練習を行
い、習得する。
鉄棒運動：
後方支持回転の練習を行う。

【予習：0.5時間】
マット運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと。
鉄棒運動：
後方支持回転の映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
マット運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
（授業方法）
鉄棒運動：
マット運動：
・伸膝前転の段階指導を行う 後方支持回転についての指導方法および実施の際
・前方倒立回転跳びの段階的指 の注意点を復習し、理解を深める。
導を行う。
鉄棒運動：
・後方支持回転の段階的指導を
行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
マット運動：
マット運動：
・伸膝前転、前方倒立回転跳び ・伸膝前転、前方倒立回転跳びの映像を閲覧して
おくこと。
のテストを行う。
鉄棒運動：
鉄棒運動：
・伸膝後方支持回転の練習を行 伸膝後方支持回転の映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
う。
マット運動：
伸膝前転、前方倒立回転跳びの指導方法および実
（授業方法）
施の際の注意点を復習し、理解を深める。
マット運動：
・伸膝前転、前方倒立回転跳び
鉄棒運動：
のテストを行う。
伸膝後方支持回転についての指導方法および実施
鉄棒運動：
・伸膝後方支持回転の段階的指 の際の注意点を復習し、理解を深める。
導を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
とび箱運動：
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。 開脚跳び・かかえ込み跳びの映像を閲覧しておく
開脚跳び・かかえ込み跳びを習 こと
鉄棒運動：
得する。
懸垂前振りからの前方回転へのきり返しを伴う技
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への 群（足かけ上がり）の映像を閲覧しておくこと。
きり返しを伴う技群（足かけ上 【復習：0.5時間】
とび箱運動：
がり）の練習を行う。
開脚跳び・かかえ込み跳びの指導方法および実施
（授業方法）
の際の注意点を復習し、理解を深める。
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。
開脚跳び・かかえ込み跳びの段 鉄棒運動：
足かけ上がりについての指導方法および実施の際
階的指導を行う。
の注意点を復習し、理解を深める。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（足かけ上
がり）の段階的指導を行う。
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。
屈身とび・大屈身とびを習得す
る。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。
屈身とび・大屈身とびの段階的
指導を行う。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の段階的指導を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
屈身とびのテストを行う。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
屈身とびのテストを行う。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の段階的指導を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
回転系技群（頭はね跳び）の練
習を行う。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
回転系技群（頭はね跳び）の段
階的指導を行う。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の段階的指導を行う。
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【予習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
け上がりの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの指導方法および実施の際
の注意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
け上がりについての指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。

【予習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
け上がりの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの指導方法および実施の際
の注意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
け上がりについての指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
【予習：0.5時間】
とび箱運動：
頭はね跳びの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
け上がりの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
頭はね跳びの指導方法および実施の際の注意点を
復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
け上がりについての指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
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原田・冨田・新竹 授業内容）
・とび箱運動：
回転系技群（前方倒立回転跳び
）の練習を行う。
・鉄棒運動：
振りとび下りの練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
回転系技群（前方倒立回転跳び
）の段階的指導を行う。
・鉄棒運動：
振りとび下りの段階的指導を行
う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
前方倒立回転跳びのテストを行
う。
・鉄棒運動：
け上がり、前方支持回転、後方
支持回転、振りとび下りの連続
して実施する。

【予習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
振りとび下りの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
振りとび下りについての指導方法および実施の際
の注意点を復習し、理解を深める。

【予習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
振りとび下りの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
（授業方法）
け上がり、前方支持回転、後方支持回転、振りと
・とび箱運動：
前方倒立回転跳びのテストを行 び下りの連続して実施するための注意点を復習し
、理解を深める。
う。
・鉄棒運動：
け上がり、前方支持回転、後方
支持回転、振りとび下りの連続
して実施するための段階的指導
を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
鉄棒運動：
・鉄棒運動：
鉄棒運動の映像を閲覧しておくこと。
鉄棒運動のテストを行う。
長なわとび：
・長なわとび：
長なわとびの基本のとび方につ 長なわとびの基本のとび方について映像を閲覧し
ておくこと
いて理解し、実践する。
平均台：
平均台：
体操系の歩走技（前方歩・後方 体操系の歩走技（前方歩・後方歩・ツーステップ
歩・ツーステップ）を習得する ）について映像を閲覧しておくこと
。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
鉄棒運動：
・鉄棒運動：
け上がり、前方支持回転、後方支持回転、振りと
鉄棒運動のテストを行う。
び下りの連続して実施するための注意点を復習し
・長なわとび：
、理解を深める。
長なわとびの基本のとび方につ 長なわとび：
いての説明および実践を行う。 長なわとびの基本のとび方についての指導方法お
よび実施の際の注意点を復習し、理解を深める。
平均台：
体操系の歩走技（前方歩・後方 ・平均台：
歩・ツーステップ）の段階的指 体操系の歩走技（前方歩・後方歩・ツーステップ
）についての指導方法および実施の際の注意点を
導を行う。
復習し、理解を深める。
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
・鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技（ほん
転逆上がり・け上がり）を習得
する。
・長なわとび：
８の字とび・O字とびを実践す
る。
・平均台：
体操系の跳躍技（かかえ込み跳
び・片足踏み切り跳び上がり・
跳び下り）を習得する

【予習：0.5時間】
鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技（ほん転逆上がり・け上
がり）の映像を閲覧しておくこと。
長なわとび：
長なわとびの８の字とび・O字とびについて映像
を閲覧しておくこと
・平均台：
体操系の技（かかえ込み跳び・片足踏み切り跳び
上がり・跳び下り）について映像を閲覧しておく
こと

【復習：0.5時間】
鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技についての指導方法およ
び実施の際の注意点を復習し、理解を深める
長なわとび：
長なわとびの基本のとび方についての指導方法お
よび実施の際の注意点を復習し、理解を深める。
８の字とび・O字とびの指導を ・平均台：
体操系の技（かかえ込み跳び・片足踏み切り跳び
行う。
上がり・跳び下り）についての指導方法および実
・平均台：
体操系の跳躍技（かかえ込み跳 施の際の注意点を復習し、理解を深める。
び・片足踏み切り跳び上がり・
跳び下り）の段階的指導を行う
。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
鉄棒運動：
・鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技（後ろ 高鉄棒における上がり技（後ろ振り上がり）の映
振り上がり）の練習を行う。 像を閲覧しておくこと。
長なわとび：
・長なわとび：
ダブルダッチについて映像を閲覧しておくこと
ダブルダッチを実践する。
・平均台：
・平均台
バランス系の技（片足水平バラ バランス系の技（片足水平バランス・片足ターン
ンス・片足ターン）を習得する ）について映像を閲覧しておくこと
（授業方法）
・鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技の段階
的指導を行う。
・長なわとび：
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【復習：1.5時間】
鉄棒運動：
高鉄棒における後ろ振り上がりについての指導方
法および実施の際の注意点を復習し、理解を深め
る
長なわとび：
ダブルダッチの指導を行う。 長なわとびの基本のとび方についての指導方法お
よび実施の際の注意点を復習し、理解を深める。
・平均台
バランス系の技（片足水平バラ ・平均台：
ンス・片足ターン）の段階的指 バランス系の技（片足水平バランス・片足ターン
）についての指導方法および実施の際の注意点を
導を行う。
復習し、理解を深める。
（授業方法）
・鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技の段階
的指導を行う。
・長なわとび：

・授業全体を通して、各技の指導方法および実施
の際の注意点を復習し、理解する。
授業内で課題を習得できなかっ
た学生を対象にテストを実施す
る。
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授業科目名
英語科目名

器械運動
Apparatus Gymnastics

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 原田 睦巳
科目担当者
冨田 洋之 新竹 優子
授業概要
【授業全体の内容】
器械運動における、初級程度の技から中級程度の技を体系的に習得するとともに、段階的指導の学習や幇助の
体験を通じて指導法に関する知識を身につけることをねらいとする。また、安全面の配慮、基礎的な知識の発
展や実施、正しい基礎的な知識と運動構造の理解を深める。さらに本授業では、スポーツ健康科学を中心とし
た教養や知識、運動構造の情報伝達が多く必要とされるため、コミュニケーション力を養いスポーツ医科学と
コーチング科学を中心としたスポーツ科学についての知識と技能と教養の育成を目指す。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
器械運動における、初級程度の技から中級程度の技を体系的に習得するとともに、段階的指導の学習や幇助の
体験を通じて指導法に関する知識を身につける。
【授業の到達目標】
本授業において課題となる技は以下のとおりである。
マット運動：「伸膝前転」「前方倒立回転跳び」
とび箱運動：「屈身とび」「前方倒立回転跳び」
鉄棒運動：「け上がり」「後方支持回転」「前方支持回転」「振りとび下り」
成績評価
【成績評価の基準
各種目の課題に関して正確に動きを理解し、実施することができているかを評価の基準とする。
【成績評価の方法】
「学習態度・取り組む姿勢（40％）、実技テスト（マット・跳び箱・鉄棒）（60％）」
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【履修上の注意（科目独自のルール）】
到達目標に挙げられている技の名称、動きについて調べる。動きやすい服装。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
各課題の実施時に評価や助言を受講者にフィードバックする。
【テキスト・参考書等】
器械運動の授業づくり≪大修館書店≫ ※参考資料とする
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：原田睦巳
E‑mail: mtharada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください
【オフィスアワー】
火・水・木・金曜日10：00〜12：00
【1号館5階1511体操競技研究室】
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
中高教諭1種免許（保健体育）の必修科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

1

原田・冨田・新竹 （授業内容）
・前期授業の目標ならびに授業
展開について理解する。
マット運動：
・体の前屈によって回転を得る
系統技の段階的練習を行う。（
前転・開脚前転・倒立前転を習
得する）
鉄棒運動：
・鉄棒の特性について理解し、
体験する

【予習：0.5時間】
マット運動：
前転・開脚前転・倒立前転の映像を閲覧しておく
こと。
【復習：0.5時間】
マット運動：
前転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
し、理解を深める。
鉄棒運動：
鉄棒の特性について理解しておくこと。

（授業方法）
マット運動：
・前期授業の目標ならびに授業
展開について説明する。
・前転・開脚前転・倒立前転の
段階指導を行う

2

3

鉄棒運動：
・鉄棒の特性について解説する
原田・冨田・新竹 （授業内容）
マット運動：
・伸膝前転を習得する。
鉄棒運動：
支持回転系の技（前方支持回転
）の練習を行う。

【予習：0.5時間】
マット運動：
伸膝前転の映像を閲覧しておくこと。
鉄棒運動：
支持回転系の技の映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
マット運動：
前転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
（授業方法）
し、理解を深める。
マット運動：
・伸膝前転の段階指導を行う 鉄棒運動：
支持回転系の技（前方支持回転）についての指導
方法および実施の際の注意点を復習し、理解を深
鉄棒運動：
支持回転系の技（前方支持回転 める。
）の段階的指導を行う
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
マット運動：
マット運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと。
・伸膝前転を習得する。
・前方倒立回転跳びの練習を行 鉄棒運動：
伸膝前方支持回転の映像を閲覧しておくこと。
い、習得する。
【復習：0.5時間】
鉄棒運動：
伸膝前方支持回転の練習を行う マット運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
。
意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
（授業方法）
伸膝前方支持回転についての指導方法および実施
マット運動：
・伸膝前転の段階指導を行う の際の注意点を復習し、理解を深める。
・前方倒立回転跳びの導入動作
の指導を行う。
鉄棒運動：
・伸膝前方支持回転の段階的指
導を行う。

2467

4

5

6

原田・冨田・新竹 （授業内容）
マット運動：
・伸膝前転を習得する。
・前方倒立回転跳びの練習を行
い、習得する。
鉄棒運動：
後方支持回転の練習を行う。

【予習：0.5時間】
マット運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと。
鉄棒運動：
後方支持回転の映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
マット運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
（授業方法）
鉄棒運動：
マット運動：
・伸膝前転の段階指導を行う 後方支持回転についての指導方法および実施の際
・前方倒立回転跳びの段階的指 の注意点を復習し、理解を深める。
導を行う。
鉄棒運動：
・後方支持回転の段階的指導を
行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
マット運動：
マット運動：
・伸膝前転、前方倒立回転跳び ・伸膝前転、前方倒立回転跳びの映像を閲覧して
おくこと。
のテストを行う。
鉄棒運動：
鉄棒運動：
・伸膝後方支持回転の練習を行 伸膝後方支持回転の映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
う。
マット運動：
伸膝前転、前方倒立回転跳びの指導方法および実
（授業方法）
施の際の注意点を復習し、理解を深める。
マット運動：
・伸膝前転、前方倒立回転跳び
鉄棒運動：
のテストを行う。
伸膝後方支持回転についての指導方法および実施
鉄棒運動：
・伸膝後方支持回転の段階的指 の際の注意点を復習し、理解を深める。
導を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
とび箱運動：
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。 開脚跳び・かかえ込み跳びの映像を閲覧しておく
開脚跳び・かかえ込み跳びを習 こと
鉄棒運動：
得する。
懸垂前振りからの前方回転へのきり返しを伴う技
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への 群（足かけ上がり）の映像を閲覧しておくこと。
きり返しを伴う技群（足かけ上 【復習：0.5時間】
とび箱運動：
がり）の練習を行う。
開脚跳び・かかえ込み跳びの指導方法および実施
（授業方法）
の際の注意点を復習し、理解を深める。
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。
開脚跳び・かかえ込み跳びの段 鉄棒運動：
足かけ上がりについての指導方法および実施の際
階的指導を行う。
の注意点を復習し、理解を深める。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（足かけ上
がり）の段階的指導を行う。

2468

7

8

9

原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。
屈身とび・大屈身とびを習得す
る。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。
屈身とび・大屈身とびの段階的
指導を行う。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の段階的指導を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
屈身とびのテストを行う。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
屈身とびのテストを行う。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の段階的指導を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
回転系技群（頭はね跳び）の練
習を行う。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
回転系技群（頭はね跳び）の段
階的指導を行う。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の段階的指導を行う。
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【予習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
け上がりの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの指導方法および実施の際
の注意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
け上がりについての指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。

【予習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
け上がりの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの指導方法および実施の際
の注意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
け上がりについての指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
【予習：0.5時間】
とび箱運動：
頭はね跳びの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
け上がりの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
頭はね跳びの指導方法および実施の際の注意点を
復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
け上がりについての指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
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原田・冨田・新竹 授業内容）
・とび箱運動：
回転系技群（前方倒立回転跳び
）の練習を行う。
・鉄棒運動：
振りとび下りの練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
回転系技群（前方倒立回転跳び
）の段階的指導を行う。
・鉄棒運動：
振りとび下りの段階的指導を行
う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
前方倒立回転跳びのテストを行
う。
・鉄棒運動：
け上がり、前方支持回転、後方
支持回転、振りとび下りの連続
して実施する。

【予習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
振りとび下りの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
振りとび下りについての指導方法および実施の際
の注意点を復習し、理解を深める。

【予習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
振りとび下りの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
（授業方法）
け上がり、前方支持回転、後方支持回転、振りと
・とび箱運動：
前方倒立回転跳びのテストを行 び下りの連続して実施するための注意点を復習し
、理解を深める。
う。
・鉄棒運動：
け上がり、前方支持回転、後方
支持回転、振りとび下りの連続
して実施するための段階的指導
を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
鉄棒運動：
・鉄棒運動：
鉄棒運動の映像を閲覧しておくこと。
鉄棒運動のテストを行う。
長なわとび：
・長なわとび：
長なわとびの基本のとび方につ 長なわとびの基本のとび方について映像を閲覧し
ておくこと
いて理解し、実践する。
平均台：
平均台：
体操系の歩走技（前方歩・後方 体操系の歩走技（前方歩・後方歩・ツーステップ
歩・ツーステップ）を習得する ）について映像を閲覧しておくこと
。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
鉄棒運動：
・鉄棒運動：
け上がり、前方支持回転、後方支持回転、振りと
鉄棒運動のテストを行う。
び下りの連続して実施するための注意点を復習し
・長なわとび：
、理解を深める。
長なわとびの基本のとび方につ 長なわとび：
いての説明および実践を行う。 長なわとびの基本のとび方についての指導方法お
よび実施の際の注意点を復習し、理解を深める。
平均台：
体操系の歩走技（前方歩・後方 ・平均台：
歩・ツーステップ）の段階的指 体操系の歩走技（前方歩・後方歩・ツーステップ
）についての指導方法および実施の際の注意点を
導を行う。
復習し、理解を深める。
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
・鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技（ほん
転逆上がり・け上がり）を習得
する。
・長なわとび：
８の字とび・O字とびを実践す
る。
・平均台：
体操系の跳躍技（かかえ込み跳
び・片足踏み切り跳び上がり・
跳び下り）を習得する

【予習：0.5時間】
鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技（ほん転逆上がり・け上
がり）の映像を閲覧しておくこと。
長なわとび：
長なわとびの８の字とび・O字とびについて映像
を閲覧しておくこと
・平均台：
体操系の技（かかえ込み跳び・片足踏み切り跳び
上がり・跳び下り）について映像を閲覧しておく
こと

【復習：0.5時間】
鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技についての指導方法およ
び実施の際の注意点を復習し、理解を深める
長なわとび：
長なわとびの基本のとび方についての指導方法お
よび実施の際の注意点を復習し、理解を深める。
８の字とび・O字とびの指導を ・平均台：
体操系の技（かかえ込み跳び・片足踏み切り跳び
行う。
上がり・跳び下り）についての指導方法および実
・平均台：
体操系の跳躍技（かかえ込み跳 施の際の注意点を復習し、理解を深める。
び・片足踏み切り跳び上がり・
跳び下り）の段階的指導を行う
。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
鉄棒運動：
・鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技（後ろ 高鉄棒における上がり技（後ろ振り上がり）の映
振り上がり）の練習を行う。 像を閲覧しておくこと。
長なわとび：
・長なわとび：
ダブルダッチについて映像を閲覧しておくこと
ダブルダッチを実践する。
・平均台：
・平均台
バランス系の技（片足水平バラ バランス系の技（片足水平バランス・片足ターン
ンス・片足ターン）を習得する ）について映像を閲覧しておくこと
（授業方法）
・鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技の段階
的指導を行う。
・長なわとび：
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【復習：1.5時間】
鉄棒運動：
高鉄棒における後ろ振り上がりについての指導方
法および実施の際の注意点を復習し、理解を深め
る
長なわとび：
ダブルダッチの指導を行う。 長なわとびの基本のとび方についての指導方法お
よび実施の際の注意点を復習し、理解を深める。
・平均台
バランス系の技（片足水平バラ ・平均台：
ンス・片足ターン）の段階的指 バランス系の技（片足水平バランス・片足ターン
）についての指導方法および実施の際の注意点を
導を行う。
復習し、理解を深める。
（授業方法）
・鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技の段階
的指導を行う。
・長なわとび：

・授業全体を通して、各技の指導方法および実施
の際の注意点を復習し、理解する。
授業内で課題を習得できなかっ
た学生を対象にテストを実施す
る。
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授業科目名
英語科目名

器械運動
Apparatus Gymnastics

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 原田 睦巳
科目担当者
冨田 洋之 新竹 優子
授業概要
【授業全体の内容】
器械運動における、初級程度の技から中級程度の技を体系的に習得するとともに、段階的指導の学習や幇助の
体験を通じて指導法に関する知識を身につけることをねらいとする。また、安全面の配慮、基礎的な知識の発
展や実施、正しい基礎的な知識と運動構造の理解を深める。さらに本授業では、スポーツ健康科学を中心とし
た教養や知識、運動構造の情報伝達が多く必要とされるため、コミュニケーション力を養いスポーツ医科学と
コーチング科学を中心としたスポーツ科学についての知識と技能と教養の育成を目指す。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
器械運動における、初級程度の技から中級程度の技を体系的に習得するとともに、段階的指導の学習や幇助の
体験を通じて指導法に関する知識を身につける。
【授業の到達目標】
本授業において課題となる技は以下のとおりである。
マット運動：「伸膝前転」「前方倒立回転跳び」
とび箱運動：「屈身とび」「前方倒立回転跳び」
鉄棒運動：「足かけ上がり」「後方支持回転」「前方支持回転」「振りとび下り」
成績評価
【成績評価の基準
各種目の課題に関して正確に動きを理解し、実施することができているかを評価の基準とする。
【成績評価の方法】
「学習態度・取り組む姿勢（40％）、実技テスト（マット・跳び箱・鉄棒）（60％）」
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【履修上の注意（科目独自のルール）】
到達目標に挙げられている技の名称、動きについて調べる。動きやすい服装。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
各課題の実施時に評価や助言を受講者にフィードバックする。
【テキスト・参考書等】 器械運動の授業づくり≪大修館書店≫ ※参考資料とする
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：原田睦巳
E‑mail: mtharada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください
【オフィスアワー】
火・水・木・金曜日10：00〜12：00
【1号館5階1511体操競技研究室】
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
中高教諭1種免許（保健体育）の必修科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
・前期授業の目標ならびに授業
展開について理解する。
マット運動：
・体の前屈によって回転を得る
系統技の段階的練習を行う。（
前転・開脚前転・倒立前転を習
得する）
鉄棒運動：
・鉄棒の特性について理解し、
体験する

【予習：0.5時間】
マット運動：
前転・開脚前転・倒立前転の映像を閲覧しておく
こと。
【復習：0.5時間】
マット運動：
前転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
し、理解を深める。
鉄棒運動：
鉄棒の特性について理解しておくこと。

（授業方法）
マット運動：
・前期授業の目標ならびに授業
展開について説明する。
・前転・開脚前転・倒立前転の
段階指導を行う
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鉄棒運動：
・鉄棒の特性について解説する
原田・冨田・新竹 （授業内容）
マット運動：
・伸膝前転を習得する。
鉄棒運動：
支持回転系の技（前方支持回転
）の練習を行う。

【予習：0.5時間】
マット運動：
伸膝前転の映像を閲覧しておくこと。
鉄棒運動：
支持回転系の技の映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
マット運動：
前転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
（授業方法）
し、理解を深める。
マット運動：
・伸膝前転の段階指導を行う 鉄棒運動：
支持回転系の技（前方支持回転）についての指導
方法および実施の際の注意点を復習し、理解を深
鉄棒運動：
支持回転系の技（前方支持回転 める。
）の段階的指導を行う
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
マット運動：
マット運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと。
・伸膝前転を習得する。
・前方倒立回転跳びの練習を行 鉄棒運動：
伸膝前方支持回転の映像を閲覧しておくこと。
い、習得する。
【復習：0.5時間】
鉄棒運動：
伸膝前方支持回転の練習を行う マット運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
。
意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
（授業方法）
伸膝前方支持回転についての指導方法および実施
マット運動：
・伸膝前転の段階指導を行う の際の注意点を復習し、理解を深める。
・前方倒立回転跳びの導入動作
の指導を行う。
鉄棒運動：
・伸膝前方支持回転の段階的指
導を行う。
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
マット運動：
・伸膝前転を習得する。
・前方倒立回転跳びの練習を行
い、習得する。
鉄棒運動：
後方支持回転の練習を行う。

【予習：0.5時間】
マット運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと。
鉄棒運動：
後方支持回転の映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
マット運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
（授業方法）
鉄棒運動：
マット運動：
・伸膝前転の段階指導を行う 後方支持回転についての指導方法および実施の際
・前方倒立回転跳びの段階的指 の注意点を復習し、理解を深める。
導を行う。
鉄棒運動：
・後方支持回転の段階的指導を
行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
マット運動：
マット運動：
・伸膝前転、前方倒立回転跳び ・伸膝前転、前方倒立回転跳びの映像を閲覧して
おくこと。
のテストを行う。
鉄棒運動：
鉄棒運動：
・伸膝後方支持回転の練習を行 伸膝後方支持回転の映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
う。
マット運動：
伸膝前転、前方倒立回転跳びの指導方法および実
（授業方法）
施の際の注意点を復習し、理解を深める。
マット運動：
・伸膝前転、前方倒立回転跳び
鉄棒運動：
のテストを行う。
伸膝後方支持回転についての指導方法および実施
鉄棒運動：
・伸膝後方支持回転の段階的指 の際の注意点を復習し、理解を深める。
導を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
とび箱運動：
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。 開脚跳び・かかえ込み跳びの映像を閲覧しておく
開脚跳び・かかえ込み跳びを習 こと
鉄棒運動：
得する。
懸垂前振りからの前方回転へのきり返しを伴う技
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への 群（足かけ上がり）の映像を閲覧しておくこと。
きり返しを伴う技群（足かけ上 【復習：0.5時間】
とび箱運動：
がり）の練習を行う。
開脚跳び・かかえ込み跳びの指導方法および実施
（授業方法）
の際の注意点を復習し、理解を深める。
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。
開脚跳び・かかえ込み跳びの段 鉄棒運動：
足かけ上がりについての指導方法および実施の際
階的指導を行う。
の注意点を復習し、理解を深める。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（足かけ上
がり）の段階的指導を行う。
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。
屈身とび・大屈身とびを習得す
る。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。
屈身とび・大屈身とびの段階的
指導を行う。
・鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、
後方支持回転の指導を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
屈身とびのテストを行う。
・鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、
後方支持回転の練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
屈身とびのテストを行う。
・鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、
後方支持回転の指導を行う。

【予習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、後方支持回転の映
像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの指導方法および実施の際
の注意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
これまで学習した指導方法および実施の際の注意
点を復習し、理解を深める。

【予習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、後方支持回転の映
像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの指導方法および実施の際
の注意点を復習し、理解を深める。

鉄棒運動：
これまで学習した指導方法および実施の際の注意
点を復習し、理解を深める。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
とび箱運動：
・とび箱運動：
回転系技群（頭はね跳び）の練 頭はね跳びの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
習を行う。
振りとび下りの映像を閲覧しておくこと。
・鉄棒運動：
振りとび下りの練習を行う。 【復習：0.5時間】
とび箱運動：
（授業方法）
頭はね跳びの指導方法および実施の際の注意点を
・とび箱運動：
回転系技群（頭はね跳び）の段 復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
階的指導を行う。
振りとび下りについての指導方法および実施の際
・鉄棒運動：
振りとび下りの段階的指導を行 の注意点を復習し、理解を深める。
う。
原田・冨田・新竹 授業内容）
【予習：0.5時間】
とび箱運動：
・とび箱運動：
回転系技群（前方倒立回転跳び 前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
）の練習を行う。
振りとび下りの映像を閲覧しておくこと。
・鉄棒運動：
振りとび下りの練習を行う。 【復習：0.5時間】
とび箱運動：
（授業方法）
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
・とび箱運動：
回転系技群（前方倒立回転跳び 意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
）の段階的指導を行う。
振りとび下りについての指導方法および実施の際
・鉄棒運動：
振りとび下りの段階的指導を行 の注意点を復習し、理解を深める。
う。
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
前方倒立回転跳びのテストを行
う。
・鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、
後方支持回転、振りとび下りの
連続して実施する。

【予習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、後方支持回転、振
りとび下りの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
（授業方法）
鉄棒運動：
・とび箱運動：
前方倒立回転跳びのテストを行 足かけ上がり、前方支持回転、後方支持回転、振
りとび下りの連続して実施するための注意点を復
う。
習し、理解を深める。
・鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、
後方支持回転、振りとび下りの
連続して実施するための段階的
指導を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
鉄棒運動：
・鉄棒運動：
鉄棒運動の映像を閲覧しておくこと。
鉄棒運動のテストを行う。
長なわとび：
・長なわとび：
長なわとびの基本のとび方につ 長なわとびの基本のとび方について映像を閲覧し
ておくこと
いて理解し、実践する。
平均台：
平均台：
体操系の歩走技（前方歩・後方 体操系の歩走技（前方歩・後方歩・ツーステップ
歩・ツーステップ）を習得する ）について映像を閲覧しておくこと
。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
鉄棒運動：
・鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、後方支持回転、振
鉄棒運動のテストを行う。
りとび下りの連続して実施するための注意点を復
・長なわとび：
習し、理解を深める。
長なわとびの基本のとび方につ 長なわとび：
いての説明および実践を行う。 長なわとびの基本のとび方についての指導方法お
よび実施の際の注意点を復習し、理解を深める。
平均台：
体操系の歩走技（前方歩・後方 ・平均台：
歩・ツーステップ）の段階的指 体操系の歩走技（前方歩・後方歩・ツーステップ
）についての指導方法および実施の際の注意点を
導を行う。
復習し、理解を深める。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
長なわとび：
・長なわとび：
８の字とび・O字とびを実践す 長なわとびの８の字とび・O字とびについて映像
を閲覧しておくこと
る。
・平均台：
・平均台：
体操系の跳躍技（かかえ込み跳 体操系の技（かかえ込み跳び・片足踏み切り跳び
び・片足踏み切り跳び上がり・ 上がり・跳び下り）について映像を閲覧しておく
こと
跳び下り）を習得する
【復習：0.5時間】
長なわとび：
長なわとびの基本のとび方についての指導方法お
８の字とび・O字とびの指導を よび実施の際の注意点を復習し、理解を深める。
・平均台：
行う。
体操系の技（かかえ込み跳び・片足踏み切り跳び
・平均台：
体操系の跳躍技（かかえ込み跳 上がり・跳び下り）についての指導方法および実
び・片足踏み切り跳び上がり・ 施の際の注意点を復習し、理解を深める。
跳び下り）の段階的指導を行う
。
（授業方法）
・長なわとび：
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
・長なわとび：
ダブルダッチを実践する。
・平均台
バランス系の技（片足水平バラ
ンス・片足ターン）を習得する

【予習：0.5時間】
長なわとび：
ダブルダッチについて映像を閲覧しておくこと
・平均台：
バランス系の技（片足水平バランス・片足ターン
）について映像を閲覧しておくこと
【復習：1.5時間】

（授業方法）
・長なわとび：
ダブルダッチの指導を行う。
・平均台
バランス系の技（片足水平バラ
ンス・片足ターン）の段階的指
導を行う。

長なわとび：
長なわとびの基本のとび方についての指導方法お
よび実施の際の注意点を復習し、理解を深める。
・平均台：
バランス系の技（片足水平バランス・片足ターン
）についての指導方法および実施の際の注意点を
復習し、理解を深める。
・授業全体を通して、各技の指導方法および実施
の際の注意点を復習し、理解する。

授業内で課題を習得できなかっ
た学生を対象にテストを実施す
る。
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授業科目名
英語科目名

器械運動
Apparatus Gymnastics

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 原田 睦巳
科目担当者
冨田 洋之 新竹 優子
授業概要
【授業全体の内容】
器械運動における、初級程度の技から中級程度の技を体系的に習得するとともに、段階的指導の学習や幇助の
体験を通じて指導法に関する知識を身につけることをねらいとする。また、安全面の配慮、基礎的な知識の発
展や実施、正しい基礎的な知識と運動構造の理解を深める。さらに本授業では、スポーツ健康科学を中心とし
た教養や知識、運動構造の情報伝達が多く必要とされるため、コミュニケーション力を養いスポーツ医科学と
コーチング科学を中心としたスポーツ科学についての知識と技能と教養の育成を目指す。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
器械運動における、初級程度の技から中級程度の技を体系的に習得するとともに、段階的指導の学習や幇助の
体験を通じて指導法に関する知識を身につける。
【授業の到達目標】
本授業において課題となる技は以下のとおりである。
マット運動：「伸膝前転」「前方倒立回転跳び」
とび箱運動：「屈身とび」「前方倒立回転跳び」
鉄棒運動：「足かけ上がり」「後方支持回転」「前方支持回転」「振りとび下り」
成績評価
【成績評価の基準
各種目の課題に関して正確に動きを理解し、実施することができているかを評価の基準とする。
【成績評価の方法】
「学習態度・取り組む姿勢（40％）、実技テスト（マット・跳び箱・鉄棒）（60％）」
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【履修上の注意（科目独自のルール）】
到達目標に挙げられている技の名称、動きについて調べる。動きやすい服装。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
各課題の実施時に評価や助言を受講者にフィードバックする。
【テキスト・参考書等】 器械運動の授業づくり≪大修館書店≫ ※参考資料とする
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：原田睦巳
E‑mail: mtharada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください
【オフィスアワー】
火・水・木・金曜日10：00〜12：00
【1号館5階1511体操競技研究室】
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
中高教諭1種免許（保健体育）の必修科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

1

原田・冨田・新竹 （授業内容）
・前期授業の目標ならびに授業
展開について理解する。
マット運動：
・体の前屈によって回転を得る
系統技の段階的練習を行う。（
前転・開脚前転・倒立前転を習
得する）
鉄棒運動：
・鉄棒の特性について理解し、
体験する

【予習：0.5時間】
マット運動：
前転・開脚前転・倒立前転の映像を閲覧しておく
こと。
【復習：0.5時間】
マット運動：
前転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
し、理解を深める。
鉄棒運動：
鉄棒の特性について理解しておくこと。

（授業方法）
マット運動：
・前期授業の目標ならびに授業
展開について説明する。
・前転・開脚前転・倒立前転の
段階指導を行う

2

3

鉄棒運動：
・鉄棒の特性について解説する
原田・冨田・新竹 （授業内容）
マット運動：
・伸膝前転を習得する。
鉄棒運動：
支持回転系の技（前方支持回転
）の練習を行う。

【予習：0.5時間】
マット運動：
伸膝前転の映像を閲覧しておくこと。
鉄棒運動：
支持回転系の技の映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
マット運動：
前転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
（授業方法）
し、理解を深める。
マット運動：
・伸膝前転の段階指導を行う 鉄棒運動：
支持回転系の技（前方支持回転）についての指導
方法および実施の際の注意点を復習し、理解を深
鉄棒運動：
支持回転系の技（前方支持回転 める。
）の段階的指導を行う
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
マット運動：
マット運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと。
・伸膝前転を習得する。
・前方倒立回転跳びの練習を行 鉄棒運動：
伸膝前方支持回転の映像を閲覧しておくこと。
い、習得する。
【復習：0.5時間】
鉄棒運動：
伸膝前方支持回転の練習を行う マット運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
。
意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
（授業方法）
伸膝前方支持回転についての指導方法および実施
マット運動：
・伸膝前転の段階指導を行う の際の注意点を復習し、理解を深める。
・前方倒立回転跳びの導入動作
の指導を行う。
鉄棒運動：
・伸膝前方支持回転の段階的指
導を行う。
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
マット運動：
・伸膝前転を習得する。
・前方倒立回転跳びの練習を行
い、習得する。
鉄棒運動：
後方支持回転の練習を行う。

【予習：0.5時間】
マット運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと。
鉄棒運動：
後方支持回転の映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
マット運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
（授業方法）
鉄棒運動：
マット運動：
・伸膝前転の段階指導を行う 後方支持回転についての指導方法および実施の際
・前方倒立回転跳びの段階的指 の注意点を復習し、理解を深める。
導を行う。
鉄棒運動：
・後方支持回転の段階的指導を
行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
マット運動：
マット運動：
・伸膝前転、前方倒立回転跳び ・伸膝前転、前方倒立回転跳びの映像を閲覧して
おくこと。
のテストを行う。
鉄棒運動：
鉄棒運動：
・伸膝後方支持回転の練習を行 伸膝後方支持回転の映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
う。
マット運動：
伸膝前転、前方倒立回転跳びの指導方法および実
（授業方法）
施の際の注意点を復習し、理解を深める。
マット運動：
・伸膝前転、前方倒立回転跳び
鉄棒運動：
のテストを行う。
伸膝後方支持回転についての指導方法および実施
鉄棒運動：
・伸膝後方支持回転の段階的指 の際の注意点を復習し、理解を深める。
導を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
とび箱運動：
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。 開脚跳び・かかえ込み跳びの映像を閲覧しておく
開脚跳び・かかえ込み跳びを習 こと
鉄棒運動：
得する。
懸垂前振りからの前方回転へのきり返しを伴う技
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への 群（足かけ上がり）の映像を閲覧しておくこと。
きり返しを伴う技群（足かけ上 【復習：0.5時間】
とび箱運動：
がり）の練習を行う。
開脚跳び・かかえ込み跳びの指導方法および実施
（授業方法）
の際の注意点を復習し、理解を深める。
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。
開脚跳び・かかえ込み跳びの段 鉄棒運動：
足かけ上がりについての指導方法および実施の際
階的指導を行う。
の注意点を復習し、理解を深める。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（足かけ上
がり）の段階的指導を行う。
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。
屈身とび・大屈身とびを習得す
る。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。
屈身とび・大屈身とびの段階的
指導を行う。
・鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、
後方支持回転の指導を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
屈身とびのテストを行う。
・鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、
後方支持回転の練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
屈身とびのテストを行う。
・鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、
後方支持回転の指導を行う。

【予習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、後方支持回転の映
像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの指導方法および実施の際
の注意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
これまで学習した指導方法および実施の際の注意
点を復習し、理解を深める。

【予習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、後方支持回転の映
像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの指導方法および実施の際
の注意点を復習し、理解を深める。

鉄棒運動：
これまで学習した指導方法および実施の際の注意
点を復習し、理解を深める。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
とび箱運動：
・とび箱運動：
回転系技群（頭はね跳び）の練 頭はね跳びの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
習を行う。
振りとび下りの映像を閲覧しておくこと。
・鉄棒運動：
振りとび下りの練習を行う。 【復習：0.5時間】
とび箱運動：
（授業方法）
頭はね跳びの指導方法および実施の際の注意点を
・とび箱運動：
回転系技群（頭はね跳び）の段 復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
階的指導を行う。
振りとび下りについての指導方法および実施の際
・鉄棒運動：
振りとび下りの段階的指導を行 の注意点を復習し、理解を深める。
う。
原田・冨田・新竹 授業内容）
【予習：0.5時間】
とび箱運動：
・とび箱運動：
回転系技群（前方倒立回転跳び 前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
）の練習を行う。
振りとび下りの映像を閲覧しておくこと。
・鉄棒運動：
振りとび下りの練習を行う。 【復習：0.5時間】
とび箱運動：
（授業方法）
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
・とび箱運動：
回転系技群（前方倒立回転跳び 意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
）の段階的指導を行う。
振りとび下りについての指導方法および実施の際
・鉄棒運動：
振りとび下りの段階的指導を行 の注意点を復習し、理解を深める。
う。
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
前方倒立回転跳びのテストを行
う。
・鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、
後方支持回転、振りとび下りの
連続して実施する。

【予習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、後方支持回転、振
りとび下りの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
（授業方法）
鉄棒運動：
・とび箱運動：
前方倒立回転跳びのテストを行 足かけ上がり、前方支持回転、後方支持回転、振
りとび下りの連続して実施するための注意点を復
う。
習し、理解を深める。
・鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、
後方支持回転、振りとび下りの
連続して実施するための段階的
指導を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
鉄棒運動：
・鉄棒運動：
鉄棒運動の映像を閲覧しておくこと。
鉄棒運動のテストを行う。
長なわとび：
・長なわとび：
長なわとびの基本のとび方につ 長なわとびの基本のとび方について映像を閲覧し
ておくこと
いて理解し、実践する。
平均台：
平均台：
体操系の歩走技（前方歩・後方 体操系の歩走技（前方歩・後方歩・ツーステップ
歩・ツーステップ）を習得する ）について映像を閲覧しておくこと
。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
鉄棒運動：
・鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、後方支持回転、振
鉄棒運動のテストを行う。
りとび下りの連続して実施するための注意点を復
・長なわとび：
習し、理解を深める。
長なわとびの基本のとび方につ 長なわとび：
いての説明および実践を行う。 長なわとびの基本のとび方についての指導方法お
よび実施の際の注意点を復習し、理解を深める。
平均台：
体操系の歩走技（前方歩・後方 ・平均台：
歩・ツーステップ）の段階的指 体操系の歩走技（前方歩・後方歩・ツーステップ
）についての指導方法および実施の際の注意点を
導を行う。
復習し、理解を深める。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
長なわとび：
・長なわとび：
８の字とび・O字とびを実践す 長なわとびの８の字とび・O字とびについて映像
を閲覧しておくこと
る。
・平均台：
・平均台：
体操系の跳躍技（かかえ込み跳 体操系の技（かかえ込み跳び・片足踏み切り跳び
び・片足踏み切り跳び上がり・ 上がり・跳び下り）について映像を閲覧しておく
こと
跳び下り）を習得する
【復習：0.5時間】
長なわとび：
長なわとびの基本のとび方についての指導方法お
８の字とび・O字とびの指導を よび実施の際の注意点を復習し、理解を深める。
・平均台：
行う。
体操系の技（かかえ込み跳び・片足踏み切り跳び
・平均台：
体操系の跳躍技（かかえ込み跳 上がり・跳び下り）についての指導方法および実
び・片足踏み切り跳び上がり・ 施の際の注意点を復習し、理解を深める。
跳び下り）の段階的指導を行う
。
（授業方法）
・長なわとび：
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
・長なわとび：
ダブルダッチを実践する。
・平均台
バランス系の技（片足水平バラ
ンス・片足ターン）を習得する

【予習：0.5時間】
長なわとび：
ダブルダッチについて映像を閲覧しておくこと
・平均台：
バランス系の技（片足水平バランス・片足ターン
）について映像を閲覧しておくこと
【復習：1.5時間】

（授業方法）
・長なわとび：
ダブルダッチの指導を行う。
・平均台
バランス系の技（片足水平バラ
ンス・片足ターン）の段階的指
導を行う。

長なわとび：
長なわとびの基本のとび方についての指導方法お
よび実施の際の注意点を復習し、理解を深める。
・平均台：
バランス系の技（片足水平バランス・片足ターン
）についての指導方法および実施の際の注意点を
復習し、理解を深める。
・授業全体を通して、各技の指導方法および実施
の際の注意点を復習し、理解する。

授業内で課題を習得できなかっ
た学生を対象にテストを実施す
る。
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授業科目名
英語科目名

器械運動
Apparatus Gymnastics

授業形態
開講学期

実技
後期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 原田 睦巳
科目担当者
冨田 洋之 新竹 優子
授業概要
【授業全体の内容】
器械運動における、初級程度の技から中級程度の技を体系的に習得するとともに、段階的指導の学習や幇助の
体験を通じて指導法に関する知識を身につけることをねらいとする。また、安全面の配慮、基礎的な知識の発
展や実施、正しい基礎的な知識と運動構造の理解を深める。さらに本授業では、スポーツ健康科学を中心とし
た教養や知識、運動構造の情報伝達が多く必要とされるため、コミュニケーション力を養いスポーツ医科学と
コーチング科学を中心としたスポーツ科学についての知識と技能と教養の育成を目指す。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
器械運動における、初級程度の技から中級程度の技を体系的に習得するとともに、段階的指導の学習や幇助の
体験を通じて指導法に関する知識を身につける。
【授業の到達目標】
本授業において課題となる技は以下のとおりである。
マット運動：「伸膝前転」「前方倒立回転跳び」
とび箱運動：「屈身とび」「前方倒立回転跳び」
鉄棒運動：「け上がり」「後方支持回転」「前方支持回転」「振りとび下り」
成績評価
【成績評価の基準
各種目の課題に関して正確に動きを理解し、実施することができているかを評価の基準とする。
【成績評価の方法】
「学習態度・取り組む姿勢（40％）、実技テスト（マット・跳び箱・鉄棒）（60％）」
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【履修上の注意（科目独自のルール）】
到達目標に挙げられている技の名称、動きについて調べる。動きやすい服装。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
各課題の実施時に評価や助言を受講者にフィードバックする。
【テキスト・参考書等】
器械運動の授業づくり≪大修館書店≫ ※参考資料とする
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：原田睦巳
E‑mail: mtharada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください
【オフィスアワー】
火・水・木・金曜日10：00〜12：00
【1号館5階1511体操競技研究室】
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
中高教諭1種免許（保健体育）の必修科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

1

原田・冨田・新竹 （授業内容）
・前期授業の目標ならびに授業
展開について理解する。
マット運動：
・体の前屈によって回転を得る
系統技の段階的練習を行う。（
前転・開脚前転・倒立前転を習
得する）
鉄棒運動：
・鉄棒の特性について理解し、
体験する

【予習：0.5時間】
マット運動：
前転・開脚前転・倒立前転の映像を閲覧しておく
こと。
【復習：0.5時間】
マット運動：
前転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
し、理解を深める。
鉄棒運動：
鉄棒の特性について理解しておくこと。

（授業方法）
マット運動：
・前期授業の目標ならびに授業
展開について説明する。
・前転・開脚前転・倒立前転の
段階指導を行う

2

3

鉄棒運動：
・鉄棒の特性について解説する
原田・冨田・新竹 （授業内容）
マット運動：
・伸膝前転を習得する。
鉄棒運動：
支持回転系の技（前方支持回転
）の練習を行う。

【予習：0.5時間】
マット運動：
伸膝前転の映像を閲覧しておくこと。
鉄棒運動：
支持回転系の技の映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
マット運動：
前転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
（授業方法）
し、理解を深める。
マット運動：
・伸膝前転の段階指導を行う 鉄棒運動：
支持回転系の技（前方支持回転）についての指導
方法および実施の際の注意点を復習し、理解を深
鉄棒運動：
支持回転系の技（前方支持回転 める。
）の段階的指導を行う
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
マット運動：
マット運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと。
・伸膝前転を習得する。
・前方倒立回転跳びの練習を行 鉄棒運動：
伸膝前方支持回転の映像を閲覧しておくこと。
い、習得する。
【復習：0.5時間】
鉄棒運動：
伸膝前方支持回転の練習を行う マット運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
。
意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
（授業方法）
伸膝前方支持回転についての指導方法および実施
マット運動：
・伸膝前転の段階指導を行う の際の注意点を復習し、理解を深める。
・前方倒立回転跳びの導入動作
の指導を行う。
鉄棒運動：
・伸膝前方支持回転の段階的指
導を行う。
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
マット運動：
・伸膝前転を習得する。
・前方倒立回転跳びの練習を行
い、習得する。
鉄棒運動：
後方支持回転の練習を行う。

【予習：0.5時間】
マット運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと。
鉄棒運動：
後方支持回転の映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
マット運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
（授業方法）
鉄棒運動：
マット運動：
・伸膝前転の段階指導を行う 後方支持回転についての指導方法および実施の際
・前方倒立回転跳びの段階的指 の注意点を復習し、理解を深める。
導を行う。
鉄棒運動：
・後方支持回転の段階的指導を
行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
マット運動：
マット運動：
・伸膝前転、前方倒立回転跳び ・伸膝前転、前方倒立回転跳びの映像を閲覧して
おくこと。
のテストを行う。
鉄棒運動：
鉄棒運動：
・伸膝後方支持回転の練習を行 伸膝後方支持回転の映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
う。
マット運動：
伸膝前転、前方倒立回転跳びの指導方法および実
（授業方法）
施の際の注意点を復習し、理解を深める。
マット運動：
・伸膝前転、前方倒立回転跳び
鉄棒運動：
のテストを行う。
伸膝後方支持回転についての指導方法および実施
鉄棒運動：
・伸膝後方支持回転の段階的指 の際の注意点を復習し、理解を深める。
導を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
とび箱運動：
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。 開脚跳び・かかえ込み跳びの映像を閲覧しておく
開脚跳び・かかえ込み跳びを習 こと
鉄棒運動：
得する。
懸垂前振りからの前方回転へのきり返しを伴う技
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への 群（足かけ上がり）の映像を閲覧しておくこと。
きり返しを伴う技群（足かけ上 【復習：0.5時間】
とび箱運動：
がり）の練習を行う。
開脚跳び・かかえ込み跳びの指導方法および実施
（授業方法）
の際の注意点を復習し、理解を深める。
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。
開脚跳び・かかえ込み跳びの段 鉄棒運動：
足かけ上がりについての指導方法および実施の際
階的指導を行う。
の注意点を復習し、理解を深める。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（足かけ上
がり）の段階的指導を行う。
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。
屈身とび・大屈身とびを習得す
る。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。
屈身とび・大屈身とびの段階的
指導を行う。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の段階的指導を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
屈身とびのテストを行う。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
屈身とびのテストを行う。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の段階的指導を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
回転系技群（頭はね跳び）の練
習を行う。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
回転系技群（頭はね跳び）の段
階的指導を行う。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の段階的指導を行う。
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【予習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
け上がりの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの指導方法および実施の際
の注意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
け上がりについての指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。

【予習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
け上がりの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの指導方法および実施の際
の注意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
け上がりについての指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
【予習：0.5時間】
とび箱運動：
頭はね跳びの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
け上がりの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
頭はね跳びの指導方法および実施の際の注意点を
復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
け上がりについての指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
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原田・冨田・新竹 授業内容）
・とび箱運動：
回転系技群（前方倒立回転跳び
）の練習を行う。
・鉄棒運動：
振りとび下りの練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
回転系技群（前方倒立回転跳び
）の段階的指導を行う。
・鉄棒運動：
振りとび下りの段階的指導を行
う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
前方倒立回転跳びのテストを行
う。
・鉄棒運動：
け上がり、前方支持回転、後方
支持回転、振りとび下りの連続
して実施する。

【予習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
振りとび下りの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
振りとび下りについての指導方法および実施の際
の注意点を復習し、理解を深める。

【予習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
振りとび下りの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
（授業方法）
け上がり、前方支持回転、後方支持回転、振りと
・とび箱運動：
前方倒立回転跳びのテストを行 び下りの連続して実施するための注意点を復習し
、理解を深める。
う。
・鉄棒運動：
け上がり、前方支持回転、後方
支持回転、振りとび下りの連続
して実施するための段階的指導
を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
鉄棒運動：
・鉄棒運動：
鉄棒運動の映像を閲覧しておくこと。
鉄棒運動のテストを行う。
長なわとび：
・長なわとび：
長なわとびの基本のとび方につ 長なわとびの基本のとび方について映像を閲覧し
ておくこと
いて理解し、実践する。
平均台：
平均台：
体操系の歩走技（前方歩・後方 体操系の歩走技（前方歩・後方歩・ツーステップ
歩・ツーステップ）を習得する ）について映像を閲覧しておくこと
。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
鉄棒運動：
・鉄棒運動：
け上がり、前方支持回転、後方支持回転、振りと
鉄棒運動のテストを行う。
び下りの連続して実施するための注意点を復習し
・長なわとび：
、理解を深める。
長なわとびの基本のとび方につ 長なわとび：
いての説明および実践を行う。 長なわとびの基本のとび方についての指導方法お
よび実施の際の注意点を復習し、理解を深める。
平均台：
体操系の歩走技（前方歩・後方 ・平均台：
歩・ツーステップ）の段階的指 体操系の歩走技（前方歩・後方歩・ツーステップ
）についての指導方法および実施の際の注意点を
導を行う。
復習し、理解を深める。
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
・鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技（ほん
転逆上がり・け上がり）を習得
する。
・長なわとび：
８の字とび・O字とびを実践す
る。
・平均台：
体操系の跳躍技（かかえ込み跳
び・片足踏み切り跳び上がり・
跳び下り）を習得する

【予習：0.5時間】
鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技（ほん転逆上がり・け上
がり）の映像を閲覧しておくこと。
長なわとび：
長なわとびの８の字とび・O字とびについて映像
を閲覧しておくこと
・平均台：
体操系の技（かかえ込み跳び・片足踏み切り跳び
上がり・跳び下り）について映像を閲覧しておく
こと

【復習：0.5時間】
鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技についての指導方法およ
び実施の際の注意点を復習し、理解を深める
長なわとび：
長なわとびの基本のとび方についての指導方法お
よび実施の際の注意点を復習し、理解を深める。
８の字とび・O字とびの指導を ・平均台：
体操系の技（かかえ込み跳び・片足踏み切り跳び
行う。
上がり・跳び下り）についての指導方法および実
・平均台：
体操系の跳躍技（かかえ込み跳 施の際の注意点を復習し、理解を深める。
び・片足踏み切り跳び上がり・
跳び下り）の段階的指導を行う
。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
鉄棒運動：
・鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技（後ろ 高鉄棒における上がり技（後ろ振り上がり）の映
振り上がり）の練習を行う。 像を閲覧しておくこと。
長なわとび：
・長なわとび：
ダブルダッチについて映像を閲覧しておくこと
ダブルダッチを実践する。
・平均台：
・平均台
バランス系の技（片足水平バラ バランス系の技（片足水平バランス・片足ターン
ンス・片足ターン）を習得する ）について映像を閲覧しておくこと
（授業方法）
・鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技の段階
的指導を行う。
・長なわとび：
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【復習：1.5時間】
鉄棒運動：
高鉄棒における後ろ振り上がりについての指導方
法および実施の際の注意点を復習し、理解を深め
る
長なわとび：
ダブルダッチの指導を行う。 長なわとびの基本のとび方についての指導方法お
よび実施の際の注意点を復習し、理解を深める。
・平均台
バランス系の技（片足水平バラ ・平均台：
ンス・片足ターン）の段階的指 バランス系の技（片足水平バランス・片足ターン
）についての指導方法および実施の際の注意点を
導を行う。
復習し、理解を深める。
（授業方法）
・鉄棒運動：
高鉄棒における上がり技の段階
的指導を行う。
・長なわとび：

・授業全体を通して、各技の指導方法および実施
の際の注意点を復習し、理解する。
授業内で課題を習得できなかっ
た学生を対象にテストを実施す
る。
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授業科目名
英語科目名

器械運動
Apparatus Gymnastics

授業形態
開講学期

実技
後期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 原田 睦巳
科目担当者
冨田 洋之 新竹 優子
授業概要
【授業全体の内容】
器械運動における、初級程度の技から中級程度の技を体系的に習得するとともに、段階的指導の学習や幇助の
体験を通じて指導法に関する知識を身につけることをねらいとする。また、安全面の配慮、基礎的な知識の発
展や実施、正しい基礎的な知識と運動構造の理解を深める。さらに本授業では、スポーツ健康科学を中心とし
た教養や知識、運動構造の情報伝達が多く必要とされるため、コミュニケーション力を養いスポーツ医科学と
コーチング科学を中心としたスポーツ科学についての知識と技能と教養の育成を目指す。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
器械運動における、初級程度の技から中級程度の技を体系的に習得するとともに、段階的指導の学習や幇助の
体験を通じて指導法に関する知識を身につける。
【授業の到達目標】
本授業において課題となる技は以下のとおりである。
マット運動：「伸膝前転」「前方倒立回転跳び」
とび箱運動：「屈身とび」「前方倒立回転跳び」
鉄棒運動：「足かけ上がり」「後方支持回転」「前方支持回転」「振りとび下り」
成績評価
【成績評価の基準
各種目の課題に関して正確に動きを理解し、実施することができているかを評価の基準とする。
【成績評価の方法】
「学習態度・取り組む姿勢（40％）、実技テスト（マット・跳び箱・鉄棒）（60％）」
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【履修上の注意（科目独自のルール）】
到達目標に挙げられている技の名称、動きについて調べる。動きやすい服装。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
各課題の実施時に評価や助言を受講者にフィードバックする。
【テキスト・参考書等】 器械運動の授業づくり≪大修館書店≫ ※参考資料とする
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：原田睦巳
E‑mail: mtharada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください
【オフィスアワー】
火・水・木・金曜日10：00〜12：00
【1号館5階1511体操競技研究室】
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
中高教諭1種免許（保健体育）の必修科目
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ

1

原田・冨田・新竹 （授業内容）
・前期授業の目標ならびに授業
展開について理解する。
マット運動：
・体の前屈によって回転を得る
系統技の段階的練習を行う。（
前転・開脚前転・倒立前転を習
得する）
鉄棒運動：
・鉄棒の特性について理解し、
体験する

【予習：0.5時間】
マット運動：
前転・開脚前転・倒立前転の映像を閲覧しておく
こと。
【復習：0.5時間】
マット運動：
前転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
し、理解を深める。
鉄棒運動：
鉄棒の特性について理解しておくこと。

（授業方法）
マット運動：
・前期授業の目標ならびに授業
展開について説明する。
・前転・開脚前転・倒立前転の
段階指導を行う

2

3

鉄棒運動：
・鉄棒の特性について解説する
原田・冨田・新竹 （授業内容）
マット運動：
・伸膝前転を習得する。
鉄棒運動：
支持回転系の技（前方支持回転
）の練習を行う。

【予習：0.5時間】
マット運動：
伸膝前転の映像を閲覧しておくこと。
鉄棒運動：
支持回転系の技の映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
マット運動：
前転系の指導方法および実施の際の注意点を復習
（授業方法）
し、理解を深める。
マット運動：
・伸膝前転の段階指導を行う 鉄棒運動：
支持回転系の技（前方支持回転）についての指導
方法および実施の際の注意点を復習し、理解を深
鉄棒運動：
支持回転系の技（前方支持回転 める。
）の段階的指導を行う
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
マット運動：
マット運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと。
・伸膝前転を習得する。
・前方倒立回転跳びの練習を行 鉄棒運動：
伸膝前方支持回転の映像を閲覧しておくこと。
い、習得する。
【復習：0.5時間】
鉄棒運動：
伸膝前方支持回転の練習を行う マット運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
。
意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
（授業方法）
伸膝前方支持回転についての指導方法および実施
マット運動：
・伸膝前転の段階指導を行う の際の注意点を復習し、理解を深める。
・前方倒立回転跳びの導入動作
の指導を行う。
鉄棒運動：
・伸膝前方支持回転の段階的指
導を行う。
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
マット運動：
・伸膝前転を習得する。
・前方倒立回転跳びの練習を行
い、習得する。
鉄棒運動：
後方支持回転の練習を行う。

【予習：0.5時間】
マット運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと。
鉄棒運動：
後方支持回転の映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
マット運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
（授業方法）
鉄棒運動：
マット運動：
・伸膝前転の段階指導を行う 後方支持回転についての指導方法および実施の際
・前方倒立回転跳びの段階的指 の注意点を復習し、理解を深める。
導を行う。
鉄棒運動：
・後方支持回転の段階的指導を
行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
マット運動：
マット運動：
・伸膝前転、前方倒立回転跳び ・伸膝前転、前方倒立回転跳びの映像を閲覧して
おくこと。
のテストを行う。
鉄棒運動：
鉄棒運動：
・伸膝後方支持回転の練習を行 伸膝後方支持回転の映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
う。
マット運動：
伸膝前転、前方倒立回転跳びの指導方法および実
（授業方法）
施の際の注意点を復習し、理解を深める。
マット運動：
・伸膝前転、前方倒立回転跳び
鉄棒運動：
のテストを行う。
伸膝後方支持回転についての指導方法および実施
鉄棒運動：
・伸膝後方支持回転の段階的指 の際の注意点を復習し、理解を深める。
導を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
とび箱運動：
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。 開脚跳び・かかえ込み跳びの映像を閲覧しておく
開脚跳び・かかえ込み跳びを習 こと
鉄棒運動：
得する。
懸垂前振りからの前方回転へのきり返しを伴う技
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への 群（足かけ上がり）の映像を閲覧しておくこと。
きり返しを伴う技群（足かけ上 【復習：0.5時間】
とび箱運動：
がり）の練習を行う。
開脚跳び・かかえ込み跳びの指導方法および実施
（授業方法）
の際の注意点を復習し、理解を深める。
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。
開脚跳び・かかえ込み跳びの段 鉄棒運動：
足かけ上がりについての指導方法および実施の際
階的指導を行う。
の注意点を復習し、理解を深める。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（足かけ上
がり）の段階的指導を行う。
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。
屈身とび・大屈身とびを習得す
る。
・鉄棒運動：
懸垂前振りからの前方回転への
きり返しを伴う技群（け上がり
）の練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
きり返し系統技の練習を行う。
屈身とび・大屈身とびの段階的
指導を行う。
・鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、
後方支持回転の指導を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
屈身とびのテストを行う。
・鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、
後方支持回転の練習を行う。
（授業方法）
・とび箱運動：
屈身とびのテストを行う。
・鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、
後方支持回転の指導を行う。

【予習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、後方支持回転の映
像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの指導方法および実施の際
の注意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
これまで学習した指導方法および実施の際の注意
点を復習し、理解を深める。

【予習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、後方支持回転の映
像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
屈身とび・大屈身とびの指導方法および実施の際
の注意点を復習し、理解を深める。

鉄棒運動：
これまで学習した指導方法および実施の際の注意
点を復習し、理解を深める。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
とび箱運動：
・とび箱運動：
回転系技群（頭はね跳び）の練 頭はね跳びの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
習を行う。
振りとび下りの映像を閲覧しておくこと。
・鉄棒運動：
振りとび下りの練習を行う。 【復習：0.5時間】
とび箱運動：
（授業方法）
頭はね跳びの指導方法および実施の際の注意点を
・とび箱運動：
回転系技群（頭はね跳び）の段 復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
階的指導を行う。
振りとび下りについての指導方法および実施の際
・鉄棒運動：
振りとび下りの段階的指導を行 の注意点を復習し、理解を深める。
う。
原田・冨田・新竹 授業内容）
【予習：0.5時間】
とび箱運動：
・とび箱運動：
回転系技群（前方倒立回転跳び 前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
）の練習を行う。
振りとび下りの映像を閲覧しておくこと。
・鉄棒運動：
振りとび下りの練習を行う。 【復習：0.5時間】
とび箱運動：
（授業方法）
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
・とび箱運動：
回転系技群（前方倒立回転跳び 意点を復習し、理解を深める。
鉄棒運動：
）の段階的指導を行う。
振りとび下りについての指導方法および実施の際
・鉄棒運動：
振りとび下りの段階的指導を行 の注意点を復習し、理解を深める。
う。
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
・とび箱運動：
前方倒立回転跳びのテストを行
う。
・鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、
後方支持回転、振りとび下りの
連続して実施する。

【予習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの映像を閲覧しておくこと
鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、後方支持回転、振
りとび下りの映像を閲覧しておくこと。
【復習：0.5時間】
とび箱運動：
前方倒立回転跳びの指導方法および実施の際の注
意点を復習し、理解を深める。
（授業方法）
鉄棒運動：
・とび箱運動：
前方倒立回転跳びのテストを行 足かけ上がり、前方支持回転、後方支持回転、振
りとび下りの連続して実施するための注意点を復
う。
習し、理解を深める。
・鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、
後方支持回転、振りとび下りの
連続して実施するための段階的
指導を行う。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
鉄棒運動：
・鉄棒運動：
鉄棒運動の映像を閲覧しておくこと。
鉄棒運動のテストを行う。
長なわとび：
・長なわとび：
長なわとびの基本のとび方につ 長なわとびの基本のとび方について映像を閲覧し
ておくこと
いて理解し、実践する。
平均台：
平均台：
体操系の歩走技（前方歩・後方 体操系の歩走技（前方歩・後方歩・ツーステップ
歩・ツーステップ）を習得する ）について映像を閲覧しておくこと
。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
鉄棒運動：
・鉄棒運動：
足かけ上がり、前方支持回転、後方支持回転、振
鉄棒運動のテストを行う。
りとび下りの連続して実施するための注意点を復
・長なわとび：
習し、理解を深める。
長なわとびの基本のとび方につ 長なわとび：
いての説明および実践を行う。 長なわとびの基本のとび方についての指導方法お
よび実施の際の注意点を復習し、理解を深める。
平均台：
体操系の歩走技（前方歩・後方 ・平均台：
歩・ツーステップ）の段階的指 体操系の歩走技（前方歩・後方歩・ツーステップ
）についての指導方法および実施の際の注意点を
導を行う。
復習し、理解を深める。
原田・冨田・新竹 （授業内容）
【予習：0.5時間】
長なわとび：
・長なわとび：
８の字とび・O字とびを実践す 長なわとびの８の字とび・O字とびについて映像
を閲覧しておくこと
る。
・平均台：
・平均台：
体操系の跳躍技（かかえ込み跳 体操系の技（かかえ込み跳び・片足踏み切り跳び
び・片足踏み切り跳び上がり・ 上がり・跳び下り）について映像を閲覧しておく
こと
跳び下り）を習得する
【復習：0.5時間】
長なわとび：
長なわとびの基本のとび方についての指導方法お
８の字とび・O字とびの指導を よび実施の際の注意点を復習し、理解を深める。
・平均台：
行う。
体操系の技（かかえ込み跳び・片足踏み切り跳び
・平均台：
体操系の跳躍技（かかえ込み跳 上がり・跳び下り）についての指導方法および実
び・片足踏み切り跳び上がり・ 施の際の注意点を復習し、理解を深める。
跳び下り）の段階的指導を行う
。
（授業方法）
・長なわとび：
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原田・冨田・新竹 （授業内容）
・長なわとび：
ダブルダッチを実践する。
・平均台
バランス系の技（片足水平バラ
ンス・片足ターン）を習得する

【予習：0.5時間】
長なわとび：
ダブルダッチについて映像を閲覧しておくこと
・平均台：
バランス系の技（片足水平バランス・片足ターン
）について映像を閲覧しておくこと
【復習：1.5時間】

（授業方法）
・長なわとび：
ダブルダッチの指導を行う。
・平均台
バランス系の技（片足水平バラ
ンス・片足ターン）の段階的指
導を行う。

長なわとび：
長なわとびの基本のとび方についての指導方法お
よび実施の際の注意点を復習し、理解を深める。
・平均台：
バランス系の技（片足水平バランス・片足ターン
）についての指導方法および実施の際の注意点を
復習し、理解を深める。
・授業全体を通して、各技の指導方法および実施
の際の注意点を復習し、理解する。

授業内で課題を習得できなかっ
た学生を対象にテストを実施す
る。
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授業科目名
英語科目名

ダンス
Dance

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

中村

恭子

授業概要
【授業全体の内容】
中学・高校のダンス領域の内容である創作ダンス・フォークダンス・現代的なリズムのダンスの実技を中心に
実施する。即興創作やグループ創作を通じて表現力、作舞力，鑑賞力に加え、協調性、課題解決能力を高め、
ダンスの美的表現原理と創作技法についての基礎的な知識と技能を身に付ける。また、中学・高校の保健体育
教員としての視点で授業を捉え、学習の進め方や指導の要点について分析してノートに記録することにより、
ダンス学習指導法についての理解を深める。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養
、及びそれらの活用能力」を身に付ける。また、スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力ないし
は研究できる能力の基礎を身に付けることを目的とする。
【授業の到達目標】
１．多様なダンス動作を学習してリズム感や身体操作能力、表現力を高め、全身で大きく、メリハリを付け、
なりきって踊ることができる。
２．動きとイメージやリズムの関係、動きのアレンジや特徴的な動きを強調する表現のポイント、群の構成や
空間の使い方、作品の展開や構成法について理解し、それらを応用してオリジナルの作品を創作・発表できる
。
３．動きの評価や作品鑑賞において自他の個性を認め合うとともに、良い動きや表現を見分け、指摘すること
ができる。
４．ダンス領域の各種ダンスの学習内容と学習指導法について理解し、基礎的な指導力を身に付けるとともに
、授業を分析・評価することができる。
５．グループ創作活動を通して課題解決能力、対人調整力を高め、主体的に思考・判断して活動できる。
【その他】
中高保健体育科教員免許取得のための必修科目でもある本科目では、指導力養成を目標の一つとしているため
指導者としての心構えをもって受講すること。生徒の立場で実技を体験しながらも指導者目線で授業を分析し
て欲しい。復習として授業内容を記録する学習ノートの記載においては指導者の立場で記述し、学習内容と方
法、指導の要点をまとめて復習すること。
成績評価
【成績評価の基準】
１．精一杯大きく、メリハリをつけて、なりきって踊っているか。（表現力）
２．音楽のリズムや表したいイメージを捉え、自分なりの独創的な動きや表現を工夫して作品を構成できるか
。（創作力）
２．自他の動きや表現の良し悪しを判断し、観賞・評価できるか。（鑑賞力）
３．ダンスの用語や美的表現原理を理解し、授業の進め方や効果的な指導方法について記述できるか。（知識
・理解）
４．仲間と協力しながら積極的に取り組み、主体的に思考・判断して活動しているか。（取り組む姿勢）
【成績評価の方法】
表現力・作舞力60%（作品発表実技試験・平常点）、鑑賞力10％（相互評価），知識・理解20%（筆記試験）
、取り組む姿勢10%（平常点）
履修における留意事項
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【履修要件】
スポーツ科学科および中高保健体育科教員免許取得希望者の必修科目である。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
遅刻・早退は30分以内とし、3回で1回分の欠席に換算する。試合等の欠席は事情を考慮はするが、欠席は欠席
としてカウントするので注意すること。なお、ケガや故障等で全力全身での実技ができない場合でも、「今で
きる範囲で」授業に参加できるのがダンスの特徴でもあるので、できるだけ見学せずに参加すること。
筆記試験の際には手書きの学習ノートの持ち込みを可とする。授業の進め方や指導の要点について学習ノート
にまとめる復習を必ずすること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
平常時の実技の出来栄えについては、その都度その場で伝える。
2回の実技試験では評価の観点（精一杯大きく動いているか・メリハリをつけて踊っているか・独創的な動
きの工夫があるか・群や空間の工夫ができているか・なりきって踊っているか等）の各項目について相互評価
した結果を集計して示す。
筆記試験問題は授業中に配布した資料および授業中の説明（学習ノートの記録）に基づいて作成するので，
それらを見て復習すること。
【テキスト・参考書等】
テキスト：『明日からトライ！ダンスの授業』 全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2011
参考書： 『中学校学習指導要領解説 保健体育編』 文部科学省、東山書房、2018
『みんなでトライ！表現運動の授業』全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2015
その他、必要に応じて資料を適宜配布するので、テキストと合わせて授業の予習・復習に活用すること。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：中村恭子
E‑mail：k‑nakamu［at］juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください。
【オフィスアワー】
日時：毎週火曜日 10:00‑14:00
場所：１号館５階 1501号室
ただし、上記の時間帯においても会議等で不在の場合もあるので、前日までにE‑mail等で確認・予約してくだ
さい。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業は，中高保健体育科教員免許取得のための必修科目である。
マネジメント学科、健康学科で１クラスの受講人数が50人を超える場合は、資格取得のための必修履修の者を
優先し、残りを抽選とする場合もある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中村 恭子
【復習：1時間】
1
（授業内容）
ダンスの特性や種類について学 ダンス学習ノートを作り、ダンスの特性や種類を
整理する。
ぶ。
学習内容と学び方を理解する。 オクラホマ・ミキサーの由来と踊りの特徴を調べ
先輩のダンス作品ビデオを鑑賞 る。
し，学習の見通しをもつ。
外国のフォークダンス①オクラ
ホマ・ミキサー
（授業方法）
ダンスの特性や種類について、
グループで討議し、意見交換す
る。
オクラホマ・ミキサーの踊り方
を理解し，仲間と教えあって習
得し交流する。
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（授業内容）
外国のフォークダンス②
ヒンキー・ディンキー・パーリ
・ブー
現代的なリズムのダンス①サン
バ
「ラテンのリズムでお祭りパレ
ード」
（授業方法）
ヒンキー・ディンキー・パーリ
・ブーの踊り方を理解し、仲間
と教えあって習得し交流する。
リズムに乗って即興的に踊り、
多様な動きを工夫する。仲間の
動きを即時に真似して踊り続け
る。
（授業内容）
外国のフォークダンス③ドード
レブスカ・ポルカ
現代的なリズムのダンス②ヒッ
プホップ
「足じゃんけんからヒップホッ
プへ」
（授業方法）
ドードレブスカ・ポルカの踊り
方を理解し、仲間と教えあって
習得し交流する。
動きの変化のさせ方を学び、2
人組で簡単な動きの組み合わせ
を工夫する。相手と教えあいな
がら続けて踊る。
（授業内容）
外国のフォークダンス④バージ
ニア・リール
現代的なリズムのダンス③ロッ
ク
「ロックのリズムで動く‑止ま
る」
（授業方法）
バージニア・リールの踊り方を
理解し、仲間と教えあって習得
し交流する。
見つけた動きのリズムを変化さ
せ、3人組でメリハリをつけて
踊る。バトル形式で他チームと
踊り合う。
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【予習：0.5時間】
ヒンキー・ディンキー・パーリ・ブーの由来と踊
りの特徴を調べる。
ラテン音楽の歴史と特徴を調べる。
【復習：0.5時間】
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

【予習：0.5時間】
ドードレブスカ・ポルカの由来と踊りの特徴を調
べる。
ヒップホップ音楽の歴史と特徴を調べる。
【復習：0.5時間】
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

【予習：0.5時間】
バージニア・リールの由来と踊りの特徴を調べる
。
ロック音楽の歴史と特徴を調べる。
【復習：0.5時間】
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
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（授業内容）
現代的なリズムのダンス④床の
動き
「床を使ってブレイクダン
スみたいに」
グループ作品創作の選曲とグル
ープ分け

【予習：0.5時間】
ブレイクダンスの歴史と特徴を調べる。

（授業方法）
修正と踊り込みで完成度を高め
、発表する。
他グループの作品を鑑賞し、良
い点と改善点を評価しあう。
（授業内容）
日本の民踊①よさこい鳴子踊り
創作ダンス①物（小道具）を使
って「しんぶんし」

【復習：0.5時間】

【復習：0.5時間】

分担部分の動きを完成させる。本時の学習内容と
学習の進め方、指導のポイント、ダンスの美的表
現原理について理解したことをノートにまとめる
（授業方法）
4人組で床を使った動きや回転 。
技を工夫する。
同じ曲を選んだ者でグループを
作り、分担して動きを工夫する
。
【復習：1時間】
（授業内容）
現代的なリズムのダンス⑤グル グループで作った動きを練習し覚える。
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
ープ作品創作
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
（授業方法）
分担して創作した動きを教え合
い、群の構成に変化を付けて、
1曲通して踊れるように仕上げ
る。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
現代的なリズムのダンス⑥踊り
作品のイメージに合った衣装を工夫し準備する。
込み、発表会

本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
【予習：0.5時間】
よさこい鳴子踊りの由来と踊りの特徴を調べる。
【復習：0.5時間】

（授業方法）
よさこい鳴子踊りの踊り方を理
解し、仲間と教えあって習得し
交流する。
即興で新聞紙の動きを模倣し、
多様な体の使い方を工夫して2
人組でひと流れの動きを作り踊
る。他グループと見せ合い、良
い表現を評価し合う。
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本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。学習テーマ「物（小道具）を
使って」のその他の題材の指導例についてテキス
トを読み、理解を深める。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
日本の民踊②キンニャモニャ
創作ダンス②対極の動きの連続 キンニャモニャの由来と踊りの特徴を調べる。
「走る‑止まる」
【復習：0.5時間】
（授業方法）
キンニャモニャの踊り方を理解 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
し、仲間と教えあって習得し交 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。学習テーマ「対極の動きの連
流する。
メリハリのある「走る‑止まる 続」のその他の題材の指導例についてテキストを
」のひと流れを即興で多様に変 読み、理解を深める。
化させて踊り、3人組でイメー
ジと動きを共有、ひとまとまり
の表現を作り踊る。他グループ
と見せ合い、良い表現を評価し
合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
外国のフォークダンス⑤ハーモ
ハーモニカの由来と踊りの特徴を調べる。
ニカ
創作ダンス③身近な生活と日常
動作「スポーツ名場面集〜感動 【復習：0.5時間】
の瞬間をもう一度」
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
（授業方法）
ハーモニカの踊り方を理解し、 ノートにまとめる。学習テーマ「身近な生活と日
仲間と教えあって習得し交流す 常動作」のその他の題材の指導例についてテキス
トを読み、理解を深める。
る。
各種スポーツの特徴をとらえて
動きをデッサンし、6人組で動
きを共有、ひとまとまりの表現
を作る。特徴を強調するデフォ
ルメ（変形）の方法を学び、表
現を工夫して発表する。他グル
ープと見せ合い、良い表現を評
価し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
外国のフォークダンス⑥オスロ
オスロー・ワルツの由来と踊りの特徴を調べる。
ー・ワルツ
創作ダンス④多様な感じ「旅立
【復習：0.5時間】
ちの刻」
（授業方法）
ハーモニカの踊り方を理解し、 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
仲間と教えあって習得し交流す 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。学習テーマ「多様な感じ」の
る。
多様な感情やイメージを表現す その他の題材の指導例についてテキストを読み、
る動きの質、身体の多軸性を生 理解を深める。
かしたフォルム、保持と脱力、
リズム（間）の溜め流し、群像
の美的原理を理解し、3人組で
即興的に気持ちを込めて踊る。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
創作ダンス⑤はこびとストーリ
身近な「事件」のうちダンスで表現できそうな題
ー「事件発生」
グループ作品創作のグループ分 材を考える。
け、デッサン
【復習：1時間】
分担部分の動きを完成させる。
（授業方法）
作品として表現したい「事件」 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
を選んでグループを作り、表し 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
たいイメージを深め、はこびを ノートにまとめる。
考える。各場面での使用曲を決
める。グループで場面を分担し
て中核となる動きをデッサンす
る。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
創作ダンス⑥「事件発生」グル
分担部分に相応しい使用曲（候補曲）を探す。
ープ作品創作
（授業方法）
各場面に相応しい曲を選び。分
担した場面の動きを作舞し，教
えあう。群の構成を工夫して作
品全体を仕上げる。
（授業内容）
創作ダンス⑦「事件発生」グル
ープ作品発表会
ビデオ鑑賞会と相互評価

【復習：1時間】
グループで作った動きや群構成を覚え、スムーズ
に動けるように練習する。本時の学習内容と学習
の進め方、指導のポイント、ダンスの美的表現原
理について理解したことをノートにまとめる。
【予習：0.5時間】
作品の使用曲を編集する。相応しい衣装を準備す
る。

【復習：0.5時間】
（授業方法）
作品を踊り込み、発表する。他
グループの作品を鑑賞し、良い 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
点と改善点を評価しあう。
ノートにまとめる。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

ダンス
Dance

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

中村

恭子

授業概要
【授業全体の内容】
中学・高校のダンス領域の内容である創作ダンス・フォークダンス・現代的なリズムのダンスの実技を中心に
実施する。即興創作やグループ創作を通じて表現力、作舞力，鑑賞力に加え、協調性、課題解決能力を高め、
ダンスの美的表現原理と創作技法についての基礎的な知識と技能を身に付ける。また、中学・高校の保健体育
教員としての視点で授業を捉え、学習の進め方や指導の要点について分析してノートに記録することにより、
ダンス学習指導法についての理解を深める。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養
、及びそれらの活用能力」を身に付ける。また、スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力ないし
は研究できる能力の基礎を身に付けることを目的とする。
【授業の到達目標】
１．多様なダンス動作を学習してリズム感や身体操作能力、表現力を高め、全身で大きく、メリハリを付け、
なりきって踊ることができる。
２．動きとイメージやリズムの関係、動きのアレンジや特徴的な動きを強調する表現のポイント、群の構成や
空間の使い方、作品の展開や構成法について理解し、それらを応用してオリジナルの作品を創作・発表できる
。
３．動きの評価や作品鑑賞において自他の個性を認め合うとともに、良い動きや表現を見分け、指摘すること
ができる。
４．ダンス領域の各種ダンスの学習内容と学習指導法について理解し、基礎的な指導力を身に付けるとともに
、授業を分析・評価することができる。
５．グループ創作活動を通して課題解決能力、対人調整力を高め、主体的に思考・判断して活動できる。
【その他】
中高保健体育科教員免許取得のための必修科目でもある本科目では、指導力養成を目標の一つとしているため
指導者としての心構えをもって受講すること。生徒の立場で実技を体験しながらも指導者目線で授業を分析し
て欲しい。復習として授業内容を記録する学習ノートの記載においては指導者の立場で記述し、学習内容と方
法、指導の要点をまとめて復習すること。
成績評価
【成績評価の基準】
１．精一杯大きく、メリハリをつけて、なりきって踊っているか。（表現力）
２．音楽のリズムや表したいイメージを捉え、自分なりの独創的な動きや表現を工夫して作品を構成できるか
。（創作力）
２．自他の動きや表現の良し悪しを判断し、観賞・評価できるか。（鑑賞力）
３．ダンスの用語や美的表現原理を理解し、授業の進め方や効果的な指導方法について記述できるか。（知識
・理解）
４．仲間と協力しながら積極的に取り組み、主体的に思考・判断して活動しているか。（取り組む姿勢）
【成績評価の方法】
表現力・作舞力60%（作品発表実技試験・平常点）、鑑賞力10％（相互評価），知識・理解20%（筆記試験）
、取り組む姿勢10%（平常点）
履修における留意事項
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【履修要件】
スポーツ科学科および中高保健体育科教員免許取得希望者の必修科目である。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
遅刻・早退は30分以内とし、3回で1回分の欠席に換算する。試合等の欠席は事情を考慮はするが、欠席は欠席
としてカウントするので注意すること。なお、ケガや故障等で全力全身での実技ができない場合でも、「今で
きる範囲で」授業に参加できるのがダンスの特徴でもあるので、できるだけ見学せずに参加すること。
筆記試験の際には手書きの学習ノートの持ち込みを可とする。授業の進め方や指導の要点について学習ノート
にまとめる復習を必ずすること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
平常時の実技の出来栄えについては、その都度その場で伝える。
2回の実技試験では評価の観点（精一杯大きく動いているか・メリハリをつけて踊っているか・独創的な動
きの工夫があるか・群や空間の工夫ができているか・なりきって踊っているか等）の各項目について相互評価
した結果を集計して示す。
筆記試験問題は授業中に配布した資料および授業中の説明（学習ノートの記録）に基づいて作成するので，
それらを見て復習すること。
【テキスト・参考書等】
テキスト：『明日からトライ！ダンスの授業』 全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2011
参考書： 『中学校学習指導要領解説 保健体育編』 文部科学省、東山書房、2018
『みんなでトライ！表現運動の授業』全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2015
その他、必要に応じて資料を適宜配布するので、テキストと合わせて授業の予習・復習に活用すること。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：中村恭子
E‑mail：k‑nakamu［at］juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください。
【オフィスアワー】
日時：毎週火曜日 10:00‑14:00
場所：１号館５階 1501号室
ただし、上記の時間帯においても会議等で不在の場合もあるので、前日までにE‑mail等で確認・予約してくだ
さい。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業は，中高保健体育科教員免許取得のための必修科目である。
マネジメント学科、健康学科で１クラスの受講人数が50人を超える場合は、資格取得のための必修履修の者を
優先し、残りを抽選とする場合もある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中村 恭子
【復習：1時間】
1
（授業内容）
ダンスの特性や種類について学 ダンス学習ノートを作り、ダンスの特性や種類を
整理する。
ぶ。
学習内容と学び方を理解する。 オクラホマ・ミキサーの由来と踊りの特徴を調べ
先輩のダンス作品ビデオを鑑賞 る。
し，学習の見通しをもつ。
外国のフォークダンス①オクラ
ホマ・ミキサー
（授業方法）
ダンスの特性や種類について、
グループで討議し、意見交換す
る。
オクラホマ・ミキサーの踊り方
を理解し，仲間と教えあって習
得し交流する。
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3

4
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中村

中村

恭子

恭子
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（授業内容）
外国のフォークダンス②
ヒンキー・ディンキー・パーリ
・ブー
現代的なリズムのダンス①サン
バ
「ラテンのリズムでお祭りパレ
ード」
（授業方法）
ヒンキー・ディンキー・パーリ
・ブーの踊り方を理解し、仲間
と教えあって習得し交流する。
リズムに乗って即興的に踊り、
多様な動きを工夫する。仲間の
動きを即時に真似して踊り続け
る。
（授業内容）
外国のフォークダンス③ドード
レブスカ・ポルカ
現代的なリズムのダンス②ヒッ
プホップ
「足じゃんけんからヒップホッ
プへ」
（授業方法）
ドードレブスカ・ポルカの踊り
方を理解し、仲間と教えあって
習得し交流する。
動きの変化のさせ方を学び、2
人組で簡単な動きの組み合わせ
を工夫する。相手と教えあいな
がら続けて踊る。
（授業内容）
外国のフォークダンス④バージ
ニア・リール
現代的なリズムのダンス③ロッ
ク
「ロックのリズムで動く‑止ま
る」
（授業方法）
バージニア・リールの踊り方を
理解し、仲間と教えあって習得
し交流する。
見つけた動きのリズムを変化さ
せ、3人組でメリハリをつけて
踊る。バトル形式で他チームと
踊り合う。
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【予習：0.5時間】
ヒンキー・ディンキー・パーリ・ブーの由来と踊
りの特徴を調べる。
ラテン音楽の歴史と特徴を調べる。
【復習：0.5時間】
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

【予習：0.5時間】
ドードレブスカ・ポルカの由来と踊りの特徴を調
べる。
ヒップホップ音楽の歴史と特徴を調べる。
【復習：0.5時間】
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

【予習：0.5時間】
バージニア・リールの由来と踊りの特徴を調べる
。
ロック音楽の歴史と特徴を調べる。
【復習：0.5時間】
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
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（授業内容）
現代的なリズムのダンス④床の
動き
「床を使ってブレイクダン
スみたいに」
グループ作品創作の選曲とグル
ープ分け

【予習：0.5時間】
ブレイクダンスの歴史と特徴を調べる。

（授業方法）
修正と踊り込みで完成度を高め
、発表する。
他グループの作品を鑑賞し、良
い点と改善点を評価しあう。
（授業内容）
日本の民踊①よさこい鳴子踊り
創作ダンス①物（小道具）を使
って「しんぶんし」

【復習：0.5時間】

【復習：0.5時間】

分担部分の動きを完成させる。本時の学習内容と
学習の進め方、指導のポイント、ダンスの美的表
現原理について理解したことをノートにまとめる
（授業方法）
4人組で床を使った動きや回転 。
技を工夫する。
同じ曲を選んだ者でグループを
作り、分担して動きを工夫する
。
【復習：1時間】
（授業内容）
現代的なリズムのダンス⑤グル グループで作った動きを練習し覚える。
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
ープ作品創作
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
（授業方法）
分担して創作した動きを教え合
い、群の構成に変化を付けて、
1曲通して踊れるように仕上げ
る。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
現代的なリズムのダンス⑥踊り
作品のイメージに合った衣装を工夫し準備する。
込み、発表会

本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
【予習：0.5時間】
よさこい鳴子踊りの由来と踊りの特徴を調べる。
【復習：0.5時間】

（授業方法）
よさこい鳴子踊りの踊り方を理
解し、仲間と教えあって習得し
交流する。
即興で新聞紙の動きを模倣し、
多様な体の使い方を工夫して2
人組でひと流れの動きを作り踊
る。他グループと見せ合い、良
い表現を評価し合う。
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本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。学習テーマ「物（小道具）を
使って」のその他の題材の指導例についてテキス
トを読み、理解を深める。

9

中村

恭子

10

中村

恭子

11

中村

恭子

【予習：0.5時間】
（授業内容）
日本の民踊②キンニャモニャ
創作ダンス②対極の動きの連続 キンニャモニャの由来と踊りの特徴を調べる。
「走る‑止まる」
【復習：0.5時間】
（授業方法）
キンニャモニャの踊り方を理解 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
し、仲間と教えあって習得し交 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。学習テーマ「対極の動きの連
流する。
メリハリのある「走る‑止まる 続」のその他の題材の指導例についてテキストを
」のひと流れを即興で多様に変 読み、理解を深める。
化させて踊り、3人組でイメー
ジと動きを共有、ひとまとまり
の表現を作り踊る。他グループ
と見せ合い、良い表現を評価し
合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
外国のフォークダンス⑤ハーモ
ハーモニカの由来と踊りの特徴を調べる。
ニカ
創作ダンス③身近な生活と日常
動作「スポーツ名場面集〜感動 【復習：0.5時間】
の瞬間をもう一度」
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
（授業方法）
ハーモニカの踊り方を理解し、 ノートにまとめる。学習テーマ「身近な生活と日
仲間と教えあって習得し交流す 常動作」のその他の題材の指導例についてテキス
トを読み、理解を深める。
る。
各種スポーツの特徴をとらえて
動きをデッサンし、6人組で動
きを共有、ひとまとまりの表現
を作る。特徴を強調するデフォ
ルメ（変形）の方法を学び、表
現を工夫して発表する。他グル
ープと見せ合い、良い表現を評
価し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
外国のフォークダンス⑥オスロ
オスロー・ワルツの由来と踊りの特徴を調べる。
ー・ワルツ
創作ダンス④多様な感じ「旅立
【復習：0.5時間】
ちの刻」
（授業方法）
ハーモニカの踊り方を理解し、 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
仲間と教えあって習得し交流す 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。学習テーマ「多様な感じ」の
る。
多様な感情やイメージを表現す その他の題材の指導例についてテキストを読み、
る動きの質、身体の多軸性を生 理解を深める。
かしたフォルム、保持と脱力、
リズム（間）の溜め流し、群像
の美的原理を理解し、3人組で
即興的に気持ちを込めて踊る。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
創作ダンス⑤はこびとストーリ
身近な「事件」のうちダンスで表現できそうな題
ー「事件発生」
グループ作品創作のグループ分 材を考える。
け、デッサン
【復習：1時間】
分担部分の動きを完成させる。
（授業方法）
作品として表現したい「事件」 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
を選んでグループを作り、表し 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
たいイメージを深め、はこびを ノートにまとめる。
考える。各場面での使用曲を決
める。グループで場面を分担し
て中核となる動きをデッサンす
る。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
創作ダンス⑥「事件発生」グル
分担部分に相応しい使用曲（候補曲）を探す。
ープ作品創作
（授業方法）
各場面に相応しい曲を選び。分
担した場面の動きを作舞し，教
えあう。群の構成を工夫して作
品全体を仕上げる。
（授業内容）
創作ダンス⑦「事件発生」グル
ープ作品発表会
ビデオ鑑賞会と相互評価

【復習：1時間】
グループで作った動きや群構成を覚え、スムーズ
に動けるように練習する。本時の学習内容と学習
の進め方、指導のポイント、ダンスの美的表現原
理について理解したことをノートにまとめる。
【予習：0.5時間】
作品の使用曲を編集する。相応しい衣装を準備す
る。

【復習：0.5時間】
（授業方法）
作品を踊り込み、発表する。他
グループの作品を鑑賞し、良い 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
点と改善点を評価しあう。
ノートにまとめる。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

ダンス
Dance

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

中村

恭子

授業概要
【授業全体の内容】
中学・高校のダンス領域の内容である創作ダンス・フォークダンス・現代的なリズムのダンスの実技を中心に
実施する。即興創作やグループ創作を通じて表現力、作舞力，鑑賞力に加え、協調性、課題解決能力を高め、
ダンスの美的表現原理と創作技法についての基礎的な知識と技能を身に付ける。また、中学・高校の保健体育
教員としての視点で授業を捉え、学習の進め方や指導の要点について分析してノートに記録することにより、
ダンス学習指導法についての理解を深める。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養
、及びそれらの活用能力」を身に付ける。また、スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力ないし
は研究できる能力の基礎を身に付けることを目的とする。
【授業の到達目標】
１．多様なダンス動作を学習してリズム感や身体操作能力、表現力を高め、全身で大きく、メリハリを付け、
なりきって踊ることができる。
２．動きとイメージやリズムの関係、動きのアレンジや特徴的な動きを強調する表現のポイント、群の構成や
空間の使い方、作品の展開や構成法について理解し、それらを応用してオリジナルの作品を創作・発表できる
。
３．動きの評価や作品鑑賞において自他の個性を認め合うとともに、良い動きや表現を見分け、指摘すること
ができる。
４．ダンス領域の各種ダンスの学習内容と学習指導法について理解し、基礎的な指導力を身に付けるとともに
、授業を分析・評価することができる。
５．グループ創作活動を通して課題解決能力、対人調整力を高め、主体的に思考・判断して活動できる。
【その他】
中高保健体育科教員免許取得のための必修科目でもある本科目では、指導力養成を目標の一つとしているため
指導者としての心構えをもって受講すること。生徒の立場で実技を体験しながらも指導者目線で授業を分析し
て欲しい。復習として授業内容を記録する学習ノートの記載においては指導者の立場で記述し、学習内容と方
法、指導の要点をまとめて復習すること。
成績評価
【成績評価の基準】
１．精一杯大きく、メリハリをつけて、なりきって踊っているか。（表現力）
２．音楽のリズムや表したいイメージを捉え、自分なりの独創的な動きや表現を工夫して作品を構成できるか
。（創作力）
２．自他の動きや表現の良し悪しを判断し、観賞・評価できるか。（鑑賞力）
３．ダンスの用語や美的表現原理を理解し、授業の進め方や効果的な指導方法について記述できるか。（知識
・理解）
４．仲間と協力しながら積極的に取り組み、主体的に思考・判断して活動しているか。（取り組む姿勢）
【成績評価の方法】
表現力・作舞力60%（作品発表実技試験・平常点）、鑑賞力10％（相互評価），知識・理解20%（筆記試験）
、取り組む姿勢10%（平常点）
履修における留意事項
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【履修要件】
スポーツ科学科および中高保健体育科教員免許取得希望者の必修科目である。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
遅刻・早退は30分以内とし、3回で1回分の欠席に換算する。試合等の欠席は事情を考慮はするが、欠席は欠席
としてカウントするので注意すること。なお、ケガや故障等で全力全身での実技ができない場合でも、「今で
きる範囲で」授業に参加できるのがダンスの特徴でもあるので、できるだけ見学せずに参加すること。
筆記試験の際には手書きの学習ノートの持ち込みを可とする。授業の進め方や指導の要点について学習ノート
にまとめる復習を必ずすること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
平常時の実技の出来栄えについては、その都度その場で伝える。
2回の実技試験では評価の観点（精一杯大きく動いているか・メリハリをつけて踊っているか・独創的な動
きの工夫があるか・群や空間の工夫ができているか・なりきって踊っているか等）の各項目について相互評価
した結果を集計して示す。
筆記試験問題は授業中に配布した資料および授業中の説明（学習ノートの記録）に基づいて作成するので，
それらを見て復習すること。
【テキスト・参考書等】
テキスト：『明日からトライ！ダンスの授業』 全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2011
参考書： 『中学校学習指導要領解説 保健体育編』 文部科学省、東山書房、2018
『みんなでトライ！表現運動の授業』全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2015
その他、必要に応じて資料を適宜配布するので、テキストと合わせて授業の予習・復習に活用すること。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：中村恭子
E‑mail：k‑nakamu［at］juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください。
【オフィスアワー】
日時：毎週火曜日 10:00‑14:00
場所：１号館５階 1501号室
ただし、上記の時間帯においても会議等で不在の場合もあるので、前日までにE‑mail等で確認・予約してくだ
さい。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業は，中高保健体育科教員免許取得のための必修科目である。
マネジメント学科、健康学科で１クラスの受講人数が50人を超える場合は、資格取得のための必修履修の者を
優先し、残りを抽選とする場合もある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中村 恭子
【復習：1時間】
1
（授業内容）
ダンスの特性や種類について学 ダンス学習ノートを作り、ダンスの特性や種類を
整理する。
ぶ。
学習内容と学び方を理解する。 オクラホマ・ミキサーの由来と踊りの特徴を調べ
先輩のダンス作品ビデオを鑑賞 る。
し，学習の見通しをもつ。
外国のフォークダンス①オクラ
ホマ・ミキサー
（授業方法）
ダンスの特性や種類について、
グループで討議し、意見交換す
る。
オクラホマ・ミキサーの踊り方
を理解し，仲間と教えあって習
得し交流する。
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2

3

4

中村

中村

中村

恭子

恭子

恭子

（授業内容）
外国のフォークダンス②
ヒンキー・ディンキー・パーリ
・ブー
現代的なリズムのダンス①サン
バ
「ラテンのリズムでお祭りパレ
ード」
（授業方法）
ヒンキー・ディンキー・パーリ
・ブーの踊り方を理解し、仲間
と教えあって習得し交流する。
リズムに乗って即興的に踊り、
多様な動きを工夫する。仲間の
動きを即時に真似して踊り続け
る。
（授業内容）
外国のフォークダンス③ドード
レブスカ・ポルカ
現代的なリズムのダンス②ヒッ
プホップ
「足じゃんけんからヒップホッ
プへ」
（授業方法）
ドードレブスカ・ポルカの踊り
方を理解し、仲間と教えあって
習得し交流する。
動きの変化のさせ方を学び、2
人組で簡単な動きの組み合わせ
を工夫する。相手と教えあいな
がら続けて踊る。
（授業内容）
外国のフォークダンス④バージ
ニア・リール
現代的なリズムのダンス③ロッ
ク
「ロックのリズムで動く‑止ま
る」
（授業方法）
バージニア・リールの踊り方を
理解し、仲間と教えあって習得
し交流する。
見つけた動きのリズムを変化さ
せ、3人組でメリハリをつけて
踊る。バトル形式で他チームと
踊り合う。
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【予習：0.5時間】
ヒンキー・ディンキー・パーリ・ブーの由来と踊
りの特徴を調べる。
ラテン音楽の歴史と特徴を調べる。
【復習：0.5時間】
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

【予習：0.5時間】
ドードレブスカ・ポルカの由来と踊りの特徴を調
べる。
ヒップホップ音楽の歴史と特徴を調べる。
【復習：0.5時間】
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

【予習：0.5時間】
バージニア・リールの由来と踊りの特徴を調べる
。
ロック音楽の歴史と特徴を調べる。
【復習：0.5時間】
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

5

中村
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恭子
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中村

恭子

（授業内容）
現代的なリズムのダンス④床の
動き
「床を使ってブレイクダン
スみたいに」
グループ作品創作の選曲とグル
ープ分け

【予習：0.5時間】
ブレイクダンスの歴史と特徴を調べる。

（授業方法）
修正と踊り込みで完成度を高め
、発表する。
他グループの作品を鑑賞し、良
い点と改善点を評価しあう。
（授業内容）
日本の民踊①よさこい鳴子踊り
創作ダンス①物（小道具）を使
って「しんぶんし」

【復習：0.5時間】

【復習：0.5時間】

分担部分の動きを完成させる。本時の学習内容と
学習の進め方、指導のポイント、ダンスの美的表
現原理について理解したことをノートにまとめる
（授業方法）
4人組で床を使った動きや回転 。
技を工夫する。
同じ曲を選んだ者でグループを
作り、分担して動きを工夫する
。
【復習：1時間】
（授業内容）
現代的なリズムのダンス⑤グル グループで作った動きを練習し覚える。
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
ープ作品創作
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
（授業方法）
分担して創作した動きを教え合
い、群の構成に変化を付けて、
1曲通して踊れるように仕上げ
る。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
現代的なリズムのダンス⑥踊り
作品のイメージに合った衣装を工夫し準備する。
込み、発表会

本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
【予習：0.5時間】
よさこい鳴子踊りの由来と踊りの特徴を調べる。
【復習：0.5時間】

（授業方法）
よさこい鳴子踊りの踊り方を理
解し、仲間と教えあって習得し
交流する。
即興で新聞紙の動きを模倣し、
多様な体の使い方を工夫して2
人組でひと流れの動きを作り踊
る。他グループと見せ合い、良
い表現を評価し合う。
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本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。学習テーマ「物（小道具）を
使って」のその他の題材の指導例についてテキス
トを読み、理解を深める。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
日本の民踊②キンニャモニャ
創作ダンス②対極の動きの連続 キンニャモニャの由来と踊りの特徴を調べる。
「走る‑止まる」
【復習：0.5時間】
（授業方法）
キンニャモニャの踊り方を理解 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
し、仲間と教えあって習得し交 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。学習テーマ「対極の動きの連
流する。
メリハリのある「走る‑止まる 続」のその他の題材の指導例についてテキストを
」のひと流れを即興で多様に変 読み、理解を深める。
化させて踊り、3人組でイメー
ジと動きを共有、ひとまとまり
の表現を作り踊る。他グループ
と見せ合い、良い表現を評価し
合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
外国のフォークダンス⑤ハーモ
ハーモニカの由来と踊りの特徴を調べる。
ニカ
創作ダンス③身近な生活と日常
動作「スポーツ名場面集〜感動 【復習：0.5時間】
の瞬間をもう一度」
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
（授業方法）
ハーモニカの踊り方を理解し、 ノートにまとめる。学習テーマ「身近な生活と日
仲間と教えあって習得し交流す 常動作」のその他の題材の指導例についてテキス
トを読み、理解を深める。
る。
各種スポーツの特徴をとらえて
動きをデッサンし、6人組で動
きを共有、ひとまとまりの表現
を作る。特徴を強調するデフォ
ルメ（変形）の方法を学び、表
現を工夫して発表する。他グル
ープと見せ合い、良い表現を評
価し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
外国のフォークダンス⑥オスロ
オスロー・ワルツの由来と踊りの特徴を調べる。
ー・ワルツ
創作ダンス④多様な感じ「旅立
【復習：0.5時間】
ちの刻」
（授業方法）
ハーモニカの踊り方を理解し、 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
仲間と教えあって習得し交流す 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。学習テーマ「多様な感じ」の
る。
多様な感情やイメージを表現す その他の題材の指導例についてテキストを読み、
る動きの質、身体の多軸性を生 理解を深める。
かしたフォルム、保持と脱力、
リズム（間）の溜め流し、群像
の美的原理を理解し、3人組で
即興的に気持ちを込めて踊る。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
創作ダンス⑤はこびとストーリ
身近な「事件」のうちダンスで表現できそうな題
ー「事件発生」
グループ作品創作のグループ分 材を考える。
け、デッサン
【復習：1時間】
分担部分の動きを完成させる。
（授業方法）
作品として表現したい「事件」 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
を選んでグループを作り、表し 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
たいイメージを深め、はこびを ノートにまとめる。
考える。各場面での使用曲を決
める。グループで場面を分担し
て中核となる動きをデッサンす
る。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
創作ダンス⑥「事件発生」グル
分担部分に相応しい使用曲（候補曲）を探す。
ープ作品創作
（授業方法）
各場面に相応しい曲を選び。分
担した場面の動きを作舞し，教
えあう。群の構成を工夫して作
品全体を仕上げる。
（授業内容）
創作ダンス⑦「事件発生」グル
ープ作品発表会
ビデオ鑑賞会と相互評価

【復習：1時間】
グループで作った動きや群構成を覚え、スムーズ
に動けるように練習する。本時の学習内容と学習
の進め方、指導のポイント、ダンスの美的表現原
理について理解したことをノートにまとめる。
【予習：0.5時間】
作品の使用曲を編集する。相応しい衣装を準備す
る。

【復習：0.5時間】
（授業方法）
作品を踊り込み、発表する。他
グループの作品を鑑賞し、良い 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
点と改善点を評価しあう。
ノートにまとめる。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

ダンス
Dance

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

中村

恭子

授業概要
【授業全体の内容】
中学・高校のダンス領域の内容である創作ダンス・フォークダンス・現代的なリズムのダンスの実技を中心に
実施する。即興創作やグループ創作を通じて表現力、作舞力，鑑賞力に加え、協調性、課題解決能力を高め、
ダンスの美的表現原理と創作技法についての基礎的な知識と技能を身に付ける。また、中学・高校の保健体育
教員としての視点で授業を捉え、学習の進め方や指導の要点について分析してノートに記録することにより、
ダンス学習指導法についての理解を深める。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養
、及びそれらの活用能力」を身に付ける。また、スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力ないし
は研究できる能力の基礎を身に付けることを目的とする。
【授業の到達目標】
１．多様なダンス動作を学習してリズム感や身体操作能力、表現力を高め、全身で大きく、メリハリを付け、
なりきって踊ることができる。
２．動きとイメージやリズムの関係、動きのアレンジや特徴的な動きを強調する表現のポイント、群の構成や
空間の使い方、作品の展開や構成法について理解し、それらを応用してオリジナルの作品を創作・発表できる
。
３．動きの評価や作品鑑賞において自他の個性を認め合うとともに、良い動きや表現を見分け、指摘すること
ができる。
４．ダンス領域の各種ダンスの学習内容と学習指導法について理解し、基礎的な指導力を身に付けるとともに
、授業を分析・評価することができる。
５．グループ創作活動を通して課題解決能力、対人調整力を高め、主体的に思考・判断して活動できる。
【その他】
中高保健体育科教員免許取得のための必修科目でもある本科目では、指導力養成を目標の一つとしているため
指導者としての心構えをもって受講すること。生徒の立場で実技を体験しながらも指導者目線で授業を分析し
て欲しい。復習として授業内容を記録する学習ノートの記載においては指導者の立場で記述し、学習内容と方
法、指導の要点をまとめて復習すること。
成績評価
【成績評価の基準】
１．精一杯大きく、メリハリをつけて、なりきって踊っているか。（表現力）
２．音楽のリズムや表したいイメージを捉え、自分なりの独創的な動きや表現を工夫して作品を構成できるか
。（創作力）
２．自他の動きや表現の良し悪しを判断し、観賞・評価できるか。（鑑賞力）
３．ダンスの用語や美的表現原理を理解し、授業の進め方や効果的な指導方法について記述できるか。（知識
・理解）
４．仲間と協力しながら積極的に取り組み、主体的に思考・判断して活動しているか。（取り組む姿勢）
【成績評価の方法】
表現力・作舞力60%（作品発表実技試験・平常点）、鑑賞力10％（相互評価），知識・理解20%（筆記試験）
、取り組む姿勢10%（平常点）
履修における留意事項
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【履修要件】
スポーツ科学科および中高保健体育科教員免許取得希望者の必修科目である。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
遅刻・早退は30分以内とし、3回で1回分の欠席に換算する。試合等の欠席は事情を考慮はするが、欠席は欠席
としてカウントするので注意すること。なお、ケガや故障等で全力全身での実技ができない場合でも、「今で
きる範囲で」授業に参加できるのがダンスの特徴でもあるので、できるだけ見学せずに参加すること。
筆記試験の際には手書きの学習ノートの持ち込みを可とする。授業の進め方や指導の要点について学習ノート
にまとめる復習を必ずすること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
平常時の実技の出来栄えについては、その都度その場で伝える。
2回の実技試験では評価の観点（精一杯大きく動いているか・メリハリをつけて踊っているか・独創的な動
きの工夫があるか・群や空間の工夫ができているか・なりきって踊っているか等）の各項目について相互評価
した結果を集計して示す。
筆記試験問題は授業中に配布した資料および授業中の説明（学習ノートの記録）に基づいて作成するので，
それらを見て復習すること。
【テキスト・参考書等】
テキスト：『明日からトライ！ダンスの授業』 全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2011
参考書： 『中学校学習指導要領解説 保健体育編』 文部科学省、東山書房、2018
『みんなでトライ！表現運動の授業』全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2015
その他、必要に応じて資料を適宜配布するので、テキストと合わせて授業の予習・復習に活用すること。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：中村恭子
E‑mail：k‑nakamu［at］juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください。
【オフィスアワー】
日時：毎週火曜日 10:00‑14:00
場所：１号館５階 1501号室
ただし、上記の時間帯においても会議等で不在の場合もあるので、前日までにE‑mail等で確認・予約してくだ
さい。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業は，中高保健体育科教員免許取得のための必修科目である。
マネジメント学科、健康学科で１クラスの受講人数が50人を超える場合は、資格取得のための必修履修の者を
優先し、残りを抽選とする場合もある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中村 恭子
【復習：1時間】
1
（授業内容）
ダンスの特性や種類について学 ダンス学習ノートを作り、ダンスの特性や種類を
整理する。
ぶ。
学習内容と学び方を理解する。 オクラホマ・ミキサーの由来と踊りの特徴を調べ
先輩のダンス作品ビデオを鑑賞 る。
し，学習の見通しをもつ。
外国のフォークダンス①オクラ
ホマ・ミキサー
（授業方法）
ダンスの特性や種類について、
グループで討議し、意見交換す
る。
オクラホマ・ミキサーの踊り方
を理解し，仲間と教えあって習
得し交流する。
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3

4

中村

中村

中村

恭子

恭子

恭子

（授業内容）
外国のフォークダンス②
ヒンキー・ディンキー・パーリ
・ブー
現代的なリズムのダンス①サン
バ
「ラテンのリズムでお祭りパレ
ード」
（授業方法）
ヒンキー・ディンキー・パーリ
・ブーの踊り方を理解し、仲間
と教えあって習得し交流する。
リズムに乗って即興的に踊り、
多様な動きを工夫する。仲間の
動きを即時に真似して踊り続け
る。
（授業内容）
外国のフォークダンス③ドード
レブスカ・ポルカ
現代的なリズムのダンス②ヒッ
プホップ
「足じゃんけんからヒップホッ
プへ」
（授業方法）
ドードレブスカ・ポルカの踊り
方を理解し、仲間と教えあって
習得し交流する。
動きの変化のさせ方を学び、2
人組で簡単な動きの組み合わせ
を工夫する。相手と教えあいな
がら続けて踊る。
（授業内容）
外国のフォークダンス④バージ
ニア・リール
現代的なリズムのダンス③ロッ
ク
「ロックのリズムで動く‑止ま
る」
（授業方法）
バージニア・リールの踊り方を
理解し、仲間と教えあって習得
し交流する。
見つけた動きのリズムを変化さ
せ、3人組でメリハリをつけて
踊る。バトル形式で他チームと
踊り合う。
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【予習：0.5時間】
ヒンキー・ディンキー・パーリ・ブーの由来と踊
りの特徴を調べる。
ラテン音楽の歴史と特徴を調べる。
【復習：0.5時間】
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

【予習：0.5時間】
ドードレブスカ・ポルカの由来と踊りの特徴を調
べる。
ヒップホップ音楽の歴史と特徴を調べる。
【復習：0.5時間】
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

【予習：0.5時間】
バージニア・リールの由来と踊りの特徴を調べる
。
ロック音楽の歴史と特徴を調べる。
【復習：0.5時間】
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

5
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中村

恭子

7

中村

恭子

8

中村

恭子

（授業内容）
現代的なリズムのダンス④床の
動き
「床を使ってブレイクダン
スみたいに」
グループ作品創作の選曲とグル
ープ分け

【予習：0.5時間】
ブレイクダンスの歴史と特徴を調べる。

（授業方法）
修正と踊り込みで完成度を高め
、発表する。
他グループの作品を鑑賞し、良
い点と改善点を評価しあう。
（授業内容）
日本の民踊①よさこい鳴子踊り
創作ダンス①物（小道具）を使
って「しんぶんし」

【復習：0.5時間】

【復習：0.5時間】

分担部分の動きを完成させる。本時の学習内容と
学習の進め方、指導のポイント、ダンスの美的表
現原理について理解したことをノートにまとめる
（授業方法）
4人組で床を使った動きや回転 。
技を工夫する。
同じ曲を選んだ者でグループを
作り、分担して動きを工夫する
。
【復習：1時間】
（授業内容）
現代的なリズムのダンス⑤グル グループで作った動きを練習し覚える。
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
ープ作品創作
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
（授業方法）
分担して創作した動きを教え合
い、群の構成に変化を付けて、
1曲通して踊れるように仕上げ
る。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
現代的なリズムのダンス⑥踊り
作品のイメージに合った衣装を工夫し準備する。
込み、発表会

本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
【予習：0.5時間】
よさこい鳴子踊りの由来と踊りの特徴を調べる。
【復習：0.5時間】

（授業方法）
よさこい鳴子踊りの踊り方を理
解し、仲間と教えあって習得し
交流する。
即興で新聞紙の動きを模倣し、
多様な体の使い方を工夫して2
人組でひと流れの動きを作り踊
る。他グループと見せ合い、良
い表現を評価し合う。
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本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。学習テーマ「物（小道具）を
使って」のその他の題材の指導例についてテキス
トを読み、理解を深める。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
日本の民踊②キンニャモニャ
創作ダンス②対極の動きの連続 キンニャモニャの由来と踊りの特徴を調べる。
「走る‑止まる」
【復習：0.5時間】
（授業方法）
キンニャモニャの踊り方を理解 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
し、仲間と教えあって習得し交 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。学習テーマ「対極の動きの連
流する。
メリハリのある「走る‑止まる 続」のその他の題材の指導例についてテキストを
」のひと流れを即興で多様に変 読み、理解を深める。
化させて踊り、3人組でイメー
ジと動きを共有、ひとまとまり
の表現を作り踊る。他グループ
と見せ合い、良い表現を評価し
合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
外国のフォークダンス⑤ハーモ
ハーモニカの由来と踊りの特徴を調べる。
ニカ
創作ダンス③身近な生活と日常
動作「スポーツ名場面集〜感動 【復習：0.5時間】
の瞬間をもう一度」
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
（授業方法）
ハーモニカの踊り方を理解し、 ノートにまとめる。学習テーマ「身近な生活と日
仲間と教えあって習得し交流す 常動作」のその他の題材の指導例についてテキス
トを読み、理解を深める。
る。
各種スポーツの特徴をとらえて
動きをデッサンし、6人組で動
きを共有、ひとまとまりの表現
を作る。特徴を強調するデフォ
ルメ（変形）の方法を学び、表
現を工夫して発表する。他グル
ープと見せ合い、良い表現を評
価し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
外国のフォークダンス⑥オスロ
オスロー・ワルツの由来と踊りの特徴を調べる。
ー・ワルツ
創作ダンス④多様な感じ「旅立
【復習：0.5時間】
ちの刻」
（授業方法）
ハーモニカの踊り方を理解し、 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
仲間と教えあって習得し交流す 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。学習テーマ「多様な感じ」の
る。
多様な感情やイメージを表現す その他の題材の指導例についてテキストを読み、
る動きの質、身体の多軸性を生 理解を深める。
かしたフォルム、保持と脱力、
リズム（間）の溜め流し、群像
の美的原理を理解し、3人組で
即興的に気持ちを込めて踊る。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
創作ダンス⑤はこびとストーリ
身近な「事件」のうちダンスで表現できそうな題
ー「事件発生」
グループ作品創作のグループ分 材を考える。
け、デッサン
【復習：1時間】
分担部分の動きを完成させる。
（授業方法）
作品として表現したい「事件」 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
を選んでグループを作り、表し 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
たいイメージを深め、はこびを ノートにまとめる。
考える。各場面での使用曲を決
める。グループで場面を分担し
て中核となる動きをデッサンす
る。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
創作ダンス⑥「事件発生」グル
分担部分に相応しい使用曲（候補曲）を探す。
ープ作品創作
（授業方法）
各場面に相応しい曲を選び。分
担した場面の動きを作舞し，教
えあう。群の構成を工夫して作
品全体を仕上げる。
（授業内容）
創作ダンス⑦「事件発生」グル
ープ作品発表会
ビデオ鑑賞会と相互評価

【復習：1時間】
グループで作った動きや群構成を覚え、スムーズ
に動けるように練習する。本時の学習内容と学習
の進め方、指導のポイント、ダンスの美的表現原
理について理解したことをノートにまとめる。
【予習：0.5時間】
作品の使用曲を編集する。相応しい衣装を準備す
る。

【復習：0.5時間】
（授業方法）
作品を踊り込み、発表する。他
グループの作品を鑑賞し、良い 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
点と改善点を評価しあう。
ノートにまとめる。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

ダンス
Dance

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

中村

恭子

授業概要
【授業全体の内容】
中学・高校のダンス領域の内容である創作ダンス・フォークダンス・現代的なリズムのダンスの実技を中心に
実施する。即興創作やグループ創作を通じて表現力、作舞力，鑑賞力に加え、協調性、課題解決能力を高め、
ダンスの美的表現原理と創作技法についての基礎的な知識と技能を身に付ける。また、中学・高校の保健体育
教員としての視点で授業を捉え、学習の進め方や指導の要点について分析してノートに記録することにより、
ダンス学習指導法についての理解を深める。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養
、及びそれらの活用能力」を身に付ける。また、スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力ないし
は研究できる能力の基礎を身に付けることを目的とする。
【授業の到達目標】
１．多様なダンス動作を学習してリズム感や身体操作能力、表現力を高め、全身で大きく、メリハリを付け、
なりきって踊ることができる。
２．動きとイメージやリズムの関係、動きのアレンジや特徴的な動きを強調する表現のポイント、群の構成や
空間の使い方、作品の展開や構成法について理解し、それらを応用してオリジナルの作品を創作・発表できる
。
３．動きの評価や作品鑑賞において自他の個性を認め合うとともに、良い動きや表現を見分け、指摘すること
ができる。
４．ダンス領域の各種ダンスの学習内容と学習指導法について理解し、基礎的な指導力を身に付けるとともに
、授業を分析・評価することができる。
５．グループ創作活動を通して課題解決能力、対人調整力を高め、主体的に思考・判断して活動できる。
【その他】
中高保健体育科教員免許取得のための必修科目でもある本科目では、指導力養成を目標の一つとしているため
指導者としての心構えをもって受講すること。生徒の立場で実技を体験しながらも指導者目線で授業を分析し
て欲しい。復習として授業内容を記録する学習ノートの記載においては指導者の立場で記述し、学習内容と方
法、指導の要点をまとめて復習すること。
成績評価
【成績評価の基準】
１．精一杯大きく、メリハリをつけて、なりきって踊っているか。（表現力）
２．音楽のリズムや表したいイメージを捉え、自分なりの独創的な動きや表現を工夫して作品を構成できるか
。（創作力）
２．自他の動きや表現の良し悪しを判断し、観賞・評価できるか。（鑑賞力）
３．ダンスの用語や美的表現原理を理解し、授業の進め方や効果的な指導方法について記述できるか。（知識
・理解）
４．仲間と協力しながら積極的に取り組み、主体的に思考・判断して活動しているか。（取り組む姿勢）
【成績評価の方法】
表現力・作舞力60%（作品発表実技試験・平常点）、鑑賞力10％（相互評価），知識・理解20%（筆記試験）
、取り組む姿勢10%（平常点）
履修における留意事項
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【履修要件】
スポーツ科学科および中高保健体育科教員免許取得希望者の必修科目である。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
遅刻・早退は30分以内とし、3回で1回分の欠席に換算する。試合等の欠席は事情を考慮はするが、欠席は欠席
としてカウントするので注意すること。なお、ケガや故障等で全力全身での実技ができない場合でも、「今で
きる範囲で」授業に参加できるのがダンスの特徴でもあるので、できるだけ見学せずに参加すること。
筆記試験の際には手書きの学習ノートの持ち込みを可とする。授業の進め方や指導の要点について学習ノート
にまとめる復習を必ずすること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
平常時の実技の出来栄えについては、その都度その場で伝える。
2回の実技試験では評価の観点（精一杯大きく動いているか・メリハリをつけて踊っているか・独創的な動
きの工夫があるか・群や空間の工夫ができているか・なりきって踊っているか等）の各項目について相互評価
した結果を集計して示す。
筆記試験問題は授業中に配布した資料および授業中の説明（学習ノートの記録）に基づいて作成するので，
それらを見て復習すること。
【テキスト・参考書等】
テキスト：『明日からトライ！ダンスの授業』 全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2011
参考書： 『中学校学習指導要領解説 保健体育編』 文部科学省、東山書房、2018
『みんなでトライ！表現運動の授業』全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2015
その他、必要に応じて資料を適宜配布するので、テキストと合わせて授業の予習・復習に活用すること。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：中村恭子
E‑mail：k‑nakamu［at］juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください。
【オフィスアワー】
日時：毎週火曜日 10:00‑14:00
場所：１号館５階 1501号室
ただし、上記の時間帯においても会議等で不在の場合もあるので、前日までにE‑mail等で確認・予約してくだ
さい。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業は，中高保健体育科教員免許取得のための必修科目である。
マネジメント学科、健康学科で１クラスの受講人数が50人を超える場合は、資格取得のための必修履修の者を
優先し、残りを抽選とする場合もある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中村 恭子
【復習：1時間】
1
（授業内容）
ダンスの特性や種類について学 ダンス学習ノートを作り、ダンスの特性や種類を
整理する。
ぶ。
学習内容と学び方を理解する。 オクラホマ・ミキサーの由来と踊りの特徴を調べ
先輩のダンス作品ビデオを鑑賞 る。
し，学習の見通しをもつ。
外国のフォークダンス①オクラ
ホマ・ミキサー
（授業方法）
ダンスの特性や種類について、
グループで討議し、意見交換す
る。
オクラホマ・ミキサーの踊り方
を理解し，仲間と教えあって習
得し交流する。
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（授業内容）
外国のフォークダンス②
ヒンキー・ディンキー・パーリ
・ブー
現代的なリズムのダンス①サン
バ
「ラテンのリズムでお祭りパレ
ード」
（授業方法）
ヒンキー・ディンキー・パーリ
・ブーの踊り方を理解し、仲間
と教えあって習得し交流する。
リズムに乗って即興的に踊り、
多様な動きを工夫する。仲間の
動きを即時に真似して踊り続け
る。
（授業内容）
外国のフォークダンス③ドード
レブスカ・ポルカ
現代的なリズムのダンス②ヒッ
プホップ
「足じゃんけんからヒップホッ
プへ」
（授業方法）
ドードレブスカ・ポルカの踊り
方を理解し、仲間と教えあって
習得し交流する。
動きの変化のさせ方を学び、2
人組で簡単な動きの組み合わせ
を工夫する。相手と教えあいな
がら続けて踊る。
（授業内容）
外国のフォークダンス④バージ
ニア・リール
現代的なリズムのダンス③ロッ
ク
「ロックのリズムで動く‑止ま
る」
（授業方法）
バージニア・リールの踊り方を
理解し、仲間と教えあって習得
し交流する。
見つけた動きのリズムを変化さ
せ、3人組でメリハリをつけて
踊る。バトル形式で他チームと
踊り合う。
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【予習：0.5時間】
ヒンキー・ディンキー・パーリ・ブーの由来と踊
りの特徴を調べる。
ラテン音楽の歴史と特徴を調べる。
【復習：0.5時間】
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

【予習：0.5時間】
ドードレブスカ・ポルカの由来と踊りの特徴を調
べる。
ヒップホップ音楽の歴史と特徴を調べる。
【復習：0.5時間】
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

【予習：0.5時間】
バージニア・リールの由来と踊りの特徴を調べる
。
ロック音楽の歴史と特徴を調べる。
【復習：0.5時間】
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
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（授業内容）
現代的なリズムのダンス④床の
動き
「床を使ってブレイクダン
スみたいに」
グループ作品創作の選曲とグル
ープ分け

【予習：0.5時間】
ブレイクダンスの歴史と特徴を調べる。

（授業方法）
修正と踊り込みで完成度を高め
、発表する。
他グループの作品を鑑賞し、良
い点と改善点を評価しあう。
（授業内容）
日本の民踊①よさこい鳴子踊り
創作ダンス①物（小道具）を使
って「しんぶんし」

【復習：0.5時間】

【復習：0.5時間】

分担部分の動きを完成させる。本時の学習内容と
学習の進め方、指導のポイント、ダンスの美的表
現原理について理解したことをノートにまとめる
（授業方法）
4人組で床を使った動きや回転 。
技を工夫する。
同じ曲を選んだ者でグループを
作り、分担して動きを工夫する
。
【復習：1時間】
（授業内容）
現代的なリズムのダンス⑤グル グループで作った動きを練習し覚える。
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
ープ作品創作
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
（授業方法）
分担して創作した動きを教え合
い、群の構成に変化を付けて、
1曲通して踊れるように仕上げ
る。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
現代的なリズムのダンス⑥踊り
作品のイメージに合った衣装を工夫し準備する。
込み、発表会

本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
【予習：0.5時間】
よさこい鳴子踊りの由来と踊りの特徴を調べる。
【復習：0.5時間】

（授業方法）
よさこい鳴子踊りの踊り方を理
解し、仲間と教えあって習得し
交流する。
即興で新聞紙の動きを模倣し、
多様な体の使い方を工夫して2
人組でひと流れの動きを作り踊
る。他グループと見せ合い、良
い表現を評価し合う。
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本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。学習テーマ「物（小道具）を
使って」のその他の題材の指導例についてテキス
トを読み、理解を深める。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
日本の民踊②キンニャモニャ
創作ダンス②対極の動きの連続 キンニャモニャの由来と踊りの特徴を調べる。
「走る‑止まる」
【復習：0.5時間】
（授業方法）
キンニャモニャの踊り方を理解 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
し、仲間と教えあって習得し交 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。学習テーマ「対極の動きの連
流する。
メリハリのある「走る‑止まる 続」のその他の題材の指導例についてテキストを
」のひと流れを即興で多様に変 読み、理解を深める。
化させて踊り、3人組でイメー
ジと動きを共有、ひとまとまり
の表現を作り踊る。他グループ
と見せ合い、良い表現を評価し
合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
外国のフォークダンス⑤ハーモ
ハーモニカの由来と踊りの特徴を調べる。
ニカ
創作ダンス③身近な生活と日常
動作「スポーツ名場面集〜感動 【復習：0.5時間】
の瞬間をもう一度」
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
（授業方法）
ハーモニカの踊り方を理解し、 ノートにまとめる。学習テーマ「身近な生活と日
仲間と教えあって習得し交流す 常動作」のその他の題材の指導例についてテキス
トを読み、理解を深める。
る。
各種スポーツの特徴をとらえて
動きをデッサンし、6人組で動
きを共有、ひとまとまりの表現
を作る。特徴を強調するデフォ
ルメ（変形）の方法を学び、表
現を工夫して発表する。他グル
ープと見せ合い、良い表現を評
価し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
外国のフォークダンス⑥オスロ
オスロー・ワルツの由来と踊りの特徴を調べる。
ー・ワルツ
創作ダンス④多様な感じ「旅立
【復習：0.5時間】
ちの刻」
（授業方法）
ハーモニカの踊り方を理解し、 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
仲間と教えあって習得し交流す 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。学習テーマ「多様な感じ」の
る。
多様な感情やイメージを表現す その他の題材の指導例についてテキストを読み、
る動きの質、身体の多軸性を生 理解を深める。
かしたフォルム、保持と脱力、
リズム（間）の溜め流し、群像
の美的原理を理解し、3人組で
即興的に気持ちを込めて踊る。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
創作ダンス⑤はこびとストーリ
身近な「事件」のうちダンスで表現できそうな題
ー「事件発生」
グループ作品創作のグループ分 材を考える。
け、デッサン
【復習：1時間】
分担部分の動きを完成させる。
（授業方法）
作品として表現したい「事件」 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
を選んでグループを作り、表し 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
たいイメージを深め、はこびを ノートにまとめる。
考える。各場面での使用曲を決
める。グループで場面を分担し
て中核となる動きをデッサンす
る。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
創作ダンス⑥「事件発生」グル
分担部分に相応しい使用曲（候補曲）を探す。
ープ作品創作
（授業方法）
各場面に相応しい曲を選び。分
担した場面の動きを作舞し，教
えあう。群の構成を工夫して作
品全体を仕上げる。
（授業内容）
創作ダンス⑦「事件発生」グル
ープ作品発表会
ビデオ鑑賞会と相互評価

【復習：1時間】
グループで作った動きや群構成を覚え、スムーズ
に動けるように練習する。本時の学習内容と学習
の進め方、指導のポイント、ダンスの美的表現原
理について理解したことをノートにまとめる。
【予習：0.5時間】
作品の使用曲を編集する。相応しい衣装を準備す
る。

【復習：0.5時間】
（授業方法）
作品を踊り込み、発表する。他
グループの作品を鑑賞し、良い 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
点と改善点を評価しあう。
ノートにまとめる。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

ダンス
Dance

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

中村

恭子

授業概要
【授業全体の内容】
中学・高校のダンス領域の内容である創作ダンス・フォークダンス・現代的なリズムのダンスの実技を中心に
実施する。即興創作やグループ創作を通じて表現力、作舞力，鑑賞力に加え、協調性、課題解決能力を高め、
ダンスの美的表現原理と創作技法についての基礎的な知識と技能を身に付ける。また、中学・高校の保健体育
教員としての視点で授業を捉え、学習の進め方や指導の要点について分析してノートに記録することにより、
ダンス学習指導法についての理解を深める。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養
、及びそれらの活用能力」を身に付ける。また、スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力ないし
は研究できる能力の基礎を身に付けることを目的とする。
【授業の到達目標】
１．多様なダンス動作を学習してリズム感や身体操作能力、表現力を高め、全身で大きく、メリハリを付け、
なりきって踊ることができる。
２．動きとイメージやリズムの関係、動きのアレンジや特徴的な動きを強調する表現のポイント、群の構成や
空間の使い方、作品の展開や構成法について理解し、それらを応用してオリジナルの作品を創作・発表できる
。
３．動きの評価や作品鑑賞において自他の個性を認め合うとともに、良い動きや表現を見分け、指摘すること
ができる。
４．ダンス領域の各種ダンスの学習内容と学習指導法について理解し、基礎的な指導力を身に付けるとともに
、授業を分析・評価することができる。
５．グループ創作活動を通して課題解決能力、対人調整力を高め、主体的に思考・判断して活動できる。
【その他】
中高保健体育科教員免許取得のための必修科目でもある本科目では、指導力養成を目標の一つとしているため
指導者としての心構えをもって受講すること。生徒の立場で実技を体験しながらも指導者目線で授業を分析し
て欲しい。復習として授業内容を記録する学習ノートの記載においては指導者の立場で記述し、学習内容と方
法、指導の要点をまとめて復習すること。
成績評価
【成績評価の基準】
１．精一杯大きく、メリハリをつけて、なりきって踊っているか。（表現力）
２．音楽のリズムや表したいイメージを捉え、自分なりの独創的な動きや表現を工夫して作品を構成できるか
。（創作力）
２．自他の動きや表現の良し悪しを判断し、観賞・評価できるか。（鑑賞力）
３．ダンスの用語や美的表現原理を理解し、授業の進め方や効果的な指導方法について記述できるか。（知識
・理解）
４．仲間と協力しながら積極的に取り組み、主体的に思考・判断して活動しているか。（取り組む姿勢）
【成績評価の方法】
表現力・作舞力60%（作品発表実技試験・平常点）、鑑賞力10％（相互評価），知識・理解20%（筆記試験）
、取り組む姿勢10%（平常点）
履修における留意事項
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【履修要件】
スポーツ科学科および中高保健体育科教員免許取得希望者の必修科目である。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
遅刻・早退は30分以内とし、3回で1回分の欠席に換算する。試合等の欠席は事情を考慮はするが、欠席は欠席
としてカウントするので注意すること。なお、ケガや故障等で全力全身での実技ができない場合でも、「今で
きる範囲で」授業に参加できるのがダンスの特徴でもあるので、できるだけ見学せずに参加すること。
筆記試験の際には手書きの学習ノートの持ち込みを可とする。授業の進め方や指導の要点について学習ノート
にまとめる復習を必ずすること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
平常時の実技の出来栄えについては、その都度その場で伝える。
2回の実技試験では評価の観点（精一杯大きく動いているか・メリハリをつけて踊っているか・独創的な動
きの工夫があるか・群や空間の工夫ができているか・なりきって踊っているか等）の各項目について相互評価
した結果を集計して示す。
筆記試験問題は授業中に配布した資料および授業中の説明（学習ノートの記録）に基づいて作成するので，
それらを見て復習すること。
【テキスト・参考書等】
テキスト：『明日からトライ！ダンスの授業』 全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2011
参考書： 『中学校学習指導要領解説 保健体育編』 文部科学省、東山書房、2018
『みんなでトライ！表現運動の授業』全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2015
その他、必要に応じて資料を適宜配布するので、テキストと合わせて授業の予習・復習に活用すること。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：中村恭子
E‑mail：k‑nakamu［at］juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください。
【オフィスアワー】
日時：毎週火曜日 10:00‑14:00
場所：１号館５階 1501号室
ただし、上記の時間帯においても会議等で不在の場合もあるので、前日までにE‑mail等で確認・予約してくだ
さい。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業は，中高保健体育科教員免許取得のための必修科目である。
マネジメント学科、健康学科で１クラスの受講人数が50人を超える場合は、資格取得のための必修履修の者を
優先し、残りを抽選とする場合もある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中村 恭子
【復習：1時間】
1
（授業内容）
ダンスの特性や種類について学 ダンス学習ノートを作り、ダンスの特性や種類を
整理する。
ぶ。
学習内容と学び方を理解する。 オクラホマ・ミキサーの由来と踊りの特徴を調べ
先輩のダンス作品ビデオを鑑賞 る。
し，学習の見通しをもつ。
外国のフォークダンス①オクラ
ホマ・ミキサー
（授業方法）
ダンスの特性や種類について、
グループで討議し、意見交換す
る。
オクラホマ・ミキサーの踊り方
を理解し，仲間と教えあって習
得し交流する。
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（授業内容）
外国のフォークダンス②
ヒンキー・ディンキー・パーリ
・ブー
現代的なリズムのダンス①サン
バ
「ラテンのリズムでお祭りパレ
ード」
（授業方法）
ヒンキー・ディンキー・パーリ
・ブーの踊り方を理解し、仲間
と教えあって習得し交流する。
リズムに乗って即興的に踊り、
多様な動きを工夫する。仲間の
動きを即時に真似して踊り続け
る。
（授業内容）
外国のフォークダンス③ドード
レブスカ・ポルカ
現代的なリズムのダンス②ヒッ
プホップ
「足じゃんけんからヒップホッ
プへ」
（授業方法）
ドードレブスカ・ポルカの踊り
方を理解し、仲間と教えあって
習得し交流する。
動きの変化のさせ方を学び、2
人組で簡単な動きの組み合わせ
を工夫する。相手と教えあいな
がら続けて踊る。
（授業内容）
外国のフォークダンス④バージ
ニア・リール
現代的なリズムのダンス③ロッ
ク
「ロックのリズムで動く‑止ま
る」
（授業方法）
バージニア・リールの踊り方を
理解し、仲間と教えあって習得
し交流する。
見つけた動きのリズムを変化さ
せ、3人組でメリハリをつけて
踊る。バトル形式で他チームと
踊り合う。
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【予習：0.5時間】
ヒンキー・ディンキー・パーリ・ブーの由来と踊
りの特徴を調べる。
ラテン音楽の歴史と特徴を調べる。
【復習：0.5時間】
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

【予習：0.5時間】
ドードレブスカ・ポルカの由来と踊りの特徴を調
べる。
ヒップホップ音楽の歴史と特徴を調べる。
【復習：0.5時間】
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

【予習：0.5時間】
バージニア・リールの由来と踊りの特徴を調べる
。
ロック音楽の歴史と特徴を調べる。
【復習：0.5時間】
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
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（授業内容）
現代的なリズムのダンス④床の
動き
「床を使ってブレイクダン
スみたいに」
グループ作品創作の選曲とグル
ープ分け

【予習：0.5時間】
ブレイクダンスの歴史と特徴を調べる。

（授業方法）
修正と踊り込みで完成度を高め
、発表する。
他グループの作品を鑑賞し、良
い点と改善点を評価しあう。
（授業内容）
日本の民踊①よさこい鳴子踊り
創作ダンス①物（小道具）を使
って「しんぶんし」

【復習：0.5時間】

【復習：0.5時間】

分担部分の動きを完成させる。本時の学習内容と
学習の進め方、指導のポイント、ダンスの美的表
現原理について理解したことをノートにまとめる
（授業方法）
4人組で床を使った動きや回転 。
技を工夫する。
同じ曲を選んだ者でグループを
作り、分担して動きを工夫する
。
【復習：1時間】
（授業内容）
現代的なリズムのダンス⑤グル グループで作った動きを練習し覚える。
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
ープ作品創作
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
（授業方法）
分担して創作した動きを教え合
い、群の構成に変化を付けて、
1曲通して踊れるように仕上げ
る。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
現代的なリズムのダンス⑥踊り
作品のイメージに合った衣装を工夫し準備する。
込み、発表会

本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
【予習：0.5時間】
よさこい鳴子踊りの由来と踊りの特徴を調べる。
【復習：0.5時間】

（授業方法）
よさこい鳴子踊りの踊り方を理
解し、仲間と教えあって習得し
交流する。
即興で新聞紙の動きを模倣し、
多様な体の使い方を工夫して2
人組でひと流れの動きを作り踊
る。他グループと見せ合い、良
い表現を評価し合う。
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本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。学習テーマ「物（小道具）を
使って」のその他の題材の指導例についてテキス
トを読み、理解を深める。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
日本の民踊②キンニャモニャ
創作ダンス②対極の動きの連続 キンニャモニャの由来と踊りの特徴を調べる。
「走る‑止まる」
【復習：0.5時間】
（授業方法）
キンニャモニャの踊り方を理解 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
し、仲間と教えあって習得し交 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。学習テーマ「対極の動きの連
流する。
メリハリのある「走る‑止まる 続」のその他の題材の指導例についてテキストを
」のひと流れを即興で多様に変 読み、理解を深める。
化させて踊り、3人組でイメー
ジと動きを共有、ひとまとまり
の表現を作り踊る。他グループ
と見せ合い、良い表現を評価し
合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
外国のフォークダンス⑤ハーモ
ハーモニカの由来と踊りの特徴を調べる。
ニカ
創作ダンス③身近な生活と日常
動作「スポーツ名場面集〜感動 【復習：0.5時間】
の瞬間をもう一度」
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
（授業方法）
ハーモニカの踊り方を理解し、 ノートにまとめる。学習テーマ「身近な生活と日
仲間と教えあって習得し交流す 常動作」のその他の題材の指導例についてテキス
トを読み、理解を深める。
る。
各種スポーツの特徴をとらえて
動きをデッサンし、6人組で動
きを共有、ひとまとまりの表現
を作る。特徴を強調するデフォ
ルメ（変形）の方法を学び、表
現を工夫して発表する。他グル
ープと見せ合い、良い表現を評
価し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
外国のフォークダンス⑥オスロ
オスロー・ワルツの由来と踊りの特徴を調べる。
ー・ワルツ
創作ダンス④多様な感じ「旅立
【復習：0.5時間】
ちの刻」
（授業方法）
ハーモニカの踊り方を理解し、 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
仲間と教えあって習得し交流す 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。学習テーマ「多様な感じ」の
る。
多様な感情やイメージを表現す その他の題材の指導例についてテキストを読み、
る動きの質、身体の多軸性を生 理解を深める。
かしたフォルム、保持と脱力、
リズム（間）の溜め流し、群像
の美的原理を理解し、3人組で
即興的に気持ちを込めて踊る。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
創作ダンス⑤はこびとストーリ
身近な「事件」のうちダンスで表現できそうな題
ー「事件発生」
グループ作品創作のグループ分 材を考える。
け、デッサン
【復習：1時間】
分担部分の動きを完成させる。
（授業方法）
作品として表現したい「事件」 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
を選んでグループを作り、表し 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
たいイメージを深め、はこびを ノートにまとめる。
考える。各場面での使用曲を決
める。グループで場面を分担し
て中核となる動きをデッサンす
る。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
創作ダンス⑥「事件発生」グル
分担部分に相応しい使用曲（候補曲）を探す。
ープ作品創作
（授業方法）
各場面に相応しい曲を選び。分
担した場面の動きを作舞し，教
えあう。群の構成を工夫して作
品全体を仕上げる。
（授業内容）
創作ダンス⑦「事件発生」グル
ープ作品発表会
ビデオ鑑賞会と相互評価

【復習：1時間】
グループで作った動きや群構成を覚え、スムーズ
に動けるように練習する。本時の学習内容と学習
の進め方、指導のポイント、ダンスの美的表現原
理について理解したことをノートにまとめる。
【予習：0.5時間】
作品の使用曲を編集する。相応しい衣装を準備す
る。

【復習：0.5時間】
（授業方法）
作品を踊り込み、発表する。他
グループの作品を鑑賞し、良い 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
点と改善点を評価しあう。
ノートにまとめる。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

ダンス
Dance

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

中村

恭子

授業概要
【授業全体の内容】
中学・高校のダンス領域の内容である創作ダンス・フォークダンス・現代的なリズムのダンスの実技を中心に
実施する。即興創作やグループ創作を通じて表現力、作舞力，鑑賞力に加え、協調性、課題解決能力を高め、
ダンスの美的表現原理と創作技法についての基礎的な知識と技能を身に付ける。また、中学・高校の保健体育
教員としての視点で授業を捉え、学習の進め方や指導の要点について分析してノートに記録することにより、
ダンス学習指導法についての理解を深める。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養
、及びそれらの活用能力」を身に付ける。また、スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力ないし
は研究できる能力の基礎を身に付けることを目的とする。
【授業の到達目標】
１．多様なダンス動作を学習してリズム感や身体操作能力、表現力を高め、全身で大きく、メリハリを付け、
なりきって踊ることができる。
２．動きとイメージやリズムの関係、動きのアレンジや特徴的な動きを強調する表現のポイント、群の構成や
空間の使い方、作品の展開や構成法について理解し、それらを応用してオリジナルの作品を創作・発表できる
。
３．動きの評価や作品鑑賞において自他の個性を認め合うとともに、良い動きや表現を見分け、指摘すること
ができる。
４．ダンス領域の各種ダンスの学習内容と学習指導法について理解し、基礎的な指導力を身に付けるとともに
、授業を分析・評価することができる。
５．グループ創作活動を通して課題解決能力、対人調整力を高め、主体的に思考・判断して活動できる。
【その他】
中高保健体育科教員免許取得のための必修科目でもある本科目では、指導力養成を目標の一つとしているため
指導者としての心構えをもって受講すること。生徒の立場で実技を体験しながらも指導者目線で授業を分析し
て欲しい。復習として授業内容を記録する学習ノートの記載においては指導者の立場で記述し、学習内容と方
法、指導の要点をまとめて復習すること。
成績評価
【成績評価の基準】
１．精一杯大きく、メリハリをつけて、なりきって踊っているか。（表現力）
２．音楽のリズムや表したいイメージを捉え、自分なりの独創的な動きや表現を工夫して作品を構成できるか
。（創作力）
２．自他の動きや表現の良し悪しを判断し、観賞・評価できるか。（鑑賞力）
３．ダンスの用語や美的表現原理を理解し、授業の進め方や効果的な指導方法について記述できるか。（知識
・理解）
４．仲間と協力しながら積極的に取り組み、主体的に思考・判断して活動しているか。（取り組む姿勢）
【成績評価の方法】
表現力・作舞力60%（作品発表実技試験・平常点）、鑑賞力10％（相互評価），知識・理解20%（筆記試験）
、取り組む姿勢10%（平常点）
履修における留意事項
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【履修要件】
スポーツ科学科および中高保健体育科教員免許取得希望者の必修科目である。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
遅刻・早退は30分以内とし、3回で1回分の欠席に換算する。試合等の欠席は事情を考慮はするが、欠席は欠席
としてカウントするので注意すること。なお、ケガや故障等で全力全身での実技ができない場合でも、「今で
きる範囲で」授業に参加できるのがダンスの特徴でもあるので、できるだけ見学せずに参加すること。
筆記試験の際には手書きの学習ノートの持ち込みを可とする。授業の進め方や指導の要点について学習ノート
にまとめる復習を必ずすること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
平常時の実技の出来栄えについては、その都度その場で伝える。
2回の実技試験では評価の観点（精一杯大きく動いているか・メリハリをつけて踊っているか・独創的な動
きの工夫があるか・群や空間の工夫ができているか・なりきって踊っているか等）の各項目について相互評価
した結果を集計して示す。
筆記試験問題は授業中に配布した資料および授業中の説明（学習ノートの記録）に基づいて作成するので，
それらを見て復習すること。
【テキスト・参考書等】
テキスト：『明日からトライ！ダンスの授業』 全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2011
参考書： 『中学校学習指導要領解説 保健体育編』 文部科学省、東山書房、2018
『みんなでトライ！表現運動の授業』全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2015
その他、必要に応じて資料を適宜配布するので、テキストと合わせて授業の予習・復習に活用すること。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：中村恭子
E‑mail：k‑nakamu［at］juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください。
【オフィスアワー】
日時：毎週火曜日 10:00‑14:00
場所：１号館５階 1501号室
ただし、上記の時間帯においても会議等で不在の場合もあるので、前日までにE‑mail等で確認・予約してくだ
さい。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業は，中高保健体育科教員免許取得のための必修科目である。
マネジメント学科、健康学科で１クラスの受講人数が50人を超える場合は、資格取得のための必修履修の者を
優先し、残りを抽選とする場合もある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中村 恭子
【復習：1時間】
1
（授業内容）
ダンスの特性や種類について学 ダンス学習ノートを作り、ダンスの特性や種類を
整理する。
ぶ。
学習内容と学び方を理解する。 オクラホマ・ミキサーの由来と踊りの特徴を調べ
先輩のダンス作品ビデオを鑑賞 る。
し，学習の見通しをもつ。
外国のフォークダンス①オクラ
ホマ・ミキサー
（授業方法）
ダンスの特性や種類について、
グループで討議し、意見交換す
る。
オクラホマ・ミキサーの踊り方
を理解し，仲間と教えあって習
得し交流する。
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（授業内容）
外国のフォークダンス②
ヒンキー・ディンキー・パーリ
・ブー
現代的なリズムのダンス①サン
バ
「ラテンのリズムでお祭りパレ
ード」
（授業方法）
ヒンキー・ディンキー・パーリ
・ブーの踊り方を理解し、仲間
と教えあって習得し交流する。
リズムに乗って即興的に踊り、
多様な動きを工夫する。仲間の
動きを即時に真似して踊り続け
る。
（授業内容）
外国のフォークダンス③ドード
レブスカ・ポルカ
現代的なリズムのダンス②ヒッ
プホップ
「足じゃんけんからヒップホッ
プへ」
（授業方法）
ドードレブスカ・ポルカの踊り
方を理解し、仲間と教えあって
習得し交流する。
動きの変化のさせ方を学び、2
人組で簡単な動きの組み合わせ
を工夫する。相手と教えあいな
がら続けて踊る。
（授業内容）
外国のフォークダンス④バージ
ニア・リール
現代的なリズムのダンス③ロッ
ク
「ロックのリズムで動く‑止ま
る」
（授業方法）
バージニア・リールの踊り方を
理解し、仲間と教えあって習得
し交流する。
見つけた動きのリズムを変化さ
せ、3人組でメリハリをつけて
踊る。バトル形式で他チームと
踊り合う。
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【予習：0.5時間】
ヒンキー・ディンキー・パーリ・ブーの由来と踊
りの特徴を調べる。
ラテン音楽の歴史と特徴を調べる。
【復習：0.5時間】
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

【予習：0.5時間】
ドードレブスカ・ポルカの由来と踊りの特徴を調
べる。
ヒップホップ音楽の歴史と特徴を調べる。
【復習：0.5時間】
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

【予習：0.5時間】
バージニア・リールの由来と踊りの特徴を調べる
。
ロック音楽の歴史と特徴を調べる。
【復習：0.5時間】
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
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（授業内容）
現代的なリズムのダンス④床の
動き
「床を使ってブレイクダン
スみたいに」
グループ作品創作の選曲とグル
ープ分け

【予習：0.5時間】
ブレイクダンスの歴史と特徴を調べる。

（授業方法）
修正と踊り込みで完成度を高め
、発表する。
他グループの作品を鑑賞し、良
い点と改善点を評価しあう。
（授業内容）
日本の民踊①よさこい鳴子踊り
創作ダンス①物（小道具）を使
って「しんぶんし」

【復習：0.5時間】

【復習：0.5時間】

分担部分の動きを完成させる。本時の学習内容と
学習の進め方、指導のポイント、ダンスの美的表
現原理について理解したことをノートにまとめる
（授業方法）
4人組で床を使った動きや回転 。
技を工夫する。
同じ曲を選んだ者でグループを
作り、分担して動きを工夫する
。
【復習：1時間】
（授業内容）
現代的なリズムのダンス⑤グル グループで作った動きを練習し覚える。
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
ープ作品創作
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
（授業方法）
分担して創作した動きを教え合
い、群の構成に変化を付けて、
1曲通して踊れるように仕上げ
る。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
現代的なリズムのダンス⑥踊り
作品のイメージに合った衣装を工夫し準備する。
込み、発表会

本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
【予習：0.5時間】
よさこい鳴子踊りの由来と踊りの特徴を調べる。
【復習：0.5時間】

（授業方法）
よさこい鳴子踊りの踊り方を理
解し、仲間と教えあって習得し
交流する。
即興で新聞紙の動きを模倣し、
多様な体の使い方を工夫して2
人組でひと流れの動きを作り踊
る。他グループと見せ合い、良
い表現を評価し合う。
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本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。学習テーマ「物（小道具）を
使って」のその他の題材の指導例についてテキス
トを読み、理解を深める。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
日本の民踊②キンニャモニャ
創作ダンス②対極の動きの連続 キンニャモニャの由来と踊りの特徴を調べる。
「走る‑止まる」
【復習：0.5時間】
（授業方法）
キンニャモニャの踊り方を理解 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
し、仲間と教えあって習得し交 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。学習テーマ「対極の動きの連
流する。
メリハリのある「走る‑止まる 続」のその他の題材の指導例についてテキストを
」のひと流れを即興で多様に変 読み、理解を深める。
化させて踊り、3人組でイメー
ジと動きを共有、ひとまとまり
の表現を作り踊る。他グループ
と見せ合い、良い表現を評価し
合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
外国のフォークダンス⑤ハーモ
ハーモニカの由来と踊りの特徴を調べる。
ニカ
創作ダンス③身近な生活と日常
動作「スポーツ名場面集〜感動 【復習：0.5時間】
の瞬間をもう一度」
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
（授業方法）
ハーモニカの踊り方を理解し、 ノートにまとめる。学習テーマ「身近な生活と日
仲間と教えあって習得し交流す 常動作」のその他の題材の指導例についてテキス
トを読み、理解を深める。
る。
各種スポーツの特徴をとらえて
動きをデッサンし、6人組で動
きを共有、ひとまとまりの表現
を作る。特徴を強調するデフォ
ルメ（変形）の方法を学び、表
現を工夫して発表する。他グル
ープと見せ合い、良い表現を評
価し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
外国のフォークダンス⑥オスロ
オスロー・ワルツの由来と踊りの特徴を調べる。
ー・ワルツ
創作ダンス④多様な感じ「旅立
【復習：0.5時間】
ちの刻」
（授業方法）
ハーモニカの踊り方を理解し、 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
仲間と教えあって習得し交流す 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。学習テーマ「多様な感じ」の
る。
多様な感情やイメージを表現す その他の題材の指導例についてテキストを読み、
る動きの質、身体の多軸性を生 理解を深める。
かしたフォルム、保持と脱力、
リズム（間）の溜め流し、群像
の美的原理を理解し、3人組で
即興的に気持ちを込めて踊る。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
創作ダンス⑤はこびとストーリ
身近な「事件」のうちダンスで表現できそうな題
ー「事件発生」
グループ作品創作のグループ分 材を考える。
け、デッサン
【復習：1時間】
分担部分の動きを完成させる。
（授業方法）
作品として表現したい「事件」 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
を選んでグループを作り、表し 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
たいイメージを深め、はこびを ノートにまとめる。
考える。各場面での使用曲を決
める。グループで場面を分担し
て中核となる動きをデッサンす
る。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
創作ダンス⑥「事件発生」グル
分担部分に相応しい使用曲（候補曲）を探す。
ープ作品創作
（授業方法）
各場面に相応しい曲を選び。分
担した場面の動きを作舞し，教
えあう。群の構成を工夫して作
品全体を仕上げる。
（授業内容）
創作ダンス⑦「事件発生」グル
ープ作品発表会
ビデオ鑑賞会と相互評価

【復習：1時間】
グループで作った動きや群構成を覚え、スムーズ
に動けるように練習する。本時の学習内容と学習
の進め方、指導のポイント、ダンスの美的表現原
理について理解したことをノートにまとめる。
【予習：0.5時間】
作品の使用曲を編集する。相応しい衣装を準備す
る。

【復習：0.5時間】
（授業方法）
作品を踊り込み、発表する。他
グループの作品を鑑賞し、良い 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
点と改善点を評価しあう。
ノートにまとめる。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

ダンス
Dance

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

中村

恭子

授業概要
【授業全体の内容】
中学・高校のダンス領域の内容である創作ダンス・フォークダンス・現代的なリズムのダンスの実技を中心に
実施する。即興創作やグループ創作を通じて表現力、作舞力，鑑賞力に加え、協調性、課題解決能力を高め、
ダンスの美的表現原理と創作技法についての基礎的な知識と技能を身に付ける。また、中学・高校の保健体育
教員としての視点で授業を捉え、学習の進め方や指導の要点について分析してノートに記録することにより、
ダンス学習指導法についての理解を深める。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養
、及びそれらの活用能力」を身に付ける。また、スポーツ科学の知識に基づき、現場で指導できる能力ないし
は研究できる能力の基礎を身に付けることを目的とする。
【授業の到達目標】
１．多様なダンス動作を学習してリズム感や身体操作能力、表現力を高め、全身で大きく、メリハリを付け、
なりきって踊ることができる。
２．動きとイメージやリズムの関係、動きのアレンジや特徴的な動きを強調する表現のポイント、群の構成や
空間の使い方、作品の展開や構成法について理解し、それらを応用してオリジナルの作品を創作・発表できる
。
３．動きの評価や作品鑑賞において自他の個性を認め合うとともに、良い動きや表現を見分け、指摘すること
ができる。
４．ダンス領域の各種ダンスの学習内容と学習指導法について理解し、基礎的な指導力を身に付けるとともに
、授業を分析・評価することができる。
５．グループ創作活動を通して課題解決能力、対人調整力を高め、主体的に思考・判断して活動できる。
【その他】
中高保健体育科教員免許取得のための必修科目でもある本科目では、指導力養成を目標の一つとしているため
指導者としての心構えをもって受講すること。生徒の立場で実技を体験しながらも指導者目線で授業を分析し
て欲しい。復習として授業内容を記録する学習ノートの記載においては指導者の立場で記述し、学習内容と方
法、指導の要点をまとめて復習すること。
成績評価
【成績評価の基準】
１．精一杯大きく、メリハリをつけて、なりきって踊っているか。（表現力）
２．音楽のリズムや表したいイメージを捉え、自分なりの独創的な動きや表現を工夫して作品を構成できるか
。（創作力）
２．自他の動きや表現の良し悪しを判断し、観賞・評価できるか。（鑑賞力）
３．ダンスの用語や美的表現原理を理解し、授業の進め方や効果的な指導方法について記述できるか。（知識
・理解）
４．仲間と協力しながら積極的に取り組み、主体的に思考・判断して活動しているか。（取り組む姿勢）
【成績評価の方法】
表現力・作舞力60%（作品発表実技試験・平常点）、鑑賞力10％（相互評価），知識・理解20%（筆記試験）
、取り組む姿勢10%（平常点）
履修における留意事項
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【履修要件】
スポーツ科学科および中高保健体育科教員免許取得希望者の必修科目である。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
遅刻・早退は30分以内とし、3回で1回分の欠席に換算する。試合等の欠席は事情を考慮はするが、欠席は欠席
としてカウントするので注意すること。なお、ケガや故障等で全力全身での実技ができない場合でも、「今で
きる範囲で」授業に参加できるのがダンスの特徴でもあるので、できるだけ見学せずに参加すること。
筆記試験の際には手書きの学習ノートの持ち込みを可とする。授業の進め方や指導の要点について学習ノート
にまとめる復習を必ずすること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
平常時の実技の出来栄えについては、その都度その場で伝える。
2回の実技試験では評価の観点（精一杯大きく動いているか・メリハリをつけて踊っているか・独創的な動
きの工夫があるか・群や空間の工夫ができているか・なりきって踊っているか等）の各項目について相互評価
した結果を集計して示す。
筆記試験問題は授業中に配布した資料および授業中の説明（学習ノートの記録）に基づいて作成するので，
それらを見て復習すること。
【テキスト・参考書等】
テキスト：『明日からトライ！ダンスの授業』 全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2011
参考書： 『中学校学習指導要領解説 保健体育編』 文部科学省、東山書房、2018
『みんなでトライ！表現運動の授業』全国ダンス・表現運動授業研究会編、大修館書店、2015
その他、必要に応じて資料を適宜配布するので、テキストと合わせて授業の予習・復習に活用すること。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：中村恭子
E‑mail：k‑nakamu［at］juntendo.ac.jp
※［at］を＠に変更してください。
【オフィスアワー】
日時：毎週火曜日 10:00‑14:00
場所：１号館５階 1501号室
ただし、上記の時間帯においても会議等で不在の場合もあるので、前日までにE‑mail等で確認・予約してくだ
さい。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業は，中高保健体育科教員免許取得のための必修科目である。
マネジメント学科、健康学科で１クラスの受講人数が50人を超える場合は、資格取得のための必修履修の者を
優先し、残りを抽選とする場合もある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中村 恭子
【復習：1時間】
1
（授業内容）
ダンスの特性や種類について学 ダンス学習ノートを作り、ダンスの特性や種類を
整理する。
ぶ。
学習内容と学び方を理解する。 オクラホマ・ミキサーの由来と踊りの特徴を調べ
先輩のダンス作品ビデオを鑑賞 る。
し，学習の見通しをもつ。
外国のフォークダンス①オクラ
ホマ・ミキサー
（授業方法）
ダンスの特性や種類について、
グループで討議し、意見交換す
る。
オクラホマ・ミキサーの踊り方
を理解し，仲間と教えあって習
得し交流する。
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（授業内容）
外国のフォークダンス②
ヒンキー・ディンキー・パーリ
・ブー
現代的なリズムのダンス①サン
バ
「ラテンのリズムでお祭りパレ
ード」
（授業方法）
ヒンキー・ディンキー・パーリ
・ブーの踊り方を理解し、仲間
と教えあって習得し交流する。
リズムに乗って即興的に踊り、
多様な動きを工夫する。仲間の
動きを即時に真似して踊り続け
る。
（授業内容）
外国のフォークダンス③ドード
レブスカ・ポルカ
現代的なリズムのダンス②ヒッ
プホップ
「足じゃんけんからヒップホッ
プへ」
（授業方法）
ドードレブスカ・ポルカの踊り
方を理解し、仲間と教えあって
習得し交流する。
動きの変化のさせ方を学び、2
人組で簡単な動きの組み合わせ
を工夫する。相手と教えあいな
がら続けて踊る。
（授業内容）
外国のフォークダンス④バージ
ニア・リール
現代的なリズムのダンス③ロッ
ク
「ロックのリズムで動く‑止ま
る」
（授業方法）
バージニア・リールの踊り方を
理解し、仲間と教えあって習得
し交流する。
見つけた動きのリズムを変化さ
せ、3人組でメリハリをつけて
踊る。バトル形式で他チームと
踊り合う。
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【予習：0.5時間】
ヒンキー・ディンキー・パーリ・ブーの由来と踊
りの特徴を調べる。
ラテン音楽の歴史と特徴を調べる。
【復習：0.5時間】
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

【予習：0.5時間】
ドードレブスカ・ポルカの由来と踊りの特徴を調
べる。
ヒップホップ音楽の歴史と特徴を調べる。
【復習：0.5時間】
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。

【予習：0.5時間】
バージニア・リールの由来と踊りの特徴を調べる
。
ロック音楽の歴史と特徴を調べる。
【復習：0.5時間】
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
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（授業内容）
現代的なリズムのダンス④床の
動き
「床を使ってブレイクダン
スみたいに」
グループ作品創作の選曲とグル
ープ分け

【予習：0.5時間】
ブレイクダンスの歴史と特徴を調べる。

（授業方法）
修正と踊り込みで完成度を高め
、発表する。
他グループの作品を鑑賞し、良
い点と改善点を評価しあう。
（授業内容）
日本の民踊①よさこい鳴子踊り
創作ダンス①物（小道具）を使
って「しんぶんし」

【復習：0.5時間】

【復習：0.5時間】

分担部分の動きを完成させる。本時の学習内容と
学習の進め方、指導のポイント、ダンスの美的表
現原理について理解したことをノートにまとめる
（授業方法）
4人組で床を使った動きや回転 。
技を工夫する。
同じ曲を選んだ者でグループを
作り、分担して動きを工夫する
。
【復習：1時間】
（授業内容）
現代的なリズムのダンス⑤グル グループで作った動きを練習し覚える。
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
ープ作品創作
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
（授業方法）
分担して創作した動きを教え合
い、群の構成に変化を付けて、
1曲通して踊れるように仕上げ
る。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
現代的なリズムのダンス⑥踊り
作品のイメージに合った衣装を工夫し準備する。
込み、発表会

本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。
【予習：0.5時間】
よさこい鳴子踊りの由来と踊りの特徴を調べる。
【復習：0.5時間】

（授業方法）
よさこい鳴子踊りの踊り方を理
解し、仲間と教えあって習得し
交流する。
即興で新聞紙の動きを模倣し、
多様な体の使い方を工夫して2
人組でひと流れの動きを作り踊
る。他グループと見せ合い、良
い表現を評価し合う。
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本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。学習テーマ「物（小道具）を
使って」のその他の題材の指導例についてテキス
トを読み、理解を深める。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
日本の民踊②キンニャモニャ
創作ダンス②対極の動きの連続 キンニャモニャの由来と踊りの特徴を調べる。
「走る‑止まる」
【復習：0.5時間】
（授業方法）
キンニャモニャの踊り方を理解 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
し、仲間と教えあって習得し交 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。学習テーマ「対極の動きの連
流する。
メリハリのある「走る‑止まる 続」のその他の題材の指導例についてテキストを
」のひと流れを即興で多様に変 読み、理解を深める。
化させて踊り、3人組でイメー
ジと動きを共有、ひとまとまり
の表現を作り踊る。他グループ
と見せ合い、良い表現を評価し
合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
外国のフォークダンス⑤ハーモ
ハーモニカの由来と踊りの特徴を調べる。
ニカ
創作ダンス③身近な生活と日常
動作「スポーツ名場面集〜感動 【復習：0.5時間】
の瞬間をもう一度」
本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
（授業方法）
ハーモニカの踊り方を理解し、 ノートにまとめる。学習テーマ「身近な生活と日
仲間と教えあって習得し交流す 常動作」のその他の題材の指導例についてテキス
トを読み、理解を深める。
る。
各種スポーツの特徴をとらえて
動きをデッサンし、6人組で動
きを共有、ひとまとまりの表現
を作る。特徴を強調するデフォ
ルメ（変形）の方法を学び、表
現を工夫して発表する。他グル
ープと見せ合い、良い表現を評
価し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
外国のフォークダンス⑥オスロ
オスロー・ワルツの由来と踊りの特徴を調べる。
ー・ワルツ
創作ダンス④多様な感じ「旅立
【復習：0.5時間】
ちの刻」
（授業方法）
ハーモニカの踊り方を理解し、 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
仲間と教えあって習得し交流す 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
ノートにまとめる。学習テーマ「多様な感じ」の
る。
多様な感情やイメージを表現す その他の題材の指導例についてテキストを読み、
る動きの質、身体の多軸性を生 理解を深める。
かしたフォルム、保持と脱力、
リズム（間）の溜め流し、群像
の美的原理を理解し、3人組で
即興的に気持ちを込めて踊る。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
創作ダンス⑤はこびとストーリ
身近な「事件」のうちダンスで表現できそうな題
ー「事件発生」
グループ作品創作のグループ分 材を考える。
け、デッサン
【復習：1時間】
分担部分の動きを完成させる。
（授業方法）
作品として表現したい「事件」 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
を選んでグループを作り、表し 、ダンスの美的表現原理について理解したことを
たいイメージを深め、はこびを ノートにまとめる。
考える。各場面での使用曲を決
める。グループで場面を分担し
て中核となる動きをデッサンす
る。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
創作ダンス⑥「事件発生」グル
分担部分に相応しい使用曲（候補曲）を探す。
ープ作品創作
（授業方法）
各場面に相応しい曲を選び。分
担した場面の動きを作舞し，教
えあう。群の構成を工夫して作
品全体を仕上げる。
（授業内容）
創作ダンス⑦「事件発生」グル
ープ作品発表会
ビデオ鑑賞会と相互評価

【復習：1時間】
グループで作った動きや群構成を覚え、スムーズ
に動けるように練習する。本時の学習内容と学習
の進め方、指導のポイント、ダンスの美的表現原
理について理解したことをノートにまとめる。
【予習：0.5時間】
作品の使用曲を編集する。相応しい衣装を準備す
る。

【復習：0.5時間】
（授業方法）
作品を踊り込み、発表する。他
グループの作品を鑑賞し、良い 本時の学習内容と学習の進め方、指導のポイント
、ダンスの美的表現原理について理解したことを
点と改善点を評価しあう。
ノートにまとめる。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

柔道Ⅰ･剣道Ⅰ

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 廣瀬 伸良
科目担当者
中村充、竹澤稔裕、鷹見由紀子
授業概要
【授業全体の内容】
武道の代表的な柔道と剣道について、基本的な技能を習得し、指導法と基礎理論についての理解を深める。柔
道Ⅰは柔道の歴史・運動特性等の基礎理論を理解しながら、礼法・受け身などの基本動作や基礎的な投げ技、
固め技の個人技術と対人的技能を学ぶ。剣道Ⅰは剣道の歴史・運動特性等の基礎理論を理解しながら、所作法
・基本動作を習得し、対人技能への基盤を固める。両種目ともに、技術の習得にはグループ学習や映像を活用
した技術確認を行い、対人調整力とコミュニケーション能力を向上させるなかでその指導方法も身につくよう
にする。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）】
剣道を通して、対人競技の楽しさとともに文化的側面を学ぶ。その過程で、互いに競いながらも協力し合う
ことで対人調整力やコミュニケーション力を向上させ、学校現場で指導できるよう応用的能力を養う。
【授業の到達目標】
1. 現代の柔道ならびに剣道の成立過程を理解し、所作法に生かせるようになる。
2. 柔道ならびに剣道の基本動作や対人的技能を習得する。
3. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。
成績評価
【成績評価の基準】
1. 相手を尊重した所作法や取り組みができる。（平常点）
2. 基本動作や対人的技能が身についた。（授業内試験）
3. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。（平常点、レポート）
【成績評価の方法】
授業に取り組む姿勢・参画度 50％、 課題達成度 40%、 知識の獲得度 10％
履修における留意事項
【履修要件】
運動に適した服装を各自が準備する。なお、安全上の問題から受講希望者数を2クラスに分け、柔道Ⅰと剣
道Ⅰを半期前後半の交代制で実施する。また、1クラス50名を超えた場合は、抽選を行う。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
共有する道具の扱いを丁寧にし、授業内で求められる所作や態度を守ること。
【課題（試験･レポート等）に対するフィードバックの方法】
レポートについては返却時、課題試験については実施後に、授業内でポイント等をフィードバックする。
【テキスト・参考書】
柔道Ⅰ：
剣道Ⅰ：①剣道指導要領（全日本剣道連盟）、②剣道授業の展開（全日本剣道連盟）
連絡先とオフィスアワー
【連絡先：オフィスアワー】
廣瀬 伸良 （1号館5階 1505号室）：
E‑mail：nhirose[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
中村 充
（1号館5階 1505号室）：木曜日 10:00〜12:00、14:30〜16:00
E‑mail：mtnakamu[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
鷹見 由紀子（1号館5階 1530号室）：水曜日 12:30〜16:00
E‑mail：y‑takami[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
備考

2544

【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を
必要とする内容を持って構成する。
【その他】
この科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち「教科に関する科目」における選択必修科
目に位置づけられている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
廣瀬・竹澤・中村
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
・鷹見
クラス分け、ガイダンス
授業の目的、内容についてシラバスを読む。
（授業方法）
前後半（柔道Ⅰと剣道Ⅰ）のク 【復習：0時間】
ラス分けを行う。それぞれの種
目の授業の進め方について説明
する。
中村・鷹見
【予習：1時間】
2
（授業内容）
剣道小史を学習する。礼法・所
作法とともに、木刀の構え方、 剣道の理念、剣道修練の心構えについて調べる。
足さばきを身につける。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
剣道の成り立ち、礼法・所作法
を解説する。木刀を用いた遊び 剣道の成り立ちを整理する。剣道の所作法を整理
を行い、剣道を楽しむとともに する。
、木刀の構え方、足さばきを説
明し実践する。
中村・鷹見
【予習：0.5時間】
3
（授業内容）
仕掛けていく技を理解する。面
・小手・胴・突きを空間打突、 仕掛け技の分類を調べる。
竹刀打ちを実践する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
仕掛け技の分類を説明する。二 元立ちの役割について整理する。
人組でお互いに打突部位を確認
し、仕掛け手と受け手（元立ち
）を交替しながら空間打突と竹
刀打ちを行う。
中村・鷹見
【予習：0.5時間】
4
（授業内容）
踏み込み足の意義を理解し、踏
み込み足を用いて打突を行う。 踏み込み足の方法を調べる。
連続技を踏み込み足で実践する
【復習：0.5時間】
。
（授業方法）
踏み込み足の意義、実践方法を 踏み込み足の留意点を整理する。
説明する。グループあるいは二
人組にて踏み込み足を用いて竹
刀打ちを行う。
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【予習：0.5 時間】
（授業内容）
切り返しの方法を理解し、実践
してみる。近い間合いから引き 切り返しについて調べる。
ながらの打突方法を学び、実践
【復習：0.5時間】
する。
切り返し実施上の留意点を整理する。
（授業方法）
切り返しの実施方法を解説する
。二人組にて、踏み込み足を用
いた切り返しを相互に実施する
。近い間合いから引きながら打
突する方法を解説し、実践する
。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
応じていく技を理解する。簡単
な応じ技を空間打突にて実践す 応じ技の分類を調べる。
る。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
応じ技の分類を説明する。二人 剣道の技について、体系的に整理する。
組で基本的な応じ技を応じ手と
元立ちを交替しながら空間打突
にて行う。
【予習：0時間】
（授業内容）
実技試験を行う。
（授業方法）
【復習：1時間】
実技試験を行う。
剣道Ⅰで学んだ内容について整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
柔道の基本動作（礼法、後ろ受 柔道の基本動作について書籍やインターネットを
け身、横受け身）を身に付ける 使用して学習する。
。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
実技授業形態でグループ学習な 学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
どを通じて基本動作を学習させ
る。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
柔道の基本動作（前回り受け身 柔道の基本動作について書籍やインターネットを
、前受け身、進退動作、組み方 使用して学習する。
）について理解し、身に付ける
【復習：0.5時間】
。
学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を
通じて基本動作を学習させる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
基本的な投げ技（膝車）を理解 柔道の投げ技・膝車について書籍やインターネッ
トを使用して学習する。
して身に付ける。
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を
通じて膝車とその段階的指導方
法を説明する。
（授業内容）
基本的な投げ技（大腰）を理解
し、身に付ける。

【復習：0.5時間】
学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。

【予習：0.5時間】
柔道の投げ技・大腰について書籍やインターネッ
トを使用して学習する。

【復習：0.5時間】
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を 学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
通じて大腰とその段階的指導方
法を説明する。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
基本的な固め技（袈裟固・肩固 柔道の固め技・袈裟固、肩固について書籍やイン
ターネットを通じて学習する。
）を身に付ける。
【復習：0.5時間】
学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を
通じて袈裟固、肩固とその逃れ
方を学習し、簡易な実戦練習（
ゲーム）を取り入れる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
基本的な固め技（横四方固・上 柔道の固め技・横四方固、上四方固について書籍
やインターネットを使用して学習する。
四方固）を身に付ける。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を 学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
通じて横四方固、上四方固とそ
の逃れ方を学習し、簡易な実戦
練習（ゲーム）を取り入れる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
実技試験を行う。
（授業方法）
実技試験を行う。
※「定期試験を実施しない」
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【復習：0.5時間】
柔道Ⅰの内容について総まとめをする。

授業科目名
英語科目名

柔道Ⅰ･剣道Ⅰ

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 廣瀬 伸良
科目担当者
中村充、竹澤稔裕、鷹見由紀子
授業概要
【授業全体の内容】
武道の代表的な柔道と剣道について、基本的な技能を習得し、指導法と基礎理論についての理解を深める。柔
道Ⅰは柔道の歴史・運動特性等の基礎理論を理解しながら、礼法・受け身などの基本動作や基礎的な投げ技、
固め技の個人技術と対人的技能を学ぶ。剣道Ⅰは剣道の歴史・運動特性等の基礎理論を理解しながら、所作法
・基本動作を習得し、対人技能への基盤を固める。両種目ともに、技術の習得にはグループ学習や映像を活用
した技術確認を行い、対人調整力とコミュニケーション能力を向上させるなかでその指導方法も身につくよう
にする。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）】
剣道を通して、対人競技の楽しさとともに文化的側面を学ぶ。その過程で、互いに競いながらも協力し合う
ことで対人調整力やコミュニケーション力を向上させ、学校現場で指導できるよう応用的能力を養う。
【授業の到達目標】
1. 現代の柔道ならびに剣道の成立過程を理解し、所作法に生かせるようになる。
2. 柔道ならびに剣道の基本動作や対人的技能を習得する。
3. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。
成績評価
【成績評価の基準】
1. 相手を尊重した所作法や取り組みができる。（平常点）
2. 基本動作や対人的技能が身についた。（授業内試験）
3. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。（平常点、レポート）
【成績評価の方法】
授業に取り組む姿勢・参画度 50％、 課題達成度 40%、 知識の獲得度 10％
履修における留意事項
【履修要件】
運動に適した服装を各自が準備する。なお、安全上の問題から受講希望者数を2クラスに分け、柔道Ⅰと剣
道Ⅰを半期前後半の交代制で実施する。また、1クラス50名を超えた場合は、抽選を行う。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
共有する道具の扱いを丁寧にし、授業内で求められる所作や態度を守ること。
【課題（試験･レポート等）に対するフィードバックの方法】
レポートについては返却時、課題試験については実施後に、授業内でポイント等をフィードバックする。
【テキスト・参考書】
柔道Ⅰ：
剣道Ⅰ：①剣道指導要領（全日本剣道連盟）、②剣道授業の展開（全日本剣道連盟）
連絡先とオフィスアワー
【連絡先：オフィスアワー】
廣瀬 伸良 （1号館5階 1505号室）：
E‑mail：nhirose[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
中村 充
（1号館5階 1505号室）：木曜日 10:00〜12:00、14:30〜16:00
E‑mail：mtnakamu[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
鷹見 由紀子（1号館5階 1530号室）：水曜日 12:30〜16:00
E‑mail：y‑takami[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
備考
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【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を
必要とする内容を持って構成する。
【その他】
この科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち「教科に関する科目」における選択必修科
目に位置づけられている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
廣瀬・竹澤・中村
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
・鷹見
クラス分け、ガイダンス
授業の目的、内容についてシラバスを読む。
（授業方法）
前後半（柔道Ⅰと剣道Ⅰ）のク 【復習：0時間】
ラス分けを行う。それぞれの種
目の授業の進め方について説明
する。
中村・鷹見
【予習：1時間】
2
（授業内容）
剣道小史を学習する。礼法・所
作法とともに、木刀の構え方、 剣道の理念、剣道修練の心構えについて調べる。
足さばきを身につける。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
剣道の成り立ち、礼法・所作法
を解説する。木刀を用いた遊び 剣道の成り立ちを整理する。剣道の所作法を整理
を行い、剣道を楽しむとともに する。
、木刀の構え方、足さばきを説
明し実践する。
中村・鷹見
【予習：0.5時間】
3
（授業内容）
仕掛けていく技を理解する。面
・小手・胴・突きを空間打突、 仕掛け技の分類を調べる。
竹刀打ちを実践する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
仕掛け技の分類を説明する。二 元立ちの役割について整理する。
人組でお互いに打突部位を確認
し、仕掛け手と受け手（元立ち
）を交替しながら空間打突と竹
刀打ちを行う。
中村・鷹見
【予習：0.5時間】
4
（授業内容）
踏み込み足の意義を理解し、踏
み込み足を用いて打突を行う。 踏み込み足の方法を調べる。
連続技を踏み込み足で実践する
【復習：0.5時間】
。
（授業方法）
踏み込み足の意義、実践方法を 踏み込み足の留意点を整理する。
説明する。グループあるいは二
人組にて踏み込み足を用いて竹
刀打ちを行う。
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【予習：0.5 時間】
（授業内容）
切り返しの方法を理解し、実践
してみる。近い間合いから引き 切り返しについて調べる。
ながらの打突方法を学び、実践
【復習：0.5時間】
する。
切り返し実施上の留意点を整理する。
（授業方法）
切り返しの実施方法を解説する
。二人組にて、踏み込み足を用
いた切り返しを相互に実施する
。近い間合いから引きながら打
突する方法を解説し、実践する
。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
応じていく技を理解する。簡単
な応じ技を空間打突にて実践す 応じ技の分類を調べる。
る。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
応じ技の分類を説明する。二人 剣道の技について、体系的に整理する。
組で基本的な応じ技を応じ手と
元立ちを交替しながら空間打突
にて行う。
【予習：0時間】
（授業内容）
実技試験を行う。
（授業方法）
【復習：1時間】
実技試験を行う。
剣道Ⅰで学んだ内容について整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
柔道の基本動作（礼法、後ろ受 柔道の基本動作について書籍やインターネットを
け身、横受け身）を身に付ける 使用して学習する。
。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
実技授業形態でグループ学習な 学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
どを通じて基本動作を学習させ
る。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
柔道の基本動作（前回り受け身 柔道の基本動作について書籍やインターネットを
、前受け身、進退動作、組み方 使用して学習する。
）について理解し、身に付ける
【復習：0.5時間】
。
学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を
通じて基本動作を学習させる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
基本的な投げ技（膝車）を理解 柔道の投げ技・膝車について書籍やインターネッ
トを使用して学習する。
して身に付ける。
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を
通じて膝車とその段階的指導方
法を説明する。
（授業内容）
基本的な投げ技（大腰）を理解
し、身に付ける。

【復習：0.5時間】
学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。

【予習：0.5時間】
柔道の投げ技・大腰について書籍やインターネッ
トを使用して学習する。

【復習：0.5時間】
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を 学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
通じて大腰とその段階的指導方
法を説明する。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
基本的な固め技（袈裟固・肩固 柔道の固め技・袈裟固、肩固について書籍やイン
ターネットを通じて学習する。
）を身に付ける。
【復習：0.5時間】
学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を
通じて袈裟固、肩固とその逃れ
方を学習し、簡易な実戦練習（
ゲーム）を取り入れる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
基本的な固め技（横四方固・上 柔道の固め技・横四方固、上四方固について書籍
やインターネットを使用して学習する。
四方固）を身に付ける。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を 学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
通じて横四方固、上四方固とそ
の逃れ方を学習し、簡易な実戦
練習（ゲーム）を取り入れる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
実技試験を行う。
（授業方法）
実技試験を行う。
※「定期試験を実施しない」
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【復習：0.5時間】
柔道Ⅰの内容について総まとめをする。

授業科目名
英語科目名

柔道Ⅰ･剣道Ⅰ

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 廣瀬 伸良
科目担当者
中村充、竹澤稔裕、鷹見由紀子
授業概要
【授業全体の内容】
武道の代表的な柔道と剣道について、基本的な技能を習得し、指導法と基礎理論についての理解を深める。柔
道Ⅰは柔道の歴史・運動特性等の基礎理論を理解しながら、礼法・受け身などの基本動作や基礎的な投げ技、
固め技の個人技術と対人的技能を学ぶ。剣道Ⅰは剣道の歴史・運動特性等の基礎理論を理解しながら、所作法
・基本動作を習得し、対人技能への基盤を固める。両種目ともに、技術の習得にはグループ学習や映像を活用
した技術確認を行い、対人調整力とコミュニケーション能力を向上させるなかでその指導方法も身につくよう
にする。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）】
剣道を通して、対人競技の楽しさとともに文化的側面を学ぶ。その過程で、互いに競いながらも協力し合う
ことで対人調整力やコミュニケーション力を向上させ、学校現場で指導できるよう応用的能力を養う。
【授業の到達目標】
1. 現代の柔道ならびに剣道の成立過程を理解し、所作法に生かせるようになる。
2. 柔道ならびに剣道の基本動作や対人的技能を習得する。
3. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。
成績評価
【成績評価の基準】
1. 相手を尊重した所作法や取り組みができる。（平常点）
2. 基本動作や対人的技能が身についた。（授業内試験）
3. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。（平常点、レポート）
【成績評価の方法】
授業に取り組む姿勢・参画度 50％、 課題達成度 40%、 知識の獲得度 10％
履修における留意事項
【履修要件】
運動に適した服装を各自が準備する。なお、安全上の問題から受講希望者数を2クラスに分け、柔道Ⅰと剣
道Ⅰを半期前後半の交代制で実施する。また、1クラス50名を超えた場合は、抽選を行う。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
共有する道具の扱いを丁寧にし、授業内で求められる所作や態度を守ること。
【課題（試験･レポート等）に対するフィードバックの方法】
レポートについては返却時、課題試験については実施後に、授業内でポイント等をフィードバックする。
【テキスト・参考書】
柔道Ⅰ：
剣道Ⅰ：①剣道指導要領（全日本剣道連盟）、②剣道授業の展開（全日本剣道連盟）
連絡先とオフィスアワー
【連絡先：オフィスアワー】
廣瀬 伸良 （1号館5階 1505号室）：
E‑mail：nhirose[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
中村 充
（1号館5階 1505号室）：木曜日 10:00〜12:00、14:30〜16:00
E‑mail：mtnakamu[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
鷹見 由紀子（1号館5階 1530号室）：水曜日 12:30〜16:00
E‑mail：y‑takami[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
備考
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【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を
必要とする内容を持って構成する。
【その他】
この科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち「教科に関する科目」における選択必修科
目に位置づけられている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
廣瀬・竹澤・中村
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
・鷹見
クラス分け、ガイダンス
授業の目的、内容についてシラバスを読む。
（授業方法）
前後半（柔道Ⅰと剣道Ⅰ）のク 【復習：0時間】
ラス分けを行う。それぞれの種
目の授業の進め方について説明
する。
中村・鷹見
【予習：1時間】
2
（授業内容）
剣道小史を学習する。礼法・所
作法とともに、木刀の構え方、 剣道の理念、剣道修練の心構えについて調べる。
足さばきを身につける。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
剣道の成り立ち、礼法・所作法
を解説する。木刀を用いた遊び 剣道の成り立ちを整理する。剣道の所作法を整理
を行い、剣道を楽しむとともに する。
、木刀の構え方、足さばきを説
明し実践する。
中村・鷹見
【予習：0.5時間】
3
（授業内容）
仕掛けていく技を理解する。面
・小手・胴・突きを空間打突、 仕掛け技の分類を調べる。
竹刀打ちを実践する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
仕掛け技の分類を説明する。二 元立ちの役割について整理する。
人組でお互いに打突部位を確認
し、仕掛け手と受け手（元立ち
）を交替しながら空間打突と竹
刀打ちを行う。
中村・鷹見
【予習：0.5時間】
4
（授業内容）
踏み込み足の意義を理解し、踏
み込み足を用いて打突を行う。 踏み込み足の方法を調べる。
連続技を踏み込み足で実践する
【復習：0.5時間】
。
（授業方法）
踏み込み足の意義、実践方法を 踏み込み足の留意点を整理する。
説明する。グループあるいは二
人組にて踏み込み足を用いて竹
刀打ちを行う。
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【予習：0.5 時間】
（授業内容）
切り返しの方法を理解し、実践
してみる。近い間合いから引き 切り返しについて調べる。
ながらの打突方法を学び、実践
【復習：0.5時間】
する。
切り返し実施上の留意点を整理する。
（授業方法）
切り返しの実施方法を解説する
。二人組にて、踏み込み足を用
いた切り返しを相互に実施する
。近い間合いから引きながら打
突する方法を解説し、実践する
。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
応じていく技を理解する。簡単
な応じ技を空間打突にて実践す 応じ技の分類を調べる。
る。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
応じ技の分類を説明する。二人 剣道の技について、体系的に整理する。
組で基本的な応じ技を応じ手と
元立ちを交替しながら空間打突
にて行う。
【予習：0時間】
（授業内容）
実技試験を行う。
（授業方法）
【復習：1時間】
実技試験を行う。
剣道Ⅰで学んだ内容について整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
柔道の基本動作（礼法、後ろ受 柔道の基本動作について書籍やインターネットを
け身、横受け身）を身に付ける 使用して学習する。
。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
実技授業形態でグループ学習な 学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
どを通じて基本動作を学習させ
る。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
柔道の基本動作（前回り受け身 柔道の基本動作について書籍やインターネットを
、前受け身、進退動作、組み方 使用して学習する。
）について理解し、身に付ける
【復習：0.5時間】
。
学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を
通じて基本動作を学習させる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
基本的な投げ技（膝車）を理解 柔道の投げ技・膝車について書籍やインターネッ
トを使用して学習する。
して身に付ける。
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を
通じて膝車とその段階的指導方
法を説明する。
（授業内容）
基本的な投げ技（大腰）を理解
し、身に付ける。

【復習：0.5時間】
学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。

【予習：0.5時間】
柔道の投げ技・大腰について書籍やインターネッ
トを使用して学習する。

【復習：0.5時間】
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を 学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
通じて大腰とその段階的指導方
法を説明する。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
基本的な固め技（袈裟固・肩固 柔道の固め技・袈裟固、肩固について書籍やイン
ターネットを通じて学習する。
）を身に付ける。
【復習：0.5時間】
学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を
通じて袈裟固、肩固とその逃れ
方を学習し、簡易な実戦練習（
ゲーム）を取り入れる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
基本的な固め技（横四方固・上 柔道の固め技・横四方固、上四方固について書籍
やインターネットを使用して学習する。
四方固）を身に付ける。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を 学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
通じて横四方固、上四方固とそ
の逃れ方を学習し、簡易な実戦
練習（ゲーム）を取り入れる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
実技試験を行う。
（授業方法）
実技試験を行う。
※「定期試験を実施しない」
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【復習：0.5時間】
柔道Ⅰの内容について総まとめをする。

授業科目名
英語科目名

柔道Ⅰ･剣道Ⅰ

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 廣瀬 伸良
科目担当者
中村充、竹澤稔裕、鷹見由紀子
授業概要
【授業全体の内容】
武道の代表的な柔道と剣道について、基本的な技能を習得し、指導法と基礎理論についての理解を深める。柔
道Ⅰは柔道の歴史・運動特性等の基礎理論を理解しながら、礼法・受け身などの基本動作や基礎的な投げ技、
固め技の個人技術と対人的技能を学ぶ。剣道Ⅰは剣道の歴史・運動特性等の基礎理論を理解しながら、所作法
・基本動作を習得し、対人技能への基盤を固める。両種目ともに、技術の習得にはグループ学習や映像を活用
した技術確認を行い、対人調整力とコミュニケーション能力を向上させるなかでその指導方法も身につくよう
にする。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）】
剣道を通して、対人競技の楽しさとともに文化的側面を学ぶ。その過程で、互いに競いながらも協力し合う
ことで対人調整力やコミュニケーション力を向上させ、学校現場で指導できるよう応用的能力を養う。
【授業の到達目標】
1. 現代の柔道ならびに剣道の成立過程を理解し、所作法に生かせるようになる。
2. 柔道ならびに剣道の基本動作や対人的技能を習得する。
3. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。
成績評価
【成績評価の基準】
1. 相手を尊重した所作法や取り組みができる。（平常点）
2. 基本動作や対人的技能が身についた。（授業内試験）
3. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。（平常点、レポート）
【成績評価の方法】
授業に取り組む姿勢・参画度 50％、 課題達成度 40%、 知識の獲得度 10％
履修における留意事項
【履修要件】
運動に適した服装を各自が準備する。なお、安全上の問題から受講希望者数を2クラスに分け、柔道Ⅰと剣
道Ⅰを半期前後半の交代制で実施する。また、1クラス50名を超えた場合は、抽選を行う。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
共有する道具の扱いを丁寧にし、授業内で求められる所作や態度を守ること。
【課題（試験･レポート等）に対するフィードバックの方法】
レポートについては返却時、課題試験については実施後に、授業内でポイント等をフィードバックする。
【テキスト・参考書】
柔道Ⅰ：
剣道Ⅰ：①剣道指導要領（全日本剣道連盟）、②剣道授業の展開（全日本剣道連盟）
連絡先とオフィスアワー
【連絡先：オフィスアワー】
廣瀬 伸良 （1号館5階 1505号室）：
E‑mail：nhirose[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
中村 充
（1号館5階 1505号室）：木曜日 10:00〜12:00、14:30〜16:00
E‑mail：mtnakamu[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
鷹見 由紀子（1号館5階 1530号室）：水曜日 12:30〜16:00
E‑mail：y‑takami[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
備考
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【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を
必要とする内容を持って構成する。
【その他】
この科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち「教科に関する科目」における選択必修科
目に位置づけられている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
廣瀬・竹澤・中村
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
・鷹見
クラス分け、ガイダンス
授業の目的、内容についてシラバスを読む。
（授業方法）
前後半（柔道Ⅰと剣道Ⅰ）のク 【復習：0時間】
ラス分けを行う。それぞれの種
目の授業の進め方について説明
する。
中村・鷹見
【予習：1時間】
2
（授業内容）
剣道小史を学習する。礼法・所
作法とともに、木刀の構え方、 剣道の理念、剣道修練の心構えについて調べる。
足さばきを身につける。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
剣道の成り立ち、礼法・所作法
を解説する。木刀を用いた遊び 剣道の成り立ちを整理する。剣道の所作法を整理
を行い、剣道を楽しむとともに する。
、木刀の構え方、足さばきを説
明し実践する。
中村・鷹見
【予習：0.5時間】
3
（授業内容）
仕掛けていく技を理解する。面
・小手・胴・突きを空間打突、 仕掛け技の分類を調べる。
竹刀打ちを実践する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
仕掛け技の分類を説明する。二 元立ちの役割について整理する。
人組でお互いに打突部位を確認
し、仕掛け手と受け手（元立ち
）を交替しながら空間打突と竹
刀打ちを行う。
中村・鷹見
【予習：0.5時間】
4
（授業内容）
踏み込み足の意義を理解し、踏
み込み足を用いて打突を行う。 踏み込み足の方法を調べる。
連続技を踏み込み足で実践する
【復習：0.5時間】
。
（授業方法）
踏み込み足の意義、実践方法を 踏み込み足の留意点を整理する。
説明する。グループあるいは二
人組にて踏み込み足を用いて竹
刀打ちを行う。

2557

5

中村・鷹見

6

中村・鷹見

7

中村・鷹見

8

廣瀬・竹澤

9

廣瀬・竹澤

10

廣瀬・竹澤

11

廣瀬・竹澤

【予習：0.5 時間】
（授業内容）
切り返しの方法を理解し、実践
してみる。近い間合いから引き 切り返しについて調べる。
ながらの打突方法を学び、実践
【復習：0.5時間】
する。
切り返し実施上の留意点を整理する。
（授業方法）
切り返しの実施方法を解説する
。二人組にて、踏み込み足を用
いた切り返しを相互に実施する
。近い間合いから引きながら打
突する方法を解説し、実践する
。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
応じていく技を理解する。簡単
な応じ技を空間打突にて実践す 応じ技の分類を調べる。
る。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
応じ技の分類を説明する。二人 剣道の技について、体系的に整理する。
組で基本的な応じ技を応じ手と
元立ちを交替しながら空間打突
にて行う。
【予習：0時間】
（授業内容）
実技試験を行う。
（授業方法）
【復習：1時間】
実技試験を行う。
剣道Ⅰで学んだ内容について整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
柔道の基本動作（礼法、後ろ受 柔道の基本動作について書籍やインターネットを
け身、横受け身）を身に付ける 使用して学習する。
。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
実技授業形態でグループ学習な 学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
どを通じて基本動作を学習させ
る。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
柔道の基本動作（前回り受け身 柔道の基本動作について書籍やインターネットを
、前受け身、進退動作、組み方 使用して学習する。
）について理解し、身に付ける
【復習：0.5時間】
。
学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を
通じて基本動作を学習させる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
基本的な投げ技（膝車）を理解 柔道の投げ技・膝車について書籍やインターネッ
トを使用して学習する。
して身に付ける。
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を
通じて膝車とその段階的指導方
法を説明する。
（授業内容）
基本的な投げ技（大腰）を理解
し、身に付ける。

【復習：0.5時間】
学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。

【予習：0.5時間】
柔道の投げ技・大腰について書籍やインターネッ
トを使用して学習する。

【復習：0.5時間】
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を 学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
通じて大腰とその段階的指導方
法を説明する。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
基本的な固め技（袈裟固・肩固 柔道の固め技・袈裟固、肩固について書籍やイン
ターネットを通じて学習する。
）を身に付ける。
【復習：0.5時間】
学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を
通じて袈裟固、肩固とその逃れ
方を学習し、簡易な実戦練習（
ゲーム）を取り入れる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
基本的な固め技（横四方固・上 柔道の固め技・横四方固、上四方固について書籍
やインターネットを使用して学習する。
四方固）を身に付ける。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を 学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
通じて横四方固、上四方固とそ
の逃れ方を学習し、簡易な実戦
練習（ゲーム）を取り入れる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
実技試験を行う。
（授業方法）
実技試験を行う。
※「定期試験を実施しない」
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【復習：0.5時間】
柔道Ⅰの内容について総まとめをする。

授業科目名
英語科目名

柔道Ⅰ･剣道Ⅰ

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 廣瀬 伸良
科目担当者
中村充、竹澤稔裕、鷹見由紀子
授業概要
【授業全体の内容】
武道の代表的な柔道と剣道について、基本的な技能を習得し、指導法と基礎理論についての理解を深める。柔
道Ⅰは柔道の歴史・運動特性等の基礎理論を理解しながら、礼法・受け身などの基本動作や基礎的な投げ技、
固め技の個人技術と対人的技能を学ぶ。剣道Ⅰは剣道の歴史・運動特性等の基礎理論を理解しながら、所作法
・基本動作を習得し、対人技能への基盤を固める。両種目ともに、技術の習得にはグループ学習や映像を活用
した技術確認を行い、対人調整力とコミュニケーション能力を向上させるなかでその指導方法も身につくよう
にする。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）】
剣道を通して、対人競技の楽しさとともに文化的側面を学ぶ。その過程で、互いに競いながらも協力し合う
ことで対人調整力やコミュニケーション力を向上させ、学校現場で指導できるよう応用的能力を養う。
【授業の到達目標】
1. 現代の柔道ならびに剣道の成立過程を理解し、所作法に生かせるようになる。
2. 柔道ならびに剣道の基本動作や対人的技能を習得する。
3. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。
成績評価
【成績評価の基準】
1. 相手を尊重した所作法や取り組みができる。（平常点）
2. 基本動作や対人的技能が身についた。（授業内試験）
3. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。（平常点、レポート）
【成績評価の方法】
授業に取り組む姿勢・参画度 50％、 課題達成度 40%、 知識の獲得度 10％
履修における留意事項
【履修要件】
運動に適した服装を各自が準備する。なお、安全上の問題から受講希望者数を2クラスに分け、柔道Ⅰと剣
道Ⅰを半期前後半の交代制で実施する。また、1クラス50名を超えた場合は、抽選を行う。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
共有する道具の扱いを丁寧にし、授業内で求められる所作や態度を守ること。
【課題（試験･レポート等）に対するフィードバックの方法】
レポートについては返却時、課題試験については実施後に、授業内でポイント等をフィードバックする。
【テキスト・参考書】
柔道Ⅰ：
剣道Ⅰ：①剣道指導要領（全日本剣道連盟）、②剣道授業の展開（全日本剣道連盟）
連絡先とオフィスアワー
【連絡先：オフィスアワー】
廣瀬 伸良 （1号館5階 1505号室）：
E‑mail：nhirose[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
中村 充
（1号館5階 1505号室）：木曜日 10:00〜12:00、14:30〜16:00
E‑mail：mtnakamu[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
鷹見 由紀子（1号館5階 1530号室）：水曜日 12:30〜16:00
E‑mail：y‑takami[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
備考
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【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を
必要とする内容を持って構成する。
【その他】
この科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち「教科に関する科目」における選択必修科
目に位置づけられている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
廣瀬・竹澤・中村
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
・鷹見
クラス分け、ガイダンス
授業の目的、内容についてシラバスを読む。
（授業方法）
前後半（柔道Ⅰと剣道Ⅰ）のク 【復習：0時間】
ラス分けを行う。それぞれの種
目の授業の進め方について説明
する。
中村・鷹見
【予習：1時間】
2
（授業内容）
剣道小史を学習する。礼法・所
作法とともに、木刀の構え方、 剣道の理念、剣道修練の心構えについて調べる。
足さばきを身につける。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
剣道の成り立ち、礼法・所作法
を解説する。木刀を用いた遊び 剣道の成り立ちを整理する。剣道の所作法を整理
を行い、剣道を楽しむとともに する。
、木刀の構え方、足さばきを説
明し実践する。
中村・鷹見
【予習：0.5時間】
3
（授業内容）
仕掛けていく技を理解する。面
・小手・胴・突きを空間打突、 仕掛け技の分類を調べる。
竹刀打ちを実践する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
仕掛け技の分類を説明する。二 元立ちの役割について整理する。
人組でお互いに打突部位を確認
し、仕掛け手と受け手（元立ち
）を交替しながら空間打突と竹
刀打ちを行う。
中村・鷹見
【予習：0.5時間】
4
（授業内容）
踏み込み足の意義を理解し、踏
み込み足を用いて打突を行う。 踏み込み足の方法を調べる。
連続技を踏み込み足で実践する
【復習：0.5時間】
。
（授業方法）
踏み込み足の意義、実践方法を 踏み込み足の留意点を整理する。
説明する。グループあるいは二
人組にて踏み込み足を用いて竹
刀打ちを行う。
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【予習：0.5 時間】
（授業内容）
切り返しの方法を理解し、実践
してみる。近い間合いから引き 切り返しについて調べる。
ながらの打突方法を学び、実践
【復習：0.5時間】
する。
切り返し実施上の留意点を整理する。
（授業方法）
切り返しの実施方法を解説する
。二人組にて、踏み込み足を用
いた切り返しを相互に実施する
。近い間合いから引きながら打
突する方法を解説し、実践する
。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
応じていく技を理解する。簡単
な応じ技を空間打突にて実践す 応じ技の分類を調べる。
る。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
応じ技の分類を説明する。二人 剣道の技について、体系的に整理する。
組で基本的な応じ技を応じ手と
元立ちを交替しながら空間打突
にて行う。
【予習：0時間】
（授業内容）
実技試験を行う。
（授業方法）
【復習：1時間】
実技試験を行う。
剣道Ⅰで学んだ内容について整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
柔道の基本動作（礼法、後ろ受 柔道の基本動作について書籍やインターネットを
け身、横受け身）を身に付ける 使用して学習する。
。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
実技授業形態でグループ学習な 学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
どを通じて基本動作を学習させ
る。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
柔道の基本動作（前回り受け身 柔道の基本動作について書籍やインターネットを
、前受け身、進退動作、組み方 使用して学習する。
）について理解し、身に付ける
【復習：0.5時間】
。
学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を
通じて基本動作を学習させる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
基本的な投げ技（膝車）を理解 柔道の投げ技・膝車について書籍やインターネッ
トを使用して学習する。
して身に付ける。
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を
通じて膝車とその段階的指導方
法を説明する。
（授業内容）
基本的な投げ技（大腰）を理解
し、身に付ける。

【復習：0.5時間】
学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。

【予習：0.5時間】
柔道の投げ技・大腰について書籍やインターネッ
トを使用して学習する。

【復習：0.5時間】
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を 学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
通じて大腰とその段階的指導方
法を説明する。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
基本的な固め技（袈裟固・肩固 柔道の固め技・袈裟固、肩固について書籍やイン
ターネットを通じて学習する。
）を身に付ける。
【復習：0.5時間】
学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を
通じて袈裟固、肩固とその逃れ
方を学習し、簡易な実戦練習（
ゲーム）を取り入れる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
基本的な固め技（横四方固・上 柔道の固め技・横四方固、上四方固について書籍
やインターネットを使用して学習する。
四方固）を身に付ける。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を 学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
通じて横四方固、上四方固とそ
の逃れ方を学習し、簡易な実戦
練習（ゲーム）を取り入れる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
実技試験を行う。
（授業方法）
実技試験を行う。
※「定期試験を実施しない」
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【復習：0.5時間】
柔道Ⅰの内容について総まとめをする。

授業科目名
英語科目名

柔道Ⅱ

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 廣瀬 伸良
科目担当者
竹澤稔裕
授業概要
【授業全体の内容】
講道館柔道の技能（初段相当）を習得し、その指導法と基礎理論について理解を深める。
柔道の歴史・運動特性等の基礎理論も理解して対人技能とその指導方法を学ぶ。試合審判規定を理解するとと
もに簡易な審判法や形についても学習する。技術の習得にはグループ学習や映像を活用した技術確認を行い、
柔道技能を対人調整力とコミュニケーション能力を向上させるなかで育む。各週の学習内容については個人レ
ポートを作成する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付けるため
の科目の１つとして開講される。また、実技を通して高い倫理観とコミュニケーション能力を涵養し、スポー
ツ科学分野での専門的な実践力を身につけるという学位授与方針の達成にも寄与する。
【授業の到達目標】
1.講道館柔道の歴史や運動特性が理解できる。
2.投げ技・固め技などの対人的技能を幅広く習得できる。
3.連絡、変化技などの対人応用技能に発展させ、簡易試合が行えるようになる。
4.教育現場における安全を考慮した柔道指導方法について理解できる。
5.上記の内容を総合的に習得できた者には日本伝講道館柔道「初段」審査を受験することが出来る。
成績評価
【成績評価の基準
1.講道館柔道における歴史や運動特性、技術および安全管理に関して指導法を理解している（レポート、定期
試験）。
2.講道館柔道における投げ技、固め技についてその技能を幅広く修得している（実技試験）。
3.講道館柔道における投げの形についてその技能を修得している（実技試験）。
4.授業中の発言や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
平常点（10％）、課題レポート（10％）、定期試験（30％）、実技試験（50％）を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
対人格闘技という運動特性を充分に理解し、卒業後に各種スポーツ指導者や保健体育科教員を目指しているこ
とが望ましい。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
「柔道Ⅰ・剣道Ⅰ」を履修し合格した学生。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業などで返却、もしくはグループ別発表時にコメントするなど評価のポイントを提示して解説する。
【テキスト・参考書等】
特になし
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：廣瀬伸良
E‑mail：nhirose[at]juntendo.ac.jp

（[at]を＠に変更してください）

【オフィスアワー】
日時：授業開講日の昼休み
場所：1号館5F 1506室
備考
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【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を
必要とする内容を持って構成する。
【その他】
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
廣瀬・竹澤
1
（授業内容）
オリエンテーション
基本動作習得の確認
柔道Ⅰで学習した基本動作の習
得度を確認する。

2
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：30分】
「柔道・剣道Ⅰ」の内容について学習する。
【復習：30分】
説明内容について概要をまとめる。個人テキスト
（レポート）を作成する。

（授業方法）
実技方式で行う。
【予習：30分】
（授業内容）
「背負投」を技術書や映像を活用して学習する。
背負投（投げ技・手技）
前回りさばき、後ろ回りさばき
での施技と受け身を身に付ける 【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レ
。
ポート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
「体落し」を技術書や映像を活用して学習する。
体落し（投げ技・手技）
前回りさばき、後ろ回りさばき
での施技と受け身を身に付ける
【復習：30分】
。
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
大外刈（投げ技・足技）技術の 「大外刈」を技術書や映像を活用して学習する。
習得
後ろ方向への投げ技を身につけ
るとともに安全性を確保した受 【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
け身を習得する。
ート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
大内刈、小内刈（投げ技・足技 「大内刈・小内刈」を技術書や映像を活用して学
習する。
）技術の習得
後ろ方向への投げ技を身に付け
るとともに安全性を確保した受 【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
け身を習得する
ート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
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（授業内容）
釣込腰（投げ技・腰技）技術の
習得
前回りさばき、後ろ回りさばき
での施技と受け身を身に付ける
。

【予習：30分】
「釣込腰」を技術書や映像を活用して学習する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。

（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
「払い腰」を技術書や映像を活用して学習する。
払い腰（投げ技・腰技）
前回りさばき、後ろ回りさばき
での施技と受け身を身につける
【復習：30分】
。
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
「立技の約束練習、自由練習」を技術書や映像を
立技の約束練習、自由練習
複数の投げ技を駆使しての実戦 活用して学習する。
練習をおこなう。能動的な受け
身を実践する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学 ート）を作成する。
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
「投げの形・浮落」を技術書や映像を活用して学
投げの形（手技①）・浮落
投げの形・浮き落（手技）の取 習する。
りと受けの技術を習得する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学 ート）を作成する。
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
投げの形（手技②）・背負投（ 「投げの形・背負投」を技術書や映像を活用して
学習する。
一本背負い）
投げの形・背負投（手技）の取
りと受けの技術を習得する。 【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
（授業内容）投げの形（手技③ 【予習：30分】
「投げの形・肩車」を技術書や映像を活用して学
）・肩車
投げの形・肩車（手技）の取り 習する。
と受けの技術を習得する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学 ート）を作成する。
習する。
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（授業内容）
裸絞め、送り襟絞め、片羽絞め
（絞め技）腕ひしぎ十字固、腕
がらみ（関節技）
絞め技、関節技の実践と柔術の
流れをくむ技術の在り方につい
て理解する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
（授業内容）
講道館柔道試合審判規定、技の
効用
競技ルールおよび技の効用につ
いて理解し、主観的な判定能力
を身に付ける。

【予習：30分】
「絞め技、関節技」を技術書や映像を活用して学
習する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。

【予習：30分】
「審判規定・審判法」を技術書や映像を活用して
学習する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。

（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：60分】
（授業内容）
柔道Ⅱの学修内容について技能を身に付ける。
実技試験
柔道Ⅱの学修内容についての実
【復習：60分】
技試験を行う。
柔道Ⅱの学習内容についてまとめをおこなう。
（授業方法）
実技試験
定期試験
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授業科目名
英語科目名

柔道Ⅱ

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 廣瀬 伸良
科目担当者
竹澤稔裕
授業概要
【授業全体の内容】
講道館柔道の技能（初段相当）を習得し、その指導法と基礎理論について理解を深める。
柔道の歴史・運動特性等の基礎理論も理解して対人技能とその指導方法を学ぶ。試合審判規定を理解するとと
もに簡易な審判法や形についても学習する。技術の習得にはグループ学習や映像を活用した技術確認を行い、
柔道技能を対人調整力とコミュニケーション能力を向上させるなかで育む。各週の学習内容については個人レ
ポートを作成する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付けるため
の科目の１つとして開講される。また、実技を通して高い倫理観とコミュニケーション能力を涵養し、スポー
ツ科学分野での専門的な実践力を身につけるという学位授与方針の達成にも寄与する。
【授業の到達目標】
1.講道館柔道の歴史や運動特性が理解できる。
2.投げ技・固め技などの対人的技能を幅広く習得できる。
3.連絡、変化技などの対人応用技能に発展させ、簡易試合が行えるようになる。
4.教育現場における安全を考慮した柔道指導方法について理解できる。
5.上記の内容を総合的に習得できた者には日本伝講道館柔道「初段」審査を受験することが出来る。
成績評価
【成績評価の基準
1.講道館柔道における歴史や運動特性、技術および安全管理に関して指導法を理解している（レポート、定期
試験）。
2.講道館柔道における投げ技、固め技についてその技能を幅広く修得している（実技試験）。
3.講道館柔道における投げの形についてその技能を修得している（実技試験）。
4.授業中の発言や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
平常点（10％）、課題レポート（10％）、定期試験（30％）、実技試験（50％）を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
対人格闘技という運動特性を充分に理解し、卒業後に各種スポーツ指導者や保健体育科教員を目指しているこ
とが望ましい。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
「柔道Ⅰ・剣道Ⅰ」を履修し合格した学生。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業などで返却、もしくはグループ別発表時にコメントするなど評価のポイントを提示して解説する。
【テキスト・参考書等】
特になし
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：廣瀬伸良
E‑mail：nhirose[at]juntendo.ac.jp

（[at]を＠に変更してください）

【オフィスアワー】
日時：授業開講日の昼休み
場所：1号館5F 1506室
備考
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【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を
必要とする内容を持って構成する。
【その他】
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
廣瀬・竹澤
1
（授業内容）
オリエンテーション
基本動作習得の確認
柔道Ⅰで学習した基本動作の習
得度を確認する。

2

廣瀬・竹澤

3

廣瀬・竹澤

4

廣瀬・竹澤

5

廣瀬・竹澤

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：30分】
「柔道・剣道Ⅰ」の内容について学習する。
【復習：30分】
説明内容について概要をまとめる。個人テキスト
（レポート）を作成する。

（授業方法）
実技方式で行う。
【予習：30分】
（授業内容）
「背負投」を技術書や映像を活用して学習する。
背負投（投げ技・手技）
前回りさばき、後ろ回りさばき
での施技と受け身を身に付ける 【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レ
。
ポート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
「体落し」を技術書や映像を活用して学習する。
体落し（投げ技・手技）
前回りさばき、後ろ回りさばき
での施技と受け身を身に付ける
【復習：30分】
。
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
大外刈（投げ技・足技）技術の 「大外刈」を技術書や映像を活用して学習する。
習得
後ろ方向への投げ技を身につけ
るとともに安全性を確保した受 【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
け身を習得する。
ート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
大内刈、小内刈（投げ技・足技 「大内刈・小内刈」を技術書や映像を活用して学
習する。
）技術の習得
後ろ方向への投げ技を身に付け
るとともに安全性を確保した受 【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
け身を習得する
ート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
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8
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9

廣瀬・竹澤

10
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（授業内容）
釣込腰（投げ技・腰技）技術の
習得
前回りさばき、後ろ回りさばき
での施技と受け身を身に付ける
。

【予習：30分】
「釣込腰」を技術書や映像を活用して学習する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。

（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
「払い腰」を技術書や映像を活用して学習する。
払い腰（投げ技・腰技）
前回りさばき、後ろ回りさばき
での施技と受け身を身につける
【復習：30分】
。
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
「立技の約束練習、自由練習」を技術書や映像を
立技の約束練習、自由練習
複数の投げ技を駆使しての実戦 活用して学習する。
練習をおこなう。能動的な受け
身を実践する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学 ート）を作成する。
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
「投げの形・浮落」を技術書や映像を活用して学
投げの形（手技①）・浮落
投げの形・浮き落（手技）の取 習する。
りと受けの技術を習得する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学 ート）を作成する。
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
投げの形（手技②）・背負投（ 「投げの形・背負投」を技術書や映像を活用して
学習する。
一本背負い）
投げの形・背負投（手技）の取
りと受けの技術を習得する。 【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
（授業内容）投げの形（手技③ 【予習：30分】
「投げの形・肩車」を技術書や映像を活用して学
）・肩車
投げの形・肩車（手技）の取り 習する。
と受けの技術を習得する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学 ート）を作成する。
習する。
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（授業内容）
裸絞め、送り襟絞め、片羽絞め
（絞め技）腕ひしぎ十字固、腕
がらみ（関節技）
絞め技、関節技の実践と柔術の
流れをくむ技術の在り方につい
て理解する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
（授業内容）
講道館柔道試合審判規定、技の
効用
競技ルールおよび技の効用につ
いて理解し、主観的な判定能力
を身に付ける。

【予習：30分】
「絞め技、関節技」を技術書や映像を活用して学
習する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。

【予習：30分】
「審判規定・審判法」を技術書や映像を活用して
学習する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。

（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：60分】
（授業内容）
柔道Ⅱの学修内容について技能を身に付ける。
実技試験
柔道Ⅱの学修内容についての実
【復習：60分】
技試験を行う。
柔道Ⅱの学習内容についてまとめをおこなう。
（授業方法）
実技試験
定期試験
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授業科目名
英語科目名

柔道Ⅱ

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 廣瀬 伸良
科目担当者
竹澤稔裕
授業概要
【授業全体の内容】
講道館柔道の技能（初段相当）を習得し、その指導法と基礎理論について理解を深める。
柔道の歴史・運動特性等の基礎理論も理解して対人技能とその指導方法を学ぶ。試合審判規定を理解するとと
もに簡易な審判法や形についても学習する。技術の習得にはグループ学習や映像を活用した技術確認を行い、
柔道技能を対人調整力とコミュニケーション能力を向上させるなかで育む。各週の学習内容については個人レ
ポートを作成する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付けるため
の科目の１つとして開講される。また、実技を通して高い倫理観とコミュニケーション能力を涵養し、スポー
ツ科学分野での専門的な実践力を身につけるという学位授与方針の達成にも寄与する。
【授業の到達目標】
1.講道館柔道の歴史や運動特性が理解できる。
2.投げ技・固め技などの対人的技能を幅広く習得できる。
3.連絡、変化技などの対人応用技能に発展させ、簡易試合が行えるようになる。
4.教育現場における安全を考慮した柔道指導方法について理解できる。
5.上記の内容を総合的に習得できた者には日本伝講道館柔道「初段」審査を受験することが出来る。
成績評価
【成績評価の基準
1.講道館柔道における歴史や運動特性、技術および安全管理に関して指導法を理解している（レポート、定期
試験）。
2.講道館柔道における投げ技、固め技についてその技能を幅広く修得している（実技試験）。
3.講道館柔道における投げの形についてその技能を修得している（実技試験）。
4.授業中の発言や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
平常点（10％）、課題レポート（10％）、定期試験（30％）、実技試験（50％）を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
対人格闘技という運動特性を充分に理解し、卒業後に各種スポーツ指導者や保健体育科教員を目指しているこ
とが望ましい。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
「柔道Ⅰ・剣道Ⅰ」を履修し合格した学生。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業などで返却、もしくはグループ別発表時にコメントするなど評価のポイントを提示して解説する。
【テキスト・参考書等】
特になし
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：廣瀬伸良
E‑mail：nhirose[at]juntendo.ac.jp

（[at]を＠に変更してください）

【オフィスアワー】
日時：授業開講日の昼休み
場所：1号館5F 1506室
備考

2572

【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を
必要とする内容を持って構成する。
【その他】
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
廣瀬・竹澤
1
（授業内容）
オリエンテーション
基本動作習得の確認
柔道Ⅰで学習した基本動作の習
得度を確認する。

2

廣瀬・竹澤

3

廣瀬・竹澤

4

廣瀬・竹澤

5

廣瀬・竹澤

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：30分】
「柔道・剣道Ⅰ」の内容について学習する。
【復習：30分】
説明内容について概要をまとめる。個人テキスト
（レポート）を作成する。

（授業方法）
実技方式で行う。
【予習：30分】
（授業内容）
「背負投」を技術書や映像を活用して学習する。
背負投（投げ技・手技）
前回りさばき、後ろ回りさばき
での施技と受け身を身に付ける 【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レ
。
ポート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
「体落し」を技術書や映像を活用して学習する。
体落し（投げ技・手技）
前回りさばき、後ろ回りさばき
での施技と受け身を身に付ける
【復習：30分】
。
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
大外刈（投げ技・足技）技術の 「大外刈」を技術書や映像を活用して学習する。
習得
後ろ方向への投げ技を身につけ
るとともに安全性を確保した受 【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
け身を習得する。
ート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
大内刈、小内刈（投げ技・足技 「大内刈・小内刈」を技術書や映像を活用して学
習する。
）技術の習得
後ろ方向への投げ技を身に付け
るとともに安全性を確保した受 【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
け身を習得する
ート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
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（授業内容）
釣込腰（投げ技・腰技）技術の
習得
前回りさばき、後ろ回りさばき
での施技と受け身を身に付ける
。

【予習：30分】
「釣込腰」を技術書や映像を活用して学習する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。

（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
「払い腰」を技術書や映像を活用して学習する。
払い腰（投げ技・腰技）
前回りさばき、後ろ回りさばき
での施技と受け身を身につける
【復習：30分】
。
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
「立技の約束練習、自由練習」を技術書や映像を
立技の約束練習、自由練習
複数の投げ技を駆使しての実戦 活用して学習する。
練習をおこなう。能動的な受け
身を実践する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学 ート）を作成する。
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
「投げの形・浮落」を技術書や映像を活用して学
投げの形（手技①）・浮落
投げの形・浮き落（手技）の取 習する。
りと受けの技術を習得する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学 ート）を作成する。
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
投げの形（手技②）・背負投（ 「投げの形・背負投」を技術書や映像を活用して
学習する。
一本背負い）
投げの形・背負投（手技）の取
りと受けの技術を習得する。 【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
（授業内容）投げの形（手技③ 【予習：30分】
「投げの形・肩車」を技術書や映像を活用して学
）・肩車
投げの形・肩車（手技）の取り 習する。
と受けの技術を習得する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学 ート）を作成する。
習する。
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（授業内容）
裸絞め、送り襟絞め、片羽絞め
（絞め技）腕ひしぎ十字固、腕
がらみ（関節技）
絞め技、関節技の実践と柔術の
流れをくむ技術の在り方につい
て理解する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
（授業内容）
講道館柔道試合審判規定、技の
効用
競技ルールおよび技の効用につ
いて理解し、主観的な判定能力
を身に付ける。

【予習：30分】
「絞め技、関節技」を技術書や映像を活用して学
習する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。

【予習：30分】
「審判規定・審判法」を技術書や映像を活用して
学習する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。

（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：60分】
（授業内容）
柔道Ⅱの学修内容について技能を身に付ける。
実技試験
柔道Ⅱの学修内容についての実
【復習：60分】
技試験を行う。
柔道Ⅱの学習内容についてまとめをおこなう。
（授業方法）
実技試験
定期試験
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授業科目名
英語科目名

柔道Ⅱ

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 廣瀬 伸良
科目担当者
竹澤稔裕
授業概要
【授業全体の内容】
講道館柔道の技能（初段相当）を習得し、その指導法と基礎理論について理解を深める。
柔道の歴史・運動特性等の基礎理論も理解して対人技能とその指導方法を学ぶ。試合審判規定を理解するとと
もに簡易な審判法や形についても学習する。技術の習得にはグループ学習や映像を活用した技術確認を行い、
柔道技能を対人調整力とコミュニケーション能力を向上させるなかで育む。各週の学習内容については個人レ
ポートを作成する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付けるため
の科目の１つとして開講される。また、実技を通して高い倫理観とコミュニケーション能力を涵養し、スポー
ツ科学分野での専門的な実践力を身につけるという学位授与方針の達成にも寄与する。
【授業の到達目標】
1.講道館柔道の歴史や運動特性が理解できる。
2.投げ技・固め技などの対人的技能を幅広く習得できる。
3.連絡、変化技などの対人応用技能に発展させ、簡易試合が行えるようになる。
4.教育現場における安全を考慮した柔道指導方法について理解できる。
5.上記の内容を総合的に習得できた者には日本伝講道館柔道「初段」審査を受験することが出来る。
成績評価
【成績評価の基準
1.講道館柔道における歴史や運動特性、技術および安全管理に関して指導法を理解している（レポート、定期
試験）。
2.講道館柔道における投げ技、固め技についてその技能を幅広く修得している（実技試験）。
3.講道館柔道における投げの形についてその技能を修得している（実技試験）。
4.授業中の発言や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
平常点（10％）、課題レポート（10％）、定期試験（30％）、実技試験（50％）を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
対人格闘技という運動特性を充分に理解し、卒業後に各種スポーツ指導者や保健体育科教員を目指しているこ
とが望ましい。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
「柔道Ⅰ・剣道Ⅰ」を履修し合格した学生。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業などで返却、もしくはグループ別発表時にコメントするなど評価のポイントを提示して解説する。
【テキスト・参考書等】
特になし
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：廣瀬伸良
E‑mail：nhirose[at]juntendo.ac.jp

（[at]を＠に変更してください）

【オフィスアワー】
日時：授業開講日の昼休み
場所：1号館5F 1506室
備考

2576

【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を
必要とする内容を持って構成する。
【その他】
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
廣瀬・竹澤
1
（授業内容）
オリエンテーション
基本動作習得の確認
柔道Ⅰで学習した基本動作の習
得度を確認する。

2

廣瀬・竹澤

3

廣瀬・竹澤

4

廣瀬・竹澤

5

廣瀬・竹澤

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：30分】
「柔道・剣道Ⅰ」の内容について学習する。
【復習：30分】
説明内容について概要をまとめる。個人テキスト
（レポート）を作成する。

（授業方法）
実技方式で行う。
【予習：30分】
（授業内容）
「背負投」を技術書や映像を活用して学習する。
背負投（投げ技・手技）
前回りさばき、後ろ回りさばき
での施技と受け身を身に付ける 【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レ
。
ポート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
「体落し」を技術書や映像を活用して学習する。
体落し（投げ技・手技）
前回りさばき、後ろ回りさばき
での施技と受け身を身に付ける
【復習：30分】
。
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
大外刈（投げ技・足技）技術の 「大外刈」を技術書や映像を活用して学習する。
習得
後ろ方向への投げ技を身につけ
るとともに安全性を確保した受 【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
け身を習得する。
ート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
大内刈、小内刈（投げ技・足技 「大内刈・小内刈」を技術書や映像を活用して学
習する。
）技術の習得
後ろ方向への投げ技を身に付け
るとともに安全性を確保した受 【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
け身を習得する
ート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
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6

廣瀬・竹澤

7

廣瀬・竹澤

8

廣瀬・竹澤

9

廣瀬・竹澤

10

廣瀬・竹澤

11

廣瀬・竹澤

（授業内容）
釣込腰（投げ技・腰技）技術の
習得
前回りさばき、後ろ回りさばき
での施技と受け身を身に付ける
。

【予習：30分】
「釣込腰」を技術書や映像を活用して学習する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。

（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
「払い腰」を技術書や映像を活用して学習する。
払い腰（投げ技・腰技）
前回りさばき、後ろ回りさばき
での施技と受け身を身につける
【復習：30分】
。
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
「立技の約束練習、自由練習」を技術書や映像を
立技の約束練習、自由練習
複数の投げ技を駆使しての実戦 活用して学習する。
練習をおこなう。能動的な受け
身を実践する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学 ート）を作成する。
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
「投げの形・浮落」を技術書や映像を活用して学
投げの形（手技①）・浮落
投げの形・浮き落（手技）の取 習する。
りと受けの技術を習得する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学 ート）を作成する。
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
投げの形（手技②）・背負投（ 「投げの形・背負投」を技術書や映像を活用して
学習する。
一本背負い）
投げの形・背負投（手技）の取
りと受けの技術を習得する。 【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
（授業内容）投げの形（手技③ 【予習：30分】
「投げの形・肩車」を技術書や映像を活用して学
）・肩車
投げの形・肩車（手技）の取り 習する。
と受けの技術を習得する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学 ート）を作成する。
習する。
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12

13

14

廣瀬・竹澤

廣瀬・竹澤

廣瀬・竹澤

（授業内容）
裸絞め、送り襟絞め、片羽絞め
（絞め技）腕ひしぎ十字固、腕
がらみ（関節技）
絞め技、関節技の実践と柔術の
流れをくむ技術の在り方につい
て理解する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
（授業内容）
講道館柔道試合審判規定、技の
効用
競技ルールおよび技の効用につ
いて理解し、主観的な判定能力
を身に付ける。

【予習：30分】
「絞め技、関節技」を技術書や映像を活用して学
習する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。

【予習：30分】
「審判規定・審判法」を技術書や映像を活用して
学習する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。

（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：60分】
（授業内容）
柔道Ⅱの学修内容について技能を身に付ける。
実技試験
柔道Ⅱの学修内容についての実
【復習：60分】
技試験を行う。
柔道Ⅱの学習内容についてまとめをおこなう。
（授業方法）
実技試験
定期試験
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授業科目名
英語科目名

柔道Ⅱ

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 廣瀬 伸良
科目担当者
竹澤稔裕
授業概要
【授業全体の内容】
講道館柔道の技能（初段相当）を習得し、その指導法と基礎理論について理解を深める。
柔道の歴史・運動特性等の基礎理論も理解して対人技能とその指導方法を学ぶ。試合審判規定を理解するとと
もに簡易な審判法や形についても学習する。技術の習得にはグループ学習や映像を活用した技術確認を行い、
柔道技能を対人調整力とコミュニケーション能力を向上させるなかで育む。各週の学習内容については個人レ
ポートを作成する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」を身に付けるため
の科目の１つとして開講される。また、実技を通して高い倫理観とコミュニケーション能力を涵養し、スポー
ツ科学分野での専門的な実践力を身につけるという学位授与方針の達成にも寄与する。
【授業の到達目標】
1.講道館柔道の歴史や運動特性が理解できる。
2.投げ技・固め技などの対人的技能を幅広く習得できる。
3.連絡、変化技などの対人応用技能に発展させ、簡易試合が行えるようになる。
4.教育現場における安全を考慮した柔道指導方法について理解できる。
5.上記の内容を総合的に習得できた者には日本伝講道館柔道「初段」審査を受験することが出来る。
成績評価
【成績評価の基準
1.講道館柔道における歴史や運動特性、技術および安全管理に関して指導法を理解している（レポート、定期
試験）。
2.講道館柔道における投げ技、固め技についてその技能を幅広く修得している（実技試験）。
3.講道館柔道における投げの形についてその技能を修得している（実技試験）。
4.授業中の発言や予習・復習の取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
平常点（10％）、課題レポート（10％）、定期試験（30％）、実技試験（50％）を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
対人格闘技という運動特性を充分に理解し、卒業後に各種スポーツ指導者や保健体育科教員を目指しているこ
とが望ましい。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
「柔道Ⅰ・剣道Ⅰ」を履修し合格した学生。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業などで返却、もしくはグループ別発表時にコメントするなど評価のポイントを提示して解説する。
【テキスト・参考書等】
特になし
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：廣瀬伸良
E‑mail：nhirose[at]juntendo.ac.jp

（[at]を＠に変更してください）

【オフィスアワー】
日時：授業開講日の昼休み
場所：1号館5F 1506室
備考

2580

【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を
必要とする内容を持って構成する。
【その他】
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
廣瀬・竹澤
1
（授業内容）
オリエンテーション
基本動作習得の確認
柔道Ⅰで学習した基本動作の習
得度を確認する。

2

廣瀬・竹澤

3

廣瀬・竹澤

4

廣瀬・竹澤

5

廣瀬・竹澤

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：30分】
「柔道・剣道Ⅰ」の内容について学習する。
【復習：30分】
説明内容について概要をまとめる。個人テキスト
（レポート）を作成する。

（授業方法）
実技方式で行う。
【予習：30分】
（授業内容）
「背負投」を技術書や映像を活用して学習する。
背負投（投げ技・手技）
前回りさばき、後ろ回りさばき
での施技と受け身を身に付ける 【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レ
。
ポート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
「体落し」を技術書や映像を活用して学習する。
体落し（投げ技・手技）
前回りさばき、後ろ回りさばき
での施技と受け身を身に付ける
【復習：30分】
。
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
大外刈（投げ技・足技）技術の 「大外刈」を技術書や映像を活用して学習する。
習得
後ろ方向への投げ技を身につけ
るとともに安全性を確保した受 【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
け身を習得する。
ート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
大内刈、小内刈（投げ技・足技 「大内刈・小内刈」を技術書や映像を活用して学
習する。
）技術の習得
後ろ方向への投げ技を身に付け
るとともに安全性を確保した受 【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
け身を習得する
ート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
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6

廣瀬・竹澤

7

廣瀬・竹澤

8

廣瀬・竹澤

9

廣瀬・竹澤

10

廣瀬・竹澤

11

廣瀬・竹澤

（授業内容）
釣込腰（投げ技・腰技）技術の
習得
前回りさばき、後ろ回りさばき
での施技と受け身を身に付ける
。

【予習：30分】
「釣込腰」を技術書や映像を活用して学習する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。

（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
「払い腰」を技術書や映像を活用して学習する。
払い腰（投げ技・腰技）
前回りさばき、後ろ回りさばき
での施技と受け身を身につける
【復習：30分】
。
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
「立技の約束練習、自由練習」を技術書や映像を
立技の約束練習、自由練習
複数の投げ技を駆使しての実戦 活用して学習する。
練習をおこなう。能動的な受け
身を実践する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学 ート）を作成する。
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
「投げの形・浮落」を技術書や映像を活用して学
投げの形（手技①）・浮落
投げの形・浮き落（手技）の取 習する。
りと受けの技術を習得する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学 ート）を作成する。
習する。
【予習：30分】
（授業内容）
投げの形（手技②）・背負投（ 「投げの形・背負投」を技術書や映像を活用して
学習する。
一本背負い）
投げの形・背負投（手技）の取
りと受けの技術を習得する。 【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
（授業内容）投げの形（手技③ 【予習：30分】
「投げの形・肩車」を技術書や映像を活用して学
）・肩車
投げの形・肩車（手技）の取り 習する。
と受けの技術を習得する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学 ート）を作成する。
習する。
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（授業内容）
裸絞め、送り襟絞め、片羽絞め
（絞め技）腕ひしぎ十字固、腕
がらみ（関節技）
絞め技、関節技の実践と柔術の
流れをくむ技術の在り方につい
て理解する。
（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
（授業内容）
講道館柔道試合審判規定、技の
効用
競技ルールおよび技の効用につ
いて理解し、主観的な判定能力
を身に付ける。

【予習：30分】
「絞め技、関節技」を技術書や映像を活用して学
習する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。

【予習：30分】
「審判規定・審判法」を技術書や映像を活用して
学習する。
【復習：30分】
本授業の学習内容と達成度の個人テキスト（レポ
ート）を作成する。

（授業方法）
実技方式で技術と応用動作を学
習する。
【予習：60分】
（授業内容）
柔道Ⅱの学修内容について技能を身に付ける。
実技試験
柔道Ⅱの学修内容についての実
【復習：60分】
技試験を行う。
柔道Ⅱの学習内容についてまとめをおこなう。
（授業方法）
実技試験
定期試験
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授業科目名
英語科目名

剣道Ⅱ

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 中村 充
科目担当者
鷹見由紀子
授業概要
【授業全体の内容】
剣道の歴史的背景から成り立つ、武士道的な考え方を理解する。基本動作の習得から対人的技能へと発展させ
る。剣道具を着装することより、空間打突から実践に移行し、地稽古や試合稽古へ発展させる。技術の習得に
はグループ学習や映像を活用した技術確認を行い、対人調整力とコミュニケーション能力を向上させるなかで
その指導方法も身につくようにする。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）】
剣道を通して、対人競技の楽しさとともに文化的側面を学ぶ。その過程で、互いに競いながらも協力し合う
ことで対人調整力やコミュニケーション力を向上させ、学校現場で指導できるよう応用的能力を養う。
【授業の到達目標】
1. 剣道の所作に表れる精神性を理解し、相互尊重の精神を身につける。
2. 正確な基本動作を習得し、対人的技能を習得する。
3．地稽古ならびに試合を楽しめるようになる。
4. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。
成績評価
【成績評価の基準】
1. 相手を尊重した所作法や取り組みができる。（平常点）
2. 基本動作や対人的技能が身についた。（授業内試験）
3．剣道のルールに則った地稽古ならびに試合ができる。（平常点）
3. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。（平常点、レポート）
【成績評価の方法】
授業に取り組む姿勢・参画度 50％、 課題達成度 40%、 知識の獲得度 10％
履修における留意事項
【履修要件】
剣道着・袴については各自で準備する。剣道具については貸し出しを行う。なお、安全上の問題から受講希
望者数50名を超えた場合は抽選を行う。剣道Ⅰの履修または同等の技能を有していること。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
共有する道具の扱いを丁寧にし、授業内で求められる所作や態度を守ること。
【課題（試験･レポート等）に対するフィードバックの方法】
課題試験については実施後に、授業内でポイント等をフィードバックする。
【テキスト・参考書】
1．剣道指導要領（全日本剣道連盟）
2．剣道授業の展開（全日本剣道連盟）
連絡先とオフィスアワー
【連絡先：オフィスアワー】
中村 充
（1号館5階 1505号室）：木曜日 10:00〜12:00、14:30〜16:00
E‑mail：mtnakamu[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
鷹見 由紀子（1号館5階 1530号室）：水曜日 12:30〜16:00
E‑mail：y‑takami[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
備考
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【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を
必要とする内容を持って構成する。
【その他】
この科目は、特に資格等には関連性がない。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
中村・鷹見
1
（授業内容）
ガイダンス、基本動作の確認

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：0.5時間】
授業の目的、内容についてシラバスを読む。

2

3

中村・鷹見

中村・鷹見

4

中村・鷹見

5

中村・鷹見

6

中村・鷹見

（授業方法）
授業の進め方について説明する
。授業に必要な用具を説明する
。基本動作について確認する。
（授業内容）
剣道着・袴・剣道具着装の仕方
について理解する。
（授業方法）
各道具の着装の仕方について説
明し、お互いに確認しながら着
装する。
（授業内容）
着装を復習する。竹刀を使用し
た打ち込みを実践する。面をつ
けて一本打ちの技を中心に実践
する。

【復習：0.5時間】
所作法、基本動作について整理する。
【予習：0.5時間】
剣道に必要な道具を準備する。
【復習：0.5時間】
一人で着装できるようにする。
【予習：0.5時間】
剣道の技分類を調べる。
【復習：0.5時間】

元立ちの役割について整理し、相手の引き出し方
（授業方法）
お互いに確認しながら、剣道具 を整理する。
を一人で着装する。一本打ちの
打ち方・打たせ方を説明し、二
人組にて打ち合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
仕掛け技、切り返しを行う。
切り返しの実施方法を調べる。
（授業方法）
二人組にて、仕掛け技および切 【復習：0.5時間】
り返しを確認しながら実施する
切り返しの効用について整理する。
。
【予習：0.5 時間】
（授業内容）
抜き技、返し技の原理を理解し
抜き技と返し技の技術内容を調べる。
、習得する。
（授業方法）
グループごとに、抜き技および
返し技を説明し、空間打突から
実打に移行していく。
（授業内容）
すり上げ技、打ち落とし技、出
ばな技の原理を理解し、習得す
る。

【復習：0.5時間】
抜き技と返し技の竹刀と足さばきを整理する。
【予習：0.5時間】
すり上げ技、打ち落とし技、出ばな技の技術内容
を調べる。
【復習：0.5時間】

（授業方法）
グループごとに、すり上げ技、 すり上げ技、打ち落とし技、出ばな技の竹刀と足
打ち落とし技、出ばな技を説明 さばきを整理する。
し、空間打突から実打に移行し
ていく。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
五法の構えの特徴を理解し、上
段の構えからの打突を行う。 五法の構えを調べる。
（授業方法）
五法の構えを解説する。上段の
構えの特長を説明し、実践して
みる。
（授業内容）
機会を意識しながら、仕掛け技
と応じ技のまとめを行い、自己
の得意技を考える。

【復習：0.5時間】
五法の構えの特徴を整理し、自己の特性を踏まえ
た構えについて考える。
【予習：0.5時間】
打突の好機について調べる。
【復習：0.5時間】

9

10

11

12

13
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中村・鷹見

中村・鷹見

中村・鷹見

中村・鷹見

（授業方法）
打突の好機について解説する。
二人組で、仕掛け技と応じ技を
号令に従って実施し、自分の得
意技を研究する。
（授業内容）
試合方法・規則の理解し、試合
稽古を行ってみる。
（授業方法）
試合場を利用して試合の実施方
法・規則を解説する。試合場に
分かれて実施方法・規則に沿っ
て試合を行う。
（授業内容）
個人戦の勝敗決定方法を理解し
、リーグ戦により個人戦を行う
。
（授業方法）
個人リーグ戦の順位決定方法を
解説し、有段者が審判となって
個人リーグ戦を行う。
（授業内容）
団体戦の運営要領を理解し、団
体戦を行う。
（授業方法）
団体戦の運営要領を解説し、そ
の特性を紹介する。チーム分け
を行い、団体リーグ戦を実施す
る。
（授業内容）
団体戦を行う。
（授業方法）
チーム分けを行い、団体リーグ
戦を実施する。

打突の機会と各技を整理する。

【予習：0.5時間】
試合の実施方法について調べる。
【復習：0.5時間】
有効打突の条件について整理する。
【予習：0.5時間】
自己の特長を踏まえて、試合で繰り出す得意技を
考える。
【復習：0.5時間】
個人戦を振り返って、試合の進め方について考え
る。
【予習：0.5時間】
団体戦の実施要領を調べる。
【復習：0.5時間】
個人戦と団体戦で感じた違いを整理する。
【予習：0.5時間】
自己の特長を踏まえて、戦術を考える。
【復習：0.5時間】
剣道の試合で味わえる楽しさを考える。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
実技試験を行う。

実技試験課題について準備する。
（授業方法）
実技試験を行う。

【復習：0.5時間】
試験を踏まえて課題の達成度を自己分析する。
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【予習：0.5時間】

（授業内容）
課題ビデオの視聴。

剣道の武道的要素を考える。
（授業方法）
本授業では体感できなかった修 【復習：2時間】
業的側面を解説し、ビデオ視聴 課題に対するレポートを作成する。
を通して理解させる。
定期試験を実施しない。
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授業科目名
英語科目名

剣道Ⅱ

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 中村 充
科目担当者
鷹見由紀子
授業概要
【授業全体の内容】
剣道の歴史的背景から成り立つ、武士道的な考え方を理解する。基本動作の習得から対人的技能へと発展させ
る。剣道具を着装することより、空間打突から実践に移行し、地稽古や試合稽古へ発展させる。技術の習得に
はグループ学習や映像を活用した技術確認を行い、対人調整力とコミュニケーション能力を向上させるなかで
その指導方法も身につくようにする。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）】
剣道を通して、対人競技の楽しさとともに文化的側面を学ぶ。その過程で、互いに競いながらも協力し合う
ことで対人調整力やコミュニケーション力を向上させ、学校現場で指導できるよう応用的能力を養う。
【授業の到達目標】
1. 剣道の所作に表れる精神性を理解し、相互尊重の精神を身につける。
2. 正確な基本動作を習得し、対人的技能を習得する。
3．地稽古ならびに試合を楽しめるようになる。
4. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。
成績評価
【成績評価の基準】
1. 相手を尊重した所作法や取り組みができる。（平常点）
2. 基本動作や対人的技能が身についた。（授業内試験）
3．剣道のルールに則った地稽古ならびに試合ができる。（平常点）
3. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。（平常点、レポート）
【成績評価の方法】
授業に取り組む姿勢・参画度 50％、 課題達成度 40%、 知識の獲得度 10％
履修における留意事項
【履修要件】
剣道着・袴については各自で準備する。剣道具については貸し出しを行う。なお、安全上の問題から受講希
望者数50名を超えた場合は抽選を行う。剣道Ⅰの履修または同等の技能を有していること。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
共有する道具の扱いを丁寧にし、授業内で求められる所作や態度を守ること。
【課題（試験･レポート等）に対するフィードバックの方法】
課題試験については実施後に、授業内でポイント等をフィードバックする。
【テキスト・参考書】
1．剣道指導要領（全日本剣道連盟）
2．剣道授業の展開（全日本剣道連盟）
連絡先とオフィスアワー
【連絡先：オフィスアワー】
中村 充
（1号館5階 1505号室）：木曜日 10:00〜12:00、14:30〜16:00
E‑mail：mtnakamu[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
鷹見 由紀子（1号館5階 1530号室）：水曜日 12:30〜16:00
E‑mail：y‑takami[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
備考
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【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を
必要とする内容を持って構成する。
【その他】
この科目は、特に資格等には関連性がない。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
中村・鷹見
1
（授業内容）
ガイダンス、基本動作の確認

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：0.5時間】
授業の目的、内容についてシラバスを読む。

2

3

中村・鷹見

中村・鷹見

4

中村・鷹見

5

中村・鷹見

6

中村・鷹見

（授業方法）
授業の進め方について説明する
。授業に必要な用具を説明する
。基本動作について確認する。
（授業内容）
剣道着・袴・剣道具着装の仕方
について理解する。
（授業方法）
各道具の着装の仕方について説
明し、お互いに確認しながら着
装する。
（授業内容）
着装を復習する。竹刀を使用し
た打ち込みを実践する。面をつ
けて一本打ちの技を中心に実践
する。

【復習：0.5時間】
所作法、基本動作について整理する。
【予習：0.5時間】
剣道に必要な道具を準備する。
【復習：0.5時間】
一人で着装できるようにする。
【予習：0.5時間】
剣道の技分類を調べる。
【復習：0.5時間】

元立ちの役割について整理し、相手の引き出し方
（授業方法）
お互いに確認しながら、剣道具 を整理する。
を一人で着装する。一本打ちの
打ち方・打たせ方を説明し、二
人組にて打ち合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
仕掛け技、切り返しを行う。
切り返しの実施方法を調べる。
（授業方法）
二人組にて、仕掛け技および切 【復習：0.5時間】
り返しを確認しながら実施する
切り返しの効用について整理する。
。
【予習：0.5 時間】
（授業内容）
抜き技、返し技の原理を理解し
抜き技と返し技の技術内容を調べる。
、習得する。
（授業方法）
グループごとに、抜き技および
返し技を説明し、空間打突から
実打に移行していく。
（授業内容）
すり上げ技、打ち落とし技、出
ばな技の原理を理解し、習得す
る。

【復習：0.5時間】
抜き技と返し技の竹刀と足さばきを整理する。
【予習：0.5時間】
すり上げ技、打ち落とし技、出ばな技の技術内容
を調べる。
【復習：0.5時間】

（授業方法）
グループごとに、すり上げ技、 すり上げ技、打ち落とし技、出ばな技の竹刀と足
打ち落とし技、出ばな技を説明 さばきを整理する。
し、空間打突から実打に移行し
ていく。

2589

7

8

中村・鷹見

中村・鷹見

【予習：0.5時間】
（授業内容）
五法の構えの特徴を理解し、上
段の構えからの打突を行う。 五法の構えを調べる。
（授業方法）
五法の構えを解説する。上段の
構えの特長を説明し、実践して
みる。
（授業内容）
機会を意識しながら、仕掛け技
と応じ技のまとめを行い、自己
の得意技を考える。

【復習：0.5時間】
五法の構えの特徴を整理し、自己の特性を踏まえ
た構えについて考える。
【予習：0.5時間】
打突の好機について調べる。
【復習：0.5時間】

9

10

11

12

13

中村・鷹見

中村・鷹見

中村・鷹見

中村・鷹見

中村・鷹見

（授業方法）
打突の好機について解説する。
二人組で、仕掛け技と応じ技を
号令に従って実施し、自分の得
意技を研究する。
（授業内容）
試合方法・規則の理解し、試合
稽古を行ってみる。
（授業方法）
試合場を利用して試合の実施方
法・規則を解説する。試合場に
分かれて実施方法・規則に沿っ
て試合を行う。
（授業内容）
個人戦の勝敗決定方法を理解し
、リーグ戦により個人戦を行う
。
（授業方法）
個人リーグ戦の順位決定方法を
解説し、有段者が審判となって
個人リーグ戦を行う。
（授業内容）
団体戦の運営要領を理解し、団
体戦を行う。
（授業方法）
団体戦の運営要領を解説し、そ
の特性を紹介する。チーム分け
を行い、団体リーグ戦を実施す
る。
（授業内容）
団体戦を行う。
（授業方法）
チーム分けを行い、団体リーグ
戦を実施する。

打突の機会と各技を整理する。

【予習：0.5時間】
試合の実施方法について調べる。
【復習：0.5時間】
有効打突の条件について整理する。
【予習：0.5時間】
自己の特長を踏まえて、試合で繰り出す得意技を
考える。
【復習：0.5時間】
個人戦を振り返って、試合の進め方について考え
る。
【予習：0.5時間】
団体戦の実施要領を調べる。
【復習：0.5時間】
個人戦と団体戦で感じた違いを整理する。
【予習：0.5時間】
自己の特長を踏まえて、戦術を考える。
【復習：0.5時間】
剣道の試合で味わえる楽しさを考える。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
実技試験を行う。

実技試験課題について準備する。
（授業方法）
実技試験を行う。

【復習：0.5時間】
試験を踏まえて課題の達成度を自己分析する。

2590

14

中村・鷹見

【予習：0.5時間】

（授業内容）
課題ビデオの視聴。

剣道の武道的要素を考える。
（授業方法）
本授業では体感できなかった修 【復習：2時間】
業的側面を解説し、ビデオ視聴 課題に対するレポートを作成する。
を通して理解させる。
定期試験を実施しない。
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授業科目名
英語科目名

剣道Ⅱ

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 中村 充
科目担当者
鷹見由紀子
授業概要
【授業全体の内容】
剣道の歴史的背景から成り立つ、武士道的な考え方を理解する。基本動作の習得から対人的技能へと発展させ
る。剣道具を着装することより、空間打突から実践に移行し、地稽古や試合稽古へ発展させる。技術の習得に
はグループ学習や映像を活用した技術確認を行い、対人調整力とコミュニケーション能力を向上させるなかで
その指導方法も身につくようにする。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）】
剣道を通して、対人競技の楽しさとともに文化的側面を学ぶ。その過程で、互いに競いながらも協力し合う
ことで対人調整力やコミュニケーション力を向上させ、学校現場で指導できるよう応用的能力を養う。
【授業の到達目標】
1. 剣道の所作に表れる精神性を理解し、相互尊重の精神を身につける。
2. 正確な基本動作を習得し、対人的技能を習得する。
3．地稽古ならびに試合を楽しめるようになる。
4. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。
成績評価
【成績評価の基準】
1. 相手を尊重した所作法や取り組みができる。（平常点）
2. 基本動作や対人的技能が身についた。（授業内試験）
3．剣道のルールに則った地稽古ならびに試合ができる。（平常点）
3. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。（平常点、レポート）
【成績評価の方法】
授業に取り組む姿勢・参画度 50％、 課題達成度 40%、 知識の獲得度 10％
履修における留意事項
【履修要件】
剣道着・袴については各自で準備する。剣道具については貸し出しを行う。なお、安全上の問題から受講希
望者数50名を超えた場合は抽選を行う。剣道Ⅰの履修または同等の技能を有していること。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
共有する道具の扱いを丁寧にし、授業内で求められる所作や態度を守ること。
【課題（試験･レポート等）に対するフィードバックの方法】
課題試験については実施後に、授業内でポイント等をフィードバックする。
【テキスト・参考書】
1．剣道指導要領（全日本剣道連盟）
2．剣道授業の展開（全日本剣道連盟）
連絡先とオフィスアワー
【連絡先：オフィスアワー】
中村 充
（1号館5階 1505号室）：木曜日 10:00〜12:00、14:30〜16:00
E‑mail：mtnakamu[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
鷹見 由紀子（1号館5階 1530号室）：水曜日 12:30〜16:00
E‑mail：y‑takami[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
備考

2592

【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を
必要とする内容を持って構成する。
【その他】
この科目は、特に資格等には関連性がない。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
中村・鷹見
1
（授業内容）
ガイダンス、基本動作の確認

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：0.5時間】
授業の目的、内容についてシラバスを読む。

2

3

中村・鷹見

中村・鷹見

4

中村・鷹見

5

中村・鷹見

6

中村・鷹見

（授業方法）
授業の進め方について説明する
。授業に必要な用具を説明する
。基本動作について確認する。
（授業内容）
剣道着・袴・剣道具着装の仕方
について理解する。
（授業方法）
各道具の着装の仕方について説
明し、お互いに確認しながら着
装する。
（授業内容）
着装を復習する。竹刀を使用し
た打ち込みを実践する。面をつ
けて一本打ちの技を中心に実践
する。

【復習：0.5時間】
所作法、基本動作について整理する。
【予習：0.5時間】
剣道に必要な道具を準備する。
【復習：0.5時間】
一人で着装できるようにする。
【予習：0.5時間】
剣道の技分類を調べる。
【復習：0.5時間】

元立ちの役割について整理し、相手の引き出し方
（授業方法）
お互いに確認しながら、剣道具 を整理する。
を一人で着装する。一本打ちの
打ち方・打たせ方を説明し、二
人組にて打ち合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
仕掛け技、切り返しを行う。
切り返しの実施方法を調べる。
（授業方法）
二人組にて、仕掛け技および切 【復習：0.5時間】
り返しを確認しながら実施する
切り返しの効用について整理する。
。
【予習：0.5 時間】
（授業内容）
抜き技、返し技の原理を理解し
抜き技と返し技の技術内容を調べる。
、習得する。
（授業方法）
グループごとに、抜き技および
返し技を説明し、空間打突から
実打に移行していく。
（授業内容）
すり上げ技、打ち落とし技、出
ばな技の原理を理解し、習得す
る。

【復習：0.5時間】
抜き技と返し技の竹刀と足さばきを整理する。
【予習：0.5時間】
すり上げ技、打ち落とし技、出ばな技の技術内容
を調べる。
【復習：0.5時間】

（授業方法）
グループごとに、すり上げ技、 すり上げ技、打ち落とし技、出ばな技の竹刀と足
打ち落とし技、出ばな技を説明 さばきを整理する。
し、空間打突から実打に移行し
ていく。

2593

7

8

中村・鷹見

中村・鷹見

【予習：0.5時間】
（授業内容）
五法の構えの特徴を理解し、上
段の構えからの打突を行う。 五法の構えを調べる。
（授業方法）
五法の構えを解説する。上段の
構えの特長を説明し、実践して
みる。
（授業内容）
機会を意識しながら、仕掛け技
と応じ技のまとめを行い、自己
の得意技を考える。

【復習：0.5時間】
五法の構えの特徴を整理し、自己の特性を踏まえ
た構えについて考える。
【予習：0.5時間】
打突の好機について調べる。
【復習：0.5時間】

9

10

11

12

13

中村・鷹見

中村・鷹見

中村・鷹見

中村・鷹見

中村・鷹見

（授業方法）
打突の好機について解説する。
二人組で、仕掛け技と応じ技を
号令に従って実施し、自分の得
意技を研究する。
（授業内容）
試合方法・規則の理解し、試合
稽古を行ってみる。
（授業方法）
試合場を利用して試合の実施方
法・規則を解説する。試合場に
分かれて実施方法・規則に沿っ
て試合を行う。
（授業内容）
個人戦の勝敗決定方法を理解し
、リーグ戦により個人戦を行う
。
（授業方法）
個人リーグ戦の順位決定方法を
解説し、有段者が審判となって
個人リーグ戦を行う。
（授業内容）
団体戦の運営要領を理解し、団
体戦を行う。
（授業方法）
団体戦の運営要領を解説し、そ
の特性を紹介する。チーム分け
を行い、団体リーグ戦を実施す
る。
（授業内容）
団体戦を行う。
（授業方法）
チーム分けを行い、団体リーグ
戦を実施する。

打突の機会と各技を整理する。

【予習：0.5時間】
試合の実施方法について調べる。
【復習：0.5時間】
有効打突の条件について整理する。
【予習：0.5時間】
自己の特長を踏まえて、試合で繰り出す得意技を
考える。
【復習：0.5時間】
個人戦を振り返って、試合の進め方について考え
る。
【予習：0.5時間】
団体戦の実施要領を調べる。
【復習：0.5時間】
個人戦と団体戦で感じた違いを整理する。
【予習：0.5時間】
自己の特長を踏まえて、戦術を考える。
【復習：0.5時間】
剣道の試合で味わえる楽しさを考える。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
実技試験を行う。

実技試験課題について準備する。
（授業方法）
実技試験を行う。

【復習：0.5時間】
試験を踏まえて課題の達成度を自己分析する。

2594
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中村・鷹見

【予習：0.5時間】

（授業内容）
課題ビデオの視聴。

剣道の武道的要素を考える。
（授業方法）
本授業では体感できなかった修 【復習：2時間】
業的側面を解説し、ビデオ視聴 課題に対するレポートを作成する。
を通して理解させる。
定期試験を実施しない。
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授業科目名
英語科目名

剣道Ⅱ

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 中村 充
科目担当者
中村充、竹澤稔裕、鷹見由紀子
授業概要
【授業全体の内容】
武道の代表的な柔道と剣道について、基本的な技能を習得し、指導法と基礎理論についての理解を深める。柔
道Ⅰは柔道の歴史・運動特性等の基礎理論を理解しながら、礼法・受け身などの基本動作や基礎的な投げ技、
固め技の個人技術と対人的技能を学ぶ。剣道Ⅰは剣道の歴史・運動特性等の基礎理論を理解しながら、所作法
・基本動作を習得し、対人技能への基盤を固める。両種目ともに、技術の習得にはグループ学習や映像を活用
した技術確認を行い、対人調整力とコミュニケーション能力を向上させるなかでその指導方法も身につくよう
にする。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）】
剣道を通して、対人競技の楽しさとともに文化的側面を学ぶ。その過程で、互いに競いながらも協力し合う
ことで対人調整力やコミュニケーション力を向上させ、学校現場で指導できるよう応用的能力を養う。
【授業の到達目標】
1. 現代の柔道ならびに剣道の成立過程を理解し、所作法に生かせるようになる。
2. 柔道ならびに剣道の基本動作や対人的技能を習得する。
3. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。
成績評価
【成績評価の基準】
1. 相手を尊重した所作法や取り組みができる。（平常点）
2. 基本動作や対人的技能が身についた。（授業内試験）
3. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。（平常点、レポート）
【成績評価の方法】
授業に取り組む姿勢・参画度 50％、 課題達成度 40%、 知識の獲得度 10％
履修における留意事項
【履修要件】
運動に適した服装を各自が準備する。なお、安全上の問題から受講希望者数を2クラスに分け、柔道Ⅰと剣
道Ⅰを半期前後半の交代制で実施する。また、1クラス50名を超えた場合は、抽選を行う。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
共有する道具の扱いを丁寧にし、授業内で求められる所作や態度を守ること。
【課題（試験･レポート等）に対するフィードバックの方法】
レポートについては返却時、課題試験については実施後に、授業内でポイント等をフィードバックする。
【テキスト・参考書】
柔道Ⅰ：
剣道Ⅰ：①剣道指導要領（全日本剣道連盟）、②剣道授業の展開（全日本剣道連盟）
連絡先とオフィスアワー
【連絡先：オフィスアワー】
廣瀬 伸良 （1号館5階 1505号室）：
E‑mail：nhirose[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
中村 充
（1号館5階 1505号室）：木曜日 10:00〜12:00、14:30〜16:00
E‑mail：mtnakamu[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
鷹見 由紀子（1号館5階 1530号室）：水曜日 12:30〜16:00
E‑mail：y‑takami[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
備考

2596

【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を
必要とする内容を持って構成する。
【その他】
この科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち「教科に関する科目」における選択必修科
目に位置づけられている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
廣瀬・竹澤・中村
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
・鷹見
クラス分け、ガイダンス
授業の目的、内容についてシラバスを読む。
（授業方法）
前後半（柔道Ⅰと剣道Ⅰ）のク 【復習：0時間】
ラス分けを行う。それぞれの種
目の授業の進め方について説明
する。
中村・鷹見
【予習：1時間】
2
（授業内容）
剣道小史を学習する。礼法・所
作法とともに、木刀の構え方、 剣道の理念、剣道修練の心構えについて調べる。
足さばきを身につける。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
剣道の成り立ち、礼法・所作法
を解説する。木刀を用いた遊び 剣道の成り立ちを整理する。剣道の所作法を整理
を行い、剣道を楽しむとともに する。
、木刀の構え方、足さばきを説
明し実践する。
中村・鷹見
【予習：0.5時間】
3
（授業内容）
仕掛けていく技を理解する。面
・小手・胴・突きを空間打突、 仕掛け技の分類を調べる。
竹刀打ちを実践する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
仕掛け技の分類を説明する。二 元立ちの役割について整理する。
人組でお互いに打突部位を確認
し、仕掛け手と受け手（元立ち
）を交替しながら空間打突と竹
刀打ちを行う。
中村・鷹見
【予習：0.5時間】
4
（授業内容）
踏み込み足の意義を理解し、踏
み込み足を用いて打突を行う。 踏み込み足の方法を調べる。
連続技を踏み込み足で実践する
【復習：0.5時間】
。
（授業方法）
踏み込み足の意義、実践方法を 踏み込み足の留意点を整理する。
説明する。グループあるいは二
人組にて踏み込み足を用いて竹
刀打ちを行う。
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【予習：0.5 時間】
（授業内容）
切り返しの方法を理解し、実践
してみる。近い間合いから引き 切り返しについて調べる。
ながらの打突方法を学び、実践
【復習：0.5時間】
する。
切り返し実施上の留意点を整理する。
（授業方法）
切り返しの実施方法を解説する
。二人組にて、踏み込み足を用
いた切り返しを相互に実施する
。近い間合いから引きながら打
突する方法を解説し、実践する
。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
応じていく技を理解する。簡単
な応じ技を空間打突にて実践す 応じ技の分類を調べる。
る。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
応じ技の分類を説明する。二人 剣道の技について、体系的に整理する。
組で基本的な応じ技を応じ手と
元立ちを交替しながら空間打突
にて行う。
【予習：0時間】
（授業内容）
実技試験を行う。
（授業方法）
【復習：1時間】
実技試験を行う。
剣道Ⅰで学んだ内容について整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
柔道の基本動作（礼法、後ろ受 柔道の基本動作について書籍やインターネットを
け身、横受け身）を身に付ける 使用して学習する。
。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
実技授業形態でグループ学習な 学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
どを通じて基本動作を学習させ
る。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
柔道の基本動作（前回り受け身 柔道の基本動作について書籍やインターネットを
、前受け身、進退動作、組み方 使用して学習する。
）について理解し、身に付ける
【復習：0.5時間】
。
学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を
通じて基本動作を学習させる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
基本的な投げ技（膝車）を理解 柔道の投げ技・膝車について書籍やインターネッ
トを使用して学習する。
して身に付ける。
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を
通じて膝車とその段階的指導方
法を説明する。
（授業内容）
基本的な投げ技（大腰）を理解
し、身に付ける。

【復習：0.5時間】
学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。

【予習：0.5時間】
柔道の投げ技・大腰について書籍やインターネッ
トを使用して学習する。

【復習：0.5時間】
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を 学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
通じて大腰とその段階的指導方
法を説明する。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
基本的な固め技（袈裟固・肩固 柔道の固め技・袈裟固、肩固について書籍やイン
ターネットを通じて学習する。
）を身に付ける。
【復習：0.5時間】
学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を
通じて袈裟固、肩固とその逃れ
方を学習し、簡易な実戦練習（
ゲーム）を取り入れる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
基本的な固め技（横四方固・上 柔道の固め技・横四方固、上四方固について書籍
やインターネットを使用して学習する。
四方固）を身に付ける。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を 学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
通じて横四方固、上四方固とそ
の逃れ方を学習し、簡易な実戦
練習（ゲーム）を取り入れる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
実技試験を行う。
（授業方法）
実技試験を行う。
※「定期試験を実施しない」
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【復習：0.5時間】
柔道Ⅰの内容について総まとめをする。

授業科目名
英語科目名

剣道Ⅱ

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 中村 充
科目担当者
中村充、竹澤稔裕、鷹見由紀子
授業概要
【授業全体の内容】
武道の代表的な柔道と剣道について、基本的な技能を習得し、指導法と基礎理論についての理解を深める。柔
道Ⅰは柔道の歴史・運動特性等の基礎理論を理解しながら、礼法・受け身などの基本動作や基礎的な投げ技、
固め技の個人技術と対人的技能を学ぶ。剣道Ⅰは剣道の歴史・運動特性等の基礎理論を理解しながら、所作法
・基本動作を習得し、対人技能への基盤を固める。両種目ともに、技術の習得にはグループ学習や映像を活用
した技術確認を行い、対人調整力とコミュニケーション能力を向上させるなかでその指導方法も身につくよう
にする。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）】
剣道を通して、対人競技の楽しさとともに文化的側面を学ぶ。その過程で、互いに競いながらも協力し合う
ことで対人調整力やコミュニケーション力を向上させ、学校現場で指導できるよう応用的能力を養う。
【授業の到達目標】
1. 現代の柔道ならびに剣道の成立過程を理解し、所作法に生かせるようになる。
2. 柔道ならびに剣道の基本動作や対人的技能を習得する。
3. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。
成績評価
【成績評価の基準】
1. 相手を尊重した所作法や取り組みができる。（平常点）
2. 基本動作や対人的技能が身についた。（授業内試験）
3. 学校指導現場で生かせる練習法について理解する。（平常点、レポート）
【成績評価の方法】
授業に取り組む姿勢・参画度 50％、 課題達成度 40%、 知識の獲得度 10％
履修における留意事項
【履修要件】
運動に適した服装を各自が準備する。なお、安全上の問題から受講希望者数を2クラスに分け、柔道Ⅰと剣
道Ⅰを半期前後半の交代制で実施する。また、1クラス50名を超えた場合は、抽選を行う。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
共有する道具の扱いを丁寧にし、授業内で求められる所作や態度を守ること。
【課題（試験･レポート等）に対するフィードバックの方法】
レポートについては返却時、課題試験については実施後に、授業内でポイント等をフィードバックする。
【テキスト・参考書】
柔道Ⅰ：
剣道Ⅰ：①剣道指導要領（全日本剣道連盟）、②剣道授業の展開（全日本剣道連盟）
連絡先とオフィスアワー
【連絡先：オフィスアワー】
廣瀬 伸良 （1号館5階 1505号室）：
E‑mail：nhirose[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
中村 充
（1号館5階 1505号室）：木曜日 10:00〜12:00、14:30〜16:00
E‑mail：mtnakamu[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
鷹見 由紀子（1号館5階 1530号室）：水曜日 12:30〜16:00
E‑mail：y‑takami[at]juntendo.ac.jp （[at]を＠に変更してください）
備考
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【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を
必要とする内容を持って構成する。
【その他】
この科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち「教科に関する科目」における選択必修科
目に位置づけられている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
廣瀬・竹澤・中村
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
・鷹見
クラス分け、ガイダンス
授業の目的、内容についてシラバスを読む。
（授業方法）
前後半（柔道Ⅰと剣道Ⅰ）のク 【復習：0時間】
ラス分けを行う。それぞれの種
目の授業の進め方について説明
する。
中村・鷹見
【予習：1時間】
2
（授業内容）
剣道小史を学習する。礼法・所
作法とともに、木刀の構え方、 剣道の理念、剣道修練の心構えについて調べる。
足さばきを身につける。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
剣道の成り立ち、礼法・所作法
を解説する。木刀を用いた遊び 剣道の成り立ちを整理する。剣道の所作法を整理
を行い、剣道を楽しむとともに する。
、木刀の構え方、足さばきを説
明し実践する。
中村・鷹見
【予習：0.5時間】
3
（授業内容）
仕掛けていく技を理解する。面
・小手・胴・突きを空間打突、 仕掛け技の分類を調べる。
竹刀打ちを実践する。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
仕掛け技の分類を説明する。二 元立ちの役割について整理する。
人組でお互いに打突部位を確認
し、仕掛け手と受け手（元立ち
）を交替しながら空間打突と竹
刀打ちを行う。
中村・鷹見
【予習：0.5時間】
4
（授業内容）
踏み込み足の意義を理解し、踏
み込み足を用いて打突を行う。 踏み込み足の方法を調べる。
連続技を踏み込み足で実践する
【復習：0.5時間】
。
（授業方法）
踏み込み足の意義、実践方法を 踏み込み足の留意点を整理する。
説明する。グループあるいは二
人組にて踏み込み足を用いて竹
刀打ちを行う。
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【予習：0.5 時間】
（授業内容）
切り返しの方法を理解し、実践
してみる。近い間合いから引き 切り返しについて調べる。
ながらの打突方法を学び、実践
【復習：0.5時間】
する。
切り返し実施上の留意点を整理する。
（授業方法）
切り返しの実施方法を解説する
。二人組にて、踏み込み足を用
いた切り返しを相互に実施する
。近い間合いから引きながら打
突する方法を解説し、実践する
。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
応じていく技を理解する。簡単
な応じ技を空間打突にて実践す 応じ技の分類を調べる。
る。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
応じ技の分類を説明する。二人 剣道の技について、体系的に整理する。
組で基本的な応じ技を応じ手と
元立ちを交替しながら空間打突
にて行う。
【予習：0時間】
（授業内容）
実技試験を行う。
（授業方法）
【復習：1時間】
実技試験を行う。
剣道Ⅰで学んだ内容について整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
柔道の基本動作（礼法、後ろ受 柔道の基本動作について書籍やインターネットを
け身、横受け身）を身に付ける 使用して学習する。
。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
実技授業形態でグループ学習な 学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
どを通じて基本動作を学習させ
る。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
柔道の基本動作（前回り受け身 柔道の基本動作について書籍やインターネットを
、前受け身、進退動作、組み方 使用して学習する。
）について理解し、身に付ける
【復習：0.5時間】
。
学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を
通じて基本動作を学習させる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
基本的な投げ技（膝車）を理解 柔道の投げ技・膝車について書籍やインターネッ
トを使用して学習する。
して身に付ける。
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を
通じて膝車とその段階的指導方
法を説明する。
（授業内容）
基本的な投げ技（大腰）を理解
し、身に付ける。

【復習：0.5時間】
学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。

【予習：0.5時間】
柔道の投げ技・大腰について書籍やインターネッ
トを使用して学習する。

【復習：0.5時間】
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を 学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
通じて大腰とその段階的指導方
法を説明する。
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【予習：0.5時間】
（授業内容）
基本的な固め技（袈裟固・肩固 柔道の固め技・袈裟固、肩固について書籍やイン
ターネットを通じて学習する。
）を身に付ける。
【復習：0.5時間】
学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を
通じて袈裟固、肩固とその逃れ
方を学習し、簡易な実戦練習（
ゲーム）を取り入れる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
基本的な固め技（横四方固・上 柔道の固め技・横四方固、上四方固について書籍
やインターネットを使用して学習する。
四方固）を身に付ける。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
実技授業形式でグループ学習を 学習内容をレポートとしてまとめ、提出する。
通じて横四方固、上四方固とそ
の逃れ方を学習し、簡易な実戦
練習（ゲーム）を取り入れる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
実技試験を行う。
（授業方法）
実技試験を行う。
※「定期試験を実施しない」
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【復習：0.5時間】
柔道Ⅰの内容について総まとめをする。

授業科目名
英語科目名

サッカー
Soccer

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

堀池

巧

授業概要
【授業全体の内容】
この授業では「自身ができる」と「他者にできるようにさせる」ことを柱に、サッカーにおける基礎技術の習
得と向上、個人戦術、グループ戦術、チーム戦術を理解し、仲間とともに競技をする楽しさを学び、さらには
、サッカーの基本原則や競技規則について理解を深めます。また、サッカーにおけるテーマごとの様々なトレ
ーニングメニューを体験しサッカー理解を高める。 またグループごとにトレーニングをプランニングし中学
・高校の授業で指導実践できる技術を身につける。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
集団スポーツであるサッカーは、人との関わりが非常に重要なスポーツである。本授業では、サッカーにおい
て特に必要な能力である「個人スキル」「コミュニケーション力」「対人調整力」を養い、スポーツ健康科学
を中心とした幅広い知識と教養を身につけることを目指す。
【授業の到達目標】
１．サッカーにおける基礎技術を習得しプレーすることができる。
２．サッカーの原理原則および楽しさを理解しプレーすることができる。
３．サッカーの競技規則に基づいてプレーおよび審判をすることができる。
成績評価
【成績評価の基準】
１．サッカーにおけるボールをコントロールする・パスする・ドリブルするといった基本技術、個人戦術を正
確に行うことができるかゲームの中で評価する。
２．サッカー知識として、サッカーの競技規則、審判法等を理解しているか定期試験で評価する。
【成績評価の方法】
実技レベルおよび知識理解：50%、定期試験：30%、授業態度および取り組む姿勢：20%の割合で評価します。
出席が授業回数の2/3に満たない場合、また著しく不適切な受講態度と判断した学生に対しての単位認定は行
いません。
履修における留意事項
【履修要件】
出来る限り怪我等で見学することなく実技の授業に参加すること。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
適切な服装（スネ当てを含む）とシューズの準備をすること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業の中でキーファクター、ポイント等を提示し、解説する。
【テキスト・参考書等】
Laws of the Game サッカー競技規則
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：堀池 巧
E‑mail：t‑horiike［at］juntendo.ac.jp

（［at］を＠に変更してください）

【オフィスアワー】
日時：火曜日・10時〜12時、木曜日・10時〜12時、
場所：1号館5階 サッカー研究室 1529室
備考

2604

【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による１単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
堀池
1
（授業内容）
ガイダンス：サッカーの授業に
対しての理解を深める。
（授業方法）
授業の進め方、諸注意を説明す
る。
堀池
2
（授業内容）
サッカーのボールフィーリング
・コーディネーショントレーニ
ングについて理解を深める。
（授業方法）
どのようなボールフィーリング
・コーディネーショントレーニ
ングがあるのか解説する。
3

4

堀池

堀池

5

堀池

6

堀池

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
予習：0.5時間】
シラバスを確認に授業について理解・把握をする
【復習：0.5時間】
サッカー競技の特性について理解を深める。
【予習：0.5時間】
ボールフィーリング・コーディネーショントレー
ニングとは何か調べる。
【復習：0.5時間】
サッカーのためのボールフィーリング・コーディ
ネーショントレーニングを１つ開発する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
パス＆コントロールのテクニッ
有効な視野の確保、ボールの置き所とはどういう
クについて理解を深める。
ことか調べる。
（授業方法）
対面パスを中心に両足を使いな
【復習： 0.5時間】
がらのドリルを行う。

（授業内容）
ドリブル・ヘディングについて
理解を深める。
（授業方法）
様々な部位を使ったドリブル、
ドリブルターン、１対１のドリ
ブル等を行う。ヘディングの基
本姿勢について解説する。

両足で、なおかつ正確性を追求しながらパスとコ
ントロールができているか復習を行う。
【予習：0.5時間】
ドリブル・ヘディングについて調べる。
【復習：0.5時間】
周りを見ながら、スピードの変化を加えながら、
フェイントを入れながらドリブルできるか復習す
る。
ヘディングの際のボールを当てる場所を確認する
。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
ゴールキーピングとシュートの
基本について理解を深める。 現代のゴールキーパーに求められることは何か調
（授業方法）ゴールキーパー育 べる。
成のための様々な基本動作を体
験し、実際にシュートを受ける 【復習：0.5時間】
。
ゴールキーパーの基本動作について正しくできる
かどうか復習する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
コンビネーション(クロスを含
む)からのシュートについて理 クロスからの攻撃はなぜ有効なのか調べる。
解を深める。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
コンビネーションからのドリル
シュートを行い、クロスボール 積極的にシュートを狙う姿勢を常に持ちながら、
はなぜ有効なのか解説する。 GKとの駆け引きや、正確に狙うことができるか復
習する。
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7

堀池

8

堀池

9

堀池

10

堀池

11

堀池

12

堀池

（授業内容）
ボールを奪う：守備の個人戦術
について理解を深める。
（授業方法）
守備の個人戦術について解説し
、ドリルトレーニングを行う。

【予習：0.5時間】
守備におけるチャレンジの優先順位、ポジション
の原則について調べてくる。
【復習：0.5時間】
守備における個人戦術を理解し、プレッシャーを
かけ、奪うチャンスを逃さずボールが奪えるか復
習する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
ポゼッションについて理解を深
ポゼションとはどういうことか調べる。
める。
（授業方法）
ボールを失わないためのテクニ 【復習：0.5時間】
ックドリルを行い、解説する
相手選手にボールを奪われることなく、判断の変
化に対応しながらポジションを変化させ、ボール
を奪われないか復習する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
攻守におけるオフ・ザ・ボール
の動きについて理解を深める。 攻守におけるオフ・ザ・ボールとはどういうこと
か調べる。
（授業方法）
オフ・ザ・ボールの動きについ
【復習：0.5時間】
て解説をする。
ゲーム中、オフ・ザ・ボールの状況を理解した上
でプレーできているかどうか復習する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
突破：ゴールを奪うために必要
な突破の動きについて理解を深 サッカーにおける突破の動きについて調べてくる
こと。
める。
（授業方法）
突破の動きについて解説し、様 【復習：0.5時間】
々なトレーニングを行う。
相手との間合い、フェイント、スピードの変化、
方向の変化を加えながら突破ができているか復習
する。
【予習：1時間】
（授業内容）
講義：ルールと審判法、スポー
ツ現場における暴力根絶につい サッカーのオフサイドについて調べる。
スポーツ指導における暴力はなぜ起きるのかを考
て理解を深める。
える。
（授業方法）
サッカーのルールと審判法につ
いて解説する。暴力根絶につい 【復習：1時間】
てグループディスカッションを サッカーのルールについて、「サッカーの競技規
則」をWeb上で閲覧し復習する。
する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
セットプレー：現代サッカーに
おけるセットプレーの重要性に セットプレーはなぜ攻撃側に有利なのか調べる。
ついて理解を深める。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
セットプレーゲームを行い、解
得点に直接結びつくようなセットプレーができる
説をする。
かどうか復習する。
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13

14

堀池

堀池

（授業内容）
ゲーム：11対11の対抗戦で審判
法、システム、ポジションにつ
いて理解を深める。
（授業方法）
システム、ポジションを自分た
ちで決めさせゲームを行う。ま
たレフェリーをやり、審判法を
身につけさせる。
（授業内容）
ゲーム：11対11の対抗戦で審判
法、システム、ポジションにつ
いて理解を深める。
（授業方法）
システム、ポジションを自分た
ちで決めさせゲームを行う。ま
たレフェリーをやり、審判法を
身につけさせる。
「定期試験」（筆記テスト）

2607

【予習：0.5時間】
システムの変遷と各ポジションの役割について調
べる。
【復習：0.5時間】
システムとポジションについて理解すると共に、
映像を通して実際のゲームでどのようになってい
るか復習する。
【予習：0.5時間】
チームごとに主導権を握るサッカーをするために
は何が必要かミーティングを行う。
【復習：0.5時間】
チームごとに試合の分析を行い、課題解決のため
に何が必要か授業を振り返りながら復習を行う。

授業科目名
英語科目名

サッカー
Soccer

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

堀池

巧

授業概要
【授業全体の内容】
この授業では「自身ができる」と「他者にできるようにさせる」ことを柱に、サッカーにおける基礎技術の習
得と向上、個人戦術、グループ戦術、チーム戦術を理解し、仲間とともに競技をする楽しさを学び、さらには
、サッカーの基本原則や競技規則について理解を深めます。また、サッカーにおけるテーマごとの様々なトレ
ーニングメニューを体験しサッカー理解を高める。 またグループごとにトレーニングをプランニングし中学
・高校の授業で指導実践できる技術を身につける。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
集団スポーツであるサッカーは、人との関わりが非常に重要なスポーツである。本授業では、サッカーにおい
て特に必要な能力である「個人スキル」「コミュニケーション力」「対人調整力」を養い、スポーツ健康科学
を中心とした幅広い知識と教養を身につけることを目指す。
【授業の到達目標】
１．サッカーにおける基礎技術を習得しプレーすることができる。
２．サッカーの原理原則および楽しさを理解しプレーすることができる。
３．サッカーの競技規則に基づいてプレーおよび審判をすることができる。
成績評価
【成績評価の基準】
１．サッカーにおけるボールをコントロールする・パスする・ドリブルするといった基本技術、個人戦術を正
確に行うことができるかゲームの中で評価する。
２．サッカー知識として、サッカーの競技規則、審判法等を理解しているか定期試験で評価する。
【成績評価の方法】
実技レベルおよび知識理解：50%、定期試験：30%、授業態度および取り組む姿勢：20%の割合で評価します。
出席が授業回数の2/3に満たない場合、また著しく不適切な受講態度と判断した学生に対しての単位認定は行
いません。
履修における留意事項
【履修要件】
出来る限り怪我等で見学することなく実技の授業に参加すること。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
適切な服装（スネ当てを含む）とシューズの準備をすること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業の中でキーファクター、ポイント等を提示し、解説する。
【テキスト・参考書等】
Laws of the Game サッカー競技規則
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：堀池 巧
E‑mail：t‑horiike［at］juntendo.ac.jp

（［at］を＠に変更してください）

【オフィスアワー】
日時：火曜日・10時〜12時、木曜日・10時〜12時、
場所：1号館5階 サッカー研究室 1529室
備考
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【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による１単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
堀池
1
（授業内容）
ガイダンス：サッカーの授業に
対しての理解を深める。
（授業方法）
授業の進め方、諸注意を説明す
る。
堀池
2
（授業内容）
サッカーのボールフィーリング
・コーディネーショントレーニ
ングについて理解を深める。
（授業方法）
どのようなボールフィーリング
・コーディネーショントレーニ
ングがあるのか解説する。
3

4

堀池

堀池

5

堀池

6

堀池

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
予習：0.5時間】
シラバスを確認に授業について理解・把握をする
【復習：0.5時間】
サッカー競技の特性について理解を深める。
【予習：0.5時間】
ボールフィーリング・コーディネーショントレー
ニングとは何か調べる。
【復習：0.5時間】
サッカーのためのボールフィーリング・コーディ
ネーショントレーニングを１つ開発する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
パス＆コントロールのテクニッ
有効な視野の確保、ボールの置き所とはどういう
クについて理解を深める。
ことか調べる。
（授業方法）
対面パスを中心に両足を使いな
【復習： 0.5時間】
がらのドリルを行う。

（授業内容）
ドリブル・ヘディングについて
理解を深める。
（授業方法）
様々な部位を使ったドリブル、
ドリブルターン、１対１のドリ
ブル等を行う。ヘディングの基
本姿勢について解説する。

両足で、なおかつ正確性を追求しながらパスとコ
ントロールができているか復習を行う。
【予習：0.5時間】
ドリブル・ヘディングについて調べる。
【復習：0.5時間】
周りを見ながら、スピードの変化を加えながら、
フェイントを入れながらドリブルできるか復習す
る。
ヘディングの際のボールを当てる場所を確認する
。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
ゴールキーピングとシュートの
基本について理解を深める。 現代のゴールキーパーに求められることは何か調
（授業方法）ゴールキーパー育 べる。
成のための様々な基本動作を体
験し、実際にシュートを受ける 【復習：0.5時間】
。
ゴールキーパーの基本動作について正しくできる
かどうか復習する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
コンビネーション(クロスを含
む)からのシュートについて理 クロスからの攻撃はなぜ有効なのか調べる。
解を深める。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
コンビネーションからのドリル
シュートを行い、クロスボール 積極的にシュートを狙う姿勢を常に持ちながら、
はなぜ有効なのか解説する。 GKとの駆け引きや、正確に狙うことができるか復
習する。
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7

堀池

8

堀池

9

堀池

10

堀池

11

堀池

12

堀池

（授業内容）
ボールを奪う：守備の個人戦術
について理解を深める。
（授業方法）
守備の個人戦術について解説し
、ドリルトレーニングを行う。

【予習：0.5時間】
守備におけるチャレンジの優先順位、ポジション
の原則について調べてくる。
【復習：0.5時間】
守備における個人戦術を理解し、プレッシャーを
かけ、奪うチャンスを逃さずボールが奪えるか復
習する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
ポゼッションについて理解を深
ポゼションとはどういうことか調べる。
める。
（授業方法）
ボールを失わないためのテクニ 【復習：0.5時間】
ックドリルを行い、解説する
相手選手にボールを奪われることなく、判断の変
化に対応しながらポジションを変化させ、ボール
を奪われないか復習する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
攻守におけるオフ・ザ・ボール
の動きについて理解を深める。 攻守におけるオフ・ザ・ボールとはどういうこと
か調べる。
（授業方法）
オフ・ザ・ボールの動きについ
【復習：0.5時間】
て解説をする。
ゲーム中、オフ・ザ・ボールの状況を理解した上
でプレーできているかどうか復習する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
突破：ゴールを奪うために必要
な突破の動きについて理解を深 サッカーにおける突破の動きについて調べてくる
こと。
める。
（授業方法）
突破の動きについて解説し、様 【復習：0.5時間】
々なトレーニングを行う。
相手との間合い、フェイント、スピードの変化、
方向の変化を加えながら突破ができているか復習
する。
【予習：1時間】
（授業内容）
講義：ルールと審判法、スポー
ツ現場における暴力根絶につい サッカーのオフサイドについて調べる。
スポーツ指導における暴力はなぜ起きるのかを考
て理解を深める。
える。
（授業方法）
サッカーのルールと審判法につ
いて解説する。暴力根絶につい 【復習：1時間】
てグループディスカッションを サッカーのルールについて、「サッカーの競技規
則」をWeb上で閲覧し復習する。
する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
セットプレー：現代サッカーに
おけるセットプレーの重要性に セットプレーはなぜ攻撃側に有利なのか調べる。
ついて理解を深める。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
セットプレーゲームを行い、解
得点に直接結びつくようなセットプレーができる
説をする。
かどうか復習する。
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14

堀池

堀池

（授業内容）
ゲーム：11対11の対抗戦で審判
法、システム、ポジションにつ
いて理解を深める。
（授業方法）
システム、ポジションを自分た
ちで決めさせゲームを行う。ま
たレフェリーをやり、審判法を
身につけさせる。
（授業内容）
ゲーム：11対11の対抗戦で審判
法、システム、ポジションにつ
いて理解を深める。
（授業方法）
システム、ポジションを自分た
ちで決めさせゲームを行う。ま
たレフェリーをやり、審判法を
身につけさせる。
「定期試験」（筆記テスト）
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【予習：0.5時間】
システムの変遷と各ポジションの役割について調
べる。
【復習：0.5時間】
システムとポジションについて理解すると共に、
映像を通して実際のゲームでどのようになってい
るか復習する。
【予習：0.5時間】
チームごとに主導権を握るサッカーをするために
は何が必要かミーティングを行う。
【復習：0.5時間】
チームごとに試合の分析を行い、課題解決のため
に何が必要か授業を振り返りながら復習を行う。

授業科目名
英語科目名

サッカー
Soccer

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 堀池 巧
科目担当者
島嵜 佑
授業概要
【授業全体の内容】
サッカーは、世界で最もポピュラーな種目であり、ワールドカップはオリンピックと並ぶ世界的なイベントで
ある。なぜ、それほどまでに人気を博するのか、是非、体験して頂きたい。授業は、毎時間のテーマに（獲得
を目指す技術・能力）に則した内容を設定し、プレーする。 初心者は基礎技術の習得を目指し、経験者は初
心者に教えることで、サッカーへの理解が高まるように授業を展開する。また、チーム分けをして、リーグ戦
を行うことで、チームワークの重要性、勝利の喜びなど、サッカーの楽しさを体感して欲しいと思います。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「コニュニケーション力」、「倫理観」および「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教
養及びそれらの活用能力」という学位授与方針の達成に寄与する。
1.サッカーにおける基礎技術を習得し、プレーすることができる。
2.サッカーの本質・原理原則および楽しさを理解し、プレーすることができる。
3.ルールを理解し、プレーおよび審判を行うことができる。
【授業の到達目標】 ※上記「授業の位置づけ」に対応した到達目標を設定してください。
１．サッカーにおける基礎技術を習得しプレーすることができる。
２．サッカーの原理原則および楽しさを理解しプレーすることができる。
３．サッカーの競技規則に基づいてプレーおよび審判をすることができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.授業終了時に実技試験を行い、評価する。（実技レベル・上達度）
2.授業終了時に理論(ルール・戦術)試験を行い、評価する。（理論）
3.復習課題が整理されているか評価する。（復習ノート）
4.リーグ戦の対戦成績を評価する。（授業態度・取り組み）（実技レベル・上達度）
【成績評価の方法】
授業態度・取り組み30%、実技レベル・上達度40％、理論20%、復習ノート10%の割合で評価します。
履修における留意事項
［履修要件］
実技科目のため、すでに2ヶ月を超えてプレーできない可能性がある場合は、相談すること。
［履修上の注意（科目独自のルール］
実技科目のため、見学は欠席と同等に扱います。
強制はしませんが、足の保護、滑らないためにサッカーシューズの準備を勧めます。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
復習課題については、修正点を記載し、返却する。
理論試験については、採点後、模範解答とともに返却する。
［テキスト・参考文献等の資料］
必要に応じて、資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：島嵜 佑
E‑mail：yshimasa[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
[オフィスアワー］
日時：水曜日 12:00〜12:50
場所：1号館5F 1528号 球技コーチング学研究室
備考
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［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり 、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を必
要とする内容をもって構成する 。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
島嵜
（予習：0.5時間）
1
［授業内容］
ガイダンス：実技選択を行う。 シラバスを確認し、授業の全体像を把握する。
（復習：0.5時間）
授業について説明する。
授業展開、注意事項、準備について確認する。
［授業方法］
希望を調査し、他種目との調整
を行う。
島嵜
（予習：0.5時間）
2
［授業内容］
ボールフィーリングを行い、手 サッカーのラインおよびエリアの名称を調べる。
以外でボールを触る感覚を養う （復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
。
ントを整理する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
島嵜
（予習：0.5時間）
3
［授業内容］
ドリブルを中心としたボールフ ドリブルの得意な選手を調べ、インターネット映
ィーリングを行い、自由に移動 像でイメージする。
（復習：0.5時間）
できるようになる。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
島嵜
（予習：0.5時間）
4
［授業内容］
パス&コントロールを行い、サ キック・パス・ボールコントロールの種類につい
ッカーに必要な技能を身につけ て調べ、ポイントを理解する。
（復習：0.5時間）
る。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
島嵜
（予習：0.5時間）
5
［授業内容］
状況に応じたシュートを体得す シュートのポイントについて調べてくる。
（復習：0.5時間）
る。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
島嵜
（予習：0.5時間）
6
［授業内容］
オフ・ザ・ボールの動きを理解 オフ・ザ・ボールの動きについて調べる。
（復習：0.5時間）
しプレーする。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与えプレーする。
島嵜
（予習：0.5時間）
7
［授業内容］
守備の個人戦術・グループ戦術 マークの原則・チャレンジの優先順位について調
について理解し、プレーする。 べる。
（復習：0.5時間）
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ 授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
を与え、プレーする。
島嵜
（予習：0.5時間）
8
［授業内容］
攻撃の目的とプレーの原則を意 攻撃の目的・プレーの原則・方法について調べる
。
識してプレーする。
（復習：0.5時間）
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ 授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
を与え、プレーする。
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9

島嵜

10

島嵜

11

島嵜

12

島嵜

13

島嵜

14

島嵜

（予習：0.5時間）
［授業内容］
ゴールキーパーの基礎動作、技 ゴールキーパーの映像をインターネット動画で閲
覧し、イメージを深める。
術を体得する。
（復習：0.5時間）
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ 授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ルールと審判法について理解す オフサイドについて調べる。
（復習：0.5時間）
る。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
パワーポイントおよび映像を利 ントを整理する。
用した講義形式で行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
8人制のハーフコートゲームを U‑12の育成年代に取り入れられている8人制サッ
カーについて調べてくる。
行う。
（復習：0.5時間）
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ 授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
チーム内でポジションを決め、 ポジションについて調べ、各ポジションの主な役
11vs11のフルピッチでゲームを 割について理解する。
（復習：0.5時間）
行う。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
（予習： 0.5時間）
［授業内容］
チーム内でシステムを決め、11 システムについて調べ、それぞれの特徴を理解す
vs11のフルピッチでゲームを行 る。
う。セットプレーを体験する。 （復習： 0.5時間）
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ 授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
を与え、プレーする。
【予習： 1時間】
［授業内容］
11vs11のフルピッチでゲームを
行う。ペナルティーキックを体 これまでの振り返りを行い、サッカーの全体像を
理解する。
験する。
【復習： 1時間】
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
を与え、プレーする。
ントを整理する。
「定期試験」
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授業科目名
英語科目名

サッカー
Soccer

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

堀池

巧

授業概要
【授業全体の内容】
この授業では「自身ができる」と「他者にできるようにさせる」ことを柱に、サッカーにおける基礎技術の習
得と向上、個人戦術、グループ戦術、チーム戦術を理解し、仲間とともに競技をする楽しさを学び、さらには
、サッカーの基本原則や競技規則について理解を深めます。また、サッカーにおけるテーマごとの様々なトレ
ーニングメニューを体験しサッカー理解を高める。 またグループごとにトレーニングをプランニングし中学
・高校の授業で指導実践できる技術を身につける。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
集団スポーツであるサッカーは、人との関わりが非常に重要なスポーツである。本授業では、サッカーにおい
て特に必要な能力である「個人スキル」「コミュニケーション力」「対人調整力」を養い、スポーツ健康科学
を中心とした幅広い知識と教養を身につけることを目指す。
【授業の到達目標】
１．サッカーにおける基礎技術を習得しプレーすることができる。
２．サッカーの原理原則および楽しさを理解しプレーすることができる。
３．サッカーの競技規則に基づいてプレーおよび審判をすることができる。
成績評価
【成績評価の基準】
１．サッカーにおけるボールをコントロールする・パスする・ドリブルするといった基本技術、個人戦術を正
確に行うことができるかゲームの中で評価する。
２．サッカー知識として、サッカーの競技規則、審判法等を理解しているか定期試験で評価する。
【成績評価の方法】
実技レベルおよび知識理解：50%、定期試験：30%、授業態度および取り組む姿勢：20%の割合で評価します。
出席が授業回数の2/3に満たない場合、また著しく不適切な受講態度と判断した学生に対しての単位認定は行
いません。
履修における留意事項
【履修要件】
出来る限り怪我等で見学することなく実技の授業に参加すること。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
適切な服装（スネ当てを含む）とシューズの準備をすること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業の中でキーファクター、ポイント等を提示し、解説する。
【テキスト・参考書等】
Laws of the Game サッカー競技規則
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：堀池 巧
E‑mail：t‑horiike［at］juntendo.ac.jp

（［at］を＠に変更してください）

【オフィスアワー】
日時：火曜日・10時〜12時、木曜日・10時〜12時、
場所：1号館5階 サッカー研究室 1529室
備考
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【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による１単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
堀池
1
（授業内容）
ガイダンス：サッカーの授業に
対しての理解を深める。
（授業方法）
授業の進め方、諸注意を説明す
る。
堀池
2
（授業内容）
サッカーのボールフィーリング
・コーディネーショントレーニ
ングについて理解を深める。
（授業方法）
どのようなボールフィーリング
・コーディネーショントレーニ
ングがあるのか解説する。
3

4

堀池

堀池

5

堀池

6

堀池

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
予習：0.5時間】
シラバスを確認に授業について理解・把握をする
【復習：0.5時間】
サッカー競技の特性について理解を深める。
【予習：0.5時間】
ボールフィーリング・コーディネーショントレー
ニングとは何か調べる。
【復習：0.5時間】
サッカーのためのボールフィーリング・コーディ
ネーショントレーニングを１つ開発する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
パス＆コントロールのテクニッ
有効な視野の確保、ボールの置き所とはどういう
クについて理解を深める。
ことか調べる。
（授業方法）
対面パスを中心に両足を使いな
【復習： 0.5時間】
がらのドリルを行う。

（授業内容）
ドリブル・ヘディングについて
理解を深める。
（授業方法）
様々な部位を使ったドリブル、
ドリブルターン、１対１のドリ
ブル等を行う。ヘディングの基
本姿勢について解説する。

両足で、なおかつ正確性を追求しながらパスとコ
ントロールができているか復習を行う。
【予習：0.5時間】
ドリブル・ヘディングについて調べる。
【復習：0.5時間】
周りを見ながら、スピードの変化を加えながら、
フェイントを入れながらドリブルできるか復習す
る。
ヘディングの際のボールを当てる場所を確認する
。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
ゴールキーピングとシュートの
基本について理解を深める。 現代のゴールキーパーに求められることは何か調
（授業方法）ゴールキーパー育 べる。
成のための様々な基本動作を体
験し、実際にシュートを受ける 【復習：0.5時間】
。
ゴールキーパーの基本動作について正しくできる
かどうか復習する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
コンビネーション(クロスを含
む)からのシュートについて理 クロスからの攻撃はなぜ有効なのか調べる。
解を深める。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
コンビネーションからのドリル
シュートを行い、クロスボール 積極的にシュートを狙う姿勢を常に持ちながら、
はなぜ有効なのか解説する。 GKとの駆け引きや、正確に狙うことができるか復
習する。
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7

堀池

8

堀池

9

堀池

10

堀池

11

堀池

12

堀池

（授業内容）
ボールを奪う：守備の個人戦術
について理解を深める。
（授業方法）
守備の個人戦術について解説し
、ドリルトレーニングを行う。

【予習：0.5時間】
守備におけるチャレンジの優先順位、ポジション
の原則について調べてくる。
【復習：0.5時間】
守備における個人戦術を理解し、プレッシャーを
かけ、奪うチャンスを逃さずボールが奪えるか復
習する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
ポゼッションについて理解を深
ポゼションとはどういうことか調べる。
める。
（授業方法）
ボールを失わないためのテクニ 【復習：0.5時間】
ックドリルを行い、解説する
相手選手にボールを奪われることなく、判断の変
化に対応しながらポジションを変化させ、ボール
を奪われないか復習する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
攻守におけるオフ・ザ・ボール
の動きについて理解を深める。 攻守におけるオフ・ザ・ボールとはどういうこと
か調べる。
（授業方法）
オフ・ザ・ボールの動きについ
【復習：0.5時間】
て解説をする。
ゲーム中、オフ・ザ・ボールの状況を理解した上
でプレーできているかどうか復習する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
突破：ゴールを奪うために必要
な突破の動きについて理解を深 サッカーにおける突破の動きについて調べてくる
こと。
める。
（授業方法）
突破の動きについて解説し、様 【復習：0.5時間】
々なトレーニングを行う。
相手との間合い、フェイント、スピードの変化、
方向の変化を加えながら突破ができているか復習
する。
【予習：1時間】
（授業内容）
講義：ルールと審判法、スポー
ツ現場における暴力根絶につい サッカーのオフサイドについて調べる。
スポーツ指導における暴力はなぜ起きるのかを考
て理解を深める。
える。
（授業方法）
サッカーのルールと審判法につ
いて解説する。暴力根絶につい 【復習：1時間】
てグループディスカッションを サッカーのルールについて、「サッカーの競技規
則」をWeb上で閲覧し復習する。
する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
セットプレー：現代サッカーに
おけるセットプレーの重要性に セットプレーはなぜ攻撃側に有利なのか調べる。
ついて理解を深める。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
セットプレーゲームを行い、解
得点に直接結びつくようなセットプレーができる
説をする。
かどうか復習する。
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堀池

堀池

（授業内容）
ゲーム：11対11の対抗戦で審判
法、システム、ポジションにつ
いて理解を深める。
（授業方法）
システム、ポジションを自分た
ちで決めさせゲームを行う。ま
たレフェリーをやり、審判法を
身につけさせる。
（授業内容）
ゲーム：11対11の対抗戦で審判
法、システム、ポジションにつ
いて理解を深める。
（授業方法）
システム、ポジションを自分た
ちで決めさせゲームを行う。ま
たレフェリーをやり、審判法を
身につけさせる。
「定期試験」（筆記テスト）
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【予習：0.5時間】
システムの変遷と各ポジションの役割について調
べる。
【復習：0.5時間】
システムとポジションについて理解すると共に、
映像を通して実際のゲームでどのようになってい
るか復習する。
【予習：0.5時間】
チームごとに主導権を握るサッカーをするために
は何が必要かミーティングを行う。
【復習：0.5時間】
チームごとに試合の分析を行い、課題解決のため
に何が必要か授業を振り返りながら復習を行う。

授業科目名
英語科目名

サッカー
Soccer

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 堀池 巧
科目担当者
島嵜 佑
授業概要
【授業全体の内容】
サッカーは、世界で最もポピュラーな種目であり、ワールドカップはオリンピックと並ぶ世界的なイベントで
ある。なぜ、それほどまでに人気を博するのか、是非、体験して頂きたい。授業は、毎時間のテーマに（獲得
を目指す技術・能力）に則した内容を設定し、プレーする。 初心者は基礎技術の習得を目指し、経験者は初
心者に教えることで、サッカーへの理解が高まるように授業を展開する。また、チーム分けをして、リーグ戦
を行うことで、チームワークの重要性、勝利の喜びなど、サッカーの楽しさを体感して欲しいと思います。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「コニュニケーション力」、「倫理観」および「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教
養及びそれらの活用能力」という学位授与方針の達成に寄与する。
1.サッカーにおける基礎技術を習得し、プレーすることができる。
2.サッカーの本質・原理原則および楽しさを理解し、プレーすることができる。
3.ルールを理解し、プレーおよび審判を行うことができる。
【授業の到達目標】 ※上記「授業の位置づけ」に対応した到達目標を設定してください。
１．サッカーにおける基礎技術を習得しプレーすることができる。
２．サッカーの原理原則および楽しさを理解しプレーすることができる。
３．サッカーの競技規則に基づいてプレーおよび審判をすることができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.授業終了時に実技試験を行い、評価する。（実技レベル・上達度）
2.授業終了時に理論(ルール・戦術)試験を行い、評価する。（理論）
3.復習課題が整理されているか評価する。（復習ノート）
4.リーグ戦の対戦成績を評価する。（授業態度・取り組み）（実技レベル・上達度）
【成績評価の方法】
授業態度・取り組み30%、実技レベル・上達度40％、理論20%、復習ノート10%の割合で評価します。
履修における留意事項
［履修要件］
実技科目のため、すでに2ヶ月を超えてプレーできない可能性がある場合は、相談すること。
［履修上の注意（科目独自のルール］
実技科目のため、見学は欠席と同等に扱います。
強制はしませんが、足の保護、滑らないためにサッカーシューズの準備を勧めます。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
復習課題については、修正点を記載し、返却する。
理論試験については、採点後、模範解答とともに返却する。
［テキスト・参考文献等の資料］
必要に応じて、資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：島嵜 佑
E‑mail：yshimasa[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
[オフィスアワー］
日時：水曜日 12:00〜12:50
場所：1号館5F 1528号 球技コーチング学研究室
備考
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［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり 、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を必
要とする内容をもって構成する 。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
島嵜
（予習：0.5時間）
1
［授業内容］
ガイダンス：実技選択を行う。 シラバスを確認し、授業の全体像を把握する。
（復習：0.5時間）
授業について説明する。
授業展開、注意事項、準備について確認する。
［授業方法］
希望を調査し、他種目との調整
を行う。
島嵜
（予習：0.5時間）
2
［授業内容］
ボールフィーリングを行い、手 サッカーのラインおよびエリアの名称を調べる。
以外でボールを触る感覚を養う （復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
。
ントを整理する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
島嵜
（予習：0.5時間）
3
［授業内容］
ドリブルを中心としたボールフ ドリブルの得意な選手を調べ、インターネット映
ィーリングを行い、自由に移動 像でイメージする。
（復習：0.5時間）
できるようになる。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
島嵜
（予習：0.5時間）
4
［授業内容］
パス&コントロールを行い、サ キック・パス・ボールコントロールの種類につい
ッカーに必要な技能を身につけ て調べ、ポイントを理解する。
（復習：0.5時間）
る。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
島嵜
（予習：0.5時間）
5
［授業内容］
状況に応じたシュートを体得す シュートのポイントについて調べてくる。
（復習：0.5時間）
る。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
島嵜
（予習：0.5時間）
6
［授業内容］
オフ・ザ・ボールの動きを理解 オフ・ザ・ボールの動きについて調べる。
（復習：0.5時間）
しプレーする。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与えプレーする。
島嵜
（予習：0.5時間）
7
［授業内容］
守備の個人戦術・グループ戦術 マークの原則・チャレンジの優先順位について調
について理解し、プレーする。 べる。
（復習：0.5時間）
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ 授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
を与え、プレーする。
島嵜
（予習：0.5時間）
8
［授業内容］
攻撃の目的とプレーの原則を意 攻撃の目的・プレーの原則・方法について調べる
。
識してプレーする。
（復習：0.5時間）
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ 授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
を与え、プレーする。
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9

島嵜

10

島嵜

11

島嵜

12

島嵜

13

島嵜

14

島嵜

（予習：0.5時間）
［授業内容］
ゴールキーパーの基礎動作、技 ゴールキーパーの映像をインターネット動画で閲
覧し、イメージを深める。
術を体得する。
（復習：0.5時間）
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ 授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ルールと審判法について理解す オフサイドについて調べる。
（復習：0.5時間）
る。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
パワーポイントおよび映像を利 ントを整理する。
用した講義形式で行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
8人制のハーフコートゲームを U‑12の育成年代に取り入れられている8人制サッ
カーについて調べてくる。
行う。
（復習：0.5時間）
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ 授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
チーム内でポジションを決め、 ポジションについて調べ、各ポジションの主な役
11vs11のフルピッチでゲームを 割について理解する。
（復習：0.5時間）
行う。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
（予習： 0.5時間）
［授業内容］
チーム内でシステムを決め、11 システムについて調べ、それぞれの特徴を理解す
vs11のフルピッチでゲームを行 る。
う。セットプレーを体験する。 （復習： 0.5時間）
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ 授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
を与え、プレーする。
【予習： 1時間】
［授業内容］
11vs11のフルピッチでゲームを
行う。ペナルティーキックを体 これまでの振り返りを行い、サッカーの全体像を
理解する。
験する。
【復習： 1時間】
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
を与え、プレーする。
ントを整理する。
「定期試験」
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授業科目名
英語科目名

サッカー
Soccer

授業形態
開講学期

実技
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

堀池

巧

授業概要
【授業全体の内容】
この授業では「自身ができる」と「他者にできるようにさせる」ことを柱に、サッカーにおける基礎技術の習
得と向上、個人戦術、グループ戦術、チーム戦術を理解し、仲間とともに競技をする楽しさを学び、さらには
、サッカーの基本原則や競技規則について理解を深めます。また、サッカーにおけるテーマごとの様々なトレ
ーニングメニューを体験しサッカー理解を高める。 またグループごとにトレーニングをプランニングし中学
・高校の授業で指導実践できる技術を身につける。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
集団スポーツであるサッカーは、人との関わりが非常に重要なスポーツである。本授業では、サッカーにおい
て特に必要な能力である「個人スキル」「コミュニケーション力」「対人調整力」を養い、スポーツ健康科学
を中心とした幅広い知識と教養を身につけることを目指す。
【授業の到達目標】
１．サッカーにおける基礎技術を習得しプレーすることができる。
２．サッカーの原理原則および楽しさを理解しプレーすることができる。
３．サッカーの競技規則に基づいてプレーおよび審判をすることができる。
成績評価
【成績評価の基準】
１．サッカーにおけるボールをコントロールする・パスする・ドリブルするといった基本技術、個人戦術を正
確に行うことができるかゲームの中で評価する。
２．サッカー知識として、サッカーの競技規則、審判法等を理解しているか定期試験で評価する。
【成績評価の方法】
実技レベルおよび知識理解：50%、定期試験：30%、授業態度および取り組む姿勢：20%の割合で評価します。
出席が授業回数の2/3に満たない場合、また著しく不適切な受講態度と判断した学生に対しての単位認定は行
いません。
履修における留意事項
【履修要件】
出来る限り怪我等で見学することなく実技の授業に参加すること。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
適切な服装（スネ当てを含む）とシューズの準備をすること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業の中でキーファクター、ポイント等を提示し、解説する。
【テキスト・参考書等】
Laws of the Game サッカー競技規則
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：堀池 巧
E‑mail：t‑horiike［at］juntendo.ac.jp

（［at］を＠に変更してください）

【オフィスアワー】
日時：火曜日・10時〜12時、木曜日・10時〜12時、
場所：1号館5階 サッカー研究室 1529室
備考

2622

【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による１単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
堀池
1
（授業内容）
ガイダンス：サッカーの授業に
対しての理解を深める。
（授業方法）
授業の進め方、諸注意を説明す
る。
堀池
2
（授業内容）
サッカーのボールフィーリング
・コーディネーショントレーニ
ングについて理解を深める。
（授業方法）
どのようなボールフィーリング
・コーディネーショントレーニ
ングがあるのか解説する。
3

4

堀池

堀池

5

堀池

6

堀池

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
予習：0.5時間】
シラバスを確認に授業について理解・把握をする
【復習：0.5時間】
サッカー競技の特性について理解を深める。
【予習：0.5時間】
ボールフィーリング・コーディネーショントレー
ニングとは何か調べる。
【復習：0.5時間】
サッカーのためのボールフィーリング・コーディ
ネーショントレーニングを１つ開発する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
パス＆コントロールのテクニッ
有効な視野の確保、ボールの置き所とはどういう
クについて理解を深める。
ことか調べる。
（授業方法）
対面パスを中心に両足を使いな
【復習： 0.5時間】
がらのドリルを行う。

（授業内容）
ドリブル・ヘディングについて
理解を深める。
（授業方法）
様々な部位を使ったドリブル、
ドリブルターン、１対１のドリ
ブル等を行う。ヘディングの基
本姿勢について解説する。

両足で、なおかつ正確性を追求しながらパスとコ
ントロールができているか復習を行う。
【予習：0.5時間】
ドリブル・ヘディングについて調べる。
【復習：0.5時間】
周りを見ながら、スピードの変化を加えながら、
フェイントを入れながらドリブルできるか復習す
る。
ヘディングの際のボールを当てる場所を確認する
。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
ゴールキーピングとシュートの
基本について理解を深める。 現代のゴールキーパーに求められることは何か調
（授業方法）ゴールキーパー育 べる。
成のための様々な基本動作を体
験し、実際にシュートを受ける 【復習：0.5時間】
。
ゴールキーパーの基本動作について正しくできる
かどうか復習する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
コンビネーション(クロスを含
む)からのシュートについて理 クロスからの攻撃はなぜ有効なのか調べる。
解を深める。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
コンビネーションからのドリル
シュートを行い、クロスボール 積極的にシュートを狙う姿勢を常に持ちながら、
はなぜ有効なのか解説する。 GKとの駆け引きや、正確に狙うことができるか復
習する。
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7

堀池

8

堀池

9

堀池

10

堀池

11

堀池

12

堀池

（授業内容）
ボールを奪う：守備の個人戦術
について理解を深める。
（授業方法）
守備の個人戦術について解説し
、ドリルトレーニングを行う。

【予習：0.5時間】
守備におけるチャレンジの優先順位、ポジション
の原則について調べてくる。
【復習：0.5時間】
守備における個人戦術を理解し、プレッシャーを
かけ、奪うチャンスを逃さずボールが奪えるか復
習する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
ポゼッションについて理解を深
ポゼションとはどういうことか調べる。
める。
（授業方法）
ボールを失わないためのテクニ 【復習：0.5時間】
ックドリルを行い、解説する
相手選手にボールを奪われることなく、判断の変
化に対応しながらポジションを変化させ、ボール
を奪われないか復習する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
攻守におけるオフ・ザ・ボール
の動きについて理解を深める。 攻守におけるオフ・ザ・ボールとはどういうこと
か調べる。
（授業方法）
オフ・ザ・ボールの動きについ
【復習：0.5時間】
て解説をする。
ゲーム中、オフ・ザ・ボールの状況を理解した上
でプレーできているかどうか復習する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
突破：ゴールを奪うために必要
な突破の動きについて理解を深 サッカーにおける突破の動きについて調べてくる
こと。
める。
（授業方法）
突破の動きについて解説し、様 【復習：0.5時間】
々なトレーニングを行う。
相手との間合い、フェイント、スピードの変化、
方向の変化を加えながら突破ができているか復習
する。
【予習：1時間】
（授業内容）
講義：ルールと審判法、スポー
ツ現場における暴力根絶につい サッカーのオフサイドについて調べる。
スポーツ指導における暴力はなぜ起きるのかを考
て理解を深める。
える。
（授業方法）
サッカーのルールと審判法につ
いて解説する。暴力根絶につい 【復習：1時間】
てグループディスカッションを サッカーのルールについて、「サッカーの競技規
則」をWeb上で閲覧し復習する。
する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
セットプレー：現代サッカーに
おけるセットプレーの重要性に セットプレーはなぜ攻撃側に有利なのか調べる。
ついて理解を深める。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
セットプレーゲームを行い、解
得点に直接結びつくようなセットプレーができる
説をする。
かどうか復習する。
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13

14

堀池

堀池

（授業内容）
ゲーム：11対11の対抗戦で審判
法、システム、ポジションにつ
いて理解を深める。
（授業方法）
システム、ポジションを自分た
ちで決めさせゲームを行う。ま
たレフェリーをやり、審判法を
身につけさせる。
（授業内容）
ゲーム：11対11の対抗戦で審判
法、システム、ポジションにつ
いて理解を深める。
（授業方法）
システム、ポジションを自分た
ちで決めさせゲームを行う。ま
たレフェリーをやり、審判法を
身につけさせる。
「定期試験」（筆記テスト）
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【予習：0.5時間】
システムの変遷と各ポジションの役割について調
べる。
【復習：0.5時間】
システムとポジションについて理解すると共に、
映像を通して実際のゲームでどのようになってい
るか復習する。
【予習：0.5時間】
チームごとに主導権を握るサッカーをするために
は何が必要かミーティングを行う。
【復習：0.5時間】
チームごとに試合の分析を行い、課題解決のため
に何が必要か授業を振り返りながら復習を行う。

授業科目名
英語科目名

サッカー
Soccer

授業形態
開講学期

実技
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

堀池

巧

授業概要
【授業全体の内容】
この授業では「自身ができる」と「他者にできるようにさせる」ことを柱に、サッカーにおける基礎技術の習
得と向上、個人戦術、グループ戦術、チーム戦術を理解し、仲間とともに競技をする楽しさを学び、さらには
、サッカーの基本原則や競技規則について理解を深めます。また、サッカーにおけるテーマごとの様々なトレ
ーニングメニューを体験しサッカー理解を高める。 またグループごとにトレーニングをプランニングし中学
・高校の授業で指導実践できる技術を身につける。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
集団スポーツであるサッカーは、人との関わりが非常に重要なスポーツである。本授業では、サッカーにおい
て特に必要な能力である「個人スキル」「コミュニケーション力」「対人調整力」を養い、スポーツ健康科学
を中心とした幅広い知識と教養を身につけることを目指す。
【授業の到達目標】
１．サッカーにおける基礎技術を習得しプレーすることができる。
２．サッカーの原理原則および楽しさを理解しプレーすることができる。
３．サッカーの競技規則に基づいてプレーおよび審判をすることができる。
成績評価
【成績評価の基準】
１．サッカーにおけるボールをコントロールする・パスする・ドリブルするといった基本技術、個人戦術を正
確に行うことができるかゲームの中で評価する。
２．サッカー知識として、サッカーの競技規則、審判法等を理解しているか定期試験で評価する。
【成績評価の方法】
実技レベルおよび知識理解：50%、定期試験：30%、授業態度および取り組む姿勢：20%の割合で評価します。
出席が授業回数の2/3に満たない場合、また著しく不適切な受講態度と判断した学生に対しての単位認定は行
いません。
履修における留意事項
【履修要件】
出来る限り怪我等で見学することなく実技の授業に参加すること。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
適切な服装（スネ当てを含む）とシューズの準備をすること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業の中でキーファクター、ポイント等を提示し、解説する。
【テキスト・参考書等】
Laws of the Game サッカー競技規則
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：堀池 巧
E‑mail：t‑horiike［at］juntendo.ac.jp

（［at］を＠に変更してください）

【オフィスアワー】
日時：火曜日・10時〜12時、木曜日・10時〜12時、
場所：1号館5階 サッカー研究室 1529室
備考
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【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による１単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
堀池
1
（授業内容）
ガイダンス：サッカーの授業に
対しての理解を深める。
（授業方法）
授業の進め方、諸注意を説明す
る。
堀池
2
（授業内容）
サッカーのボールフィーリング
・コーディネーショントレーニ
ングについて理解を深める。
（授業方法）
どのようなボールフィーリング
・コーディネーショントレーニ
ングがあるのか解説する。
3

4

堀池

堀池

5

堀池

6

堀池

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
予習：0.5時間】
シラバスを確認に授業について理解・把握をする
【復習：0.5時間】
サッカー競技の特性について理解を深める。
【予習：0.5時間】
ボールフィーリング・コーディネーショントレー
ニングとは何か調べる。
【復習：0.5時間】
サッカーのためのボールフィーリング・コーディ
ネーショントレーニングを１つ開発する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
パス＆コントロールのテクニッ
有効な視野の確保、ボールの置き所とはどういう
クについて理解を深める。
ことか調べる。
（授業方法）
対面パスを中心に両足を使いな
【復習： 0.5時間】
がらのドリルを行う。

（授業内容）
ドリブル・ヘディングについて
理解を深める。
（授業方法）
様々な部位を使ったドリブル、
ドリブルターン、１対１のドリ
ブル等を行う。ヘディングの基
本姿勢について解説する。

両足で、なおかつ正確性を追求しながらパスとコ
ントロールができているか復習を行う。
【予習：0.5時間】
ドリブル・ヘディングについて調べる。
【復習：0.5時間】
周りを見ながら、スピードの変化を加えながら、
フェイントを入れながらドリブルできるか復習す
る。
ヘディングの際のボールを当てる場所を確認する
。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
ゴールキーピングとシュートの
基本について理解を深める。 現代のゴールキーパーに求められることは何か調
（授業方法）ゴールキーパー育 べる。
成のための様々な基本動作を体
験し、実際にシュートを受ける 【復習：0.5時間】
。
ゴールキーパーの基本動作について正しくできる
かどうか復習する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
コンビネーション(クロスを含
む)からのシュートについて理 クロスからの攻撃はなぜ有効なのか調べる。
解を深める。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
コンビネーションからのドリル
シュートを行い、クロスボール 積極的にシュートを狙う姿勢を常に持ちながら、
はなぜ有効なのか解説する。 GKとの駆け引きや、正確に狙うことができるか復
習する。
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7

堀池

8

堀池

9

堀池

10

堀池

11

堀池

12

堀池

（授業内容）
ボールを奪う：守備の個人戦術
について理解を深める。
（授業方法）
守備の個人戦術について解説し
、ドリルトレーニングを行う。

【予習：0.5時間】
守備におけるチャレンジの優先順位、ポジション
の原則について調べてくる。
【復習：0.5時間】
守備における個人戦術を理解し、プレッシャーを
かけ、奪うチャンスを逃さずボールが奪えるか復
習する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
ポゼッションについて理解を深
ポゼションとはどういうことか調べる。
める。
（授業方法）
ボールを失わないためのテクニ 【復習：0.5時間】
ックドリルを行い、解説する
相手選手にボールを奪われることなく、判断の変
化に対応しながらポジションを変化させ、ボール
を奪われないか復習する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
攻守におけるオフ・ザ・ボール
の動きについて理解を深める。 攻守におけるオフ・ザ・ボールとはどういうこと
か調べる。
（授業方法）
オフ・ザ・ボールの動きについ
【復習：0.5時間】
て解説をする。
ゲーム中、オフ・ザ・ボールの状況を理解した上
でプレーできているかどうか復習する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
突破：ゴールを奪うために必要
な突破の動きについて理解を深 サッカーにおける突破の動きについて調べてくる
こと。
める。
（授業方法）
突破の動きについて解説し、様 【復習：0.5時間】
々なトレーニングを行う。
相手との間合い、フェイント、スピードの変化、
方向の変化を加えながら突破ができているか復習
する。
【予習：1時間】
（授業内容）
講義：ルールと審判法、スポー
ツ現場における暴力根絶につい サッカーのオフサイドについて調べる。
スポーツ指導における暴力はなぜ起きるのかを考
て理解を深める。
える。
（授業方法）
サッカーのルールと審判法につ
いて解説する。暴力根絶につい 【復習：1時間】
てグループディスカッションを サッカーのルールについて、「サッカーの競技規
則」をWeb上で閲覧し復習する。
する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
セットプレー：現代サッカーに
おけるセットプレーの重要性に セットプレーはなぜ攻撃側に有利なのか調べる。
ついて理解を深める。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
セットプレーゲームを行い、解
得点に直接結びつくようなセットプレーができる
説をする。
かどうか復習する。
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13

14

堀池

堀池

（授業内容）
ゲーム：11対11の対抗戦で審判
法、システム、ポジションにつ
いて理解を深める。
（授業方法）
システム、ポジションを自分た
ちで決めさせゲームを行う。ま
たレフェリーをやり、審判法を
身につけさせる。
（授業内容）
ゲーム：11対11の対抗戦で審判
法、システム、ポジションにつ
いて理解を深める。
（授業方法）
システム、ポジションを自分た
ちで決めさせゲームを行う。ま
たレフェリーをやり、審判法を
身につけさせる。
「定期試験」（筆記テスト）
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【予習：0.5時間】
システムの変遷と各ポジションの役割について調
べる。
【復習：0.5時間】
システムとポジションについて理解すると共に、
映像を通して実際のゲームでどのようになってい
るか復習する。
【予習：0.5時間】
チームごとに主導権を握るサッカーをするために
は何が必要かミーティングを行う。
【復習：0.5時間】
チームごとに試合の分析を行い、課題解決のため
に何が必要か授業を振り返りながら復習を行う。

授業科目名
英語科目名

サッカー
Soccer

授業形態
開講学期

実技
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 堀池 巧
科目担当者
島嵜 佑
授業概要
【授業全体の内容】
サッカーは、世界で最もポピュラーな種目であり、ワールドカップはオリンピックと並ぶ世界的なイベントで
ある。なぜ、それほどまでに人気を博するのか、是非、体験して頂きたい。授業は、毎時間のテーマに（獲得
を目指す技術・能力）に則した内容を設定し、プレーする。 初心者は基礎技術の習得を目指し、経験者は初
心者に教えることで、サッカーへの理解が高まるように授業を展開する。また、チーム分けをして、リーグ戦
を行うことで、チームワークの重要性、勝利の喜びなど、サッカーの楽しさを体感して欲しいと思います。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「コニュニケーション力」、「倫理観」および「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教
養及びそれらの活用能力」という学位授与方針の達成に寄与する。
1.サッカーにおける基礎技術を習得し、プレーすることができる。
2.サッカーの本質・原理原則および楽しさを理解し、プレーすることができる。
3.ルールを理解し、プレーおよび審判を行うことができる。
【授業の到達目標】 ※上記「授業の位置づけ」に対応した到達目標を設定してください。
１．サッカーにおける基礎技術を習得しプレーすることができる。
２．サッカーの原理原則および楽しさを理解しプレーすることができる。
３．サッカーの競技規則に基づいてプレーおよび審判をすることができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.授業終了時に実技試験を行い、評価する。（実技レベル・上達度）
2.授業終了時に理論(ルール・戦術)試験を行い、評価する。（理論）
3.復習課題が整理されているか評価する。（復習ノート）
4.リーグ戦の対戦成績を評価する。（授業態度・取り組み）（実技レベル・上達度）
【成績評価の方法】
授業態度・取り組み30%、実技レベル・上達度40％、理論20%、復習ノート10%の割合で評価します。
履修における留意事項
［履修要件］
実技科目のため、すでに2ヶ月を超えてプレーできない可能性がある場合は、相談すること。
［履修上の注意（科目独自のルール］
実技科目のため、見学は欠席と同等に扱います。
強制はしませんが、足の保護、滑らないためにサッカーシューズの準備を勧めます。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
復習課題については、修正点を記載し、返却する。
理論試験については、採点後、模範解答とともに返却する。
［テキスト・参考文献等の資料］
必要に応じて、資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：島嵜 佑
E‑mail：yshimasa[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
[オフィスアワー］
日時：水曜日 12:00〜12:50
場所：1号館5F 1528号 球技コーチング学研究室
備考
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［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり 、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を必
要とする内容をもって構成する 。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
島嵜
（予習：0.5時間）
1
［授業内容］
ガイダンス：実技選択を行う。 シラバスを確認し、授業の全体像を把握する。
（復習：0.5時間）
授業について説明する。
授業展開、注意事項、準備について確認する。
［授業方法］
希望を調査し、他種目との調整
を行う。
島嵜
（予習：0.5時間）
2
［授業内容］
ボールフィーリングを行い、手 サッカーのラインおよびエリアの名称を調べる。
以外でボールを触る感覚を養う （復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
。
ントを整理する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
島嵜
（予習：0.5時間）
3
［授業内容］
ドリブルを中心としたボールフ ドリブルの得意な選手を調べ、インターネット映
ィーリングを行い、自由に移動 像でイメージする。
（復習：0.5時間）
できるようになる。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
島嵜
（予習：0.5時間）
4
［授業内容］
パス&コントロールを行い、サ キック・パス・ボールコントロールの種類につい
ッカーに必要な技能を身につけ て調べ、ポイントを理解する。
（復習：0.5時間）
る。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
島嵜
（予習：0.5時間）
5
［授業内容］
状況に応じたシュートを体得す シュートのポイントについて調べてくる。
（復習：0.5時間）
る。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
島嵜
（予習：0.5時間）
6
［授業内容］
オフ・ザ・ボールの動きを理解 オフ・ザ・ボールの動きについて調べる。
（復習：0.5時間）
しプレーする。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与えプレーする。
島嵜
（予習：0.5時間）
7
［授業内容］
守備の個人戦術・グループ戦術 マークの原則・チャレンジの優先順位について調
について理解し、プレーする。 べる。
（復習：0.5時間）
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ 授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
を与え、プレーする。
島嵜
（予習：0.5時間）
8
［授業内容］
攻撃の目的とプレーの原則を意 攻撃の目的・プレーの原則・方法について調べる
。
識してプレーする。
（復習：0.5時間）
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ 授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
を与え、プレーする。
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9

島嵜

10

島嵜

11

島嵜

12

島嵜

13

島嵜

14

島嵜

（予習：0.5時間）
［授業内容］
ゴールキーパーの基礎動作、技 ゴールキーパーの映像をインターネット動画で閲
覧し、イメージを深める。
術を体得する。
（復習：0.5時間）
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ 授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ルールと審判法について理解す オフサイドについて調べる。
（復習：0.5時間）
る。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
パワーポイントおよび映像を利 ントを整理する。
用した講義形式で行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
8人制のハーフコートゲームを U‑12の育成年代に取り入れられている8人制サッ
カーについて調べてくる。
行う。
（復習：0.5時間）
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ 授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
チーム内でポジションを決め、 ポジションについて調べ、各ポジションの主な役
11vs11のフルピッチでゲームを 割について理解する。
（復習：0.5時間）
行う。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
（予習： 0.5時間）
［授業内容］
チーム内でシステムを決め、11 システムについて調べ、それぞれの特徴を理解す
vs11のフルピッチでゲームを行 る。
う。セットプレーを体験する。 （復習： 0.5時間）
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ 授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
を与え、プレーする。
【予習： 1時間】
［授業内容］
11vs11のフルピッチでゲームを
行う。ペナルティーキックを体 これまでの振り返りを行い、サッカーの全体像を
理解する。
験する。
【復習： 1時間】
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
を与え、プレーする。
ントを整理する。
「定期試験」
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授業科目名
英語科目名

サッカー
Soccer

授業形態
開講学期

実技
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

堀池

巧

授業概要
【授業全体の内容】
この授業では「自身ができる」と「他者にできるようにさせる」ことを柱に、サッカーにおける基礎技術の習
得と向上、個人戦術、グループ戦術、チーム戦術を理解し、仲間とともに競技をする楽しさを学び、さらには
、サッカーの基本原則や競技規則について理解を深めます。また、サッカーにおけるテーマごとの様々なトレ
ーニングメニューを体験しサッカー理解を高める。 またグループごとにトレーニングをプランニングし中学
・高校の授業で指導実践できる技術を身につける。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
集団スポーツであるサッカーは、人との関わりが非常に重要なスポーツである。本授業では、サッカーにおい
て特に必要な能力である「個人スキル」「コミュニケーション力」「対人調整力」を養い、スポーツ健康科学
を中心とした幅広い知識と教養を身につけることを目指す。
【授業の到達目標】
１．サッカーにおける基礎技術を習得しプレーすることができる。
２．サッカーの原理原則および楽しさを理解しプレーすることができる。
３．サッカーの競技規則に基づいてプレーおよび審判をすることができる。
成績評価
【成績評価の基準】
１．サッカーにおけるボールをコントロールする・パスする・ドリブルするといった基本技術、個人戦術を正
確に行うことができるかゲームの中で評価する。
２．サッカー知識として、サッカーの競技規則、審判法等を理解しているか定期試験で評価する。
【成績評価の方法】
実技レベルおよび知識理解：50%、定期試験：30%、授業態度および取り組む姿勢：20%の割合で評価します。
出席が授業回数の2/3に満たない場合、また著しく不適切な受講態度と判断した学生に対しての単位認定は行
いません。
履修における留意事項
【履修要件】
出来る限り怪我等で見学することなく実技の授業に参加すること。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
適切な服装（スネ当てを含む）とシューズの準備をすること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業の中でキーファクター、ポイント等を提示し、解説する。
【テキスト・参考書等】
Laws of the Game サッカー競技規則
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：堀池 巧
E‑mail：t‑horiike［at］juntendo.ac.jp

（［at］を＠に変更してください）

【オフィスアワー】
日時：火曜日・10時〜12時、木曜日・10時〜12時、
場所：1号館5階 サッカー研究室 1529室
備考
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【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による１単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
堀池
1
（授業内容）
ガイダンス：サッカーの授業に
対しての理解を深める。
（授業方法）
授業の進め方、諸注意を説明す
る。
堀池
2
（授業内容）
サッカーのボールフィーリング
・コーディネーショントレーニ
ングについて理解を深める。
（授業方法）
どのようなボールフィーリング
・コーディネーショントレーニ
ングがあるのか解説する。
3

4

堀池

堀池

5

堀池

6

堀池

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
予習：0.5時間】
シラバスを確認に授業について理解・把握をする
【復習：0.5時間】
サッカー競技の特性について理解を深める。
【予習：0.5時間】
ボールフィーリング・コーディネーショントレー
ニングとは何か調べる。
【復習：0.5時間】
サッカーのためのボールフィーリング・コーディ
ネーショントレーニングを１つ開発する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
パス＆コントロールのテクニッ
有効な視野の確保、ボールの置き所とはどういう
クについて理解を深める。
ことか調べる。
（授業方法）
対面パスを中心に両足を使いな
【復習： 0.5時間】
がらのドリルを行う。

（授業内容）
ドリブル・ヘディングについて
理解を深める。
（授業方法）
様々な部位を使ったドリブル、
ドリブルターン、１対１のドリ
ブル等を行う。ヘディングの基
本姿勢について解説する。

両足で、なおかつ正確性を追求しながらパスとコ
ントロールができているか復習を行う。
【予習：0.5時間】
ドリブル・ヘディングについて調べる。
【復習：0.5時間】
周りを見ながら、スピードの変化を加えながら、
フェイントを入れながらドリブルできるか復習す
る。
ヘディングの際のボールを当てる場所を確認する
。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
ゴールキーピングとシュートの
基本について理解を深める。 現代のゴールキーパーに求められることは何か調
（授業方法）ゴールキーパー育 べる。
成のための様々な基本動作を体
験し、実際にシュートを受ける 【復習：0.5時間】
。
ゴールキーパーの基本動作について正しくできる
かどうか復習する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
コンビネーション(クロスを含
む)からのシュートについて理 クロスからの攻撃はなぜ有効なのか調べる。
解を深める。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
コンビネーションからのドリル
シュートを行い、クロスボール 積極的にシュートを狙う姿勢を常に持ちながら、
はなぜ有効なのか解説する。 GKとの駆け引きや、正確に狙うことができるか復
習する。
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7

堀池

8

堀池

9

堀池

10

堀池

11

堀池

12

堀池

（授業内容）
ボールを奪う：守備の個人戦術
について理解を深める。
（授業方法）
守備の個人戦術について解説し
、ドリルトレーニングを行う。

【予習：0.5時間】
守備におけるチャレンジの優先順位、ポジション
の原則について調べてくる。
【復習：0.5時間】
守備における個人戦術を理解し、プレッシャーを
かけ、奪うチャンスを逃さずボールが奪えるか復
習する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
ポゼッションについて理解を深
ポゼションとはどういうことか調べる。
める。
（授業方法）
ボールを失わないためのテクニ 【復習：0.5時間】
ックドリルを行い、解説する
相手選手にボールを奪われることなく、判断の変
化に対応しながらポジションを変化させ、ボール
を奪われないか復習する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
攻守におけるオフ・ザ・ボール
の動きについて理解を深める。 攻守におけるオフ・ザ・ボールとはどういうこと
か調べる。
（授業方法）
オフ・ザ・ボールの動きについ
【復習：0.5時間】
て解説をする。
ゲーム中、オフ・ザ・ボールの状況を理解した上
でプレーできているかどうか復習する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
突破：ゴールを奪うために必要
な突破の動きについて理解を深 サッカーにおける突破の動きについて調べてくる
こと。
める。
（授業方法）
突破の動きについて解説し、様 【復習：0.5時間】
々なトレーニングを行う。
相手との間合い、フェイント、スピードの変化、
方向の変化を加えながら突破ができているか復習
する。
【予習：1時間】
（授業内容）
講義：ルールと審判法、スポー
ツ現場における暴力根絶につい サッカーのオフサイドについて調べる。
スポーツ指導における暴力はなぜ起きるのかを考
て理解を深める。
える。
（授業方法）
サッカーのルールと審判法につ
いて解説する。暴力根絶につい 【復習：1時間】
てグループディスカッションを サッカーのルールについて、「サッカーの競技規
則」をWeb上で閲覧し復習する。
する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
セットプレー：現代サッカーに
おけるセットプレーの重要性に セットプレーはなぜ攻撃側に有利なのか調べる。
ついて理解を深める。
【復習：0.5時間】
（授業方法）
セットプレーゲームを行い、解
得点に直接結びつくようなセットプレーができる
説をする。
かどうか復習する。

2635

13

14

堀池

堀池

（授業内容）
ゲーム：11対11の対抗戦で審判
法、システム、ポジションにつ
いて理解を深める。
（授業方法）
システム、ポジションを自分た
ちで決めさせゲームを行う。ま
たレフェリーをやり、審判法を
身につけさせる。
（授業内容）
ゲーム：11対11の対抗戦で審判
法、システム、ポジションにつ
いて理解を深める。
（授業方法）
システム、ポジションを自分た
ちで決めさせゲームを行う。ま
たレフェリーをやり、審判法を
身につけさせる。
「定期試験」（筆記テスト）
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【予習：0.5時間】
システムの変遷と各ポジションの役割について調
べる。
【復習：0.5時間】
システムとポジションについて理解すると共に、
映像を通して実際のゲームでどのようになってい
るか復習する。
【予習：0.5時間】
チームごとに主導権を握るサッカーをするために
は何が必要かミーティングを行う。
【復習：0.5時間】
チームごとに試合の分析を行い、課題解決のため
に何が必要か授業を振り返りながら復習を行う。

授業科目名
英語科目名

サッカー
Soccer

授業形態
開講学期

実技
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者 堀池 巧
科目担当者
島嵜 佑
授業概要
【授業全体の内容】
サッカーは、世界で最もポピュラーな種目であり、ワールドカップはオリンピックと並ぶ世界的なイベントで
ある。なぜ、それほどまでに人気を博するのか、是非、体験して頂きたい。授業は、毎時間のテーマに（獲得
を目指す技術・能力）に則した内容を設定し、プレーする。 初心者は基礎技術の習得を目指し、経験者は初
心者に教えることで、サッカーへの理解が高まるように授業を展開する。また、チーム分けをして、リーグ戦
を行うことで、チームワークの重要性、勝利の喜びなど、サッカーの楽しさを体感して欲しいと思います。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「コニュニケーション力」、「倫理観」および「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教
養及びそれらの活用能力」という学位授与方針の達成に寄与する。
1.サッカーにおける基礎技術を習得し、プレーすることができる。
2.サッカーの本質・原理原則および楽しさを理解し、プレーすることができる。
3.ルールを理解し、プレーおよび審判を行うことができる。
【授業の到達目標】 ※上記「授業の位置づけ」に対応した到達目標を設定してください。
１．サッカーにおける基礎技術を習得しプレーすることができる。
２．サッカーの原理原則および楽しさを理解しプレーすることができる。
３．サッカーの競技規則に基づいてプレーおよび審判をすることができる。
成績評価
［成績評価の基準］
1.授業終了時に実技試験を行い、評価する。（実技レベル・上達度）
2.授業終了時に理論(ルール・戦術)試験を行い、評価する。（理論）
3.復習課題が整理されているか評価する。（復習ノート）
4.リーグ戦の対戦成績を評価する。（授業態度・取り組み）（実技レベル・上達度）
【成績評価の方法】
授業態度・取り組み30%、実技レベル・上達度40％、理論20%、復習ノート10%の割合で評価します。
履修における留意事項
［履修要件］
実技科目のため、すでに2ヶ月を超えてプレーできない可能性がある場合は、相談すること。
［履修上の注意（科目独自のルール］
実技科目のため、見学は欠席と同等に扱います。
強制はしませんが、足の保護、滑らないためにサッカーシューズの準備を勧めます。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
復習課題については、修正点を記載し、返却する。
理論試験については、採点後、模範解答とともに返却する。
［テキスト・参考文献等の資料］
必要に応じて、資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：島嵜 佑
E‑mail：yshimasa[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
[オフィスアワー］
日時：水曜日 12:00〜12:50
場所：1号館5F 1528号 球技コーチング学研究室
備考
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［学修時間］
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり 、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を必
要とする内容をもって構成する 。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
島嵜
（予習：0.5時間）
1
［授業内容］
ガイダンス：実技選択を行う。 シラバスを確認し、授業の全体像を把握する。
（復習：0.5時間）
授業について説明する。
授業展開、注意事項、準備について確認する。
［授業方法］
希望を調査し、他種目との調整
を行う。
島嵜
（予習：0.5時間）
2
［授業内容］
ボールフィーリングを行い、手 サッカーのラインおよびエリアの名称を調べる。
以外でボールを触る感覚を養う （復習：0.5時間）
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
。
ントを整理する。
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
を与え、プレーする。
島嵜
（予習：0.5時間）
3
［授業内容］
ドリブルを中心としたボールフ ドリブルの得意な選手を調べ、インターネット映
ィーリングを行い、自由に移動 像でイメージする。
（復習：0.5時間）
できるようになる。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
島嵜
（予習：0.5時間）
4
［授業内容］
パス&コントロールを行い、サ キック・パス・ボールコントロールの種類につい
ッカーに必要な技能を身につけ て調べ、ポイントを理解する。
（復習：0.5時間）
る。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
島嵜
（予習：0.5時間）
5
［授業内容］
状況に応じたシュートを体得す シュートのポイントについて調べてくる。
（復習：0.5時間）
る。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
島嵜
（予習：0.5時間）
6
［授業内容］
オフ・ザ・ボールの動きを理解 オフ・ザ・ボールの動きについて調べる。
（復習：0.5時間）
しプレーする。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与えプレーする。
島嵜
（予習：0.5時間）
7
［授業内容］
守備の個人戦術・グループ戦術 マークの原則・チャレンジの優先順位について調
について理解し、プレーする。 べる。
（復習：0.5時間）
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ 授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
を与え、プレーする。
島嵜
（予習：0.5時間）
8
［授業内容］
攻撃の目的とプレーの原則を意 攻撃の目的・プレーの原則・方法について調べる
。
識してプレーする。
（復習：0.5時間）
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ 授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
を与え、プレーする。
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9

島嵜

10

島嵜

11

島嵜

12

島嵜

13

島嵜

14

島嵜

（予習：0.5時間）
［授業内容］
ゴールキーパーの基礎動作、技 ゴールキーパーの映像をインターネット動画で閲
覧し、イメージを深める。
術を体得する。
（復習：0.5時間）
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ 授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
ルールと審判法について理解す オフサイドについて調べる。
（復習：0.5時間）
る。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
パワーポイントおよび映像を利 ントを整理する。
用した講義形式で行う。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
8人制のハーフコートゲームを U‑12の育成年代に取り入れられている8人制サッ
カーについて調べてくる。
行う。
（復習：0.5時間）
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ 授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
を与え、プレーする。
（予習：0.5時間）
［授業内容］
チーム内でポジションを決め、 ポジションについて調べ、各ポジションの主な役
11vs11のフルピッチでゲームを 割について理解する。
（復習：0.5時間）
行う。
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ ントを整理する。
を与え、プレーする。
（予習： 0.5時間）
［授業内容］
チーム内でシステムを決め、11 システムについて調べ、それぞれの特徴を理解す
vs11のフルピッチでゲームを行 る。
う。セットプレーを体験する。 （復習： 0.5時間）
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ 授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
ントを整理する。
を与え、プレーする。
【予習： 1時間】
［授業内容］
11vs11のフルピッチでゲームを
行う。ペナルティーキックを体 これまでの振り返りを行い、サッカーの全体像を
理解する。
験する。
【復習： 1時間】
［授業方法］
授業内容に沿ったオーガナイズ
授業内容をノートし、キーファクターと指導ポイ
を与え、プレーする。
ントを整理する。
「定期試験」
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授業科目名
英語科目名

バスケットボール
Basketball

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

中嶽

誠

授業概要
【授業全体の内容】
中学校・高等学校におけるバスケットボールの授業実践力の形成を図ることをねらいとする。また、バスケッ
トボールの知識と技術を習得し、それらをゲームの場面で発揮できる能力を身につける必要がある。学習指導
要領に示された目標や学習内容等について解説し、実践するとともに、チーム内で作戦を立ててゲームが展開
できるようにする。この授業科目では、バスケットボールの特性を理解して競技の楽しさに触れるとともに、
技術の向上と戦術の理解を深める。そして、「ボール操作」と「ボールを持っていないときの動き」の個人技
術やチーム戦術・ゲーム運営・審判法を習得し、ゲームの中で実践する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ科学分野の「専門的な知識と技能」及び「専門的な実践力」という学位授与方針の達
成に寄与する。
【授業の到達目標】
1.バスケットボール競技の「ボール操作」「ボールを持っていないときの動き」を実践できる。
2.ゲームの中でシュートを決めることができる。
3.チーム内で作戦を立て、ゲームに勝利することができる。
4.バスケットボール競技の知識（競技規則と審判法）を理解できる。
成績評価
【成績評価の基準】
1.バスケットボール競技の「ボール操作」を実践できる（スキルテスト）。
2.ゲームの中でシュートを決めたりチーム内で作戦を立てたりして、ゲームに勝利することができる（ゲーム
評価）。
3.バスケットボール競技の競技規則を理解できる（筆記ミニテスト）。
4.取組状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
スキルテスト（40％）、ゲーム評価（10％）、筆記ミニテスト（10％）、平常点（40％）を総合して評価す
る。
履修における留意事項
【履修要件】
指定されたクラスを受講すること。多数受講希望者がいる場合には抽選を行い、当選者だけが履修することが
できる。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
バスケットボールに適した服装・シューズを必ず着用し、腕時計・指輪・ピアス等の装飾品は身に着けないで
下さい。また、時間厳守で行います。少し早く来て各自で「シュート練習」を行って下さい。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業中にポイントを解説します。
【テキスト・参考書等】
授業中に指示します。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：中嶽誠
E‑mail：mknakada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を@に変更してください。
【オフィスアワー】
日時：水曜日12時00分〜12時40分
場所：1号館5階1520室 バスケットボール研究室
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
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授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中嶽
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
ガイダンス、バスケットボール
バスケットボールの競技特性を調べる。
の特性

2

中嶽

3

中嶽

4

中嶽

5

中嶽

6

中嶽

7

中嶽

（授業方法）
授業目的及び概要、シラバス、
評価方法、学習指導要領の内容
等について説明する。
（授業内容）
ボール操作①ハンドリング・パ
ス・ドリブル

【復習：0.5時間】
紹介された書籍やホームページ等を閲覧する。

【予習：0.5時間】
バスケットボール技術書を読み、ハンドリング・
パス・ドリブルについて調べる。

（授業方法）
ボールの持ち方やパス・ドリブ 【復習：0.5時間】
ル等を解説し実践する。
ボールの持ち方等のポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作②シュート
バスケットボール技術書を読み、シュートについ
て調べる。
（授業方法）
シュートについて解説し実践す
【復習：0.5時間】
る。
シュートのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作③iPadを用いたシュ
バスケットボール技術書を読み、シュートについ
ート練習
て調べる。
（授業方法）
iPadを用いて自分のシュートを 【復習：0.5時間】
確認・修正する。
シュートのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作のスキルアップテス
今まで学習した個人スキルのポイントを振返る。
ト①
（授業方法）
個人スキルアップテスト①を実 【復習：0.5時間】
施する。
できなかったスキルのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作のスキルアップテス
今まで学習した個人スキルのポイントを振返る。
ト②
（授業方法）
個人スキルアップテスト②を実 【復習：0.5時間】
施する。
できなかったスキルのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボールを持たないときの動き①
バスケットボール技術書からボールを持たないと
きの動きについて調べる。
（授業方法）
攻撃の際、味方から離れる動き
や人のいない場所に移動する動 【復習：0.5時間】
き、相手ゴール前の空間にバラ
ンスよく侵入する動きを解説し ボールを持たないときの動きについて整理する。
実践する。
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8

中嶽

9

中嶽

10

中嶽

11

中嶽

12

中嶽

13

中嶽

14

中嶽

【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボールを持たないときの動き②
バスケットボール技術書からマンツーマンとゾー
ンのディフェンスについて調べる。
（授業方法）
守備における動きについて理解
【復習：0.5時間】
し、実践する。
マンツーマンとゾーンのディフェンスについて整
理する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
バスケットボールの基礎知識（
バスケットボール競技規則の書籍等を読み、コー
競技規則と審判法）
トやリングについて調べる。
（授業方法）
競技規則と審判法について解説 【復習：0.5時間】
し、簡易ゲームの中で実践する
授業で理解した競技規則や審判法を整理する。
。
【予習：1.5時間】
（授業内容）
競技規則に関する筆記ミニテス
筆記テストに解答できるように、前回の内容を学
ト
習する。また、バスケットボール専門書から練習
グループ学習①
方法を調べる。
（授業方法）
前回理解した競技規則について 【復習：0.5時間】
筆記ミニテストを実施する。
グループで練習方法を考案し、 筆記テストの内容を再確認する。
チームごとで練習内容について話し合う。
実践発表をする。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
グループ学習②
バスケットボール専門書から練習方法を調べる。
（授業方法）
グループで練習方法を考案し、 【復習：0.5時間】
実践発表をする。
チームごとで練習内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践①
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践②
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践③
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

バスケットボール
Basketball

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

中嶽

誠

授業概要
【授業全体の内容】
中学校・高等学校におけるバスケットボールの授業実践力の形成を図ることをねらいとする。また、バスケッ
トボールの知識と技術を習得し、それらをゲームの場面で発揮できる能力を身につける必要がある。学習指導
要領に示された目標や学習内容等について解説し、実践するとともに、チーム内で作戦を立ててゲームが展開
できるようにする。この授業科目では、バスケットボールの特性を理解して競技の楽しさに触れるとともに、
技術の向上と戦術の理解を深める。そして、「ボール操作」と「ボールを持っていないときの動き」の個人技
術やチーム戦術・ゲーム運営・審判法を習得し、ゲームの中で実践する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ科学分野の「専門的な知識と技能」及び「専門的な実践力」という学位授与方針の達
成に寄与する。
【授業の到達目標】
1.バスケットボール競技の「ボール操作」「ボールを持っていないときの動き」を実践できる。
2.ゲームの中でシュートを決めることができる。
3.チーム内で作戦を立て、ゲームに勝利することができる。
4.バスケットボール競技の知識（競技規則と審判法）を理解できる。
成績評価
【成績評価の基準】
1.バスケットボール競技の「ボール操作」を実践できる（スキルテスト）。
2.ゲームの中でシュートを決めたりチーム内で作戦を立てたりして、ゲームに勝利することができる（ゲーム
評価）。
3.バスケットボール競技の競技規則を理解できる（筆記ミニテスト）。
4.取組状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
スキルテスト（40％）、ゲーム評価（10％）、筆記ミニテスト（10％）、平常点（40％）を総合して評価す
る。
履修における留意事項
【履修要件】
指定されたクラスを受講すること。多数受講希望者がいる場合には抽選を行い、当選者だけが履修することが
できる。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
バスケットボールに適した服装・シューズを必ず着用し、腕時計・指輪・ピアス等の装飾品は身に着けないで
下さい。また、時間厳守で行います。少し早く来て各自で「シュート練習」を行って下さい。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業中にポイントを解説します。
【テキスト・参考書等】
授業中に指示します。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：中嶽誠
E‑mail：mknakada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を@に変更してください。
【オフィスアワー】
日時：水曜日12時00分〜12時40分
場所：1号館5階1520室 バスケットボール研究室
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
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授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中嶽
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
ガイダンス、バスケットボール
バスケットボールの競技特性を調べる。
の特性

2

中嶽

3

中嶽

4

中嶽

5

中嶽

6

中嶽

7

中嶽

（授業方法）
授業目的及び概要、シラバス、
評価方法、学習指導要領の内容
等について説明する。
（授業内容）
ボール操作①ハンドリング・パ
ス・ドリブル

【復習：0.5時間】
紹介された書籍やホームページ等を閲覧する。

【予習：0.5時間】
バスケットボール技術書を読み、ハンドリング・
パス・ドリブルについて調べる。

（授業方法）
ボールの持ち方やパス・ドリブ 【復習：0.5時間】
ル等を解説し実践する。
ボールの持ち方等のポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作②シュート
バスケットボール技術書を読み、シュートについ
て調べる。
（授業方法）
シュートについて解説し実践す
【復習：0.5時間】
る。
シュートのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作③iPadを用いたシュ
バスケットボール技術書を読み、シュートについ
ート練習
て調べる。
（授業方法）
iPadを用いて自分のシュートを 【復習：0.5時間】
確認・修正する。
シュートのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作のスキルアップテス
今まで学習した個人スキルのポイントを振返る。
ト①
（授業方法）
個人スキルアップテスト①を実 【復習：0.5時間】
施する。
できなかったスキルのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作のスキルアップテス
今まで学習した個人スキルのポイントを振返る。
ト②
（授業方法）
個人スキルアップテスト②を実 【復習：0.5時間】
施する。
できなかったスキルのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボールを持たないときの動き①
バスケットボール技術書からボールを持たないと
きの動きについて調べる。
（授業方法）
攻撃の際、味方から離れる動き
や人のいない場所に移動する動 【復習：0.5時間】
き、相手ゴール前の空間にバラ
ンスよく侵入する動きを解説し ボールを持たないときの動きについて整理する。
実践する。
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8

中嶽

9

中嶽

10

中嶽

11

中嶽

12

中嶽

13

中嶽

14

中嶽

【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボールを持たないときの動き②
バスケットボール技術書からマンツーマンとゾー
ンのディフェンスについて調べる。
（授業方法）
守備における動きについて理解
【復習：0.5時間】
し、実践する。
マンツーマンとゾーンのディフェンスについて整
理する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
バスケットボールの基礎知識（
バスケットボール競技規則の書籍等を読み、コー
競技規則と審判法）
トやリングについて調べる。
（授業方法）
競技規則と審判法について解説 【復習：0.5時間】
し、簡易ゲームの中で実践する
授業で理解した競技規則や審判法を整理する。
。
【予習：1.5時間】
（授業内容）
競技規則に関する筆記ミニテス
筆記テストに解答できるように、前回の内容を学
ト
習する。また、バスケットボール専門書から練習
グループ学習①
方法を調べる。
（授業方法）
前回理解した競技規則について 【復習：0.5時間】
筆記ミニテストを実施する。
グループで練習方法を考案し、 筆記テストの内容を再確認する。
チームごとで練習内容について話し合う。
実践発表をする。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
グループ学習②
バスケットボール専門書から練習方法を調べる。
（授業方法）
グループで練習方法を考案し、 【復習：0.5時間】
実践発表をする。
チームごとで練習内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践①
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践②
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践③
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

バスケットボール
Basketball

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

中嶽

誠

授業概要
【授業全体の内容】
中学校・高等学校におけるバスケットボールの授業実践力の形成を図ることをねらいとする。また、バスケッ
トボールの知識と技術を習得し、それらをゲームの場面で発揮できる能力を身につける必要がある。学習指導
要領に示された目標や学習内容等について解説し、実践するとともに、チーム内で作戦を立ててゲームが展開
できるようにする。この授業科目では、バスケットボールの特性を理解して競技の楽しさに触れるとともに、
技術の向上と戦術の理解を深める。そして、「ボール操作」と「ボールを持っていないときの動き」の個人技
術やチーム戦術・ゲーム運営・審判法を習得し、ゲームの中で実践する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ科学分野の「専門的な知識と技能」及び「専門的な実践力」という学位授与方針の達
成に寄与する。
【授業の到達目標】
1.バスケットボール競技の「ボール操作」「ボールを持っていないときの動き」を実践できる。
2.ゲームの中でシュートを決めることができる。
3.チーム内で作戦を立て、ゲームに勝利することができる。
4.バスケットボール競技の知識（競技規則と審判法）を理解できる。
成績評価
【成績評価の基準】
1.バスケットボール競技の「ボール操作」を実践できる（スキルテスト）。
2.ゲームの中でシュートを決めたりチーム内で作戦を立てたりして、ゲームに勝利することができる（ゲーム
評価）。
3.バスケットボール競技の競技規則を理解できる（筆記ミニテスト）。
4.取組状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
スキルテスト（40％）、ゲーム評価（10％）、筆記ミニテスト（10％）、平常点（40％）を総合して評価す
る。
履修における留意事項
【履修要件】
指定されたクラスを受講すること。多数受講希望者がいる場合には抽選を行い、当選者だけが履修することが
できる。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
バスケットボールに適した服装・シューズを必ず着用し、腕時計・指輪・ピアス等の装飾品は身に着けないで
下さい。また、時間厳守で行います。少し早く来て各自で「シュート練習」を行って下さい。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業中にポイントを解説します。
【テキスト・参考書等】
授業中に指示します。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：中嶽誠
E‑mail：mknakada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を@に変更してください。
【オフィスアワー】
日時：水曜日12時00分〜12時40分
場所：1号館5階1520室 バスケットボール研究室
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
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授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中嶽
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
ガイダンス、バスケットボール
バスケットボールの競技特性を調べる。
の特性

2

中嶽

3

中嶽

4

中嶽

5

中嶽

6

中嶽

7

中嶽

（授業方法）
授業目的及び概要、シラバス、
評価方法、学習指導要領の内容
等について説明する。
（授業内容）
ボール操作①ハンドリング・パ
ス・ドリブル

【復習：0.5時間】
紹介された書籍やホームページ等を閲覧する。

【予習：0.5時間】
バスケットボール技術書を読み、ハンドリング・
パス・ドリブルについて調べる。

（授業方法）
ボールの持ち方やパス・ドリブ 【復習：0.5時間】
ル等を解説し実践する。
ボールの持ち方等のポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作②シュート
バスケットボール技術書を読み、シュートについ
て調べる。
（授業方法）
シュートについて解説し実践す
【復習：0.5時間】
る。
シュートのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作③iPadを用いたシュ
バスケットボール技術書を読み、シュートについ
ート練習
て調べる。
（授業方法）
iPadを用いて自分のシュートを 【復習：0.5時間】
確認・修正する。
シュートのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作のスキルアップテス
今まで学習した個人スキルのポイントを振返る。
ト①
（授業方法）
個人スキルアップテスト①を実 【復習：0.5時間】
施する。
できなかったスキルのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作のスキルアップテス
今まで学習した個人スキルのポイントを振返る。
ト②
（授業方法）
個人スキルアップテスト②を実 【復習：0.5時間】
施する。
できなかったスキルのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボールを持たないときの動き①
バスケットボール技術書からボールを持たないと
きの動きについて調べる。
（授業方法）
攻撃の際、味方から離れる動き
や人のいない場所に移動する動 【復習：0.5時間】
き、相手ゴール前の空間にバラ
ンスよく侵入する動きを解説し ボールを持たないときの動きについて整理する。
実践する。
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8

中嶽

9

中嶽

10

中嶽

11

中嶽

12

中嶽

13

中嶽

14

中嶽

【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボールを持たないときの動き②
バスケットボール技術書からマンツーマンとゾー
ンのディフェンスについて調べる。
（授業方法）
守備における動きについて理解
【復習：0.5時間】
し、実践する。
マンツーマンとゾーンのディフェンスについて整
理する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
バスケットボールの基礎知識（
バスケットボール競技規則の書籍等を読み、コー
競技規則と審判法）
トやリングについて調べる。
（授業方法）
競技規則と審判法について解説 【復習：0.5時間】
し、簡易ゲームの中で実践する
授業で理解した競技規則や審判法を整理する。
。
【予習：1.5時間】
（授業内容）
競技規則に関する筆記ミニテス
筆記テストに解答できるように、前回の内容を学
ト
習する。また、バスケットボール専門書から練習
グループ学習①
方法を調べる。
（授業方法）
前回理解した競技規則について 【復習：0.5時間】
筆記ミニテストを実施する。
グループで練習方法を考案し、 筆記テストの内容を再確認する。
チームごとで練習内容について話し合う。
実践発表をする。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
グループ学習②
バスケットボール専門書から練習方法を調べる。
（授業方法）
グループで練習方法を考案し、 【復習：0.5時間】
実践発表をする。
チームごとで練習内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践①
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践②
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践③
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

バスケットボール
Basketball

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

中嶽

誠

授業概要
【授業全体の内容】
中学校・高等学校におけるバスケットボールの授業実践力の形成を図ることをねらいとする。また、バスケッ
トボールの知識と技術を習得し、それらをゲームの場面で発揮できる能力を身につける必要がある。学習指導
要領に示された目標や学習内容等について解説し、実践するとともに、チーム内で作戦を立ててゲームが展開
できるようにする。この授業科目では、バスケットボールの特性を理解して競技の楽しさに触れるとともに、
技術の向上と戦術の理解を深める。そして、「ボール操作」と「ボールを持っていないときの動き」の個人技
術やチーム戦術・ゲーム運営・審判法を習得し、ゲームの中で実践する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ科学分野の「専門的な知識と技能」及び「専門的な実践力」という学位授与方針の達
成に寄与する。
【授業の到達目標】
1.バスケットボール競技の「ボール操作」「ボールを持っていないときの動き」を実践できる。
2.ゲームの中でシュートを決めることができる。
3.チーム内で作戦を立て、ゲームに勝利することができる。
4.バスケットボール競技の知識（競技規則と審判法）を理解できる。
成績評価
【成績評価の基準】
1.バスケットボール競技の「ボール操作」を実践できる（スキルテスト）。
2.ゲームの中でシュートを決めたりチーム内で作戦を立てたりして、ゲームに勝利することができる（ゲーム
評価）。
3.バスケットボール競技の競技規則を理解できる（筆記ミニテスト）。
4.取組状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
スキルテスト（40％）、ゲーム評価（10％）、筆記ミニテスト（10％）、平常点（40％）を総合して評価す
る。
履修における留意事項
【履修要件】
指定されたクラスを受講すること。多数受講希望者がいる場合には抽選を行い、当選者だけが履修することが
できる。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
バスケットボールに適した服装・シューズを必ず着用し、腕時計・指輪・ピアス等の装飾品は身に着けないで
下さい。また、時間厳守で行います。少し早く来て各自で「シュート練習」を行って下さい。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業中にポイントを解説します。
【テキスト・参考書等】
授業中に指示します。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：中嶽誠
E‑mail：mknakada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を@に変更してください。
【オフィスアワー】
日時：水曜日12時00分〜12時40分
場所：1号館5階1520室 バスケットボール研究室
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
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授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中嶽
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
ガイダンス、バスケットボール
バスケットボールの競技特性を調べる。
の特性

2

中嶽

3

中嶽

4

中嶽

5

中嶽

6

中嶽

7

中嶽

（授業方法）
授業目的及び概要、シラバス、
評価方法、学習指導要領の内容
等について説明する。
（授業内容）
ボール操作①ハンドリング・パ
ス・ドリブル

【復習：0.5時間】
紹介された書籍やホームページ等を閲覧する。

【予習：0.5時間】
バスケットボール技術書を読み、ハンドリング・
パス・ドリブルについて調べる。

（授業方法）
ボールの持ち方やパス・ドリブ 【復習：0.5時間】
ル等を解説し実践する。
ボールの持ち方等のポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作②シュート
バスケットボール技術書を読み、シュートについ
て調べる。
（授業方法）
シュートについて解説し実践す
【復習：0.5時間】
る。
シュートのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作③iPadを用いたシュ
バスケットボール技術書を読み、シュートについ
ート練習
て調べる。
（授業方法）
iPadを用いて自分のシュートを 【復習：0.5時間】
確認・修正する。
シュートのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作のスキルアップテス
今まで学習した個人スキルのポイントを振返る。
ト①
（授業方法）
個人スキルアップテスト①を実 【復習：0.5時間】
施する。
できなかったスキルのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作のスキルアップテス
今まで学習した個人スキルのポイントを振返る。
ト②
（授業方法）
個人スキルアップテスト②を実 【復習：0.5時間】
施する。
できなかったスキルのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボールを持たないときの動き①
バスケットボール技術書からボールを持たないと
きの動きについて調べる。
（授業方法）
攻撃の際、味方から離れる動き
や人のいない場所に移動する動 【復習：0.5時間】
き、相手ゴール前の空間にバラ
ンスよく侵入する動きを解説し ボールを持たないときの動きについて整理する。
実践する。
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8

中嶽

9

中嶽

10

中嶽

11

中嶽

12

中嶽

13

中嶽

14

中嶽

【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボールを持たないときの動き②
バスケットボール技術書からマンツーマンとゾー
ンのディフェンスについて調べる。
（授業方法）
守備における動きについて理解
【復習：0.5時間】
し、実践する。
マンツーマンとゾーンのディフェンスについて整
理する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
バスケットボールの基礎知識（
バスケットボール競技規則の書籍等を読み、コー
競技規則と審判法）
トやリングについて調べる。
（授業方法）
競技規則と審判法について解説 【復習：0.5時間】
し、簡易ゲームの中で実践する
授業で理解した競技規則や審判法を整理する。
。
【予習：1.5時間】
（授業内容）
競技規則に関する筆記ミニテス
筆記テストに解答できるように、前回の内容を学
ト
習する。また、バスケットボール専門書から練習
グループ学習①
方法を調べる。
（授業方法）
前回理解した競技規則について 【復習：0.5時間】
筆記ミニテストを実施する。
グループで練習方法を考案し、 筆記テストの内容を再確認する。
チームごとで練習内容について話し合う。
実践発表をする。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
グループ学習②
バスケットボール専門書から練習方法を調べる。
（授業方法）
グループで練習方法を考案し、 【復習：0.5時間】
実践発表をする。
チームごとで練習内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践①
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践②
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践③
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

バスケットボール
Basketball

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

中嶽

誠

授業概要
【授業全体の内容】
中学校・高等学校におけるバスケットボールの授業実践力の形成を図ることをねらいとする。また、バスケッ
トボールの知識と技術を習得し、それらをゲームの場面で発揮できる能力を身につける必要がある。学習指導
要領に示された目標や学習内容等について解説し、実践するとともに、チーム内で作戦を立ててゲームが展開
できるようにする。この授業科目では、バスケットボールの特性を理解して競技の楽しさに触れるとともに、
技術の向上と戦術の理解を深める。そして、「ボール操作」と「ボールを持っていないときの動き」の個人技
術やチーム戦術・ゲーム運営・審判法を習得し、ゲームの中で実践する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ科学分野の「専門的な知識と技能」及び「専門的な実践力」という学位授与方針の達
成に寄与する。
【授業の到達目標】
1.バスケットボール競技の「ボール操作」「ボールを持っていないときの動き」を実践できる。
2.ゲームの中でシュートを決めることができる。
3.チーム内で作戦を立て、ゲームに勝利することができる。
4.バスケットボール競技の知識（競技規則と審判法）を理解できる。
成績評価
【成績評価の基準】
1.バスケットボール競技の「ボール操作」を実践できる（スキルテスト）。
2.ゲームの中でシュートを決めたりチーム内で作戦を立てたりして、ゲームに勝利することができる（ゲーム
評価）。
3.バスケットボール競技の競技規則を理解できる（筆記ミニテスト）。
4.取組状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
スキルテスト（40％）、ゲーム評価（10％）、筆記ミニテスト（10％）、平常点（40％）を総合して評価す
る。
履修における留意事項
【履修要件】
指定されたクラスを受講すること。多数受講希望者がいる場合には抽選を行い、当選者だけが履修することが
できる。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
バスケットボールに適した服装・シューズを必ず着用し、腕時計・指輪・ピアス等の装飾品は身に着けないで
下さい。また、時間厳守で行います。少し早く来て各自で「シュート練習」を行って下さい。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業中にポイントを解説します。
【テキスト・参考書等】
授業中に指示します。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：中嶽誠
E‑mail：mknakada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を@に変更してください。
【オフィスアワー】
日時：水曜日12時00分〜12時40分
場所：1号館5階1520室 バスケットボール研究室
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
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授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中嶽
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
ガイダンス、バスケットボール
バスケットボールの競技特性を調べる。
の特性

2

中嶽

3

中嶽

4

中嶽

5

中嶽

6

中嶽

7

中嶽

（授業方法）
授業目的及び概要、シラバス、
評価方法、学習指導要領の内容
等について説明する。
（授業内容）
ボール操作①ハンドリング・パ
ス・ドリブル

【復習：0.5時間】
紹介された書籍やホームページ等を閲覧する。

【予習：0.5時間】
バスケットボール技術書を読み、ハンドリング・
パス・ドリブルについて調べる。

（授業方法）
ボールの持ち方やパス・ドリブ 【復習：0.5時間】
ル等を解説し実践する。
ボールの持ち方等のポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作②シュート
バスケットボール技術書を読み、シュートについ
て調べる。
（授業方法）
シュートについて解説し実践す
【復習：0.5時間】
る。
シュートのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作③iPadを用いたシュ
バスケットボール技術書を読み、シュートについ
ート練習
て調べる。
（授業方法）
iPadを用いて自分のシュートを 【復習：0.5時間】
確認・修正する。
シュートのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作のスキルアップテス
今まで学習した個人スキルのポイントを振返る。
ト①
（授業方法）
個人スキルアップテスト①を実 【復習：0.5時間】
施する。
できなかったスキルのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作のスキルアップテス
今まで学習した個人スキルのポイントを振返る。
ト②
（授業方法）
個人スキルアップテスト②を実 【復習：0.5時間】
施する。
できなかったスキルのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボールを持たないときの動き①
バスケットボール技術書からボールを持たないと
きの動きについて調べる。
（授業方法）
攻撃の際、味方から離れる動き
や人のいない場所に移動する動 【復習：0.5時間】
き、相手ゴール前の空間にバラ
ンスよく侵入する動きを解説し ボールを持たないときの動きについて整理する。
実践する。
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8

中嶽

9

中嶽

10

中嶽

11

中嶽

12

中嶽

13

中嶽

14

中嶽

【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボールを持たないときの動き②
バスケットボール技術書からマンツーマンとゾー
ンのディフェンスについて調べる。
（授業方法）
守備における動きについて理解
【復習：0.5時間】
し、実践する。
マンツーマンとゾーンのディフェンスについて整
理する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
バスケットボールの基礎知識（
バスケットボール競技規則の書籍等を読み、コー
競技規則と審判法）
トやリングについて調べる。
（授業方法）
競技規則と審判法について解説 【復習：0.5時間】
し、簡易ゲームの中で実践する
授業で理解した競技規則や審判法を整理する。
。
【予習：1.5時間】
（授業内容）
競技規則に関する筆記ミニテス
筆記テストに解答できるように、前回の内容を学
ト
習する。また、バスケットボール専門書から練習
グループ学習①
方法を調べる。
（授業方法）
前回理解した競技規則について 【復習：0.5時間】
筆記ミニテストを実施する。
グループで練習方法を考案し、 筆記テストの内容を再確認する。
チームごとで練習内容について話し合う。
実践発表をする。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
グループ学習②
バスケットボール専門書から練習方法を調べる。
（授業方法）
グループで練習方法を考案し、 【復習：0.5時間】
実践発表をする。
チームごとで練習内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践①
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践②
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践③
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

バスケットボール
Basketball

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

中嶽

誠

授業概要
【授業全体の内容】
中学校・高等学校におけるバスケットボールの授業実践力の形成を図ることをねらいとする。また、バスケッ
トボールの知識と技術を習得し、それらをゲームの場面で発揮できる能力を身につける必要がある。学習指導
要領に示された目標や学習内容等について解説し、実践するとともに、チーム内で作戦を立ててゲームが展開
できるようにする。この授業科目では、バスケットボールの特性を理解して競技の楽しさに触れるとともに、
技術の向上と戦術の理解を深める。そして、「ボール操作」と「ボールを持っていないときの動き」の個人技
術やチーム戦術・ゲーム運営・審判法を習得し、ゲームの中で実践する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ科学分野の「専門的な知識と技能」及び「専門的な実践力」という学位授与方針の達
成に寄与する。
【授業の到達目標】
1.バスケットボール競技の「ボール操作」「ボールを持っていないときの動き」を実践できる。
2.ゲームの中でシュートを決めることができる。
3.チーム内で作戦を立て、ゲームに勝利することができる。
4.バスケットボール競技の知識（競技規則と審判法）を理解できる。
成績評価
【成績評価の基準】
1.バスケットボール競技の「ボール操作」を実践できる（スキルテスト）。
2.ゲームの中でシュートを決めたりチーム内で作戦を立てたりして、ゲームに勝利することができる（ゲーム
評価）。
3.バスケットボール競技の競技規則を理解できる（筆記ミニテスト）。
4.取組状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
スキルテスト（40％）、ゲーム評価（10％）、筆記ミニテスト（10％）、平常点（40％）を総合して評価す
る。
履修における留意事項
【履修要件】
指定されたクラスを受講すること。多数受講希望者がいる場合には抽選を行い、当選者だけが履修することが
できる。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
バスケットボールに適した服装・シューズを必ず着用し、腕時計・指輪・ピアス等の装飾品は身に着けないで
下さい。また、時間厳守で行います。少し早く来て各自で「シュート練習」を行って下さい。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業中にポイントを解説します。
【テキスト・参考書等】
授業中に指示します。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：中嶽誠
E‑mail：mknakada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を@に変更してください。
【オフィスアワー】
日時：水曜日12時00分〜12時40分
場所：1号館5階1520室 バスケットボール研究室
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
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授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中嶽
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
ガイダンス、バスケットボール
バスケットボールの競技特性を調べる。
の特性

2

中嶽

3

中嶽

4

中嶽

5

中嶽

6

中嶽

7

中嶽

（授業方法）
授業目的及び概要、シラバス、
評価方法、学習指導要領の内容
等について説明する。
（授業内容）
ボール操作①ハンドリング・パ
ス・ドリブル

【復習：0.5時間】
紹介された書籍やホームページ等を閲覧する。

【予習：0.5時間】
バスケットボール技術書を読み、ハンドリング・
パス・ドリブルについて調べる。

（授業方法）
ボールの持ち方やパス・ドリブ 【復習：0.5時間】
ル等を解説し実践する。
ボールの持ち方等のポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作②シュート
バスケットボール技術書を読み、シュートについ
て調べる。
（授業方法）
シュートについて解説し実践す
【復習：0.5時間】
る。
シュートのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作③iPadを用いたシュ
バスケットボール技術書を読み、シュートについ
ート練習
て調べる。
（授業方法）
iPadを用いて自分のシュートを 【復習：0.5時間】
確認・修正する。
シュートのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作のスキルアップテス
今まで学習した個人スキルのポイントを振返る。
ト①
（授業方法）
個人スキルアップテスト①を実 【復習：0.5時間】
施する。
できなかったスキルのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作のスキルアップテス
今まで学習した個人スキルのポイントを振返る。
ト②
（授業方法）
個人スキルアップテスト②を実 【復習：0.5時間】
施する。
できなかったスキルのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボールを持たないときの動き①
バスケットボール技術書からボールを持たないと
きの動きについて調べる。
（授業方法）
攻撃の際、味方から離れる動き
や人のいない場所に移動する動 【復習：0.5時間】
き、相手ゴール前の空間にバラ
ンスよく侵入する動きを解説し ボールを持たないときの動きについて整理する。
実践する。
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8

中嶽

9

中嶽

10

中嶽

11

中嶽

12

中嶽

13

中嶽

14

中嶽

【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボールを持たないときの動き②
バスケットボール技術書からマンツーマンとゾー
ンのディフェンスについて調べる。
（授業方法）
守備における動きについて理解
【復習：0.5時間】
し、実践する。
マンツーマンとゾーンのディフェンスについて整
理する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
バスケットボールの基礎知識（
バスケットボール競技規則の書籍等を読み、コー
競技規則と審判法）
トやリングについて調べる。
（授業方法）
競技規則と審判法について解説 【復習：0.5時間】
し、簡易ゲームの中で実践する
授業で理解した競技規則や審判法を整理する。
。
【予習：1.5時間】
（授業内容）
競技規則に関する筆記ミニテス
筆記テストに解答できるように、前回の内容を学
ト
習する。また、バスケットボール専門書から練習
グループ学習①
方法を調べる。
（授業方法）
前回理解した競技規則について 【復習：0.5時間】
筆記ミニテストを実施する。
グループで練習方法を考案し、 筆記テストの内容を再確認する。
チームごとで練習内容について話し合う。
実践発表をする。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
グループ学習②
バスケットボール専門書から練習方法を調べる。
（授業方法）
グループで練習方法を考案し、 【復習：0.5時間】
実践発表をする。
チームごとで練習内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践①
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践②
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践③
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

バスケットボール
Basketball

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

中嶽

誠

授業概要
【授業全体の内容】
中学校・高等学校におけるバスケットボールの授業実践力の形成を図ることをねらいとする。また、バスケッ
トボールの知識と技術を習得し、それらをゲームの場面で発揮できる能力を身につける必要がある。学習指導
要領に示された目標や学習内容等について解説し、実践するとともに、チーム内で作戦を立ててゲームが展開
できるようにする。この授業科目では、バスケットボールの特性を理解して競技の楽しさに触れるとともに、
技術の向上と戦術の理解を深める。そして、「ボール操作」と「ボールを持っていないときの動き」の個人技
術やチーム戦術・ゲーム運営・審判法を習得し、ゲームの中で実践する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ科学分野の「専門的な知識と技能」及び「専門的な実践力」という学位授与方針の達
成に寄与する。
【授業の到達目標】
1.バスケットボール競技の「ボール操作」「ボールを持っていないときの動き」を実践できる。
2.ゲームの中でシュートを決めることができる。
3.チーム内で作戦を立て、ゲームに勝利することができる。
4.バスケットボール競技の知識（競技規則と審判法）を理解できる。
成績評価
【成績評価の基準】
1.バスケットボール競技の「ボール操作」を実践できる（スキルテスト）。
2.ゲームの中でシュートを決めたりチーム内で作戦を立てたりして、ゲームに勝利することができる（ゲーム
評価）。
3.バスケットボール競技の競技規則を理解できる（筆記ミニテスト）。
4.取組状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
スキルテスト（40％）、ゲーム評価（10％）、筆記ミニテスト（10％）、平常点（40％）を総合して評価す
る。
履修における留意事項
【履修要件】
指定されたクラスを受講すること。多数受講希望者がいる場合には抽選を行い、当選者だけが履修することが
できる。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
バスケットボールに適した服装・シューズを必ず着用し、腕時計・指輪・ピアス等の装飾品は身に着けないで
下さい。また、時間厳守で行います。少し早く来て各自で「シュート練習」を行って下さい。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業中にポイントを解説します。
【テキスト・参考書等】
授業中に指示します。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：中嶽誠
E‑mail：mknakada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を@に変更してください。
【オフィスアワー】
日時：水曜日12時00分〜12時40分
場所：1号館5階1520室 バスケットボール研究室
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
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授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中嶽
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
ガイダンス、バスケットボール
バスケットボールの競技特性を調べる。
の特性

2

中嶽

3

中嶽

4

中嶽

5

中嶽

6

中嶽

7

中嶽

（授業方法）
授業目的及び概要、シラバス、
評価方法、学習指導要領の内容
等について説明する。
（授業内容）
ボール操作①ハンドリング・パ
ス・ドリブル

【復習：0.5時間】
紹介された書籍やホームページ等を閲覧する。

【予習：0.5時間】
バスケットボール技術書を読み、ハンドリング・
パス・ドリブルについて調べる。

（授業方法）
ボールの持ち方やパス・ドリブ 【復習：0.5時間】
ル等を解説し実践する。
ボールの持ち方等のポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作②シュート
バスケットボール技術書を読み、シュートについ
て調べる。
（授業方法）
シュートについて解説し実践す
【復習：0.5時間】
る。
シュートのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作③iPadを用いたシュ
バスケットボール技術書を読み、シュートについ
ート練習
て調べる。
（授業方法）
iPadを用いて自分のシュートを 【復習：0.5時間】
確認・修正する。
シュートのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作のスキルアップテス
今まで学習した個人スキルのポイントを振返る。
ト①
（授業方法）
個人スキルアップテスト①を実 【復習：0.5時間】
施する。
できなかったスキルのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作のスキルアップテス
今まで学習した個人スキルのポイントを振返る。
ト②
（授業方法）
個人スキルアップテスト②を実 【復習：0.5時間】
施する。
できなかったスキルのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボールを持たないときの動き①
バスケットボール技術書からボールを持たないと
きの動きについて調べる。
（授業方法）
攻撃の際、味方から離れる動き
や人のいない場所に移動する動 【復習：0.5時間】
き、相手ゴール前の空間にバラ
ンスよく侵入する動きを解説し ボールを持たないときの動きについて整理する。
実践する。
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8

中嶽

9

中嶽

10

中嶽

11

中嶽

12

中嶽

13

中嶽

14

中嶽

【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボールを持たないときの動き②
バスケットボール技術書からマンツーマンとゾー
ンのディフェンスについて調べる。
（授業方法）
守備における動きについて理解
【復習：0.5時間】
し、実践する。
マンツーマンとゾーンのディフェンスについて整
理する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
バスケットボールの基礎知識（
バスケットボール競技規則の書籍等を読み、コー
競技規則と審判法）
トやリングについて調べる。
（授業方法）
競技規則と審判法について解説 【復習：0.5時間】
し、簡易ゲームの中で実践する
授業で理解した競技規則や審判法を整理する。
。
【予習：1.5時間】
（授業内容）
競技規則に関する筆記ミニテス
筆記テストに解答できるように、前回の内容を学
ト
習する。また、バスケットボール専門書から練習
グループ学習①
方法を調べる。
（授業方法）
前回理解した競技規則について 【復習：0.5時間】
筆記ミニテストを実施する。
グループで練習方法を考案し、 筆記テストの内容を再確認する。
チームごとで練習内容について話し合う。
実践発表をする。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
グループ学習②
バスケットボール専門書から練習方法を調べる。
（授業方法）
グループで練習方法を考案し、 【復習：0.5時間】
実践発表をする。
チームごとで練習内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践①
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践②
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践③
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

バスケットボール
Basketball

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

中嶽

誠

授業概要
【授業全体の内容】
中学校・高等学校におけるバスケットボールの授業実践力の形成を図ることをねらいとする。また、バスケッ
トボールの知識と技術を習得し、それらをゲームの場面で発揮できる能力を身につける必要がある。学習指導
要領に示された目標や学習内容等について解説し、実践するとともに、チーム内で作戦を立ててゲームが展開
できるようにする。この授業科目では、バスケットボールの特性を理解して競技の楽しさに触れるとともに、
技術の向上と戦術の理解を深める。そして、「ボール操作」と「ボールを持っていないときの動き」の個人技
術やチーム戦術・ゲーム運営・審判法を習得し、ゲームの中で実践する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ科学分野の「専門的な知識と技能」及び「専門的な実践力」という学位授与方針の達
成に寄与する。
【授業の到達目標】
1.バスケットボール競技の「ボール操作」「ボールを持っていないときの動き」を実践できる。
2.ゲームの中でシュートを決めることができる。
3.チーム内で作戦を立て、ゲームに勝利することができる。
4.バスケットボール競技の知識（競技規則と審判法）を理解できる。
成績評価
【成績評価の基準】
1.バスケットボール競技の「ボール操作」を実践できる（スキルテスト）。
2.ゲームの中でシュートを決めたりチーム内で作戦を立てたりして、ゲームに勝利することができる（ゲーム
評価）。
3.バスケットボール競技の競技規則を理解できる（筆記ミニテスト）。
4.取組状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
スキルテスト（40％）、ゲーム評価（10％）、筆記ミニテスト（10％）、平常点（40％）を総合して評価す
る。
履修における留意事項
【履修要件】
指定されたクラスを受講すること。多数受講希望者がいる場合には抽選を行い、当選者だけが履修することが
できる。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
バスケットボールに適した服装・シューズを必ず着用し、腕時計・指輪・ピアス等の装飾品は身に着けないで
下さい。また、時間厳守で行います。少し早く来て各自で「シュート練習」を行って下さい。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業中にポイントを解説します。
【テキスト・参考書等】
授業中に指示します。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：中嶽誠
E‑mail：mknakada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を@に変更してください。
【オフィスアワー】
日時：水曜日12時00分〜12時40分
場所：1号館5階1520室 バスケットボール研究室
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
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授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中嶽
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
ガイダンス、バスケットボール
バスケットボールの競技特性を調べる。
の特性

2

中嶽

3

中嶽

4

中嶽

5

中嶽

6

中嶽

7

中嶽

（授業方法）
授業目的及び概要、シラバス、
評価方法、学習指導要領の内容
等について説明する。
（授業内容）
ボール操作①ハンドリング・パ
ス・ドリブル

【復習：0.5時間】
紹介された書籍やホームページ等を閲覧する。

【予習：0.5時間】
バスケットボール技術書を読み、ハンドリング・
パス・ドリブルについて調べる。

（授業方法）
ボールの持ち方やパス・ドリブ 【復習：0.5時間】
ル等を解説し実践する。
ボールの持ち方等のポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作②シュート
バスケットボール技術書を読み、シュートについ
て調べる。
（授業方法）
シュートについて解説し実践す
【復習：0.5時間】
る。
シュートのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作③iPadを用いたシュ
バスケットボール技術書を読み、シュートについ
ート練習
て調べる。
（授業方法）
iPadを用いて自分のシュートを 【復習：0.5時間】
確認・修正する。
シュートのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作のスキルアップテス
今まで学習した個人スキルのポイントを振返る。
ト①
（授業方法）
個人スキルアップテスト①を実 【復習：0.5時間】
施する。
できなかったスキルのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作のスキルアップテス
今まで学習した個人スキルのポイントを振返る。
ト②
（授業方法）
個人スキルアップテスト②を実 【復習：0.5時間】
施する。
できなかったスキルのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボールを持たないときの動き①
バスケットボール技術書からボールを持たないと
きの動きについて調べる。
（授業方法）
攻撃の際、味方から離れる動き
や人のいない場所に移動する動 【復習：0.5時間】
き、相手ゴール前の空間にバラ
ンスよく侵入する動きを解説し ボールを持たないときの動きについて整理する。
実践する。
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8

中嶽

9

中嶽

10

中嶽

11

中嶽

12

中嶽

13

中嶽

14

中嶽

【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボールを持たないときの動き②
バスケットボール技術書からマンツーマンとゾー
ンのディフェンスについて調べる。
（授業方法）
守備における動きについて理解
【復習：0.5時間】
し、実践する。
マンツーマンとゾーンのディフェンスについて整
理する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
バスケットボールの基礎知識（
バスケットボール競技規則の書籍等を読み、コー
競技規則と審判法）
トやリングについて調べる。
（授業方法）
競技規則と審判法について解説 【復習：0.5時間】
し、簡易ゲームの中で実践する
授業で理解した競技規則や審判法を整理する。
。
【予習：1.5時間】
（授業内容）
競技規則に関する筆記ミニテス
筆記テストに解答できるように、前回の内容を学
ト
習する。また、バスケットボール専門書から練習
グループ学習①
方法を調べる。
（授業方法）
前回理解した競技規則について 【復習：0.5時間】
筆記ミニテストを実施する。
グループで練習方法を考案し、 筆記テストの内容を再確認する。
チームごとで練習内容について話し合う。
実践発表をする。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
グループ学習②
バスケットボール専門書から練習方法を調べる。
（授業方法）
グループで練習方法を考案し、 【復習：0.5時間】
実践発表をする。
チームごとで練習内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践①
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践②
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践③
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

バスケットボール
Basketball

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

中嶽

誠

授業概要
【授業全体の内容】
中学校・高等学校におけるバスケットボールの授業実践力の形成を図ることをねらいとする。また、バスケッ
トボールの知識と技術を習得し、それらをゲームの場面で発揮できる能力を身につける必要がある。学習指導
要領に示された目標や学習内容等について解説し、実践するとともに、チーム内で作戦を立ててゲームが展開
できるようにする。この授業科目では、バスケットボールの特性を理解して競技の楽しさに触れるとともに、
技術の向上と戦術の理解を深める。そして、「ボール操作」と「ボールを持っていないときの動き」の個人技
術やチーム戦術・ゲーム運営・審判法を習得し、ゲームの中で実践する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ科学分野の「専門的な知識と技能」及び「専門的な実践力」という学位授与方針の達
成に寄与する。
【授業の到達目標】
1.バスケットボール競技の「ボール操作」「ボールを持っていないときの動き」を実践できる。
2.ゲームの中でシュートを決めることができる。
3.チーム内で作戦を立て、ゲームに勝利することができる。
4.バスケットボール競技の知識（競技規則と審判法）を理解できる。
成績評価
【成績評価の基準】
1.バスケットボール競技の「ボール操作」を実践できる（スキルテスト）。
2.ゲームの中でシュートを決めたりチーム内で作戦を立てたりして、ゲームに勝利することができる（ゲーム
評価）。
3.バスケットボール競技の競技規則を理解できる（筆記ミニテスト）。
4.取組状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
スキルテスト（40％）、ゲーム評価（10％）、筆記ミニテスト（10％）、平常点（40％）を総合して評価す
る。
履修における留意事項
【履修要件】
指定されたクラスを受講すること。多数受講希望者がいる場合には抽選を行い、当選者だけが履修することが
できる。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
バスケットボールに適した服装・シューズを必ず着用し、腕時計・指輪・ピアス等の装飾品は身に着けないで
下さい。また、時間厳守で行います。少し早く来て各自で「シュート練習」を行って下さい。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業中にポイントを解説します。
【テキスト・参考書等】
授業中に指示します。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：中嶽誠
E‑mail：mknakada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を@に変更してください。
【オフィスアワー】
日時：水曜日12時00分〜12時40分
場所：1号館5階1520室 バスケットボール研究室
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
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授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中嶽
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
ガイダンス、バスケットボール
バスケットボールの競技特性を調べる。
の特性

2

中嶽

3

中嶽

4

中嶽

5

中嶽

6

中嶽

7

中嶽

（授業方法）
授業目的及び概要、シラバス、
評価方法、学習指導要領の内容
等について説明する。
（授業内容）
ボール操作①ハンドリング・パ
ス・ドリブル

【復習：0.5時間】
紹介された書籍やホームページ等を閲覧する。

【予習：0.5時間】
バスケットボール技術書を読み、ハンドリング・
パス・ドリブルについて調べる。

（授業方法）
ボールの持ち方やパス・ドリブ 【復習：0.5時間】
ル等を解説し実践する。
ボールの持ち方等のポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作②シュート
バスケットボール技術書を読み、シュートについ
て調べる。
（授業方法）
シュートについて解説し実践す
【復習：0.5時間】
る。
シュートのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作③iPadを用いたシュ
バスケットボール技術書を読み、シュートについ
ート練習
て調べる。
（授業方法）
iPadを用いて自分のシュートを 【復習：0.5時間】
確認・修正する。
シュートのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作のスキルアップテス
今まで学習した個人スキルのポイントを振返る。
ト①
（授業方法）
個人スキルアップテスト①を実 【復習：0.5時間】
施する。
できなかったスキルのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作のスキルアップテス
今まで学習した個人スキルのポイントを振返る。
ト②
（授業方法）
個人スキルアップテスト②を実 【復習：0.5時間】
施する。
できなかったスキルのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボールを持たないときの動き①
バスケットボール技術書からボールを持たないと
きの動きについて調べる。
（授業方法）
攻撃の際、味方から離れる動き
や人のいない場所に移動する動 【復習：0.5時間】
き、相手ゴール前の空間にバラ
ンスよく侵入する動きを解説し ボールを持たないときの動きについて整理する。
実践する。
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8

中嶽

9

中嶽

10

中嶽

11

中嶽

12

中嶽

13

中嶽

14

中嶽

【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボールを持たないときの動き②
バスケットボール技術書からマンツーマンとゾー
ンのディフェンスについて調べる。
（授業方法）
守備における動きについて理解
【復習：0.5時間】
し、実践する。
マンツーマンとゾーンのディフェンスについて整
理する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
バスケットボールの基礎知識（
バスケットボール競技規則の書籍等を読み、コー
競技規則と審判法）
トやリングについて調べる。
（授業方法）
競技規則と審判法について解説 【復習：0.5時間】
し、簡易ゲームの中で実践する
授業で理解した競技規則や審判法を整理する。
。
【予習：1.5時間】
（授業内容）
競技規則に関する筆記ミニテス
筆記テストに解答できるように、前回の内容を学
ト
習する。また、バスケットボール専門書から練習
グループ学習①
方法を調べる。
（授業方法）
前回理解した競技規則について 【復習：0.5時間】
筆記ミニテストを実施する。
グループで練習方法を考案し、 筆記テストの内容を再確認する。
チームごとで練習内容について話し合う。
実践発表をする。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
グループ学習②
バスケットボール専門書から練習方法を調べる。
（授業方法）
グループで練習方法を考案し、 【復習：0.5時間】
実践発表をする。
チームごとで練習内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践①
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践②
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践③
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
定期試験を実施しない

2666

授業科目名
英語科目名

バスケットボール
Basketball

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

中嶽

誠

授業概要
【授業全体の内容】
中学校・高等学校におけるバスケットボールの授業実践力の形成を図ることをねらいとする。また、バスケッ
トボールの知識と技術を習得し、それらをゲームの場面で発揮できる能力を身につける必要がある。学習指導
要領に示された目標や学習内容等について解説し、実践するとともに、チーム内で作戦を立ててゲームが展開
できるようにする。この授業科目では、バスケットボールの特性を理解して競技の楽しさに触れるとともに、
技術の向上と戦術の理解を深める。そして、「ボール操作」と「ボールを持っていないときの動き」の個人技
術やチーム戦術・ゲーム運営・審判法を習得し、ゲームの中で実践する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ科学分野の「専門的な知識と技能」及び「専門的な実践力」という学位授与方針の達
成に寄与する。
【授業の到達目標】
1.バスケットボール競技の「ボール操作」「ボールを持っていないときの動き」を実践できる。
2.ゲームの中でシュートを決めることができる。
3.チーム内で作戦を立て、ゲームに勝利することができる。
4.バスケットボール競技の知識（競技規則と審判法）を理解できる。
成績評価
【成績評価の基準】
1.バスケットボール競技の「ボール操作」を実践できる（スキルテスト）。
2.ゲームの中でシュートを決めたりチーム内で作戦を立てたりして、ゲームに勝利することができる（ゲーム
評価）。
3.バスケットボール競技の競技規則を理解できる（筆記ミニテスト）。
4.取組状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
スキルテスト（40％）、ゲーム評価（10％）、筆記ミニテスト（10％）、平常点（40％）を総合して評価す
る。
履修における留意事項
【履修要件】
指定されたクラスを受講すること。多数受講希望者がいる場合には抽選を行い、当選者だけが履修することが
できる。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
バスケットボールに適した服装・シューズを必ず着用し、腕時計・指輪・ピアス等の装飾品は身に着けないで
下さい。また、時間厳守で行います。少し早く来て各自で「シュート練習」を行って下さい。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業中にポイントを解説します。
【テキスト・参考書等】
授業中に指示します。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：中嶽誠
E‑mail：mknakada［at］juntendo.ac.jp
※［at］を@に変更してください。
【オフィスアワー】
日時：水曜日12時00分〜12時40分
場所：1号館5階1520室 バスケットボール研究室
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
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授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
中嶽
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
ガイダンス、バスケットボール
バスケットボールの競技特性を調べる。
の特性

2

中嶽

3

中嶽

4

中嶽

5

中嶽

6

中嶽

7

中嶽

（授業方法）
授業目的及び概要、シラバス、
評価方法、学習指導要領の内容
等について説明する。
（授業内容）
ボール操作①ハンドリング・パ
ス・ドリブル

【復習：0.5時間】
紹介された書籍やホームページ等を閲覧する。

【予習：0.5時間】
バスケットボール技術書を読み、ハンドリング・
パス・ドリブルについて調べる。

（授業方法）
ボールの持ち方やパス・ドリブ 【復習：0.5時間】
ル等を解説し実践する。
ボールの持ち方等のポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作②シュート
バスケットボール技術書を読み、シュートについ
て調べる。
（授業方法）
シュートについて解説し実践す
【復習：0.5時間】
る。
シュートのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作③iPadを用いたシュ
バスケットボール技術書を読み、シュートについ
ート練習
て調べる。
（授業方法）
iPadを用いて自分のシュートを 【復習：0.5時間】
確認・修正する。
シュートのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作のスキルアップテス
今まで学習した個人スキルのポイントを振返る。
ト①
（授業方法）
個人スキルアップテスト①を実 【復習：0.5時間】
施する。
できなかったスキルのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボール操作のスキルアップテス
今まで学習した個人スキルのポイントを振返る。
ト②
（授業方法）
個人スキルアップテスト②を実 【復習：0.5時間】
施する。
できなかったスキルのポイントを整理する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボールを持たないときの動き①
バスケットボール技術書からボールを持たないと
きの動きについて調べる。
（授業方法）
攻撃の際、味方から離れる動き
や人のいない場所に移動する動 【復習：0.5時間】
き、相手ゴール前の空間にバラ
ンスよく侵入する動きを解説し ボールを持たないときの動きについて整理する。
実践する。
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8

中嶽

9

中嶽

10

中嶽

11

中嶽

12

中嶽

13

中嶽

14

中嶽

【予習：0.5時間】
（授業内容）
ボールを持たないときの動き②
バスケットボール技術書からマンツーマンとゾー
ンのディフェンスについて調べる。
（授業方法）
守備における動きについて理解
【復習：0.5時間】
し、実践する。
マンツーマンとゾーンのディフェンスについて整
理する。
【予習：0.5時間】

（授業内容）
バスケットボールの基礎知識（
バスケットボール競技規則の書籍等を読み、コー
競技規則と審判法）
トやリングについて調べる。
（授業方法）
競技規則と審判法について解説 【復習：0.5時間】
し、簡易ゲームの中で実践する
授業で理解した競技規則や審判法を整理する。
。
【予習：1.5時間】
（授業内容）
競技規則に関する筆記ミニテス
筆記テストに解答できるように、前回の内容を学
ト
習する。また、バスケットボール専門書から練習
グループ学習①
方法を調べる。
（授業方法）
前回理解した競技規則について 【復習：0.5時間】
筆記ミニテストを実施する。
グループで練習方法を考案し、 筆記テストの内容を再確認する。
チームごとで練習内容について話し合う。
実践発表をする。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
グループ学習②
バスケットボール専門書から練習方法を調べる。
（授業方法）
グループで練習方法を考案し、 【復習：0.5時間】
実践発表をする。
チームごとで練習内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践①
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践②
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ゲームの実践③
チームごとでゲームの作戦を話し合う。
（授業方法）
チームで作戦を立てて、ゲーム 【復習：0.5時間】
を展開する。
チームごとでゲーム内容について話し合う。
定期試験を実施しない
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授業科目名
英語科目名

ハンドボール
Handball

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

小俣

貴洋

授業概要
【授業全体の内容】
ハンドボールにおいて重要な基礎技術の習得とそれらを活かすための戦術的思考力の向上を目指し、ゲームを
中心とした授業を展開する。具体的には、毎授業の前半にゲームを構築するための基礎技術（パス・キャッチ
・シュート・ドリブル・それらに対するディフェンスなど）のトレーニング、戦術（個人戦術・グループ戦術
・チーム戦術）の基礎的なトレー二ングを行い、それらを活かして，後半のゲームを行う。また、ルールを理
解し、審判の基礎を学ぶと共に、オフィシャルを含め、他者と協力してゲームの運営を行うことを目指す。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は「コミュニケーション力」、「倫理観」及び「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」という学
位授与方針の達成に寄与する。
【授業の到達目標】
１，ゲームにおいて基本的なテクニックである、シュート、フェイント、パスができる。
２，基本的なルールを説明できる。
３，セットオフェンスやディフェンスのチーム戦術を理解し、仲間と協調してゲームに適用することができる
。
成績評価
【成績評価の基準】
１，ジャグリングやジャンプスローなど十分にボールを操作できる。（実技試験）
２，コートの図示およびラインの名称，基本的なルールの説明ができる。（定期試験）
３，リーグ戦における対戦成績および，授業中の質問・発言によって受講態度を評価する。（平常点）
【成績評価の方法】
受講態度(30%)、実技試験(30%)、定期試験（30%）リーグ戦成績(10%)を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【履修上の注意（科目独自のルール）】
ピアス等のアクセサリーを外すこと。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
実技試験，定期試験に関しては，必要に応じて個別に解説，指導を行う。
【テキスト・参考書等】
この科目では，必ず用意しなければならないテキストはありません。必要な資料は，授業中に適宜，配布しま
す。また，ハンドボールの理論・知識の習得に際して，下記ウエブページを参考にすることを勧めます。
http://handball.kikirara.jp
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
t‑komata@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
授業開始前，および終了後に対応します。また随時，メールでの質問も受け付けます。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による２単位の科目であり、授業時間６０時間と授業外学修時間３０時間の計９
０時間の学習を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
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授業回数 担当
小俣
1

2

3

4

5

6

7

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

授業内容（授業方法を含む）
（授業内容）
オリエンテーションを行う．授
業のルール，ハンドボールのル
ールの解説を行う．
（授業方法）
初回は座学を行う．
授業のルールの確認，ハンドボ
ールのルールの確認を行う．
(授業内容）
初歩的なゲームを行い，ルール
の成り立ち，競技の特性につい
て解説する．
（授業方法）
ゲームを行い，ハンドボールの
ルール，競技特性について理解
する．
（授業内容）
パス・キャッチの基本動作につ
いての解説を行う．
（授業方法）
パス・キャッチの基本動作の習
得，理解を深める．
（授業内容）
シュート動作の基本動作の解説
を行う．
（授業方法）
シュートの基本動作の習得，そ
れに伴いステップワークの練習
を行い，必要な技術の習得．
(授業内容）
速攻を中心としたゲームの解説
を行う．
（授業方法）
速攻の種類の説明，スピードを
持ってシュートまでの動作の動
きを習得．
（授業内容）
ディフェンス技術の習得
（授業方法）
マンツーマンディフェンスを中
心とし，ディフェンスの技術の
習得．

（授業内容）
ポジションの解説①サイドポジ
ションの特徴について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（サイド）の特徴に
ついて解説を行い，必要とされ
る技術，特性を理解する．
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：0.5時間】
シラバスを参考に授業のルール，学習目標を確認
する．
【復習：0.5時間】
動画を見て，ハンドボールのルールおよびプレー
を確認する．

【予習：1時間】
ゲームの動画を見て，競技の特性について確認す
る．
【復習：0.5時間】
ルールについて，配布したプリントをもとに整理
する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，パスの種類，方法について確認する
．
【復習：0.5時間】
パスの種類について整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，シュートの種類を確認しておく．
【復習：0.5時間】
ステップ・ランニング・スタンディング・ジャン
プシュートの違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，速攻の種類について確認する．
【復習：0.5時間】
１次速攻，2次速攻，3次速攻の違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，ディフェンスの種類を確認する．
【復習：0.5時間】
人中心のディフェンスとボール中心のディフェン
スの違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，サイドプレイヤーの特徴を確認する
．
【復習：0.5時間】
サイドプレイヤーの特徴，必要な技術を整理する
．

8

9

10

11

12

13

14

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

（授業内容）
ハンドボールにおける個人技術
の習得①フェイント動作につい
て解説を行う．
（授業方法）
フェイント動作の種類，ステッ
プワークの解説を行い，必要と
される技術を理解する．
（授業内容）
ルールと審判技術の解説を行い
，初歩的なリーグ戦を行う．
（授業方法）
審判の技術，各反則のジェスチ
ャーについて解説を行う．また
，正しく笛を吹く技術を身につ
ける．グループに分けミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
（授業内容）
グループ戦術の解説を行う．
（授業方法）
３〜４人のグループ戦術の解説
を行い，そこで必要とされる戦
術行為に関して，理解を深める
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う①
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う②
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う③
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う④
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
定期試験
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【予習：0.5時間】
動画を見て，フェイントの種類を分類する．
【復習：0.5時間】
オン・ザ・ボールとオフ・ザ・ボールの動きにつ
いて整理する．
【予習：0.5時間】
審判に必要な技術，動作の意味を理解し，罰則時
のジェスチャーを正しく覚える．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
映像を見て，３〜４人のグループ戦術の確認を確
認する．
【復習：0.5時間】
３〜４人のグループにおける戦術行為を行う際の
ポイントに関して整理する．
【予習：1時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．

授業科目名
英語科目名

ハンドボール
Handball

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

小俣

貴洋

授業概要
【授業全体の内容】
ハンドボールにおいて重要な基礎技術の習得とそれらを活かすための戦術的思考力の向上を目指し、ゲームを
中心とした授業を展開する。具体的には、毎授業の前半にゲームを構築するための基礎技術（パス・キャッチ
・シュート・ドリブル・それらに対するディフェンスなど）のトレーニング、戦術（個人戦術・グループ戦術
・チーム戦術）の基礎的なトレー二ングを行い、それらを活かして，後半のゲームを行う。また、ルールを理
解し、審判の基礎を学ぶと共に、オフィシャルを含め、他者と協力してゲームの運営を行うことを目指す。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は「コミュニケーション力」、「倫理観」及び「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」という学
位授与方針の達成に寄与する。
【授業の到達目標】
１，ゲームにおいて基本的なテクニックである、シュート、フェイント、パスができる。
２，基本的なルールを説明できる。
３，セットオフェンスやディフェンスのチーム戦術を理解し、仲間と協調してゲームに適用することができる
。
成績評価
【成績評価の基準】
１，ジャグリングやジャンプスローなど十分にボールを操作できる。（実技試験）
２，コートの図示およびラインの名称，基本的なルールの説明ができる。（定期試験）
３，リーグ戦における対戦成績および，授業中の質問・発言によって受講態度を評価する。（平常点）
【成績評価の方法】
受講態度(30%)、実技試験(30%)、定期試験（30%）リーグ戦成績(10%)を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【履修上の注意（科目独自のルール）】
ピアス等のアクセサリーを外すこと。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
実技試験，定期試験に関しては，必要に応じて個別に解説，指導を行う。
【テキスト・参考書等】
この科目では，必ず用意しなければならないテキストはありません。必要な資料は，授業中に適宜，配布しま
す。また，ハンドボールの理論・知識の習得に際して，下記ウエブページを参考にすることを勧めます。
http://handball.kikirara.jp
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
t‑komata@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
授業開始前，および終了後に対応します。また随時，メールでの質問も受け付けます。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による２単位の科目であり、授業時間６０時間と授業外学修時間３０時間の計９
０時間の学習を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
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授業回数 担当
小俣
1

2

3

4

5

6

7

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

授業内容（授業方法を含む）
（授業内容）
オリエンテーションを行う．授
業のルール，ハンドボールのル
ールの解説を行う．
（授業方法）
初回は座学を行う．
授業のルールの確認，ハンドボ
ールのルールの確認を行う．
(授業内容）
初歩的なゲームを行い，ルール
の成り立ち，競技の特性につい
て解説する．
（授業方法）
ゲームを行い，ハンドボールの
ルール，競技特性について理解
する．
（授業内容）
パス・キャッチの基本動作につ
いての解説を行う．
（授業方法）
パス・キャッチの基本動作の習
得，理解を深める．
（授業内容）
シュート動作の基本動作の解説
を行う．
（授業方法）
シュートの基本動作の習得，そ
れに伴いステップワークの練習
を行い，必要な技術の習得．
(授業内容）
速攻を中心としたゲームの解説
を行う．
（授業方法）
速攻の種類の説明，スピードを
持ってシュートまでの動作の動
きを習得．
（授業内容）
ディフェンス技術の習得
（授業方法）
マンツーマンディフェンスを中
心とし，ディフェンスの技術の
習得．

（授業内容）
ポジションの解説①サイドポジ
ションの特徴について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（サイド）の特徴に
ついて解説を行い，必要とされ
る技術，特性を理解する．

2674

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：0.5時間】
シラバスを参考に授業のルール，学習目標を確認
する．
【復習：0.5時間】
動画を見て，ハンドボールのルールおよびプレー
を確認する．

【予習：1時間】
ゲームの動画を見て，競技の特性について確認す
る．
【復習：0.5時間】
ルールについて，配布したプリントをもとに整理
する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，パスの種類，方法について確認する
．
【復習：0.5時間】
パスの種類について整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，シュートの種類を確認しておく．
【復習：0.5時間】
ステップ・ランニング・スタンディング・ジャン
プシュートの違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，速攻の種類について確認する．
【復習：0.5時間】
１次速攻，2次速攻，3次速攻の違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，ディフェンスの種類を確認する．
【復習：0.5時間】
人中心のディフェンスとボール中心のディフェン
スの違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，サイドプレイヤーの特徴を確認する
．
【復習：0.5時間】
サイドプレイヤーの特徴，必要な技術を整理する
．

8

9

10

11

12

13

14

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

（授業内容）
ハンドボールにおける個人技術
の習得①フェイント動作につい
て解説を行う．
（授業方法）
フェイント動作の種類，ステッ
プワークの解説を行い，必要と
される技術を理解する．
（授業内容）
ルールと審判技術の解説を行い
，初歩的なリーグ戦を行う．
（授業方法）
審判の技術，各反則のジェスチ
ャーについて解説を行う．また
，正しく笛を吹く技術を身につ
ける．グループに分けミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
（授業内容）
グループ戦術の解説を行う．
（授業方法）
３〜４人のグループ戦術の解説
を行い，そこで必要とされる戦
術行為に関して，理解を深める
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う①
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う②
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う③
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う④
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
定期試験
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【予習：0.5時間】
動画を見て，フェイントの種類を分類する．
【復習：0.5時間】
オン・ザ・ボールとオフ・ザ・ボールの動きにつ
いて整理する．
【予習：0.5時間】
審判に必要な技術，動作の意味を理解し，罰則時
のジェスチャーを正しく覚える．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
映像を見て，３〜４人のグループ戦術の確認を確
認する．
【復習：0.5時間】
３〜４人のグループにおける戦術行為を行う際の
ポイントに関して整理する．
【予習：1時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．

授業科目名
英語科目名

ハンドボール
Handball

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

小俣

貴洋

授業概要
【授業全体の内容】
ハンドボールにおいて重要な基礎技術の習得とそれらを活かすための戦術的思考力の向上を目指し、ゲームを
中心とした授業を展開する。具体的には、毎授業の前半にゲームを構築するための基礎技術（パス・キャッチ
・シュート・ドリブル・それらに対するディフェンスなど）のトレーニング、戦術（個人戦術・グループ戦術
・チーム戦術）の基礎的なトレー二ングを行い、それらを活かして，後半のゲームを行う。また、ルールを理
解し、審判の基礎を学ぶと共に、オフィシャルを含め、他者と協力してゲームの運営を行うことを目指す。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は「コミュニケーション力」、「倫理観」及び「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」という学
位授与方針の達成に寄与する。
【授業の到達目標】
１，ゲームにおいて基本的なテクニックである、シュート、フェイント、パスができる。
２，基本的なルールを説明できる。
３，セットオフェンスやディフェンスのチーム戦術を理解し、仲間と協調してゲームに適用することができる
。
成績評価
【成績評価の基準】
１，ジャグリングやジャンプスローなど十分にボールを操作できる。（実技試験）
２，コートの図示およびラインの名称，基本的なルールの説明ができる。（定期試験）
３，リーグ戦における対戦成績および，授業中の質問・発言によって受講態度を評価する。（平常点）
【成績評価の方法】
受講態度(30%)、実技試験(30%)、定期試験（30%）リーグ戦成績(10%)を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【履修上の注意（科目独自のルール）】
ピアス等のアクセサリーを外すこと。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
実技試験，定期試験に関しては，必要に応じて個別に解説，指導を行う。
【テキスト・参考書等】
この科目では，必ず用意しなければならないテキストはありません。必要な資料は，授業中に適宜，配布しま
す。また，ハンドボールの理論・知識の習得に際して，下記ウエブページを参考にすることを勧めます。
http://handball.kikirara.jp
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
t‑komata@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
授業開始前，および終了後に対応します。また随時，メールでの質問も受け付けます。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による２単位の科目であり、授業時間６０時間と授業外学修時間３０時間の計９
０時間の学習を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
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授業回数 担当
小俣
1

2

3

4

5

6

7

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

授業内容（授業方法を含む）
（授業内容）
オリエンテーションを行う．授
業のルール，ハンドボールのル
ールの解説を行う．
（授業方法）
初回は座学を行う．
授業のルールの確認，ハンドボ
ールのルールの確認を行う．
(授業内容）
初歩的なゲームを行い，ルール
の成り立ち，競技の特性につい
て解説する．
（授業方法）
ゲームを行い，ハンドボールの
ルール，競技特性について理解
する．
（授業内容）
パス・キャッチの基本動作につ
いての解説を行う．
（授業方法）
パス・キャッチの基本動作の習
得，理解を深める．
（授業内容）
シュート動作の基本動作の解説
を行う．
（授業方法）
シュートの基本動作の習得，そ
れに伴いステップワークの練習
を行い，必要な技術の習得．
(授業内容）
速攻を中心としたゲームの解説
を行う．
（授業方法）
速攻の種類の説明，スピードを
持ってシュートまでの動作の動
きを習得．
（授業内容）
ディフェンス技術の習得
（授業方法）
マンツーマンディフェンスを中
心とし，ディフェンスの技術の
習得．

（授業内容）
ポジションの解説①サイドポジ
ションの特徴について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（サイド）の特徴に
ついて解説を行い，必要とされ
る技術，特性を理解する．

2677

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：0.5時間】
シラバスを参考に授業のルール，学習目標を確認
する．
【復習：0.5時間】
動画を見て，ハンドボールのルールおよびプレー
を確認する．

【予習：1時間】
ゲームの動画を見て，競技の特性について確認す
る．
【復習：0.5時間】
ルールについて，配布したプリントをもとに整理
する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，パスの種類，方法について確認する
．
【復習：0.5時間】
パスの種類について整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，シュートの種類を確認しておく．
【復習：0.5時間】
ステップ・ランニング・スタンディング・ジャン
プシュートの違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，速攻の種類について確認する．
【復習：0.5時間】
１次速攻，2次速攻，3次速攻の違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，ディフェンスの種類を確認する．
【復習：0.5時間】
人中心のディフェンスとボール中心のディフェン
スの違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，サイドプレイヤーの特徴を確認する
．
【復習：0.5時間】
サイドプレイヤーの特徴，必要な技術を整理する
．

8

9

10

11

12

13

14

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

（授業内容）
ハンドボールにおける個人技術
の習得①フェイント動作につい
て解説を行う．
（授業方法）
フェイント動作の種類，ステッ
プワークの解説を行い，必要と
される技術を理解する．
（授業内容）
ルールと審判技術の解説を行い
，初歩的なリーグ戦を行う．
（授業方法）
審判の技術，各反則のジェスチ
ャーについて解説を行う．また
，正しく笛を吹く技術を身につ
ける．グループに分けミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
（授業内容）
グループ戦術の解説を行う．
（授業方法）
３〜４人のグループ戦術の解説
を行い，そこで必要とされる戦
術行為に関して，理解を深める
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う①
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う②
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う③
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う④
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
定期試験
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【予習：0.5時間】
動画を見て，フェイントの種類を分類する．
【復習：0.5時間】
オン・ザ・ボールとオフ・ザ・ボールの動きにつ
いて整理する．
【予習：0.5時間】
審判に必要な技術，動作の意味を理解し，罰則時
のジェスチャーを正しく覚える．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
映像を見て，３〜４人のグループ戦術の確認を確
認する．
【復習：0.5時間】
３〜４人のグループにおける戦術行為を行う際の
ポイントに関して整理する．
【予習：1時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．

授業科目名
英語科目名

ハンドボール
Handball

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

小俣

貴洋

授業概要
【授業全体の内容】
ハンドボールにおいて重要な基礎技術の習得とそれらを活かすための戦術的思考力の向上を目指し、ゲームを
中心とした授業を展開する。具体的には、毎授業の前半にゲームを構築するための基礎技術（パス・キャッチ
・シュート・ドリブル・それらに対するディフェンスなど）のトレーニング、戦術（個人戦術・グループ戦術
・チーム戦術）の基礎的なトレー二ングを行い、それらを活かして，後半のゲームを行う。また、ルールを理
解し、審判の基礎を学ぶと共に、オフィシャルを含め、他者と協力してゲームの運営を行うことを目指す。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は「コミュニケーション力」、「倫理観」及び「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」という学
位授与方針の達成に寄与する。
【授業の到達目標】
１，ゲームにおいて基本的なテクニックである、シュート、フェイント、パスができる。
２，基本的なルールを説明できる。
３，セットオフェンスやディフェンスのチーム戦術を理解し、仲間と協調してゲームに適用することができる
。
成績評価
【成績評価の基準】
１，ジャグリングやジャンプスローなど十分にボールを操作できる。（実技試験）
２，コートの図示およびラインの名称，基本的なルールの説明ができる。（定期試験）
３，リーグ戦における対戦成績および，授業中の質問・発言によって受講態度を評価する。（平常点）
【成績評価の方法】
受講態度(30%)、実技試験(30%)、定期試験（30%）リーグ戦成績(10%)を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【履修上の注意（科目独自のルール）】
ピアス等のアクセサリーを外すこと。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
実技試験，定期試験に関しては，必要に応じて個別に解説，指導を行う。
【テキスト・参考書等】
この科目では，必ず用意しなければならないテキストはありません。必要な資料は，授業中に適宜，配布しま
す。また，ハンドボールの理論・知識の習得に際して，下記ウエブページを参考にすることを勧めます。
http://handball.kikirara.jp
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
t‑komata@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
授業開始前，および終了後に対応します。また随時，メールでの質問も受け付けます。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による２単位の科目であり、授業時間６０時間と授業外学修時間３０時間の計９
０時間の学習を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】

2679

授業回数 担当
小俣
1

2

3

4

5

6

7

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

授業内容（授業方法を含む）
（授業内容）
オリエンテーションを行う．授
業のルール，ハンドボールのル
ールの解説を行う．
（授業方法）
初回は座学を行う．
授業のルールの確認，ハンドボ
ールのルールの確認を行う．
(授業内容）
初歩的なゲームを行い，ルール
の成り立ち，競技の特性につい
て解説する．
（授業方法）
ゲームを行い，ハンドボールの
ルール，競技特性について理解
する．
（授業内容）
パス・キャッチの基本動作につ
いての解説を行う．
（授業方法）
パス・キャッチの基本動作の習
得，理解を深める．
（授業内容）
シュート動作の基本動作の解説
を行う．
（授業方法）
シュートの基本動作の習得，そ
れに伴いステップワークの練習
を行い，必要な技術の習得．
(授業内容）
速攻を中心としたゲームの解説
を行う．
（授業方法）
速攻の種類の説明，スピードを
持ってシュートまでの動作の動
きを習得．
（授業内容）
ディフェンス技術の習得
（授業方法）
マンツーマンディフェンスを中
心とし，ディフェンスの技術の
習得．

（授業内容）
ポジションの解説①サイドポジ
ションの特徴について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（サイド）の特徴に
ついて解説を行い，必要とされ
る技術，特性を理解する．

2680

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：0.5時間】
シラバスを参考に授業のルール，学習目標を確認
する．
【復習：0.5時間】
動画を見て，ハンドボールのルールおよびプレー
を確認する．

【予習：1時間】
ゲームの動画を見て，競技の特性について確認す
る．
【復習：0.5時間】
ルールについて，配布したプリントをもとに整理
する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，パスの種類，方法について確認する
．
【復習：0.5時間】
パスの種類について整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，シュートの種類を確認しておく．
【復習：0.5時間】
ステップ・ランニング・スタンディング・ジャン
プシュートの違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，速攻の種類について確認する．
【復習：0.5時間】
１次速攻，2次速攻，3次速攻の違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，ディフェンスの種類を確認する．
【復習：0.5時間】
人中心のディフェンスとボール中心のディフェン
スの違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，サイドプレイヤーの特徴を確認する
．
【復習：0.5時間】
サイドプレイヤーの特徴，必要な技術を整理する
．

8

9

10

11

12

13

14

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

（授業内容）
ハンドボールにおける個人技術
の習得①フェイント動作につい
て解説を行う．
（授業方法）
フェイント動作の種類，ステッ
プワークの解説を行い，必要と
される技術を理解する．
（授業内容）
ルールと審判技術の解説を行い
，初歩的なリーグ戦を行う．
（授業方法）
審判の技術，各反則のジェスチ
ャーについて解説を行う．また
，正しく笛を吹く技術を身につ
ける．グループに分けミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
（授業内容）
グループ戦術の解説を行う．
（授業方法）
３〜４人のグループ戦術の解説
を行い，そこで必要とされる戦
術行為に関して，理解を深める
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う①
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う②
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う③
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う④
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
定期試験

2681

【予習：0.5時間】
動画を見て，フェイントの種類を分類する．
【復習：0.5時間】
オン・ザ・ボールとオフ・ザ・ボールの動きにつ
いて整理する．
【予習：0.5時間】
審判に必要な技術，動作の意味を理解し，罰則時
のジェスチャーを正しく覚える．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
映像を見て，３〜４人のグループ戦術の確認を確
認する．
【復習：0.5時間】
３〜４人のグループにおける戦術行為を行う際の
ポイントに関して整理する．
【予習：1時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．

授業科目名
英語科目名

ハンドボール
Handball

授業形態
開講学期

実技
前期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

小俣

貴洋

授業概要
【授業全体の内容】
ハンドボールにおいて重要な基礎技術の習得とそれらを活かすための戦術的思考力の向上を目指し、ゲームを
中心とした授業を展開する。具体的には、毎授業の前半にゲームを構築するための基礎技術（パス・キャッチ
・シュート・ドリブル・それらに対するディフェンスなど）のトレーニング、戦術（個人戦術・グループ戦術
・チーム戦術）の基礎的なトレー二ングを行い、それらを活かして，後半のゲームを行う。また、ルールを理
解し、審判の基礎を学ぶと共に、オフィシャルを含め、他者と協力してゲームの運営を行うことを目指す。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は「コミュニケーション力」、「倫理観」及び「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」という学
位授与方針の達成に寄与する。
【授業の到達目標】
１，ゲームにおいて基本的なテクニックである、シュート、フェイント、パスができる。
２，基本的なルールを説明できる。
３，セットオフェンスやディフェンスのチーム戦術を理解し、仲間と協調してゲームに適用することができる
。
成績評価
【成績評価の基準】
１，ジャグリングやジャンプスローなど十分にボールを操作できる。（実技試験）
２，コートの図示およびラインの名称，基本的なルールの説明ができる。（定期試験）
３，リーグ戦における対戦成績および，授業中の質問・発言によって受講態度を評価する。（平常点）
【成績評価の方法】
受講態度(30%)、実技試験(30%)、定期試験（30%）リーグ戦成績(10%)を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【履修上の注意（科目独自のルール）】
ピアス等のアクセサリーを外すこと。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
実技試験，定期試験に関しては，必要に応じて個別に解説，指導を行う。
【テキスト・参考書等】
この科目では，必ず用意しなければならないテキストはありません。必要な資料は，授業中に適宜，配布しま
す。また，ハンドボールの理論・知識の習得に際して，下記ウエブページを参考にすることを勧めます。
http://handball.kikirara.jp
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
t‑komata@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
授業開始前，および終了後に対応します。また随時，メールでの質問も受け付けます。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による２単位の科目であり、授業時間６０時間と授業外学修時間３０時間の計９
０時間の学習を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】

2682

授業回数 担当
小俣
1

2

3

4

5

6

7

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

授業内容（授業方法を含む）
（授業内容）
オリエンテーションを行う．授
業のルール，ハンドボールのル
ールの解説を行う．
（授業方法）
初回は座学を行う．
授業のルールの確認，ハンドボ
ールのルールの確認を行う．
(授業内容）
初歩的なゲームを行い，ルール
の成り立ち，競技の特性につい
て解説する．
（授業方法）
ゲームを行い，ハンドボールの
ルール，競技特性について理解
する．
（授業内容）
パス・キャッチの基本動作につ
いての解説を行う．
（授業方法）
パス・キャッチの基本動作の習
得，理解を深める．
（授業内容）
シュート動作の基本動作の解説
を行う．
（授業方法）
シュートの基本動作の習得，そ
れに伴いステップワークの練習
を行い，必要な技術の習得．
(授業内容）
速攻を中心としたゲームの解説
を行う．
（授業方法）
速攻の種類の説明，スピードを
持ってシュートまでの動作の動
きを習得．
（授業内容）
ディフェンス技術の習得
（授業方法）
マンツーマンディフェンスを中
心とし，ディフェンスの技術の
習得．

（授業内容）
ポジションの解説①サイドポジ
ションの特徴について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（サイド）の特徴に
ついて解説を行い，必要とされ
る技術，特性を理解する．

2683

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：0.5時間】
シラバスを参考に授業のルール，学習目標を確認
する．
【復習：0.5時間】
動画を見て，ハンドボールのルールおよびプレー
を確認する．

【予習：1時間】
ゲームの動画を見て，競技の特性について確認す
る．
【復習：0.5時間】
ルールについて，配布したプリントをもとに整理
する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，パスの種類，方法について確認する
．
【復習：0.5時間】
パスの種類について整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，シュートの種類を確認しておく．
【復習：0.5時間】
ステップ・ランニング・スタンディング・ジャン
プシュートの違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，速攻の種類について確認する．
【復習：0.5時間】
１次速攻，2次速攻，3次速攻の違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，ディフェンスの種類を確認する．
【復習：0.5時間】
人中心のディフェンスとボール中心のディフェン
スの違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，サイドプレイヤーの特徴を確認する
．
【復習：0.5時間】
サイドプレイヤーの特徴，必要な技術を整理する
．

8

9

10

11

12

13

14

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

（授業内容）
ハンドボールにおける個人技術
の習得①フェイント動作につい
て解説を行う．
（授業方法）
フェイント動作の種類，ステッ
プワークの解説を行い，必要と
される技術を理解する．
（授業内容）
ルールと審判技術の解説を行い
，初歩的なリーグ戦を行う．
（授業方法）
審判の技術，各反則のジェスチ
ャーについて解説を行う．また
，正しく笛を吹く技術を身につ
ける．グループに分けミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
（授業内容）
グループ戦術の解説を行う．
（授業方法）
３〜４人のグループ戦術の解説
を行い，そこで必要とされる戦
術行為に関して，理解を深める
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う①
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う②
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う③
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う④
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
定期試験

2684

【予習：0.5時間】
動画を見て，フェイントの種類を分類する．
【復習：0.5時間】
オン・ザ・ボールとオフ・ザ・ボールの動きにつ
いて整理する．
【予習：0.5時間】
審判に必要な技術，動作の意味を理解し，罰則時
のジェスチャーを正しく覚える．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
映像を見て，３〜４人のグループ戦術の確認を確
認する．
【復習：0.5時間】
３〜４人のグループにおける戦術行為を行う際の
ポイントに関して整理する．
【予習：1時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．

授業科目名
英語科目名

ハンドボール
Handball

授業形態
開講学期

実技
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

小俣

貴洋

授業概要
【授業全体の内容】
ハンドボールにおいて重要な基礎技術の習得とそれらを活かすための戦術的思考力の向上を目指し、ゲームを
中心とした授業を展開する。具体的には、毎授業の前半にゲームを構築するための基礎技術（パス・キャッチ
・シュート・ドリブル・それらに対するディフェンスなど）のトレーニング、戦術（個人戦術・グループ戦術
・チーム戦術）の基礎的なトレー二ングを行い、それらを活かして，後半のゲームを行う。また、ルールを理
解し、審判の基礎を学ぶと共に、オフィシャルを含め、他者と協力してゲームの運営を行うことを目指す。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は「コミュニケーション力」、「倫理観」及び「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」という学
位授与方針の達成に寄与する。
【授業の到達目標】
１，ゲームにおいて基本的なテクニックである、シュート、フェイント、パスができる。
２，基本的なルールを説明できる。
３，セットオフェンスやディフェンスのチーム戦術を理解し、仲間と協調してゲームに適用することができる
。
成績評価
【成績評価の基準】
１，ジャグリングやジャンプスローなど十分にボールを操作できる。（実技試験）
２，コートの図示およびラインの名称，基本的なルールの説明ができる。（定期試験）
３，リーグ戦における対戦成績および，授業中の質問・発言によって受講態度を評価する。（平常点）
【成績評価の方法】
受講態度(30%)、実技試験(30%)、定期試験（30%）リーグ戦成績(10%)を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【履修上の注意（科目独自のルール）】
ピアス等のアクセサリーを外すこと。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
実技試験，定期試験に関しては，必要に応じて個別に解説，指導を行う。
【テキスト・参考書等】
この科目では，必ず用意しなければならないテキストはありません。必要な資料は，授業中に適宜，配布しま
す。また，ハンドボールの理論・知識の習得に際して，下記ウエブページを参考にすることを勧めます。
http://handball.kikirara.jp
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
t‑komata@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
授業開始前，および終了後に対応します。また随時，メールでの質問も受け付けます。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による２単位の科目であり、授業時間６０時間と授業外学修時間３０時間の計９
０時間の学習を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】

2685

授業回数 担当
小俣
1

2

3

4

5

6

7

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

授業内容（授業方法を含む）
（授業内容）
オリエンテーションを行う．授
業のルール，ハンドボールのル
ールの解説を行う．
（授業方法）
初回は座学を行う．
授業のルールの確認，ハンドボ
ールのルールの確認を行う．
(授業内容）
初歩的なゲームを行い，ルール
の成り立ち，競技の特性につい
て解説する．
（授業方法）
ゲームを行い，ハンドボールの
ルール，競技特性について理解
する．
（授業内容）
パス・キャッチの基本動作につ
いての解説を行う．
（授業方法）
パス・キャッチの基本動作の習
得，理解を深める．
（授業内容）
シュート動作の基本動作の解説
を行う．
（授業方法）
シュートの基本動作の習得，そ
れに伴いステップワークの練習
を行い，必要な技術の習得．
(授業内容）
速攻を中心としたゲームの解説
を行う．
（授業方法）
速攻の種類の説明，スピードを
持ってシュートまでの動作の動
きを習得．
（授業内容）
ディフェンス技術の習得
（授業方法）
マンツーマンディフェンスを中
心とし，ディフェンスの技術の
習得．

（授業内容）
ポジションの解説①サイドポジ
ションの特徴について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（サイド）の特徴に
ついて解説を行い，必要とされ
る技術，特性を理解する．

2686

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：0.5時間】
シラバスを参考に授業のルール，学習目標を確認
する．
【復習：0.5時間】
動画を見て，ハンドボールのルールおよびプレー
を確認する．

【予習：1時間】
ゲームの動画を見て，競技の特性について確認す
る．
【復習：0.5時間】
ルールについて，配布したプリントをもとに整理
する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，パスの種類，方法について確認する
．
【復習：0.5時間】
パスの種類について整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，シュートの種類を確認しておく．
【復習：0.5時間】
ステップ・ランニング・スタンディング・ジャン
プシュートの違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，速攻の種類について確認する．
【復習：0.5時間】
１次速攻，2次速攻，3次速攻の違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，ディフェンスの種類を確認する．
【復習：0.5時間】
人中心のディフェンスとボール中心のディフェン
スの違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，サイドプレイヤーの特徴を確認する
．
【復習：0.5時間】
サイドプレイヤーの特徴，必要な技術を整理する
．

8

9

10

11

12

13

14

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

（授業内容）
ハンドボールにおける個人技術
の習得①フェイント動作につい
て解説を行う．
（授業方法）
フェイント動作の種類，ステッ
プワークの解説を行い，必要と
される技術を理解する．
（授業内容）
ルールと審判技術の解説を行い
，初歩的なリーグ戦を行う．
（授業方法）
審判の技術，各反則のジェスチ
ャーについて解説を行う．また
，正しく笛を吹く技術を身につ
ける．グループに分けミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
（授業内容）
グループ戦術の解説を行う．
（授業方法）
３〜４人のグループ戦術の解説
を行い，そこで必要とされる戦
術行為に関して，理解を深める
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う①
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う②
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う③
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う④
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
定期試験

2687

【予習：0.5時間】
動画を見て，フェイントの種類を分類する．
【復習：0.5時間】
オン・ザ・ボールとオフ・ザ・ボールの動きにつ
いて整理する．
【予習：0.5時間】
審判に必要な技術，動作の意味を理解し，罰則時
のジェスチャーを正しく覚える．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
映像を見て，３〜４人のグループ戦術の確認を確
認する．
【復習：0.5時間】
３〜４人のグループにおける戦術行為を行う際の
ポイントに関して整理する．
【予習：1時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．

授業科目名
英語科目名

ハンドボール
Handball

授業形態
開講学期

実技
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

小俣

貴洋

授業概要
【授業全体の内容】
ハンドボールにおいて重要な基礎技術の習得とそれらを活かすための戦術的思考力の向上を目指し、ゲームを
中心とした授業を展開する。具体的には、毎授業の前半にゲームを構築するための基礎技術（パス・キャッチ
・シュート・ドリブル・それらに対するディフェンスなど）のトレーニング、戦術（個人戦術・グループ戦術
・チーム戦術）の基礎的なトレー二ングを行い、それらを活かして，後半のゲームを行う。また、ルールを理
解し、審判の基礎を学ぶと共に、オフィシャルを含め、他者と協力してゲームの運営を行うことを目指す。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は「コミュニケーション力」、「倫理観」及び「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」という学
位授与方針の達成に寄与する。
【授業の到達目標】
１，ゲームにおいて基本的なテクニックである、シュート、フェイント、パスができる。
２，基本的なルールを説明できる。
３，セットオフェンスやディフェンスのチーム戦術を理解し、仲間と協調してゲームに適用することができる
。
成績評価
【成績評価の基準】
１，ジャグリングやジャンプスローなど十分にボールを操作できる。（実技試験）
２，コートの図示およびラインの名称，基本的なルールの説明ができる。（定期試験）
３，リーグ戦における対戦成績および，授業中の質問・発言によって受講態度を評価する。（平常点）
【成績評価の方法】
受講態度(30%)、実技試験(30%)、定期試験（30%）リーグ戦成績(10%)を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【履修上の注意（科目独自のルール）】
ピアス等のアクセサリーを外すこと。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
実技試験，定期試験に関しては，必要に応じて個別に解説，指導を行う。
【テキスト・参考書等】
この科目では，必ず用意しなければならないテキストはありません。必要な資料は，授業中に適宜，配布しま
す。また，ハンドボールの理論・知識の習得に際して，下記ウエブページを参考にすることを勧めます。
http://handball.kikirara.jp
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
t‑komata@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
授業開始前，および終了後に対応します。また随時，メールでの質問も受け付けます。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による２単位の科目であり、授業時間６０時間と授業外学修時間３０時間の計９
０時間の学習を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】

2688

授業回数 担当
小俣
1

2

3

4

5

6

7

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

授業内容（授業方法を含む）
（授業内容）
オリエンテーションを行う．授
業のルール，ハンドボールのル
ールの解説を行う．
（授業方法）
初回は座学を行う．
授業のルールの確認，ハンドボ
ールのルールの確認を行う．
(授業内容）
初歩的なゲームを行い，ルール
の成り立ち，競技の特性につい
て解説する．
（授業方法）
ゲームを行い，ハンドボールの
ルール，競技特性について理解
する．
（授業内容）
パス・キャッチの基本動作につ
いての解説を行う．
（授業方法）
パス・キャッチの基本動作の習
得，理解を深める．
（授業内容）
シュート動作の基本動作の解説
を行う．
（授業方法）
シュートの基本動作の習得，そ
れに伴いステップワークの練習
を行い，必要な技術の習得．
(授業内容）
速攻を中心としたゲームの解説
を行う．
（授業方法）
速攻の種類の説明，スピードを
持ってシュートまでの動作の動
きを習得．
（授業内容）
ディフェンス技術の習得
（授業方法）
マンツーマンディフェンスを中
心とし，ディフェンスの技術の
習得．

（授業内容）
ポジションの解説①サイドポジ
ションの特徴について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（サイド）の特徴に
ついて解説を行い，必要とされ
る技術，特性を理解する．

2689

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：0.5時間】
シラバスを参考に授業のルール，学習目標を確認
する．
【復習：0.5時間】
動画を見て，ハンドボールのルールおよびプレー
を確認する．

【予習：1時間】
ゲームの動画を見て，競技の特性について確認す
る．
【復習：0.5時間】
ルールについて，配布したプリントをもとに整理
する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，パスの種類，方法について確認する
．
【復習：0.5時間】
パスの種類について整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，シュートの種類を確認しておく．
【復習：0.5時間】
ステップ・ランニング・スタンディング・ジャン
プシュートの違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，速攻の種類について確認する．
【復習：0.5時間】
１次速攻，2次速攻，3次速攻の違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，ディフェンスの種類を確認する．
【復習：0.5時間】
人中心のディフェンスとボール中心のディフェン
スの違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，サイドプレイヤーの特徴を確認する
．
【復習：0.5時間】
サイドプレイヤーの特徴，必要な技術を整理する
．

8

9

10

11

12

13

14

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

（授業内容）
ハンドボールにおける個人技術
の習得①フェイント動作につい
て解説を行う．
（授業方法）
フェイント動作の種類，ステッ
プワークの解説を行い，必要と
される技術を理解する．
（授業内容）
ルールと審判技術の解説を行い
，初歩的なリーグ戦を行う．
（授業方法）
審判の技術，各反則のジェスチ
ャーについて解説を行う．また
，正しく笛を吹く技術を身につ
ける．グループに分けミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
（授業内容）
グループ戦術の解説を行う．
（授業方法）
３〜４人のグループ戦術の解説
を行い，そこで必要とされる戦
術行為に関して，理解を深める
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う①
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う②
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う③
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う④
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
定期試験

2690

【予習：0.5時間】
動画を見て，フェイントの種類を分類する．
【復習：0.5時間】
オン・ザ・ボールとオフ・ザ・ボールの動きにつ
いて整理する．
【予習：0.5時間】
審判に必要な技術，動作の意味を理解し，罰則時
のジェスチャーを正しく覚える．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
映像を見て，３〜４人のグループ戦術の確認を確
認する．
【復習：0.5時間】
３〜４人のグループにおける戦術行為を行う際の
ポイントに関して整理する．
【予習：1時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．

授業科目名
英語科目名

ハンドボール
Handball

授業形態
開講学期

実技
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

小俣

貴洋

授業概要
【授業全体の内容】
ハンドボールにおいて重要な基礎技術の習得とそれらを活かすための戦術的思考力の向上を目指し、ゲームを
中心とした授業を展開する。具体的には、毎授業の前半にゲームを構築するための基礎技術（パス・キャッチ
・シュート・ドリブル・それらに対するディフェンスなど）のトレーニング、戦術（個人戦術・グループ戦術
・チーム戦術）の基礎的なトレー二ングを行い、それらを活かして，後半のゲームを行う。また、ルールを理
解し、審判の基礎を学ぶと共に、オフィシャルを含め、他者と協力してゲームの運営を行うことを目指す。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は「コミュニケーション力」、「倫理観」及び「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」という学
位授与方針の達成に寄与する。
【授業の到達目標】
１，ゲームにおいて基本的なテクニックである、シュート、フェイント、パスができる。
２，基本的なルールを説明できる。
３，セットオフェンスやディフェンスのチーム戦術を理解し、仲間と協調してゲームに適用することができる
。
成績評価
【成績評価の基準】
１，ジャグリングやジャンプスローなど十分にボールを操作できる。（実技試験）
２，コートの図示およびラインの名称，基本的なルールの説明ができる。（定期試験）
３，リーグ戦における対戦成績および，授業中の質問・発言によって受講態度を評価する。（平常点）
【成績評価の方法】
受講態度(30%)、実技試験(30%)、定期試験（30%）リーグ戦成績(10%)を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【履修上の注意（科目独自のルール）】
ピアス等のアクセサリーを外すこと。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
実技試験，定期試験に関しては，必要に応じて個別に解説，指導を行う。
【テキスト・参考書等】
この科目では，必ず用意しなければならないテキストはありません。必要な資料は，授業中に適宜，配布しま
す。また，ハンドボールの理論・知識の習得に際して，下記ウエブページを参考にすることを勧めます。
http://handball.kikirara.jp
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
t‑komata@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
授業開始前，および終了後に対応します。また随時，メールでの質問も受け付けます。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による２単位の科目であり、授業時間６０時間と授業外学修時間３０時間の計９
０時間の学習を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】

2691

授業回数 担当
小俣
1

2

3

4

5

6

7

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

授業内容（授業方法を含む）
（授業内容）
オリエンテーションを行う．授
業のルール，ハンドボールのル
ールの解説を行う．
（授業方法）
初回は座学を行う．
授業のルールの確認，ハンドボ
ールのルールの確認を行う．
(授業内容）
初歩的なゲームを行い，ルール
の成り立ち，競技の特性につい
て解説する．
（授業方法）
ゲームを行い，ハンドボールの
ルール，競技特性について理解
する．
（授業内容）
パス・キャッチの基本動作につ
いての解説を行う．
（授業方法）
パス・キャッチの基本動作の習
得，理解を深める．
（授業内容）
シュート動作の基本動作の解説
を行う．
（授業方法）
シュートの基本動作の習得，そ
れに伴いステップワークの練習
を行い，必要な技術の習得．
(授業内容）
速攻を中心としたゲームの解説
を行う．
（授業方法）
速攻の種類の説明，スピードを
持ってシュートまでの動作の動
きを習得．
（授業内容）
ディフェンス技術の習得
（授業方法）
マンツーマンディフェンスを中
心とし，ディフェンスの技術の
習得．

（授業内容）
ポジションの解説①サイドポジ
ションの特徴について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（サイド）の特徴に
ついて解説を行い，必要とされ
る技術，特性を理解する．

2692

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：0.5時間】
シラバスを参考に授業のルール，学習目標を確認
する．
【復習：0.5時間】
動画を見て，ハンドボールのルールおよびプレー
を確認する．

【予習：1時間】
ゲームの動画を見て，競技の特性について確認す
る．
【復習：0.5時間】
ルールについて，配布したプリントをもとに整理
する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，パスの種類，方法について確認する
．
【復習：0.5時間】
パスの種類について整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，シュートの種類を確認しておく．
【復習：0.5時間】
ステップ・ランニング・スタンディング・ジャン
プシュートの違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，速攻の種類について確認する．
【復習：0.5時間】
１次速攻，2次速攻，3次速攻の違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，ディフェンスの種類を確認する．
【復習：0.5時間】
人中心のディフェンスとボール中心のディフェン
スの違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，サイドプレイヤーの特徴を確認する
．
【復習：0.5時間】
サイドプレイヤーの特徴，必要な技術を整理する
．

8

9

10

11

12

13

14

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

（授業内容）
ハンドボールにおける個人技術
の習得①フェイント動作につい
て解説を行う．
（授業方法）
フェイント動作の種類，ステッ
プワークの解説を行い，必要と
される技術を理解する．
（授業内容）
ルールと審判技術の解説を行い
，初歩的なリーグ戦を行う．
（授業方法）
審判の技術，各反則のジェスチ
ャーについて解説を行う．また
，正しく笛を吹く技術を身につ
ける．グループに分けミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
（授業内容）
グループ戦術の解説を行う．
（授業方法）
３〜４人のグループ戦術の解説
を行い，そこで必要とされる戦
術行為に関して，理解を深める
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う①
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う②
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う③
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う④
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
定期試験

2693

【予習：0.5時間】
動画を見て，フェイントの種類を分類する．
【復習：0.5時間】
オン・ザ・ボールとオフ・ザ・ボールの動きにつ
いて整理する．
【予習：0.5時間】
審判に必要な技術，動作の意味を理解し，罰則時
のジェスチャーを正しく覚える．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
映像を見て，３〜４人のグループ戦術の確認を確
認する．
【復習：0.5時間】
３〜４人のグループにおける戦術行為を行う際の
ポイントに関して整理する．
【予習：1時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．

授業科目名
英語科目名

ハンドボール
Handball

授業形態
開講学期

実技
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

小俣

貴洋

授業概要
【授業全体の内容】
ハンドボールにおいて重要な基礎技術の習得とそれらを活かすための戦術的思考力の向上を目指し、ゲームを
中心とした授業を展開する。具体的には、毎授業の前半にゲームを構築するための基礎技術（パス・キャッチ
・シュート・ドリブル・それらに対するディフェンスなど）のトレーニング、戦術（個人戦術・グループ戦術
・チーム戦術）の基礎的なトレー二ングを行い、それらを活かして，後半のゲームを行う。また、ルールを理
解し、審判の基礎を学ぶと共に、オフィシャルを含め、他者と協力してゲームの運営を行うことを目指す。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は「コミュニケーション力」、「倫理観」及び「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」という学
位授与方針の達成に寄与する。
【授業の到達目標】
１，ゲームにおいて基本的なテクニックである、シュート、フェイント、パスができる。
２，基本的なルールを説明できる。
３，セットオフェンスやディフェンスのチーム戦術を理解し、仲間と協調してゲームに適用することができる
。
成績評価
【成績評価の基準】
１，ジャグリングやジャンプスローなど十分にボールを操作できる。（実技試験）
２，コートの図示およびラインの名称，基本的なルールの説明ができる。（定期試験）
３，リーグ戦における対戦成績および，授業中の質問・発言によって受講態度を評価する。（平常点）
【成績評価の方法】
受講態度(30%)、実技試験(30%)、定期試験（30%）リーグ戦成績(10%)を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【履修上の注意（科目独自のルール）】
ピアス等のアクセサリーを外すこと。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
実技試験，定期試験に関しては，必要に応じて個別に解説，指導を行う。
【テキスト・参考書等】
この科目では，必ず用意しなければならないテキストはありません。必要な資料は，授業中に適宜，配布しま
す。また，ハンドボールの理論・知識の習得に際して，下記ウエブページを参考にすることを勧めます。
http://handball.kikirara.jp
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
t‑komata@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
授業開始前，および終了後に対応します。また随時，メールでの質問も受け付けます。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による２単位の科目であり、授業時間６０時間と授業外学修時間３０時間の計９
０時間の学習を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】

2694

授業回数 担当
小俣
1

2

3

4

5

6

7

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

授業内容（授業方法を含む）
（授業内容）
オリエンテーションを行う．授
業のルール，ハンドボールのル
ールの解説を行う．
（授業方法）
初回は座学を行う．
授業のルールの確認，ハンドボ
ールのルールの確認を行う．
(授業内容）
初歩的なゲームを行い，ルール
の成り立ち，競技の特性につい
て解説する．
（授業方法）
ゲームを行い，ハンドボールの
ルール，競技特性について理解
する．
（授業内容）
パス・キャッチの基本動作につ
いての解説を行う．
（授業方法）
パス・キャッチの基本動作の習
得，理解を深める．
（授業内容）
シュート動作の基本動作の解説
を行う．
（授業方法）
シュートの基本動作の習得，そ
れに伴いステップワークの練習
を行い，必要な技術の習得．
(授業内容）
速攻を中心としたゲームの解説
を行う．
（授業方法）
速攻の種類の説明，スピードを
持ってシュートまでの動作の動
きを習得．
（授業内容）
ディフェンス技術の習得
（授業方法）
マンツーマンディフェンスを中
心とし，ディフェンスの技術の
習得．

（授業内容）
ポジションの解説①サイドポジ
ションの特徴について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（サイド）の特徴に
ついて解説を行い，必要とされ
る技術，特性を理解する．

2695

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：0.5時間】
シラバスを参考に授業のルール，学習目標を確認
する．
【復習：0.5時間】
動画を見て，ハンドボールのルールおよびプレー
を確認する．

【予習：1時間】
ゲームの動画を見て，競技の特性について確認す
る．
【復習：0.5時間】
ルールについて，配布したプリントをもとに整理
する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，パスの種類，方法について確認する
．
【復習：0.5時間】
パスの種類について整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，シュートの種類を確認しておく．
【復習：0.5時間】
ステップ・ランニング・スタンディング・ジャン
プシュートの違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，速攻の種類について確認する．
【復習：0.5時間】
１次速攻，2次速攻，3次速攻の違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，ディフェンスの種類を確認する．
【復習：0.5時間】
人中心のディフェンスとボール中心のディフェン
スの違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，サイドプレイヤーの特徴を確認する
．
【復習：0.5時間】
サイドプレイヤーの特徴，必要な技術を整理する
．

8

9

10

11

12

13

14

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

（授業内容）
ハンドボールにおける個人技術
の習得①フェイント動作につい
て解説を行う．
（授業方法）
フェイント動作の種類，ステッ
プワークの解説を行い，必要と
される技術を理解する．
（授業内容）
ルールと審判技術の解説を行い
，初歩的なリーグ戦を行う．
（授業方法）
審判の技術，各反則のジェスチ
ャーについて解説を行う．また
，正しく笛を吹く技術を身につ
ける．グループに分けミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
（授業内容）
グループ戦術の解説を行う．
（授業方法）
３〜４人のグループ戦術の解説
を行い，そこで必要とされる戦
術行為に関して，理解を深める
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う①
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う②
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う③
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う④
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
定期試験
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【予習：0.5時間】
動画を見て，フェイントの種類を分類する．
【復習：0.5時間】
オン・ザ・ボールとオフ・ザ・ボールの動きにつ
いて整理する．
【予習：0.5時間】
審判に必要な技術，動作の意味を理解し，罰則時
のジェスチャーを正しく覚える．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
映像を見て，３〜４人のグループ戦術の確認を確
認する．
【復習：0.5時間】
３〜４人のグループにおける戦術行為を行う際の
ポイントに関して整理する．
【予習：1時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．

授業科目名
英語科目名

ハンドボール
Handball

授業形態
開講学期

実技
後期

対象学年

1

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

小俣

貴洋

授業概要
【授業全体の内容】
ハンドボールにおいて重要な基礎技術の習得とそれらを活かすための戦術的思考力の向上を目指し、ゲームを
中心とした授業を展開する。具体的には、毎授業の前半にゲームを構築するための基礎技術（パス・キャッチ
・シュート・ドリブル・それらに対するディフェンスなど）のトレーニング、戦術（個人戦術・グループ戦術
・チーム戦術）の基礎的なトレー二ングを行い、それらを活かして，後半のゲームを行う。また、ルールを理
解し、審判の基礎を学ぶと共に、オフィシャルを含め、他者と協力してゲームの運営を行うことを目指す。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は「コミュニケーション力」、「倫理観」及び「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」という学
位授与方針の達成に寄与する。
【授業の到達目標】
１，ゲームにおいて基本的なテクニックである、シュート、フェイント、パスができる。
２，基本的なルールを説明できる。
３，セットオフェンスやディフェンスのチーム戦術を理解し、仲間と協調してゲームに適用することができる
。
成績評価
【成績評価の基準】
１，ジャグリングやジャンプスローなど十分にボールを操作できる。（実技試験）
２，コートの図示およびラインの名称，基本的なルールの説明ができる。（定期試験）
３，リーグ戦における対戦成績および，授業中の質問・発言によって受講態度を評価する。（平常点）
【成績評価の方法】
受講態度(30%)、実技試験(30%)、定期試験（30%）リーグ戦成績(10%)を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【履修上の注意（科目独自のルール）】
ピアス等のアクセサリーを外すこと。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
実技試験，定期試験に関しては，必要に応じて個別に解説，指導を行う。
【テキスト・参考書等】
この科目では，必ず用意しなければならないテキストはありません。必要な資料は，授業中に適宜，配布しま
す。また，ハンドボールの理論・知識の習得に際して，下記ウエブページを参考にすることを勧めます。
http://handball.kikirara.jp
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
t‑komata@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
授業開始前，および終了後に対応します。また随時，メールでの質問も受け付けます。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による２単位の科目であり、授業時間６０時間と授業外学修時間３０時間の計９
０時間の学習を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
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授業回数 担当
小俣
1

2

3

4

5

6

7

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

授業内容（授業方法を含む）
（授業内容）
オリエンテーションを行う．授
業のルール，ハンドボールのル
ールの解説を行う．
（授業方法）
初回は座学を行う．
授業のルールの確認，ハンドボ
ールのルールの確認を行う．
(授業内容）
初歩的なゲームを行い，ルール
の成り立ち，競技の特性につい
て解説する．
（授業方法）
ゲームを行い，ハンドボールの
ルール，競技特性について理解
する．
（授業内容）
パス・キャッチの基本動作につ
いての解説を行う．
（授業方法）
パス・キャッチの基本動作の習
得，理解を深める．
（授業内容）
シュート動作の基本動作の解説
を行う．
（授業方法）
シュートの基本動作の習得，そ
れに伴いステップワークの練習
を行い，必要な技術の習得．
(授業内容）
速攻を中心としたゲームの解説
を行う．
（授業方法）
速攻の種類の説明，スピードを
持ってシュートまでの動作の動
きを習得．
（授業内容）
ディフェンス技術の習得
（授業方法）
マンツーマンディフェンスを中
心とし，ディフェンスの技術の
習得．

（授業内容）
ポジションの解説①サイドポジ
ションの特徴について解説を行
う．
（授業方法）
ポジション（サイド）の特徴に
ついて解説を行い，必要とされ
る技術，特性を理解する．

2698

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：0.5時間】
シラバスを参考に授業のルール，学習目標を確認
する．
【復習：0.5時間】
動画を見て，ハンドボールのルールおよびプレー
を確認する．

【予習：1時間】
ゲームの動画を見て，競技の特性について確認す
る．
【復習：0.5時間】
ルールについて，配布したプリントをもとに整理
する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，パスの種類，方法について確認する
．
【復習：0.5時間】
パスの種類について整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，シュートの種類を確認しておく．
【復習：0.5時間】
ステップ・ランニング・スタンディング・ジャン
プシュートの違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，速攻の種類について確認する．
【復習：0.5時間】
１次速攻，2次速攻，3次速攻の違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，ディフェンスの種類を確認する．
【復習：0.5時間】
人中心のディフェンスとボール中心のディフェン
スの違いを整理する．
【予習：0.5時間】
動画を見て，サイドプレイヤーの特徴を確認する
．
【復習：0.5時間】
サイドプレイヤーの特徴，必要な技術を整理する
．

8

9

10

11

12

13

14

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

小俣

（授業内容）
ハンドボールにおける個人技術
の習得①フェイント動作につい
て解説を行う．
（授業方法）
フェイント動作の種類，ステッ
プワークの解説を行い，必要と
される技術を理解する．
（授業内容）
ルールと審判技術の解説を行い
，初歩的なリーグ戦を行う．
（授業方法）
審判の技術，各反則のジェスチ
ャーについて解説を行う．また
，正しく笛を吹く技術を身につ
ける．グループに分けミニゲー
ムのリーグ戦を行う．
（授業内容）
グループ戦術の解説を行う．
（授業方法）
３〜４人のグループ戦術の解説
を行い，そこで必要とされる戦
術行為に関して，理解を深める
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う①
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う②
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う③
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
（授業内容）
安全管理に十分な注意を払って
，学生主体のリーグ戦を行う④
（授業方法）
学生が審判，オフシャルを行い
，主体的にリーグ戦を運営する
．
定期試験
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【予習：0.5時間】
動画を見て，フェイントの種類を分類する．
【復習：0.5時間】
オン・ザ・ボールとオフ・ザ・ボールの動きにつ
いて整理する．
【予習：0.5時間】
審判に必要な技術，動作の意味を理解し，罰則時
のジェスチャーを正しく覚える．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
映像を見て，３〜４人のグループ戦術の確認を確
認する．
【復習：0.5時間】
３〜４人のグループにおける戦術行為を行う際の
ポイントに関して整理する．
【予習：1時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．
【予習：0.5時間】
審判のジェスチャー確認，大会運営の方法を理解
する．
【復習：0.5時間】
スコアシートの提出を行う．

授業科目名
英語科目名

バレーボール
Volleyball

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 蔦宗 浩二
科目担当者
中田 学
授業概要
【授業全体の内容】
バレーボールの基礎について学び、個人技術の向上、基本的な戦術、ビーチバレー、9人制、6人制のルール等
を理解する。また、バレーボールは中学・高校でも授業として行われることも多く、教員採用試験においても
様々な都道府県で実技科目として実施されている。本授業では、シラバスに記載してある内容（技術・戦術）
について学んでいき、基礎が定着してきたらミニゲームなどの形式でリーグ戦を行っていく。スキルだけの向
上ではなく、教員採用試験を視野に入れて授業を行っていく。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
技術的な向上はもちろん、バレーボールを通じて、コミュニケーションスキル、対人能力を身に付ける。
【授業の到達目標】
1 バレーボールの特性を生かした基礎的トレーニング方法と学ぶことができる
2 各技能の指導法・審判法・ゲーム運営等を学習し、現場教育に即応できる能力を養うことができる
3 教員採用試験で行う技術レベルに到達することができる
成績評価
【成績評価の基準】
1 授業実施回数の2/3以上の出席をもって受験資格とする。
2 実技試験を行い評価する
3 バレーボールノートを提出し評価する
4 リーグ戦の対戦戦績を評価する
【成績評価の方法】
授業態度・取り組み・出席点３０％、実技レベル５０％、バレーボールノート１０％、リーグ戦戦績１０％の
割合で評価します。
履修における留意事項
【履修要件】
実技科目のため、ケガなどで長期的にプレーをすることが出来ない場合は予め、相談するようにお願いします
。
【履修上の注意】
技術の向上はもちろん、教員採用試験を視野に入れて授業を行っていきます。体調管理と向上心を持って授業
に望んで下さい。
体育館で滑らないようなシューズ、できればバレーボールシューズの準備を勧めます。
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の 授業を欠席扱いとする。 また、遅刻及
び早退についても減点を行う
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
課題レポートは翌週の授業で返却して、 定期試験については、評価や助言を各受講者へ口頭にてフィー ド
バックする。
【テキスト・参考書等】
蔦宗 浩二著、みるみる上達！バレーボール基礎からマスター
教科書として使用するので必ず用意すること。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：蔦宗、中田
E−mail：m‑nakata@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：火曜〜金曜 昼休み 放課後
場所：１号館5階1502室（中田）、1号館5階1515（蔦宗）
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相 談時間とかち合わないようにするた
め、できるだけ前日までにE‑mailで予 約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
蔦宗・中田
（予習0.5h）シラバスの内容をよく読んでおく。
1
(授業内容)
ガイダンス
実技の選択決定
（復習0.5h）授業の方針や概要について理解し、
1年間の授業方針について
学習ノートを準備する。
(授業方法)
希望を調査し、他種目との調整
蔦宗・中田
（予習0.5h）ネットの張り方と円陣パスについて
2
(授業内容)
事前に調べておく。
ネットの張り方と円陣パス
・バレーボールネットの正しい （復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。
張り方
・バレーボールの準備運動の注
意点
・バレーボールのボールとレク
リエーションボールの違い
・グループ分け
・円陣パス
サーブ
・アンダーサーブ、フローター
サーブ、サイドハンド、ジャン
ピングドライブ等

3

蔦宗・中田

(授業方法)
ネットが張れるようになる、、
またバレーボールを使って楽し
むことができるようになる
様々な種類のサーブを学び自分
に合ったサーブを見つけること
ができる。
(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・アンダーパスとオーバーパス
・マンツーマン
(授業方法)
アンダーパスとオーバーパス、
マンツーマンができるようにな
る
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（予習0.5h）アンダーパスとオーバーパスについ
て事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

4

5

6

7

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

8

蔦宗・中田

9

蔦宗・中田

（予習0.5h）スパイクについて事前に調べておく
。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業内容)
スパイク
・スイング練習
・踏み込み 助走
・直上スパイク
(授業方法)
スパイクのスイング、ステップ
を分解して練習し、繋げてでき
るようになる。
(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・サーブレシーブと三段攻撃
(授業方法)
最初は短い位置からサーブレシ
ーブ、三段攻撃とは何かを知る
ことができる
(授業内容)
スパイク ・ブロック
・スパイクの打ち込み
・スパイクゲーム
・ブロック面 ・手の出し方
(授業方法)
スパイクが打てるようになる。
ブロックの形が習得できる
(授業内容)
ゲーム（ビーチバレー）
・試合のまわし方
・ビーチバレーのルール
・3対3ゲーム（練習試合）

（予習0.5h）サーブレシーブと三段攻撃について
事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）スパイク・ブロックについて事前に
調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）ビーチバレーのルールについて事前
に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
（予習0.5h）ゲームの進め方について事前に調べ
(授業内容)
ておく。
ゲーム（ビーチバレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・3対3ゲーム（公式戦）
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
公式戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）9人制バレーのルールについて事前
(授業内容)
に調べておく。
9人制バレー
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・9人制バレーのルール
ノートにまとめ理解を深める。
・6人制と9人制の違い
・９人制練習試合
(授業方法)
6人制と9人制の違いを知り、9
人制バレーのルールを知ること
ができる
9人制の乱打練習を行う
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11

12

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

13

蔦宗・中田

14

蔦宗・中田

（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
確認しておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業内容)
ゲーム（9人制バレー）
・公式戦
(授業方法)
9人制のルールを覚えゲームが
できるようになる
リーグ戦で勝敗を付け順位を決
める
(授業内容)
6人制バレー
・フォーメーション
（W型 ・三角形型フォーメーシ
ョン）
・ローテーション
・アウト ・オブ ・ポジション
(授業方法)
6人制のルール（ローテーショ
ン・アウトオブポジション）を
説明し、覚えることができる
(授業内容)
6人制バレー
・リベロプレーヤーの説明
・練習試合

（予習0.5h）ローテーション、アウト ・オブ ・
ポジションについて事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）リベロプレーヤーについて事前に調
べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
ローテーション・アウトオブポ
ジションの復習と、リベロプレ
―ヤーについてしることができ
る
ゲームの流れを学ぶ
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業方法)
確認しておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業方法)
確認しておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
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（予習0.5h）これまでの授業で学習した技術につ
いて確認しておく。
（復習0.5h）学習した内容について、学習ノート
実技テスト
筆記試験ではなく実技テストの に授業全体のまとめを作成し理解を深める。
みとする
スパイク
マンツーマン
定期試験実施

(授業内容)
スパイクを３本打ち、１本１
０点で
計３０点で計算
マンツーマンは片方から打ち
、１０ 回連続でつなげる。打
つ方、レシーブする方両方がで
きて合格
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授業科目名
英語科目名

バレーボール
Volleyball

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 蔦宗 浩二
科目担当者
中田 学
授業概要
【授業全体の内容】
バレーボールの基礎について学び、個人技術の向上、基本的な戦術、ビーチバレー、9人制、6人制のルール等
を理解する。また、バレーボールは中学・高校でも授業として行われることも多く、教員採用試験においても
様々な都道府県で実技科目として実施されている。本授業では、シラバスに記載してある内容（技術・戦術）
について学んでいき、基礎が定着してきたらミニゲームなどの形式でリーグ戦を行っていく。スキルだけの向
上ではなく、教員採用試験を視野に入れて授業を行っていく。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
技術的な向上はもちろん、バレーボールを通じて、コミュニケーションスキル、対人能力を身に付ける。
【授業の到達目標】
1 バレーボールの特性を生かした基礎的トレーニング方法と学ぶことができる
2 各技能の指導法・審判法・ゲーム運営等を学習し、現場教育に即応できる能力を養うことができる
3 教員採用試験で行う技術レベルに到達することができる
成績評価
【成績評価の基準】
1 授業実施回数の2/3以上の出席をもって受験資格とする。
2 実技試験を行い評価する
3 バレーボールノートを提出し評価する
4 リーグ戦の対戦戦績を評価する
【成績評価の方法】
授業態度・取り組み・出席点３０％、実技レベル５０％、バレーボールノート１０％、リーグ戦戦績１０％の
割合で評価します。
履修における留意事項
【履修要件】
実技科目のため、ケガなどで長期的にプレーをすることが出来ない場合は予め、相談するようにお願いします
。
【履修上の注意】
技術の向上はもちろん、教員採用試験を視野に入れて授業を行っていきます。体調管理と向上心を持って授業
に望んで下さい。
体育館で滑らないようなシューズ、できればバレーボールシューズの準備を勧めます。
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の 授業を欠席扱いとする。 また、遅刻及
び早退についても減点を行う
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
課題レポートは翌週の授業で返却して、 定期試験については、評価や助言を各受講者へ口頭にてフィー ド
バックする。
【テキスト・参考書等】
蔦宗 浩二著、みるみる上達！バレーボール基礎からマスター
教科書として使用するので必ず用意すること。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：蔦宗、中田
E−mail：m‑nakata@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：火曜〜金曜 昼休み 放課後
場所：１号館5階1502室（中田）、1号館5階1515（蔦宗）
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相 談時間とかち合わないようにするた
め、できるだけ前日までにE‑mailで予 約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
蔦宗・中田
（予習0.5h）シラバスの内容をよく読んでおく。
1
(授業内容)
ガイダンス
実技の選択決定
（復習0.5h）授業の方針や概要について理解し、
1年間の授業方針について
学習ノートを準備する。
(授業方法)
希望を調査し、他種目との調整
蔦宗・中田
（予習0.5h）ネットの張り方と円陣パスについて
2
(授業内容)
事前に調べておく。
ネットの張り方と円陣パス
・バレーボールネットの正しい （復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。
張り方
・バレーボールの準備運動の注
意点
・バレーボールのボールとレク
リエーションボールの違い
・グループ分け
・円陣パス
サーブ
・アンダーサーブ、フローター
サーブ、サイドハンド、ジャン
ピングドライブ等

3

蔦宗・中田

(授業方法)
ネットが張れるようになる、、
またバレーボールを使って楽し
むことができるようになる
様々な種類のサーブを学び自分
に合ったサーブを見つけること
ができる。
(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・アンダーパスとオーバーパス
・マンツーマン
(授業方法)
アンダーパスとオーバーパス、
マンツーマンができるようにな
る
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（予習0.5h）アンダーパスとオーバーパスについ
て事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

4

5

6

7

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

8

蔦宗・中田

9

蔦宗・中田

（予習0.5h）スパイクについて事前に調べておく
。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業内容)
スパイク
・スイング練習
・踏み込み 助走
・直上スパイク
(授業方法)
スパイクのスイング、ステップ
を分解して練習し、繋げてでき
るようになる。
(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・サーブレシーブと三段攻撃
(授業方法)
最初は短い位置からサーブレシ
ーブ、三段攻撃とは何かを知る
ことができる
(授業内容)
スパイク ・ブロック
・スパイクの打ち込み
・スパイクゲーム
・ブロック面 ・手の出し方
(授業方法)
スパイクが打てるようになる。
ブロックの形が習得できる
(授業内容)
ゲーム（ビーチバレー）
・試合のまわし方
・ビーチバレーのルール
・3対3ゲーム（練習試合）

（予習0.5h）サーブレシーブと三段攻撃について
事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）スパイク・ブロックについて事前に
調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）ビーチバレーのルールについて事前
に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
（予習0.5h）ゲームの進め方について事前に調べ
(授業内容)
ておく。
ゲーム（ビーチバレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・3対3ゲーム（公式戦）
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
公式戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）9人制バレーのルールについて事前
(授業内容)
に調べておく。
9人制バレー
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・9人制バレーのルール
ノートにまとめ理解を深める。
・6人制と9人制の違い
・９人制練習試合
(授業方法)
6人制と9人制の違いを知り、9
人制バレーのルールを知ること
ができる
9人制の乱打練習を行う
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11

12

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田
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蔦宗・中田
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蔦宗・中田

（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
確認しておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業内容)
ゲーム（9人制バレー）
・公式戦
(授業方法)
9人制のルールを覚えゲームが
できるようになる
リーグ戦で勝敗を付け順位を決
める
(授業内容)
6人制バレー
・フォーメーション
（W型 ・三角形型フォーメーシ
ョン）
・ローテーション
・アウト ・オブ ・ポジション
(授業方法)
6人制のルール（ローテーショ
ン・アウトオブポジション）を
説明し、覚えることができる
(授業内容)
6人制バレー
・リベロプレーヤーの説明
・練習試合

（予習0.5h）ローテーション、アウト ・オブ ・
ポジションについて事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）リベロプレーヤーについて事前に調
べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
ローテーション・アウトオブポ
ジションの復習と、リベロプレ
―ヤーについてしることができ
る
ゲームの流れを学ぶ
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業方法)
確認しておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業方法)
確認しておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
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（予習0.5h）これまでの授業で学習した技術につ
いて確認しておく。
（復習0.5h）学習した内容について、学習ノート
実技テスト
筆記試験ではなく実技テストの に授業全体のまとめを作成し理解を深める。
みとする
スパイク
マンツーマン
定期試験実施

(授業内容)
スパイクを３本打ち、１本１
０点で
計３０点で計算
マンツーマンは片方から打ち
、１０ 回連続でつなげる。打
つ方、レシーブする方両方がで
きて合格

2709

授業科目名
英語科目名

バレーボール
Volleyball

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 蔦宗 浩二
科目担当者
中田 学
授業概要
【授業全体の内容】
バレーボールの基礎について学び、個人技術の向上、基本的な戦術、ビーチバレー、9人制、6人制のルール等
を理解する。また、バレーボールは中学・高校でも授業として行われることも多く、教員採用試験においても
様々な都道府県で実技科目として実施されている。本授業では、シラバスに記載してある内容（技術・戦術）
について学んでいき、基礎が定着してきたらミニゲームなどの形式でリーグ戦を行っていく。スキルだけの向
上ではなく、教員採用試験を視野に入れて授業を行っていく。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
技術的な向上はもちろん、バレーボールを通じて、コミュニケーションスキル、対人能力を身に付ける。
【授業の到達目標】
1 バレーボールの特性を生かした基礎的トレーニング方法と学ぶことができる
2 各技能の指導法・審判法・ゲーム運営等を学習し、現場教育に即応できる能力を養うことができる
3 教員採用試験で行う技術レベルに到達することができる
成績評価
【成績評価の基準】
1 授業実施回数の2/3以上の出席をもって受験資格とする。
2 実技試験を行い評価する
3 バレーボールノートを提出し評価する
4 リーグ戦の対戦戦績を評価する
【成績評価の方法】
授業態度・取り組み・出席点３０％、実技レベル５０％、バレーボールノート１０％、リーグ戦戦績１０％の
割合で評価します。
履修における留意事項
【履修要件】
実技科目のため、ケガなどで長期的にプレーをすることが出来ない場合は予め、相談するようにお願いします
。
【履修上の注意】
技術の向上はもちろん、教員採用試験を視野に入れて授業を行っていきます。体調管理と向上心を持って授業
に望んで下さい。
体育館で滑らないようなシューズ、できればバレーボールシューズの準備を勧めます。
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の 授業を欠席扱いとする。 また、遅刻及
び早退についても減点を行う
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
課題レポートは翌週の授業で返却して、 定期試験については、評価や助言を各受講者へ口頭にてフィー ド
バックする。
【テキスト・参考書等】
蔦宗 浩二著、みるみる上達！バレーボール基礎からマスター
教科書として使用するので必ず用意すること。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：蔦宗、中田
E−mail：m‑nakata@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：火曜〜金曜 昼休み 放課後
場所：１号館5階1502室（中田）、1号館5階1515（蔦宗）
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相 談時間とかち合わないようにするた
め、できるだけ前日までにE‑mailで予 約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
蔦宗・中田
（予習0.5h）シラバスの内容をよく読んでおく。
1
(授業内容)
ガイダンス
実技の選択決定
（復習0.5h）授業の方針や概要について理解し、
1年間の授業方針について
学習ノートを準備する。
(授業方法)
希望を調査し、他種目との調整
蔦宗・中田
（予習0.5h）ネットの張り方と円陣パスについて
2
(授業内容)
事前に調べておく。
ネットの張り方と円陣パス
・バレーボールネットの正しい （復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。
張り方
・バレーボールの準備運動の注
意点
・バレーボールのボールとレク
リエーションボールの違い
・グループ分け
・円陣パス
サーブ
・アンダーサーブ、フローター
サーブ、サイドハンド、ジャン
ピングドライブ等

3

蔦宗・中田

(授業方法)
ネットが張れるようになる、、
またバレーボールを使って楽し
むことができるようになる
様々な種類のサーブを学び自分
に合ったサーブを見つけること
ができる。
(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・アンダーパスとオーバーパス
・マンツーマン
(授業方法)
アンダーパスとオーバーパス、
マンツーマンができるようにな
る
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（予習0.5h）アンダーパスとオーバーパスについ
て事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

4

5

6

7

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

8

蔦宗・中田

9

蔦宗・中田

（予習0.5h）スパイクについて事前に調べておく
。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業内容)
スパイク
・スイング練習
・踏み込み 助走
・直上スパイク
(授業方法)
スパイクのスイング、ステップ
を分解して練習し、繋げてでき
るようになる。
(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・サーブレシーブと三段攻撃
(授業方法)
最初は短い位置からサーブレシ
ーブ、三段攻撃とは何かを知る
ことができる
(授業内容)
スパイク ・ブロック
・スパイクの打ち込み
・スパイクゲーム
・ブロック面 ・手の出し方
(授業方法)
スパイクが打てるようになる。
ブロックの形が習得できる
(授業内容)
ゲーム（ビーチバレー）
・試合のまわし方
・ビーチバレーのルール
・3対3ゲーム（練習試合）

（予習0.5h）サーブレシーブと三段攻撃について
事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）スパイク・ブロックについて事前に
調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）ビーチバレーのルールについて事前
に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
（予習0.5h）ゲームの進め方について事前に調べ
(授業内容)
ておく。
ゲーム（ビーチバレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・3対3ゲーム（公式戦）
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
公式戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）9人制バレーのルールについて事前
(授業内容)
に調べておく。
9人制バレー
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・9人制バレーのルール
ノートにまとめ理解を深める。
・6人制と9人制の違い
・９人制練習試合
(授業方法)
6人制と9人制の違いを知り、9
人制バレーのルールを知ること
ができる
9人制の乱打練習を行う
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10

11

12

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

13

蔦宗・中田

14

蔦宗・中田

（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
確認しておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業内容)
ゲーム（9人制バレー）
・公式戦
(授業方法)
9人制のルールを覚えゲームが
できるようになる
リーグ戦で勝敗を付け順位を決
める
(授業内容)
6人制バレー
・フォーメーション
（W型 ・三角形型フォーメーシ
ョン）
・ローテーション
・アウト ・オブ ・ポジション
(授業方法)
6人制のルール（ローテーショ
ン・アウトオブポジション）を
説明し、覚えることができる
(授業内容)
6人制バレー
・リベロプレーヤーの説明
・練習試合

（予習0.5h）ローテーション、アウト ・オブ ・
ポジションについて事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）リベロプレーヤーについて事前に調
べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
ローテーション・アウトオブポ
ジションの復習と、リベロプレ
―ヤーについてしることができ
る
ゲームの流れを学ぶ
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業方法)
確認しておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業方法)
確認しておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
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（予習0.5h）これまでの授業で学習した技術につ
いて確認しておく。
（復習0.5h）学習した内容について、学習ノート
実技テスト
筆記試験ではなく実技テストの に授業全体のまとめを作成し理解を深める。
みとする
スパイク
マンツーマン
定期試験実施

(授業内容)
スパイクを３本打ち、１本１
０点で
計３０点で計算
マンツーマンは片方から打ち
、１０ 回連続でつなげる。打
つ方、レシーブする方両方がで
きて合格
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授業科目名
英語科目名

バレーボール
Volleyball

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 蔦宗 浩二
科目担当者
中田 学
授業概要
【授業全体の内容】
バレーボールの基礎について学び、個人技術の向上、基本的な戦術、ビーチバレー、9人制、6人制のルール等
を理解する。また、バレーボールは中学・高校でも授業として行われることも多く、教員採用試験においても
様々な都道府県で実技科目として実施されている。本授業では、シラバスに記載してある内容（技術・戦術）
について学んでいき、基礎が定着してきたらミニゲームなどの形式でリーグ戦を行っていく。スキルだけの向
上ではなく、教員採用試験を視野に入れて授業を行っていく。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
技術的な向上はもちろん、バレーボールを通じて、コミュニケーションスキル、対人能力を身に付ける。
【授業の到達目標】
1 バレーボールの特性を生かした基礎的トレーニング方法と学ぶことができる
2 各技能の指導法・審判法・ゲーム運営等を学習し、現場教育に即応できる能力を養うことができる
3 教員採用試験で行う技術レベルに到達することができる
成績評価
【成績評価の基準】
1 授業実施回数の2/3以上の出席をもって受験資格とする。
2 実技試験を行い評価する
3 バレーボールノートを提出し評価する
4 リーグ戦の対戦戦績を評価する
【成績評価の方法】
授業態度・取り組み・出席点３０％、実技レベル５０％、バレーボールノート１０％、リーグ戦戦績１０％の
割合で評価します。
履修における留意事項
【履修要件】
実技科目のため、ケガなどで長期的にプレーをすることが出来ない場合は予め、相談するようにお願いします
。
【履修上の注意】
技術の向上はもちろん、教員採用試験を視野に入れて授業を行っていきます。体調管理と向上心を持って授業
に望んで下さい。
体育館で滑らないようなシューズ、できればバレーボールシューズの準備を勧めます。
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の 授業を欠席扱いとする。 また、遅刻及
び早退についても減点を行う
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
課題レポートは翌週の授業で返却して、 定期試験については、評価や助言を各受講者へ口頭にてフィー ド
バックする。
【テキスト・参考書等】
蔦宗 浩二著、みるみる上達！バレーボール基礎からマスター
教科書として使用するので必ず用意すること。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：蔦宗、中田
E−mail：m‑nakata@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：火曜〜金曜 昼休み 放課後
場所：１号館5階1502室（中田）、1号館5階1515（蔦宗）
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相 談時間とかち合わないようにするた
め、できるだけ前日までにE‑mailで予 約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
蔦宗・中田
（予習0.5h）シラバスの内容をよく読んでおく。
1
(授業内容)
ガイダンス
実技の選択決定
（復習0.5h）授業の方針や概要について理解し、
1年間の授業方針について
学習ノートを準備する。
(授業方法)
希望を調査し、他種目との調整
蔦宗・中田
（予習0.5h）ネットの張り方と円陣パスについて
2
(授業内容)
事前に調べておく。
ネットの張り方と円陣パス
・バレーボールネットの正しい （復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。
張り方
・バレーボールの準備運動の注
意点
・バレーボールのボールとレク
リエーションボールの違い
・グループ分け
・円陣パス
サーブ
・アンダーサーブ、フローター
サーブ、サイドハンド、ジャン
ピングドライブ等

3

蔦宗・中田

(授業方法)
ネットが張れるようになる、、
またバレーボールを使って楽し
むことができるようになる
様々な種類のサーブを学び自分
に合ったサーブを見つけること
ができる。
(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・アンダーパスとオーバーパス
・マンツーマン
(授業方法)
アンダーパスとオーバーパス、
マンツーマンができるようにな
る
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（予習0.5h）アンダーパスとオーバーパスについ
て事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

4

5

6

7

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

8

蔦宗・中田

9

蔦宗・中田

（予習0.5h）スパイクについて事前に調べておく
。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業内容)
スパイク
・スイング練習
・踏み込み 助走
・直上スパイク
(授業方法)
スパイクのスイング、ステップ
を分解して練習し、繋げてでき
るようになる。
(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・サーブレシーブと三段攻撃
(授業方法)
最初は短い位置からサーブレシ
ーブ、三段攻撃とは何かを知る
ことができる
(授業内容)
スパイク ・ブロック
・スパイクの打ち込み
・スパイクゲーム
・ブロック面 ・手の出し方
(授業方法)
スパイクが打てるようになる。
ブロックの形が習得できる
(授業内容)
ゲーム（ビーチバレー）
・試合のまわし方
・ビーチバレーのルール
・3対3ゲーム（練習試合）

（予習0.5h）サーブレシーブと三段攻撃について
事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）スパイク・ブロックについて事前に
調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）ビーチバレーのルールについて事前
に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
（予習0.5h）ゲームの進め方について事前に調べ
(授業内容)
ておく。
ゲーム（ビーチバレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・3対3ゲーム（公式戦）
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
公式戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）9人制バレーのルールについて事前
(授業内容)
に調べておく。
9人制バレー
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・9人制バレーのルール
ノートにまとめ理解を深める。
・6人制と9人制の違い
・９人制練習試合
(授業方法)
6人制と9人制の違いを知り、9
人制バレーのルールを知ること
ができる
9人制の乱打練習を行う
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10

11

12

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

13

蔦宗・中田

14

蔦宗・中田

（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
確認しておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業内容)
ゲーム（9人制バレー）
・公式戦
(授業方法)
9人制のルールを覚えゲームが
できるようになる
リーグ戦で勝敗を付け順位を決
める
(授業内容)
6人制バレー
・フォーメーション
（W型 ・三角形型フォーメーシ
ョン）
・ローテーション
・アウト ・オブ ・ポジション
(授業方法)
6人制のルール（ローテーショ
ン・アウトオブポジション）を
説明し、覚えることができる
(授業内容)
6人制バレー
・リベロプレーヤーの説明
・練習試合

（予習0.5h）ローテーション、アウト ・オブ ・
ポジションについて事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）リベロプレーヤーについて事前に調
べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
ローテーション・アウトオブポ
ジションの復習と、リベロプレ
―ヤーについてしることができ
る
ゲームの流れを学ぶ
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業方法)
確認しておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業方法)
確認しておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
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（予習0.5h）これまでの授業で学習した技術につ
いて確認しておく。
（復習0.5h）学習した内容について、学習ノート
実技テスト
筆記試験ではなく実技テストの に授業全体のまとめを作成し理解を深める。
みとする
スパイク
マンツーマン
定期試験実施

(授業内容)
スパイクを３本打ち、１本１
０点で
計３０点で計算
マンツーマンは片方から打ち
、１０ 回連続でつなげる。打
つ方、レシーブする方両方がで
きて合格
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授業科目名
英語科目名

バレーボール
Volleyball

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 蔦宗 浩二
科目担当者
中田 学
授業概要
【授業全体の内容】
バレーボールの基礎について学び、個人技術の向上、基本的な戦術、ビーチバレー、9人制、6人制のルール等
を理解する。また、バレーボールは中学・高校でも授業として行われることも多く、教員採用試験においても
様々な都道府県で実技科目として実施されている。本授業では、シラバスに記載してある内容（技術・戦術）
について学んでいき、基礎が定着してきたらミニゲームなどの形式でリーグ戦を行っていく。スキルだけの向
上ではなく、教員採用試験を視野に入れて授業を行っていく。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
技術的な向上はもちろん、バレーボールを通じて、コミュニケーションスキル、対人能力を身に付ける。
【授業の到達目標】
1 バレーボールの特性を生かした基礎的トレーニング方法と学ぶことができる
2 各技能の指導法・審判法・ゲーム運営等を学習し、現場教育に即応できる能力を養うことができる
3 教員採用試験で行う技術レベルに到達することができる
成績評価
【成績評価の基準】
1 授業実施回数の2/3以上の出席をもって受験資格とする。
2 実技試験を行い評価する
3 バレーボールノートを提出し評価する
4 リーグ戦の対戦戦績を評価する
【成績評価の方法】
授業態度・取り組み・出席点３０％、実技レベル５０％、バレーボールノート１０％、リーグ戦戦績１０％の
割合で評価します。
履修における留意事項
【履修要件】
実技科目のため、ケガなどで長期的にプレーをすることが出来ない場合は予め、相談するようにお願いします
。
【履修上の注意】
技術の向上はもちろん、教員採用試験を視野に入れて授業を行っていきます。体調管理と向上心を持って授業
に望んで下さい。
体育館で滑らないようなシューズ、できればバレーボールシューズの準備を勧めます。
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の 授業を欠席扱いとする。 また、遅刻及
び早退についても減点を行う
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
課題レポートは翌週の授業で返却して、 定期試験については、評価や助言を各受講者へ口頭にてフィー ド
バックする。
【テキスト・参考書等】
蔦宗 浩二著、みるみる上達！バレーボール基礎からマスター
教科書として使用するので必ず用意すること。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：蔦宗、中田
E−mail：m‑nakata@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：火曜〜金曜 昼休み 放課後
場所：１号館5階1502室（中田）、1号館5階1515（蔦宗）
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相 談時間とかち合わないようにするた
め、できるだけ前日までにE‑mailで予 約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
蔦宗・中田
（予習0.5h）シラバスの内容をよく読んでおく。
1
(授業内容)
ガイダンス
実技の選択決定
（復習0.5h）授業の方針や概要について理解し、
1年間の授業方針について
学習ノートを準備する。
(授業方法)
希望を調査し、他種目との調整
蔦宗・中田
（予習0.5h）ネットの張り方と円陣パスについて
2
(授業内容)
事前に調べておく。
ネットの張り方と円陣パス
・バレーボールネットの正しい （復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。
張り方
・バレーボールの準備運動の注
意点
・バレーボールのボールとレク
リエーションボールの違い
・グループ分け
・円陣パス
サーブ
・アンダーサーブ、フローター
サーブ、サイドハンド、ジャン
ピングドライブ等

3

蔦宗・中田

(授業方法)
ネットが張れるようになる、、
またバレーボールを使って楽し
むことができるようになる
様々な種類のサーブを学び自分
に合ったサーブを見つけること
ができる。
(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・アンダーパスとオーバーパス
・マンツーマン
(授業方法)
アンダーパスとオーバーパス、
マンツーマンができるようにな
る
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（予習0.5h）アンダーパスとオーバーパスについ
て事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

4

5

6

7

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

8

蔦宗・中田

9

蔦宗・中田

（予習0.5h）スパイクについて事前に調べておく
。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業内容)
スパイク
・スイング練習
・踏み込み 助走
・直上スパイク
(授業方法)
スパイクのスイング、ステップ
を分解して練習し、繋げてでき
るようになる。
(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・サーブレシーブと三段攻撃
(授業方法)
最初は短い位置からサーブレシ
ーブ、三段攻撃とは何かを知る
ことができる
(授業内容)
スパイク ・ブロック
・スパイクの打ち込み
・スパイクゲーム
・ブロック面 ・手の出し方
(授業方法)
スパイクが打てるようになる。
ブロックの形が習得できる
(授業内容)
ゲーム（ビーチバレー）
・試合のまわし方
・ビーチバレーのルール
・3対3ゲーム（練習試合）

（予習0.5h）サーブレシーブと三段攻撃について
事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）スパイク・ブロックについて事前に
調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）ビーチバレーのルールについて事前
に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
（予習0.5h）ゲームの進め方について事前に調べ
(授業内容)
ておく。
ゲーム（ビーチバレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・3対3ゲーム（公式戦）
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
公式戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）9人制バレーのルールについて事前
(授業内容)
に調べておく。
9人制バレー
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・9人制バレーのルール
ノートにまとめ理解を深める。
・6人制と9人制の違い
・９人制練習試合
(授業方法)
6人制と9人制の違いを知り、9
人制バレーのルールを知ること
ができる
9人制の乱打練習を行う
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10

11

12

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

13

蔦宗・中田

14

蔦宗・中田

（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
確認しておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業内容)
ゲーム（9人制バレー）
・公式戦
(授業方法)
9人制のルールを覚えゲームが
できるようになる
リーグ戦で勝敗を付け順位を決
める
(授業内容)
6人制バレー
・フォーメーション
（W型 ・三角形型フォーメーシ
ョン）
・ローテーション
・アウト ・オブ ・ポジション
(授業方法)
6人制のルール（ローテーショ
ン・アウトオブポジション）を
説明し、覚えることができる
(授業内容)
6人制バレー
・リベロプレーヤーの説明
・練習試合

（予習0.5h）ローテーション、アウト ・オブ ・
ポジションについて事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）リベロプレーヤーについて事前に調
べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
ローテーション・アウトオブポ
ジションの復習と、リベロプレ
―ヤーについてしることができ
る
ゲームの流れを学ぶ
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業方法)
確認しておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業方法)
確認しておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
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（予習0.5h）これまでの授業で学習した技術につ
いて確認しておく。
（復習0.5h）学習した内容について、学習ノート
実技テスト
筆記試験ではなく実技テストの に授業全体のまとめを作成し理解を深める。
みとする
スパイク
マンツーマン
定期試験実施

(授業内容)
スパイクを３本打ち、１本１
０点で
計３０点で計算
マンツーマンは片方から打ち
、１０ 回連続でつなげる。打
つ方、レシーブする方両方がで
きて合格
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授業科目名
英語科目名

バレーボール
Volleyball

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 蔦宗 浩二
科目担当者
中田 学
授業概要
【授業全体の内容】
バレーボールの基礎について学び、個人技術の向上、基本的な戦術、ビーチバレー、9人制、6人制のルール等
を理解する。また、バレーボールは中学・高校でも授業として行われることも多く、教員採用試験においても
様々な都道府県で実技科目として実施されている。本授業では、シラバスに記載してある内容（技術・戦術）
について学んでいき、基礎が定着してきたらミニゲームなどの形式でリーグ戦を行っていく。スキルだけの向
上ではなく、教員採用試験を視野に入れて授業を行っていく。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
技術的な向上はもちろん、バレーボールを通じて、コミュニケーションスキル、対人能力を身に付ける。
【授業の到達目標】
1 バレーボールの特性を生かした基礎的トレーニング方法と学ぶことができる
2 各技能の指導法・審判法・ゲーム運営等を学習し、現場教育に即応できる能力を養うことができる
3 教員採用試験で行う技術レベルに到達することができる
成績評価
【成績評価の基準】
1 授業実施回数の2/3以上の出席をもって受験資格とする。
2 実技試験を行い評価する
3 バレーボールノートを提出し評価する
4 リーグ戦の対戦戦績を評価する
【成績評価の方法】
授業態度・取り組み・出席点３０％、実技レベル５０％、バレーボールノート１０％、リーグ戦戦績１０％の
割合で評価します。
履修における留意事項
【履修要件】
実技科目のため、ケガなどで長期的にプレーをすることが出来ない場合は予め、相談するようにお願いします
。
【履修上の注意】
技術の向上はもちろん、教員採用試験を視野に入れて授業を行っていきます。体調管理と向上心を持って授業
に望んで下さい。
体育館で滑らないようなシューズ、できればバレーボールシューズの準備を勧めます。
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の 授業を欠席扱いとする。 また、遅刻及
び早退についても減点を行う
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
課題レポートは翌週の授業で返却して、 定期試験については、評価や助言を各受講者へ口頭にてフィー ド
バックする。
【テキスト・参考書等】
蔦宗 浩二著、みるみる上達！バレーボール基礎からマスター
教科書として使用するので必ず用意すること。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：蔦宗、中田
E−mail：m‑nakata@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：火曜〜金曜 昼休み 放課後
場所：１号館5階1502室（中田）、1号館5階1515（蔦宗）
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相 談時間とかち合わないようにするた
め、できるだけ前日までにE‑mailで予 約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
蔦宗・中田
（予習0.5h）シラバスの内容をよく読んでおく。
1
(授業内容)
ガイダンス
実技の選択決定
（復習0.5h）授業の方針や概要について理解し、
1年間の授業方針について
学習ノートを準備する。
(授業方法)
希望を調査し、他種目との調整
蔦宗・中田
（予習0.5h）ネットの張り方と円陣パスについて
2
(授業内容)
事前に調べておく。
ネットの張り方と円陣パス
・バレーボールネットの正しい （復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。
張り方
・バレーボールの準備運動の注
意点
・バレーボールのボールとレク
リエーションボールの違い
・グループ分け
・円陣パス
サーブ
・アンダーサーブ、フローター
サーブ、サイドハンド、ジャン
ピングドライブ等

3

蔦宗・中田

(授業方法)
ネットが張れるようになる、、
またバレーボールを使って楽し
むことができるようになる
様々な種類のサーブを学び自分
に合ったサーブを見つけること
ができる。
(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・アンダーパスとオーバーパス
・マンツーマン
(授業方法)
アンダーパスとオーバーパス、
マンツーマンができるようにな
る
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（予習0.5h）アンダーパスとオーバーパスについ
て事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

4

5

6

7

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

8

蔦宗・中田

9

蔦宗・中田

（予習0.5h）スパイクについて事前に調べておく
。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業内容)
スパイク
・スイング練習
・踏み込み 助走
・直上スパイク
(授業方法)
スパイクのスイング、ステップ
を分解して練習し、繋げてでき
るようになる。
(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・サーブレシーブと三段攻撃
(授業方法)
最初は短い位置からサーブレシ
ーブ、三段攻撃とは何かを知る
ことができる
(授業内容)
スパイク ・ブロック
・スパイクの打ち込み
・スパイクゲーム
・ブロック面 ・手の出し方
(授業方法)
スパイクが打てるようになる。
ブロックの形が習得できる
(授業内容)
ゲーム（ビーチバレー）
・試合のまわし方
・ビーチバレーのルール
・3対3ゲーム（練習試合）

（予習0.5h）サーブレシーブと三段攻撃について
事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）スパイク・ブロックについて事前に
調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）ビーチバレーのルールについて事前
に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
（予習0.5h）ゲームの進め方について事前に調べ
(授業内容)
ておく。
ゲーム（ビーチバレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・3対3ゲーム（公式戦）
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
公式戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）9人制バレーのルールについて事前
(授業内容)
に調べておく。
9人制バレー
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・9人制バレーのルール
ノートにまとめ理解を深める。
・6人制と9人制の違い
・９人制練習試合
(授業方法)
6人制と9人制の違いを知り、9
人制バレーのルールを知ること
ができる
9人制の乱打練習を行う
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10

11

12

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

13

蔦宗・中田

14

蔦宗・中田

（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
確認しておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業内容)
ゲーム（9人制バレー）
・公式戦
(授業方法)
9人制のルールを覚えゲームが
できるようになる
リーグ戦で勝敗を付け順位を決
める
(授業内容)
6人制バレー
・フォーメーション
（W型 ・三角形型フォーメーシ
ョン）
・ローテーション
・アウト ・オブ ・ポジション
(授業方法)
6人制のルール（ローテーショ
ン・アウトオブポジション）を
説明し、覚えることができる
(授業内容)
6人制バレー
・リベロプレーヤーの説明
・練習試合

（予習0.5h）ローテーション、アウト ・オブ ・
ポジションについて事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）リベロプレーヤーについて事前に調
べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
ローテーション・アウトオブポ
ジションの復習と、リベロプレ
―ヤーについてしることができ
る
ゲームの流れを学ぶ
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業方法)
確認しておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業方法)
確認しておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
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（予習0.5h）これまでの授業で学習した技術につ
いて確認しておく。
（復習0.5h）学習した内容について、学習ノート
実技テスト
筆記試験ではなく実技テストの に授業全体のまとめを作成し理解を深める。
みとする
スパイク
マンツーマン
定期試験実施

(授業内容)
スパイクを３本打ち、１本１
０点で
計３０点で計算
マンツーマンは片方から打ち
、１０ 回連続でつなげる。打
つ方、レシーブする方両方がで
きて合格
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授業科目名
英語科目名

バレーボール
Volleyball

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 蔦宗 浩二
科目担当者
中田 学
授業概要
【授業全体の内容】
バレーボールの基礎について学び、個人技術の向上、基本的な戦術、ビーチバレー、9人制、6人制のルール等
を理解する。また、バレーボールは中学・高校でも授業として行われることも多く、教員採用試験においても
様々な都道府県で実技科目として実施されている。本授業では、シラバスに記載してある内容（技術・戦術）
について学んでいき、基礎が定着してきたらミニゲームなどの形式でリーグ戦を行っていく。スキルだけの向
上ではなく、教員採用試験を視野に入れて授業を行っていく。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
技術的な向上はもちろん、バレーボールを通じて、コミュニケーションスキル、対人能力を身に付ける。
【授業の到達目標】
1 バレーボールの特性を生かした基礎的トレーニング方法と学ぶことができる
2 各技能の指導法・審判法・ゲーム運営等を学習し、現場教育に即応できる能力を養うことができる
3 教員採用試験で行う技術レベルに到達することができる
成績評価
【成績評価の基準】
1 授業実施回数の2/3以上の出席をもって受験資格とする。
2 実技試験を行い評価する
3 バレーボールノートを提出し評価する
4 リーグ戦の対戦戦績を評価する
【成績評価の方法】
授業態度・取り組み・出席点３０％、実技レベル５０％、バレーボールノート１０％、リーグ戦戦績１０％の
割合で評価します。
履修における留意事項
【履修要件】
実技科目のため、ケガなどで長期的にプレーをすることが出来ない場合は予め、相談するようにお願いします
。
【履修上の注意】
技術の向上はもちろん、教員採用試験を視野に入れて授業を行っていきます。体調管理と向上心を持って授業
に望んで下さい。
体育館で滑らないようなシューズ、できればバレーボールシューズの準備を勧めます。
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の 授業を欠席扱いとする。 また、遅刻及
び早退についても減点を行う
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
課題レポートは翌週の授業で返却して、 定期試験については、評価や助言を各受講者へ口頭にてフィー ド
バックする。
【テキスト・参考書等】
蔦宗 浩二著、みるみる上達！バレーボール基礎からマスター
教科書として使用するので必ず用意すること。
連絡先とオフィスアワー

2730

学研プラス出版、2015年

【連絡先】
担当：蔦宗、中田
E−mail：m‑nakata@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：火曜〜金曜 昼休み 放課後
場所：１号館5階1502室（中田）、1号館5階1515（蔦宗）
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相 談時間とかち合わないようにするた
め、できるだけ前日までにE‑mailで予 約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
蔦宗・中田
（予習0.5h）シラバスの内容をよく読んでおく。
1
(授業内容)
ガイダンス
実技の選択決定
（復習0.5h）授業の方針や概要について理解し、
1年間の授業方針について
学習ノートを準備する。
(授業方法)
希望を調査し、他種目との調整
蔦宗・中田
（予習0.5h）ネットの張り方と円陣パスについて
2
(授業内容)
事前に調べておく。
ネットの張り方と円陣パス
・バレーボールネットの正しい （復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。
張り方
・バレーボールの準備運動の注
意点
・バレーボールのボールとレク
リエーションボールの違い
・グループ分け
・円陣パス
サーブ
・アンダーサーブ、フローター
サーブ、サイドハンド、ジャン
ピングドライブ等

3

蔦宗・中田

(授業方法)
ネットが張れるようになる、、
またバレーボールを使って楽し
むことができるようになる
様々な種類のサーブを学び自分
に合ったサーブを見つけること
ができる。
(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・アンダーパスとオーバーパス
・マンツーマン
(授業方法)
アンダーパスとオーバーパス、
マンツーマンができるようにな
る
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（予習0.5h）アンダーパスとオーバーパスについ
て事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

4

5

6

7

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

8

蔦宗・中田

9

蔦宗・中田

（予習0.5h）スパイクについて事前に調べておく
。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業内容)
スパイク
・スイング練習
・踏み込み 助走
・直上スパイク
(授業方法)
スパイクのスイング、ステップ
を分解して練習し、繋げてでき
るようになる。
(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・サーブレシーブと三段攻撃
(授業方法)
最初は短い位置からサーブレシ
ーブ、三段攻撃とは何かを知る
ことができる
(授業内容)
スパイク ・ブロック
・スパイクの打ち込み
・スパイクゲーム
・ブロック面 ・手の出し方
(授業方法)
スパイクが打てるようになる。
ブロックの形が習得できる
(授業内容)
ゲーム（ビーチバレー）
・試合のまわし方
・ビーチバレーのルール
・3対3ゲーム（練習試合）

（予習0.5h）サーブレシーブと三段攻撃について
事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）スパイク・ブロックについて事前に
調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）ビーチバレーのルールについて事前
に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
（予習0.5h）ゲームの進め方について事前に調べ
(授業内容)
ておく。
ゲーム（ビーチバレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・3対3ゲーム（公式戦）
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
公式戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）9人制バレーのルールについて事前
(授業内容)
に調べておく。
9人制バレー
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・9人制バレーのルール
ノートにまとめ理解を深める。
・6人制と9人制の違い
・９人制練習試合
(授業方法)
6人制と9人制の違いを知り、9
人制バレーのルールを知ること
ができる
9人制の乱打練習を行う
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10

11

12

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

13

蔦宗・中田

14

蔦宗・中田

（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
確認しておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業内容)
ゲーム（9人制バレー）
・公式戦
(授業方法)
9人制のルールを覚えゲームが
できるようになる
リーグ戦で勝敗を付け順位を決
める
(授業内容)
6人制バレー
・フォーメーション
（W型 ・三角形型フォーメーシ
ョン）
・ローテーション
・アウト ・オブ ・ポジション
(授業方法)
6人制のルール（ローテーショ
ン・アウトオブポジション）を
説明し、覚えることができる
(授業内容)
6人制バレー
・リベロプレーヤーの説明
・練習試合

（予習0.5h）ローテーション、アウト ・オブ ・
ポジションについて事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）リベロプレーヤーについて事前に調
べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
ローテーション・アウトオブポ
ジションの復習と、リベロプレ
―ヤーについてしることができ
る
ゲームの流れを学ぶ
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業方法)
確認しておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業方法)
確認しておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
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（予習0.5h）これまでの授業で学習した技術につ
いて確認しておく。
（復習0.5h）学習した内容について、学習ノート
実技テスト
筆記試験ではなく実技テストの に授業全体のまとめを作成し理解を深める。
みとする
スパイク
マンツーマン
定期試験実施

(授業内容)
スパイクを３本打ち、１本１
０点で
計３０点で計算
マンツーマンは片方から打ち
、１０ 回連続でつなげる。打
つ方、レシーブする方両方がで
きて合格
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授業科目名
英語科目名

バレーボール
Volleyball

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者 蔦宗 浩二
科目担当者
中田 学
授業概要
【授業全体の内容】
バレーボールの基礎について学び、個人技術の向上、基本的な戦術、ビーチバレー、9人制、6人制のルール等
を理解する。また、バレーボールは中学・高校でも授業として行われることも多く、教員採用試験においても
様々な都道府県で実技科目として実施されている。本授業では、シラバスに記載してある内容（技術・戦術）
について学んでいき、基礎が定着してきたらミニゲームなどの形式でリーグ戦を行っていく。スキルだけの向
上ではなく、教員採用試験を視野に入れて授業を行っていく。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
技術的な向上はもちろん、バレーボールを通じて、コミュニケーションスキル、対人能力を身に付ける。
【授業の到達目標】
1 バレーボールの特性を生かした基礎的トレーニング方法と学ぶことができる
2 各技能の指導法・審判法・ゲーム運営等を学習し、現場教育に即応できる能力を養うことができる
3 教員採用試験で行う技術レベルに到達することができる
成績評価
【成績評価の基準】
1 授業実施回数の2/3以上の出席をもって受験資格とする。
2 実技試験を行い評価する
3 バレーボールノートを提出し評価する
4 リーグ戦の対戦戦績を評価する
【成績評価の方法】
授業態度・取り組み・出席点３０％、実技レベル５０％、バレーボールノート１０％、リーグ戦戦績１０％の
割合で評価します。
履修における留意事項
【履修要件】
実技科目のため、ケガなどで長期的にプレーをすることが出来ない場合は予め、相談するようにお願いします
。
【履修上の注意】
技術の向上はもちろん、教員採用試験を視野に入れて授業を行っていきます。体調管理と向上心を持って授業
に望んで下さい。
体育館で滑らないようなシューズ、できればバレーボールシューズの準備を勧めます。
1回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の 授業を欠席扱いとする。 また、遅刻及
び早退についても減点を行う
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
課題レポートは翌週の授業で返却して、 定期試験については、評価や助言を各受講者へ口頭にてフィー ド
バックする。
【テキスト・参考書等】
蔦宗 浩二著、みるみる上達！バレーボール基礎からマスター
教科書として使用するので必ず用意すること。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：蔦宗、中田
E−mail：m‑nakata@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：火曜〜金曜 昼休み 放課後
場所：１号館5階1502室（中田）、1号館5階1515（蔦宗）
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生の相 談時間とかち合わないようにするた
め、できるだけ前日までにE‑mailで予 約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習15時間の計45時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
蔦宗・中田
（予習0.5h）シラバスの内容をよく読んでおく。
1
(授業内容)
ガイダンス
実技の選択決定
（復習0.5h）授業の方針や概要について理解し、
1年間の授業方針について
学習ノートを準備する。
(授業方法)
希望を調査し、他種目との調整
蔦宗・中田
（予習0.5h）ネットの張り方と円陣パスについて
2
(授業内容)
事前に調べておく。
ネットの張り方と円陣パス
・バレーボールネットの正しい （復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。
張り方
・バレーボールの準備運動の注
意点
・バレーボールのボールとレク
リエーションボールの違い
・グループ分け
・円陣パス
サーブ
・アンダーサーブ、フローター
サーブ、サイドハンド、ジャン
ピングドライブ等

3

蔦宗・中田

(授業方法)
ネットが張れるようになる、、
またバレーボールを使って楽し
むことができるようになる
様々な種類のサーブを学び自分
に合ったサーブを見つけること
ができる。
(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・アンダーパスとオーバーパス
・マンツーマン
(授業方法)
アンダーパスとオーバーパス、
マンツーマンができるようにな
る
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（予習0.5h）アンダーパスとオーバーパスについ
て事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

4

5

6

7

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

8

蔦宗・中田

9

蔦宗・中田

（予習0.5h）スパイクについて事前に調べておく
。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業内容)
スパイク
・スイング練習
・踏み込み 助走
・直上スパイク
(授業方法)
スパイクのスイング、ステップ
を分解して練習し、繋げてでき
るようになる。
(授業内容)
映像による基本技術と指導法の
鑑賞
・サーブレシーブと三段攻撃
(授業方法)
最初は短い位置からサーブレシ
ーブ、三段攻撃とは何かを知る
ことができる
(授業内容)
スパイク ・ブロック
・スパイクの打ち込み
・スパイクゲーム
・ブロック面 ・手の出し方
(授業方法)
スパイクが打てるようになる。
ブロックの形が習得できる
(授業内容)
ゲーム（ビーチバレー）
・試合のまわし方
・ビーチバレーのルール
・3対3ゲーム（練習試合）

（予習0.5h）サーブレシーブと三段攻撃について
事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）スパイク・ブロックについて事前に
調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）ビーチバレーのルールについて事前
に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
（予習0.5h）ゲームの進め方について事前に調べ
(授業内容)
ておく。
ゲーム（ビーチバレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・3対3ゲーム（公式戦）
ノートにまとめ理解を深める。
(授業方法)
学んだ基礎技術をミニゲームで
発揮することができる
公式戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）9人制バレーのルールについて事前
(授業内容)
に調べておく。
9人制バレー
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・9人制バレーのルール
ノートにまとめ理解を深める。
・6人制と9人制の違い
・９人制練習試合
(授業方法)
6人制と9人制の違いを知り、9
人制バレーのルールを知ること
ができる
9人制の乱打練習を行う
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10

11

12

蔦宗・中田

蔦宗・中田

蔦宗・中田

13

蔦宗・中田

14

蔦宗・中田

（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
確認しておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業内容)
ゲーム（9人制バレー）
・公式戦
(授業方法)
9人制のルールを覚えゲームが
できるようになる
リーグ戦で勝敗を付け順位を決
める
(授業内容)
6人制バレー
・フォーメーション
（W型 ・三角形型フォーメーシ
ョン）
・ローテーション
・アウト ・オブ ・ポジション
(授業方法)
6人制のルール（ローテーショ
ン・アウトオブポジション）を
説明し、覚えることができる
(授業内容)
6人制バレー
・リベロプレーヤーの説明
・練習試合

（予習0.5h）ローテーション、アウト ・オブ ・
ポジションについて事前に調べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

（予習0.5h）リベロプレーヤーについて事前に調
べておく。
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
ノートにまとめ理解を深める。

(授業方法)
ローテーション・アウトオブポ
ジションの復習と、リベロプレ
―ヤーについてしることができ
る
ゲームの流れを学ぶ
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業方法)
確認しておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
（予習0.5h）公式戦の結果をもとに戦術について
(授業方法)
確認しておく。
ゲーム（6人制バレー）
（復習0.5h）授業で学習した内容について、学習
・公式戦
ノートにまとめ理解を深める。
（授業内容）
6人制ゲームのルールを覚え、
ゲームを行うことができる
リーグ戦を行い、勝敗をつける
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（予習0.5h）これまでの授業で学習した技術につ
いて確認しておく。
（復習0.5h）学習した内容について、学習ノート
実技テスト
筆記試験ではなく実技テストの に授業全体のまとめを作成し理解を深める。
みとする
スパイク
マンツーマン
定期試験実施

(授業内容)
スパイクを３本打ち、１本１
０点で
計３０点で計算
マンツーマンは片方から打ち
、１０ 回連続でつなげる。打
つ方、レシーブする方両方がで
きて合格
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授業科目名
英語科目名

ソフトボール

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

吉村

雅文

授業概要
【授業全体の内容】
ベースボール型に分類されるソフトボール授業では、実践を通して、ソフトボールの競技特性や技術構造を理
解し、捕球、送球、投球、打撃、走塁等々の基本的な技能を習得し、段階的に技術向上を目指し、ソフトボー
ルの実践指導方法を身につける。また、ルールや戦術、安全面への配慮など、指導の実践の際に必要な知識、
留意点等も学習し、正しく安全にしかも楽しく指導できる力を身につける。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」という学位授与方針の達成に寄与する。また、「ス
ポーツ科学分野の専門的な実践力」を身につけるという目的がある。
【授業の到達目標】
中学校や高等学校の体育教員または地域スポーツ指導者として、ソフトボールを指導するために必要な基本的
技術を身につけることができる。また、安全面への配慮、指導の留意点等についても学習し、指導できる力を
身につけることができる。
成績評価
【成績評価の基準】
ソフトボールに必要な基本的技術をゲーム中に発揮できる（スキルテスト）。
1.ソフトボール競技のルールや戦術について理解し説明できる（ミニテスト）。
2.ソフトボールの実践指導に必要な知識、安全面の配慮、指導の留意点等々を理解できる（レポート）。
3.授業中の発言や取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
スキルテスト（50%）、ミニテスト（20%）、レポート（20%）、平常点（10%）を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
指定されたクラスを受講すること。
受講人数が50名を越える状況が出た場合は、安全面を配慮し履修制限を行う場合がある。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
履修に関しては、ソフトボールをする上で適した服装・シューズの着用を義務付けます。また腕時計、指輪等
の装飾品は身につけず安全のへの配慮を最優先してください。さらに、共有する道具の扱いを丁寧にし、授業
内で求められる所作や態度を守ること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
ミニテストやレポート課題提出後、試合実施後に、授業内でポイント等をフィードバックする。
【テキスト・参考書等】
必要なテキスト・参考書・資料に関しては、授業中に指示します。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：吉村雅文
E‑mail：msyoshi@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：月曜日および金曜日 12:00〜12:50 場所：1号館5階、1528室
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約があった学生を優先します。
できる限り、前日までにE‑mailで予約するように心がけてください。
備考
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【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を必
要とする内容を持って構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
吉村
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
ガイダンス
ソフトボールについて調べる。
（授業方法）
授業目的及び授業概要について 【復習：0.5時間】
解説、評価方法と授業の進め方 ソフトボールの歴史について調べる。
・道具準備について説明する。
吉村
【予習：0.5時間】
2
（授業内容）
投球の基本的技術
オーバー
ソフトボールのオーバーハンドスロー映像を見て
ハンドスローを習得する。
、投球の技術習得に役立てる。
（授業方法）
デモンストレーションを参考に 【復習：0.5時間】
、オーバーハンドスローの一連
の動作、ボールの握り方、構え オーバーハンドスローの技術習得についてまとめ
る。
について解説し実践する。
吉村
【予習：0.5時間】
3
（授業内容）
キャッチボールの基本的技術
ソフトボールのグラブ操作映像を見て、技術習得
グラブ操作
に役立てる。
（授業方法）
色んな状況でのキャッチボール 【復習：0.5時間】
を経験し、より実践的な身体の
使い方・グラブ操作について解 グラブ操作の技術習得についてまとめる。
説し実践する。
吉村
【予習：0.5時間】
4
（授業内容）
守備の基本的技術① ゴロ捕球
ソフトボールのゴロ捕球映像を見て、技術習得に
役立てる。
（授業方法）
ボールが落ちてくる、ボールが
地面から上がってくるタイミン 【復習：0.5時間】
グで捕球することが簡単で安全
であることを解説し実践する。 ゴロ捕球の技術習得についてまとめる。
吉村
【予習：0.5時間】
5
（授業内容）
守備の基本的技術② フライ捕
ソフトボールのフライ捕球映像を見て、技術習得
球
に役立てる。
（授業方法）
落下点に素早く入ることの重要
【復習：0.5時間】
性を解説し実践する。

6

吉村

（授業内容）
打撃の基本的技術①
ッティング・ノック

フライ捕球の技術習得についてまとめる。
【予習：0.5時間】
ティーバ
ソフトボールのティーバッティング・ノック映像
を見て、技術習得に役立てる。

（授業方法）
様々なティーバッティングの練 【復習：0.5時間】
習方法を解説し実践する。
ティーバッティング・ノックの技術習得について
まとめる。
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7

吉村

8

吉村

9

吉村

10

吉村

11

吉村

12

吉村

【予習：0.5時間】
（授業内容）
打撃の基本的技術② トスバッ
ソフトボールのトスバッティング・送りバント映
ティング・送りバント
像を見て、技術習得に役立てる。
（授業方法）
トスバッティング・送りバント 【復習：0.5時間】
の練習方法およびコツを解説
トスバッティング・送りバントの技術習得につい
し実践する。
てまとめる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
投手の基本的技術
ウインド
ソフトボールのウインドミル投法映像を見て、技
ミル投法
術習得に役立てる。
（授業方法）
ウインドミル投法は前に足を踏 【復習：0.5時間】
み出しながら体の前、頭、体の
後ろと腕を振りながらに振り太 ウインドミル投法の技術習得についてまとめる。
もものあたりからボールをリリ
ースする基本を解説し実践する
。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
走塁の基本的技術
ベースラ
ソフトボールのベースランニング映像を見て、技
ンニング
術習得に役立てる。
（授業方法）
ベースランニングの基本を解説 【復習：0.5時間】
し実践する。
ベースランニングの技術習得についてまとめる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
チームでの守備 併殺プレー・
ソフトボールの併殺プレー・シートノック映像を
シートノック
見て、守備技術習得に役立てる。
（授業方法）
併殺プレーの中心となるセカン 【復習：0.5時間】
ドとショートの動き方を解説し
実践する。また、守備練習の定 併殺プレー・シートノックの技術習得についてま
番であるシートノックについて とめる。
解説し実践する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ソフトボールの基本的ルールお
ソフトボールのルールについて調べる。
よび安全面への配慮
（授業方法）
ソフトボールのルールについて
解説するとともに、安全を配慮
した楽しい授業を展開するため
の解説をおこない実践する。
（授業内容）
ソフトボールの基本的な技術指
導（指導の難しさと心得）

【復習：0.5時間】
ソフトボールのルール、指導の際の安全面配慮に
関して研究する。
【予習：0.5時間】
ソフトボールの指導方法について調べる。

【復習：0.5時間】
（授業方法）
安全を配慮した楽しい授業を展
開するための解説を行い実践す ソフトボールの指導方法に関して研究する。
る。
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吉村

【予習：0.5時間】

（授業内容）
ミニ試合

ソフトボールのゲーム映像を見て、試合イメージ
を掴む。
（授業方法）
実際の試合を行う前の準備とな
るミニ試合に関して解説を行い 【復習：0.5時間】
実践する。
ソフトボールの戦術に関して研究する。
【予習：１時間】
（授業内容）
試合
ソフトボールのゲーム映像を見て、試合イメージ
を掴む。
（授業方法）
ルールを理解し、安全を配慮し
た楽しい試合を行う為の運営方 【復習：１時間】
法も含めて解説し実践する。 ソフトボールの試合運営に関して研究する。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

ソフトボール

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

吉村

雅文

授業概要
【授業全体の内容】
ベースボール型に分類されるソフトボール授業では、実践を通して、ソフトボールの競技特性や技術構造を理
解し、捕球、送球、投球、打撃、走塁等々の基本的な技能を習得し、段階的に技術向上を目指し、ソフトボー
ルの実践指導方法を身につける。また、ルールや戦術、安全面への配慮など、指導の実践の際に必要な知識、
留意点等も学習し、正しく安全にしかも楽しく指導できる力を身につける。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」という学位授与方針の達成に寄与する。また、「ス
ポーツ科学分野の専門的な実践力」を身につけるという目的がある。
【授業の到達目標】
中学校や高等学校の体育教員または地域スポーツ指導者として、ソフトボールを指導するために必要な基本的
技術を身につけることができる。また、安全面への配慮、指導の留意点等についても学習し、指導できる力を
身につけることができる。
成績評価
【成績評価の基準】
ソフトボールに必要な基本的技術をゲーム中に発揮できる（スキルテスト）。
1.ソフトボール競技のルールや戦術について理解し説明できる（ミニテスト）。
2.ソフトボールの実践指導に必要な知識、安全面の配慮、指導の留意点等々を理解できる（レポート）。
3.授業中の発言や取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
スキルテスト（50%）、ミニテスト（20%）、レポート（20%）、平常点（10%）を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
指定されたクラスを受講すること。
受講人数が50名を越える状況が出た場合は、安全面を配慮し履修制限を行う場合がある。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
履修に関しては、ソフトボールをする上で適した服装・シューズの着用を義務付けます。また腕時計、指輪等
の装飾品は身につけず安全のへの配慮を最優先してください。さらに、共有する道具の扱いを丁寧にし、授業
内で求められる所作や態度を守ること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
ミニテストやレポート課題提出後、試合実施後に、授業内でポイント等をフィードバックする。
【テキスト・参考書等】
必要なテキスト・参考書・資料に関しては、授業中に指示します。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：吉村雅文
E‑mail：msyoshi@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：月曜日および金曜日 12:00〜12:50 場所：1号館5階、1528室
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約があった学生を優先します。
できる限り、前日までにE‑mailで予約するように心がけてください。
備考
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【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を必
要とする内容を持って構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
吉村
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
ガイダンス
ソフトボールについて調べる。
（授業方法）
授業目的及び授業概要について 【復習：0.5時間】
解説、評価方法と授業の進め方 ソフトボールの歴史について調べる。
・道具準備について説明する。
吉村
【予習：0.5時間】
2
（授業内容）
投球の基本的技術
オーバー
ソフトボールのオーバーハンドスロー映像を見て
ハンドスローを習得する。
、投球の技術習得に役立てる。
（授業方法）
デモンストレーションを参考に 【復習：0.5時間】
、オーバーハンドスローの一連
の動作、ボールの握り方、構え オーバーハンドスローの技術習得についてまとめ
る。
について解説し実践する。
吉村
【予習：0.5時間】
3
（授業内容）
キャッチボールの基本的技術
ソフトボールのグラブ操作映像を見て、技術習得
グラブ操作
に役立てる。
（授業方法）
色んな状況でのキャッチボール 【復習：0.5時間】
を経験し、より実践的な身体の
使い方・グラブ操作について解 グラブ操作の技術習得についてまとめる。
説し実践する。
吉村
【予習：0.5時間】
4
（授業内容）
守備の基本的技術① ゴロ捕球
ソフトボールのゴロ捕球映像を見て、技術習得に
役立てる。
（授業方法）
ボールが落ちてくる、ボールが
地面から上がってくるタイミン 【復習：0.5時間】
グで捕球することが簡単で安全
であることを解説し実践する。 ゴロ捕球の技術習得についてまとめる。
吉村
【予習：0.5時間】
5
（授業内容）
守備の基本的技術② フライ捕
ソフトボールのフライ捕球映像を見て、技術習得
球
に役立てる。
（授業方法）
落下点に素早く入ることの重要
【復習：0.5時間】
性を解説し実践する。

6

吉村

（授業内容）
打撃の基本的技術①
ッティング・ノック

フライ捕球の技術習得についてまとめる。
【予習：0.5時間】
ティーバ
ソフトボールのティーバッティング・ノック映像
を見て、技術習得に役立てる。

（授業方法）
様々なティーバッティングの練 【復習：0.5時間】
習方法を解説し実践する。
ティーバッティング・ノックの技術習得について
まとめる。
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吉村

10

吉村

11

吉村

12

吉村

【予習：0.5時間】
（授業内容）
打撃の基本的技術② トスバッ
ソフトボールのトスバッティング・送りバント映
ティング・送りバント
像を見て、技術習得に役立てる。
（授業方法）
トスバッティング・送りバント 【復習：0.5時間】
の練習方法およびコツを解説
トスバッティング・送りバントの技術習得につい
し実践する。
てまとめる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
投手の基本的技術
ウインド
ソフトボールのウインドミル投法映像を見て、技
ミル投法
術習得に役立てる。
（授業方法）
ウインドミル投法は前に足を踏 【復習：0.5時間】
み出しながら体の前、頭、体の
後ろと腕を振りながらに振り太 ウインドミル投法の技術習得についてまとめる。
もものあたりからボールをリリ
ースする基本を解説し実践する
。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
走塁の基本的技術
ベースラ
ソフトボールのベースランニング映像を見て、技
ンニング
術習得に役立てる。
（授業方法）
ベースランニングの基本を解説 【復習：0.5時間】
し実践する。
ベースランニングの技術習得についてまとめる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
チームでの守備 併殺プレー・
ソフトボールの併殺プレー・シートノック映像を
シートノック
見て、守備技術習得に役立てる。
（授業方法）
併殺プレーの中心となるセカン 【復習：0.5時間】
ドとショートの動き方を解説し
実践する。また、守備練習の定 併殺プレー・シートノックの技術習得についてま
番であるシートノックについて とめる。
解説し実践する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ソフトボールの基本的ルールお
ソフトボールのルールについて調べる。
よび安全面への配慮
（授業方法）
ソフトボールのルールについて
解説するとともに、安全を配慮
した楽しい授業を展開するため
の解説をおこない実践する。
（授業内容）
ソフトボールの基本的な技術指
導（指導の難しさと心得）

【復習：0.5時間】
ソフトボールのルール、指導の際の安全面配慮に
関して研究する。
【予習：0.5時間】
ソフトボールの指導方法について調べる。

【復習：0.5時間】
（授業方法）
安全を配慮した楽しい授業を展
開するための解説を行い実践す ソフトボールの指導方法に関して研究する。
る。
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【予習：0.5時間】

（授業内容）
ミニ試合

ソフトボールのゲーム映像を見て、試合イメージ
を掴む。
（授業方法）
実際の試合を行う前の準備とな
るミニ試合に関して解説を行い 【復習：0.5時間】
実践する。
ソフトボールの戦術に関して研究する。
【予習：１時間】
（授業内容）
試合
ソフトボールのゲーム映像を見て、試合イメージ
を掴む。
（授業方法）
ルールを理解し、安全を配慮し
た楽しい試合を行う為の運営方 【復習：１時間】
法も含めて解説し実践する。 ソフトボールの試合運営に関して研究する。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

ソフトボール

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

吉村

雅文

授業概要
【授業全体の内容】
ベースボール型に分類されるソフトボール授業では、実践を通して、ソフトボールの競技特性や技術構造を理
解し、捕球、送球、投球、打撃、走塁等々の基本的な技能を習得し、段階的に技術向上を目指し、ソフトボー
ルの実践指導方法を身につける。また、ルールや戦術、安全面への配慮など、指導の実践の際に必要な知識、
留意点等も学習し、正しく安全にしかも楽しく指導できる力を身につける。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」という学位授与方針の達成に寄与する。また、「ス
ポーツ科学分野の専門的な実践力」を身につけるという目的がある。
【授業の到達目標】
中学校や高等学校の体育教員または地域スポーツ指導者として、ソフトボールを指導するために必要な基本的
技術を身につけることができる。また、安全面への配慮、指導の留意点等についても学習し、指導できる力を
身につけることができる。
成績評価
【成績評価の基準】
ソフトボールに必要な基本的技術をゲーム中に発揮できる（スキルテスト）。
1.ソフトボール競技のルールや戦術について理解し説明できる（ミニテスト）。
2.ソフトボールの実践指導に必要な知識、安全面の配慮、指導の留意点等々を理解できる（レポート）。
3.授業中の発言や取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
スキルテスト（50%）、ミニテスト（20%）、レポート（20%）、平常点（10%）を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
指定されたクラスを受講すること。
受講人数が50名を越える状況が出た場合は、安全面を配慮し履修制限を行う場合がある。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
履修に関しては、ソフトボールをする上で適した服装・シューズの着用を義務付けます。また腕時計、指輪等
の装飾品は身につけず安全のへの配慮を最優先してください。さらに、共有する道具の扱いを丁寧にし、授業
内で求められる所作や態度を守ること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
ミニテストやレポート課題提出後、試合実施後に、授業内でポイント等をフィードバックする。
【テキスト・参考書等】
必要なテキスト・参考書・資料に関しては、授業中に指示します。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：吉村雅文
E‑mail：msyoshi@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：月曜日および金曜日 12:00〜12:50 場所：1号館5階、1528室
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約があった学生を優先します。
できる限り、前日までにE‑mailで予約するように心がけてください。
備考
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【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を必
要とする内容を持って構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
吉村
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
ガイダンス
ソフトボールについて調べる。
（授業方法）
授業目的及び授業概要について 【復習：0.5時間】
解説、評価方法と授業の進め方 ソフトボールの歴史について調べる。
・道具準備について説明する。
吉村
【予習：0.5時間】
2
（授業内容）
投球の基本的技術
オーバー
ソフトボールのオーバーハンドスロー映像を見て
ハンドスローを習得する。
、投球の技術習得に役立てる。
（授業方法）
デモンストレーションを参考に 【復習：0.5時間】
、オーバーハンドスローの一連
の動作、ボールの握り方、構え オーバーハンドスローの技術習得についてまとめ
る。
について解説し実践する。
吉村
【予習：0.5時間】
3
（授業内容）
キャッチボールの基本的技術
ソフトボールのグラブ操作映像を見て、技術習得
グラブ操作
に役立てる。
（授業方法）
色んな状況でのキャッチボール 【復習：0.5時間】
を経験し、より実践的な身体の
使い方・グラブ操作について解 グラブ操作の技術習得についてまとめる。
説し実践する。
吉村
【予習：0.5時間】
4
（授業内容）
守備の基本的技術① ゴロ捕球
ソフトボールのゴロ捕球映像を見て、技術習得に
役立てる。
（授業方法）
ボールが落ちてくる、ボールが
地面から上がってくるタイミン 【復習：0.5時間】
グで捕球することが簡単で安全
であることを解説し実践する。 ゴロ捕球の技術習得についてまとめる。
吉村
【予習：0.5時間】
5
（授業内容）
守備の基本的技術② フライ捕
ソフトボールのフライ捕球映像を見て、技術習得
球
に役立てる。
（授業方法）
落下点に素早く入ることの重要
【復習：0.5時間】
性を解説し実践する。

6

吉村

（授業内容）
打撃の基本的技術①
ッティング・ノック

フライ捕球の技術習得についてまとめる。
【予習：0.5時間】
ティーバ
ソフトボールのティーバッティング・ノック映像
を見て、技術習得に役立てる。

（授業方法）
様々なティーバッティングの練 【復習：0.5時間】
習方法を解説し実践する。
ティーバッティング・ノックの技術習得について
まとめる。
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7

吉村

8

吉村

9

吉村

10

吉村

11

吉村

12

吉村

【予習：0.5時間】
（授業内容）
打撃の基本的技術② トスバッ
ソフトボールのトスバッティング・送りバント映
ティング・送りバント
像を見て、技術習得に役立てる。
（授業方法）
トスバッティング・送りバント 【復習：0.5時間】
の練習方法およびコツを解説
トスバッティング・送りバントの技術習得につい
し実践する。
てまとめる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
投手の基本的技術
ウインド
ソフトボールのウインドミル投法映像を見て、技
ミル投法
術習得に役立てる。
（授業方法）
ウインドミル投法は前に足を踏 【復習：0.5時間】
み出しながら体の前、頭、体の
後ろと腕を振りながらに振り太 ウインドミル投法の技術習得についてまとめる。
もものあたりからボールをリリ
ースする基本を解説し実践する
。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
走塁の基本的技術
ベースラ
ソフトボールのベースランニング映像を見て、技
ンニング
術習得に役立てる。
（授業方法）
ベースランニングの基本を解説 【復習：0.5時間】
し実践する。
ベースランニングの技術習得についてまとめる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
チームでの守備 併殺プレー・
ソフトボールの併殺プレー・シートノック映像を
シートノック
見て、守備技術習得に役立てる。
（授業方法）
併殺プレーの中心となるセカン 【復習：0.5時間】
ドとショートの動き方を解説し
実践する。また、守備練習の定 併殺プレー・シートノックの技術習得についてま
番であるシートノックについて とめる。
解説し実践する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ソフトボールの基本的ルールお
ソフトボールのルールについて調べる。
よび安全面への配慮
（授業方法）
ソフトボールのルールについて
解説するとともに、安全を配慮
した楽しい授業を展開するため
の解説をおこない実践する。
（授業内容）
ソフトボールの基本的な技術指
導（指導の難しさと心得）

【復習：0.5時間】
ソフトボールのルール、指導の際の安全面配慮に
関して研究する。
【予習：0.5時間】
ソフトボールの指導方法について調べる。

【復習：0.5時間】
（授業方法）
安全を配慮した楽しい授業を展
開するための解説を行い実践す ソフトボールの指導方法に関して研究する。
る。
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13

14

吉村

吉村

【予習：0.5時間】

（授業内容）
ミニ試合

ソフトボールのゲーム映像を見て、試合イメージ
を掴む。
（授業方法）
実際の試合を行う前の準備とな
るミニ試合に関して解説を行い 【復習：0.5時間】
実践する。
ソフトボールの戦術に関して研究する。
【予習：１時間】
（授業内容）
試合
ソフトボールのゲーム映像を見て、試合イメージ
を掴む。
（授業方法）
ルールを理解し、安全を配慮し
た楽しい試合を行う為の運営方 【復習：１時間】
法も含めて解説し実践する。 ソフトボールの試合運営に関して研究する。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

ソフトボール

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

吉村

雅文

授業概要
【授業全体の内容】
ベースボール型に分類されるソフトボール授業では、実践を通して、ソフトボールの競技特性や技術構造を理
解し、捕球、送球、投球、打撃、走塁等々の基本的な技能を習得し、段階的に技術向上を目指し、ソフトボー
ルの実践指導方法を身につける。また、ルールや戦術、安全面への配慮など、指導の実践の際に必要な知識、
留意点等も学習し、正しく安全にしかも楽しく指導できる力を身につける。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」という学位授与方針の達成に寄与する。また、「ス
ポーツ科学分野の専門的な実践力」を身につけるという目的がある。
【授業の到達目標】
中学校や高等学校の体育教員または地域スポーツ指導者として、ソフトボールを指導するために必要な基本的
技術を身につけることができる。また、安全面への配慮、指導の留意点等についても学習し、指導できる力を
身につけることができる。
成績評価
【成績評価の基準】
ソフトボールに必要な基本的技術をゲーム中に発揮できる（スキルテスト）。
1.ソフトボール競技のルールや戦術について理解し説明できる（ミニテスト）。
2.ソフトボールの実践指導に必要な知識、安全面の配慮、指導の留意点等々を理解できる（レポート）。
3.授業中の発言や取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
スキルテスト（50%）、ミニテスト（20%）、レポート（20%）、平常点（10%）を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
指定されたクラスを受講すること。
受講人数が50名を越える状況が出た場合は、安全面を配慮し履修制限を行う場合がある。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
履修に関しては、ソフトボールをする上で適した服装・シューズの着用を義務付けます。また腕時計、指輪等
の装飾品は身につけず安全のへの配慮を最優先してください。さらに、共有する道具の扱いを丁寧にし、授業
内で求められる所作や態度を守ること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
ミニテストやレポート課題提出後、試合実施後に、授業内でポイント等をフィードバックする。
【テキスト・参考書等】
必要なテキスト・参考書・資料に関しては、授業中に指示します。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：吉村雅文
E‑mail：msyoshi@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：月曜日および金曜日 12:00〜12:50 場所：1号館5階、1528室
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約があった学生を優先します。
できる限り、前日までにE‑mailで予約するように心がけてください。
備考
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【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を必
要とする内容を持って構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
吉村
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
ガイダンス
ソフトボールについて調べる。
（授業方法）
授業目的及び授業概要について 【復習：0.5時間】
解説、評価方法と授業の進め方 ソフトボールの歴史について調べる。
・道具準備について説明する。
吉村
【予習：0.5時間】
2
（授業内容）
投球の基本的技術
オーバー
ソフトボールのオーバーハンドスロー映像を見て
ハンドスローを習得する。
、投球の技術習得に役立てる。
（授業方法）
デモンストレーションを参考に 【復習：0.5時間】
、オーバーハンドスローの一連
の動作、ボールの握り方、構え オーバーハンドスローの技術習得についてまとめ
る。
について解説し実践する。
吉村
【予習：0.5時間】
3
（授業内容）
キャッチボールの基本的技術
ソフトボールのグラブ操作映像を見て、技術習得
グラブ操作
に役立てる。
（授業方法）
色んな状況でのキャッチボール 【復習：0.5時間】
を経験し、より実践的な身体の
使い方・グラブ操作について解 グラブ操作の技術習得についてまとめる。
説し実践する。
吉村
【予習：0.5時間】
4
（授業内容）
守備の基本的技術① ゴロ捕球
ソフトボールのゴロ捕球映像を見て、技術習得に
役立てる。
（授業方法）
ボールが落ちてくる、ボールが
地面から上がってくるタイミン 【復習：0.5時間】
グで捕球することが簡単で安全
であることを解説し実践する。 ゴロ捕球の技術習得についてまとめる。
吉村
【予習：0.5時間】
5
（授業内容）
守備の基本的技術② フライ捕
ソフトボールのフライ捕球映像を見て、技術習得
球
に役立てる。
（授業方法）
落下点に素早く入ることの重要
【復習：0.5時間】
性を解説し実践する。

6

吉村

（授業内容）
打撃の基本的技術①
ッティング・ノック

フライ捕球の技術習得についてまとめる。
【予習：0.5時間】
ティーバ
ソフトボールのティーバッティング・ノック映像
を見て、技術習得に役立てる。

（授業方法）
様々なティーバッティングの練 【復習：0.5時間】
習方法を解説し実践する。
ティーバッティング・ノックの技術習得について
まとめる。
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7

吉村

8

吉村

9

吉村

10

吉村

11

吉村

12

吉村

【予習：0.5時間】
（授業内容）
打撃の基本的技術② トスバッ
ソフトボールのトスバッティング・送りバント映
ティング・送りバント
像を見て、技術習得に役立てる。
（授業方法）
トスバッティング・送りバント 【復習：0.5時間】
の練習方法およびコツを解説
トスバッティング・送りバントの技術習得につい
し実践する。
てまとめる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
投手の基本的技術
ウインド
ソフトボールのウインドミル投法映像を見て、技
ミル投法
術習得に役立てる。
（授業方法）
ウインドミル投法は前に足を踏 【復習：0.5時間】
み出しながら体の前、頭、体の
後ろと腕を振りながらに振り太 ウインドミル投法の技術習得についてまとめる。
もものあたりからボールをリリ
ースする基本を解説し実践する
。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
走塁の基本的技術
ベースラ
ソフトボールのベースランニング映像を見て、技
ンニング
術習得に役立てる。
（授業方法）
ベースランニングの基本を解説 【復習：0.5時間】
し実践する。
ベースランニングの技術習得についてまとめる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
チームでの守備 併殺プレー・
ソフトボールの併殺プレー・シートノック映像を
シートノック
見て、守備技術習得に役立てる。
（授業方法）
併殺プレーの中心となるセカン 【復習：0.5時間】
ドとショートの動き方を解説し
実践する。また、守備練習の定 併殺プレー・シートノックの技術習得についてま
番であるシートノックについて とめる。
解説し実践する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ソフトボールの基本的ルールお
ソフトボールのルールについて調べる。
よび安全面への配慮
（授業方法）
ソフトボールのルールについて
解説するとともに、安全を配慮
した楽しい授業を展開するため
の解説をおこない実践する。
（授業内容）
ソフトボールの基本的な技術指
導（指導の難しさと心得）

【復習：0.5時間】
ソフトボールのルール、指導の際の安全面配慮に
関して研究する。
【予習：0.5時間】
ソフトボールの指導方法について調べる。

【復習：0.5時間】
（授業方法）
安全を配慮した楽しい授業を展
開するための解説を行い実践す ソフトボールの指導方法に関して研究する。
る。
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13

14

吉村

吉村

【予習：0.5時間】

（授業内容）
ミニ試合

ソフトボールのゲーム映像を見て、試合イメージ
を掴む。
（授業方法）
実際の試合を行う前の準備とな
るミニ試合に関して解説を行い 【復習：0.5時間】
実践する。
ソフトボールの戦術に関して研究する。
【予習：１時間】
（授業内容）
試合
ソフトボールのゲーム映像を見て、試合イメージ
を掴む。
（授業方法）
ルールを理解し、安全を配慮し
た楽しい試合を行う為の運営方 【復習：１時間】
法も含めて解説し実践する。 ソフトボールの試合運営に関して研究する。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

ソフトボール

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

吉村

雅文

授業概要
【授業全体の内容】
ベースボール型に分類されるソフトボール授業では、実践を通して、ソフトボールの競技特性や技術構造を理
解し、捕球、送球、投球、打撃、走塁等々の基本的な技能を習得し、段階的に技術向上を目指し、ソフトボー
ルの実践指導方法を身につける。また、ルールや戦術、安全面への配慮など、指導の実践の際に必要な知識、
留意点等も学習し、正しく安全にしかも楽しく指導できる力を身につける。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」という学位授与方針の達成に寄与する。また、「ス
ポーツ科学分野の専門的な実践力」を身につけるという目的がある。
【授業の到達目標】
中学校や高等学校の体育教員または地域スポーツ指導者として、ソフトボールを指導するために必要な基本的
技術を身につけることができる。また、安全面への配慮、指導の留意点等についても学習し、指導できる力を
身につけることができる。
成績評価
【成績評価の基準】
ソフトボールに必要な基本的技術をゲーム中に発揮できる（スキルテスト）。
1.ソフトボール競技のルールや戦術について理解し説明できる（ミニテスト）。
2.ソフトボールの実践指導に必要な知識、安全面の配慮、指導の留意点等々を理解できる（レポート）。
3.授業中の発言や取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
スキルテスト（50%）、ミニテスト（20%）、レポート（20%）、平常点（10%）を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
指定されたクラスを受講すること。
受講人数が50名を越える状況が出た場合は、安全面を配慮し履修制限を行う場合がある。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
履修に関しては、ソフトボールをする上で適した服装・シューズの着用を義務付けます。また腕時計、指輪等
の装飾品は身につけず安全のへの配慮を最優先してください。さらに、共有する道具の扱いを丁寧にし、授業
内で求められる所作や態度を守ること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
ミニテストやレポート課題提出後、試合実施後に、授業内でポイント等をフィードバックする。
【テキスト・参考書等】
必要なテキスト・参考書・資料に関しては、授業中に指示します。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：吉村雅文
E‑mail：msyoshi@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：月曜日および金曜日 12:00〜12:50 場所：1号館5階、1528室
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約があった学生を優先します。
できる限り、前日までにE‑mailで予約するように心がけてください。
備考
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【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を必
要とする内容を持って構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
吉村
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
ガイダンス
ソフトボールについて調べる。
（授業方法）
授業目的及び授業概要について 【復習：0.5時間】
解説、評価方法と授業の進め方 ソフトボールの歴史について調べる。
・道具準備について説明する。
吉村
【予習：0.5時間】
2
（授業内容）
投球の基本的技術
オーバー
ソフトボールのオーバーハンドスロー映像を見て
ハンドスローを習得する。
、投球の技術習得に役立てる。
（授業方法）
デモンストレーションを参考に 【復習：0.5時間】
、オーバーハンドスローの一連
の動作、ボールの握り方、構え オーバーハンドスローの技術習得についてまとめ
る。
について解説し実践する。
吉村
【予習：0.5時間】
3
（授業内容）
キャッチボールの基本的技術
ソフトボールのグラブ操作映像を見て、技術習得
グラブ操作
に役立てる。
（授業方法）
色んな状況でのキャッチボール 【復習：0.5時間】
を経験し、より実践的な身体の
使い方・グラブ操作について解 グラブ操作の技術習得についてまとめる。
説し実践する。
吉村
【予習：0.5時間】
4
（授業内容）
守備の基本的技術① ゴロ捕球
ソフトボールのゴロ捕球映像を見て、技術習得に
役立てる。
（授業方法）
ボールが落ちてくる、ボールが
地面から上がってくるタイミン 【復習：0.5時間】
グで捕球することが簡単で安全
であることを解説し実践する。 ゴロ捕球の技術習得についてまとめる。
吉村
【予習：0.5時間】
5
（授業内容）
守備の基本的技術② フライ捕
ソフトボールのフライ捕球映像を見て、技術習得
球
に役立てる。
（授業方法）
落下点に素早く入ることの重要
【復習：0.5時間】
性を解説し実践する。

6

吉村

（授業内容）
打撃の基本的技術①
ッティング・ノック

フライ捕球の技術習得についてまとめる。
【予習：0.5時間】
ティーバ
ソフトボールのティーバッティング・ノック映像
を見て、技術習得に役立てる。

（授業方法）
様々なティーバッティングの練 【復習：0.5時間】
習方法を解説し実践する。
ティーバッティング・ノックの技術習得について
まとめる。
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8

吉村

9

吉村

10

吉村

11

吉村

12

吉村

【予習：0.5時間】
（授業内容）
打撃の基本的技術② トスバッ
ソフトボールのトスバッティング・送りバント映
ティング・送りバント
像を見て、技術習得に役立てる。
（授業方法）
トスバッティング・送りバント 【復習：0.5時間】
の練習方法およびコツを解説
トスバッティング・送りバントの技術習得につい
し実践する。
てまとめる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
投手の基本的技術
ウインド
ソフトボールのウインドミル投法映像を見て、技
ミル投法
術習得に役立てる。
（授業方法）
ウインドミル投法は前に足を踏 【復習：0.5時間】
み出しながら体の前、頭、体の
後ろと腕を振りながらに振り太 ウインドミル投法の技術習得についてまとめる。
もものあたりからボールをリリ
ースする基本を解説し実践する
。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
走塁の基本的技術
ベースラ
ソフトボールのベースランニング映像を見て、技
ンニング
術習得に役立てる。
（授業方法）
ベースランニングの基本を解説 【復習：0.5時間】
し実践する。
ベースランニングの技術習得についてまとめる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
チームでの守備 併殺プレー・
ソフトボールの併殺プレー・シートノック映像を
シートノック
見て、守備技術習得に役立てる。
（授業方法）
併殺プレーの中心となるセカン 【復習：0.5時間】
ドとショートの動き方を解説し
実践する。また、守備練習の定 併殺プレー・シートノックの技術習得についてま
番であるシートノックについて とめる。
解説し実践する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ソフトボールの基本的ルールお
ソフトボールのルールについて調べる。
よび安全面への配慮
（授業方法）
ソフトボールのルールについて
解説するとともに、安全を配慮
した楽しい授業を展開するため
の解説をおこない実践する。
（授業内容）
ソフトボールの基本的な技術指
導（指導の難しさと心得）

【復習：0.5時間】
ソフトボールのルール、指導の際の安全面配慮に
関して研究する。
【予習：0.5時間】
ソフトボールの指導方法について調べる。

【復習：0.5時間】
（授業方法）
安全を配慮した楽しい授業を展
開するための解説を行い実践す ソフトボールの指導方法に関して研究する。
る。
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吉村

吉村

【予習：0.5時間】

（授業内容）
ミニ試合

ソフトボールのゲーム映像を見て、試合イメージ
を掴む。
（授業方法）
実際の試合を行う前の準備とな
るミニ試合に関して解説を行い 【復習：0.5時間】
実践する。
ソフトボールの戦術に関して研究する。
【予習：１時間】
（授業内容）
試合
ソフトボールのゲーム映像を見て、試合イメージ
を掴む。
（授業方法）
ルールを理解し、安全を配慮し
た楽しい試合を行う為の運営方 【復習：１時間】
法も含めて解説し実践する。 ソフトボールの試合運営に関して研究する。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

ソフトボール

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

吉村

雅文

授業概要
【授業全体の内容】
ベースボール型に分類されるソフトボール授業では、実践を通して、ソフトボールの競技特性や技術構造を理
解し、捕球、送球、投球、打撃、走塁等々の基本的な技能を習得し、段階的に技術向上を目指し、ソフトボー
ルの実践指導方法を身につける。また、ルールや戦術、安全面への配慮など、指導の実践の際に必要な知識、
留意点等も学習し、正しく安全にしかも楽しく指導できる力を身につける。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」という学位授与方針の達成に寄与する。また、「ス
ポーツ科学分野の専門的な実践力」を身につけるという目的がある。
【授業の到達目標】
中学校や高等学校の体育教員または地域スポーツ指導者として、ソフトボールを指導するために必要な基本的
技術を身につけることができる。また、安全面への配慮、指導の留意点等についても学習し、指導できる力を
身につけることができる。
成績評価
【成績評価の基準】
ソフトボールに必要な基本的技術をゲーム中に発揮できる（スキルテスト）。
1.ソフトボール競技のルールや戦術について理解し説明できる（ミニテスト）。
2.ソフトボールの実践指導に必要な知識、安全面の配慮、指導の留意点等々を理解できる（レポート）。
3.授業中の発言や取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
スキルテスト（50%）、ミニテスト（20%）、レポート（20%）、平常点（10%）を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
指定されたクラスを受講すること。
受講人数が50名を越える状況が出た場合は、安全面を配慮し履修制限を行う場合がある。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
履修に関しては、ソフトボールをする上で適した服装・シューズの着用を義務付けます。また腕時計、指輪等
の装飾品は身につけず安全のへの配慮を最優先してください。さらに、共有する道具の扱いを丁寧にし、授業
内で求められる所作や態度を守ること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
ミニテストやレポート課題提出後、試合実施後に、授業内でポイント等をフィードバックする。
【テキスト・参考書等】
必要なテキスト・参考書・資料に関しては、授業中に指示します。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：吉村雅文
E‑mail：msyoshi@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：月曜日および金曜日 12:00〜12:50 場所：1号館5階、1528室
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約があった学生を優先します。
できる限り、前日までにE‑mailで予約するように心がけてください。
備考
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【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を必
要とする内容を持って構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
吉村
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
ガイダンス
ソフトボールについて調べる。
（授業方法）
授業目的及び授業概要について 【復習：0.5時間】
解説、評価方法と授業の進め方 ソフトボールの歴史について調べる。
・道具準備について説明する。
吉村
【予習：0.5時間】
2
（授業内容）
投球の基本的技術
オーバー
ソフトボールのオーバーハンドスロー映像を見て
ハンドスローを習得する。
、投球の技術習得に役立てる。
（授業方法）
デモンストレーションを参考に 【復習：0.5時間】
、オーバーハンドスローの一連
の動作、ボールの握り方、構え オーバーハンドスローの技術習得についてまとめ
る。
について解説し実践する。
吉村
【予習：0.5時間】
3
（授業内容）
キャッチボールの基本的技術
ソフトボールのグラブ操作映像を見て、技術習得
グラブ操作
に役立てる。
（授業方法）
色んな状況でのキャッチボール 【復習：0.5時間】
を経験し、より実践的な身体の
使い方・グラブ操作について解 グラブ操作の技術習得についてまとめる。
説し実践する。
吉村
【予習：0.5時間】
4
（授業内容）
守備の基本的技術① ゴロ捕球
ソフトボールのゴロ捕球映像を見て、技術習得に
役立てる。
（授業方法）
ボールが落ちてくる、ボールが
地面から上がってくるタイミン 【復習：0.5時間】
グで捕球することが簡単で安全
であることを解説し実践する。 ゴロ捕球の技術習得についてまとめる。
吉村
【予習：0.5時間】
5
（授業内容）
守備の基本的技術② フライ捕
ソフトボールのフライ捕球映像を見て、技術習得
球
に役立てる。
（授業方法）
落下点に素早く入ることの重要
【復習：0.5時間】
性を解説し実践する。

6

吉村

（授業内容）
打撃の基本的技術①
ッティング・ノック

フライ捕球の技術習得についてまとめる。
【予習：0.5時間】
ティーバ
ソフトボールのティーバッティング・ノック映像
を見て、技術習得に役立てる。

（授業方法）
様々なティーバッティングの練 【復習：0.5時間】
習方法を解説し実践する。
ティーバッティング・ノックの技術習得について
まとめる。
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吉村

9

吉村

10

吉村

11

吉村

12

吉村

【予習：0.5時間】
（授業内容）
打撃の基本的技術② トスバッ
ソフトボールのトスバッティング・送りバント映
ティング・送りバント
像を見て、技術習得に役立てる。
（授業方法）
トスバッティング・送りバント 【復習：0.5時間】
の練習方法およびコツを解説
トスバッティング・送りバントの技術習得につい
し実践する。
てまとめる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
投手の基本的技術
ウインド
ソフトボールのウインドミル投法映像を見て、技
ミル投法
術習得に役立てる。
（授業方法）
ウインドミル投法は前に足を踏 【復習：0.5時間】
み出しながら体の前、頭、体の
後ろと腕を振りながらに振り太 ウインドミル投法の技術習得についてまとめる。
もものあたりからボールをリリ
ースする基本を解説し実践する
。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
走塁の基本的技術
ベースラ
ソフトボールのベースランニング映像を見て、技
ンニング
術習得に役立てる。
（授業方法）
ベースランニングの基本を解説 【復習：0.5時間】
し実践する。
ベースランニングの技術習得についてまとめる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
チームでの守備 併殺プレー・
ソフトボールの併殺プレー・シートノック映像を
シートノック
見て、守備技術習得に役立てる。
（授業方法）
併殺プレーの中心となるセカン 【復習：0.5時間】
ドとショートの動き方を解説し
実践する。また、守備練習の定 併殺プレー・シートノックの技術習得についてま
番であるシートノックについて とめる。
解説し実践する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ソフトボールの基本的ルールお
ソフトボールのルールについて調べる。
よび安全面への配慮
（授業方法）
ソフトボールのルールについて
解説するとともに、安全を配慮
した楽しい授業を展開するため
の解説をおこない実践する。
（授業内容）
ソフトボールの基本的な技術指
導（指導の難しさと心得）

【復習：0.5時間】
ソフトボールのルール、指導の際の安全面配慮に
関して研究する。
【予習：0.5時間】
ソフトボールの指導方法について調べる。

【復習：0.5時間】
（授業方法）
安全を配慮した楽しい授業を展
開するための解説を行い実践す ソフトボールの指導方法に関して研究する。
る。
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吉村

吉村

【予習：0.5時間】

（授業内容）
ミニ試合

ソフトボールのゲーム映像を見て、試合イメージ
を掴む。
（授業方法）
実際の試合を行う前の準備とな
るミニ試合に関して解説を行い 【復習：0.5時間】
実践する。
ソフトボールの戦術に関して研究する。
【予習：１時間】
（授業内容）
試合
ソフトボールのゲーム映像を見て、試合イメージ
を掴む。
（授業方法）
ルールを理解し、安全を配慮し
た楽しい試合を行う為の運営方 【復習：１時間】
法も含めて解説し実践する。 ソフトボールの試合運営に関して研究する。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

ソフトボール

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

吉村

雅文

授業概要
【授業全体の内容】
ベースボール型に分類されるソフトボール授業では、実践を通して、ソフトボールの競技特性や技術構造を理
解し、捕球、送球、投球、打撃、走塁等々の基本的な技能を習得し、段階的に技術向上を目指し、ソフトボー
ルの実践指導方法を身につける。また、ルールや戦術、安全面への配慮など、指導の実践の際に必要な知識、
留意点等も学習し、正しく安全にしかも楽しく指導できる力を身につける。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」という学位授与方針の達成に寄与する。また、「ス
ポーツ科学分野の専門的な実践力」を身につけるという目的がある。
【授業の到達目標】
中学校や高等学校の体育教員または地域スポーツ指導者として、ソフトボールを指導するために必要な基本的
技術を身につけることができる。また、安全面への配慮、指導の留意点等についても学習し、指導できる力を
身につけることができる。
成績評価
【成績評価の基準】
ソフトボールに必要な基本的技術をゲーム中に発揮できる（スキルテスト）。
1.ソフトボール競技のルールや戦術について理解し説明できる（ミニテスト）。
2.ソフトボールの実践指導に必要な知識、安全面の配慮、指導の留意点等々を理解できる（レポート）。
3.授業中の発言や取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
スキルテスト（50%）、ミニテスト（20%）、レポート（20%）、平常点（10%）を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
指定されたクラスを受講すること。
受講人数が50名を越える状況が出た場合は、安全面を配慮し履修制限を行う場合がある。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
履修に関しては、ソフトボールをする上で適した服装・シューズの着用を義務付けます。また腕時計、指輪等
の装飾品は身につけず安全のへの配慮を最優先してください。さらに、共有する道具の扱いを丁寧にし、授業
内で求められる所作や態度を守ること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
ミニテストやレポート課題提出後、試合実施後に、授業内でポイント等をフィードバックする。
【テキスト・参考書等】
必要なテキスト・参考書・資料に関しては、授業中に指示します。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：吉村雅文
E‑mail：msyoshi@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：月曜日および金曜日 12:00〜12:50 場所：1号館5階、1528室
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約があった学生を優先します。
できる限り、前日までにE‑mailで予約するように心がけてください。
備考
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【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を必
要とする内容を持って構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
吉村
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
ガイダンス
ソフトボールについて調べる。
（授業方法）
授業目的及び授業概要について 【復習：0.5時間】
解説、評価方法と授業の進め方 ソフトボールの歴史について調べる。
・道具準備について説明する。
吉村
【予習：0.5時間】
2
（授業内容）
投球の基本的技術
オーバー
ソフトボールのオーバーハンドスロー映像を見て
ハンドスローを習得する。
、投球の技術習得に役立てる。
（授業方法）
デモンストレーションを参考に 【復習：0.5時間】
、オーバーハンドスローの一連
の動作、ボールの握り方、構え オーバーハンドスローの技術習得についてまとめ
る。
について解説し実践する。
吉村
【予習：0.5時間】
3
（授業内容）
キャッチボールの基本的技術
ソフトボールのグラブ操作映像を見て、技術習得
グラブ操作
に役立てる。
（授業方法）
色んな状況でのキャッチボール 【復習：0.5時間】
を経験し、より実践的な身体の
使い方・グラブ操作について解 グラブ操作の技術習得についてまとめる。
説し実践する。
吉村
【予習：0.5時間】
4
（授業内容）
守備の基本的技術① ゴロ捕球
ソフトボールのゴロ捕球映像を見て、技術習得に
役立てる。
（授業方法）
ボールが落ちてくる、ボールが
地面から上がってくるタイミン 【復習：0.5時間】
グで捕球することが簡単で安全
であることを解説し実践する。 ゴロ捕球の技術習得についてまとめる。
吉村
【予習：0.5時間】
5
（授業内容）
守備の基本的技術② フライ捕
ソフトボールのフライ捕球映像を見て、技術習得
球
に役立てる。
（授業方法）
落下点に素早く入ることの重要
【復習：0.5時間】
性を解説し実践する。

6

吉村

（授業内容）
打撃の基本的技術①
ッティング・ノック

フライ捕球の技術習得についてまとめる。
【予習：0.5時間】
ティーバ
ソフトボールのティーバッティング・ノック映像
を見て、技術習得に役立てる。

（授業方法）
様々なティーバッティングの練 【復習：0.5時間】
習方法を解説し実践する。
ティーバッティング・ノックの技術習得について
まとめる。
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吉村

11

吉村

12

吉村

【予習：0.5時間】
（授業内容）
打撃の基本的技術② トスバッ
ソフトボールのトスバッティング・送りバント映
ティング・送りバント
像を見て、技術習得に役立てる。
（授業方法）
トスバッティング・送りバント 【復習：0.5時間】
の練習方法およびコツを解説
トスバッティング・送りバントの技術習得につい
し実践する。
てまとめる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
投手の基本的技術
ウインド
ソフトボールのウインドミル投法映像を見て、技
ミル投法
術習得に役立てる。
（授業方法）
ウインドミル投法は前に足を踏 【復習：0.5時間】
み出しながら体の前、頭、体の
後ろと腕を振りながらに振り太 ウインドミル投法の技術習得についてまとめる。
もものあたりからボールをリリ
ースする基本を解説し実践する
。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
走塁の基本的技術
ベースラ
ソフトボールのベースランニング映像を見て、技
ンニング
術習得に役立てる。
（授業方法）
ベースランニングの基本を解説 【復習：0.5時間】
し実践する。
ベースランニングの技術習得についてまとめる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
チームでの守備 併殺プレー・
ソフトボールの併殺プレー・シートノック映像を
シートノック
見て、守備技術習得に役立てる。
（授業方法）
併殺プレーの中心となるセカン 【復習：0.5時間】
ドとショートの動き方を解説し
実践する。また、守備練習の定 併殺プレー・シートノックの技術習得についてま
番であるシートノックについて とめる。
解説し実践する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ソフトボールの基本的ルールお
ソフトボールのルールについて調べる。
よび安全面への配慮
（授業方法）
ソフトボールのルールについて
解説するとともに、安全を配慮
した楽しい授業を展開するため
の解説をおこない実践する。
（授業内容）
ソフトボールの基本的な技術指
導（指導の難しさと心得）

【復習：0.5時間】
ソフトボールのルール、指導の際の安全面配慮に
関して研究する。
【予習：0.5時間】
ソフトボールの指導方法について調べる。

【復習：0.5時間】
（授業方法）
安全を配慮した楽しい授業を展
開するための解説を行い実践す ソフトボールの指導方法に関して研究する。
る。

2766

13

14

吉村
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【予習：0.5時間】

（授業内容）
ミニ試合

ソフトボールのゲーム映像を見て、試合イメージ
を掴む。
（授業方法）
実際の試合を行う前の準備とな
るミニ試合に関して解説を行い 【復習：0.5時間】
実践する。
ソフトボールの戦術に関して研究する。
【予習：１時間】
（授業内容）
試合
ソフトボールのゲーム映像を見て、試合イメージ
を掴む。
（授業方法）
ルールを理解し、安全を配慮し
た楽しい試合を行う為の運営方 【復習：１時間】
法も含めて解説し実践する。 ソフトボールの試合運営に関して研究する。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

ソフトボール

授業形態
開講学期

実技
半期

対象学年

2

単位数

1.0

科目責任者
科目担当者

吉村

雅文

授業概要
【授業全体の内容】
ベースボール型に分類されるソフトボール授業では、実践を通して、ソフトボールの競技特性や技術構造を理
解し、捕球、送球、投球、打撃、走塁等々の基本的な技能を習得し、段階的に技術向上を目指し、ソフトボー
ルの実践指導方法を身につける。また、ルールや戦術、安全面への配慮など、指導の実践の際に必要な知識、
留意点等も学習し、正しく安全にしかも楽しく指導できる力を身につける。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」という学位授与方針の達成に寄与する。また、「ス
ポーツ科学分野の専門的な実践力」を身につけるという目的がある。
【授業の到達目標】
中学校や高等学校の体育教員または地域スポーツ指導者として、ソフトボールを指導するために必要な基本的
技術を身につけることができる。また、安全面への配慮、指導の留意点等についても学習し、指導できる力を
身につけることができる。
成績評価
【成績評価の基準】
ソフトボールに必要な基本的技術をゲーム中に発揮できる（スキルテスト）。
1.ソフトボール競技のルールや戦術について理解し説明できる（ミニテスト）。
2.ソフトボールの実践指導に必要な知識、安全面の配慮、指導の留意点等々を理解できる（レポート）。
3.授業中の発言や取り組み状況によって受講態度を評価する（平常点）。
【成績評価の方法】
スキルテスト（50%）、ミニテスト（20%）、レポート（20%）、平常点（10%）を総合して評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
指定されたクラスを受講すること。
受講人数が50名を越える状況が出た場合は、安全面を配慮し履修制限を行う場合がある。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
履修に関しては、ソフトボールをする上で適した服装・シューズの着用を義務付けます。また腕時計、指輪等
の装飾品は身につけず安全のへの配慮を最優先してください。さらに、共有する道具の扱いを丁寧にし、授業
内で求められる所作や態度を守ること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
ミニテストやレポート課題提出後、試合実施後に、授業内でポイント等をフィードバックする。
【テキスト・参考書等】
必要なテキスト・参考書・資料に関しては、授業中に指示します。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：吉村雅文
E‑mail：msyoshi@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：月曜日および金曜日 12:00〜12:50 場所：1号館5階、1528室
上記の時間帯は予約がなくても対応しますが、予約があった学生を優先します。
できる限り、前日までにE‑mailで予約するように心がけてください。
備考
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【学修時間】
この授業は、実技の授業形態による1単位の科目であり、授業30時間と準備学習15時間の計45時間の学修を必
要とする内容を持って構成する。
【その他】
この授業科目は、中・高保健体育1種免許の取得に必要な科目のうち、「教科に関する科目」における選択必
修科目として位置づけられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
吉村
【予習：0.5時間】
1
（授業内容）
ガイダンス
ソフトボールについて調べる。
（授業方法）
授業目的及び授業概要について 【復習：0.5時間】
解説、評価方法と授業の進め方 ソフトボールの歴史について調べる。
・道具準備について説明する。
吉村
【予習：0.5時間】
2
（授業内容）
投球の基本的技術
オーバー
ソフトボールのオーバーハンドスロー映像を見て
ハンドスローを習得する。
、投球の技術習得に役立てる。
（授業方法）
デモンストレーションを参考に 【復習：0.5時間】
、オーバーハンドスローの一連
の動作、ボールの握り方、構え オーバーハンドスローの技術習得についてまとめ
る。
について解説し実践する。
吉村
【予習：0.5時間】
3
（授業内容）
キャッチボールの基本的技術
ソフトボールのグラブ操作映像を見て、技術習得
グラブ操作
に役立てる。
（授業方法）
色んな状況でのキャッチボール 【復習：0.5時間】
を経験し、より実践的な身体の
使い方・グラブ操作について解 グラブ操作の技術習得についてまとめる。
説し実践する。
吉村
【予習：0.5時間】
4
（授業内容）
守備の基本的技術① ゴロ捕球
ソフトボールのゴロ捕球映像を見て、技術習得に
役立てる。
（授業方法）
ボールが落ちてくる、ボールが
地面から上がってくるタイミン 【復習：0.5時間】
グで捕球することが簡単で安全
であることを解説し実践する。 ゴロ捕球の技術習得についてまとめる。
吉村
【予習：0.5時間】
5
（授業内容）
守備の基本的技術② フライ捕
ソフトボールのフライ捕球映像を見て、技術習得
球
に役立てる。
（授業方法）
落下点に素早く入ることの重要
【復習：0.5時間】
性を解説し実践する。

6

吉村

（授業内容）
打撃の基本的技術①
ッティング・ノック

フライ捕球の技術習得についてまとめる。
【予習：0.5時間】
ティーバ
ソフトボールのティーバッティング・ノック映像
を見て、技術習得に役立てる。

（授業方法）
様々なティーバッティングの練 【復習：0.5時間】
習方法を解説し実践する。
ティーバッティング・ノックの技術習得について
まとめる。
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吉村

【予習：0.5時間】
（授業内容）
打撃の基本的技術② トスバッ
ソフトボールのトスバッティング・送りバント映
ティング・送りバント
像を見て、技術習得に役立てる。
（授業方法）
トスバッティング・送りバント 【復習：0.5時間】
の練習方法およびコツを解説
トスバッティング・送りバントの技術習得につい
し実践する。
てまとめる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
投手の基本的技術
ウインド
ソフトボールのウインドミル投法映像を見て、技
ミル投法
術習得に役立てる。
（授業方法）
ウインドミル投法は前に足を踏 【復習：0.5時間】
み出しながら体の前、頭、体の
後ろと腕を振りながらに振り太 ウインドミル投法の技術習得についてまとめる。
もものあたりからボールをリリ
ースする基本を解説し実践する
。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
走塁の基本的技術
ベースラ
ソフトボールのベースランニング映像を見て、技
ンニング
術習得に役立てる。
（授業方法）
ベースランニングの基本を解説 【復習：0.5時間】
し実践する。
ベースランニングの技術習得についてまとめる。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
チームでの守備 併殺プレー・
ソフトボールの併殺プレー・シートノック映像を
シートノック
見て、守備技術習得に役立てる。
（授業方法）
併殺プレーの中心となるセカン 【復習：0.5時間】
ドとショートの動き方を解説し
実践する。また、守備練習の定 併殺プレー・シートノックの技術習得についてま
番であるシートノックについて とめる。
解説し実践する。
【予習：0.5時間】
（授業内容）
ソフトボールの基本的ルールお
ソフトボールのルールについて調べる。
よび安全面への配慮
（授業方法）
ソフトボールのルールについて
解説するとともに、安全を配慮
した楽しい授業を展開するため
の解説をおこない実践する。
（授業内容）
ソフトボールの基本的な技術指
導（指導の難しさと心得）

【復習：0.5時間】
ソフトボールのルール、指導の際の安全面配慮に
関して研究する。
【予習：0.5時間】
ソフトボールの指導方法について調べる。

【復習：0.5時間】
（授業方法）
安全を配慮した楽しい授業を展
開するための解説を行い実践す ソフトボールの指導方法に関して研究する。
る。
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【予習：0.5時間】

（授業内容）
ミニ試合

ソフトボールのゲーム映像を見て、試合イメージ
を掴む。
（授業方法）
実際の試合を行う前の準備とな
るミニ試合に関して解説を行い 【復習：0.5時間】
実践する。
ソフトボールの戦術に関して研究する。
【予習：１時間】
（授業内容）
試合
ソフトボールのゲーム映像を見て、試合イメージ
を掴む。
（授業方法）
ルールを理解し、安全を配慮し
た楽しい試合を行う為の運営方 【復習：１時間】
法も含めて解説し実践する。 ソフトボールの試合運営に関して研究する。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

スポーツ外傷･障害の予防とリハビリテーション実習

授業形態
開講学期

実習
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 髙澤 祐治
科目担当者
門屋悠香、窪田敦之、中新井田敦子、竹内保男、鹿倉二郎
授業概要
［授業全体の内容］
アスレティックリハビリテーションは、安全かつ早期の競技復帰が望まれており、的確な情報収集と評価に
基づくプログラムの実施が重要である。この授業では、運動とスポーツ傷害の関係を身体の構造、機能の面か
ら学習し、実習を通してアスレティックリハビリテーション計画の作成および指導方法を紹介する。
この授業は、日本体育協会公認アスレティックトレーナー養成カリキュラムのうち、専門科目「8．アスレ
ティックリハビリテーション」に該当します。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」を身に付けるための科目として開講される。
［授業の到達目標］
1．整形外科的メディカルチェックが説明できる。
2．緊急事態に対する救急処置が実施できる。
3．傷害ごとにアスレティックリハビリテーションを説明できる。
4．アスレティックリハビリテーション実施上の留意点が説明できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1．整形外科的メディカルチェックが説明できる（定期試験）
2．緊急事態に対する救急処置が実施できる（実技試験）
3．上肢・下肢・体幹それぞれの傷害に対するアスレティックリハビリテーション説明できる（定期試験）
4．アスレティックリハビリテーション実施上の留意点が理解できている（定期試験）
5．授業中や予習・復習の取組状況によって授業態度を評価する（平常点）
［成績評価の方法］
課題レポート1回（20％）、実技試験（10％）、定期試験（50％）、平常点（20％）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
特になし
［履修上の注意（科目独自のルール）］
実習は、50名ほどのグループに分かれて実施する。
毎回、運動するのに適した服装を準備すること。
1回の授業について、出席時間が3分の2に満たない場合は、欠席扱いとする。
また、遅刻及び早退については、出席と異なる扱いとする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業中に課す小テストや課題については、授業内で解説をおこなう。
定期試験については、J‑PASS上で解説をおこなう。
［テキスト・参考書等］
・日本体育協会公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト（7）アスレティックリハビリテーション
上記テキストは参考書であり、必ず用意する必要はありません。
その他、授業中に適宜、資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：門屋 悠香
※連絡先は、授業内でお知らせします
［オフィスアワー］
日時：水曜日12：20〜13：10
場所：1号館5階1516号室（アスレティックトレーニング学研究室）
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるためできるだけ前日まで
にE‑mailで予約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、実習の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、日本体育協会公認スポーツ指導者の講習免除に必要な科目のうち、アスレティックトレー
ナーの「専門科目」における必修科目として位置づけられています。
受講人数が100名を超える場合には、授業方法を変更する場合があります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
髙澤祐治
（予習：1h）
1
［授業内容］
門屋悠香
本授業のながれと注意事項を確 シラバスを確認する
認する。
（復習：1h）
アスレティックリハビリテーションの意義につい
［授業方法］
オリエンテーションをおこない て確認する
、授業の目的、意義、授業の進
め方などについて解説する。
グループ分けを実施する。
髙澤祐治
（予習：1h）
2
［授業内容］
門屋悠香
傷害予防とアスレティックリハ アスレティックリハビリテーションとメディカル
ビリテーションの意義について リハビリテーションの違いについて調べる
理解を深める。
（復習：1h）
スポーツドクターの視点から見たリハビリテーシ
［授業方法］
スポーツドクターとアスレティ ョンとアスレティックリハビリテーションの特徴
ックトレーナーそれぞれの視点 について確認する
から、傷害予防とアスレティッ
クリハビリテーションの意義を
解説する。
グループワーク①：設定した競
技に起こりやすいスポーツ傷害
を挙げ、まとめる。
髙澤祐治
（予習：1h）
3
［授業内容］
窪田敦之
メディカルチェックを体験・学 整形外科的メディカルチェックの意義と方法につ
いて調べる
習する（1）
（復習：1h）
［授業方法］
整形外科的メディカルチェック 整形外科的メディカルチェックの具体的な方法に
の意義、目的、方法について解 ついて復習する
説する。
グループワーク②：傷害調査、
携帯計測を実施し、グループ内
でまとめる。
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6

髙澤祐治
窪田敦之

門屋悠香

鹿倉二郎

（予習：1h）
［授業内容］
メディカルチェックを体験・学 自分の関節の動きについて医学用語を用いて学習
する
習する（2）
［授業方法］
関節可動域の測定、タイトネス
テスト、ルーズネステスト、ス
ペシャルテストについて解説す
る。
自身のメディカルチェックシー
トを作成する。
［授業内容］
アスレティックリハビリテーシ
ョンプログラムの作成手順につ
いて理解を深める。
［授業方法］
アスレティックリハビリテーシ
ョンの意義、目的、実施上の注
意、さらにはプログラムの作成
について解説する。
次回からの実習に向けて、プロ
グラム用のワークシートを作成
する。
［授業内容］
アスレティックリハビリテーシ
ョンの実際を体験・学習する。

（復習：1h）
各種テストの意義、目的について確認するととも
に、実施上の注意点について復習する

（予習：1h）
アスレティックリハビリテーションの目的、意義
、実施上の注意について調べる
（復習：1h）
アスレティックリハビリテーションの概略につい
て確認するとともに、全体のリスク管理について
も復習する

（予習：1h）
肩関節の解剖、筋肉について調べる
肩関節の外傷、傷害について調べる

（復習：1h）
肩関節の外傷、障害に対するアスレティックリハ
ビリテーションプログラムについて確認するとと
［授業方法］
肩関節の外傷・障害について解 もに、リスク管理ついて復習する
説するとともに、それらに対す
る各種リハビリエクササイズ、
リスク管理について実習する。
（1）上肢①（肩関節）

7

鹿倉二郎

ペアになり、肩関節傷害のアス
レティックリハビリテーション
を実施し評価しあう。
（予習：1h）
［授業内容］
アスレティックリハビリテーシ 肘関節、手関節の解剖、筋肉について調べる
ョンの実際を体験・学習する。 肘関節、手関節の外傷、傷害について調べる
（2）上肢②（肘関節、手関節
（復習：1h）
）
肘関節、手関節の外傷、障害に対するアスレティ
ックリハビリテーションプログラムについて確認
［授業方法］
肘関節、手関節の外傷、障害に するとともに、リスク管理ついて復習する
ついて解説するとともに、それ
らに対する各種リハビリエクサ
サイズ、リスク管理について解
説・実演する。
ペアになり、肘関節傷害のアス
レティックリハビリテーション
を実施し評価しあう。
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中新井田敦子

（予習：1h）
［授業内容］
アスレティックリハビリテーシ 膝関節の解剖、筋肉について調べる
ョンの実際を体験・学習する。 膝関節の外傷、傷害について調べる
（復習：1h）
膝関節の外傷、障害に対するアスレティックリハ
ビリテーションプログラムについて確認するとと
［授業方法］
膝関節の外傷、障害について解 もに、リスク管理ついて復習する
説するとともに、それらに対す
る各種リハビリエクササイズ、
リスク管理について解説・実演
する。
ペアになり、膝関節傷害のアス
レティックリハビリテーション
を実施し評価しあう。
（予習：1h）
［授業内容］
アスレティックリハビリテーシ 足関節、足部の解剖、筋肉について調べる
ョンの実際を体験・学習する。 足関節、足部の外傷、傷害について調べる
（3）下肢①（膝関節）
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中新井田敦子

門屋悠香

（4）下肢②（足関節、足部） （復習：1h）
足関節、足部の外傷、障害に対するアスレティッ
クリハビリテーションプログラムについて確認す
［授業方法］
足関節、足部の外傷、障害につ るとともに、リスク管理ついて復習する
いて解説するとともに、それら
に対する各種リハビリエクササ
イズ、リスク管理について解説
・実演する。
ペアになり、足関節傷害のアス
レティックリハビリテーション
を実施し評価しあう。
（予習：1h）
［授業内容］
アスレティックリハビリテーシ 大腿部、下腿部の筋の名称および起始、停止、機
ョンの実際を体験・学習する。 能について調べる
肉離れの病態について調べる
（5）下肢③（大腿部・股関節
（復習：1h）
）
肉離れの病態について確認するとともに予防のた
めの各種エクササイズの目的、意義、実施上の注
［授業方法］
特に大腿部の外傷、障害につい 意などについて確認する
て解説するとともに、それらに
対する各種リハビリエクササイ
ズ、リスク管理について解説・
実演する。
ペアになり、大腿部傷害のアス
レティックリハビリテーション
を実施し評価しあう。
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門屋悠香

12

門屋悠香

13

14

門屋悠香

竹内保男

（予習：1h）
［授業内容］
アスレティックリハビリテーシ 体幹筋群の名称およびその機能について調べる
ョンの実際を体験・学習する。 外傷・障害予防のための代表的なエクササイズに
ついて調べる
（6）体幹
（復習：1h）
体幹を中心とした外傷・障害予防のためのエクサ
［授業方法］
体幹、特に腰部の外傷、障害に サイズのプログラミング、実施上の注意点などに
ついて解説するとともに、それ ついて復習する
らに対する各種リハビリエクサ
サイズ、リスク管理について解
説・実演する。
ペアになり、腰部傷害のアスレ
ティックリハビリテーションを
実施し評価しあう。
（予習：1h）
［授業内容］
フィールド上での各種エクササ 以下の用語について調べる
・投球動作
イズ
・アジリティ
について体験・学習する。
［授業方法］
アスレティックリハビリテーシ
ョンの後期に行われる動作エク
ササイズについて解説し実演す
る。
ペアになり、動作エクササイズ
の指導をおこない、評価しあう
。
［授業内容］
傷害予防のための各種エクササ
イズについて体験・学習する。
［授業方法］
特に体幹を中心に傷害予防のた
めのエクササイズについて実習
する。
ペアになり、エクササイズ指導
を実施し評価しあう。
［授業内容］
心肺蘇生法の実際を体験・学習
する

（復習：1h）
各種エクササイズの目的、方法、実施する際の注
意、リスク管理について確認する

（予習：1h）
関節の可動性・安定性・モーターコントロールに
ついて調べる
（復習：1h）
スタビリティトレーニング、ファンクショナルト
レーニングについて整理する

（予習：2h）
以下の用語について調べる
・死戦期呼吸
・救命曲線

［授業方法］
AEDを組み合わせた心肺蘇生法 （復習：2h）
の意義、方法、注意点について 人工呼吸および胸骨圧迫実施時の注意事項などに
ついて確認する
解説・実演する。
ペアになり、チェックシートに
従いAED使用のテストをおこな
う。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

テーピング及びマッサージ実習

授業形態
開講学期

実習
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 髙澤 祐治
科目担当者
門屋悠香、中新井田敦子、鹿倉二郎
授業概要
［授業全体の内容］
競技力向上や傷害予防には、正しい知識をもとに適切なコンディショニングメニューを実施することが不可
欠です。
この授業では、テーピング、スポーツマッサージ、ストレッチングの基礎について概説し、少人数のグルー
プでその技術を紹介し、実習を通して実施上の注意点などについて解説する。テーピングに関してはスポーツ
外傷・障害との関連について解説する。スポーツマッサージ、ストレッチングについては、その適応や禁忌に
ついて解説します。
この授業は、日本体育協会公認アスレティックトレーナー養成カリキュラムのうち、専門科目「7．予防と
コンディショニング」に該当します。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ科学分野の専門的な知識と技能」を身に付けるための科目として開講される。
［授業の到達目標］
1．テーピングの目的、効果などについて説明できる。
2．スポーツマッサージの目的、効果などについて説明できる。
3．ストレッチングの目的、効果などについて説明できる。
4．適切なテーピング、マッサージ、ストレッチが実施できる。
成績評価
［成績評価の基準］
1．テーピングについて、効果、目的、適応と禁忌などが説明できる（定期試験）
2．スポーツマッサージについて、効果、目的、適応と禁忌などが説明できる（定期試験）
3．ストレッチングについて、効果、目的、適応と禁忌などが説明できる（定期試験）
4．指定したテーピング、マッサージ、ストレッチが適切に実施できる（実技試験）
5．授業中や予習・復習の取組状況によって授業態度を評価する（平常点）
［成績評価の方法］
実技試験（30％）、定期試験（40％）、レポート課題（10％）、平常点（20％）を総合して評価する。
履修における留意事項
［履修要件］
特になし
［履修上の注意（科目独自のルール）］
実技試験は必ず受けなければならない。
実習は、50名ほどのグループに分かれて実施する。
毎回、運動するのに適した服装を準備すること。
1回の授業について、出席時間が3分の2に満たない場合は、欠席扱いとする。
また、遅刻及び早退については、出席と異なる扱いとする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
授業中に課す小テストや課題については、授業内で解説をおこなう。
定期試験については、J‑PASS上で解説をおこなう。
［テキスト・参考書等］
・日本体育協会公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト（6）予防とコンディショニング
上記テキストは参考書であり、必ず用意する必要はありません。
その他、授業中に適宜、資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
担当：門屋 悠香
※連絡先は、授業内でお知らせします
［オフィスアワー］
日時：水曜日12：20〜13：10
場所：1号館5階1516号室（アスレティックトレーニング学研究室）
上記の時間帯には、予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるためできるだけ前日まで
にE‑mailで予約してください。質問や相談は予約のあった学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、実習の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、日本体育協会公認スポーツ指導者の講習免除に必要な科目のうち、アスレティックトレー
ナーの「専門科目」における必修科目として位置づけられています。
受講人数が100名を超える場合には、授業方法を変更する場合があります。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
髙澤祐治
（予習：1h）
1
［授業内容］
門屋悠香
本授業のながれと注意事項を確 シラバスを確認する
認する。
コンディショニングの必要性に
（復習：1h）
ついて理解を深める。
コンディショニングの意義について確認する
［授業方法］
オリエンテーションをおこない
、授業の目的、意義、授業の進
め方などについて解説する。
スポーツドクターから見たテー
ピング、スポーツマッサージ、
ストレッチングの意義およびス
ポーツドクターの観点からのコ
ンディショニングの必要性につ
いて解説する。
グループ分けを実施する。
鹿倉二郎
（予習：1h）
2
［授業内容］
テーピングについて理解を深め テーピングの目的、効果について調べる
る。
（復習：2h）
テーピング全般にわたる注意事項などについて整
［授業方法］
テーピングの目的、効果、科学 理する
的根拠、注意事項などについて
解説する。
ペアになり、テーピングの基本
的な方法を体験する。
髙澤祐治
（予習：1h）
3
［授業内容］
門屋悠香
スポーツマッサージについて理 スポーツマッサージの分類、各種手技などについ
て調べる
解を深める。
（復習：2h）
［授業方法］
スポーツマッサージの定義、分 スポーツマッサージ全般にわたる注意点などにつ
類、各種手技、注意点について いて整理し、確認する
解説する。
ペアになり、マッサージの基本
的な手技を体験する。
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中新井田敦子
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中新井田敦子
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鹿倉二郎

7

鹿倉二郎

（予習：1h）
［授業内容］
テーピングを体験・学習する（ 足関節捻挫について調べる
1）足関節
（復習：1h）
足関節捻挫に対するテーピングを行なう際の注意
［授業方法］
足関節の外傷について解説する 点およびその方法について確認する
とともに、足関節のテーピング
について解説・実演する。
ペアになり、足関節のテーピン
グを実施し、互いに評価する。
（予習：1h）
［授業内容］
テーピングを体験・学習する（ 足部、下腿部の外傷・障害について調べる
2）足部、下腿部
（復習：1h）
足底腱膜炎、アキレス腱炎に対するテーピングを
［授業方法］
足底腱膜炎、アキレス腱炎につ 行なう際の注意点およびその方法について確認す
いて解説するとともに、これら る
の障害に対するテーピングにつ
いて解説・実演する。
ペアになり、テーピングを実施
し、互いに評価する。
（予習：1h）
［授業内容］
テーピングを体験・学習する（ 膝関節および大腿部の外傷・障害について調べる
3）膝関節、大腿部
［授業方法］
膝関節の靱帯損傷、大腿部肉離
れについて解説するとともに、
これらの外傷に対するテーピン
グについて解説・実演する。
ペアになりテーピングを実施し
、互いに評価する。
［授業内容］
テーピングを体験・学習する（
4）肩鎖関節、肘関節、手関節
、指関節

（復習：1h）
膝関節内側側副靱帯損傷および大腿部肉離れに対
するテーピングを行なう際の注意点およびその方
法について確認する

（予習：1h）
上肢、特に肩関節、肩鎖関節、肘関節の外傷・障
害について調べる

（復習：1h）
肩鎖関節捻挫、肩関節反復性脱臼、肘関節内側側
［授業方法］
上肢の外傷、障害について解説 副靱帯損傷に対するテーピングの行なう際の注意
するとともに、そのテーピング 点とその方法について確認する
方法について解説・実演する。
ペアになりテーピングを実施し
、互いに評価する。
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髙澤祐治
門屋悠香

（予習：1h）
［授業内容］
テーピングを体験・学習する（ 腰部、胸部の外傷・障害について調べる
5）体幹部
テーピングの技術を習得する。 （復習：1h）
腰部、胸部に対してテーピングを行なう際の注意
点およびその方法について確認する
［授業方法］
腰部、胸部の外傷、障害につい
て解説するとともに、そのテー
ピング方法について解説・実演
する。
ペアになり、足部・下腿のテー
ピングを実施し、互いに評価す
る。
指定したテーピングについて、
実技試験をおこなう。
（予習：1h）
［授業内容］
スポーツマッサージを体験・学 肩関節、肩甲部の機能解剖を確認する
習する（1）肩関節、肩甲部
（復習：1h）
肩関節、肩甲部にマッサージを行なう際の注意点
［授業方法］
上肢に対するスポーツマッサー およびその手技について確認する
ジ手技について解説・実演する
。
ペアになりスポーツマッサージ
を実施し、互いに評価する。
（予習：1h）
［授業内容］
スポーツマッサージを体験・学 上腕部、前腕部の機能解剖を確認する
習する（2）上腕部、前腕部
（復習：1h）
上腕部、前腕部にマッサージを行なう際の注意点
［授業方法］
上肢に対するスポーツマッサー およびその手技について確認する
ジ手技について解説・実演する
。
ペアになりスポーツマッサージ
を実施し、互いに評価する。
（予習：1h）
［授業内容］
スポーツマッサージを体験・学 下肢の機能解剖を確認する
習する（3）大腿部、下腿部、
（復習：1h）
足部
下肢にマッサージを行なう際の注意点およびその
手技について確認する
［授業方法］
下肢に対するスポーツマッサー
ジ手技について解説・実演する
。
ペアになりスポーツマッサージ
を実施し、互いに評価する。
（予習：1h）
［授業内容］
スポーツマッサージを体験・学 頚部、胸部、腰部の機能解剖を確認する
習する（4）体幹
（復習：1h）
頚部、胸部、腰部にマッサージを行なう際の注意
［授業方法］
頚部、胸部、腰部に対するスポ 点およびその手技について確認する
ーツマッサージ手技について解
説・実演する。
ペアになりスポーツマッサージ
を実施し、互いに評価する。
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門屋悠香

（予習：1h）
［授業内容］
ストレッチングについて理解を 以下の用語について調べる
・相反性神経支配
深める。
・伸張反射
［授業方法］
ストレッチングの目的、各種方 （復習：1h）
法、注意点について解説する。 ストレッチングの方法とストレッチングを行なう
際の全般的な注意点について確認する
ペアになり、ストレッチングの
基本的な方法を体験する。
（予習：1h）
［授業内容］
ストレッチングを体験・学習す 身体各部位の主働筋・拮抗筋について調べる
る
（復習：1h）
各部位ごとのストレッチングの注意点を整理する
［授業方法］
身体各部位の代表的なストレッ
チングについて解説・実演する レポート課題
「ストレッチングメニューを作成する」
。
ペアになりストレッチングを実
施し、互いに評価する。
定期試験
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授業科目名
英語科目名

マーケティングの基礎

授業形態
開講学期

講義
半期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

工藤

康宏

授業概要
［授業全体の内容］
スポーツを「する・みる・支える」という視点に加え、スポーツマーケティングの視点から読み解く知識と
視点を身につける。スポーツマーケティングの基礎となるマーケティングを学び、スポーツを競技や楽しみと
して自分が「する・みる」ものとしてだけではなく、商品やプロダクトとしてマーケティングの側面からとら
えていくことが出来るようになるための基礎知識を習得する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした教養」「経営学・社会心理学・社会学を応用したスポーツマ
ネジメントについての知識」「スポーツをヒト・モノ・カネ・情報という経営資源の側面からマネジメントで
きる」という学位授与方針の達成に寄与する。
[授業の到達目標]
1.一般的なマーケティングの基礎的な用語や考え方、理論を知っている。
2.身の回りのスポーツに関連する人々の行為やビジネス、出来事にマーケティングの考え方を当てはめて考え
ることができる。
3.スポーツ消費者の持つ特徴を説明できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1.マーケティング分野の基本的な用語の意味を理解している（中間・定期試験）
2.マーケティングの基本的な考え方や用語用いて、スポーツの出来事に当てはめて考えることができる（レポ
ート、グループワーク）
3.授業中の発言、グループワークの取り組みなどによって、受講態度を評価する（平常点）
[成績評価の方法]
課題レポート2回程度（20％）、グループワーク（20％）、中間・定期試験（40％）、平常点（20％）を総合
して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
スポーツマーケティング論、イベント概論、スポーツイベントの企画運営、スポーツイベントの企画運営実
習、スポーツマーケティング実習、を受講予定の学生は、本科目を受講してください。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
1.学生の講義内容の理解の確認や教員へのフィードバックのために、スマートフォンあるいはタブレット等の
QRコードリーダーを使用する場合がありますので、使用できるように準備してください。
2.授業時間の3分の2以上の出席時間がない場合は欠席となります。
3.遅刻および早退は、3回をもって欠席1回分に換算します。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
試験やレポートの解説や、「履修上の注意１」を活用し、フィードバックを行います。
[テキスト・参考書等]
テキストの指定はありませんが、講義での資料配布、参考文献の指示を出します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
工藤康宏 ykudou[at]juntendo.ac.jp
※：[at]を@に変更してください。
［オフィスアワー］
火曜 16:30‑17:30
木曜 13:00‑14:00（前期)、金曜

13:00‑14:00（後期)
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備考
［学修時間］
本科目は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
特になし
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
工藤（以下同）
1
オリエンテーション
授業の目的と概要の解説、授業
の進め方のガイダンスと評価方
法の説明。
2
マーケティングとは①
マーケティングって何？
概念理解、基礎概念マーケティ
ングの誕生と時代による変遷
3
マーケティングとは②
マーケティングの範囲、顧客志
向、顧客（ニーズ）の創造
4
考えてみよう
グループ・ワーク（GW）１
5
マーケティング・マネジメント
①
顧客を知る、ライバルを知る、
自分を知る（分析）
6

7
8

9

10

11

12

13

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
復習課題：マーケティングの概念や定義について
調べる（4時間）

予習課題：マーケティングの定義を整理する（1
時間）
復習課題：顧客志向について事例を調べる（3時
間）
事例をもとにした、顧客志向や需要創造に関する
レポート課題（5時間）
予習課題：マーケティングにおける環境分析につ
いて調べる（4時間）
予習課題：ターゲットマーケティング、マーケテ
ィングミックスについて調べる（3時間）

復習課題：環境分析の具体的な手法の確認（1時
間）
マーケティング・マネジメント 学習課題：中間試験に向けた学習（6時間）
②
市場、ターゲット、マーケティ
ングミックス、マーケティング
活動の実施
中間試験
中間試験
スポーツマーケティングとは？ 予習課題：スポーツマーケティングの定義、スポ
オリエンテーション、スポーツ ーツマーケティングが利用されている事例を調
マーケティングの考え方、経験 べる（2.5時間）
価値マーケティング、マーケテ 復習課題：スポーツマーケティングの定義の理解
、経験価値の理解（1.5時間）
ィングマインド、定義
スポーツ消費者ってどんな人た 予習課題：経験価値マーケティング、スポーツ消
ち？スポーツ観戦者、スポーツ 費者の定義を調べる（2時間）
参加者、ファン、スポーツ消費 復習課題：スポーツ消費行動の確認（2時間）
者、スポーツの消費行動
スポーツ・プロダクトの特徴 予習課題：スポーツプロダクトとしての「する・
スポーツ・プロダクトの特徴、 みるスポーツ」について事例収集を行う（3時間
するスポーツ、見るスポーツ、 ）
復習課題：スポーツプロダクトの理解（1時間）
経験価値マーケティング
各論：するスポーツのマーケテ 予習課題：事例収集（レジャースポーツやフィッ
トネスクラブの取り組みを調べる）（3時間）
ィング
フィットネスクラブ、レジャー 復習課題：フィットネスクラブのマーケティング
・スポーツ、ラウンド１、GW2 の理解（1時間）
各論：スポーツイベントとマー 予習課題：事例収集（国際的メガスポーツイベン
トと地域で開催される生涯スポーツイベントにつ
ケティング
オリンピック、サッカーＷ杯、 いて）（3時間）
復習課題：スポーツイベントにおけるマーケテ
生涯スポーツイベント、GW3
ィングの理解（1時間）
各論：プロスポーツとマーケテ 予習課題：事例収集（プロスポーツとマーケティ
ング）（3時間）
ィング
プロスポーツリーグ経営、Ｊリ 復習課題：プロスポーツリーグが行うファンビジ
ネスについての理解（1時間）
ーグとプロ野球、GW3
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各論：スポーツと都市経営、ま
ちづくり、コミュニティ
スポーツと都市経営、まちづく
り、スポーツ・コミッション、
スポーツツーリズム、総合型地
域スポーツクラブ、GW4
期末試験
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予習課題：スポーツとまちづくりの事例収集（3
時間）
復習課題：スポーツと都市経営の関係についての
理解（1時間）

期末試験

授業科目名
英語科目名

健康学概論

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 四方田 清
科目担当者
健康学科教員によるオムニバス形式で実施
授業概要
【授業全体の内容】
この授業は学科必修科目として位置づけられ、「健康学とは何なのか」「健康学を学ぶ必要性」などを幅広
く理解する。授業担当はすべての学科教員で行い、オムニバス形式で実施する。授業形式の基本は講義形式で
はあるが、必要に応じて視聴覚教材等を使用し、必要に応じてグループディスカッションなど双方向の授業展
開も考えていく。健康学を統合的に考え、社会的な実践に基づいた学びを様々な領域を切り口として、学生が
興味関心を持てる健康支援のあり方に言及していきたい。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この授業はスポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「スポーツ健康科学を中心とした教養」を養う目的
を持って行う。また、健康学科における「健康を創造・支援するために必要な身体的、精神的、社会的健康に
ついての知識と技能」を修学するものとして位置づける。
【授業の到達目標】
1．「健康とは何か」健康概念について、医療・保健・福祉・教育・公衆衛生等、様々な視点から考察し捉え
ることができる。
2．健康学の基盤について、基礎的・専門的かつ統合的に理解し説明ができる。
3．障害者理解を含めた幅広い生活支援の技能（スキル）を習得できる。
4．人の生涯と各世代における生活課題とその支援について、理解し対処できる。
成績評価
【成績評価の基準】
1．健康概念について、様々な領域の視点で理解ができているか。
2．健康学の基礎的かつ専門的な事項について、理解ができているか。
3．様々な対象者に対する健康面からの生活支援とその技能（スキル）が習得できているのか。
4．様々なフィールドにおける生活課題とその対処方法について、どの程度理解がされているのか。
【成績評価の方法】
レポート試験（70％）、課題及び発表（20%）、日々の学修及び出席状況（10%）を総合的に評価する。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし
【履修上の注意（科目独自のルール）】
学科必修科目であることを各自十分に理解して、授業に臨むこと。特にこの授業科目は、将来のゼミナール
選択にも関連する科目であることを意識し、興味関心を持って積極的な修学に結びつけて欲しい。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
課題やレポートに対するフィードバックでは、適切な回答内容等について解説し、改めて問題提起をしてい
く。
【テキスト・参考書等】 ※必ず用意しなければないないテキストの有無がわかるように記載してください。
特定のテキストは指定せず、授業資料は各教員が作成配布するものとする。また、視聴覚教材も使用する。
なお、参考書及び資料については、各授業時に指示紹介する。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
代表担当者：四方田清
E‑MAIL：k‑yomoda@juntendo.ac.jp
【オフィスアワー】
日時：火曜日：13時〜16時、水曜日：13時〜16時、木曜日13時〜16時
場所：1号館4階1420号室（精神保健福祉学研究室）
備考
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【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習60時間の計90時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
なし。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
四方田
1
（授業内容）オリエンテーショ
(柴田)
ン
健康学概論のガイダンス実施。
健康学とは何なのかを考える。

2

大久保

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：3時間】
「健康とは何か」、自分自身の関心のある領域に
ついて、ある一定程度考えをまとめておく。

【復習：1時間】
授業で学んだことや感じた事項を整理する。
（授業方法）
スライド等を使用した授業を展
開実施する。
（授業内容）健康教育と健康 【予習：3時間】
グローバルの視点から健康を考 ヘルスプロモーション・健康教育と健康について
え、ヘルスプロモーションとい 、自身の考え方をまとめておく。
った健康に関する国際的動向を
紹介する。健康教育の理論と実 【復習：1時間】
配布プリントを参考に授業の内容を復習する。
際について解説する。

3

4

5

6

涌井

尾高
(飯嶋)

村山

久保原

（授業方法）
スライド等を使用した授業を展
開実施する。
【予習：3時間】
（授業内容）運動と健康
身体活動（運動・生活活動）と
健康との関連について解説する 健康運動と健康の関連について、自身の考え方を
まとめておく。
。
（授業方法）
スライド等を使用した授業を展
開実施する。
（授業内容）パラスポーツと健
康
パラスポーツから見た健康のあ
り方について解説する。

【復習：1時間】
配布プリントを参考に授業の内容を復習する。
【予習：3時間】
パラスポーツと健康について、自身の考え方をま
とめておく。
【復習：1時間】
配布プリントを参考に授業の内容を復習する。

（授業方法）
スライド等を使用した授業を展
開実施する。
【予習：3時間】
（授業内容）心理と健康
健康心理学など多彩な心理学領
域から見た支援について、解説 心理学領域と健康について、自身の考え方をまと
めておく。
する。
【復習：1時間】
（授業方法）
スライド等を使用した授業を展 配布プリントを参考に授業の内容を復習する。
開実施する。
【予習：3時間】
（授業内容）環境と健康①
地球環境や身近な生活環境と健
康の関係等について概説する。 地球環境や学校環境/職場環境等、様々な環境が
健康に与える影響について調べておく。
（授業方法）
プリント・スライドを用いて授 【復習：1時間】
配布プリントを参考に授業の内容を復習する。
業を行う。
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7

佐々木

8

松山

9

中西

10

牛尾

11

長岡

12

釆女

13

渡邉

【予習：3時間】
（授業内容）環境と健康②
公衆衛生学領域における環境保
健と健康とは何かについて、解 公衆衛生と健康について、自身の考え方をまとめ
ておく。
説する。
【復習：1時間】
（授業方法）
スライド等を使用した授業を展 配布プリントを参考に授業の内容を復習する。
開実施する。
【予習：3時間】
（授業内容）福祉と健康
社会福祉領域から見た健康概念
社会福祉と健康について、自身の考え方をまとめ
を解説する。
ておく。
【復習：1時間】
（授業方法）
スライド等を使用した授業を展 配布プリントを参考に授業の内容を復習する。
開実施する。
【予習：3時間】
（授業内容）看護と健康
看護学及び医療看護の現場から
見た健康学のあり方を考える。 看護と健康について、自身の考え方をまとめてお
く。
（授業方法）
スライド等を使用した授業を展 【復習：1時間】
配布プリントを参考に授業の内容を復習する。
開実施する。
【予習：2時間】
（授業内容）教育と健康①
インドと世界の子どもの健康問
題について比較社会学的に学ぶ 事前に配布する資料に目を通し、世界の教育問題
。教育を受ける機会とその社会 と健康問題の大まかな予習をしてから本授業にの
の人々の健康問題がどのように ぞむこと。
関連しているのか、様々な事例
【復習：2時間】
をもとに考察を深める。
授業内のディスカッションやレポートをさらに
深め、世界の健康問題と教育に関する考察レポー
（授業方法）
講義や映像で学んだ後にディス トを、各自テーマを設定して作成する。
カッションを行い、簡単なレポ
ートを作成する。
【予習：3時間】
（授業内容）教育と健康②
教育現場が抱える健康課題につ
学校教育と健康について、自身の考え方をまとめ
いて解説する。
ておく。
（授業方法）
スライド等を使用した授業を展 【復習：1時間】
配布プリントを参考に授業の内容を復習する。
開実施する。
【予習：3時間】
（授業内容）養護と健康
養護教諭の視点から子供の健康
づくりと現代的健康課題への対 養護教諭の担うと健康について、自身の考え方を
まとめておく。
応について解説する。
（授業方法）
スライド等を使用した授業を展
開実施する。
グループディスカッションを交
える。
（授業内容）特別支援教育と健
康
特別支援教育の現状と課題につ
いて解説する。
（授業方法）
スライド等を使用した授業を展
開実施する。
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【復習：1時間】
配布プリントを参考に授業の内容を復習する。

【予習：3時間】
特別支援教育と健康について、自身の考え方をま
とめておく。
【復習：1時間】
配布プリントを参考に授業の内容を復習する。

14

四方田
全職員

（授業内容）まとめ
健康学概論の「学び」について
、改めてふり返りとまとめを行
う。
（授業内容）
資料配付、アンケート等を実施
する
※定期試験は実施しない。
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【予習：2時間】
今までの授業を通じて考えた事項等をまとめてお
く。
【復習：2時間】
この授業を通じて学んだことを整理し、まとめて
おく

授業科目名
英語科目名

健康運動指導論

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

涌井

佐和子

授業概要
[授業全体の内容]
健康づくりのための身体活動支援・運動指導の基本について学ぶ。具体的には、健康づくり施策と健康運動
指導士の社会的役割、健康づくりのための身体活動基準2013とアクティブガイド、健康日本21（第二次）にお
ける社会環境の整備、身体活動量の定量法とその実際、運動プログラム作成の基本、健診結果の読み方、メデ
ィカルチェックの重要性、服薬者の運動プログラム作成上の注意、全身持久力を高めるための有酸素性運動の
基本的事項、運動の必要性やトレーニング効果、青少年期の成長発育と運動、行動変容の理論、行動変容理論
の実践的適用、運動の健康行動（禁煙など）への影響、についての内容の理解を目指す。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、③「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」、⑨「健康についての専門的知識と実
践的技能の取得」、⑩「健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」、の学位授与方針の達成に寄与
する。
[授業の到達目標]
1.健康づくり施策を理解し、健康づくりにおける健康運動指導士の役割について理解する。
2.健康づくりのための身体活動基準2013の考え方を理解し、健康づくりのための身体活動指針（アクティブガ
イド）による運動指導ができる。
3.健康づくり施策における身体活動・運動推進のための社会環境について説明できる。
4.エネルギー代謝、エネルギー必要量とその測定方法とそれらの違いについて理解するとともに、身体活動量
について説明できる。
5.運動プログラム作成の基本的な考え方（基本原則、種類、プログラム構成、持久性運動）を理解し、対象特
性に合わせた運動プログラムが作成できるようになる。
6.運動プログラム作成の基本的な考え方（筋抵抗性運動、ストレッチング、ゲーム運動、生活活動、効果判定
、継続性）を理解し、対象特性に合わせた運動プログラムが作成できるようになる。
7.特定健康診査の検査項目の基準値について理解し、保健指導判定値、受診勧奨値を説明できる。
8.運動のための内科的メディカルチェックの重要性を理解し、メディカルチェックの内容が説明できるように
なる。
9.生活習慣病罹患者が服用する薬が運動プログラム作成に及ぼす影響を理解し、運動プログラム内容を調整で
きるようになる。
10.全身持久力を高めるための有酸素性運動の基本的事項、運動の必要性やトレーニング効果について理解す
る。
11.青少年期の成長、発育の特徴について理解し、運動の必要性やトレーニング効果について説明できる。
12.加齢に伴う生理学的変化と運動効果について学習し、運動様式別の運動効果についてライフステージ別に
理解する。
13.成果をもたらすためには行動の継続が重要であることを理解し、行動変容を生じさせることを目的とした
行動変容理論・モデルおよび技法についての知識を習得する。
14. 運動の健康行動（禁煙など）への影響についての基本的事項を説明できる。
成績評価
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[成績評価の基準]
1.健康づくり施策を理解し、健康づくりにおける健康運動指導士の役割について理解する（試験）。
2.健康づくりのための身体活動基準2013の考え方を理解し、健康づくりのための身体活動指針（アクティブガ
イド）による運動指導ができる（試験）。
3.健康づくり施策における身体活動・運動推進のための社会環境について説明できる（試験）。
4.エネルギー代謝、エネルギー必要量とその測定方法とそれらの違いについて理解するとともに、身体活動量
について説明できる（試験）（レポート）。
5.運動プログラム作成の基本的な考え方（基本原則、種類、プログラム構成、持久性運動）を理解し、対象特
性に合わせた運動プログラムが作成できるようになる（試験）（レポート）。
6.運動プログラム作成の基本的な考え方（筋抵抗性運動、ストレッチング、ゲーム運動、生活活動、効果判定
、継続性）を理解し、対象特性に合わせた運動プログラムが作成できるようになる（試験）（レポート）。
7.特定健康診査の検査項目の基準値について理解し、保健指導班定値、受診勧奨値を説明できる（試験）。
8.運動のための内科的メディカルチェックの重要性を理解し、メディカルチェックの内容が説明できるように
なる（試験）。
9.生活習慣病罹患者が服用する薬が運動プログラム作成に及ぼす影響を理解し、運動プログラム内容を調整で
きるようになる（試験）。
10.全身持久力を高めるための有酸素性運動の基本的事項、運動の必要性やトレーニング効果について説明で
きる（試験）。
11.青少年期の成長、発育の特徴について理解し、運動の必要性やトレーニング効果について説明できる（試
験）。
12.成果をもたらすためには行動の継続が重要であることを理解し、行動変容を生じさせることを目的とした
行動変容理論・モデルおよび技法についての知識を習得する（試験）。
13.対象者の特徴、ニーズおよび文脈（場面、状況など）を探り、それらの情報を反映させて、行動変容理論
・モデルおよび技法を適用できる（レポート）。
14.運動の健康行動（禁煙など）への影響についてまとめることができる（レポート）。
[成績評価の方法]
課題レポート（30％)、筆記試験（30％）、平常点(40％)を総合して評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
なし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
この授業科目は、健康運動指導士受験資格取得に必要な科目であるため、試験範囲に対応した内容を扱う。
扱う範囲が広いので能動的に取り組むこと。
30分以上の遅刻・早退は3回で1回の欠席扱いとします。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
レポート、課題については、授業内で必要な情報や改善内容を示す。
[テキスト・参考書等]
財団法人健康運動指導士養成講習テキスト（上・下）
購入方法については教務課へ確認ください。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：涌井 佐和子
E‑mail: swakui[at]juntendo.ac.jp （［at］を@に変更してください）
［オフィスアワー］
<さくらキャンパス>
日時： 前期水曜日 12:00〜12:50
場所: 1号館4階1402室
できるだけE‑mailで予約をしてください。先約がある場合にはそちらを優先します。
備考
【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業３０時間と準備学習６０時間の計９０時間の学
修を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
健康運動指導士受験資格取得に必要な科目です
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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1

2

涌井

涌井

3

涌井

4

涌井

（授業内容）
授業のねらいやスケジュールに
ついて理解を深める。
健康づくり施策を理解し、健康
づくりにおける健康運動指導士
の役割について理解する。

【予習：

（授業方法）
健康づくりのための身体活動基
準2013の考え方を理解し、健康
づくりのための身体活動指針（
アクティブガイド）による運動
指導について解説する。

【復習：

2時間】

シラバスを読み、今後の学習スケジュールの見通
しを持つ。

【復習： 2時間】
シラバスを再度読み返し、今後の学習スケジュー
ルの見通しを再確認する。
（授業方法）
授業のねらいやスケジュールに 健康づくり施策を理解し、健康づくりにおける健
康運動指導士の役割についての資料を読み返し、
ついて解説する。
健康づくり施策を理解し、健康 整理する。
づくりにおける健康運動指導士 （課題）
なし
の役割について解説する。
【予習： 2時間】
（授業内容）
健康づくりのための身体活動基
準2013の考え方を理解し、健康 健康づくりのための身体活動基準2013の考え方を
づくりのための身体活動指針（ 理解し、健康づくりのための身体活動指針（アク
アクティブガイド）による運動 ティブガイド）による運動指導についての資料を
指導について理解を深める。 読み、概要を把握する。
2時間】

健康づくりのための身体活動基準2013の考え方
を理解し、健康づくりのための身体活動指針（ア
クティブガイド）による運動指導についての資料
を整理する。
（課題）
練習問題
【予習： 2時間】

（授業内容）
健康づくり施策における身体活
動・運動推進のための社会環境 健康づくり施策における身体活動・運動推進のた
めの社会環境についての資料を読み、概要を把握
について理解する。
する。
（授業方法）
健康づくり施策における身体活 【復習： 2時間】
動・運動推進のための社会環境
健康づくり施策における身体活動・運動推進のた
について解説する。
めの社会環境についての資料を整理する。
（課題）
なし
【予習： 2時間】
（授業内容）
エネルギー代謝、エネルギー必
要量とその測定方法とそれらの エネルギー代謝、エネルギー必要量とその測定方
違いについて理解するとともに 法とそれらの違いについて理解するとともに、身
、身体活動量について理解する 体活動量についての資料の概要を把握する。
。
【復習： 2時間】
（授業方法）
エネルギー代謝、エネルギー必 エネルギー代謝、エネルギー必要量とその測定方
要量とその測定方法とそれらの 法とそれらの違いについて理解するとともに、身
違いについて理解するとともに 体活動量についての資料を整理する。
、身体活動量について解説する （課題）
。身近な事例についてまとめる 練習問題
。
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7

8

涌井

涌井

涌井

涌井

（授業内容）
運動プログラム作成の基本的な
考え方（基本原則、種類、プロ
グラム構成、持久性運動）を理
解し、対象特性に合わせた運動
プログラムの作成法について学
ぶ。

【予習：

2時間】

（授業方法）
運動プログラム作成の基本的な
考え方（基本原則、種類、プロ
グラム構成、持久性運動）を理
解し、対象特性に合わせた運動
プログラム作成について解説す
る。身近な事例について討議す
る。練習課題に取り組む。
（授業内容）
運動プログラム作成の基本的な
考え方（筋抵抗性運動、ストレ
ッチング、ゲーム運動、生活活
動、効果判定、継続性）を理解
し、対象特性に合わせた運動プ
ログラムについて理解する。

運動プログラム作成の基本的な考え方（基本原則
、種類、プログラム構成、持久性運動）を理解し
、対象特性に合わせた運動プログラムの資料の内
容を整理する。
（課題）
なし

（授業方法）
運動プログラム作成の基本的な
考え方（筋抵抗性運動、ストレ
ッチング、ゲーム運動、生活活
動、効果判定、継続性）につい
て解説する。身近な事例につい
て調べる。
（授業内容）
特定健康診査の検査項目の基準
値について理解し、保健指導判
定値、受診勧奨値について解説
する。

【復習：

（授業方法）
特定健康診査の検査項目の基準
値について理解し、保健指導判
定値、受診勧奨値について解説
する。

【復習：

運動プログラム作成の基本的な考え方（基本原則
、種類、プログラム構成、持久性運動）の資料の
内容を把握する。
【復習：

【予習：

2時間】

2時間】

運動プログラム作成の基本的な考え方（筋抵抗性
運動、ストレッチング、ゲーム運動、生活活動、
効果判定、継続性）を理解し、対象特性に合わせ
た運動プログラムについての資料を読んで把握す
る。
2時間】

運動プログラム作成の基本的な考え方（筋抵抗性
運動、ストレッチング、ゲーム運動、生活活動、
効果判定、継続性）についての資料を整理する。
（課題）
なし
【予習： 2時間】
特定健康診査の検査項目の基準値について理解し
、保健指導判定値、受診勧奨値の資料を読み、内
容を把握する。
2時間】

特定健康診査の検査項目の基準値について理解し
、保健指導判定値、受診勧奨値の資料を整理する
。
（課題）
なし
【予習： 2時間】

（授業内容）
運動のための内科的メディカル
チェックの重要性を理解する。 運動のための内科的メディカルチェックの重要性
やメディカルチェックの内容に関する資料を読み
、把握する。
（授業方法）
運動のための内科的メディカル
チェックの重要性やメディカル 【復習： 2時間】
チェックの内容を解説する。身
近な事例について調べる。練習 運動のための内科的メディカルチェックの重要性
やメディカルチェックの内容についての資料を整
問題を行う。
理する。
（課題）
なし

2792

9
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11

12

涌井

涌井

涌井

涌井

（授業内容）
生活習慣病罹患者が服用する薬
が運動プログラム作成に及ぼす
影響や運動プログラム内容の調
整について理解する

【予習：

（授業方法）
生活習慣病罹患者が服用する薬
が運動プログラム作成に及ぼす
影響や運動プログラム内容の調
整法について解説する。身近な
事例について調べる。練習問題
を行う。
（授業内容）
全身持久力を高めるための有酸
素性運動の基本的事項、運動の
必要性やトレーニング効果につ
いて理解する。

【復習：

（授業方法）
全身持久力を高めるための有酸
素性運動の基本的事項、運動の
必要性やトレーニング効果につ
いて解説する。
（授業内容）
青少年期の成長、発育の特徴に
ついて理解し、運動の必要性や
トレーニング効果について理解
する。

【復習：

（授業方法）
青少年期の成長、発育の特徴に
ついて理解し、運動の必要性や
トレーニング効果について解説
する。身近な事例について調べ
る。
（授業内容）
成果をもたらすためには行動の
継続が重要であることを理解し
、行動変容を生じさせることを
目的とした行動変容理論・モデ
ルおよび技法についての知識を
習得する。

【復習：

（授業方法）
成果をもたらすためには行動の
継続が重要であること、行動変
容を生じさせることを目的とし
た行動変容理論・モデルおよび
技法について解説する。自身の
状態について調べる。

行動変容を生じさせることを目的とした行動変容
理論・モデルおよび技法についての資料を整理す
る。
（課題）
なし
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2時間】

生活習慣病罹患者が服用する薬が運動プログラム
作成に及ぼす影響や運動プログラム内容の調整法
についての資料を読んで把握する
2時間】

生活習慣病罹患者が服用する薬が運動プログラム
作成に及ぼす影響や、運動プログラム内容の調整
法についての資料を整理する。
（課題）
なし
【予習： 2時間】
全身持久力を高めるための有酸素性運動の基本的
事項、運動の必要性やトレーニング効果について
の資料を読んで把握する。
2時間】

全身持久力を高めるための有酸素性運動の基本的
事項、運動の必要性やトレーニング効果について
の資料を整理する。
【予習： 2時間】
青少年期の成長、発育の特徴、運動の必要性やト
レーニング効果についての資料を読んで把握する
。
2時間】

青少年期の成長、発育の特徴、運動の必要性やト
レーニング効果についての資料を整理する。
（課題）
なし
【予習： 3時間】
行動変容を生じさせることを目的とした行動変容
理論・モデルおよび技法についての資料を読んで
、把握する。
【復習：

3時間】

13

14

涌井

涌井

（授業内容）
対象者の特徴、ニーズおよび文
脈（場面、状況など）を探り、
それらの情報を反映させて、行
動変容理論・モデルおよび技法
を適用する方法を理解する。

【予習：

（授業方法）
対象者の特徴、ニーズおよび文
脈（場面、状況など）を探り、
それらの情報を反映させて、行
動変容理論・モデルおよび技法
を適用する方法を解説し、自己
管理の方法について討議する。

【復習：

3時間】

対象者の特徴、ニーズおよび文脈（場面、状況な
ど）を探り、それらの情報を反映させて、行動変
容理論・モデルおよび技法を適用する方法の資料
を読み、把握する。
3時間】

対象者の特徴、ニーズおよび文脈（場面、状況な
ど）を探り、それらの情報を反映させて、行動変
容理論・モデルおよび技法を適用する方法の資料
を整理する。
（課題）
自身および身近な人の行動変容のための計画を立
案する。
【予習： 3時間】

（授業内容）
運動の健康行動（禁煙など）へ
の影響についての基本的事項を 運動の健康行動（禁煙など）への影響についての
資料を読み、把握する。
理解する。
【復習： 3時間】
（授業方法）
運動の健康行動（禁煙など）へ
の影響について解説する。自己 運動の健康行動（禁煙など）への影響についての
管理の方法について討議する 資料を整理する。
（課題）
自身の生活を振り返り、運動の健康行動への影響
についてまとめる。
定期試験は実施しない。

2794

授業科目名
英語科目名

健康教育学
Health Education

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 涌井 佐和子
科目担当者
大久保 菜穂子
授業概要
[授業全体の内容]
この授業では、健康の維持増進、疾病の予防や回復を目的として、個人および集団に対して生涯を通じて行
う健康づくり（管理・教育）の基本事項や各種事例について学ぶことを目的とする。
授業前半（１回〜８回）では主として健康管理に関わる以下の内容について学習する。
健康づくり政策の変遷、健康管理にかかわる法規（医療関係法規、健康増進法、食育基本法等）、健康日本21
（2次）、生活習慣病（メタボリックシンドローム、肥満症、高血圧症、脂質異常症、糖尿病、虚血性心疾患
、がん、の定義・診断基準・リスク・対策等）、その他近年問題となっている疾患（ロコモティブシンドロー
ム、運動器退行性疾患、呼吸器疾患、軽度認知障害・認知症）の定義、実態と対策、こころの健康増進（スト
レスの考え方と評価法、ストレスマネジメントとカウンセリング、心理要因の健康行動への影響）の現状と課
題、等についての理解を目指す。授業後半では健康教育全般について学習する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、③「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」、⑨「健康についての専門的知識と実
践的技能の取得」、⑩「健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」、の学位授与方針の達成に寄与
する。さらに、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」、「健康についての専門的知識と実践的
技能の取得」ならびに「健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」に寄与する。
[授業の到達目標]
前半：健康管理分野
1健康づくりの概念と歴史、健康づくりにかかわる法規に概要について理解できる。
2.健康日本21（2次）の概要について理解することができる。
3.特定健診・保健指導制度ついて理解できる。メタボリックシンドローム、肥満症、高血圧症、脂質異常症の
定義・診断基準・リスク・対策等について理解できる。
4.糖尿病、虚血性心疾患の定義・診断基準・リスク・対策等について理解できる。また、がん（悪性新生物）
対策の実態と、一次予防における運動の意義について理解できる。
5.ロコモティブシンドローム、運動器退行性疾患、呼吸器疾患、軽度認知障害・認知症の定義、実態と対策等
について理解できる。
6.運動とこころの健康増進（ストレスの考え方と評価法、ストレスマネジメントとカウンセリング、心理要因
の健康行動への影響）について理解できる。
後半：健康教育分野
1. 健康教育学の定義および歴史や概念、健康行動理論について健康教育分野の用語を使って説明できる。
2. ライフサイクルにおける健康教育や、ヘルスリテラシー、健康な生活習慣について説明することができる
。
3. 職場・地域・学校等における健康教育に必要な基礎知識や技術について理解し、計画づくりについて説明
することができる。
成績評価
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[成績評価の基準]
前半：健康管理分野
1.健康づくりの概念と歴史、健康づくりにかかわる法規の概要について理解できる（小テスト）。
2.健康日本21（2次）の概要について、自身の生活と関連づけて理解することができる（小テスト）。
3.生活習慣病（メタボリックシンドローム、肥満症、高血圧症、脂質異常症、糖尿病、虚血性心疾患、がん）
の定義・診断基準・リスク・対策等について理解できる（小テスト）。
4.ロコモティブシンドローム、運動器退行性疾患、呼吸器疾患、軽度認知障害・認知症）の定義、実態と対策
について理解できる（小テスト）。
5.こころの健康増進（ストレスの考え方と評価法、ストレスマネジメントとカウンセリング、心理要因の健康
行動への影響）の現状と課題、等について理解できる（レポート）。
6.自身ならびに重要な他者における健康管理の在り方について考究できる（レポート、平常点）。
後半：健康教育分野
1. 健康教育学の定義や概念、健康行動理論について自分の言葉で説明できるか、レポートで評価する。
2. 生涯を通じた健康教育の取組と、ヘルスリテラシー、健康な生活習慣について授業中に課す提出物やレポ
ートで評価する。
3. 職場・地域・学校等における健康教育の計画づくりについて理解し、事例をふまえて説明できるかレポー
トで評価する。
4. 学習意欲や授業態度については、討議や事例検討等から評価する。
[成績評価の方法]
前半：健康管理分野 小テストと課題レポート（30％)、平常点(20％)を総合し、50点満点で評価する。
後半：健康教育分野 筆記試験（レポート）1題70％、授業中に課す提出物20％、授業中の態度・行動や質
疑応答などの取組む姿勢といった授業への意欲度（平常点）10％を総合して評価する。
健康管理分野と健康教育分野の合計得点を総合得点として評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
衛生公衆衛生学などを履修していると望ましい。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
この授業科目は、資格関連の内容を扱う。扱う範囲が広いので能動的に取り組むこと。
30分以上の遅刻・早退は3回で1回の欠席扱いとします。1回の授業について3分の2以上の出席時間がな
い場合は、その回の授業を欠席扱いにする。
遅刻及び早退3回で1回分の欠席としてカウントする。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
レポート、課題については、授業内で必要な情報や改善内容を示す。
授業中に課したレポートや提出物については講義形式で解説を行う。
[テキスト・参考書等]
適宜紹介します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
健康管理分野担当：涌井 佐和子
E‑mail: swakui[at]juntendo.ac.jp
健康教育分野担当： 大久保 菜穂子 E‑mail： naokoo[at]juntendo.ac.jp
*[at]を@に変更し
てください。
［オフィスアワー］
<さくらキャンパス>
涌井 日時： 水曜日 12:00〜12:50 場所: 1号館4階1402室
大久保 日時： 水曜日12:00から14:35 場所： 1号館4Ｆ 1415号室 健康教育学研究室
できるだけE‑mailで予約をしてください。先約がある場合にはそちらを優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業３０時間と準備学習６０時間の計９０時間の
学修を必要とする内容をもって構成する。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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1

涌井

2

涌井

3

涌井

4

涌井

（授業内容）
授業のねらいやスケジュールに
ついて理解を深める。
健康づくり政策の変遷や健康管
理にかかわる法規（医療関係法
規、健康増進法、食育基本法等
）の概要について、自身の生活
と関連づけて理解を深める。

【予習：

2時間】

シラバスを読み、今後の学習スケジュールの見通
しを持つ。

【復習： 2時間】
シラバスを再度読み返し、今後の学習スケジュー
ルの見通しを再確認する。
健康づくり政策の変遷や健康管理にかかわる法規
の資料を読み返し、学んだことを整理する。
（授業方法）
授業のねらいやスケジュールに （課題）
なし
ついて解説する。
健康づくり政策の変遷や健康管
理にかかわる法規（医療関係法
規、健康増進法、食育基本法等
）の概要について解説する。自
身や重要な他者の生活と関連に
ついて整理する。
【予習： 2時間】
（授業内容）
健康日本21（2次）の概要につ
健康日本21（2次）の概要についての資料を読み
いて理解する。
、内容を把握する。
（授業方法）
健康日本21（2次）の概要につ 【復習： 2時間】
いて解説する。自身の状況や重
要な他者について評価する。 健康日本21（2次）の概要についての資料を読み
返し、学んだことを整理する。
（課題）
なし
【予習： 2時間】
（授業内容）
生活習慣病（メタボリックシン
ドローム、肥満症、高血圧症、 生活習慣病（メタボリックシンドローム、肥満症
脂質異常症）の定義・診断基準 、高血圧症、脂質異常症）の定義・診断基準・リ
・リスク・対策等の基本的事項 スク・対策等の資料を読み内容を把握する。
について理解する。
【復習： 2時間】
（授業方法）
生活習慣病（メタボリックシン 生活習慣病（メタボリックシンドローム、肥満症
ドローム、肥満症、高血圧症、 、高血圧症、脂質異常症）に関する授業資料を読
脂質異常症）の定義・診断基準 み返し、学んだことを整理する。
・リスク・対策等について解説 （課題）
する。身近な事例について考究 なし
しまとめる。基本的事項を整理
する。
【予習： 2時間】
（授業内容）
生活習慣病（糖尿病、虚血性心
疾患）の定義・診断基準・リス 生活習慣病（糖尿病、虚血性心疾患）の定義・診
ク・対策等の基本的事項につい 断基準・リスク・対策、ならびにがん対策につい
て理解する。また、がん対策の ての資料を読み内容を把握する。
現状について理解する。
【復習： 2時間】
（授業方法）
生活習慣病（糖尿病、虚血性心 生活習慣病（糖尿病、虚血性心疾患）の定義・診
疾患）の定義・診断基準・リス 断基準・リスク・対策、ならびにがん対策に関す
ク・対策等について解説する。 る授業資料を読み返し、学んだことを整理する。
また、がん対策の現状について
解説する。身近な事例について
考究しまとめる。基本的事項を
整理する。
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5

涌井

（授業内容）
ロコモティブシンドローム、運
動器退行性疾患、呼吸器疾患、
軽度認知障害・認知症）の定義
、実態と対策の基本的事項につ
いて理解する。

【予習：

ロコモティブシンドローム、運動器退行性疾患、
呼吸器疾患、軽度認知障害・認知症）の定義、実
態と対策の資料を読み内容を把握する。
【復習：

6

7

8

涌井

涌井

涌井

（授業方法）
ロコモティブシンドローム、
運動器退行性疾患、呼吸器疾患
、軽度認知障害・認知症）の定
義、実態と対策について解説す
る。身近な事例について考究し
まとめる。基本的事項を整理す
る。
（授業内容）
ストレスの考え方と評価法の基
本的事項（メンタルヘルスの現
状、ストレスとその評価や対策
、身体活動・運動の精神・心理
に及ぼす効果）について理解す
る。
（授業方法）
ストレスの考え方と評価法つい
て解説する。身近な事例につい
て考究しまとめる。基本的事項
を整理する。
（授業内容）
ストレスマネジメントとカウン
セリングの基本的事項（ストレ
スモデルに基づくストレスマネ
ジメントの考え方、ストレス評
価尺度、ストレス対処としての
一次、二次、三次予防、運動実
施の心理的効果と社会的効果、
運動指導アプローチ）について
理解する。
（授業方法）
ストレスマネジメントとカウン
セリングの基本的事項について
解説する。身近な事例について
考究しまとめる。基本的事項を
整理する。
（授業内容）
心理要因の健康行動への影響の
基本的事項（心理要因の健康行
動への影響モデル、運動行動と
他の健康行動との関わり）につ
いて理解する。
（授業方法）
心理要因の健康行動への影響つ
いて解説する。身近な事例につ
いて考究しまとめる。基本的事
項を整理する。

2798

2時間】

2時間】

ロコモティブシンドローム、運動器退行性疾患、
呼吸器疾患、軽度認知障害・認知症）の定義、実
態と対策に関する授業資料を読み返し、学んだこ
とを整理する。
（課題）
なし
【予習：

2時間】

ストレスの考え方と評価法の資料を読み内容を把
握する。
【復習：

2時間】

ストレスの考え方と評価法関する授業資料を読み
返し、学んだことを整理する。
（課題）
なし

【予習：

3時間】

ストレスマネジメントとカウンセリングの授業資
料を読み返し、学んだことを整理する。
【復習：

3時間】

ストレスマネジメントとカウンセリングの授業資
料を読み返し、学んだことを整理する。
（課題）
なし

【予習：

3時間】

心理要因の健康行動への影響の資料を読み内容を
把握する。
【復習：

3時間】

心理要因の健康行動への影響に関する授業資料を
読み返し、学んだことを整理する。
（課題）
なし

9

大久保

10

大久保

11

大久保

12

大久保

【予習： 1.5時間】
（授業内容）
健康教育学の定義および歴史的
背景や概念について理解を深め 健康教育学の歴史や定義について書籍、インター
ネットを利用して調べる。
る。
【復習： 2.5時間】
（授業方法）
国内外の健康教育学の歴史につ
いて解説し、日本医師会や日本 国内外の健康教育の歴史や定義について復習し、
健康教育学会が定義する健康教 時系列に流れを整理する。
育について紹介する。健康教育
学の歴史的な背景や定義を相手
に説明し、理解度確認を行う。
【予習： 1.5時間】
（授業内容）
行動変容に向けた健康行動理論
・保健行動理論（KAP model、H 行動変容、健康行動理論について文献や書籍を用
ealth Bilief model、行動変容 いて調べる。
ステージ理論、セルフエフィカ
シーの向上等）と健康教育の関 【復習： 2.5時間】
係について理解する。
健康行動理論におけるセルフエフィカシーを高め
るポイントについてまとめる。
（授業方法）
健康行動を形成するモデルを用
いた支援方法を紹介し、健診や
健康教育に向けて活用できるよ
う解説する。各理論について数
名で討議する。
【予習： 1.5時間】
（授業内容）
生涯を通じた健康教育の取組と
、健康を決める力となるヘルス ヘルスリテラシー研究について文献やインターネ
リテラシーについて理解を深め ットを利用して調べる。
る
【復習： 2.5時間】
（授業方法）
母子、妊娠・出産期、壮年期、 ライフサイクルにおける健康教育について内容を
高齢期といったライフサイクル 整理する。
に応じた健康課題に対する健康
教育の概要を紹介し、健康情報
を効果的に獲得するために必要
なヘルスリテラシーについて解
説する。
【予習： 1.5時間】
（授業内容）
健康な生活習慣や、感染症予防
のために職場や学校で行われて 職場や学校で行われる健康教育について文献や書
籍を利用して調べる。
いる健康教育を理解する。
【復習： 2.5時間】
（授業方法）
健康な生活習慣（栄養・食生活
、身体活動・運動、休養）や、 健康な生活習慣や感染症予防に向けた健康教育に
感染症（インフルエンザや食中 ついてまとめる。
毒）予防にむけた健康教育の展
開方法や視聴覚教材について紹
介する。各事例について数名で
討議する。
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13

大久保

14

大久保

【予習： 1.5時間】
（授業内容）
健康増進法における健康教育（
集団・個別）の理解を深める。 健康増進法の概要について調べ、内容を把握する
。
（授業方法）
地域（保健所・保健センター等 【復習： 2.5時間】
）で行われる集団健康教育（一
般、歯周疾患、ロコモティブシ 集団健康教育と個別健康教育の内容を整理する。
ンドローム、COPD、病態別、薬
）と個別健康教育（高血圧、脂
質異常症、糖尿病、喫煙）の概
要を解説する。各事例について
数名で討議する。
【予習： 1.5時間】
（授業内容）
職場・地域・学校における健康
教育の計画づくりについて理解 健康教育の計画づくりにあたっての要件を書籍、
インターネットを利用して調べる。
を深める。
【復習： 2.5時間】
（授業方法）
健康教育の計画づくりに重要な
ニーズアセスメント、目的・目 ニーズアセスメント、目的・目標、内容、方法、
標、内容、方法、教育媒体、評 教育媒体、評価についてまとめる。
価について事例をふまえて解説
する。身近な事例（肥満予防、
腰痛予防、心の健康等）を調べ
る。
定期試験は実施しない
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授業科目名
英語科目名

精神医学Ⅰ

授業形態
開講学期

講義
半期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 柴田 展人
科目担当者
柴田 展人
授業概要
[授業全体の内容]
授業は毎回資料を配布、もしくはスライドを提示し、それに基づいて精神医学的な知識を提供する（生物−心
理−社会的な見方）。併せて下記テキストを概説しながら、精神医学の関連するコメディカルの役割、心理テ
スト、認知療法などについても網羅的に理解する。
第1回目〜10回目は総説。その後8月中に 順天堂医院メンタルクリニック（病棟・外来・認知症疾患医療セン
ター）,読売新聞東京本社健康ケアルーム、富士通株式会社健康推進室の見学実習(計2日間）を行い、,レポー
ト提出を行う。
[授業の位置づけ]
健康2 この科目は,スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「健康科学分野の専門的な実践力」を身につ
ける。
[授業の到達目標]
広く精神医学に関連する知識に興味を持ち、精神保健福祉士などの医療スタッフとして、また養護教諭として
の必要な資質を身に付ける。精神科の診断、心理検査、薬物療法の概要を理解する。精神科医療の現場（順天
堂医院メンタルクリニック病棟）、で実習を行い、精神疾患患者の現状を正しく理解する。処遇の問題、薬物
療法、非薬物療法などについて知識を深める。また産業精神医学の現場を見学し、問題意識を高める。
成績評価
[成績評価方法]
評価は、レポート課題 (90%)と授業態度・取り組む姿勢(10%)で行う。
[成績評価基準]
精神医学をどの程度理解できているか、実践に応用できる程度の知識を獲得しているか、を基準とする。精神
保健福祉士となることを前提に、国家試験に十分対応できる能力が身についているかを評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
精神保健学Ⅰ、精神保健学IIは履修しておくこと。
[履修上の注意]
講義にはスマホなど、インターネットがつなげるツールを持参していただきたい。講義の冒頭に示すキーワー
ド、キーセンテンスを自身の手で調べていただき、関心を高める時間を設ける。講義は「精神医学」について
最低限の知識を提供するのみである。最も大切なことは、学んだことを自分なりにまとめなおすことである。
講義の最後に、自身がさらに興味・関心を持ってまとめる時間を作る。
[課題に対するフィードバックの方法]
見学実習については、レポート課題を課する
[テキスト・参考書など]
テキスト；
これならわかる！精神医学（史上最強図解）（ナツメ社）

（購入すること）

他、日本精神保健福祉士養成校協会編：精神医学, 中央法規, 2012.,：標準精神医学
スマホ、ipad,など、インターネット機器
連絡先とオフィスアワー
担当教員 柴田 展人まで
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医学書院

月曜日 4限
木曜日 2限
備考
【学修時間】
この授業は、この授業は、講義および見学実習による2単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習60時間
の計90時間の学修を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この科目は精神保健福祉士受験資格に必要な科目である。また養護教諭免許状取得のための必修科目である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
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授業回数 担当
柴田
1

展人

2

柴田

展人

3

柴田

展人

4

柴田

展人

5

柴田

展人

6

柴田

展人

7

柴田

展人

8

柴田

展人

授業内容（授業方法を含む）
（内容）
オリエンテーション：
精神科医である教員の自己紹介
精神医学の諸問題の紹介
（方法）
スライド提示
（内容）
自殺について理解する
自殺を巡る精神科医療、社会的
問題、法律を理解する
（方法）
スライド提示
（内容）
精神科医療と法律について理解
する
精神障害者の処遇と倫理につい
て考える
（方法）
スライド提示
内容）
脳と神経の生理・解剖：
精神と関連した脳や神経の仕組
みを理解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
精神障害の分類：
従来の分類と操作的診断につい
て理解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）子どもに見られる精神
障害
発達障害、統合失調症、てんか
ん、について理解する
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
診察方法と精神症状：
精神症状の種類を系統的に理解
する。
精神科面接方法について学ぶ。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
自己記入式の検査方法について
面接方式の検査方法について
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
（予習時間：5時間）
精神保健学Ⅰ、Ⅱのノートを読み返しておくこと
。
（復習時間：1時間）

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：厚生労働省自殺統計、自殺対策基本
法、いのちの電話 ゲートキーパー
（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：精神保健福祉法、医師法、憲法11条

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：神経系の発生、脳・神経解剖学、神
経生理学、神経伝達物質
（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：ICD‑10、DSM‑5

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：発達障害、統合失調症、てんかん

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：精神症状、精神状態
共感的な姿勢、性格、家族歴、生活史、教育歴、
現病歴、治療歴、45度
（予習：1時間）
CES‑D, SCT, などを自身で実施しておくこと
ロールシャッハテストを調べておく
（復習：1時間）
他の自己記入式の調査を調べる

9

柴田

展人

10

柴田

展人

11

柴田

展人

12

柴田

展人

13

柴田

展人

14

柴田

展人

（内容）
産業精神医学の諸問題について
(1)
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
産業精神医学の諸問題について
(2)
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
精神科病棟の紹介
（順天堂医院）
精神科医療と法律
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
読売新聞東京本社における健康
ケア対策について
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
富士通株式会社における健康ケ
ア対策について
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
実習説明、レポート課題指示
定期試験なし
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（予習：1時間）
産業精神医学の時事問題を調べておくこと
（復習：1時間）
キーワード；
ストレスチェック 過重労働 自殺
（予習：1時間）
産業精神医学の時事問題を調べておくこと
（復習：1時間）
キーワード；
電通事件
（予習：1時間）
順天堂医院メンタルクリニックHpを見ておくこと
（復習：1時間）
順天堂医院メンタルクリニックの現状を理解する

（予習：1時間）
読売新聞東京本社Hpを見ておくこと
（復習：1時間）
読売新聞東京本社の現状を理解する

（予習：1時間）
富士通株式会社Hpを見ておくこと
（復習：1時間）
富士通株式会社の現状を理解する

実習準備

授業科目名
英語科目名

健康学実習

授業形態
開講学期

実習
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 釆女 智津江
科目担当者
大久保菜穂子、中西唯公
授業概要
【授業全体の内容】
少子高齢化、情報化等を背景とした生活様式や生活環境の著しい変化は、人々の健康に大きな影響を与え、国
民の健康づくりは、社会の重要な課題となっており、効果的な健康づくりを行うには学校や地域保健（職場を
含む）等の有機的な連携が必要となっている。この授業科目では、学校及び地域における保健活動の現状や課
題について理解したうえで、実際の進め方について演習や実習を通して理解を深めるとともに、健康支援（健
康教育、学校保健）にかかわる諸技術を習得する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「スポーツ健康科学分野における健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」及び「
健康についての専門知識と実践的技能の習得」という学位授与方針の達成に寄与する。
【授業の到達目標】
１.学校及び地域保健（職場を含む）の各領域で取り組まれている保健活動を効果的に実施するには連携・協
力体制づくりが必要であることを理解している。
２.学校及び地域保健における保健活動の現状や課題について理解している。
３.保健活動を進めるための計画の作成方法や実施方法について理解し、企画立案ができる。
４.健康支援（健康教育、学校保健）にかかわる諸技術を習得し実演できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1.学校及び地域保健の各領域で取り組まれている保健活動を効果的に実施するには連携・協力体制づくりが必
要であることを理解し説明することができる。
2.学校及び地域保健における保健活動の現状や課題を理解し説明することができる。
3.保健活動を進めるための計画の作成方法や実施方法について理解し、企画立案することができている。
4.健康支援（健康教育、学校保健）にかかわる諸技術を習得し実演している。
[成績評価の方法]
到達目標に準じた評価を各担当者が実施したうえで総合評価を行う。
履修における留意事項
【履修要件】
健康教育学及び学校保健学を履修していること。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
１回の授業で3分の2以上の出席がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。また、遅刻早退3回で、１
回分の欠席とする。
なお、欠席３回でレポート１課題提出とする。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
ワークシートや成果物については、学生の理解度を見て再度授業内で解説を加える。
【テキスト・参考書等】
実習用のテキストは実習開始時に配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：釆女智津江（代表）
［オフィスアワー］
火曜日15:00 18:00（１号館4階1419、健康教育学研究室）
備考
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【学修時間】
この授業は、講義の実習形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を必
要とする
内容をもって構成する。
【その他】
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
釆女
1
（授業内容）
テーマ：健康診断
・学校における健康診断（児童
生徒・職員）における各種の検
査項目の測定方法等について実
習を通して理解を深める。
・保健調査・問診票、健康診断
表の記入を通して、情報収集や
活用方法等について理解を深め
る。

2

釆女・中西

（授業方法）
・健康診断の年間計画（流れ）
について解説する。
・検査項目（身長、体重、視力
、聴力、脊柱側弯、四肢の状態
等）について検査器具等を用い
て実習を行う。
・体格指数（BMI、肥満度、成
長曲線の記入）の算出を実際に
行う。
・保健調査・問診票、健康診断
表の記入の演習を行う。情報収
集の在り方や活用方法について
グループで協議し、発表する。
（授業内容）
テーマ：救急処置−１
・学校における救急処置の実際
について、基本的な応急手当（
傷、止血、けが（頭、眼、歯等
）、熱傷、骨折、捻挫、打撲、
熱中症等）、搬送法、体位等に
ついて実習を通して理解を深め
る。
（授業方法）
・実習にあたっての方法、留意
点について解説する。
・三角巾、包帯、シーネ、タン
カー、毛布等を用いて実習を行
う。
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：1時間】
学校における健康診断の特質、検査項目、学齢期
によくみられる疾病について復習しておく。
【復習：1時間】
健康診断の事後措置及び健康教育への活用につい
て実習を踏まえてまとめる。

【予習：1時間】
学校における救急処置の特質、目的、応急手当方
法について復習しておく。
【復習：1時間】
実習を通して習得した事項について整理しまとめ
る。

3

4

5

6

釆女・中西

釆女

釆女

釆女

（授業内容）
テーマ：救急処置‐2
・心肺蘇生法（CPR）、AEDにつ
いて実習を行い、理解を深める
。アレルギー対応におけるアド
レナリン自己注射の使用方法に
ついて体得する。
（授業方法）
・実習にあたっての方法、留意
点について解説する。
・ダミー人形、AED、エピペン
練習モデル等を用いて実習を行
う。
（授業内容）
テーマ：保健教育・安全教育
保健教育、安全教育にかかわる
啓発活動（保健指導案・安全指
導案、ポスター作製、保健だよ
り作成等）について実習を通し
て理解を深める。

【予習：1時間】
心肺蘇生法、AEDの使用方法、アナフィラキシー
への対応等について復習しておく。
【復習：1時間】
学校における救急体制の在り方について実習を踏
まえてまとめる。

【予習：1時間】
テーマの選定と保健指導案、安全指導案、啓発資
料の作成に必要な資料を収集しておく。
【復習：1時間】
保健・安全指導案、啓発資料の作成方法、留意点
についてまとめる。

（授業方法）
・指導案、啓発資料の作成方法
、留意点について解説する。
・生活習慣病（喫煙、飲酒、肥
満等）、災害安全（津波、心の
ケア等）に関して、テーマを一
つ選定する。
・グループに分かれて作成し、
完成させた成果物について発表
し全体で協議を行う。
【予習：1時間】
（授業内容）
テーマ：健康相談‐1
・健康相談（児童生徒、職員） これまでに学んだメンタルヘルス等に関する問
の演習を行い、理解を深める。 題について復習しておく。
（授業方法）
・児童生徒及び職員のメンタル
ヘルス等の現状と課題について
解説する。
・健康相談で活用するカウンセ
リングの基礎技術について解説
する。グループに分かれて演習
し、その後、振り返りを行い、
結果を発表する。
（授業内容）
テーマ：健康相談‐2
・学校における健康相談（児童
生徒、職員）の進め方について
事例を通して理解を深める。
（授業方法）
・健康相談の支援計画の作成方
法について解説する。
・模擬事例から健康相談の支援
計画の作成及び事例検討会（研
究）を行う。
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【復習：1時間】
健康相談演習で得た気づいたことや理解できたこ
とを整理しまとめる。

【予習：1時間】
健康相談のプロセスについて復習しておく。
【復習：1時間】
模擬事例研究を通して理解できたことを整理しま
とめる。

7

8

9

10

大久保

大久保

大久保

大久保

（授業内容）
テーマ：健康教育の企画解説及
び事例検討
職場・地域・学校等で行われて
いる健康教育の計画づくりにつ
いて解説すると共に事例を調べ
る。
（授業方法）
健康教育の計画づくりに重要な
ニーズアセスメント、目的・目
標、内容、方法、教育媒体、評
価について解説する。健康教育
の身近な事例を調べる。
（授業内容）
テーマ：健康教育の事例分析及
び企画実習
職場・地域・学校等の健康教育
の事例分析を行い、望ましい健
康教育の計画づくりを行う。
（授業方法）
地域や学校等の健康教育につい
て解説し、グループ毎に各事例
の現状と課題を分析・発表し、
望ましい健康教育を作成できる
技術を身につける。
（授業内容）
テーマ：ライフステージ別健康
教育の分析
各種健康課題（生活習慣病・ロ
コモティブシンドローム・メタ
ボリックシンドローム等）の健
康教育実践例を分析し、企画・
実施・評価を行う。
（授業方法）
健康教育実践例について解説す
る。グループ毎にライフステー
ジ別の健康課題に向けた望まし
い健康教育の企画・実施・評価
に取り組み発表する。
（授業内容）
テーマ：心の健康、腰痛予防教
育等の教材開発
メンタルヘルスや腰痛予防等、
職場の健康課題に対し、望まし
い健康教育に向けた教材開発を
行う。
（授業方法）
職場の健康教育教材について解
説し、事例教材の現状と課題を
調べ、分析・発表を行い、望ま
しい健康教育教材を作成できる
技術を身につける。
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【予習：1時間】健康教育の計画づくりにあたっ
ての要件を書籍、インターネットを利用して調べ
る。
【復習：1時間】ニーズアセスメント、目的・目
標、内容、方法、教育媒体、評価について整理す
る。

【予習：1時間】職場・地域・学校等での健康教
育の事例を分析するための要件を書籍、インター
ネットを利用して調べる。
【復習：1時間】各々の健康教育の活動事例の現
状と課題をまとめ、分析の観点を整理する。

【予習：1時間】生活習慣病・ロコモティブシン
ドローム・メタボリックシンドローム等の健康教
育実践例を分析するための要件を書籍、インター
ネットを利用して調べる。
【復習：1時間】ライフステージ別の健康課題に
向けた望ましい健康教育の企画・実施・評価につ
いて整理する。

【予習：1時間】職場の健康教育の事例（メンタ
ルヘルス・心の健康教育、腰痛予防教育）を分析
するための要件を書籍、インターネットを利用し
て調べる。
【復習：1時間】各々の健康教育の事例教材の現
状と課題をまとめ、分析の観点を整理する。

11

12

13

14

大久保

大久保

大久保

大久保

（授業内容）
テーマ：健康づくり計画・地域
保健活動
地域保健の変遷について学ぶと
共に、活動の対象と方法につい
て解説する。また、自治体の健
康づくり計画書やそのプランが
創られる過程での調査内容等に
ついて解説する。
（授業方法）
スライドと配布資料および映像
を用いて進める。
既存の情報やデータから課題等
についてディスカッションする
。
（授業内容）
テーマ：地域保健活動の実際（
視察等）
近隣の市町村（白井市・栄町・
酒々井町）を視察し、地域保健
活動の実際にふれる。また、そ
の地域の特徴や資源についてま
とめる。
（授業方法）
現地を視察し、行政や地域住民
における地域保健活動の取り組
みにふれる。
（授業内容）
テーマ：健康づくり事業・計画
の企画①
現地視察を通じて得られた情報
をまとめる。情報をもとに、学
生の視点から取り組める地域保
健事業についてグループごとに
健康なまちづくり企画・事業の
提案をする。
（授業方法）
グループごとに、情報の共有と
企画案のためのディスカッショ
ンを行う。
（授業内容）
テーマ：健康づくり事業・計画
の企画②
学生の視点から取り組める地域
保健事業について前回の企画・
事業の提案の発表に向けた資料
を作成し、実際に発表、ふりか
えりをする。
（授業方法）
グループごとにディスカッショ
ンを行ないまとめた企画案につ
いて発表・ふりかえりを行う。
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【予習：１時間】
自治体の健康づくりや健康なまちづくりの計画書
などを調べ予習しておく。
【復習：１時間】
ディスカッションでのふりかえりや、地域保健活
動
についてまとめておく。

【予習：１時間】
インターネット等で、視察地域の概要（資源・特
色等）について調べておく。
【復習：１時間】
現地視察を通じて気づいた点や、感じたこと等を
まとめておく。

【予習：１時間】
ディスカッションの要素となる情報をまとめてお
く。
【復習：１時間】
意見交換で得られた情報や気づき、ディスカッシ
ョン内容をまとめておく。

【予習：１時間】
発表に向けた準備となる情報をまとめておく。
【復習：１時間】
発表とその意見交換で得られた情報や気づきをま
とめておく。

授業科目名
英語科目名

精神医学Ⅱ

授業形態
開講学期

講義
半期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 柴田 展人
科目担当者
柴田 展人
授業概要
[授業全体の内容]
授業は毎回資料を配布、もしくはスライドを提示し、それに基づいて精神医学的な知識を提供する（生物−心
理−社会的な見方）。併せて下記テキストを概説しながら、WHOによるICD‑10の精神疾患F分類に基づいた各論
を展開していく。各疾患の薬物療法、非薬物療法、社会的問題などを広く学ぶ。その後、意識障害の鑑別、救
命救急のABCDの実習、精神保健福祉士国家試験対策を行う。
[授業の位置づけ]
健康2 この科目は,スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「健康科学分野の専門的な実践力」を身につ
ける。
[授業の到達目標]
広く精神医学に関連する知識に興味を持ち、精神保健福祉士などの医療スタッフとして、また養護教諭として
の必要な資質を身に付ける。特に各疾患の診断基準、薬物治療、リハビリテーション、非薬物療法などについ
て知識を深める。意識障害の鑑別、救命救急のABCDの実習は、シミュレーターを用いて実践的に行う。意識障
害を鑑別できるようになり、てんかん患者への対応、重積発作時の対応、自身で心肺蘇生を実践できるような
資質を養う。また精神保健福祉士国家試験対策を行い、受験に備える。
成績評価
成績評価方法]
評価は、レポート課題 (90%)と授業態度・取り組む姿勢(10%)で行う。
[成績評価基準]
精神医学をどの程度理解できているか、実践に応用できる程度の知識を獲得しているか、を基準とする。精神
保健福祉士となることを前提に、国家試験に十分対応できる能力が身についているかを評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
精神保健学Ⅰ、精神保健学II,精神医学Iは履修しておくこと。
[履修上の注意]
講義にはスマホなど、インターネットがつなげるツールを持参していただきたい。講義の冒頭に示すキーワー
ド、キーセンテンスを自身の手で調べていただき、関心を高める時間を設ける。講義は「精神医学」について
最低限の知識を提供するのみである。最も大切なことは、学んだことを自分なりにまとめなおすことである。
講義の最後に、自身がさらに興味・関心を持ってまとめる時間を作る。
[課題に対するフィードバックの方法]
実習についてはレポート課題を課する。精神保健福祉士国家試験対策では、事前に過去の問題を一度解答して
おくこと、その上で、授業中にフィードバックを適宜行う。
[テキスト・参考書など]
テキスト；
これならわかる！精神医学（史上最強図解）（ナツメ社）

（購入すること）

他、日本精神保健福祉士養成校協会編：精神医学, 中央法規, 2012.,：標準精神医学
スマホ、ipad,など、インターネット機器
連絡先とオフィスアワー
担当教員 柴田 展人まで
月曜日
木曜日
備考

4限
2限
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【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による８単位の科目であり、授業時間240時間と準備学習120時間の計360時間の
学修を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この科目は精神保健福祉士受験資格に必要な科目である。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
柴田 展人
1
見学実習を振り返って(精神医
学Iの復習)
ICD‑10分類の復習
F分類各疾患についての理解
柴田 展人
2
（内容）
F0器質性精神障害：
器質性精神障害の定義を理解す
る。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
症状精神病：
症状精神病の概念と疾患名を理
解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
柴田 展人
3
（内容）
F1物質関連障害
アルコールに関連した障害の病
因、疫学、症状、治療、経過、
予後を理解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
物質関連障害
依存性薬物の種類と、それに関
連した障害の疫学、症状、治療
、経過、予後を理解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
柴田 展人
4
（内容）
F2統合失調症：
統合失調症の病因、疫学、下位
分類（妄想型、破瓜型、緊張型
、単純型）を理解する。発症間
もない患者の心理を理解する。
（症例提示）
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
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準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
精神医学Iの復習（5時間）
見学実習レポート最終提出

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード： 外因、外因反応型、通過症候群、
アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、クロ
イツフェルト・ヤコブ病（プリオン病）、レヴィ
小体病
（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：代謝性疾患、内分泌性疾患、膠原病
（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：アルコール依存症、離脱症状、振戦
せん妄
（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：大麻、覚せい剤、麻薬、有機溶剤、
危険ドラッグ

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：妄想型、破瓜型、緊張型、単純型、
抗精神病薬、精神療法、精神科リハビリテーショ
ン

5

柴田

展人

6

柴田

展人

7

柴田

展人

8

柴田

展人

9

柴田

展人

10

柴田

展人

内容）
F3気分障害：
気分障害の病因、疫学、下位分
類（大うつ病、双極性障害）を
理解する。症状の理解。治療方
法、対応方法、経過と予後を学
ぶ。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
F4神経症性障害・ストレス関連
障害・身体表現性障害：
心因性の障害について（フロイ
トの理論）理解する。心因性の
障害の種類を覚える。諸外国の
脱施設化の歴史と、現在の精神
医療体制を理解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
F5思春期・青年期における精神
障害：
思春期に罹患しやすい障害を理
解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
F6パーソナリティ障害とその周
辺：
パーソナリティ障害の定義を理
解する。パーソナリティ障害の
種類（分類方法）を学ぶ。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
F7精神遅滞：
精神遅滞の定義を理解する。精
神遅滞の分類、その特徴、検査
所見、合併症を理解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
F8発達障害：
発達障害の歴史と症状、分類を
理解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
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（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：うつ病、メランコリー親和型、DSM‑
5のうつ病の診断基準、双極性障害,
三環系・四環系抗うつ薬,SSRI,SNRI

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：強迫性障害、急性ストレス障害、外
傷後ストレス障害, 解離性障害（多重人格障害を
含む）、身体表現性障害（心気障害を含む）、離
人症性障害

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：摂食障害、身体表現性自律神経機能
不全（過呼吸症候群を含む）

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：特定のパーソナリティ障害、性同一
性障害

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：軽度精神遅滞、中等度精神遅滞、重
度精神遅滞

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：広汎性発達障害（自閉症スペクトラ
ム障害）、アスペルガー症候群、高機能広汎性発
達障害

11

柴田

展人

12

柴田

展人

13

14

柴田

柴田

展人

展人

（内容）
F9小児期における精神障害：
行為障害や小児に発症する情緒
障害を理解する。
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
（内容）
てんかんの診断と治療
意識障害の鑑別
心肺蘇生の習得
（方法）
配布資料、スライド提示による
講義
内容）
てんかん発作への対応
意識障害の鑑別
救急心肺蘇生
AED

（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：ADHD,学習障害、行為障害、反抗挑
戦性障害、チック障害、選択性緘黙
（予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：てんかん、脳波検査、JCS,心肺蘇生
法、AED

予習時間：1時間）
キーワードをインターネットなどで興味を持ち、
検索する。
（復習時間：1時間）
キーワード：てんかん、脳波検査、JCS,心肺蘇生
法、AED

（方法）
シミュレーターを用いた 実習
・実技
精神保健福祉士国家試験対策 精神保健福祉士国家試験
精神疾患とその治療 分野の復習
精神保健福祉士国家試験
過去問題 過去3年分を解答しておくこと
定期試験なし
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授業科目名
英語科目名

環境衛生学

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

久保原

禅

授業概要
【授業全体の内容】
この授業では、私たちの日常生活や健康に影響を及ぼす物理学的、化学的、生物学的要因等について学ぶ。
また、私たちの体や体を構成する組織と細胞の機能について学びながら、様々な感染 症や生活習慣病などの
病気に関する理解を深める。さらに、働く人々の安全と健康を守り、快適職場形成のための仕組みや方法につ
いて、労働基準法と労働安全衛生法を参照しながら教科書に沿って学ぶ。衛生管理者の役割についても理解を
深め、職業性疾病の成因や対策を知り、予防についても考えるなど、広い視野 からこれからの産業保健につ
いて考える。
環境衛生学は、第一種衛生管理者資格免許（国家資格）取得のため必須授業である。本授業は、職場におけ
る衛生管理の方法や組織、関連する法律・社会制度について理解を深めることを目的としている。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」、「健康についての専門的知識と実践的
技能の取得」、「健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」という学位授与方針の達成に寄与する
。
【授業の到達目標】
1.健康を保持/促進するための具体的方法を理解する。
2.私たちの体の機能と、感染症や生活習慣病などの疾病の仕組みを説明できる。
3.職業性疾病（職業病）について理解する。
4.健康促進のための社会制度などについて理解する。
5.実社会の様々な労働（衛生）環境を理解する。
6.労働基準法と労働安全衛生法の重要部分について理解する。
7.第一種衛生管理者の活動（主に、作業環境管理、作業管理、健康管理）について理解する。
成績評価
【成績評価の基準】
1.授業への取組み姿勢と出席率を査定する（平常点）。
2.代表的な職業病について説明できる（定期試験）。
3.労働基準法と労働安全衛生法の重要部分について理解している（定期試験）。
4.第一種衛生管理者の活動・役割を理解している（定期試験）。
【成績評価の方法】
平常点20％、定期試験80％の結果によって評価する。合計60%(60点)以上が合格。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
特になし。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
定期試験の結果は希望者があれば個別に開示し、解説や指導を行う。
【テキスト・参考書等】
1. 「衛生管理（上） 第一種用」（中央労働災害防止協会 編）を教科書として使用する（必ず購入すること
）。
2. 「衛生管理（下） 第一種用」（中央労働災害防止協会 編）と「21世紀の予防医学・公衆衛生」（杏林書
院）を参考書として使用する。
3. その他、授業中に適宜資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：久保原禅
E‑mail：ykuboha[at]juntendo.ac.jp
*[at]を@に変更してください。
【オフィスアワー】
日時：前期期間中の水曜日12:20から13:10
場所：1号館4階1414号室
*上記の時間帯には、予約なしでも質問・相談に応じるが、バッティングしないようにするため、出来るだけ
前日までにe‑mailで予約をすること。当日の質問・相談は、予約を優先する。
備考
【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容で構成されている。
【その他】
この授業科目は、第一種衛生管理者免許（国家資格）取得のための必修科目です。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
久保原
【予習：2時間】
1
［授業内容］
テーマ：授業のガイダンスと環
衛生・公衆衛生、ならびに労働衛生管理とは何か
境衛生学入門。
授業の進め方や成績評価法を 、教科書を読んで予習しておく。
理解する。また、「衛生学・公
衆衛生学」と「労働衛生管理」 【復習：2時間】
について入門的な知識を学ぶ。 教科書や配布プリントの内容を復習する。

2

3

4

久保原

久保原

久保原

［授業方法］
授業の進め方、成績評価の方法
、教科書の予習・復習のやり方
等を解説する。また、プリント
とスライドを用いて講義を進め
る。
【予習：2時間】
［授業内容］
テーマ：健康科学研究法と人口
人口統計や衛生統計について教科書に載っている
統計/衛生統計。
データをチェックしておく。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
テーマ：環境と健康１。
各種臓器の特徴と疾病、日常
の健康管理について理解を深め
る。

【復習：2時間】
教科書や配布プリントの内容を復習する。

［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
テーマ：環境と健康２。
健康への環境の影響と、環境
影響の評価法について理解を深
める。

【復習：2時間】
教科書や配布プリントの内容を復習する。

【予習：2時間】
各種臓器の特徴と臓器別疾病の特徴、さらに健康
管理/健康教育の意義などについて、教科書を中
心に予習しておく。

【予習：2時間】
有害物質、有害環境の生体への影響と、有害環境
の評価法について、教科書を中心に予習しておく
。

【復習：2時間】
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講 教科書や配布プリントの内容を復習する。
義を進める。
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5

6

7

8

久保原

久保原

久保原

久保原

9

久保原

10

久保原

［授業内容］
テーマ：ライフサイクルと健康
。
ライフサイクルと年齢層別の
健康や健康をサポートする公的
制度等について理解を深める。

【予習：2時間】
ライフサイクルと健康について、教科書を中心に
予習しておく。
【復習：2時間】
教科書や配布プリントの内容を復習する。

［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
【予習：2時間】
［授業内容］
テーマ：衛生管理者の役割。
衛生管理者の役割と我が国の 衛生管理者の役割について、教科書を中心に予習
労働衛生環境について学ぶ。 しておく。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
テーマ：労働衛生管理体制。
労働衛生管理体制（安全衛生
管理委員会、リスクアセスメン
ト他）について学ぶ。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
テーマ：作業環境要素と作業環
境管理。
一般作業環境と有害作業環境
、作業環境管理の意義と目的等
について学ぶ。

【復習：2時間】
教科書や配布プリントの内容を復習する。
【予習：2時間】
労働衛生管理体制について、教科書を中心に予習
しておく。
【復習：2時間】
教科書や配布プリントの内容を復習する。

【予習：2時間】
作業環境要素と作業環境管理について、教科書を
中心に予習しておく。
【復習：2時間】
教科書や配布プリントの内容を復習する。

［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
【予習：2時間】
［授業内容］
テーマ：職業性疾病１。
職業と健康、物理的要因・化 職業性疾病（左記の授業内容）について、教科書
学的要因による健康障害につい を中心に予習しておく。
て学ぶ。
【復習：2時間】
教科書や配布プリントの内容を復習する。
[授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
【予習：2時間】
［授業内容］
テーマ：職業性疾病２。
生物学的要因による健康障害 職業性疾病（左記の授業内容）について、教科書
、作業要因（VDT作業、心理的 を中心に予習しておく。
負荷、夜勤他）による健康障害
【復習：2時間】
等について学ぶ。
教科書や配布プリントの内容を復習する。
[授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
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11

12

13

14

久保原

久保原

久保原

久保原

［授業内容］
テーマ：職業性疾病３。
ストレスと精神衛生、職場に
おけるメンタルヘルス、心と体
の健康づくりの意義等について
学ぶ。

【予習：2時間】
職業性疾病（左記の授業内容）について、教科書
を中心に予習しておく。
【復習：2時間】
教科書や配布プリントの内容を復習する。

[授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
【予習：2時間】
［授業内容］
テーマ：作業管理。
作業管理の目的と意義、労働 作業管理について、教科書を中心に予習しておく
衛生保護具等について学ぶ。 。
[授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
テーマ：健康管理。
健康管理の意義と目的、様々
な医学的検査項目の意味、各種
健康診断の内容と関連法律等に
ついて解説する。
[授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
テーマ：これからの環境衛生・
労働衛生。
これまで授業で学んだことを
整理する。また、今後の環境衛
生・労働衛生関連の課題・解決
法等について考察する。
[授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
定期試験
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【復習：2時間】
教科書や配布プリントの内容を復習する。
【予習：2時間】
健康管理の意義と目的、各種医学的検査、各種健
康診断などについて教科書で予習しておく。
【復習：2時間】
教科書や配布プリントの内容を復習する。

【予習：4時間】
我が国の今後の環境衛生・労働衛生に関わる課題
について予習、考察しておく。
【復習：4時間】
これまで授業で学んだことについて、教科書と配
布プリントの内容をもう一度復習する。定期試験
に備える。

授業科目名
英語科目名

健康運動指導実習

授業形態
開講学期

実習
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 涌井 佐和子
科目担当者
飯嶋正博
授業概要
[授業全体の内容]
[授業目的]
子どもから高齢者、男性と女性、健常者から障害者などを対象にした健康レベル向上のための運動の指導方法
の基礎を身につけることを目的としている。
[授業概要]
運動強度を考慮したウォーキングの指導法、コンディシ ョニング指導法、用具を使った運動指導法を体験し
、実際に指導練習を行う。また、子どもから中・高年者を対象とした各種模擬プログロムを企画・実践を行い
、プログラム評価を行う。また、運動習慣づくりのための行動変容に依拠したカウンセリングについても体験
する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
この科目は、③「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養」、⑨「健康についての専門的知識と実
践的技能の取得」、⑩「健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」、の学位授与方針の達成に寄与
する。
[授業の到達目標]
1.ウォームアップとクールダウンの生理学的な効果を理解し、主運動に適したそれぞれの運動をプログラミン
グし、指導原則に従った指導ができる。
2.ストレッチングの特性や生理学的な効果、分類などを理論的に理解し、基本的な指導方法を身に着ける。健
康づくり施策を理解し、健康づくりにおける健康運動指導士の役割について理解できる。
3.用具を用いた健康づくりのため運動プログラムの考え方を理解し、指導法を身に着ける。
4.有酸素運動としてのウォーキングやジョギングの理論と実践方法を理解し、指導ができる。
5.健康づくりのためのリズムウォーキングの指導方法を理解し、運動強度や安全を考慮した指導ができる。
6.体力向上や疾病予防のためのレジスタンス運動について、その分類とそれぞれの特徴について理解し、健康
づくりに効果的なプログラムを作成できる。
7.介護予防のための一次予防、二次予防の具体的内容について理解し、必要な知識や技術を身に着ける。
8.対象者の特徴に応じた健康づくり運動プログラムを立案し、指導ができる。
9.行動変容を意図したプログラム開発および基本的なカウンセリングの方法が理解できる。
10.ストレスマネジメントとカウンセリングの基本的事項が理解できる。
[学生に望むこと]
健康運動指導は、自身がその方法を「わかる」「できる」だけでなく、「説明できる」「指導できる」ことも
必要になります。受講者同志で評価し合い、自身の引出しを増やせるような努力を期待します。 ※200〜25
0字で記載してください。
成績評価
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[成績評価の基準]
1.ウォームアップとクールダウンの生理学的な効果を理解し、主運動に適したそれぞれの運動をプログラミン
グし、指導原則に従った指導ができる（平常点、レポート）。
2.ストレッチングの特性や生理学的な効果、分類などを理論的に理解し、基本的な指導方法を身に着ける。健
康づくり施策を理解し、健康づくりにおける健康運動指導士の役割について理解できる（平常点、レポート）
。
3.用具を用いた健康づくりのため運動プログラムの考え方を理解し、指導法を身に着ける（平常点、レポート
）。
4.有酸素運動としてのウォーキングやジョギングの理論と実践方法を理解し、指導ができる（平常点、レポー
ト）。
5.健康づくりのためのリズムウォーキングの指導方法を理解し、運動強度や安全を考慮した指導ができる（平
常点、レポート）。
6.体力向上や疾病予防のためのレジスタンス運動について、その分類とそれぞれの特徴について理解し、健康
づくりに効果的なプログラムを作成できる（平常点、レポート）。
7.介護予防のための一次予防、二次予防の具体的内容について理解し、必要な知識や技術を身に着ける（平常
点、レポート）。
8.対象者の特徴に応じた健康づくり運動プログラムを立案し、指導ができる（平常点、レポート）。
9.行動変容を意図したプログラム開発および基本的なカウンセリングの方法が理解できる（平常点、レポート
）。
10.ストレスマネジメントとカウンセリングの基本的事項が理解できる（平常点、レポート）。
「授業の到達目標」に対応した成績基準を設定してください。
[成績評価の方法]
①授業態度・取り組む姿勢：実習内容、出席カードへの授業コメントによりA（20点）、B（15点）、C（10点
）、D（5点）判定を行う。
②小レポート課題：１課題についてA（20点）、B（15点）、C（10点）、D（5点）、未提出（0点）判定を行い
、加算する。最終的に合計得点を20点満点に換算する。
③最終レポート：各実習の評価データから、自身の健康運動指導法に対する客観的な能力評価についてレポー
トを執筆する。A（20点）、B（15点）、C（10点）、D（5点）、未提出（0点）判定を行い、30点満点に換算
す る。
最終的に①②③を合計する。
履修における留意事項
[履修要件]
なし
[履修上の注意（科目独自のルール）]
この授業科目は、健康運動指導士受験資格取得に必要な科目であるため、試験範囲に対応した内容を扱う。
扱う範囲が広いので能動的に取り組むこと。
30分以上の遅刻・早退は3回で1回の欠席扱いとします。
資料は適宜配布します。
内容は場合によって多少前後することがあります。原則として第２体育館で行います。
第１回目の授業時に教育実習で不在予定の人は、事前に直接申し出てください。
[テキスト]
テキストはありません。適宜推薦書は紹介します。
[試験等の課題に対するﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法]
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
レポート、課題については、授業内で必要な情報や改善内容を示す。
課題は後日出席カードに挟んで返却します。
[テキスト・参考書等]
財団法人健康運動指導士養成講習テキスト（上・下）
購入方法については教務課へ確認ください。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：涌井 佐和子
E‑mail: swakui[at]juntendo.ac.jp （［at］を@に変更してください）
［オフィスアワー］
<さくらキャンパス>
日時： 後期水曜日 12:00〜12:40
場所: 1号館4階1402室
できるだけE‑mailで予約をしてください。先約がある場合にはそちらを優先します。
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備考
［学修時間］
この授業は、実習の授業形態による２単位の科目であり、授業６０時間と準備学習３０時間の計９０時間の
学修を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業は健康運動指導士受験資格のための必須科目です。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
涌井
【予習： 1時間】
1
（授業内容）
授業のねらいやスケジュールに
シラバスを読み、今後の学習スケジュールの見通
ついて理解を深める。
ウォームアップとクールダウン しを持つ。
の生理学的な効果を理解し、主
運動に適したそれぞれの運動を 【復習： 1時間】
プログラミングし、指導原則に シラバスを再度読み返し、今後の学習スケジュー
従った指導を行う。ストレッチ ルの見通しを再確認する。
ングの特性や生理学的な効果、 ウォームアップとクールダウン、ストレッチング
分類などを理論的に理解し、基 の指導方法に関する資料を読み返し、整理する。
本的な指導方法を身に着ける。 （課題）
なし
（授業方法）
授業のねらいやスケジュールに
ついて解説する。
ウォームアップとクールダウン
の生理学的な効果を解説する。
主運動に適したそれぞれの運動
をプログラミングし、指導原則
に従って指導する。ストレッチ
ングの特性や生理学的な効果、
分類などを理論的に解説する。
健康づくりのために適した方法
を対象者の特徴や環境に応じて
選択しての指導方法を体験する
。
涌井
【予習： 1時間】
2
（授業内容）
用具を用いた健康づくりのため
運動プログラムの考え方を理解 用具を用いた健康づくりのため運動プログラムの
考え方や指導法の資料を読み、概要を把握する。
し、指導法を身に着ける。

3

涌井

【復習： 1時間】
（授業方法）
用具を用いた健康づくりのため
運動プログラムの考え方や指導 用具を用いた健康づくりのため運動プログラムの
考え方や指導法の資料を整理する。
法を解説し、実習を行う。
（課題）
レポート
【予習： 1時間】
（授業内容）
用具を用いた健康づくりのため
運動プログラムの考え方を理解 用具を用いた健康づくりのため運動プログラムの
考え方や指導法の資料を読み、概要を把握する。
し、指導法を身に着ける。
【復習： 1時間】
（授業方法）
用具を用いた健康づくりのため
運動プログラムの考え方や指導 用具を用いた健康づくりのため運動プログラムの
考え方や指導法の資料を整理する。
法を解説し、実習を行う。
（課題）
レポート
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4

涌井

【予習： 1時間】
（授業内容）
用具を用いた健康づくりのため
運動プログラムの考え方や指導 用具を用いた健康づくりのため運動プログラムの
考え方や指導法の資料を読み、概要を把握する。
法を解説し、実習を行う。
（授業方法）
用具を用いた健康づくりのため
運動プログラムの考え方や指導
法を解説し、実習を行う。

5

涌井

6

涌井

7

涌井

8

涌井

【復習： 1時間】
用具を用いた健康づくりのため運動プログラムの
考え方や指導法の資料を整理する。
（課題）
レポート
【予習： 1時間】

（授業内容）
健康の保持と増進のために日常
的に多くの人が実践できる有酸 有酸素運動としてのウォーキングの理論と実践方
素運動としてのウォーキングの 法に高血圧症予防・治療における運動の意義と、
理論と実践方法を理解する。 高血圧における運動実施上の留意点についての資
料を読んで把握する。
（授業方法）
ウォーキングの理論と実践方法 【復習： 1時間】
を解説する。異なる歩行速度で
ウォーキングを行い、運動強度 有酸素運動としてのウォーキングの理論と実践方
法についての資料を整理する。
を算出する。
（課題）
歩行スピードと運動強度との関連についてレポー
トにまとめる。
【予習： 1時間】
（授業内容）
音源を使用した有酸素運動（リ
ズムウォーキング）の指導法に 音源を使用した有酸素運動（リズムウォーキング
）の指導法についての資料を読んで概要を把握す
ついて理解する。
る。
（授業方法）
作成したリズムウォーキングの 【復習： 1時間】
プログラムの指導を行う。相互
音源を使用した有酸素運動（リズムウォーキング
評価を行う。
）のプログラムをよりよいものに修正する
（課題）
なし
【予習： 1時間】
（授業内容）
音源を使用した有酸素運動（リ
ズムウォーキング）を発表する プログラムを修正して練習する。
。
【復習： 1時間】
（授業方法）
作成したリズムウォーキングの 評価ポイントについて整理する。
プログラムの指導を行う。相互
評価を行う。
【予習： 1時間】
（授業内容）
体力向上や疾病予防のためのレ
ジスタンス運動について、その 体力向上や疾病予防のためのレジスタンス運動に
分類とそれぞれの特徴について ついて、その分類とそれぞれの特徴、健康づくり
理解し、健康づくりに効果的な に効果的なプログラムの資料を読み、把握する。
プログラムを作成できる能力を
【復習： 1時間】
習得する。
（授業方法）
体力向上や疾病予防のためのレ
ジスタンス運動について、その
分類とそれぞれの特徴について
整理し、健康づくりに効果的な
プログラム案を作成して実践す
る。
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体力向上や疾病予防のためのレジスタンス運動に
ついて、その分類とそれぞれの特徴、健康づくり
に効果的なプログラムの資料を整理する。
（課題）
なし

9

涌井

10

涌井

11

涌井

12

涌井

13

涌井

（授業内容）
介護予防のための一次予防、二
次予防の具体的内容について理
解し、必要な知識や技術を身に
着ける。

【予習：

（授業方法）
介護予防のための一次予防、二
次予防の具体的内容について解
説する。必要な知識や技術を整
理し、プログラム試案を作成す
る。

【復習：

1時間】

介護予防のための一次予防、二次予防の具体的内
容について理解し、必要な知識や技術についての
資料を読んで把握する
1時間】

介護予防のための一次予防、二次予防の具体的内
容について理解し、必要な知識や技術についての
資料を整理する。
（課題）
指導案作成
【予習： 1時間】

（授業内容）
運動指導の実際Ⅰ
模擬プログラムを行い、評価者 運動指導について、教材、指導計画の見直しや訂
が実施者のプログラムを評価す 正、指導練習を行う。
る。
【復習： 1時間】
（授業方法）
模擬プログラムを行う。相互評 評価を行いながら、課題を振り返る。
価（運動強度、内容の適切さ、 （課題）
指導練習
安全への配慮）を行う。
【予習： 1時間】
（授業内容）
運動指導の実際Ⅱ
模擬プログラムを行い、評価者 運動指導について、教材、指導計画の見直しや訂
が実施者のプログラムを評価す 正、指導練習を行う。
る。
【復習： 1時間】
（授業方法）
模擬プログラムを行う。相互評 評価を行いながら、課題を振り返る。
価（運動強度、内容の適切さ、 （課題）
指導練習
安全への配慮）を行う。
【予習： 1時間】
（授業内容）
運動指導の実際Ⅲ
模擬プログラムを行い、評価者 運動指導について、教材、指導計画の見直しや訂
が実施者のプログラムを評価す 正、指導練習を行う。
る。
【復習： 1時間】
（授業方法）
模擬プログラムを行う。相互評 評価を行いながら、課題を振り返る。
価（運動強度、内容の適切さ、 （課題）
指導練習
安全への配慮）を行う。
【予習： 1時間】
（授業内容）
運動指導の実際Ⅳ
模擬プログラムを行い、評価者 運動指導について、教材、指導計画の見直しや訂
が実施者のプログラムを評価す 正、指導練習を行う。
る。
【復習： 1時間】
（授業方法）
模擬プログラムを行う。相互評 評価を行いながら、課題を振り返る。
価（運動強度、内容の適切さ、 （課題）
なし
安全への配慮）を行う。
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14

涌井

（授業内容）
行動変容を意図したプログラム
開発の具体的方策を学び、実習
を通して、運動継続強化を目的
とした個別カウンセリング方法
を理解する。
ストレスマネジメントとカウン
セリングの方法を理解する。

【予習：

行動変容を意図したプログラム開発の具体的方策
を学び、実習を通して、運動継続強化を目的とし
た個別カウンセリング方法の資料を読み、把握す
る。ストレスマネジメントとカウンセリングの方
法の資料を読む。
【復習：

（授業方法）
行動変容を意図したプログラム
開発の具体的方策を解説する。
運動継続強化を目的とした個別
カウンセリングの事例をまとめ
る。
ストレスマネジメントとカウン
セリングの方法を解説し、演習
を行う。
「定期試験を実施しない」
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2時間】

2時間】

行動変容を意図したプログラム開発の具体的方策
を学び、実習を通して、運動継続強化を目的とし
た個別カウンセリング方法の資料を整理する。ス
トレスマネジメントとカウンセリングの方法の資
料を整理する。
（課題）
自身および身近な人の行動変容のための計画を立
案する。

授業科目名
英語科目名

環境衛生学実習

授業形態
開講学期

実習
前期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 久保原 禅
科目担当者
佐々木 啓
授業概要
【授業全体の内容】
この科目は、「スポーツ健康科学を中心とした幅広い知識と教養、及びそれらの活用能力」、「健康を創造
・支援するために必要な身体的・精神的・社会的健康についての知識と技能」ならびに「健康に関する専門性
を活かし、人づくり、社会づくりに貢献できる能力」という学位授与方針の達成に寄与する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
本実習は国家資格である「第一種衛生管理者免許」の取得に必須のものである。そのために、生活環境や労
働環境における汚染物質の検出や定量、水質検査、騒音の測定等、環境管理に必要な様々な測定/評価法を学
ぶ。また、それら測定/評価結果に基づいた環境改善策を考える内容となっている。毎回実施した実習につい
てまとめたレポートを作成することが重要となる。さらに、学外の3か所程の企業を見学し、現場の専門家に
よる「衛生管理」についての説明を受ける。さくらキャンパスでの演習においては、中央労働災害防止協会の
方から現在労働衛生で問題となっている課題などについて講義形式で解説して頂く予定である。
なお、下記の実習日程については、諸事情によって順番が変更になることがある。
【授業の到達目標】
1.環境中の汚染物質やその代謝産物等を評価（測定/定量）するための理論と方法を理解できる。
2.生活環境や労働環境の改善の重要性を理解できる。
3.企業や労働環境における安全管理や衛生管理の実態と問題点/課題について理解する。
成績評価
【成績評価の基準】
1.環境中の汚染物質やその代謝産物等を評価（測定/定量）するための理論と方法を理解している。
2.生活環境や労働環境の改善の重要性を理解している。
3.企業や労働環境における安全管理や衛生管理の実態と問題点/課題について理解している。
【成績評価の方法】
毎回の授業取組み20％、及びレポート提出とその内容完成度を80％として行う。合計60%（60点）以上が合
格。 なお、止むおえない理由で見学会を欠席する場合には、追加レポートを提出して補う。レポートの作成
期間は原則一週間であり、提出の遅延は減点の対象とする。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
施設見学では危険な場所や機材等もあるので、現場の担当者や教員の指示に従うこと。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
毎回実習後（一週間以内）に提出するレポートは、採点後、コメント等を付けて返却する。
【テキスト・参考書等】
実習用のテキストは実習開始時に配布する。レポート作成のための参考書としては、「新しい環境衛生」（
南江堂）（図書館にある）、「衛生管理（上、下）」（中央労働災害防止協会）を用いる
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：久保原禅
E‑mail：ykuboha[at]juntendo.ac.jp
*[at]を@に変更してください。
【オフィスアワー】
月曜日14:00 16:00（１号館４階1414、あるいは1409
備考

健康生命科学）
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【学修時間】
この授業は、実習の授業形態による2単位の科目であり、授業60時間と準備学習30時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、第一種衛生管理者の必修科目です。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
久保原・佐々木 ［授業内容］
1
「衛生管理者」の役割や関連法
令を解説し、実習全体の流れや
注意事項について理解する

2

久保原・佐々木

［授業方法］
本実習のテキストを配布し、実
習全体の流れ、注意事項、レポ
ートの作成法、評価法等を解説
する。
［授業内容］
「温熱条件」に関する理解を深
め、温熱条件の評価を実施する
。

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：1時間】
社会を取り巻く様々な環境要因から、主に物理的
・化学的要因が及ぼす影響を考えておく。
【復習：1時間】
実習では様々な器具や試薬を使うので、その仕組
み等について予習する。
【予習：1時間】
テキストと参考書を用いて温熱条件について予習
する。
【復習：1時間】

3

4

5

久保原・佐々木

久保原・佐々木

久保原・佐々木

［授業方法］
温熱条件とその評価/測定方
法について解説する。実際に温
熱条件を測定する。
［授業内容］
「空気の汚染」に関する理解を
深め、空気汚染の評価を実施す
る。
［授業方法］
空気汚染の指標（有毒ガス等）
とその評価/測定法について解
説する。実際にいくつかの指標
に関して評価/測定する。
［授業内容］
「騒音」に関する理解を深め、
騒音の評価を実施する。

実習テーマの背景や実施した方法のまとめ、得ら
れたデータの図表化、結果の評価/考察を行い、
レポートを作成する。
【予習：1時間】
空気汚染の指標とその測定法についてテキストと
参考書を予習する。
【復習：1時間】
実習テーマの背景や実施した方法のまとめ、得ら
れたデータの図表化、結果の評価/考察を行い、
レポートを作成する。
【予習：1時間】
テキストと参考書を用いて騒音について予習する
。

【復習：1時間】
［授業方法］
騒音とその評価/測定法につい
て解説する。実際に複数の場所 実習テーマの背景や実施した方法のまとめ、得ら
れたデータの図表化、結果の評価/考察を行い、
で騒音を評価/測定する。
レポートを作成する。
【予習：1時間】
［授業内容］
身近な細菌について理解を深め テキストと参考書を用いて、身近な環境中の細菌
、それらの検出を実施する。 について予習する。
【復習：1時間】
実習テーマの背景や実施した方法のまとめ、得ら
［授業方法］
食品や体表面などに生息する細 れたデータの図表化、結果の評価/考察を行い、
菌とそれらの検出法について解 レポートを作成する。
説する。実際に環境中の細菌を
検出する。
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6

7

8

9

10

久保原・佐々木

久保原・佐々木

久保原・佐々木

久保原・佐々木

久保原・佐々木

【予習：1時間】
［授業内容］
「水質検査」について理解を深 テキストと参考書を用いて、環境中の水質と健康
被害等について予習する。
める。（水質検査1）
［授業方法］
環境中の水質検査の項目（細
菌、残留塩素、窒素化合物等）
やそれらの評価/検査方法につ
いて解説する。
実際に、プール水と水道水を用
いて、それらの水質検査を実施
する。
［授業内容］
前回に続いて、「水質検査」に
ついてさらに理解を深める。（
水質検査2）

【復習：1時間】
実習テーマの背景や実施した方法のまとめ、得ら
れたデータの図表化、結果の評価/考察を行い、
レポートを作成する。

【予習：1時間】
テキストと参考書を用いて、環境中の水質と健康
被害等について予習する。

［授業方法］
環境中の水質検査の項目（塩素
イオンや有機物等）やそれらの
評価/検査方法について解説す
る。実際に、プール水と水道水
を用いて、それらの水質検査を
実施する。
［授業内容］
前回に続いて、「水質検査」に
ついてさらに理解を深める。（
水質検査3）

【復習：1時間】
実習テーマの背景や実施した方法のまとめ、得ら
れたデータの図表化、結果の評価/考察を行い、
レポートを作成する。

［授業方法］
環境中の水質検査の項目（残留
塩素濃度の経時変化等）やそれ
らの評価/検査方法について解
説する。実際に、プール水と水
道水を用いて、それらの水質検
査を実施する。
［授業内容］
「照明」の重要性と測定法につ
いて理解を深める。

【復習：1時間】
実習テーマの背景や実施した方法のまとめ、得ら
れたデータの図表化、結果の評価/考察を行い、
レポートを作成する。

[授業方法］
日常生活や労働環境における照
明（自然照明と人工照明）の意
義とそれらの評価/測定法につ
いて解説する。実際に屋外と屋
内の照明を測定する。
［授業内容］
「環境中の「放射線」について
理解を深め、放射線を検出する
。
[授業方法］
放射線とは何か、放射線による
健康被害について解説する。実
際に、キャンパス内で放射線量
を測定する。
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【予習：1時間】
テキストと参考書を用いて、環境中の水質と健康
被害等について予習する。

【予習：1時間】
テキストと参考書を用いて、日常生活や職場に
おける照明の意義と健康との関係について予習す
る。
【復習：1時間】
実習テーマの背景や実施した方法のまとめ、得ら
れたデータの図表化、結果の評価/考察を行い、
レポートを作成する。
【予習：1時間】
テキストと参考書を用いて、放射線とは何か、放
射線による健康被害について予習する。
【復習：1時間】
実習テーマの背景や実施した方法のまとめ、得ら
れたデータの図表化、結果の評価/考察を行い、
レポートを作成する。

11

12

13

14

久保原・佐々木

久保原・佐々木

久保原・佐々木

久保原・佐々木

【予習：1時間】
［授業内容］
製鉄業と衛生管理/労働災害について調べてく
JFEスチール株式会社東日本製
ること。
鉄所の見学をする。
[授業方法］
上記工場を見学し、現場の担当
者から安全衛生管理の説明を受
ける。
［授業内容］
TOTOバスクリエイト 佐倉工場
を見学する。
[授業方法］
上記施設を見学し、現場の担当
者から工場の設備と衛生管理に
関する説明を受ける。
［授業内容］
野田市キッコーマン食品（株）
工場を見学する。
[授業方法］
上記施設を見学し、現場の担当
者から衛生管理に関する説明を
受ける。
［授業内容］
職場における心と体の健康づく
りの意義と目的、「産業保健」
、「衛生管理」
に関する現在の問題と課題につ
いて理解を深める。
[授業方法］
現場で指導されている中央労働
災害防止協会の先生方から解説
して頂く。
定期試験を実施しない。
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【復習：1時間】
施設見学に関するレポートを作成する。

【予習：1時間】
ユニットバスやバスタブを製造している工場であ
る。想定できる労働災害や衛生管理上注意するべ
き点を各自調べてくること。
【復習：1時間】
施設見学に関するレポートを作成する。
【予習：1時間】
参考書等を利用いて、食品産業における労働環境
の衛生管理について予習する。
【復習：2時間】
授業中、班ごとに調べ、討議した内容をレポート
にする。
【予習：1時間】
職場において問題となるメンタルヘルスケア対策
の意義について調べておく。
【復習：2時間】
講義終了時にレポート課題を出すので取り組むこ
と。

授業科目名
英語科目名

保健体育科教育法Ⅰ

対象学年

2

2年生

授業形態
開講学期

講義

単位数

2.0

科目責任者 長岡 知
科目担当者
長岡 知
授業概要
［授業全体の内容］
学校現場における保健授業の実践状況は量・質ともに低調である。将来、保健体育教員を目指す上で体育
と保健を融合させた授業実践力を身につけることが重要である。この授業科目では、保健授業の意義を理解し
、中学校・高等学校における分野・科目「保健」の授業づくり、その実践ができる力量の形成を図ることをね
らいとする。学習指導要領に示された目標や学習内容等について解説し、効果的な保健授業の創出に向けた指
導計画の作成を通じて、学習内容や多様な学習方法、指導技術について考察する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）］
本講義では、保健の目標や内容等について理解するとともに、効果的な保健授業を創出するための授業内容
や教授行為についての理解を深める。
講義を通して保健体育科教員に必要な知識や実践的指導力を身につけることができるよう、本授業では学習
指導要領をはじめとするスポーツ健康科学を中心とした幅広い知識や教養を講義にて学び、得られた情報をも
とに指導案を作成し実際に授業を展開する時に必要な応用力、表現力を身につけることを目指す。
［授業の到達目標］
１．学習指導要領に示されている保健の目標や内容等について説明することができる。
２．指導と評価を踏まえた保健の授業観を深め、基本的な考え方と進め方について理解できる。
３．学習指導要領に基づいた学習指導案を作成できる。
４．具体的な保健教材づくりの演習を通して実践的指導力を身に付ける。
成績評価
［成績評価の基準］
１．学習指導要領に示されている目標や内容等を理解し、効果的な保健授業を創出するための基本的な考え方
と進め方についてについて理解できているか、毎時の課題提出で評価する。（平常点）
２．授業実践に向けた学習指導案の書き方が理解できているか、学習指導案の提出で評価する。（レポート）
３．教材づくり等のグループワークに主体的・対話的に参加しているか、授業中の発言やワークシート、予習
復習の取組状況によって受講態度を評価する。（平常点）
［成績評価の方法］
授業態度や取り組む姿勢等50％、毎時の課題提出15％、グループワークへの積極的参加20％、学習指導案作
成15％にて評価する。なお、授業態度・取り組む姿勢が授業進行上、不適切であると判断した場合には、減点
の対象とするので注意すること。
履修における留意事項
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［履修要件］
将来、教員になるに相応しい態度、姿勢で積極的に授業、予習・復習に取り組むこと。なお、授業計画は、
授業の進行状況により変更することがある。
［履修上の注意（科目独自のルール）］
保健科教育法Ⅰは教職課程必修科目となるため、必ず教育実習前に履修すること。
［試験、レポート等の課題に対するフィードバックの方法］
授業にて返却し、模範回答や評価のポイントを提示しながら解説する。
［テキスト・参考書等］
1.中学校学習指導要領解説（保健体育編）文部科学省 平成29年7月
2.高等学校学習指導要領解説（保健体育編・体育編）文部科学省 平成21年12月
3.評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料 教育課程研究センター平成24年7月
4.保健科教育法入門 （日本保健科教育学会編 大修館書店）
5.中学、高校時代に使用した「保健体育」教科書（各自準備）
1、2、3は教科書として使用するので必ず用意すること。4,5は参考書であり、指導案の作成等に参考になる。
その他、適宜、資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
長岡：Email: tm‑nagaoka[at]juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
長岡：火曜日12:50〜14:30 1号館4階1416号室
上記時間帯には予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるため、可能な限り前日までに
メールでア ポイントを取ってください。質問や相談はアポイントを取っている学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中学校および高等学校教諭1種免許状の取得に必要な科目のうち、「教科の指導法に関する
科目」における必修科目として位置づけられている。
受講者数等の事情により、授業方法等を変更することもある。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
長岡 知
（予習：２時間）
1
［授業内容］
・自分が受けてきた保健授業について振りかえり
テーマ：ガイダンス
・保健授業を取り巻く現状と課 、自分なりの課題を見いだし、受講の心構えを確
認する。
題
（復習：３時間）
・魅力ある保健授業とは
・授業目的及び概要、シラバス ・保健科教育の意義を踏まえ、今後の学習の見通
、評価方法等について理解する しを立て、学習内容について概観し、整理する。
［授業方法］
スライド講義、グループワーク
ペア学習により、保健科教育の
意義について意見を出し合う。
長岡 知
（復習：２時間）
2
［授業内容］
講義で取り上げた箇所について、学習指導要領解
テーマ：カリキュラム論
教育課程上の保健の位置づけ及 説を読み、理解を深める。
（予習：２時間）
び内容について理解する。
保健の目標の変遷について、学習指導要領解説を
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講 読み、理解を深めておく。
義を進める。ペア学習にて交互
に説明し、理解を深める。
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［授業内容］
テーマ：目標論
保健科教育の目標の歴史的変遷
について概説し、これからの保
健授業の方向性について理解を
深める。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
テーマ：内容論
各学校種の目標、学習内容の系
統性と個別性について解説し、
課題に基づき整理する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習にて交互
に説明し、理解を深める。
［授業内容］
テーマ：学習評価
・学習評価の考え方、観点別評
価規準、指導と評価の一体化に
ついて解説し、理解を深める。
［授業方法］
・グループ・ディスカッション
を通じて、学習評価について意
見交換し理解を深める。
［授業内容］
テーマ：学習指導論(1)（授業
観）
効果的な保健授業とは何かを考
え、保健授業の基礎的条件と内
容的条件について理解する。
［授業方法］
グループワーク、プリントとス
ライドを用いて講義を進める。
グループ・ディスカッションを
通じて、保健の授業観について
意見交換し理解を深める。
［授業内容］
テーマ：学習指導論(2)（学習
方法）
保健授業における多様な学習方
法について理解する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習やグルー
プワークにより、実践的に学習
方法についての理解を深める。
【学習指導案とその作成】
（授業内容）
・学習指導案の作成手順や留意
点について解説し、理解を深め
る。
（授業方法）
・グループ毎にコラボティブ・
ライティングにより学習指導案
を検討する。
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（復習：２時間）
講義で取り上げた箇所について、学習指導要領解
説を確認し整理する。
（予習：２時間）
保健の指導内容について、学習指導要領解説を読
み、理解を深めておく。

（復習：3時間）
中学、高校の保健の指導内容と系統性・個別性に
ついて理解を深める。
（予習：1時間）
自分の関心のある単元領域を選択し、小学校〜中
学〜高校までの学習内容を構造的にまとめる。

（予習：３時間）
・「評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のた
めの参考資料」「高等学校・保健体育」（平成24
年7月）を準備し、読んでおくこと。
（復習：１時間）
・学習評価の意義、評価観点、評価規準などにつ
いて整理し、理解を深める。

（復習：３時間）
保健授業の基礎的条件、内容的条件について、整
理する。
（予習：１時間）
効果的な保健授業を実践するため多様な学習方法
について、参考書4（P68‑71）を読み、理解を深
めておく。

（復習：３時間）
多様な学習方法についての利点と配慮すべき注意
点について、復習する。
（予習：２時間）
保健の学習評価について、参考書4（P94‑100）を
読み、理解を深めておく。

（予習：２時間）
・各校種の学習指導要領解説を読み、参考となる
授業実践例をなどの資料を収集する。
（復習：２時間）
・授業過程を理解し、学習指導案の作成手順につ
いて整理し理解を深める。
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【模擬授業の実施１】
（授業内容）
・保健の授業授業を実践し、授
業評価と組織的観察法を行う。
（授業方法）
・模擬授業の実践を通して、授
業についての理解を深める。
【模擬授業の実施２】
（授業内容）
・保健の授業を実践し、授業評
価と組織的観察法を行う。
（授業方法）
・模擬授業の実践を通して、授
業についての理解を深める。
【模擬授業中間報告】
（授業内容）
・模擬授業の授業評価、組織的
観察結果を元に、組織的省察を
行う。
（授業方法）
・グループ・ディスカッション
を通じて、授業について意見交
換し理解を深める。
【模擬授業の実施３】
（授業内容）
・保健の授業授業を実践し、授
業評価と組織的観察法を行う。
（授業方法）
・模擬授業の実践を通して、授
業についての理解を深める。
【模擬授業の実施４】
（授業内容）
・保健の授業授業を実践し、授
業評価と組織的観察法を行う。
（授業方法）
・模擬授業の実践を通して、授
業についての理解を深める。
【保健の授業研究】
（授業内容）
・保健の授業デザインについて
の授業のまとめを行う。
（授業方法）
・グループ・ワークを通じて、
保健の授業デザインについての
知識理解を深める。
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（予習：２時間）
・テーマを設定し、教材内容について資料、情報
を収集し、理解を深めておく。
（復習：２時間）
・必要な資料、情報を収集し学習指導案に基づく
、副教材の作成、模擬授業実践への準備を進める
。
（予習２時間）
・授業実施後の課題等を整理しておく。
（復習：２時間）
・授業効果を高める授業実践のポイントについて
、まとめる。

（予習：３時間）
・模擬授業の授業評価、組織的観察結果をもとに
、授業について授業評価を行う。
（復習：３時間）
・学習指導案を修正し、授業効果を高める。

（予習２時間）
・授業実施後の課題等を整理しておく。
（復習：２時間）
・授業効果を高める授業実践のポイントについて
、まとめる。

（予習２時間）
・授業実施後の課題等を整理しておく。
（復習：２時間）
・授業効果を高める授業実践のポイントについて
、まとめる。

（予習：４時間）
・これまでの学習を振り返り、整理しレポートに
まとめる。

授業科目名
英語科目名

保健体育科教育法Ⅰ

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 長岡 知
科目担当者
長岡 知、（荻原 朋子）
授業概要
[授業全体の内容]
中学校・高等学校における分野・科目「保健」の授業づくり、その実践ができる力量の形成を図ることをね
らいとしする。学習指導要領に示された目標や学習内容等について解説し、効果的な保健授業の創出に向けた
指導計画の作成を通じて、学習内容や多様な学習方法、指導技術について考察する。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
本講義では、保健の目標や内容等について理解するとともに、効果的な保健授業を創出するための授業内容
や教授行為についての理解を深める。
講義を通して保健体育科教員に必要な知識や実践的指導力を身につけることができるよう、本授業では学習
指導要領をはじめとするスポーツ健康科学を中心とした幅広い知識や教養を講義にて学び、得られた情報をも
とに指導案を作成し実際に授業を展開する時に必要な応用力、表現力を身につけることを目指す。
[授業の到達目標]
１．学習指導要領に示されている保健の目標や内容等について説明することができる。
２．指導と評価を踏まえた保健の授業観を深め、基本的な考え方と進め方について理解できる。
３．学習指導要領に基づいた学習指導案を作成できる。
４．具体的な保健教材づくりの演習を通して実践的指導力を身に付ける。
成績評価
[成績評価の基準]
１．学習指導要領に示されている目標や内容等を理解し、効果的な保健授業を創出するための基本的な考え方
と進め方について理解できているか、毎時の課題提出で評価する。（平常点）
２．授業実践に向けた学習指導案の書き方が理解できているか、学習指導案の提出で評価する。（レポート）
３．教材づくり等のグループワークに主体的・対話的に参加しているか、授業中の発言やワークシート、予習
復習の取組状況によって受講態度を評価する。（平常点）
[成績評価の方法]
授業態度や取り組む姿勢等50％、毎時の課題提出15％、グループワークへの積極的参加20％、学習指導案作
成15％にて評価する。 なお、授業態度・取り組む姿勢が授業進行上、不適切であると判断した場合には、減
点の対象とするので注意すること。
履修における留意事項
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[履修要件]
保健体育科教育法Ⅰは、保健体育科教育法Ⅲ、Ⅳを履修する前に履修すること。Ⅰ、Ⅱを履修せずにⅢ、Ⅳを
履修することはできない。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
将来教員になるに相応しい態度、姿勢で積極的に授業、予習・復習に取り組むこと。なお、授業計画は、授業
の進行状況により変更することがある。
[試験、レポート等の課題に対するフィードバックの方法]
授業にて返却し、模範回答や評価のポイントを提示しながら解説する。
[テキスト・参考書等]
1.中学校学習指導要領、中学校学習指導要領解説（保健体育編）（文部科学省）
2.高等学校学習指導要領、高等学校学習指導要領解説（保健体育編・体育編）（文部科学省）
3.評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料 教育課程研究センター平成24年7月
4.保健科教育法入門 （日本保健科教育学会編 大修館書店）
5.中学、高校時代に使用した「保健体育」教科書（各自準備）
1、2、3は教科書として使用するので必ず用意すること。4,5
は参考書であり、指導案の作成等に参考になる。その他、適宜、資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
長登
Email: tnagato[at]juntendo.ac.jp
長岡

Email: tm‑nagaoka[at]juntendo.ac.jp

［オフィスアワー］
長登： 火曜日１２：５０〜１４：３０
1号館5階1519号室
長岡： 火曜日１２：５０〜１４：３０
1号館4階1416号室
上記時間帯には予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるため、可能な限り前日までに
メールでアポイントを取ってください。質問や相談はアポイントを取っている学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中学校および高等学校教諭1種免許状の取得に必要な科目のうち、「教科の指導法に関する
科目」における必修科目として位置づけられている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
長岡 知
（予習：１時間）
1
［授業内容］
・自分が受けてきた保健授業について振りかえり
テーマ：ガイダンス
、自分なりの課題を見いだし、受講の心構えを確
・保健授業を取り巻く現状と課 認する。
題
（復習：３時間）
・魅力ある保健授業とは
・授業目的及び概要、シラバス ・保健科教育の意義を踏まえ、今後の学習の見通
、評価方法等について理解する しを立て、学習内容について概観し、整理する。
［授業方法］
スライド講義、グループワーク
ペア学習により、保健科教育の
意義について意見を出し合う。
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（復習：２時間）
［授業内容］
講義で取り上げた箇所について、学習指導要領解
テーマ：カリキュラム論
教育課程上の保健の位置づけ及 説を読み、理解を深める。
び内容について理解する。
（予習：２時間）
保健の目標の変遷について、学習指導要領解説を
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講 読み、理解を深めておく。
義を進める。ペア学習にて交互
に説明し、理解を深める。
（復習：２時間）
［授業内容］
講義で取り上げた箇所について、学習指導要領解
テーマ：目標論
保健科教育の目標の歴史的変遷 説を確認し整理する。
について概説し、これからの保 （予習：２時間）
健授業の方向性について理解を 保健の指導内容について、学習指導要領解説を読
み、理解を深めておく。
深める。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
テーマ：内容論①
各学校種の目標、学習内容の系
統性と個別性について解説し、
課題に基づき整理する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習にて交互
に説明し、理解を深める。
［授業内容］
テーマ：内容論②
学習指導要領に示された保健の
単元領域における学習内容につ
いて解説する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ワークシートの記
入と、ペアで相互チェックを行
う。
［授業内容］
テーマ：学習指導論①（授業観
）
効果的な保健授業とは何かを考
え、保健授業の基礎的条件と内
容的条件について理解する。
［授業方法］
グループワーク、プリントとス
ライドを用いて講義を進める。
グループ・ディスカッションを
通じて、保健の授業観について
意見交換し理解を深める。
［授業内容］
テーマ：学習指導論②（学習方
法）
保健授業における多様な学習方
法について理解する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習やグルー
プワークにより、実践的に学習
方法についての理解を深める。
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（復習：3時間）
中学、高校の保健の指導内容と系統性・個別性に
ついて理解を深める。
（予習：1時間）
自分の関心のある単元領域を選択し、小学校〜中
学〜高校までの学習内容を構造的にまとめる。

（復習：3時間）
単元領域を構造的に捉え、各学校種ごとに系統性
や個別性についての理解を深める。
（予習：1時間）
魅力ある保健授業とは何かについて、自分なりの
考えをまとめておく。

（復習：３時間）
保健授業の基礎的条件、内容的条件について、整
理する。
（予習：１時間）
効果的な保健授業を実践するため多様な学習方法
について、参考書4（P68‑71）を読み、理解を深
めておく。

（復習：３時間）
多様な学習方法についての利点と配慮すべき注意
点について、復習する。
（予習：１時間）
保健の学習評価について、参考書4（P94‑100）を
読み、理解を深めておく。
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9

長岡

知
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長岡
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知
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長岡
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［授業内容］
テーマ：学習評価（観点別評価
）
保健授業における目標に準拠し
た学習評価について理解する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習やグルー
プワークにより、実践的に学習
評価についての理解を深める。
［授業内容］
テーマ：教材・教具論
保健授業の教材づくりや教具の
意義について理解する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。保健の教材・教具
づくりについて、ペア学習やグ
ループワークにより、効果的な
教材・教具とは何かについての
理解を深める。
［授業内容］
テーマ：指導技術論（教授行為
）
保健授業における基本的な教授
行為の技術について理解する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習やグルー
プワークにより、実践的に教授
行為についての理解を深める。
［授業内容］
テーマ：指導計画・単元計画①
保健における指導計画の作成方
法について理解し、単元計画を
作成する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習により、
指導計画・単元計画作成の意義
についての理解を深める。
［授業内容］
テーマ：単元計画②
作成した単元計画を発表し、問
題点や課題を検討し作成上の配
慮事項についての理解を深める
。
［授業方法］
発表形式で授業を進める。発表
に対して疑問や課題を配慮事項
についてグループ討論し理解を
深める。
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（復習：３時間）
目標に準拠した学習評価について復習する。
（予習：１時間）
教材・教具について、参考書4（P61‑67）を読み
、理解を深めておく。

（復習：２時間）
教材・教具づくりの基本的な考え方や実際の作成
方法について復習する。
（予習：２時間）
グループワークに向けた教材づくりのための資料
を集めておく。

（復習：２時間）
保健における教授行為について理解し、配慮すべ
き事項について整理する。
（予習：２時間）
作成する単元についての情報を集め、整理してお
く。

（復習：２時間）
保健における指導計画について理解し、単元計画
や学習指導案についてまとめる。
（予習：２時間）
作成した単元計画を発表できるよう、模造紙やPC
を使って準備する。

（復習：２時間）
作成した単元計画について、修正を加える。
（予習：２時間）
作成した単元計画をもとに、１単位時間分の学習
指導案（略案）を作成する。

13

長岡

知
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長岡

知

［授業内容］
テーマ：学習指導案づくり①
作成した単元計画をもとに、１
単位時間の学習指導案（略案）
を作成する。
［授業方法］
グループワークにて作成した単
元計画をもとに、学習指導案（
略案）を作成する。授業展開に
おける担当箇所の細案をペアで
作成する。
［授業内容］
テーマ：学習指導案づくり②
作成した学習指導案を発表し、
問題点や課題を検討する。
［授業方法］
発表形式で授業を進める。発表
に対して、疑問や課題をグルー
プで討論する。
定期試験
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（復習：２時間）
グループで作成した１単位時間の学習指導案（略
案）を再度整理し、授業展開・内容についての検
討する。
（予習：２時間）
作成した学習指導案を発表できるよう、模造紙や
PCを使って準備する。

（復習：２時間）
１単位時間の学習指導案（略案）について再度、
検討し修正を加える。
（予習：２時間）
模擬授業の実施に向けて、教師役と細案を作成し
、授業展開について確認しておく。

授業科目名
英語科目名

保健体育科教育法Ⅱ

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 長登 健
科目担当者
荻原朋子、（長岡知）
授業概要
[授業全体の内容]
中学校・高等学校における分野・科目「体育」の授業づくり、その実践ができる力量の形成を図ることをね
らいとする。なかでも、体育の授業実践に結びつく体育科教育学の知識を学び、それらの知識を実際の実践場
面で効果的に発揮できる能力を身につける必要がある。学習指導要領に示された目標や学習内容等について解
説するとともに、指導計画の作成を通じて学習内容、指導方法、教師行動について考察する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
本講義では、体育の目標や内容等について理解するとともに、よい体育授業を創出するための授業内容や教
師行動についての理解を深める。
講義を通して保健体育科教師に必要な知識や実践的指導力を身につけることが必要である。本授業では、学
習指導要領をはじめとするスポーツ健康科学を中心とした幅広い知識や教養を講義にて学び、得られた情報を
もとに指導案を作成し実際に授業を展開する時に必要な応用力、表現力を身につけることを目指す。
[授業の到達目標]
1.学習指導要領に記載されている体育の目標や内容等について理解できる。
2.目標に準拠した指導と評価を踏まえた体育授業の基本的な考え方と進め方について理解できる。
3.学習指導要領に基づいた学習指導案を作成できる。
4.授業つくりに具現化する演習（教材づくり）を通して実践的指導力を身に付ける。
成績評価
[成績評価の基準]
1.学習指導要領に記載されている目標や内容等、よい体育授業を創出するための基本的な考え方と進め方につ
いて理解できているか、毎時の課題提出で評価する。（平常点）
2.授業のための学習指導案の書き方が理解できているか、学習指導案の提出で評価する。（レポート）
3.教材づくりグループワーク等で積極的に参加しているか、授業中の発言や予習復習の取組状況によって受講
態度を評価する。（平常点）
[成績評価の方法]
授業態度や取り組む姿勢等50％、毎時の課題提出15％、グループワークへの積極的参加20％、学習指導案15
％にて評価する。 なお、授業態度・取り組む姿勢が授業進行上、不適切であると判断した場合には、減点の
対象とするので注意すること。
履修における留意事項
[履修要件]
保健体育科教育法Ⅱは、保健体育科教育法Ⅲ、Ⅳを履修する前に履修すること。Ⅰ、Ⅱを履修せずにⅢ、Ⅳを
履修することはできない。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
将来教員になるに相応しい態度、姿勢で積極的に授業、予習・復習に取り組むこと。なお、授業計画は、授業
の進行状況により多少前後することがある。
[試験、レポート等の課題に対するフィードバックの方法]
授業にて返却し、模範回答や評価のポイントを提示しながら解説する。
[テキスト・参考書等]
1.中学校学習指導要領、中学校学習指導要領解説（保健体育編）（文部科学省）
2.高等学校学習指導要領、高等学校学習指導要領解説（保健体育編・体育編）（文部科学省）
3.評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料（教育課程研究センター）
4.新版体育科教育入門（高橋健夫・岡出美則ほか編著、大修館書店）
1と2は教科書として使用するので必ず用意すること。3、4は参考書であり、指導案の作成等に参考になる。そ
の他、適宜、資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
長登
Email: tnagato[at]juntendo.ac.jp
荻原
Email: togiwara[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更して下さい。
［オフィスアワー］
長登： 火曜日１２：５０〜１４：３０
1号館5階1519号室
荻原： 木曜日１１：００〜１３：００
１号館5階1517号室
上記時間帯には予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるため、可能な限り前日までに
メールでアポイントを取ってください。質問や相談はアポイントを取っている学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中学校および高等学校教諭1種免許状の取得に必要な科目のうち、「教科の指導法に関する
科目」における必修科目として位置づけられている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
長登・荻原
（予習：１時間）
1
［授業内容］
テーマ：ガイダンス、体育授業 保健体育教師の役割や仕事について、情報を集め
る。
とは？
授業目的及び概要、シラバス、 （復習：３時間）
評価方法等について理解する 保健体育教師に求められる能力について整理する
。
［授業方法］
スライド講義、グループワーク
２人組になり、保健体育教師の
役割について意見を出し合う。
長登・荻原
（復習：２時間）
2
［授業内容］
講義で取り上げた箇所について、学習指導要領解
テーマ：カリキュラム論
体育科教育の教育課程上の位置 説を読み、理解を深める。
づけ及び内容について理解する （予習：２時間）
体育科の目標の変遷について、学習指導要領解説
。
を読み、理解を深めておく。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
長登・荻原
（復習：２時間）
3
［授業内容］
講義で取り上げた箇所について、学習指導要領解
テーマ：目標論
体育の目標の変遷や今後の方向 説を確認し整理する。
（予習：２時間）
性について理解する。
体育科の指導内容について、学習指導要領解説を
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講 読み、理解を深めておく。
義を進める。
長登・荻原
（復習：3時間）
4
［授業内容］
中学、高校の体育の指導内容と構成について理解
テーマ：内容論①
体系化、明確化された体育の指 を深める。
導内容について解説し、課題に （予習：1時間）
自分の関心のある運動領域を選択し、中学〜高校
基づき整理する。
までの発展をまとめる。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ワークシートの記
入と、ペアで相互チェックを行
う。
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長登・荻原
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［授業内容］
テーマ：内容論②
学習指導要領に示された体育の
運動領域における指導内容につ
いて解説する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ワークシートの記
入と、ペアで相互チェックを行
う。
［授業内容］
テーマ：学習指導論
よい体育授業とは何かを考え、
体育授業の基礎的条件と内容的
条件について理解する。
［授業方法］
グループワーク、プリントとス
ライドを用いて講義を進める。
［授業内容］
テーマ：組織的観察法
体育授業における四大教師行動
、組織的観察法について理解す
る。授業分析の結果を発表しデ
ータの解釈について理解する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。授業分析は映像を
見ながら実際に個人で分析する
。
［授業内容］
テーマ：学習の評価
体育授業における目標に準拠し
た学習評価について理解する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
テーマ：教材・教具論
体育授業の教材づくりや教具に
ついて、様々な情報機器（DVD
、ビデオカメラ、タブレット等
）があることを理解する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。体育の教材・教具
づくりについて、DVD視聴する
。
［授業内容］
テーマ：指導計画
体育における指導計画の作成方
法について理解し、単元計画を
作成する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
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（復習：3時間）
作成した領域と他の領域についての体育の指導内
容と構成について理解を深める。
（予習：1時間）
よい体育授業とは何かについて、自分なりの考え
をまとめておく。

（復習：３時間）
体育授業の基礎的条件、内容的条件について、整
理する。
（予習：１時間）
体育授業の四大教師行動及び組織的観察法につい
て、参考書（P257‑262）を読み、理解を深めてお
く。
（復習：３時間）
組織的観察法の記録の取り方や分析方法について
、復習する。
（予習：１時間）
体育の学習評価について、参考書（p75‑81）を読
み、理解を深めておく。

（復習：３時間）
目標に準拠した学習評価について復習する。
（予習：１時間）
教材・教具について、参考書（p54‑60）を読み、
理解を深めておく。

（復習：２時間）
教材・教具づくりの基本的な考え方や実際の作成
方法について復習する。
（予習：２時間）
グループワークに向けた教材づくりのための資料
を集めておく。

（復習：２時間）
体育における指導計画について理解し、単元計画
や学習指導案についてまとめる。
（予習：２時間）
作成する単元についての情報を集め、整理してお
く。
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［授業内容］
テーマ：単元計画づくり①
体育における単元計画の作成方
法について理解し、単元計画を
作成する。
［授業方法］
４人程度のグループで、持ち寄
った教材をもとに単元計画を作
成する。
［授業内容］
テーマ：単元計画づくり②
作成した単元計画を発表し、問
題点や課題を検討する。
［授業方法］
発表形式で授業を進める。発表
に対して、疑問や課題をグルー
プで討論する。
［授業内容］
テーマ：学習指導案づくり①
作成した単元計画をもとに、１
単位時間の学習指導案（略案）
を作成する。
［授業方法］
グループで作成した単元計画を
もとに、１単位時間の学習指導
案（略案）を作成する。１時間
の流れが決まったら、各担当（
パート）の細案をペアで作成す
る。
［授業内容］
テーマ：学習指導案づくり②
作成した学習指導案を発表し、
問題点や課題を検討する。
［授業方法］
発表形式で授業を進める。発表
に対して、疑問や課題をグルー
プで討論する。
定期試験
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（復習：２時間）
グループで作成した単元計画が対象学年に合った
内容になっているか、確認する。
（予習：２時間）
作成した単元計画を発表できるよう、模造紙やPC
を使って準備する。

（復習：２時間）
作成した単元計画について、修正を加える。
（予習：２時間）
作成した単元計画をもとに、１単位時間分の学習
指導案（略案）を作成する。

（復習：２時間）
グループで作成した１単位時間の学習指導案（略
案）を再度整理し、内容の整合性をはかる。
（予習：２時間）
作成した学習指導案を発表できるよう、模造紙や
PCを使って準備する。

（復習：２時間）
１単位時間の学習指導案（略案）について再度、
検討し修正を加える。
（予習：２時間）
模擬授業の実施に向けて、教師役と細案を作成し
、授業展開について確認しておく。

授業科目名
英語科目名

保健体育科教育法Ⅱ

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 長登 健
科目担当者
荻原朋子、（長岡知）
授業概要
[授業全体の内容]
中学校・高等学校における分野・科目「体育」の授業づくり、その実践ができる力量の形成を図ることをね
らいとする。なかでも、体育の授業実践に結びつく体育科教育学の知識を学び、それらの知識を実際の実践場
面で効果的に発揮できる能力を身につける必要がある。学習指導要領に示された目標や学習内容等について解
説するとともに、指導計画の作成を通じて学習内容、指導方法、教師行動について考察する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
本講義では、体育の目標や内容等について理解するとともに、よい体育授業を創出するための授業内容や教
師行動についての理解を深める。
講義を通して保健体育科教師に必要な知識や実践的指導力を身につけることが必要である。本授業では、学
習指導要領をはじめとするスポーツ健康科学を中心とした幅広い知識や教養を講義にて学び、得られた情報を
もとに指導案を作成し実際に授業を展開する時に必要な応用力、表現力を身につけることを目指す。
[授業の到達目標]
1.学習指導要領に記載されている体育の目標や内容等について理解できる。
2.目標に準拠した指導と評価を踏まえた体育授業の基本的な考え方と進め方について理解できる。
3.学習指導要領に基づいた学習指導案を作成できる。
4.授業つくりに具現化する演習（教材づくり）を通して実践的指導力を身に付ける。
成績評価
[成績評価の基準]
1.学習指導要領に記載されている目標や内容等、よい体育授業を創出するための基本的な考え方と進め方につ
いて理解できているか、毎時の課題提出で評価する。（平常点）
2.授業のための学習指導案の書き方が理解できているか、学習指導案の提出で評価する。（レポート）
3.教材づくりグループワーク等で積極的に参加しているか、授業中の発言や予習復習の取組状況によって受講
態度を評価する。（平常点）
[成績評価の方法]
授業態度や取り組む姿勢等50％、毎時の課題提出15％、グループワークへの積極的参加20％、学習指導案15
％にて評価する。 なお、授業態度・取り組む姿勢が授業進行上、不適切であると判断した場合には、減点の
対象とするので注意すること。
履修における留意事項
[履修要件]
保健体育科教育法Ⅱは、保健体育科教育法Ⅲ、Ⅳを履修する前に履修すること。Ⅰ、Ⅱを履修せずにⅢ、Ⅳを
履修することはできない。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
将来教員になるに相応しい態度、姿勢で積極的に授業、予習・復習に取り組むこと。なお、授業計画は、授業
の進行状況により多少前後することがある。
[試験、レポート等の課題に対するフィードバックの方法]
授業にて返却し、模範回答や評価のポイントを提示しながら解説する。
[テキスト・参考書等]
1.中学校学習指導要領、中学校学習指導要領解説（保健体育編）（文部科学省）
2.高等学校学習指導要領、高等学校学習指導要領解説（保健体育編・体育編）（文部科学省）
3.評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料（教育課程研究センター）
4.新版体育科教育入門（高橋健夫・岡出美則ほか編著、大修館書店）
1と2は教科書として使用するので必ず用意すること。3、4は参考書であり、指導案の作成等に参考になる。そ
の他、適宜、資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
長登
Email: tnagato[at]juntendo.ac.jp
荻原
Email: togiwara[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更して下さい。
［オフィスアワー］
長登： 火曜日１２：５０〜１４：３０
1号館5階1519号室
荻原： 木曜日１１：００〜１３：００
１号館5階1517号室
上記時間帯には予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるため、可能な限り前日までに
メールでアポイントを取ってください。質問や相談はアポイントを取っている学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中学校および高等学校教諭1種免許状の取得に必要な科目のうち、「教科の指導法に関する
科目」における必修科目として位置づけられている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
長登・荻原
（予習：１時間）
1
［授業内容］
テーマ：ガイダンス、体育授業 保健体育教師の役割や仕事について、情報を集め
る。
とは？
授業目的及び概要、シラバス、 （復習：３時間）
評価方法等について理解する 保健体育教師に求められる能力について整理する
。
［授業方法］
スライド講義、グループワーク
２人組になり、保健体育教師の
役割について意見を出し合う。
長登・荻原
（復習：２時間）
2
［授業内容］
講義で取り上げた箇所について、学習指導要領解
テーマ：カリキュラム論
体育科教育の教育課程上の位置 説を読み、理解を深める。
づけ及び内容について理解する （予習：２時間）
体育科の目標の変遷について、学習指導要領解説
。
を読み、理解を深めておく。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
長登・荻原
（復習：２時間）
3
［授業内容］
講義で取り上げた箇所について、学習指導要領解
テーマ：目標論
体育の目標の変遷や今後の方向 説を確認し整理する。
（予習：２時間）
性について理解する。
体育科の指導内容について、学習指導要領解説を
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講 読み、理解を深めておく。
義を進める。
長登・荻原
（復習：3時間）
4
［授業内容］
中学、高校の体育の指導内容と構成について理解
テーマ：内容論①
体系化、明確化された体育の指 を深める。
導内容について解説し、課題に （予習：1時間）
自分の関心のある運動領域を選択し、中学〜高校
基づき整理する。
までの発展をまとめる。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ワークシートの記
入と、ペアで相互チェックを行
う。
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5

長登・荻原

6

長登・荻原

7

長登・荻原

8

長登・荻原

9

長登・荻原

10

長登・荻原

［授業内容］
テーマ：内容論②
学習指導要領に示された体育の
運動領域における指導内容につ
いて解説する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ワークシートの記
入と、ペアで相互チェックを行
う。
［授業内容］
テーマ：学習指導論
よい体育授業とは何かを考え、
体育授業の基礎的条件と内容的
条件について理解する。
［授業方法］
グループワーク、プリントとス
ライドを用いて講義を進める。
［授業内容］
テーマ：組織的観察法
体育授業における四大教師行動
、組織的観察法について理解す
る。授業分析の結果を発表しデ
ータの解釈について理解する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。授業分析は映像を
見ながら実際に個人で分析する
。
［授業内容］
テーマ：学習の評価
体育授業における目標に準拠し
た学習評価について理解する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
［授業内容］
テーマ：教材・教具論
体育授業の教材づくりや教具に
ついて、様々な情報機器（DVD
、ビデオカメラ、タブレット等
）があることを理解する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。体育の教材・教具
づくりについて、DVD視聴する
。
［授業内容］
テーマ：指導計画
体育における指導計画の作成方
法について理解し、単元計画を
作成する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
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（復習：3時間）
作成した領域と他の領域についての体育の指導内
容と構成について理解を深める。
（予習：1時間）
よい体育授業とは何かについて、自分なりの考え
をまとめておく。

（復習：３時間）
体育授業の基礎的条件、内容的条件について、整
理する。
（予習：１時間）
体育授業の四大教師行動及び組織的観察法につい
て、参考書（P257‑262）を読み、理解を深めてお
く。
（復習：３時間）
組織的観察法の記録の取り方や分析方法について
、復習する。
（予習：１時間）
体育の学習評価について、参考書（p75‑81）を読
み、理解を深めておく。

（復習：３時間）
目標に準拠した学習評価について復習する。
（予習：１時間）
教材・教具について、参考書（p54‑60）を読み、
理解を深めておく。

（復習：２時間）
教材・教具づくりの基本的な考え方や実際の作成
方法について復習する。
（予習：２時間）
グループワークに向けた教材づくりのための資料
を集めておく。

（復習：２時間）
体育における指導計画について理解し、単元計画
や学習指導案についてまとめる。
（予習：２時間）
作成する単元についての情報を集め、整理してお
く。

11

長登・荻原

12

長登・荻原

13

長登・荻原

14

長登・荻原

［授業内容］
テーマ：単元計画づくり①
体育における単元計画の作成方
法について理解し、単元計画を
作成する。
［授業方法］
４人程度のグループで、持ち寄
った教材をもとに単元計画を作
成する。
［授業内容］
テーマ：単元計画づくり②
作成した単元計画を発表し、問
題点や課題を検討する。
［授業方法］
発表形式で授業を進める。発表
に対して、疑問や課題をグルー
プで討論する。
［授業内容］
テーマ：学習指導案づくり①
作成した単元計画をもとに、１
単位時間の学習指導案（略案）
を作成する。
［授業方法］
グループで作成した単元計画を
もとに、１単位時間の学習指導
案（略案）を作成する。１時間
の流れが決まったら、各担当（
パート）の細案をペアで作成す
る。
［授業内容］
テーマ：学習指導案づくり②
作成した学習指導案を発表し、
問題点や課題を検討する。
［授業方法］
発表形式で授業を進める。発表
に対して、疑問や課題をグルー
プで討論する。
定期試験
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（復習：２時間）
グループで作成した単元計画が対象学年に合った
内容になっているか、確認する。
（予習：２時間）
作成した単元計画を発表できるよう、模造紙やPC
を使って準備する。

（復習：２時間）
作成した単元計画について、修正を加える。
（予習：２時間）
作成した単元計画をもとに、１単位時間分の学習
指導案（略案）を作成する。

（復習：２時間）
グループで作成した１単位時間の学習指導案（略
案）を再度整理し、内容の整合性をはかる。
（予習：２時間）
作成した学習指導案を発表できるよう、模造紙や
PCを使って準備する。

（復習：２時間）
１単位時間の学習指導案（略案）について再度、
検討し修正を加える。
（予習：２時間）
模擬授業の実施に向けて、教師役と細案を作成し
、授業展開について確認しておく。

授業科目名
英語科目名

保健体育科教育法Ⅲ

授業形態
開講学期

講義・演習
後期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

長登

健

授業概要
[授業全体の内容]
この講義では、保健体育授業の計画、実践、ふり返りという一連の流れを模擬授業形式で実践的に経験するこ
とを通して、授業づくりや授業運営に必要となる視点（授業の構成要素）を理解する。また、実習を通して授
業を観察、分析する方法を体験し、反省的な授業実践の意義を検討する。また、保健体育科の学習指導におけ
る生徒教師のよりよい関係を目指して、学習指導案の作成と模擬授業の実践を通して、学習場面での具体的な
指導方法について検討する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
保健体育科教育法Ⅰ、Ⅱの学修を踏まえ、保健体育科の学習指導の基本的な考え方について理解を深め、実践
につなげることのできる力を身に付ける。
模擬授業の実践を通して保健体育科教師に必要な専門的知識やより高度な実践的指導力を身につけることが必
要である。本授業では、保健及び体育授業の科学的研究成果をはじめとする幅広い知識や教養を学び、得られ
た情報をもとに学習指導案を作成し、模擬授業を実際に展開することにより、対人調整力やコミュニケーショ
ン力、より高度な応用力及び表現力を身につけることを目指す。
[授業の到達目標]
1.保健、体育授業の実施計画について理解をより深め、単元計画や学習指導案の作成ができる。
2.保健、体育授業の教材づくりの視点を持って学習指導案の作成ができる。
3.組織的観察法についての理解を深め、より良い保健、体育授業の創出のための学習指導について考えること
ができる。
成績評価
[成績評価の基準]
1.保健、体育授業の計画の立て方について理解できているか、課題提出で評価する。
2.模擬授業のための単元計画と指導案作成ができているか、課題提出で評価する。
3.学習場面における具体的な方法を検討し、実践につなげることができたか、模擬授業後のリフレクションシ
ートの提出で評価する。
[成績評価の方法]
授業態度や取り組む姿勢等50％、課題提出50％にて評価する。
なお、授業態度・取り組む姿勢が授業進行上、不適切であると判断した場合には、減点の対象とするので注意
すること。
履修における留意事項
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[履修要件]
本授業は、保健体育科教育法Ⅰ、Ⅱの授業を履修した学生のみ受講できる。教員を志している学生により多く
の模擬授業の機会を与え、実践できる場を提供したい。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
保健、体育授業についての情報収集を積極的に行うこと。なお、授業計画は、授業の進行状況により多少前後
することがある。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業にて返却し、模範解答や評価のポイントについて解説する。
[テキスト・参考書等]
1.中学校学習指導要領、中学校学習指導要領解説（保健体育編）（文部科学省）
2.高等学校学習指導要領、高等学校学習指導要領解説（保健体育編・体育編）（文部科学省）
3.評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料（教育課程研究センター）
4.保健科教育法入門 （日本保健科教育学会編

大修館書店）

5.中学、高校時代に使用した「保健体育」教科書（各自準備）
6.新版体育科教育入門（高橋健夫・岡出美則ほか編著、大修館書店）
1と2は教科書として使用するので必ず用意すること。3、４、５、６は参考書であり、指導案の作成等に参考
になる。その他、適宜、資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
長登
Email: tnagato[at]juntendo.ac.jp
長岡
Email: tm‑nagaoka[at]juntendo.ac.jp
荻原
Email: togiwara[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更して下さい。
［オフィスアワー］
長登： 火曜日１２：５０〜１４：３０
1号館5階1519号室
長岡： 火曜日１２：５０〜１４：３０
1号館4階1416号室
荻原： 木曜日１１：００〜１３：００
１号館5階1517号室
上記時間帯には予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるため、可能な限り前日までに
メールでアポイントを取ってください。質問や相談はアポイントを取っている学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義・演習の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の
学修を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中学校および高等学校教諭1種免許状の取得に必要な科目のうち、「教科の指導法に関する
科目」における必修科目として位置づけられている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
長登、長岡、荻原 ［授業内容］
（予習：１時間）
1
保健体育科教育法Ⅰ、Ⅱでの講義内容を復習して
テーマ：ガイダンス
授業目的及び概要、シラバス、 おく。
評価方法等について理解する。 （復習：２時間）
学習指導要領解説を読み、保健、体育の内容及び
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講 内容の取り扱いについて理解を深めておく。
義を進める。
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長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：単元計画の作成
グループで行う予定の模擬授業
の単元計画を作成する。実施方
法を理解し、指導案作成のため
の教材づくりに取り組む。
［授業方法］
グループで行う模擬授業の対象
や内容を決め、単元計画を作成
する。
長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：体育の指導案作成①
体育の模擬授業について、実施
方法を理解し、指導案作成のた
めの教材づくりに取り組む。
［授業方法］
１単位時間の学習指導案をグル
ープで作成する。
長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：模擬授業①陸上、器械
体育の模擬授業を実施するとと
もに、授業評価と組織的観察法
を行う。
［授業方法］
教師役と生徒役に分かれ、模擬
授業を実施する。授業後には、
教材や指導方法、教師行動につ
いてふり返りを行う。
長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：模擬授業①武道、ダン
ス
体育の模擬授業を実施するとと
もに、授業評価と組織的観察法
を行う。
［授業方法］
教師役と生徒役に分かれ、模擬
授業を実施する。授業後には、
教材や指導方法、教師行動につ
いてふり返りを行う。
長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：授業検討会①
各グループが実施した模擬授業
について、授業評価や組織的観
察法の結果をもとにふり返り、
授業改善の方法を検討する。
［授業方法］
グループごとに、模擬授業の映
像を見ながら、ふり返り授業の
改善方法について発表する。
長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：体育の指導案作成②
体育の模擬授業について、実
施方法を理解し、指導案作成の
ための教材づくりに取り組む。
［授業方法］
１単位時間の学習指導案を作成
する。
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（予習：2時間）
担当する模擬授業の単元計画を作成しておく。
（復習：2時間）
グループで作成した単元計画を修正する。

（予習：2時間）
１単位時間の流れを整理後、各自が担当するパー
トの細案を考えておく。
（復習：2時間）
学習指導案の一時間の流れに整合性があるか確認
する。

（予習：2時間）
実施される模擬授業の指導案の内容を確認してお
く。
（復習：2時間）
実施された模擬授業の学習内容、指導方法、教師
行動についてふかえり、リフレクションシートに
記入する。

（予習：2時間）
実施される模擬授業の指導案の内容を確認してお
く。
（復習：2時間）
実施された模擬授業の学習内容、指導方法、教師
行動についてふかえりふかえり、リフレクション
シートに記入する。

（予習：2時間）
実施した模擬授業について、教師行動や指導方法
について、作成したリフレクションシートを読ん
でおく。
（復習：2時間）
各自の模擬授業をふり返り、改善点をまとめてお
く。

（予習：2時間）
１単位時間の流れを整理後、各自が担当するパー
トの細案を考えておく。
（復習：2時間）
学習指導案の一時間の流れに整合性があるか確認
する。
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長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：模擬授業②ゴール型、
ネット型
体育の模擬授業を実施すると
ともに、授業評価と組織的観察
法を行う。
［授業方法］
教師役と生徒役に分かれ、模擬
授業を実施する。授業後には、
教材や指導方法、教師行動につ
いてふり返りを行う。
長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：模擬授業②ゴール型、
ベースボール型
体育の模擬授業を実施するとと
もに、授業評価と組織的観察法
を行う。
［授業方法］
教師役と生徒役に分かれ、模擬
授業を実施する。授業後には、
教材や指導方法、教師行動につ
いてふり返りを行う。
長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：授業検討会②
各グループが実施した模擬授業
について、授業評価や組織的観
察法の結果をもとにふり返り、
授業改善の方法を検討する。
［授業方法］
グループごとに、模擬授業の映
像を見ながら、ふり返り授業の
改善方法について発表する。
長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：保健の指導案作成③
保健の模擬授業について、実
施方法を理解し、指導案作成の
ための教材づくりに取り組む。
［授業方法］
１単位時間の学習指導案を作成
する。
長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：模擬授業③中学領域
保健の模擬授業を実施すると
ともに、授業評価を行う。
［授業方法］
教師役と生徒役に分かれ、模擬
授業を実施する。授業後には、
教材や指導方法、教師行動につ
いてふり返りを行う。
長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：模擬授業③高校領域
体育の模擬授業を実施するとと
もに、授業評価を行う。
［授業方法］
教師役と生徒役に分かれ、模擬
授業を実施する。授業後には、
教材や指導方法、教師行動につ
いてふり返りを行う。
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（予習：2時間）
実施される模擬授業の指導案の内容を確認してお
く。
（復習：2時間）
実施された模擬授業の学習内容、指導方法、教師
行動についてふかえり、リフレクションシートに
記入する。

（予習：2時間）
実施される模擬授業の指導案の内容を確認してお
く。
（復習：2時間）
実施された模擬授業の学習内容、指導方法、教師
行動についてふかえりふかえり、リフレクション
シートに記入する。

（予習：2時間）
実施した模擬授業について、教師行動や指導方法
について、作成したリフレクションシートを読ん
でおく。
（復習：2時間）
各自の模擬授業をふり返り、改善点をまとめてお
く。

（予習：2時間）
１単位時間の流れを整理後、各自が担当するパー
トの細案を考えておく。
（復習：2時間）
学習指導案の一時間の流れに整合性があるか確認
する。

（予習：2時間）
実施される模擬授業の指導案の内容を確認してお
く。
（復習：2時間）
実施された模擬授業の学習内容、指導方法、教師
行動についてふかえり、リフレクションシートに
記入する。

（予習：2時間）
実施される模擬授業の指導案の内容を確認してお
く。
（復習：2時間）
実施された模擬授業の学習内容、指導方法、教師
行動についてふかえりふかえり、リフレクション
シートに記入する。
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長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：授業検討会③
各グループが実施した模擬授業
について、授業評価や組織的観
察法の結果をもとにふり返り、
授業改善の方法を検討する。
［授業方法］
グループごとに、模擬授業の映
像を見ながら、ふり返り授業の
改善方法について発表する。
定期試験
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（復習：２時間）
１単位時間の学習指導案（略案）について再度、
検討し修正を加える。
（予習：２時間）
模擬授業の実施に向けて、教師役と細案を作成し
、授業展開について確認しておく。

授業科目名
英語科目名

保健体育科教育法Ⅲ

授業形態
開講学期

講義・演習

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

長登

健

授業概要
[授業全体の内容]
この講義では、保健体育授業の計画、実践、ふり返りという一連の流れを模擬授業形式で実践的に経験するこ
とを通して、授業づくりや授業運営に必要となる視点（授業の構成要素）を理解する。また、実習を通して授
業を観察、分析する方法を体験し、反省的な授業実践の意義を検討する。また、保健体育科の学習指導におけ
る生徒教師のよりよい関係を目指して、学習指導案の作成と模擬授業の実践を通して、学習場面での具体的な
指導方法について検討する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
保健体育科教育法Ⅰ、Ⅱの学修を踏まえ、保健体育科の学習指導の基本的な考え方について理解を深め、実践
につなげることのできる力を身に付ける。
模擬授業の実践を通して保健体育科教師に必要な専門的知識やより高度な実践的指導力を身につけることが必
要である。本授業では、保健及び体育授業の科学的研究成果をはじめとする幅広い知識や教養を学び、得られ
た情報をもとに学習指導案を作成し、模擬授業を実際に展開することにより、対人調整力やコミュニケーショ
ン力、より高度な応用力及び表現力を身につけることを目指す。
[授業の到達目標]
1.保健、体育授業の実施計画について理解をより深め、単元計画や学習指導案の作成ができる。
2.保健、体育授業の教材づくりの視点を持って学習指導案の作成ができる。
3.組織的観察法についての理解を深め、より良い保健、体育授業の創出のための学習指導について考えること
ができる。
成績評価
[成績評価の基準]
1.保健、体育授業の計画の立て方について理解できているか、課題提出で評価する。
2.模擬授業のための単元計画と指導案作成ができているか、課題提出で評価する。
3.学習場面における具体的な方法を検討し、実践につなげることができたか、模擬授業後のリフレクションシ
ートの提出で評価する。
[成績評価の方法]
授業態度や取り組む姿勢等50％、課題提出50％にて評価する。
なお、授業態度・取り組む姿勢が授業進行上、不適切であると判断した場合には、減点の対象とするので注意
すること。
履修における留意事項
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[履修要件]
本授業は、保健体育科教育法Ⅰ、Ⅱの授業を履修した学生のみ受講できる。教員を志している学生により多く
の模擬授業の機会を与え、実践できる場を提供したい。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
保健、体育授業についての情報収集を積極的に行うこと。なお、授業計画は、授業の進行状況により多少前後
することがある。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業にて返却し、模範解答や評価のポイントについて解説する。
[テキスト・参考書等]
1.中学校学習指導要領、中学校学習指導要領解説（保健体育編）（文部科学省）
2.高等学校学習指導要領、高等学校学習指導要領解説（保健体育編・体育編）（文部科学省）
3.評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料（教育課程研究センター）
4.保健科教育法入門 （日本保健科教育学会編

大修館書店）

5.中学、高校時代に使用した「保健体育」教科書（各自準備）
6.新版体育科教育入門（高橋健夫・岡出美則ほか編著、大修館書店）
1と2は教科書として使用するので必ず用意すること。3、４、５、６は参考書であり、指導案の作成等に参考
になる。その他、適宜、資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
長登
Email: tnagato[at]juntendo.ac.jp
長岡
Email: tm‑nagaoka[at]juntendo.ac.jp
荻原
Email: togiwara[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更して下さい。
［オフィスアワー］
長登： 火曜日１２：５０〜１４：３０
1号館5階1519号室
長岡： 火曜日１２：５０〜１４：３０
1号館4階1416号室
荻原： 木曜日１１：００〜１３：００
１号館5階1517号室
上記時間帯には予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるため、可能な限り前日までに
メールでアポイントを取ってください。質問や相談はアポイントを取っている学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義・演習の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の
学修を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中学校および高等学校教諭1種免許状の取得に必要な科目のうち、「教科の指導法に関する
科目」における必修科目として位置づけられている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
長登、長岡、荻原 ［授業内容］
（予習：１時間）
1
保健体育科教育法Ⅰ、Ⅱでの講義内容を復習して
テーマ：ガイダンス
授業目的及び概要、シラバス、 おく。
評価方法等について理解する。 （復習：２時間）
学習指導要領解説を読み、保健、体育の内容及び
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講 内容の取り扱いについて理解を深めておく。
義を進める。
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長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：単元計画の作成
グループで行う予定の模擬授業
の単元計画を作成する。実施方
法を理解し、指導案作成のため
の教材づくりに取り組む。
［授業方法］
グループで行う模擬授業の対象
や内容を決め、単元計画を作成
する。
長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：体育の指導案作成①
体育の模擬授業について、実施
方法を理解し、指導案作成のた
めの教材づくりに取り組む。
［授業方法］
１単位時間の学習指導案をグル
ープで作成する。
長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：模擬授業①陸上、器械
体育の模擬授業を実施するとと
もに、授業評価と組織的観察法
を行う。
［授業方法］
教師役と生徒役に分かれ、模擬
授業を実施する。授業後には、
教材や指導方法、教師行動につ
いてふり返りを行う。
長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：模擬授業①武道、ダン
ス
体育の模擬授業を実施するとと
もに、授業評価と組織的観察法
を行う。
［授業方法］
教師役と生徒役に分かれ、模擬
授業を実施する。授業後には、
教材や指導方法、教師行動につ
いてふり返りを行う。
長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：授業検討会①
各グループが実施した模擬授業
について、授業評価や組織的観
察法の結果をもとにふり返り、
授業改善の方法を検討する。
［授業方法］
グループごとに、模擬授業の映
像を見ながら、ふり返り授業の
改善方法について発表する。
長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：体育の指導案作成②
体育の模擬授業について、実
施方法を理解し、指導案作成の
ための教材づくりに取り組む。
［授業方法］
１単位時間の学習指導案を作成
する。
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（予習：2時間）
担当する模擬授業の単元計画を作成しておく。
（復習：2時間）
グループで作成した単元計画を修正する。

（予習：2時間）
１単位時間の流れを整理後、各自が担当するパー
トの細案を考えておく。
（復習：2時間）
学習指導案の一時間の流れに整合性があるか確認
する。

（予習：2時間）
実施される模擬授業の指導案の内容を確認してお
く。
（復習：2時間）
実施された模擬授業の学習内容、指導方法、教師
行動についてふかえり、リフレクションシートに
記入する。

（予習：2時間）
実施される模擬授業の指導案の内容を確認してお
く。
（復習：2時間）
実施された模擬授業の学習内容、指導方法、教師
行動についてふかえりふかえり、リフレクション
シートに記入する。

（予習：2時間）
実施した模擬授業について、教師行動や指導方法
について、作成したリフレクションシートを読ん
でおく。
（復習：2時間）
各自の模擬授業をふり返り、改善点をまとめてお
く。

（予習：2時間）
１単位時間の流れを整理後、各自が担当するパー
トの細案を考えておく。
（復習：2時間）
学習指導案の一時間の流れに整合性があるか確認
する。

8

9

10

11

12

13

長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：模擬授業②ゴール型、
ネット型
体育の模擬授業を実施すると
ともに、授業評価と組織的観察
法を行う。
［授業方法］
教師役と生徒役に分かれ、模擬
授業を実施する。授業後には、
教材や指導方法、教師行動につ
いてふり返りを行う。
長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：模擬授業②ゴール型、
ベースボール型
体育の模擬授業を実施するとと
もに、授業評価と組織的観察法
を行う。
［授業方法］
教師役と生徒役に分かれ、模擬
授業を実施する。授業後には、
教材や指導方法、教師行動につ
いてふり返りを行う。
長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：授業検討会②
各グループが実施した模擬授業
について、授業評価や組織的観
察法の結果をもとにふり返り、
授業改善の方法を検討する。
［授業方法］
グループごとに、模擬授業の映
像を見ながら、ふり返り授業の
改善方法について発表する。
長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：保健の指導案作成③
保健の模擬授業について、実
施方法を理解し、指導案作成の
ための教材づくりに取り組む。
［授業方法］
１単位時間の学習指導案を作成
する。
長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：模擬授業③中学領域
保健の模擬授業を実施すると
ともに、授業評価を行う。
［授業方法］
教師役と生徒役に分かれ、模擬
授業を実施する。授業後には、
教材や指導方法、教師行動につ
いてふり返りを行う。
長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：模擬授業③高校領域
体育の模擬授業を実施するとと
もに、授業評価を行う。
［授業方法］
教師役と生徒役に分かれ、模擬
授業を実施する。授業後には、
教材や指導方法、教師行動につ
いてふり返りを行う。
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（予習：2時間）
実施される模擬授業の指導案の内容を確認してお
く。
（復習：2時間）
実施された模擬授業の学習内容、指導方法、教師
行動についてふかえり、リフレクションシートに
記入する。

（予習：2時間）
実施される模擬授業の指導案の内容を確認してお
く。
（復習：2時間）
実施された模擬授業の学習内容、指導方法、教師
行動についてふかえりふかえり、リフレクション
シートに記入する。

（予習：2時間）
実施した模擬授業について、教師行動や指導方法
について、作成したリフレクションシートを読ん
でおく。
（復習：2時間）
各自の模擬授業をふり返り、改善点をまとめてお
く。

（予習：2時間）
１単位時間の流れを整理後、各自が担当するパー
トの細案を考えておく。
（復習：2時間）
学習指導案の一時間の流れに整合性があるか確認
する。

（予習：2時間）
実施される模擬授業の指導案の内容を確認してお
く。
（復習：2時間）
実施された模擬授業の学習内容、指導方法、教師
行動についてふかえり、リフレクションシートに
記入する。

（予習：2時間）
実施される模擬授業の指導案の内容を確認してお
く。
（復習：2時間）
実施された模擬授業の学習内容、指導方法、教師
行動についてふかえりふかえり、リフレクション
シートに記入する。

14

長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：授業検討会③
各グループが実施した模擬授業
について、授業評価や組織的観
察法の結果をもとにふり返り、
授業改善の方法を検討する。
［授業方法］
グループごとに、模擬授業の映
像を見ながら、ふり返り授業の
改善方法について発表する。
定期試験
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（復習：２時間）
１単位時間の学習指導案（略案）について再度、
検討し修正を加える。
（予習：２時間）
模擬授業の実施に向けて、教師役と細案を作成し
、授業展開について確認しておく。

授業科目名
英語科目名

保健体育科教育法Ⅳ

授業形態
開講学期

講義・演習
前期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 長登 健
科目担当者
荻原 朋子
授業概要
[授業全体の内容]
この講義では、中学校、高等学校での保健体育の授業を進めるにあたって、保健体育科教員が身につけていな
ければならない基本的な指導法の習得を目指す授業である。そのため、本講義では体つくり運動、器械運動、
陸上競技、水泳、球技、ダンス、体育理論、保健のすべての領域において、運動が苦手な生徒への指導や、補
助の仕方など、効果的な学習指導における授業展開について実践的に学ぶ。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
保健体育科教育法Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの学修を踏まえ、各運動の指導の在り方について理解を深めるとともに、実践に
つなげることのできる力を身に付ける。
各運動領域の学習内容と保健の学習内容と関連付けたりするなどして教材化し、学習内容、指導方法、教師行
動についての検討する。本授業では、保健及び体育授業の科学的研究成果をはじめとする幅広い知識や教養を
学び、得られた情報をもとに実際に指導方法を学ぶことにより、対人調整力やコミュニケーション力、より高
度な応用力及び表現力を身につけることを目指す。
[授業の到達目標]
1.各領域の学習指導に必要な知識と技能を習得し、指導できるようにする。
2.保健体育科において取り上げる運動や保健領域について、実際の指導法の授業を通して、教材化することが
できる。
成績評価
[成績評価の基準]
1.より良い保健体育の授業を実現するための実践的な能力が身に付いているか、毎時の課題提出で評価する。
2.指導法の理解度や教材化の視点ができているか等について、ふり返りシート等の提出物で評価する。
[成績評価の方法]
授業態度や取り組む姿勢等50％、課題レポート50％にて評価する。
なお、授業態度・取り組む姿勢が授業進行上、不適切であると判断した場合には、減点の対象とするので注意
すること。
履修における留意事項
[履修要件]
本授業は、保健体育科教育法Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの授業を履修した学生のみ受講できる。教員を志している学生により
多くの模擬授業の機会を与え、実践できる場を提供したい。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
保健、体育授業についての情報収集を積極的に行うこと。なお、授業計画は、授業の進行状況により多少前後
することがある。
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
授業にて返却し、模範解答や評価のポイントについて解説する。
[テキスト・参考書等]
1.中学校学習指導要領、中学校学習指導要領解説（保健体育編）（文部科学省）
2.高等学校学習指導要領、高等学校学習指導要領解説（保健体育編・体育編）（文部科学省）
3.評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料（教育課程研究
センター）
4.保健科教育法入門 （日本保健科教育学会編 大修館書店）
5.中学、高校時代に使用した「保健体育」教科書（各自準備）
6.新版体育科教育入門（高橋健夫・岡出美則ほか編著、大修館書店）
1と2は教科書として使用するので必ず用意すること。3、4、5、6は参考書であり、指導案の作成等に参考にな
る。その他、適宜、資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
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［連絡先］
長登
Email: tnagato[at]juntendo.ac.jp
長岡
Email: tm‑nagaoka[at]juntendo.ac.jp
荻原
Email: togiwara[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更して下さい。
［オフィスアワー］
長登： 火曜日１２：５０〜１４：３０
1号館5階1519号室
長岡： 火曜日１２：５０〜１４：３０
1号館4階1416号室
荻原： 木曜日１１：００〜１３：００
１号館5階1517号室
上記時間帯には予約なしに質問や相談に応じますが、他の学生との重複を避けるため、可能な限り前日までに
メールでアポイントを取ってください。質問や相談はアポイントを取っている学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義・演習の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の
学修を必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中学校および高等学校教諭1種免許状の取得に必要な科目のうち、「教科の指導法に関する
科目」における必修科目として位置づけられている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
長登、長岡、荻原 ［授業内容］
（予習：１時間）
1
保健体育科教育法Ⅰ、Ⅱ、Ⅲでの講義内容を復習
テーマ：ガイダンス
授業目的及び概要、シラバス、 しておく。
評価方法等について理解する。 （復習：２時間）
学習指導要領解説を読み、保健、体育の内容及び
［授業方法］
授業目的及び概要、シラバス、 内容の取り扱いについて理解を深めておく。
評価方法等について解説する。
青木、中丸、武田
（予習：2時間）
2
［授業内容］
、原田、冨田、中 テーマ：体育の指導法（実技） 学習指導要領に記載されている各運動領域の内容
田
について調べておく。
①
各運動領域の特性や指導方法を （復習：2時間）
理解する。（体つくり運動、水 各運動領域の特性や指導方法についてまとめる。
泳、器械運動、バレーボール）
［授業方法］
各運動領域の指導法を提示し、
実際に動きながら学習する。
青木、中丸、武田 ［授業内容］
（予習：2時間）
3
、原田、冨田、中 テーマ：体育の教材づくり① 事前に指定された指導内容の教材について調べ、
田
事前に指定された内容について ワークシートを作成する。
、グループに分かれて教材を検 （復習：2時間）
討し、発表する。（体つくり運 グループで作成した教材に対して受けた修正点を
動、水泳、器械運動、バレーボ まとめ、改善しておく。
ール）
［授業方法］
グループで討議し、教材づくり
を模造紙にまとめて発表する。
青木、中丸、武田
（予習：2時間）
4
［授業内容］
、原田、冨田、中 テーマ：体育の教材提案（実技 実際に教材を行うときの留意点や展開方法などに
田
ついてリハーサルを行う。
）①
グループで作成した教材を実際 （復習：2時間）
に実践する。（体つくり運動、 実際に実践して気づいたことや改善点などをふり
水泳、器械運動、バレーボール 返りシートにまとめる。
）
［授業方法］
教材提案という形式で各グルー
プが発表者となり、教材を体験
する。
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5

中嶽、廣瀬、山崎
、越川、仲村、鯉
川、高梨、吉村、
堀池

6

中嶽、廣瀬、山崎
、越川、仲村、鯉
川、高梨、吉村、
堀池

7

中嶽、廣瀬、山崎
、越川、仲村、鯉
川、高梨、吉村、
堀池

8

中村（充）、鷹見
、中村（恭）、長
登、工藤、渡、荻
原

9

中村（充）、鷹見
、中村（恭）、長
登、工藤、渡、荻
原

10

中村（充）、鷹見
、中村（恭）、長
登、工藤、渡、荻
原

［授業内容］
テーマ：体育の指導法（実技）
②
各運動領域の特性や指導方法を
理解する。（バスケットボール
、柔道、陸上競技、サッカー）
［授業方法］
各運動領域の指導法を提示し、
実際に動きながら学習する。
［授業内容］
テーマ：体育の教材づくり②
事前に指定された内容について
、グループに分かれて教材を検
討し、発表する。（バスケット
ボール、柔道、陸上競技、サッ
カー）
［授業方法］
グループで討議し、教材づくり
を模造紙にまとめて発表する。
［授業内容］
テーマ：体育の教材提案（実技
）②
グループで作成した教材を実際
に実践する。（バスケットボー
ル、柔道、陸上競技、サッカー
）
［授業方法］
教材提案という形式で各グルー
プが発表者となり、教材を体験
する。
［授業内容］
テーマ：体育の指導法（実技）
③
各運動領域の特性や指導方法を
理解する。（剣道、ダンス、体
育理論１、体育理論２）
［授業方法］
各運動領域の指導法を提示し、
実際に動きながら学習する。
［授業内容］
テーマ：体育の教材づくり③
事前に指定された内容について
、グループに分かれて教材を検
討し、発表する。（剣道、ダン
ス、体育理論１、体育理論２）
［授業方法］
グループで討議し、教材づくり
を模造紙にまとめて発表する。
［授業内容］
テーマ：体育の教材提案（実技
）③
グループで作成した教材を実際
に実践する。（剣道、ダンス、
体育理論１、体育理論２）
［授業方法］
教材提案という形式で各グルー
プが発表者となり、教材を体験
する。
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（予習：2時間）
学習指導要領に記載されている各運動領域の内容
について調べておく。
（復習：2時間）
各運動領域の特性や指導方法についてまとめる。

（予習：2時間）
事前に指定された指導内容の教材について調べ、
ワークシートを作成する。
（復習：2時間）
グループで作成した教材に対して受けた修正点を
まとめ、改善しておく。

（予習：2時間）
実際に教材を行うときの留意点や展開方法などに
ついてリハーサルを行う。
（復習：2時間）
実際に実践して気づいたことや改善点などをふり
返りシートにまとめる。

（予習：2時間）
学習指導要領に記載されている各運動領域の内容
について調べておく。
（復習：2時間）
各運動領域の特性や指導方法についてまとめる。

（予習：2時間）
事前に指定された指導内容の教材について調べ、
ワークシートを作成する。
（復習：2時間）
グループで作成した教材に対して受けた修正点を
まとめ、改善しておく。

（予習：2時間）
実際に教材を行うときの留意点や展開方法などに
ついてリハーサルを行う。
（復習：2時間）
実際に実践して気づいたことや改善点などをふり
返りシートにまとめる。

11

12

13

14

長岡、門屋、牛尾 ［授業内容］
、佐々木
テーマ：保健の指導法④
保健領域の特性や指導方法を理
解する。（健康な生活と疾病の
予防1、2、傷害の防止、健康と
環境）
［授業方法］
各領域の指導法を提示し、実際
にプリントやスライドで講義を
進める。
長岡、門屋、牛尾 ［授業内容］
、佐々木
テーマ：保健の教材づくり④
事前に指定された内容について
、グループに分かれて教材を検
討し、発表する。（健康な生活
と疾病の予防1、2、傷害の防止
、健康と環境）
［授業方法］
グループで討議し、教材づくり
を模造紙にまとめて発表する。
長岡、門屋、牛尾 ［授業内容］
、佐々木
テーマ：体育の教材提案④
グループで作成した教材を実際
に実践する。（健康な生活と疾
病の予防1、2、傷害の防止、健
康と環境）
［授業方法］
教材提案という形式で各グルー
プが発表者となり、教材を体験
する。
長登、長岡、荻原 ［授業内容］
テーマ：教材づくりのまとめ
各教材づくりグループワークで
学んだことをふり返り、各自の
課題や改善点を見出す。
［授業方法］
これまでのふり返りシートを見
ながら、自分の課題や改善点に
ついてまとめ、発表する。
定期試験
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（予習：2時間）
学習指導要領に記載されている各領域の内容につ
いて調べておく。
（復習：2時間）
各領域の特性や指導方法についてまとめる。

（予習：2時間）
事前に指定された指導内容の教材について調べ、
ワークシートを作成する。
（復習：2時間）
グループで作成した教材に対して受けた修正点を
まとめ、改善しておく。

（予習：2時間）
実際に教材を行うときの留意点や展開方法などに
ついてリハーサルを行う。
（復習：2時間）
実際に実践して気づいたことや改善点などをふり
返りシートにまとめる。

（復習：２時間）
１単位時間の学習指導案（略案）について再度、
検討し修正を加える。
（予習：２時間）
模擬授業の実施に向けて、教師役と細案を作成し
、授業展開について確認しておく。

授業科目名
英語科目名

特別支援教育論

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

1

単位数

2.0

科目責任者 渡邉 貴裕
科目担当者
飯嶋正博・渡正・尾高邦生
授業概要
【授業全体の内容】
通常の学級にも在籍している特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒が授業において学習活動に参加し、
生きる力を身に付けていくことができるよう、幼児、児童及び生徒の学習上又は生活上の困難を理解し、個別
の教育的ニーズに対して、他の教員や関係機関と連携しながら組織的に対応していくために必要な知識や支援
方法を理解する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「健康に関する専門性を活かし、人づくり、社会づ
くりに貢献できる能力」を身に付ける。
【授業の到達目標】
１．インクルーシブ教育システムを含めた特別支援教育に関する制度の理念や仕組みを理解している。
２．発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒の心身の発達、心理
的特性及び学習の過程を理解している。
３．視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱等を含む様々な障害のある幼児、児童及び生徒の学習
上又は生活上の困難について基礎的な知識を身に付けている。
４．発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する支援の方法
について例示することができる。
５．「通級による指導」及び「自立活動」の教育課程上の位置付けと内容を理解している。
６．特別支援教育に関する教育課程の枠組みを踏まえ、個別の指導計画及び個別の教育支援計画を作成する意
義と方法を理解している。
７．特別支援教育コーディネーター、関係機関・家庭と連携しながら支援体制を構築することの必要性を理解
している。
８．母国語や貧困の問題等により特別の教育的ニーズのある幼児、児童及び生徒の学習上又は生活上の困難や
組織的な対応の必要性を理解している。
成績評価
【成績評価の基準】
１.特別支援教育の概念について理解しているかを、テストによって評価する。
２.特別支援教育の現状及び課題について、課題レポートから評価する。
【成績評価の方法】
日々の学習状況（10%）、定期試験（60%）、課題レポート（30%）で評価する。なお、授業態度が授業進行上
においてふさわしくないと判断した場合は、減点の対象とします。
履修における留意事項
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【履修要件】
特別支援教育論の単位取得後に、障害者教育総論等、特別支援学校教員免許状取得に関係する科目を履修する
ことが望ましい。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
一回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。また、遅刻及び
総体3回で、1回分の欠席としてカウントする。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
学生同士のディスカッションに対しては、毎回の授業中に解説をすることでフィードバックする。定期試験に
ついては、Juntendo Passportを使って解説する。
【テキスト・参考書等】
中学校学習指導要領（最新版 文部科学省）
中学校学習指導要領解説、総則編（最新版 文部科学省）
高等学校学習指導要領（最新版 文部科学省）
高等学校学習指導要領解説、総則編（最新版 文部科学省）
特別支援学校幼稚部教育要領、小学部・中学部学習指導要領、高等部学習指導要領（最新版
特別支援学校学習指導要領解説（最新版 文部科学省）
適宜、資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
【連絡先】
担当：渡邉 貴裕
E‑mail：tkwatana[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。

文部科学省）

【オフィスアワー】
日時：火曜日 13時〜15時
木曜日 10時〜12時
場所：1号館2階1219号室
備考
【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習60時間の計90時間の学修
を必要とする内容をもって構成する。
【その他】
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む）
渡
1
（授業内容）「障害」という言
葉の概念とその制約について理
解する。
（授業方法）授業内容に関して
講義を聞いた後、個人で考え、
その後パートナーとお互いの回
答を比較する。その後、全体で
共有する。
渡
2
（授業内容）障害者権利条約の
批准とそれを受けての国内の法
体制整備について理解する。

準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
【予習：2時間】
J‑Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。
【復習：2.5時間】
授業の概要についてレポートにまとめる。
【予習：2時間】
J‑Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。

（授業方法）授業内容に関して
講義を聞いた後、個人で考え、 【復習：2時間】
その後パートナーとお互いの回 授業の概要についてレポートにまとめる。
答を比較する。その後、全体で
共有する。
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3

4

5

6

7

渡邉

飯嶋

渡邉

渡邉

飯嶋

8

尾高

9

渡邉

（授業内容）インクルーシブ教
育システムを含めた特別支援教
育に関する制度の理念や仕組み
を理解する。
（授業方法）インクルーシブ教
育についてのVTRを視聴し、支
援方法についてグループワーク
を行う。
（授業内容）特別の支援を必要
とする幼児、児童及び生徒の心
身の発達と、心理的特性及び学
習過程を理解する。

【予習：2時間】

（授業方法）発達障害について
のVTRを視聴し、支援方法につ
いてグループワークを行う。
（授業内容）特別の支援を必要
とする幼児、児童及び生徒への
支援方法について理解する。

【復習：2時間】
授業の概要についてレポートにまとめる。

（授業方法）特別支援教育につ
いてのVTRを視聴し、支援方法
についてグループワークを行う
。
（授業内容）視覚障害・聴覚障
害の特性とその支援について理
解する。
（授業方法）視覚障害・聴覚障
害について、授業内容に関連し
た質問を小グループで話し合う
（授業内容）肢体不自由・病弱
の障害特性とその支援について
理解する。
（授業方法）肢体不自由・病弱
について、授業内容に関連した
質問を小グループで話し合う

J‑Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。
【復習：2.5時間】
授業の概要についてレポートにまとめる。
【予習：2時間】
J‑Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。

【予習：2時間】
J‑Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。
【復習：2.5時間】
授業の概要についてレポートにまとめる。
【予習：2時間】
J‑Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。
【復習：2時間】
授業の概要についてレポートにまとめる。
【予習：2時間】
J‑Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。
【復習：2.5時間】

授業の概要についてレポートにまとめる。
（授業内容）知的障害の障害特 【予習：2時間】
性とその支援について理解する
J‑Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
。
ら授業を受ける。
（授業方法）
知的障害について、授業内容に
関連した質問を小グループで話 【復習：2時間】
授業の概要についてレポートにまとめる。
し合う
（授業内容）特別支援教育に関 【予習：2時間】
する教育課程について理解する
J‑Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
。
ら授業を受ける。
（授業方法）
特別支援学校についてのVTRを 【復習：2.5時間】
視聴し、支援方法についてグル
授業の概要についてレポートにまとめる。
ープワークを行う。
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10

11

12

13

14

飯嶋

尾高

飯嶋

渡

渡

（授業内容）「自立活動」及び
「通級による指導」の教育課程
上の位置付けと内容について理
解する。
（授業方法）授業内容に関して
講義を聞いた後、個人で考え、
その後パートナーとお互いの回
答を比較する。その後、全体で
共有する。
（授業内容）特別支援教育コー
ディネーター及び家庭、関連機
関との連携について理解する。
（授業方法）授業内容に関して
講義を聞いた後、個人で考え、
その後パートナーとお互いの回
答を比較する。その後、全体で
共有する。
（授業内容）外国籍及び貧困に
よる特別の教育的ニーズとその
対応について理解する。
（授業方法）授業内容に関して
講義を聞いた後、個人で考え、
その後パートナーとお互いの回
答を比較する。その後、全体で
共有する。
（授業内容）障害者スポーツの
国際競技大会について理解する
。
（授業方法）パラリンピック、
スペシャルオリンピックス、デ
フリンピックについてのVTRを
視聴し、授業内容に関連した質
問を小グループで話し合う
（授業内容）日本の障害者スポ
ーツの歴史と展望、指導者養成
制度について理解する。
（授業方法）全国障がい者スポ
ーツ大会等についてのVTRを視
聴し、授業内容に関連した質問
を小グループで話し合う
定期試験
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【予習：2時間】
J‑Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。
【復習：2時間】
授業の概要についてレポートにまとめる。

【予習：2時間】
J‑Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。
【復習：2.5時間】
授業の概要についてレポートにまとめる。
【予習：2時間】
J‑Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。
【復習：2時間】
授業の概要についてレポートにまとめる。
【予習：2時間】
J‑Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。
【復習：2.5時間】
授業の概要についてレポートにまとめる。
【予習：2時間】
J‑Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。
【復習：2時間】
授業の概要についてレポートにまとめる。

授業科目名
英語科目名

健康相談

授業形態
開講学期

講義
後期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 釆女 智津江
科目担当者
村山 憲男
授業概要
［授業全体の内容］
近年、グローバル化や情報化が急速に進展し社会状況が大きく変化する中、いじめ、不登校など児童生徒の
心身の健康問題が複雑・多様化している。児童生徒のサインをいち早く気づくことのできる立場にある養護教
諭は、健康相談において重要な役割を担っている。
この授業科目では、学校における健康相談の特質、プロセス、カウンセリングの基礎知識・技術、事例検討
会の進め方、現代的健康課題への対応における健康相談の進め方等について習得する。また、講義のほか、グ
ループディスカッション・発表、演習等を用いる。
［授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識能力等との関連）］
この科目は、「スポーツ健康科学分野における健康支援についての専門的知識と実践的技能の習得」及び「健
康についての専門知識と実践的技能の習得」という学位授与方針の達成に寄与する。
［授業の到達目標］
１.学校における健康相談の意義、目標、特質について説明することができる。
２.健康相談対象者の把握から評価・改善までのプロセスを理解し、説明することができる。
３.健康相談にカウンセリングの基礎技術を使用することができる。
４.現代的な心身の健康課題とその対応方法について説明することができる。
５.養護教諭、学級担任等、管理職、学校医等の専門職、保護者、関係機関等の役割及び連携方法について説
明することができる。
成績評価
［成績評価の基準］
１.学校における健康相談の意義、目標、特質について説明することができる。（定期試験）
２.健康相談対象者の把握から評価・改善までのプロセスを理解し、説明することができる。（グループワー
ク、定期試験）
３.健康相談にカウンセリングの基礎技術を使用することができる。（演習・定期試験）
４.現代的な心身の健康課題とその対応方法について説明することができる。（レポート、定期試験）
５.養護教諭、学級担任等、管理職、学校医等の専門職、保護者、関係機関等の役割及び連携方法について説
明することができる。（グループワーク、定期試験）
６.授業中の発言やグループワークの取組状況によって受講態度を評価する。（平常点）
［成績評価の方法］
課題レポート２回（20％）、平常点（30％）、定期試験（50%）を総合して評価する。
履修における留意事項
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［履修要件］
特になし
［履修上の注意（科目独自のルール）］
1 回の授業で3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。また、遅刻・早退3 回
で、1 回分の欠席とする。
［課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法］
グループワークの課題については、ワークシートの提出を原則とし、学生の理解度を見て指導助言を加え、
翌週返却する。レポートの課題も同。
［テキスト・参考書］
１．「教職員のための子どもの健康相談及び保健指導の手引」，文部科学省，2011年
２．「教職員のための子どもの健康観察の方法と問題への対応」，文部科学省，2009年
３．「養護教諭のための児童虐待対応の手引」，文部科学省，2007年，2014年
４．「平成28年度保健室利用状況調査報告書」，日本学校保健会，2018年
５．釆女智津江他，「学校保健実務必携」，第一法規，2017年
1はテキストとして使用、2〜5 は、参考書として使用する。1〜3は文部科学省HPから、4は、日本学校保健会
のHPからダウンロードすることができる。
5 は参考図書の紹介で、グループワークや課題の作成の際参考になる。
その他、適宜授業中にプリントを配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
担当：釆女 智津江
E‑mail cuneme［at］juntendo.ac.jp
＊［at］を＠に変更してください。
［オフィスアワー］
月曜日16:50〜18:30，火曜日14:00〜18:00, 水曜日16:50〜18:30 1号館4階1419 健康教育学研究室
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、養護教諭１種免許状の取得に必要な「養護に関する科目」における必修科目として位置付
けられている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
釆女
（予習2時間）
1
［授業内容］
テーマ：オリエンテーション/ 学校保健安全法に規定されている健康相談につい
健康相談の歴史及び法的位置づ て調べておくこと。
け
・授業概要、進め方、到達目標 （復習2時間）
、評価方法の概要、授業規律等 配布プリントをよく読んでおくこと。
について説明する。
・学校における健康相談の歴史
と法的位置付けについて解説す
る。
［授業方法］
・教科書、プリント、スライド
を用いて講義を進める。
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2

3

釆女

釆女

4

釆女

5

釆女

6

釆女

［授業内容］
テーマ：学校における健康相談
の特質
・健康相談の特質、重要性、意
義、目的、基本的な概念等につ
いて解説する。
［授業方法］
・教科書、プリント、スライド
を用いて講義を進める。
・現代的な健康課題の背景要因
について、グループで話し合い
発表する。
［授業内容］
テーマ：心身の健康問題の把握
方法
・心身の健康問題のとらえ方（
心・体・脳の3領域）、発達段
階別の主な心身の健康問題の特
徴について解説する。

（予習2時間）
現代的健康課題には、どのようなものがあるか調
べておくこと。
（復習2時間）
学校における健康相談の特質についてまとめ説明
できるようにしておく。

（予習2時間）
・児童生徒の発達段階別の主な心身の健康問題に
ついて調べておくこと。
（復習2時間）発達段階別心身の健康問題の特徴
についてまとめる。

［授業方法］
・教科書、プリント、スライド
を用いて講義を進める。
（予習2時間）
［授業内容］
テーマ：健康相談のプロセス‑1 「教職員のための子どもの健康相談及び保健指導
・①対象者の把握、②背景要因 の手引」に記載されている事例を読んでおくこと
の分析、③支援方針及び支援方 。
法の検討、④実施・評価・改善
までのプロセス及び養護教諭の （復習2時間）
健康相談のプロセスにおける養護教諭の役割につ
役割について解説する。
いてまとめる。
［授業方法］
・教科書、プリント、スライド
を用いて講義を進める。
（予習2時間）
［授業内容］
テーマ：健康相談のプロセス‑2 学校医、学校歯科医、学校薬剤師の職務について
・健康診断の事後措置（要管理 学校保健安全法施行規則から調べておくこと。
児童生徒等）における健康相談
の進め方について解説する。 （復習2時間）学校医等の行う健康相談の実施及
び医療機関等との連携における留意点についてま
とめる。
［授業方法］
・教科書、プリント、スライド
を用いて講義を進める。
（予習3時間）
［授業内容］
テーマ：健康相談の現状と課題 「平成28年度調査保健室利用状況調査報告書」を
・平成28年度保健室利用状況調 読んで、小・中・高等学校の健康相談の現状につ
査結果から、健康相談の現状（ いて調べておくこと。
相談内容、背景要因、継続支援
、連携状況等）と課題及び養護 （復習2時間）保健室利用状況調査結果から、健
教諭等に求められている役割に 康相談の現状と課題についてまとめる。
ついて解説する。
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める。
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釆女

釆女

釆女

釆女

村山・釆女

［授業内容］
テーマ：児童生徒の現代的健康
課題の理解と対応1
・子供の心のケア（いじめ、非
常災害時等）の対応における健
康相談の進め方について解説す
る。
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める。
［授業内容］
テーマ：児童生徒の現代的健康
課題の理解と対応2
・発達障害に関する問題、児童
虐待に関する問題等における健
康相談の進め方について解説す
る。
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める。
［授業内容］
テーマ：児童生徒の現代的健康
課題の理解と対応3
・不登校（保健室登校）に関す
る問題における健康相談の進め
方について解説する。
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める。
・対応方法についてグループで
話し合い発表する。
［授業内容］
テーマ：個別の支援計画の作成
と連携の進め方
・個別の支援計画の作成方法、
校内組織体制、校内外の関係者
（養護教諭、学級担任等、管理
職、スクールカウンセラー、ス
クールソーシャルワーカー、保
護者、医療機関等）との連携方
法、それぞれの役割について解
説する。
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める。
［授業内容］
テーマ：カウンセリングの基礎
知識と技術の習得
・健康相談で活用するカウンセ
リングの基礎知識と技術につい
て解説する。
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める。
・グループで演習を行う。
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（予習3時間）
・東日本大震災の心のケアに関する調査データに
ついて調べておくこと。（文部科学省HP）
（復習2時間）
・子供の心のケアの基本的な
対応方法についてまとめる。

（予習3時間）
・「養護教諭のための児童虐待対応の手引」を読
んでおくこと。（文部科学省HP）
（復習2時間）
・配布プリントをよく読んでおく。

（予習3時間）
・「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に
関する調査」における不登校について調べておく
。（文部科学省HP）
（復習2時間）
・不登校の対応における健康相談の留意点につい
てまとめる。

（予習2時間）
・個別の支援計画の内容について調べておくこと
。
（復習2時間）
機能する校内組織の在り方及び関係者の役割につ
いてまとめる。

（予習2時間）
カウンセリングの基礎知識と技術について調べて
おくこと。
（復習2時間）
カウンセリングの基礎知識と技術について理解で
きたことをまとめる。

12

13

14

村山・釆女

村山・釆女

釆女

［授業内容］
テーマ：場面設定のロールプレ
イング‑1
・日常の保健室での児童生徒へ
の対応についてロールプレイン
グを通して解説する。
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める。
・保健室での場面設定1のロー
ルプレイングを行い対応方法に
ついて協議する。
［授業内容］
テーマ：場面設定のロールプレ
イング‑2
・日常の保健室での児童生徒へ
の対応についてロールプレイン
グを通して解説する。
［授業方法］
・プリントとスライドを用いて
講義を進める。
・保健室での場面設定2のロー
ルプレイング（演習）を行い対
応方法について協議する。
［授業内容］
テーマ：健康相談の事例検討会
の進め方
・目的、留意点、記録、検討内
容、評価等について解説する。
［授業方法］
・教科書、プリント、スライド
を用いて講義を進める。
定期試験
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（予習2時間）
ロールプレイングを行うに当たって、仮想事例を
考えておくこと。
（復習2時間）
児童生徒への相談対応に当たっての留意点につい
てまとめる。

（予習2時間）
ロールプレイングを行うに当たって、仮想事例を
考えておくこと。
（復習2時間）
ロールプレイングの演習から
理解できたことをまとめる。

（予習2時間）
・事例検討会について「教職員のための子どもの
健康相談及び保健指導の手引」をよく読んでおく
こと。
（復習2時間）
・事例検討会の留意点及び進め方についてまとめ
る。

授業科目名
英語科目名

総合的な学習の時間の内容と教育課程の編成

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 長岡 知
科目担当者
牛尾直行・松山 毅
授業概要
[授業全体の内容]
総合的な学習の時間は、探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよ
く課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力の育成を目指す。
各教科等で育まれる見方・考え方を総合的に活用して、広範な事象を多様な角度から俯瞰して捉え、実社会・
実生活の課題を探究する学びを実現するために、指導計画の作成および具体的な指導の仕方、並びに学習活動
の評価に関する知識・技能を身に付ける。
総合的な学習の時間について、その教育課程の中における位置づけや目標や学習内容等について解説し、探
究的な見方・考え方を働かせる総合的な学習の時間の授業の創出に向けた指導計画の作成を通じて、テーマ設
定や指導計画、単元計画について考察する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
本講義では、総合的な学習の時間目標や内容等について理解するとともに、探究的な見方・考え方を働かせ
、横断的・総合的な学習を創出するための具体的な手立てについての理解を深める。
講義を通して教員として必要な知識や実践的指導力を身につけることができるよう、本授業では学習指導要
領をはじめとする授業実践例を概観し、幅広い知識や教養を講義にて学び、得られた情報をもとに年間指導計
画や単元計画を作成し、授業を展開する時に必要な応用力、表現力を身につけることを目指す。
[授業の到達目標]
（１）「総合的な学習の時間」が創設されるまでの経緯と意義を理解する。
（２）「総合的な学習の時間」の目標の構成を知り、その趣旨を理解する。
（３）具体例を基にして「総合的な学習の時間」の全体計画の作成及び年間指導計画の作成の仕方を理解する
。
（４）「総合的な学習の時間」の学習指導の基本的な考え方とポイントを理解する。
（５）「総合的な学習の時間」の評価の基本的な考え方と方法を理解する。
成績評価
[成績評価の基準]
１．学習指導要領に示されている目標や内容等を理解し、効果的な総合的な学習の時間の授業を創出するため
の基本的な考え方と進め方について理解できているか、毎時の課題提出で評価する。（平常点）
２．授業実践に向けた学習指導案の書き方が理解できているか、学習指導案の提出で評価する。（レポート）
３．教材づくり等のグループワークに主体的・対話的に参加しているか、授業中の発言やワークシート、予習
復習の取組状況によって受講態度を評価する。（平常点）
[成績評価の方法]
授業態度や取り組む姿勢等50％、毎時の課題提出15％、グループワークへの積極的参加20％、学習指導案作
成15％にて評価する。 なお、授業態度・取り組む姿勢が授業進行上、不適切であると判断した場合には、減
点の対象とするので注意すること。
履修における留意事項
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[履修要件]
将来教員になるに相応しい態度、姿勢で積極的に授業、予習・復習に取り組むこと。なお、授業計画は、授業
の進行状況により変更することがある。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
「総合的な学習の時間」指導法は、教職課程における必修科目であるので、必ず履修をすること。
[試験、レポート等の課題に対するフィードバックの方法]
授業にて返却し、模範回答や評価のポイントを提示しながら解説する。
[テキスト・参考書等]
（１）文部科学省『中学校学習指導要領』 平成20年9月
（２）文部科学省『中学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編』
（３）文部科学省『今、求まられる総合的な学習の時間の展開』（中学校編）平成22年11月
（４）文部科学省『高等学校学習指導要領』 平成20年9月
（５）文部科学省『高等学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編』
（６）文部科学省『今、求まられる総合的な学習の時間の展開』（高等学校）平成22年11月
（７）文部科学省『小学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編』東洋館出版社 2008 年
（８）教育課程研究センター『評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料』 平成24年7月
※（２）、（５）は教科書として使用するので必ず用意すること。その他は参考書であり、単元計画、指導案
の作成等に参考になる。その他、適宜、資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
長岡
Email: tm‑nagaoka[at]juntendo.ac.jp
牛尾

Email:n‑ushio[at]juntendo.ac.jp
松山

Email:tmatsuya[at]juntendo.ac.jp

［オフィスアワー］
長岡：
1号館4階1416号室
牛尾： 月曜日〜木曜日

１２：００〜１２：５０

火曜日１２：５０〜１４：３０

1号館2階1220号室
松山： 火曜日１２：５０〜１４：３０

1号館4階14

22号室
※上記時間帯には予約なしに質問や相
談に応じますが、他の学生との重複を避けるため、可能な限り前日までにメールでアポイントを取ってくださ
い。質問や相談はアポイントを取っている学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中学校および高等学校教諭1種免許状の取得に必要な科目における必修科目として位置づけ
られている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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長岡

2

牛尾

3

牛尾

4

牛尾

5

長岡

（予習：１時間）
・総合的な学習の時間の授業を振りかえり、自分
なりの課題を見いだし、受講の心構えを確認する
・総合的な学習の時間（現状と 。
（復習：３時間）
課題）
・授業目的及び概要、シラバス ・総合的な学習の時間の意義を踏まえ、今後の学
、評価方法等について理解する 習の見通しを立て、学習内容について概観し、整
理する。
［授業方法］
スライド講義、グループワーク
ペア学習により、総合的な学習
の時間の意義について意見を出
し合う。
テーマ：学校教育課程と学習指 （復習：２時間）
講義で取り上げた箇所について、学習指導要領解
導要領
学習指導要領の変遷と法的性格 説を確認し整理する。
について概説し、総合的な学習 （予習：２時間）
の時間を通して学力・資質能力 保健の指導内容について、学習指導要領解説を読
を育成するための教育課程の編 み、理解を深めておく。 （復習：２時間）
成についての理解を深める。 学習指導要領解説を読み、教育課程についての理
解を深める。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講 （予習：１時間）
義を進める。ペア学習にて交互 総合的な学習の時間の目標の構成や趣旨について
、学習指導要領解説を読み、理解を深めておく。
に説明し、理解を深める。
（復習：２時間）
テーマ：目標論・学力論
総合的な学習の時間の創設され 講義で取り上げた箇所について、学習指導要領解
た背景や意義、目標について概 説を読み、理解を深める。
説し、総合的な学習の時間を通 （予習：２時間）
して育てる学力・資質能力につ 総合的な学習の時間の創設の背景や目標の変遷に
ついて、学習指導要領解説を読み、理解を深めて
いて理解を深める。
おく。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習にて交互
に説明し、理解を深める。
（復習：２時間）
［授業内容］
テーマ：教材論・カリキュラム 講義で取り上げた箇所について、学習指導要領解
説を確認し整理する。
開発
授業を進める上で教材とは何か （予習：２時間）
、教材開発の手法及びカリキュ 保健の指導内容について、学習指導要領解説を読
ラムの意義よ役割について理解 み、理解を深めておく。
を深める。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
（復習：3時間）
［授業内容］
総合的な学習の時間の目標及び内容の設定につい
テーマ：内容論
各学校において定める目標及び て理解を深める。
内容について解説し、課題に基 （予習：1時間）
自分の関心のある探究課題を選択し、指導計画つ
づき整理する。
いて構造的にまとめる。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習にて交互
に説明し、理解を深める。
［授業内容］
テーマ：ガイダンス
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長岡
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長岡
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長岡

9

松山・長岡

10

松山・長岡

［授業内容］
テーマ：指導計画
総合的な学習の時間における指
導計画の作成方法について理解
し、単元計画を作成する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習により、
指導計画・単元計画作成の意義
についての理解を深める。
［授業内容］
テーマ：学習指導論
探求的な見方・考え方を働かす
総合的な学習の時間とは何かを
考え、総合的な学習の時間の基
礎的条件と内容的条件について
理解する。
［授業方法］
グループワーク、プリントとス
ライドを用いて講義を進める。
グループ・ディスカッションを
通じて、探究的な見方・考え方
とは何かについて意見交換し理
解を深める。
［授業内容］
テーマ：学習評価
総合的な学習の時間における目
標に準拠した学習評価について
理解する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習やグルー
プワークにより、実践的に学習
評価についての理解を深める。
［授業内容］
テーマ：教材・教具論①
探究課題：「福祉」に
ついての現代的課題についての
理解を深め、探究的な見方・考
え方を働かす課題設定について
の考察する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習やグルー
プワークにより、実践的に学習
評価についての理解を深める。
テーマ：教材・教具論②
探究課題：「福祉」に
ついての探究的な課題設定し、
探究的な学習の進め方について
理解する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習やグルー
プワークにより、実践的に学習
評価についての理解を深める。
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（復習：３時間）
総合的な学習の時間の基礎的条件、内容的条件に
ついて、整理する。
（予習：１時間）
総合的な学習の時間の指導方法について、学習指
導要領解説書を読み、理解を深めておく

（復習：３時間）
総合的な学習の時間の基礎的条件、内容的条件に
ついて、整理する。
（予習：１時間）
総合的な学習の時間の観点別評価について、参考
書3、8を読み、理解を深めておく。

（復習：３時間）
目標に準拠した学習評価について復習する。
（予習：１時間）
教材・教具について、参考書3、8）を読み、理解
を深めておく。

（復習：２時間）
探究課題についての現代的課題を理解し、テーマ
設定の基本的な考え方や実際の授業展開について
の構想を整理する。
（予習：２時間）
探究課題「福祉」について、の現代的課題につい
て調べたり、資料を集めておく

探究課題についての現代的課題を理解し、テーマ
設定の基本的な考え方や実際の授業展開について
の構想を整理する。
（予習：２時間）
探究課題における具体的なテーマ設定について指
導展開についての理解を深めておく。

11

12

13

14

長岡・ｹﾞｽﾄﾃｨｰﾁｬｰ テーマ：授業実践事例から学ぶ
ゲストティーチャーによる
実践事例の発表を聞き、探究的
な見方・考え方を働かす授業計
画、授業展開についての配慮事
項について考察する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習やグルー
プワークにより、実践的に学習
評価についての理解を深める。
長岡
［授業内容］
テーマ：単元計画作成①
総合的な学習の時間おける指導
計画の作成方法について理解し
、単元計画を作成する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習により、
指導計画・単元計画作成の意義
についての理解を深める。
長岡
［授業内容］
テーマ：単元計画作成②
作成した単元計画を発表し、問
題点や課題を検討し作成上の配
慮事項についての理解を深める
。
［授業方法］
発表形式で授業を進める。発表
に対して疑問や課題を配慮事項
についてグループ討論し理解を
深める
長岡
［授業内容］
テーマ：学習指導案づくり
作成した単元計画をもとに、１
単位時間の学習指導案（略案）
を作成する。
［授業方法］
グループワークにて作成した単
元計画をもとに、学習指導案（
略案）を作成する。授業展開に
おける担当箇所の細案をペアで
作成する。
定期試験
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（復習：２時間）
実践事例の発表を聞き、授業計画、授業展開につ
いての配慮事項について理解し、整理する。
（予習：２時間）
自分の興味関心のある探究課題について、指導計
画、単元計画についての構想を練る。

（復習：２時間）
総合的な学習の時間における指導計画について理
解し、単元計画や学習指導案についてまとめる。
（予習：２時間）
作成した単元計画を発表できるよう、模造紙やPC
を使って準備する。

（復習：２時間）
作成した単元計画について、修正を加える。
（予習：２時間）
作成した単元計画をもとに、１単位時間分の学習
指導案（略案）を作成する。

（復習：２時間）
グループで作成した１単位時間の学習指導案（略
案）を再度整理し、授業展開・内容についての検
討する。
（予習：２時間）
作成した学習指導案を発表できるよう、模造紙や
PCを使って準備する。

授業科目名
英語科目名

総合的な学習の時間の内容と教育課程の編成

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者 長岡 知
科目担当者
牛尾直行・松山 毅
授業概要
[授業全体の内容]
総合的な学習の時間は、探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよ
く課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力の育成を目指す。
各教科等で育まれる見方・考え方を総合的に活用して、広範な事象を多様な角度から俯瞰して捉え、実社会・
実生活の課題を探究する学びを実現するために、指導計画の作成および具体的な指導の仕方、並びに学習活動
の評価に関する知識・技能を身に付ける。
総合的な学習の時間について、その教育課程の中における位置づけや目標や学習内容等について解説し、探
究的な見方・考え方を働かせる総合的な学習の時間の授業の創出に向けた指導計画の作成を通じて、テーマ設
定や指導計画、単元計画について考察する。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
本講義では、総合的な学習の時間目標や内容等について理解するとともに、探究的な見方・考え方を働かせ
、横断的・総合的な学習を創出するための具体的な手立てについての理解を深める。
講義を通して教員として必要な知識や実践的指導力を身につけることができるよう、本授業では学習指導要
領をはじめとする授業実践例を概観し、幅広い知識や教養を講義にて学び、得られた情報をもとに年間指導計
画や単元計画を作成し、授業を展開する時に必要な応用力、表現力を身につけることを目指す。
[授業の到達目標]
（１）「総合的な学習の時間」が創設されるまでの経緯と意義を理解する。
（２）「総合的な学習の時間」の目標の構成を知り、その趣旨を理解する。
（３）具体例を基にして「総合的な学習の時間」の全体計画の作成及び年間指導計画の作成の仕方を理解する
。
（４）「総合的な学習の時間」の学習指導の基本的な考え方とポイントを理解する。
（５）「総合的な学習の時間」の評価の基本的な考え方と方法を理解する。
成績評価
[成績評価の基準]
１．学習指導要領に示されている目標や内容等を理解し、効果的な総合的な学習の時間の授業を創出するため
の基本的な考え方と進め方について理解できているか、毎時の課題提出で評価する。（平常点）
２．授業実践に向けた学習指導案の書き方が理解できているか、学習指導案の提出で評価する。（レポート）
３．教材づくり等のグループワークに主体的・対話的に参加しているか、授業中の発言やワークシート、予習
復習の取組状況によって受講態度を評価する。（平常点）
[成績評価の方法]
授業態度や取り組む姿勢等50％、毎時の課題提出15％、グループワークへの積極的参加20％、学習指導案作
成15％にて評価する。 なお、授業態度・取り組む姿勢が授業進行上、不適切であると判断した場合には、減
点の対象とするので注意すること。
履修における留意事項
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[履修要件]
将来教員になるに相応しい態度、姿勢で積極的に授業、予習・復習に取り組むこと。なお、授業計画は、授業
の進行状況により変更することがある。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
「総合的な学習の時間」指導法は、教職課程における必修科目であるので、必ず履修をすること。
[試験、レポート等の課題に対するフィードバックの方法]
授業にて返却し、模範回答や評価のポイントを提示しながら解説する。
[テキスト・参考書等]
（１）文部科学省『中学校学習指導要領』 平成20年9月
（２）文部科学省『中学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編』
（３）文部科学省『今、求まられる総合的な学習の時間の展開』（中学校編）平成22年11月
（４）文部科学省『高等学校学習指導要領』 平成20年9月
（５）文部科学省『高等学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編』
（６）文部科学省『今、求まられる総合的な学習の時間の展開』（高等学校）平成22年11月
（７）文部科学省『小学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編』東洋館出版社 2008 年
（８）教育課程研究センター『評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料』 平成24年7月
※（２）、（５）は教科書として使用するので必ず用意すること。その他は参考書であり、単元計画、指導案
の作成等に参考になる。その他、適宜、資料を配布する。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
長岡
Email: tm‑nagaoka[at]juntendo.ac.jp
牛尾

Email:n‑ushio[at]juntendo.ac.jp
松山

Email:tmatsuya[at]juntendo.ac.jp

［オフィスアワー］
長岡：
1号館4階1416号室
牛尾： 月曜日〜木曜日

１２：００〜１２：５０

火曜日１２：５０〜１４：３０

1号館2階1220号室
松山： 火曜日１２：５０〜１４：３０

1号館4階14

22号室
※上記時間帯には予約なしに質問や相
談に応じますが、他の学生との重複を避けるため、可能な限り前日までにメールでアポイントを取ってくださ
い。質問や相談はアポイントを取っている学生を優先します。
備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中学校および高等学校教諭1種免許状の取得に必要な科目における必修科目として位置づけ
られている。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
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1

長岡

2

牛尾

3

牛尾

4

牛尾

5

長岡

（予習：１時間）
・総合的な学習の時間の授業を振りかえり、自分
なりの課題を見いだし、受講の心構えを確認する
・総合的な学習の時間（現状と 。
（復習：３時間）
課題）
・授業目的及び概要、シラバス ・総合的な学習の時間の意義を踏まえ、今後の学
、評価方法等について理解する 習の見通しを立て、学習内容について概観し、整
理する。
［授業方法］
スライド講義、グループワーク
ペア学習により、総合的な学習
の時間の意義について意見を出
し合う。
テーマ：学校教育課程と学習指 （復習：２時間）
講義で取り上げた箇所について、学習指導要領解
導要領
学習指導要領の変遷と法的性格 説を確認し整理する。
について概説し、総合的な学習 （予習：２時間）
の時間を通して学力・資質能力 保健の指導内容について、学習指導要領解説を読
を育成するための教育課程の編 み、理解を深めておく。 （復習：２時間）
成についての理解を深める。 学習指導要領解説を読み、教育課程についての理
解を深める。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講 （予習：１時間）
義を進める。ペア学習にて交互 総合的な学習の時間の目標の構成や趣旨について
、学習指導要領解説を読み、理解を深めておく。
に説明し、理解を深める。
（復習：２時間）
テーマ：目標論・学力論
総合的な学習の時間の創設され 講義で取り上げた箇所について、学習指導要領解
た背景や意義、目標について概 説を読み、理解を深める。
説し、総合的な学習の時間を通 （予習：２時間）
して育てる学力・資質能力につ 総合的な学習の時間の創設の背景や目標の変遷に
ついて、学習指導要領解説を読み、理解を深めて
いて理解を深める。
おく。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習にて交互
に説明し、理解を深める。
（復習：２時間）
［授業内容］
テーマ：教材論・カリキュラム 講義で取り上げた箇所について、学習指導要領解
説を確認し整理する。
開発
授業を進める上で教材とは何か （予習：２時間）
、教材開発の手法及びカリキュ 保健の指導内容について、学習指導要領解説を読
ラムの意義よ役割について理解 み、理解を深めておく。
を深める。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。
（復習：3時間）
［授業内容］
総合的な学習の時間の目標及び内容の設定につい
テーマ：内容論
各学校において定める目標及び て理解を深める。
内容について解説し、課題に基 （予習：1時間）
自分の関心のある探究課題を選択し、指導計画つ
づき整理する。
いて構造的にまとめる。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習にて交互
に説明し、理解を深める。
［授業内容］
テーマ：ガイダンス
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6

長岡

7

長岡

8

長岡

9

松山・長岡

10

松山・長岡

［授業内容］
テーマ：指導計画
総合的な学習の時間における指
導計画の作成方法について理解
し、単元計画を作成する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習により、
指導計画・単元計画作成の意義
についての理解を深める。
［授業内容］
テーマ：学習指導論
探求的な見方・考え方を働かす
総合的な学習の時間とは何かを
考え、総合的な学習の時間の基
礎的条件と内容的条件について
理解する。
［授業方法］
グループワーク、プリントとス
ライドを用いて講義を進める。
グループ・ディスカッションを
通じて、探究的な見方・考え方
とは何かについて意見交換し理
解を深める。
［授業内容］
テーマ：学習評価
総合的な学習の時間における目
標に準拠した学習評価について
理解する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習やグルー
プワークにより、実践的に学習
評価についての理解を深める。
［授業内容］
テーマ：教材・教具論①
探究課題：「福祉」に
ついての現代的課題についての
理解を深め、探究的な見方・考
え方を働かす課題設定について
の考察する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習やグルー
プワークにより、実践的に学習
評価についての理解を深める。
テーマ：教材・教具論②
探究課題：「福祉」に
ついての探究的な課題設定し、
探究的な学習の進め方について
理解する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習やグルー
プワークにより、実践的に学習
評価についての理解を深める。
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（復習：３時間）
総合的な学習の時間の基礎的条件、内容的条件に
ついて、整理する。
（予習：１時間）
総合的な学習の時間の指導方法について、学習指
導要領解説書を読み、理解を深めておく

（復習：３時間）
総合的な学習の時間の基礎的条件、内容的条件に
ついて、整理する。
（予習：１時間）
総合的な学習の時間の観点別評価について、参考
書3、8を読み、理解を深めておく。

（復習：３時間）
目標に準拠した学習評価について復習する。
（予習：１時間）
教材・教具について、参考書3、8）を読み、理解
を深めておく。

（復習：２時間）
探究課題についての現代的課題を理解し、テーマ
設定の基本的な考え方や実際の授業展開について
の構想を整理する。
（予習：２時間）
探究課題「福祉」について、の現代的課題につい
て調べたり、資料を集めておく

探究課題についての現代的課題を理解し、テーマ
設定の基本的な考え方や実際の授業展開について
の構想を整理する。
（予習：２時間）
探究課題における具体的なテーマ設定について指
導展開についての理解を深めておく。

11

12

13

14

長岡・ｹﾞｽﾄﾃｨｰﾁｬｰ テーマ：授業実践事例から学ぶ
ゲストティーチャーによる
実践事例の発表を聞き、探究的
な見方・考え方を働かす授業計
画、授業展開についての配慮事
項について考察する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習やグルー
プワークにより、実践的に学習
評価についての理解を深める。
長岡
［授業内容］
テーマ：単元計画作成①
総合的な学習の時間おける指導
計画の作成方法について理解し
、単元計画を作成する。
［授業方法］
プリントとスライドを用いて講
義を進める。ペア学習により、
指導計画・単元計画作成の意義
についての理解を深める。
長岡
［授業内容］
テーマ：単元計画作成②
作成した単元計画を発表し、問
題点や課題を検討し作成上の配
慮事項についての理解を深める
。
［授業方法］
発表形式で授業を進める。発表
に対して疑問や課題を配慮事項
についてグループ討論し理解を
深める
長岡
［授業内容］
テーマ：学習指導案づくり
作成した単元計画をもとに、１
単位時間の学習指導案（略案）
を作成する。
［授業方法］
グループワークにて作成した単
元計画をもとに、学習指導案（
略案）を作成する。授業展開に
おける担当箇所の細案をペアで
作成する。
定期試験
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（復習：２時間）
実践事例の発表を聞き、授業計画、授業展開につ
いての配慮事項について理解し、整理する。
（予習：２時間）
自分の興味関心のある探究課題について、指導計
画、単元計画についての構想を練る。

（復習：２時間）
総合的な学習の時間における指導計画について理
解し、単元計画や学習指導案についてまとめる。
（予習：２時間）
作成した単元計画を発表できるよう、模造紙やPC
を使って準備する。

（復習：２時間）
作成した単元計画について、修正を加える。
（予習：２時間）
作成した単元計画をもとに、１単位時間分の学習
指導案（略案）を作成する。

（復習：２時間）
グループで作成した１単位時間の学習指導案（略
案）を再度整理し、授業展開・内容についての検
討する。
（予習：２時間）
作成した学習指導案を発表できるよう、模造紙や
PCを使って準備する。

授業科目名
英語科目名

教育課程及び教育方法の理論と実践

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 長登 健
科目担当者
山田 稔、牛尾 直行
授業概要
[授業全体の内容]
スポーツ健康科学を基盤として、現代日本の学校における教育方法について、原理論的アプローチ、教育工
学的アプローチ、特別支援的アプローチなどにより認識を深める。教育の方法及び技術（情報機器及び教材の
活用を含む。）では、これからの社会を担う子どもたちに求められる資質・能力を育成するために必要な教育
の方法、教育の技術、情報機器及び教材の活用に関する基礎的な知識・技能を身に付けることを目標とする。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
教職課程において、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」の一つ
として位置付けられているものです。
[授業の到達目標]
１．教育方法の基礎的理論と実践を理解している。
２．これからの社会を担う子供たちに求められる資質・能力を育成するための教育方法の在り方（主体的・対
話的で深い学びの実現など）を理解している。
３．学級・生徒・教員・教室・教材など授業を構成する基礎的な要件を理解している。
４．情報機器を活用した効果的な授業や教材の作成・活用に関する基本的な能力を身に付ける。
５．学習評価の基礎的な考え方を理解している。
成績評価
[成績評価の基準]
１．到達目標に基づき、様々な教育学的・体育学的な知識・技術を教授能力に変換することができる。
２．情報機器を活用した効果的な授業づくりや生徒たちの情報活用能力（情報モラルを含む。）を育成するた
めの指導法を理解している。
３．学習評価の基礎的な考え方を理解し、学習指導案の作成に活かすことができる。
[成績評価の方法]
到達目標へ向けての学習状況を確認するための、定期試験 （50 ％）、課題レポート（30％）、授業への積
極的な参加態度（20％）をもとに総合的に評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
本科目は、教育実習に行く前に履修することが望ましい。また、教職概論、教育原理、教育課程論、教育心
理学、体育科教育法Ⅰ、保健科教育法Ⅰの６科目の履修が修了していることが望ましい。
学科別に指定されたクラスを受講すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
特になし
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
課題レポートは優秀なレポートを選択して、受講者全員で共有する。定期試験後は要望があれば個別に解説
や指導を行う。
[テキスト・参考書等]
１．中学校学習指導要領（最新版 文部科学省）
２．中学校学習指導要領解説保健体育編（最新版、文部科学省）
３．高等学校学習指導要領（最新版 文部科学省）
４．高等学校学習指導要領解説保健体育編（最新版、文部科学省）
５．評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料：保健体育（平成23年7月、国立教育政 策
研究所）
６．平成30年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査報告書（スポーツ庁）
１・２・３・４は教科書として使用するので必ず用意すること。５・６は参考資料であり、レポート作成の
際に参考となる。その他、授業中に、適宜、資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
長登 健
E‑mail：tnagato@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：前期の月曜日 14：00〜16:00
場所：1号館5F、1519号室
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備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中・高保健体育１種免許の取得に必要な科目のうち、「教育課程及び指導法に関する科目
」における必修科目として位置付けられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
牛尾
【予習：2時間】
1
（授業内容）
テーマ：学習指導の原理と形態 これまでの教育課程科目の学修内容についてふり
進歩主義の指導原理、本質主義 返る。
の指導原理について学ぶと共に 【復習：2時間】
、一斉授業、個別授業といった 次回の学習内容に応じた課題を提示する。
学習形態について考察すること
により、現代の学校カリキュラ
ム経営で求められているカリキ
ュラム・マネジメントの意義・
重要性とその評価についての基
礎的な知見を学ぶ。
（授業方法）
講義
長登、山田
【予習：2時間】
2
（授業内容）
テーマ：教育哲学と教育方法 前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
教師の仕事は単に教えることで
はない。大切なことは、子ども 【復習：3時間】
たちの学びをサポートすること 授業の要約とコメントをレポートとして作成する
、子どもたちがより豊かに、よ こと。
り幸せに生きるために彼らの自
己受容を助けることである。学
びの具体的な支援方法を考えて
いく。
（授業方法）
講義
山田
【予習：2時間】
3
（授業内容）
テーマ：教育方法研究の史的展 前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
開
近代から現代の公教育学校にお 【復習：3時間】
いて、どのような教育方法が研 授業の要約とコメントをレポートとして作成する
究・実践されてきたのか、世界 こと。
的な潮流を理解して教授理論や
カリキュラム類型を解説する。
具体的にはペスタロッチの直感
教授、ヘルバルトの教育的教授
、ツィラーの５段階教授法、シ
ュテンツェルらの範例方式など
を取り上げ、それらの教授法研
究の課題を考察する。
（授業方法）
講義
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4

5

6

7

8

山田

（授業内容）
テーマ：様々な授業研究、日本
の教育課程の変遷
近代から現代日本の公教育学校
において、どのような教育方法
が研究・実践されてきたのか、
その理論と実例を広く学び、自
らの教育実践に役立てる。具体
的には、板倉の仮説実験授業に
よる発見学習の試み、遠山の水
道方式などを取り上げ、日本に
おける教育方法改革の課題を考
察する。
（授業方法）
講義
山田
（授業内容）
テーマ：学習意欲を創る
内発的動機付けを高めることは
体育教師にとって重要な課題で
ある。望ましい動機付けの雰囲
気をつくる授業の計画と準備に
ついて考察する。
（授業方法）
講義
山田
（授業内容）
テーマ：教材と授業の実際、教
材研究の方法
体育の授業づくりに向けた教師
の中心的な仕事の一つである教
材・教具づくりについて解説す
る。体育授業における教材・教
具とは何か、それらの構成・開
発の際に求められる基本的な条
件や視点について考察する。
（授業方法）
講義
山田
（授業内容）
テーマ：単元計画と指導案の実
際
単元計画とは、どのようなもの
であるかを述べることができ、
その計画を作成することができ
るよう、単元計画に準じて、１
単位時間の学習指導案を作成す
る。
（授業方法）
講義
山田・ｹﾞｽﾄﾃｨｰﾁｬｰ （授業内容）
テーマ：指導案のふり返り、保
健体育科教員と部活動の実際
日本の運動部活動の現状と課題
についてゲストﾃｨｰﾁｬｰより学び
理解を深める。実際の学校現場
で授業を行う立場の教師として
、計画作成上の留意点や、運動
部活動の指導上の課題とされる
ことについて考察する。
（授業方法）
講義
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【予習：2時間】
前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
【復習：3時間】
授業の要約とコメントをレポートとして作成する
こと。

【予習：2時間】
前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
【復習：2時間】
授業の要約とコメントをレポートとして作成する
こと。

【予習：2時間】
前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
【復習：2時間】
授業の要約とコメントをレポートとして作成する
こと。

【予習：2時間】
前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
【復習：2時間】
授業の要約とコメントをレポートとして作成する
こと。

【予習：2時間】
前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
【復習：2時間】
ゲストティーチャーより学んだ内容についてふり
返り、レポートを作成すること。

9

山田

10

山田

11

山田

12

長登・山田

13

山田

【予習：2時間】
（授業内容）
テーマ：教育におけるICT活用 前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
の実際、情報モラル教育の実際
グローバル社会で求められる能 【復習：2時間】
力と教育方法について知り、実 授業の要約とコメントをレポートとして作成する
際の授業の中で使われているIC こと。
T機器を示し、その特徴や活用
する場面、その教育的効果につ
いて考察する。
（授業方法）
講義
【予習：1時間】
（授業内容）
テーマ：ICTを活用した授業の 前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
実際
デジタル社会の情報リテラシー 【復習：3時間】
と教育用コンテンツの利活用に 授業の要約とコメントをレポートとして作成する
ついて知るとともに、そのため こと。
の活用方法の実際を学ぶ。
（授業方法）
講義
【予習：2時間】
（授業内容）
テーマ：ICT活用の課題レポー 前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
トのふり返り、特別支援教育に
【復習：2時間】
おける保健体育授業の実際
特別支援教育の基礎知識の解説 授業の要約とコメントをレポートとして作成する
から、支援を必要とする子ども こと。
たちについて知る。特別支援学
級における保体授業の準備段階
や実践段階で必要な配慮につい
て考察する。
（授業方法）
講義
【予習：2時間】
（授業内容）
テーマ：主体的・対話的で深い 前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
学びを実現する授業
アクティブ・ラーニングと新し 【復習：2時間】
い学力観 次期学習指導要領に 授業の要約とコメントをレポートとして作成する
向けて、主体的・対話で深い学 こと。
びを目指す（「アクティブ・ラ
ーニング」）について理解し、
取り組みを通して、その方法に
ついて学ぶ。
（授業方法）
講義
【予習：2時間】
（授業内容）
テーマ：様々な教育評価、評価 前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
の実際
「評価と評定」、「評価規準と 【復習：2時間】
基準」、「絶対評価と相対評価 授業の要約とコメントをレポートとして作成する
」、「形成的評価」、「自己評 こと。
価」等、様々な教育評価につい
て理解する。
（授業方法）
講義
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14

山田

（授業内容）
テーマ：指導案中の評価規準の
作成
体育授業における、目標に準拠
した評価と観点別評価について
、その意味を理解する。学習指
導案中に評価を位置付け、その
具体的な評価方法を考える。
（授業方法）
講義
「定期試験」
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【予習：2時間】
前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
【復習：2時間】
授業の要約とコメントをレポートとして作成する
こと。

授業科目名
英語科目名

教育課程及び教育方法の理論と実践

授業形態
開講学期

講義
前期

対象学年

3

単位数

2.0

科目責任者 長登 健
科目担当者
山田 稔、牛尾 直行
授業概要
[授業全体の内容]
スポーツ健康科学を基盤として、現代日本の学校における教育方法について、原理論的アプローチ、教育工
学的アプローチ、特別支援的アプローチなどにより認識を深める。教育の方法及び技術（情報機器及び教材の
活用を含む。）では、これからの社会を担う子どもたちに求められる資質・能力を育成するために必要な教育
の方法、教育の技術、情報機器及び教材の活用に関する基礎的な知識・技能を身に付けることを目標とする。
[授業の位置づけ（学位授与方針に定められた知識・能力等との関連）]
教職課程において、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」の一つ
として位置付けられているものです。
[授業の到達目標]
１．教育方法の基礎的理論と実践を理解している。
２．これからの社会を担う子供たちに求められる資質・能力を育成するための教育方法の在り方（主体的・対
話的で深い学びの実現など）を理解している。
３．学級・生徒・教員・教室・教材など授業を構成する基礎的な要件を理解している。
４．情報機器を活用した効果的な授業や教材の作成・活用に関する基本的な能力を身に付ける。
５．学習評価の基礎的な考え方を理解している。
成績評価
[成績評価の基準]
１．到達目標に基づき、様々な教育学的・体育学的な知識・技術を教授能力に変換することができる。
２．情報機器を活用した効果的な授業づくりや生徒たちの情報活用能力（情報モラルを含む。）を育成するた
めの指導法を理解している。
３．学習評価の基礎的な考え方を理解し、学習指導案の作成に活かすことができる。
[成績評価の方法]
到達目標へ向けての学習状況を確認するための、定期試験 （50 ％）、課題レポート（30％）、授業への積
極的な参加態度（20％）をもとに総合的に評価する。
履修における留意事項
[履修要件]
本科目は、教育実習に行く前に履修することが望ましい。また、教職概論、教育原理、教育課程論、教育心
理学、体育科教育法Ⅰ、保健科教育法Ⅰの６科目の履修が修了していることが望ましい。
学科別に指定されたクラスを受講すること。
[履修上の注意（科目独自のルール）]
特になし
[課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法]
課題レポートは優秀なレポートを選択して、受講者全員で共有する。定期試験後は要望があれば個別に解説
や指導を行う。
[テキスト・参考書等]
１．中学校学習指導要領（最新版 文部科学省）
２．中学校学習指導要領解説保健体育編（最新版、文部科学省）
３．高等学校学習指導要領（最新版 文部科学省）
４．高等学校学習指導要領解説保健体育編（最新版、文部科学省）
５．評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料：保健体育（平成23年7月、国立教育政 策
研究所）
６．平成30年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査報告書（スポーツ庁）
１・２・３・４は教科書として使用するので必ず用意すること。５・６は参考資料であり、レポート作成の
際に参考となる。その他、授業中に、適宜、資料を配布します。
連絡先とオフィスアワー
［連絡先］
長登 健
E‑mail：tnagato@juntendo.ac.jp
［オフィスアワー］
日時：前期の月曜日 14：00〜16:00
場所：1号館5F、1519号室
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備考
［学修時間］
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を
必要とする内容をもって構成する。
［その他］
この授業科目は、中・高保健体育１種免許の取得に必要な科目のうち、「教育課程及び指導法に関する科目
」における必修科目として位置付けられています。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
牛尾
【予習：2時間】
1
（授業内容）
テーマ：学習指導の原理と形態 これまでの教育課程科目の学修内容についてふり
進歩主義の指導原理、本質主義 返る。
の指導原理について学ぶと共に 【復習：2時間】
、一斉授業、個別授業といった 次回の学習内容に応じた課題を提示する。
学習形態について考察すること
により、現代の学校カリキュラ
ム経営で求められているカリキ
ュラム・マネジメントの意義・
重要性とその評価についての基
礎的な知見を学ぶ。
（授業方法）
講義
長登、山田
【予習：2時間】
2
（授業内容）
テーマ：教育哲学と教育方法 前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
教師の仕事は単に教えることで
はない。大切なことは、子ども 【復習：3時間】
たちの学びをサポートすること 授業の要約とコメントをレポートとして作成する
、子どもたちがより豊かに、よ こと。
り幸せに生きるために彼らの自
己受容を助けることである。学
びの具体的な支援方法を考えて
いく。
（授業方法）
講義
山田
【予習：2時間】
3
（授業内容）
テーマ：教育方法研究の史的展 前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
開
近代から現代の公教育学校にお 【復習：3時間】
いて、どのような教育方法が研 授業の要約とコメントをレポートとして作成する
究・実践されてきたのか、世界 こと。
的な潮流を理解して教授理論や
カリキュラム類型を解説する。
具体的にはペスタロッチの直感
教授、ヘルバルトの教育的教授
、ツィラーの５段階教授法、シ
ュテンツェルらの範例方式など
を取り上げ、それらの教授法研
究の課題を考察する。
（授業方法）
講義
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8

山田

（授業内容）
テーマ：様々な授業研究、日本
の教育課程の変遷
近代から現代日本の公教育学校
において、どのような教育方法
が研究・実践されてきたのか、
その理論と実例を広く学び、自
らの教育実践に役立てる。具体
的には、板倉の仮説実験授業に
よる発見学習の試み、遠山の水
道方式などを取り上げ、日本に
おける教育方法改革の課題を考
察する。
（授業方法）
講義
山田
（授業内容）
テーマ：学習意欲を創る
内発的動機付けを高めることは
体育教師にとって重要な課題で
ある。望ましい動機付けの雰囲
気をつくる授業の計画と準備に
ついて考察する。
（授業方法）
講義
山田
（授業内容）
テーマ：教材と授業の実際、教
材研究の方法
体育の授業づくりに向けた教師
の中心的な仕事の一つである教
材・教具づくりについて解説す
る。体育授業における教材・教
具とは何か、それらの構成・開
発の際に求められる基本的な条
件や視点について考察する。
（授業方法）
講義
山田
（授業内容）
テーマ：単元計画と指導案の実
際
単元計画とは、どのようなもの
であるかを述べることができ、
その計画を作成することができ
るよう、単元計画に準じて、１
単位時間の学習指導案を作成す
る。
（授業方法）
講義
山田・ｹﾞｽﾄﾃｨｰﾁｬｰ （授業内容）
テーマ：指導案のふり返り、保
健体育科教員と部活動の実際
日本の運動部活動の現状と課題
についてゲストﾃｨｰﾁｬｰより学び
理解を深める。実際の学校現場
で授業を行う立場の教師として
、計画作成上の留意点や、運動
部活動の指導上の課題とされる
ことについて考察する。
（授業方法）
講義
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【予習：2時間】
前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
【復習：3時間】
授業の要約とコメントをレポートとして作成する
こと。

【予習：2時間】
前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
【復習：2時間】
授業の要約とコメントをレポートとして作成する
こと。

【予習：2時間】
前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
【復習：2時間】
授業の要約とコメントをレポートとして作成する
こと。

【予習：2時間】
前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
【復習：2時間】
授業の要約とコメントをレポートとして作成する
こと。

【予習：2時間】
前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
【復習：2時間】
ゲストティーチャーより学んだ内容についてふり
返り、レポートを作成すること。

9

山田

10

山田

11

山田

12

長登・山田

13

山田

【予習：2時間】
（授業内容）
テーマ：教育におけるICT活用 前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
の実際、情報モラル教育の実際
グローバル社会で求められる能 【復習：2時間】
力と教育方法について知り、実 授業の要約とコメントをレポートとして作成する
際の授業の中で使われているIC こと。
T機器を示し、その特徴や活用
する場面、その教育的効果につ
いて考察する。
（授業方法）
講義
【予習：1時間】
（授業内容）
テーマ：ICTを活用した授業の 前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
実際
デジタル社会の情報リテラシー 【復習：3時間】
と教育用コンテンツの利活用に 授業の要約とコメントをレポートとして作成する
ついて知るとともに、そのため こと。
の活用方法の実際を学ぶ。
（授業方法）
講義
【予習：2時間】
（授業内容）
テーマ：ICT活用の課題レポー 前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
トのふり返り、特別支援教育に
【復習：2時間】
おける保健体育授業の実際
特別支援教育の基礎知識の解説 授業の要約とコメントをレポートとして作成する
から、支援を必要とする子ども こと。
たちについて知る。特別支援学
級における保体授業の準備段階
や実践段階で必要な配慮につい
て考察する。
（授業方法）
講義
【予習：2時間】
（授業内容）
テーマ：主体的・対話的で深い 前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
学びを実現する授業
アクティブ・ラーニングと新し 【復習：2時間】
い学力観 次期学習指導要領に 授業の要約とコメントをレポートとして作成する
向けて、主体的・対話で深い学 こと。
びを目指す（「アクティブ・ラ
ーニング」）について理解し、
取り組みを通して、その方法に
ついて学ぶ。
（授業方法）
講義
【予習：2時間】
（授業内容）
テーマ：様々な教育評価、評価 前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
の実際
「評価と評定」、「評価規準と 【復習：2時間】
基準」、「絶対評価と相対評価 授業の要約とコメントをレポートとして作成する
」、「形成的評価」、「自己評 こと。
価」等、様々な教育評価につい
て理解する。
（授業方法）
講義
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山田

（授業内容）
テーマ：指導案中の評価規準の
作成
体育授業における、目標に準拠
した評価と観点別評価について
、その意味を理解する。学習指
導案中に評価を位置付け、その
具体的な評価方法を考える。
（授業方法）
講義
「定期試験」
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【予習：2時間】
前時に配布したプリントをよく読んでおくこと。
【復習：2時間】
授業の要約とコメントをレポートとして作成する
こと。

授業科目名
英語科目名

生徒・進路指導論

授業形態
開講学期

講義
講義

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

村山

憲男

授業概要
【授業全体の内容】
生徒指導とは、一人一人の児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高める
ことを目指して行われる教育活動で、すべての児童生徒のそれぞれの人格のよりよき発達を目指すとともに、
学校生活がすべての児童生徒にとって有意義で興味深く、充実したものになることを目指す。授業では、まず
前半に文部科学省が作成した生徒指導提要に沿った解説を行い、後半は生徒指導に重要ないくつかの心理学的
知見を解説する。また、進路指導とキャリア教育についても解説する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
学校教育場面において、生徒指導に求められるニーズは多様化し、生徒指導にあたる専門家（教師）に対し
ても、生徒指導能力の向上と知識・技法の修得が求められている。本科目では、児童生徒また保護者を理解す
るための基礎を学び、それを現実の生活へと応用する力を醸成することで、現代社会で求められる教員の養成
を目指す。本科目は、教職に関する科目である。
【授業の到達目標】
１．生徒指導の意義と原理（位置づけや指導原理など）を理解し説明できる。
２．児童生徒全体への生徒指導の進め方を理解し説明できる。
３．個別の課題を抱える個々の児童生徒への具体的な対応や連携を理解し説明できる。
４．進路指導とキャリア教育について、理論や具体的な指導を理解し説明できる。
成績評価
【成績評価の基準】
１．生徒指導の意義と原理（位置づけや指導原理など）を理解し説明できる。（定期試験・授業内試験・レポ
ート）
２．児童生徒全体への生徒指導の進め方を理解し説明できる。（定期試験・授業内試験・レポート）
３．個別の課題を抱える個々の児童生徒への具体的な対応や連携を理解し説明できる。（定期試験・授業内試
験・レポート）
４．進路指導とキャリア教育について、理論や具体的な指導を理解し説明できる。（定期試験・授業内試験・
レポート）
５．授業中の発言や予習・復習の取組状況によって受講態度を評価する。（平常点）
【成績評価の方法】
定期試験（50％）、授業内試験・レポート（25％）、平常点（25％）。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
ノートを必ず持参すること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業で解説する。
【テキスト・参考書等】
「生徒指導提要」（文部科学省著、教育図書（東京）、2010年）を、参考書として指定する。本科目に関わら
ず、定期試験やレポート、卒後の活動などで役立つため、可能な限り入手しておくことが望ましい。
また、ノートを必ず持参すること。
その他の資料等は必要に応じて適宜配布する。
連絡先とオフィスアワー

2887

【連絡先】
担当：村山憲男
E‑mail：n‑murayama [at] juntendo‑u.ac.jp
※[at]を@に変更。順天堂大学でのメールアドレスは授業内で伝達する。
【オフィスアワー】
日時：月曜日12:10から12:45
場所：授業内で伝達する。
他の学生の相談時間と重複しないようにするため、できるだけ前週までにE‑mailで予約すること。
備考
【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中高保健体育一種免状および養護教諭一種免許状取得に必要な科目のうち、「教職に関する
科目」における必修科目として位置づけられている。
また、授業のなかで、4年生や大学院生などによる質問紙調査を行う場合がある。参加することによって、質
問紙調査研究の実際を体験することができ、心理学を学ぶ上でメリットとなる。
しかし、参加・不参加は履修者本人の自由であり、参加・不参加および回答内容などによる成績への影響は一
切ない。
履修者本人およびその保護者が、調査研究への参加を希望しない場合、および、参加したものの研究での使用
を希望しない場合、講義内やメールなどでその旨を科目責任者まで連絡すること。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
村山 憲男
【予習：0時間】
1
（授業内容）
オリエンテーションとして、授
業の目的と概要、成績評価、履 【復習：2時間】
修上の注意について説明する。 生徒指導の全体像について、学んだ知識を整理し
また、生徒指導の全体像につい ておく。
て解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山 憲男
【予習：2時間】
2
（授業内容）
生徒指導提要①として、生徒指 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
導の意義と原理について解説す 【復習：2時間】
生徒指導の意義と原理について、学んだ知識を整
る。
理しておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山 憲男
【予習：2時間】
3
（授業内容）
生徒指導提要②として、教職課 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
程における生徒指導について解 【復習：2時間】
教職課程における生徒指導について、学んだ知識
説する。
を整理しておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山
憲男
【予習：2時間】
4
（授業内容）
生徒指導提要③として、学校に 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
おける生徒指導体制について解 【復習：2時間】
学校における生徒指導体制について、学んだ知識
説する。
を整理しておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
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村山 憲男

6

村山 憲男

7

村山 憲男

8

村山 憲男

9

村山 憲男

10

村山 憲男

11

村山 憲男

12

村山 憲男

（授業内容）
生徒指導提要④として、生徒指
導の進め方について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
生徒指導提要⑤として、現在の
様々な問題に対する生徒指導に
ついて解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
生徒指導提要⑥として、生徒指
導に関係する制度等について解
説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
授業内試験・レポートにより到
達度を確認するとともに、知識
をより定着させたものにする。
（授業方法）
第1〜7回目までの内容に関する
授業内試験・レポートを行い、
この授業内で解説する。
（授業内容）
生徒指導に役立つ心理学①とし
て、対人コミュニケーションの
特徴について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
生徒指導に役立つ心理学②とし
て、認知的不協和理論や均衡理
論、リーダーシップ論について
解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
生徒指導に役立つ心理学③とし
て、同調行動や偏見、傍観者効
果について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
進路指導とキャリア教育①とし
て、意義や理論について解説す
る。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
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【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
生徒指導の進め方について、学んだ知識を整理し
ておく。
【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
現在の様々な問題に対する生徒指導について、学
んだ知識を整理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
生徒指導に関係する制度等について、学んだ知識
を整理しておく。

【予習：4時間】
これまでの内容を体系的に整理するとともに、授
業内試験・レポートに向けて知識を確実にしてお
く。
【復習：3時間】
間違えた内容を中心に、理解・記憶を確実にする
。
【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
生徒指導に関係する対人コミュニケーションの特
徴について、学んだ知識を整理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
認知的不協和理論や均衡理論、リーダーシップ論
について、学んだ知識を整理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
同調行動や偏見、傍観者効果について、学んだ知
識を整理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
進路指導とキャリア教育の意義や理論について、
学んだ知識を整理しておく。
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（授業内容）
進路指導とキャリア教育②とし
て、実際の指導について解説す
る。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
授業内試験・レポートにより到
達度を確認するとともに、知識
をより定着させたものにする。
（授業方法）
第9〜13回目までの内容に関す
る授業内試験・レポートを行い
、この授業内で解説する。
定期試験
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【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
進路指導とキャリア教育の実際の指導について、
学んだ知識を整理しておく。

【予習：4時間】
これまでの内容を体系的に整理するとともに、授
業内試験・レポートに向けて知識を確実にしてお
く。
【復習：3時間】
間違えた内容を中心に、理解・記憶を確実にする
。

授業科目名
英語科目名

生徒・進路指導論

授業形態
開講学期

講義
講義

対象学年

2

単位数

2.0

科目責任者
科目担当者

村山

憲男

授業概要
【授業全体の内容】
生徒指導とは、一人一人の児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高める
ことを目指して行われる教育活動で、すべての児童生徒のそれぞれの人格のよりよき発達を目指すとともに、
学校生活がすべての児童生徒にとって有意義で興味深く、充実したものになることを目指す。授業では、まず
前半に文部科学省が作成した生徒指導提要に沿った解説を行い、後半は生徒指導に重要ないくつかの心理学的
知見を解説する。また、進路指導とキャリア教育についても解説する。
【授業の位置づけ（学位授与方針に定められている知識・能力等との関連）】
学校教育場面において、生徒指導に求められるニーズは多様化し、生徒指導にあたる専門家（教師）に対し
ても、生徒指導能力の向上と知識・技法の修得が求められている。本科目では、児童生徒また保護者を理解す
るための基礎を学び、それを現実の生活へと応用する力を醸成することで、現代社会で求められる教員の養成
を目指す。本科目は、教職に関する科目である。
【授業の到達目標】
１．生徒指導の意義と原理（位置づけや指導原理など）を理解し説明できる。
２．児童生徒全体への生徒指導の進め方を理解し説明できる。
３．個別の課題を抱える個々の児童生徒への具体的な対応や連携を理解し説明できる。
４．進路指導とキャリア教育について、理論や具体的な指導を理解し説明できる。
成績評価
【成績評価の基準】
１．生徒指導の意義と原理（位置づけや指導原理など）を理解し説明できる。（定期試験・授業内試験・レポ
ート）
２．児童生徒全体への生徒指導の進め方を理解し説明できる。（定期試験・授業内試験・レポート）
３．個別の課題を抱える個々の児童生徒への具体的な対応や連携を理解し説明できる。（定期試験・授業内試
験・レポート）
４．進路指導とキャリア教育について、理論や具体的な指導を理解し説明できる。（定期試験・授業内試験・
レポート）
５．授業中の発言や予習・復習の取組状況によって受講態度を評価する。（平常点）
【成績評価の方法】
定期試験（50％）、授業内試験・レポート（25％）、平常点（25％）。
履修における留意事項
【履修要件】
特になし。
【履修上の注意（科目独自のルール）】
ノートを必ず持参すること。
【課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法】
授業で解説する。
【テキスト・参考書等】
「生徒指導提要」（文部科学省著、教育図書（東京）、2010年）を、参考書として指定する。本科目に関わら
ず、定期試験やレポート、卒後の活動などで役立つため、可能な限り入手しておくことが望ましい。
また、ノートを必ず持参すること。
その他の資料等は必要に応じて適宜配布する。
連絡先とオフィスアワー
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【連絡先】
担当：村山憲男
E‑mail：n‑murayama [at] juntendo‑u.ac.jp
※[at]を@に変更。順天堂大学でのメールアドレスは授業内で伝達する。
【オフィスアワー】
日時：月曜日12:10から12:45
場所：授業内で伝達する。
他の学生の相談時間と重複しないようにするため、できるだけ前週までにE‑mailで予約すること。
備考
【学修時間】
この授業は、講義の授業形態による２単位の科目であり、授業30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必
要とする内容をもって構成する。
【その他】
この授業科目は、中高保健体育一種免状および養護教諭一種免許状取得に必要な科目のうち、「教職に関する
科目」における必修科目として位置づけられている。
また、授業のなかで、4年生や大学院生などによる質問紙調査を行う場合がある。参加することによって、質
問紙調査研究の実際を体験することができ、心理学を学ぶ上でメリットとなる。
しかし、参加・不参加は履修者本人の自由であり、参加・不参加および回答内容などによる成績への影響は一
切ない。
履修者本人およびその保護者が、調査研究への参加を希望しない場合、および、参加したものの研究での使用
を希望しない場合、講義内やメールなどでその旨を科目責任者まで連絡すること。
授業計画 【授業内容と準備学習等】
授業回数 担当
授業内容（授業方法を含む） 準備学習（予習・復習）の内容、必要時間（ﾚﾎﾟｰ
村山 憲男
【予習：0時間】
1
（授業内容）
オリエンテーションとして、授
業の目的と概要、成績評価、履 【復習：2時間】
修上の注意について説明する。 生徒指導の全体像について、学んだ知識を整理し
また、生徒指導の全体像につい ておく。
て解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山 憲男
【予習：2時間】
2
（授業内容）
生徒指導提要①として、生徒指 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
導の意義と原理について解説す 【復習：2時間】
生徒指導の意義と原理について、学んだ知識を整
る。
理しておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山 憲男
【予習：2時間】
3
（授業内容）
生徒指導提要②として、教職課 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
程における生徒指導について解 【復習：2時間】
教職課程における生徒指導について、学んだ知識
説する。
を整理しておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
村山
憲男
【予習：2時間】
4
（授業内容）
生徒指導提要③として、学校に 前の授業中に課した予習内容に取り組む。
おける生徒指導体制について解 【復習：2時間】
学校における生徒指導体制について、学んだ知識
説する。
を整理しておく。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
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（授業内容）
生徒指導提要④として、生徒指
導の進め方について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
生徒指導提要⑤として、現在の
様々な問題に対する生徒指導に
ついて解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
生徒指導提要⑥として、生徒指
導に関係する制度等について解
説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
授業内試験・レポートにより到
達度を確認するとともに、知識
をより定着させたものにする。
（授業方法）
第1〜7回目までの内容に関する
授業内試験・レポートを行い、
この授業内で解説する。
（授業内容）
生徒指導に役立つ心理学①とし
て、対人コミュニケーションの
特徴について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
生徒指導に役立つ心理学②とし
て、認知的不協和理論や均衡理
論、リーダーシップ論について
解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
生徒指導に役立つ心理学③とし
て、同調行動や偏見、傍観者効
果について解説する。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
進路指導とキャリア教育①とし
て、意義や理論について解説す
る。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
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【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
生徒指導の進め方について、学んだ知識を整理し
ておく。
【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
現在の様々な問題に対する生徒指導について、学
んだ知識を整理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
生徒指導に関係する制度等について、学んだ知識
を整理しておく。

【予習：4時間】
これまでの内容を体系的に整理するとともに、授
業内試験・レポートに向けて知識を確実にしてお
く。
【復習：3時間】
間違えた内容を中心に、理解・記憶を確実にする
。
【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
生徒指導に関係する対人コミュニケーションの特
徴について、学んだ知識を整理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
認知的不協和理論や均衡理論、リーダーシップ論
について、学んだ知識を整理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
同調行動や偏見、傍観者効果について、学んだ知
識を整理しておく。

【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
進路指導とキャリア教育の意義や理論について、
学んだ知識を整理しておく。
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（授業内容）
進路指導とキャリア教育②とし
て、実際の指導について解説す
る。
（授業方法）
授業中に示すスライドに沿って
講義を進める。
（授業内容）
授業内試験・レポートにより到
達度を確認するとともに、知識
をより定着させたものにする。
（授業方法）
第9〜13回目までの内容に関す
る授業内試験・レポートを行い
、この授業内で解説する。
定期試験
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【予習：2時間】
前の授業中に課した予習内容に取り組む。
【復習：2時間】
進路指導とキャリア教育の実際の指導について、
学んだ知識を整理しておく。

【予習：4時間】
これまでの内容を体系的に整理するとともに、授
業内試験・レポートに向けて知識を確実にしてお
く。
【復習：3時間】
間違えた内容を中心に、理解・記憶を確実にする
。

