




































































































































令和 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎分野

加藤　めぐみ

後期

15コマ

成績評価の方法 試験　70%　　授業態度と提出物　10%　　出席率　20%

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

試験は、授業プリントから出題します。毎回配布するプリントは無くさないよう、№順に各自
で準備したファイルに綴っていきましょう。
回毎の復習問題を解いて、理解度を確認し、合格点をクリア出来なければ再度プリントの
見直しを行うこと。

準備学習 授業予告の内容をみて、事前に調べておく。

教科書・教材等

日本体育協会
公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト
スポーツと栄養

授業の形式
教育機器の活用

講義

授業のキーワード アスリートのリスクリダクションのための食事とパフォーマンス向上のための食事

授業の概要
及び到達目標

栄養バランスの良い食事とはどのようなものか、またアスリートの健康を守り、安全にス
ポーツを継続していくための食事の重要性について下記の講義計画に沿って到達目標に
向けて進めていく。
○対象者の改善すべき問題点をアセスメントを行うことで見つけ出し、食事改善計画をた
てられるようになることを目指す。

講義計画・内容

１，オリエンテーション（授業の進め方、成績評価について）
　　アスリートのための栄養サポート（導入）
２，アスリートの食品構成（エネルギー別食品構成、食事バランスガイド）
３，エネルギー代謝（基礎代謝とは、推定エネルギー必要量の求め方など）
４，持久力競技と糖質摂取（糖質摂取の目安、糖質の種類と摂取タイミング）
５，筋肉づくりのための食事（たんぱく質の量と質、摂取タイミングなど）
６，骨づくり（骨形成と骨吸収、骨づくりに必要な栄養素と運動）
７，スポーツ貧血（貧血の原因、造血に必要な栄養素など）
８，女性アスリートの主な三つの特徴（骨障害、無月経、摂食障害について）
９，サプリメント（サプリメントの長所と短所、保健機能食品について）
10，アスリートの水分補給（水の働き、水分補給の量・質・タイミングなど）
11、試合前・中・後の食事
12、アスリートのスポーツ栄養マネジメント（アセスメントの重要性など）
13、授業プリントのチェックと後期試験対策
14、後期のまとめ(後期試験）
15、試験解説

対 象 学 生 1学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 選択 授業回数

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専）

授業科目名 スポーツ栄養学 担   当   教   官   名



専門基礎

内藤誠二

通年

30コマ

16．各論　股関節の解剖学
17．各論　股関節の解剖学②
18．各論　膝関節の解剖学
19．各論　膝関節の解剖学②
20．各論　足関節の解剖学
21．各論　足関節の解剖学②
22．総論　下肢の解剖学まとめ
23．各論　肩関節の運動学
24．各論　肘関節の運動学
25．各論　手関節の運動学
26．各論　股関節の運動学
27．各論　膝関節の運動学
28．各論　足関節の運動学
29．定期試験
30．総論　まとめ

成績評価の方法 定期試験（前期・後期各1回）70％　平常点（出席率、授業態度等）30％　　

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

機能解剖学の基礎知識はヒトの身体を理解するうえで基本であり、最も重要な科目の1つです。専
門的な用語や難解な表現が多くありますが、自身の身体でイメージができるような講義を考えてい
ます。予習よりも復習を心がけ理解を深めていきましょう。

準備学習
定期的に小テストを実施する。成績には含まれないが小テストで実施した内容は特に重要であるた
め、理解することが必要である。授業で習う用語だけでなく、宿題として出された内容については理
解を深めるようにする。

教科書・教材等 身体運動の機能解剖【改訂版】　　　アスレティックトレーナー教本運動器の機能と解剖　　その他配布資料

授業の形式
教育機器の活用

講義　

授業のキーワード 骨・関節を中心とした運動器の構造と機能　運動学

授業の概要
及び到達目標

機能的解剖学は身体の動きを骨・関節・筋肉を中心に科学的に分析する学問である。この授業の
到達目標を以下に挙げる。

（１）身体の骨・関節・筋肉の名称を知り、それぞれの関係性を説明することができる
（２）スポーツで起こる怪我やトラブルと身体機能の関係性について説明することができる

講義計画・内容

１．総論　身体の表し方
２．総論　運動の面と軸
３．総論　関節運動
４．総論　関節運動②
５．各論　脊柱の解剖学
６．各論　脊柱の解剖学②
７．各論　肩関節の解剖学
８．各論　肩関節の解剖学②
９．各論　肘関節の解剖学
10．各論　肘関節の解剖学②
11．各論　手関節の解剖学
12．各論　手関節の解剖学②
13．総論　上肢の解剖学まとめ
14．定期試験
15．総論　上肢の解剖学まとめ②

対 象 学 生 1年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 選択必修 授業回数

2022年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専）

授業科目名 機能的解剖学Ⅰ・Ⅱ 担   当   教   官   名



  令和 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

山本満佐子

後期

15コマ

成績評価の方法 試験（実技・発表・提出物）：70％　　出席評価点：20％　　平常評価点10％

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

授業への積極的な参加状況。演習の際に気付いた留意点や忘れがちなルールなどの記録
をとっておく。

準備学習 プログラム計画案の作成と発表に必要な用具の準備

教科書・教材等 楽しさをとおした心の元気づくり　　　　配布資料

授業の形式
教育機器の活用

教室及びスタジオ　　　　 レク財に必要な用具

授業のキーワード コミュニケーション、レクリエーションスキル

授業の概要
及び到達目標

現場実習や体験学習を経験する中でレクリエーション財を知り、更に前期で学んだ事をもと
にレクリエーション財を自分達で考えたり、工夫しながら、自立支援につながるレクリエーショ
ンの方法を学び、レクリエーションプログラムを自ら作成できる能力を身につけ、レクリエー
ション支援者として必要な援助技術を習得することを目指す．

講義計画・内容

１．オリエンテーション
２．対象者の心の元気の課題およびその心の元気と地域のきずな
３．自主的、主体的に楽しむ力を育むレクリエーション活動の展開方法１
４．自主的、主体的に楽しむ力を育むレクリエーション活動の展開方法２
５．プログラムの立案1
６．プログラムの立案2
７．プログラムの立案3
８．モデル・プログラムの習得１
９．モデル・プログラムの習得2
10. モデル・プログラムの習得3
11. モデル・プログラムの習得4
12. 個々の活動の習得
13. 個々の活動の習得
14. 定期試験
15. まとめ

対 象 学 生 1年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 選択必修 授業回数

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専）

授業科目名 レクリエーション理論演習Ⅱ 担   当   教   官   名



２０２2年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎

中村智恵子

後期

１５回

成績評価の方法 定期試験、平常点（出席率・課題提出など）

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

普段から新聞やインターネットの記事などから社会の出来事に関心をもつ。
マナーやコミュニケーションで学んだことは日常生活でも発揮してほしい。

準備学習 学んだことは実践してください。

教科書・教材等 参考ビジネス能力検定テキスト

授業の形式
教育機器の活用

講義

授業のキーワード ビジネスマナー、ホスピタリティマインド、コミュニケーション、報・連・相、聴き方と話し方、敬語

授業の概要
及び到達目標

ビジネスマナ―の基本的な知識を身に付けることは、より良いコミュニケーションが取れる
ことに繋がります。

講義計画・内容

1.ビジネスマナーを学ぶ必要性、コミュニケーションの基本
2.円滑なコミュニケーション、プラスのストローク
3.コミュニケーションの種類、第一印象の影響、話し方の基本、敬語の使い方
4.聞き方の基本、電話応対用語
5.挨拶の意味、場面に応じた挨拶とお辞儀、挨拶用語
6.指示の受け方と報告の仕方、仕事の進め方とPDCA, 簡潔な伝え方
7.職場での基本行動と働く意識について
8.来客応対の心構え
9.一般常識（上座、紹介の仕方など）
10.ビジネス文書の基本①
11.ビジネス文書②
12.手紙の書き方、自己PR文作成
13.冠婚葬祭の知識とマナー
14.後期試験
15.試験解説

対 象 学 生 1年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専）

授業科目名 ビジネスマナー 担   当   教   官   名



専門分野

溝口 英二

後期

１５コマ

成績評価の方法 実技試験（実技８０%口頭試問２０%）

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

上記の基本的スキルは、スポーツ現場だけでなく、様々な分野で活動していく上で必要になるもの
です。方法論だけを学ぶのではなく、なぜそうなるのか？何を根拠にそのアプローチをするのか？
といった疑問を持ち、根拠のあるアプローチができるようになりましょう。

準備学習 動ける服装、解剖学・生理学の基礎を別講義で理解して取り組むこと

教科書・教材等 アスレティックトレーナー専門科目テキスト「予防コンディショニング」

授業の形式
教育機器の活用

講義と実技

授業のキーワード パートナーストレッチング　スポーツマッサージ　　指導　　

授業の概要
及び到達目標

コンディショニングとはアスレティックトレーナーが行うアプローチ法である。その中から基本的方法
である「パートナーストレッチング」「スポーツマッサージ」について学ぶ。
目標は下記。
パートナーストレッチング→「安全に効果的なパートナーストレッチの実施」
スポーツマッサージ→「目的・部位別にスポーツマッサージを実施」
ただ単に実技のみを実施するのではなく、正しい解剖学・生理学的な観点からも人の体を理解し、
より効果的なアプローチができるようになることが最終目標である。

講義計画・内容

１、パートナーストレッチング（以下、PS）
       実施上の注意的
２、スポーツマッサージ（以下、SM）
　　　実施上の注意点
３、下肢（後面）のPS・SM方法
４、下肢（前面）のPS・SM方法
５、上肢（前腕・上腕部）のPS・SM方法
６、上肢（肩・肩甲骨周囲）のPS・SM方法
７、体幹部（胸部・腹部）のPS・SM方法
８、体幹部（背部・腰部）のPS・SM方法
９、下肢の障害別PS・SM方法
１０、上肢のPS・SM方法
１１、体幹部の障害別PS・SM方法
１２、頸部のPS・SM方法
１３、頸部の障害別PS・SM方法
１４、試験
１５、試験解説

対 象 学 生 1年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 選択必修 授業回数

2022年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専）

授業科目名 コンディショニング理論演習Ⅱ 担   当   教   官   名



2022年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

担当教官から
（履修に当たっての

留意点）

最終的な目標はトレーニングが指導できることです。トレーニングが出来る事は指導をする際にとても重要です。
またトレーンング指導の際には人の動作を評価・理解しようとする事が不可欠です。自身のトレーニングで完結せずに周囲の人の動き
を見て考える習慣をつけましょう。

教科書・教材等 プリントを配布します。

授業の形式
教育機器の活用

　演習

成績評価の方法 　定期試験７０％　出席点２０点　平常点１０点

１時間のトレーニングセッションについての解説

1対複数人に対してのトレーニング指導演習

定期テスト

まとめ

準備学習 前期S&C1の復習および機能解剖についてトレーニング種目との関連を考慮して学習する。

ファンクショナルな動作およびコレクティブエクササイズについて

ファンクショナルな動作およびコレクティブエクササイズについて

移動を伴う重量負荷種目についての解説及び実技

体幹トレーニングについて解説及び実技

体幹トレーニングについて解説及び実技

１時間のトレーニングセッションを体感

授業のキーワード
レジスタンストレーニング　ストレングストレーニング　コレクティブエクササイズ

授業の概要
及び到達目標

レジスタンストレーニングにおける基礎的知識を学び、指導者として正しいレジスタンストレーニングのテクニック
を演習を通して身に付け学びます。
また指導者としての視点から、トレーニングを通じて人の身体・動作を理解する力を身につける。

パーソナルトレーナーとしての10年以上の経験から、トレーニング指導に至る前の身体の評価の重要性およ
び、人・ヒト・身体への考察を深くする事の重要性を伝える。

講義計画・内容

ガイダンス

ベンチプレス及び発展種目についての解説及び実技

スクワット及び発展種目についての解説及び実技

ベントオーバーロウ及び発展種目についての解説及び実技

デッドリフト及び発展種目についての解説及び実技

対 象 学 生 1年生 履 修 学 期 後期

必修・選択の別 選択必修 授業回数 15回

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専） 専門基礎

授業科目名 ストレングス＆コンディショニングⅡ 担   当   教   官   名 渡辺　清二



専門

梅原　哲朗

後期

15コマ

成績評価の方法 定期試験（前期1回）80％　平常点（出席率、小テストの点等）20％　

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

課題に対しての作業を個人もしくは集団で取り組む為、積極的にメンバーとコミュニケーションしてく
ださい。

準備学習 スポーツ・フィットネス業界に興味を持つ

教科書・教材等

授業の形式
教育機器の活用

講義　グループディスカッション　グループワーク

授業のキーワード マーケティング

授業の概要
及び到達目標

社会で通用するようなビジネススキルを身に付ける。
マーケティング論を基本に組織をマネージメントしていく為に必要な知識をより実践的、スポーツ・
フィットネスに置き換えて学習する。

講義計画・内容

１．オリエンテーション　目標設定
２．ビジネスとしてのスポーツ・フィットネス業界の歴史
３．トレンド
４．マーケティング①
５．マーケティング②
６．コンセプト
７．組織運営論
８．市場分析・競合分析①
９．市場分析・競合分析②
10．経済性の評価
11．財務諸表について
12．人事配置について
13．まとめ・テスト対策
14．テスト
15．試験解説

対 象 学 生 1年生 履 修 学 期 

必修・選択の別
アシスタントマネージャー

必修
授業回数

2022年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専）

授業科目名 スポーツマネージメント論 担   当   教   官   名



専門

中川　一希

後期

15コマ

成績評価の方法 定期試験７０％　出席点２０％　平常点（小テストなど）１０％

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

小テストや提出物はもちろん授業態度等も評価基準となる為、積極的に参加すること。

準備学習
各回講義前に下記に示したテキストの該当箇所を熟読しておくこと。また、非営利のスポーツクラブ
（NPO法人等のスポーツクラブ)、営利のスポーツクラブ（民間企業のスポーツクラブ）に関わらず、
どのようなプログラム展開がなされているかをHP等を通じて情報収集することを心がける。

教科書・教材等 公認アシスタントマネジャー養成テキスト

授業の形式
教育機器の活用

講義

授業のキーワード アシスタントマネージャー　総合型地域スポーツクラブ

授業の概要
及び到達目標

公認アシスタントマネジャーを養成することをベースに、地域スポーツクラブを対象とした基礎知識
を身につける。また、クラブ形態に関わらず共通する運営現場において必要な知識も学び、クラブ
経営論Ⅱでのクラブ事業立案の学習に繋げる。

講義計画・内容

①オリエンテーション
②事業の背景と理念
③地域スポーツクラブを取り巻く環境の変化
④スポーツ基本法とスポーツ基本計画
⑤総合型地域スポーツクラブが取り巻く環境
⑥総合型地域スポーツクラブ・マネジメントの仕組み
⑦クラブマネジャー、アシスタントマネジャーとは
⑧クラブマネジャー、アシスタントマネジャー位置づけ
⑨クラブマネジャー、アシスタントマネジャーに求められる能力・ロジカルシンキング
⑩コミュニケーション・マーケティング
⑪経営戦略・人、組織のマネジメント
⑫施設の管理と運営・ホスピタリティ
⑬スポーツクラブの安全管理(リスクマネジメント)・財務
⑭試験前復習
⑮定期試験

対 象 学 生 1年生 履 修 学 期 

必修・選択の別
アシスタントマネージャー

必修
授業回数

2022年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専）

授業科目名 クラブ経営論Ⅰ 担   当   教   官   名



専門基礎分野

若菜　結

後期

15回

成績評価の方法

実技テスト（70％）
平常点（10％）
出席点（20％）

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

音楽を用いた運動は有酸素プログラムや健康維持、向上のためのクラスは子供から大人、高齢者、アスリートまで幅広く活
用でき、実施ニーズが高まっています。
「安全に、効果的に、そして楽しく」という指導者としての大原則を元に、体を動かす際の注意点や安全な運動を提供する上
で必要となる解剖学・生理学・心理学等を学び、有酸素運動の必要性をさらに体感して欲しいと考えています。
体を動かす授業になるので服装や履物、水分補給は忘れないように。また体調など不安がある場合は申し出てください。

準備学習

教科書・教材等

【参考書籍】①健康運動実践指導者養成用テキスト《（公財）健康・体力づくり事業財団 出版》

 ②グループフィットネスエクササイズインストラクター　ADBI・ADIの為のエアロビックダンスエクササイズ指

導理論

《公社》日本フィットネス協会　出版》
授業の形式

教育機器の活用
【形式】演習

【機器の活用】スタジオ、音響機器、エクササイズ用CD

授業のキーワード エアロビクス、有酸素運動、健康体操、健康・体力づくり、リズム運動

授業の概要
及び到達目標

〔講義概要〕
有酸素運動であるエアロビックダンスの基礎知識を元に、①エクササイズプログラム作成の仕組みや注意点を学
ぶ。また、プログラムを実際に作成し、実演能力を習得する。②指導者としての立ち居振舞いやコミュニケーション
取りについて学ぶ。

講義計画・内容

①（演習）ガイダンス（到達目標と授業内容の確認）と前期内容（基礎）の復習

②（演習）プログラム作成の仕組み（フリースタイル）、ショートレッスン

③（演習）プログラム作成、実技発表（グループ）

④（演習）プログラム作成の仕組み（コンビネーション）、ショートレッスン

⑤（演習）プログラム作成、実技発表（グループ）

⑥（演習）プログラム”展開”とは、ショートレッスン

⑦（演習）プログラム”展開”についてグループワーク及び、発表（講師からの課題プログラムを元に）

⑧有酸素運動が与える身体への効果について、有酸素運動の有意義性について

⑨（演習）ウォーミングアップメニューの考案

⑩（演習）クールダウンメニューの考案

⑪後期 実技テストプログラムの作成・練習

⑫実技　テスト練習

⑬実技　実演指導（テスト）

⑭実技　実演指導（テスト）

対 象 学 生 スポーツ科学科1年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 選択必修 授業回数

2022年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専）

授業科目名 エアロビックダンスⅡ 担   当   教   官   名



専門分野

山村　聡

後期

１５コマ

成績評価の方法

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

NSCA-CPTの資格は、現場に出るに当たって自分自身の知識や技術の最低限の証明にもなる
資格です。基礎的な知識が中心となるので、パーソナルトレーナーだけでなく、アスレティックト
レーナー、ストレングスコーチ、治療家といった進路を考えている方にも活かせる内容です。
努力した分だけ力になりますので、認定試験合格を目標に、授業に取り組んでください。

準備学習
運動生理学（エネルギー機構等）、解剖学（可動域、主要な筋の起始・停止）の内容は復習して
おく。エクササイズについての知識も必要なため、ウエイトトレーニングを中心に実践しておく。

教科書・教材等 NSCAパーソナルトレーナーのための基礎知識（第２版）

授業の形式
教育機器の活用

講義　試験対策問題

授業のキーワード NSCA　CPT　パーソナルトレーナー

授業の概要
及び到達目標

ストレングス＆コンディショニング、フィットネス、トレーナーの業界で世界的な機関であるNSCA
（全米ストレングス＆コンディショニング協会）認定のパーソナルトレーナー資格取得を目指し、
基礎知識と応用力を身につけ、試験対策を講じる。

①パーソナルトレーナーに必要な知識、理論を理解し、説明できる。
②プログラム作成や個別対応など、現場で必要な対応ができる。
③過去問題を含めた問題を解き、試験でも的確に解答できる。

実務経験：２００６年からトレーナーとして活動し、チームだけでなくパーソナルでのトレーニング
指導も行っている。２０１３年にNSCA-CPTを取得。NSCAのセミナー運営にも関わっている。

講義計画・内容

１．筋系、神経系、骨格筋系、心肺系、エネルギー機構
２．バイオメカニクス、レジスタンストレーニング、有酸素性持久力
３．栄養学、運動心理学
４．面談と健康評価、体力評価、体力テスト法
５．エクササイズテクニック（柔軟性、自重、スタビリティボール）
６．レジスタンストレーニング、心臓血管系トレーニング
７．プログラムデザイン（レジスタンストレーニング、）
８．プログラムデザイン（有酸素性持久力）
９．プログラムデザイン（プライオメトリクス）
１０．プログラムデザイン（スピードトレーニング）
１１．青年期、高齢者、妊婦、内科的疾患を有するクライアント
１２．整形外科的疾患、脳神経系疾患を有するクライアント
１３．アスリートを対象にしたレジスタンストレーニング
１４．安全性と法的問題
１５．対策問題、苦手分野の振り返り

対 象 学 生 1年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 選択 授業回数

2022年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専）

授業科目名 CPT対策 担   当   教   官   名



専門基礎

新子　広美

通年

３０コマ

１．Excel計算②基礎関数
２．Excel計算③相対・絶対指定
３．Excelグラフ①種類と作成
４．Excelグラフ②編集
５．Excelデータベース①ソート
６．Excelデータベース②条件抽出
７．PP基本操作とスライド作成
８．PP効果設定
９．PPソフト間データの利用
10．PPプレゼン作成①
11．PPプレゼン作成②
12．PPプレゼン発表
13．総復習
14．テスト
15．試験解説・後期総まとめ

成績評価の方法 定期試験（前期・後期各１回）６０％　　平常点（授業態度・課題・プレゼンテーション）４０％

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

授業ではほぼ毎回演習問題を提示します．具体的な課題に取り組みながら知識と実践的なスキル
を身に付けましょう．

・個人でデータ保存が必要な場合はUSB持参のこと
・質問は演習時間中に受け付ける

準備学習 授業前に前週学んだテキストの内容に目を通しておくこと

教科書・教材等 Word2016&Excel2016&PowerPoint2016

授業の形式
教育機器の活用

講義・実習（PC使用）

授業のキーワード ITリテラシー，文書処理，データ分析と可視化，プレゼンテーション　

授業の概要
及び到達目標

AIの台頭により大きな転換期を迎える今，分析力・創造力を備えた人材が必要とされている．講義
では「何がしたいのか」⇒「そのためにはどの機能が必要か」の発想で授業を進める．また，操作性
の向上を目的としたキータッチ測定を毎回実施する．アプリケーションごとの到達目標は以下のと
おりである．

●Word・・・①表や図形を適切に配置した効果的かつ常識的な文書作成ができる②レポート・論文
作成のツールを知り引用などを正しく活用できる.．
●Excel・・・①関数を含む計算式を設定した作表ができる　②グラフを用いた数値の可視化ができ
る　③レポートや論文のエビデンスとなるデータ分析を正確に行い，分析結果から考察を導き出す
ことができる .
●PowerPoint・・・①Excelの分析結果などのデータを用いて構成力・表現力のあるスライド作成が
できる　②訴求力のあるプレゼンテーションができる

実務経験：２０年以上大学や企業などでICT教育に携わる．修士（都市情報学）．

講義計画・内容

１．授業概要・ITガイダンス
２．Word基本操作と入力変換
３．Word入力と編集
４．Word文章の体裁①文字書式
５．Word文章の体裁②段落書式
６．Word印刷設定と課題
７．Wordグラフィック①描画
８．Wordグラフィック②表作成と編集
９．Word総復習問題
10．Word長文作成・引用方法
11．Excel基本操作とデータ入力
12．Excel表作成と書式
13．Excel計算①四則演算
14．テスト
15．試験解説・前期総まとめ

対 象 学 生 1年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 （前期）必修、（後期）選択必修 授業回数

2022年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専）

授業科目名 情報技術Ⅰ・Ⅱ 担   当   教   官   名



2022年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

鳴海朱希

後期

15回

成績評価の方法 定期試験　後期　60％

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

精油を使った専門分野を理解する。
精油成分を理解し、様々な効果のあるブレントオイルを作成してトリートメント（施術）が
出来るように伝えたい。
実践で使えるように伝えたい。

準備学習 精油の性質を理解する。

教科書・教材等 プリント30頁

授業の形式
教育機器の活用

講義、実習

授業のキーワード 精油の基本知識。体に対するメカニズム。施術、ケア、癒しのプログラム

授業の概要
及び到達目標

リラクゼーション法では、11種類の精油の基礎知識と使用方法の理解。
精油のブレンド（掛け合わせ）による作用を理解し、身体へのトリートメント（施術）を施す。
①アロマテラピーの広がり、世界から見たアロマテラピーを理解する。
②精油の作用を理解し、ブレンド力を高める。
③身体、脳への働きのメカニズムを理解する。
④全身へのトリートメント（施術）を施すことができる。
«実務経験»2006年～2011年リラクゼーションサロン勤務、
2013年～2014年ｱﾛﾏｽｸｰﾙ講師、営業、
2011年～アロマサロン自営

講義計画・内容

①アロマテラピーとは。近年のアロマテラピーの広がり（分野、専門科、仕事）
アロマテラピーの歴史、ストレスとは。
②アロマテラピーの定義、精油の定義、正しい精油の選び方。精油の特徴的な性質。
植物から見た精油。精油の役割。精油学各論（イランイラン）
ルームスプレー（クラフト作成）
③アロマテラピーの利用法。精油の安全に扱うため。精油を注意すべき対象者。
精油の保管について。（グレープフルーツ、ジュニパーベリー）
④アロマテラピーの作用。精油が心身に伝わる仕組み。（スイートオレンジ、ゼラニウム）
⑤精油の希釈濃度。キャリアオイルにつて（ティートリー、ペパーミント、ユーカリ、レモン、
ローズマリー）実技（ハンドトリートメント）
⑥実技（基本手技）
⑦実技（下肢後面）
⑧実技（下肢前面）
⑨実技（背面）
⑩実技（背面）
⑪実技（上腕、前腕、手、指）
⑫（顔、頭）
⑬実技（全身）、テスト対策
⑭後期試験
⑮試験解説

対 象 学 生 1年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 選択 授業回数

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専）

授業科目名 リラクゼーション法 担   当   教   官   名



令和 4 年度　授業計画（シラバス）　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

藤原　寛

後期

15

成績評価の方法 定期試験（後期1回）80％　平常点（出席率、小テスト等）20％　　

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

　高齢者介護や病後の運動指導の現場では、それぞれの疾患や病態に関する知識を
学修することは重要です。本講義は介護や運動指導に必要な知識だけでなく、実際に、
運動生理学的根拠に基づいた海外の情報を含めた最新の運動療法に関する内容を講義
したいと考えています。将来、それぞれの現場で有用な知識と指導法を積極的に学んで
下さい。

準備学習
毎回、配布されたプリントをファイルして復習してください。
講義内容をインターネットなどで検索して事前学習しておくことが有効です。

教科書・教材等 主な基礎疾患ごとの運動療法に関するプリントを毎回配布します。

授業の形式
教育機器の活用

講義・スライド・医療機器による測定

授業のキーワード 運動療法・基礎疾患・疾病予防・リハビリテーション

授業の概要
及び到達目標

現代社会における真の休養とは、身体を休めることではなく、逆に積極的に身体を動か
し、体力水準を高めなければならないことを示唆するものと考えられる。よってQOL向上
のための健康づくりは、運動・栄養・休養から運動・栄養・積極的かつ健康的な生活習慣
への意識改革が必要である。病後の体力回復や再発の防止、関連疾患の併発とともに、
リハビリテーションを実施するための留意点などを学修することが必要となる。　　　本講
義では、臨床現場で取り組んできた生活習慣や肥満を源流とした疾患患者のリハビリ
テーション指導を通して得られた知見や経験をベースとして、運動療法についての基礎知
識から、手技まで幅広く実践できる能力を学修することを目的とする。

講義計画・内容

1.身体活動の疾患要望効果とその背景
2.生理学的観点からみたQOL向上のための運動療法
3.運動プログラムとその標準的な運動療法の実践
4.代謝機能の観点からみた生活習慣病の運動療法
5.運動療法の実際Ⅰ（虚血性心疾患と心臓リハビリテーション）
6.運動療法の実際Ⅱ（高血圧症）
7.運動療法の実際Ⅲ（呼吸器系疾患）
8.運動療法の実際Ⅳ（肥満症・糖尿病）
9.運動療法の実際Ⅴ（糖尿病・脂質異常症）
10.運動療法の実際Ⅵ（神経系疾患・精神障害）
11.運動療法の実際Ⅶ（整形外科的疾患）
12.慢性疾患に対する運動療法の実際
13.高齢者が自立するための運動療法
14.まとめ・定期試験
15.試験解説と運動療法の現状と今後の展望

対 象 学 生 第1学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 選択必修 授業回数

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専）

授業科目名 運動療法理論演習 担   当   教   官   名



専門課程

松宮 智志

後期

15コマ

成績評価の方法 定期試験70％　平常点（出席率、小テストの点等）30％　　

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

　障がいのある人や障がい者スポーツについて理解していくためにはできる限り理解しやすい
具体例等を踏まえて、授業を進めていきたいと考えております。
　また、新型コロナウイルス感染症という問題もあり、クリアすべきことはありますが、実際に障
がいのある人がスポーツ等を行っておられる現場に行くこと等と通じて、障がいのある人への
理解を深めてもらえるプログラムとしたい。

準備学習 理解状況を確認するために、定期的に小テストを実施する。

教科書・教材等
障がい者スポーツ指導教本（初級・中級）
2020年改訂カリキュラム対応及び配布資料

授業の形式
教育機器の活用

講義、A0サイズの用紙及びポスターカラー

授業のキーワード 障がい　重度　心理

授業の概要
及び到達目標

　障がい者スポーツ理論では障がいのある人にとって、スポーツ（からだを動かくこと）を実施す
ることの重要性についてを中心に学ぶことができる。特に、受講生が実際に障がいのある人に
対して指導する際には、より障がいについての理解が必要となるため、各障がいについての理
解をより深めることができるように授業を進める。

講義計画・内容

第1回目：第13章　身体の仕組みと体力づくり（講義）
第2回目：第11章　リスクマネージメント（講義）
第3回目：第12章　救急処置法（講義）
第４回目：第15章　障がい各論（講義）
第5回目：第15章　障がい各論（講義）
第6回目：第15章　障がい各論（講義）
第7回目：第15章　障がい各論（講義）
第8回目：第15章　障がい各論（講義）
第9回目：障がい者スポーツの考案（体験）
第10回目：障がい者スポーツの考案（体験）
第11回目：第18章　障がい者スポーツ指導時における留意点（講義）
第12回目：第19章　発育・発達に応じた指導法（講義）
第13回目：第20章　スポーツ心理学（講義）
第14回目：後期試験
第15回目：後期試験の解説、まとめ

対 象 学 生 2学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 選択 授業回数

2022年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専）

授業科目名 障がい者スポーツ演習 担   当   教   官   名



令和 4 年度　授業計画（シラバス）年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

加藤　めぐみ

後期

15コマ

成績評価の方法 試験　70%　　授業態度と提出物　10%　　出席率　20%

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

試験は、授業プリントから出題します。毎回配布するプリントは無くさないよう、№順に各自
で準備したファイルに綴っていきましょう。
回毎の復習問題を解いて、理解度を確認し、合格点をクリア出来なければ再度プリントの
見直しを行うこと。

準備学習 授業予告の内容をみて、事前に調べておく。

教科書・教材等 講義テーマに沿った授業プリントを毎回配布。

授業の形式
教育機器の活用

講義テーマに沿った授業プリントを毎回配布。

授業のキーワード ライフステージと食事　　疾病の予防や改善のための食事

授業の概要
及び到達目標

人は生まれてから命を終えるまでの過程（ライフステージ）で、体は大きく変化し必要とな
る栄養素や食品の形状なども工夫していく必要がある。また、成人期では、生活習慣病が
増加し、予防や改善には食習慣を見直すことが重要になってくる。
この科目では、ライフステージごとに気を付けたい食事や疾病の予防や改善に適した食
事とはどのようなものかを理解し、クライアントに提案できるようになることを目指す。

講義計画・内容

１，オリエンテーション（授業の進め方、成績評価について）
　　基礎栄養学の復習
２，ライフステージと食事（妊娠期～高齢期）
　　妊娠期の体の変化と食事
３，高齢期の体のの変化と食事
４，食物アレルギーについて（アレルゲン表示、加工食の注意点など）
５，食品表示（栄養成分表示の見方、強調表示など）
６，健康食品（消費者庁が管理する保健機能食品について）
７，高血圧症と食事（原因、減塩の工夫など）
８，肥満と食事（肥満の原因、低エネルギーでも美味しくなる工夫）
９，貧血と食事（貧血に注意しなければならない人生のポイント）
10，便秘と下痢（大腸の働き、便秘の種類と原因など）
11、糖尿病と食事（食事と血糖値、原因、食事療法、低エネルギー甘味料）
12，骨粗鬆症と食事（骨づくりに必要な栄養素と運動）
13，胃・腸の病気と食事/授業プリントのチェックと後期試験対策
14、後期のまとめ(後期試験）
15、試験解説

対 象 学 生 2学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 選択 授業回数

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専）

授業科目名 栄養指導論 担   当   教   官   名



2022年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

担当教官から
（履修に当たっての

留意点）

授業で伝える内容のみが身体の評価方法ではありません。
歩行や立位姿勢、座り方、食事の仕方、寝る時の身体の向きなど、ありとあるゆる行動が身体を評価する材料になり、またその事を考
える事が身体に対しての理解を深めるためにとても重要です。身の回りの全てのことが学ぶ対象だを考えると多くの発見ができると思
います。

教科書・教材等
ファンクショナルトレーニング　文光堂
授業時にプリントを配布するので教科書を購入する必要はありません。

授業の形式
教育機器の活用

　演習

成績評価の方法 　定期試験７０％　出席点２０点　平常点１０点

トレーニング指導についての理論

調整週

定期テスト

まとめ

準備学習 前期プログラムデザインから継続した授業になります。プログラムデザインの内容を復習しておくこと。

問題点への介入について

カウンセリング（Ｓの聞き取り）の練習

パーソナルセッション　（カウンセリング～ＴＲまで）

パーソナルセッション　（カウンセリング～ＴＲまで）

パーソナルセッション　（カウンセリング～ＴＲまで）

パーソナルセッションの振り返り

授業のキーワード 身体の評価　ファンクショナルトレーニング　SOAP パーソナルトレーニング

授業の概要
及び到達目標

前期の目標であった「クライアントに対して、適切なトレーニングプログラムを作成するために必須である現状把
握を適切に行える事」を活かしてパーソナルトレーニングセッションを行うことが目標。
ロールプレイを中心に積極的に授業に取り組み、様々なクライアントの希望・悩みに対応していけるパーソナル
トレーナーを目指す。

パーソナルトレーナーとしての10年以上の経験から、トレーニング指導に至る前の身体の評価の重要性およ
び、人・ヒト・身体への考察を深くする事の重要性を伝える。

講義計画・内容

ファンクショナルテストから２ndチェックについて

ファンクショナルテストから２ndチェックについて

グループワーク　ＳＯＡＰの流れでメニュー作成

グループワーク　ＳＯＡＰの流れでメニュー作成

パーソナルトレーニング指導

対 象 学 生 2年生 履 修 学 期 後期

必修・選択の別 専攻必修 授業回数 15回

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専） 専門分野

授業科目名 パーソナル指導法 担   当   教   官   名 渡辺　清二



令和 4 年度　授業計画（シラバス）　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

特別学習

藤原　寛

前・後期

30

16.関連研究の文献的検討

17.調査研究内容の再検討

18.再調査またはデータの検討

19.再調査またはデータの解析

20.最終データ収集のための予備日

21.中間発表用スライド・資料作成の検討

22.中間発表用スライド・資料の作成

23.中間発表の予行と再検討

24.中間発表の評価

25.本発表の内容と方法の検討

26.本発表のための予備日

27.本発表のための予備日

28.発表原稿・スライドの作成

29.論文・報告書の作成

成績評価の方法 調査レポート提出（前期・後期）80％　平常点（出席率、研究意欲等）20％　　

担当教官から

（履修に当たっての留意点）

「研究」は敷居が高く簡単には取り組めない印象があるかもしれません。しかし、実践

研究には解決すべき多様な課題が身近にもあり、大小様々な研究が散在し、ある意味気

軽にそれらを発表されてもよいのではないかと考えます。

研究課題は，他領域のアイデアが参考になる場合もあるが、最もよく解決できるのは、

その課題に関わる人たちの日常的な課題が解決できるよう頑張りましょう。

準備学習 各自が研究課題を検索し、その課題に関する過去の研究や文献を収集する。

教科書・教材等 研究課題に即した文献や教材を使用します。

授業の形式
教育機器の活用

講義・PC活用、文献的研究、実地調査研究

授業のキーワード 調査研究、研究計画、研究発表、論文作成、倫理的配慮

授業の概要

及び到達目標

研究課題は，城の石垣を積むようなもので，一つ一つの研究が積み上げられることが大

きな解決につながります。そのためにも，自分の研究が，築かれてきた石垣にどのよう

に積み上げられるのか示したいものです。それにより，過去の研究がどのように活かさ

れ，後に続く人に何が期待されるのかが分かります。よい研究成果を得るために努力す

ることは必要ですが，研究では，得られた事実に基づき，力むことなく発表すればよい

のではと考えます。得られたことについて最もよく知っているのはその研究の当事者で

あり，その点は自信を持って発表できる能力を学修することを目的とします。

講義計画・内容

1.　研究は何故必要か

2.　研究課題の設定と明確化

3.　関連する資料の収集法

4.　収集した資料の分析法

5.　研究計画の作成

6.　研究テーマの決定

7.　質問紙の作成と予備調査Ⅰ

8.　予備調査結果と質問紙の再検討

9.　本調査

10.本調査

11.調査結果の保存

12.収集データの統計処理法

13.資料作成とその方法

14.作成資料の検討

対 象 学 生 第2学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 特別教育分野 授業回数

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専）

授業科目名 卒業制作 担   当   教   官   名



令和 4 年度　授業計画（シラバス）　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

藤原　寛

後期

15

成績評価の方法 定期試験50％　課題発表30％　平常点（出席率、提出資料等）20％　　

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

健康づくりを目指した生活習慣の改善には、運動指導に関する知識とともに実践力が必要で
す。本講義では、将来的に関わる高齢者施設の入所者の個々人の体力に応じた運動処方や指
導計画書が作成できる能力を学修し、それぞれの場面で安全かつ有効に実践できるよう積極的
に取り組んで下さい。

準備学習
毎回、配布されたプリントをファイルして復習してください。
講義内容をインターネットなどで検索して事前学習しておくことが有効です。

教科書・教材等 各疾患ごとに運動処方の概要をまとめたプリントを毎回配布します。

授業の形式
教育機器の活用

講義・スライド・体力や医療機器による測定

授業のキーワード 体力評価、運動処方、疾病予防、健康づくり

授業の概要
及び到達目標

　体力とは、人間がもっている、或いは獲得した“身体活動を行うことができる能力”であり、先天
的な要因も関与する。運動もしくは身体活動と体力との相違点を理解することは、それらが生活
習慣病に対して予防的に働く機序を考える意味でも大切である。また、運動処方とは、体力向上
のために体力水準に合わせて運動の種類を選択し、　その運動の強度・時間・頻度をプログラ
ムし、指導することである。したがって、QOL向上のための健康づくりには、運動・栄養・積極的
かつ健康的な生活習慣の確立が重要である。本講義では、臨床現場や介護施設、肥満者の運
動指導等を通して得られた知見をベースとして、効果的な指導法を学修することを目標とする。

講義計画・内容

1.運動処方の意義とその基礎知識
2.運動処方の実際Ⅰ（エネルギー代謝機能）
3.運動処方の実際Ⅱ（循環器機能）
4.運動処方の実際Ⅲ（呼吸器機能）
5.運動処方の実際Ⅳ（消化器系・免疫機能）
6.運動処方の実際Ⅴ（運動器・神経系機能）
7.慢性疾患者の行動と運動プログラムの作成とその留意点
8.リハビリテーションとしての運動プログラムの作成とその留意点
9.高齢者特有の疾患に対する運動プログラムの作成とその留意点
10.障がい者の運動処方の実際
11.慢性疾患者の運動処方設定の手順とその評価
12.体力相談時の対処法とその具体的な運動処方の実際（課題発表）
13.疾患予防と改善のための運動処方の実際（課題発表）
14.まとめ・定期試験
15.試験解説と今後の運動処方の展望

対 象 学 生 第2学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専）

授業科目名 体力相談と運動処方 担   当   教   官   名



専門

山本　孝

通年

30コマ

１６．対象別運動指導
１７．同上（個別、少人数）
１８．同上（集団）
１９．同上（行動ステージ）
２０．集団指導練習
２１．同上（例：膝痛、右半身まひ等）
２２．同上（例：三世代交じり　等）
２３．同上
２４．同上
２５．同上
２６．同上
２７．同上
２８．同上
２９．後期定期試験
３０．解説、質疑応答

成績評価の方法 定期試験（前期後期各１回）　８０％　平常点（出席率、授業態度）　２０％

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

学生のうちに沢山の知識や実技を学びインプットするも、実際の現場で上手にアウトプット出来なければ、
学んだものの持ち腐れです。
この授業では、学校で学んだものをしっかりアウトプットできる様、サポート致します。

準備学習 ほかの授業でしっかり学んでいることが基本です。

教科書・教材等

授業の形式
教育機器の活用

講義・演習

授業のキーワード 運動処方　運動指導　

授業の概要
及び到達目標

病院や健康増進施設、老人保健施設には、多様な健康状態の方、様々な目的を有する方が来られます。そ
んな方々に、しっかりと対応し、満足いただける運動指導が行えるよう、下記の内容に留意し講義を進める。
　①疾患の理解と、運動処方ができる。
　②対象者の行動ステージやニーズに合わせた運動の提案ができる。
　③個別や集団など環境の違いに合わせた運動指導ができる。
実務者経験；　１９９４年より今に至るまで、病院、医師会、介護予防施設、老人保健
施設、保健センター、企業の労働組合や健保組合、フィットネスクラブ、カルチャー
スクール、プロスポーツ選手指導など、多岐なフィールドで運動指導に従事。

講義計画・内容

１．アイスブレイクと就労希望調査
２．運動種目別指導
３．同上（ストレッチング）
４．同上（筋力トレーニング）
５．同上（リズム体操）
６．同上（レクリエーション）
７．病理別運動指導
８．同上（上半身外科疾患）
９．同上（下半身外科疾患）
１０．同上（内科疾患）
１１．年齢別運動指導
１２．同上（幼児）
１３．同上（中高齢者）
１４．前期定期試験
１５．解説、質疑応答

対 象 学 生 ２年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 コース必修 授業回数

2022年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専）

授業科目名 健康支援演習Ⅱ・Ⅲ 担   当   教   官   名



専門

竹治　久里子

前期・後期

30コマ

（後期）
①姿勢評価
②姿勢評価
③歩行分析
④歩行分析
⑤動作分析（スクワット）
⑥動作分析（スクワット）
⑦頭頚部外傷の評価
⑧頭頚部外傷の評価
⑨症例検討
⑩症例検討
⑪応急処置
⑫応急処置
⑬実技試験、レポート作成
⑭実技試験、レポート作成
⑮実技試験、レポート作成

成績評価の方法 筆記試験（後期は実技試験とレポート提出）７0％、平常点１0％（発表、小テスト）、出席率20％

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

準備学習 基本的な解剖学や外傷・障害の知識は復習しておくこと。

教科書・教材等 測定と評価

授業の形式
教育機器の活用

実技メインに、座学も行う。

授業のキーワード 測定評価　整形学的テスト　ROM　MMT　応急処置

授業の概要
及び到達目標

アスレティックトレーナとして必要となる検査・測定と評価の基礎的な知識を学ぶとともに、検査・測定と
評価の重要性の理解を深め、評価できる技術を習得する。

講義計画・内容

（前期）
①導入、授業紹介
②HOPS/SOAP
③足関節のスペシャルテスト
④膝関節のスペシャルテスト
⑤股関節・骨盤のスペシャルテスト
⑥小テスト、ROM
⑦ROM
⑧脊柱のスペシャルテスト
⑨上肢のスペシャルテスト
⑩頸部のスペシャルテスト
⑪小テスト、MMT
⑫MMT
⑬総復習
⑭試験
⑮試験解説

対 象 学 生 2年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 専攻必修 授業回数

2022年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専）

授業科目名 測定と評価Ⅰ・Ⅱ 担   当   教   官   名



①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

クイックリフトは、あらゆるスポーツで求められるパワーやスピードといった体力要素を、個人個人に適切な負荷で、か
つ安全に向上させるのにとても有効なトレーニングです。と同時に、バーがスムーズに挙上できたときの瞬間はとても楽
しく気持ちのいいものです。本講義でのクイックリフトの学習(動作理解とそれを起こすための適切なフォーミング学習)を
通して、「できなかったことができるようになる気持ち良さ」を感じてもらいたいと考えています。
【講師トレーニング指導歴】：京都大学アメリカンフットボール部ヘッドS&Cコーチ/パナソニックインパルス(アメフト)ストレ
ングスコーチ(2017〜2019)/岐阜大学アメリカンフットボール部ストレングスコーチ(2018~2019)
【保有資格等】NSCA認定ストレングス&コンディショニングスペシャリスト(CSCS)/School of Movement RTF 修了(第3
期)/教育学修士(教育学)

教科書・教材等
NSCA決定版　ストレングストレーニング＆コンディショニング 第版,G. Gregory Haff他/篠田邦彦他監修, 2018.
ストレングス&コンディショニング〈2〉エクササイズ編, NSCAジャパン, 2003.
Starting Strength: Basic Barbell Training, Mark Rippetoe, 2011.

授業の形式
教育機器の活用

　演習

成績評価の方法 　定期試験７０％　出席点２０点　平常点１０点

指導法2

1RM測定

【定期試験】パワークリーン

まとめ

準備学習
各講義で紹介するエクササイズについて、必ず次回授業までに復習すること。授業への積極的な参加を狙い、毎回授
業のはじめに2人ずつ、1分間スピーチを参加学生に実施してもらいます。

全習法：ハングクリーン

【中間テスト】フロントスクワット/RDL/ハングクリーン

パワークリーン分習法1：デッドリフト

パワークリーン分習法2：ジャンプシュラッグ

パワークリーン分習法3：クリーンハイプル1

指導法1

授業のキーワード レジスタンストレーニング、パワーエクササイズ、クイックリフト、分習法

授業の概要
及び到達目標

ストレングスおよびコンディショニングに関する知識と技術を習得し、指導者としての指導テクニッ
クについても実技を通して理解します。クイックリフトが適切にできるようになることをゴールとし
て、そこに至るまでに、スクワットやデッドリフト、懸垂などのコンベンショナルなエクササイズを学
習します。クイックリフトの分習パターンの学習を通して、クイックリフトの動作、指導法を各講義で
学びます。
到達目標
①パワースナッチを正しいフォームでできるようになる(全習法)
②クリーンの動作局面を説明できるようになる。
③クリーンの動作局面に応じたエクササイズをできるようになる(分習法)
④できなかったことができるようになる楽しさを、自ら体験し、他者に伝えられるようになる。

講義計画・内容

オリエンテーション

動作座学

基礎動作１:柔軟性の獲得/ラックポジション

基礎動作２:フロントスクワット

基礎動作３:RDL

対 象 学 生 2年生 履 修 学 期 後期

必修・選択の別 専攻必修 授業回数 15コマ

2022年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専） 専門分野

授業科目名 ストリングス＆コンディショニング理論演習Ⅳ 担   当   教   官   名 南川太志



専門

原　和泉

後期

15コマ

成績評価の方法 定期試験（40%）、研究発表（40%）　平常点（出席率、小テスト等）20％　　

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

「自然を楽しむ」上で、必要となる知識や仕組み、環境等に関して学習を深めていって下さい。ま
た、野外活動を行う上でその事前準備の大切さや安全管理の徹底の重要性を学び、身に着け、将
来の糧としていって下さい。

準備学習

教科書・教材等 キャンプ指導者入門　第5版　（候えく社団法人　日本キャンプ協会　発行）

授業の形式
教育機器の活用

授業のキーワード キャンプ、野外活動、ロープワーク、生活技術、アクティビティ、安全

授業の概要
及び到達目標

社会的な背景・ニーズの高まりによりキャンプ活動やアウトドア活動に親しむ人が増加している。野
外活動を楽しむ上での知識やスキル、また、安全面等の対処の仕方について学ぶ。
本授業は、日本キャンプ協会認定「キャンプインストラクター」資格の合格に向けた受験対策です。
受験希望者は必須となります。

講義計画・内容

１、アイスブレーキング
２、ゲーム
３、ロープワーク
４、オリエンテーリング
５、野外活動時の食事について
６、野外活動時の食事について
７、キャンプの特性・対象・指導・安全について
8、テント設営
９、ゲーム
１０、基本装備について
１１、生活技術・アクティビティ、安全
１２、キャンプ企画書の作成
１３、キャンプ企画書の作成
１４、後期試験
１５、解説・まとめ

対 象 学 生 2年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 選択必修 授業回数

2022年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専）

授業科目名 キャンプ理論演習 担   当   教   官   名



①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

担当教官から
（履修に当たっての

留意点）

「健康寿命の延伸」を目指す上で、金銭面や身体にかかる負荷、実施に対する手軽さがより求められる中、正しいウォーキングの仕方に
ついて学びたい方・興味を持たれる方の人口はさらに広がってきています。ロコモティブシンドロームや生活習慣病を有する人口が今以
上に増えるとの予測がある中、多くの方からのニーズに対応が出来るグループ指導のスペシャリストになってほしい。そのためには、人を
指導することの手順・知識を学んでほしい。

教科書・教材等

・GFIのためのフィットネス基礎理論
・GFIのためのグループエクササイズ指導理論
・ウォーキングブック（科学に基づいたウォーキング指導と実践）

授業の形式
教育機器の活用

解説用パワーポイント
適時資料の配布

成績評価の方法 前期試験（実技・筆記の総合点数100点×0.7）：70％、平常点（授業態度・宿題・事前学習など）：１０％、出席点：２０％

準備学習

エクササイズ指導をする際に、有酸素運動の必要性や体に起こる変化、仕組み（メカニズム）について理解が必
要になるためよく復習をしておく。

実技③（課題Ⅱ-②）
指定されたリズムウォーキングエクササイズを規定のピッチ音に合せ実演と指導を行う

学内評価（実技）

学内評価（筆記）
まとめ

授業のキーワード エクササイズウォーキング、リズムウォーキング、正しい歩き方、健康維持・増進、体力づくり、手軽さ

授業の概要
及び到達目標

【授業の概要】
対象者に合わせたエクササイズウォーキングプログラムの作成及び、指導について演習を通し学びます。
また、日本フィットネス協会認定グループフィットネスエクササイズインストラクター（GFI）資格の内、上級資格である
ウォーキングエクササイズインストラクター（WEI）の資格取得を目標とします。

【授業担当者 実務経験】
2010年～2013年までフィットネスクラブ社員としてレッスン指導（エアロビックダンスやアクアビクス等）を担当する。
2013年～現在まで、フリーインストラクターとして高齢者やフットネスクラブ会員に向けてエアロビックダンスやアクアビクス、
健康運動を指導する。また2013年より、専門学校にて学生の指導も行っている。

講義計画・内容

ウォーキングエクササイズ理論①
（有酸素運動の基礎知識について）

ウォーキングエクササイズ理論②
（運動特性とプログラミング）

ウォーキングエクササイズ理論③
（正しいウォーキングフォーム、ウィーキングエクササイズの指導法について）

実技①（課題Ⅰ）
運動強度を考慮したエクササイズウォーキングを集団に対し、実演・指導を行う

実技②（課題Ⅱ-①）
規定のピッチ音に合わせたリズムウォーキングの作成と実演

対 象 学 生 ２年生 履 修 学 期 後期

必修・選択の別 WEI必修 授業回数 ８コマ

２０２２年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専） 専門分野

授業科目名 ウォーキングエクササイズインストラクター 担   当   教   官   名 和田 加成子



①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

担当教官から
（履修に当たっての

留意点）

「健康寿命の延伸」を目指す上で、ロコモティブシンドロームや生活習慣病を有する人口が今以上に増えるとの予測があります。より、健
康づくりをしていく上で多くの方が適切なストレッチ法を身に付けるためにはより質の高い、指導者の専門性や指導力が求められます。
様々なニーズに対応が出来るグループ指導のスペシャリストになってほしい。そのためには、人を指導することの手順・知識を学んでほし
い。

教科書・教材等

・GFIのためのフィットネス基礎理論
・GFIのためのグループエクササイズ指導理論
・SEBI・SEIのためのレジスタンスエクササイズ指導理論

授業の形式
教育機器の活用

解説用資料
適時資料の配布

成績評価の方法 前期試験（実技・筆記の総合点数100点×0.7）：70％、平常点（授業態度・宿題・事前学習など）：１０％、出席点：２０％

準備学習

エクササイズ指導をする際に筋肉等の運動器の仕組みについて理解が必要になるためよく復習をしておく。
（特に主要な筋の起始・停止・作用や筋の粘弾性について）

実技③（課題Ⅱ）
（指定されたストレッチ法を対象者に合わせ、姿勢やポジションを修正し、指導する）

学内評価（実技）

学内評価（筆記）
まとめ

授業のキーワード ストレッチ、柔軟、健康維持・増進、健康・体力づくり、リラクゼーション

授業の概要
及び到達目標

【授業の概要】
対象者に合わせたストレッチングプログラムの作成及び、指導について演習を通し学びます。
また、日本フィットネス協会認定グループフィットネスエクササイズインストラクター（GFI）資格の内、上級資格である
ストレッチングエクササイズインストラクター（SEI）の資格取得を目標とします。

【授業担当者 実務経験】
2010年～2013年までフィットネスクラブ社員としてレッスン指導（アロビックダンスやアクアビクス等）を担当する。
2013年～現在まで、フリーインストラクターとして高齢者やフットネスクラブ会員に向けてエアロビックダンスやアクアビクス、
健康運動を指導する。また2013年より、専門学校にて学生の指導も行っている。

講義計画・内容

ストレッチングエクササイズ理論①
(ストレッチングにおける機能解剖、生理学について）

ストレッチングエクササイズ理論②
（ストレッチングの基礎知識について）

ストレッチングエクササイズ理論③
（エクササイズ選択と指導の循環について）

実技①（課題Ⅰ）
（指定された９部位の筋に対し、2種類のストレッチ法を示し、集団に対し指導を行う）

実技②（課題Ⅰ）
（指定された９部位の筋に対し、2種類のストレッチ法を示し、集団に対し指導を行う）

対 象 学 生 ２年生 履 修 学 期 後期

必修・選択の別 SEI必修 授業回数 ８コマ

２０２２年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専） 専門分野

授業科目名 ストレッチングエクササイズインストラクター 担   当   教   官   名 芳賀　明子



専門

中川　一希

後期

15コマ

成績評価の方法 定期試験７０％　出席点２０％　平常点（小テストなど）１０％

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

小テストや提出物はもちろん授業態度等も評価基準となる為、積極的に参加すること。

準備学習
各回講義前に下記に示したテキストの該当箇所を熟読しておくこと。また、非営利のスポーツクラブ
（NPO法人等のスポーツクラブ)、営利のスポーツクラブ（民間企業のスポーツクラブ）に関わらず、
どのようなプログラム展開がなされているかをHP等を通じて情報収集することを心がける。

教科書・教材等 公認アシスタントマネジャー養成テキスト

授業の形式
教育機器の活用

講義

授業のキーワード アシスタントマネージャー　総合型地域スポーツクラブ

授業の概要
及び到達目標

クラブ経営に必要な視点を学びます。
公認アシスタントマネジャーを養成することをベースに、クラブの創設・運営に必要な知識を身につ
ける。スポーツクラブに共通するマネジメントの視点から、ビジネスプランを立案できる能力を身に
つける。

講義計画・内容

①オリエンテーション
②1年次の復習①
③1年次の復習②
④クラブの創設
⑤自主運営に必要な条件
⑥顧客とスタッフの定義
⑦NPO法人格の取得手続き
⑧活動拠点の確保
⑨財源の確保
⑩事業計画書（ビジネスプラン）の作成と評価①
⑪事業計画書（ビジネスプラン）の作成と評価②
⑫事業計画書（ビジネスプラン）の作成と評価③
⑬事業計画書（ビジネスプラン）の作成と評価④
⑭試験前復習
⑮定期試験

対 象 学 生 2年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 選択 授業回数

　2022年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専）

授業科目名 クラブ経営論Ⅱ 担   当   教   官   名



専門分野

山本満佐子

後期

15コマ

成績評価の方法 試験（実技・発表・提出物）：70％　　出席評価点：20％　　平常評価点10％

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

授業への積極的な参加状況。演習の際に気付いた留意点や忘れがちなルールなどの記録をとってお
く。

準備学習 プログラム計画案の作成と発表に必要な用具の準備

教科書・教材等 配布資料

授業の形式
教育機器の活用

教室及びスタジオ　　　　 レク財に必要な用具

授業のキーワード 高齢者・障害者のレクリエーション、グループレクリエーション

授業の概要
及び到達目標

1年生の授業で学んだ基礎理論をもとに、また現場実習や体験学習の経験を通して、福祉の現場での
高齢者・障害者の自立支援につながるレクリエーションの方法を学び、福祉レクリエーションプログラ
ムを自ら作成できる能力を身につける。さらにレクリエーション支援者として必要な援助技術を習得す
ることを目指す．

講義計画・内容

１．オリエンテーション
２．高齢者・障害者のレクリエーションについて
３．リハビリ効果のあるレクリエーション活動の展開方法１
４．懐かしい歌を使ったレクリエーション活動の展開方法２（創作）
５．懐かしい歌を使ったレクリエーション活動の展開方法３（発表)
６．個々の活動の習得 ；クラフト
７．モデル・プログラムの立案・習得１
８．モデル・プログラムの立案・習得２
９．モデル・プログラムの立案・習得３
10..モデル・プログラムの立案・習得４
11 モデル・プログラムの立案・習得５
12 モデル・プログラムの立案・習得６
13 モデル・プログラムの立案・習得７
14 定期試験
15. まとめ

対 象 学 生 2年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 選択必修 授業回数

2022年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専）

授業科目名 福祉レクリエーション 担   当   教   官   名



専門

山田 涼子

後期

15コマ

成績評価の方法 試験＋出席日数、授業態度、課題への取り組みによる平常点により算出

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

常日頃から、テレビやインターネットのニュースを定期的にチェックし、新聞・雑誌等の記事にも目を通す習慣を身につ
けておくこと。語彙力・読解力・表現力といった基本的国語力がコミュニケーション力となることを承知し、自分の想いや
考えを言語化し、他人に「伝える力」を養うため、分からないことは積極的に調べ、じっくりと沈思黙考する時間を持つよ
うに意識すること。

準備学習 一般的SNS（Facebook、Twitter、Instagram）のアカウントを作成し、仕組みを知っておくこと。

教科書・教材等 オリジナルプリント、新聞・WEBなどのニュース記事、SNSにおける情報等

授業の形式
教育機器の活用

講義（ホワイトボード、プロジェクター等を使用）

授業のキーワード スポーツ、ビジネス、メディア、言語化能力

授業の概要
及び到達目標

「映像」と「文字」によってスポーツの変容を伝えるメディアの基礎を知ることで、社会の実相に迫る。
①新聞・放送といった既存メディアはもちろん、若者の圧倒的支持を得るSNSなどのニューメディアが扱う情報の選択
や役割・在り方を学び、今後著しい変化が予想されるメディア業界に対応できる能力を磨く。
②メディアの表現方法を吟味することで、自らの表現力を高めることが可能になる。
③自らの実践するスポーツやスポーツライフについて考察し、自らのスポーツ実践について反省的に捉え返すことがで
きる。

講義計画・内容

１：自己紹介（動画「思うは招く」を視聴後、自分自身の経験と照らし合わせて印象に残ったキーワードから自己紹介を
行う）
２：メディア（活字・電波・ネット）とスポーツの関係について
３：スポーツを仕事にする①　ゲスト：坪井一剛さん
４：SNSリテラシーについて①
５：SNSリテラシーについて②
６：SNSにおける情報収集・提供・拡散について
７：スポーツを仕事にする②　ゲスト：千代その子さん
８：漫画・アニメにおけるスポーツの世界①
９：漫画・アニメにおけるスポーツの世界②
10：メディアイベントとしてのスポーツ
11：スポーツを仕事にする②　ゲスト：森夏子さん
12：スポーツにおけるジェンダーの考察
13：スポーツをめぐる社会問題（体罰・暴力、ドーピング、ギャンブル）
14：後期試験
15：試験問題の解説および答え合わせ
※授業の進捗状況により変更することもある

対 象 学 生 2年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 選択 授業回数

2022年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専）

授業科目名 スポーツメディア論 担   当   教   官   名



専門

内藤誠二

通年

30コマ

16．理論試験対策　救急処置
17．理論試験対策　栄養学
18．理論試験対策　まとめ
19．理論試験対策　まとめ
20．理論試験対策　まとめ
21．理論試験対策　まとめ
22．実技試験対策
23．実技試験対策
24．実技試験対策
25．実技試験対策
26．実技試験対策
27．実技試験対策
28．実技試験対策
29．定期試験
30．実技試験対策

成績評価の方法 定期試験（前期・後期各1回）70％　平常点（出席率、授業態度等）30％　　

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

アスレティックトレーナー試験は難易度が高く、合格率も高くはありません。しかし決して合
格が不可能な試験ではなく、授業で行う小テストや課題を行うことが合格への近道です。
努力を継続して一緒に合格を目指しましょう。

準備学習
授業では毎回小テストを実施し課題が出される。小テストの成績は課題の実施により左右されるた
め、課題を実施し予習・復習を心がける。

教科書・教材等 アスレティックトレーナー専門科目テキスト　第１巻〜第９巻

授業の形式
教育機器の活用

講義・実技

授業のキーワード ATの役割・解剖学・スポーツ医学・スポーツ外傷、障害・測定と評価・アスレティックリハビリテーション・コンディショニング・救急処置・スポーツ栄養学

授業の概要
及び到達目標

アスレティックトレーナー試験である理論試験・実技試験への合格を到達目標とする。

講義計画・内容

１．理論試験対策　解剖学
２．理論試験対策　スポーツ外傷・障害
３．理論試験対策　スポーツ外傷・障害
４．理論試験対策　スポーツ外傷・障害
５．理論試験対策　アスレティックリハビリ
６．理論試験対策　アスレティックリハビリ
７．理論試験対策　アスレティックリハビリ
８．理論試験前対策　測定と評価
９．理論試験前対策　測定と評価
10．理論試験前対策　コンディショニング
11．理論試験前対策　コンディショニング
12．理論試験前対策　コンディショニング
13．理論試験対策　スポーツ医学
14．定期試験
15．理論試験対策　スポーツ医学

対 象 学 生 2年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 選択 授業回数

2022年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専）

授業科目名 AT対策Ⅱ・Ⅲ 担   当   教   官   名



（前期）

第1回 第1回

第2回 第2回

第3回 第3回

第4回 第4回

第5回 第5回

第6回 第6回

第7回 第7回

第8回 第8回

第9回 第9回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

担当教官から
（履修に当たっての

留意点）

卒業制作は2年間の学びの集大成となります。仲間と協力して1つのものを完成させるということは、卒業して仕事を始めても
必要な力です。みんなで協力して１つの作品を完成させましょう！

教科書・教材等

授業の形式
教育機器の活用

講義

成績評価の方法 発表+発表に向けての作業量や貢献度（90％）、平常点（10点）

テーマに関する内容の調査

現状報告

現状報告

後期への準備

後期への準備

準備学習

グループ発表（調査・報告）

グループ決定とテーマについて

テーマ決定に向けて調査・話し合い

テーマ決定に向けて調査・話し合い

計画立案

テーマに関する内容の調査

授業のキーワード 研究（調査）、協力　、まとめる　、発表

授業の概要
及び到達目標

1年間授業を受けてきた中で、自分たちが疑問に思ったり、興味を持ったりしたことに対し研究を行い、
それをまとめ、発表する。

講義計画・内容

（後期）

卒業制作の進め方

自分が興味あることについて発表（調査・報告）

自分が興味あることについて発表（調査・報告）

グループ発表（調査・報告）

対 象 学 生 2年生 履 修 学 期 通年

必修・選択の別 選択必修 授業回数 30コマ(15週)

2022年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専） 特別教育

授業科目名 卒業制作 担   当   教   官   名 大西　城太郎



専門

柏井　健太

通年

30コマ

成績評価の方法 定期試験（前期・後期各1回）70％　平常点（出席率）30％

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

体育指導だけでなく、アイスブレークやレクリエーションなども行っていきます。
幼児体育というものが想像つかないと思いますので、子どもの気持ちになって授業に取り組んでく
ださい。

準備学習 なし

教科書・教材等 なし

授業の形式
教育機器の活用

実技・講義

授業のキーワード 幼児体育

授業の概要
及び到達目標

幼児期からジュニア期のスポーツ指導について、注意点や指導法、プログラム展開などについて演
習を通して習得します。
①幼児に対して体育指導ができる。
②マット・鉄棒・跳び箱・ボール・縄跳びの指導ができる。
③マット・鉄棒・跳び箱・ボール・縄跳びの補助ができる。

実務経験：H23年～現在　株式会社トライルに所属する。
幼稚園・保育園に行き、体育指導・サッカー指導を行う。

講義計画・内容

1.レクリエーション　　　　　　　　16.アイスブレーク
2.マット運動①　　　　　　　　　　17.二人組遊び
3.マット運動②　　　　　　　　　　18.マット③
4.鉄棒①　　　　　　　　　　　　　 19.鉄棒③
5.鉄棒②　　　　　　　　　　　　　 20.跳び箱③
6.跳び箱①　　　　　　　　　　　　21.ボール④
7.跳び箱②　　　　　　　　　　　　22.ボール⑤
8.ボール①　　　　　　　　　　　　23.縄跳び③
9.ボール②　　　　　　　　　　　　24.縄跳び④
10.縄跳び①　　　　　　　　　　　25.指導案
11.指導案①　　 　　　　　　　　 26.実践
12.指導案②　　 　　　　　　　　 27.実践
13.実践　　　　　　　　　　　　　　28.DVD鑑賞
14.まとめ　　　　　　　　　　　　　29.まとめ
15.試験　　　　　　　　　　　　　 30.試験

対 象 学 生 ２年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 専攻必修 授業回数

　2022年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専）

授業科目名 ジュニアスポーツ指導演習Ⅰ・Ⅱ 担   当   教   官   名



① ①

② ②

③ ③

④ ④

⑤ ⑤

⑥ ⑥

⑦ ⑦

⑧ ⑧

⑨ ⑨

⑩ ⑩

⑪ ⑪

⑫ ⑫

⑬ 実技評価 ⑬ 実技評価Ⅱ

⑭ 実技評価 ⑭ 実技評価Ⅱ

⑮ フィードバック、振り返り
⑮

フィードバック、振り返り

授業の形式
教育機器の活用

演習

成績評価の方法 定期試験（実技）、出席点

担当教官から
（履修に当たっての

留意点）

「ダンスエクササイズ」でも様々なジャンルの音楽があり、また、エクササイズとして普及しているプログラム様式も多岐に渡
ります。そのジャンルの音楽や歴史的な背景や発祥となった国の文化なども知りながら学んでいってほしいと思っています。
老若男女問わず、ダンスという「ツール」を通してコミュニケーションを図り、誰にでも楽しんでもらえるようなプログラム構成
や指導、雰囲気作りができるように学習してください。

プログラム作成、実技練習 プログラム作成、実技練習Ⅱ-③

準備学習

教科書・教材等 音源

プログラム作成、作成にあたっての注意事項 実技評価Ⅰ

プログラム作成、実技練習 プログラム作成、実技練習Ⅱ-①

プログラム作成、実技練習 プログラム作成、実技練習Ⅱ-②

課題音楽に合わせてたダンスエクササイズの作成①
～メインパート～

プログラム作成、実技練習Ⅰ-②

キューイングと指導の循環 プログラム作成、実技練習Ⅰ-③

中間発表 実技評価Ⅰ

課題音楽に合わせてたダンスエクササイズの作成②
～W-up、C-down～

音楽ジャンルと動きの特徴③ 中間発表

コリオ作成について
（フリープログラムとプレコリオプログラムの違い）

プログラムの構成と作成法について

プログラムの構成と作成法について プログラム作成、実技練習Ⅰ-①

授業のキーワード ダンスエクササイズ、リズム、健康づくり、体力づくり、シェイプアップ、ストレスマネジメント

授業の概要
及び到達目標

「健康づくり」にも活用されている各種ダンスエクササイズについて、演習を通し指導法を習得します。

講義計画・内容

＜　ダンスエクササイズⅠ　＞ ＜　ダンスエクササイズⅡ　＞

音楽ジャンルと動きの特徴①
課題音楽に合わせてたダンスエクササイズの作成①
～W-up、C-down～

音楽ジャンルと動の特徴②

対 象 学 生 2年生 履 修 学 期 通年

必修・選択の別 専攻必修（スタジオダンスインストラクター専攻） 授業回数 30回

2022年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専） 専門

授業科目名 ダンスエクササイズⅠ・Ⅱ 担   当   教   官   名 藤原 梨恵



専門基礎

橋本　萌子

通年

30コマ(15週)

成績評価の方法 試験素点 70％、出席点20％、平常点 10％

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

家で復習をし、新しい単語やフレーズをマスターして下さい。

準備学習 事前に教科書を読んでおいてください。

教科書・教材等 Topnotch 1

授業の形式
教育機器の活用

講義

授業のキーワード スピーキングに特化した英会話

授業の概要
及び到達目標

学習内容：日常生活の様々な場面で使える頻度の高いコミュニケーション英語を学ぶ。
到達目標：様々な場面で出てくるトピックに関して、自信を持って話せるようになる。

講義計画・内容

１．L. 1,　初対面の人について説明をする。
２．L. 1　パーソナルインフォメーションについて尋ねたり答えたりする。国籍や国について話す。
L. 2, 3 自己紹介、友人の紹介、パーソナルインフォメーションに関する一般的な質
３．L. 2　誘いの受け方、断り方について会話する。
４．L. 2　道案内や道を尋ねる。
５．L. 3　家族関係について述べる。
６．L. 3　類似点と相違点の説明をする。ｌ
７．L. 4　メニューからお勧めを尋ねる、注文する。
８．L. 4　店員へ話す、注文する、支払をする。
９．L. 4　食事習慣について話す。
10．L. 5　物の特徴を説明する。
11．L. 5　肯定的、否定的な言い方を学ぶ。上手くいかなかった場合の答え方を述べる。
12．L. 5　問題について明確に述べる。
13．復習
14．試験
15．試験返却、解説

対 象 学 生 2年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 選択必修 授業回数

　2022年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

学　   　　科 スポーツ科学科 授業科目区分（基専）

授業科目名 英会話 担   当   教   官   名




