
授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 前期

コース (単位) （2） 曜日・時限
火曜日・3限
木曜日・4限
金曜日・2限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時間
外学習

評価方法

１．定期試験（％） ２．小テ
スト（％） ３．レポート
（％）
４．課題成果（100％） ５．実
地試験（％）

受講生への
メッセージ

コミュニケーションや基本的対話スキルについて学ぶ。
他人との人間関係の構築や円滑なコミュニケーションスキルの基盤を学び、実践するスキルを身につける。

実施者経験：2003年に日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー資格を取得。その後、ハンドボール、テニス、陸上競技を中心
とした現場でｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ、トレーニング指導を担当。テニスにおいてはプロ選手の専属もおこない、日本テニス協会主催の国際大会に
おいてオフィシャルトレーナーを務める。病院併設の運動器リハビリセンターや、フィットネスクラブの立ち上げにも関わる。

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス
キャリアプランニング

必修
選択

必修 年次 1 担当教員 松沢  恵美キャリアプランニングⅠ
(Career planning Ⅰ)

スポーツ科学科

授業
形態

講義
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

【授業の学習内容】

基本的対話スキルを実践することができる④

【到達目標】

人間関係の基盤であるコミュニケーションスキルとして挨拶や自己紹介の目的や実践法を学ぶことを目標とする。

授業計画・内容

オリエンテーション

コミュニケーションについて説明することができる①

コミュニケーションについて説明することができる②

コミュニケーションについて説明することができる③

基本的対話スキルを実践することができる①

基本的対話スキルを実践することができる②

基本的対話スキルを実践することができる③

【使用教科書・教材・参考書】

グループトークを実践することができる①

グループトークを実践することができる②

グループトークを実践することができる③

グループディスカッション発表①

グループディスカッション発表②

グループディスカッション発表③

まとめ

コミュニケーションは人との関わりです。コミュニケーションは必ず取らないとなりません。授業で習ったことを意識しなが
らコミュニケーションを取っていきましょう。

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

そもそもコミュニケーションとは何なのか、そのような人はコミュニケーションを発展させていくのかなど、人間関係に直接
影響するコミュニケーションについて根本的な考え方を学習していきます。



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限
火曜日・3限

水曜日・2,3限
木曜日・3限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時間
外学習

評価方法

１．定期試験（％） ２．小テ
スト（％） ３．レポート
（％）
４．課題成果（100％） ５．実
地試験（％）

受講生への
メッセージ

【使用教科書・教材・参考書】

対人行動スキルの基礎である『接客』について実践することができる①

対人行動スキルの基礎である『接客』について実践することができる②

ビジネススキル(手紙)を実践することができる

ビジネススキル(メール)を実践することができる

ビジネススキル(SNS)を実践することができる

コミュニケーションスキル試験

試験解説

授業で習っている内容を今の環境で実践してください。

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

ビジネスには文書を含めた対人スキルが求められます。就職活動に生かせるスキルを身につけてください。

対人行動スキルの基礎である『電話応対』について実践することができる②

【到達目標】

職業人として必要なマナーや知識、技術を習得することを目的とする。
実際に社会人になった際にしっかり実行できるよう、日ごろから繰り返すことで身につける。

授業計画・内容

オリエンテーション

基本的な社会的スキルについて説明することができる

対人行動スキルの基礎である『挨拶』について実践することができる①

対人行動スキルの基礎である『挨拶』について実践することができる②

対人行動スキルの基礎である『敬語』について実践することができる①

対人行動スキルの基礎である『敬語』について実践することができる②

対人行動スキルの基礎である『電話応対』について実践することができる①

コミュニケーションや基本的対話スキルについて学ぶ。
他人との人間関係の構築や円滑なコミュニケーションスキルの基盤を学び、実践するスキルを身につける。
実務経験：２０１４年から県内大学生の陸上競技の競歩種目の指導に携わる。スポーツ指導はもとより、「経営マネジメント」をヒン
トにチームマネジメント力で競技力向上を図り、その結果、日本代表や全国優勝・入賞者を数多く輩出した。その実績から 2017年か
ら、愛知県の競歩の強化コーチに就任し、現在に至る。

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス
キャリアプランニング

必修
選択

必修 年次 1 担当教員 渡邊  雄己キャリアプランニングⅡ
(Career planning Ⅱ)

スポーツ科学科

授業
形態

講義
昼間Ⅰ・Ⅱ部

【授業の学習内容】



学科 総時間 30 開講区分 前期

コース (単位) 2 曜日・時限 水曜・1, 2, 3限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目
14回目
15回目

Evolve 1

名古屋医健スポーツ専門学校　　2022年度　シラバス

科目名
(英)

英会話
(　English Conversation　)

必修
選択

必修 年次 1 担当教員
ILC

Michael Earnest

Unit 3 家や家具について話すことができる。
ホームシェアについてのメールを読む、書くことができる。

スポーツ科学科 授業
形態

講義
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

【授業の学習内容】
主に高校時代に既に学んだ英語の文法や語彙に関する知識の復習と、ネイティブ講師とのスピーキングやリスニング練習を通
じ、日常の様々な場面において自分の伝えたいことを自分の言葉で表現する方法を学ぶ。
実務者経験：TESOL(英語教授法)の修士号を取得し、2002～2009年まで英語非常勤講師として教育に携わる。 2010年より
（株）国際教育社において専門学校での英語教育（基礎英語、ビジネス英語、医学英語）に携わる。

【到達目標】

リスニング、リーディング、スピーキング、ライティングの4技能を統合的に学び、興味関心のあることについての簡単な文章の
読み書き、また買い物やその他の日常生活についての平易な会話ができるようになる。

授業計画・内容

Unit 1 個人的な情報について尋ねる、また述べることができる。
個人的な経歴等のプロフィールを読む、また書くことができる。

Unit 2 友達や家族について表現することができる。
友達や家族の画像にスレッドを入れたり、書かれている情報を読みとることができる。

試験解説解釈、全体振り返り

Unit 4 好きな事について話すことができるようになる。
商品のレビューを読み、書くことができるようになる。

Unit 5 平日、週末のアクティビティについて話すことができる。
日常のアクティビティについてのレポートを読む、また書くことができる。

Unit 6 道順について尋ねる、また教えることができる。
場所についての特徴について読み、書くことができる。

Unit 7 自宅での生活について話すことができる。
ブログ記事を読み、書くことができる。

Unit 8 自身のスキルや能力について話すことができる。
自分の意見について、オンラインでコメントを読む、また書くことができる。

Unit 9 旅行計画を立てる、また計画について話すことができる。
旅行ガイドを読む、また場所の説明を書くことができる。

Unit 10 週末に向けたアウトドア活動の計画を立てることができる。
オンラインでの招待状を読み、書くことができる。

Unit 11 過去についての場所や出来事、過去の人について述べることができる。
思い出の品についての記事やメールを読む、また書くことができる。

Unit 12 食べた食事について話すことができる。
レストランのレビューを読む、また書くことができる。
復習
定期試験

受講生への
メッセージ

受身の姿勢ではなく、自分から発信し、積極的な姿勢で授業に参加してください。
英語を楽しく学びましょう。分からない時は遠慮せずに先生に質問してください。

【使用教科書・教材・参考書】

準備学習
時間外学習

授業の前に、教科書をよく読み、予習が必要。

評価方法

１．定期試験（100 ％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格



授業

学科 総時間 30 開講区分 前期

コース (単位) （2） 曜日・時限 水曜日・１，２，４限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋医健スポーツ専門学校　　2022年度　シラバス

ビジネススキル
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 熊崎 悦子科目名
(英)

情報技術Ⅰ
（　Computer SkillⅠ　）

Word2　表のあるビジネス文書を作成できる。

スポーツ科学科
授業
形態

演習
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

【授業の学習内容】
一般的に普及している事務用のアプリケーション「Microsoft Office」の文書作成ソフトWordと表計算ソフトExcelの基本操作ができること
は、仕事をする上では最低限求められるスキルです。
情報技術Ⅰでは、Wordの基本操作を覚え、ビジネス文書の作成、ポスターの作成ができる。また、Excelの基本操作を覚え、基本の関数を使っ
た表の作成やグラフの作成ができる。

※実務者経験：専門学校にてWord、Excel、PowerPoint、ホームページ制作などのPCに関係する授業を約19年行う。就労移行支援事業所のPC講
座を約8年行い継続中。また、Web関係のプログラミングを中心としたIT関連の業務を主に行っている。基本情報処理技術者、
MOS(Excel365&2019）、工業高校教員2級を所持。

【到達目標】
○Word　基本操作を覚えることで、簡単なビジネス文書作成や図形、イラスト、写真などを使った視覚的な書類の作成（ポスターなど）ができる。
○Excel　基本操作や基本関数を覚えることで、計算式の入った表やグラフを作成できる。
○タイピング練習　タイピングのスコアが最初よりも＋10以上上がり、タイピングスピードが速くなる。

授業計画・内容

インターネットガイダンス　ITリテラシーのテストに合格できる

Word1　基本操作を覚えることができる。

WordとExcelで習得した内容を作成することができる。

Word3　表の編集と箇条書きなどのリストを作成できる。

Word4　表の編集と箇条書きなどのリストを作成できる。

Word5　図形、画像、SmartArtなどの挿入や操作方法を覚え、視覚的な書類を作成できる。

Word6　図形、画像、SmartArtなどの挿入や操作方法を覚え、視覚的な書類を作成できる。PDF、印刷ができる。

Excel1　基本的な表を作成することができる。（入力、罫線を引く、数式、関数を使って計算）

Excel2　基本的な表を作成することができる。（入力、罫線を引く、数式、関数を使って計算）

Excel3　カウントをする関数、条件分岐をする関数を習得する。

Excel4　グラフの作成をすることができる。印刷ができる。

Word7　これまで習得した範囲の練習問題を解くことができる。

Excel5　これまで習得した範囲の練習問題を解くことができる。

Wordで図形や画像の入った文書を作成することができ、Excelで表とグラフを作成することができる（期末試験）

受講生への
メッセージ

情報技術Ⅰでは、WordとExcelの基本的な操作方法を中心に授業を進めます。「パソコンは嫌い」という人の大半は過去
の「できない」経験をそのまま引きずっていることが多いです。しかし、パソコンは便利な道具です。その便利さをこの
授業を通して少しでも理解してもらいたいと思っています。既に基本操作は知っている人は復習を行うと考えてもらえれ
ばと思います。

○テキスト　30時間アカデミック　情報基礎　Word&Excel2019
○データ保存のための記録媒体　USBフラッシュメモリ

準備学習
時間外学習

○タイピング練習　タイピング練習は自主的に1日10分でいいので行ってください。タイピングが速くなると、入力が楽
になり、編集作業が速くなります。
○Word　基本的な操作を習得するためには、講義の復習が必要です。
○Excel　基本的な操作を習得するためには、講義の復習が必要です。

評価方法

１．定期試験（80％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（20％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

○Word、Excelは授業内提出課題と定期テストにて評価を行う。



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) 2 曜日・時限 水曜日・1限・2限・3限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

１．定期試験（50％） ２．
小テスト（0％） ３．レ
ポート（0％） ４．課題成
果（0％） ５．実地試験
（50％）

受講生への
メッセージ

○テキスト  30時間アカデミック  情報基礎  Word&Excel2016
30時間でマスター  プレゼンテーション＋PowerPoint2016
○データ保存のための記録媒体  USBフラッシュメモリ

PowerPointとExcelで習得した内容を作成することができる。

○タイピング練習  タイピング練習は自主的に1日10分でいいので行ってください。タイピングが速くなると、入力が
楽になり、編集作業が速くなります。
○PowerPoint  プレゼンテーション発表のためのスライド準備時間が必要です。
○Excel  事務処理用関数を習得するためには、講義の復習が必要です。

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

○PowerPointはプレゼンテーション発表にて評価を行う。
○Excelは定期テストにて評価を行う。

情報技術Ⅱでは、PowerPointを使用して、プレゼンスライドの作成方法と実際にプレゼン発表を行い、プレゼンテーションの意
味を理解してもらいます。Excelは、情報技術Ⅰの続きで、事務処理でよく使われる関数を中心に習得をしてもらいます。

【使用教科書・教材・参考書】

Excel5  IF関数、VLOOKUP関数、IFERROR関数を使用して表を作成することができる（期末試験）

PowerPoint3  スライド作成の基礎がわかる。

PowerPoint4  スライドの効果的な見せ方がわかる。スライド作成の基礎がわかる。

PowerPoint5  発表用のスライドを作成することができる。

PowerPoint6  発表用のスライドを作成することができる。

PowerPoint7  発表用のスライドを作成することができる。

PowerPoint8  発表用のスライドを作成することができる。

PowerPoint9  完成したスライドを使って発表することができる。（中間試験）

Excel1  IF関数（条件が1つの場合）の使い方がわかる。

Excel2  IF関数（条件が2つの場合）の使い方がわかる。

Excel3  VLOOKUP関数とIFERROR関数の使い方がわかり、表を効率よく作成することができる。

Excel4  これまで習得した範囲の練習問題を解くことができる。

PowerPoint2  プレゼンの方法がわかる。スライド作成の基礎がわかる。

スポーツ科学科

授業
形態

演習

昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

【授業の学習内容】

一般的に普及している事務用のアプリケーション「Microsoft Office」のプレゼンテーションスライドソフトPowerPointの技術とプレゼン
テーション技術の基礎は社会においても必要な知識となります。
情報技術Ⅱでは、PowerPointの基本操作を覚え、プレゼンテーションスライドの作成および発表ができる。また、Excelの事務処理で使用
する関数を覚え、その関数を使用して簡単な表の処理ができる。
※実務者経験：専門学校にてWord、Excel、PowerPoint、ホームページ制作などのPCに関係する授業を約18年行う。就労移行支援事業所の
PC講座を約7年行い継続中。基本情報処理技術者、MOS（Word2003,2010 Excel2003,2010,2016 Excel エキスパート
2010(PowerPoint2010）、工業高校教員2級を所持。

【到達目標】

○PowerPoint
基本操作を覚えることで、スライドを作成し、プレゼンテーションを行うことができる。
○Excel
事務処理で使用する関数を覚え、簡単な表の処理ができる。
○タイピング練習
タイピングの正確性とスピードを向上することができる。

授業計画・内容

PowerPoint1  プレゼンのストーリー作成方法がわかる。スライド作成の基礎がわかる。

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

ビジネススキル
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 熊崎  悦子情報技術Ⅱ
(Computar skill Ⅱ)



授業

学科 総時間 30 開講区分 前期

コース (単位) （2） 曜日・時限
火曜日・3限、水曜日・3限

金曜日・4限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋医健スポーツ専門学校　　2022年度　シラバス

生理学

必修

選択
必修 年次 1 担当教員 井澤　拓生科目名

(英)

基礎生理学

(Basic　Physiology)

筋骨格系（筋）について説明することができる。①

スポーツ科学科
授業

形態
講義

昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

【授業の学習内容】

生理学とはどのような学問・分野なのかを知ることを目的として授業を行い、その中でも各ｺｰｽの資格取得を目指した基礎的な学習

を行う。筋のエネルギー機構について、筋の収縮メカニズムについて、呼吸器系機能について、循環器系機能について、神経系につ

いて説明することができる知識を身につける。

実務者経験：2016年に日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー資格を取得。高校生のラグビーとバスケットボールの競技現

場でトレーナーとして活動している。

【到達目標】

身体の各種臓器の働きや構造を知り、生体の機能とメカニズムを理解することを目標とする。

授業計画・内容

オリエンテーション、生理学の基礎について説明することができる

筋骨格系（筋）、エネルギー供給機構について説明することができる

試験解説

筋骨格系（筋）について説明することができる。②

循環器について説明することができる

呼吸器について説明することができる

中間テスト

神経系について説明することができる

運動生理学（身体組成）について説明することができる

運動生理学（内分泌系、年齢）について説明することができる

運動生理学（呼吸・循環器）について説明することができる

運動生理学（肥満・高齢者）について説明することができる

総復習

定期試験

受講生への

メッセージ

身体について学んでいくうえでの土台になります。人体の構造を理解して、身体に起こる変化をきちんと理解ができるよ

うに学んでいきましょう。

公益財団法人　健康・体力づくり事業財団　健康運動実践指導者養成用テキスト

準備学習

時間外学習

授業にて配布したプリントや資料で復習をするようにしてください。

評価方法

１．定期試験（80％）

２．小テスト（20％）

３．レポート（％）

４．課題成果（％）

５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります

１００～９０点　Ｓ

８９～８０点　　Ａ

７９～７０点　　Ｂ

６９～６０点　　Ｃ

５９点以下　　 Ｆ不合格

期末試験と中間試験の総合点で評価する



授業

学科 総時間 30 開講区分 前期

コース (単位) 2 曜日・時限 火曜日・4限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

基礎解剖学は身体を 扱う 為の基本・ 土台と なり ます。 基礎を し っ かり 学ぶこ と で、 応用の幅が広
がり ます。 専門用語で専門的理解を 深め、 分かり やすい言葉に直し て、 選手やク ラ イ アント に伝
えていけるよう 、 積極的姿勢で学びまし ょ う 。 ノ ート のまと め方の工夫が大切です。

プロが教える骨と関節のしくみ・はたらきパーフェクト辞典
プロが教える筋肉のしくみ・はたらきパーフェクト辞典

解剖学は人の身体の構造や仕組みについて学ぶ学問である。人体の機能評価や動きの実践にも正しい解剖学知識は不可
欠である。
基礎解剖学では、骨・関節・筋の構造を理解し、機能へとつなげていくことができる。運動器系の解剖学を理解することで、ト
レーニング、テーピング、アスレテイックリハビリテーションなどを実践できる。

実施者経験：2003年に日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー資格を取得。その後、ハンドボール、テニス、陸上競技
を中心とした現場でｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ、トレーニング指導を担当。テニスにおいてはプロ選手の専属もおこない、日本テニス協会主
催の国際大会においてオフィシャルトレーナーを務める。病院併設の運動器リハビリセンターや、フィットネスクラブの立ち上
げにも関わる。

受講生への
メッセージ

【到達目標】

定期試験

解説

準備学習
時間外学習

骨・ 関節・ 筋の名称と その位置関係を 正確に覚えるこ と が実技授業の理解にも つながっ ていく 。
復習が必要です。

評価方法
１．定期試験（80％）
２．確認テスト（10％）
３．受講態度（10％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

全身の骨の名称を理解できる①

全身の骨の名称を理解できる②

確認テスト

全身の筋の名称を理解できる①

全身の筋の名称を理解できる②

まとめ

骨の構造を理解できる

骨の種類・形状などの仕組みを理解できる

骨の成長を理解できる

関節の構造を理解できる

関節の種類と機能を理解できる

筋の構造を理解できる

名古屋医健スポーツ専門学校　　2022年度　シラバス

必修
選択

必修 年次 1 担当教員 松沢　 恵美科目名
(英)

基礎解剖学
（Basic Anatomy)

解剖学

「骨」・「筋」・「関節」の基本構造と、それぞれの位置・名称・特徴を中心に、身体の基礎を習得する。また、人間の構造に興味
を持ち必要な知識を身につけることで、正しい実技が行えるようになる。
目標①　骨の構造と各骨の名称を習得できる
目標②　関節の構造と仕組み、補強する組織についての知識を習得できる
目標③　筋の構造と仕組み、各筋の名称とその働きを習得し、動きの理解につなげることができる

身体の仕組みの全体像をイメージできる

【授業の学習内容】

スポーツ科学科
授業
形態

講義
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

授業計画・内容



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限
月曜日・2限木曜日・1,2,3

限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

１．定期試験（％） ２．
小テスト（％） ３．レ
ポート（％） ４．課題成
果（％） ５．実地試験
（％）

受講生への
メッセージ

【使用教科書・教材・参考
書】

NSCAジャパン「NSCAパーソナルトレーナーの為の基礎知識」 BHD
「ストレングストレーニング＆コンディショニング」

歩行動作を学ぶ

走行動作を学ぶ

跳ぶ・投げるを学ぶ

トレーニング器具の種類と負荷効果の違いを学ぶ

まとめを行い、学期末試験に備える

学期末試験

試験解説

予習・復習を行い、講義内で積極的に学習・発言出来るよう準備に努める。

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

評価は筆記試験。筆記試験により基礎的な運動に対する知識を有した
か
を確認する。中間試験30点、学期末試験70点の合計100点満点で評価
する。評価は、学則規定に準ずる。

運動・トレーニングを行う上で、解剖学や筋の特性などを理解しながら行う事が安全で効果的なトレーニングに繋
がりま
す。様々な科目をリンクさせ、運動・トレーニングを理解しましょう。

中間試験を行い、解説によりさらに理解を深める

【到達目標】

筋の働きや動きなどを運動へリンクせて考えれるようにする。運動・トレーニングの動きを理解する。理解する事により、
運動・トレーニングを安全で効果的に行えるようにする。今後のプログラムデザインを行う上でも重要である。

授業計画・内容

オリエンテーション。筋骨格系の名称とその形状を学ぶ

筋の働きと役割を学ぶ

筋収縮様式の特徴とレジスタンストレーニングにおける適応を学ぶ

レジスタンストレーニングにおけるモーメントアーム、トルク、てこを学ぶ

力学的パワーと運動量転移を学ぶ

姿勢支持と体幹、動作中の呼吸を学ぶ

レジスタンストレーニングにおける適応とメカニズム（筋肥大・筋力・パワー）を学ぶ

筋肉の名称、形状、内部構造や仕組み、働きについて学習する。さらに運動中の姿勢・体幹、呼吸についても学習する。こ
れらを基礎的な運動やレジスタンストレーニングのエクササイズを通して学んでいく。
※実務者経験：2007年にNSCA-CPT、2008年にCSCSを取得し、大手フィットネスクラブでインストラクター、パーソナルト
レーナーとして指導に当たると共に、クラブチームや高等学校・大学クラブへストレングスコーチとしてチーム指導に当た
る。2012年より京都市においてジムを2店舗経営し、子どもから高齢者、アスリートに至るまで様々なクライアントへの運
動指導にあたる。

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

運動学
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 荒牧  友宏基礎運動学
(Basic Kinematics)

スポーツ科学科

授業
形態

講義
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

【授業の学習内容】



授業

学科 総時間 30 開講区分 前期

コース (単位) 2 曜日・時限 金曜　2.3限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

受講生への
メッセージ

健康な身体も、より高いパフォーマンスも毎日の食事が支えています。
栄養学をしっかり学び、自分の中で消化・吸収して、活かせる知識へ変えていってください。

日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト9　スポーツと栄養

準備学習
時間外学習

食に興味をもつこと
学んだところのテキストを読み深めること
知識を実践に結びつけるために、まずは自分の食事から取り組んでみる

評価方法

１．定期試験　（80％）
２．レポート・媒体　（10％）
３．出席率　（5％）
４．グループ発表　（0％）
５．授業態度　（5％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

【使用教科書・教材・参考書】
JSPO　Reference　Book

　オリエンテーション　

　食物の消化吸収とバランスの良い食事の重要性について理解する

　試験解説

　たんぱく質について理解する

　脂質について理解する

　ビタミンについて理解する

　ミネラルについて理解する

　水分補給について理解する

　食品群別摂取の考え方について理解する

　グループ発表・考えの共有を行い、自分たちの傾向を認識する

　媒体作成

　媒体発表、まとめ・復習

　定期試験

　年代別、生活環境別の食問題についてグループワークで話し合う

　炭水化物について理解する

【授業の学習内容】

すべての人の健康保持・増進、スポーツ選手のコンディショニングにおいて土台となる”栄養摂取の基礎知識”を学び、自分自
身も食に対する意識を高め、現場でのアドバイスに活かせるような知識の習得をねらいとする。

【実務経験】2005年-2016年　学校給食、病院、行政での離乳食教室、乳幼児栄養相談、特定保健指導、病態別栄養指導に携わる
2014年‐社会人のフットサルチーム、卓球選手、バレーボール選手の栄養サポート、小学校での食育教室開催、こども食堂の運営に携わ
る
2019年‐診療所での栄養相談、市町村での育児相談、男性向けの料理教室の講師、子育て冊子へのレシピ提供などに携わる
2020年‐パーソナルジムでの栄養指導に携わる

【到達目標】
食べ物に含まれる”5大栄養素の体内での働き”について理解する。
毎日の食事において、組み合わせ・量・タイミングをどのように工夫すれば、健康でより良いコンディショニングづくりができる
か、自分の食事と照らし合わせて習得する。グループワークを行い、考え方の共有やケース別の問題点と改善方法について学
ぶ

授業計画・内容

スポーツ科学科 授業
形態

講義
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

名古屋医健スポーツ専門学校　　2022年度　シラバス

栄養学
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 種村　見名子科目名
(英)

基礎栄養学
(Basic Nutrition)



授業

学科 総時間 30 開講区分 前期
コース (単位) (2) 曜日・時限 月曜　2限

1回目
2回目
3回目
4回目
5回目
6回目
7回目
8回目
9回目
10回目
11回目
12回目
13回目
14回目
15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋医健スポーツ専門学校　　2022年度　シラバス

指導者論
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 大西　城太郎科目名
(英)

スポーツ指導論
(Sports Leader Introduction)

安全なスポーツ環境の構築について考える

スポーツ科学科 授業
形態

講義
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

【授業の学習内容】
スポーツに関わる仕事をしていく上で技術的なこと、知識などを対象者に伝える場面に必ず遭遇する。対象者に接す
るにはどのようなことに気をつけ、どのようなことを考えながら指導にあたればよいかをいうことを学び、それがど
ういうことなのかを説明できるようになる。
実務経験：2001年に健康運動実践指導者を取得する前からフィットネスクラブでアルバイトを始め、その後フリーの
インストラクターとして水泳などの指導を行っている。また、大学ラクロス部でもトレーナーとして選手のトレー二
ング指導、学生トレーナーの育成にも関わっている。2005年以降現在に至るまで専門学校で非常勤講師として、学生
の指導にも当たっている。

【到達目標】
指導者と学生、クライアントの理想の関係性やスポーツ指導に関わる様々なことを学び、それらがどのようなことな
のかが説明できるようになる。
≪具体的な目標≫
１．理想の指導者とクライアントの関係性について説明できるようになる
２．スポーツ指導を実施する上で気をつけなければならないことを説明できるようになる
３．スポーツ指導の計画案を考え、それを実行するにはどうすればよいかを説明できるようになる

授業計画・内容

望ましいスポーツ指導者について考える
コーチングとコーチの役割について説明ができるようになる

試験解説

対他者力について説明ができるようになる（他者とのコミュニケーションスキル）
対自己力について説明できるようになる（自分自身のマネジメント）
スポーツの意義と価値について説明ができるようになる
文化としてのスポーツについて説明ができるようになる
スポーツ権について説明できるようになる
ガバナンスとコンプライアンスについて説明ができるようになる
暴力とハラスメントについて考える
アンチドーピングについて説明できるようになる
スポーツ指導者の法的責任について説明できるようになる
指導計画ついて説明できるようになる
筆記試験

受講生への
メッセージ

スポーツに関わる仕事をしていく上で、何かを指導するという場面は必ず来ます。自分が思う理想の指導
者、理想の指導をするためには、いろいろと気をつけなければならないこともあります。それらを学び、
理解し自分が理想とするような指導者になるための基礎を一緒に学びましょう！

Reference　Book　（公益財団法人　日本スポーツ協会）

準備学習
時間外学習

（準備学習）テキストを読み、どのような内容を授業で扱うかを理解し、自分がその立場ならこうすると
いうような自分なりの意見や考えをまとめておく。（時間外学習）授業で学んだことを踏まえ、自分なり
の考えを再びまとめ、実際に指導する時には、それを実行できるようにする。

評価方法

１．定期試験（80％）
２．小テスト（％）
３．レポート（10％）
４．課題成果（10％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

定期試験(80％）とレポート+課題成果（20％）で評価をします。



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限
月曜日・3限火曜日・2限金

曜日・4限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

１．定期試験（％）８０
２．小テスト（％）
３．レポート（％）２０
４．課題成果（％） ５．実
地試験（％）

受講生への
メッセージ

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

指導者論
必修
選択

必修 年次 1年 担当教員 大西  城太郎コーチング論
(Coach Introduction)

コーチングセッションの中で積極的傾聴を実践する

スポーツ科学科

授業
形態

講義
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

【授業の学習内容】

１．コーチングの基本的な知識を得る ２．コーチングの基本スキルの習得 ３．コーチングセッションの実践
４．スポーツスキルのコーチング方法を学ぶ
実務者経験：2000年～フィットネスクラブで会員の指導に関わるようになり、これまでに多くのクライアントに様々な指導
を行ってきた。また、ラクロス部のトレーナーとしても多くの学生に様々な指導を行ってきた

【到達目標】

スポーツスキル、自分自身、クライアントなど様々な課題に対してのコーチングセッションが出来るようになり、それぞれ
の問題解

授業計画・内容

コーチングを理解し、セッションを実践する

筆記試験

コーチングセッションの中で行動計画を立てることを実践する

動機づけについて理解し、なぜ大事なのか説明できるようになる

意図の明確化について理解し、なぜ大事なのか説明できるようになる

動機づけを高める方法について学び、目標設定をし、それを実践する

目標の具体化について理解し、なぜ大事なのか説明できるようになる

５感の優位性について理解し、５感の優位性を活かした話し方の実践をする

リフレーミングについて理解し、それを実践する

コーチングセッションを実践する

１年の振り返り（課題対応）

スポーツ技能の習得について説明できるようになる

集中法と分散法について説明できるようになる

公認スポーツ指導者養成テキストⅠ・Ⅱ

解説

実際に習ったことを日々の生活の中で実践していくことがコーチングのスキルを身につけていくことにつながりま
す。目

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

なんとなく生活しているよりも、何か目標や目的をもって生活した方が生活にもハリが出ると思います。コーチン
グは生活にハリを出すためのスキルの一つです。自分自身をコーチングをしてよりよい生活を送れるようにしま
しょう！

【使用教科書・教材・参考書】



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限 土曜日・1限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

１．定期試験（80％）
２．小テスト（％
３．レポート（％）
４．課題成果（20％）
５．実地試験（％）

受講生への
メッセージ

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

社会学
必修
選択

必修 年次 1 担当教員スポーツ社会学
 (Sports sociology)

社会の中のスポーツについて説明することができる

スポーツ科学科

授業
形態

講義
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

【授業の学習内容】

スポーツの社会的影響だけではなく、社会の中のスポーツの在り方について学びます。その他、トップアスリートが抱える
問題や遠征時などの環境についてどのように対応してくべきなのか実践例も含めた授業構成です。また、スポーツと社会と
の関わりを学び、スポーツに対して社会学的な観点からアプローチすることの重要性を学び、そこで得られた問題の解明方
法などを具体例を交えながら学び、習得する。
実務者実績：成人・中高年者のスポーツ・ライフプロモーションとその便益に関する研究を積み、生涯スポーツを専門とす
る。マスターズスポーツのイベント企画や運営にも関わる。

【到達目標】

スポーツと社会情勢について理解して諸問題についての解決策などを考案・実践することを目的とする。
〈具体的な目標〉
目標①スポーツの文化やその歴史についての説明ができる
目標②アスリートに関わる社会学的問題とその解決方法について説明ができる
目標③スポーツチーム、集団、組織におけるそれぞれの社会的役割について説明ができる目標④スポーツと地域社会とのつ
ながりについて説明ができる

授業計画・内容

オリエンテーション・スポーツと社会の実際について知ることができる

定期試験

日本のスポーツやスポーツプロモーションについて説明できる

トップアスリートを取り巻く問題について説明できる（海外遠征）①

トップアスリートを取り巻く問題について説明できる（海外遠征）②

トップアスリートを取り巻く問題について説明できる（海外遠征）③

中間試験

スポーツ事故におけるスポーツ指導者の法的責任について説明できる

スポーツと人権について説明することができる①

スポーツと人権について説明することができる②

実際に発生したスポーツ事故について説明ができ、対応策を考案することができる①

実際に発生したスポーツ事故について説明ができ、対応策を考案することができる②

まとめ

日本スポーツ協会公認スポーツ指導者養成テキスト共通科目Ⅰ・Ⅱ

試験解説

ニュースの記事を日頃から読むことが大切です。社会の中でおこるスポーツに関する出来事を知っていくことで、
スポーツを見る視野が広がります。まずは興味を持ちましょう。

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

スポーツにおける社会的問題を考慮した指導者に向けた授業になっており、実際に起こっている例を知っていきな
がら、今後の対応策などを一緒に考えていきましょう。

【使用教科書・教材・参考書】



授業

学科 総時間 30 開講区分 前期

コース (単位) (2) 曜日・時限 月曜・1,2,4限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋医健スポーツ専門学校　　2022年度　シラバス

基礎医学
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 井澤 秀野科目名
(英)

スポーツ医学概論
(Sports Medicine Introduction)

スポーツ活動中に多い怪我や病気（熱中症の定義・原因・症状・対応・予防法を説明できる）

スポーツ科学科
授業
形態

講義
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

【授業の学習内容】
スポーツ医学各論の基礎となる科目として、アスレティックトレーナーが身に付けるべきスポーツ医学に関わる基本的な知識を習得
し理解を深める事を目的とする
　
実務者経験：2005年～2013年ヤマハ発動機ラグビー部トレーナー、2013年～現在　東海大学附属相模高等学校ラグビー部トレー
ナー、2015年～2016年　IBM　BIG BLUEアメリカンフットボール部トレーナー、2015年～2016年　セブンズラグビー日本代表ト
レーナー、2017年　栗田工業ラグビー部トレーナー、2018年～現在　富士通アメリカンフットボール部トレーナーを行う。各チーム
において、外傷発生時の応急処置、及び、選手のコンディショニング、リハビリテーションに携わる

【到達目標】
スポーツ医学に関する知識を深める、獲得したスポーツ医学の知識を実際のフィールド及び運動指導の場面で実践・指導に活用す
る。具体的にはスポーツ活動中に発生する怪我や病気（内科・外科）の特徴とその適切な対応及び予防を理解する。性別、年齢の違
いで生じるスポーツ外傷・障害の特徴とその適切な対応及び予防法を理解する。健康的なスポーツ活動を行う為に必要なアスレ
ティックトレーニング、アスレティックコンディショニングの理解を深める

授業計画・内容

ガイダンス・スポーツ医学総論（スポーツ医学の範囲と学びについて理解し説明できる）

スポーツと健康（健康の定義・スポーツの効果について説明できる）

試験解説

スポーツ活動中に多い怪我や病気（突然死の定義・原因・症状・対応・予防法を説明できる）

スポーツ活動中に多い怪我や病気（オーバートレーニング症候群の定義・原因・症状・対応・予防法を説明できる）

スポーツ活動中に多い怪我や病気（運動性貧血の定義・原因・症状・対応・予防法を説明できる）

スポーツ活動中に多い怪我や病気（多い怪我の種類、特に年齢別、種目別の特徴を説明できる）

発育発達期に多い怪我や病気（発育発達期の身体の特徴を理解し発生しやすい怪我や病気を説明出来る）

救急処置・応急処置（一次救命処置の手順、RICE処置について方法、注意点を理解し説明出来る）

スポーツ活動と安全管理（スポーツにおける安全確保について理解し説明できる）

スポーツと健康管理（アスリートの健康管理体制、メディカルチェックの方法、項目、データ活用について理解し説明できる）

スポーツと健康管理（ドーピング防止活動、ドーピングコントロールについて理解し説明できる）

特殊環境下での対応（暑熱対策、低温対策、高地対策、時差対策、感染症対策について理解し説明できる）

定期試験

受講生への
メッセージ

スポーツに関わる者には幅広い知識が要求するされる。スポーツ医学では、疾患の発症メカニズムや病態、実践に則した予
防法について習得し理解、応用が出来るようになりましょう

日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー専門テキスト4巻　「健康管理とスポーツ医学｝

準備学習
時間外学習

・この授業を受けるには、スポーツ医学についての理解が必要です。アスリートに関するスポーツ医学の予習が必要です。
・スポーツ医学についての確認テストを行いますので、講義の復習が必要です。

評価方法

１．定期試験（100％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

定期試験（100％）で評価をします。



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限 金曜日・2,3,4限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

１．定期試験（７０％）
２．実地試験（２０％）
３．課題成果（１０％）

受講生への
メッセージ

日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー専門テキスト８「救急処置」

試験解説

①スポーツ医学の復習
②授業で行った救急処置の復習（特に実技の復習。緊急時に対処できるように復習する）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

救急処置は医療、スポーツ、フィットネスなど人と関わる仕事をする上で必要な知識です。処置を間違うと生命の危
機にも繋がります。しかし、救急処置が求められる場面は緊張感もあり冷静な判断が難しいです。冷静に正しい判断をするため
にも知識、技術の習得をしていきましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

定期試験

外傷時の救急処置（RICE処置について）を習得する

外傷時の救急処置（皮膚などの傷）について説明ができる

緊急時の救命処置（理論：頭部外傷）について説明ができる

緊急時の救命処置（実技：頭部外傷）を習得する

緊急時の救命処置（応用、ケーススタディ：頭部外傷）を習得する

緊急時の救命処置（理論：心肺蘇生法）について説明する

緊急時の救命処置（実技：心肺蘇生法）  を習得する

緊急時の救命処置（実技：心肺蘇生法、バックボードでの運搬）を習得する

内科的疾患（熱中症）の救急処置について説明ができる

内科的疾患（低体温、過換気状態）の救急処置について説明ができる

現場における救急体制について説明ができる

スポーツ現場における救急処置について説明ができる

スポーツ科学科

授業
形態

講義、演習
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

【授業の学習内容】

アスリート、スポーツ愛好家の方が運動を行う際、ケガをした時や何らかの原因で倒れた時などの救急時の対処法を習得する。RICE処置や
心肺蘇生法など今まで行ったことや耳にしたことがあるかと思うが、それらの対処がなぜ必要なのか理解し、実習を通して技術の習得を行
う。
※実務経験：日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナーの資格を取得し、２０１３年３月～現在に至るまでTotal Body
Conditioning SPORTS LABに所属する。アスレティックトレーナーとして高校、中学の部活動やクラブチームで活動し、外傷などが起こっ
た際には応急処置を行っている。また、２０１７年より毎年、国際救命救急協会の講習を受講している。

【到達目標】

救急処置で私たちのできることは限られており、状況を理解し、速やかな正しい処置が必要である。状況に応じた迅速で正しい処置が行え
るよう知識、技術の習得を行う。
＜具体的な目標＞
①RICE処置など外傷の応急処置を実施できる
②心肺蘇生法を実施できる

授業計画・内容

救急処置の基本的知識について説明ができる

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス
基礎医学

必修
選択

必修 年次 1 担当教員 西山  伸吾救急処置法
 (Emargency Treatmen Method)



授業

学科 総時間 30 開講区分 前期
コース (単位) (2) 曜日・時限 木曜・1，2限/金曜・1限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋医健スポーツ専門学校　　2022年度　シラバス

コンディショニング
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 武山　修科目名
(英)

コンディショニング概論
(Conditioning Introduction)

コンディショニングの要素が理解して説明できる②

スポーツ科学科 授業
形態

講義
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

【授業の学習内容】

スポーツ選手のコンディショニングに関わる上で重要なコンディショニング評価、その方法や内容の基礎を理解し、実際の例を
挙げその問題に対して的確なコンディショニング評価ができるような知識・技術を修得する。

※実務者経験：:2009年に日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー資格取得。同時に鍼灸師の資格も取得。野球を中心に
プロ・実業団・学生など様々なカテゴリーのコンディショニング指導に携わる。ジュニア世代からの傷害予防にも力を入れる。

【到達目標】
スポーツ選手のコンディショニングに必要とされるコンディショニング評価、その方法や内容の基礎を理解し、実践できるよう
になる。また、1つのコンディショニング方法でけではなく幾つもの方法を考えられるようになる。

授業計画・内容

コンディショニングの概論が理解して説明できる

コンディショニングの要素が理解して説明できる①

試験解説

コンディショニングの評価法が理解して説明できる

コンディション評価が理解して説明できる

トレーニング計画とコンディショニングが理解して説明できる①

トレーニング計画とコンディショニングが理解して説明できる②

トレーニングの原則が理解して説明できる

トレーニングのカテゴリーが理解して説明できる

競技力向上を目的としたコンディショニングが理解して説明できる

スプリントトレーニングとエンデュランストレーニングが理解して説明できる

サーキットトレーニングが理解して説明できる

まとめ・復習

定期試験

受講生への
メッセージ

スポーツにおけるコンディショニングの必要性、重要性の基礎にふれ、コンディショニングのもたらす効果について学習していき
ましょう。

・日本体育協会　AT専門テキスト（6巻）「予防とコンディショニング」

準備学習
時間外学習

コンディショニングは幾つもの要素が積み重なって評価するものです。毎授業の積み重ねが重要になりますので毎授業
後の復習をしっかりと行ってください。また自分の専門競技以外の競技についても興味をもって理解を深めて下さい。

評価方法
１．定期試験　80％
２．平常点　20％

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

定期試験と平常点で評価をします。



授業

学科 総時間 30 開講区分 前期

コース (単位) (2) 曜日・時限 金曜日・2,3,4限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

運動前にはウォーミングアップやクーリングダウンを行っている思います。ウォーミングアップがなぜ必要なのか、行うこ
とで体では何が起こるのかなどを理解することでメニューの組み方などが分かります。専門用語など聞きなれない言葉も多
く、最初は戸惑うことも多いと思いますが、予習、復習を行い、理解を深めていきましょう。

準備学習
時間外学習

①授業の終わりに次回の範囲を伝えるため、事前学習を行う
②課題や中間テストなどを実施するため、授業で配布したプリントを復習し、理解する

評価方法

１．定期試験（80％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（20％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

試験解説

クーリングダウンについて説明することができる

ウォーミングアップ、クーリングダウンの実際について説明することができる

関節運動について説明ができる、ペアストレッチ（体幹）の実習を行い、実践することができる

ペアストレッチ（上肢）の実習を行い、実践することができる

アイシング（疲労回復）について説明することができる

アクアコンディショニングについて説明することができる

スポーツマッサージについて説明することができる

フィットネス（基礎体力）チェックについて説明することができる

フィットネス（専門体力）チェックについて説明することができる

競技種目特性とコンディショニングについて説明することができる

定期試験

ウォーミングアップについて説明することができる

スポーツ科学科
授業
形態

講義
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

【授業の学習内容】
コンディショニングの授業では、ウォーミングアップやクーリングダウンの方法、プログラムを考える時に押さえておくべきポイン
トについて行う。最終的にウォーミングアップやクーリングダウンのプログラムを組めるよう授業を行う。アスリート、スポーツ愛
好家の方々のコンディションに合わせてプログラミングを行い、実施できるようになる。
※実務者経験：日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー資格取得。2021年3月まで15年間フリーランスとして活動し、小学
生～高校生を中心にケガの予防、基礎体力向上のためにストレッチや体の使い方などコンディショニング指導を中心に行っていた。

【到達目標】
コンディショニングについての基礎知識を習得し、ケガの予防やパフォーマンスアップに繋がるウォーミングアップやクーリングダ
ウンのプログラムを作成できるようになる。

授業計画・内容

オリエンテーション(自己紹介、授業について）、コンディショニングについて実習を行う

「コンディショニング」について説明ができる

名古屋医健スポーツ専門学校　　2022年度　シラバス

コンディショニング
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 西山 伸吾科目名
(英)

コンディショニング基礎
(  Basic conditionning　)

日本体育協会 AT専門テキスト（６巻）「予防とコンディショニング」



授業

学科 総時間 30 開講区分 前期

コース (単位) (2) 曜日・時限 木曜4限/金曜3・4限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

膝関節のテーピングの演習を行い、実践することができる

実技試験を行う

【使用教科書・教材・参考書】

日本スポーツ協会公認　アスレティックトレーナーテキスト第6巻　【予防とコンディショニング】

受講生への
メッセージ

トレーナーはもちろん、インストラクターやビジネス部門で現場に出るにあたって、様々な怪我に遭遇することが想定さ
れます。
そこで、本授業でのテーピングの知識は必ず生きてくるものだと思います。身体や怪我についてしっかりと知識を持
ち、それと併せて正確なテーピングの技術を習得しましょう。

筆記試験を行う

試験解説を行う

準備学習
時間外学習

テーピングを実施するにあたり、その部位に対しての解剖学的知識や起こりうる外傷・傷害に対しての知識が必要で
す。
本授業で行うテーピング部位は、足部・足関節、膝関節が主となりますので、各部位の解剖学、外傷・傷害についての
予習が必要です。
実技試験2回、筆記試験1回を行いますので、復習が必要です。

評価方法
１．中間試験（25％）
２．実技試験（25％）
３．筆記試験（50％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

中間試験（実技25％）
期末試験（実技25％・筆記50％）で評価をします。

足部アーチのテーピングを実施できる

足関節内反捻挫（基本）のテーピングの演習を行い、実践することができる

足関節底屈制限のテーピングを実施できる

膝前十字靭帯損傷に対してのテーピングを実施できる

膝内側側副靭帯損傷に対するテーピングを実施できる

足関節背屈制限のテーピングを実施できる

中間試験（実技）を行う

授業
形態

演習

足関節内反捻挫（基本）のテーピングを実施できる

足関節内反捻挫（OPEN/CLOSE)のテーピングを実施できる

足関節内反捻挫　伸縮テープを用いたテーピングを実施できる

選手やクライアントの方に発生する、各外傷や障害に対してテーピングを的確に行う必要がある。
各外傷・障害についてや、その部位の解剖学的知識を習得したうえで、テーピングを実施する。
本授業修了時には各外傷や障害、その部位についての知識、併せてテーピングを正確に実施するための基礎となる
技術を習得できる。

実務者経験：2017年よりアスレティックトレーナーとして、トライアスロン選手や社会人フットサルチームなどのサポート
を行う。また、アスリートのトレーニング指導を行うパーソナルトレーナーとしても活動している。選手の怪我の応急処
置や予防・再発予防のためのコンディショニング、テーピングなどを行っている。

各外傷・障害についての知識や、解剖学的知識を習得する。
そして、選手やクライアントの方にただテーピングを実施するだけではなく、使用するテープの目的、各手順ごとのテー
ピングの目的までを正確に説明できる。

【到達目標】

全コース

授業計画・内容

ガイダンスを行う　　テーピングの概要について説明ができる

【授業の学習内容】

スポーツ科学科

名古屋医健スポーツ専門学校　　2022年度　シラバス

必修
選択

必修 年次 1 担当教員 福田　翼科目名
(英)

テーピング基礎
(Taping Basic）

コンディショニング



授業

学科 総時間 30 開講区分 前期

コース (単位) (2) 曜日・時限 金曜日・5限目

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋医健スポーツ専門学校　　2022年度　シラバス

コンディショニング
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 西山 伸吾科目名
(英)

セルフエクササイズ演習
( Self exercise seminar )

セルフストレッチ（下肢②）の実習を行い、実践することができる

スポーツ科学科
授業
形態

演習
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

【授業の学習内容】
セルフエクササイズの授業ではベーシックなセルフストレッチ、レジスタンストレーニングを中心に行う。自分自身のためにセルフ
エクササイズを行うのではなく、指導や見本が見せられるように、正しい方法を習得する。授業終了後には指導者としてセルフエク
ササイズが指導できるようになる。
※実務者経験：日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー資格取得。2021年4月よりスポーツクリニックに勤務しており、来
院者のニーズ、症状・状態に応じたセルフエクササイズの指導を行っている。

【到達目標】
　ウォーミングアップなどの運動指導時のセルフエクササイズ（ストレッチ、レジスタンストレーニング）の指導を行うために基本
的な知識と技術を習得する。また、セルフエクササイズの指導、見本、フォームの修正ができるようになる。

授業計画・内容

セルフストレッチの基礎知識について説明ができる

セルフストレッチ（下肢①）の実習を行い、実践することができる

試験解説

セルフストレッチ（上肢）の実習を行い、実践することができる

セルフストレッチ（体幹）の実習を行い、実践することができる

セルフストレッチ（下肢、上肢、体幹）をクライアントに対して説明、指導することができる

セルフストレッチのプログラミングを行い、実践、指導することができる

レジスタンスエクササイズの基礎知識について説明ができる

レジスタンスエクササイズ（上半身、下半身）の実習を行い、実践することができる

レジスタンストレーニング（体幹）の実習を行い、実践することができる

レジスタンストレーニング（上半身、下半身、体幹）をクライアントに対して説明、指導することができる

レジスタンストレーニングのプログラミング行い、実践、指導することができる

クライアントに合わせてセルフストレッチとレジスタンストレーニングのプログラミングができる

定期試験

受講生への
メッセージ

セルフエクササイズはウォーミングアップやクールダウンなど多くの場面で行われます。セルフエクササイズを正しく、効
果的に指導するためには身体の構造を理解することが大切です。解剖学などの授業で学んだ知識を、この授業で実践に活か
せるようにしましょう。

準備学習
時間外学習

①解剖学（特に筋の起始、停止、作用）についての予習が必要である。
②正しい方法の習得のために、授業で行ったセルフエクササイズを授業外でも日々取り組む。

評価方法

１．定期試験（40％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（20％）
５．実地試験（40％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

日本体育協会 AT専門テキスト（６巻）「予防とコンディショニング」



授業

学科 総時間 30 開講区分 前期
コース (単位) (2) 曜日・時限 木曜日・3限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

疑問点が出てきたらその都度質問をし、理解を深める事。遅刻・欠席が無いように。

ストレングストレーニング＆コンディショニングNSCA決定版第3版（ブックハウスHD、2010）

準備学習
時間外学習

この授業には、生理学や解剖学、レジスタンストレーニングについての知識が必要となる為、予習を行う事。
小テストやプログラミングを行う為、復習を行い理解を深めておく事。

評価方法

１．定期試験（70％）
２．小テスト（30％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

学期末試験に対するフィードバックを行い、より理解を深め、さらなる成長へ繋げる

トレーニングの原理・原則について説明ができる

ウエイトトレーニングの特徴と実施方法、ウエイトトレーニングの必要性について説明ができる

ウエイトトレーニングにおけるプログラム構成要素について説明ができる

ウエイトトレーニングにおけるカウンセリングと体力評価、エクササイズタイプと選択方法について説明ができる

ウエイトトレーニングにおける負荷とレップ、セット、インターバルの関係について説明ができる

ウエイトトレーニングのプログラム作成、そのプログラムに対するディスカッションを行い理解を深める

有酸素性トレーニングの特徴とプログラム構成要素について説明ができる

有酸素性トレーニングのプログラム作成における注意点と方法について説明ができる

有酸素性トレーニングのプログラム作成、ディスカッションを行い理解を深める①

有酸素性トレーニングのプログラム作成、ディスカッションを行い理解を深める②

学期末試験により理解度合いを確認する

体力要素に合わせたトレーニングの種類の説明ができる

スポーツ科学科 授業
形態

講義
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

【授業の学習内容】
トレーニングに対する基礎知識の構築とプログラミングについての講義を行う。様々なニーズに合わせた指導を行って
いく為にも各体力要素の特徴とそれらトレーニングから得られる効果を理解する事は重要である。本講義ではウエイト
トレーニングと有酸素性トレーニングのプログラム作成を行う。作成したプログラムに対するディスカッションを行い
理解を深める。

実務者経験：2007年にNSCA-CPT、2008年にCSCSを取得し、大手フィットネスクラブでインストラクター、パーソナ
ルトレーナーとして指導に当たると共に、クラブチームや高等学校クラブへストレングスコーチとしてチーム指導に当
たる。2012年より京都市においてジムを2店舗経営し、子どもから高齢者、アスリートに至るまで様々なクライアント
への運動指導にあたる。
【到達目標】
各体力要素に合わせたトレーニングの種類とそのトレーニングから得られる効果を理解できる。ウエイトトレーニング
と有酸素性トレーニングのプログラム構成要素を理解し、プログラム作成が行えるようになる。

授業計画・内容

「体力」について説明ができる

防衛体力と行動体力、体力の個人特性について説明できる

名古屋医健スポーツ専門学校　　2022年度　シラバス

エクササイズ基礎
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 荒牧　友宏科目名
(英)

トレーニング概論
(　Introduction to Training　)



授業

学科 総時間 30 開講区分 前期

コース (単位) (2) 曜日・時限 木曜３限/金曜２限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

公益財団法人　健康・体力づくり事業財団　健康運動実践指導者養成用テキスト

名古屋医健スポーツ専門学校　　2022年度　シラバス

エクササイズ基礎
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 福田　翼科目名
(英)

トレーニング演習
( training exercises )

自重エクササイズの指導方法が説明できる

スポーツ科学科
授業
形態

演習
全コース

【授業の学習内容】

運動やトレーニングには、様々な方法があるが、トレーニング演習ではマシントレーニング以外の、自重エクササイズを中心と
したトレーニングメニューの実践または指導スキルを修得する。
また、スポーツ活動時に実施されるウォーミングアップやクーリングダウンを演習を通じて修得し、スポーツ指導者として、正し
く見本が見せれるスキルや、指導方法も修得する。
実務者経験：2017年よりアスレティックトレーナーとして、トライアスロン選手や社会人フットサルチームなどのサポートを行う。
また、アスリートのトレーニング指導を行うパーソナルトレーナーとしても活動している。

【到達目標】

自重エクササイズ、ウォーミングアップ・クーリングダウンのスキル、知識、指導法の修得。
〈具体的な目標〉
目標①ウォーミングアップ・クーリングダウンの意義が説明できる
目標②ウォーミングアップのスキル・指導法が修得できる
目標③クーリングダウンのスキル・指導法が修得できる
目標④ウォーミングアップ・クーリングダウンの構成ができる

授業計画・内容

トレーニングの意義・定義について説明ができる

自重エクササイズの構成方法について説明ができる

解答返却・解説

演習（自重エクササイズ）

ウォーミングアップの意義・定義について説明ができる

ウォーミングアップの構成について説明ができる

演習（ウォーミングアップ）

クーリングダウンの意義・定義について説明ができる

クーリングダウンの構成について説明ができる

演習（クーリングダウン）

ウォーミングアップとクーリングダウンに実施するストレッチの違いが説明できる

実演（グループ指導）

実演（グループ指導）

定期試験

受講生への
メッセージ

スポーツ指導者として、スポーツや身体のことについての知識の修得だけでなく、実際に自分が正しい見本の動きを
見せることができることは非常に大切です。この授業を通じて、知識だけでなく、自分の身体を正しく思ったように動
かせるスキルを身に付けていきましょう。

準備学習
時間外学習

身体を動かし、様々なウォーミングアップやクーリングダウン、自重トレーニングを実施します。
柔軟性や、筋力を有するスキルもあるので、普段からトレーニングを重ねておくことが必要になります。

評価方法
１．定期試験　80（％）
２．演習発表　20（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

定期試験とウォーミングアップやクーリングダウンの演習発表で評価
をします。



授業

学科 総時間 30 開講区分 前期

コース (単位) (2) 曜日・時限 火曜日・1,2,3,4,5限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

NSCAジャパン　パーソナルトレーナーの為の基礎知識
目でみる筋力トレーニングの解剖学

受講生への
メッセージ

クライアントのニーズに応じたトレーニングが行えるようになる為にも、より多くのトレーニングを学んでいくとともに、
実際に自らがトレーニングを体験し、色んなことに気づき感じていくことが大切です。
正しいトレーニングを指導するためにも、まず自らがトレーニングを行っていきましょう。

準備学習
時間外学習

目標①前提：この授業を受けるには、筋肉の名称・起始・停止・作用等、解剖学の理解が不可欠です。解剖学の予習が必要です。
目標②トレーニング器具を扱う上において、器具の重量に対して筋力が必要になります。自主的にトレーニングすることが必要で
す。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（100％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

定期試験（80％）、平常点（20％）で評価をします。

試験解説

上肢のトレーニングが理解して実践することができる③

上肢のトレーニングが理解して実践することができる④

下肢のトレーニングが理解して実践することができる①

下肢のトレーニングが理解して実践することができる②

下肢のトレーニングが理解して実践することができる③

下肢のトレーニングが理解して実践することができる④

コアトレーニングが理解して実践することができる①

コアトレーニングが理解して実践することができる②

コアトレーニングが理解して実践することができる③

総復習

定期試験

上肢のトレーニングが理解して実践することができる②

スポーツ科学科
授業
形態

演習
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

【授業の学習内容】
前期は、トレーニング器具の名称、使用方法を学び、また基礎となるトレーニングの種類・方法・効果を中心に習得します。

※実務経験
チームトレーナー：高校硬式テニス部、高校ラグビー部、大学ラクロス部、
パーソナルトレーナー：アーティスト、バレリーナ、プロテニスプレーヤー、プロボクサー、ラグビー
京都府国体テニストレーナー、島津全日本テニス室内選手権大会トレーナーなどの活動をしている。

上肢・下肢のトレーニング・自体重トレーニング・パワーエククササイズの種類・方法・効果を中心に習得し、
自身が実演・指導・効果の説明が行えるようになること。
クライアントによる様々なニーズに応じたトレーニングを提供できるようになること。

【到達目標】

授業計画・内容

トレーニング器具の名称・使い方説明方法が理解できる

上肢のトレーニングが理解して実践することができる①

名古屋医健スポーツ専門学校　　2022年度　シラバス

エクササイズ基礎
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 木村　友紀科目名
(英)

レジスタンストレーニングⅠ
(Resistance　TrainingⅠ)



授業

学科 総時間 30 開講区分 前期

コース (単位) (2) 曜日・時限
火曜日 2・3・4・5限

木曜日 1・4限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋医健スポーツ専門学校　　2022年度　シラバス

エクササイズ基礎
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 伊藤 ひとみ科目名
(英)

エアロビックダンス
(  Aerobic Dance　)

基本ステップを習得する。

スポーツ科学科
授業
形態

演習
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

【授業の学習内容】
エアロビックダンスを通じてグループエクササイズの担う役割と効果を習得します。
音楽を使うエクササイズによる効果は、体力向上やフィジカル強化だけにとどまらず、現代社会における問題点でもあるストレスの軽減、更には
がん予防にも効果が証明されています。人と関わるエクササイズによって多くの人を笑顔にする喜びを習得します。

※実務者経験：2000年からインストラクターとして活動。日本フィットネス協会ADI、健康運動実践指導者・健康運動指導士の資格を取得。スポー
ツクラブにてエアロビクス・ダンス系・調整系プログラムを指導。養成コースの講師等の経験。

エアロビックダンスは、資格試験の実技の際に必要であるためにも実習を通して習得します。
また、様々な指導に繋がるスキルを得ていきます。
目標①グループエクササイズの効果の実習
目標②指導者に必要な総合的スキルの習得
目標③資格試験に繋げられる実技を身につける

授業計画・内容

オリエンテーション

エアロビックダンスの歴史・効果・特性の説明ができる。

音取り・基本ステップを習得する。

準備学習
時間外学習

実際にスポーツクラブなどでレッスンに参加して、参加者側の気持ちを経験したり、現場のインストラクターから学ばせて
もらう時間を作りましょう。
インプットしたことをアウトプットする機会を作ることで本当の習得になるので、指導するチャンスを作っていきましょ
う。

指導スキルを説明できる・

ウォームアップを説明できる。

クールダウンを説明できる。

デモンストレーション・復習

指導練習を通して指導法を習得する。

シンメトリー法を説明できる。

デモンストレーション・復習

復習と試験対策

試験対策

定期試験

試験解説

健康・体力づくり事業財団　健康運動実践指導者養成用テキスト

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

授業態度（20％）
出席状況（20％）
定期試験（60％）で評価をします。

受講生への
メッセージ

一年生の前期では、全員がエアロビクスダンスを学びます。
この授業では、資格取得（健康運動実践指導者）のも繋がる内容となっています。
グループフィットネスの魅力を伝えます。しっかり汗を流しましょう。



授業

学科 総時間 30 開講区分 前期

コース (単位) （２） 曜日・時限 月曜日・２限・３限・４限

実際の指導現場では、様々な環境があり（プール環境、時間帯、対象者、プログラム内容など）より多くのニーズに対応でき

る事が望まれます。　現在行われている水中運動（アクアビクス、アクアウォーキング、レジスタンスプログラム、リラクゼ

ーションなど）や水中という環境を実際に体感し、水の特性を理解しプログラミングや実技指導に繋げます。

＊実務経験：2005年アクアエクササイズインストラクター資格を取得。　現在、愛知県内10ヶ所のスポーツクラブにおいて　
週18本を担当している。　全米アクアエクササイズ協会認定・全米アクアセラピー＆リハビリ協会認定者。

【到達目標】水中運動にはどんなプログラムがあるのか、その目的や効果、どの様な対象者に適しているか説明できる。
水の特性を理解し「アクアウォーキング」を実際にプログラミングし指導できる。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

定期試験（60%）・課題成果（20%）・出席授業態度（20%）で
評価します。

どんな場面に於いても第一印象は、とても大切です。挨拶は明るく元気よく行いましょう。
遅刻や忘れ物も厳禁です。施設利用にも感謝を忘れず、お互い気持ち良く授業を進めていきましょう。

【使用教科書・教材・参考書】
健康運動実践指導者テキスト・筆記用具・水着・キャップ・タオル

受講生への
メッセージ

準備学習
時間外学習 授業最初に前週の復習を行います。必ず各自での復習をしてください。

評価方法

１．定期試験（％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

定期試験（アクアウォーキングの実技指導ができる）/定期試験評価

対象者や目的別のアクアプログラムを実習し体感する事ができる① （アクアビクス・レジスタンス・リラクゼーション）

対象者や目的別のアクアプログラムを実習し体感する事ができる① （アクアビクス・レジスタンス・リラクゼーション）

講義・アクアウォーキングの目的、強度変換を説明できる/　アクアプログラムを実習し体感する事ができる②

講義・アクアウォーキングの目的、強度変換を説明できる/　アクアプログラムを実習し体感する事ができる②

講義・アクアウォーキングのプログラミングと指導法を学び習得する/アクアウォーキングを実習し退館することが出来る

講義・アクアウォーキングのプログラミングと指導法を学び習得する/アクアウォーキングを実習し退館することが出来る

試験課題対策①/実技指導を習得する

試験課題対策①/実技指導を習得する

試験課題最終説明・試験課題対策②

試験課題最終説明・試験課題対策②

定期試験（アクアウォーキングの実技指導ができる）/定期試験評価

授業計画・内容

オリエンテーション

講義・アクアエクササイズの目的、水の特性を理解しについて説明できる/ 水中のデモンストレーション練習①

講義・アクアエクササイズの目的、水の特性を理解しについて説明できる/ 水中のデモンストレーション練習①

スポーツ科学科
授業
形態

演習
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

【授業の学習内容】

名古屋医健スポーツ専門学校　　2022年度　シラバス

エクササイズ基礎
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 鈴木　久美子科目名
(英)

アクアビクス（aquabics)



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限 火曜日・3限4限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時間外
学習

評価方法

１．定期試験（80％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（20％）
５．実地試験（％）

受講生へのメッ
セージ

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

スポーツ科学科
必修
選択

必修 年次 1 担当教員スポーツ生理学
(Sports  Physiology)

運動の仕組みについて説明できる

スポーツ科学科

授業
形態

講義
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

（ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ・ﾊﾟｰｿﾅﾙﾄﾚｰ ﾅｰ）

【授業の学習内容】

身体を動かす関節や筋肉の機能やその働きについて学ぶ。また、エネルギー供給機構や神経伝達系、呼吸循環器系など人生きていくために必
要な機能について習得する。また、ATPやそれに関わるエネルギー供給機構について学び、各スポーツに必要なトレーニングについて生理学的
観点からまとめ、考案する。
実務者実績：大学卒業後2005年より、肉体改造に力を入れる大手ﾊﾟｰｿﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑに勤務。2013年に博士課程修了（体育学）。その後大学・
専門学校で教鞭をはかる。スポーツ科学分野の指導に力をいれ、各施設において運動指導をおこなう。

【到達目標】

身体を動かす組織や機能について学び、各スポーツにおけるトレーニングによる生理学的変化について説明ができる
<具体的な目標>
目標①関節、筋肉の機能について説明ができる目標②呼吸循環系について説明ができる
目標③トレーニングにおける身体の生理学的変化について説明ができる

授業計画・内容

オリエンテーション

定期試験

筋骨格系の収縮のメカニズムについて説明できる

エネルギー供給系について説明できる

筋線維タイプについて説明できる

呼吸循環系の働きと構造と説明できる

運動における呼吸循環系の指標や変化について説明できる

運動時の酸素利用について説明できる

トレーニングにおける呼吸循環系の変化について説明できる

運動における血液循環系の役割について説明できる

発汗における体温調整について説明できる

スポーツとの遺伝的要素の関連について説明できる

まとめ

日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー専門テキスト  ワークブック  【スポーツ科学】

試験解説

授業内容はスポーツに関わる内容になりますが、基礎生理学の理解がなければなりません。
そのため、基礎生理学の知識を身に着けることや予習・復習をするようにしましょう。

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

スポーツ指導者はスポーツ生理学の理解が必要になります。基礎生理学の授業内容を復習しながら授業に臨むようにして下さい。

【使用教科書・教材・参考書】



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限 月曜日・2限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法
１．定期試験（80％）
2．演習成果（20％）

受講生への
メッセージ

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

スポーツ科学科
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 藤本  洋平運動学演習
 (Kinematics Serminar)

各関節運動について説明ができる①

スポーツ科学科

授業
形態

演習
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

（ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ・ﾊﾟｰｿﾅﾙﾄﾚｰ ﾅｰ）

【授業の学習内容】

ウォーミングアップの重要性の再確認現場での指導をイメージさせ、個々の指導能力をつけさせる(授業内での発表)
様々な競技の動画を見せ、動作分析を行う。それにより、各部位の動作変化やその部分に連動する必要な動き、筋肉、骨格
などの特性を習得させる。
※実務者経験：2013年からアスレティックトレーナーとして高校生・大学生の競技現場を中心に活動している。トレーニン
グ指導やウォーミングアップやクーリングダウンなど、コンディショニングの指導を中心に行っている。

【到達目標】

ウォーミングアップ、クーリングダウンの作成・指導ができる走りの基本動作を獲得できる
各競技の動きづくりを学ぶことができる

授業計画・内容

運動軸・運動面について説明ができる

定期試験

各関節運動について説明ができる②

自体重で行う上半身の運動指導を習得する

自体重で行う下半身の運動指導を習得する

自体重で行う体幹の運動指導を習得する

各目的・競技別のウォーミングアップの指導を習得する①（球技系スポーツ）

各目的・競技別のウォーミングアップの指導を習得する②（ラケットスポーツ）

各目的・競技別のウォーミングアップの指導を習得する③（コリジョンスポーツ）

各目的・競技別のウォーミングアップの指導を習得する④（水泳・陸上競技）

各目的・競技別のクーリングダウンの指導を習得する①（球技系スポーツ）

各目的・競技別のウォーミングアップの指導を習得する②（その他スポーツ）

試験対策

健康運動実践指導者養成テキスト

試験解説

一つ一つの動きの実施方法・注意点等をまとめ、正確に伝えていけるようにしましょう。

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

定期試験（80％）と実技指導案の作成、実際の指導内容等の演習の成
果で評価を行う。

現場を意識し、指導力の必要性をもっと身につけること。
様々な動きを、口頭や文章などで表現するのは難しい。口頭指導より動きを見せる方が相手にははるかにわかりや
すい。そのため、君たち自身が動きを習得・熟知し、注意点や効果などをみつけ自分のものにしなければいけな
い。

【使用教科書・教材・参考書】



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限 水曜日・4限／金曜日・4限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

１．定期試験（80％） ２．
小テスト（％） ３．レポー
ト（％） ４．課題成果
（20％） ５．実地試験
（％）

受講生への
メッセージ

日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー専門テキスト  2巻  「運動器の機能解剖」
プロが教える骨と関節のしくみ・はたらきパーフェクト辞典、プロが教える筋肉のしくみ・はたらきパーフェクト辞典

試験解説

基礎解剖学で学んだ内容を復習することが大切。書いて、しっかり覚えていく。

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

外傷を理解するにも、正しいトレーニングを指導するにも、人の体を診て、動きを指導していくうえでは、解剖学
的知識を深めることは重要なことです。
解剖学は「自ら学ぶ」姿勢が大切です。毎日の勉強を積み重ね、正しい知識を身につけていってください。

【使用教科書・教材・参考書】

定期試験

下肢の関節構造①（股関節）について説明できる

下肢の関節構造②（膝関節）について説明できる

下肢の関節構造②（足関節）について説明できる

上肢の骨について説明できる    ※確認テスト①

上肢の筋について説明できる

上肢の関節構造①（肩関節）について説明できる

上肢の関節構造②（肘関節・手関節）について説明できる

体幹の骨①について説明できる

体幹の骨②について説明できる

体幹の筋について説明できる    ※確認テスト②

まとめ

下肢の骨・筋について説明できる

スポーツ科学科

授業
形態

講義
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

（ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ・ﾊﾟｰｿﾅﾙﾄﾚｰﾅｰ）

【授業の学習内容】

1年次前期は、「骨」・「筋」の構造と、それぞれの位置・名称・特徴を中心に習得しました。
今期は、より専門的な解剖学知識を知ることで、外傷発生のメカニズムやトレーニング指導の際の動作的特徴を理解できる
よう、
学んでいきます。
実施者経験：2003年に日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー資格を取得。その後、ハンドボール、テニス、陸上
競技を中心とした現場でｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ、トレーニング指導を担当。テニスにおいてはプロ選手の専属もおこない、日本テニ
ス協会主催の国際大会においてオフィシャルトレーナーを務める。

【到達目標】

◎上下肢の筋について説明することができる。
◎体幹の骨・筋について説明することができる。
◎各関節構造と働きについて説明することができる。

授業計画・内容

オリエンテーション

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

機能的解剖学
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 松沢  恵美機能的解剖学Ⅰ
（Functional anatomyⅠ)



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) (2) 曜日・時限 月曜日・2限 3限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

１．定期試験（100％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％） ４．課
題成果（％） ５．実地試験
（％）

受講生への
メッセージ

日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー専門テキスト  3巻  「スポーツ外傷・障害の基礎知識」

試験解説

(目標①）前提：この授業を受けるには、スポーツ医学概論で学んだ知識理解が不可欠です。さらに解剖学について予習
が必要です。
(目標②）スポーツ医学についての確認テストを行いますので、講義の復習が必要です。

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

スポーツ指導者として必要なスポーツ医学（外科系）に関する基礎知識を理解できるようになります運動器外傷・
障害の発生機序・応急処置、救急処置、予防する知識と指導力を身につけましょう

【使用教科書・教材・参考書】

定期試験

スポーツにおける「捻挫」について、説明できる①

スポーツにおける「捻挫」について、説明できる②

スポーツにおける「捻挫」について、説明できる③

スポーツにおける「打撲」について、説明できる①

スポーツにおける「打撲」について、説明できる②

スポーツにおける「骨折」について、説明できる①

スポーツにおける「骨折」について、説明できる②

スポーツにおける「脱臼」ついて、説明できる①

スポーツにおける「脱臼」について、説明できる②

二次的機能障害について理解し、説明できる①

二次的機能障害について理解し、説明できる②

スポーツ現場で多く見られる外傷を理解し、説明できる②

スポーツ科学科

授業
形態

講義
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

（ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ・ﾊﾟｰｿﾅﾙﾄﾚｰﾅｰ）

【授業の学習内容】

スポーツに関わる者には内科的・整形外科的な内容まで幅広い知識が要求される。スポーツ医学Ⅰでは、整形外科的疾患に
おける、言葉の定義とその発生メカニズムを理解する。
実務者経験：2005年～2013年  ヤマハ発動機ラグビー部トレーナー・2013年～現在  東海大学附属相模高等学校ラグビー部
トレーナー・2015年～2016年  IBM  BIG BLUEアメリカンフットボール部トレーナー・2015年～2016年  セブンズラグビー
日本代表トレーナー・2017年  栗田工業ラグビー部トレーナー・2018年～現在  富士通アメリカンフットボール部トレー
ナー。各チームにおいて、怪我の応急処置及び復帰までのコンディショニングサポートにあたる。

【到達目標】

スポーツ医学に関する知識を深める、獲得したスポーツ医学の知識を実際のフィールド及び運動指導の場面で実践・指導に
活用する。具体的にはスポーツ活動中にスポーツ指導者として必要なスポーツ医学（外科科系）に関する基礎知識を理解で
きる。

授業計画・内容

スポーツ現場で多く見られる外傷を理解し、説明できる①

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

スポーツ医学
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 井澤 秀野スポーツ医学Ⅰ
(Sports MedicineⅠ)



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限 木曜日・1限 .2限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

１．定期試験（90％）
２．小テスト（％） ３．
レポート（％） ４．課題
成果（10％） ５．実地試
験（％）

受講生への
メッセージ

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

期末に実技試験を行い、触診技術の到達評価を行う。また講義内で実
技到達度を適宜評価する両者を総合して、成績評価を行う。

ストレッチやテーピングを行う場合、教科書の図や写真に従うだけでは、十分な効果が発揮されないこともありま
す。実際に、関節・靭帯・筋肉の触診ができるようになり、その位置を理解することで、より効果的なストレッチ
やテーピングが可能になるでしょう。

【使用教科書・教材・参考書】

プロが教える骨と関節のしくみ・はたらきパーフェクト辞典プロが教える筋肉のしくみ・はたらきパーフェクト辞典

■触診する骨や関節の名前、靭帯の付着位置について、予習（復習）しておくことが望ましい。

目標③  大腿後面・前面の筋について、触診できるようになる

目標③  大腿外側面・内側面の筋について、触診できるようになる

目標③  下腿の筋について、触診できるようになる

目標①➁  肩甲骨・上腕骨の骨指標について、触診できるようになる

目標①③  前腕の骨指標および、上腕の筋について、触診できるようになる

目標①③  前腕の筋および、脊柱の骨指標について、触診できるようになる

目標①③  胸郭の骨指標および、体幹後面の筋について、触診できるようになる

目標③  体幹前面の筋について、触診できるようになる

目標④  実技試験対策として、本講義の全体的な内容を理解できるようになる

目標④  実技試験を行い、本講義の全体的な内容を理解できるようになる

目標④  実技試験の解説を行い、本講義の全体的な内容を理解できるようになる

目標①➁  脛骨・腓骨・足部の骨指標について、触診できるようになる

スポーツ科学科

授業
形態

演習
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

（ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ・ﾊﾟｰｿﾅﾙﾄﾚｰ ﾅｰ）

【授業の学習内容】
■骨の位置とその骨指標の触診
■関節とその周囲の靭帯の触診
■筋の触診
以上の項目について、解説します。また本講義修了時には、各項目に関して、触診できるようになり、テーピングやスト
レッチ・トレーニング時に応用できる技術を習得できるようにする。
※実務者験：理学療法士として総合病院（術後リハビリテーション）・整形外科クリニック（スポーツ障害）での勤務経験
10年以上。

【到達目標】
■（目標①）  各骨の骨指標を触診できるようにする
■（目標➁）  各関節の靭帯や半月板を触診できるようにする
■（目標③）  各筋について、隣接筋との位置関係を把握、触診できるようになる
■（目標④）  各部位ごとに、骨・関節・靭帯・筋など複合的に位置関係を把握、触診できるようになる。

授業計画・内容

目標①  骨盤部の骨指標について、触診できるようになる

目標①  大腿骨・脛骨・膝蓋骨の骨指標について、触診できるようになる

目標➁  膝関節周囲の靭帯（MCL/LCL）、半月板（MM/LM）について、触診できるようになる

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

スポーツ医学
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 相谷  芳孝触診技術
 (Theraputic Skill)



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限 木曜4限・金曜３限・４限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

１．中間試験（25％） ２．
実技試験（25％） ３．筆記
試験（50％）

受講生への
メッセージ

日本スポーツ協会公認  アスレティックトレーナーテキスト第6巻  予防とコンディショニング

試験解説

テーピングを実施するにあたり、その部位に対しての解剖学的知識や起こりうる外傷・傷害に対しての知識が必要
です。
本授業で行うテーピング部位は、肘・肩関節・手関節が主となりますので、各部位の解剖学、外傷・傷害について
の予習が必要です。
実技試験2回、筆記試験1回を行いますので、復習が必要です。

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

トレーナーはもちろんインストラクターやビジネス部門で現場に出るにあたって、様々な怪我に遭遇することが想
定されます。そこで、本授業でのテーピングの知識は必ず生きてくるものだと思います。
身体や怪我についてしっかりと知識を持ち、それと併せて正確なテーピングの技術を習得しましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

定期試験（筆記）

肩鎖関節捻挫に対するテーピングを習得する

手関節捻挫に対するテーピングを習得する

大腿部肉離れ・打撲に対するテーピングを習得する

中間試験を行う（実技）

アキレス腱部のテーピングを習得する

手指のテーピングを習得する

腰部痛・股関節痛に対するテーピングを習得する

キネシオテープを用いた足部のテーピングを習得する

足関節底屈制限・背屈制限のテーピングを習得する

足関節底屈制限のテーピングの演習を行う

定期試験（実技）

肩関節前方脱臼に対するテーピングを習得する

スポーツ科学科

授業
形態

演習
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

（ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ・ﾊﾟｰｿﾅﾙﾄﾚｰﾅｰ）

【授業の学習内容】

選手やクライアントの方に発生する、各外傷や障害に対してテーピングを的確に行う必要がある。各外傷・障害について
や、その部位の解剖学的知識を習得したうえで、テーピングを実施する。
本授業修了時には各外傷や障害、その部位についての知識、併せてテーピングを正確に実施するための技術を習得できる。
実務経験：2017年からアスレティックトレーナーとして活動し、トライアスロン選手や社会人フットサルチームなどのサ
ポートを行う。

【到達目標】

各外傷・障害についての知識や、解剖学的知識を習得する。
そして、選手やクライアントの方にただテーピングを実施するだけではなく、使用するテープの目的、各手順ごとのテーピ
ングの目的までを正確に説明できる。

授業計画・内容

肘関節内側側副靭帯損傷・肘関節過伸展制限のテーピングを習得する

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

専門的コンディショニング
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 福田  翼テーピング応用
 (Taping advance)



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限 水曜1・2限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

１．定期試験（80％）
２．平常点（20％）

受講生への
メッセージ

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

専門的コンディショニング
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 武山  修コンディショニング演習Ⅰ
(Conditioninng Seminar Ⅰ)

ストレッチングの概要について説明できる。

スポーツ科学科

授業
形態

演習
昼間（Ⅰ部・Ⅱ部）

スポーツトレーナーコース

【授業の学習内容】

コンディショニング概論で学んだ知識を基に実際の現場で必要な技術を習得する。コンディショニングに必要な様々
な技術を対人に行い技術を習得する。

※実務者経験：2009年よりアスレティックトレーナーとしてプロ、実業団、学生など様々なカテゴリーのコンディショニングに携
わっている。

【到達目標】

知識や技術を理解、習得するだけでなく、対人にどのように指導できるかなどコミュニケーション能力も同時に習得
する。

授業計画・内容

まとめ

ストレッチングの種類と方法について説明できる。

ストレッチングの実技を実践することができる。  ①

ストレッチングの実技を実践することができる。  ②

ウォーミングアップの概要について説明ができる。

クーリングダウンの概要について説明ができる。

ウォーミングアップの実技を実践することができる。

クーリングダウンの実技を実践することができる。

スポーツマッサージの概要について説明できる。

スポーツマッサージの実技を実践することができる。  ①

スポーツマッサージの実技を実践することができる。  ②

スポーツマッサージの実技を実践することができる。  ③

【使用教科書・教材・参考書】

日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー専門テキスト  6巻  予防とコンディショニング

定期試験

試験解説

実技に入る前にそれぞれの概要の講義を行いますので、実技に入る前にその概要について復習し理解を深め
ておく。

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

コンディショニング概論で学んだことを実践していきましょう。



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限 火曜日・2,3,4限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

１．定期試験（80％） ２．
小テスト（％） ３．レポー
ト（％）  ４．課題成果
（20％） ５．実地試験
（％）

受講生への
メッセージ

適宜資料を配布します。

試験解説

前期でならった基礎的な動作を復習しておくようにしましょう。
その他、解剖学や運動学の基礎知識が必要になりますので必要に応じて復習するようになります。

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

様々な対象に応じたトレーニングが行えるようになる為にも、より多くのトレーニングを学んでいくとともに、実
際に自らがトレーニングを体験し、色んなことに気づき感じていくことが大切です。
正しいトレーニングを指導するためにも、まず自らがトレーニングを行っていきましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

定期試験

上肢のトレーニングについて説明することができる②

上肢のトレーニングについて説明することができる③

下肢のトレーニングについて説明することができる①

下肢のトレーニングについて説明することができる②

下肢のトレーニングについて説明することができる③

プライオメトリックトレーニングについて説明することができる①

プライオメトリックトレーニングについて説明することができる②

パワーエクササイズについて説明することができる①

パワーエクササイズについて説明することができる②

パワーエクササイズについて説明することができる③

トレーニングメニューの作成・指導ができる

上肢のトレーニングについて説明することができる①

スポーツ科学科

授業
形態

演習昼間（Ⅰ・Ⅱ部）
（ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ・ﾊﾟｰｿﾅﾙﾄﾚｰﾅｰ・

 ｽﾎﾟｰﾂｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）

【授業の学習内容】

1年次前期は、トレーニング器具の名称、使用方法、また基礎となるトレーニングの種類・方法・効果を中心に習得しまし
た。身につけた基礎となるトレーニングやエクササイズテクニックをさらに深め、新たなトレーニングやエクササイズテク
ニックを身につけます。より専門的なトレーニングや、エクササイズテクニック知ることで、様々な対象に応じたトレーニ
ング指導動が行えるよう、学んでいきます。
※実務者経験:チームトレーナー：高校硬式テニス部、高校ラグビー部、大学ラクロス部、
パーソナルトレーナー：アーティスト、バレリーナ、プロテニスプレーヤー、プロボクサー、ラグビー
京都府国体テニストレーナー、島津全日本テニス室内選手権大会トレーナーなどの活動をしている。

【到達目標】

・上肢・下肢のトレーニングを行うことができる。
・プライオメトリックトレーニングの指導を行うことができる。
・パワーエククササイズの指導を行うことができる。
・様々な対象に応じたトレーニングのプログラミングと指導を行うことができる。

授業計画・内容

オリエンテーション

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

専門的コンディショニング
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 木村  友紀レジスタンストレーニングⅡ
(Resostamce trainingⅡ)



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限 金曜日・3限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

１．定期試験（80％)
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（20％）
５．実地試験（％）

受講生への
メッセージ

プロが教える骨と関節のしくみ・はたらきパーフェクト辞典プロが教える筋肉のしくみ・はたらきパーフェクト辞典

試験解説

応用解剖学は前期の基礎解剖学の復習が必要になりますので、必ず基礎解剖学の知識を付けた上で授業に臨ん
でください。

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

期末試験と小テストの総合点で評価する。

解剖学は、この業界のすべての基礎になります。人の身体をしっかりと理解した上で資格取得に向かえるように、しっかりと学ん
でいきましょう！

【使用教科書・教材・参考書】

定期試験

下腿部の筋・関節・関節運動について説明できる

膝関節の関節運動について（膝周囲の筋・関節・靭帯）説明できる

大腿部、股関節の筋・関節・靭帯・関節運動について説明できる

骨盤帯、股関節の筋・関節・靭帯・関節運動について説明できる

下肢  小テスト・解説

脊柱・体幹の筋・関節・関節運動について説明できる

脊柱・体幹の筋・関節・関節運動について説明できる

肩関節、肩甲帯の筋・靭帯・関節・関節運動について説明できる

肘関節の筋・靭帯・関節・関節運動について説明できる

手関節、手指の筋・靭帯・関節・関節運動について説明できる

上肢・体幹  小テスト・解説

足趾・足部・足関節の筋・関節・関節運動について説明できる

スポーツ科学科

授業
形態

講義
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

（スポーツインストラクター）

【授業の学習内容】

◎足趾－股関節までの下肢の筋肉、関節、靱帯、関節運動について説明することができる
◎体幹の骨・筋・靱帯・関節運動について説明することができる
◎手指－肩関節までの上肢の筋肉、関節、靱帯、関節運動について説明することができる
※実務者経験：
2013年からアスレティックトレーナーとして高校生・大学生の競技現場を中心に活動している。トレーニング指導やウォーミングアップや
クーリングダウンなど、コンディショニングの指導を中心に行っている。

【到達目標】

基礎解剖学で学んだことを活かし、各関節の動きの特徴や、筋肉だけでなく靱帯や神経の構造なども学び、人体の仕組みを理解し、機能的解
剖学を習得する。

授業計画・内容

基礎解剖小テスト・解説

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

健康管理
必修
選択

必修 年次 1年 担当教員応用解剖学
 (Advance Anatomy)



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限 木曜日・1限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

１．定期試験（100％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％） ５．
実地試験（％）

受講生への
メッセージ

【使用教科書・教材・参考書】

地域におけるプロチームの組織・運営を実例を通して実践することができる     Jﾘｰｸﾞﾁｰﾑの活動の実際

地域におけるチームスポーツの組織・運営を実例を通して実践することができるなでしこﾘｰｸﾞを目指すﾁｰﾑ活動 の実際

施設運営・管理を実践することができる     ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞにおけるﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ論

施設運営・管理を実践することができる

試験対策

試験

試験解説

授業で知った内容を必ず復習をして知識の定着を図ってください。

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

組織・チーム運営は1人では経営できません。仲間と協力できることがチームマネジメント能力となります。

地域におけるプロチームの組織・運営を実例を通して実践することができる  男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑの実例

【到達目標】

マネジメントの基本的な枠組みを理解し、スポーツの事例より組織（チーム、クラブ）のマネジメントについて重要な要素を説明することができる。一般
企業のビジネス（マネジメント）と、スポーツ・チーム企業のビジネス（マネジメント）の違いを理解することを目的とする。

授業計画・内容

オリエンテーション

スポーツビジネスについて説明することができる

チームにおける経営戦略について説明することができる

チームにおける人材育成について説明することができる

スポーツの教育現場の現状を説明することができる

スポーツの教育現場の現状を説明することができる

地域におけるスポーツチームの組織・運営を実践することができる     女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑの実例

スポーツとビジネス、スポーツと社会、スポーツと教育、チームと地域、施設と地域について学び、競技スポーツやフィットネス施設の運営マネジメント
の基礎的知識を身に着き、説明できる知識の構築を行う。
実務経験：2014年から県内大学生の陸上競技の競歩種目の指導に携わる。スポーツ指導はもとより、「経営マネジメント」をヒントにチームマネジメント
力で競技力向上を図り、その結果、日本代表や全国優勝・入賞者を数多く輩出した。その実績から 2017年から、愛知県の競歩の強化コーチに就任し、現在
に至る。

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

ビジネス論
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 渡邊  雄己スポーツビジネス概論
（Sports Business Theory）

スポーツ科学科

授業
形態

講義
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

（スポーツインストラクター）

【授業の学習内容】



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限 木曜日・1限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

1．定期試験（100％）
2．小テスト（％）
3．レポート（％）
4．課題成果（％）
5．実地試験（％）

受講生への
メッセージ

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

エクササイズ演習
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 藤本  洋平コンディショニング応用
(conditoning advance)

ストレッチングの種類と方法について説明できる。

スポーツ科学科

授業
形態

演習
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

（スポーツインストラクター）

【授業の学習内容】

コンディショニング概論で学んだ知識を基に、各クライアントに合わせたコンディショニングの応用や、実際の現場で必要
な技術を習得する。コンディショニングに必要な様々な技術を対人に行い技術を習得する。
※実務者経験：2013年からアスレティックトレーナーとして高校生・大学生の競技現場を中心に活動している。トレーニン
グ指導やウォーミングアップやクーリングダウンなど、コンディショニングの指導を中心に行っている。

【到達目標】

・（目標①）ストレッチの種類、またその方法について説明ができるようになる
・（目標②）ストレッチの指導やウォーミングアップ・クーリングダウンの指導ができるようになる
・（目標③）自重エクササイズの指導ができるようになる

授業計画・内容

ストレッチングの概要について説明できる。

定期試験

ストレッチングの実技を実践することができる。  ①

ストレッチングの実技を実践することができる。  ②

ウォーミングアップの概要について説明ができる。

クーリングダウンの概要について説明ができる。

ウォーミングアップの実技を実践することができる。

クーリングダウンの実技を実践することができる。

自重エクササイズの概要について説明できる。

自重エクササイズの実技を実践することができる。  ①

自重エクササイズの実技を実践することができる。  ②

自重エクササイズの指導をすることができる。  ③

まとめ

日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー専門テキスト 6巻  予防とコンディショニング
健康運動実践指導者養成テキスト

試験解説

実技に入る前にそれぞれの概要の講義を行いますので、実技に入る前にその概要について復習し理解を深めておく

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

定期試験で評価をします。

この授業で学んでいく内容は実技が中心になります。家での復習をきちんと行い、インストラクターとして指導で
きるように、たくさん練習していきましょう。

【使用教科書・教材・参考書】



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限 水曜・3,4限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

１．定期試験（７０％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（３０％）
５．実地試験（％）

受講生への
メッセージ

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

様々な水中エクササイズを体感・習得しましょう。  高齢社会での水中エクササイズの役割、またロコモ
ティブシンド ローム・メタボリックシンドロームを未然に防ぐために水中エクササイズの有効性・効果を理
解し、指導できるようになりましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

健康運動実践指導者テキスト

定期試験（アクアビクス・水中ウォーキング・レジスタンス）

アクアビクス実技体験③ 〜リニアとコンビネーション  ・水中ウォーキング復習〜目的別（MC・ストレッチ・バランス）

アクアビクス  〜基本動作・デモンストレーション・カウント取りを行うことが出来る①

アクアビクス  〜基本動作・デモンストレーション・カウント取りを行うことが出来る②

アクアビクス  〜基本動作・デモンストレーション・カウント取りを行うことが出来る③  ・アームバリ
エーションの作成ができる

水中ウォーキング〜プログラム作成が出来る①・アクアビクス〜プログラム構成法と簡単なコンビネーショ
ンが作成ができる

水中ウォーキング  〜プログラム作成が出来る②    ・アクアビクス〜プログラム作成が出来る①

機能改善・リスクを持った方への水中エクササイズ紹介・体感    ・アクアビクス  〜プログラム作成が出来る②

機能改善・リスクを持った方への水中エクササイズ紹介・器具編    ・アクアビクス  〜プログラム作成が出来る③

水中レジスタンス  〜目的の理解と構成法    ・アクアビクス  〜プログラム作成が出来る④

試験に向けてのドリル①

まとめ

試験解説

頭で考えるだけでなく、水中という環境を自分自身が理解するために、貴重な授業時間で集中して取り組め
るようにしましょう。

アクアビクス実技体験② 〜リニアとコンビネーション  ・水中ウォーキング復習

スポーツ科学科

授業
形態

演習
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

（スポーツインストラクター）

【授業の学習内容】

前期のアクアプログラムの授業から発展し、さらに水の特性を活かしたアクアエクササイズの体験、プログラムの作
成を行う。水中ウオーキング・レジスタンス・機能改善を目的としたアクアエクササイズのデモンストレーションや
プログラムが作成できるようになる。
※実務者経験  ：  現在愛知県内10カ所のスポーツクラブにて１９本のアクアレッスンを担当している。

【到達目標】

１年次前期には、水の特性を理解しベーシックな水中ウオーキングを用いて指導してきました。  後期はアクアビク
スを中心に水中だからこそ効果の出せるプログラム作成とデモンストレーションが出来るようにする。また、色々な
対象者に向け、様々な目的に応じてのプログラムを紹介し体感する中で、インストラクターとして水の活用の選択肢
を拡げる。

授業計画・内容

オリエンテーション（後期授業の目的・スケジュール）  ・水の特性  ・アクアビクス実技体験①

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

エクササイズ演習
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 鈴木 久美子アクアプログラム
 (Aqua program)



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限 木曜日・4限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

１．定期試験（％） ２．小
テスト（％） ３．レポート
（％） ４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

受講生への
メッセージ

公益社団法人  日本フィットネス協会  エアロビックダンスエクササイズの実技指導

試験評価・後期の復習

インストラクターという職業は、指導者であり接客業・サービス業でもあります。日常から内面的にも向上できる
よう、言動に意識を向けて過ごしましょう。
将来、多くの方々が笑顔になっていただける職業という理解の上、ヒューマニティーを高める努力を重ね続けま
しょう。多面的に物事を捉えるためにも、多種多様な方々とのコミュニケーションをスムーズにするためにも、読
書やニュースに興味を持ちましょう。

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

授業態度（20%）出席状況（20%）定期試験（60%）

グループ指導では幅広い年齢層の方々に運動指導を実施します。運動強度や難易度を理解し、手本となる動きを身
に着けていきます。
自信を持って社会人になることを目標に切磋琢磨できる環境の中、インストラクターの基礎を築き上げましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

定期試験

シングルリードを理解して説明ができる

リードチェンジムーブとアドオンを理解して説明ができる

ブレイクダウンを理解して説明ができる

コリオグラフィーを理解して説明ができる

指導の循環を理解して説明ができる

指導の循環を用いて指導が可能で理解して説明ができる

ウォーミングアップを理解して説明ができる

オリジナルコリオグラフィーの作成について理解して説明ができる

オリジナルコリオグラフィーをブレイクダウンでき理解して説明ができる

オリジナルコリオグラフィーを指導の循環に基づいて理解して説明ができる

試験対策

基本ステップについて理解して説明ができる

スポーツ科学科

授業
形態

演習
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

（スポーツインストラクター）

【授業の学習内容】

スポーツインストラクターとして必要なスキルの習得。
グループ指導の基本であるエアロビクスから、動作・指導法・構成を理解し実習することで、様々なスタイルのカテゴリー
に対応できる指導者を目指し、就職後も即戦力になれるスキルを身につける。
※実務者経験：2000年からインストラクターとして活動。スポーツクラブでの指導、インストラクター養成コースの講師等
を努める。一人ひとりにあった運動指導を行うために、グループ指導に加えパーソナルトレーニングも実施する。
資格：ADI（日本フィットネス協会）、健康運動実践指導者、健康運動指導士

【到達目標】

オリジナルコリオグラフィーの作成法・アドオン法・レイヤリング法を習得する
目標①動作スキルの向上目標②指導の循環の実習
目標③構成法・アドオン法・レイヤリング法の習得

授業計画・内容

基本動作について理解して説明ができる

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

エクササイズ演習
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 伊藤  ひとみスタジオエクササイズⅠ
 (Studio exercise Ⅰ)



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限 火曜日・2,3,4限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

１．定期試験（80％） ２．
小テスト（％） ３．レポー
ト（％）  ４．課題成果
（20％） ５．実地試験
（％）

受講生への
メッセージ

適宜資料を配布します。

試験解説

前期でならった基礎的な動作を復習しておくようにしましょう。
その他、解剖学や運動学の基礎知識が必要になりますので必要に応じて復習するようになります。

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

様々な対象に応じたトレーニングが行えるようになる為にも、より多くのトレーニングを学んでいくとともに、実
際に自らがトレーニングを体験し、色んなことに気づき感じていくことが大切です。
正しいトレーニングを指導するためにも、まず自らがトレーニングを行っていきましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

定期試験

上肢のトレーニングについて説明することができる②

上肢のトレーニングについて説明することができる③

下肢のトレーニングについて説明することができる①

下肢のトレーニングについて説明することができる②

下肢のトレーニングについて説明することができる③

プライオメトリックトレーニングについて説明することができる①

プライオメトリックトレーニングについて説明することができる②

パワーエクササイズについて説明することができる①

パワーエクササイズについて説明することができる②

パワーエクササイズについて説明することができる③

トレーニングメニューの作成・指導ができる

上肢のトレーニングについて説明することができる①

スポーツ科学科

授業
形態

演習
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

（ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾅｰ・ ｽﾎﾟｰﾂｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）

【授業の学習内容】

1年次前期は、トレーニング器具の名称、使用方法、また基礎となるトレーニングの種類・方法・効果を中心に習得しまし
た。身につけた基礎となるトレーニングやエクササイズテクニックをさらに深め、新たなトレーニングやエクササイズテク
ニックを身につけます。より専門的なトレーニングや、エクササイズテクニック知ることで、様々な対象に応じたトレーニ
ング指導動が行えるよう、学んでいきます。
※実務者経験:チームトレーナー：高校硬式テニス部、高校ラグビー部、大学ラクロス部、
パーソナルトレーナー：アーティスト、バレリーナ、プロテニスプレーヤー、プロボクサー、ラグビー
京都府国体テニストレーナー、島津全日本テニス室内選手権大会トレーナーなどの活動をしている。

【到達目標】

・上肢・下肢のトレーニングを行うことができる。
・プライオメトリックトレーニングの指導を行うことができる。
・パワーエククササイズの指導を行うことができる。
・様々な対象に応じたトレーニングのプログラミングと指導を行うことができる。

授業計画・内容

オリエンテーション

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

専門的コンディショニング
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 木村  友紀レジスタンストレーニングⅡ
(Resostamce trainingⅡ)



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限 火曜日・4限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

１．定期試験（％） ２．小
テスト（％） ３．レポート
（％） ４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

受講生への
メッセージ

調整系エクササイズの効果とニーズを実習から習得します。
呼吸によって心と身体に与える影響と柔軟性の必要性を理解する。
ストレス社会といわれる現代において、リラクゼーションによる効果は多くの方々に求められています。解剖学的にも理解
することで、説得力のある指導に繋がります。テキストを用いて理解を深めます。
※実務者経験：2000年からインストラクターとして活動。スポーツクラブでの指導、インストラクター養成コースの講師等
を努める。一人ひとりにあった運動指導を行うために、グループ指導に加えパーソナルトレーニングも実施する。
資格：ADI（日本フィットネス協会）、健康運動実践指導者、健康運動指導士

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

リラクゼーション
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 伊藤  ひとみリラクゼーションⅠ
 ( Relaxation Ⅰ)

スポーツ科学科

授業
形態

講義
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

（スポーツインストラクター）

【授業の学習内容】

伸張反射を理解して説明ができる

適切なストレッチの指導ができる。
目標①ストレッチの種類の理解と使い分け目標②指導者として手本になる動作を実施目標③軽減法と伝わる指導を身につけ
る

授業計画・内容

心と身体が緊張と不安から解放されることについて理解して説明ができる

ストレッチの種類と活用のタイミングを理解して説明ができる

立位のストレッチを理解して説明ができる

座位のストレッチを理解して説明ができる

仰臥位のストレッチを理解して説明ができる

テキストを用い理論的にも理解して説明ができる

復習

ストレッチポールの使用方法を理解して説明ができる

健康・体力づくり事業財団  健康運動実践指導者  養成用テキスト

軽減法の提案について理解して説明ができる

ポジションの変化における効果とリスクを理解して説明ができる

試験対策

試験対策

定期試験

定期試験評価・後期の復習

柔軟性は短期間で習得しにくいものです。日々繰り返し努力して、手本が見せられるような柔軟性を得てくださ
い。
必ず努力の成果を得られるはずです。それが自信にもつながるので習慣化してください。筋肉の起始停止も理解し
ましょう。

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

授業態度（20%）出席状況（20%）定期試験（60%）

心身ともにリフレッシュやリラクゼーションできるテクニックを習得することで、酷使した自分自身のコンディ
ションを整えることもできます。
多くの方々に健康になっていただくためにも、まずは自身をコントロールできるよう一緒に学びましょう。

【使用教科書・教材・参考書】



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限 金曜日・2限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

１．定期試験（％） ２．小
テスト（％） ３．レポート
（％） ４．課題成果（％）
５．実地試験（％）

受講生への
メッセージ

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス
リラクゼーション

必修
選択

必修 年次 1 担当教員 服部  千秋リラクゼーションⅡ
 (  Relaxation Ⅱ)

健康的な身体とは  持久力について説明できる  ピラティス実技

スポーツ科学科
授業
形態

講義昼間（Ⅰ・Ⅱ部）
（スポーツインストラクター）

【授業の学習内容】

身体の歪みは痛みや怪我の原因に、自律神経の乱れは健康を害する。身体のバランスを整え、健康で疲れにくい、しなやかな身
体づくりを習得する。
※実務経験:peak pilates MIトレーナーとしてピラティスのグループ、マンツーマンを12年指導、マットピラティス養成コース3
回一部担当。BRM療法後継者育成コースを終了し、デイサービスなどで骨格調整を3年行う。高齢者の体操サークルで13年体操指
導をする。

【到達目標】

健康的な身体とはどのような状態かを説明できる。そして、そのために必要な身体づくりを習得する。ピラティスのイントロダ
クトリーのエクササイズ習得し、指導できるようになる。

授業計画・内容

オリエンテーション

実技試験

健康的な身体とは  筋力について説明できる  ピラティス実技

健康的な身体とは  柔軟性について説明できる  ピラティス実技

姿勢と筋力のアンバランスについて説明できる  ピラティス実技

姿勢と柔軟性について説明できる  ピラティス実技

姿勢を整えるための方法を習得する  ピラティス実技

マットピラティスのイントロダクトリーエクササイズを習得する

マットピラティスのイントロダクトリーのエクササイズを習得する  指導練習

マットピラティスのイントロダクトリーのエクササイズを習得する  指導練習

ピラティスグループ指導練習

ピラティスグループ指導練習

模擬試験

資料プリント配布

まとめ

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

出席率20% 授業態度10% ピラティス実技30% ピラティス指導実技40%

健康的な身体づくりを習得することは、インストラクターとして活躍するための自分自身の身体づくりとなり、またお
客さんを安全に効果的に指導できるようになります。積極的に学んでいきましょう。

【使用教科書・教材・参考書】



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限 金曜日・3限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

１．定期試験（80％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（20％）
５．実地試験（％）

受講生への
メッセージ

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

健康管理
必修
選択

必修 年次 1年 担当教員 藤本  洋平応用解剖学
(Advance Anatomy)

足趾・足部・足関節の筋・関節・関節運動について説明できる

スポーツ科学科

授業
形態

講義昼間（Ⅰ・Ⅱ部）
（スポーツビジネス・スポーツイ

ンストラクター）

【授業の学習内容】

◎足趾－股関節までの下肢の筋肉、関節、靱帯、関節運動について説明することができる
◎体幹の骨・筋・靱帯・関節運動について説明することができる
◎手指－肩関節までの上肢の筋肉、関節、靱帯、関節運動について説明することができる
※実務者経験：
2013年からアスレティックトレーナーとして高校生・大学生の競技現場を中心に活動している。トレーニング指導やウォー
ミングアップやクーリングダウンなど、コンディショニングの指導を中心に行っている。

【到達目標】

基礎解剖学で学んだことを活かし、各関節の動きの特徴や、筋肉だけでなく靱帯や神経の構造なども学び、人体の仕組みを
理解し、機能的解剖学を習得する。

授業計画・内容

基礎解剖小テスト・解説

定期試験

下腿部の筋・関節・関節運動について説明できる

膝関節の関節運動について（膝周囲の筋・関節・靭帯）説明できる

大腿部、股関節の筋・関節・靭帯・関節運動について説明できる

骨盤帯、股関節の筋・関節・靭帯・関節運動について説明できる

下肢  小テスト・解説

脊柱・体幹の筋・関節・関節運動について説明できる

脊柱・体幹の筋・関節・関節運動について説明できる

肩関節、肩甲帯の筋・靭帯・関節・関節運動について説明できる

肘関節の筋・靭帯・関節・関節運動について説明できる

手関節、手指の筋・靭帯・関節・関節運動について説明できる

上肢・体幹  小テスト・解説

プロが教える骨と関節のしくみ・はたらきパーフェクト辞典プロが教える筋肉のしくみ・はたらきパーフェクト辞典

試験解説

応用解剖学は前期の基礎解剖学の復習が必要になりますので、必ず基礎解剖学の知識を付けた上で授業に臨んでく
ださい。

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

期末試験と小テストの総合点で評価する。

解剖学は、この業界のすべての基礎になります。人の身体をしっかりと理解した上で資格取得に向かえるように、
しっかりと学んでいきましょう！

【使用教科書・教材・参考書】



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限 木曜・2限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

１．定期試験（60％）
２．小テスト（20％）
３．レポート（％）
４．課題成果（20％）
５．実地試験（％）

受講生への
メッセージ

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

ビジネス基礎
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 黒柳  茂ビジネス基礎
（Business Basic）

②要求される資質を知る

スポーツ科学科

授業
形態

演習
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

（スポーツビジネス）

【授業の学習内容】

社会人として必要なビジネススキルについて基礎から応用まで幅広く学び、社会人としての身構え、心構えがつく。
スポーツビジネス概論の中で実践につなげるために「理論領域」と「実技領域」に分けられます。理論領域には「Ⅰ
必要とされる資質」「Ⅱ職務知識」「Ⅲ一般知識」の3つである。実技領域には「Ⅳマナー、接遇」「Ⅴ技能」の２つ
である。以上５つのポイントを学習します。

※実施者経験：  商業高校でビジネス実務経験があり、検定委員を担当する。スポーツ推進委員長として各種スポー
ツ団体、スポーツクラブ理事などを現在担当。過去高校では、ゴルフ部、サッカー部などのスポーツ関係の監督、指
導などを経験。全国スポ―推進功労者表彰受ける。文部科学大臣賞をうける。

【到達目標】

理論、実技領域とも６０％以上が合格となります。どちらか一方が６０％未満のときは不合格となります。定期試
験、USB、態度などを守り、検定合格を目標として学習する。

授業計画・内容

第1章  必要とされる資質    ①秘書の心構えを知る

定期試験

第2章  職務知識               ①秘書の機能と役割を知る

②職務の上心得と仕事の進め方を知る

第3章  一般知識               ①企業の基礎知識と社会常識を知る

第4章  マナー、接遇           ①職場での話し方を実践できる

②電話応対、接遇を実践できる

③交際方法を実践できる

第5章  技能                      ①会議、文書の作成ができる

②文書の取り扱いを知る

③資料管理、日程管理を実践できる

④仕上げ１、２

⑤模擬試験

実務技能検定協会  秘書検定  集中講義  3級（早稲田教育出版）

まとめ、解説

集中講義改定版のテキストケーススタディで学ぶ。ファイリング、USBなどで保存繰り返し学習する。

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

知識だけでなく、態度、振る舞い、話し方の調子など体得部分があり、知識と連結しています。

【使用教科書・教材・参考書】



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限 月曜日・2限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

１．定期試験（100％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％） ４．
課題成果（％） ５．実地
試験（％）

受講生への
メッセージ

スポーツとビジネス、スポーツと社会、スポーツと教育、チームと地域、施設と地域について学び、競技スポーツや
フィットネス施設の運営マネジメントの基礎的知識を身に着き、説明できる知識の構築を行う。
※実務者経験：2013年に日本スポーツ協会（当時、日本体育協会）公認アシスタントマネジャーを取得。また、岐阜
県スポーツ協会（当時、岐阜県体育協会）で、6年間「総合型地域スポーツクラブ専任指導員」として、岐阜県内の総
合型地域スポーツクラブの指導助言に務めた。その後、2年間、現場の総合型地域スポーツクラブで実務を経験した。

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

ビジネス論
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 渡邊  雄己スポーツビジネス概論
（Sports Business Theory）

スポーツ科学科

授業
形態

講義
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

（スポーツビジネス）

【授業の学習内容】

地域におけるプロチームの組織・運営を実例を通して実践することができる  男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑの実例

【到達目標】

マネジメントの基本的な枠組みを理解し、スポーツの事例より組織（チーム、クラブ）のマネジメントについて重要
な要素を説明することができる。一般企業のビジネス（マネジメント）と、スポーツ・チーム企業のビジネス（マネ
ジメント）の違いを理解す
ることを目的とする。

授業計画・内容

オリエンテーション

スポーツビジネスについて説明することができる

チームにおける経営戦略について説明することができる

チームにおける人材育成について説明することができる

スポーツの教育現場の現状を説明することができる

スポーツの教育現場の現状を説明することができる

地域におけるスポーツチームの組織・運営を実践することができる     女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑの実例

【使用教科書・教材・参考書】

地域におけるプロチームの組織・運営を実例を通して実践することができる     Jﾘｰｸﾞﾁｰﾑの活動の実際

地域におけるチームスポーツの組織・運営を実例を通して実践することができる     なでしこﾘｰｸﾞを目指す
ﾁｰﾑ活動の実際

施設運営・管理を実践することができる     ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞにおけるﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ論

施設運営・管理を実践することができる

試験対策

試験

試験解説

授業で知った内容を必ず復習をして知識の定着を図ってください。

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

組織・チーム運営は1人では経営できません。仲間と協力できることがチームマネジメント能力となります。



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース 講義 (単位) （2） 曜日・時限 金曜日・2限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

１．定期試験（80％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（20％）
５．実地試験（％）

受講生への
メッセージ

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

スポーツビジネス総論
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 藤本  洋平チームマネジメント概論
 (Sports psychology)

スポーツとメディアの関係性について説明ができる

スポーツ科学科

授業
形態昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

（スポーツビジネス）

【授業の学習内容】

スポーツビジネスについて理解してチームマネジメントの概要を学ぶ。
コミュニケーションスキルやスポーツとメディアの関係性など様々な分野からチームマネジメントの概要を学んでいく。ま
た、スポーツ企画・運営に関するマネジメント能力を習得し、各個人クライアントやチームに対するマネジメントについて
説明ができる。
※実務者経験：
2013年からアスレティックトレーナーとして高校生・大学生の競技現場を中心に活動している。トレーニング指導やウォー
ミングアップやクーリングダウンなど、コンディショニングの指導を中心に行っている。また、接骨院での運動施設の立ち
上げなどにも関わる。

【到達目標】

チームマネジメントを知るためにはプロスポーツ市場を理解することが必要である。スポーツ産業の在り方やスポーツチー
ム、スポーツ団体をマネジメントすることができる人材を育成することを目的とする。
<具体的な目標>
目標①ジュニアスポーツ指導に関するマネジメントについて説明ができる目標②アスリートに関するマネジメントについて
説明ができる
目標③スポーツ産業について説明ができる

授業計画・内容

チームマネジメントについて説明ができる

スポーツマネジメントの普及要因について説明ができる

試験解説

スポーツと人的資源の関係について説明ができる

スポーツ組織のマネジメントについて説明ができる

モチベーションマネジメントについて説明ができる

マーケティングフレームワークについて説明ができる

顧客マネジメントについて説明ができる①（スポーツ分野）

顧客マネジメントについて説明ができる②（一般）

組織マネジメントについて説明ができる①（経営資源）

組織マネジメントについて説明ができる②（組織マネジメントスキル）

組織マネジメントについて説明ができる③（ワーク：フィットネスクラブを例に）

総復習

定期試験

予習や復習が必要になります。定期試験は授業で話した内容が主になります。

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

定期試験と授業内に作成する課題の2点で評価を行います。

授業は実際に行われているスポーツビジネス、チームマネジメントを例に挙げていきながら進行します。その場で
の積極的な授業参加が必要になります。

【使用教科書・教材・参考書】



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限 火曜日・2限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

１．定期試験（100％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％） ４．課
題成果（％） ５．実地試験
（％）

受講生への
メッセージ

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

スポーツビジネス総論
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 渡邊  雄己チームマネジメント演習
(Team management Seminar)

強化費・人件費・その他にかかる費用について説明することができる

スポーツ科学科

授業
形態

演習
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

（スポーツビジネス）

【授業の学習内容】

◎プロスポーツ業界およびチーム経営（支出・収入）について理解する。
◎プロチームの組織構成、具体的な業務を知る。
※実務者経験：2013年に日本スポーツ協会（当時、日本体育協会）公認アシスタントマネジャーを取得。また、岐阜県ス
ポーツ協会（当時、岐阜県体育協会）で、6年間「総合型地域スポーツクラブ専任指導員」として、岐阜県内の総合型地域
スポーツクラブの指導助言に務めた。その後、2年間、現場の総合型地域スポーツクラブで実務を経験した。

【到達目標】

スポーツビジネスにおけるチームスポーツのマネジメントについて、基礎的な知識を学ぶ。
企業スポーツとプロスポーツの違いや、プロチームでの様々な業務をクローズアップすることで、競技者や指導者としてだ
けでなく経営的観点からもチームの仕組みを知り、チームマネジメントへの理解を深めていくことを目標とする。

授業計画・内容

授業の進め方について、日本のプロスポーツ組織について説明することができる

定期試験

収入の三本柱  ①入場料収入について説明することができる

収入の三本柱  ②広告料収入について説明することができる

収入の三本柱  ③放映権  、その他収入について説明することができる

マスメディアとの関わり、プロモーションについて説明することができる

試合運営に関わる業務、サポーター対応について説明することができる

①スポンサー営業について説明することができる

②チケット、グッズについて説明することができる

③ファンクラブ、イベント企画について説明することができる

契約、補強、下部組織について説明することができる

地域密着型クラブとしての役割とその活動内容について説明することができる

株主総会や人事について説明することができる、まとめ

『プロスポーツクラブのマネジメント』東洋経済新報社,  『プロスポーツ経営の実務』創文企画

試験解説

テレビで放映しているスポーツを見る際は実際に授業に習ってきたことを考えながら観戦してください。
新たな発見や見方ができると思います。

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

チームを取り巻く様々な業務は、スポーツ業界だけでなく、社会に出てからあらゆる場面に通じることがありま
す。チームマネジメントという視点からプロスポーツを見ることで、皆さんが将来挑戦したい分野をより具体的に
イメージできるようになることを願います。

【使用教科書・教材・参考書】



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限 木曜日・4限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

１．定期試験（100％）
２．小テスト（％）
３．レポート（％）
４．課題成果（％） ５．
実地試験（％）

受講生への
メッセージ

コミュニケーション、長期計画（キャリアプラン）、スポーツビジネス調査、マーケティング、ヒューマンリソース、アカ
ウンティング、プレゼンテーションの基礎知識を身に着け、スポーツビジネスの社会情勢について理解・考察することがで
きる知識を身に着ける授業を行う。
※実務者経験：2013年に日本スポーツ協会（当時、日本体育協会）公認アシスタントマネジャーを取得。また、岐阜県ス
ポーツ協会（当時、岐阜県体育協会）で、6年間「総合型地域スポーツクラブ専任指導員」として、岐阜県内の総合型地域
スポーツクラブの指導助言に務めた。その後、2年間、現場の総合型地域スポーツクラブで実務を経験した。

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

スポーツビジネス演習
必修
選択

必修 年次 1 担当教員 渡邊  雄己スポーツビジネス演習Ⅰ
 (Team Business Seminar)

スポーツ科学科

授業
形態

演習
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

（スポーツビジネス）

【授業の学習内容】

サッカーワールドカップ 課題設定を行う

【到達目標】

マーケティングの基礎的な考え方を実践的なビジネス事例をもとに、ディスカッションを行い、ディスカッションを通して
求められるものを提供するすべを探るスキルを身に着けることを目的とする。

授業計画・内容

日経新聞より話題の抽出「春商戦」について説明することができる

マーケティングの基礎について説明することができる

メディアツール（広報に使うメディア媒体の特性をまとめる）について説明することができる

サービスと世話について説明することができる

満足（ベネフィット）について説明することができる

社会的影響について説明することができる

次への関連商品（トレンド）を考察することができる

日経新聞

【使用教科書・教材・参考書】

関連商品を考案することができる

メディア戦略について説明することができる

社会的影響について説明することができる

次のトレンド調査（オリンピックの影響を含む）について説明することができる

調査発表①

調査発表②

まとめ

新聞やネットニュースで今起きているスポーツビジネスに関連する問題を調べておいてください。

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

実社会で起こっている、政治的・世論的な観点をもとに、現在の話題に対して「考える」力をつけることで、市場
を予測する力をつける。



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限 月曜日・1限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法

1. 定期試験（80％） 2.
レポート（20％）

受講生への
メッセージ

interchange (CAMBRIDGE)

出張における旅程について英語で説明、また旅程に関して意見を説明できる

出張における旅程について英語で説明、また旅程に関して意見を説明できる

同僚や顧客に対して協力、また謝罪の英語表現について学び、説明できる

総復習

試験

試験解説

単元ごとに学ぶ内容を、しっかり復習していきましょう。実際に声に出し、会話をすることが大切です。

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

Please actively participate in class.  Let's learn how to communicate with and assist foreign
patients using English

【使用教科書・教材・参考書】

出張における旅程について英語で説明、また旅程に関して意見を説明できる

【到達目標】

スポーツビジネスやスポーツマネジメント業界において必要となる英語コミュニケーション力を養う。同時に、海外
の文化や国際的なコミュニケーションにおける興味を引き出すことを目標とする。

授業計画・内容

授業と教科書について紹介。目指す職業や学校についての自己紹介を行うことができる

ビジネスの場面において、自己・他己紹介の表現方法を学び説明することができる

場所を表す表現を用いて、職場についての表現方法を学び説明することができる

職場において、顧客を案内する時の英語表現を学び説明することができる

電話のかけ方、物の使い方についての英語表現を学び説明することができる

電話のかけ方、物の使い方についての英語表現を学び説明することができる

同僚や顧客を招待する、また予約などの手配方法について英語で学び説明することができる

同僚や顧客を招待する、また予約などの手配方法について英語で学び説明することができる

スポーツ現場におけるグローバルに対応するために必要となる基本的な英会話を実戦形式で学習する。
※実務者経験:CELTA、TESOL（英語教授に関する資格）を取得し、2009年～2012年まで英語講師として教育機関にて勤
務。 2014年より株式会社国際教育社において、専門学校での英語教育に携わる。

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

グローバルプログラム
必修
選択

必修 年次 1 担当教員グローバルプログラムⅠ
 (Global program Ⅰ)

スポーツ科学科

授業
形態

講義
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

（スポーツビジネス）

【授業の学習内容】



授業

科目名
(英)

学科 総時間 30 開講区分 後期

コース (単位) （2） 曜日・時限 火曜日・1限

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

準備学習時
間外学習

評価方法
１．定期試験（80％）
２．レポート（20％）

受講生への
メッセージ

このコースでは、スポーツ現場におけるグローバルに対応するため、スポーツビジネス現場での接客やトレーナーの現
場で 必要となる英語コミュニケーションを主とする語学スキルを習得する。英会話を中心とした演習授業を行い、ビジ
ネス基礎レベルの英語力を身につけることを目標とする。
※実務者経験：実務者経験:CELTA、TESOL（英語教授に関する資格）を取得し、2009年～2012年まで英語講師として教育
機関にて勤務。2014年より株式会社国際教育社において、専門学校での英語教育に携わる。

名古屋医健スポーツ専門学校    2022年度  シラバス

グローバルプログラム
必修
選択

必修 年次 1 担当教員グローバルコミュニケーションⅠ
(Global communication Ⅰ)

スポーツ科学科

授業
形態

演習
昼間（Ⅰ・Ⅱ部）

（スポーツビジネス）

【授業の学習内容】

自分の日常生活（日常ローテーションや運動習慣について）を副詞や形容詞を正しく使って説明できるように
なる。

【到達目標】

スポーツビジネスやスポーツマネジメント業界において必要となる英語コミュニケーション力を養う。同時に、海外の
文化や国際的なコミュニケーションにおける興味を引き出すことを目標とする。

授業計画・内容

学校や職場について話す練習をする。自分のスケジュールや習慣について話すことができるようになる。

自分の意見を述べる、人に意見を求める際に使用する英語表現について学習する。

比較表現や、好みを伝える表現方法について実践することができる。

海外でショッピングをする際に使える英語表現を習得する。

like やdislikeを使い、自分の好みなどの意見を述べる。

お誘いやイベントなどの招待の受け方・丁寧な断り方を実践することができる。

自分自身や自分の家族について話せるようになる。

【使用教科書・教材・参考書】

日課やエクササイズについて、流暢に話せるようになる。

スポーツやスポーツ選手について表現する英語を実践することができる。

スポーツやスポーツ選手について表現する英語を実践することができる。

動詞の過去形、変化形を使用して自分の過去の経験について述べる。過去の経験について実践することができ
る。

総復習

試験

試験解説

前期で習得した英単語の復習をおこない、実際の会話の中に使えるように練習していきましょう。

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点  Ｓ
８９～８０点    Ａ
７９～７０点    Ｂ
６９～６０点    Ｃ
５９点以下      Ｆ不合格

Please actively participate in class.  Let's learn how to communicate with and assist foreign
patients using English.
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