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LAH-1-02

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 4/8(金) 2時限 大井

本授業の範囲の紹介
「心理学」に対する誤解

「心」「心理学」に対する誤解を
意識する。

受講前に配布され
た資料の第1章を
必ず読んで、疑問
点を明らかにしてく
ること

1時間

履修の条件・注意事項

学生の意見等からの気
づ き

―

教 科 書 なし（配布する資料に沿って授業を進めます。）

参 考 書 講義時に適宜紹介

オ フ ィ ス ア ワ ー 授業実施後

1　心理学

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

大井　修三

授 業 概 要

心理学は、大学に入って初めて勉強する分野です。しかし、大学に入るまで「心理学」という言葉を聞いたことが
ない人はほとんどいません。むしろ「心理学」という言葉を使ったことがない人はいないといってもよいほど、ポ
ピュラーな言葉になっています。そのために、心理学の本来の「内容」と、勉強を始める前に受講生が持ってい
る「理解」とが、多くの場合ズレています。このズレの原因は、心理学が「他者理解」の学問だというところにありま
す。この点を理解してもらってから、他者（患者、歯科衛生士、同僚、恋人、親などなど）を理解し、他者に理解
してもらうにはどのようなことが必要かを考えていきます。その一助とするために、心理学の知識の一端を紹介し
ていきます。

到 達 目 標
①心理学は他者理解の学問であること、他者理解はどのように行われるかの原理を理解すること
②自分の理解はすべて主観的に行われることを理解し実践できること
③一人一人違うこと、違う人に行動を起こさせることの理解を目指します。

教 育 手 法
講義（適宜質問を投げかけ、その回答によって進行を調節します。毎回の授業の終わりに、コミュニケーション
カードを出させ、次回にその内容を反映させます。）

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。

評 価 方 法
定期試験の結果（素点）と平常点に基づいて評価します。なお、毎回提出するコミュニケーションカードの内容
は、平常点の評価に用います。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法
毎回学生が提出するコミュニケーションカードの内容に沿って、次授業の冒頭にそれに対する解説・回答を
行って、受講生の疑問に応えます。



第2回 4/15(金) 2時限 大井

心理学に対する「神話」と実像 心理学の実像を理解し、「心」を
研究するのは心理学だけでは
ないことを理解する。

「心」「心理学」に大
いなる好奇心を
持って受講すること

1時間

第3回 4/22(金) 2時限 大井

「心理学」における心は「他者の
心」

心理学の知識は他者理解の知
識であることを理解する。（正しく
自分理解に役立たせるには、自
分を観察できなければいけな
い。）

配布された資料の
第2章を必ず読ん
で、疑問点を明ら
かにしてくること

1時間

第4回 5/6(金) 2時限 大井

他者理解のメカニズム 「心」そのものは、永久にとらえら
れないこと、「心」は、刺激と行動
から推測されるもの、したがって
相手の心は自分の中に出来上
がることを理解する。

前回の授業を復習
し、身近な現象に
あてはめてみること

1時間

第5回 5/13(金) 2時限 大井

相手の私の理解 相手も、私を観察し、私の心を
相手の中に作ろうとしていること
を理解する。

前回の授業を復習
し、身近な現象に
あてはめてみること

1時間

第6回 5/20(金) 2時限 大井

自己中心的な私1 「物に色は付いていない。物は
光を反射するだけである。色は
その光を受け取ったものの意識
で作られる。」（ニュートン）を理
解する。

配布された資料の
第3章を必ず読ん
で、疑問点を明ら
かにしてくること

1時間

第7回 5/27(金) 2時限 大井

自己中心的な私2 すべての現象は、自分の中に
作り上げられて初めて理解可能
となり、したがって、現象を自己
中心的に成立させてしまうことを
理解する

前回の授業を復習
し、身近な現象に
あてはめてみること

1時間

第8回 6/3(金) 2時限 大井

個性：心理学の最大のテーマ1
個性を決める要因：遺伝と環境

心理学の大きな関心は、一人ひ
とりが違っていることにあり、この
違いを決めるのが遺伝と環境で
ある。しかし遺伝だけ、環境だけ
で決まることはないことを理解す
る。

配布された資料の
第4章を必ず読ん
で、疑問点を明ら
かにしてくること

1時間



第9回 6/10(金) 2時限 大井

個性：心理学の最大のテーマ2
同じ人が二人といない不思議：
遺伝的ユニークさ

両親から70兆分の1の確率で生
まれてきた自分を理解する。

前回の授業を復習
し、身近な現象に
あてはめてみること

1時間

第10回 6/17(金) 2時限 大井

個性：心理学の最大のテーマ3
同じ人が二人といない不思議：
環境的ユニークさ

自分が経験する環境もまた、ユ
ニークであることを理解する。

前回の授業を復習
し、身近な現象に
あてはめてみること

1時間

第11回 6/24(金) 2時限 大井

個性を測定する：YG性格検査 性格検査がどのように性格を測
定するかを理解し、自分がどの
ように測定されるかを理解する。

前回の授業を復習
し、身近な現象に
あてはめてみること

1時間

第12回 7/1(金) 2時限 大井

人を動かすには：動機づけ1
見えない要求と動因、誘因、目
標

要求が目標を作り、目標が行動
を引き出すことを理解する。

配布された資料の
第5章を必ず読ん
で、疑問点を明ら
かにしてくること

1時間

第13回 7/8(金) 2時限 大井

人を動かすには：動機づけ2
見えない要求に支配される心

フロイトの精神分析理論を理解
する。

前回の授業を復習
し、身近な現象に
あてはめてみること

1時間

第14回 7/15(金) 2時限 大井

人を動かすには：動機づけ3
動因の種類と特徴

行動の背後には様々な動因が
あること、動因にまつわる神話を
理解する。

前回の授業を復習
し、身近な現象に
あてはめてみること

1時間

第15回 7/22(金) 2時限 大井

まとめとテストの解説 本講義で展開してきた「他者理
解の学問：心理学」を中心に、
授業全体のまとめを行うととも
に、それに基づくテストで見たい
ことを解説する。

本授業のすべてを
復習し、疑問点を
見つけ出してくるこ
と

1時間



LAH-1-03

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 9/8(木) 1時限 下條

ガイダンス 法学の学び方と意義　講義予定
の説明

教科書、シラバス
等に目を通し、授
業の概要を理解し
ておく。

90分

第2回 9/15(木) 1時限 下條

立憲主義とは何か 国家の基本法である憲法の意
味を理解する。近代立憲主義の
原則の内容を理解する。

教科書を予習する
（1～5頁、8～15
頁）。

120分

評 価 方 法 定期試験の結果、授業への参加度により総合的に評価する。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 毎回授業のはじめに前回の要点を確認する。単元ごとに確認問題を実施する。

授 業 概 要

法学の学習を通じて、法学的に物事を考え、的確に判断する能力（つまり、リーガルマインド）を育成する。本学
の「建学の精神」に基づき、豊かな人間性、社会性、国際性を身につけるために、現代社会に起こっている諸問
題に広く関心をもち、主体的に思考する力を養成する。とくに国の基本法である憲法に焦点を合わせて、憲法
の概念・特質・分類など総論上の基本事項を学修した上で、立憲主義、民主主義、基本的人権の尊重、平和
主義の観点から、日本国憲法の基本的構造と特色を考察する。医療との関係では、幸福追求権（憲法13条）の
項で、インフォームド・コンセントなどをめぐる判例を解説する。

到 達 目 標
①法学および憲法に関する基礎事項、重要事項を十分理解できる。
②主要な学説や判例に関して、歴史的、社会的、国際的な背景まで視野に入れて理解できる。
③現代社会に生じている内外の諸問題に関心を抱き、主体的に思考し解決する能力を養成する。

教 育 手 法 講義方式で、教科書に従って実施する。

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○地域社会や国際未来社会で活躍できるコミュニケーション能力や英語能力を有しているとともに幅広い視野
とリーダーシップを有している。

2　法学

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

下條芳明

履修の条件・注意事項 教科書は授業の際に必ず携行し、また予習・復習のときに精読すること。

学生の意見等からの気
づ き

教 科 書 下條芳明・東裕編著『新・テキストブック日本国憲法』（嵯峨野書院、初版第5刷、2021年）

参 考 書 必要に応じて、教場で指示する。

オ フ ィ ス ア ワ ー 後学期・水曜日昼休み（12：15～13：00）



第3回 9/22(木) 1時限 下條

憲法の分類 憲法の分類にはどのようなもの
があるか。伝統的分類と新しい
分類にわけて理解する。日本国
憲法の改正手続き（第96条）を
理解する。

教科書を予習する
（5～8頁、３３９～
345頁）。

120分

第4回 9/29(木) 1時限 下條

憲法と民主主義（１）―民主主義
と国民主権

民主主義の意味と歴史を概観
し、憲法前文および第1条の国
民主権について理解する。

教科書を予習する
（25～32頁）。

120分

第5回 10/6(木) 1時限 下條

憲法と民主主義（２）―民主主義
の方式

民主主義の方式（代表民主制と
直接民主制）について、日本国
憲法ではどのように具体化され
ているかを学ぶ。

教科書を予習する
（241～244頁、192
～195頁）。

120分

第6回 10/13(木) 1時限 下條

憲法と民主主義（３）―選挙権の
法的性質と選挙の基本原則

選挙権の法的性質、選挙の基
本原則、衆参両院の選挙制度
について学ぶ。

教科書を予習する
（180～191頁）。

120分

第7回 10/20(木) 1時限 下條

憲法と民主主義（４）―国会と内
閣

国会の地位と権能、議院内閣制
の原則、内閣および内閣総理
大臣の地位と権能について学
ぶ。

教科書を予習する
（241～244頁、２６
１～２７３頁）。

120分

第8回 10/27(木) 1時限 下條

象徴天皇制 君主制の歴史を概観し、「象徴」
の意味と機能、天皇の地位と権
能、国事行為と公的行為の違い
を学ぶ。

教科書を予習する
（33～46頁）。

120分

第9回 11/10(木) 1時限 下條

基本的人権の意味 「人権」の概念と特質とは何か、
日本国憲法の基本的人権の意
味を考える。

教科書を予習する
（10～11頁、25～
27頁）。

120分



第10回 11/17(木) 1時限 下條

日本国憲法が保障する人権の
種類

日本国憲法が保障する人権に
は、どのような種類があるのか学
ぶ。国民の義務と責務について
理解する。

教科書の国民の人
権および義務に関
する章（第5講～第
14講）に目を通し
て、人権にはどの
ような種類があるの
か理解しておく。

120分

第11回 11/24(木) 1時限 下條

幸福追求権と新しい人権（１） 「新しい人権」の展開とその社会
的背景を理解する。『宴のあと』
事件、京都府学連事件、前科照
会事件など、プライバシー権、
名誉権に関するする判例を学
修する。

教科書を予習する
（90～91、97～102
頁）。

120分

第12回 12/1(木) 1時限 下條

幸福追求権と新しい人権（２） 自己決定権、環境権の意味と社
会的背景を理解し、輸血拒否事
件、早稲田大学講演会事件、大
阪空港公害訴訟など判例を学
修する。

教科書を予習する
（90～91，97～102
頁）。

120分

第13回 12/8(木) 1時限 下條

国際平和と憲法9条（１） 20世紀の平和主義の歴史と特
色を概観し、現代国際社会にお
ける国連を中心とする安全保障
のシステム（集団安全保障）を理
解する。

教科書を予習する
（61～62頁、64～
66頁）。

120分

第14回 12/15(木) 1時限 下條

国際平和と憲法9条（2） 判例や学説により、自衛権の意
味を理解する。戦後の安全保障
の歴史を振り返ったうえ、憲法9
条が禁止する戦争とはどのよう
な戦争なのかを考える。

教科書を予習する
（59～64頁，66～7
１頁）。

120分

第15回 12/22(木) 1時限 下條

授業のまとめ 後期の授業全般を振り返り、各
単元の要点を確認する。

定期試験に備え
て、教科書および
授業ノートの該当
部分を復習する。

180分



LAH-1-04

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 9/8(木) 2時限 山崎

倫理学とは何かを理解する。 1）倫理学とは何かを理解し、応
用倫理学の成立について知る。
2）「ヒポクラテスの誓い」と「ジュ
ネーブ宣言」について理解す
る。

テキストQ1、2を読
んでおくこと。

1時間

第2回 9/15(木) 2時限 山崎

人権とは何かを理解する。 1）人権とは何かを理解し、医
療・医学との関連を知る。2）人
権思想の歴史的由来を知り、そ
の現代的意義を理解する。

前回配付したプリ
ントを読んでおくこ
と。

1時間

評 価 方 法 定期試験の結果（素点）により評価する。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 小テストおよび期末試験についてはテスト後に解答例を示す。

授 業 概 要

西洋では古来から医師・法律家・聖職者はプロフェッションと呼ばれました。これらの職能団体に属する者が一
定の技能や倫理的資質のあることを公言する（プロフェス）ことから来ています。この言葉は今日では職業一般
をさすために使われていますが、医療職に高い倫理性の要求されることは今日でもかわりません。そこでこの授
業では、生命倫理の基本的な考え方をおさえつつ、いくつかの国際的綱領や文書、ならびに日本の法律を参
照しつつ、医療（歯科医療）の倫理を学んでゆきます。

到 達 目 標
①歯科医療に関わる倫理を学んで理解する。
②各自が医療職にふさわしい倫理性を身につける。

教 育 手 法 講義

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

①　歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有
している。

3　医療倫理学

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

山崎広光

履修の条件・注意事項 講義には必ず教科書を持ってくること。適宜、小テストを行う予定（3回ほど）。

学生の意見等からの気
づ き

講義レジュメをMoodleに置くので、講義後の復習に役立てること。

教 科 書 『歯科医療倫理Q&A』大井賢一・木阪昌知 著（太陽出版）

参 考 書 『医療倫理Q&A』医療倫理Q&A刊行委員会（太陽出版）

オ フ ィ ス ア ワ ー 授業後に質問等は受け付ける。メールでの質問も可。



第3回 9/22(木) 2時限 山崎

医療倫理学について理解する。 1）四つの原則について理解す
る。2）「ニュールンベルク綱領」
「ヘルシンキ宣言」「リスボン宣
言」について理解する。

テキストQ3、4を読
んでおくこと。

1時間

第4回 9/29(木) 2時限 山崎

歯科医師の義務について理解
する。

1）歯科医師とは何かを理解す
る。2）応招義務および説明義務
について理解する。

テキストQ5～9を読
んでおくこと。

1時間

第5回 10/6(木) 2時限 山崎

歯科医師の義務について理解
する。

1）善管注意義務について理解
する。2）療養方法等指導義務
および診療録記載義務につい
て理解する。

テキストQ10～13を
読んでおくこと。

1時間

第6回 10/13(木) 2時限 山崎

歯科医師の義務について理解
する。　　小テスト(予定）

1）カルテ開示について理解す
る。2）無診察治療の禁止および
処方せん交付義務について理
解する。

テキストQ14～18を
読んでおくこと。

1時間

第7回 10/20(木) 2時限 山崎

歯科医師の義務について理解
する。

1）歯科衛生士の業務について
理解する。2）歯科医業とは何か
を理解する。

テキストQ19～22を
読んでおくこと。

1時間

第8回 10/27(木) 2時限 山崎

歯科医師の権利について理解
する。

1）医師相互の義務、業務独占
権について理解する。2）歯科医
業の開始、広告、裁量権につい
て理解する。

テキストQ23～32を
読んでおくこと。

1時間

第9回 11/10(木) 2時限 山崎

患者の権利について理解する。 1）患者の自己決定権とは何か
を理解する。2）自己決定の要件
とは何かを理解する。

テキストQ33～38を
読んでおくこと。

1時間



第10回 11/17(木) 2時限 山崎

患者の義務について理解する。
小テスト(予定）

患者の法的義務および倫理的
義務について理解する。

テキストQ39～41を
読んでおくこと。

1時間

第11回 11/24(木) 2時限 山崎

インフォームド・コンセントについ
て理解する。

1）インフォームド・コンセント原
則の成立の背景について理解
する。2）インフォームド・コンセン
トとは何かを理解する。

テキストQ42を読ん
でおくこと。

1時間

第12回 12/1(木) 2時限 山崎

インフォームド・コンセントについ
て理解する。

インフォームド・コンセントにおけ
る「説明」について理解する。

テキストQ43～50を
読んでおくこと。

1時間

第13回 12/8(木) 2時限 山崎

インフォームド・コンセントについ
て理解する。

1）説明の不要な場合について
理解する。2）患者の「知らされな
い権利」について理解する。

テキストQ51～55を
読んでおくこと。

1時間

第14回 12/15(木) 2時限 山崎

インフォームド・コンセントについ
て理解する。

1）十分な説明のために必要なこ
とを理解する。2）患者の理解能
力をどう考えるかについて理解
する。

テキストQ56～60を
読んでおくこと。

1時間

第15回 12/22(木) 2時限 山崎

インフォームド・コンセントについ
て理解する。　　小テスト(予定）

1）同意を得る相手、同意の確認
について理解する。2）患者の要
望をどこまで受け入れるかにつ
いて理解する。

テキストQ62、64～
70を読んでおくこ
と。

1時間



LAH-1-05

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 9/6（火) 2時限 坂井

【確率分布】
・連続的確率分布と離散的確率
分布のの性質について学修す
る。

(1) 連続的確率分布の平均値と
分散が求められる。(2) 合成され
た確率変数の平均値と分散が
計算できる。

(事前学修)
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

0.5時間

B-4-2）-①

評 価 方 法 定期試験（素点）で評価する。なお、小テスト等は、定期試験の受験資格要件に用いる。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 毎回演習問題を実施し、次回の講義の最初に解説する。

授 業 概 要

根拠に基づく医療（Evidence-based medicine：EBM）を実践するため，あるいは人間集団の健康状態に影響を
与える因子の解明を目的とする疫学（Epidemiology）を理解し実践するためには，診断法や治療法の有効性を
客観的に評価できる統計学（Statistics）の知識は不可欠である。データサイエンスの講義では、科学的手法と
の一つである仮説検定の基礎となる推測統計学の理論を学習し、具体的な統計手法を演習を通して習得す
る。

到 達 目 標
①確率変数とその分布を用いた推定と検定の原理について説明できる。
②正規分布、t分布、カイ二乗分布を用いて検定ができる。

教 育 手 法
授業の３分の２は講義を，残り３分の１は演習とする。演習プリントをまずは個人で，その後グループ学修で互い
に学修する。

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のため
に生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

4　データサイエンス

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

坂井和裕(教授)

履修の条件・注意事項

学生の意見等からの気
づ き

教 科 書 毎回の授業でテキストを配布する。

参 考 書 必要に応じて授業で指定する。

オ フ ィ ス ア ワ ー
オフィスアワーは特に設けません。質問のある方は随時，3号館2階(坂井）まで。予約なしで構いませんが、
Moodleのチャットで事前に予約する方が在室は確実です。



第2回 9/13（火) 2時限 坂井

【二項分布とポワソン分布】
・離散的確率分布の代表である
二項分布とポワソン分布につい
て学修する。

(1) 二項分布を理解して確率の
計算ができる。
(2) ポワソン分布の意味が説明
できる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第3回 9/20（火) 2時限 坂井

【正規分布と指数分布】
・連続的確率分布の代表である
正規分布と指数分布について
学修する。

(1) 正規分布を理解して、正規
分布表から確率を計算できる。
(2) 二項分布の連続補正を理解
して、正規分布近似した確率が
計算できる。
(3) 指数分布の意味が説明でき
る。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第4回 9/27（火) 2時限 坂井

【母集団と標本】
・標本平均の分布について学修
する。
・標準誤差の考え方について学
修する。

(1)標本変動を理解して説明でき
る。
(2）大数の法則と中心極限定理
の意味が理解できる。
(3）標本平均の分布を理解し
て、データから，標本平均と不
偏分散が計算できる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第5回 10/4（火) 2時限 坂井

【区間推定　1】
・z分布を用いた母平均の推定と
母比率の推定について学修す
る。

(1) z分布を用いた区間推定を
説明できる。
(2) 標本平均から母平均の推定
区間を計算できる。
(3) 標本比率から母比率の区間
を推定区間を計算できる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第6回 10/11（火) 2時限 坂井

【区間推定　2】
・母分散未知の場合、t分布を用
いた平均値の推定について学
修する。

(1) t分布を用いた区間推定を説
明できる。
(2) 標本平均から母平均の推定
区間を計算できる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第7回 10/18（火) 2時限 坂井

【仮説検定の考え方】
・検定の原理について学修す
る。

(1)検定の原理（背理法）を説明
できる。
(2）帰無仮説が立案できる。
(3）z分布やt分布を用いて母平
均の検定ができる。
(4）有意確率：p値が計算でき
る。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第8回 10/25（火) 2時限 坂井

【パラメトリック検定　関連2群】
・関連2群の平均値の差の有意
性について学修する。

(1)関連2群のt検定が説明でき
る。
(2) 標本の平均と不偏分散を計
算し、平均の差の検定ができ
る。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①



第9回 11/1（火) 2時限 坂井

【パラメトリック検定　独立2群】
・独立2群の平均値の差の有意
性について学修する。

(1)独立2群のt検定が説明でき
る。
(2)  標本の平均と不偏分散、
合併した分散を計算し、独立2
群の平均値の差の検定ができ
る。
(3) 等分散性の意味が説明でき
る。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第10回 11/8（火) 2時限 坂井

【パラメトリック検定の総合演習】
・母集団の正規性を仮定した検
定について学修する。

(1) 母集団の正規性について説
明できる。
(2) 正規母集団を仮定した検定
について総合的に説明できる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第11回 11/15（火) 2時限 坂井

【ノンパラメトリック検定　1】
・母集団の正規性を仮定しない
検定について学修する。
・カテゴリカルデータの独立性の
検定について学修する。

(1) クロス表からオッズ比が計算
できる。
(2) カイ二乗分布近似により、ク
ロス表の独立性について検定で
きる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第12回 11/22（火) 2時限 坂井

【ノンパラメトリック検定　2】　　　・
母集団の正規性を仮定しない
検定について学修する。
・マンホイットニーのu検定につ
いて学修する。

(1) マンホイットニーのu検定に
ついて説明できる。
(2) 2群それぞれのu値を計算
し、群間の差について検定でき
る。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第13回 11/29（火) 2時限 坂井

【分散分析　1】
・3群以上の集団の平均値の差
の有意性について学修する。

(1) 1次元配置の分散分析の考
え方について説明できる。
(2)分散分析表の結果から群間
の差について検定できる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第14回 12/6（火) 2時限 坂井

【分散分析　2】
・多変量解析の基礎について学
修する。

(1) 2次元配置の分散分析の考
え方について説明できる。
(2) 多変量解析のさまざまな分
析法の考え方について理解で
きる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第15回 12/13（火) 2時限 坂井

【推定と検定の総合演習】 (1) 推測統計学について総合的
に理解し、データに統計分析の
手法を適用することができる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①
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入学年度 2022～ 対象学科

単位数 1 ナンバリング

5 英語基礎

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

土屋博紀

授 業 概 要

１学年前学期に開講する「化学」、「生物学」、「物理学」で多用される用語の多くは英語に由来する。また、歯
科医学専門科目に関する歯学用語も、殆んど全てが英語あるいはそれを和訳したものである。文系英語と違
い理系英語は文型や文法が単純かつ論理的であるため、専門用語と特有表現に習熟しさえすれば、歯学・医
学に関する英文の読解が容易となるばかりか、今後履修すべき専門科目の理解にも大いに役立つ。「自然科
学」、「基礎歯学」、ならびに後学期開講の歯学英語に特化した「英語」の学習効率の向上とともにそれらの理
解の深化に資するべく、歯学部学生に有用な英語力の養成を目的に「英語基礎（English Basics）」の授業を
行う。さらに、歯科医師国家試験に出題される英語問題に対応する準備として、実践的な事前学習・事後学修
を課す。そのためには、自主学習を24時間サポートする朝日大学E-Learningシステム：Moodleを活用する。授
業に即したKey WordsならびにKey Phrasesを事前にMoodleへuploadするだけでなく、「理解度確認用の多肢
選択問題」30～50題を授業毎にupdateする。多肢選択問題には模擬解答を提示する一方、故意に不正解も
加えて問題解決学習によってり理解度を高める。これに加えて、各講義で設定した必須課題の理解度を確認
するため、講義毎に「修得度確認用の多肢選択問題」～20題を小テストとしてMoodleにuploadする。必修項目
（単語、熟語、基本文型）を設定し、多肢選択小試験・中間試験で修得度を随時確認することにより、到達目標
の達成を目指す。歯科医師国家試験出題基準必修事項には歯科医学史、歯学英語、科学的教養も含まれる
ことから、授業では、“Dental History”と“Popular Dentistry”に関する英文テキストを使用する。また、新型コロ
ナウイルス感染予防対策のための授業形式・使用教室・学生座席配置等に対応するため、”Moodle 2022：英
語基礎（English Basics）”を多用するが、予習（事前学習・多肢選択問題）や復習（事後学修・理解度確認試
験）のためだけでなく、講義ノート・講義参考資料もMoodleにuploadされる。新型コロナウイルス感染が再拡大
して対面講義の実施が困難となれば、配信講義等の予習・復習・理解度確認はMoodleに大きく依存することと
なる。したがって、開講前に”Moodle 2022：英語基礎（English Basics）”にloginして登録を済ませるとともに
Moodle使用方法に慣れておくことが受講に必須である。

到 達 目 標
「自然科学」ならびに「基礎歯学」に関する必須用語が理解でき、後学期開講の歯学英語に特化した「英語」を
効率よく履修するための“英語基礎力”の修得。

教 育 手 法 講義、書取、（万全な新型コロナウイルス感染予防を前提とした）質疑応答と音読

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有
している。
○地域社会や国際未来社会で活躍できるコミュニケーション能力や英語能力を有しているとともに幅広い視野
とリーダーシップを有している。

教 科 書

・Ichord LF. "Toothworms and Spider Juice", Millbrook Press, Brookfield. (ISBN: 0-7613-1465-2)
・Wray D & Wray A. "Understanding Your Teeth and Mouth", Family Doctor Pub., Br Med Assoc, Poole.
(ISBN: 1-903474-213)
※授業の進行に応じて演習関連Chapterを適宜配布する。

参 考 書

・Ring ME. "Dentistry: An Illustrated History", Abradale Press, New York. (ISBN-10: 08109811655)
・Fairpo JEH & Fairpo CG. "Heinemann Dental Dictionary", Butterworth-Heinemann, Oxford. (ISBN-10:
0750622083)
・文部省・日本歯科医学会．”学術用語集－歯学編”，口腔保健協会．（ISBN-10: 4896050851）

オ フ ィ ス ア ワ ー 講義日の08時00分～17時00分：物理学研究室（３号館２階）

1 歯学科

区分 必須科目

評 価 方 法
・定期試験、追・再試験：多肢選択式試験＋記述式試験（英訳・和訳）
・試験に係わる受験資格：毎講義時の質疑応答、修得度確認試験の成績、Moodle多肢選択小試験の受験実
績

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 ”Moodle 2022：英語基礎（English Basics）”にuploadした課題、多肢選択模擬問題

開講学年

科目名 英語基礎

担当者 土屋博紀



科目名 英語基礎

講義目的
講義内容

※本講義は、「英語基礎」のＡ／Ｂクラスの講義内容である。
１学年前学期に開講する「化学」、「生物学」、「物理学」で多用される用語の多くは英語に由来する。また、歯科医学専門科目に関する歯学用語も、殆んど全て
が英語あるいはそれを和訳したものである。文系英語と違い理系英語は文型や文法が単純かつ論理的であるため、専門用語と特有表現に習熟しさえすれば、
歯学・医学に関する英文の読解が容易となるばかりか、今後履修すべき専門科目の理解にも大いに役立つ。「自然科学」、「基礎歯学」、ならびに後学期開講の
歯学英語に特化した「英語」の学習効率の向上とともにそれらの理解の深化に資するべく、歯学部学生に有用な英語力の養成を目的に「英語基礎（English
Basics）」の講義を行う。さらに、歯科医師国家試験に出題される英語問題に対応する準備として、実践的な事前学習・事後学修を課す。そのためには、予習・復
習に関する自主・自己学習を24時間サポートする朝日大学E-Learningシステム：Moodleを活用する。講義に即したKey WordsならびにKey Phrasesを事前に
Moodleへuploadするだけでなく、「理解度確認用の多肢選択問題」30～50題を講義毎にupdateする。多肢選択問題には模擬解答を提示する一方、故意に不正
解も加えて問題解決学習により理解度を高める。さらに、各講義で設定した必須課題の理解度を確認するため、講義毎に「修得度確認用の多肢選択問題」～20
題を小テストとしてMoodleにuploadする。必修項目（単語、熟語、基本文型）を設定し、多肢選択小試験・中間試験で修得度を随時確認することにより、到達目標
の達成を目指す。なお、新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえたうえで、講義期間内で数回の中間試験の実施を予定している。歯科医師国家試験出題
基準必修事項には歯科医学史、歯学英語、科学的教養も含まれることから、授業では、“Dental History”と“Popular Dentistry”に関する英文テキストを使用す
る。

・授業計画・授業外学修の項に記載されている【教育内容と教育方法①～⑦】の内容は以下のとおり。
①聞いたり読んだりしたことについて理解した上で、発展的に考える。
②理解した内容について、スピーチ、ロールプレイ、質疑応答を行う。
③理解した内容について、意見交換を通じて、情報や考え等をまとめて発表する。
④伝えたい内容について、プレゼンテーション、ディスカッション、交渉、ディベート等を適切に行う。
⑤伝えたい内容について、論旨が明確な文章等（エッセイを含む）を書く。
⑥英語の音声的な特徴、話す速度等に注意しながら、聞いたり話したりする。
⑦語彙や文構造、文法を理解して、言語活動等の中で活用する。

到達目標 「自然科学」ならびに「基礎歯学」に関する必須用語が理解でき、後学期開講の歯学英語に特化した「英語」を効率よく履修するための“英語基礎力”の修得。

１．クエスチョネア、オリエンテーション、模擬講義
　　英語学習歴、留学経験、英語検定試験受験歴と成績、海外研修への興味等の調査。
　　講義目的と内容、到達目標、授業計画の周知徹底、講義日程、授業方法、成績評価法の説明（②）。
　　第２回目以降の本格的講義を円滑かつ効率良く受講するため、テキスト「Toothworms and Spider Juice」 Page 6を用いた体験授業（①・②・③・④）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #1のBasic Scientific and Dental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #1の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

２．テキスト「Toothworms and Spider Juice」 Page 6の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「自然科学：化学・生物学」、「歯の構造」、「歯痛」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #2のBasic Scientific and Dental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #2の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

３．テキスト「Toothworms and Spider Juice」 Pages 6-7の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「自然科学：化学・生物学」、「疼痛」、「歯列」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #3のBasic Scientific and Dental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #3の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

４．テキスト「Toothworms and Spider Juice」 Pages 7-8の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「口腔組織」、「歯髄」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　第１回中間試験：多肢選択問題（１～４回授業範囲）の受験と問題解決学習（③・⑥・⑦）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #4のDental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［１時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #4の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

５．テキスト「Toothworms and Spider Juice」 Pages 8-9の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「自然科学：化学・生物学」、「齲蝕」、「硬組織」、「石灰化」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #5のBasic Scientific and Dental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #5の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

６．テキスト「Toothworms and Spider Juice」 Pages 9-10の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「露髄」、「膿瘍」、「口腔衛生」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #6のDental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #6の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

７．テキスト「Toothworms and Spider Juice」 Pages 10-12、Pages 14-16の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「歯周病」、「治療」、「医薬品」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #7のDental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #7の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

８．テキスト「Toothworms and Spider Juice」 Pages 16-19の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「自然科学：化学・生物学・物理学」、「歯髄鎮静・失活」、「医用植物」、「元素」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　第２回中間試験：多肢選択問題（５～８回授業範囲）の受験と問題解決学習（③・⑥・⑦）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #8のBasic Scientific and Dental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［１時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #8の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

９．テキスト「Toothworms and Spider Juice」 Pages 23-25の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「抜歯」、「歯髄炎」、「歯肉炎」、「破折歯」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #9のDental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #9の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

10．テキスト「Toothworms and Spider Juice」 Pages 26-29、Pages 32-33の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「歯の名称」、「各歯の語源」、「レジン」、「コンポジット」、「義歯」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #10のDental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #10の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

11．テキスト「Toothworms and Spider Juice」 Pages 34-35、Pages 43-45の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「自然科学：化学・生物学」、「歯科医学史」、「臼歯」、「咀嚼」、「ブリッジ」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #11のBasic Scientific and Dental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #11の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

12．テキスト「Toothworms and Spider Juice」 Pages 44-48、Pages 59-60の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「補綴」、「抜歯窩」、「印象」、「乳歯列」、「永久歯列」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　第３回中間試験：多肢選択問題（９～12回授業範囲）の受験と問題解決学習（③・⑥・⑦）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #12のDental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［１時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #12の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

13．テキスト「Understanding Your Teeth and Mouth」 Pages 4-8の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「歯の構造と機能」、「エナメル質」、「象牙質」、「セメント質」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #13のDental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #13の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

14．テキスト「Understanding Your Teeth and Mouth」 Pages 8-10の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「唾液腺」、「唾液の機能」、「交感・副交感神経」、「自然科学：生物学」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #14のDental and Biological Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #14の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

15．テキスト「Understanding Your Teeth and Mouth」 Pages 11-12の読解演習、解説講義、質疑応答
　　「歯牙」、「口腔」に関する英語の解説と理解、第１回から第１５回までの講義の総括（①・②・③・④）。
　　第４回中間試験：多肢選択問題（13～15回授業範囲）の受験と問題解決学習（③・⑥・⑦）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #15のDental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［１時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #15の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

授業計画・授業外学修



科目名 英語基礎

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 4/14(木) ２時限
土屋
博紀

The students are able to
understand the aim, practice
and timetable of the class
"English Basics" completely.
The students are able to
acquire the knowledges of basic
dental terms about ancient
dentistry (1).
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #1).

The students pay attention to
the explanations about syllabus
and timetable of the class
"English Basics".
The students learn by heart
(incl. memorize) basic dental
terms both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class #1
using "English Basics 2022
Moodle #1".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded onto Moodle
(Class #1).

Pre-Learning:
“Toothworms and
Spider Juice”
Chap. 1: p. 6 and
"Basic Scientific
and Dental Terms"
uploaded onto
"English Basics
2022 Moodle #1".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English
Basics 2022
Moodle #1".

0.5 hr

1.0 hr

第2回 4/21(木) ２時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of basic
dental terms about ancient
dentistry (2).
The students are able to
understand basic dental terms
(Class #2) both in Engl and in
Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #2).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about dental history (2)..
The students learn by heart
(incl. memorize) basic dental
terms both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class #2
using "English Basics 2022
Moodle #2".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded onto Moodle
(Class #2).

Pre-Learning:
“Toothworms and
Spider Juice”
Chap. 1: p. 6 and
"Basic Scientific
and Dental Terms"
uploaded onto
"English Basics
2022 Moodle #2".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English
Basics 2022
Moodle #2".

0.5 hr

1.0 hr

第3回 4/28(木) ２時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of basic
dental terms about ancient
dentistry (3).
The students are able to
understand basic dental terms
(Class #3) both in Engl and in
Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #3).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about dental history (3).
The students learn by heart
(incl. memorize) basic dental
terms both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class #3
using "English Basics 2022
Moodle #3".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exams uploaded onto Moodle
(Class #3).

Pre-Learning:
“Toothworms and
Spider Juice”
Chap. 1: pps. 6-7
and "Basic
Scientific and
Dental Terms"
uploaded onto
"English Basics
2022 Moodle #3".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English
Basics 2022
Moodle #3".

0.5 hr

1.0 hr

履修の条件・注意事項
・朝日大学Moodleの歯学部１学年”Moodle 2022：英語基礎（English Basics）”にloginし、受講前に登録を済ませるとともにMoodle使用方法に慣れておくこと。
・受講にはMoodleにaccess可能なタブレット、スマホ等：必携。

備考 授業計画・授業外学修に準じた授業回数・実施日・時限等は、下記の授業日程ならびに”Moodle 2022：英語基礎（English Basics）”を参照すること。

成績評価基準
方法

・定期試験、追・再試験：多肢選択式試験＋記述式試験（英訳・和訳）
・試験に係わる受験資格：毎講義時の質疑応答、修得度確認試験の成績、Moodle多肢選択小試験の受験実績。

テキスト
・Ichord LF. "Toothworms and Spider Juice", Millbrook Press, Brookfield (ISBN: 0-7613-1465-2)
・Wray D & Wray A. "Understanding Your Teeth and Mouth", Family Doctor Pub., Br Med Assoc, Poole (ISBN: 1-903474-213)
※授業の進行に応じて演習関連Chapterを適宜配布する。

参考書
・Ring ME. "Dentistry: An Illustrated History", Abradale Press, New York (ISBN-10: 08109811655)
・Fairpo JEH & Fairpo CG. "Heinemann Dental Dictionary", Butterworth-Heinemann, Oxford (ISBN-10: 0750622083)
・文部省・日本歯科医学会．”学術用語集－歯学編”，口腔保健協会（ISBN-10: 4896050851）



科目名 英語基礎

第4回 5/12(木) ２時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of basic
dental terms about ancient
dentistry (4).
The students are able to
understand basic dental terms
(Class #4) both in Engl and in
Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #4).
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 70% in Mid-
term Exam (1)）.

The students read and
comprehend the Engl sentences
about dental history (4).
The students learn by heart
(incl. memorize) basic dental
terms both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class #4
using "English Basics 2022
Moodle #4".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded onto Moodle
(Class #4).
The students review the
contents of Class #1-4 for
taking Mid-term Exam (1).

Pre-Learning:
“Toothworms and
Spider Juice”
Chap. 1: pps. 7-8
and "Basic
Scientific and
Dental Terms"
uploaded onto
"English Basics
2022 Moodle #4".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English
Basics 2022
Moodle #4".
Review the
mistaken problems
in Mid-term Exam
(1) by using "Exam
Results" updated
on "English Basics
2022 Moodle #4".

1.0 hr

1.0 hr

第5回 5/19(木) ２時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of basic
dental terms about ancient
dentistry (5).
The students are able to
understand basic dental terms
(Class #5) both in Engl and in
Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #5).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about dental history (5).
The students learn by heart
(incl. memorize) basic dental
terms both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class #5
using "English Basics 2022
Moodle #5".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded onto Moodle
(Class #5).

Pre-Learning:
“Toothworms and
Spider Juice”
Chap. 1: pps. 8-9
and "Basic
Scientific and
Dental Terms"
uploaded onto
"English Basics
2022 Moodle #5".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English
Basics 2022
Moodle #5".

0.5 hr

1.0 hr

第6回 5/26(木) ２時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of basic
dental terms about ancient
dentistry (6).
The students are able to
understand basic dental terms
(Class #6) both in Engl and in
Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #6).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about dental history (6).
The students learn by heart
(incl. memorize) basic dental
terms both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class #6
using "English Basics 2022
Moodle #6".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded onto Moodle
(Class #6).

Pre-Learning:
“Toothworms and
Spider Juice”
Chap. 1: pps. 9-
10 and "Basic
Scientific and
Dental Terms"
uploaded onto
"English Basics
2022 Moodle #6".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English
Basics 2022
Moodle #6".

0.5 hr

1.0 hr

第7回 6/2(木) ２時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of basic
dental terms about ancient
dentistry (7).
The students are able to
understand basic dental terms
(Class #7) both in Engl and in
Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #7)）.

The students read and
comprehend the Engl sentences
about dental history (7).
The students learn by heart
(incl. memorize) basic dental
terms both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class #7
using "English Basics 2022
Moodle #7".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exams uploaded onto Moodle
(Class #7).

Pre-Learning:
“Toothworms and
Spider Juice”
Chap. 1: pps. 10-
12 & Chap. 2: pps.
14-16 and "Basic
Scientific and
Dental Terms"
uploaded onto
"English Basics
2022 Moodle #7".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English
Basics 2022
Moodle #7".

0.5 hr

1.0 hr



科目名 英語基礎

第8回 6/2（木） ３時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of basic
dental terms about ancient
dentistry (8).
The students are able to
understand basic dental terms
(Class #8) both in Engl and in
Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #8).
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 70% in Mid-
term Exam (2).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about dental history (8).
The students learn by heart
(incl. memorize) basic dental
terms both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class #8
using "English Basics 2022
Moodle #8".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded onto Moodle
(Class #8).
The students review the
contents of Class #5-8 for
taking Mid-term Exam (2).

Pre-Learning:
“Toothworms and
Spider Juice”
Chap. 2: pps. 16-
19 and "Basic
Scientific and
Dental Terms"
uploaded onto
"English Basics
2022 Moodle #8".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English
Basics 2022
Moodle #8".
Review the
mistaken problems
in Mid-term Exam
(2) by using "Exam
Results" updated
on "English Basics
2022 Moodle #8".

1.0 hr

1.0 hr

第9回 6/9(木) ２時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of basic
dental terms about ancient
dentistry (9).
The students are able to
understand basic dental terms
(Class #9) both in Engl and in
Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #9).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about dental history (9).
The students learn by heart
(incl. memorize) basic dental
terms both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class #9
using "English Basics 2022
Moodle #9".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded onto Moodle
(Class #9).

Pre-Learning:
“Toothworms and
Spider Juice”
Chap. 3: pps. 23-
25 and "Basic
Scientific and
Dental Terms"
uploaded onto
"English Basics
2022 Moodle #9".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English
Basics 2022
Moodle #9".

0.5 hr

1.0 hr

第10回 6/16(木) ２時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of basic
dental terms about ancient
dentistry (10).
The students are able to
understand basic dental terms
(Class #10) both in Engl and in
Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #10).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about dental history (10).
The students learn by heart
(incl. memorize) basic dental
terms both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class
#10 using "English Basics 2022
Moodle #10".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded onto Moodle
(Class #10).

Pre-Learning:
“Toothworms and
Spider Juice”
Chap. 3: pps. 26-
29 & Chap. 4: pps.
32-33 and "Basic
Scientific and
Dental Terms"
uploaded onto
"English Basics
2022 Moodle
#10".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English
Basics 2022
Moodle #10".

0.5 hr

1.0 hr

第11回 6/23(木) ２時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of basic
dental terms about ancient
dentistry (11).
The students are able to
understand basic dental terms
(Class #11) both in Engl and in
Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #11).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about dental history (11).
The students learn by heart
(incl. memorize) basic dental
terms both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class
#11 using "English Basics 2022
Moodle #11".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exams uploaded onto Moodle
(Class #11).

Pre-Learning:
“Toothworms and
Spider Juice”
Chap. 4: pps. 34-
35 & Chap. 6: pps.
43-45 and "Basic
Scientific and
Dental Terms"
uploaded onto
"English Basics
2022 Moodle
#11".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English
Basics 2022
Moodle #11".

0.5 hr

1.0 hr



科目名 英語基礎

第12回 6/30(木) ２時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of basic
dental terms about ancient
dentistry (12).
The students are able to
understand basic dental terms
(Class #12) both in Engl and in
Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #12).
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 70% in Mid-
term Exam (3).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about dental history (12).
The students learn by heart
(incl. memorize) basic dental
terms both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class
#12 using "English Basics 2022
Moodle #12".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded onto Moodle
(Class #12).
The students review the
contents of Class #9-12  for
taking Mid-term Exam (3).

Pre-Learning:
“Toothworms and
Spider Juice”
Chap. 6: pps. 45-
48 & Chap. 8: pps.
59-60 and "Basic
Scientific and
Dental Terms"
uploaded onto
"English Basics
2022 Moodle
#12".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English
Basics 2022
Moodle #12".
Review the
mistaken problems
in Mid-term Exam
(3) by using "Exam
Results" updated
on "English Basics
2022 Moodle
#12".

1.0 hr

1.0 hr

第13回 7/7(木) ２時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of basic
dental terms about ancient
dentistry (13).
The students are able to
understand basic dental terms
(Class #13) both in Engl and in
Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #13).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about dental history (13)）.
The students learn by heart
(incl. memorize) basic dental
terms both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class
#13 using "English Basics 2022
Moodle #13".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded onto Moodle
(Class #13).

Pre-Learning:
"Understanding
Your Teeth and
Mouth": pps. 4-8
and "Basic
Scientific and
Dental Terms"
uploaded onto
"English Basics
2022 Moodle
#13".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English
Basics 2022
Moodle #13".

0.5 hr

1.0 hr

第14回 7/14(木) ２時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of basic
dental terms about ancient
dentistry (14).
The students are able to
understand basic dental terms
(Class #14) both in Engl and in
Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #14).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about dental history (14).
The students learn by heart
(incl. memorize) basic dental
terms both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class
#14 using "English Basics 2022
Moodle #14".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded onto Moodle
(Class #14).

Pre-Learning:
"Understanding
Your Teeth and
Mouth": pps. 8-10
and "Basic
Scientific and
Dental Terms"
uploaded onto
"English Basics
2022 Moodle
#14".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English
Basics 2022
Moodle #14".

0.5 hr

1.0 hr



科目名 英語基礎

第15回 7/21(水) ２時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of basic
dental terms about ancient
dentistry (15).
The students are able to
understand basic dental terms
(Class #15) both in Engl and in
Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #15).
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 70% in Mid-
term Exam (4).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about dental history (15).
The students learn by heart
(incl. memorize) basic dental
terms both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class
#15 using "English Basics 2022
Moodle #15".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exams uploaded onto Moodle
(Class #15).
The students review the
contents of Class #13-15 for
taking Mid-term Exam (4).

Pre-Learning:
"Understanding
Your Teeth and
Mouth": pps. 11-
12 and "Basic
Scientific and
Dental Terms"
uploaded onto
"English Basics
2022 Moodle
#15".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English
Basics 2022
Moodle #15".
Review the
mistaken problems
in Mid-term Exam
(4) by using "Exam
Results" updated
on "English Basics
2022 Moodle
#15".

1.0 hr

1.0 hr



LAH-1-07

入学年度 2022～ 対象学科

単位数 1 ナンバリング

担当者 土屋博紀

科目名 英語

1 歯学科

区分

教 科 書

・Wray D & Wray A. "Understanding Your Teeth and Mouth", Family Doctor Pub., Br Med Assoc, Poole
(ISBN: 1-903474-213)
・Ichord LF. "Toothworms and Spider Juice", Millbrook Press, Brookfield (ISBN: 0-7613-1465-2)
※授業の進行に応じて演習関連Chapterを適宜配布する。

参 考 書
・Dofka CM. “Dental Terminology”, Thomson Learning, Washington. (ISBN-10:  1418015229)
・Zwemer TJ. “Mosby’s Dental Dictionary”, Mosby, St. Louis. (ISBN-10:  0815198884 )
・文部省・日本歯科医学会．”学術用語集－歯学編”，口腔保健協会．（ISBN-10: 4896050851）

オ フ ィ ス ア ワ ー 講義日の08時00分～17時00分：物理学研究室（３号館２階）

評 価 方 法
・定期試験、追・再試験：多肢選択式試験＋記述式試験（英訳・和訳）
・試験に係わる受験資格：毎講義時の質疑応答、修得度確認試験の成績、Moodle多肢選択小試験の受験実
績

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 ”Moodle 2022：英語（English）”にuploadした課題、多肢選択模擬問題

開講学年

必須科目

授 業 概 要

専門用語のほとんどが英語に由来する基礎歯学ならびに臨床歯学の履修、歯科医師国家試験の必修基本
的事項として出題される英語問題に対応するには、歯学部学生のための英語：ＥＤＰ（English for Dental
Purpose）の学習が必須となる。また、ＮＢＤＥ、ＤＡＴ、医学英語検定試験や英語共用試験の受験を想定した
英語力の養成も重要といえる。前学期の「英語基礎（English Basics）」で修得した英語基礎力を一層強化し、
履修すべき専門科目の理解を深めるとともに英語設問多肢選択問題の解答を想定した歯学英語力を身につ
けることを目的に、Proposed Core Curriculum for Dental English Education in Japanに準拠して、「歯学英語
（Dental English）」に特化した「英語」の授業を実施する。歯科医学（基礎～臨床領域）に関する英文の読解
と、共用試験・国家試験出題基準や学術用語集・歯学編から精選した英単語・英熟語の暗記を課し、用語や
設問に必修項目を設定した中間試験を行って修得度を随時確認する。基礎・臨床歯学用語の理解を確実に
するため、予習・復習に関する自主・自己学習を24時間サポートする朝日大学E-Learningシステム：Moodleを
活用する。授業に即したKey WordsならびにKey Phrasesを事前にMoodleへuploadするとともに、「復習用の多
肢選択問題」30～50題を授業毎にupdateし、学生の積極的な利用を促す。多肢選択問題には模擬解答も提
示する一方、故意に不正解も加えて問題解決学習によって理解度を高める。これに加えて、各講義で設定し
た必須課題の理解度を確認するため、講義毎に「修得度確認用の多肢選択問題」～20題を小テストとして
Moodleにuploadする。英語の多様性に馴染みつつ語彙力をより高めるため、授業では、歯科医学に関する英
語（British English）と米語（American English）の２種類のテキストを使用する。また、新型コロナウイルス感染
予防対策のための授業形式・使用教室・学生座席配置等に対応するため、”Moodle 2022：英語（English）”を
多用するが、予習（事前学習・多肢選択問題）や復習（事後学修・理解度確認試験）のためだけでなく、講義
ノート・講義参考資料もMoodleにuploadされる。新型コロナウイルス感染が再拡大して対面講義の実施が困難
となれば、配信講義等の予習・復習・理解度確認はMoodleに大きく依存することとなる。したがって、開講前
に”Moodle 2022：英語（English）”にloginして登録を済ませるとともにMoodle使用方法に慣れておくことが受講
に必須である。

到 達 目 標
「基礎・臨床歯科学」に関する英語起源・由来の用語が理解でき、歯科医師国家試験「英語問題」にも対応で
きる、”歯学英語に特化”した英語力の修得。

教 育 手 法 講義、書取、（万全な新型コロナウイルス感染予防を前提とした）質疑応答と音読

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○ 歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と教養そして社会性を有してい
る。
○ 地域社会や国際未来社会で活躍できるコミュニケーション能力や英語能力を有しているとともに幅広い視
野とリーダーシップを有している。

6 英語

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

土屋博紀



科目名 英語

講義目的
講義内容

※本講義は、「英語」のＡ／Ｂクラスの講義内容である。
専門用語のほとんどが英語に由来する基礎歯学ならびに臨床歯学の履修、歯科医師国家試験の必修基本的事項として出題される英語問題に対応するには、
歯学部学生のための英語：ＥＤＰ（English for Dental Purpose）の学習が必須となる。また、ＮＢＤＥ、ＤＡＴ、医学英語検定試験や英語共用試験の受験を想定した
英語力の養成も重要といえる。前学期の「英語基礎（English Basics）」で修得した英語基礎力を一層強化し、履修すべき専門科目の理解を深めるとともに英語
設問多肢選択問題の解答を想定した歯学英語力を身につけることを目的に、Proposed Core Curriculum for Dental English Education in Japanに準拠して、「歯
学英語（Dental English）」に特化した「英語」の講義を実施する。歯科医学（基礎～臨床領域）に関する英文の読解と、共用試験・国家試験出題基準や学術用語
集・歯学編から精選した英単語・英熟語の暗記を課し、用語や設問に必修項目を設定した中間試験を毎月行って修得度を随時確認する。基礎・臨床歯学用語
の理解を確実にするため、予習・復習に関する自主・自己学習を24時間サポートする朝日大学E-Learningシステム：Moodleを活用する。講義に即したKey Words
ならびにKey Phrasesを事前にMoodleへuploadするとともに、「復習用の多肢選択問題」30～50題程度を講義毎にupdateし、学生の積極的な利用を促す。多肢
選択問題には模擬解答も提示するが、故意に不正解を加えて「質問の機会」を高める。さらに、各講義で設定した必須課題の理解度を確認するため、講義毎に
「修得度確認用の多肢選択問題」～20題を小テストとしてMoodleにuploadする。なお、新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえたうえで、講義期間内で数回
の中間試験の実施を予定している。英語の多様性に馴染みつつ語彙力をより高めるため、講義では、歯科医学に関する英語（British English）と米語（American
English）の２種類のテキストを使用する。

・授業計画・授業外学修の項に記載されている【教育内容と教育方法①～⑦】の内容は以下のとおり。
①聞いたり読んだりしたことについて理解した上で、発展的に考える。
②理解した内容について、スピーチ、ロールプレイ、質疑応答を行う。
③理解した内容について、意見交換を通じて、情報や考え等をまとめて発表する。
④伝えたい内容について、プレゼンテーション、ディスカッション、交渉、ディベート等を適切に行う。
⑤伝えたい内容について、論旨が明確な文章等（エッセイを含む）を書く。
⑥英語の音声的な特徴、話す速度等に注意しながら、聞いたり話したりする。
⑦語彙や文構造、文法を理解して、言語活動等の中で活用する。

１．テキスト「Toothworms and Spider Juice」 Page 71の読解演習、解説講義、質疑応答
　　講義目的と内容、到達目標、授業計画の周知徹底、講義日程、授業方法、成績評価法の説明（②）
　　「歯科医学の進歩とアメリカ」、「病気・疾病」、「歯科治療・診療」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #1のBasic Scientific and Dental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #1の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

２．テキスト「Toothworms and Spider Juice」 Pages 71-73の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「近代歯科医学とアメリカ人の貢献」、「歯科学・口腔科学・歯科医学」、「歯科補綴学」、「歯科矯正学」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #2のBasic Scientific and Dental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #2の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

３．テキスト「Toothworms and Spider Juice」 Pages 73-74の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「歯科医学教育と大学」、「加硫ゴム」、「義歯床」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #3のBasic Scientific and Dental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #3の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

４．テキスト「Toothworms and Spider Juice」 Pages 74-76の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「歯科医学における発見・発明」、「吸入麻酔」、「笑気」、「薬用量」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　第１回中間試験：多肢選択問題（１～４回授業範囲）の受験と問題解決学習（③・⑥・⑦）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #4のDental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［１時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #4の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

５．テキスト「Toothworms and Spider Juice」 Pages 76-77の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「局所麻酔」、「臨床応用」、「薬物性黄色歯」、「薬物性歯肉増殖・肥大」、「歯肉切除」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #5のBasic Scientific and Dental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #5の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

６．テキスト「Toothworms and Spider Juice」 Pages 77-79、「Understanding Your Teeth and Mouth」 Page 94の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「齲蝕の機序」、「歯垢」、「予防歯科学」、「Ｘ線」、「歯科治療と不安・疼痛」、「根管治療」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #6のDental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #6の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

７．テキスト「Understanding Your Teeth and Mouth」 Pages 94-95の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「無痛歯科治療」、「局所麻酔の歴史」、「局所麻酔薬の分類」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #7のDental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #7の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

８．テキスト「Understanding Your Teeth and Mouth」 Pages 95-96の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「局舎麻酔薬と血管収縮薬の併用」、「炎症と麻酔効果」、「鎮静」、「救急処置」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　第２回中間試験：多肢選択問題（５～８回授業範囲）の受験と問題解決学習（③・⑥・⑦）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #8のBasic Scientific and Dental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［１時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #8の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

９．テキスト「Understanding Your Teeth and Mouth」 Pages 96-97、Page 14の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「全身麻酔」、「笑気吸入鎮静法」、「吸入・静脈内鎮静」、「齲蝕と治療」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #9のDental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #9の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

10．テキスト「Understanding Your Teeth and Mouth」 Pages 14-16の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「口腔疾患」、「齲蝕好発部位」、「齲蝕原性細菌」、「獲得被膜」、「歯垢」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #10のDental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #10の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

11．テキスト「Understanding Your Teeth and Mouth」Pages 16-17の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「内因性・外因性歯牙着色」、「テトラサイクリン系抗生物質」、「キレート」、「フッ素症」、「エナメル白斑」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）［０．５時
間］。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #11のBasic Scientific and Dental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［１時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #11の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）。

12．テキスト「Understanding Your Teeth and Mouth」 Pages 17-19の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「歯牙酸蝕症」、「ブラキシズム」、「叢生」、「不正咬合」、「歯科矯正」、「埋伏智歯」、「歯冠周囲炎」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　第３回中間試験：多肢選択問題（９～12回授業範囲）の受験と問題解決学習（③・⑥・⑦）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #12のDental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［１時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #12の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

13．テキスト「Understanding Your Teeth and Mouth」 Pages 19-20の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「歯肉縁下」、「歯肉・歯周ポケット」、「歯周病」、「歯周病原細菌」、「炎症の５大徴候と病理・薬理」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #13のDental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #13の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

14．テキスト「Understanding Your Teeth and Mouth」 Pages 20-22の読解演習、解説講義、質疑応答（含：書取）
　　「急性と慢性」、「連用」、「依存」、「耐性」、「蓄積」に関する英語の解説と理解（①・②・③・④）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #14のDental and Biological Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #14の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

15．テキスト「Understanding Your Teeth and Mouth」 Pages 22-23の読解演習、解説講義、質疑応答
　　「塹壕口内炎」、「顎関節」、「口臭」、「原因と予防」に関する英語の解説と理解、第１回から第１５回までの講義の総括（①・②・③・④）。
　　第４回中間試験：多肢選択問題（13～15回授業範囲）の受験と問題解決学習（③・⑥・⑦）。
　　事前学習：English Basics 2022 Moodle #15のDental Termsの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（③・⑥・⑦）［１時間］。
　　事後学修：English Basics 2022 Moodle #15の試験問題の誤答に関する問題解決学習による専門用語の理解を深化（③・⑥・⑦）［１時間］。

授業計画・授業外学修

到達目標 「基礎・臨床歯科学」に関する英語起源・由来の用語が理解でき、歯科医師国家試験「英語問題」にも対応できる、”歯学英語に特化”した英語力の修得。



科目名 英語

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 9/6(火) １時限
土屋
博紀

The students are able to
understand the aim, practice
and timetable of the class
"Dental English" completely.
The students are able to
acquire the knowledges of
dental terms about dental
history in USA.
The students are able to
understand dental terms (Class
#1) both in Engl and in Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in the
preliminary exam (Class #1).

The students pay attention to
the explanations about syllabus
and timetable of the class
"English".
The students learn by heart
（incl. memorize） dental terms
both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class #1
using "English 2022 Moodle
#1".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded onto the Moodle
#1.

Pre-Learning:
"Toothworms and
Spider Juice"
Chap. 11: p. 71.
and "Dental
Terms" uploaded
onto "English 2022
Moodle #1".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English 2022
Moodle #1".

0.5 hr

1.0 hr

第2回 9/13(火) １時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of
dental terms about American
dental inventions.
The students are able to
understand dental terms (Class
#2) both in Engl and in Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in the
preliminary exam (Class #2).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about American dental
inventions.
The students learn by heart
(incl. memorize) dental terms
both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class #2
using "English 2022 Moodle
#2".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded onto the Moodle
#2.

Pre-Learning:
"Toothworms and
Spider Juice"
Chap. 11: pps. 71-
73. and "Dental
Terms" uploaded
onto "English 2022
Moodle #2".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English 2022
Moodle #2".

0.5 hr

1.0 hr

第3回 9/20(火) １時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of
dental terms about dental
education in USA.
The students are able to
understand dental terms (Class
#3) both in Engl and in Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in the
preliminary exam (Class #3).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about dental education in USA.
The students learn by heart
(incl. memorize) dental terms
both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class #3
using "English 2022 Moodle
#3".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded onto the Moodle
#3.

Pre-Learning:
"Toothworms and
Spider Juice"
Chap. 11: pps. 73-
74 and "Dental
Terms" uploaded
onto "English 2022
Moodle #3".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English 2022
Moodle #3".

0.5 hr

1.0 hr

第4回 9/27(火) １時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of
dental terms about modern
dentistry in USA.
The students are able to
understand dental terms (Class
#4) both in Engl and in Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in the
preliminary exam (Class #4).
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 70% in Mid-
term Exam (1).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about modern dentistry in USA.
The students learn by heart
（incl. memorize） dental terms
both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class #4
using "English 2022 Moodle
#4".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exams uploaded onto Moodle
(Class #1-4) for taking Mid-
term Exam (1).
The students review the
contents of Class #1-4 and
take Mid-term Exam (1).

Pre-Learning:
"Toothworms and
Spider Juice"
Chap. 11: pps. 74-
76 and "Dental
Terms" uploaded
onto "English 2022
Moodle #4".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English 2022
Moodle #4".
Review the
mistaken problems
in Mid-term Exam
(1) by using "Exam
Results" updated
on "English 2022
Moodle #4".

1.0 hr

1.0 hr

履修の条件・注意事項
・朝日大学Moodleの歯学部１学年”Moodle 2022：英語（English）”にloginし、受講前に登録を済ませるとともにMoodle使用方法に慣れておくこと。
・受講にはMoodleにaccess可能なタブレット、スマホ等：必携。

成績評価基準
方法

・定期試験、追・再試験：多肢選択式試験＋記述式試験（英訳・和訳）。
・試験に係わる受験資格：毎講義時の質疑応答、修得度確認試験（多肢選択式試験）の成績。

参考書
・Dofka CM. “Dental Terminology”, Thomson Learning, Washington. (ISBN-10:  1418015229)
・Zwemer TJ. “Mosby’s Dental Dictionary”, Mosby, St. Louis. (ISBN-10:  0815198884 )
・文部省・日本歯科医学会．”学術用語集－歯学編”，口腔保健協会．（ISBN-10: 4896050851）

備考 授業計画・授業外学修に準じた授業回数・実施日・時限等は、下記の授業日程ならびに”Moodle 2022：英語（English）”を参照すること。

テキスト
・Wray D & Wray A. "Understanding Your Teeth and Mouth", Family Doctor Pub., Br Med Assoc, Poole (ISBN: 1-903474-213)
・Ichord LF. "Toothworms and Spider Juice", Millbrook Press, Brookfield (ISBN: 0-7613-1465-2)
※授業の進行に応じて演習関連Chapterを適宜配布する。



科目名 英語

第5回 10/4(火) １時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of
dental terms about dental
anesthesia.
The students are able to
understand dental terms (Class
#5) both in Engl and in Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in the
preliminary exam (Class #5).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about dental anesthesia.
The students learn by heart
(incl. memorize) dental terms
both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class #5
using "English 2022 Moodle
#5".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded onto the Moodle
#5.

Pre-Learning:
"Toothworms and
Spider Juice"
Chap. 11: pps. 76-
77 and "Dental
Terms" uploaded
onto "English 2022
Moodle #5".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English 2022
Moodle #5".

0.5 hr

1.0 hr

第6回 10/11(火) １時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of
dental terms about preventive
dentistry and tooth pain.
The students are able to
understand dental terms (Class
#6) both in Engl and in Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in the
preliminary exam (Class #6).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about preventive dentistry and
tooth pain.
The students learn by heart
(incl. memorize) dental terms
both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class #6
using "English 2022 Moodle
#6".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded onto the Moodle
#6.

Pre-Learning:
"Toothworms and
Spider Juice"
Chap. 11: pps. 77-
79,
"Understanding
Your Teeth and
Mouth" Pain and
Painless Dentistry:
p. 94. and "Dental
Terms" uploaded
onto "English 2022
Moodle #6".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English 2022
Moodle #6".

0.5 hr

1.0 hr

第7回 10/18(火) １時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of
dental terms about painless
dentistry.
The students are able to
understand dental terms (Class
#7) both in Engl and in Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in the
preliminary exam (Class #7).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about painless dentistry.
The students learn by heart
(incl. memorize) dental terms
both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class #7
using "English 2022 Moodle
#7".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded onto the Moodle
#7.

Pre-Learning:
"Understanding
Your Teeth and
Mouth" Pain and
Painless Dentistry:
pps. 94-95. and
"Dental Terms"
uploaded onto
"English 2022
Moodle #7".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English 2022
Moodle #7".

0.5 hr

1.0 hr

第8回 10/25(火) １時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of
dental terms about clinically
used anesthetics.
The students are able to
understand dental terms (Class
#8) both in Engl and in Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in the
preliminary exam (Class #8).
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 70% in Mid-
term Exam (2).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about clinically used
anesthetics.
The students learn by heart
(incl. memorize) dental terms
both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class #8
using "English 2022 Moodle
#8".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exams uploaded onto Moodle
(Class #5-8) for taking Mid-
term Exam (2).
The students review the
contents of Class #5-8 and
take Mid-term Exam (2).

Pre-Learning:
"Understanding
Your Teeth and
Mouth" Pain and
Painless Dentistry:
ppps. 95-96. and
"Dental Terms"
uploaded onto
"English 2022
Moodle #8".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English 2022
Moodle #8".
Review the
mistaken problems
in Mid-term Exam
(2) by using "Exam
Results" updated
on "English  2022
Moodle #8".

1.0 hr

1.0 hr

第9回 11/1(火) １時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of
dental terms about sedation and
dental caries.
The students are able to
understand dental terms (Class
#9) both in Engl and in Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in the
preliminary exam (Class #9).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about sedation and dental
caries.
The students learn by heart
(incl. memorize) dental terms
both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class #9
using "English 2022 Moodle
#9".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded onto the Moodle
#9.

Pre-Learning:
"Understanding
Your Teeth and
Mouth" Pain and
Painless Dentistry:
pps. 96-97 & p.
14. and "Dental
Terms" uploaded
onto "English 2022
Moodle #9".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English 2022
Moodle #9".

0.5 hr

1.0 hr



科目名 英語

第10回 11/8(火) １時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of
dental terms about oral
diseases.
The students are able to
understand dental terms (Class
#10) both in Engl and in Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in the
preliminary exam (Class #10).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about oral diseases.
The students learn by heart
(incl. memorize) dental terms
both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class #10
using "English 2022 Moodle
#10".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded onto the Moodle
#10.

Pre-Learning:
"Understanding
Your Teeth and
Mouth" Common
Problems: pps. 14-
16. and "Dental
Terms" uploaded
onto "English 2022
Moodle #10".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English 2022
Moodle #10".

0.5 hr

1.0 hr

第11回 11/15(火) １時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of
dental terms about tooth
staining and erosion.
The students are able to
understand dental terms (Class
#11) both in Engl and in Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in the
preliminary exam (Class #11).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about tooth staining and
erosion.
The students learn by heart
(incl. memorize) dental terms
both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class #11
using "English 2022 Moodle
#11".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded onto the Moodle
#11.

Pre-Learning:
"Understanding
Your Teeth and
Mouth" Common
Problems: pps. 16-
17. and "Dental
Terms" uploaded
onto "English 2022
Moodle #11".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English 2022
Moodle #11".

0.5 hr

1.0 hr

第12回 11/22(火) １時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of
dental terms about crowding
and orthodontics.
The students are able to
understand dental terms (Class
#12) both in Engl and in Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in the
preliminary exam (Class #12).
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 70% in Mid-
term Exam (3).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about preventive dentistry and
tooth pain.
The students learn by heart
(incl. memorize) dental terms
both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class #12
using "English 2022 Moodle
#12".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exams uploaded onto Moodle
(Class #9-12) for taking Mid-
term Exam (3).
The students review the
contents of Class #9-12 and
take Mid-term Exam (3).

Pre-Learning:
"Understanding
Your Teeth and
Mouth" Common
Problems: pps. 17-
19. and "Dental
Terms" uploaded
onto "English 2022
Moodle #12".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English 2022
Moodle #12".
Review the
mistaken problems
in Mid-term Exam
(3) by using "Exam
Results" updated
on "English 2022
Moodle #12".

1.0 hr

1.0 hr

第13回 11/29(火) １時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of
dental terms about wisdom
tooth and pericoronitis.
The students are able to
understand dental terms (Class
#13) both in Engl and in Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in the
preliminary exam (Class #13).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about preventive dentistry and
tooth pain.
The students learn by heart
(incl. memorize) dental terms
both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class #13
using "English 2022 Moodle
#13".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded onto the Moodle
#13.

Pre-Learning:
"Understanding
Your Teeth and
Mouth" Common
Problems: pps. 19-
20. and "Dental
Terms" uploaded
onto "English 2022
Moodle #13".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English 2022
Moodle #13".

0.5 hr

1.0 hr

第14回 12/6(火) １時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of
dental terms about preventive
dentistry and tooth pain.
The students are able to
understand dental terms (Class
#14) both in Engl and in Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in the
preliminary exam (Class #14).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about preventive dentistry and
tooth pain.
The students learn by heart
(incl. memorize) dental terms
both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class #14
using "English 2022 Moodle
#14".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded onto the Moodle
#14.

Pre-Learning:
"Understanding
Your Teeth and
Mouth" Common
Problems: pps. 20-
22. and "Dental
Terms" uploaded
onto "English 2022
Moodle #14".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English 2022
Moodle #14".

0.5 hr

1.0 hr



科目名 英語

第15回 12/13(火) １時限
土屋
博紀

The students are able to
acquire the knowledges of
dental terms about painless
dentistry.
The students are able to
understand dental terms (Class
#15) both in Engl and in Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in the
preliminary exam (Class #15).
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 70% in Mid-
term Exam (4).

The students read and
comprehend the Engl sentences
about painless dentistry.
The students learn by heart
(incl. memorize) dental terms
both in Engl and in Jpn.
The students prepare Class #14
using "English 2022 Moodle
#15".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exams uploaded onto Moodle
(Class #13-15) for taking Mid-
term Exam (4).
The students review the
contents of Class #13-15 and
take Mid-term Exam (4).

Pre-Learning:
"Understanding
Your Teeth and
Mouth" Common
Problems: pps. 22-
23. and "Dental
Terms" uploaded
onto "English 2022
Moodle #15".

Post-Learning:
"Preliminary
Exam" uploaded
onto "English 2022
Moodle #15".
Review the
mistaken problems
in Mid-term Exam
(4) by using "Exam
Results" updated
on "English  2022
Moodle #15".

1.0 hr

1.0 hr



LAH-1-08

入学年度 2022～ 対象学科

単位数 1 ナンバリング

科目名 英会話Ⅰ

講義目的
講義内容

※本講義は、「英会話Ⅰ」のＡ－１・２／Ｂ－１・２／Ｃ－１・２クラスの講義内容である。
歯科医師としてWorld-wideな活躍とともに外国人患者の治療にも容易に対応するには、歯学部に特化した英会話：ＥＣＳＰ（English Conversation for Specific
Purpose）が重要である。また、本学の海外研修に参加する際、それをより有意義にするためには英語を介した会話が必要となる。このような英会話力の養成
を志向する一連の「英会話」講義の導入部として、基本的な日常会話力の養成を目的にした「英会話Ⅰ」の講義を行う。前学期定期試験ならびに「英語基礎」
講義での質疑応答の結果に基づいて少人数のクラス（Ａ－１・２、Ｂ－１・２、Ｃ－１・２）に分け、上級クラスには専任のNative Speakersを配置して学力に応じた
効果的な講義の実施を図る。初対面（自己紹介、家族紹介）／レストラン（注文、料理）／海外旅行（チェックイン、機内、入国審査、電話、受診予約）／道案内
等の場面を想定し、実践的な英会話演習（Role Play、Presentation、Questions and Answers、Rephrasing）を課す。全クラスに共通する必須課題を設定する
が、講義内容は各クラスの英会話レベルと講義進行度に準じて修飾する。しかし、後学期のみの授業実施に加え、少なくとも２週間の非授業日をはさむ時間
割では、反復練習や連続性がない講義とならざるを得ない。そこで、自主学習を24時間サポートする朝日大学E-Learningシステム：MoodleにKey Wordsならび
にKey Phrasesを事前にuploadするとともに、「復習用の多肢選択問題」30～50題を授業毎にupdateする。さらに、各講義で設定した必須課題の理解度を確認
するため、講義毎に「修得度確認用の多肢選択問題」～20題を小テストとしてMoodleにuploadする。新型コロナウイルス感染予防対策のためにも、予習（事前
学習・多肢選択問題）や復習（事後学修・理解度確認試験）に”Moodle 2022：英会話Ⅰ(Engl Conv I)”を活用する。

・授業計画・授業外学修の項に記載されている【教育内容と教育方法①～⑦】の内容は以下のとおり。
①聞いたり読んだりしたことについて理解した上で、発展的に考える。
②理解した内容について、スピーチ、ロールプレイ、質疑応答を行う。
③理解した内容について、意見交換を通じて、情報や考え等をまとめて発表する。
④伝えたい内容について、プレゼンテーション、ディスカッション、交渉、ディベート等を適切に行う。
⑤伝えたい内容について、論旨が明確な文章等（エッセイを含む）を書く。
⑥英語の音声的な特徴、話す速度等に注意しながら、聞いたり話したりする。
⑦語彙や文構造、文法を理解して、言語活動等の中で活用する。

担当者 TSUCHIYA Hironori（Ａクラス）、RIGGIO Paul（Ｂクラス）、YAXLEY Nicholas（Ｃクラス）

7　英会話Ⅰ

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

TSUCHIYA Hironori（Ａクラス）、RIGGIO Paul（Ｂクラス）、YAXLEY Nicholas（Ｃクラス）

授 業 概 要

歯科医師としてWorld-wideな活躍とともに外国人患者の治療にも容易に対応するには、歯学部に特化した英
会話：ＥＣＳＰ（English Conversation for Specific Purpose）が重要である。また、本学の海外研修に参加する際、
それをより有意義にするためには英語を介した会話が必要となる。このような英会話力の養成を志向する一連
の「英会話」授業の導入部として、基本的な日常会話力の修得を目的にした「英会話Ⅰ」の授業を行う。前学期
の「英語基礎」の定期試験ならびに講義中の質疑応答・開講前アンケートの結果に基づいて少人数のクラス（Ａ
-１・２、Ｂ-１・２、Ｃ-１・２）に分け、上級クラスには専任のNative Speakersを配置して学力に応じた効果的な授業
の実施を図る。初対面（自己紹介、家族紹介）／レストラン（注文、料理）／海外旅行（チェックイン、機内、入国
審査、電話、受診予約）／道案内等の場面を想定し、実践的な英会話演習（Role Play、Presentation、
Questions and Answers、Rephrasing）を課す。全クラスに共通する必須課題を設定するが、授業内容は各クラス
の英会話レベルと授業進行度に準じて修飾する。しかし、後学期のみの授業実施に加え、少なくとも２週間の非
授業日をはさむ時間割では、反復練習や連続性がない講義とならざるを得ない。そこで、自主学習を24時間サ
ポートする朝日大学E-Learningシステム：MoodleにKey WordsならびにKey Phrasesを事前にuploadするととも
に、「復習用の多肢選択問題」30～50題を授業毎にupdateする。これに加えて、各講義で設定した必須課題の
理解度を確認するため、講義毎に「修得度確認用の多肢選択問題」～20題を小テストとしてMoodleにuploadす
る。新型コロナウイルス感染予防対策のためにも、予習（事前学習・多肢選択問題）や復習（事後学修・理解度
確認試験）に”Moodle 2022：英会話Ⅰ(Engl Conv I)”を活用する。新型コロナウイルス感染が再拡大して対面講
義の実施が困難となれば、配信講義等の予習・復習・理解度確認はMoodleに大きく依存することとなる。した
がって、開講前に”Moodle 2022：英会話Ⅰ(Engl Conv I)”にloginして登録を済ませるとともにMoodle使用方法
に慣れておくことが受講に必須である。

到 達 目 標
一連の「英会話Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」講義の導入部として、学生全員の基本的な会話力を高めるとともに日常会話に対応
できる最低限必要な英会話力の修得。

教 育 手 法
万全な新型コロナウイルス感染予防を前提としたRole Play、Presentation、Questions and Answers、
Rephrasing、解説講義、質疑応答、書取

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○地域社会や国際未来社会で活躍できるコミュニケーション能力を有しているとともに幅広い視野とリーダー
シップを有している。

教 科 書 Funada S. “Useful Dialogs for Students”, Yumi Press, Tokyo. (ISBN: 4-8034-1232-4)

参 考 書

・Molinsky SJ & Bliss B. “SIDE by SIDE” （Books 1-4）, Pearson Education, New York. (ISBN:
9780130267481)
・講談社インターナショナル編．“これを英語で言えますか？”，講談社インターナショナル，東京．（ISBN-10:
4770028334）

オ フ ィ ス ア ワ ー 講義日の08時00分～17時00分：物理学研究室（３号館２階）

1 歯学科

区分 必須科目

評 価 方 法
・定期試験、追・再試験：多肢選択式試験＋記述式試験（英訳・和訳）
・試験に係わる受験資格：講義時の学習意欲・態度、Moodle 2022の利用実績

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 ”Moodle 2022：英会話Ⅰ(Engl Conv I)”にupload／updateした課題、多肢選択模擬試験

開講学年



科目名 英会話Ⅰ

第1・2
回

9/7(水)

3時限：
A-1,
B-1,
C-1
4時限：
A-1,
B-1,
C-1

A-1:
TSUC
HIYA
B-1:
RIGGI
O
C-1:
YAXL
EY

The students are able to
understand and master Engl
phrases and sentences
frequently used for self-
introduction.
The students are able to
introduce themselves both in
Engl and in Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #1 &
2).

The students pronounce, write
and memorize Engl phrases and
sentences frequently used for
self-introduction.
The students perform self-
introduction both in Engl and in
Jpn.
The students prepare Class #1
& 2 using "Eng Conv I 2022
Moodle #1".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded oｎto the Moodle
#1.

Pre-Learning:
Useful Dialogs for
Students Unit 4:
Introducing
Yourself, pps. 14-
17.
The students
should focus on
Warm Up
Listening, Exercise
A, Exercise C and
Exercise E.

Post-Learning:
"Preliminary
Exams" uploaded
onto "Engl Conv I
2022 Moodle #1".

0.5 hr

0.5 hr

成績評価基準
方法

・定期試験、追・再試験：多肢選択式試験＋記述式試験（英訳・和訳）
・試験に係わる受験資格：講義時の学習意欲・態度、Moodle 2021の利用実績

参考書
・Molinsky SJ & Bliss B. “SIDE by SIDE” （Books 1-4）, Pearson Education, New York. (ISBN: 9780130267481)
・講談社インターナショナル編．“これを英語で言えますか？”，講談社インターナショナル，東京．（ISBN-10: 4770028334）

備考 授業計画・授業外学修に準じた授業回数・実施日・時限等は、下記の授業日程ならびに”Moodle 2022：英会話Ⅰ(Engl Conv I)”を参照すること。

テキスト Funada S. “Useful Dialogs for Students”, Yumi Press, Tokyo. (ISBN: 4-8034-1232-4)

履修の条件・注意事項 ”Moodle 2022：英会話Ⅰ(Engl Conv I)”にloginし、受講前に登録を済ませるとともにMoodle使用方法に慣れておくこと。

到達目標 一連の「英会話Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」講義の導入部として、学生全員の基本的な会話力を高めるとともに日常会話に対応できる最低限必要な英会話力の修得。

授業計画・授業外学修

１．テキスト「Useful Dialogs for Students」 Unit 4：Pages 14-17
　　「自己紹介」の英会話演習：万全な新型コロナウイルス感染予防を前提としたRoleplay, Presentation, Questions and Answers, Rephrasing, etc.  （①・②・③・
④・⑥）。
　　事前学習：Engl Conv I 2022 Moodle #1にUploadしたKey Words and Key Phrasesの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（⑤・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：Engl Conv I 2022 Moodle #1にUploadした試験問題の誤答に関する問題解決学習による英会話力の修得（⑤・⑦）［０．５時間］。

２．テキスト「Useful Dialogs for Students」 Unit 5：Pages 18-21
　　「家族紹介」の英会話演習：万全な新型コロナウイルス感染予防を前提としたRoleplay, Presentation, Questions and Answers, Rephrasing, etc.  （①・②・③・
④・⑥）。
　　事前学習：Engl Conv I 2022 Moodle #2にUploadしたKey Words and Key Phrasesの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（⑤・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：Engl Conv I 2022 Moodle #2にUploadした試験問題の誤答に関する問題解決学習による英会話力の修得（⑤・⑦）［０．５時間］。

３．テキスト「Useful Dialogs for Students」 Unit 6：Pages 22-25
　　「他己紹介」の英会話演習：万全な新型コロナウイルス感染予防を前提としたRoleplay, Presentation, Questions and Answers, Rephrasing, etc.  （①・②・③・
④・⑥）。
　　事前学習：Engl Conv I 2022 Moodle #3にUploadしたKey Words and Key Phrasesの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（⑤・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：Engl Conv I 2022 Moodle #3にUploadした試験問題の誤答に関する問題解決学習による英会話力の修得（⑤・⑦）［０．５時間］。

４．テキスト「Useful Dialogs for Students」 Unit 7：Pages 26-29
　　「レストラン」の英会話演習：万全な新型コロナウイルス感染予防を前提としたRoleplay, Presentation, Questions and Answers, Rephrasing, etc.  （①・②・
③・④・⑥）。
　　事前学習：Engl Conv I 2022 Moodle #4にUploadしたKey Words and Key Phrasesの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（⑤・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：Engl Conv I 2022 Moodle #4にUploadした試験問題の誤答に関する問題解決学習による英会話力の修得（⑤・⑦）［０．５時間］。

５．テキスト「Useful Dialogs for Students」 Unit 1：Pages 2-5
　　「海外旅行：機上、チェックイン」の英会話演習：万全な新型コロナウイルス感染予防を前提としたRoleplay, Presentation, Questions and Answers,
Rephrasing, etc.  （①・②・③・④・⑥）。
　　事前学習：Engl Conv I 2022 Moodle #5にUploadしたKey Words and Key Phrasesの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（⑤・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：Engl Conv I 2022 Moodle #5にUploadした試験問題の誤答に関する問題解決学習による英会話力の修得（⑤・⑦）［０．５時間］。

６．テキスト「Useful Dialogs for Students」 Unit 2：Pages 6-9
　　「海外旅行：入国審査」の英会話演習：万全な新型コロナウイルス感染予防を前提としたRoleplay, Presentation, Questions and Answers, Rephrasing, etc.
（①・②・③・④・⑥）。
　　事前学習：Engl Conv I 2022 Moodle #6にUploadしたKey Words and Key Phrasesの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（⑤・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：Engl Conv I 2022 Moodle #6にUploadした試験問題の誤答に関する問題解決学習による英会話力の修得（⑤・⑦）［０．５時間］。

７．テキスト「Useful Dialogs for Students」 Unit 3：Pages 10-13
　　「海外旅行：国際電話」の英会話演習：万全な新型コロナウイルス感染予防を前提としたRoleplay, Presentation, Questions and Answers, Rephrasing, etc.
（①・②・③・④・⑥）。
　　事前学習：Engl Conv I 2022 Moodle #7にUploadしたKey Words and Key Phrasesの予習ならびに英語設問多肢選択問題の解答（⑤・⑦）［０．５時間］。
　　事後学修：Engl Conv I 2022 Moodle #7にUploadした試験問題の誤答に関する問題解決学習による英会話力の修得（⑤・⑦）［０．５時間］。

８．テキスト「Useful Dialogs for Students」 Unit 13：Pages 50-53
　　「道案内」の英会話演習：万全な新型コロナウイルス感染予防を前提としたRoleplay, Presentation, Questions and Answers, Rephrasing, etc.  （①・②・③・
④・⑥）。



科目名 英会話Ⅰ

第1・2
回

9/14(水)

3時限：
A-2,
B-2,
C-2
4時限：
A-2,
B-2,
C-2

A-1:
TSUC
HIYA
B-1:
RIGGI
O
C-1:
YAXL
EY

The students are able to
understand and master Engl
phrases and sentences
frequently used for self-
introduction.
The students are able to
introduce themselves both in
Engl and in Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #1 &
2).

The students pronounce, write
and memorize Engl phrases and
sentences frequently used for
self-introduction.
The students perform self-
introduction both in Engl and in
Jpn.
The students prepare Class #1
& 2 using "Eng Conv I 2022
Moodle #1".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded oｎto the Moodle
#1.

Pre-Learning:
Useful Dialogs for
Students Unit 4:
Introducing
Yourself, pps. 14-
17.
The students
should focus on
Warm Up
Listening, Exercise
A, Exercise C and
Exercise E.

Post-Learning:
"Preliminary
Exams" uploaded
onto "Engl Conv I
2022 Moodle #1".

0.5 hr

0.5 hr

第3・4
回

9/21(水)

3時限：
A-1,
B-1,
C-1
4時限：
A-1,
B-1,
C-1

A-1:
TSUC
HIYA
B-1:
RIGGI
O
C-1:
YAXL
EY

The students are able to
understand and master Engl
phrases and sentences
frequently used for introduction
of family.
The students are able to
introduce their family both in
Engl and in Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #3 &
4).

The students pronounce, write
and memorize Engl phrases and
sentences frequently used for
introduction of family.
The students perform family
introduction both in Engl and in
Jpn.
The students prepare Class #3
& 4 using "Engl Conv I 2022
Moodle #2".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded oｎto the Moodle
#2.

Pre-Learning:
Useful Dialogs for
Students Unit 5:
Introducing Your
Family, pps. 18-
21.
The students
should focus on
Warm Up
Listening, Exercise
A, Exercise C and
Exercise E.

Post-Learning:
"Preliminary
Exams" uploaded
onto "Engl Conv I
2022 Moodle #2".

0.5 hr

0.5 hr

第3・4
回

9/28(水)

3時限：
A-2,
B-2,
C-2
4時限：
A-2,
B-2,
C-2

A-1:
TSUC
HIYA
B-1:
RIGGI
O
C-1:
YAXL
EY

The students are able to
understand and master Engl
phrases and sentences
frequently used for introduction
of family.
The students are able to
introduce their family both in
Engl and in Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #3 &
4).

The students pronounce, write
and memorize Engl phrases and
sentences frequently used for
introduction of family.
The students perform family
introduction both in Engl and in
Jpn.
The students prepare Class #3
& 4 using "Engl Conv I 2022
Moodle #2".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded oｎto the Moodle
#2.

Pre-Learning:
Useful Dialogs for
Students Unit 5:
Introducing Your
Family, pps. 18-
21.
The students
should focus on
Warm Up
Listening, Exercise
A, Exercise C and
Exercise E.

Post-Learning:
"Preliminary
Exams" uploaded
onto "Engl Conv I
2022 Moodle #2".

0.5 hr

0.5 hr

第5・6
回

10/5(水)

3時限：
A-1,
B-1,
C-1
4時限：
A-1,
B-1,
C-1

A-1:
TSUC
HIYA
B-1:
RIGGI
O
C-1:
YAXL
EY

The students are able to
understand and master Engl
phrases and sentences
frequently used for introducing
each other.
The students are able to
introduce each other both in
Engl and in Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #5 &
6).

The students pronounce, write
and memorize Engl phrases and
sentences frequently used for
introducing each other.
The students try to introduce
each other both in Engl and in
Jpn.
The students prepare Class #5
& 6 using "Engl Conv I 2022
Moodle #3".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded oｎto the Moodle
#3.

Pre-Learning:
Useful Dialogs for
Students Unit 6:
Introducing Each
Other, pps. 22-25.
The students
should focus on
Warm Up
Listening, Exercise
A, Exercise C and
Exercise E.

Post-Learning:
"Preliminary
Exams" uploaded
onto "Engl Conv I
2022 Moodle #3".

0.5 hr

0.5 hr



科目名 英会話Ⅰ

第5・6
回

10/12(水)

3時限：
A-2,
B-2,
C-2
4時限：
A-2,
B-2,
C-2

A-1:
TSUC
HIYA
B-1:
RIGGI
O
C-1:
YAXL
EY

The students are able to
understand and master Engl
phrases and sentences
frequently used for introducing
each other.
The students are able to
introduce each other both in
Engl and in Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #5 &
6).

The students pronounce, write
and memorize Engl phrases and
sentences frequently used for
introducing each other.
The students try to introduce
each other both in Engl and in
Jpn.
The students prepare Class #5
& 6 using "Engl Conv I 2022
Moodle #3".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded oｎto the Moodle
#3.

Pre-Learning:
Useful Dialogs for
Students Unit 6:
Introducing Each
Other, pps. 22-25.
The students
should focus on
Warm Up
Listening, Exercise
A, Exercise C and
Exercise E.

Post-Learning:
"Preliminary
Exams" uploaded
onto "Engl Conv I
2022 Moodle #3".

0.5 hr

0.5 hr

第7・8
回

10/19(水)

3時限：
A-1,
B-1,
C-1
4時限：
A-1,
B-1,
C-1

A-1:
TSUC
HIYA
B-1:
RIGGI
O
C-1:
YAXL
EY

The students are able to
understand and master Engl
phrases and sentences
frequently used for
conversations at different
restaurants.
The students are able to order
at different restaurants (incl.
fast food) both in Engl and in
Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #7 &
8).

The students pronounce, write
and memorize Engl phrases and
sentences frequently used for
conversations at different
restaurants.
The students perform
conversations at different
restaurants both in Engl and in
Jpn.
The students prepare Class #7
& 8 using "Engl Conv I 2022
Moodle #4".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded oｎto the Moodle
#4.

Pre-Learning:
Useful Dialogs for
Students Unit 7:
At a Chinese
Restaurant, pps.
26-29.
The students
should focus on
Warm Up
Listening, Exercise
A, Exercise C and
Exercise E.

Post-Learning:
"Preliminary
Exams" uploaded
onto "Engl Conv I
2022 Moodle #4".

0.5 hr

0.5 hr

第7・8
回

10/26(水)

3時限：
A-2,
B-2,
C-2
4時限：
A-2,
B-2,
C-2

A-1:
TSUC
HIYA
B-1:
RIGGI
O
C-1:
YAXL
EY

The students are able to
understand and master Engl
phrases and sentences
frequently used for
conversations at different
restaurants.
The students are able to order
at different restaurants (incl.
fast food) both in Engl and in
Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #7 &
8).

The students pronounce, write
and memorize Engl phrases and
sentences frequently used for
conversations at different
restaurants.
The students perform
conversations at different
restaurants both in Engl and in
Jpn.
The students prepare Class #7
& 8 using "Engl Conv I 2022
Moodle #4".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded oｎto the Moodle
#4.

Pre-Learning:
Useful Dialogs for
Students Unit 7:
At a Chinese
Restaurant, pps.
26-29.
The students
should focus on
Warm Up
Listening, Exercise
A, Exercise C and
Exercise E.

Post-Learning:
"Preliminary
Exams" uploaded
onto "Engl Conv I
2022 Moodle #4".

0.5 hr

0.5 hr

第9・10
回

11/2(水)

3時限：
A-1,
B-1,
C-1
4時限：
A-1,
B-1,
C-1

A-1:
TSUC
HIYA
B-1:
RIGGI
O
C-1:
YAXL
EY

The students are able to
understand and master Engl
phrases and sentences
frequently used for
conversations on a flight.
The students are able to ask
and answer on a flight or at a
check-in counter both in Engl
and in Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #9 &
10).

The students pronounce, write
and memorize Engl phrases and
sentences frequently used for
conversations on a flight.
The students perform
conversations on a flight or at a
check-in counter both in Engl
and in Jpn.
The students prepare Class #9
& 10 using "Engl Conv I 2022
Moodle #5".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded oｎto the Moodle
#5.

Pre-Learning:
Useful Dialogs for
Students Unit 1:
Traveling Abroad
(1) On a flight,
pps. 2-5.
The students
should focus on
Warm Up
Listening, Exercise
A, Exercise C and
Exercise E.

Post-Learning:
"Preliminary
Exams" uploaded
onto "Engl Conv I
2022 Moodle #5".

0.5 hr

0.5 hr



科目名 英会話Ⅰ

第9・10
回

11/9(水)

3時限：
A-2,
B-2,
C-2
4時限：
A-2,
B-2,
C-2

A-1:
TSUC
HIYA
B-1:
RIGGI
O
C-1:
YAXL
EY

The students are able to
understand and master Engl
phrases and sentences
frequently used for
conversations on a flight.
The students are able to ask
and answer on a flight or at a
check-in counter both in Engl
and in Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #9 &
10).

The students pronounce, write
and memorize Engl phrases and
sentences frequently used for
conversations on a flight.
The students perform
conversations on a flight or at a
check-in counter both in Engl
and in Jpn.
The students prepare Class #9
& 10 using "Engl Conv I 2022
Moodle #5".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded oｎto the Moodle
#5.

Pre-Learning:
Useful Dialogs for
Students Unit 1:
Traveling Abroad
(1) On a flight,
pps. 2-5.
The students
should focus on
Warm Up
Listening, Exercise
A, Exercise C and
Exercise E.

Post-Learning:
"Preliminary
Exams" uploaded
onto "Engl Conv I
2022 Moodle #5".

0.5 hr

0.5 hr

第11・
12回

11/16(水)

3時限：
A-1,
B-1,
C-1
4時限：
A-1,
B-1,
C-1

A-1:
TSUC
HIYA
B-1:
RIGGI
O
C-1:
YAXL
EY

The students are able to
understand and master Engl
phrases and sentences
frequently used for
conversations with immigration
and customs officers.
The students are able to ask
and answer on a flight or at a
check-in counter both in Engl
and in Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #11 &
12).

The students pronounce, write
and memorize Engl phrases and
sentences frequently used for
conversations with immigration
and customs officers.
The students perform
conversations on a flight or at a
check-in counter both in Engl
and in Jpn.
The students prepare Class #11
& 12 using "Engl Conv I 2022
Moodle #6".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded oｎto the Moodle
#6.

Pre-Learning:
Useful Dialogs for
Students Unit 2:
Traveling Abroad
(2) Immigration,
pps. 6-9.
The students
should focus on
Warm Up
Listening, Exercise
A, Exercise C and
Exercise E.

Post-Learning:
"Preliminary
Exams" uploaded
onto "Engl Conv I
2022 Moodle #6".

0.5 hr

0.5 hr

第11・
12回

11/30(水)

3時限：
A-2,
B-2,
C-2
4時限：
A-2,
B-2,
C-2

A-1:
TSUC
HIYA
B-1:
RIGGI
O
C-1:
YAXL
EY

The students are able to
understand and master Engl
phrases and sentences
frequently used for
conversations with immigration
and customs officers.
The students are able to ask
and answer on a flight or at a
check-in counter both in Engl
and in Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #11 &
12).

The students pronounce, write
and memorize Engl phrases and
sentences frequently used for
conversations with immigration
and customs officers.
The students perform
conversations on a flight or at a
check-in counter both in Engl
and in Jpn.
The students prepare Class #11
& 12 using "Engl Conv I 2022
Moodle #6".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded oｎto the Moodle
#6.

Pre-Learning:
Useful Dialogs for
Students Unit 2:
Traveling Abroad
(2) Immigration,
pps. 6-9.
The students
should focus on
Warm Up
Listening, Exercise
A, Exercise C and
Exercise E.

Post-Learning:
"Preliminary
Exams" uploaded
onto "Engl Conv I
2022 Moodle #6".

0.5 hr

0.5 hr

第13・
14回

12/7(水)

3時限：
A-1,
B-1,
C-1
4時限：
A-1,
B-1,
C-1

A-1:
TSUC
HIYA
B-1:
RIGGI
O
C-1:
YAXL
EY

The students are able to
understand and master Engl
phrases and sentences
frequently used for making a
call.
The students are able to speak
over the cell phone or through
an operator both in Engl and in
Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #13 &
14).

The students pronounce, write
and memorize Engl phrases and
sentences frequently used for
making a call.
The students perform
conversations over the
telephone both in Engl and in
Jpn.
The students prepare Class #13
& 14 using "Engl Conv I 2022
Moodle #7".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded oｎto the Moodle
#7.

Pre-Learning:
Useful Dialogs for
Students Unit 3:
Traveling Abroad
(3) Making a Call
to Japan, pps. 10-
13.
The students
should focus on
Warm Up
Listening, Exercise
A, Exercise C and
Exercise E.

Post-Learning:
"Preliminary
Exams" uploaded
onto "Engl Conv I
2022 Moodle #7".

0.5 hr

0.5 hr



科目名 英会話Ⅰ

第13・
14回

12/14(水)

3時限：
A-2,
B-2,
C-2
4時限：
A-2,
B-2,
C-2

A-1:
TSUC
HIYA
B-1:
RIGGI
O
C-1:
YAXL
EY

The students are able to
understand and master Engl
phrases and sentences
frequently used for making a
call.
The students are able to speak
over the cell phone or through
an operator both in Engl and in
Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #13 &
14).

The students pronounce, write
and memorize Engl phrases and
sentences frequently used for
making a call.
The students perform
conversations over the
telephone both in Engl and in
Jpn.
The students prepare Class #13
& 14 using "Engl Conv I 2022
Moodle #7".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded oｎto the Moodle
#7.

Pre-Learning:
Useful Dialogs for
Students Unit 3:
Traveling Abroad
(3) Making a Call
to Japan, pps. 10-
13.
The students
should focus on
Warm Up
Listening, Exercise
A, Exercise C and
Exercise E.

Post-Learning:
"Preliminary
Exams" uploaded
onto "Engl Conv I
2022 Moodle #7".

0.5 hr

0.5 hr

第15・
16回

12/21(水)

3時限：
A-1,
B-1,
C-1
4時限：
A-1,
B-1,
C-1

A-1:
TSUC
HIYA
B-1:
RIGGI
O
C-1:
YAXL
EY

The students are able to
understand and master Engl
phrases and sentences
frequently used for giving
directions.
The students are able to give
directions both in Engl and in
Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #15 &
16).

The students pronounce, write
and memorize Engl phrases and
sentences frequently used for
giving directions.
The students perform
conversations for giving
directions both in Engl and in
Jpn.
The students prepare Class #15
& 16 using "Engl Conv I 2022
Moodle #8".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded oｎto the Moodle
#8.

Pre-Learning:
Useful Dialogs for
Students Unit 13:
Giving Directions,
pps. 50-53.
The students
should focus on
Warm Up
Listening, Exercise
A, Exercise C and
Exercise E.

Post-Learning:
"Preliminary
Exams" uploaded
onto "Engl Conv I
2022 Moodle #8".

0.5 hr

0.5 hr

第15・
16回

12/28(水)

1時限：
A-2,
B-2,
C-2
2時限：
A-2,
B-2,
C-2

A-1:
TSUC
HIYA
B-1:
RIGGI
O
C-1:
YAXL
EY

The students are able to
understand and master Engl
phrases and sentences
frequently used for giving
directions.
The students are able to give
directions both in Engl and in
Jpn.
The students are able to attain
the percentage of correct
answers being ≧ 80% in
preliminary exam (Class #15 &
16).

The students pronounce, write
and memorize Engl phrases and
sentences frequently used for
giving directions.
The students perform
conversations for giving
directions both in Engl and in
Jpn.
The students prepare Class #15
& 16 using "Engl Conv I 2022
Moodle #8".
The students try to answer all
questions of the preliminary
exam uploaded oｎto the Moodle
#8.

Pre-Learning:
Useful Dialogs for
Students Unit 13:
Giving Directions,
pps. 50-53.
The students
should focus on
Warm Up
Listening, Exercise
A, Exercise C and
Exercise E.

Post-Learning:
"Preliminary
Exams" uploaded
onto "Engl Conv I
2022 Moodle #8".

0.5 hr

0.5 hr



LAH-1-11

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

8　健康スポーツ

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

新井　祐子、本田　亜紀子、土田　洋、伊東　裕希、高橋　篤史

履修の条件・注意事項 実技を行うための適切な服装・シューズを準備すること

学生の意見等からの気
づ き

教 科 書 特に指定しない

参 考 書 特に指定しない

オ フ ィ ス ア ワ ー
水曜日（13時00分～13時30分）　新井准教授（5号館3階：新井研究室）
〔※本学の専任教員５名のうち、1名の専任教員のみ記す〕

評 価 方 法
平常の成績 100％
平常の評価方法 【 基本評価 （60％：欠席・遅刻・早退・意欲・態度）、実技評価 （40％：技能・体力・理解度・安
全）】

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 提出した課題は15回目の授業でフィードバックする

授 業 概 要

健康スポーツは、1学年時前学期のみの授業である。5名の教員で実技5種目（テニス、卓球、サッカー、ソフト
ボール、バドミントン）を同時展開し、各種目の歴史、文化、ルール、技術を学ぶとともに、スポーツ活動を通して
の社会性や協調性を身に付け、運動習慣および体力維持向上の意識付けを目標としている。また、座学にお
いても同時に健康に関しての理解を深めることを目標とする。

到 達 目 標

＜テニス＞
①テニスの歴史やルールについて理解することができる
②ゲームが出来るまでの基本技術を習得できる
③硬式テニスを通して、学生生活を送るための一定水準の体力を維持し向上させることができる
＜卓球＞
①卓球の歴史やルールについて理解することができる
②技術の向上とともに、卓球を通して仲間づくりやスポーツの楽しさを学ぶこと
③卓球を通して、学生生活を送るための一定水準の体力を維持し向上させること
＜サッカー＞
①サッカーの歴史やルールについて理解することができる
②チームスポーツの楽しさを学び審判技術も身に付けること
③サッカーを通して、学生生活を送るための一定水準の体力を維持し向上させること
＜ソフトボール＞
①ソフトボールの歴史やルールについて理解することができる
②攻守の基本技術を習得し、チームワークの重要性についても学ぶこと
③ソフトボールを通して、学生生活を送るための一定水準の体力を維持し向上させること
＜バドミントン＞
①バドミントンの歴史やルールについて理解することができる
②個人の技術向上とバドミントンを通して仲間づくりやスポーツの楽しさを学ぶことができる
③バドミントンを通して、学生生活を送るための一定水準の体力を維持し向上させることができる

教 育 手 法 実技及び講義

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。



第1回 4/11(月) 4時限

新井
高橋
土田
伊東
本田

講義の概要を理解し、種目を決
定する。

講義の概要を理解したうえで、
種目を選択する。

シラバスを読んで
おくこと配布資料を
読み、スポーツ種
目についての理解
を深める。

1時間

導入としてテニス競技の歴史お
よびルールを理解する。

テニスについて調
べる／健康を維持
し、スポーツを実践
するための身体の
準備をする／テニ
スの基本（歴史・
ルール、基本技
術、用具）の復習
／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

導入として卓球競技の歴史およ
びルールを理解する。

卓球について調べ
る／健康を維持
し、スポーツを実践
するための身体の
準備をする／卓球
の基本（歴史・ルー
ル、基本技術、用
具）の復習／ス
ポーツ後のクール
ダウンでは足りない
身体のケアをする

導入としてサッカー競技の歴史
およびルールを理解する。

サッカーについて
調べる／健康を維
持し、スポーツを実
践するための身体
の準備をする／
サッカーの基本（歴
史・ルール、基本
技術、用具）の復
習／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

導入としてソフトボール競技の
歴史およびルールを理解する。

ソフトボールについ
て調べる／健康を
維持し、スポーツを
実践するための身
体の準備をする／
ソフトボールの基本
（歴史・ルール、基
本技術、用具）の
復習／スポーツ後
のクールダウンで
は足りない身体の
ケアをする

導入としてバドミントン競技の歴
史およびルールを理解する。

バドミントンについ
て調べる／健康を
維持し、スポーツを
実践するための身
体の準備をする／
バドミントンの基本
（歴史・ルール、基
本技術、用具）の
復習／スポーツ後
のクールダウンで
は足りない身体の
ケアをする

1時間

高橋
新井
土田
伊東
本田

4時限4/18(月)第2回

歴史、ルールの理解。



基本技術
グランドストローク／フォアの打
ち方を理解する。

グランドストローク／フォアの打
てるようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／グランドス
トローク（フォア）の
基本技術を復習す
る／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

基本技術①：ラケットの使い方を
理解する。
基本技術②－ⅰ：フォアハンド
のフォーム、スタンスを理解す
る。

フォアハンドストロークができるよ
うにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／フォアハン
ドのフォーム等を確
認し、技術や知識
を復習する／ス
ポーツ後のクール
ダウンでは足りない
身体のケアをする

基本技術①
ボールリフティング、ドリブルなど
ボールコントロールを理解する。

ボールに慣れる。
ボールリフティングやドリブルで
的確なボールコントロールがで
きるようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／リフティン
グ、ドリブルの基本
技術を復習する／
スポーツ後のクー
ルダウンでは足りな
い身体のケアをす
る

基本技術①用具（グラブ・ボー
ル）の使い方を理解する。

ボールに慣れる。
キャッチボールができるようにす
る。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／キャッチ
ボールの基本技術
を復習する／ス
ポーツ後のクール
ダウンでは足りない
身体のケアをする

基本技術①：ラケット・シャトルの
使い方を理解する。

ラケット・シャトルの使い方を考
えてスイングできるようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／ラケット・
シャトルの使い方を
確認し、技術や知
識を復習する／ス
ポーツ後のクール
ダウンでは足りない
身体のケアをする

1時間

高橋
新井
土田
伊東
本田

4時限4/25(月)第3回



基本技術
グランドストローク／バックの打
ち方を理解する。

グランドストローク／バックの打
てるようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／グランドス
トローク（バック）の
基本技術を復習す
る／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

基本技術②－ⅱ：フォアハンド
でコースを考えてラリーをする。

フォアハンドでコースを狙い、ラ
リーを続けることができるように
する。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／フォアハン
ドでのラリーを確認
し、技術や知識を
復習する／スポー
ツ後のクールダウ
ンでは足りない身
体のケアをする

基本技術②
パス、トラップ、キックを理解する

パス、トラップ、キックを実践で活
用できるようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／パス、ト
ラップ、キックの基
本技術を復習する
／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

基本技術②用具（バット）の使い
方を理解する。

バットに慣れる。
ハーフバッティングができるよう
にする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／ハーフ
バッティングの基本
技術を復習する／
スポーツ後のクー
ルダウンでは足りな
い身体のケアをす
る

基本技術②いろいろなスイング
（素振り）を理解する。

いろいろなスイング（素振り）が
できるようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／いろいろ
なスイングを復習
する／スポーツ後
のクールダウンで
は足りない身体の
ケアをする

高橋
新井
土田
伊東
本田

4時限5/2(月)第4回

1時間



基本技術
ボレー／フォアの打ち方を理解
する。

ペアでボレー（フォア）をできるよ
うにし、距離が変化してもできる
ようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／ボレー
（フォア）を確認し、
技術や知識を復習
する／スポーツ後
のクールダウンで
は足りない身体の
ケアをする

基本技術③－ⅰ：バックハンド
でフォームやスタンスを理解す
る。

バックハンドストロークができるよ
うにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／バックハン
ドのフォーム等を確
認し、技術や知識
を復習する／ス
ポーツ後のクール
ダウンでは足りない
身体のケアをする

基本技術③：ヘディングの仕
方、フェイントのかけ方を理解す
る。

ヘディングをうまくできるようにす
る。
相手をフェイントでかわせるよう
にする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／ヘディン
グ、フェイントの基
本技術を復習する
／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

基本技術①色々なキャッチボー
ル・ウィンドミル投法を理解す
る。

色々なキャッチボール・ウィンドミ
ル投法をできるようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／色々な
キャッチボール・
ウィンドミル投法の
基本技術を復習す
る／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

基本技術③フッワーク（足の使
い方）を理解する。

フッワーク（足の使い方）をでき
るようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／フットワー
ク（足の使い方）を
復習する／スポー
ツ後のクールダウ
ンでは足りない身
体のケアをする

高橋
新井
土田
伊東
本田

4時限5/9(月)第5回

1時間



基本技術
ボレー／バックの打ち方を理解
する。

ペアでボレー（バック）をできるよ
うにし、距離が変化してもできる
ようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／ボレー
（バック）を確認し、
技術や知識を復習
する／スポーツ後
のクールダウンで
は足りない身体の
ケアをする

基本技術③－ⅱ：バックハンド
でコースを考えてラリーをする。
基本技術④：サービス・スマッ
シュの打ち方を理解する。

バックハンドでコースを狙い、ラ
リーを続けることができるように
する。サービスやスマッシュを打
つことができるようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／バックハン
ドでのラリー、サー
ビスやスマッシュを
確認し、技術や知
識を復習する／ス
ポーツ後のクール
ダウンでは足りない
身体のケアをする

基本技術④：シュートの打ち方
を理解する。

コースを考えてシュートを打つこ
とができるようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／シュートの
基本技術を復習す
る／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

応用技術（シートバッティング）
を理解する。

シートバッティングを打つことが
できるようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／シートバッ
ティングの応用技
術を復習する／ス
ポーツ後のクール
ダウンでは足りない
身体のケアをする

基本ストローク①ドライブ・クリア
を理解する。

ドライブ・クリアを打つことができ
るようにする

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／ドライブ・
クリアを復習する／
スポーツ後のクー
ルダウンでは足りな
い身体のケアをす
る

高橋
新井
土田
伊東
本田

第6回 5/16(月) 4時限

1時間



基本技術
サーブ、スマッシュの打ち方を
理解する。

サーブ、スマッシュを打つことが
できるようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／サーブや
スマッシュを確認
し、技術や知識を
復習する／スポー
ツ後のクールダウ
ンでは足りない身
体のケアをする

ゲーム①-ⅰ：シングルスのルー
ルを理解しゲームをする。

相手のコートにボールを返すと
き、相手の苦手なコースを狙っ
て打つことができるようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったシングルス
のゲームについて
復習し、良いプ
レーをイメージとし
て定着させること／
スポーツ後のクー
ルダウンでは足りな
い身体のケアをす
る

ミニゲーム①：2vs2、3vs3の少人
数ゲームにより、自分のポジショ
ンや役割を理解しゲームをす
る。

自分のポジションや役割を理解
し、積極的にプレーし、11vs11
のゲームに結びつけられるよう
にする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったミニゲームに
ついて復習し、良
いプレーをイメージ
として定着させるこ
と／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

応用技術（シートノック）を理解
する。

シートノックを打つことができるよ
うにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／シートノッ
クの応用技術を復
習する／スポーツ
後のクールダウン
では足りない身体
のケアをする

基本ストローク②ドロップ・カット
を理解する。

ドロップ・カットを打つことができ
るようにする

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／ドロップ・
カットを復習する／
スポーツ後のクー
ルダウンでは足りな
い身体のケアをす
る

1時間

高橋
新井
土田
伊東
本田

4時限5/23(月)第7回



ゲーム①（シングルス）
ルールを理解して行う。

ルールを理解し、正式なゲーム
ができるようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったゲームにつ
いて復習し、良い
プレーをイメージと
して定着させること
／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

ゲーム①－ⅱ：シングルスの
ルールを理解しゲームをする。
（前回の続きを行う）

サービスのコースを考えたり、ス
マッシュも打てるようにする。勝
敗も意識して行う。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったシングルス
のゲームについて
復習し、良いプ
レーをイメージとし
て定着させること／
スポーツ後のクー
ルダウンでは足りな
い身体のケアをす
る

ミニゲーム②：4vs2、6vs3の少人
数ゲームにより、自分のポジショ
ンや役割を理解しゲームをす
る。

自分のポジションや役割を理解
し、積極的にプレーし、11vs11
のゲームに結びつけられるよう
にする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったミニゲームに
ついて復習し、良
いプレーをイメージ
として定着させるこ
と／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

ゲーム①ルールを理解する（グ
ループ編成）

ルールを理解し、グループを編
成してゲームをする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったゲームにつ
いて復習し、良い
プレーをイメージと
して定着させること
／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

基本ストローク③プッシュ・ヘア
ピン・ロブを理解する。

プッシュ・ヘアピン・ロブを打つこ
とができるようにする

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／プッシュ・
ヘアピン・ロブを復
習する／スポーツ
後のクールダウン
では足りない身体
のケアをする

第8回 5/30(月) 4時限

高橋
新井
土田
伊東
本田

1時間



ゲーム②（シングルス）
ルールを理解し、ラリーが続くよ
うにする

正式なゲームをスムーズに行う
ことやラリーが続くようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったゲームにつ
いて復習し、良い
プレーをイメージと
して定着させること
／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

ダブルスの基本練習①：サービ
スの順番、立ち位置を理解しラ
リーをする。

ダブルスでサービスの順番、立
ち位置を理解しラリーを続けるこ
とができるようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／シングル
スとダブルスの違
いについて復習
し、授業で行った
良いプレーをイ
メージとして定着さ
せること／スポーツ
後のクールダウン
では足りない身体
のケアをする

ゲーム①：シュートする意識を持
つことを理解する。

ゲーム中、常にシュートを意識し
てて蹴るようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったゲームにつ
いて復習し、良い
プレーをイメージと
して定着させること
／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

ゲーム②全般的な攻撃と守備を
理解する。

全般的な攻撃と守備をできるよう
にする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったゲームにつ
いて復習し、良い
プレーをイメージと
して定着させること
／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

基本ストローク④レシーブ・ス
マッシュ・サービスを理解する。

レシーブ・スマッシュ・サービスを
打つことができるようにする

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／レシーブ・
スマッシュ・サービ
スを復習する／ス
ポーツ後のクール
ダウンでは足りない
身体のケアをする

高橋
新井
土田
伊東
本田

4時限6/6(月)第9回

1時間



ゲーム③（シングルス）
ルールを理解し、コースを考え
る

正式なゲームをスムーズに行う
ことやコースを狙うことができるよ
うにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったゲームにつ
いて復習し、良い
プレーをイメージと
して定着させること
／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

ゲーム①－ⅰ：ダブルスのルー
ルを理解しゲームをする。

ルールを理解し、正式なゲーム
ができるようにする。サービス順
番を理解し、ペアと交互に打て
るようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったダブルスの
ゲームについて復
習し、良いプレーを
イメージとして定着
させること／スポー
ツ後のクールダウ
ンでは足りない身
体のケアをする

ゲーム②（ディフェンスの仕方、
オフサイドを理解する）

ゲーム中にディフェンスの原則
やオフサイドのルールも理解し
て行う。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったゲームにつ
いて復習し、良い
プレーをイメージと
して定着させること
／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

ゲーム③個人技術を高める攻
撃と守備を理解する。

個人技術を高める攻撃と守備を
できるようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったゲームにつ
いて復習し、良い
プレーをイメージと
して定着させること
／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

ゲーム①シングルス／半面ルー
ルを理解する。

シングルスの半面ルールを理解
し、ゲームができるようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったゲームにつ
いて復習し、良い
プレーをイメージと
して定着させること
／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

高橋
新井
土田
伊東
本田

4時限6/13(月)第10回

1時間



ゲーム（ダブルス）
ルールを理解して行う。

ダブルスのルールを理解し、正
式なゲームができるようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったゲームにつ
いて復習し、良い
プレーをイメージと
して定着させること
／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

ゲーム①－ⅱ：ダブルスのルー
ルを理解しゲームをする。（前回
の続きを行う）

スムーズなプレーを心掛け、
サービスのコースを考えたり、ス
マッシュも打てるようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったダブルスの
ゲームについて復
習し、良いプレーを
イメージとして定着
させること／スポー
ツ後のクールダウ
ンでは足りない身
体のケアをする

ゲーム③：声によるコーチング、
審判法の基本および審判技術
を理解する。

基本的な審判技術を学び実践
する事によって、プレーを客観
的に見ることができるようにす
る。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったゲームにつ
いて復習し、良い
プレーをイメージと
して定着させること
／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

ゲーム④打順・ポジション・チー
ムワークを理解する。

打順・ポジションをを理解し、
チームワークを考えてゲームを
できるようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったゲームにつ
いて復習し、良い
プレーをイメージと
して定着させること
／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

ゲーム②シングルス／半面ルー
ル) コース（左右、前後）の打ち
分けを理解する。

シングルスの半面ルールを理解
し、コース（左右、前後）の打ち
分けを考えながらゲームができ
るようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったゲームにつ
いて復習し、良い
プレーをイメージと
して定着させること
／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

第11回 6/20(月) 4時限

高橋
新井
土田
伊東
本田

1時間



ゲーム（ダブルス）
ペアとの役割分担も理解する。

ペアとの役割分担を行い、勝敗
も意識してプレーするようにす
る。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったゲームにつ
いて復習し、良い
プレーをイメージと
して定着させること
／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

ゲーム②：リーグ戦形式を行い、
プレーだけでなく、審判や試合
の運営も理解する。

プレーでは、勝敗を意識して行
う。審判や試合の運営について
も、積極的に参加するようにす
る。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったリーグ戦形
式についてについ
て復習する。／ス
ポーツ後のクール
ダウンでは足りない
身体のケアをする

ゲーム④（人の配置 「バランス」
を考える）

コート全体を意識して、チームの
配置のバランスを考えて動くこと
ができるようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったゲームにつ
いて復習し、良い
プレーをイメージと
して定着させること
／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

ゲーム⑤試合の流れを理解す
る。

ゲームの流れを考えながらゲー
ムができる。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったゲームにつ
いて復習し、良い
プレーをイメージと
して定着させること
／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

ゲーム③ダブルス／ルールを理
解する。（ラリーゲーム：ラリーを
出来り限り継続するゲーム）

ダブルスのルールを理解し、
ゲームでラリーが続くようにす
る。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったゲームでの
ラリーについて復
習し、良いプレーを
イメージとして定着
させること／スポー
ツ後のクールダウ
ンでは足りない身
体のケアをする

高橋
新井
土田
伊東
本田

4時限6/27(月)第12回

1時間



ゲーム（ダブルス）
ペアとの役割分担も理解する。
（前後・左右の動きを考える）

ペアとの役割分担を行い、前
後・左右の動きを考え、勝敗も
意識してプレーするようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったゲームにつ
いて復習し、良い
プレーをイメージと
して定着させること
／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

ゲーム③：団体戦形式を行い、
選手の配置と試合の流れを理
解する。

団体戦形式から、選手の配置と
試合の流れを考えて試合をす
る。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行った団体戦形式
についてについて
復習する。／ス
ポーツ後のクール
ダウンでは足りない
身体のケアをする

ゲーム⑤（ゲーム①～④の復
習）

ゲーム①～④を考えながら、プ
レーができる。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったゲームにつ
いて復習し、良い
プレーをイメージと
して定着させること
／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

ゲーム⑥チームワーク強化方法
を考え理解する

チームワーク強化方法を考えな
がらゲームすることができる。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったゲームにつ
いて復習し、良い
プレーをイメージと
して定着させること
／スポーツ後の
クールダウンでは
足りない身体のケ
アをする

ゲーム④ダブルスの11点制の正
式なゲームを理解する。

ダブルスのルールを理解し、正
式なゲームができるようにする。

健康を維持し、ス
ポーツを実践する
ための身体の準備
をする／授業で
行ったゲームでの
ラリーについて復
習し、良いプレーを
イメージとして定着
させること／スポー
ツ後のクールダウ
ンでは足りない身
体のケアをする

高橋
新井
土田
伊東
本田

4時限7/11(月)第14回

1時間別途、指示する本講義の目標が達成できたか
の確認および評価する。

実技の技能及び理解度の評価

第13回 7/4(月) 4時限

高橋
新井
土田
伊東
本田

1時間



第15回 7/21(木) 3時限

新井
高橋
土田
伊東
本田

講義：モチベーションについて
理解を深める。

モチベーションについて理解す
る。

モチベーションに
ついて調べておく
こと／モチベーショ
ンについて復習す
ること

1時間



LAH-1-12 ○

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 4/8(金) 3時限 川木

1年生の図書館ツアー、購買、
食堂等説明

学内での情報収集について学
ぶ。（Part1)

特になし。 2時間

A-2-2）-①

履修の条件・注意事項

学生の意見等からの気
づ き

教 科 書 なし

参 考 書 なし

オ フ ィ ス ア ワ ー 月曜から金曜の17時以降（アポイントを取ること）

9　基礎ゼミ

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

◎玉置、◎川木、村上、坂井、山本、佐藤、永山、東、新谷、上野、中村、長瀬、森、河野

授 業 概 要
社会人としての人間性、常識、良識、言葉遣い、立ち振る舞いを学ぶだけでなく、医療人としての知識・技能は
もとよりコミュニケーションスキル、倫理感、道徳観を主に少人数制のグループワーキングで身につける。

到 達 目 標

①グループワークの進め方を学び、コミュニケーションスキルを習得する。
②文章を読み解く能力を身に着ける。
③与えられた課題に際し、要領よくまとめる文章を作成できる。
④自身の学習方法を確立できる。

教 育 手 法 座学、グループ討議

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○地域社会や国際未来社会で活躍できるコミュニケーション能力や英語能力を有しているとともに幅広い視野
とリーダーシップを有している。
○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○多様化する地域社会の歯科医療ニーズにきめ細やかに対応し、口腔ケア、在宅歯科診療や、地域包括ケア
システムなど多職種連携チーム医療をもとに、地域社会に貢献する歯科医療を実践できる高い臨床能力を身
につけている。

評 価 方 法 成果物、レポートにより総合的に評価。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 成果物返却時に行う。



第2回 4/8(金) 4時限 川木

1年生の図書館ツアー、購買、
食堂等説明

学内での情報収集、特に文献
検索法等について学ぶ。
（Part2)

特になし。 2時間

A-2-2）-③

第3回 4/15(金) 3時限 玉置

レポートの書き方・まとめ方（パ
ワーポイントによる講義：玉置）

課題レポート等の書き方、提出
にまつわるルールを説明でき
る。

特になし。 2時間

A-2-2）-③

第4回 4/22(金) 3時限 玉置

歯科医師会より提供の冊子
【はっぴーえんど】を読んで感想
文提出

歯科関連の短編を読破し、その
ストーリーの概要をまとめること
ができる。

特になし。 2時間

A-2-2）-③

第5回 4/22(金) 5時限 玉置

総合ゼミ(1回目) 総合セミの進め方を理解し、他
学年の学生とともに協力して課
題解決の方略を説明できる。

特になし。 2時間

A-4-1）-②

第6回 5/6(金) 3時限 玉置

レポートの書き方・まとめ方①
（歯科医師会の歯科関連教育
的DVDを見て感想文提出）

歯科医師会提供のシンポジウム
講演を聴き、その概要を把握し
説明できる。（Part1)

特になし。 2時間

A-2-2）-③

第7回 5/6(金) 4時限 玉置

レポートの書き方・まとめ方②
（歯科医師会の歯科関連教育
的DVDを見て感想文提出）

歯科医師会提供のシンポジウム
講演を聴き、その概要を把握し
説明できる。（Part2)

特になし。 2時間

A-2-2）-③

第8回 5/13(金) 3時限 玉置

レポートの書き方・まとめ方③
（歯科医師会の歯科関連教育
的DVDを見て感想文提出）

歯科医師会提供のシンポジウム
講演を聴き、その概要を把握し
説明できる。（Part3)

特になし。 2時間

A-2-2）-③



第9回 5/13(金) 4時限 玉置

レポートの書き方・まとめ方④
（歯科医師会の歯科関連教育
的DVDを見て感想文提出）

歯科医師会提供のシンポジウム
講演を聴き、その概要を把握し
説明できる。（Part4)

特になし。 2時間

A-2-2）-③

第10回 5/20(金) 5時限 玉置

総合ゼミ(2回目) 総合セミの進め方を理解し、他
学年の学生とともに協力して課
題解決の方略を説明できる。

特になし。 2時間

A-4-1）-②

第11回 6/3(金) 3時限 玉置

読解力を養う。Part1　温室効果 簡単なストーリーを読んで問題
点を指摘・抽出することができ、
回答することができる。（Part1)

特になし。 2時間

A-2-1）-③

第12回 6/3(金) 4時限 玉置

読解力を養う。Part2　日焼け止
め

グル-プディスカッションを通し
て、他人の意見を聞き、自分の
考えを述べたうえで、まとめるこ
とができる。（Part2)

特になし。 2時間

A-2-1）-④

第13回 6/10(金) 3時限 玉置

読解力を養う。Part3　酸性雨 簡単なストーリーを読んで問題
点を指摘・抽出することができ、
回答することができる。（Part3)

特になし。 2時間

A-2-1）-③

第14回 6/10(金) 4時限 玉置

読解力を養う。Part4　予防接種 簡単なストーリーを読んで問題
点を指摘・抽出することができ、
回答することができる。（Part4)

特になし。 2時間

A-2-1）-④

第15回 6/17(金) 3時限 玉置

読解力を養う。Part5　グランド
キャニオン

グル-プディスカッションを通し
て、他人の意見を聞き、自分の
考えを述べたうえで、まとめるこ
とができる。（Part5)

特になし。 2時間

A-2-1）-③



第16回 6/17(金) 4時限 玉置

読解力を養う。Part6　落書き 簡単なストーリーを読んで問題
点を指摘・抽出することができ、
回答することができる。（Part6)

特になし。 2時間

A-2-1）-④

第17回 6/17(金) 5時限 玉置

総合ゼミ(3回目) 総合ゼミの進め方を理解し、他
学年の学生とともに協力して課
題解決の方略を説明できる。

特になし。 2時間

A-4-1）-②

第18回 6/24(金) 3時限 玉置

読解力を養う。Part７ グル-プディスカッションを通し
て、他人の意見を聞き、自分の
考えを述べたうえで、まとめるこ
とができる。（Part7)

特になし。 2時間

A-2-1）-③

第19回 7/1(金) 3時限 玉置

読解力を養う。Part8 グル-プディスカッションを通し
て、他人の意見を聞き、自分の
考えを述べたうえで、まとめるこ
とができる。（Part9)

特になし。 2時間

A-2-1）-③

第20回 7/8(金) 3時限 玉置

読解力を養う。Part9 グル-プディスカッションを通し
て、他人の意見を聞き、自分の
考えを述べたうえで、まとめるこ
とができる。（Part11)

特になし。 2時間

A-2-1）-③

第21回 7/8(金) 4時限 玉置

読解力を養う。Part10 簡単なストーリーを読んで問題
点を指摘・抽出することができ、
回答することができる。（Part12)

特になし。 2時間

A-2-1）-④

第22回 7/15(金) 3時限 玉置

読解力を養う。Part11 グル-プディスカッションを通し
て、他人の意見を聞き、自分の
考えを述べたうえで、まとめるこ
とができる。（Part13)

特になし。 2時間

A-2-1）-③



第23回 7/15(金) 4時限 玉置

読解力を養う。Part12 グル-プディスカッションを通し
て、他人の意見を聞き、自分の
考えを述べたうえで、まとめるこ
とができる。（Part13)

特になし。 2時間

A-2-1）-④

第24回 7/15(金) 5時限 玉置

総合ゼミ(4回目) 3年生の作問に際し、コミュニ
ケーション能力を養うことの重要
性を理解し、アクティブラーニン
グに参画できる。

特になし。 2時間

A-4-1）-②

第25回 7/22(金) 3時限 玉置

読解力試験の実施① 仲間と一緒に学んだものの考え
方、自分の考えのまとめ方を実
践できる。

特になし。 2時間

A-2-1）-③

第26回 7/22(金) 4時限 玉置

読解力試験の実施② 仲間と一緒に学んだものの考え
方、自分の考えのまとめ方を実
践できる。

特になし。 2時間

A-2-1）-④



BSD-1-01

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 4/8（金) 1時限 坂井

【数と対応】
・関数の仕組みと表現について
学修する。
・逆関数の存在とその決定方法
について学修する。

(1) 関数は対応関係であること
が理解できる。
(2) 冪関数や簡単な有理関数や
無理関数の性質が理解できる。
(3) 与えられた関数の逆関数が
求められる。

(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

評 価 方 法 定期試験（素点）により評価する。なお、小テスト等は定期試験の受験資格要件に用いる。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 毎回演習問題を実施し、次回の講義の最初に解説する。

授 業 概 要

数学は科学全般を表現する言語であり、論理的思考力を養う基礎教養教育の根幹である。特に微分積分学は
医学・歯学を含む自然科学の現象を解析し表現する手段である。また,歯科医師として多様なニーズに対応す
るため、収集した医療情報を整理・分析する情報リテラシーや、意思決定・判断するための統計学の基礎は不
可欠である。数理基礎の講義では，今後統計学を学ぶために必要となる微分積分学、線形代数学、確率論の
基礎を、講義と演習を通して学習する。

到 達 目 標
①微分積分学の基礎を学修し，自然科学の量的変化を記述できる。
②記述統計学の学修に必要な統計量を理解し、計算できる。
③推測統計学の学修に必要な解析、代数、確率を理解し，計算できる。

教 育 手 法
授業の３分の２は講義を，残り３分の１は演習とする。演習問題は個人で解答し，グループ学修も適宜取り入り
る。

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のため
に生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

10　数理基礎

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

坂井和裕(教授)

履修の条件・注意事項

学生の意見等からの気
づ き

教 科 書 毎回の授業でテキストを配布する。

参 考 書 必要に応じて授業で指定する。

オ フ ィ ス ア ワ ー
オフィスアワーは特に設けません。質問のある方は随時，3号館2階(坂井）まで。予約なしで構いませんが、
Moodleのチャットで事前に予約する方が在室は確実です。



第2回 4/13（水) 2時限 坂井

【四則演算】
・主な無限集合の濃度について
学修する。
・代数的手法で構成された体で
は四則演算が自由にできること
を学修する。
・有効数字について学修する。
電卓の使用に慣れる。

(1) 実数の集合は非可算集合で
あることを理解できる。
(2) 体から導かれる性質を理解
できる。
(3) 電卓を用いた四則演算に慣
れ、密度や比熱などの具体的な
科学計算ができる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第3回 4/15（金) 1時限 坂井

【無限と連続】
・実数の定義について学修す
る。
・数列の極限について学修す
る。
・ネイピア数について学修する。

(1) 実数の公理が理解できる。
(2) 数列の極限の計算ができ
る。Epsilon-N論法による極限の
定義の厳密化が理解できる。
(3) ネイピア数を理解できる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第4回 4/20（水) 2時限 坂井

【無限級数】
・無限級数の和の定義について
学修する。
・無限級数の収束発散テストに
ついて学修する。

(1) 無限級数の定義が理解でき
る。
(3) 無限等比級数の和を求める
ことができる。
(3) 無限級数の部分を計算し、
収束と発散の判定ができる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第5回 4/21（木) 3時限 坂井

【関数の極限】
・関数の極限について学修す
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　・
関数の連続性について学修す
る。
・中間値の定理について学修す
る。

(1) 関数の極限の定義が理解で
きる。
(2) 関数の極限の計算ができ
る。Epsilon-delta論法による関
数の極限の厳密化が理解でき
る。
(3) 関数の連続性を判断するこ
とができる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第6回 4/22（金) 1時限 坂井

【微分】
・微分係数について学修する。
・冪関数の接線について学修す
る。
・物理学への応用について学修
する。

(1) 微分係数の定義が理解でき
る。
(2) 冪関数の導関数を計算し、
冪関数の接線が求められる。
(3) 関数の微分可能性を判断す
ることができる。
(4) 平面上を運動する質点の速
度と加速度が求められる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第7回 4/27（水) 2時限 坂井

【微分公式】
・関数の積と商の微分公式につ
いて学修する。
・陰関数の微分について学修す
る。
・媒介変数表示の関数の微分に
ついて学修する。

(1）積と商の微分公式を用いて、
有理関数や無理関数の導関数
が導関数が求められる。
(2）合成関数の微分公式を用い
て導関数が求められる。
(3) 陰関数の導関数を求めらり
る。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第8回 5/6（金) 1時限 坂井

【関数の極値と変曲点】
・関数の増減や極値と導関数と
の関係を学修する。
・平均値の定理について学修す
る。

(1) 関数の増減や極値と導関数
との関係が理解できる。
(2）関数の極値を求められる。
(3）第２次導関数と関数の変曲
点との関係が理解できる。
(4) 平均値の定理について理解
できる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①



第9回 5/11（水) 2時限 坂井

【三角関数と逆三角関数】
・三角関数の基本的性質と、微
分法について学修する。

(1）三角関数の性質を理解して
グラフの概形が書ける。
(2）三角関数の導関数が求めら
れる。
(3) 逆三角関数の表記を理解し
て、導関数が求められる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第10回 5/13（金) 1時限 坂井

【指数関数と対数関数】
・指数関数と対数関数の基本的
性質と、微分法について学修す
る。

(1）指数と対数の計算ができる。
(2）指数関数と対数関数の関係
を理解してグラフの概形が描け
る。
(3) 指数関数と対数関数の導関
数が求められる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第11回 5/18（水) 2時限 坂井

【初等関数】
・これまで学修した種々の関数
および合成した関数の概形につ
いて学修する。

(1）冪関数・三角関数・指数関
数。対数関数の特徴を総合的
に理解して、導関数からグラフ
の概形を求められる。
(2）ロピタルの定理を理解して極
限の計算ができる。
(3) 媒介変数表示や極座標表
示の曲線の特徴が理解できる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第12回 5/20（金) 1時限 坂井

【関数のテイラー展開】
・関数を整級数展開することで、
関数を解析的に表示して研究
する意義について学修する。

(1) 解析的な関数の定義が理解
できる。
(2) 解析関数のテイラー展開や
マクローリン展開ができる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第13回 5/25（水) 2時限 坂井

【微分の総合演習】
・微分について総合的に学修す
る。

(1) 初等関数を微分して、総合
的に初等関数の性質を理解で
きる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第14回 5/26（木 ) 3時限 坂井

【積分の考え方】
・リーマン積分について学修す
る。

(1) 面積の定義が理解できる。
(2) 不定積分や定積分の計算が
できる。また、微分積分学の基
本定理が理解できる。
(3) 物理学への応用について理
解できる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第15回 5/27（金 ) 1時限 坂井

【積分計算の概要】
・積分計算を行うために、原始
関数を求める手法について学
修する。
・数値積分について学修する。

(1) 置換積分法による定積分が
計算できる。
(2) 部分積分法による定積分が
計算できる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①



第16回 6/1（水) 2時限 坂井

【面積体積と曲線の長さ】
・有名曲線について、その面積
や体積、曲線の長さや表面積の
計算について学修する。

(1）曲線で囲まれた部分の面積
が求められる。
(2）回転体の体積が求められる。
(3) 曲線の長さを計算できる。
(4) 表面積を計算できる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第17回 6/3（金) 1時限 坂井

【微分方程式】
・常微分方程式について学修す
る。

(1) 自然現象が常微分方程式に
よって記述されることが理解でき
る。
(2) 変数分離形の微分方程式の
解を計算できる。
(3) 微分方程式を用いたロジス
ティックモデルが理解できる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第18回 6/8（水) 2時限 坂井

【ベクトルと線形変換】
・ベクトルと線形写像について学
修する。

(1) ベクトルの演算を理解して内
積り計算ができる。
(2) 空間の線形写像の幾何的性
質について理解できる。
(3) 平面上の線形変換の表現と
正方行列の関係について理解
できる。
(4) 線形変換による直線や平面
の像を求めることができる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第19回 6/10（金) 1時限 坂井

【行列】
・行列環における演算や、線形
写像の表現として行列を学修す
る。
・行列の対角化について学修す
る。

(1) 一般の行列について演算法
則を理解して計算ができる。
(2) 行列の基本変形を理解して
掃き出し法により連立方程式の
解を求められる。
(3) 2次正方行列の行列式を計
算し逆行列が求められる。
(4) 行列の対角化により主軸方
向が決定できる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第20回 6/15（水) 2時限 坂井

【多変数関数の微分】
・2変数関数の微分について学
修する。

(1) 2変数関数の偏微分係数を
計算できる。
(2) 全微分とその幾何学的意味
について理解できる。
(3) 座標変換によるヤコビアンを
計算できる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第21回 6/17（金) 1時限 坂井

【二重積分と関数の積分表示】
・2変数関数の積分について学
修する。
・関数の積分表示について学修
する。

(1) 二重積分の定義を理解して
計算できる。
(2) 関数の積分表示について理
解し、項別積分の計算ができ
る。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第22回 6/22（水) 2時限 坂井

【微分積分の総合演習】
・これまで学修した種々の関数
および合成した関数の解析的
性質について学修する。

(1) 解析的手法により、初等関
数を総合的に理解できる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①



第23回 6/24（金) 1時限 坂井

【平均と分散】
・１変数の記述統計学について
学修する。

(1）データのばらつきの原因が
説明できる。
(2）平均値,中央値,最頻値が計
算できる。
(3）平均と分散の計算ができる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第24回 6/29（水) 2時限 坂井

【相関と回帰】
・2変数の記述統計学について
学修する。

(1)相関関係と因果関係の違い
を説明できる。
(2)ピアソンの相関係数の計算が
できる。
(3) 単純回帰分析を理解して、
回帰直線の計算ができる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第25回 7/1（金) 1時限 坂井

【古典的確率】
・ラプラスの古典的確率につい
て学修する。

(1）古典的確率の定義が説明で
きる。
(2）幾何学的確率の定義が説明
できる。
(3）統計的確率の定義が説明で
きる。
(4) 記述統計学と推測統計学の
目的が説明できる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第26回 7/6（水) 2時限 坂井

【加法定理と期待値】
・確率の加法定理と期待値につ
いて学修する。

(1）確率の基本性質が理解でき
る。
(2）確率の加法定理が理解でき
る。
(3)期待値の意味と計算法が理
解できる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第27回 7/8（金) 1時限 坂井

【乗法定理とベイズの定理】
・確率の乗法定理とベイズの定
理について学修する。

(1）条件つき確率の定義を理解
し，確率の乗法定理を用いて計
算ができる。
(2）事象の独立性が説明でき
る。
(3)反復試行の確率が計算でき
る。
(4) 二項分布について理解でき
る。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第28回 7/13（水) 2時限 坂井

【疫学への応用】
・疫学の基本について学修す
る。

(1)コホート研究と症例対照研究
の違いが説明できる。
(2)交絡因子の影響を説明でき
る。
(3) リスクファクターの意味を理
解し、計算できる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①

第29回 7/15（金) 1時限 坂井

【スクリーニング検査】
・検査法について学修する。

(1) 検査の性能について理解
し、感度と特異度の計算ができ
る。
(2) オッズ比の計算ができる。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①



第30回 7/20（水) 2時限 坂井

【数理基礎の総合演習】
・数理基礎について総合的に学
修する。

(1) 微分積分、線形代数、確率
について、総合的に演習する。

(事前学修)
前時のテキストの
演習問題
(事後学習)
本時のテキストの
演習問題

1時間

B-4-2）-①



BSD-1-03

回数 実施日 時限 担当者 学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 4/12(火) 3時限
亀水

電子データを取り扱うための基
礎知識とコンピューターの基本
操作を学修する。

①ハードウェアの構成が説明で
きる。
②OS(Windows10)の基本操作
ができる。
③コンピュータやキーボードの
説明ができる。
④LANやインターネットについ
て理解し説明ができる。

『30時間でマスター
Word 2016』 pp.4-
22を読んでおくこと

0.5時間

A-2-2）-③

第2回 4/12(火) 4時限
亀水

ソフトウェアの種類と機能（ワー
プロソフトの基本的操作と簡単
な日本語入力）を学修する。

①Word 2016の起動･終了･再
起動の操作ができる。
②ローマ字入力で日本語を入
力できる。
③ファイルの保存・読み込みが
できる、
④印刷プレビューを確認し、印
刷ができる。

『30時間でマスター
Word 2016』 pp.23-
47/ pp.52-57を読ん
でおくこと

0.5時間

A-2-2）-③

評 価 方 法 試験の成績60％、平常の成績40％、平常点の評価方法 ⇒ 課題提出物（100%）

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 課題提出物のチェックと返却

授 業 概 要

「デジタルネットワーク社会」に適応するためには、インターネットなどの情報通信技術（ICT）の進歩に対し
て、対応できる能力（情報リテラシー）を身につけなければいけない。医療人においても必要な情報を通信メ
ディアから収集・蓄積し、情報資源の有効性と信頼性を評価してから有益な情報を選択し、発信・伝達する
ことが必要不可欠になっている。歯学教育では、パソコン、インターネット等の情報ネットワークの利用、関連
資料の検索（検索エンジンの利用）、自学自習や講義に必要な資料と情報の収集（E-learning システム
Moodlの活用）、および学習能力にも関わってくるワープロソフト、表計算ソフト、電子メール等の活用につい
て演習を行いながら学修し、それらを基に論理的な説明・報告等を行える能力を養う。

到 達 目 標

①パソコンの基本操作や文書作成ソフトにより文書作成や編集する能力を修得する。
②インターネット活用し、情報を収集したり発信することができることを理解する。
③表計算ソフトにより表計算、統計処理、作図といった能力を修得する。
④プレゼンテーションソフトにより、作成したものを報告・公表するための能力を養う。
⑤情報倫理、情報セキュリティや著作権について理解する。

教 育 手 法
A（担当：亀水秀男）－B（担当： 山本靖男）－C（担当：土屋博紀)の3クラス編成：パソコン教室1－教室4での
パソコン演習

授 業 の 位 置 づ け
※ デ ィ プ ロ マ ・ ポ リ シ ー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を
有している。

11　情報処理演習（Aクラス）

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

亀水秀男、土屋博紀、山本靖男

履 修 の 条 件 ・ 注 意 事 項 特になし

学生の意見等からの気づ
き

教 科 書 30時間でマスター Word 2016（実教出版）、30時間でマスター Excel 2016（実教出版）

参 考 書
生命科学・医療系のための情報リテラシー（丸善出版）、30時間でマスター プレゼンテーション＋Power
Point 2016（実教出版）、30時間でマスター Webデザイン(実教出版)

オ フ ィ ス ア ワ ー 月曜日から金曜日の16時30分〜17時00分、3号館2階　物理学研究室



第3回 4/19(火) 3時限
亀水

インターネットの利用および情
報源と情報の信憑性を学修す
る。

①朝日大学のホームページの
リンクを利用できる。
②グーグル、ヤフー等の検索
エンジンを利用し情報検索が
できる。
③「情報の信憑性」の内容を理
解し実行できる。
④課題の指示に従い入力し編
集することができる。
⑤印刷設定ができ、印刷するこ
とができる。

『30時間でマスター
Word 2016』
pp.13-15、Moodleに
掲載された演習資
料第3回をみておく
こと

0.5時間

A-2-2）-②

第4回 4/19(火) 4時限
亀水

電子メールの利用と使用時の
マナーを学修する。

①学生メールを使用することが
できる。
②電子メールの基本的な書き
方,使用時のマナーを理解でき
る。
③ウイルスや詐欺などの被害に
遭わないように注意できる。
④電子メールを使用して完成し
たファイルを送ることができる。
⑤印刷設定ができ、印刷するこ
とができる。

Moodleに掲載され
た演習資料第4回を
みておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第5回 4/26(火) 3時限
亀水

情報倫理と情報セキュリティを
学修する。

①情報倫理とは何かを理解で
きる。
②コンピュータウイルスやコン
ピュータウイルスへの対策を理
解し実践できる。
③個人情報保護の必要性を理
解できる。
④朝日大学ネットワークセキュリ
ティ宣言10箇条を説明できる。
⑤印刷設定ができ，印刷ができ
る。

Moodleに掲載され
た演習資料第5回を
みておくこと。

0.5時間

A-2-2）-②

第6回 4/26(火) 4時限
亀水

ITC活用のための著作権と肖像
権の考え方

①著作権とは何かを説明でき
る。
②著作物の種類について説明
できる。
③著作権の保護期間や外国の
著作物の保護について理解で
きる。
④著作物の正しい使い方を理
解し実践できる。
⑤印刷設定ができ，印刷ができ
る。

Moodleに掲載され
た演習資料第6回
「はじめての著作権
講座」を見ていくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第7回 5/10(火) 3時限
亀水

情報活用のための文章作成を
学修する。
iPadの基本操作を学修する。

①iPadの基本操作とWiFi接続
ができる。
②基礎化学の課題「緩衝液」の
文章を理解し説明できる。
③画像や図形の挿入や編集が
できる。
④下線、蛍光ペン、上付き、下
付き文字の編集ができる。
⑤印刷設定ができ，印刷ができ
る。

Moodleに掲載され
た演習資料第7回を
見ておくこと
iPadを持ってくる。

0.5時間

A-2-2）-②

第8回 5/10(火) 4時限
亀水

情報活用のための文章作成を
学修する。

①基礎生物の課題「アミノ酸」を
理解し説明できる。
②課題で指定された入力・編
集
③表作成・罫線描画・図の貼り
付け編集ができる。
④印刷設定ができ，印刷ができ
る。
⑤ファイルの保存ができる。

Moodleに掲載され
た演習資料第8回を
みておくこと。

0.5時間

A-2-2）-②

第9回 5/17(火) 3時限
亀水

情報活用のための文章作成を
学修する。

①基礎物理の課題「力と運動」
を理解し、説明できる。
②課題通りの入力・編集ができ
る。
③表作成・罫線描画・図の貼り
付け・数式の編集ができる。
④印刷設定ができ印刷できる。
⑤ファイルの保存ができる。

Moodleに掲載され
た演習資料第9回を
みておくこと

0.5時間

A-2-2）-②



第10回 5/17(火) 4時限
亀水

情報活用のための文章作成を
学修する。

①基礎物理の課題「熱とエネル
ギー」を理解し説明できる。
②課題の指示通りの入力・編集
ができる。
③表作成・罫線描画・図の貼り
付け・編集ができる。
④印刷設定ができ印刷ができ
る。
⑤ファイルの保存ができる。

Moodleに掲載され
た演習資料第10回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第11回 5/24(火) 3時限
亀水

情報活用のための文章作成を
学修する。

①歯科理工学の課題「応力ひ
ずみ曲線」を理解し説明でき
る。
②課題の入力・編集ができる。
③画像の貼り付け編集・罫線描
画ができる。
④印刷設定ができ印刷できる。
⑤ファイルの保存ができる。

Moodleに掲載され
た演習資料第11回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第12回 5/24(火) 4時限
亀水

情報活用のための文章作成を
学修する。

①歯科理工学の課題「機械的
性質」を理解し説明できる。
②課題の入力・編集ができる。
③図形の貼り付け編集・罫線描
画ができる。
④印刷設定ができ印刷できる。
⑤ファイルの保存ができる。

Moodleに掲載され
た演習資料第12回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第13回 5/31(火) 3時限
亀水

情報活用のための文章作成を
学修する。

①歯科保存修復「コンポジット
レジン」に関して理解し説明で
きる。
②課題通り入力・編集・数式の
編集ができる。
③SmartArtを挿入しと編集がで
きる。
④印刷設定ができ印刷ができ
る。
⑤ファイルの保存ができる。

Moodleに掲載され
た演習資料第13回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第14回 5/31(火) 4時限
亀水

情報活用のための文章作成を
学修する。

①放射線学の課題「パノラマ
エックス線」を理解し説明でき
る。
②課題の入力・編集ができる。
③図形の貼り付け編集・罫線描
画ができる。
④印刷設定ができ印刷できる。
⑤ファイルの保存ができる。

Moodleに掲載され
た演習資料第14回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第15回 6/7(火) 3時限
亀水

情報活用のための文章作成を
学修する。
（Word授業の総まとめとして模
擬試験を実施）

Word2016を利用して，文章作
成や編集ができる。
①制限された時間で、文章の
入力ができる。
②画像や表や図形を挿入する
ことができる。
③指定された編集ができる。
④ファイルの保存ができる。
⑤印刷設定ができ、印刷ができ
る。

『30時間でマスター
Word 2016』　の授
業でやった範囲を
復習しておくこと

1時間

A-2-2）-②

第16回 6/7(火) 4時限
亀水

データ分析（表計算ソフトの基
本的操作の習得）を学修する。

①Excelの起動・終了・再起動
ができる。
②表計算ソフトの基本的操作
セル番地・数値・文字列入力，
ファイルの保存と呼び出し，
ヘッダーの設定ができる。
③ファイルの読み込み・保存が
できる。
④印刷プレビューを確認し印刷
できる。

『30時間でマスター
Excel2016』pp.4-21
Moodleに掲載され
た演習資料第16回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②



第17回 6/14(火) 3時限
亀水

データ分析（簡単なグラフの作
成・編集操作の習得）を学修す
る。

①関数を利用して表計算がで
きる。
②簡単なグラフ作成・編集・書
式設定ができる。
③ブック・シートを有効に活用
できる。
④ファイルの読み込み・保存が
できる。
④印刷設定し、印刷することが
できる。

『30時間でマスター
Excel2016』pp.22-
45
Moodleに掲載され
た演習資料第17回
をみておくこと。

0.5時間

A-2-2）-②

第18回 6/14(火) 4時限
亀水

データ分析（ワークシートの活
用と表作成・編集操作の習得）
を学修する。

①ワークシートの活用し,表の作
成・編集ができる。
②[sum][average][max][min]な
どの関数処理ができる。
③ファイルの読み込み・保存が
できる。
④印刷設定し、印刷することが
できる。

『30時間でマスター
Excel2016』pp.48-
72
Moodleに掲載され
た演習資料第18回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第19回 6/21(火) 3時限
亀水

データ分析（関数処理と円グラ
フ作成・編集操作の習得）を学
修する。

①関数処理の際、セル番地の
相対・絶対参照の使い分けが
できる。
②罫線の種類や太さを変え表
を作ることができる。
③円グラフの作成・編集・書式
設定ができる。
④ファイルの読み込み・保存が
できる。
⑤印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第19回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第20回 6/21(火) 4時限
亀水

成績のデータ分析（統計処理と
いろいろなグラフの作成）と成
績の推移グラフが作成方法を
を学修する。

①小テストの結果を解析し、平
均点・最高点・最低点・標準偏
差等を関数処理する。
②推移グラフを作成・編集でき
る。
③罫線の種類や太さや色を変
え表をつくる。
③ファイルの読み込み・保存が
できる。
⑤印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第20回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第21回 6/24(金) 4時限
亀水

成績のデータ分析（統計処理と
いろいろなグラフの作成）と成
績の推移グラフが作成方法を
を学習する。

①小テストの結果を解析し、平
均点・最高点・最低点・標準偏
差等を関数処理する。
②推移グラフを作成・編集でき
る。
③罫線の種類や太さや色を変
え表をつくる。
④ファイルの読み込み・保存が
できる。
④印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第21回
をみておくこと。

0.5時間

A-2-2）-②

第22回 6/28(火) 3時限
亀水

情報活用のための統計処理と
グラフ作成を学修する。
（Excel授業の総まとめとして模
擬試験を実施）

表計算（Excel）に関する模擬試
験
①合計・カウント・最高・最低等
の関数処理ができる。
②推移グラフを作成・編集でき
る。
③罫線の種類や太さを変えて
適切な表を作成できる。
④Ａ４に収まるよう印刷設定し
て、印刷できる。

『30時間でマスター
Excel2016』授業で
やった範囲を復習し
ておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第23回 6/28(火) 4時限
亀水

情報活用のための情報収集と
入手するためのシステムとサー
ビスを学修する。

朝日大学図書館のリンクの活
用
①蔵書検索
②マイライブラリ・新着案内・学
生選書等
③論文を探す（データベース検
索）
④電子資料
⑤朝日大学電子ジャーナル
利用し活用できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第23回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②



第24回 7/1(金) 4時限
亀水

情報活用のための文章作成と
統計処理とグラフ作成を学修す
る。
（Word-Excel授業の総まとめと
して模擬試験を実施）

文章作成(Word)と表計算
（Excel）に関する模擬試験をお
こなう。
①文章の入力と編集を時間内
におこなうことができる。
②データを基にして、統計処理
やデータ解析することができ
る。
③表やグラフを作成し編集がで
きる。
④文章や表やグラフを印刷して
提出することができる。

『30時間マスター
Word2016』と『30時
間でマスターExcel
2016』の授業で行っ
た範囲を復習してお
くこと

1時間

A-2-2）-②

第25回 7/5(火) 3時限 土屋

歯科医学の情報活用のための
データ分析とグラフ作成・編集
を学修する。

①Excel を使用して「歯の咬合
力」に関するデータの性別・年
齢別・歯種別の解析ができる。
②３D・折れ線グラフの作成･編
集ができる。
③ファイルの読み込み・保存が
できる。
④印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第25回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第26回 7/5(火) 4時限 土屋

医学の情報活用のための統計
処理、データ解析、表とグラフ
作成・編集を学修する。

①Excel を使用して「身長・体
重・肥満」に関するデータの解
析ができる。
②散布図の作成・編集および
データ間の相関性の統計的解
析ができる。
③ファイルの読み込み・保存が
できる。
④印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第26回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第27回 7/12(火) 3時限 山本

歯科医療のWebサイトを製作す
るために、Webデザインの基礎
を学修する。

①HTMLの基本要素を理解で
きる。
②見出し・段落・強調・リストを
理解し編集できる。
③画像・ハイパーリンクの設定
ができる。
④ファイルの読み込み・保存が
できる。
⑤印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第27回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第28回 7/12(火) 4時限 山本

歯科医療のWebページを制作
するために，Webデザインの基
本を学習する。

①CSSの基本が理解できる。
②文字要素のCSSを理解し設
定できる。
③背景・ボックスモデルの設定
方法を理解し設定できる。
④ファイルの読み込み・保存が
できる。
⑤印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第28回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第29回 7/19(火) 3時限 亀水

情報活用のためのプレゼン
テーション作成ツールの利用を
学修する。

①Powet Point の基本操作を習
得する。
②スライドの追加・複製・削除、
写真の貼り付けができる。
③ファイルの保存・スライド資料
の印刷ができる。
④印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第29回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第30回 7/19(火) 4時限 亀水

歯科医学への情報活用のため
のプレゼンテーション資料の作
成・編集を学習する。

①Powet Point で歯科医学関
係のプレゼン資料・表の作成・
編集ができる。
②アニメーションや画面の切り
替え設定ができる。
③ファイルの保存・スライド資料
の印刷ができる。
④印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第30回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②



BSD-1-03

回数 実施日 時限 担当者 学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 4/12(火) 3時限 山本

電子データを取り扱うための基
礎知識とコンピューターの基本
操作を学修する。

①ハードウェアの構成が説明で
きる。
②OS(Windows10)の基本操作
ができる。
③コンピュータやキーボードの
説明ができる。
④LANやインターネットについ
て理解し説明ができる。

『30時間でマスター
Word 2016』 pp.4-
22を読んでおくこと

0.5時間

A-2-2）-③

履 修 の 条 件 ・ 注 意 事 項 特になし

学生の意見等からの気づ
き

教 科 書 30時間でマスター Word 2016（実教出版）、30時間でマスター Excel 2016（実教出版）

参 考 書
生命科学・医療系のための情報リテラシー（丸善出版）、30時間でマスター プレゼンテーション＋Power
Point 2016（実教出版）、30時間でマスター Webデザイン(実教出版)

オ フ ィ ス ア ワ ー 月曜日から金曜日の16時30分〜17時00分、3号館2階　物理学研究室

11　情報処理演習（Bクラス）

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

亀水秀男、土屋博紀、山本靖男

授 業 概 要

「デジタルネットワーク社会」に適応するためには、インターネットなどの情報通信技術（ICT）の進歩に対し
て、対応できる能力（情報リテラシー）を身につけなければいけない。医療人においても必要な情報を通信メ
ディアから収集・蓄積し、情報資源の有効性と信頼性を評価してから有益な情報を選択し、発信・伝達する
ことが必要不可欠になっている。歯学教育では、パソコン、インターネット等の情報ネットワークの利用、関連
資料の検索（検索エンジンの利用）、自学自習や講義に必要な資料と情報の収集（E-learning システム
Moodlの活用）、および学習能力にも関わってくるワープロソフト、表計算ソフト、電子メール等の活用につい
て演習を行いながら学修し、それらを基に論理的な説明・報告等を行える能力を養う。

到 達 目 標

①パソコンの基本操作や文書作成ソフトにより文書作成や編集する能力を修得する。
②インターネット活用し、情報を収集したり発信することができることを理解する。
③表計算ソフトにより表計算、統計処理、作図といった能力を修得する。
④プレゼンテーションソフトにより、作成したものを報告・公表するための能力を養う。
⑤情報倫理、情報セキュリティや著作権について理解する。

教 育 手 法
A（担当：亀水秀男）－B（担当： 山本靖男）－C（担当：土屋博紀)の3クラス編成：パソコン教室1－教室4での
パソコン演習

授 業 の 位 置 づ け
※ デ ィ プ ロ マ ・ ポ リ シ ー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を
有している。

評 価 方 法 試験の成績60％、平常の成績40％、平常点の評価方法 ⇒ 課題提出物（100%）

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 課題提出物のチェックと返却



第2回 4/12(火) 4時限 山本

ソフトウェアの種類と機能（ワー
プロソフトの基本的操作と簡単
な日本語入力）を学修する。

①Word 2016の起動･終了･再
起動の操作ができる。
②ローマ字入力で日本語を入
力できる。
③ファイルの保存・読み込みが
できる、
④印刷プレビューを確認し、印
刷ができる。

『30時間でマスター
Word 2016』 pp.23-
47/ pp.52-57を読ん
でおくこと

0.5時間

A-2-2）-③

第3回 4/19(火) 3時限 山本

インターネットの利用および情
報源と情報の信憑性を学修す
る。

①朝日大学のホームページの
リンクを利用できる。
②グーグル、ヤフー等の検索
エンジンを利用し情報検索が
できる。
③「情報の信憑性」の内容を理
解し実行できる。
④課題の指示に従い入力し編
集することができる。
⑤印刷設定ができ、印刷するこ
とができる。

『30時間でマスター
Word 2016』
pp.13-15、Moodleに
掲載された演習資
料第3回をみておく
こと

0.5時間

A-2-2）-②

第4回 4/19(火) 4時限 山本

電子メールの利用と使用時の
マナーを学修する。

①学生メールを使用することが
できる。
②電子メールの基本的な書き
方,使用時のマナーを理解でき
る。
③ウイルスや詐欺などの被害に
遭わないように注意できる。
④電子メールを使用して完成し
たファイルを送ることができる。
⑤印刷設定ができ、印刷するこ
とができる。

Moodleに掲載され
た演習資料第4回を
みておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第5回 4/26(火) 3時限 山本

情報倫理と情報セキュリティを
学修する。

①情報倫理とは何かを理解で
きる。
②コンピュータウイルスやコン
ピュータウイルスへの対策を理
解し実践できる。
③個人情報保護の必要性を理
解できる。
④朝日大学ネットワークセキュリ
ティ宣言10箇条を説明できる。
⑤印刷設定ができ，印刷ができ
る。

Moodleに掲載され
た演習資料第5回を
みておくこと。

0.5時間

A-2-2）-②

第6回 4/26(火) 4時限 山本

ITC活用のための著作権と肖像
権の考え方

①著作権とは何かを説明でき
る。
②著作物の種類について説明
できる。
③著作権の保護期間や外国の
著作物の保護について理解で
きる。
④著作物の正しい使い方を理
解し実践できる。
⑤印刷設定ができ，印刷ができ
る。

Moodleに掲載され
た演習資料第6回
「はじめての著作権
講座」を見ていくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第7回 5/10(火) 3時限 山本

情報活用のための文章作成を
学修する。
iPadの基本操作を学修する。

①iPadの基本操作とWiFi接続
ができる。
②基礎化学の課題「緩衝液」の
文章を理解し説明できる。
③画像や図形の挿入や編集が
できる。
④下線、蛍光ペン、上付き、下
付き文字の編集ができる。
⑤印刷設定ができ，印刷ができ
る。

Moodleに掲載され
た演習資料第7回を
見ておくこと
iPadを持ってくる。

0.5時間

A-2-2）-②

第8回 5/10(火) 4時限 山本

情報活用のための文章作成を
学修する。

①基礎生物の課題「アミノ酸」を
理解し説明できる。
②課題で指定された入力・編
集
③表作成・罫線描画・図の貼り
付け編集ができる。
④印刷設定ができ，印刷ができ
る。
⑤ファイルの保存ができる。

Moodleに掲載され
た演習資料第8回を
みておくこと。

0.5時間

A-2-2）-②



第9回 5/17(火) 3時限 山本

情報活用のための文章作成を
学修する。

①基礎物理の課題「力と運動」
を理解し、説明できる。
②課題通りの入力・編集ができ
る。
③表作成・罫線描画・図の貼り
付け・数式の編集ができる。
④印刷設定ができ印刷できる。
⑤ファイルの保存ができる。

Moodleに掲載され
た演習資料第9回を
みておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第10回 5/17(火) 4時限 山本

情報活用のための文章作成を
学修する。

①基礎物理の課題「熱とエネル
ギー」を理解し説明できる。
②課題の指示通りの入力・編集
ができる。
③表作成・罫線描画・図の貼り
付け・編集ができる。
④印刷設定ができ印刷ができ
る。
⑤ファイルの保存ができる。

Moodleに掲載され
た演習資料第10回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第11回 5/24(火) 3時限 山本

情報活用のための文章作成を
学修する。

①歯科理工学の課題「応力ひ
ずみ曲線」を理解し説明でき
る。
②課題の入力・編集ができる。
③画像の貼り付け編集・罫線描
画ができる。
④印刷設定ができ印刷できる。
⑤ファイルの保存ができる。

Moodleに掲載され
た演習資料第11回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第12回 5/24(火) 4時限 山本

情報活用のための文章作成を
学修する。

①歯科理工学の課題「機械的
性質」を理解し説明できる。
②課題の入力・編集ができる。
③図形の貼り付け編集・罫線描
画ができる。
④印刷設定ができ印刷できる。
⑤ファイルの保存ができる。

Moodleに掲載され
た演習資料第12回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第13回 5/31(火) 3時限 山本

情報活用のための文章作成を
学修する。

①歯科保存修復「コンポジット
レジン」に関して理解し説明で
きる。
②課題通り入力・編集・数式の
編集ができる。
③SmartArtを挿入しと編集がで
きる。
④印刷設定ができ印刷ができ
る。
⑤ファイルの保存ができる。

Moodleに掲載され
た演習資料第13回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第14回 5/31(火) 4時限 山本

情報活用のための文章作成を
学修する。

①放射線学の課題「パノラマ
エックス線」を理解し説明でき
る。
②課題の入力・編集ができる。
③図形の貼り付け編集・罫線描
画ができる。
④印刷設定ができ印刷できる。
⑤ファイルの保存ができる。

Moodleに掲載され
た演習資料第14回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第15回 6/7(火) 3時限 山本

情報活用のための文章作成を
学修する。
（Word授業の総まとめとして模
擬試験を実施）

Word2016を利用して，文章作
成や編集ができる。
①制限された時間で、文章の
入力ができる。
②画像や表や図形を挿入する
ことができる。
③指定された編集ができる。
④ファイルの保存ができる。
⑤印刷設定ができ、印刷ができ
る。

『30時間でマスター
Word 2016』　の授
業でやった範囲を
復習しておくこと

1時間

A-2-2）-②



第16回 6/7(火) 4時限 山本

データ分析（表計算ソフトの基
本的操作の習得）を学修する。

①Excelの起動・終了・再起動
ができる。
②表計算ソフトの基本的操作
セル番地・数値・文字列入力，
ファイルの保存と呼び出し，
ヘッダーの設定ができる。
③ファイルの読み込み・保存が
できる。
④印刷プレビューを確認し印刷
できる。

『30時間でマスター
Excel2016』pp.4-21
Moodleに掲載され
た演習資料第16回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第17回 6/14(火) 3時限 山本

データ分析（簡単なグラフの作
成・編集操作の習得）を学修す
る。

①関数を利用して表計算がで
きる。
②簡単なグラフ作成・編集・書
式設定ができる。
③ブック・シートを有効に活用
できる。
④ファイルの読み込み・保存が
できる。
④印刷設定し、印刷することが
できる。

『30時間でマスター
Excel2016』pp.22-
45
Moodleに掲載され
た演習資料第17回
をみておくこと。

0.5時間

A-2-2）-②

第18回 6/14(火) 4時限 山本

データ分析（ワークシートの活
用と表作成・編集操作の習得）
を学修する。

①ワークシートの活用し,表の作
成・編集ができる。
②[sum][average][max][min]な
どの関数処理ができる。
③ファイルの読み込み・保存が
できる。
④印刷設定し、印刷することが
できる。

『30時間でマスター
Excel2016』pp.48-
72
Moodleに掲載され
た演習資料第18回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第19回 6/21(火) 3時限 山本

データ分析（関数処理と円グラ
フ作成・編集操作の習得）を学
修する。

①関数処理の際、セル番地の
相対・絶対参照の使い分けが
できる。
②罫線の種類や太さを変え表
を作ることができる。
③円グラフの作成・編集・書式
設定ができる。
④ファイルの読み込み・保存が
できる。
⑤印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第19回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第20回 6/21(火) 4時限 山本

成績のデータ分析（統計処理と
いろいろなグラフの作成）と成
績の推移グラフが作成方法を
を学修する。

①小テストの結果を解析し、平
均点・最高点・最低点・標準偏
差等を関数処理する。
②推移グラフを作成・編集でき
る。
③罫線の種類や太さや色を変
え表をつくる。
③ファイルの読み込み・保存が
できる。
⑤印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第20回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第21回 6/24(金) 4時限 山本

成績のデータ分析（統計処理と
いろいろなグラフの作成）と成
績の推移グラフが作成方法を
を学習する。

①小テストの結果を解析し、平
均点・最高点・最低点・標準偏
差等を関数処理する。
②推移グラフを作成・編集でき
る。
③罫線の種類や太さや色を変
え表をつくる。
④ファイルの読み込み・保存が
できる。
④印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第21回
をみておくこと。

0.5時間

A-2-2）-②



第22回 6/28(火) 3時限 山本

情報活用のための統計処理と
グラフ作成を学修する。
（Excel授業の総まとめとして模
擬試験を実施）

表計算（Excel）に関する模擬試
験
①合計・カウント・最高・最低等
の関数処理ができる。
②推移グラフを作成・編集でき
る。
③罫線の種類や太さを変えて
適切な表を作成できる。
④Ａ４に収まるよう印刷設定し
て、印刷できる。

『30時間でマスター
Excel2016』授業で
やった範囲を復習し
ておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第23回 6/28(火) 4時限 山本

情報活用のための情報収集と
入手するためのシステムとサー
ビスを学修する。

朝日大学図書館のリンクの活
用
①蔵書検索
②マイライブラリ・新着案内・学
生選書等
③論文を探す（データベース検
索）
④電子資料
⑤朝日大学電子ジャーナル
利用し活用できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第23回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第24回 7/1(金) 4時限 山本

情報活用のための文章作成と
統計処理とグラフ作成を学修す
る。
（Word-Excel授業の総まとめと
して模擬試験を実施）

文章作成(Word)と表計算
（Excel）に関する模擬試験をお
こなう。
①文章の入力と編集を時間内
におこなうことができる。
②データを基にして、統計処理
やデータ解析することができ
る。
③表やグラフを作成し編集がで
きる。
④文章や表やグラフを印刷して
提出することができる。

『30時間マスター
Word2016』と『30時
間でマスターExcel
2016』の授業で行っ
た範囲を復習してお
くこと

1時間

A-2-2）-②

第25回 7/5(火) 3時限 亀水

情報活用のためのプレゼン
テーション作成ツールの利用を
学修する。

①Powet Point の基本操作を習
得する。
②スライドの追加・複製・削除、
写真の貼り付けができる。
③ファイルの保存・スライド資料
の印刷ができる。
④印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第29回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第26回 7/5(火) 4時限 亀水

歯科医学への情報活用のため
のプレゼンテーション資料の作
成・編集を学習する。

①Powet Point で歯科医学関
係のプレゼン資料・表の作成・
編集ができる。
②アニメーションや画面の切り
替え設定ができる。
③ファイルの保存・スライド資料
の印刷ができる。
④印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第30回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第27回 7/12(火) 3時限 土屋

歯科医学の情報活用のための
データ分析とグラフ作成・編集
を学修する。

①Excel を使用して「歯の咬合
力」に関するデータの性別・年
齢別・歯種別の解析ができる。
②３D・折れ線グラフの作成･編
集ができる。
③ファイルの読み込み・保存が
できる。
④印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第25回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第28回 7/12(火) 4時限 土屋

医学の情報活用のための統計
処理、データ解析、表とグラフ
作成・編集を学修する。

①Excel を使用して「身長・体
重・肥満」に関するデータの解
析ができる。
②散布図の作成・編集および
データ間の相関性の統計的解
析ができる。
③ファイルの読み込み・保存が
できる。
④印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第26回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②



第29回 7/19(火) 3時限 山本

歯科医療のWebサイトを製作す
るために、Webデザインの基礎
を学修する。

①HTMLの基本要素を理解で
きる。
②見出し・段落・強調・リストを
理解し編集できる。
③画像・ハイパーリンクの設定
ができる。
④ファイルの読み込み・保存が
できる。
⑤印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第27回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第30回 7/19(火) 4時限 山本

歯科医療のWebページを制作
するために，Webデザインの基
本を学習する。

①CSSの基本が理解できる。
②文字要素のCSSを理解し設
定できる。
③背景・ボックスモデルの設定
方法を理解し設定できる。
④ファイルの読み込み・保存が
できる。
⑤印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第28回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②



BSD-1-03

回数 実施日 時限 担当者 学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 4/12(火) 3時限 土屋

電子データを取り扱うための基
礎知識とコンピューターの基本
操作を学修する。

①ハードウェアの構成が説明で
きる。
②OS(Windows10)の基本操作
ができる。
③コンピュータやキーボードの
説明ができる。
④LANやインターネットについ
て理解し説明ができる。

『30時間でマスター
Word 2016』 pp.4-
22を読んでおくこと

0.5時間

A-2-2）-③

第2回 4/12(火) 4時限 土屋

ソフトウェアの種類と機能（ワー
プロソフトの基本的操作と簡単
な日本語入力）を学修する。

①Word 2016の起動･終了･再
起動の操作ができる。
②ローマ字入力で日本語を入
力できる。
③ファイルの保存・読み込みが
できる、
④印刷プレビューを確認し、印
刷ができる。

『30時間でマスター
Word 2016』 pp.23-
47/ pp.52-57を読ん
でおくこと

0.5時間

A-2-2）-③

評 価 方 法 試験の成績60％、平常の成績40％、平常点の評価方法 ⇒ 課題提出物（100%）

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 課題提出物のチェックと返却

授 業 概 要

「デジタルネットワーク社会」に適応するためには、インターネットなどの情報通信技術（ICT）の進歩に対し
て、対応できる能力（情報リテラシー）を身につけなければいけない。医療人においても必要な情報を通信メ
ディアから収集・蓄積し、情報資源の有効性と信頼性を評価してから有益な情報を選択し、発信・伝達する
ことが必要不可欠になっている。歯学教育では、パソコン、インターネット等の情報ネットワークの利用、関連
資料の検索（検索エンジンの利用）、自学自習や講義に必要な資料と情報の収集（E-learning システム
Moodlの活用）、および学習能力にも関わってくるワープロソフト、表計算ソフト、電子メール等の活用につい
て演習を行いながら学修し、それらを基に論理的な説明・報告等を行える能力を養う。

到 達 目 標

①パソコンの基本操作や文書作成ソフトにより文書作成や編集する能力を修得する。
②インターネット活用し、情報を収集したり発信することができることを理解する。
③表計算ソフトにより表計算、統計処理、作図といった能力を修得する。
④プレゼンテーションソフトにより、作成したものを報告・公表するための能力を養う。
⑤情報倫理、情報セキュリティや著作権について理解する。

教 育 手 法
A（担当：亀水秀男）－B（担当： 山本靖男）－C（担当：土屋博紀)の3クラス編成：パソコン教室1－教室4での
パソコン演習

授 業 の 位 置 づ け
※ デ ィ プ ロ マ ・ ポ リ シ ー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を
有している。

11　情報処理演習（Cクラス）

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

亀水秀男、土屋博紀、山本靖男

履 修 の 条 件 ・ 注 意 事 項 特になし

学生の意見等からの気づ
き

教 科 書 30時間でマスター Word 2016（実教出版）、30時間でマスター Excel 2016（実教出版）

参 考 書
生命科学・医療系のための情報リテラシー（丸善出版）、30時間でマスター プレゼンテーション＋Power
Point 2016（実教出版）、30時間でマスター Webデザイン(実教出版)

オ フ ィ ス ア ワ ー 月曜日から金曜日の16時30分〜17時00分、3号館2階　物理学研究室



第3回 4/19(火) 3時限 土屋

インターネットの利用および情
報源と情報の信憑性を学修す
る。

①朝日大学のホームページの
リンクを利用できる。
②グーグル、ヤフー等の検索
エンジンを利用し情報検索が
できる。
③「情報の信憑性」の内容を理
解し実行できる。
④課題の指示に従い入力し編
集することができる。
⑤印刷設定ができ、印刷するこ
とができる。

『30時間でマスター
Word 2016』
pp.13-15、Moodleに
掲載された演習資
料第3回をみておく
こと

0.5時間

A-2-2）-②

第4回 4/19(火) 4時限 土屋

電子メールの利用と使用時の
マナーを学修する。

①学生メールを使用することが
できる。
②電子メールの基本的な書き
方,使用時のマナーを理解でき
る。
③ウイルスや詐欺などの被害に
遭わないように注意できる。
④電子メールを使用して完成し
たファイルを送ることができる。
⑤印刷設定ができ、印刷するこ
とができる。

Moodleに掲載され
た演習資料第4回を
みておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第5回 4/26(火) 3時限 土屋

情報倫理と情報セキュリティを
学修する。

①情報倫理とは何かを理解で
きる。
②コンピュータウイルスやコン
ピュータウイルスへの対策を理
解し実践できる。
③個人情報保護の必要性を理
解できる。
④朝日大学ネットワークセキュリ
ティ宣言10箇条を説明できる。
⑤印刷設定ができ，印刷ができ
る。

Moodleに掲載され
た演習資料第5回を
みておくこと。

0.5時間

A-2-2）-②

第6回 4/26(火) 4時限 土屋

ITC活用のための著作権と肖像
権の考え方

①著作権とは何かを説明でき
る。
②著作物の種類について説明
できる。
③著作権の保護期間や外国の
著作物の保護について理解で
きる。
④著作物の正しい使い方を理
解し実践できる。
⑤印刷設定ができ，印刷ができ
る。

Moodleに掲載され
た演習資料第6回
「はじめての著作権
講座」を見ていくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第7回 5/10(火) 3時限 土屋

情報活用のための文章作成を
学修する。
iPadの基本操作を学修する。

①iPadの基本操作とWiFi接続
ができる。
②基礎化学の課題「緩衝液」の
文章を理解し説明できる。
③画像や図形の挿入や編集が
できる。
④下線、蛍光ペン、上付き、下
付き文字の編集ができる。
⑤印刷設定ができ，印刷ができ
る。

Moodleに掲載され
た演習資料第7回を
見ておくこと
iPadを持ってくる。

0.5時間

A-2-2）-②

第8回 5/10(火) 4時限 土屋

情報活用のための文章作成を
学修する。

①基礎生物の課題「アミノ酸」を
理解し説明できる。
②課題で指定された入力・編
集
③表作成・罫線描画・図の貼り
付け編集ができる。
④印刷設定ができ，印刷ができ
る。
⑤ファイルの保存ができる。

Moodleに掲載され
た演習資料第8回を
みておくこと。

0.5時間

A-2-2）-②

第9回 5/17(火) 3時限 土屋

情報活用のための文章作成を
学修する。

①基礎物理の課題「力と運動」
を理解し、説明できる。
②課題通りの入力・編集ができ
る。
③表作成・罫線描画・図の貼り
付け・数式の編集ができる。
④印刷設定ができ印刷できる。
⑤ファイルの保存ができる。

Moodleに掲載され
た演習資料第9回を
みておくこと

0.5時間

A-2-2）-②



第10回 5/17(火) 4時限 土屋

情報活用のための文章作成を
学修する。

①基礎物理の課題「熱とエネル
ギー」を理解し説明できる。
②課題の指示通りの入力・編集
ができる。
③表作成・罫線描画・図の貼り
付け・編集ができる。
④印刷設定ができ印刷ができ
る。
⑤ファイルの保存ができる。

Moodleに掲載され
た演習資料第10回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第11回 5/24(火) 3時限 土屋

情報活用のための文章作成を
学修する。

①歯科理工学の課題「応力ひ
ずみ曲線」を理解し説明でき
る。
②課題の入力・編集ができる。
③画像の貼り付け編集・罫線描
画ができる。
④印刷設定ができ印刷できる。
⑤ファイルの保存ができる。

Moodleに掲載され
た演習資料第11回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第12回 5/24(火) 4時限 土屋

情報活用のための文章作成を
学修する。

①歯科理工学の課題「機械的
性質」を理解し説明できる。
②課題の入力・編集ができる。
③図形の貼り付け編集・罫線描
画ができる。
④印刷設定ができ印刷できる。
⑤ファイルの保存ができる。

Moodleに掲載され
た演習資料第12回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第13回 5/31(火) 3時限 土屋

情報活用のための文章作成を
学修する。

①歯科保存修復「コンポジット
レジン」に関して理解し説明で
きる。
②課題通り入力・編集・数式の
編集ができる。
③SmartArtを挿入しと編集がで
きる。
④印刷設定ができ印刷ができ
る。
⑤ファイルの保存ができる。

Moodleに掲載され
た演習資料第13回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第14回 5/31(火) 4時限 土屋

情報活用のための文章作成を
学修する。

①放射線学の課題「パノラマ
エックス線」を理解し説明でき
る。
②課題の入力・編集ができる。
③図形の貼り付け編集・罫線描
画ができる。
④印刷設定ができ印刷できる。
⑤ファイルの保存ができる。

Moodleに掲載され
た演習資料第14回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第15回 6/7(火) 3時限 土屋

情報活用のための文章作成を
学修する。
（Word授業の総まとめとして模
擬試験を実施）

Word2016を利用して，文章作
成や編集ができる。
①制限された時間で、文章の
入力ができる。
②画像や表や図形を挿入する
ことができる。
③指定された編集ができる。
④ファイルの保存ができる。
⑤印刷設定ができ、印刷ができ
る。

『30時間でマスター
Word 2016』　の授
業でやった範囲を
復習しておくこと

1時間

A-2-2）-②

第16回 6/7(火) 4時限 土屋

データ分析（表計算ソフトの基
本的操作の習得）を学修する。

①Excelの起動・終了・再起動
ができる。
②表計算ソフトの基本的操作
セル番地・数値・文字列入力，
ファイルの保存と呼び出し，
ヘッダーの設定ができる。
③ファイルの読み込み・保存が
できる。
④印刷プレビューを確認し印刷
できる。

『30時間でマスター
Excel2016』pp.4-21
Moodleに掲載され
た演習資料第16回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②



第17回 6/14(火) 3時限 土屋

データ分析（簡単なグラフの作
成・編集操作の習得）を学修す
る。

①関数を利用して表計算がで
きる。
②簡単なグラフ作成・編集・書
式設定ができる。
③ブック・シートを有効に活用
できる。
④ファイルの読み込み・保存が
できる。
④印刷設定し、印刷することが
できる。

『30時間でマスター
Excel2016』pp.22-
45
Moodleに掲載され
た演習資料第17回
をみておくこと。

0.5時間

A-2-2）-②

第18回 6/14(火) 4時限 土屋

データ分析（ワークシートの活
用と表作成・編集操作の習得）
を学修する。

①ワークシートの活用し,表の作
成・編集ができる。
②[sum][average][max][min]な
どの関数処理ができる。
③ファイルの読み込み・保存が
できる。
④印刷設定し、印刷することが
できる。

『30時間でマスター
Excel2016』pp.48-
72
Moodleに掲載され
た演習資料第18回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第19回 6/21(火) 3時限 土屋

データ分析（関数処理と円グラ
フ作成・編集操作の習得）を学
修する。

①関数処理の際、セル番地の
相対・絶対参照の使い分けが
できる。
②罫線の種類や太さを変え表
を作ることができる。
③円グラフの作成・編集・書式
設定ができる。
④ファイルの読み込み・保存が
できる。
⑤印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第19回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第20回 6/21(火) 4時限 土屋

成績のデータ分析（統計処理と
いろいろなグラフの作成）と成
績の推移グラフが作成方法を
を学修する。

①小テストの結果を解析し、平
均点・最高点・最低点・標準偏
差等を関数処理する。
②推移グラフを作成・編集でき
る。
③罫線の種類や太さや色を変
え表をつくる。
③ファイルの読み込み・保存が
できる。
⑤印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第20回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第21回 6/24(金) 4時限 土屋

成績のデータ分析（統計処理と
いろいろなグラフの作成）と成
績の推移グラフが作成方法を
を学習する。

①小テストの結果を解析し、平
均点・最高点・最低点・標準偏
差等を関数処理する。
②推移グラフを作成・編集でき
る。
③罫線の種類や太さや色を変
え表をつくる。
④ファイルの読み込み・保存が
できる。
④印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第21回
をみておくこと。

0.5時間

A-2-2）-②

第22回 6/28(火) 3時限 土屋

情報活用のための統計処理と
グラフ作成を学修する。
（Excel授業の総まとめとして模
擬試験を実施）

表計算（Excel）に関する模擬試
験
①合計・カウント・最高・最低等
の関数処理ができる。
②推移グラフを作成・編集でき
る。
③罫線の種類や太さを変えて
適切な表を作成できる。
④Ａ４に収まるよう印刷設定し
て、印刷できる。

『30時間でマスター
Excel2016』授業で
やった範囲を復習し
ておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第23回 6/28(火) 4時限 土屋

情報活用のための情報収集と
入手するためのシステムとサー
ビスを学修する。

朝日大学図書館のリンクの活
用
①蔵書検索
②マイライブラリ・新着案内・学
生選書等
③論文を探す（データベース検
索）
④電子資料
⑤朝日大学電子ジャーナル
利用し活用できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第23回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②



第24回 7/1(金) 4時限 土屋

情報活用のための文章作成と
統計処理とグラフ作成を学修す
る。
（Word-Excel授業の総まとめと
して模擬試験を実施）

文章作成(Word)と表計算
（Excel）に関する模擬試験をお
こなう。
①文章の入力と編集を時間内
におこなうことができる。
②データを基にして、統計処理
やデータ解析することができ
る。
③表やグラフを作成し編集がで
きる。
④文章や表やグラフを印刷して
提出することができる。

『30時間マスター
Word2016』と『30時
間でマスターExcel
2016』の授業で行っ
た範囲を復習してお
くこと

1時間

A-2-2）-②

第25回 7/5(火) 3時限 山本

歯科医療のWebサイトを製作す
るために、Webデザインの基礎
を学修する。

①HTMLの基本要素を理解で
きる。
②見出し・段落・強調・リストを
理解し編集できる。
③画像・ハイパーリンクの設定
ができる。
④ファイルの読み込み・保存が
できる。
⑤印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第27回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第26回 7/5(火) 4時限 山本

歯科医療のWebページを制作
するために，Webデザインの基
本を学習する。

①CSSの基本が理解できる。
②文字要素のCSSを理解し設
定できる。
③背景・ボックスモデルの設定
方法を理解し設定できる。
④ファイルの読み込み・保存が
できる。
⑤印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第28回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第27回 7/12(火) 3時限 亀水

情報活用のためのプレゼン
テーション作成ツールの利用を
学修する。

①Powet Point の基本操作を習
得する。
②スライドの追加・複製・削除、
写真の貼り付けができる。
③ファイルの保存・スライド資料
の印刷ができる。
④印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第29回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第28回 7/12(火) 4時限 亀水

歯科医学への情報活用のため
のプレゼンテーション資料の作
成・編集を学習する。

①Powet Point で歯科医学関
係のプレゼン資料・表の作成・
編集ができる。
②アニメーションや画面の切り
替え設定ができる。
③ファイルの保存・スライド資料
の印刷ができる。
④印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第30回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第29回 7/19(火) 3時限 土屋

歯科医学の情報活用のための
データ分析とグラフ作成・編集
を学修する。

①Excel を使用して「歯の咬合
力」に関するデータの性別・年
齢別・歯種別の解析ができる。
②３D・折れ線グラフの作成･編
集ができる。
③ファイルの読み込み・保存が
できる。
④印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第25回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②

第30回 7/19(火) 4時限 土屋

医学の情報活用のための統計
処理、データ解析、表とグラフ
作成・編集を学修する。

①Excel を使用して「身長・体
重・肥満」に関するデータの解
析ができる。
②散布図の作成・編集および
データ間の相関性の統計的解
析ができる。
③ファイルの読み込み・保存が
できる。
④印刷設定し、印刷することが
できる。

Moodleに掲載され
た演習資料第26回
をみておくこと

0.5時間

A-2-2）-②



BSD-1-04

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 4/13(水) 4時限 亀水

物理を理解するためのルール：
単位と次元を習得し、物理で使
用する各種関数を学習する。

1）国際単位系（ＳＩ単位系）の定
義と意義を理解できる。
2）基本単位と組立単位を理解
できる。
3）接頭語、次元を理解できる。
4）数量換算と有効数字を理解
できる。
5）簡単な三角関数、指数関数、
対数関数の計算ができる。

予習として教科書：
医療系のための物
理（p1～p6）を読ん
でおくこと

1時間

C-1-2）-①

第2回 4/14(木) 1時限 亀水

歯科材料における材料力学を
学習する。

1）荷重の種類を理解できる。
2）応力の定義を理解できる。
3）応力の計算ができる。
4）引張り、圧縮、せん断応力を
理解できる。
5）曲げモーメントとねじりモーメ
ントを理解できる。

予習としてテキス
ト：材料力学の基
本（p1～p4）を読ん
でおくこと

30分間

D-1-②

評 価 方 法 試験の成績100％、受験資格の評価方法 ⇨ 小テスト

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 小テストの解説、課題演習の解説

授 業 概 要

人体の動きから人体内部の生命現象にいたるまで、物質が関与する現象で、物理学の原理に従っている。医
療（歯科・医科）の現場では、診査・診断装置や治療用装置等を頻用しているが、これらも物理学の原理に従っ
て動いている。また、医療現場では歯科生体材料や器械・器具を使用しており、適切な医療を効率良く行うため
には、これらの器械・器具の特性（構造、仕組み、物理現象）ならびに歯科材料の特性（力学、材料強度学、物
理的性質）を理解しておかなければならない。さらに、医療行為により生体が受ける物理的刺激や生理的反応
も知っておかなければならない。歯科基礎物理学では、まず物理学の基本的事項を、自然現象から理解し、そ
の現象を言葉と数式で表現できるように学修し、問題演習を通じてより深く理解する。また、医療（歯科・医科）に
おける人体と物理学の関連性を理解するために、医療系に関連した物理法則を学修し、より理解するためにそ
れに関連した問題演習も行う。

到 達 目 標 医療に関係する物理現象や法則を理解し、問題演習が解ける。

教 育 手 法 講義（板書、スライド）、プリント、Moodleおよびクリッカーシステムによる問題演習

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。

12　歯科基礎物理学

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

山本靖男、亀水秀男

履修の条件・注意事項 特になし

学生の意見等からの気
づ き

前年度の授業評価アンケートの内容を参考にして授業を進めたい、授業評価アンケートにおいて好評であった
プリントの配付も、今後も活用していきたい

教 科 書 医療系のための物理（東京教学社）

参 考 書
基礎物理（東京教学社）、医療系の物理学（東京教学社）、スタンダード歯科理工学（学建書院）、歯科放射線
学（医歯薬出版）

オ フ ィ ス ア ワ ー 月曜日から金曜日の16時00分〜17時00分　物理学研究室　山本、亀水



第3回 4/20(水) 4時限 亀水

歯科材料おける材料力学を学
習する。

1）ひずみとポアソン比を理解で
きる。
2）応力ひずみ曲線を理解でき
る。
3）比例限と弾性限、弾性エネル
ギー、永久ひずみ、耐力を理解
できる。
4）靱性、脆性を理解できる。
5）延性、展性を理解できる。

予習としてテキス
ト：材料力学の基
本（p4～p8）を読ん
でおくこと

30分間

D-1-②

第4回 4/21(木) 1時限 亀水

歯科材料における材料力学を
学習する。

1）強さ（引張り強さ、圧縮強さ、
せん断強さ、曲げ強さ、衝撃強
さ）と測定法を理解できる。
2）強さの単位を理解できる。
3）許容応力と安全性を理解でき
る。
4）疲労限度、疲労寿命を理解
できる。
5) 耐摩耗性、破壊靱性を理解
できる。

予習としてテキス
ト：材料力学の基
本（p8～p13）を読
んでおくこと

30分間

D-1-②

第5回 4/27(水) 4時限 亀水

歯科材料における材料力学を
学習する。

1）硬さの種類と測定原理を理解
できる。
2）歯科材料の硬さの値を比較
できる。
3）粘弾性およびクリープと歯科
材料の関係を理解できる。
4）粘弾性体の挙動とモデルを
理解できる。
5）印象材の粘弾性（四要素モ
デル）を理解できる。

小テスト①のため、
テキスト（材料力学
の基本）を復習し、
また予習としてテキ
スト材料力学の基
本（p13～p15）を読
んでおくこと

2時間

D-1-②

第6回 4/28(木) 1時限 亀水

静力学を学習する。 1）力の三要素を理解する。
2）力のつり合い（2力、3力の場
合）を理解できる。
3）物体（身体）の重心を理解で
きる。
4）力のモーメントを理解できる。
5））摩擦力（静止摩擦力、動摩
擦力）を理解できる。

予習としてテキス
ト：力学と生体（p1
～p4）を読んでおく
こと
テキスト提出のた
め、材料力学のテ
キストを完成させて
おくこと

1時間

C-1-2）-①

第7回 5/11(水) 4時限 亀水

静力学を学習する。 1）等速直線運動、等加速度運
動を理解できる。
2）重力による鉛直方向の運動と
放物運動を理解できる。
3）運動方程式を理解し、方程式
をたてることができる。
4）運動量と運動量保存則を理
解できる。
5）ニュートンの運動法則を理解
できる。

予習としてテキス
ト：力学と生体（p5
～p10）を読んでお
くこと

30分間

C-1-2）-②

第8回 5/12(木) 1時限 山本

波動を学習する。 1）波の種類を理解できる。
2）波長、振動数、速さを理解で
きる。
3）正弦波を理解できる。
4）波の位相を理解できる。
5）波の独立性と重ね合せの原
理を理解できる。
6）波の干渉と定常波を理解でき
る。

予習としてテキス
ト：音と光と人体（p2
～p7）を読んでおく
こと

30分間

C-1-2）-②

第9回 5/12(木) 3時限 山本

音波を学習する。 1）波の伝わり方を理解できる。
2）波の反射・屈折・回折を理解
できる。
3)波の三要素と超音波を理解で
きる。
4)音の速さを理解できる。
5）うなり、気柱の共鳴、ドップ
ラー効果を理解できる。

予習としてテキス
ト：音と光と人体
（p10～p15）を読ん
でおくこと

30分間

C-1-2）-②



第10回 5/18(水) 4時限 亀水

動力学を学習する。 1）位置エネルギーと運動エネル
ギーを理解できる。
2）力学的エネルギー保存則が
理解できる。
3）人体の衝撃、車と壁の衝撃を
理解できる。
4）等速円運動を理解できる。
5）遠心分離器・歯科遠心鋳造
機の原理を理解できる。

予習としてテキス
ト：力学と生体（p10
～p15）を読んでお
くこと

30分間

C-1-2）-②

第11回 5/19(木) 1時限 山本

光学を学習する。 1）耳の構造と聴覚を理解でき
る。
2）音波の医科・歯科への利用を
理解できる。
3）光の進み方・反射と屈折を理
解できる。
4）レンズと顕微鏡を理解できる。
5）光学顕微鏡を理解できる。

予習としてテキス
ト：音と光と人体
（p16～p25）を読ん
でおくこと

30分間

C-1-2）-②

第12回 5/25(水) 4時限 亀水

生体力学を学習する。 1）人体の三種類のてこを理解で
きる。
2）アキレス腱、上腕二頭筋、頸
部の筋肉にかかる力が計算でき
る。
3）垂直跳びにかかる力とエネル
ギーを理解できる。
4）歩行と振り子運動を理解でき
る。
5）義足の種類を理解できる。

予習としてテキス
ト：力学と生体（p15
～p19）を読んでお
くこと

30分間

C-1-2）-①

第13回 5/26(木) 1時限 山本

光学を学習する。 1）光の回折と干渉を理解でき
る。
2）光の医療への利用を理解で
きる。
3）レーザーを理解できる。
4）パルスオキシメータを理解で
きる。
5）可視光線、紫外線、赤外線の
波長領域を理解できる。

予習としてテキス
ト：音と光と人体
(p26～p29）を読ん
でおくこと

30分間

C-1-2）-②

第14回 6/1(水) 4時限 亀水

生体力学を学習する。 1）医療機器と力学を理解でき
る。
2）牽引器の構造を理解できる。
3）力を測定できる機器を理解で
きる。
4）咬合力・舌圧測定装置を理解
できる。
5）歯科矯正と矯正力を理解でき
る。

予習としてテキス
ト：力学と生体（p20
～p22）を読んでお
くこと

30分間

C-1-2）-①

第15回 6/2(木) 1時限 山本

電磁気学を学習する。 1）電荷保存則を理解できる。
2）クーロンの法則を理解でき
る。
3）近接作用と電場の概念を理
解できる。
4）電場に関するガウスの法則を
理解できる。
5）電場のする仕事と電位の関
係を理解できる。
6）静電誘導と誘電分極の違い
を理解できる。

小テスト②のため、
テキスト（音と光と
人体）を復習し、ま
た予習としてテキス
ト：電気と磁気（p2
～p10）を読んでお
くこと

2時間

C-1-2）-③

第16回 6/8(水) 4時限 亀水

流体静力学を学習する。 1）大気圧と静水圧を理解でき
る。
2）弾性薄膜（心室膜、膀胱等）
とラプラスの法則を理解できる。
（肺サーファクタントを理解でき
る。）
3）表面張力と歯科生体材料との
関係を理解できる。
4）ぬれと接触角および親水性、
撥水性を理解できる。
5）医療における陰圧の利用（注
射器とアンプル、採血）を理解で
きる。

小テスト③のためテ
キスト（力学と人体）
を復習し、また、予
習としてテキスト：
流体と生体（p1～
p5）を読んでおくこ
と

2時間

C-1-2）-①



第17回 6/9(木) 1時限 山本

電磁気学を学習する。 1）静電気力と電荷を理解でき
る。
2）クーロンの法則を理解でき
る。
3）静電場を理解できる。
4）ガウスの定理を理解できる。
5)電位を理解できる。
6）コンデンサーの電気容量を理
解できる。

予習としてテキス
ト：電気と磁気（p2
～p10）を読んでお
くこと

30分間

C-1-2）-③

第18回 6/15(水) 4時限 亀水

流体動力学を学習する。 1）連続の式、ベルヌーイの定理
を理解できる。
2）血管内腔狭窄によるキャビ
テーション現象を理解できる。
3）細管（医療用のチューブ（カ
テーテルなど）を流れる流体の
性質を理解できる。
4）ハーゲン－ポアズイユの法則
を理解できる。（抵抗血管の意
味を理解できる。）
5）駆動エネルギーを理解でき
る。

予習としてテキス
ト：流体と生体（p5
～p11）を読んでお
くこと

30分間

C-1-2）-①

第19回 6/16(木) 1時限 山本

電磁気学を学習する。 1）電流とオームの法則を理解で
きる。
2)抵抗率と電位降下を理解でき
る。
3）直流回路とキルヒホッフの法
則を理解できる。
4）電流のする仕事をジュール熱
を理解できる。
5）感電ショックを理解できる。

予習としてテキス
ト：電気と磁気（p11
～p17）を読んでお
くこと

30分間

C-1-2）-③

第20回 6/16(木) 3時限 山本

電磁気学を学習する。 1）磁気力に関するクーロンの法
則を理解できる。
2）磁場と磁力線を理解できる。
3）電流がつくる磁場と電流が磁
場から受ける力を理解できる。
4)磁場中を動く荷電粒子が受け
る力を理解する。
5)電磁誘導・誘起起電力を理解
できる。

予習としてテキス
ト：電気と磁気（p18
～p27）を読んでお
くこと

30分間

C-1-2）-③

第21回 6/22(水) 4時限 亀水

生体の流体力学を学習する。 1）心臓と血液の流れを理解でき
る。
2）血圧の変化と血圧測定法を
理解できる。
3）医療現場での酸素吸入、コン
プレッサーを理解できる。
4）在宅用酸素濃縮装置、携帯
用酸素ボンベを理解できる。
5）医療現場で液体を流す輸
液、点滴装置を理解できる。

予習としてテキス
ト：流体と生体（p11
～p22）を読んでお
くこと

30分間

C-1-2）-①

第22回 6/23(木) 1時限 山本

電磁気学を学習する。 1）交流の発生を理解できる。
2）瞬時値・実効値・最大値を理
解できる。
3）電磁波の発生する原理を理
解できる。
4）心電計、心臓ペースメー
カー、電磁流量計の仕組みを理
解できる。

予習としてテキス
ト：電気と磁気（p28
～p31）を読んでお
くこと

30分間

C-1-2）-③

第23回 6/29(水) 4時限 亀水

熱力学を学習する。 1）熱（熱運動、熱平衡）と温度を
理解できる。
2）物質の三態、温度の表記を
理解できる。
3）熱と仕事（当量）を理解でき
る。
4）比熱、熱容量を理解できる。
5）歯科材料の熱的性質（線膨
張、体積膨張、比熱、熱伝導
率）を理解できる。

小テスト④ため、テ
キスト（流体と人体）
を復習し、また予習
としてテキスト：熱と
生体（p1～p5）を読
んでおくこと

2時間

C-1-1）-③



第24回 6/30(木) 1時限 山本

原子と放射線を学習する。 1）電子の比電荷の測定を理解
できる。
2）電子の電荷と質量を理解でき
る。
3）光電効果の特徴が理解でき
る。
4）光の粒子性を理解できる。
5）X線の回折やスペクトラムを理
解できる。

小テスト⑤のため、
テキスト（電磁と磁
気と人体）を復習
し、また予習として
テキスト：原子と放
射線（p2～p6）を読
んでおくこと

2時間

E-1-2）-①

第25回 7/6(水) 4時限 亀水

熱力学を学習する。 1）気体の法則を理解できる。
（ボイル、シャルル、ボイル-シャ
ルルの法則）
2）理想気体の状態方程式とファ
ン・デル・ワールスの状態方程
式を理解できる。
3）p-Vグラフと状態変化を理解
できる。
4）気体分子運動論を理解でき
る。
5）ボルツマン定数と運動エネル
ギーを理解できる。

予習としてテキス
ト：熱と生体（p5～
p10）を読んでおく
こと

30分間

C-1-1）-③

第26回 7/7(木) 1時限 山本

原子と放射線を学習する。 1）原子核の構造と原子の模型
を理解できる。
2）水素原子のスペクトルを理解
できる。
3）ボーアの理論を理解できる。
4）放射線と放射能を理解でき
る。
5）陽子と中性子の発見につい
て理解できる

予習としてテキス
ト：原子と放射線
（p7～p13）を読ん
でおくこと

30分間

E-1-2）-①

第27回 7/13(水) 4時限 亀水

熱力学を学習する。 1）熱力学の第１法則を理解でき
る。
2）気体の比熱を理解できる。
3）マイヤーの関係式と比熱比を
理解できる。
4）熱機関と効率、熱機関のサイ
クルとp-Vグラフを理解できる。
5）熱力学の第2、第3法則を理
解できる。

予習としてテキス
ト：熱力学(p11～
p16）を読んでおく
こと

30分間

C-1-1）-③

第28回 7/14(木) 1時限 山本

原子と放射線を学習する。 1）原子核の崩壊と原子核反応
を理解できる。
2）質量欠損と核エネルギーを理
解できる。
3）X線CTを理解できる。
4）ＭＲＩ（核磁気共鳴）、ＰＥＴ（ポ
ジトロンＣＴ）を理解できる。

予習としてテキス
ト：原子と放射線
（p14～p21）を読ん
でおくこと

30分間

E-1-2）-⑤

第29回 7/20(水) 4時限 亀水

生体熱力学を学習する。 1）体温と温度調整を理解でき
る。
2）体内の発生熱と放熱を理解
できる。
3）生理的体温調節を理解でき
る。
4）物理的放熱機構（熱伝導、放
射）を理解できる。
5）熱放射量とニュートンの冷却
則を理解できる。

予習としてテキス
ト：熱力学(p17～
p20）を読んでおく
こと

30分間

E-1-2）-①

第30回 7/21(木) 1時限 亀水

生体熱力学を学習する。 1）深部体温と体温の測定箇所と
値を理解できる。
2）平衡温を理解できる。
3）水銀体温計、電子体温計の
原理と構造を理解できる。
4）耳式体温計の原理を理解で
きる。
5）サーモグラフィーに原理と用
途を理解できる。

小テスト⑥のため、
テキスト（熱力学と
人体）を復習し予
習としてテキスト：
熱力学(p21～p22）
を読んでおくこと

2時間

D-1-③



BSD-1-05

回数 実施日 時限 担当者 学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 4/12(火) 1時限 川木

物質の分類と構成要素を理解
する。
物質の三態と状態変化を理解
する。
物理変化と化学変化の違いを
理解する。

物質の分類の定義を理解し、身
の回りの物質を分類できる。
物質の状態変化と関連する用
語を説明できる。
物理変化と化学変化について、
例を挙げて説明できる。

教科書の該当箇所
を読んで予習して
おくこと。
A: p1-5, 24-30
B: p18-23

1

C-1-1）-①

第2回 4/13(水) 3時限 川木

原子の構造と電子配置を理解
する。

原子を構成する成分を挙げ、原
子の構造をその電子配置も含
め説明できる。

教科書の該当箇所
を読んで予習して
おくこと。
A: p40-46
B: p28-33

1

C-1-1）-①

評 価 方 法
定期試験の成績 50％、平常の成績50％
平常点の評価方法： 授業の参加態度および小テスト（4回）と演習への参加態度

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法
e-ラーニング教材、グループ学習、ディスカッションにて理解度をチェックし、練習問題の解答と解説を行う。解
答解説はムードルにも掲示する。e-ラーニング教材では解説が表示されるように設定する。

授 業 概 要

歯科医師は,歯科医療の現場で、医薬品や歯科材料など実に多くの化学物質を用いている。そして治療の対
象であるヒトもまた、有機物をはじめとした多種多様な化学物質の集合体である。『化学』はまさにその「物質」の
性質、構造および変化（反応、機能）をあつかう学問であり、歯科医学にとって極めて重要な基礎科目の1つと
いえる。そこで本講義では、高校の化学を十分に習得しているとはいえない現状を踏まえ、高校の化学を絶え
ず参照しながら、歯学専門課程に進むために十分な「化学的基礎知識」と「思考法」の習得を目指す。具体的
には、前半で原子の構造と電子配置、元素の周期律、化学結合、酸－塩基反応などを無機物質を中心に学習
する。後半では、有機化学の基礎的概念、有機化合物の構造、性質、反応などについての初歩的な事項を学
ぶ。

到 達 目 標

①原子と生体を構成する元素および物質を説明できる。
②歯科材料として利用されている物質を構成する元素とその性質を説明できる。
③身の回りの物質を構成する元素を説明でき、環境問題について考察できる。
④化学結合を理解し生体構成分子に関する化学的性質を説明できる。
⑤酸とう蝕の関係など、化学で学ぶ基本事項と歯科医学との関連を理解する。
⑥生体の構成成分の種類と構造を学ぶために必要な有機化合物の基礎知識を習得する。

教 育 手 法 講義，グループワーク，ディスカッション，e-ラーニング

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のため
に生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

13　歯科基礎化学

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

川木晴美，神谷真子，上野恭平

履修の条件・注意事項 高等学校で学ぶ化学の内容を中心に講義を進めるので、復習しておくこと。

学生の意見等からの気
づ き

前年度の授業評価アンケートの内容を参考に、講義資料等を改訂し授業を進める。

教 科 書 ティンバーレイク教養の化学（A)，サイエンスビュー化学総合資料（B)

参 考 書
『スタンダード歯科理工学第7版』中嶌　裕他編（（学建書院）、 『スタンダード衛生・公衆衛生第15版』安井利一
他編（学建書院）、『スタンダード生化学・口腔生化学第3版』池尾　隆他編（学建書院）

オ フ ィ ス ア ワ ー
毎週　月曜日～金曜日　16時30分～17時30分
川木，上野：口腔生化学分野研究室（1号館4階）　　神谷：神谷教授室（3号館2階）



第3回 4/19(火) 1時限 川木

周期表と電子配置の関係、元素
の周期率を理解する。

元素の周期律を具体例を含め
説明できる。
周期表から原子の電子配置を
説明できる。

教科書の該当箇所
を読んで予習して
おくこと。
A: p54-66
B: p34-37

1

C-1-1）-①

第5回 4/26(火) 1時限 川木

典型元素を理解する。 1，2族、18族および17族の重要
な元素を列挙できる。
上記の4種類の族に関する重要
事項および、これらの族の構成
元素が含まれる、身の回りの重
要な単体や化合物を利用例を
含め説明できる。

教科書の該当箇所
を読んで予習して
おくこと。
A: p54-88
B: p144-151, 168-
175

1

C-1-1）-①

第7回 4/28(木) 3時限
川木
上野

グループ演習①
グループ学習およびe-ラーニン
グ

第1回～第6回の講義内容をグ
ループ学習による演習を通じて
理解する。

2

C-1-1）-①

第8回 5/10(火) 1時限
川木
神谷
上野

演習・小テスト① 第1回～第7回の講義内容の理
解度を確認する。

2

C-1-1）-①

第9回 5/11(水) 3時限 川木

化学で頻出の量を表す単位を
理解する。
物質量と化学反応式を理解す
る。

化学でよく使われる単位を必要
に応じて使い分けることができ
る。
単位の換算ができる。
化学反応式を書き、物質量との
関係を説明できる。

教科書の該当箇所
を読んで予習して
おくこと。
A: p8-23, 30-37,
101-104, 117-119
B: p144-151, 168-
175

1

B-2-4）-①

第10回 5/17(火) 1時限 川木

種々の化学結合と結晶を理解
する。
分子の極性および分子間に働く
力について理解する。

イオン結合とイオン結晶を例を
挙げて説明できる。
共有結合と共有結合からなる結
晶を例を挙げて説明できる。
金属結合と金属結晶の性質に
いて説明できる。歯科材料に応
用される金属や合金の性質を概
説できる。
分子間力からなる、または分子
間力を含む結晶を、例を挙げて
説明できる。
配位結合、水素結合、キレート
結合を例を挙げて説明できる。

教科書の該当箇所
を読んで予習して
おくこと。
B: p40-55

1

C-1-1）-①

第11回 5/18(水) 3時限 川木

酸と塩基の概念を理解する。
酸塩基平衡と水素イオン濃度の
概念を理解する。
中和反応を理解する。

酸および塩基とは何かを説明で
きる。
中和について説明できる。
代表的な酸、塩基、および塩を
列挙できる。
酸化反応と還元反応を説明でき
る。

1

C-1-1）-①
C-1-1）-②

16，15，14，13族および12族の
重要な元素を列挙できる。
上記の5種類の族に関する重要
事項および、これらの族の構成
元素が含まれる、身の回りの重
要な単体や化合物を利用例を
含め説明できる。

教科書の該当箇所
を読んで予習して
おくこと。
A: p54-88
B: p154-163, 176-
181

1

C-1-1）-②
B-2-4）-①

第6回 4/27(水) 3時限 川木

典型元素を理解する。

分子を構成する代表的な元素
やイオンとなる代表的な元素を
挙げることができる。
基本的な分子やイオンを列挙で
きる。

オクテット則、イオンと分子につ
いて理解する。

川木第4回 4/20(水) 3時限
C-1-1）-①
C-1-1）-②

1教科書の該当箇所
を読んで予習して
おくこと。
A: p72-81, 101-
115, 117-127,
183-197
B: p38-39, 42



第14回 5/31(火) 1時限
川木
上野

グループ演習②
グループ学習およびe-ラーニン
グ

第8回～第13回の講義内容をグ
ループ学習による演習を通じて
理解する。

2

第15回 6/1(水) 3時限
川木
神谷
上野

演習・小テスト② 第8回～第14回の講義内容の
理解度を確認する。

2

第19回 6/14(火) 1時限 川木

アルコールの構造と化合物名を
理解する。
アルコールを例に官能基の構
造と化学的性質を理解し、生体
の構成成分に含まれる官能基を
理解する。

アルコールの構造を説明でき、
官能基の数や位置で分類でき
る。
重要な官能基の構造と化学的
性質を説明できる。

教科書の該当箇所
を読んで予習して
おくこと。
A: p108-109
B: p226-227

1

C-1-1）-①

環式炭化水素を芳香族を含め、
例を挙げて説明できる。
環式化合物の構造上の特徴を
例を挙げて説明できる。

教科書の該当箇所
を読んで予習して
おくこと。
B: p221, 240-243

1

C-1-1）-①
C-1-1）-②

第18回 6/9(木) 3時限 川木

環式炭化水素および芳香族炭
化水素の構造と化合物名を理
解する。

第17回 6/8(水) 3時限 川木

不飽和炭化水素の構造式と化
合物名、性質、反応を理解す
る。

鎖式不飽和炭化水素を例を挙
げて説明できる。

教科書の該当箇所
を読んで予習して
おくこと。
B: p222-223

1

C-1-1）-①
C-1-1）-②

有機化合物の定義を説明でき
る。
鎖式飽和炭化水素を例を挙げ
て説明できる。
構造異性体とはどのようなもの
かを例を挙げて説明できる。

教科書の該当箇所
を読んで予習して
おくこと。
A: p81-87
B: p216-218, 220-
221

1

C-1-1）-①
C-1-1）-②

第16回 川木1時限6/7(火)

有機化合物の基礎と、飽和炭化
水素の構造式と化合物名、性
質、反応を理解する。
構造異性体を理解する。

C-1-1）-①
D-1-②

C-1-1）-②
B-2-4）-①

第13回 5/25(水) 3時限 川木

気体の性質を理解する。
水溶液の性質を理解する。
コロイドの性質を理解する。

気体の性質を概説できる。
水溶液に関する用語と、水と比
べたときの水溶液の性質につい
て説明できる。
コロイドについて説明でき、身の
回りの物質を具体例として列挙
できる。
歯科材料に応用されているコロ
イドの例を説明できる。

教科書の該当箇所
を読んで予習して
おくこと。
A: p148-182
B: p102-117

1

C-1-1）-①
D-1-②

酸化と還元の定義を説明でき
る。
遷移元素の中で特に歯科材料
に応用される金属とその性質を
説明できる。

教科書の該当箇所
を読んで予習して
おくこと。
A: p223-225
B: p84-85, 92-93,
182-193

1

第12回 5/24(火) 1時限 川木 電池の原理を理解する。
電気分解の原理を理解する。

電池の原理を金属のイオン化傾
向をもとに説明できる。
電気分解の原理と歯科での応
用例を概説できる。

教科書の該当箇所
を読んで予習して
おくこと。
B: p94, 124

1

酸化・還元反応を理解する。
金属のイオン化傾向に関連した
現象を理解する。
無機化合物の歯科材料への応
用を理解する。



第20回 6/15(水) 3時限
神谷
川木
上野

グループ演習③
ＩＵＰＡＣ命名法

第16回～第19回の講義内容を
グループ学習による演習を通じ
て理解する。

2

C-1-1）-②

第21回 6/21(火) 1時限
川木
神谷
上野

演習・小テスト③ 第16回～第20回の講義内容の
理解度を確認する。

2

第25回 7/5(火) 1時限
川木
上野

グループ演習④ 第22回～第24回の講義内容を
グループ学習による演習を通じ
て理解する。

2

電気分解の原理の歯科での応
用例を説明できる。
地球環境の変化や人体に影響
する物質を例を挙げて説明でき
る。浄水操作の原理を説明でき
る。

教科書の該当箇所
を読んで予習して
おくこと。
B: p304

1

C-1-1）-②
B-2-4）-①

第27回 7/12(火) 1時限 川木

電池の原理を復習し、電気分解
について理解する。
環境に関わる物質とヒトの健康
への影響を理解する。

第26回 7/6(水) 3時限 川木

医療に応用されている、化学で
学んだ原理を理解する。

医療に応用されている物質を列
挙して説明できる。

教科書の該当箇所
を読んで予習して
おくこと。
A: p112, 231-237
B: p226-227

1

C-1-1）-①
C-1-1）-②

D-1-②

第24回 6/29(水) 3時限 神谷

脂肪酸と油脂を理解する。
油脂のけん化を理解する。

ヒトで重要な脂肪酸を挙げ、そ
の性質を概説できる。
ヒトで重要な脂肪酸を、不飽和
度で分類できる。
油性の構造と構成成分を説明
できる。
セッケンの性質を概説できる。
ミセルの形成について概説でき
る。

教科書の該当箇所
を読んで予習して
おくこと。
B: p232-235

1

C-1-1）-①
C-1-1）-②

カルボン酸の構造を説明でき、
官能基の数で分類できる。
身近なカルボン酸を挙げること
ができる。
アルコールとカルボン酸の脱水
縮合により生じるエステルを例を
挙げて説明できる。
エステル結合の構造を説明でき
る。

教科書の該当箇所
を読んで予習して
おくこと。
A: p111
B: p230-231

1

C-1-1）-①
C-1-1）-②

第23回 6/28(火) 1時限 川木

カルボン酸とエステル結合を理
解する。

アルコールの級と、酸化によっ
て生じる化合物群を例を挙げて
説明できる。
アルコールの分子内脱水により
生じる化合物を例を挙げて説明
できる。
2分子のアルコールの脱水縮合
により生じるエーテルを例を挙
げて説明できる。
エーテル結合の構造を説明でき
る。

教科書の該当箇所
を読んで予習して
おくこと。
A: p110-111
B: p227-229

1

C-1-1）-①
C-1-1）-②

第22回 6/22(水) 3時限 川木

アルコールの酸化によって生じ
る化合物群を理解する。
アルコールの脱水反応を理解
する。



第28回 7/13(水) 3時限
川木
上野

グループ演習⑤ 第22回～第27回の講義内容を
グループ学習による演習を通じ
て理解する。

2

第29回 7/19(火) 1時限
川木
神谷
上野

演習・小テスト④ 第22～28回の講義内容の理解
度を確認する。

2

第30回 7/20(水) 3時限 川木

化学講義のまとめ



BSD-1-06

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

生物を無生物と区別する特徴に
ついて説明できる。

原核細胞と真核細胞の違いに
ついて説明できる。

生物の大まかな分類について
説明できる。

生命の誕生に関する仮説につ
いて説明できる。

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の１章「生物学
の基礎」p1〜10と
『三訂版  視覚でと
らえるフォトサイエ
ンス  生物図録』の
該当箇所を読んで
おくこと。事後に
チェックリスト項目
を自分でまとめるこ
と。

1時間

C-2-3）-①
C-4-1）-①

第1回 4/12(火) 2時限 村上

生物を無生物と区別する特徴、
真核細胞と原核細胞の違いなど
について理解する。

評 価 方 法
定期試験の結果（素点）により評価する。
なお、小テスト等は定期試験の受験資格要件に用いる。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 課題、小テストに対する解説を提出後の授業時間に行う。

授 業 概 要

地球上に存在する生命体、いわゆる“生き物”は動・植物、微生物などを含み、その種類は無限であると言って
も過言ではなく、これらの生命体が織りなす生命現象は全て生物学の研究対象である。一方、医学、歯科医学
における研究対象は、もっぱらヒトおよびヒトに関連の深い生物に絞られる。人体の構造と機能を効率的に学ぶ
ために解剖学、生理学、生化学、病理学、免疫学等の専門分野が確立されているが、それらの知見は生物学
から得られた知識を発展、深化させたものである。従って歯科医学を志す者にとって、生物学の基礎知識を習
得することは各専門分野を学習するうえで不可欠の出発点である。本講義では生命の基本単位である細胞の
構造と機能および、それらを支える遺伝子から説き起こし、次いで細胞の集合体である組織・器官の働きについ
て解説する。さらに、これらの知識に立脚し、ヒトが環境変化にいかに対応するのかを血液を含む体液、ホルモ
ンおよび自律神経を中心として概説する。また有害な外来因子に対する積極的な防御反応である免疫の基礎
についても言及する。このように本講義は高校時代に学習した知識を確認、発展させるのみならず、歯科医学
の中心をなす疾病論を学ぶために不可欠な基礎的知識の習得を目的としたものである。

到 達 目 標

①生命の基本単位である細胞の構造と機能について理解し、説明できる。
②生命を支える遺伝子について理解し、説明できる。
③細胞の集合体である組織・器官の働きについて理解し、説明できる。
④血液を含む体液、ホルモンおよび自律神経について理解し、説明できる。
⑤有害な外来因子に対する積極的な防御反応である免疫の基礎を理解し、説明できる。

教 育 手 法 講義

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。

14　歯科基礎生物学

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

村上　幸孝、佐藤　和彦

履修の条件・注意事項 特になし。

学生の意見等からの気
づ き

前年度の授業評価アンケートの内容を参考にして授業を進めたい。

教 科 書
『医療・看護系のための生物学』田村隆明 著（裳華房）
『三訂版  視覚でとらえるフォトサイエンス  生物図録』鈴木孝仁 監修（数研出版）

参 考 書
『illustrated  基礎生命科学  第３版』竹島　浩 編集、竹島　浩、柿澤　昌 共著（京都廣川書店）
『からだの構造と機能』A. シェフラー、S. シュミット 共著、三木明徳、井上貴央 監訳（西村書店）

オ フ ィ ス ア ワ ー
村上：月～金曜日　16時30分～18時00分 　村上教授室（３号館２階）
佐藤：月曜日  16時30分～18時00分、土曜日  9時00分～13時00分　解剖学研究室（１号館１階）



真核細胞の基本構造について
説明できる。

細胞膜の基本構造と選択的透
過性について説明できる。

膜貫通型タンパク質（チャネル、
ポンプ、受容体）の役割を説明
できる。

エンドサイトーシス、エクソサイ
トーシスについて説明できる。

細胞小器官（核、小胞体、ゴル
ジ体、リソソーム、ミトコンドリア）
の役割について説明できる。

リボソーム、中心体の役割につ
いて説明できる。

細胞骨格の種類と役割につい
て説明できる。

細胞の運動におけるモータータ
ンパク質の役割について説明で
きる。

細胞周期について理解し、それ
ぞれのステージで起こる変化に
ついて説明することができる。

細胞周期の制御とサイクリンの
役割について説明することがで
きる。

体細胞分裂と減数分裂の違い
を理解し、それぞれが起こる過
程について説明することができ
る。

卵と精子の形成過程について
説明できる。

小テスト実施

生命を維持するうえでの水の役
割について説明できる。

人体を構成する元素とその役割
について説明できる。

糖の基本構造を説明することが
できる。

代表的な単糖類、二糖類、多糖
類の名称を挙げることができる。

脂質の種類と機能について説
明することができる。

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の３章「生物を
構成する物質」p22
〜29と『三訂版  視
覚でとらえるフォト
サイエンス  生物図
録』の該当箇所を
読んでおくこと。事
後にチェックリスト
項目を自分でまと
めること。

1時間

C-1-1）-①
C-2-1）-②
C-2-1）-③

第6回 4/26(火) 2時限 村上

人体を構成する元素、糖質、脂
質について理解する。

第4回 4/19(火) 2時限 佐藤

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の７章「細胞の
増殖と死」p68〜70
と『三訂版  視覚で
とらえるフォトサイ
エンス  生物図録』
の該当箇所を読ん
でおくこと。事後に
チェックリスト項目
を自分でまとめるこ
と。

第5回 4/20(水) 1時限 佐藤

細胞周期の制御と配偶子の形
成、細胞死について理解する。

1時間

C-2-3）-③

細胞周期と細胞分裂について
理解する。

アポトーシスとネクローシスの違
いについて説明できる。

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の７章「細胞の
増殖と死」p70〜75
と『三訂版  視覚で
とらえるフォトサイ
エンス  生物図録』
の該当箇所を読ん
でおくこと。事後に
チェックリスト項目
を自分でまとめるこ
と。

1時間

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の２章「細胞」
p15〜21と『三訂版
視覚でとらえるフォ
トサイエンス  生物
図録』の該当箇所
を読んでおくこと。
事後にチェックリス
ト項目を自分でまと
めること。

1時間

C-2-3）-①第3回 4/14(木) 3時限 佐藤

細胞小器官、細胞骨格、モー
タータンパク質の種類と働きに
ついて理解する。

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の２章「細胞」
p11〜15と『三訂版
視覚でとらえるフォ
トサイエンス  生物
図録』の該当箇所
を読んでおくこと。
事後にチェックリス
ト項目を自分でまと
めること。

1時間

C-2-3）-①
C-2-3）-②

第2回 4/13(水) 1時限 佐藤

真核細胞の基本構造、細胞膜
の構造と働きについて理解す
る。

C-2-3）-③
C-2-3）-④
C-5-2）-③



親水性アミノ酸と疎水性アミノ酸
の名称を挙げ、その性質につい
て説明することができる。

タンパク質の高次構造について
説明することができる。

ヌクレオチドを構成する要素に
ついて説明することができる。

ＡＴＰの構造と役割について説
明することができる。

ＤＮＡとＲＮＡの構造、およびそ
れぞれを構成する塩基の相補
的関係について説明することが
できる。

三大栄養素とそれぞれを分解
する消化液について説明するこ
とができる。

異化と同化に伴うエネルギーの
流れについて説明することがで
きる。

酵素の性質と種類について説
明することができる。

酵素活性を調節する仕組みとそ
の種類について説明することが
できる。

補酵素とビタミンについて説明
することができる。

ビタミンの種類と、関連する欠乏
症について説明することができ
る。

糖質の代謝経路の概要につい
て説明することができる。

糖新生とグリコーゲン代謝につ
いて説明することができる。

ペントースリン酸回路について
説明することができる。

脂肪酸を分解する経路（β酸
化）について説明することでき
る。

ヌクレオチド代謝について説明
することができる。

尿素回路（オルニチン回路）に
ついて説明することができる。

メンデルの法則（優性・分離・独
立の法則）について説明でき
る。

伴性遺伝、致死遺伝について
説明できる。

ヒトにおける染色体の構成と性
決定様式について説明できる。

染色体の構造とテロメアの役割
について説明できる。

 クロマチン・ヒストン・ヌクレオ
ソームについて説明できる。

第10回 5/17(火) 2時限 村上

脂質、核酸、窒素の代謝につい
て理解する。

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の４章「栄養と
代謝」p42〜45と
『三訂版  視覚でと
らえるフォトサイエ
ンス  生物図録』の
該当箇所を読んで
おくこと。事後に
チェックリスト項目
を自分でまとめるこ
と。

1時間

C-2-1）-③
C-2-1）-④

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の４章「栄養と
代謝」p39〜42と
『三訂版  視覚でと
らえるフォトサイエ
ンス  生物図録』の
該当箇所を読んで
おくこと。事後に
チェックリスト項目
を自分でまとめるこ
と。

1時間

C-2-1）-②第9回 5/11(水) 1時限 村上

糖質の代謝について理解する。

第8回 5/10(火) 2時限 村上

代謝の概要と酵素、補酵素につ
いて理解する。

1時間

C-2-1）-①
C-2-2）-①

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の４章「栄養と
代謝」p34〜39と
『三訂版  視覚でと
らえるフォトサイエ
ンス  生物図録』の
該当箇所を読んで
おくこと。事後に
チェックリスト項目
を自分でまとめるこ
と。

1時間

C-3-4)-(7)-①
C-2-1）-④
C-2-1）-⑤

E-2-4）-(10)-⑨

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の３章「生物を
構成する物質」p29
〜33と『三訂版  視
覚でとらえるフォト
サイエンス  生物図
録』の該当箇所を
読んでおくこと。事
後にチェックリスト
項目を自分でまと
めること。

第7回 4/27(水) 1時限 村上

人体を構成するタンパク質と核
酸について理解する。

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の５章「遺伝と
ＤＮＡ」p46〜53と
『三訂版  視覚でと
らえるフォトサイエ
ンス  生物図録』の
該当箇所を読んで
おくこと。事後に
チェックリスト項目
を自分でまとめるこ
と。

第11回 5/18(水) 1時限 村上

遺伝現象と染色体について理
解する。

1時間

C-2-2）-①
C-2-2）-③



ＤＮＡの複製過程と、それに関
係する酵素の役割を説明するこ
とができる。

ＰＣＲ法の概要について説明す
ることができる。

突然変異の種類と翻訳への影
響について説明することができ
る。

セントラルドグマの流れについ
て説明することができる。

転写の過程について説明し、Ｒ
ＮＡの種類と役割の違いについ
て説明することができる。

真核生物における転写調節の
仕組みについて説明できる。

ＲＮＡのスプライシングの概要
と、選択的スプライシングの意義
について説明することができる。

遺伝情報をもとにタンパク質を
合成する過程について説明す
ることができる。

コドンとアンチコドンについて説
明することができる。

小テスト実施

内胚葉、中胚葉、外胚葉からつ
くられる組織と器官を列挙するこ
とができる。

内胚葉、中胚葉、外胚葉からつ
くられる組織と器官を列挙するこ
とができる。

分化能と存在部位に基づいて
幹細胞を分類できる。

胚性幹細胞（ＥＳ細胞）と人工多
能性幹細胞（iＰＳ細胞）につい
て説明できる。

血液の成分と役割について説
明できる。

血漿と血清の違いについて説
明できる。

血液中に含まれる主要なタンパ
ク質を列挙することができる。

赤血球の特徴と役割について
説明することができる。

白血球の種類と特徴、役割につ
いて説明することができる。

第12回 5/19(木) 3時限 村上

ＤＮＡの複製過程と突然変異に
ついて理解する。

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の５章「遺伝と
ＤＮＡ」p53〜59と
『三訂版  視覚でと
らえるフォトサイエ
ンス  生物図録』の
該当箇所を読んで
おくこと。事後に
チェックリスト項目
を自分でまとめるこ
と。

1時間

C-2-2）-②
C-2-2）-⑤

第14回 5/25(水) 村上1時限

ＲＮＡのスプライシングと遺伝子
の翻訳について理解する。

第13回 5/24(火) 2時限 村上

セントラルドグマと遺伝子の転写
について理解する。

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の６章「遺伝情
報の発現」p60〜64
と『三訂版  視覚で
とらえるフォトサイ
エンス  生物図録』
の該当箇所を読ん
でおくこと。事後に
チェックリスト項目
を自分でまとめるこ
と。

1時間

C-2-2）-③

第16回 6/1(水) 1時限

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の９章「動物の
組織」p90〜91と
『三訂版  視覚でと
らえるフォトサイエ
ンス  生物図録』の
該当箇所を読んで
おくこと。事後に
チェックリスト項目
を自分でまとめるこ
と。

血液の組成と血球の役割につ
いて理解する。

1時間

C-3-4)-(4)-④

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の８章「生殖、
発生、分化」p79〜
84と『三訂版  視覚
でとらえるフォトサ
イエンス  生物図
録』の該当箇所を
読んでおくこと。事
後にチェックリスト
項目を自分でまと
めること。

第15回 5/31(火) 2時限 佐藤

組織・器官の発生と分化につい
て理解する。

1時間

C-3-2）-①
C-5-3）-①

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の６章「遺伝情
報の発現」p64〜67
と『三訂版  視覚で
とらえるフォトサイ
エンス  生物図録』
の該当箇所を読ん
でおくこと。事後に
チェックリスト項目
を自分でまとめるこ
と。

1時間

C-2-2）-③



ＡＢＯ式血液型と、輸血可能な
血液の組み合わせについて説
明できる。

血液細胞の分化について説明
できる。

血液凝固の仕組みについて説
明できる。

ヒトの組織を４種類に分けること
ができる。

上皮組織の組織学的特徴を理
解し、その役割について説明す
ることができる。

結合組織に分類される組織を列
挙し、その組織学的特徴を説明
することができる。

筋組織を３種類に分類し、その
存在場所と運動の特徴（随意筋
または不随意筋） について説明
することができる。

骨格筋の構造と収縮機構につ
いて説明することができる。

ヒトを構成する器官を器官系に
分類できる。

消化管のつながり、および構造
と役割について説明できる。

炭水化物、タンパク質、脂肪が
消化・吸収される仕組みについ
て説明できる。

肝臓の構造と機能について説
明できる。

膵臓の構造と機能について説
明できる。

C-3-4）-(4)-①
C-3-4）-(4)-②
C-3-4)-(4)-③
C-3-4)-(4)-⑤
C-3-4)-(8)-①
C-3-4)-(8)-②

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の１０章「動物
の器官」p98〜101
と『三訂版  視覚で
とらえるフォトサイ
エンス  生物図録』
の該当箇所を読ん
でおくこと。事後に
チェックリスト項目
を自分でまとめるこ
と。

1時間

血管系とリンパ系の役割につい
て説明できる。

第20回 6/15(水) 1時限 佐藤

循環器系と呼吸器系の構造と働
きについて理解する。

心臓の構造と体循環、肺循環の
経路について説明できる。

呼吸器のつながりとガス交換の
仕組みについて説明できる。

血液型と血液凝固の仕組みに
ついて理解する。

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の９章「動物の
組織」p91〜93と
『三訂版  視覚でと
らえるフォトサイエ
ンス  生物図録』の
該当箇所を読んで
おくこと。事後に
チェックリスト項目
を自分でまとめるこ
と。

第17回 6/7(火) 2時限

1時間

C-3-4)-(4)-⑥
C-3-4)-(4)-⑦

第18回 6/8(水) 1時限 佐藤

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の９章「動物の
組織」p86〜90と
『三訂版  視覚でと
らえるフォトサイエ
ンス  生物図録』の
該当箇所を読んで
おくこと。事後に
チェックリスト項目
を自分でまとめるこ
と。

ヒトなどの動物の組織について
理解する。

ヒトの皮膚の組織構造を説明す
ることができる。

1時間

C-3-4）-(1)-①
C-3-4）-(1)-②
C-3-4）-(1)-③
C-3-4）-(2)-②
C-3-4）-(3)-①
C-3-4）-(3)-②

第19回 6/14(火) 2時限 佐藤

消化器系の構造と働きについて
理解する。

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の１０章「動物
の器官」p95〜98と
『三訂版  視覚でと
らえるフォトサイエ
ンス  生物図録』の
該当箇所を読んで
おくこと。事後に
チェックリスト項目
を自分でまとめるこ
と。

1時間

C-3-4)-(7)-①
C-3-4)-(7)-②
C-3-4)-(7)-③



味蕾について説明できる。

内分泌腺と外分泌腺の違いを
説明することができる。

化学的組成に基づくホルモンの
種類と、細胞に情報を伝達する
仕組みの違いについて説明す
ることができる。

視床下部と下垂体におけるホル
モンの分泌機構について説明
することができる。

内分泌器官（下垂体、甲状腺、
副甲状腺、膵臓、副腎、生殖
腺）から分泌されるホルモンの名
称を列挙し、それぞれのホルモ
ンの働きを説明することができ
る。

恒常性（ホメオスタシス）の定義
について説明できる。

ホルモンの分泌におけるフィー
ドバック調節機構を説明すること
ができる。

細胞内情報伝達の概要につい
て説明することができる。

神経細胞の構造と、神経膠細胞
の役割について説明できる。

自律神経（交感神経、副交感神
経）が標的臓器／細胞に及ぼ
す作用について説明できる。

有髄神経と無髄神経の構造、お
よび伝導様式の違いについて
説明できる。

神経細胞（ニューロン）における
活動電位の発生と伝導につい
て説明できる。

シナプスにおいて興奮が伝達
する仕組みについて説明でき
る。

主な神経伝達物質を列挙し、そ
の作用について説明することが
できる。

小テスト実施

神経細胞における興奮が伝わる
仕組みについて理解する。

第25回 7/5(火) 2時限 佐藤

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の１２章「神経
系」p119〜123と
『三訂版  視覚でと
らえるフォトサイエ
ンス  生物図録』の
該当箇所を読んで
おくこと。事後に
チェックリスト項目
を自分でまとめるこ
と。

1時間

C-3-4)-(5)-⑦
C-3-4)-(5)-④
C-3-4)-(5)-①
C-3-4)-(5)-③
C-3-4)-(5)-②

第24回 6/29(水) 1時限 佐藤

中枢神経と末梢神経について
理解する。

中枢神経（脳・脊髄）の構成と役
割について説明できる。

末梢神経の種類と役割につい
て説明できる。

脊髄における反射の経路につ
いて説明できる。

ホルモンと自律神経によって恒
常性（血圧、体温、血糖量、水
分・塩分・カルシウムイオンの
量）を調節する機構について説
明できる。

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の１１章「ホルモ
ンと生体調節」
p113〜118と『三訂
版  視覚でとらえる
フォトサイエンス
生物図録』の該当
箇所を読んでおく
こと。事後にチェッ
クリスト項目を自分
でまとめること。

1時間

第23回 6/28(火) 2時限 佐藤

恒常性を調節する機構につい
て理解する。

C-3-4)-(9)-②
C-3-4)-(9)-③

C-2-4）-②

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の１１章「ホルモ
ンと生体調節」
p105〜113と『三訂
版  視覚でとらえる
フォトサイエンス
生物図録』の該当
箇所を読んでおく
こと。事後にチェッ
クリスト項目を自分
でまとめること。

第22回 6/22(水) 1時限 佐藤

ホルモンの種類と働きについて
理解する。

1時間

C-3-4)-(9)-①

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の１０章「動物
の器官」p101〜104
と『三訂版  視覚で
とらえるフォトサイ
エンス  生物図録』
の該当箇所を読ん
でおくこと。事後に
チェックリスト項目
を自分でまとめるこ
と。

第21回 6/21(火) 2時限 佐藤

泌尿器系と感覚器系の構造と働
きについて理解する。

1時間

C-3-4)-(10)-①
C-3-4)-(10)-②
C-3-4)-(6)-①
C-3-4)-(6)-②

腎臓の構造と役割について説
明することができる。

視覚器、聴覚器の構造と機能に
ついて説明できる。

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の１２章「神経
系」p123〜127と
『三訂版  視覚でと
らえるフォトサイエ
ンス  生物図録』の
該当箇所を読んで
おくこと。事後に
チェックリスト項目
を自分でまとめるこ
と。

1時間

C-3-4)-(5)-⑧
C-3-4)-(5)-⑨



生体防御に関わる器官、細胞を
列挙することができる。

自然免疫と獲得免疫の違いに
ついて説明することができる。

自然免疫に関わる物質、細胞の
役割と生体を防御するシステム
について説明することができる。

抗体のクラスについて列挙し、
それぞれの役割ついて説明す
ることができる。

アレルギーの定義と種類につい
て説明することができる。

微生物の分類について説明す
ることができる。

滅菌、殺菌、消毒の違いと、そ
れぞれの主な方法について説
明することができる。

細菌の細胞にみられる構造的
特徴について説明できる。

細菌の種類について説明でき
る。

感染症を引き起こす細菌、真
菌、原生生物の種類について
理解する。

ヒトの常在菌を列挙することがで
きる。

感染症を引き起こす細菌、真
菌、原虫の種類を列挙すること
ができる。

ウイルスの形態と増殖について
説明できる。

主なウイルスを列挙することがで
きる。

悪性腫瘍の分類について説明
できる。

癌細胞の特徴について説明で
きる。

小テスト実施

C-4-2）-①
C-4-2）-③

第26回 7/6(水) 1時限 村上

自然免疫について理解する。 事前に『医療・看護
系のための生物
学』の１３章「免疫」
p128〜133と『三訂
版  視覚でとらえる
フォトサイエンス
生物図録』の該当
箇所を読んでおく
こと。事後にチェッ
クリスト項目を自分
でまとめること。

1時間

C-4-1）-①
C-4-1）-④

第27回 7/12(火) 2時限 村上

獲得免疫について理解する。 事前に『医療・看護
系のための生物
学』の１３章「免疫」
p133〜140と『三訂
版  視覚でとらえる
フォトサイエンス
生物図録』の該当
箇所を読んでおく
こと。事後にチェッ
クリスト項目を自分
でまとめること。

獲得免疫に関わる物質、細胞の
役割と生体を防御するシステム
について説明することができる。

1時間

第30回 7/20(水) 1時限 村上

癌と老化について理解する。

第29回 7/19(火) 2時限 村上

感染症を引き起こす細菌、真
菌、原生生物の種類について
理解する。

老化と寿命の原因に関する仮
説について説明できる。

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の１５章「生命
システムの破綻：癌
と老化」p154〜161
と『三訂版  視覚で
とらえるフォトサイ
エンス  生物図録』
の該当箇所を読ん
でおくこと。事後に
チェックリスト項目
を自分でまとめるこ
と。

1時間

体液性免疫と細胞性免疫の相
違点について説明することがで
きる。

微生物の分類と滅菌、殺菌、消
毒について理解する。

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の１４章「微生
物と感染症」p141
〜147と『三訂版
視覚でとらえるフォ
トサイエンス  生物
図録』の該当箇所
を読んでおくこと。
事後にチェックリス
ト項目を自分でまと
めること。

第28回 7/13(水) 1時限 村上

1時間

C-5-6）-①
C-3-3）-①
C-3-3）-②

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の１４章「微生
物と感染症」p145
〜153と『三訂版
視覚でとらえるフォ
トサイエンス  生物
図録』の該当箇所
を読んでおくこと。
事後にチェックリス
ト項目を自分でまと
めること。

1時間

C-4-1）-①

C-4-2）-②
C-4-2）-③
C-4-2）-⑤



BSD-1-07

履 修 の 条 件・ 注意 事項 特になし。

学生の意見等からの気づ
き

前年度の授業評価アンケートの内容を参考にして授業を進めたい。

教 科 書

歯科基礎化学実習：『実習プリント』を配布 教科書：ティンバーレイク教養の化学（A)、サイエンスビュー化学
総合資料（B)
歯科基礎生物学実習：『実習プリント』を配布 教科書：『医療・看護系のための生物学』田村隆明 著（裳華
房）（A)、 『三訂版　視覚でとらえるフォトサイエンス 生物図録』鈴木孝仁 監修（数研出版）（B)

参 考 書

歯科基礎化学実習：『スタンダード歯科理工学第6版』中嶌　裕他編（学建書院）、『スタンダード衛生・公衆衛
生第15版』安井利一他編（学建書院）、『スタンダード生化学・口腔生化学第3版』池尾　隆他編（学建書院）
歯科基礎生物学実習：『illustrated　基礎生命科学　第２版』竹島　浩 編集、竹島　浩、柿澤　昌 共著（京都
廣川書店）、『からだの構造と機能』A. シェフラー、S.シュミット 共著、三木明徳、井上貴央 監訳（西村書店）

オ フ ィ ス ア ワ ー

歯科基礎化学実習：
川木、上野：月～金曜日　16時30分～17時30分　口腔生化学分野研究室（1号館4階）
神谷：月～金曜日　16時30分～17時30分　神谷准教授室（3号館2階）
歯科基礎生物学実習：
村上：月～金曜日　16時30分～18時00分　村上教授室（3号館2階）
佐藤：月曜日  16時30分～18時00分、土曜日  9時00分～13時00分 　解剖学研究室（１号館１階）

15　歯科基礎科学実習（Aクラス）

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

歯科基礎化学実習：川木晴美、神谷真子、亀水秀男、山本靖男、上野恭平
歯科基礎生物学実習：村上幸孝、佐藤和彦

授 業 概 要

自然科学の一分野である歯科医学においては単に知識を蓄えるだけでなく､必ずひとつの現象を実体験す
ることによって、その結果に至る過程を推察し､正しい結論を導き出し、さらにそこから次の予測を行うという思
考過程が不可欠である。このような理念に基づき、各種の歯科基礎科学実習（実験）を実施する。

歯科基礎化学実習：
前学期で学んだ化学の知識を実習を通して復習することを目的とする。扱う課題は歯科臨床において用いら
れている化学の基礎知識が主となる。「酸･塩基・緩衝液」の実習において酸－塩基の概念を理解しつつ、う
蝕に関わる口腔内細菌の活動度を調べるために「酸･塩基・緩衝液」の基本事項がどのように活用されている
のか､生体成分の定性反応の実習においては多糖類の構造的特徴と検出方法について学ぶとともに、これ
らの原理が口腔内のガン病変のスクリーニングにどのように応用されているのかを学ぶ。さらに、分子模型を
用いた有機化合物演習、DNA配列からタンパク質の配列を読み取り、高次構造の形成について学ぶ実習
や、歯磨剤の成分に関する班ごとのスライド発表を行い、実習内容の理解を深めることとする。以上の実習を
通じて講義で学んだ知識を確認し、歯科医療に応用されている化学の原理や様々な化合物について理解を
深める。

歯科基礎生物学実習：
生物材料を自ら取り扱い、生命現象を観察することによって、前学期で学んだ生物学の知識についての理解
を深めることを目的とする。実習内容として、細胞･組織の形態学的観察、血液型判定、酵素反応、微生物の
観察等を実際に体験することになる。

到 達 目 標

歯科基礎化学実習：
①酸と塩基を理解し、歯科医療に応用されている口腔内細菌の酸産生能試験の仕組みを説明できる。
②生体の構成成分である有機化合物の構造や特徴を説明できる。
③多糖類の検出方法を理解し、医療に応用されている原理を説明できる。
④歯磨剤の成分を列挙し化学的性質を説明できる。
⑤パワーポイントなどのプレゼンテーション作成ソフトを使用して各自が調べた内容等をプレゼンテーション
ができる。

歯科基礎生物学実習：
①顕微鏡の操作法を習得し、説明できる。
②ヒトの組織切片を各自染色し、染色の意義を考えると同時に組織の構造を理解し、説明できる。
③ギムザ染色を行い、ヒト血球などの特徴を理解し、説明できる。
④血液型を実際に判定するとともに、その原理を理解し、説明できる。
⑤生命現象の根幹をなす酵素の働きと測定方法を理解し、説明できる。
⑥身近な微生物の培養法および消毒と滅菌を理解し、説明できる。
⑦細胞分裂における染色体の変化を理解し、説明できる。

授 業 の 位 置 づ け
※ デ ィ プ ロマ ・ ポ リ シー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有
している。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のた
めに生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

教 育 手 法
歯科基礎化学実習：実習、グループワーク、プレゼンテーション、ディスカッション
歯科基礎生物学実習：実習、グループワーク



回数 実施日 時限 担当者 学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 9/8(木) 3時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

酸と塩基の性質および中和、緩
衝作用の概念を理解する。
酸、塩基の強さとpHの関係を理
解し、その測定法を習得する。
微生物の酸産生をpH指示薬を
利用して検出し、糖質の代謝と
その産物について理解する。

酸と塩基および中和反応につ
いて説明できる。
pHの測定法を説明できる。
糖質の代謝産物を含む水溶液
の液性について説明できる。

教科書A　6章　無
機化合物と有機化
合物
8章　4,5 有機化合
物の官能基と反応
10章　分子やイオ
ンの形と引き合い
教科書B p72～83　
酸・塩基と中和に
関する内容につい
て、前期の講義内
容を復習しておく
こと。

1時間

C-1-1）-①

第2回 9/8(木) 4時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

酸と塩基の性質および中和、緩
衝作用の概念を理解する。
酸、塩基の強さとpHの関係を理
解し、その測定法を習得する。
微生物の酸産生をpH指示薬を
利用して検出し、糖質の代謝と
その産物について理解する。

酸と塩基および中和反応につ
いて説明できる。
pHの測定法を説明できる。
糖質の代謝産物を含む水溶液
の液性について説明できる。

教科書A　6章　無
機化合物と有機化
合物
8章　4,5 有機化合
物の官能基と反応
10章　分子やイオ
ンの形と引き合い
教科書B p72～83　
酸・塩基と中和に
関する内容につい
て、前期の講義内
容を復習しておく
こと。

1時間

C-1-1）-①

第3回 9/15(木) 3時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

pH試験紙、pH指示薬を用いて
様々な水溶液のpHを読み取
り、酸・塩基に関する理解を深
める。
簡単な電池を組み立て、酸化・
還元反応を理解する。

酸あるいは塩基性物質を含む
水溶液のpHの値について概説
できる。
電池の原理を説明できる。

教科書A　6章　無
機化合物と有機化
合物
8章　4,5 有機化合
物の官能基と反応
10章　分子やイオ
ンの形と引き合い
教科書B p72～83　
酸・塩基と中和に
関する内容につい
て、前期の講義内
容を復習しておく
こと。

1時間

C-1-1）-①

第4回 9/15(木) 4時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

pH試験紙、pH指示薬を用いて
様々な水溶液のpHを読み取
り、酸・塩基に関する理解を深
める。
簡単な電池を組み立て、酸化・
還元反応を理解する。

酸あるいは塩基性物質を含む
水溶液のpHの値について概説
できる。
電池の原理を説明できる。

教科書A　6章　無
機化合物と有機化
合物
8章　4,5 有機化合
物の官能基と反応
10章　分子やイオ
ンの形と引き合い
教科書B p72～83　
酸・塩基と中和に
関する内容につい
て、前期の講義内
容を復習しておく
こと。

1時間

C-1-1）-①

第5回 9/22(木) 3時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

分子模型作製を通して、有機
化合物の構造を理解する。

分子の形や極性について説明
できる。
歯科基礎化学で学んだ有機化
合物群の構造や特徴を説明で
きる。
様々な縮合、重合反応につい
て具体例を挙げて説明できる。
異性体の種類を具体例を挙げ
て説明できる。
アルコールの酸化反応につい
て説明できる。

教科書A　6章　無
機化合物と有機化
合物
8章　4,5 有機化合
物の官能基と反応
10章　分子やイオ
ンの形と引き合い
合わせて教科書B
の有機化合物の範
囲を読んでおくこ
と。

１時間

C-1-1）-①

評 価 方 法 レポート（70％：分子模型等の製作物（化学）やスケッチ等（化学、生物）を含む）、態度（30％）

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法
歯科基礎化学実習：課題、レポートに対して添削を行って返却する。返却時に簡単な解説を行い、必要に応
じて再レポートを課す。
歯科基礎生物学実習：課題、レポートに対する解説を返却時に行う。



第6回 9/22(木) 4時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

分子模型作製を通して、有機
化合物の構造を理解する。

分子の形や極性について説明
できる。
歯科基礎化学で学んだ有機化
合物群の構造や特徴を説明で
きる。
様々な縮合、重合反応につい
て具体例を挙げて説明できる。
異性体の種類を具体例を挙げ
て説明できる。
アルコールの酸化反応につい
て説明できる。

教科書A　6章　無
機化合物と有機化
合物
8章　4,5 有機化合
物の官能基と反応
10章　分子やイオ
ンの形と引き合い
合わせて教科書B
の有機化合物の範
囲を読んでおくこ
と。

１時間

C-1-1）-①

第7回 9/29(木) 3時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

糖質の検出方法を利用して未
知の試料の判定方法を学ぶ。
多糖類の検出方法の歯科医学
への応用例を理解する。
遺伝子発現の流れを理解す
る。
タンパク質の立体構造を理解す
る。

ヨウ素デンプン反応の原理と歯
科での応用例を説明できる。
遺伝子発現の流れを説明でき
る。
トリプレットコドンについて説明
でき、コドン表を用いて、核酸の
配列からアミノ酸配列を読み取
ることができる。
タンパク質の立体構造形成を説
明できる。

教科書A　6章　無
機化合物と有機化
合物
8章　4,5 有機化合
物の官能基と反応
10章　分子やイオ
ンの形と引き合い
合わせて教科書B
の有機化合物およ
び糖質、タンパク
質の範囲を読んで
おくこと。

１時間

C-2-1）-②

第8回 9/29(木) 4時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

糖質の検出方法を利用して未
知の試料の判定方法を学ぶ。
多糖類の検出方法の歯科医学
への応用例を理解する。
遺伝子発現の流れを理解す
る。
タンパク質の立体構造を理解す
る。

ヨウ素デンプン反応の原理と歯
科での応用例を説明できる。
遺伝子発現の流れを説明でき
る。
トリプレットコドンについて説明
でき、コドン表を用いて、核酸の
配列からアミノ酸配列を読み取
ることができる。
タンパク質の立体構造形成を説
明できる。

教科書A　6章　無
機化合物と有機化
合物
8章　4,5 有機化合
物の官能基と反応
10章　分子やイオ
ンの形と引き合い
合わせて教科書B
の有機化合物およ
び糖質、タンパク
質の範囲を読んで
おくこと。

１時間

C-2-1）-②

第9回 10/6(木) 3時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

歯磨剤に含まれる成分を理解
し、分類・整理する。

課題を解決する具体的な方法
を発見し、課題を解決できる。
実験・実習の内容を決められた
様式にしたがって文書と口頭で
発表できる。分子の成り立ち及
び生体構成分子に関する化学
的性質を説明できる。

日常使用している
歯磨剤の成分を確
認し、調べておくこ
と。

１時間

C-1-1）-①

第10回 10/6(木) 4時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

歯磨剤に含まれる成分を理解
し、分類・整理する。

課題を解決する具体的な方法
を発見し、課題を解決できる。
実験・実習の内容を決められた
様式にしたがって文書と口頭で
発表できる。分子の成り立ち及
び生体構成分子に関する化学
的性質を説明できる。

日常使用している
歯磨剤の成分を確
認し、調べておくこ
と。

１時間

C-1-1）-①

第11回 10/13(木) 3時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

歯磨剤に含まれる成分を理解
し、課題の成分について調べプ
レゼンテーションファイルを作成
する。

課題を解決する具体的な方法
を発見し、課題を解決できる。
実験・実習の内容を決められた
様式にしたがって文書と口頭で
発表できる。分子の成り立ち及
び生体構成分子に関する化学
的性質を説明できる。

課題の歯磨剤の成
分について、さら
に詳細に調べてお
くこと。

１時間

C-1-1）-①

第12回 10/13(木) 4時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

歯磨剤に含まれる成分を理解
し、課題の成分について調べプ
レゼンテーションファイルを作成
する。

課題を解決する具体的な方法
を発見し、課題を解決できる。
実験・実習の内容を決められた
様式にしたがって文書と口頭で
発表できる。分子の成り立ち及
び生体構成分子に関する化学
的性質を説明できる。

課題の歯磨剤の成
分について、さら
に詳細に調べてお
くこと。

１時間

C-1-1）-①



第13回 10/20(木) 3時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

歯磨剤に含まれる成分を理解
し、課題の成分について調べ
て、その内容をプレゼンテー
ション形式で発表する。

課題を解決する具体的な方法
を発見し、課題を解決できる。
実験・実習の内容を決められた
様式にしたがって文書と口頭で
発表できる。分子の成り立ち及
び生体構成分子に関する化学
的性質を説明できる。

課題の歯磨剤の成
分で調べた内容を
吟味し、発表に備
えてスライド内容の
確認を行っておく
こと。

１時間

C-1-1）-①

第14回 10/20(木) 4時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

歯磨剤に含まれる成分を理解
し、課題の成分について調べ
て、その内容をプレゼンテー
ション形式で発表する。

課題を解決する具体的な方法
を発見し、課題を解決できる。
実験・実習の内容を決められた
様式にしたがって文書と口頭で
発表できる。分子の成り立ち及
び生体構成分子に関する化学
的性質を説明できる。

課題の歯磨剤の成
分で調べた内容を
吟味し、発表に備
えてスライド内容の
確認を行っておく
こと。

１時間

C-1-1）-①

第15回 10/27(木) 3時限
村上
佐藤

実習を始めるに当たっての諸注
意と顕微鏡の使用法を理解す
る。

顕微鏡の原理と使用方法を説
明できる。

教科書（A) 2章 細
胞（光学顕微鏡と
電子顕微鏡）と教
科書（B)の該当箇
所を読んでおくこ
と。

１時間

C-2-3）-①

第19回 11/17(木) 3時限
村上
佐藤

ヒトの血液を用いて塗抹標本を
作製してギムザ染色を施し、各
血球の形態を観察し理解する。

血液塗抹標本とギムザ染色法
を説明できる。

教科書（A) 9章 動
物の組織（血液）と
教科書（B)の該当
箇所を読んでおく
こと。

１時間

C-3-4)-(4)-④

第20回 11/17(木) 4時限
村上
佐藤

ヒトの血液を用いて塗抹標本を
作製してギムザ染色を施し、各
血球の形態を観察し理解する。

赤血球、リンパ球、顆粒球、単
球、血小板を観察、スケッチし、
血液の有形成分の形態的特徴
を説明できる。

教科書（A) 9章 動
物の組織（血液）と
教科書（B)の該当
箇所を読んでおく
こと。

１時間

C-3-4)-(4)-④

染色標本を観察、スケッチし、
舌の構造（上皮・上皮下結合組
織・横紋筋・舌腺）を説明でき
る。

教科書（A) 9章 動
物の組織（組織の
形成と細胞、筋細
胞と筋収縮）と教科
書（B)の該当箇所
を読んでおくこと。

１時間

ヒト口腔の粘膜上皮と上皮下結
合組織（HE染色標本）を観察し
理解する。

口腔粘膜上皮（基底細胞層・有
棘細胞層・角化層）を観察、ス
ケッチし、構造を説明できる。

上皮下結合組織（線維芽細胞・
コラーゲン線維･血管）を観察、
スケッチし、構造を説明できる。

１時間

C-3-4）-(1)-①
C-3-4）-(1)-②

C-3-4）-(1)-①
C-3-4）-(1)-③
C-3-4）-(2)-②
C-3-4）-(3)-②

11/10(木) 4時限
村上
佐藤

マウス舌のパラフィン切片にヘ
マトキシリン・エオジン染色（HE
染色）を行い、HE染色の原理と
手技、および舌の構造を理解
する。第18回

第17回 11/10(木) 3時限
村上
佐藤

マウス舌のパラフィン切片にヘ
マトキシリン・エオジン染色（HE
染色）を行い、HE染色の原理と
手技、および舌の構造を理解
する。

HE染色の原理、手技を説明で
きる。

教科書（A) 9章 動
物の組織（組織の
形成と細胞、筋細
胞と筋収縮）と教科
書（B)の該当箇所
を読んでおくこと。

１時間

C-3-4）-(1)-①
C-3-4）-(1)-③
C-3-4）-(2)-②
C-3-4）-(3)-②

第16回 10/27(木) 4時限
村上
佐藤

教科書（A) 9章 動
物の組織（組織の
形成と細胞）と教科
書（B)の該当箇所
を読んでおくこと。



第21回 11/24(木) 3時限
村上
佐藤

ヒトにも個体間で相違があること
を血液型とアルコールの分解能
力の個人差から理解する。

ヒトの血液および各自の唾液か
らの血液型を決定し、ヒト血液
型の決定因子と臨床検査につ
いて理解し､説明できる。

教科書（A) 9章 動
物の組織（血液）と
教科書（B)の該当
箇所を読んでおく
こと。

１時間

C-3-4)-(4)-④

第22回 11/24(木) 4時限
村上
佐藤

ヒトにも個体間で相違があること
を血液型とアルコールの分解能
力の個人差から理解する。

各自がアルコールパッチテスト
を行い、個人のアルコール耐性
を認識するとともに、個体差が
生じる機構を理解し、説明でき
る。

教科書（A) 9章 動
物の組織（血液）と
教科書（B)の該当
箇所を読んでおく
こと。

１時間

C-2-1）-⑤

第23回 12/1(木) 3時限
村上
佐藤

糖質の消化に重要な働きを担う
酵素（アミラーゼ）の働きを理解
し、一般酵素の性質を認識す
る。

アミラーゼの酵素反応機構と臨
床検査への応用について理解
し、説明できる。

教科書（A) 4章 栄
養と代謝（酵素）と
教科書（B)の該当
箇所を読んでおく
こと。

１時間

C-2-1）-⑤

分光光度計による酵素活性測
定の原理を理解し、説明でき
る。

酵素による栄養素の消化を理
解し、説明できる。

洗浄後に手指に付着している
微生物の数を調べ、手洗いの
意義を説明できる。

空中浮遊微生物の数を落下法
で計測し、環境中の微生物の
存在を説明できる。

口飲みした飲料中の微生物の
数を測定し、飲料の汚染状況を
説明できる。

消毒法と滅菌法を説明できる。

洗浄後に手指に付着している
微生物の数を調べ、手洗いの
意義を説明できる。

空中浮遊微生物の数を落下法
で計測し、環境中の微生物の
存在を説明できる。

口飲みした飲料中の微生物の
数を測定し、飲料の汚染状況を
説明できる。

消毒法と滅菌法を説明できる。

12/8(木) 4時限
村上
佐藤

身近な微生物の培養法、コロ
ニー形成、消毒と滅菌を理解す
る。

１時間前回の実習結果の観察から、
微生物の培養法、コロニー形
成、消毒と滅菌について理解す
る。

C-4-1）-④
C-4-1）-①

１時間

C-2-1）-⑤

教科書（A) 14章 
微生物と感染症
（微生物の種類と
増殖、細菌）と教科
書（B)の該当箇所
を読んでおくこと。

１時間

C-4-1）-①
C-4-1）-④

１時間

C-4-1）-④
C-4-1）-①

身近な微生物の培養法、コロ
ニー形成、消毒と滅菌を理解す
る。

第25回 12/8(木) 3時限
村上
佐藤

教科書（A) 14章 
微生物と感染症
（微生物の種類と
増殖、細菌）と教科
書（B)の該当箇所
を読んでおくこと。

糖質の消化に重要な働きを担う
酵素（アミラーゼ）の働きを理解
し、一般酵素の性質を認識す
る。

教科書（A) 4章 栄
養と代謝（酵素）と
教科書（B)の該当
箇所を読んでおく
こと。

第24回 12/1(木) 4時限
村上
佐藤

第27回 12/15(木) 3時限
村上
佐藤

教科書（A) 14章 
微生物と感染症
（微生物の種類と
増殖、細菌）と教科
書（B)の該当箇所
を読んでおくこと。

第26回



第28回 12/15(木) 4時限
村上
佐藤

細胞分裂について理解する。 ネギの根端における体細胞分
裂を観察し、細胞分裂の過程を
説明できる。

教科書（A) 7章 細
胞の増殖と死（細
胞周期とその制
御、体細胞分裂）と
教科書（B)の該当
箇所を読んでおく
こと。

１時間

C-2-3）-③

第29回 12/22(木) 3時限

川木
神谷
亀水
山本
上野
村上
佐藤

実習の総括を合同で行う。

第30回 12/22(木) 4時限

川木
神谷
亀水
山本
上野
村上
佐藤

実習の総括を合同で行う。



BSD-1-07

履修の条件・注意事項 特になし。

学生の意見等からの気
づ き

前年度の授業評価アンケートの内容を参考にして授業を進めたい。

教 科 書

歯科基礎化学実習：『実習プリント』を配布 教科書：ティンバーレイク教養の化学（A)、サイエンスビュー化学総
合資料（B)
歯科基礎生物学実習：『実習プリント』を配布 教科書：『医療・看護系のための生物学』田村隆明 著（裳華房）
（A)、 『三訂版　視覚でとらえるフォトサイエンス 生物図録』鈴木孝仁 監修（数研出版）（B)

参 考 書

歯科基礎化学実習：『スタンダード歯科理工学第6版』中嶌　裕他編（学建書院）、『スタンダード衛生・公衆衛生
第15版』安井利一他編（学建書院）、『スタンダード生化学・口腔生化学第3版』池尾　隆他編（学建書院）
歯科基礎生物学実習：『illustrated　基礎生命科学　第２版』竹島　浩 編集、竹島　浩、柿澤　昌 共著（京都廣
川書店）、『からだの構造と機能』A. シェフラー、S.シュミット 共著、三木明徳、井上貴央 監訳（西村書店）

オ フ ィ ス ア ワ ー

歯科基礎化学実習：
川木、上野：月～金曜日　16時30分～17時30分　口腔生化学分野研究室（1号館4階）
神谷：月～金曜日　16時30分～17時30分　神谷准教授室（3号館2階）
歯科基礎生物学実習：
村上：月～金曜日　16時30分～18時00分　村上教授室（3号館2階）
佐藤：月曜日  16時30分～18時00分、土曜日  9時00分～13時00分 　解剖学研究室（１号館１階）

15　歯科基礎科学実習（Bクラス）

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

歯科基礎化学実習：川木晴美、神谷真子、亀水秀男、山本靖男、上野恭平
歯科基礎生物学実習：村上幸孝、佐藤和彦

授 業 概 要

自然科学の一分野である歯科医学においては単に知識を蓄えるだけでなく､必ずひとつの現象を実体験するこ
とによって、その結果に至る過程を推察し､正しい結論を導き出し、さらにそこから次の予測を行うという思考過
程が不可欠である。このような理念に基づき、各種の歯科基礎科学実習（実験）を実施する。

歯科基礎化学実習：
前学期で学んだ化学の知識を実習を通して復習することを目的とする。扱う課題は歯科臨床において用いられ
ている化学の基礎知識が主となる。「酸･塩基・緩衝液」の実習において酸－塩基の概念を理解しつつ、う蝕に
関わる口腔内細菌の活動度を調べるために「酸･塩基・緩衝液」の基本事項がどのように活用されているのか､
生体成分の定性反応の実習においては多糖類の構造的特徴と検出方法について学ぶとともに、これらの原理
が口腔内のガン病変のスクリーニングにどのように応用されているのかを学ぶ。さらに、分子模型を用いた有機
化合物演習、DNA配列からタンパク質の配列を読み取り、高次構造の形成について学ぶ実習や、歯磨剤の成
分に関する班ごとのスライド発表を行い、実習内容の理解を深めることとする。以上の実習を通じて講義で学ん
だ知識を確認し、歯科医療に応用されている化学の原理や様々な化合物について理解を深める。

歯科基礎生物学実習：
生物材料を自ら取り扱い、生命現象を観察することによって、前学期で学んだ生物学の知識についての理解を
深めることを目的とする。実習内容として、細胞･組織の形態学的観察、血液型判定、酵素反応、微生物の観察
等を実際に体験することになる。

到 達 目 標

歯科基礎化学実習：
①酸と塩基を理解し、歯科医療に応用されている口腔内細菌の酸産生能試験の仕組みを説明できる。
②生体の構成成分である有機化合物の構造や特徴を説明できる。
③多糖類の検出方法を理解し、医療に応用されている原理を説明できる。
④歯磨剤の成分を列挙し化学的性質を説明できる。
⑤パワーポイントなどのプレゼンテーション作成ソフトを使用して各自が調べた内容等をプレゼンテーションがで
きる。

歯科基礎生物学実習：
①顕微鏡の操作法を習得し、説明できる。
②ヒトの組織切片を各自染色し、染色の意義を考えると同時に組織の構造を理解し、説明できる。
③ギムザ染色を行い、ヒト血球などの特徴を理解し、説明できる。
④血液型を実際に判定するとともに、その原理を理解し、説明できる。
⑤生命現象の根幹をなす酵素の働きと測定方法を理解し、説明できる。
⑥身近な微生物の培養法および消毒と滅菌を理解し、説明できる。
⑦細胞分裂における染色体の変化を理解し、説明できる。

教 育 手 法
歯科基礎化学実習：実習、グループワーク、プレゼンテーション、ディスカッション
歯科基礎生物学実習：実習、グループワーク

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のため
に生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。



回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 9/8(木) 3時限
村上
佐藤

実習を始めるに当たっての諸注
意と顕微鏡の使用法を理解す
る。

顕微鏡の原理と使用方法を説
明できる。

教科書（A) 2章 細
胞（光学顕微鏡と
電子顕微鏡）と教
科書（B)の該当箇
所を読んでおくこ
と。

１時間

C-2-3）-①

第5回 9/22(木) 3時限
村上
佐藤

ヒトの血液を用いて塗抹標本を
作製してギムザ染色を施し、各
血球の形態を観察し理解する。

血液塗抹標本とギムザ染色法を
説明できる。

教科書（A) 9章 動
物の組織（血液）と
教科書（B)の該当
箇所を読んでおく
こと。

１時間

C-3-4)-(4)-④

9/15(木)第4回

１時間

C-3-4）-(1)-①
C-3-4）-(1)-③
C-3-4）-(2)-②
C-3-4）-(3)-②

教科書（A) 9章 動
物の組織（組織の
形成と細胞、筋細
胞と筋収縮）と教科
書（B)の該当箇所
を読んでおくこと。

染色標本を観察、スケッチし、舌
の構造（上皮・上皮下結合組
織・横紋筋・舌腺）を説明でき
る。

マウス舌のパラフィン切片にヘ
マトキシリン・エオジン染色（HE
染色）を行い、HE染色の原理と
手技、および舌の構造を理解す
る。

村上
佐藤

4時限

村上
佐藤

3時限9/15(木)第3回

１時間

１時間

C-3-4）-(1)-①
C-3-4）-(1)-②

教科書（A) 9章 動
物の組織（組織の
形成と細胞、筋細
胞と筋収縮）と教科
書（B)の該当箇所
を読んでおくこと。

HE染色の原理、手技を説明で
きる。

マウス舌のパラフィン切片にヘ
マトキシリン・エオジン染色（HE
染色）を行い、HE染色の原理と
手技、および舌の構造を理解す
る。 C-3-4）-(1)-①

C-3-4）-(1)-③
C-3-4）-(2)-②
C-3-4）-(3)-②

第2回 9/8(木) 4時限
村上
佐藤

教科書（A) 9章 動
物の組織（組織の
形成と細胞）と教科
書（B)の該当箇所
を読んでおくこと。

口腔粘膜上皮（基底細胞層・有
棘細胞層・角化層）を観察、ス
ケッチし、構造を説明できる。

ヒト口腔の粘膜上皮と上皮下結
合組織（HE染色標本）を観察し
理解する。

上皮下結合組織（線維芽細胞・
コラーゲン線維･血管）を観察、
スケッチし、構造を説明できる。

評 価 方 法 レポート（70％：分子模型等の製作物（化学）やスケッチ等（化学、生物）を含む）、態度（30％）

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法
歯科基礎化学実習：課題、レポートに対して添削を行って返却する。返却時に簡単な解説を行い、必要に応じ
て再レポートを課す。
歯科基礎生物学実習：課題、レポートに対する解説を返却時に行う。



第6回 9/22(木) 4時限
村上
佐藤

ヒトの血液を用いて塗抹標本を
作製してギムザ染色を施し、各
血球の形態を観察し理解する。

赤血球、リンパ球、顆粒球、単
球、血小板を観察、スケッチし、
血液の有形成分の形態的特徴
を説明できる。

教科書（A) 9章 動
物の組織（血液）と
教科書（B)の該当
箇所を読んでおく
こと。

１時間

C-3-4)-(4)-④

第7回 9/29(木) 3時限
村上
佐藤

ヒトにも個体間で相違があること
を血液型とアルコールの分解能
力の個人差から理解する。

ヒトの血液および各自の唾液か
らの血液型を決定し、ヒト血液型
の決定因子と臨床検査につい
て理解し､説明できる。

教科書（A) 9章 動
物の組織（血液）と
教科書（B)の該当
箇所を読んでおく
こと。

１時間

C-3-4)-(4)-④

第8回 9/29(木) 4時限
村上
佐藤

ヒトにも個体間で相違があること
を血液型とアルコールの分解能
力の個人差から理解する。

各自がアルコールパッチテスト
を行い、個人のアルコール耐性
を認識するとともに、個体差が生
じる機構を理解し、説明できる。

教科書（A) 9章 動
物の組織（血液）と
教科書（B)の該当
箇所を読んでおく
こと。

１時間

C-2-1）-⑤

第9回 10/6(木) 3時限
村上
佐藤

糖質の消化に重要な働きを担う
酵素（アミラーゼ）の働きを理解
し、一般酵素の性質を認識す
る。

アミラーゼの酵素反応機構と臨
床検査への応用について理解
し、説明できる。

教科書（A) 4章 栄
養と代謝（酵素）と
教科書（B)の該当
箇所を読んでおく
こと。

１時間

C-2-1）-⑤

分光光度計による酵素活性測
定の原理を理解し、説明でき
る。

酵素による栄養素の消化を理解
し、説明できる。

洗浄後に手指に付着している微
生物の数を調べ、手洗いの意義
を説明できる。

空中浮遊微生物の数を落下法
で計測し、環境中の微生物の存
在を説明できる。

身近な微生物の培養法、コロ
ニー形成、消毒と滅菌を理解す
る。

口飲みした飲料中の微生物の
数を測定し、飲料の汚染状況を
説明できる。

消毒法と滅菌法を説明できる。

教科書（A) 14章 
微生物と感染症
（微生物の種類と
増殖、細菌）と教科
書（B)の該当箇所
を読んでおくこと。

１時間

C-4-1）-④
C-4-1）-①

第12回 10/13(木) 4時限
村上
佐藤

教科書（A) 14章 
微生物と感染症
（微生物の種類と
増殖、細菌）と教科
書（B)の該当箇所
を読んでおくこと。

１時間

C-4-1）-①
C-4-1）-④

第11回 10/13(木) 3時限
村上
佐藤

身近な微生物の培養法、コロ
ニー形成、消毒と滅菌を理解す
る。

第10回 10/6(木) 4時限
村上
佐藤

糖質の消化に重要な働きを担う
酵素（アミラーゼ）の働きを理解
し、一般酵素の性質を認識す
る。

教科書（A) 4章 栄
養と代謝（酵素）と
教科書（B)の該当
箇所を読んでおく
こと。

１時間

C-2-1）-⑤



洗浄後に手指に付着している微
生物の数を調べ、手洗いの意義
を説明できる。

空中浮遊微生物の数を落下法
で計測し、環境中の微生物の存
在を説明できる。

口飲みした飲料中の微生物の
数を測定し、飲料の汚染状況を
説明できる。

消毒法と滅菌法を説明できる。

第14回 10/20(木) 4時限
村上
佐藤

細胞分裂について理解する。 ネギの根端における体細胞分
裂を観察し、細胞分裂の過程を
説明できる。

教科書（A) 7章 細
胞の増殖と死（細
胞周期とその制
御、体細胞分裂）と
教科書（B)の該当
箇所を読んでおく
こと。

１時間

C-2-3）-③

第15回 10/27(木) 3時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

酸と塩基の性質および中和、緩
衝作用の概念を理解する。
酸、塩基の強さとpHの関係を理
解し、その測定法を習得する。
微生物の酸産生をpH指示薬を
利用して検出し、糖質の代謝と
その産物について理解する。

酸と塩基および中和反応につい
て説明できる。
pHの測定法を説明できる。
糖質の代謝産物を含む水溶液
の液性について説明できる。

教科書A　6章　無
機化合物と有機化
合物
8章　4,5 有機化合
物の官能基と反応
10章　分子やイオ
ンの形と引き合い
教科書B p72～83　
酸・塩基と中和に
関する内容につい
て、前期の講義内
容を復習しておくこ
と。

1時間

C-1-1）-①

第16回 10/27(木) 4時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

酸と塩基の性質および中和、緩
衝作用の概念を理解する。
酸、塩基の強さとpHの関係を理
解し、その測定法を習得する。
微生物の酸産生をpH指示薬を
利用して検出し、糖質の代謝と
その産物について理解する。

酸と塩基および中和反応につい
て説明できる。
pHの測定法を説明できる。
糖質の代謝産物を含む水溶液
の液性について説明できる。

教科書A　6章　無
機化合物と有機化
合物
8章　4,5 有機化合
物の官能基と反応
10章　分子やイオ
ンの形と引き合い
教科書B p72～83　
酸・塩基と中和に
関する内容につい
て、前期の講義内
容を復習しておくこ
と。

1時間

C-1-1）-①

第17回 11/10(木) 3時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

pH試験紙、pH指示薬を用いて
様々な水溶液のpHを読み取り、
酸・塩基に関する理解を深め
る。
簡単な電池を組み立て、酸化・
還元反応を理解する。

酸あるいは塩基性物質を含む
水溶液のpHの値について概説
できる。
電池の原理を説明できる。

教科書A　6章　無
機化合物と有機化
合物
8章　4,5 有機化合
物の官能基と反応
10章　分子やイオ
ンの形と引き合い
教科書B p72～83　
酸・塩基と中和に
関する内容につい
て、前期の講義内
容を復習しておくこ
と。

1時間

C-1-1）-①

第18回 11/10(木) 4時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

pH試験紙、pH指示薬を用いて
様々な水溶液のpHを読み取り、
酸・塩基に関する理解を深め
る。
簡単な電池を組み立て、酸化・
還元反応を理解する。

酸あるいは塩基性物質を含む
水溶液のpHの値について概説
できる。
電池の原理を説明できる。

教科書A　6章　無
機化合物と有機化
合物
8章　4,5 有機化合
物の官能基と反応
10章　分子やイオ
ンの形と引き合い
教科書B p72～83　
酸・塩基と中和に
関する内容につい
て、前期の講義内
容を復習しておくこ
と。

1時間

C-1-1）-①

教科書（A) 14章 
微生物と感染症
（微生物の種類と
増殖、細菌）と教科
書（B)の該当箇所
を読んでおくこと。

１時間

C-4-1）-④
C-4-1）-①

第13回 10/20(木) 3時限
村上
佐藤

前回の実習結果の観察から、微
生物の培養法、コロニー形成、
消毒と滅菌について理解する。



第19回 11/17(木) 3時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

分子模型作製を通して、有機化
合物の構造を理解する。

分子の形や極性について説明
できる。
歯科基礎化学で学んだ有機化
合物群の構造や特徴を説明で
きる。
様々な縮合、重合反応について
具体例を挙げて説明できる。
異性体の種類を具体例を挙げ
て説明できる。
アルコールの酸化反応につい
て説明できる。

教科書A　6章　無
機化合物と有機化
合物
8章　4,5 有機化合
物の官能基と反応
10章　分子やイオ
ンの形と引き合い
合わせて教科書B
の有機化合物の範
囲を読んでおくこ
と。

１時間

C-1-1）-①

第20回 11/17(木) 4時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

分子模型作製を通して、有機化
合物の構造を理解する。

分子の形や極性について説明
できる。
歯科基礎化学で学んだ有機化
合物群の構造や特徴を説明で
きる。
様々な縮合、重合反応について
具体例を挙げて説明できる。
異性体の種類を具体例を挙げ
て説明できる。
アルコールの酸化反応につい
て説明できる。

教科書A　6章　無
機化合物と有機化
合物
8章　4,5 有機化合
物の官能基と反応
10章　分子やイオ
ンの形と引き合い
合わせて教科書B
の有機化合物の範
囲を読んでおくこ
と。

１時間

C-1-1）-①

第21回 11/24(木) 3時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

糖質の検出方法を利用して未
知の試料の判定方法を学ぶ。
多糖類の検出方法の歯科医学
への応用例を理解する。
遺伝子発現の流れを理解する。
タンパク質の立体構造を理解す
る。

ヨウ素デンプン反応の原理と歯
科での応用例を説明できる。
遺伝子発現の流れを説明でき
る。
トリプレットコドンについて説明
でき、コドン表を用いて、核酸の
配列からアミノ酸配列を読み取
ることができる。
タンパク質の立体構造形成を説
明できる。

教科書A　6章　無
機化合物と有機化
合物
8章　4,5 有機化合
物の官能基と反応
10章　分子やイオ
ンの形と引き合い
合わせて教科書B
の有機化合物およ
び糖質、タンパク質
の範囲を読んでお
くこと。

１時間

C-2-1）-②

第22回 11/24(木) 4時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

糖質の検出方法を利用して未
知の試料の判定方法を学ぶ。
多糖類の検出方法の歯科医学
への応用例を理解する。
遺伝子発現の流れを理解する。
タンパク質の立体構造を理解す
る。

ヨウ素デンプン反応の原理と歯
科での応用例を説明できる。
遺伝子発現の流れを説明でき
る。
トリプレットコドンについて説明
でき、コドン表を用いて、核酸の
配列からアミノ酸配列を読み取
ることができる。
タンパク質の立体構造形成を説
明できる。

教科書A　6章　無
機化合物と有機化
合物
8章　4,5 有機化合
物の官能基と反応
10章　分子やイオ
ンの形と引き合い
合わせて教科書B
の有機化合物およ
び糖質、タンパク質
の範囲を読んでお
くこと。

１時間

C-2-1）-②

第23回 12/1(木) 3時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

歯磨剤に含まれる成分を理解
し、分類・整理する。

課題を解決する具体的な方法
を発見し、課題を解決できる。実
験・実習の内容を決められた様
式にしたがって文書と口頭で発
表できる。分子の成り立ち及び
生体構成分子に関する化学的
性質を説明できる。

日常使用している
歯磨剤の成分を確
認し、調べておくこ
と。

１時間

C-1-1）-①

第24回 12/1(木) 4時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

歯磨剤に含まれる成分を理解
し、分類・整理する。

課題を解決する具体的な方法
を発見し、課題を解決できる。実
験・実習の内容を決められた様
式にしたがって文書と口頭で発
表できる。分子の成り立ち及び
生体構成分子に関する化学的
性質を説明できる。

日常使用している
歯磨剤の成分を確
認し、調べておくこ
と。

１時間

C-1-1）-①

第25回 12/8(木) 3時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

歯磨剤に含まれる成分を理解
し、課題の成分について調べプ
レゼンテーションファイルを作成
する。

課題を解決する具体的な方法
を発見し、課題を解決できる。実
験・実習の内容を決められた様
式にしたがって文書と口頭で発
表できる。分子の成り立ち及び
生体構成分子に関する化学的
性質を説明できる。

課題の歯磨剤の成
分について、さらに
詳細に調べておく
こと。

１時間

C-1-1）-①



第26回 12/8(木) 4時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

歯磨剤に含まれる成分を理解
し、課題の成分について調べプ
レゼンテーションファイルを作成
する。

課題を解決する具体的な方法
を発見し、課題を解決できる。実
験・実習の内容を決められた様
式にしたがって文書と口頭で発
表できる。分子の成り立ち及び
生体構成分子に関する化学的
性質を説明できる。

課題の歯磨剤の成
分について、さらに
詳細に調べておく
こと。

１時間

C-1-1）-①

第27回 12/15(木) 3時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

歯磨剤に含まれる成分を理解
し、課題の成分について調べ
て、その内容をプレゼンテーショ
ン形式で発表する。

課題を解決する具体的な方法
を発見し、課題を解決できる。実
験・実習の内容を決められた様
式にしたがって文書と口頭で発
表できる。分子の成り立ち及び
生体構成分子に関する化学的
性質を説明できる。

課題の歯磨剤の成
分で調べた内容を
吟味し、発表に備
えてスライド内容の
確認を行っておくこ
と。

１時間

C-1-1）-①

第28回 12/15(木) 4時限

川木
神谷
亀水
山本
上野

歯磨剤に含まれる成分を理解
し、課題の成分について調べ
て、その内容をプレゼンテーショ
ン形式で発表する。

課題を解決する具体的な方法
を発見し、課題を解決できる。実
験・実習の内容を決められた様
式にしたがって文書と口頭で発
表できる。分子の成り立ち及び
生体構成分子に関する化学的
性質を説明できる。

課題の歯磨剤の成
分で調べた内容を
吟味し、発表に備
えてスライド内容の
確認を行っておくこ
と。

１時間

C-1-1）-①

第29回 12/22(木) 3時限

川木
神谷
亀水
山本
上野
村上
佐藤

実習の総括を合同で行う。

第30回 12/22(木) 4時限

川木
神谷
亀水
山本
上野
村上
佐藤

実習の総括を合同で行う。



OBS-1-13

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

評 価 方 法 組織標本のスケッチの評定、学習態度、定期試験の成績による。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法

 ICT 教育支援ツールであるmoodleに事前・事後学習用の各単元ごとの問題を提示してあり、オンラインで自主
学習をすることにより理解度を確認することができる。「組織学」では iPadを用いたバーチャルスライドの各臓器
ごとの組織像を観察し、スケッチを描いて試問を受けて提出する。提出された組織図の採点結果はmoodle上で
学生側にフィードバックする。

授 業 概 要

「組織学Ⅰ」では人体を構成する細胞・組織・器官(臓器)の正常な構造の特に総論的内容について顕微鏡レベ
ルで学修し、人体の微細構造と機能の理解を深める。したがって、「組織学Ⅰ」は人体の構造と機能を理解する
上で特に重要な基礎医学であり、2年生での「組織学Ⅱ」において学修する各論的内容につながるとともに肉
眼レベルの「解剖学」および「口腔解剖学」、「生理学」などの講義・実習と連携して、人体構造と機能の内容を
理解する上での必要な基盤的知識を培う授業と実習を行う。

到 達 目 標

①人体構造を解明や医学の進歩における顕微鏡や標本作製法の開発の歴史を踏まえ組織学の位置づけを
理解できる。
②人体を構成する細胞の微細な組織構造、特に細胞内小器官を理解し、機能を説明できる。
③人体組織の総論的内容の根幹を成す四大組織についてそれぞれを理解し説明できる。
④組織学の各論の項目の中でも全身に張り巡らされている脈管系、リンパ組織などの基本構造と機能、さらに
発生および加齢変化を理解し説明できる。
⑤正常組織を学ぶ組織学と、異常を学ぶ病理学や臨床とのつながりを意識しリンパ組織の病的な段階的変化
を理解する。

教 育 手 法
座学講義とバーチャルスライドシステムを利用したスケッチ実習に加え、mooldeなどの双方向型のICT教育支
援ツールを活用して、学生一人一人が自分の学修に対する意欲・態度・知識の獲得状況を振り返って学修行
動の改善・向上を促すことを目的とした教育手法を導入している。

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○全身医学との関連を理解し、患者にとって良質で安全な歯科医療を実践することができる。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のた
めに生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

16　組織学Ⅰ

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

薗村貴弘、佐藤和彦、櫻屋透真、吉川英里

履修の条件・注意事項
課題の提出物や小テストにおいて他者の内容を盗用するなどの不正行為を行った者に対しては厳格に対処を
する。

学生の意見等からの気
づ き

座学講義の後に、実際に標本を見て実際に手を動かしてスケッチすることで細胞の形態を身体で体得し、また
その後に帰宅後の復習テストとすることで知識が定着すると評価を受けている。また組織学Iでは、後半で病理
学と連携するようにカリキュラムを構成し、組織の正常像から異常像を見極める力を培うことができるプログラム
を試みている。

教 科 書 『組織学　改訂20版』(南山堂)、配布講義資料(組織学)

参 考 書 『標準組織学』(医学書院)

オ フ ィ ス ア ワ ー 16:30-18:00、解剖学研究室（１号館４階：薗村教授、１号館１階：佐藤准教授、櫻屋助教、吉川助教）



第1回 10/24(月) 3時限
薗村
貴弘

組織学総論1
組織学の成り立ちを理解する。

肉眼解剖学と組織学について
それぞれの特徴を説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P1〜P4を
読んでおくこと。

1時間

C-2-3）-①

第2回 10/24(月) 4時限
薗村
貴弘

組織学総論2
細胞生物学や組織学の形態学
的研究法を理解する。

光学顕微鏡や電子顕微鏡やそ
れらの試料作成法や染色法に
ついて簡潔に説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P1〜P4を
読んでおくこと。

1時間

A-8-1）-①

第3回 10/31(月) 3時限
薗村
貴弘

組織学総論3
細胞の形態と内部構造を理解
する。

細胞内小器官の基本構造を形
態的に説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P5〜P47
を読んでおくこと。

1時間

C-2-3）-①

第4回 10/31(月) 4時限

薗村
貴弘 
佐藤
和彦 
吉川

英里　
櫻屋
透真

組織学実習1
細胞の形態と内部構造を理解
する。

細胞内小器官の基本構造を形
態的に説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P5〜P47
を読んでおくこと。

1時間

C-2-3）-①

第5回 11/7(月) 3時限
薗村
貴弘

組織学総論4
四大組織の分類を理解する。上
皮組織の形態と分類を理解す
る。

各上皮の基本構造と違いが形
態的に説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P49〜
P68を読んでおくこ
と。

1時間

C-3-4）-(1)-①

第6回 11/7(月) 4時限

薗村
貴弘 
佐藤
和彦 
吉川

英里　
櫻屋
透真

組織学実習2
上皮組織の形態と分類を理解
する。

各上皮の基本構造と違いが形
態的に説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P49〜
P68を読んでおくこ
と。

1時間

C-3-4）-(1)-①

細胞と細胞間質の違いと、各支
持組織の基本構造と違いが形
態的に説明できる。

骨と軟骨の組織構造と構成する
細胞を説明できる。

3時限11/14(月)第7回
C-3-4）-(2)-②
C-3-4）-(2)-③

1時間教科書「組織学」
（南山堂）P69〜
P95を読んでおくこ
と。

組織学総論5
支持組織の形態と分類を理解
する。

薗村
貴弘



第8回 11/14(月) 4時限

薗村
貴弘 
佐藤
和彦 
吉川

英里　
櫻屋
透真

組織学実習3
支持組織の形態と分類を理解
する。

細胞と細胞間質の違いと、各支
持組織の基本構造と違いが形
態的に説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P69〜
P95を読んでおくこ
と。

1時間

C-3-4）-(2)-③

第9回 11/21(月) 3時限
薗村
貴弘

組織学総論6
筋組織の形態と分類を理解す
る。

筋細胞の基本構造、および、平
滑筋、骨格筋、心筋の形態的特
徴を説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P97〜
P109を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4）-(3)-①

第10回 11/21(月) 4時限

薗村
貴弘 
佐藤
和彦 
吉川

英里　
櫻屋
透真

組織学実習4
筋組織の形態と分類を理解す
る。

筋細胞の基本構造、および、平
滑筋、骨格筋、心筋の形態的特
徴を説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P97〜
P109を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4）-(3)-①

第11回 11/28(月) 3時限
薗村
貴弘

組織学総論7
神経組織の形態と分類を理解
する。

神経細胞の基本構造、および、
中枢神経と末梢神経の形態的
特徴を説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P111〜
P126を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(5)-⑦

第12回 11/28(月) 4時限

薗村
貴弘 
佐藤
和彦 
吉川

英里　
櫻屋
透真

組織学実習5
神経組織の形態と分類を理解
する。

神経細胞の基本構造、および、
中枢神経と末梢神経の形態的
特徴を説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P111〜
P126を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(5)-⑦

第13回 12/5(月) 3時限
薗村
貴弘

組織学各論1
血管の基本構造と分類を理解
する。

動脈、静脈、リンパ管の基本構
造、および、それぞれの形態的
特徴を説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P127〜
P146を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(4)-③

第14回 12/5(月) 4時限

薗村
貴弘 
佐藤
和彦 
吉川

英里　
櫻屋
透真

組織学実習6
血管の基本構造と分類を理解
する。

動脈、静脈、リンパ管の基本構
造、および、それぞれの形態的
特徴を説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P127〜
P146を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(4)-③



第15回 12/12(月) 3時限
薗村
貴弘

組織学各論2
血液に含まれる細胞成分の形
態と分類を理解する。

血液に含まれる赤血球と白血球
などの細胞成分の分類と形態
的特徴と機能を説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）147〜
159を読んでおくこ
と。

1時間

C-3-4)-(4)-④

第16回 12/12(月) 4時限

薗村
貴弘 
佐藤
和彦 
吉川

英里　
櫻屋
透真

組織学実習7
血液に含まれる細胞成分の形
態と分類を理解する。

血液に含まれる赤血球と白血球
などの細胞成分の分類と形態
的特徴と機能を説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）147〜
159を読んでおくこ
と。

1時間

C-3-4)-(4)-④

第17回 12/19(月) 3時限
薗村
貴弘

組織学各論3
リンパ系組織に共通する構造と
分類を理解する。

リンパ系組織・器官に共通する
基本構造と分類、それぞれの形
態的特徴とその機能を説明でき
る。

教科書「組織学」
（南山堂）P161〜
P195を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(4)-⑤

第18回 12/19(月) 4時限

薗村
貴弘 
佐藤
和彦 
吉川

英里　
櫻屋
透真

組織学実習8
リンパ系組織に共通する構造と
分類を理解する。

リンパ系組織・器官に共通する
基本構造と分類、それぞれの形
態的特徴とその機能を説明でき
る。

教科書「組織学」
（南山堂）P161〜
P195を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(4)-⑤

第19回 12/26(月) 3時限
薗村
貴弘

組織学各論3
脾臓の細胞構築を理解する。

リンパ系組織・器官に共通する
基本構造と分類、それぞれの形
態的特徴とその機能を説明でき
る。

教科書「組織学」
（南山堂）P161〜
P195を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(4)-⑤

第20回 12/26(月) 4時限

薗村
貴弘 
佐藤
和彦 
吉川

英里　
櫻屋
透真

組織学実習9
脾臓の細胞構築を理解する。

リンパ系組織・器官に共通する
基本構造と分類、それぞれの形
態的特徴とその機能を説明でき
る。

教科書「組織学」
（南山堂）P161〜
P195を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(4)-⑤

第21回 1/13(金) 3時限
薗村
貴弘

組織学各論4
正常組織と異常組織の違いと、
経過を理解する。

リンパ系組織・器官に共通する
基本構造と分類、それぞれの形
態的特徴とその機能を説明でき
る。

教科書「組織学」
（南山堂）P161〜
P195を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(4)-⑤



第22回 1/13(金) 4時限

薗村
貴弘 
佐藤
和彦 
吉川

英里　
櫻屋
透真

組織学実習10
正常組織と異常組織の違いと、
経過を理解する。

リンパ系組織・器官に共通する
基本構造と分類、それぞれの形
態的特徴とその機能を説明でき
る。

教科書「組織学」
（南山堂）P161〜
P195を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(4)-⑤



OBS-1-15

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

評 価 方 法
定期試験（国家試験形式の多肢選択問題80問） 100％
なお、全授業回数の4/5以上の出席および確認テスト（2回実施）での毎回70点以上の取得を定期試験の受験
資格要件とする。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法

ICT教育支援ツールを活用して試験成績を見える化（可視化）し、迅速にフィードバックする手法を導入してい
る。マークカードで解答する多肢選択問題の確認テストでは、試験終了直後にマークカードを回収し、我々が
開発した「モバイル採点システム」と「学修ポートフォリオ作成ソフトウェア（ドクターまるみえーる）」を用いて可及
的速やかに採点して、学籍番号で自分の得点率（絶対評価）と学年順位（相対評価）、問題ごとの正答率、得
点率階層ごとの人数分布状況などをグラフで見える化し、視覚的かつ客観的に自身の成績を自己評価できる
試験成績一覧表を作成して、試験直後の解説講義の際にプロジェクターで映して開示するとともにMoodleの
コース内と掲示板に掲示してフィードバックする。

17　発生学

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

滝川俊也、河野芳朗、杉山明子

授 業 概 要

「発生学」では、性ホルモンによる女性性周期の制御、減数分裂と生殖子（配偶子）の形成、排卵と受精、受精
からヒトの初期発生の過程、三胚葉（外胚葉、中胚葉、内胚葉）の発生、外胚葉性間葉（第4の胚葉）の発生、頭
頸部を中心とする人体構造の発生、歯と歯周組織を含む口腔・顎・顔面領域の主要な構造の正常発生および
発生異常などを学修する。

到 達 目 標

① 生殖子形成と女性の性周期の調節メカニズムを理解し、説明できる。基礎・知識
② 排卵と受精から人体発生までの全過程を理解し、説明できる。基礎・知識
③ 口腔・顎顔面領域の正常発生と先天異常を理解し、説明できる。基礎・知識
④ 胚子期に開始する器官と骨格の発生、成長・発育を理解し、説明できる。基礎・知識
⑤ 歯および歯周組織の発生、発育、交換の過程を理解し、説明できる。基礎・知識

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○全身医学との関連を理解し、患者にとって良質で安全な歯科医療を実践することができる。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のた
めに生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

履修の条件・注意事項

発生学で履修する内容は「人体の構造と機能」を理解するための基盤となる知識である。そのため、授業を聴
いて講義資料を読むだけでなく、教科書を熟読し、多数の写真や図を見て自分で「まとめノート」を作成するほ
か、理解度の自己確認のため、Moodleで授業回ごとのテストを受験するなど、能動的に学修する姿勢が強く求
められる。

学生の意見等からの気
づ き

毎回の授業内容について、履修した授業テーマごとのテスト問題（多肢選択問題）を Moodle で受験できるよう
にしたことは「事前事後学修に役立った」という授業評価アンケートでの意見が多かったため、e-ラーニング環
境をさらに充実させて今年度も学生の事前事後学修（自主学習）を強力に支援していく。

教 科 書 『人体発生学講義ノート 第２版』（金芳堂）、講義資料（配布）

参 考 書
e-ラーニング資料（Moodle掲載）、『カラーアトラス口腔組織発生学 第4版』（わかば出版）、『ラングマン人体発
生学 第11版』（メディカル・サイエンス・インターナショナル社）

オ フ ィ ス ア ワ ー
月曜日〜金曜日　16：30～18：30、1号館3階 滝川教授室（滝川俊也教授）、1号館4階 口腔解剖学研究室（河
野芳朗講師、杉山明子講師）

教 育 手 法

CBTや歯科医師国家試験と同等レベルの多肢選択形式のテストを確認テストおよび定期試験で実施する。授
業の進行度に合わせて2回実施する確認テストでは、ICT教育支援ツールとして我々が開発した「モバイル採点
システム」と「学修ポートフォリオ作成ソフトウェア （ドクターまるみえーる）」を活用し、テスト終了後、マークカード
を回収して講義室内で可及的速やかに試験成績を見える化（可視化）して絶対評価（得点率）と相対評価（学
年順位）を学生側にフィードバックする。この迅速なフィードバックによって、学生個々人が自身の学力レベルを
視覚的、客観的にメタ認知し、学修行動の改善と向学心の育成を促すことを目的としたICT活用双方向教育手
法を導入している。



人体発生学（1）-1） ヒトにおける
細胞周期と２種類の細胞分裂
(体細胞分裂と減数分裂）の基
本概念を理解する。

☐ ヒトにおける細胞周期と２種
類の細胞分裂(体細胞分裂と減
数分裂）の基本概念を説明でき
る。

人体発生学（1）-2） 男性におけ
る精子の形成過程、精子の構
造、セルトリ細胞、ライディッヒ細
胞の役割と精子形成のホルモン
調節を理解する。

☐ 男性における精子の形成過
程、精子の構造、セルトリ細胞、
ライディッヒ細胞の役割と精子形
成のホルモン調節機序を説明
できる。

人体発生学（2）-1） 女性におけ
る卵子（卵）の成熟過程、卵胞
の構造、卵胞中の卵母細胞を
理解する。

☐ 女性における卵子（卵）の成
熟過程［原始卵胞、一次卵胞、
二次卵胞、胞状卵胞、グラーフ
卵胞（成熟卵胞）］、卵胞の構造
（内卵胞膜細胞、顆粒層細胞、
透明帯）と卵胞中の卵母細胞を
説明できる。

人体発生学（2）-2） 女性におけ
る卵子（卵）成熟のホルモン調
節機序を理解する。

☐ 女性における卵子（卵）成熟
のホルモン調節機序を説明でき
る。

人体発生学（2）-3） 女性におけ
る下垂体の性線刺激ホルモン
（卵胞刺激ホルモン、黄体化ホ
ルモン）、卵巣ホルモン（エストロ
ゲン、プロゲステロン）、子宮内
膜の修復・増殖期と成熟期、月
経の周期的関係を理解する。

☐ 女性における下垂体の性線
刺激ホルモン（卵胞刺激ホルモ
ン、黄体化ホルモン）、卵巣ホル
モン（エストロゲン、プロゲステロ
ン）、子宮内膜の修復・増殖期と
成熟期、月経の周期的関係を
説明できる。

人体発生学（3）-1） 射精後の精
子の受精能獲得、受精における
先体反応、受精を理解する。

☐ 射精後の精子の受精能獲
得、受精における先体反応、受
精を説明できる。

人体発生学（3）-2） 卵割と受精
卵（受精時）から胚盤胞期（着床
する頃；受精後6日目）までの発
生進行段階（受精卵の分化）を
理解する。

☐ 卵割と受精卵（受精時）から
胚盤胞期（着床する頃；受精後6
日目）までの発生進行段階（受
精卵の分化）を説明できる。

人体発生学（3）-3） 内細胞塊の
特徴、および内細胞塊を用いて
樹立される胚性幹細胞（ES細
胞）の特徴を理解する。

☐ 内細胞塊の特徴、および内
細胞塊を用いて樹立される胚性
幹細胞（ES細胞）の特徴を説明
できる。

人体発生学（3）-4） 胚性幹細
胞（ES細胞）と人工多能性幹細
胞（iPS細胞）との共通点と相異
点、医療における利点と欠点を
理解する。

☐ 胚性幹細胞（ES細胞）と人工
多能性幹細胞（iPS細胞）との共
通点と相異点、医療における利
点と欠点を説明できる。［元細胞
の由来、作製法、特徴（利点と
欠点）、医療への応用（移植・再
生医療、病態解明、医薬品開
発）］

人体発生学（4）-1） 2層性胚盤
の時期と構造、原始線条の出現
と内胚葉の発生（分化転換）を
理解する。

☐ 2層性胚盤（胚盤胞）の時期
（発生第2週）と構造、原始線条
の出現と内胚葉の発生（分化転
換）を説明できる。［上胚盤葉、
下胚盤葉、羊膜と羊膜腔、卵黄
膜と卵黄嚢、脊索前板、排泄腔
膜、原始線条の出現、内胚葉の
発生（分化転換）］

人体発生学（4）-2） 3層性胚盤
の時期と構造、原始線条と中胚
葉の発生（分化転換）を理解す
る。

☐ 3層性胚盤（胚盤胞）の時期
と（発生第3週）と構造、原始線
条と中胚葉の発生（分化転換）
を説明できる。［外胚葉、内胚
葉、羊膜と羊膜腔、卵黄膜と卵
黄嚢、脊索前板、排泄腔膜、原
始線条と中胚葉の発生（分化転
換）］

人体発生学（4）-3） 中胚葉の移
動と分化、中胚葉から形成され
る構造を理解する。

☐ 中胚葉の移動と分化、中胚
葉から形成される構造を説明で
きる。［脊索突起、沿軸中胚葉
（体節とソミトメアの形成）、中間
中胚葉、側板中胚葉］

2時間

C-3-2）-①

第2回 10/11(火) 4時限 滝川

配布講義資料、人
体発生学講義ノー
トp18〜p20、p24〜
p27、参考図書（ラ
ングマン人体発生
学p29〜p31、p37
〜p39）などを事前
事後学修すること。

2時間

C-3-2）-①

第1回 10/11(火) 3時限 滝川

配布講義資料、人
体発生学講義ノー
トp12〜p14、p16〜
p18、参考図書（ラ
ングマン人体発生
学p18〜p20、p31
〜p34）などを事前
事後学修すること。

2時間

C-3-2）-①

第4回 10/18(火) 4時限 滝川

配布講義資料、人
体発生学講義ノー
トp34〜p53、参考
図書（ラングマン人
体発生学p53〜
p66）などを事前事
後学修すること。

3時間

C-3-2）-①

第3回 10/18(火) 3時限 滝川

配布講義資料、人
体発生学講義ノー
トp29〜p33、p37〜
p51などを事前事
後学修すること。



人体発生学（5）-1） 胚子期（胎
芽期）の時期（胎生3〜8週）と胚
子期に起こる形態形成を理解
する。

☐ 胚子期（胎芽期）の時期（胎
生3〜8週）と胚子期に起こる形
態形成を説明できる。

人体発生学（5）-2） 胚子の
フォールディング（頭屈、尾屈、
側屈）を理解する。

☐ 胚子のフォールディング（頭
屈、尾屈、側屈）を説明できる。

人体発生学（5）-3） 胚子の
フォールディングによる原腸（内
胚葉に由来する原始的な消化
管）の形成、および口咽頭膜の
発生を理解する。

☐ 胚子のフォールディングによ
る原腸（内胚葉に由来する原始
的な消化管）の形成、および口
咽頭膜の発生を説明できる。

人体発生学（5）-4） 神経管から
形成される中枢神経系（脳と脊
髄）、神経堤から移動する神経
堤細胞から発生する外胚葉性
間葉、および中胚葉性間葉と外
胚葉性間葉との相異を理解す
る。

☐ 神経管から形成される中枢
神経系（脳と脊髄）、神経堤から
移動する神経堤細胞から発生
する外胚葉性間葉、および中胚
葉性間葉と外胚葉性間葉との
相異を説明できる。

人体発生学（5）-5） 多能性幹
細胞である神経堤細胞の移動と
分化によって発生する組織・器
官を理解する。

☐ 多能性幹細胞である神経堤
細胞の移動と分化によって発生
する組織・器官を説明できる。
［シュワン細胞、メラニン色素産
生細胞、メルケル細胞、末梢神
経系（交感神経と副交感神経）
の神経節と節後ニューロン、体
性感覚神経と神経節、副腎髄
質の形成、および外胚葉性間
葉に由来する骨・軟骨、歯（エ
ナメル質を除く）と歯周組織（歯
肉上皮を除く）］

頭頸部の発生学（1）-1） 原始口
腔、口咽頭膜、前頭鼻隆起、鰓
弓の発生と顔の形成が開始す
る時期を理解する。

☐ 原始口腔、咽頭膜、前頭鼻
隆起、鰓弓の発生と顔の形成が
開始する時期を説明できる。

頭頸部の発生学（1）-2） 口腔・
顎・顔面領域の発生に重要な役
割を果たす外胚葉性間葉（神経
堤由来）と中胚葉（原始線条由
来）を理解する。

☐ 口腔・顎・顔面領域の発生に
重要な役割を果たす外胚葉性
間葉（神経堤由来）と中胚葉（原
始線条由来）を説明できる。

頭頸部の発生学（1）-3） 5種の
顔面突起（前頭鼻隆起、内側鼻
突起、外側鼻突起、上顎突起、
下顎突起）の発生と顔面突起の
癒合による顔の形態形成を理
解する。

☐ 5種の顔面突起（前頭鼻隆
起、内側鼻突起、外側鼻突起、
上顎突起、下顎突起）の発生と
顔面突起の癒合による顔の形
態形成を説明できる。

頭頸部の発生学（1）-4） 顔を構
成する部位別の名称と各部位
の発生由来となる顔面突起との
関係、および顔面突起の癒合
不全によって生じる顔の形成異
常を理解する。

☐ 顔を構成する部位別の名称
と各部位の発生由来となる顔面
突起との関係、および顔面突起
の癒合不全によって生じる顔の
形成異常を説明できる。

頭頸部の発生学（1）-5） 一次口
蓋の形成、および二次口蓋の
形成と形成時期を理解する。

☐ 一次口蓋の形成、および二
次口蓋の形成と形成時期を説
明できる。

3時間

C-3-2）-①

第6回 10/25(火) 4時限 滝川

配布講義資料、人
体発生学講義ノー
トp204〜p213、参
考図書（口腔組織・
発生学p10〜p20、
ラングマン人体生
学p287〜p295）な
どを事前事後学修
すること。

2時間

E-2-3）-①

第5回 10/25(火) 3時限 滝川

配布講義資料、人
体発生学講義ノー
トp54〜p67、参考
図書（ラングマン人
体発生学p78〜
p109）などを事前
事後学修すること。



頭頸部の発生学（2）-1） 口腔粘
膜の部位別の発生由来、およ
び鼻腔、舌、口腔底、咽頭、食
道〜直腸の粘膜上皮の種類と
発生を理解する。

☐ 口腔粘膜の部位別の発生由
来、および鼻腔、舌、口腔底、
咽頭、食道〜直腸の粘膜上皮
の種類と発生を説明できる。

頭頸部の発生学（2）-2） 舌の発
生と舌の部位別の一般体性感
覚［触覚・圧覚・痛覚・温覚・冷
覚］と味覚の支配神経との関
係、舌運動の支配神経との関係
を理解する。

☐ 舌の発生と舌の部位別の一
般体性感覚［触覚・圧覚・痛覚・
温覚・冷覚］と味覚の支配神経
との関係、舌運動の支配神経と
の関係を説明できる。

頭頸部の発生学（2）-3） 外分泌
腺と内分泌腺の種類と発生様
式、腺の分泌様式の違いを理
解する。

☐ 外分泌腺と内分泌腺の種類
と発生様式、腺の分泌様式の違
いを説明できる。

頭頸部の発生学（2）-4） 3大唾
液腺（耳下腺、顎下腺、舌下
腺）の発生由来と発生開始時期
を理解する。

☐ 3大唾液腺（耳下腺、顎下
腺、舌下腺）の発生由来と発生
開始時期を説明できる。

頭頸部の発生学（2）-5） 主な内
分泌器官の発生由来と発生開
始時期を理解する。

☐ 主な内分泌器官の発生由来
と発生開始時期を説明できる。
［下垂体前葉（ラトケ囊由来）、
下垂体後葉(視床下部由来）、
甲状腺、副甲状腺（上皮小
体）、副腎皮質、副腎髄質、膵
臓（ランゲルハンス島）、精巣、
卵巣］

頭頸部の発生学（2）-6） 主要な
器官・臓器の発生由来を理解す
る。

☐ 主要な臓器の発生由来を説
明できる。［肺、心臓、肝臓、膵
臓、腎臓、副腎髄質、副腎皮
質］

頭頸部の発生学（3）-1） 鰓弓 
＜咽頭弓＞ の構成要素を理解
する。

☐ 鰓弓 ＜咽頭弓＞ の構成要
素を説明できる。[鰓弓神経、鰓
弓動脈、筋芽細胞（沿軸中胚葉
由来）、鰓弓軟骨、その他の中
胚葉性間葉と外胚葉性間葉]

頭頸部の発生学（3）-2） 鰓弓神
経（鰓弓固有の脳神経）を理解
する。

☐ 鰓弓神経（鰓弓固有の脳神
経）を説明できる。［三叉神経、
顔面神経、舌咽神経、迷走神
経］

頭頸部の発生学（3）-3） 鰓弓由
来の筋芽細胞（沿軸中胚葉）が
形成する筋と鰓弓神経支配の
関係を理解する。

☐ 鰓弓由来の筋芽細胞（沿軸
中胚葉）が形成する筋と鰓弓神
経支配の関係を説明できる。
［三叉神経、顔面神経、舌咽神
経、迷走神経］

頭頸部の発生学（4）-1） 鰓弓軟
骨、鰓弓軟骨由来の骨・軟骨、
神経堤細胞由来の頭部腹側の
骨、中胚葉由来の頭部背側の
骨、および両者から発生する骨
を理解する。

☐ 鰓弓軟骨、鰓弓軟骨由来の
骨・軟骨、神経堤細胞由来の頭
部腹側の骨、中胚葉由来の頭
部背側の骨、および両者から発
生する骨を説明できる。

頭頸部の発生学（4）-2） 頭蓋骨
の発生様式（膜内骨化と軟骨内
骨化）を理解する。

☐ 頭蓋骨の発生様式（膜内骨
化と軟骨内骨化）を説明できる。

頭頸部の発生学（4）-3） 頭蓋骨
の成長・発育様式（付加成長と
間質成長）と骨のリモデリングを
理解する。

☐ 頭蓋骨の成長・発育様式（付
加成長と間質成長）と骨のリモ
デリングを説明できる。

頭頸部の発生学（4）-4）  
Scammonの臓器別発育曲線と
臓器別の成長発育の特徴[神経
型、リンパ型、一般型、生殖器
型]を理解する。

□ Scammonの臓器別発育曲線
と臓器別の成長発育の特徴[神
経型、リンパ型、一般型、生殖
器型]を説明できる。

3時間

E-2-3）-①
C-3-2）-①

第8回 11/1(火) 4時限 滝川

配布講義資料、人
体発生学講義ノー
トp54〜p67、参考
図書（口腔組織・発
生学p16〜p18、ラ
ングマン人体発生
学p287〜p295）な
どを事前事後学修
すること。

2時間

E-2-3）-①

第7回 11/1(火) 3時限 滝川

配布講義資料、人
体発生学講義ノー
トp148〜p149、参
考図書（口腔組織・
発生学p20〜p21、
ラングマン人体生
学p153〜p155、
p300〜p302）など
を事前事後学修す
ること。

2時間

E-2-3）-①第9回 11/8(火) 3時限 滝川

配布講義資料、人
体発生学講義ノー
トp211〜p213、参
考図書（口腔組織・
発生学p17〜p21、
ラングマン人体生
学p153〜p155）な
どを事前事後学修
すること。



頭頸部の発生学（5）-1） 5種の
顔面突起の発生と顔面突起の
癒合による顔の形態形成を理
解する。

☐ 5種の顔面突起［前頭鼻隆
起、内側鼻突起、外側鼻突起、
上顎突起、下顎突起］の発生と
顔面突起の癒合による顔の形
態形成を理解する。

頭頸部の発生学（5）-2） 一次口
蓋および二次口蓋の形成と形
成時期を理解する。

☐ 一次口蓋および二次口蓋の
形成と形成時期を説明できる。

頭頸部の発生学（5）-3） 顔面突
起の癒合不全によって生じる顔
面裂（唇裂、斜顔裂、横顔裂、
正中上唇裂、正中下唇裂）、顎
裂、口蓋裂と異常発生が起こる
時期を理解する。

☐ 顔面突起の癒合不全によっ
て生じる顔面裂（唇裂、斜顔裂、
横顔裂、正中上唇裂、正中下
唇裂）、顎裂、口蓋裂と異常発
生が起こる時期を説明できる。

頭頸部の発生学（5）-4） 胎児期
の時期と成長・発育を理解す
る。

☐ 胎児期の時期と成長・発育を
説明できる。

頭頸部の発生学（5）-5） 第一鰓
弓症候群、第一第二鰓弓症候
群の患者にみられる第一鰓弓と
第二鰓弓由来の組織構造の形
成不全（耳介の奇形、耳小骨の
欠如を含む）を理解する。

☐ 第一鰓弓症候群、第一第二
鰓弓症候群の患者にみられる
第一鰓弓と第二鰓弓由来の組
織構造の形成不全（耳介の奇
形、耳小骨の欠如を含む）を説
明できる。

第11回 11/15(火) 3時限
滝川　
河野　
杉山

発生学確認テスト① ［試験範
囲：第1回〜第10回］（多肢選択
問題形式80問）

第1回〜第10回の
授業内容を教科
書、配布資料、e-
ラーニング資料
（Moodle）、国家試
験の過去問題（講
義資料および 
Moodleに掲載）で
総括的に事前学修
すること。

3時間

第12回 11/15(火) 4時限
滝川　
河野　
杉山

発生学確認テスト① の解説講
義

自分が間違えた問
題を確認して十分
事後学修すること。

1時間

歯と歯周組織の発生学（1）-1） 
一次上皮帯の発生（創始期）と 
一次上皮帯から発生する唇溝
堤と歯堤および蕾状期歯胚を
理解する。

☐ 一次上皮帯の発生（創始期）
と 一次上皮帯から発生する唇
溝堤と歯堤および蕾状期歯胚
を説明できる。

歯と歯周組織の発生学（1）-2） 
歯堤[歯原性外胚葉性上皮]の
発生と神経堤細胞[歯原性外胚
葉性間葉]の凝集、歯の発生に
おける上皮-間葉相互作用を理
解する。

☐ 歯堤[歯原性外胚葉性上皮]
の発生と神経堤細胞[歯原性外
胚葉性間葉]の凝集、歯の発生
における上皮-間葉相互作用を
説明できる。

歯と歯周組織の発生学（2）-1） 
蕾状期歯胚の構造を理解する。

☐ 蕾状期歯胚の構造を説明で
きる。［歯蕾、神経堤細胞］

歯と歯周組織の発生学（2）-2） 
帽状期歯胚で出現するエナメル
器の構造と歯原性上皮の組織
分化を理解する。

☐ 帽状期歯胚で出現するエナ
メル器の構造と歯原性上皮の組
織分化を説明できる。［外エナメ
ル上皮、星状網（エナメル髄）、
内エナメル上皮、エナメル結節］

歯と歯周組織の発生学（2）-3） 
帽状期歯胚に生じる外胚葉性
間葉（神経堤細胞由来）の分化
を理解する。

☐ 帽状期歯胚に生じる外胚葉
性間葉（神経堤細胞由来）の分
化を説明できる。［歯乳頭、歯小
嚢］

第10回 11/8(火) 4時限 滝川

配布講義資料、人
体発生学講義ノー
トp54〜p67、参考
図書（口腔組織・発
生学p17〜p21、ラ
ングマン人体生学
p287〜p295）など
を事前事後学修す
ること。

2時間

E-2-3）-①
C-3-2）-①

第13回 11/22(火) 3時限 滝川

配布講義資料、参
考図書（カラーアト
ラス口腔組織発生
学p21〜p32、p37
〜p38、口腔組織・
発生学p25〜p29）
などを事前事後学
修すること。

2時間

E-3-1）-①



歯と歯周組織の発生学（3）-1） 
鐘状期歯胚で起こる象牙芽細
胞（歯乳頭由来）およびエナメ
ル芽細胞（内エナメル上皮由
来）の分化順序と上皮-間葉相
互作用との関係を理解する。

☐ 鐘状期歯胚で起こる象牙芽
細胞（歯乳頭由来）およびエナ
メル芽細胞（内エナメル上皮由
来）の分化順序と上皮-間葉相
互作用との関係を説明できる。

歯と歯周組織の発生学（3）-2） 
象牙芽細胞の分化と象牙質基
質（象牙前質）の分泌、および
象牙前質の成分を理解する。

☐ 象牙芽細胞の分化と象牙質
基質（象牙前質）の分泌、およ
び象牙前質の成分を説明でき
る。

歯と歯周組織の発生学（3）-3） 
象牙前質の石灰化機序を理解
する。

☐ 象牙前質の石灰化機序を説
明できる。［基質小胞性石灰化
（初期石灰化）とコラーゲン性石
灰化（二次石灰化）］

歯と歯周組織の発生学（3）-4） 
象牙芽細胞の形態［細胞体およ
びトームス線維（Tomes線維）］、
象牙質の基本構造［象牙細管
（菅周象牙質）と管間象牙質］と
石灰化度の違いを理解する。

☐ 象牙芽細胞の形態［細胞体
およびトームス線維（Tomes線
維）］、象牙質の基本構造［象牙
細管（菅周象牙質）と管間象牙
質］と石灰化度の違いを説明で
きる。

歯と歯周組織の発生学（4）-1） 
内エナメル上皮から退縮エナメ
ル上皮までのエナメル芽細胞の
分化段階を理解する。

☐ 内エナメル上皮から退縮エ
ナメル上皮までのエナメル芽細
胞の分化段階を説明できる。
［前エナメル芽細胞、形成期（分
泌期）エナメル芽細胞、移行期
エナメル芽細胞、成熟期エナメ
ル芽細胞］

歯と歯周組織の発生学（4）-2） 
内エナメル上皮から退縮エナメ
ル上皮までのエナメル芽細胞の
分化段階と細胞形態、細胞間
接着装置を理解する。

☐ 内エナメル上皮から退縮エ
ナメル上皮までのエナメル芽細
胞の分化段階と細胞形態の特
徴、細胞間接着装置を理解す
る。［前エナメル芽細胞、形成期
（分泌期）エナメル芽細胞、移行
期エナメル芽細胞、成熟期エナ
メル芽細胞、形成期エナメル芽
細胞のトームス突起（Tomes突
起）、近位閉鎖帯と遠位閉鎖
帯、成熟期エナメル芽細胞の波
状縁など］

歯と歯周組織の発生学（4）-3） 
形成期（分泌期）エナメル芽細
胞が分泌するエナメル質基質
（エナメル前質、幼若エナメル
質）の成分を理解する。

☐ 形成期（分泌期）エナメル芽
細胞が分泌するエナメル基質
（エナメル前質、幼若エナメル
質）の成分を説明できる。［エナ
メルタンパク（アメロゲニン、エナ
メリン、タフテリン、アメロブラスチ
ン、シースリン、アメリン）、エナメ
ライシン（MMP-20）など］

歯と歯周組織の発生学（4）-4） 
エナメル質基質（エナメル前質、
幼若エナメル質）の石灰化の特
殊性（石灰化機序と二段階の石
灰化）を理解する。

☐ エナメル質基質（エナメル前
質、幼若エナメル質）の石灰化
の特殊性（石灰化機序と二段階
の石灰化）を説明できる。

歯と歯周組織の発生学（5） 一
次上皮帯から発生する唇溝堤と
口腔前庭の形成過程を理解す
る。

☐ 一次上皮帯から発生する唇
溝堤と口腔前庭の形成過程を
説明できる。

歯と歯周組織の発生学（6）-1） 
歯根形成におけるヘルトウィッヒ
上皮鞘（Hertwig上皮鞘）の構成
と役割、歯根の形成機序を理解
する。

☐ 歯根形成におけるヘルト
ウィッヒ上皮鞘（Hertwig上皮鞘）
の構成と役割、歯根の形成機序
を説明できる。

歯と歯周組織の発生学（6）-2） 
Hertwig上皮鞘に由来するマ
ラッセ上皮遺残（Malassez上皮
遺残）を理解する。

☐ Hertwig上皮鞘に由来するマ
ラッセ上皮遺残（Malassez上皮
遺残）を説明できる。

2時間

E-3-1）-①
C-3-4）-(2)-⑤

第15回 11/29(火) 3時限 滝川

配布講義資料、参
考図書（カラーアト
ラス口腔組織発生
学p21〜p23、p30、
p96〜p98、口腔組
織・発生学p29〜
p30、p137〜p140、
p151〜p168）など
を事前事後学修す
ること。

2時間

E-3-1）-①
C-3-4）-(2)-⑤

第14回 11/22(火) 4時限 滝川

配布講義資料、参
考図書（カラーアト
ラス口腔組織発生
学p37〜p38、口腔
組織・発生学p25〜
p29、p80〜p85）な
どを事前事後学修
すること。

2時間

E-2-3）-①
E-3-1）-①
E-3-1）-⑥

第16回 11/29(火) 4時限 滝川

配布講義資料、参
考図書（カラーアト
ラス口腔組織発生
学p21〜p23、p30、
p96〜p98、口腔組
織・発生学p29〜
p30、p137〜p140、
p151〜p168）など
を事前事後学修す
ること。



歯と歯周組織の発生学（7）-1） 
歯小嚢（神経堤由来）から形成
される組織を理解する。

☐ 歯小嚢（神経堤由来）から形
成される組織を説明できる。［セ
メント質、歯根膜、歯槽骨（固有
歯槽骨と支持歯槽骨）］

歯と歯周組織の発生学（7）-2） 
小嚢（神経堤由来）から分化す
る線維芽細胞による歯根膜の形
成を理解する。

☐ 歯小嚢（神経堤由来）から分
化する線維芽細胞による歯根膜
の形成を説明できる。

歯と歯周組織の発生学（7）-3） 
歯小嚢から分化するセメント芽
細胞による類セメント質（セメント
質基質）の分泌と石灰化機序を
理解する。

☐ 歯小嚢から分化するセメント
芽細胞による類セメント質（セメ
ント質基質）の分泌と石灰化機
序を説明できる。［基質小胞性
石灰化（初期石灰化）とコラーゲ
ン性石灰化（二次的石灰化）］

歯と歯周組織の発生学（7）-4） 
歯小嚢から分化する骨芽細胞
による類骨（骨基質）の分泌と石
灰化機序を理解する。

☐ 歯小嚢から分化する骨芽細
胞による類骨（骨基質）の分泌と
石灰化機序を説明できる。［基
質小胞性石灰化（初期石灰化）
とコラーゲン性石灰化（二次的
石灰化）］

歯と歯周組織の発生学（8）-1） 
歯小嚢から分化する骨芽細胞と
造血幹細胞から分化する破骨
細胞との協調による歯槽骨形成
とリモデリング（骨の改造）を理
解する。

☐ 歯小嚢から分化する骨芽細
胞と造血幹細胞から分化する破
骨細胞との協調による歯槽骨形
成とリモデリング（骨の改造）を
説明できる。

歯と歯周組織の発生学（8）-2) 
破骨細胞の分化機序と活性の
制御機構、特徴を理解する。

☐ 破骨細胞の分化機序と活性
の制御機構、特徴を説明でき
る。

歯と歯周組織の発生学（8）-3） 
固有歯槽骨および支持歯槽骨
を構成する骨を理解する。

☐ 固有歯槽骨および支持歯槽
骨を構成する骨を説明できる。
［固有歯槽骨：束状骨（線維束
骨）と層板骨、支持歯槽骨：皮
質骨（緻密骨）と海綿骨］

第19回 12/13(火) 3時限
滝川　
河野　
杉山

発生学確認テスト② ［試験範
囲：第1回〜第18回］（多肢選択
問題形式80問）

第1回〜第18回の
授業内容を教科
書、配布資料、e-
ラーニング資料
（Moodle）、国家試
験の過去問題（講
義資料および 
Moodleに掲載）で
総括的に事前学修
すること。

3時間

滝川　
河野　
杉山

発生学確認テスト② の解説講
義

自分が間違えた問
題を確認して十分
事後学修すること。

2時間

滝川

FD授業評価アンケート（WEBで
回答）

第17回 12/6(火) 3時限 滝川

配布講義資料、参
考図書（カラーアト
ラス口腔組織発生
学p21〜p23、p30、
p87〜p90、p96〜
p98、口腔組織・発
生学p29〜p30、
p137〜p140、p151
〜p168）などを事
前事後学修するこ
と。

3時間

E-3-1）-⑥
C-3-4）-(2)-④

C-3-4）-(2)-④
E-3-1）-⑥

第20回 12/13(火) 4時限

第18回 12/6(火) 4時限 滝川



CMD-1-01 ○

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 9/14(水) 3時限
友藤
大森
東

アクティブ・ラーニングのために
効果的な教育手法を学ぶ。

ＴＢＬと学習ポートフォリオの学
習方法、ルーブリック評価の評
価法を理解できる。

講義内容を予習す
る。（Mooddle掲示
予定）　IRAT（10
問）対策 を行う。

30分

A-1-1）-⑤

評 価 方 法
個人に対するＭＣＱテスト（IRAT）：30％、凝縮ポートフォリオのルーブリック評価：20％、体験シート、学習成果
のサマリー等の評価：50％

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 IRATと解説によるフィードバック

授 業 概 要

将来の地域医療を担当する歯科医師として、自分の診療形態を実現するために、各自が仮想診療所（私の診
療所）を想定して、具体的にそのプロセスについて必要な諸条件について学年縦断で諸教科を段階的に学び
ながら、得られた知識、技能、態度を基に仮想診療所の開設を通して、自ら学ぶ力と地域で活躍できる医療人
に必要な能力を身につける。
1年次は、地域社会と歯科医療とのつながりを知って、私のクリニック（仮想）を立ちあげる。

到 達 目 標

１．TBLを理解し、実践できる。
２．歯科医院を取り巻く社会的背景などを理解し、説明できる。
３．口腔機能管理、口腔衛生管理の重要性を理解し、実践できる。
４．プレゼンテーションができ、プレゼンテーションを聞いてその評価ができる。
５．チームで議論して立ち上げた歯科医院と地域社会とのつながりを説明できる。

教 育 手 法 講義、ディスカッション、ディベート、グループワーク、プレゼンテーション、実習等

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○地域社会や国際未来社会で活躍できるコミュニケーション能力や英語能力を有しているとともに幅広い視野
とリーダーシップを有している。
○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○多様化する地域社会の歯科医療ニーズにきめ細やかに対応し、口腔ケア、在宅歯科診療や、地域包括ケア
システムなど多職種連携チーム医療をもとに、地域社会に貢献する歯科医療を実践できる高い臨床能力を身
につけている。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のため
に生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

18　地域社会と歯科医療Ⅰ（Aクラス）

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

友藤　孝明（◎）、大森　俊和（◎）、東　哲司（◎）、ファシリテーター担当教員（◎）

履修の条件・注意事項 iPadを持参して下さい。また相互実習時には、白衣とナースシューズが必要です。

学生の意見等からの気
づ き

教 科 書 配布資料

参 考 書

オ フ ィ ス ア ワ ー 後期の水曜日　18:10～19:00、1号館3階　友藤教授室（友藤教授）



第2回 9/14(水) 4時限
友藤
大森
東

アクティブ・ラーニングのために
効果的な教育手法を学ぶ。

ＴＢＬと学習ポートフォリオの学
習方法、ルーブリック評価の評
価法を理解できる。

A-2-1）-⑤

課題解決に必要な情報の取得
方法と必要な情報の整理法が
説明できる。

地域で開院するのに必要な情
報を話し合い、チームに必要な
当該地域の情報をどのようにし
て得るかを話し合える。

口の機能として摂食の重要さに
気づくことができる。

生涯にわたって口から食べるこ
とを支援する医療が必要なこと
を理解できる。

第7回 10/12(水) 4時限
友藤
大森
東

歯科医療の基本となる口の営み
と健康の維持に気づく。

食べさせ方を理解し食事介助が
実施できる。

A-7-1）-④

講義内容を予習す
る。（Mooddle掲示
予定）　IRAT（10
問）対策 を行う。

30分

A-2-1）-③
A-2-1）-④第6回 10/12(水) 3時限

友藤
大森
東

歯科医療の基本となる口の営み
と健康の維持に気づく。

30分

第5回 9/28(水) 4時限
友藤
大森
東

地域医療・歯科医療の概要を理
解する。

地域歯科医療の現状と地域医
療における訪問診療を理解でき
る。

A-2-2）-①
A-2-2）-②

第4回 9/28(水) 3時限
友藤
大森
東

A-2-1）-②
A-2-1）-③
A-2-1）-④

第3回 9/14(水) 5時限
友藤
大森
東

課題解決に必要な情報を選択
して得られる。

A-2-1）-③
A-2-1）-④

地域医療・歯科医療の概要を理
解する。

地域歯科医療の現状の概要を
理解できる。

講義内容を予習す
る。（Mooddle掲示
予定）　IRAT（10
問）対策 を行う。



第8回 10/26(水) 3時限
友藤
大森
東

口腔のケアの重要性に気づく。 日常の口腔のケアとその方法に
ついて説明できる。

講義内容を予習す
る。（Mooddle掲示
予定）　IRAT（10
問）対策 を行う。

30分

A-2-1）-④

基本的な「口腔のケア」を実施
できる。

口腔のケアに使用する器具を目
的に合わせて選択できる。

チームの凝縮ポートフォリオの
記載内容をまとめることができ
る。

凝縮ポートフォリオの相互評価と
学び合いができる。

第11回 11/9(水) 4時限
友藤
大森
東

凝縮ポートフォリオを理解し、作
成できる。

チームの凝縮ポートフォリオを作
成できる。

A-2-1）-③

各チームの凝縮ポートフォリオ
「私の歯科クリニック」を発表でき
る。

チーム発表について各自が評
価表に基づいて評価できる。

第13回 11/30(水) 4時限
友藤
大森
東

凝縮ポートフォリオを理解し、作
成できる。

各自が凝縮ポートフォリオを作
成できる。

A-2-2）-②

第14回 12/14(水) 3時限
友藤
大森
東

本教科を履修したことによる成
長を自己評価できる。

成長報告書等を作成し、提出で
きる。

IRAT（20問）対策
を行う。

1時間

A-2-1）-⑤

30分講義内容を予習す
る。（Mooddle掲示
予定）　IRAT（10
問）対策 を行う。

講義内容を予習す
る。（Mooddle掲示
予定）　IRAT（10
問）対策 を行う。

30分

A-2-1）-③
A-7-1）-④

第12回 11/30(水) 3時限
友藤
大森
東

プレゼンテーションができ、プレ
ゼンテーションを聞いてその評
価ができる。

A-2-1）-④
A-2-2）-①

第10回 11/9(水) 3時限
友藤
大森
東

凝縮ポートフォリオを理解し、作
成できる。

第9回 10/26(水) 4時限
友藤
大森
東

口腔ケアの一部を実施できる。

A-2-1）-①
A-2-1）-②



第15回 12/14(水) 4時限
友藤
大森
東

本教科を履修したことによる成
長を自己評価できる。

成長報告書等を基に、今後の
目標を立てる。

A-2-1）-⑤



CMD-1-01 ○

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 9/7(水) 3時限
友藤
大森
東

アクティブ・ラーニングのために
効果的な教育手法を学ぶ。

ＴＢＬと学習ポートフォリオの学
習方法、ルーブリック評価の評
価法を理解できる。

講義内容を予習す
る。（Mooddle掲示
予定）　IRAT（10
問）対策 を行う。

30分

A-1-1）-⑤

個人に対するＭＣＱテスト（IRAT）：30％、凝縮ポートフォリオのルーブリック評価：20％、体験シート、学習成果
のサマリー等の評価：50％

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 IRATと解説によるフィードバック

授 業 概 要

将来の地域医療を担当する歯科医師として、自分の診療形態を実現するために、各自が仮想診療所（私の診
療所）を想定して、具体的にそのプロセスについて必要な諸条件について学年縦断で諸教科を段階的に学び
ながら、得られた知識、技能、態度を基に仮想診療所の開設を通して、自ら学ぶ力と地域で活躍できる医療人
に必要な能力を身につける。
1年次は、地域社会と歯科医療とのつながりを知って、私のクリニック（仮想）を立ちあげる。

到 達 目 標

１．TBLを理解し、実践できる。
２．歯科医院を取り巻く社会的背景などを理解し、説明できる。
３．口腔機能管理、口腔衛生管理の重要性を理解し、実践できる。
４．プレゼンテーションができ、プレゼンテーションを聞いてその評価ができる。
５．チームで議論して立ち上げた歯科医院と地域社会とのつながりを説明できる。

教 育 手 法 講義、ディスカッション、ディベート、グループワーク、プレゼンテーション、実習等

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○地域社会や国際未来社会で活躍できるコミュニケーション能力や英語能力を有しているとともに幅広い視野
とリーダーシップを有している。
○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○多様化する地域社会の歯科医療ニーズにきめ細やかに対応し、口腔ケア、在宅歯科診療や、地域包括ケア
システムなど多職種連携チーム医療をもとに、地域社会に貢献する歯科医療を実践できる高い臨床能力を身
につけている。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のため
に生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

18　地域社会と歯科医療Ⅰ（Bクラス）

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

友藤　孝明（◎）、大森　俊和（◎）、東　哲司（◎）、ファシリテーター担当教員（◎）

履修の条件・注意事項 iPadを持参して下さい。また相互実習時には、白衣とナースシューズが必要です。

学生の意見等からの気
づ き

教 科 書 配布資料

参 考 書

オ フ ィ ス ア ワ ー 後期の水曜日　18:10～19:00、1号館3階　友藤教授室（友藤教授）

評 価 方 法



第2回 9/7(水) 4時限
友藤
大森
東

アクティブ・ラーニングのために
効果的な教育手法を学ぶ。

ＴＢＬと学習ポートフォリオの学
習方法、ルーブリック評価の評
価法を理解できる。

A-2-1）-⑤

課題解決に必要な情報の取得
方法と必要な情報の整理法が
説明できる。

地域で開院するのに必要な情
報を話し合い、チームに必要な
当該地域の情報をどのようにし
て得るかを話し合える。

口の機能として摂食の重要さに
気づくことができる。

生涯にわたって口から食べるこ
とを支援する医療が必要なこと
を理解できる。

第7回 10/5(水) 4時限
友藤
大森
東

歯科医療の基本となる口の営み
と健康の維持に気づく。

食べさせ方を理解し食事介助が
実施できる。

A-7-1）-④

第8回 10/19(水) 3時限
友藤
大森
東

口腔のケアの重要性に気づく。 日常の口腔のケアとその方法に
ついて説明できる。

講義内容を予習す
る。（Mooddle掲示
予定）　IRAT（10
問）対策 を行う。

30分

A-2-1）-④

講義内容を予習す
る。（Mooddle掲示
予定）　IRAT（10
問）対策 を行う。

30分

A-2-1）-③
A-2-1）-④第6回 10/5(水) 3時限

友藤
大森
東

歯科医療の基本となる口の営み
と健康の維持に気づく。

第5回 9/21(水) 4時限
友藤
大森
東

地域医療・歯科医療の概要を理
解する。

地域歯科医療の現状と地域医
療における訪問診療を理解でき
る。

A-2-2）-①
A-2-2）-②

地域歯科医療の現状の概要を
理解できる。

講義内容を予習す
る。（Mooddle掲示
予定）　IRAT（10
問）対策 を行う。

30分

A-2-1）-②
A-2-1）-③
A-2-1）-④

第4回 9/21(水) 3時限
友藤
大森
東

地域医療・歯科医療の概要を理
解する。

A-2-1）-③
A-2-1）-④第3回 9/7(水) 5時限

友藤
大森
東

課題解決に必要な情報を選択
して得られる。



基本的な「口腔のケア」を実施
できる。

口腔のケアに使用する器具を目
的に合わせて選択できる。

チームの凝縮ポートフォリオの
記載内容をまとめることができ
る。

凝縮ポートフォリオの相互評価と
学び合いができる。

第11回 11/2(水) 4時限
友藤
大森
東

凝縮ポートフォリオを理解し、作
成できる。

チームの凝縮ポートフォリオを作
成できる。

A-2-1）-③

各チームの凝縮ポートフォリオ
「私の歯科クリニック」を発表でき
る。

チーム発表について各自が評
価表に基づいて評価できる。

第13回 11/16(水) 4時限
友藤
大森
東

凝縮ポートフォリオを理解し、作
成できる。

各自が凝縮ポートフォリオを作
成できる。

A-2-2）-②

第14回 12/7(水) 3時限
友藤
大森
東

本教科を履修したことによる成
長を自己評価できる。

成長報告書等を作成し、提出で
きる。

IRAT（20問）対策
を行う。

1時間

A-2-1）-⑤

第15回 12/7(水) 4時限
友藤
大森
東

本教科を履修したことによる成
長を自己評価できる。

成長報告書等を基に、今後の
目標を立てる。

A-2-1）-⑤

講義内容を予習す
る。（Mooddle掲示
予定）　IRAT（10
問）対策 を行う。

30分

A-2-1）-④
A-2-2）-①

第12回 11/16(水) 3時限
友藤
大森
東

プレゼンテーションができ、プレ
ゼンテーションを聞いてその評
価ができる。

第9回 10/19(水) 4時限
友藤
大森
東

口腔ケアの一部を実施できる。

A-2-1）-①
A-2-1）-②

凝縮ポートフォリオを理解し、作
成できる。

友藤
大森
東

3時限11/2(水)第10回

講義内容を予習す
る。（Mooddle掲示
予定）　IRAT（10
問）対策 を行う。

30分

A-2-1）-③
A-7-1）-④



FDS-1-01 ○

回数 実施日 時限
担当
者

第1回 4/11(月) 3時限 田村

第2回 4/18(月) 3時限 田村

学習目標（ＧＩＯ）

歯学部の特殊性を理解し、将来の学士取得あるいは国家資格取得に向けての心構えを学ぶ。具体的には
初年次より綿密に練り上げているカリキュラムに沿って授業が始まるが、学年ごとに着実に知識・技能が膨ら
んでいくための受講する姿勢、勉学に勤しむ態度、基礎的な知識獲得に向けての本学歯学部での学習目
標を掲げ、学習に専念するために、本学の教育カリキュラムを理解する。

専門課程として高度な歯科医療・医学を学んでいくうえで、歯科医療がどのような経過あるいは道筋をたどり
現状があるかを知ることは将来の自らの理想的な歯科医師像を探るにも重要であるため、その歩んできた歴
史を理解する。歯科医学発展の道程は技術の進歩、材料の開発が主な支えとなっているが、歯科医師とし
て治療に臨むにあたり、しっかりとした教養を身につけ過去の医療の進歩・進化の変遷を学習し、歯科医師
と歯科医学の原点を理解する。（歯学史）

学生の意見等からの気
づ き

評 価 方 法
課題レポート（100%）　全出席を原則とするが、やむを得ず欠席した場合は、各教員が指定した項目につ
いてレポート提出を行う。欠席し、かつレポートの提出がない場合は、１回につき最終得点から15点減点
する。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法

参 考 書

オ フ ィ ス ア ワ ー 授業実施後

履修の条件・注意事項

教 科 書 配布資料及びMoodle掲載ファイル

教 育 手 法 講義

19　建学の精神と社会生活

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

川木、都尾（◎）、田村（◎）、大友（◎）、野村（◎）、出村（◎）、堀口（◎）、山田（◎）、中嶋（◎）、橋本
（◎）、三井（◎）

授 業 概 要

私立大学では、大学設立の目的、使命に基づいて「建学の精神」があり、その実現のための基本方針とし
てアドミッション・ポリシー（入学者受入方針）、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）、カリキュラム・ポリ
シー（教育課程の編成・実施の方針）が示されている。歯学概説では、朝日大学歯学部生として、その内
容を理解し、学生生活の基礎を学ぶ。さらに、歯科医療の歴史を学び教養を付け、生命の尊厳を学び医
療人としての倫理観を学ぶ。また、医科歯科医療センターを知ることで、病院実習に対する目標を作り、
国際性を身につけるためのプログラム、卒後の生涯研修といったことを理解することで、朝日大学歯学部
での特徴ある学習を理解し、学習に対するモチベーションを築くものである。

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有
している。
○地域社会や国際未来社会で活躍できるコミュニケーション能力や英語能力を有しているとともに幅広い視
野とリーダーシップを有している。
○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○多様化する地域社会の歯科医療ニーズにきめ細やかに対応し、口腔ケア、在宅歯科診療や、地域包括ケ
アシステムなど多職種連携チーム医療をもとに、地域社会に貢献する歯科医療を実践できる高い臨床能力
を身につけている。

到 達 目 標



第3回 4/25(月) 3時限 田村

第4回 5/2(月) 3時限
川木
都尾

第5回 5/9(月) 3時限 大友

第6回 5/16(月) 3時限

第7回 5/23(月) 3時限

第8回 5/30(月) 3時限

第9回 6/6(月) 3時限

第10回 6/13(月) 3時限

第11回 6/20(月) 3時限

第12回 6/27(月) 3時限

第13回 7/4(月) 3時限

第14回 7/7(木) 3時限

※内容については、後日案内

※内容については、後日案内

※内容については、後日案内

※内容については、後日案内

※内容については、後日案内

※内容については、後日案内

※内容については、後日案内

医の原則　医の倫理について理解する。

将来歯科医師となる道を目指していくにあたり、知識・技能を磨いて患者の問題に応えて解決したり、患者
の側に立ち良質な医療の提供を目標に基本的知識、技能、態度を修得していくのであるが、初年次ではそ
の概要を学ぶ。さらに歯科医療に要求される道徳的、倫理的、社会的な一般良識を身につけ、他学部と連
携をとるチーム医療の構成員として積極的に医療に参画できるようになるため、チーム医療に関する基本的
知識、技能、態度を修得する。

朝日大学に歯学部生として入学し、本学での資格取得まで有意義な学生生活を送るために、朝日大学の
建学の精神を理解する。将来を見据えた医療人としての第一歩が初年次より始まることを心に留め、理解す
る。医療現場での仕事の厳しさを知り、備えるべき繊細な技術・技能、充足すべき歯科医療あるいは関連医
学の知識を学ぶ一方で、強い意志と決断力、実行力、協調性を育んでいくことの重要性について学習す
る。

※内容については、後日案内

※内容については、後日案内



第15回 7/11(月) 3時限

第16回 7/14(木) 3時限

※内容については、後日案内

予備日



FDS-1-02 ○

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 4/11(月) 1時限 玉置

【オリエンテーション】概要説明
により、自学自習の大切さや講
義ノート作成の具体的手法、ま
とめ方および歯科専門用語集
作成に関して理解できる。

今後の基礎歯科学入門の進め
方を理解し、実践できる。

特になし 0

A-1-1）-①

第2回 4/11(月) 2時限 飯沼

【歯科専門科目概説】　国試B領
域（各論Ⅰ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（小児歯科学）

小児歯科学に関連する専門用
語に関して、種類・分類を列挙
でき、定義や英語表記等を説明
できる。

Moodle資料を参照 0.5

E-4-1）-⑥

評 価 方 法 領域ごとの小テスト、提出物（ノート、用語）

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法

授 業 概 要

基礎歯科学入門Ⅰでは読解力、表現力、コミュニケーション能力を高めるため、アクティブラーニングの要素を
取り入れ、歯科関連項目に対する小グループに分けてTBLを実践する。そのために歯科基礎および臨床の専
門科目について、用語を学び定義や分類に関するノート作成を実践して、歯科の概要を掴んでいくことを目的
とする。

到 達 目 標 ①歯科専門科目の学習に必要な用語・定義を列挙できる。

教 育 手 法 講義

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のため
に生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

20　基礎歯科学入門Ⅰ

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

◎玉置、◎北井、◎辰巳、◎永山、◎都尾、◎友藤、飯沼、河野、駒形、安尾、清水、鶴田、木方、安田、安
村、岸本、大野、小日向、渡邊、亀川、宇野、中本、岩井、米永、石橋、谷口、岩瀬

履修の条件・注意事項

学生の意見等からの気
づ き

教 科 書 各領域ごとのプリント・ファイルにより対応

参 考 書 領域ごとに紹介

オ フ ィ ス ア ワ ー 基本的には17：00以降だが、Moodleのメッセージ機能によりアポイントを取る。



第3回 4/14(木) 4時限 飯沼

【歯科専門科目概説】　国試B領
域（各論Ⅰ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（小児歯科学）

小児歯科学に関連する専門用
語に関して、種類・分類を列挙
でき、定義や英語表記等を説明
できる。

Moodle資料を参照 0.5

E-4-1）-⑦

第4回 4/15(金) 4時限 飯沼

【歯科専門科目概説】　国試B領
域（各論Ⅰ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（口腔解剖学）

口腔解剖学に関連する専門用
語に関して、種類・分類を列挙
でき、定義や英語表記等を説明
できる。

Moodle資料を参照 0.5

E-2-2）-①

第5回 4/18(月) 1時限 駒形

【歯科専門科目概説】　国試B領
域（各論Ⅰ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（歯科矯正学）

矯正学に関連する専門用語に
関して、種類・分類を列挙でき、
定義や英語表記等を説明でき
る。

Moodle資料を参照 0.5

E-4-1）-①

第6回 4/18(月) 2時限 駒形

【歯科専門科目概説】　国試B領
域（各論Ⅰ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（歯科矯正学）

矯正学に関連する専門用語に
関して、種類・分類を列挙でき、
定義や英語表記等を説明でき
る。

Moodle資料を参照 0.5

E-4-1）-②

第7回 4/21(木) 4時限 河野

【歯科専門科目概説】　国試B領
域（各論Ⅰ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（小児歯科学）

小児歯科学に関連する専門用
語に関して、種類・分類を列挙
でき、定義や英語表記等を説明
できる。

Moodle資料を参照 0.5

E-4-2）-①

第8回 4/22(金) 4時限 安尾

【歯科専門科目概説】　国試B領
域（各論Ⅰ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（口腔生理学）

生理・口腔生理学に関連する専
門用語に関して、種類・分類を
列挙でき、定義や英語表記等を
説明できる。

Moodle資料を参照 0.5

E-2-2）-⑤

第9回 4/25(月) 1時限 玉置

【小テスト（各論Ⅰ関

連）30分】　Moodleを

使った、○×式テスト-80

点を超えるまで繰り返し行

う。

国家試験B領域各論Ⅰ関連科
目の用語や概要について、説
明できる。

Moodle資料を参照 0.5



第10回 4/25(月) 2時限 玉置

各論Ⅰ単元のノートまとめ・提出
する。

国家試験B領域各論Ⅰ関連科
目の用語や概要について、説
明できる。

Moodle資料を参照 0.5

第11回 4/28(木) 4時限 清水

【歯科専門科目概説】　国試B領
域（各論Ⅱ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（歯冠修復学）

歯冠修復学に関連する専門用
語に関して、種類・分類を列挙
でき、定義や英語表記等を説明
できる。

Moodle資料を参照 0.5

E-3-3）-(1)-①

第12回 5/2(月) 1時限 鶴田

【歯科専門科目概説】　国試B領
域（各論Ⅱ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（歯冠修復学）

歯冠修復学に関連する専門用
語に関して、種類・分類を列挙
でき、定義や英語表記等を説明
できる。

Moodle資料を参照 0.5

E-3-3）-(1)-①

第13回 5/2(月) 2時限 木方

【歯科専門科目概説】　国試B領
域（各論Ⅱ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（歯周病学）

歯内療法学に関連する専門用
語に関して、種類・分類を列挙
でき、定義や英語表記等を説明
できる。

Moodle資料を参照 0.5

E-3-3）-(2)-①

第14回 5/9(月) 1時限 木方

【歯科専門科目概説】　国試B領
域（各論Ⅱ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（歯内療法学）

歯周病学に関連する専門用語
に関して、種類・分類を列挙で
き、定義や英語表記等を説明で
きる。

Moodle資料を参照 0.5

E-3-3）-(1)-①

第15回 5/9(月) 2時限 安田

【歯科専門科目概説】　国試B領
域（各論Ⅱ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（歯周病学）

歯周病学に関連する専門用語
に関して、種類・分類を列挙で
き、定義や英語表記等を説明で
きる。

Moodle資料を参照 0.5

E-3-3）-(1)-①

第16回 5/12(木) 4時限 安田

【歯科専門科目概説】　国試B領
域（各論Ⅱ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（歯内療法学）

歯内療法学に関連する専門用
語に関して、種類・分類を列挙
でき、定義や英語表記等を説明
できる。

Moodle資料を参照 0.5

E-3-3）-(2)-①



第17回 5/16(月) 1時限 安田

【歯科専門科目概説】　国試B領
域（各論Ⅱ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（歯周病学）

歯周病学に関連する専門用語
に関して、種類・分類を列挙で
き、定義や英語表記等を説明で
きる。

Moodle資料を参照 0.5

E-3-3）-(1)-①

第18回 5/16(月) 2時限 辰巳

【小テスト（各論Ⅱ関

連）30分】　Moodleを

使った、○×式テスト-80

点を超えるまで繰り返し行

う

国家試験B領域各論Ⅱに関連
する専門用語に関して、種類・
分類を列挙でき、定義や英語表
記等を説明できる。

Moodle資料を参照 0.5

第19回 5/19(木) 4時限 辰巳

各論Ⅱ単元のノートまとめ・提出 国家試験B領域各論Ⅱに関連
する専門用語に関して、種類・
分類を列挙でき、定義や英語表
記等を説明できる。

Moodle資料を参照 0.5

第20回 5/20(金) 3時限 安村

【歯科専門科目概説】　国試C領
域（各論Ⅲ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（口腔外科学）

口腔外科学に関連する専門用
語に関して、種類・分類を列挙
でき、定義や英語表記等を説明
できる。

Moodle資料を参照 0.5

E-2-4）-(2)-③

第21回 5/20(金) 4時限 岸本

【歯科専門科目概説】　国試C領
域（各論Ⅲ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（歯科麻酔学）

歯科麻酔学に関連する専門用
語に関して、種類・分類を列挙
でき、定義や英語表記等を説明
できる。

Moodle資料を参照 0.5

E-1-4）-(1)-①

第22回 5/23(月) 1時限 永山

【歯科専門科目概説】　国試C領
域（各論Ⅲ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（口腔病理学）

病理・口腔病理学に関連する専
門用語に関して、種類・分類を
列挙でき、定義や英語表記等を
説明できる。

Moodle資料を参照 0.5

C-5-5）-①

第23回 5/23(月) 2時限 大野

【歯科専門科目概説】　国試C領
域（各論Ⅲ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（歯科薬理学）

歯科薬理学に関連する専門用
語に関して、種類・分類を列挙
でき、定義や英語表記等を説明
できる。

Moodle資料を参照 0.5

C-6-1）-①



第24回 5/26(木) 4時限 安村

【歯科専門科目概説】　国試C領
域（各論Ⅲ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（口腔外科学）

口腔外科学に関連する専門用
語に関して、種類・分類を列挙
でき、定義や英語表記等を説明
できる。

Moodle資料を参照 0.5

E-2-4）-(2)-③

第25回 5/27(金) 3時限 安村

【歯科専門科目概説】　国試C領
域（各論Ⅲ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（口腔外科学）

口腔外科学に関連する専門用
語に関して、種類・分類を列挙
でき、定義や英語表記等を説明
できる。

Moodle資料を参照 0.5

E-2-4）-(2)-③

第26回 5/27(金) 4時限 小日向

【歯科専門科目概説】　国試C領
域（各論Ⅲ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（歯科放射線学）

歯科放射線学に関連する専門
用語に関して、種類・分類を列
挙でき、定義や英語表記等を説
明できる。

Moodle資料を参照 0.5

E-1-2）-①

第27回 5/30(月) 1時限 永山

【小テスト（各論Ⅲ関

連）30分】　Moodleを

使った、○×式テスト-80

点を超えるまで繰り返し行

う

国家試験B領域各論Ⅲに関連
する専門用語に関して、種類・
分類を列挙でき、定義や英語表
記等を説明できる。

Moodle資料を参照 0.5

第28回 5/30(月) 2時限 永山

各論Ⅲ単元のノートまとめ・提出 国家試験B領域各論Ⅲに関連
する専門用語に関して、種類・
分類を列挙でき、定義や英語表
記等を説明できる。

Moodle資料を参照 0.5

第29回 6/2(木) 4時限 都尾

【歯科専門科目概説】　国試C領
域（各論Ⅳ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（CrBr・部分床・全部床）

部分床義歯学に関連する専門
用語に関して、種類・分類を列
挙でき、定義や英語表記等を説
明できる。

Moodle資料を参照 0.5

E-3-4）-(2)-①

第30回 6/6(月) 1時限 渡邊

【歯科専門科目概説】　国試C領
域（各論Ⅳ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（CrBr・部分床・全部床）

部分床義歯学に関連する専門
用語に関して、種類・分類を列
挙でき、定義や英語表記等を説
明できる。

Moodle資料を参照 0.5

E-3-4）-(2)-①



第31回 6/6(月) 2時限 亀川

【歯科専門科目概説】　国試C領
域（各論Ⅳ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（CrBr・部分床・全部床）

全部床義歯学に関連する専門
用語に関して、種類・分類を列
挙でき、定義や英語表記等を説
明できる。

Moodle資料を参照 0.5

E-3-4）-(2)-①

第32回 6/9(木) 4時限 宇野

【歯科専門科目概説】　国試C領
域（各論Ⅳ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（CrBr・部分床・全部床）

クラウン・ブリッジ補綴学に関連
する専門用語に関して、種類・
分類を列挙でき、定義や英語表
記等を説明できる。

Moodle資料を参照 0.5

E-3-4）-(1)-①

第33回 6/13(月) 1時限 宇野

【歯科専門科目概説】　国試C領
域（各論Ⅳ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（CrBr・部分床・全部床）

クラウン・ブリッジ補綴学に関連
する専門用語に関して、種類・
分類を列挙でき、定義や英語表
記等を説明できる。

Moodle資料を参照 0.5

E-3-4）-(1)-①

第34回 6/13(月) 2時限 中本

【歯科専門科目概説】　国試C領
域（各論Ⅳ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ学）

口腔インプラント学に関連する
専門用語に関して、種類・分類
を列挙でき、定義や英語表記等
を説明できる。

Moodle資料を参照 0.5

E-3-4）-(3)-①

第35回 6/16(木) 4時限 中本

【歯科専門科目概説】　国試C領
域（各論Ⅳ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ学）

口腔インプラント学に関連する
専門用語に関して、種類・分類
を列挙でき、定義や英語表記等
を説明できる。

Moodle資料を参照 0.5

E-3-4）-(3)-①

第36回 6/20(月) 1時限 都尾

【小テスト（各論Ⅳ関

連）30分】　Moodleを

使った、○×式テスト-80

点を超えるまで繰り返し行

う

国家試験B領域各論Ⅳに関連
する専門用語に関して、種類・
分類を列挙でき、定義や英語表
記等を説明できる。

Moodle資料を参照 0.5

第37回 6/20(月) 2時限 都尾

各論Ⅳ単元のノートまとめ・提出 国家試験B領域各論Ⅳに関連
する専門用語に関して、種類・
分類を列挙でき、定義や英語表
記等を説明できる。

Moodle資料を参照 0.5



第38回 6/23(木) 4時限 谷口

【歯科専門科目概説】　国試C領
域（各論Ⅴ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（社会歯科学・口腔衛生学）

摂食嚥下リハビリテーションに関
連する専門用語に関して、種
類・分類を列挙でき、定義や英
語表記等を説明できる。

Moodle資料を参照 0.5

A-7-1）-①

第39回 6/27(月) 1時限 友藤

【歯科専門科目概説】　国試C領
域（各論Ⅴ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（社会歯科学・口腔衛生学）

社会歯科・口腔衛生学に関連
する専門用語に関して、種類・
分類を列挙でき、定義や英語表
記等を説明できる。

Moodle資料を参照 0.5

A-7-1）-①

第40回 6/27(月) 2時限 岩井

【歯科専門科目概説】　国試C領
域（各論Ⅴ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（社会歯科学・口腔衛生学）

社会歯科・口腔衛生学に関連
する専門用語に関して、種類・
分類を列挙でき、定義や英語表
記等を説明できる。

Moodle資料を参照 0.5

A-7-1）-①

第41回 6/30(木) 4時限 米永

【歯科専門科目概説】　国試C領
域（各論Ⅴ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（社会歯科学・口腔衛生学）

社会歯科・口腔衛生学に関連
する専門用語に関して、種類・
分類を列挙でき、定義や英語表
記等を説明できる。

Moodle資料を参照 0.5

A-7-1）-①

第42回 7/4(月) 1時限 岩井

【歯科専門科目概説】　国試C領
域（各論Ⅴ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（高齢者歯科学）

高齢者歯科学に関連する専門
用語に関して、種類・分類を列
挙でき、定義や英語表記等を説
明できる。

Moodle資料を参照 0.5

F-3-7）-①

第43回 7/4(月) 2時限 石橋

【歯科専門科目概説】　国試C領
域（各論Ⅴ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（摂食嚥下リハビリテーション）

高齢者歯科学に関連する専門
用語に関して、種類・分類を列
挙でき、定義や英語表記等を説
明できる。

Moodle資料を参照 0.5

F-3-7）-①

第44回 7/7(木) 4時限 岩瀬

【歯科専門科目概説】　国試C領
域（各論Ⅴ）関連科目の学習内
容・専門用語の提示と用語集作
成（障害者歯科学）

障害者歯科学に関連する専門
用語に関して、種類・分類を列
挙でき、定義や英語表記等を説
明できる。

Moodle資料を参照 0.5

F-3-7）-①



第45回 7/11(月) 1時限 友藤

【小テスト（各論Ⅴ関

連）30分】　Moodleを

使った、○×式テスト-80

点を超えるまで繰り返し行

う

国家試験B領域各論Ⅴに関連
する専門用語に関して、種類・
分類を列挙でき、定義や英語表
記等を説明できる。

Moodle資料を参照 0.5

第46回 7/11(月) 2時限 友藤

各論Ⅴ単元のノートまとめ・提出 国家試験B領域各論Ⅴに関連
する専門用語に関して、種類・
分類を列挙でき、定義や英語表
記等を説明できる。

Moodle資料を参照 0.5



FDS-1-02 ○

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 9/5(月) 1時限

〈科
目〉
歯科
放射
線学
〈担当
者〉
小日
向

放射線とは何かを理解する 放射線の種類を説明できる 教科書の予習と講
義資料による復習

2時間

C-1-2）-③

第2回 9/5(月) 2時限

〈科
目〉
歯科
放射
線学
〈担当
者〉
小日
向

放射線の発生を理解する Ｘ線の発生原理を説明できる 教科書の予習と講
義資料による復習

2時間

E-1-2）-①

評 価 方 法 基礎歯科学入門Ⅱの成績評価は、当該科目定期試験結果により評価を行う。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 小テスト、確認テスト

授 業 概 要
2年次以降の専門教育科目へのスムーズに移行するため、物理学、化学、生物学等の基礎教育系科目と専門
教育系科目の有機的な接続を図ることを目的とする。また、基礎歯科学入門Ⅰにおいて修得したノートづくりを
含めた学習習慣や方法を確実に実践させ、引き続き単元ごとに小テストを実施する。

到 達 目 標
①歯科医療の診断、治療に必須である材料・器械についての基本的な物理的・化学的・生物学的・光学的・機
械的性質を学ぶとともに、歯科医療においては器材に対してどのような性質が要求されるのかについて理解す
る。

教 育 手 法 講義（板書、スライド）

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○全身医学との関連を理解し、患者にとって良質で安全な歯科医療を実践することができる。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のため
に生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

21　基礎歯科学入門Ⅱ（Aクラス）

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

◎玉置幸道、亀水 秀男、◎小日向清美

履修の条件・注意事項

学生の意見等からの気
づ き

教 科 書 スタンダード歯科理工学（学建書院）、歯科放射線学（医歯薬出版）

参 考 書 基礎物理（東京教学社）、医療系の物理学（東京教学社）

オ フ ィ ス ア ワ ー
月曜日から金曜日の16時00分〜17時00分　歯科理工学研究室　玉置教授、新谷助教、放射線研究室　小日
向助教　物理学研究室　亀水教授



第3回 9/5(月) 3時限

〈科
目〉
歯科
理工
学

〈担当
者〉
玉置

物質の成り立ちを理解する上で
重要となる、基本的な構造を理
解する。

各物質の成り立ちの楚である原
子の基本的な構成体ならびに
構造を説明できる。物質の構造
に関して、結晶と非晶質の違い
を説明できる。気体、液体、固体
の混在の一種として構成され
る、コロイドを説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：1 歯科
材料概論　B. 歯科
材料と生体材料，
C. 歯科材料の用
途別分類，D.歯科
材料に望まれる性
質（p1-5）

2時間

D-1-②

第4回 9/5(月) 4時限

〈科
目〉
歯科
理工
学

〈担当
者〉
玉置

物質が構造体を取る、あるいは
原子レベルでの繋がりで重要と
なる物質の結合について理解
する。

物質の一次結合（化学結合：イ
オン結合、共有結合、配位結
合、金属結合）、二次結合（分子
間結合：ファンデルワールス力、
水素結合）について説明でき
る。
物質の表面あるいは界面の状
態（表面エネルギー、ぬれと接
触角、接着）について説明でき
る。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：2 材料
の種類と構造A. 物
質の構造（p7-p12）

2時間

D-1-②

第5回 9/12(月) 1時限

〈科
目〉
歯科
放射
線学
〈担当
者〉
小日
向

Ｘ線画像について理解する Ｘ線画像について理解する 教科書の予習と講
義資料による復習

2時間

E-1-2）-⑦

第6回 9/12(月) 2時限

〈科
目〉
歯科
放射
線学
〈担当
者〉
小日
向

Ｘ線画像について理解する Ｘ線画像について理解する 教科書の予習と講
義資料による復習

2時間

E-1-2）-⑦

第7回 9/12(月) 3時限

〈科
目〉
歯科
理工
学

〈担当
者〉
玉置

有機材料の材料学的な意味を
知り、その種類、特徴、用途、成
形加工法などについて学ぶ。

有機材料の概要、特徴、特性に
ついて説明できる。
高分子材料の定義を説明でき、
製造過程（重合反応）を説明で
きる。
重合反応の種類（逐次重合反
応、連鎖重合反応）について説
明でき、連鎖重合反応（ラジカ
ル重合、イオン重合）を説明でき
る。
重合体の構造を熱的性質により
分類（熱可塑性樹脂、熱硬化性
樹脂）できる。
高分子の性質（ゴム弾性、ガラス
転移、諸性質）を説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：2 材料
の種類と構造B. 有
機材料（p12-p17）

2時間

D-1-②

第8回 9/12(月) 4時限

〈科
目〉
歯科
理工
学

〈担当
者〉
玉置

金属材料の材料学的な意味を
知り、その種類、特徴、用途、成
形加工法などについて学ぶ。

金属の概要、金属の特性、金属
の種類（純金属、合金）と各種合
金の種類（侵入型固溶体、置換
型固溶体、規則格子、不規則格
子、共晶組成、金属間化合物な
ど）および特徴、について説明
できる。
金属を構成する結晶粒の特徴と
結晶粒界、結晶成長について
説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：2 材料
の種類と構造C. 金
属材料（p18-p20）

2時間

D-1-②

第9回 9/26(月) 1時限

〈科
目〉
歯科
理工
学

〈担当
者〉
玉置

無機材料の材料学的な意味を
知り、その種類、特徴、用途、成
形加工法などについて学ぶ。

無機材料の概要、特性、各種形
態（粉体、焼結体、硬化体）、種
類（酸化物系、非酸化物系）に
ついて説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：2 材料
の種類と構造D. 無
機材料（p19-24）

2時間

D-1-②



第10回 9/26(月) 2時限

〈科
目〉
歯科
理工
学

〈担当
者〉
玉置

複合材料の材料学的な意味を
知り、その種類、特徴、用途、成
形加工法などについて学ぶ。

複合材料の概要を説明できる。
複合材料の種類、特性、特徴、
用途を説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：2 材料
の種類と構造E. 複
合材料（p24-25）

2時間

D-1-②

第11回 9/26(月) 3時限

〈科
目〉
歯科
放射
線学
〈担当
者〉
小日
向

歯科の画像検査について理解
する

歯科治療で一般的に用いられる
装置およびその構造について
説明できる

教科書の予習と講
義資料による復習

2時間

E-1-3）-④

第12回 9/26(月) 4時限

〈科
目〉
歯科
放射
線学
〈担当
者〉
小日
向

放射線の影響と健康について
理解する

放射線の生物学的影響につい
て説明できる

教科書の予習と講
義資料による復習

2時間

E-1-2）-②

第13回 10/3(月) 1時限

〈科
目〉
歯科
理工
学

〈担当
者〉
玉置

歯科材料の応力－ひずみ曲線
で得られる各特性値から、特徴
を学ぶ。弾性や塑性など材料の
様々な機械的性質について学
ぶ。（Part1)

物質の機械的性質について応
力―ひずみ曲線を基に説明で
きる。応力ーひずみ曲線の各種
特性値（比例限、弾性限、降伏
点と耐力、）を説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：3 材料
の性質
A. 機械的性質
（p27-30）

2時間

D-1-②

第14回 10/3(月) 2時限

〈科
目〉
歯科
理工
学

〈担当
者〉
玉置

歯科材料の応力－ひずみ曲線
で得られる各特性値から、特徴
を学ぶ。弾性や塑性など材料の
様々な機械的性質について学
ぶ。（Part2)

物質の機械的性質について応
力―ひずみ曲線を基に説明で
きる。応力ーひずみ曲線の各種
特性値（弾性エネルギー、最大
強さ、破断強さ、靭性等）を説明
できる。材料の変形挙動（塑性
ひずみ、弾性ひずみ）の相違を
説明でき、延性と展性、脆性、
靭性、剛性などの力学的な特徴
を説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：3 材料
の性質A. 機械的
性質（p27-30）

2時間

D-1-②

第15回 10/3(月) 3時限

〈科
目〉
歯科
理工
学

〈担当
者〉
玉置

機械的強さの計測法を学び、そ
れぞれで評価すべき材料を理
解する。歯科材料の硬さの評価
方法を知る。粘弾性の定義を理
解し、力が加わった際の具体的
な挙動を学ぶ。（Part1)

機械的強さの種類（圧縮強さ、
引張強さ、せん断強さ、曲げ強
さ、衝撃強さ、疲労、耐摩耗性
など）を分類でき、その特徴を説
明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：3 材料
の性質A. 機械的
性質、Bレオロジー
（p30-36）

2時間

D-1-②

第16回 10/3(月) 4時限

〈科
目〉
歯科
理工
学

〈担当
者〉
玉置

機械的強さの計測法を学び、そ
れぞれで評価すべき材料を理
解する。歯科材料の硬さの評価
方法を知る。粘弾性の定義を理
解し、力が加わった際の具体的
な挙動を学ぶ。（Part2)

硬さ試験法の種類（ビッカース
硬さ、ヌープ硬さ、ブリネル硬
さ、ロックウェル硬さ、ショア硬
さ、モース硬さ）を分類し、各特
徴を説明できる。粘弾性（レオロ
ジー）とは何かを説明でき、ク
リープ、粘弾性、粘性流動、粘
弾性体モデルについて説明で
きる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：3 材料
の性質A. 機械的
性質、Bレオロジー
（p30-36）

2時間

D-1-②



第17回 10/24(月) 1時限

〈科
目〉
歯科
理工
学

〈担当
者〉
玉置

材料の密度と比重や熱的変化
を評価する指標を学ぶ。（第7-8
回の小テスト実施予定）

歯科材料の代表的な物理的性
質（比重と密度、熱膨張係数、
熱伝導率、比熱など）を知る。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：3 材料
の性質C. 物理的
性質（p36-37）

2時間

D-1-②

第18回 10/24(月) 2時限

〈科
目〉
歯科
理工
学

〈担当
者〉
玉置

光の定義を知り、波長による分
類を学び、歯科での応用を習得
する。（第1-6回までの小テスト
実施予定）

光の持つ波長領域を知り、波長
による光の分類を説明できる。
光の性質（光のエネルギー、振
動数、可視光、紫外線）を説明
できる。光の三原色と色の三原
色を説明できる。表色系と色差
が理解でき、色相、明度、彩度
を説明できる。レーザー光の発
生原理を学び、その種類（気
体、固体、半導体など）と各々の
特徴、歯科での用途を説明でき
る。電磁波の種類を列挙し、特
徴を説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：3 材料
の性質D. 光学的
性質（p37-40）

2時間

D-1-②

第19回 10/31(月) 1時限

〈科
目〉
歯科
理工
学

〈担当
者〉
玉置

口腔内における腐食の種類と定
義を学び、歯科材料の口腔内
での変化を理解する。

金属材料が腐食する原理を説
明できる。電気化学的腐食挙動
の楚となる標準電極電位、イオ
ン化傾向を学び、卑金属、貴金
属の腐食挙動の差を説明でき
る。異種電極が口腔内で共存し
たときの電池形成によって生じ
るガルバニー腐食（ガルバニック
アクション）の原理を説明でき
る。冷間加工などに伴い生じる
応力電池を説明できる。酸素濃
度の差、亀裂等により生じる濃
淡電池の原理を説明できる。タ
ンマンの作用限、不動態化など
の防食の機構を説明できる。着
色や硫化物生成に伴う歯科材
料の変色の機構を説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：3 材料
の性質E. 化学的
性質（p40-46）

2時間

D-1-②

第20回 10/31(月) 2時限

〈科
目〉
歯科
理工
学

〈担当
者〉
玉置

生体と材料、あるいは材料と材
料の接着におけるメカニズムを
学ぶ。

ぬれと表面張力、ぬれと接触角
の関連を説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：3 材料
の性質F. 表面の
性質（p46-51）

2時間

D-1-②

第21回 11/7(月) 1時限

〈科
目〉
歯科
理工
学

〈担当
者〉
玉置

口腔内を含めた生体で用いられ
る、あるいは装着される材料の
種類，用途、意義、特徴を学
ぶ。

生体材料の定義を学び、組織
工学と再生医療を説明できる。
生体材料の用途別分類を説明
できる。生体材料に臨まれる性
質を説明できる。医薬品医療機
器等法上の医療機器分類を列
挙できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：4　生体
材料の安全性と適
合性（p53-64）

2時間

D-1-②

第22回 11/7(月) 2時限

〈科
目〉
歯科
理工
学

〈担当
者〉
玉置

小テスト実施 D-1-②に関する歯科理工学合
計15回に対し、小テストを実施し
て知識の総復習と、理解度を把
握する。

2時間



第23回 11/14(月) 1時限

〈科
目〉
歯科
基礎
物理
学

〈担当
者〉
亀水

物質の構造と結合について学
習する。

①原子の構造と化学結合を理
解できる。
②結晶、非結晶、コロイドを理解
できる。
③化学結合、分子間結合を理
解できる。
⑤界面を理解する。

配付テキストを事
前に予習（当日の
学習目標範囲）し
ておく。

30分間

D-1-②

第24回 11/14(月) 2時限

〈科
目〉
歯科
基礎
物理
学

〈担当
者〉
亀水

物理的性質のおける密度、熱伝
導、熱膨張、比熱について学習
する。

①密度を理解できる。
②熱伝導率を理解できる。
③体積膨張率、線膨張率を理
解できる。
④比熱を理解できる。

配付テキストを事
前に予習（当日の
学習目標範囲）し
ておく。

30分間

C-1-1）-③

第25回 11/21(月) 1時限

〈科
目〉
歯科
理工
学

〈担当
者〉
玉置

歯科診療あるいは技工操作で
用いる器械・器具の性質と具備
すべき条件を理解する。

歯科用チェアーユニットの各種
名称および特徴を説明できる。
歯科用エアータービン、歯科用
マイクロモーター、歯科用エ
アーモーターの特徴と相違点を
説明できる。CAD/CAM装置の
特徴と加工対象となる材料を説
明できる。歯科科技工で用いる
電気融解鋳造機の種類と特徴
を説明できる。画像診断装置の
種類と特徴を説明できる。う蝕、
歯周病、歯内疾患の診断治療
装置を説明できる。歯科用レー
ザーの種類を列挙し、その特徴
と用途を説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：20 歯
科用器械（p335-
358）

2時間

D-1-③

第26回 11/21(月) 2時限

〈科
目〉
歯科
理工
学

〈担当
者〉
玉置

歯科で行われる切削・研削のメ
カニズムを習得し、各種器具の
特徴や用途を学ぶ。研磨の重
要性理解し、主要歯科材料の
研磨に用いる器材を学ぶ。（第
46-49回の小テスト実施予定）

切削器具と研削器具を分類し、
代表的な工具を列挙できる。切
削器具と研削器具の相違点を
組成、構造、特性から説明でき
る。周速の求め方と意義を説明
できる。回転時における回転
数、発熱、トルク力を説明でき
る。研磨で求められる表面粗さ
を説明できる。研磨に用いられ
る器具の名称と特徴、用途を説
明できる。研磨材の種類と用
途、特徴について説明できる。
電解研磨等の特殊研磨につい
て説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：切削・
研磨器材（p359-
p374）

2時間

D-1-③

第27回 11/28(月) 1時限

〈科
目〉
歯科
基礎
物理
学

〈担当
者〉
亀水

表面の科学について学習する。 ①表面自由エネルギー、表面
張力を理解できる。
②ぬれと接触角（ヤングの式）を
理解できる。
③親水性、撥水性を理解でき
る。
④歯科の接着システム、歯の表
面処理を理解できる。

配付テキストを事
前に予習（当日の
学習目標範囲）し
ておく。

30分間

D-2-③

第28回 11/28(月) 2時限

〈科
目〉
歯科
基礎
物理
学

〈担当
者〉
亀水

レーザーの科学について学習
する。

①レーザー光 の特性を理解で
きる。
②レーザーの種類を理解でき
る。
③レーザー発振の原理を理解
できる。
④、歯科用・医療用レーザーの
種類、用途を理解できる。

配付テキストを事
前に予習（当日の
学習目標範囲）し
ておく。

30分間

C-1-2）-③



第29回 12/5(月) 1時限

〈科
目〉
歯科
基礎
物理
学

〈担当
者〉
亀水

光学的性質のおける表色系と色
差について学習する。

①光と色の三原色を理解でき
る。
②測色と各種表色系と色差を理
解できる。
③光の測光量（光束、光度、輝
度、照度）を理解できる。
④歯科用照射光源の種類、ベ
ルスコープを理解できる。
⑤紫外線の種類を理解できる。
⑥光を利用した光重合型、漂白
などを理解できる。

配付テキストを事
前に予習（当日の
学習目標範囲）し
ておく。

30分間

C-1-2）-②

第30回 12/5(月) 2時限

〈科
目〉
歯科
基礎
物理
学

〈担当
者〉
亀水

確認テスト 物質の構造と結合、物理的性
質、表面の科学、レーザーの科
学、光学的性質の確認テストを
行う。

確認テストのため
の復習を行ってお
く。

3時間

D-1-②

第31回 12/12(月) 1時限

入門ⅡA　小テスト①

第32回 12/12(月) 2時限

入門ⅡA　小テスト①

第33回 12/19(月) 1時限

フォローアップ①

第34回 12/19(月) 2時限

フォローアップ②

第35回 12/20(火) 1時限

フォローアップ③



第36回 12/20(火) 2時限

フォローアップ④

第37回 12/20(火) 3時限

フォローアップ⑤

第38回 12/20(火) 4時限

フォローアップ⑥

第39回 12/26(月) 1時限

フォローアップ⑦

第40回 12/26(月) 2時限

フォローアップ⑧

第41回 12/27(火) 1時限

入門ⅡA　小テスト②



FDS-1-02

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 9/6(火) 3時限

〈科
目〉
歯科
基礎
化学
〈担当
者〉
川木

生体内の化学反応を理解する
ための化学の知識（化学結合、
分子の形と極性、酸化・還元反
応）を習得する。

原子と生体を構成する元素を
説明できる。
分子の成り立ち及び生体構成
分子に関する化学的性質を説
明できる。
物質間及び物質とエネルギー
の相互作用を説明できる。

教科書（40～49,
54, 84ページ）を読
んでおくこと。ま
た、前学期の化学
の講義内容を復習
しておくこと。

1時間

C-1-1）-①
C-1-1）-②
C-1-1）-③

履修の条件・注意事項

学生の意見等からの気
づ き

教 科 書
第1～13回　　実教出版　サイエンスビュー化学総合資料四訂版（前期の化学の教科書B）
第14～28回　医療・看護系のための生物学、スタンダード生化学・口腔生化学　（第3版、学建書院）

参 考 書
第1～13回　　化学同人ﾃｨﾝﾊﾞｰﾚｲｸの教養化学(前期の化学の教科書A),学建書院スタンダード生化学・口腔
生化学第3版
第14～28回　『ハーパーの生化学』（丸善）、『口腔生化学  第6版』（医歯薬出版）

オ フ ィ ス ア ワ ー
近藤：近藤教授室（1号館3階）月曜日～金曜16時30分～18時00分
川木，髙山，上野：口腔生化学分野研究室（1号館4階）月曜日～金曜16時30分～17時30分
長瀬：歯科薬理学分野研究室（1号館4階）月曜日～金曜16時30分～17時30分

21　基礎歯科学入門Ⅱ（Bクラス）

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

第1～13回　　川木晴美　上野恭平
第14～28回　近藤信夫　川木晴美　髙山英次　上野恭平
第29～30回　長瀬　春奈

授 業 概 要
2年次以降の専門教育科目へのスムーズに移行するため、物理学、化学、生物学等の基礎教育系科目と専
門教育系科目の有機的な接続を図ることを目的とする。また、基礎歯科学入門Ⅰにおいて修得したノートづく
りを含めた学習習慣や方法を確実に実践させ、引き続き単元ごとに小テストを実施する。

到 達 目 標
①	生体を構成する基本物質（糖質、脂質、タンパク質、ビタミン,核酸　他）の名称と分子構造・機能を説明でき
る。
②	細胞内小器官の役割、真核と原核細胞の違いを説明できる。

教 育 手 法 講義，グループワーク，ディスカッション，確認テスト，課題レポート提出による自主学習等

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○全身医学との関連を理解し、患者にとって良質で安全な歯科医療を実践することができる。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のた
めに生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

評 価 方 法 基礎歯科学入門Ⅱの成績評価は、当該科目定期試験結果により評価を行う。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法
グループ学習、ディスカッション、確認テストにて理解度をチェックし、問題の解答と解説を行う。講義内容及
び解答解説はムードルにも掲示する。成績不振者に対しては、レポートを課すこともある。



第2回 9/6(火) 4時限

〈科
目〉
歯科
基礎
化学
〈担当
者〉
川木

生体内の化学反応を理解する
ための化学の知識（浸透圧、
酸・塩基と緩衝作用）を習得す
る。

浸透圧、酸・塩基と緩衝作用に
ついて説明できる。

教科書（112, 113,
76～79, 138ペー
ジ）を読んでおくこ
と。また、前学期の
化学の講義内容を
復習しておくこと。

1時間

C-1-1）-①
C-1-1）-②
C-1-1）-③

第3回 9/7(水) 1時限

〈科
目〉
歯科
基礎
化学
〈担当
者〉
川木

生体内の化学反応を理解する
ための化学の知識（有機化合
物の異性体）を習得する。

原子と生体を構成する元素を
説明できる。
分子の成り立ち及び生体構成
分子に関する化学的性質を説
明できる。

教科書（216～219
ページ）を読んで
おくこと。また、前
学期の化学の講義
内容を復習してお
くこと。

1時間

C-1-1）-①
C-1-1）-②

第4回 9/7(水) 2時限

〈科
目〉
歯科
基礎
化学
〈担当
者〉
川木
上野

演習を通して講義第1回～第3
回の内容を復習し習得する。

分子の成り立ち及び生体構成
分子に関する化学的性質を説
明できる。

第1回～3回の講
義内容を復習して
おくこと。

2時間

第5回 9/13(火) 3時限

〈科
目〉
歯科
基礎
化学
〈担当
者〉
上野

ヒトの生体を構成する主な元素
と有機化合物群を理解する。
ヒトにとって重要な糖質の種類と
構造（単糖とその誘導体）を理
解する。

ヒトの生体を構成する主な元素
と有機化合物群を列挙し、説明
できる。単糖とその誘導体の種
類と構造、機能を説明できる。

教科書（294, 256,
280～285ページ）
を読んでおくこと。

1時間

C-1-1）-②
C-2-1）-②
C-2-1）-③
C-2-1）-①
C-2-2）-①

第6回 9/13(火) 4時限

〈科
目〉
歯科
基礎
化学
〈担当
者〉
上野

ヒトにとって重要な糖質の種類と
構造（グリコシド結合とニ糖類、
多糖類）を理解する。

ニ糖、多糖の種類と構造、機能
を説明できる。

教科書（294, 256,
280～285ページ）
を読んでおくこと。

1時間

C-1-1）-②
C-2-1）-②

第7回 9/14(水) 1時限

〈科
目〉
歯科
基礎
化学
〈担当
者〉
川木

歯科医学にとって重要なその他
の糖質の種類と構造（多糖類ほ
か）を理解する。

講義で学んだ単糖、ニ糖、多糖
を全て挙げ、その特徴や機能を
説明できる。

教科書（294, 256,
280～295ページ）
を読んでおくこと。

1時間

C-1-1）-②
C-2-1）-②

第8回 9/14(水) 2時限

〈科
目〉
歯科
基礎
化学
〈担当
者〉
川木
上野

演習を通して講義第5回～第7
回の内容を復習し、糖質を理解
する。

2時間



第9回 9/20(火) 3時限

〈科
目〉
歯科
基礎
化学
〈担当
者〉
上野

ヒトにとって重要な脂質の種類と
構造、エステル結合を理解す
る。

アミノ酸の種類、構造、機能を
説明できる。ペプチドとタンパク
質の構造を説明できる。

教科書（230～232
ページ）を読んで
おくこと。

1時間

C-1-1）-②
C-2-1）-③

第10回 9/20(火) 4時限

〈科
目〉
歯科
基礎
化学
〈担当
者〉
上野

ヒトにとって重要なアミノ酸の種
類と構造、ペプチド結合を理解
する。

アミノ酸の種類、構造、機能を
説明できる。ペプチドとタンパク
質の構造を説明できる。

教科書（286～288
ページ）を読んで
おくこと。

1時間

C-1-1）-②
C-2-1）-③

第11回 9/21(水) 1時限

〈科
目〉
歯科
基礎
化学
〈担当
者〉
上野

核酸の種類と構造を理解する。 核酸の種類、構造、機能を説明
できる。

教科書（292, 293
ページ）を読んで
おくこと。

1時間

C-1-1）-②
C-2-1）-①

第12回 9/21(水) 2時限

〈科
目〉
歯科
基礎
化学
〈担当
者〉
上野

演習を通して講義第9回～第11
回の内容を復習し生体におけ
る脂質、タンパク質、核酸の分
布や役割についての概要を理
解する。

第9回～11回の講
義内容を復習して
おくこと。

2時間

第13回 9/27(火) 3時限

〈科
目〉
歯科
基礎
化学
〈担当
者〉
川木
上野

確認テスト➀・演習 第1回～12回の講
義内容を復習して
おくこと。

2時間

第14回 9/27(火) 4時限

〈科
目〉
口腔
生化
学

〈担当
者〉
川木

生化学を学ぶための化学の基
礎知識を振り返る。

生化学を学ぶために必要な化
学の基礎知識を概説できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学第
3版 p2～5

1時間

C-2-3）-①

第15回 9/28(水) 1時限

〈科
目〉
口腔
生化
学

〈担当
者〉
近藤

糖質の構造と機能を理解する。 糖質の構造（糖質の分類、単糖
とその構造、単糖から誘導され
る化合物）、機能及び代謝を説
明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
糖質-1 糖質の定
義と分類（p10～
p11）糖質-2 単糖
とその誘導体（p12
～p13）；　医療・看
護系のための生物
学（p26～28）

1時間

C-2-1）-②



第16回 9/28(水) 2時限

〈科
目〉
口腔
生化
学

〈担当
者〉
高山

脂質の構造と機能を理解する。 脂質（一般的性状と分類、脂肪
酸、ステロイド、コレステロールと
その誘導体）の構造、機能及び
代謝を説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
脂質-1 脂質の分
類・脂肪酸（p16～
p17）；　医療・看護
系のための生物学
（p29）

1時間

C-2-1）-③

第17回 10/4(火) 3時限

〈科
目〉
口腔
生化
学

〈担当
者〉
高山

アミノ酸の構造と機能、ペプチド
結合を理解する。

アミノ酸とタンパク質の構造、機
能及び代謝を説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
アミノ酸（p22～
p23）；医療・看護
系のための生物学
（p29～p31）

1時間

C-2-1）-①

第18回 10/4(火) 4時限

〈科
目〉
口腔
生化
学

〈担当
者〉
川木

核酸とヌクレオチドの構造を理
解する。

核酸、遺伝子及び染色体の構
造と機能を説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
核酸・ヌクレオチド
（p28～29）、ヌクレ
オチド代謝（p89～
91）；　医療・看護
系のための生物学
（p32～33）

1時間

C-2-2）-①

第19回 10/5(水) 1時限

〈科
目〉
口腔
生化
学

〈担当
者〉
川木
上野

演習を通して講義第14回～第
18回の内容を復習し習得する。

第14回～18回の
講義内容を復習し
ておくこと。

2時間

第20回 10/5(水) 2時限

〈科
目〉
口腔
生化
学

〈担当
者〉
川木
上野

確認テスト②・演習 第14回～19回の
講義内容を復習し
ておくこと。

2時間

第21回 10/12(水) 1時限

〈科
目〉
口腔
生化
学

〈担当
者〉
川木

細胞小器官の構造と機能およ
び細胞の営みを理解する。

細胞の構造と機能、真核細胞
の細胞膜、核、細胞内小器官、
細胞骨格の構造と機能を、特に
生化学的代謝系と関連付けて、
理解できる。

医療・看護系のた
めの生物学（裳華
房）で、生物学の
基礎知識や細胞
の章（ｐ１～１９）。

1時間

C-2-3）-①

第22回 10/12(水) 2時限

〈科
目〉
口腔
生化
学

〈担当
者〉
近藤

DNAの複製機構を理解する。 DNAの複製と修復の機序を説
明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
セントラルドグマ
（p106）、染色体の
構造（p102～
p103)、遺伝子の
複製、修復（p104
～p105）
 遺伝子の構造と
遺伝子発現（p106
～p108）；医療・看
護系のための生物
学（p51～59）

1時間

C-2-2）-①



第23回 10/19(水) 1時限

〈科
目〉
口腔
生化
学

〈担当
者〉
近藤

遺伝子発現の流れとエピジェネ
ティックな調節機構を理解す
る。

転写と翻訳の過程と調節機序
を説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
セントラルドグマ
（p106）、染色体の
構造（p102～
p103)、遺伝子の
複製、修復（p104
～p105）
 遺伝子の構造と
遺伝子発現（p106
～p108）；医療・看
護系のための生物
学（p51～59）

1時間

C-2-2）-①

第24回 10/19(水) 2時限

〈科
目〉
口腔
生化
学

〈担当
者〉
髙山

タンパク質の立体構造とタンパ
ク質の様々な分類を理解する。

タンパク質の立体構造の形成
について説明できる。
タンパク質を様々な基準で分類
できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
アミノ酸（p22～
p23）；医療・看護
系のための生物学
（p29～p31）

1時間

C-2-1）-①

第25回 10/26(水) 1時限

〈科
目〉
口腔
生化
学

〈担当
者〉
高山

酵素の作用機構を理解する。 酵素を分類し、その作用機構を
説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
酵素の構造と機能
（p36～p39）、酵素
反応速度への影
響因子（p40～
p42）；　医療・看護
系のための生物学
（p34～39）

1時間

C-2-1）-⑤

第26回 10/26(水) 2時限

〈科
目〉
口腔
生化
学

〈担当
者〉
川木
上野

演習を通して講義第21回～第
25回の内容を復習し習得する。

第21回～25回の
講義内容を復習し
ておくこと。

2時間

C-2-1）-⑤

第27回 11/2(水) 1時限

〈科
目〉
口腔
生化
学

〈担当
者〉
川木
上野

確認テスト③・演習 第21回～26回の
講義内容を復習し
ておくこと。

2時間

第28回 11/2(水) 2時限

〈科
目〉
口腔
生化
学

〈担当
者〉
川木
上野

化学・生化学の総まとめ・演習 第1回～27回の講
義内容を復習して
おくこと。

2時間

第29回 11/9(水) 1時限

〈科
目〉
歯科
薬理
学

〈担当
者〉
長瀬

薬物の投与経路と薬物動態に
ついて理解する。

1) 薬物動態を説明できる。
2) 薬物の適用方法の種類と特
徴を説明できる。

授業前に配布資
料をよく読む (30
分)。授業後は配
布資料で復習する
(60分)。

1.5時間

C-6-3）-②



第30回 11/9(水) 2時限

〈科
目〉
歯科
薬理
学

〈担当
者〉
長瀬

薬物の投与経路と薬物動態に
ついて理解する。

1) 薬物動態を説明できる。
2) 薬物の適用方法の種類と特
徴を説明できる。

授業前に配布資
料をよく読む (30
分)。授業後は配
布資料で復習する
(60分)。

1.5時間

C-6-3）-②

第31回 11/16(水) 1時限

入門ⅡB小テスト①

第32回 11/16(水) 2時限

入門ⅡB小テスト①

第33回 11/30(水) 1時限

フォローアップ①

第34回 11/30(水) 2時限

フォローアップ②

第35回 12/7(水) 1時限

フォローアップ③

第36回 12/7(水) 2時限

フォローアップ④



第37回 12/14(水) 1時限

フォローアップ⑤

第38回 12/14(水) 2時限

フォローアップ⑥

第39回 12/21(水) 1時限

フォローアップ⑦

第40回 12/21(水) 2時限

フォローアップ⑧

第41回 12/27(火) 2時限

入門ⅡB小テスト②



FDS-1-02

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 9/9(金) 1時限

〈科
目〉
歯科
基礎
生物
学

〈担当
者〉
佐藤
(和)

真核細胞の構造、細胞骨格と細
胞の運動、細胞周期と細胞分
裂、細胞死について理解する。

真核細胞の基本構造、細胞膜と
細胞小器官の構造と働きにつ
いて説明できる。
細胞骨格とモータータンパク質
の種類と働きについて説明でき
る。
細胞周期と細胞分裂について
説明できる。
細胞周期の制御と細胞死につ
いて説明できる。

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の２章「細胞」
p11〜18、７章「細
胞の増殖と死」p68
〜75と『三訂版  視
覚でとらえるフォト
サイエンス  生物図
録』の該当箇所を
読んでおくこと。事
後に要点を自分で
まとめること。

１時間

C-2-3）-①
C-2-3）-②
C-2-3）-③
C-2-3）-④
C-5-2）-③

履修の条件・注意事項

学生の意見等からの気
づ き

教 科 書
『医療・看護系のための生物学』田村隆明 著（裳華房）
配布テキスト・プリント

参 考 書
『改訂版  視覚でとらえるフォトサイエンス  生物図録』鈴木孝仁 監修（数研出版）、分担・解剖学（金原出版）、
基礎歯科生理学・第７版（医歯薬出版）、口腔微生物学・免疫学（医歯薬出版）

オ フ ィ ス ア ワ ー
月曜日～金曜16時00分～17時30分　３号館南棟２F教授室（村上）、１号館３F教授室・４F解剖学研究室（薗
村）、１号館１F解剖学研究室（佐藤、櫻屋、吉川）、１号館４F口腔解剖学研究室（河野）・口腔生理学研究室
（安尾）・口腔微生物学研究室（森）

21　基礎歯科学入門Ⅱ（Cクラス）

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

佐藤和彦、村上幸孝、森　大気、薗村貴弘、櫻屋透真、吉川英里、河野芳朗、安尾敏明

授 業 概 要
2年次以降の専門教育科目へのスムーズに移行するため、物理学、化学、生物学等の基礎教育系科目と専門
教育系科目の有機的な接続を図ることを目的とする。また、基礎歯科学入門Ⅰにおいて修得したノートづくりを
含めた学習習慣や方法を確実に実践させ、引き続き単元ごとに小テストを実施する。

到 達 目 標
人体や口腔の構造・機能を学ぶための基盤となる生命の発生（組織・器官・個体）について理解する。さらに細
胞の構造と機能を理解し、基本的な全身の形態・構造を学び、生理的な活動(呼吸、循環、代謝、消化、解毒、
排泄など)と咀嚼・咬合・嚥下などの顎運動の仕組み、舌・咽頭の基本的な役割を理解する。

教 育 手 法 板書、スライドによる講義

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

◯　歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有
している。
◯　歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。

評 価 方 法 基礎歯科学入門Ⅱの成績評価は、当該科目定期試験結果により評価を行う。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 各科目ごとの小テスト



第2回 9/9(金) 2時限

〈科
目〉
歯科
基礎
生物
学

〈担当
者〉
佐藤
(和)

組織・器官の発生と分化、動物
の組織について理解する。

組織・器官の発生と分化につい
て説明できる。
ヒトなどの動物の組織について
説明できる。

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の８章「生殖、
発生、分化」p79〜
84、９章「動物の組
織」p86〜90と『三
訂版  視覚でとらえ
るフォトサイエンス
生物図録』の該当
箇所を読んでおく
こと。事後に要点を
自分でまとめるこ
と。

１時間

C-3-2）-①
C-5-3）-①

C-3-4）-(1)-①
C-3-4）-(1)-②
C-3-4）-(1)-③
C-3-4）-(2)-②
C-3-4）-(3)-①
C-3-4）-(3)-②

第3回 9/16(金) 1時限

〈科
目〉
歯科
基礎
生物
学

〈担当
者〉
村上

生物の特徴と分類、生物を構成
する物質、生物のエネルギー獲
得について理解する。

生物の特徴と分類について説
明できる。
生物を構成する物質について
説明できる。
生物のエネルギー獲得につい
て説明できる。

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の１章「生物学
の基礎」p1〜9、３
章「生物を構成す
る物質」p26〜33、
４章「栄養と代謝」
p34〜42と『三訂版
視覚でとらえるフォ
トサイエンス  生物
図録』の該当箇所
を読んでおくこと。
事後に要点を自分
でまとめること。

１時間

C-2-3）-①
C-2-1）-①
C-1-2）-②
C-2-1）-③
C-2-2）-①
C-2-1）-②
C-2-1）-④

第4回 9/16(金) 2時限

〈科
目〉
歯科
基礎
生物
学

〈担当
者〉
村上

遺伝物質、遺伝情報の発現に
ついて理解する。

遺伝物質について説明できる。
遺伝情報の発現について説明
できる。

事前に『医療・看護
系のための生物
学』の５章「遺伝と
DNA」p50〜56、６
章「遺伝情報の発
現」p60〜67と『三
訂版  視覚でとらえ
るフォトサイエンス
生物図録』の該当
箇所を読んでおく
こと。事後に要点を
自分でまとめるこ
と。

１時間

C-2-2）-①
C-2-2）-②
C-2-2）-⑤
C-2-2）-④

第5回 9/16(金) 3時限

〈科
目〉
微生
物学・
口腔
微生
物学
〈担当
者〉
森

リンパ系組織の構造と機能を理
解できる。

全身のリンパ組織の種類を挙
げ、それぞれの構造と機能を説
明できる。

予習：配布テキスト
復習：配布テキス
ト、練習問題

30分

C-3-4)-(4)-⑤

第6回 9/16(金) 4時限

〈科
目〉
微生
物学・
口腔
微生
物学
〈担当
者〉
森

免疫担当細胞の種類と機能を
理解できる。

免疫担当細胞の分化と、好中
球、マクロファージ、NK細胞の
機能を説明できる。

予習：配布テキスト
復習：配布テキス
ト、練習問題

30分

C-4-2）-③

第7回 9/30(金) 1時限

〈科
目〉
微生
物学・
口腔
微生
物学
〈担当
者〉
森

免疫担当細胞の種類と機能を
理解できる。

樹状細胞、T細胞、B細胞の機
能を説明できる。抗原処理と抗
原提示を説明できる。

予習：配布テキスト
復習：配布テキス
ト、練習問題

30分

C-4-2）-③



第8回 9/30(金) 2時限

〈科
目〉
微生
物学・
口腔
微生
物学
〈担当
者〉
森

サイトカインとサイトカイン受容
体の機能を理解できる。

サイトカインとサイトカイン受容
体の種類を挙げ、それぞれの特
徴と機能を説明できる。

予習：配布テキスト
復習：配布テキス
ト、練習問題

30分

C-4-2）-③

第9回 10/7(金) 1時限

〈科
目〉
微生
物学・
口腔
微生
物学
〈担当
者〉
森

自然免疫の種類と機能を理解
できる。

自然免疫（貪食細胞、補体、NK
細胞）と障壁（物理的障壁、化
学的障壁、生物学的障壁）の機
能を説明できる。

予習：配布テキスト
復習：配布テキス
ト、練習問題

30分

C-4-2）-①

第10回 10/7(金) 2時限

〈科
目〉
微生
物学・
口腔
微生
物学
〈担当
者〉
森

獲得免疫の種類と機能を理解
できる。

獲得免疫のうち体液性免疫のし
くみと抗体の機能を説明でき
る。

予習：配布テキスト
復習：配布テキス
ト、練習問題

30分

C-4-2）-②

第11回 10/7(金) 3時限

〈科
目〉
微生
物学・
口腔
微生
物学
〈担当
者〉
森

獲得免疫の種類と機能を理解
できる。

獲得免疫のうち細胞性免疫のし
くみを説明できる。

予習：配布テキスト
復習：配布テキス
ト、練習問題

30分

C-4-2）-②

第12回 10/7(金) 4時限

〈科
目〉
微生
物学・
口腔
微生
物学
〈担当
者〉
森

粘膜免疫を理解できる。 粘膜免疫のしくみを説明でき
る。

予習：配布テキスト
復習：配布テキス
ト、練習問題

30分

C-4-2）-⑦

第13回 10/14(金) 1時限

〈科
目〉
解剖
学

〈担当
者〉
櫻屋

身体の部位と方向用語、骨の結
合様式と役割、および全身の主
な骨を理解する。

身体の部位と方向を表す用語
を説明できる。
骨の結合様式と役割を説明し、
全身の主な骨を列挙することが
できる。

配布されたプリント
を読んでおくこと。

1時間

C-3-1)-①
C-3-4)-(2)-①

第14回 10/14(金) 2時限

〈科
目〉
解剖
学

〈担当
者〉
佐藤

筋の分類と骨格筋の部位を示
す用語、および全身の主な筋を
理解する。

筋の種類、起始・停止の定義、
および全身の主な筋とその働き
を説明できる。

配布されたプリント
を読んでおくこと。

1時間

C-3-4)-(3)-③



第15回 10/21(金) 1時限

〈科
目〉
解剖
学

〈担当
者〉
吉川

循環器系の構成、心臓の構造、
血液循環の経路、および全身
の主な動・静脈を理解する。

心臓の構造を説明できる。
動・静脈の構造と役割を説明で
きる。
体循環・肺循環の経路と全身の
主な動・静脈を説明できる。
リンパ系の役割を説明できる。

配布されたプリント
を読んでおくこと。

1時間

C-3-4)-(4)-①
C-3-4)-(4)-③
C-3-4)-(4)-②
C-3-4)-(4)-⑤

第16回 10/21(金) 2時限

〈科
目〉
解剖
学

〈担当
者〉
薗村

神経系の分類、神経細胞の構
造と機能、中枢神経系の構造と
機能、および全身の主な末梢神
経を理解する。

末梢神経系の分類、、および全
身の主な体性神経を説明でき
る。
全身の主な自律神経を説明で
きる。
中枢神経系の分類、および脳と
脊髄の構造と機能を説明でき
る。
ニューロンとグリアの構造と機能
を説明できる。

配布されたプリント
を読んでおくこと。

1時間

C-3-4)-(5)-①
C-3-4)-(5)-②
C-3-4)-(5)-④
C-3-4)-(5)-⑦

第17回 10/28(金) 1時限

〈科
目〉
解剖
学

〈担当
者〉
薗村

消化器系、呼吸器系、内分泌
系、泌尿器系、感覚器系、およ
び生殖器系を理解する。

消化管の構造と機能を説明でき
る。
肝臓の構造と機能を説明でき
る。
膵臓の構造と機能を説明でき
る。
気道系の構造と機能を説明でき
る。
肺の構造と機能を説明できる。
内分泌系の構造と機能、ホルモ
ンの役割を説明できる。
泌尿器系の構造と機能を説明
できる。
生殖器系の構造と機能を説明
できる。

配布されたプリント
を読んでおくこと。

1時間

C-3-4)-(7)-①
C-3-4)-(7)-②
C-3-4)-(7)-③
C-3-4)-(8)-①
C-3-4)-(8)-②
C-3-4)-(9)-①
C-3-4)-(10)-①
C-3-4)-(11)-①
C-3-4)-(6)-①

第18回 10/28(金) 2時限

〈科
目〉
口腔
解剖
学

〈担当
者〉
河野

人体の初期の個体発生の概要
を理解する。

人体の初期の個体発生の概要
を説明できる。

事前に『ラングマン
人体発生学　医歯
薬出版』　総論に
目を通しておくこ
と。事後に要点を
自分でまとめ、配
布するプリント問題
を行い理解してお
くこと。

1時間

C-3-2)-①

第19回 10/28(金) 3時限

〈科
目〉
口腔
解剖
学

〈担当
者〉
河野

歯の生物学的な特徴と機能を
理解する。歯の記号・歯式、方
向用語を理解する。

歯の生物学的な特徴と機能を
説明できる。歯の記号・歯式、方
向用語を説明できる。

事前に『歯の解剖
学　金原出版』　の
該当箇所を読み、
理解しておくこと。
事後に要点を自分
でまとめ、配布する
プリント問題を行い
理解しておくこと。

1時間

E-3-1）-②

第20回 10/28(金) 4時限

〈科
目〉
口腔
解剖
学

〈担当
者〉
河野

永久歯（切歯・犬歯・小臼歯・大
臼歯）の形態を理解する。

永久歯（切歯・犬歯・小臼歯・大
臼歯）の形態の特徴を説明でき
る。

事前に『歯の解剖
学　金原出版』　の
該当箇所を読み、
理解しておくこと。
事後に要点を自分
でまとめ、配布する
プリント問題を行い
理解しておくこと。

1時間

E-3-1）-②

第21回 11/4(金) 1時限

〈科
目〉
口腔
解剖
学

〈担当
者〉
河野

乳歯の特徴を理解する。 乳歯の特徴を説明できる。 事前に『歯の解剖
学　金原出版』　の
該当箇所を読み、
理解しておくこと。
事後に要点を自分
でまとめ、配布する
プリント問題を行い
理解しておくこと。

1時間

E-3-1）-④



第22回 11/4(金) 2時限

〈科
目〉
口腔
解剖
学

〈担当
者〉
河野

歯と歯周組織の簡単な組織構
造を理解する。

歯と歯周組織の簡単な組織構
造を説明できる。

事前に『口腔組織・
発生学　医歯薬出
版』　3章～6章に
目を通しておくこ
と。事後に要点を
自分でまとめ、配
布するプリント問題
を行い理解してお
くこと。

1時間

E-3-2）-④

第23回 11/11(金) 1時限

〈科
目〉
生理
学・
口腔
生理
学

〈担当
者〉
安尾

興奮性細胞の構造と機能を理
解する。

細胞膜の構造と機能（物質輸送
等）及び、興奮性細胞の活動電
位の発生機序を説明できる。

事前配布する資料
の「1.興奮性細胞」
「2.活動電位」「3.
神経細胞」「4.筋細
胞」の項目を読ん
で、穴埋めを考え
ておくこと。

１時間

C-3-4)-(5)-①

第24回 11/11(金) 2時限

〈科
目〉
生理
学・
口腔
生理
学

〈担当
者〉
安尾

血液・環器系・呼吸器系の特徴
と機能を理解する。
体温調節機序及び基礎代謝に
ついて理解する。

赤血球、白血球および血小板
の構造と機能、肺の構造と機能
（内呼吸、外呼吸及び呼吸運動
の機序と調節系を含む）及び体
温について説明できる。

事前配布する資料
の「5.血液」「6.循
環」「７.呼吸」「8.体
温」の項目を読ん
で、穴埋めを考え
ておくこと。

１時間

C-3-4)-(4)-④

第25回 11/18(金) 1時限

〈科
目〉
生理
学・
口腔
生理
学

〈担当
者〉
安尾

内分泌系の特徴について理解
する。
泌尿器系の構造と機能につい
て理解する。

各種ホルモンの特徴とその作用
機序及び、腎臓と尿路の構造と
機能について説明できる。

事前配布する資料
の「9.内分泌」「10.
排泄」の項目を読
んで、穴埋めを考
えておくこと。

１時間

C-3-4)-(9)-①

第26回 11/18(金) 2時限

〈科
目〉
生理
学・
口腔
生理
学

〈担当
者〉
安尾

消化管の基本構造と機能につ
いて理解する。
唾液の性状および唾液腺の構
造と機能について理解する。

口腔、咽頭、食道、胃、小腸、
大腸の基本的機能、唾液の性
状及び分泌機序について説明
できる。

事前配布する資料
の「11.消化と吸収」
「12.唾液と唾液腺」
の項目を読んで、
穴埋めを考えてお
くこと。

１時間

C-3-4)-(7)-①

第27回 11/18(金) 3時限

〈科
目〉
生理
学・
口腔
生理
学

〈担当
者〉
安尾

体性感覚、特殊感覚及び口腔
に存在する感覚について理解
する。

感覚器を分類して説明できる。 基礎歯科学入門Ⅰ
第Ⅳクール（6月25
日４限　口腔生理
学担当）で作成し
たノートを読んでお
くこと。事前配布す
る資料の「13.感覚
と口腔感覚」の項
目を読んで、穴埋
めを考えておくこ
と。

１時間

C-3-4)-(6)-①

第28回 11/18(金) 4時限

〈科
目〉
生理
学・
口腔
生理
学

〈担当
者〉
安尾

歯列と咬合、咀嚼の意義と制御
機構、吸啜運動及び顎運動の
機序と特徴について理解する。

歯列と咬合、咀嚼の意義と制御
機構、吸啜運動の機序と特徴、
下顎の随意運動及び下顎限界
運動路について説明できる。

事前配布する資料
の「14.咬合、顎運
動、咀嚼」「15.顎反
射」の項目を読ん
で、穴埋めを考え
ておくこと。

１時間

E-2-1）-⑥



第29回 11/25(金) 1時限

〈科
目〉
生理
学・
口腔
生理
学

〈担当
者〉
安尾

嚥下、嘔吐の機序について理
解する。

摂食・嚥下及び嘔吐の機序と特
徴について説明できる。

事前配布する資料
の「16.嚥下」「17.
嘔吐」の項目を読
んで、穴埋めを考
えておくこと。

１時間

E-2-1）-⑨

第30回 11/25(金) 2時限

〈科
目〉
生理
学・
口腔
生理
学

〈担当
者〉
安尾

構音器官としての口腔の形態と
機能について理解する。
小テストを受験し、解説を確認
することで、これまでの講義内容
について理解を深めるとともに、
講義フィードバックアンケートを
必要に応じ、実施することで、理
解度を確認する。

発音器官の構造と特徴、各声帯
筋の支配神経と働きについて説
明できる。
これまでの講義内容について説
明できる。

事前配布する資料
の「18.発音」の項
目を読んで、穴埋
めを考えておくこ
と。また、これまで
の配布資料を全て
復習しておくこと。

１時間

E-2-2）-⑧

第31回 12/2(金) 1時限

入門ⅡA　小テスト①

第32回 12/2(金) 2時限

入門ⅡA　小テスト①

第33回 12/9(金) 1時限

フォローアップ①

第34回 12/9(金) 2時限

フォローアップ②

第35回 12/9(金) 3時限

フォローアップ③



第36回 12/9(金) 4時限

フォローアップ④

第37回 12/16(金) 1時限

フォローアップ⑤

第38回 12/16(金) 2時限

フォローアップ⑥

第39回 12/23(金) 1時限

フォローアップ⑦

第40回 12/23(金) 2時限

フォローアップ⑧

第41回 12/27(火) 3時限

入門ⅡC　小テスト②
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