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基礎科目コース紹介

人間科学センター



基礎科目 コース構成図

• この説明での略語

NS…看護学科

PT…理学療法学科

OT…作業療法学科

RS…放射線技術科学科
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基礎科学コース
ハードサイエンス
情報・統計等

コミュニケーション
コース
語学

文章表現・手話等

人間形成コース
人文・社会系
行動科学系
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資格取得等に必要な科目

• 養護教諭Ⅱ種

– 情報処理演習

– 統計解析演習

– 外国語に関する科目２単位

– 憲法

– 保健・スポーツⅠ及びⅡ

• 看護教員

– 教育学

– 教育心理学

基礎科学コース

コミュニケーションコース

人間形成コース

人間形成コース
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人間形成コース

• 哲学

• 心理学

• 教育心理学

• 臨床人間学シミュレーション

• 学問の時代を創った人々

• 憲法

（人文社会系 １年次科目）

• 教育学

• 社会学

• 経済学

• 芸術

• 茨城学

コーディネーター：才津 （岩井・海山）
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人間形成コース（続）

• バイオエシックス

• 思想と宗教

• 社会学から読む医療

• 社会の病理

• 法と医療

（人文社会系 ２年次科目）

コーディネーター：才津（岩井・海山）
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人間形成コース（続々）

• 健康科学（NS, PT, OT必修）

• 保健・スポーツⅠ・Ⅱ

– （Ⅰは前期・Ⅱは後期）

• 保健・スポーツ

トリムコースⅠ・Ⅱ

（受講は要相談）

（行動科学系１年次科目）

• スポーツ科学実習

• スポーツ・コンディショ
ニング理論

（行動科学系２年次科目）

コーディネーター：才津（岩井・海山）
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人間形成コース（各学科共通）
各学科１年次 …人文・社会系 下記の科目から 4単位以上 必要

選択科目
（１年次） いずれか二つ以上の

科目を選択

２単位×２ （４単位）

哲学 （２単位）

心理学※ （２単位）

社会学 （２単位）

教育学 （２単位）

経済学 （２単位）

芸術 （２単位）

憲法 （２単位）

教育心理学 （２単位）

※ OTのみ「心理学」は必修となってい
ます。必ず申請してください

茨城学 （２単位）
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人間形成コース
NS・PT・OT １・２年次 …人文・社会系 下記の科目から 3単位以上 必要

選択科目
（２年次）

いずれか三つ以上の
科目を選択

１単位×３ （３単位）

社会学から読む医療 （１単位）

社会の病理 （１単位）

バイオエシックス （１単位）

思想と宗教 （１単位）

法と医療 （１単位）

学問の時代を創った人々 （１単位）

臨床人間学シミュレーション （１単位）

選択科目
（１年次）

RS １・２年次 …人文・社会系 下記の科目から 1単位以上 必要

放射線科学科は
いずれか１つの科目を
選択 １単位
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人間形成コース（NS・PT・OT）
看護・理学・作業療法学科１・２年次 …行動科学系 4単位以上 必要

必修科目

（１年次）

保健・スポーツⅠ・Ⅱ （２単位）

（Ⅰは前期・Ⅱは後期）

保健・スポーツ トリム
コースⅠ・Ⅱ （２単位）

トリムコースを選べるのは
保健・スポーツの履修が困
難な人（相談してください）

選択必修科目

（１年次）

健康科学 （２単位）

スポーツ科学実習 （１単位）

スポーツ・コンディショニング
理論 （１単位）

選択科目

（２年次）

いずれかを選択
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人間形成コース（RS）
放射線技術科学科１・２年次 …行動科学系 ２単位以上 必要

選択必修科目

（１年次）

保健・スポーツⅠ・Ⅱ （２単位）

保健・スポーツ トリム

コースⅠ・Ⅱ （２単位）
トリムコースを選べるのは
保健・スポーツの履修が困
難な人（相談してください）

健康科学 （２単位）

スポーツ科学実習 （１単位）

スポーツ・コンディショニング
理論 （１単位）

いずれかを選択

選択科目

（２年次）

選択科目

（１年次）
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基礎科学コース

講義科目

• 基礎生物学

• 生命科学

• 化学

• 物理入門

• 物理学

• 基礎数学

実習科目

• 生物学実習

• 化学実習

• 物理学実習

• 物理入門実習

基礎生物学と生命科学、物理学と物理入門、物理学実習と物理入門実習は

どちらか一つのみ選択できる。同じ年に双方の単位を取ることはできない

（※生物学の取り方については後のスライドにも説明があります）

(すべて１年次科目)

コーディネーター：大西 （相良・萬代）
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基礎科学コース（続）

• 情報処理演習

• 統計解析演習

（１年次科目）

• データ解析法

（２年次科目）

コーディネーター：大西 （相良・萬代）
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基礎科学コース（各学科共通）
各学科共通 １・２年次

情報処理演習 （１単位）必修科目
（１年次）

選択科目

（２年次）
データ解析法 （２単位）

統計解析演習 （１単位）

必修 ２単位



情報処理演習/統計解析演習

• 情報処理演習(前期)

–情報処理実習室(講義棟３階)の所定の席に着く

– 「県立医療大学情報システムIDについて(通知)｣
を必ず持参する

• 忘れた場合は，学生証を持って事務局情報担当へ

（自分の初期パスワードを聞いてくる）

–教科書を使用する

• シラバスを参照

• 統計解析演習(後期)

–レジュメ・資料を配布します。
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基礎科学コース（NS）
基礎科学コース全体で ７単位以上 必要 情報処理演習/統計解析演習の２単位含む

選択必修科目

化学 （２単位）

物理学 （２単位）

物理入門※ （２単位）

１科目以上の実習が必須選択必修科目

（実習科目）

生物学実習 （１単位）

化学実習 （１単位）

物理学実習 （１単位）

物理入門実習※ （１単位）

いずれかの実習を選択

（実習は講義を受けた科目で）

基礎生物学 （２単位）

生命科学 （２単位）

必修科目

基礎生物学もしくは生命
科学を選ぶ（必須）

選択科目

化学（講義）を選ぶ（必須）

基礎数学 （２単位）
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基礎科学コース（PT）

選択科目

（講義科目）

化学 （２単位）

物理学 （２単位）

物理入門※ （２単位）

高校で未履修の講義科目
があれば、それを含む
２つ以上の講義をとる

１科目以上の実習が必須選択科目

（実習科目）

生物学実習 （１単位）

化学実習 （１単位）

物理学実習 （１単位）

物理入門実習※ （１単位）

いずれかの実習を選択

（実習は講義を受けた科目で）

基礎科学コース全体で ８単位以上 必要 情報処理演習/統計解析演習の２単位含む

生命科学 （２単位）

基礎生物学 （２単位）

（生物系と物理系の講義二
つは同時に選択できない）

基礎数学 （２単位）
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基礎科学コース（OT）

選択必修科目

（講義科目）

化学 （２単位）

物理学 （２単位）

物理入門※ （２単位）

必修科目

（実習科目）

生物学実習 （１単位）

化学実習 （１単位）

物理学実習 （１単位）

物理入門実習※ （１単位）

いずれかの実習を選択

（実習は講義を受けた科目で）

基礎科学コース全体で ７単位以上 必要 情報処理演習/統計解析演習の２単位含む

生命科学 （２単位）

基礎生物学 （２単位）
基礎生物学もしくは生命
科学を選ぶ（必須）

選択科目

（講義科目） ※高校で未履修分野の講
義科目があれば選択する

生物学実習を選ぶ（必須）

選択科目

（実習科目）

いずれかの講義を選択

基礎数学 （２単位）
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基礎科学コース（RS）

物理学 （２単位）選択必修科目

（講義科目）

講義科目に対応する左
記の実習科目から選択

（２科目以上必須）

生物学実習 （１単位）

化学実習 （１単位）

物理入門※ （２単位）

物理入門実習※ （１単位）

高校で未履修の科目を
含め ２科目以上選択

（生物系の二つの講義
は同時に選択できない）

基礎科学コース全体で １１単位以上 必要 情報処理演習/統計解析演習の２単位含む

選択科目

（実習科目）

基礎生物学 （２単位）

生命科学 （２単位）

化学 （２単位）

物理学実習 （１単位）

選択科目

（講義科目）

物理学もしくは物理入門
を選ぶ（必須）

基礎数学 （２単位）
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生物学講義/実習の受講生調整

講義
基礎生物学 「生物基礎」 と「生物」の両方を履修しなかった人、

「生物基礎」 だけを履修した人（100名程度）

生命科学 「生物基礎」と「生物」の両方を履修した人、

「生物」 だけを履修した人 （70名程度）

実習
生物実習グループＡ 後期前半火曜日4, 5時限

生物実習グループＢ 後期前半金曜日4, 5時限

両グループの人数が均等になるように調整します。



講義
※「代謝生化学」を履修する学生は、本講義を

履修していることが望ましいです

グループA 金曜日1限

グループB 火曜日5限

講義内容は同じです

生物学の受講状況により選択

実習
前期後半金曜日4, 5時限

※バーコードで出欠確認をするので、学生証をわすれないこと
20

化学の履修について

高校の化学知識を前提
としない教科書です
（売店で購入できます）

この手の副読本にしては
良書です（図書館にあります）



【物理入門】と【物理学】 について

基本的に以下のようになっています。

物理入門：高校で物理を履修しなかった学生

物理学：高校で物理を履修した学生

実習を履修するときは、講義科目の履修に応じて

以下のようになります。

物理入門⇒物理入門実習

物理学⇒物理学実習

「どちらの科目を履修
したら良いのかな？」
と迷ったら、阿部（研究
室37）までお尋ねくだ
さい。



【物理入門・物理学】
教科書について

【物理入門】
教科書の指定はありません。
講義資料を配布いたします。

【物理学】
教科書：原康夫著 『第5版 基礎物理学』

学術図書出版社
売店にて販売中
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コミュニケーションコース（１年次）

• 実用英語A

• 実用英語B

• 英語講読ⅠA

• 英語講読ⅠB

• 文章表現法

– 後期火曜1限 PT,OT

– 後期金曜3限 NS,RS

• 英語（Speaker Course Ⅰ）A

• 英語（Speaker Course Ⅰ）B

コーディネーター：パリー （佐藤・瀧澤）

※同一科目名のAは前期科目，Bは後期科目であり，AとBは両方履修すること



コミュニケーションコース（２年次）

• 英語講読ⅡA

• 英語講読ⅡB

• 英語（会話）A

• 英語（会話）B

• 点字・手話演習

• グループワーク

• 英語（Speaker CourseⅡ）A

• 英語（Speaker CourseⅡ）B

• 独語（ドイツ語）A

• 独語（ドイツ語）B

• 仏語（フランス語）A

• 仏語（フランス語）B

• 中国語A

• 中国語B

24

コーディネーター：パリー （佐藤・瀧澤）

※同一科目名のAは前期科目，Bは後期科目であり，AとBは両方履修すること
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コミュニケーションコース
全学科１・２年次 … ８単位以上 必要

選択必修科目

（通常）（１年次）

実用英語A・B （２単位）

英語講読ⅠA・B（２単位）

英語講読ⅡA・B（２単位）

注：Speaker Course は集中講義

残り２単位以上
選択必修科目

（２年次）

Speaker CourseⅠA・B（４単位）

面接をして英語の実力が認められた者のみ

Speaker CourseⅡA・B（２単位）

英語（会話）A・B（２単位）

いずれか一つを選択

選択必修科目

（通常）（２年次）

選択科目

（上級者向け）

（１・２年次）

独語A・B （２単位）

仏語A・B （２単位）

中国語A・B （２単位）

選択科目

手話・点字演習 （１単位）

グループワーク （１単位）

１年次文章表現法 （１単位）

２年次
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コミュニケーションコース
全学科１・２年次 … ８単位以上 必要

選択必修科目

（通常）（１年次）

実用英語A・B （２単位）

英語講読ⅠA・B（２単位）

英語講読ⅡA・B（２単位）

注：Speaker Course は集中講義

残り２単位以上
選択必修科目

（２年次）

Speaker CourseⅠA・B（４単位）

面接をして英語の実力が認められた者のみ

Speaker CourseⅡA・B（２単位）

英語（会話）A・B（２単位）

いずれか一つを選択

選択必修科目

（通常） （２年次）

選択科目

（上級者向け）

（１・２年次）

独語A・B （２単位）

仏語A・B （２単位）

中国語A・B （２単位）

選択科目

手話・点字演習 （１単位）

グループワーク （１単位）

１年次文章表現法 （１単位）

２年次
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コミュニケーションコース
全学科１・２年次 … ８単位以上 必要

選択必修科目

（通常）（１年次）

実用英語A・B （２単位）

英語講読ⅠA・B（２単位）

英語講読ⅡA・B（２単位）

注：Speaker Course は集中講義

残り２単位以上
選択必修科目

（２年次）

Speaker CourseⅠA・B（４単位）

面接をして英語の実力が認められた者のみ

Speaker CourseⅡA・B（２単位）

英語（会話）A・B（２単位）

いずれか一つを選択

選択必修科目

（通常） （２年次）

選択科目

（上級者向け）

（１・２年次）

独語A・B （２単位）

仏語A・B （２単位）

中国語A・B （２単位）

選択科目

手話・点字演習 （１単位）

グループワーク （１単位）

１年次文章表現法 （１単位）

２年次
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コミュニケーションコース
全学科１・２年次 … ８単位以上 必要

選択必修科目

（通常）（１年次）

実用英語A・B （２単位）

英語講読ⅠA・B（２単位）

英語講読ⅡA・B（２単位）

注：Speaker Course は集中講義

残り２単位以上
選択必修科目

（２年次）

Speaker CourseⅠA・B（４単位）

面接をして英語の実力が認められた者のみ

Speaker CourseⅡA・B（２単位）

英語（会話）A・B（２単位）

いずれか一つを選択

選択必修科目

（通常） （２年次）

選択科目

（上級者向け）

（１・２年次）

独語A・B （２単位）

仏語A・B （２単位）

中国語A・B （２単位）

選択科目

手話・点字演習 （１単位）

グループワーク （１単位）

１年次文章表現法 （１単位）

２年次

希望者面接時間：
８日（木）、9日（金）、

12日（月）
12:20～13:00

場所：研究室60 （パリー）
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コミュニケーションコース
全学科１・２年次 … ８単位以上 必要

選択必修科目

（通常）（１年次）

実用英語A・B （２単位）

英語講読ⅠA・B（２単位）

英語講読ⅡA・B（２単位）

注：Speaker Course は集中講義

残り２単位以上
選択必修科目

（２年次）

Speaker CourseⅠA・B（４単位）

面接をして英語の実力が認められた者のみ

Speaker CourseⅡA・B（２単位）

英語（会話）A・B（２単位）

いずれか一つを選択

選択必修科目

（通常） （２年次）

選択科目

（上級者向け）

（１・２年次）

独語A・B （２単位）

仏語A・B （２単位）

中国語A・B （２単位）

選択科目

手話・点字演習 （１単位）

グループワーク （１単位）

１年次文章表現法 （１単位）

２年次



IPEコース
（多職種連携・Inter Professional Education）

• １年次 必修

チームワーク入門実習（１単位）

・・・見学実習が主

• ２年次 必修

保健医療とチームワーク演習（１単位）

・・・グループ学習が主

• ４年次 必修

チーム医療演習（１単位）

・・・グループ学習が主
30

国際多職種協働実習

１～４年次 選択
海外へ行き、実際の現場を視察します
・米国 ロサンゼルスコース（中止）
・台湾 高雄医学大学コース（未定）


