
和歌山県立医科大学薬学部 シラバス 

 

科目名 経済学 

科目名（英文） Economics 

学部・学科 薬学部・薬学科 

配当年次・学期 1年次・後期 

クラス 全クラス 

履修区分 選択必修 

授業担当者 西尾 圭一郎 

科目ナンバリング P1005JA 

関連科目  

 

本科目が求めるアウトカム・コンピテンシー 

 社会人であればどのような職業人であっても、経済取引や経済社会と切り離した活動は

不可能である。そのため本科目では経済社会を理解するための基礎的な素養として、経済理

論の基本的な考え方を学ぶこと、現実で起きている様々な経済的諸問題に対する知識や理

解を深めることを目標とする。具体的には、経済理論としてはミクロ経済学、マクロ経済学、

社会経済学のそれぞれの基礎的概念の理解、そして新聞や雑誌等での経済事象の整理、読み

解きを通じた実体経済の把握ができる力を身につける。 

 

ディプロマ・ポリシーにおける本科目が養う資質・能力 

・人の健康に携わる職業である薬剤師として、より高い倫理観、社会人としての良識を備え

ているもの 

 医薬品の流通が経済全体に及ぼす影響は非常に大きく、医療人である薬剤師が経済につ

いて理解することは重要である。本科目では社会人として必要な経済に関する知識や教養

を養成する。 

 

アウトカム・コンピテンシーへの到達に関する評価 

 経済理論の基礎的な理解を問う試験、および経済事象への理解を問う試験、レポート等の

成果により評価する。 
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授業計画 

回 学習内容・課題 
学習方法 

（場所） 
評価方法 

1 イントロダクション 
講義（講義室） 

中間試験・最終レポ

ート 

2 経済学の概要と目的 講義（講義室） 中間試験・最終レポ

ート 

3 需要と供給 講義（講義室） 中間試験・最終レポ

ート 

4 余剰分析 講義（講義室） 中間試験・最終レポ

ート 

5 基本的な貿易理論 講義（講義室） 中間試験・最終レポ

ート 

6 中間試験１ 講義（遠隔） 中間試験・最終レポ

ート 

7 マクロ経済の基礎 講義（講義室） 中間試験・最終レポ

ート 

8 財市場と貨幣市場の均衡 講義（講義室） 中間試験・最終レポ

ート 

9 金融政策と財政政策 講義（講義室） 中間試験・最終レポ

ート 

10 中間試験 2 講義（遠隔） 中間試験・最終レポ

ート 

11 わが国経済の現状 講義（遠隔） 中間試験・最終レポ

ート 

12 社会経済学の視点 講義（講義室） 中間試験・最終レポ

ート 

13 ICTと経済 講義（講義室） 中間試験・最終レポ

ート 

14 グローバル化した経済 講義（講義室） 中間試験・最終レポ

ート 

15 まとめと最終課題（最終レポート） 講義（遠隔） 中間試験・最終レポ

ート 

 

教科書 

特に定めない。 
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参考書 

G. マンキュー『マンキュー入門経済学』東洋経済新報社 

伊藤元重『入門経済学第 4版』日本評論社 

池上彰『高校生からわかる「資本論」』ホーム社 

佐藤隆広・上野正樹、高口康太『図鑑インド経済大全』白桃書房 

その他、適宜 

 

評価時期 

中間試験（第 6回、第 10回） 

最終レポート（15回時に課題提示） 

 

評価方法 

中間試験 1（30%） 

中間試験 2（30%） 

最終レポート（40%） 

 

評価基準 

総評価の 60％以上で合格。 

 

学生へのメッセージ 

 社会で生きていく以上、お金や経済取引と切り離した生活はほぼ不可能です。可能な限り

新聞を読み、経済社会の一員としての意識を持ってください。 

 

担当者の居室等 

質問は授業前後に随時受け付けます。 

連絡先 E-mail：knishio@auecc.aichi-edu.ac.jp 

 

備考、事前・事後学習課題 

授業の前後には予習復習を行う事、日経新聞をはじめとする新聞に目を通し、気になる経

済記事のピックアップ合わせて 2時間程度行ってください。 

32



和歌山県立医科大学薬学部 シラバス 

 

科目名 英語ⅡA 

科目名（英文） College English ⅡA 

学部・学科 薬学部・薬学科 

配当年次・学期 1 年次・後期 

クラス 全クラス 

履修区分 必修 

授業担当者 辻 早代加 

科目ナンバリング P3006EA 

関連科目 英語ⅠA、英語ⅠB、英語ⅡB、薬学英語Ⅰ、薬学英語Ⅱ、 

薬学英語Ⅲ 

 

本科目が求めるアウトカム・コンピテンシー 

英語で書かれた専門的で高度な文章を理解できる能力は、国際的に活躍できるファーマ

シスト・サイエンティストとして必須である。本科目では、英語ⅠA で学んだ内容をさらに

高め、より高度な文章を理解するための知識を修得する。英語の記事・解説文・評論などに

対し、文章構成把握・精読・意見交換を行うことにより、学術的な英文を素早く正確に理解

し、英語で自らの意見を発信するために必要な知識と、大学生として必要な国内外の諸文

化・社会問題に対する見識と教養を身につける。 

 

ディプロマ・ポリシーにおける本科目が養う資質・能力 

・国際的視野を有し、地域での医療に貢献できるもの 

本科目において獲得される、常に新しい情報を英語で取り込み、自らも進んで国際的に活

躍することができる英語運用能力の基礎と、国内外の諸文化・社会問題についての広い見識

は、国際的視野を有し地域での医療に貢献していくための基盤となるものである。 

 

アウトカム・コンピテンシーへの到達に関する評価 

英語長文に対する理解力・読解力と知識を問う記述試験、及び、授業中に行う発表・ディ

スカッションにおける論理性や積極性についてのルーブリックにより評価する。 

 

 

 

61



授業計画 

回 学習内容・課題 
学習方法 

（場所） 
評価方法 

1 イントロダクション 講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

中間試験・期末試験 

ルーブリック 

2 記事/解説文/評論読解・ 

テーマ別グループ討議① 

講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

中間試験・期末試験 

ルーブリック 

3 記事/解説文/評論読解・ 

テーマ別グループ討議② 

講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

中間試験・期末試験 

ルーブリック 

4 記事/解説文/評論読解・ 

テーマ別グループ討議③ 

講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

中間試験・期末試験 

ルーブリック 

5 記事/解説文/評論読解・ 

テーマ別グループ討議④ 

講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

中間試験・期末試験 

ルーブリック 

6 記事/解説文/評論読解・ 

テーマ別グループ討議⑤ 

講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

中間試験・期末試験 

ルーブリック 

7 記事/解説文/評論読解・ 

テーマ別グループ討議⑥ 

講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

中間試験・期末試験 

ルーブリック 

8 中間試験、これまでの小括 講義 

（講義室） 
中間試験 

9 記事/解説文/評論読解・ 

テーマ別グループ討議⑦ 

講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

期末試験・ 

ルーブリック 

10 記事/解説文/評論読解・ 

テーマ別グループ討議⑧ 

講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

期末試験・ 

ルーブリック 

11 記事/解説文/評論読解・ 

テーマ別グループ討議⑨ 

講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

期末試験・ 

ルーブリック 

12 記事/解説文/評論読解・ 講義・読解・ 期末試験・ 
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テーマ別グループ討議⑩ グループ討議 

（講義室） 

ルーブリック 

13 記事/解説文/評論読解・ 

テーマ別グループ討議⑪ 

講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

期末試験・ 

ルーブリック 

14 記事/解説文/評論読解・ 

テーマ別グループ討議⑫ 

講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

期末試験・ 

ルーブリック 

15 記事/解説文/評論読解・ 

テーマ別グループ討議⑬ 

講義・読解・ 

グループ討議 

（講義室） 

期末試験・ 

ルーブリック 

 

教科書 

特に指定しない。 

授業担当者が作成したプリントを配布する。 

 

参考書 

特に指定しない。 

 

評価時期 

中間試験（8 回時） 

期末試験（15 回後） 

ルーブリック（1～7 回時、9～15 回時） 

 

評価方法 

中間試験（30%） 

期末試験（50%） 

ルーブリック（20%） 

 

評価基準 

授業への出席が 2/3 未満の場合、単位を与えない。 

総評価の 60％以上で合格。 

 

学生へのメッセージ 

大学入学以前に身につけた英語への理解力をさらに高め、学術的な文章を細部まで素早

く正確に読むことに慣れていきましょう。電子辞書で構いませんので、英和辞書を持参して
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ください。 

 

担当者の研究室等 

教員室 401 

オフィスアワー：毎週金曜日 12ː40～13：40、17ː30～18ː30 

 

備考、事前・事後学習課題 

毎回の授業に先立ち、1〜3 時間程度の予習とそれまでの復習を行うこと。 
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和歌山県立医科大学薬学部 シラバス 

 

科目名 英語ⅡB 

科目名（英文） College EnglishⅡB  

学部・学科 薬学部・薬学科 

配当年次・学期 1 年次・後期 

クラス 全クラス 

履修区分 必修 

授業担当者 辻 早代加 

科目ナンバリング P3007EA 

関連科目 英語ⅠA、英語ⅡA、英語ⅠB、薬学英語Ⅰ、薬学英語Ⅱ、 

薬学英語Ⅲ 

 

本科目が求めるアウトカム・コンピテンシー 

伝えたい内容を英語で正確に、学術的な文章にふさわしい文体で書くことができる能力

は、国際的に活躍できるファーマシスト・サイエンティストとして必須である。本科目では、

英語ⅠB で獲得した文の書き方をさらに高度に活用し、英語での小論文作成に取り組むこ

とによって、英語における正しい文法と文の組み立て方、論理的な文章構造に則り、まとま

った英文を適切な表現で書くための知識を身につける。 

 

ディプロマ・ポリシーにおける本科目が養う資質・能力 

・国際的視野を有し、地域での医療に貢献できるもの 

本科目において獲得される、伝達したい内容を論理的な英文で書くことができる英語運

用能力は、国際的視野を有し医療に貢献していくための基盤となるものである。 

 

アウトカム・コンピテンシーへの到達に関する評価 

英語小論文のアウトライン・草稿・最終原稿における、論理的妥当性や表現の適切性を

評価する。 
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授業計画 

回 学習内容・課題 
学習方法 

（場所） 
評価方法 

1 イントロダクション 講義・演習 

（講義室） 

提出物(アウトライ

ン・草稿・完成原稿) 

2 論理的な文章の構造 講義・演習 

（講義室） 

提出物(アウトライ

ン・草稿・完成原稿) 

3 パラグラフライティングの要点 講義・演習 

（講義室） 

提出物(アウトライ

ン・草稿・完成原稿) 

4 Prewriting① 講義・演習 

（講義室） 

提出物(アウトライ

ン・草稿・完成原稿) 

5 Prewriting② 講義・演習 

（講義室） 

提出物(アウトライ

ン・草稿・完成原稿) 

6 Organizing① 講義・演習 

（講義室） 

提出物(アウトライ

ン・草稿・完成原稿) 

7 Organizing② 講義・演習 

（講義室） 

提出物(アウトライ

ン・草稿・完成原稿) 

8 Writing① 講義・演習 

（講義室） 

提出物(アウトライ

ン・草稿・完成原稿) 

9 Writing② 講義・演習 

（講義室） 

提出物(アウトライ

ン・草稿・完成原稿) 

10 Writing③ 講義・演習 

（講義室） 

提出物(アウトライ

ン・草稿・完成原稿) 

11 Evaluating① 講義・演習 

（講義室） 

提出物(アウトライ

ン・草稿・完成原稿) 

12 Evaluating② 講義・演習 

（講義室） 

提出物(アウトライ

ン・草稿・完成原稿) 

13 Rewriting① 講義・演習 

（講義室） 

提出物(アウトライ

ン・草稿・完成原稿) 

14 Rewriting② 講義・演習 

（講義室） 

提出物(アウトライ

ン・草稿・完成原稿) 

15 Rewriting③，まとめ 講義・演習 

（講義室） 

提出物(アウトライ

ン・草稿・完成原稿) 
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教科書 

The Great Writing Series 5th Edition 4 Great Essays Student Book 

ISBN 978-0357020852 

 

参考書 

特に指定しない。 

 

評価時期 

学期の途中で提出する課題（毎回） 

学期末に提出する完成原稿（15 回後） 

 

評価方法 

学期の途中で提出する課題（50%（アウトライン 20%、草稿 30%)) 

学期末に提出する完成原稿（50%） 

 

評価基準 

授業への出席が 2/3 未満の場合、単位を与えない。 

全ての課題を提出することが単位取得の必須条件である。 

総評価の 60％以上で合格。 

 

学生へのメッセージ 

これまでに身につけた英語運用能力をさらに高め、学術的な文章を書くことに慣れ、実際

に小論文を書いてみましょう。電子辞書で構いませんので、辞書を持参してください。 

 

担当者の研究室等 

教員室 401 

オフィスアワー：毎週金曜日 12ː40～13：40、17ː30～18ː30 

 

備考、事前・事後学習課題 

毎回の授業に先立ち、1〜3 時間程度の準備とそれまでの復習を行うこと。進捗状況に応

じ、適宜課外に原稿を書き進めることが必要となる。 
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和歌山県立医科大学薬学部 シラバス 

 

科目名 ドイツ語Ⅱ 

科目名（英文） Basic German Ⅱ 

学部・学科 薬学部・薬学科 

配当年次・学期 1年次・後期 

クラス 全クラス 

履修区分 選択必修 

授業担当者 神竹 道士 

科目ナンバリング P3008FA 

関連科目 ドイツ語Ⅰ 

 

本科目が求めるアウトカム・コンピテンシー 

ドイツ語の語形変化や文構造の基礎知識を習得し、簡単な日常会話を理解し、ドイツ語で

表現する能力を身に付けることを目標とする。 

 

ディプロマ・ポリシーにおける本科目が養う資質・能力 

・国際的視野を有し、地域での医療に貢献できるもの 

 ドイツ語Ⅰで学んだことを基礎に発展的な内容を学習し、さらにドイツ語でコミュニケ

ーションをとる能力を身につけることで、国際的に活躍できる人材を育成する。 

 

アウトカム・コンピテンシーへの到達に関する評価 

ドイツ語の語形変化や文構造の基礎知識が習得できているかどうかを平常の小テスト及

び学期末試験により評価する。 
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授業計画 

回 学習内容・課題 
学習方法 

（場所） 
評価方法 

1 前期の復習 講義（講義室）  

2 形容詞 講義（講義室） 期末試験 

3 序数詞 講義（講義室） 小テスト・期末試験 

4 比較表現 講義（講義室） 期末試験 

5 全文否定と部分否定 講義（講義室） 小テスト・期末試験 

6 話法の助動詞 講義（講義室） 期末試験 

7 未来形 講義（講義室） 小テスト・期末試験 

8 動詞の３基本形 講義（講義室） 期末試験 

9 現在分詞と過去分詞 講義（講義室） 小テスト・期末試験 

10 現在完了形 講義（講義室） 期末試験 

11 過去完了形 講義（講義室） 小テスト・期末試験 

12 分離動詞と非分離動詞 講義（講義室） 期末試験 

13 zu不定詞 講義（講義室） 小テスト・期末試験 

14 再帰動詞 講義（講義室） 期末試験 

15 従属接続詞 講義（講義室） 小テスト・期末試験 

 

教科書 

『ドイツ文法ベーシック３ 三訂版』 神竹道士 （朝日出版社） 

 

参考書 

『ドイツ語基礎単語集』 加藤健司（他） （朝日出版社） 

 

評価時期 

授業中に実施する小テスト（隔週） 

期末試験（15回後） 

 

評価方法 

授業中に実施する小テスト（50％） 

期末試験（50％） 

 

評価基準 

出席が授業回数（15 回）の 2/3（10 回）以上であることが期末試験の受験資格となる。

小テストの総合評価及び期末試験において共に 100点満点中 60点以上を合格とする。 
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学生へのメッセージ 

ドイツ語は非常に精緻な文法体系を有しています。そのためドイツ語は哲学や科学の分

野で、未知の概念を導入して体系化することに優れた分析的言語とも呼ばれます。ドイツ語

を学ぶことで、日本を取り巻く世界を別の視点から見ることができます。ぜひ積極的に学習

してください。  

 

担当者の居室等 

質問は授業前後に随時受け付けます。 

連絡先 E-mail：gottesbambus@yahoo.co.jp 

 

備考、事前・事後学習課題 

毎回の授業につき、予習・復習ともに 1時間以上行うこと。発音練習を必ずすること。 
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和歌山県立医科大学薬学部 シラバス 

 

科目名 フランス語Ⅱ 

科目名（英文） French Ⅱ 

学部・学科 薬学部・薬学科 

配当年次・学期 1年次・後期 

クラス 全クラス 

履修区分 選択必修 

授業担当者 藤本 智成 

科目ナンバリング P3009FA 

関連科目 フランス語Ⅰ 

 

本科目が求めるアウトカム・コンピテンシー 

前期の「フランス語Ⅰ」からのさらなる応用と発展を志向する。引き続き、フランス語の文

字、発音、語彙、文法の基礎を習得し、基本的な日常会話や簡単な文の読解が可能になるこ

とを目指す。フランス語独自の綴り字を読むことができ、自己紹介や日常生活に必要な表現

を使い、正しい文を作ることができることを目標とする。 

 

ディプロマ・ポリシーにおける本科目が養う資質・能力 

・国際的視野を有し、地域での医療に貢献できるもの 

フランス語Ⅰで学んだことを基礎に発展的な内容を学習し、さらにフランス語でコミュニ

ケーションをとる能力を身につけることで、国際的に活躍できる人材を育成する。 

 

アウトカム・コンピテンシーへの到達に関する評価 

フランス語の基礎的な語彙や正しい文法が身についているかを記述試験及び毎回の小テス

ト（口頭試験）により評価する。 
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授業計画 

回 学習内容・課題 
学習方法 

（場所） 
評価方法 

1 形容詞・指示形容詞・所有形容詞、他者につい

て話す・尋ねる、家族構成の語彙 
講義（講義室） レポート課題告知 

2 人称代名詞の強勢形、不規則動詞 aller/venir、

51から 60までの数 
講義（講義室） 小テスト 

3 近接未来と近接過去、直近の予定や出来事に

ついて話す・尋ねる、 
講義（講義室） 小テスト 

4 疑問代名詞、カフェやレストランで使う表現、

肉の種類や焼き加減について 
講義（講義室） 小テスト 

5 疑問副詞、「いつ・どこで・どれくらい・なぜ・

誰が」を用いた表現 
講義（講義室） 

レポート締め切り・

小テスト 

6 疑問形容詞、不規則動詞 faire/prendre、主な

スポーツ種目の名称、乗り物の語彙 
講義（講義室） 小テスト 

7 第 6 回までの学習内容についての復習：おも

に口頭面での定着度を測る 
講義（講義室） 小テスト 

8 非人称構文、感嘆文、必要なものを話す・尋ね

る 
講義（講義室） 小テスト 

9 直接・間接目的語人称代名詞、61 から 70 ま

での数 
講義（講義室） 小テスト 

10 代名動詞と再帰代名詞、準助動詞（依頼・勧

誘・能力・義務）、71から 80までの数 
講義（講義室） 小テスト 

11 動詞の過去分詞形、複合過去形、81から 90ま

での数、道案内の表現、東西南北・左右の語彙 
講義（講義室） 小テスト 

12 指示代名詞、91から 100までの数、学校・病

院・郵便局などの公共の建物の語彙 
講義（講義室） 小テスト 

13 命令法、0 から 100 までの数の復習、年齢を

話す・尋ねる、天候と時刻の言い方 
講義（講義室） 小テスト 

14 半過去形、複合過去形と半過去の使い分け、

四則計算について 
講義（講義室） 小テスト 

15 第 14回までの総復習、定期試験の傾向と対策

について 
講義（講義室） 小テスト 

 

教科書 

『私だけのフランス語ノート』釣馨・武内英公子（朝日出版社）（前期からこの教科書を用
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いる。） 

 

参考書 

特に指定しない。 

 

評価時期 

小テスト（2回目以降毎回） 

レポート（初回に課題告知、提出締め切りは 5回目） 

期末試験（15回後） 

 

評価方法 

定期試験に加えて、小テスト、レポートも勘案して行う。 

 

評価基準 

小テスト（30%） 

レポート（20%） 

期末試験（50%） 

 

学生へのメッセージ 

後期の「フランス語Ⅱ」は当然ながら、前期の「フランス語Ⅰ」の内容を踏まえたものにな

ります。予習も大切ですが、復習により時間を割いて欲しいと思います。引き続き、フラン

ス語を学ぶ喜びを分かち合いましょう。 

 

担当者の居室等 

質問は授業前後に随時受け付けます。 

連絡先 E-mail：fuji044moto@gmail.com 

 

備考、事前・事後学習課題 

授業前後にそれぞれ１時間程度の予習・復習をすることが望ましい。 
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和歌山県立医科大学薬学部 シラバス 

 

科目名 中国語Ⅱ 

科目名（英文） Communication ChineseⅡ 

学部・学科 薬学部・薬学科 

配当年次・学期 1年次・後期 

クラス 全クラス 

履修区分 選択必修 

授業担当者 中尾 静 

科目ナンバリング P3010FA 

関連科目 中国語Ⅰ 

 

本科目が求めるアウトカム・コンピテンシー 

 中国語のピンインをマスターすること及び基礎文法を一通り学び終えることを目標とす

る。中国の文化・習慣・伝統・流行などに対して理解を深め、中国語の簡単な会話が聞き取

れ、自分の考えを簡単な中国語で伝える能力を身に着ける。 

 

ディプロマ・ポリシーにおける本科目が養う資質・能力 

・国際的視野を有し、地域での医療に貢献できるもの 

 中国語Ⅰで学んだことを基礎に発展的な内容を学習し、学部の特色を考えて、様々な場面

を想定した実践的な会話練習を加え、さらに中国語でコミュニケーションをとる能力を身

につけることで、国際的に活躍できる人材を育成する。 

 

 

アウトカム・コンピテンシーへの到達に関する評価 

既習の語彙・文法に対する理解力、応用力及び知識を問う記述試験、また授業中に行うヒア

リングの評価も加え、総合的に評価する。 
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授業計画 

回 学習内容・課題 
学習方法 

（場所） 
評価方法 

1 L8短文音読、「是～的」構文、経験の「过」 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

2 存在を表す「有」と「在」、会話、トレーニング 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

3 L9短文音読、助動詞「会、能、可以」 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

4 様態補語、会話、トレーニング 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

5 L10短文音読、存現文、二重目的語をとる動詞 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

6 動詞の重ね方、会話、トレーニング 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

7 L11短文音読、数量補語①、会話、トレーニング 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

8 L12短文音読、動作の進行、数量補語② 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

9 結果補語、会話、トレーニング 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

10 L13短文音読、使役表現、方向補語 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

11 「把」構文、会話、トレーニング 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

12 L14短文音読、持続の「着」、可能補語 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

13 比較表現、助動詞「应该」会話、トレーニング 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

14 L15短文音読、受身表現、接続詞 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

15 禁止の表現、会話、トレーニング、復習 講義（講義室） ヒアリング・期末試験 

 

教科書   

鄭 高咏 編著 音読から始める中国語「アイテム１５」 （朝日出版社） 

その他、必要に応じて資料を配布する。 

 

参考書  

適宜紹介する。 

 

評価時期  

ヒアリング（講義中適宜に行う） 

期末試験（15回後） 

 

評価方法  

ヒアリング（10％） 

期末試験（90％） 

 

評価基準  

授業への出席が 2/3未満の場合、単位を与えない。 
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 総評価の 60％以上で合格。 

 

学生へのメッセージ 

中国語Ⅱでは文法が集中的に出てきますが、これで基礎文法を一通り学び終えることに

なります。発音の練習も兼ねて、例文などをしっかり音読して学んだ文法を定着させてくだ

さい。 

 

担当者の居室等 

質問は授業前後に随時受け付けます。 

連絡先 E-mail：nakao@wixas.or.jp 

 

備考、事前・事後学習課題 

語学は復習が大切です。単語帳を作ったり、CDを聞いて練習したりするなど自分に合っ

たやり方でしっかり復習してください。 
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和歌山県立医科大学薬学部 シラバス 

 

科目名 無機化学 

科目名（英文） Inorganic Chemistry 

学部・学科 薬学部・薬学科 

配当年次・学期 1 年次・後期 

クラス 全クラス 

履修区分 必修 

授業担当者 安原 智久 

科目ナンバリング P2008JA 

関連科目 有機化学、有機化学演習、有機薬化学Ⅰ、有機薬化学Ⅱ、 

有機薬化学Ⅲ、有機薬化学演習、医薬品化学Ⅰ、医薬品化学Ⅱ 

 

本科目が求めるアウトカム・コンピテンシー 

有機、無機を問わず広く化学を学び、医薬品分子、生体分子の性質を深く理解する上

で分子の物理的、化学的な特性を理解することは非常に重要である。本科目は、物質の

基本的な特性を活用した分析法を理解するために重要な物理化学的な性質を学び、化合

物の物性や挙動、反応性を高いレベルで説明・記述可能な無機化学の知識の活用を求め

る。 

 

ディプロマ・ポリシーにおける本科目が養う資質・能力 

・総合的、専門的な薬学の知識とともに、薬剤師としての実践能力や研究を行うに足る技能

を有しているもの 

・単に知識、技能を獲得しているのみではなく、それらを統合的に活用でき、患者の社会

的、心理的背景にも配慮することができるもの 

 無機化学は、薬学において高い臨床能力、研究能力を獲得するために必要となるあら

ゆる学問の基盤となる知識を獲得する科目である。本科目で修得が期待できる知識とそ

の活用能力は、総合的、専門的な知識、それらを統合的に活用する能力につながるもの

である。 

 

アウトカム・コンピテンシーへの到達に関する評価 

基本的な知識の再生のみではなく、授業等で取り扱っていない現象に対して、本科目

が取り扱う化学的知識を活用した説明の構築を行い、その妥当性や論理性、表現の適切

性を評価する。 

 

  

77



授業計画 

回 学習内容・課題 
学習方法 

（場所） 
評価方法 

1 酸・塩基とその平衡の基本について学ぶ。高

等学校の化学からの橋渡し的な内容を含む。 

講義 

（講義室） 
期末試験 

2 pH、解離定数ついて学ぶ。高等学校の化学か

らの橋渡し的な内容を含む。 

講義 

（講義室） 
期末試験 

3 緩衝作用や緩衝液ついて学ぶ 講義 

（講義室） 
期末試験 

4 錯体及びキレート生成について学ぶ。 講義 

（講義室） 
期末試験 

5 沈殿平衡について学ぶ。 講義 

（講義室） 
期末試験 

6 酸化還元平衡ついて学ぶ。 講義 

（講義室） 
期末試験 

7 分配平衡ついて学ぶ。 講義 

（講義室） 
期末試験 

8 代表的な無機イオンの定性反応について学

ぶ。 

講義 

（講義室） 
期末試験 

9 中和滴定、非水滴定について学ぶ。 講義 

（講義室） 
期末試験 

10 キレート滴定について学ぶ。 講義 

（講義室） 
期末試験 

11 沈殿滴定について学ぶ。 講義 

（講義室） 
期末試験 

12 酸化還元滴定について学ぶ。 講義 

（講義室） 
期末試験 

13 代表的な医薬品の確認試験について学ぶ。 講義 

（講義室） 
期末試験 

14 代表的な医薬品の容量分析について学ぶ。 講義 

（講義室） 
期末試験 

15 純度試験、重量分析について学ぶ。 講義 

（講義室） 
期末試験 
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教科書 

教科書は使用せず、適宜テキストを配布する。 

 

参考書 

特になし 

 

評価時期 

期末試験（15 回後） 

 

評価方法 

期末試験（100%） 

 

評価基準 

総評価の 60%以上で合格。 

 

学生へのメッセージ 

本科目の内容は、後の化学系の科目の理解に必要な基本的な知識となるのはもちろんだ

が、より高度な分析化学の理解、分析手法の修得、更には研究活動における分析、測定の選

択の妥当性の判断等にも必須の知識となる。将来の進路の希望に関わらず、しっかりと身に

つけて下さい。 

担当教員は、2 年間の薬局、2 年間の病院での非常勤としての薬剤師経験から、臨床現場

で生じる問題に対する化学的な理解、解決へのアプローチを授業の内容に関連付けて紹介

します。 

 

担当者の研究室等 

研究室 503 

オフィスアワー：毎週月曜日 12ː40～13ː40 17ː30～18ː30 

 

備考、事前・事後学習課題 

本科目を履修するに当たり、毎回授業を受ける前に 1～1.5 時間程度の予習及びそれまで

の内容の復習を行うこと。また、より深い理解のための学習、関連領域との知識の統合を含

めた学習などにのべ 7～10 時間程度は取り組むことが望ましい。 
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