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トレーニング論 トレーナー 高校サッカーチームにトレーナーとして帯同 トレーナー
現場経験を活かし、実践的なプログラム提供のノウハ
ウを教える

30

体力測定評価実習 トレーナー 高校サッカーチームにトレーナーとして帯同 トレーナー
現場経験を活かし、適切な分析、評価によるフィード
バックのノウハウを教える

30

スポーツコーチング論I 実業団勤務 実業団等でコーチングアシスタントとして活動 コーチ
現場経験を活かし、コーチング計画の立案から実践
までのノウハウを教える

30

テーピングI トレーナー 高校陸上部のトレーナーとしてチームに帯同 トレーナー
現場経験を活かし、テーピングの目的、効果について
教える

30

テーピングII トレーナー 高校陸上部のトレーナーとしてチームに帯同 トレーナー
現場経験を活かし、テーピングの目的、効果について
教える

30

物理療法 トレーナー 高校陸上部のトレーナーとしてチームに帯同 トレーナー
現場経験を活かし、選手の状況に応じた物理療法の
選択ノウハウを教える

30

AT理論対策I トレーナー 高校陸上部のトレーナーとしてチームに帯同 トレーナー 経験を活かし、要点をわかりやすく教える 30

AT理論対策II トレーナー 高校陸上部のトレーナーとしてチームに帯同 トレーナー 経験を活かし、要点をわかりやすく教える 60

AT理論対策III トレーナー 高校陸上部のトレーナーとしてチームに帯同 トレーナー 経験を活かし、要点をわかりやすく教える 90

トリートメント トレーナー 高校陸上部のトレーナーとしてチームに帯同 トレーナー
現場経験を活かし、手技、機器を使用した実践的なボ
ディケアのノウハウを教える

30

スポーツ整形外科学I 病院勤務 病院勤務（整形外科医） 整形外科医
スポーツで頻出する病態や治療について実例を用い
て教える

30

スポーツ整形外科学II 病院勤務 病院勤務（整形外科医） 整形外科医
スポーツで頻出する病態や治療について実例を用い
て教える

30

スポーツ栄養学 栄養士 病院にて栄養指導 栄養士
栄養士での経験を活かしスポーツ現場での選手が必
要とする知識と技術を伝授する

30

AT対策栄養学 栄養士 病院にて栄養指導 栄養士
栄養士での経験を活かしスポーツ現場での選手が必
要とする知識と技術を伝授する

30

スポーツ科学 栄養士 病院にて栄養指導 栄養士
栄養士での経験を活かしスポーツ現場での選手が必
要とする知識と技術を伝授する

30

トレーニング科学 サポートスタッフ 競泳競技の科学サポートスタッフとして帯同 科学サポートスタッフ
現場経験を活かし、科学的根拠に基づくトレーニング
について教える

30

リコンディショニングI 病院勤務 PT、トレーナーとして指導 理学療法士トレーナー
現場経験を活かし、受傷からの回復、再発予防につ
いて教える

30

リコンディショニングII 病院勤務 PT、トレーナーとして指導 理学療法士トレーナー
現場経験を活かし、受傷からの回復、再発予防につ
いて教える

30

トレーニング実技I パーソナルトレーナー フィットネスクラブにてメニュー管理、指導 パーソナルトレーナー
現場経験を活かし、アプローチの変化による効果の
違い、特徴について教える

30

トレーニング実技II パーソナルトレーナー フィットネスクラブにてメニュー管理、指導 パーソナルトレーナー
現場経験を活かし、アプローチの変化による効果の
違い、特徴について教える

30

CFSC　Level1認定ライセンスカリキュ
ラム

スポーツ関連企業
ファンクショナルトレーニングの考え方、プログラミン
グ方法を指導

トレーナー
現場経験を活かし、ファンクショナルトレーニングの基
本をわかりやすく指導する

30

コンディショニングⅠ スポーツ関連企業 プロサッカーチームにてトレーナーとして活動 トレーナー
現場経験を活かし、評価からトレーニング、再評価ま
でのノウハウを教える

30

コンディショニングII スポーツ関連企業 プロサッカーチームにてトレーナーとして活動 トレーナー
現場経験を活かし、評価からトレーニング、再評価ま
でのノウハウを教える

30

解剖学Ⅰ 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士 PT・ATで経験したトレーナー活動を教育現場で生かす 60

解剖学Ⅱ 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士 PT・ATで経験したトレーナー活動を教育現場で生かす 30

トレーニング実技Ⅲ スポーツ関連企業 身体運動塾でトレーナーとして指導 トレーナー 実際の現場で必要な知識・技術を伝授する 30

トレーニング実技Ⅳ スポーツ関連企業 身体運動塾でトレーナーとして指導 トレーナー 実際の現場で必要な知識・技術を伝授する 30

スポ―ツ内科学 病院勤務 病院勤務（内科医） 院長 治療現場の最先端の技術を学生に伝授する 30

触診Ⅰ 治療院開業
鍼灸院開業　はり師、きゅう師として臨床および理学
療法士として病院での臨床

鍼灸師,理学療法士 治療院での経験を生かした教育をする 30

触診Ⅱ 治療院開業
鍼灸院開業　はり師、きゅう師として臨床および理学
療法士として病院での臨床

鍼灸師,理学療法士 治療院での経験を生かした教育をする 30

トレーニング実践 スポーツ団体職員 日本代表チーム（ボート競技）トレーナーとして指導 トレーナー
現場経験で得た選手にとって安全なフォーム、、効果
的なプログラム処方とは何かを伝える

30

AT概論 スポーツ団体職員 日本代表チーム（ボート競技）トレーナーとして指導 トレーナー
現場経験で得たアスレティックトレーナーという仕事の
現状や役割について伝える

30

コンディショニングⅢ 接骨院勤務
接骨院、病院勤務経験あり（トレーニング、コンディ
ショニング）

パーソナルトレーナー 臨床経験を生かし学生指導を実践する 30

1110

発育発達論 体操教室運営 体操教室運営及び体操の指導 幼児体育指導者 現場での体操指導の実習を実施する 30

こどもと体育Ⅰ 体操教室運営 体操教室運営及び体操の指導 幼児体育指導者
現場の経験を生かし現場において実践できるよう指
導する

30

こどもと体育Ⅱ 体操教室運営 体操教室運営及び体操の指導 幼児体育指導者
現場の経験を生かし現場において実践できるよう指
導する

30

スポーツ医学I パーソナルトレーナー フィットネスクラブにてメニュー管理、指導 パーソナルトレーナー
現場の経験を生かし、スポーツ外傷、障害を医学的
見地から教える

30

　

設置者名

学校名

スポーツ学科（アスレティックトレーナー） 計

スポーツ学科
（ライフ・フィットネストレー

ナーコース）
160時間

https://www.riseisha.ac.jp
/school/shugaku/

スポーツ学科
（アスレティックトレーナー

コース）
160時間

https://www.riseisha.ac.jp
/school/shugaku/



スポーツ医学II パーソナルトレーナー フィットネスクラブにてメニュー管理、指導 パーソナルトレーナー
現場の経験を生かし、スポーツ外傷、障害を医学的
見地から教える

30

トレーニング論 パーソナルトレーナー フィットネスクラブにてメニュー管理、指導 パーソナルトレーナー
現場経験を活かし、アプローチの変化による効果の
違い、特徴について教える

30

救急処置法 パーソナルトレーナー フィットネスクラブにてメニュー管理、指導 パーソナルトレーナー 現場経験を活かし、救急処置のノウハウを教える 30

体力測定評価法 パーソナルトレーナー フィットネスクラブにてメニュー管理、指導 パーソナルトレーナー
現場経験を活かし、実践的かつ効果的な測定、評価
のノウハウを教える

30

体力測定評価実習 パーソナルトレーナー フィットネスクラブにてメニュー管理、指導 パーソナルトレーナー
現場経験を活かし、実践的かつ効果的な測定、評価
のノウハウを教える

30

スポーツ栄養学I スポーツ関連企業 スポーツ関連企業にてアスリートへの栄養をサポート 管理栄養士
現場経験を活かし、栄養と運動の重要性、障がい者
や女性アスリートの特性について教える

30

フィットネスアクティビティ スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にてPHIピラティスインストラクター
として指導

PHIピラティスインストラクター
現場経験を活かし、指導およびコミュニケーションスキ
ル向上のノウハウを教える

60

スポーツ障害評価法 スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にてPHIピラティスインストラクター
として指導

PHIピラティスインストラクター
現場経験を活かし、頻出する傷害の原因および評価
についてノウハウを教える

60

スポーツ心理学 スポーツ関連企業 スポーツ関連企業にてメンタルトレーニングを指導 メンタルトレーニング指導士
現場経験を活かし、心理状態がパフォーマンスに及ぼ
す影響、対処法について指導する

30

トレーニング実習 スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にて、エアロビクス、ヨガ、ダンスを
指導

健康運動運動指導士
現場経験を活かし、各種用具の使用法およびクライア
ントに適したプログラム作成まで指導する

30

フィットネスエクササイズ スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にて、エアロビクス、ヨガ、ダンスを
指導

健康運動運動指導士
現場経験を活かし、エアロビクスの正しい実践法から
プログラム作成まで指導する

30

ストレングス&コンディショニング実習 スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にて、エアロビクス、ヨガ、ダンスを
指導

健康運動運動指導士
現場経験を活かし、クライアントとの面談から指導まで
のノウハウを教える

30

エアロビクス実践 スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にて、エアロビクス、ヨガ、ダンスを
指導

健康運動運動指導士
現場経験を活かし、エアロビクスの正しい実践法から
プログラム作成まで指導する

30

グループ指導実践 スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にて、エアロビクス、ヨガ、ダンスを
指導

健康運動運動指導士
現場経験を活かし、グループエクササイズにおける指
導法からプログラム作成まで指導する

30

エアロビクス理論 スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にて、エアロビクス、ヨガ、ダンスを
指導

健康運動運動指導士
現場経験を活かし、安全で効果的な有酸素運動につ
いて実例を挙げ教える

30

エアロビクス実技 スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にて、エアロビクス、ヨガ、ダンスを
指導

健康運動運動指導士
現場経験を活かし、幅広い年齢層のニーズに応えら
れる指導ノウハウを教える

30

スポーツ指導者基礎理論I スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にて高齢者運動指導、パーソナル
トレーナーとして指導

健康運動運動指導士
現場経験を活かし、指導者として必要な運動生理学、
基礎解剖学をわかりやすく指導する

30

スポーツ指導者基礎理論II スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にて高齢者運動指導、パーソナル
トレーナーとして指導

健康運動運動指導士
現場経験を活かし、指導者として必要な運動生理学、
基礎解剖学をわかりやすく指導する

30

リ・コンディショニング概論 スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にて高齢者運動指導、パーソナル
トレーナーとして指導

健康運動運動指導士
現場経験を活かし、解剖、バイオメカニクスを考慮し
た機能回復へのプロセスをわかりやく教える

30

リ・コンディショニング実践 スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にて高齢者運動指導、パーソナル
トレーナーとして指導

健康運動運動指導士
現場経験を活かし、機能回復プログラム作成から実
践まで指導する

30

触診 スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にて高齢者運動指導、パーソナル
トレーナーとして指導

健康運動運動指導士 現場経験を活かし、触診のノウハウを教える 30

テーピング実習 スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にて高齢者運動指導、パーソナル
トレーナーとして指導

健康運動運動指導士
現場経験を活かし、正しいテーピングテクニックを教え
る

30

スポーツマッサージ スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にて高齢者運動指導、パーソナル
トレーナーとして指導

健康運動運動指導士
現場経験を活かし、様々な手技、実践ノウハウを教え
る

30

スタジオエクササイズ実践I スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にてスタジオインストラクターとして
活動

健康運動運動指導士
現場経験を活かし、様々なエクササイズの特徴や指
導ノウハウを教える

30

スタジオエクササイズ実践II スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にてスタジオインストラクターとして
活動

健康運動運動指導士
現場経験を活かし、様々なエクササイズの特徴や指
導ノウハウを教える

30

アクアウォーキングエクササイズ スポーツ関連企業 スポーツ関連企業でインストラクターとして指導 健康運動運動指導士
現場経験を活かし、水の特性と水中運動の効果から
実践的指導法まで指導する

30

スポーツマーケティング論 スポーツ関連企業 スポーツ関連企業でインストラクターとして指導 健康運動運動指導士
現場経験を活かし、現状のスポーツ産業を取り巻く環
境およびマネジメントをわかりやく教える

30

フィットネスマネジメント論 スポーツ関連企業 スポーツ関連企業でインストラクターとして指導 健康運動運動指導士
現場経験を活かし、現状のスポーツ産業を取り巻く環
境およびマネジメントをわかりやく教える

30

アクアビクスエクササイズ スポーツ関連企業 スポーツ関連企業でインストラクターとして指導 健康運動運動指導士
現場経験を活かし、水の特性と水中運動の効果から
実践的指導法まで指導する

30

ジュニアスポーツ概論 スポーツ関連企業 スポーツ関連企業でインストラクターとして指導 インストラクター
現場経験を活かし、幼児期、児童期の発達過程の理
解から運動プログラムの立案まで指導する

30

幼児体育実践I スポーツ関連企業 スポーツ関連企業でインストラクターとして指導 インストラクター
現場経験を活かし、安全で効果的な楽しいレッスンの
実践ノウハウを教える

30

幼児体育実践II スポーツ関連企業 スポーツ関連企業でインストラクターとして指導 インストラクター
現場経験を活かし、安全で効果的な楽しいレッスンの
実践ノウハウを教える

30

ボディメイク理論&実践 スポーツ関連企業
スポーツ関連企業公認パーソナルトレーナーとして
パーソナルトレーナープログラムのアドバイザーを務
める

パーソナルトレーナー
現場経験を活かし、クライアントの目的に応じたトレー
ニングおよび食育指導の実践ノウハウを教える

60

解剖学 I スポーツ関連企業 スポーツ関連企業でトレーナーとして指導 トレーナー 実際の現場で必要な知識・技術を伝授する 30

解剖学 II スポーツ関連企業 スポーツ関連企業でトレーナーとして指導 トレーナー 実際の現場で必要な知識・技術を伝授する 30

コンディショニングⅠ スポーツ関連企業 スポーツ関連企業でトレーナーとして指導 トレーナー 60

コンディショニングⅡ スポーツ関連企業 スポーツ関連企業でトレーナーとして指導 トレーナー 30

ファンクショナルトレーニング実践 スポーツ関連企業 スポーツ関連企業でトレーナーとして指導 トレーナー 30

トレーニング科学Ⅰ 身体運動塾 身体運動塾でトレーナーとして指導 トレーナー 実際の現場で必要な知識・技術を伝授する 30

トレーニング科学Ⅱ 身体運動塾 身体運動塾でトレーナーとして指導 トレーナー 実際の現場で必要な知識・技術を伝授する 30

トレーニング実技Ⅰ 身体運動塾 身体運動塾でトレーナーとして指導 トレーナー 実際の現場で必要な知識・技術を伝授する 60

トレーニング実技 II 身体運動塾 身体運動塾でトレーナーとして指導 トレーナー 実際の現場で必要な知識・技術を伝授する 60

運動動作療育 スポーツ関連企業 スポーツ関連企業で運動指導者として指導 介護予防運動トレーナー 運動指導者としてのノウハウを伝える 30

介護予防運動概論Ⅰ スポーツ関連企業 スポーツ関連企業で運動指導者として指導 介護予防運動トレーナー 運動指導者としてのノウハウを伝える 30

介護予防運動概論 II スポーツ関連企業 スポーツ関連企業で運動指導者として指導 介護予防運動トレーナー 運動指導者としてのノウハウを伝える 30
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スポーツ学科
（ライフ・フィットネストレー

ナーコース）
160時間

スポーツ学科（ライフ・フィットネストレーナー） 計
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実際の現場で必要な知識・技術を伝授する



イベント運営法I コーチ、監督
ジュニアスクール、高校、大学でサッカー部にて監
督、コーチとして指導

コーチ、監督 イベント立案から募集方法、実際の運営まで指導する 30

イベント運営法II コーチ、監督
ジュニアスクール、高校、大学でサッカー部にて監
督、コーチとして指導

コーチ、監督 イベント立案から募集方法、実際の運営まで指導する 30

スポーツ医学 スポーツ関連企業 スポーツ関連企業でトレーナーとして指導 トレーナー
スポーツ活動中の病気、外傷の初期対応および予防
法について教える

30

サッカー実技I 監督 プロサッカーチームでコーチ、監督として指導 コーチ、監督 60

サッカー実技Ⅱ 監督 プロサッカーチームでコーチ、監督として指導 コーチ、監督 60

サッカー実技Ⅲ 監督 プロサッカーチームでコーチ、監督として指導 コーチ、監督 60

サッカー実技Ⅳ 監督 プロサッカーチームでコーチ、監督として指導 コーチ、監督 60

コンディショニングⅠ 監督 プロサッカーチームでコーチ、監督として指導 コーチ、監督 30

コンディショニングⅡ 監督 プロサッカーチームでコーチ、監督として指導 コーチ、監督 30

トレーニングⅠ 監督 プロサッカーチームでコーチ、監督として指導 コーチ、監督 30

トレーニングⅡ 監督 プロサッカーチームでコーチ、監督として指導 コーチ、監督 30

指導法Ⅰ 監督 プロサッカーチームでコーチ、監督として指導 コーチ、監督 30

指導法Ⅱ 監督 プロサッカーチームでコーチ、監督として指導 コーチ、監督 30

チーム戦術Ⅰ 監督 プロサッカーチームでコーチ、監督として指導 コーチ、監督 30

チーム戦術Ⅱ 監督 プロサッカーチームでコーチ、監督として指導 コーチ、監督 30

サッカーテーピング トレーナー 高校、大学、トップチームでトレーナーとして指導 トレーナー
現場で求められる応急処置としてのアイシングやテー
ピングを指導する

30

ゲーム分析I コーチ 大学サッカー部のコーチとして指導 コーチ 30

ゲーム分析II コーチ 大学サッカー部のコーチとして指導 コーチ 30

サッカーゼミⅠ・Ⅱ 監督 プロサッカーチームでコーチ、監督として指導 コーチ、監督
経験を活かし、一流のアスリートに求められる資質を
教える

30

サッカー実技Ⅴ 監督 プロサッカーチームでコーチ、監督として指導 コーチ、監督 60

サッカー実技Ⅵ 監督 プロサッカーチームでコーチ、監督として指導 コーチ、監督 60

サッカー実技Ⅶ 監督 プロサッカーチームでコーチ、監督として指導 コーチ、監督 60

サッカー実技Ⅷ 監督 プロサッカーチームでコーチ、監督として指導 コーチ、監督 60

コンディショニングⅢ 監督 プロサッカーチームでコーチ、監督として指導 コーチ、監督 30

コンディショニンⅣ 監督 プロサッカーチームでコーチ、監督として指導 コーチ、監督 30

トレーニングⅢ 監督 プロサッカーチームでコーチ、監督として指導 コーチ、監督 30

トレーニングⅣ 監督 プロサッカーチームでコーチ、監督として指導 コーチ、監督 30

チーム戦術Ⅲ 監督 プロサッカーチームでコーチ、監督として指導 コーチ、監督 30

チーム戦術Ⅳ 監督 プロサッカーチームでコーチ、監督として指導 コーチ、監督 30

スポーツコーチング論Ⅰ 監督 プロサッカーチームでコーチ、監督として指導 コーチ、監督
コーチングの基礎知識およびコーチに求められる資
質について教える

60

スポーツコーチング論Ⅱ スポーツ関連企業 スポーツ関連企業にてトレーナーとして指導 トレーニング指導士、体力相談士
コーチングの基礎知識およびコーチに求められる資
質について教える

30

スポーツマネジメント論 スポーツ関連企業 スポーツ関連企業にてトレーナーとして指導 トレーニング指導士、体力相談士
スポーツ環境整備のために必要なマネジメントについ
て教える

30

スポーツ科学 スポーツ関連企業 スポーツ関連企業でトレーナーとして指導 トレーナー
スポーツ傷害に対する応急処置や予防を中心に指導
する

30

アスレティック・リハビリテーション スポーツ関連企業 スポーツ関連企業でトレーナーとして指導 トレーナー
スポーツ傷害に対する応急処置や予防を中心に指導
する

30

スポーツ栄養学Ⅰ 病院勤務 病院勤務（管理栄養士） 管理栄養士
ベストパフォーマンスを発揮し、尚且つ怪我の予防に
も繋がる栄養指導をする

30

審判法Ⅱ 国際審判員 サッカーの国際審判員、インストラクター インストラクター 実際の審判のノウハウを教える 120

クラブマネージメント サッカークラブ
サッカークラブで指導（審判、集客等マネージメントを
行う）

指導者 集客など現場での経験をもとに教える 30

トレーナー特講Ⅰ スポーツ関連企業 スポーツ関連企業でトレーナーとして指導 トレーナー 30

トレーナー特講Ⅱ スポーツ関連企業 スポーツ関連企業でトレーナーとして指導 トレーナー 30

トレーナー特講Ⅲ スポーツ関連企業 スポーツ関連企業でトレーナーとして指導 トレーナー 30

トレーナー特講Ⅳ スポーツ関連企業 スポーツ関連企業でトレーナーとして指導 トレーナー 30
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実戦練習を通じゲームメイクから戦力分析まで指導す
る

実戦練習を通じセットプレー時の個人戦術およびグ
ループ戦術を指導する

ゲームの分析結果から練習、実戦へとつながる競技
能力を向上させる

160時間

スポーツ学科（サッカー） 計

実戦練習を通じ技術レベルおよび俊敏性、持久力を
向上させる

日本人選手のフィジカル特性および各シーズンのコン
ディション調整の仕方について指導する

実戦練習を通じ個人戦術およびグループ戦術を向上
させる

スポーツ学科
（サッカーコース）

実戦練習を通じ技術レベルおよび俊敏性、持久力を
向上させる

日本人選手のフィジカル特性および各シーズンのコン
ディション調整の仕方について指導する

実戦練習を通じ個人戦術およびグループ戦術を向上
させる

実戦練習を通じセットプレー時の個人戦術およびグ
ループ戦術を指導する

実際の審判のノウハウを教える



ジュニア指導法Ⅰ 監督 大学のバスケットボールヘッドコーチとして指導 指導者 30

ジュニア指導法Ⅱ 監督 大学のバスケットボールヘッドコーチとして指導 指導者 30

キャリアプランニング 監督 大学のバスケットボールヘッドコーチとして指導 指導者 30

バスケットボール実技Ⅰ 監督 大学のバスケットボールヘッドコーチとして指導 指導者 60

バスケットボール実技 II 監督 大学のバスケットボールヘッドコーチとして指導 指導者 60

バスケットボール実技 III 監督 大学のバスケットボールヘッドコーチとして指導 指導者 60

バスケットボール実技 Ⅳ 監督 大学のバスケットボールヘッドコーチとして指導 指導者 60

バスケットボール実技 V 監督 大学のバスケットボールヘッドコーチとして指導 指導者 60

バスケットボール実技 VI 監督 大学のバスケットボールヘッドコーチとして指導 指導者 60

バスケットボール実技 VII 監督 大学のバスケットボールヘッドコーチとして指導 指導者 60

バスケットボール実技 VIII 監督 大学のバスケットボールヘッドコーチとして指導 指導者 60

バスケットボール実技 IX 監督 大学のバスケットボールヘッドコーチとして指導 指導者 60

バスケットボール実技 X 監督 大学のバスケットボールヘッドコーチとして指導 指導者 60

バスケットボール概論 I 監督 大学のバスケットボールヘッドコーチとして指導 指導者 60

バスケットボール概論 II 監督 大学のバスケットボールヘッドコーチとして指導 指導者 60

Workout II 監督 大学のバスケットボールヘッドコーチとして指導 指導者 30

バスケットボール指導法Ⅰ 監督 大学のバスケットボールヘッドコーチとして指導 指導者 30

バスケットボール指導法Ⅱ 監督 大学のバスケットボールヘッドコーチとして指導 指導者 30

スポーツ医学 トレーナー 大学やプロチームでトレーナーとして指導 トレーナー
スポーツと健康の繋がり、スポーツ実施時の内科的・
外科的傷害の予防、処置について教える

30

スポーツ科学 トレーナー 大学やプロチームでトレーナーとして指導 トレーナー
化学的要素を取り入れたトレーニング手法について計
画の立案、実践方法を教える

30

バイオメカニクス トレーナー 大学やプロチームでトレーナーとして指導 トレーナー
力学の観点から運動動作が身体に及ぼす力の影響
を理解できるよう教える

30

テーピング トレーナー 大学やプロチームでトレーナーとして指導 トレーナー
早く正確にテーピングする方法、またテーピングの意
図や影響についても指導する

30

スポーツコーチング論Ⅱ パーソナルトレーナー 専門学校、高校バレー部などでトレーナーとして指導 パーソナルトレーナー
これからのコーチに求められるスキル（スポーツの意
義と価値、社会との関わり）について教える

30

スポーツマネジメント論 パーソナルトレーナー 専門学校、高校バレー部などでトレーナーとして指導 パーソナルトレーナー
スポーツマネジメントの定義、効果的なマネジメントを
実践するためのノウハウを教える

30

リーダーシップ論 パーソナルトレーナー 専門学校、高校バレー部などでトレーナーとして指導 パーソナルトレーナー
スポーツだけでなく、社会人として好ましい、好ましくな
い双方のリーダー像について教える

30

発育発達論 パーソナルトレーナー 専門学校、高校バレー部などでトレーナーとして指導 パーソナルトレーナー
発達発育に合わせた正しい運動・トレーニング方法を
教える

30

障害者スポーツ論 パーソナルトレーナー 専門学校、高校バレー部などでトレーナーとして指導 パーソナルトレーナー
障がい者スポーツの概要（障がい区分・意義や理念・
大会・競技規則等）について教える

30

イベントマネジメント実習 パーソナルトレーナー 専門学校、高校バレー部などでトレーナーとして指導 パーソナルトレーナー
バスケットボールに関するイベントのマネジメント法を
理解、立案できるよう指導する

60

ルール・レフリング レフェリー
日本のトップレフェリーとしてインターハイ、国体、イン
カレなど多くの試合で活躍

レフェリー
プレーヤーとレフリーの信頼関係によって、質の高い
ゲームが成立することを教える

30

トレーニング実技I（男子） スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にてパーソナルトレーナーとして指
導

パーソナルトレーナー
競技力を向上させるためのトレーニングプログラムの
組み方を指導する

30

トレーニング実技II（男子） スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にてパーソナルトレーナーとして指
導

パーソナルトレーナー
競技力を向上させるためのトレーニングプログラムの
組み方を指導する

30

トレーニング実技III（男子） スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にてパーソナルトレーナーとして指
導

パーソナルトレーナー
競技力を向上させるためのトレーニングプログラムの
組み方を指導する

30

トレーニング実技Ⅳ（男子） スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にてパーソナルトレーナーとして指
導

パーソナルトレーナー
競技力を向上させるためのトレーニングプログラムの
組み方を指導する

30

トレーニング実技I（女子） スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にてパーソナルトレーナーとして指
導

パーソナルトレーナー
自分のからだを知り、運動およびトレーニングを楽し
めるよう指導する

30

トレーニング実技II（女子） スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にてパーソナルトレーナーとして指
導

パーソナルトレーナー
自分のからだを知り、運動およびトレーニングを楽し
めるよう指導する

30

トレーニング実技III（女子） スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にてパーソナルトレーナーとして指
導

パーソナルトレーナー
自分のからだを知り、運動およびトレーニングを楽し
めるよう指導する

30

トレーニング実技Ⅳ（女子） スポーツ関連企業
スポーツ関連企業にてパーソナルトレーナーとして指
導

パーソナルトレーナー
自分のからだを知り、運動およびトレーニングを楽し
めるよう指導する

30

エアロビクスⅠ スポーツ関連企業
スポーツ関連企業で指導（インストラクターとしてエク
ササイズを行う

インストラクター 30

エアロビクスⅡ スポーツ関連企業
スポーツ関連企業で指導（インストラクターとしてエク
ササイズを行う

インストラクター 30

CPT概論 スポーツ関連企業 スポーツ関連企業でトレーニング指導 トレーニング指導者 60

CPT演習 スポーツ関連企業 スポーツ関連企業でトレーニング指導 トレーニング指導者 60
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様々なエクササイズを体感させる

160時間

スポーツ学科（バスケットボール） 計

スポーツ学科
（バスケットボールコース）

コーチ経験を活かし指導にあたる

実際に障害が起こることを想定し現場での経験を伝
授する



アスレティックトレーナー学 1 鍼灸院、開業
鍼灸院開業およびトレーナーとしてトレーニングや
コーチングを指導

はり師、きゅう師 30

アスレティックトレーナー学 2 鍼灸院、開業
鍼灸院開業およびトレーナーとしてトレーニングや
コーチングを指導

はり師、きゅう師 30

アスレティックトレーナー学 3 鍼灸院、開業
鍼灸院開業およびトレーナーとしてトレーニングや
コーチングを指導

はり師、きゅう師 30

栄養学１ 栄養士 病院にて栄養指導 栄養士
食事と健康の維持・増進、疾病の予防・治療との関連
を教える

30

栄養学２ 栄養士 病院にて栄養指導 栄養士
食事と健康の維持・増進、疾病の予防・治療との関連
を教える

30

解剖学４（脈管） 鍼灸院 鍼灸院にてはり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師
鍼灸師として必要な身体の構造を体系化して理解で
きるよう指導する

30

解剖学５（内臓） 鍼灸院 鍼灸院にてはり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師
鍼灸師として必要な身体の構造を体系化して理解で
きるよう指導する

30

病理学概論１ 鍼灸院 鍼灸院にてはり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師
鍼灸師として必要な病理学の知識を理解できるよう指
導する

30

病理学概論２ 鍼灸院 鍼灸院にてはり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師
鍼灸師として必要な病理学の知識を理解できるよう指
導する

30

東洋医学臨床論４ 鍼灸院 鍼灸院にてはり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師
主要症候に対し治療の適・不適を判断し、所見に基づ
いて適切に選穴、治療できるよう指導する

30

衛生学・公衆衛生学１ クリニック勤務 クリニックにてはり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師
健康に影響を及ぼす様々な環境因子と疾病予防のあ
り方などについて教える

30

医療概論 クリニック勤務 クリニックにてはり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師
医学の歴史、医療制度、医療倫理、医療に関する時
事問題についてわかりやすく教える

30

総合演習２ クリニック勤務 クリニックにてはり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師
卒論研究制作にあたり、現場経験を踏まえて実践的
なものとなるよう指導する

30

東洋医学概論１ 鍼灸院 鍼灸院にてはり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師
鍼灸師として必要な東洋医学の疾病観と問診を理解
できるよう指導する

30

東洋医学概論２ 鍼灸院 鍼灸院にてはり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師
鍼灸師として必要な東洋医学の疾病観と問診を理解
できるよう指導する

30

東洋医学概論３ 鍼灸院 鍼灸院にてはり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師
鍼灸師として必要な東洋医学の疾病観と問診を理解
できるよう指導する

30

東洋医学概論４ 鍼灸院 鍼灸院にてはり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師
鍼灸師として必要な東洋医学の疾病観と問診を理解
できるよう指導する

30

はり基礎実技１ 鍼灸接骨院 鍼灸接骨院にてはり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師
はり師として必要な鍼をどのように刺入するか、基礎
的な技術が身に付くよう指導する

30

はり基礎実技２ 鍼灸接骨院 鍼灸接骨院にてはり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師
はり師として必要な鍼をどのように刺入するか、基礎
的な技術が身に付くよう指導する

30

臨床医学総論１ 鍼灸接骨院 鍼灸接骨院にてはり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師
鍼灸師として必要な専門用語、症候、臨床検査法など
を理解できるよう指導する

30

臨床医学総論２ 鍼灸接骨院 鍼灸接骨院にてはり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師
鍼灸師として必要な専門用語、症候、臨床検査法など
を理解できるよう指導する

30

はりきゅう実践実習３ 鍼灸接骨院 鍼灸接骨院にてはり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師
臓腑病証、経脈病症、経筋病証の判断に基づいた治
療ができるよう指導する

30

はりきゅう実践実習４ 鍼灸接骨院 鍼灸接骨院にてはり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師
臓腑病証、経脈病症、経筋病証の判断に基づいた治
療ができるよう指導する

30

はりきゅう実践実習５ 鍼灸接骨院 鍼灸接骨院にてはり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師
臓腑病証、経脈病症、経筋病証の判断に基づいた治
療ができるよう指導する

30

臨床医学各論１ 鍼灸院、開業 鍼灸院開業　はり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師
各臓器器官系の具体的疾患について病因・症状・診
断法・治療法が理解できるよう指導する

30

臨床医学各論４ 鍼灸院、開業 鍼灸院開業　はり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師
各臓器器官系の具体的疾患について病因・症状・診
断法・治療法が理解できるよう指導する

30

東洋医学臨床論 2 鍼灸院、開業 鍼灸院開業　はり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師 東洋医学的に実践的な問診・治療実技を教授 60

東洋医学臨床論 3 鍼灸院、開業 鍼灸院開業　はり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師 東洋医学的に実践的な問診・治療実技を教授 60

はりきゅう応用実技 鍼灸院、開業 鍼灸院開業　はり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師 女性に特化した症状を中心に教授 30

リハビリテーション医学1 鍼灸院、開業
鍼灸院開業　はり師、きゅう師として臨床および理学
療法士として病院での臨床

鍼灸師、理学療法士 30

リハビリテーション医学2 鍼灸院、開業
鍼灸院開業　はり師、きゅう師として臨床および理学
療法士として病院での臨床

鍼灸師、理学療法士 30

臨床鍼灸学１ 鍼灸院、開業 鍼灸院開業　はり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師 30

臨床鍼灸学2 鍼灸院、開業 鍼灸院開業　はり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師 30

はりきゅう総合実習 鍼灸院、開業 鍼灸院開業　はり師、きゅう師として臨床 はり師、きゅう師 女性に特化した症状を中心に教える 30

1080

柔道Ⅰ 接骨院開業
接骨院開業　柔道整復師として臨床、柔道有段者と
して柔道を指導

柔道整復師 30

柔道Ⅱ 接骨院開業
接骨院開業　柔道整復師として臨床、柔道有段者と
して柔道を指導

柔道整復師 30

柔道Ⅲ 接骨院開業
接骨院開業　柔道整復師として臨床、柔道有段者と
して柔道を指導

柔道整復師 30

柔道Ⅳ 接骨院開業
接骨院開業　柔道整復師として臨床、柔道有段者と
して柔道を指導

柔道整復師 30

総合栄養学 栄養士 病院にて栄養指導 栄養士
健康維持に必要な栄養の摂取法や栄養素を組みあ
わせた献立を指導する

30

基礎演習A クリニック勤務 クリニックにて柔道整復師として臨床 柔道整復師
現場で求められるチームアプローチ・チームビルディ
ングを理解し、実践できるよう指導する

30

基礎演習E クリニック勤務 クリニックにて柔道整復師として臨床 柔道整復師
アロマ施術を行ううえで必要なアロマテラピーインスト
ラクターやセラピストと同等の知識を教える

30

柔道整復学総論I（基礎） クリニック勤務 クリニックにて柔道整復師として臨床 柔道整復師
柔道整復学の基礎である骨折・脱臼・捻挫等の外傷
に対する概念を理解できるよう指導する

30

240時間
https://www.riseisha.ac.jp

/school/shugaku/

https://www.riseisha.ac.jp
/school/shugaku/

240時間

トレーナーの経験を生かしたトレーニングやコーチン
グ理論。さらにスポーツ特化した鍼治療実技を教授

鍼灸学科 計

柔道6段の実績から経験と技術を学生に指導する

治療院での経験を生かした教育をする

伝統医学（経絡治療）の基礎から実践までを行う

鍼灸学科

柔道整復学科



柔道整復学総論II（高等） クリニック勤務 クリニックにて柔道整復師として臨床 柔道整復師
柔道整復学の基礎である骨折・脱臼・捻挫等の外傷
に対する概念を理解できるよう指導する

30

応用柔道整復概論 V クリニック勤務 クリニックにて柔道整復師として臨床 柔道整復師
現場経験を活かし、より実践的で考察を伴った卒業論
文を作成できるようアドバイスする

30

柔道整復実技研究II クリニック勤務 クリニックにて柔道整復師として臨床 柔道整復師
現場経験を活かし、頻出症例の原因や症状から治療
法・後療法まで指導する

30

運動学 鍼灸院開業 鍼灸院にて柔道整復師、鍼灸師として臨床 柔道整復師、鍼灸師
ヒトの運動発達から姿勢や歩行の分析能力を向上さ
せ、治療につながるよう指導する

30

柔道整復総合演習I 鍼灸院開業 鍼灸院にて柔道整復師、鍼灸師として臨床 柔道整復師、鍼灸師
身体的特徴による外傷・障害の発生メカニズム、外
傷・障害発生予防について指導する

30

柔道整復臨床演習Ⅷ 鍼灸院開業 鍼灸院にて柔道整復師、鍼灸師として臨床 柔道整復師、鍼灸師
柔道整復の業務範囲と鑑別診断が必要な疾患につい
て適切な判断、処置ができるよう指導する

30

柔道整復基礎実習VI 鍼灸院開業 鍼灸院にて柔道整復師、鍼灸師として臨床 柔道整復師、鍼灸師
上肢、下肢の軟部組織損傷の理論を踏まえ、検査法
や固定法を指導する

30

柔道整復基礎演習VIII 鍼灸院開業 鍼灸院にて柔道整復師、鍼灸師として臨床 柔道整復師、鍼灸師
骨折・脱臼における整復術・固定術の技術力向上か
ら後療時の構成運動まで指導する

30

応用柔道整復概論II 鍼灸院開業 鍼灸院にて柔道整復師、鍼灸師として臨床 柔道整復師、鍼灸師
各関節の解剖を深く理解させたうえで、筋や靭帯によ
る運動制御や運動療法について教える

30

柔道整復総合演習II 鍼灸院開業 鍼灸院にて柔道整復師、鍼灸師として臨床 柔道整復師、鍼灸師
機能訓練指導員として必要な高齢者特有の疾病や症
状など介護の知識、ノウハウを教える

30

柔道整復基礎演習B 接骨院開業 接骨院にて柔道整復師として臨床 柔道整復師
接骨院の社会的役割、患者との信頼関係構築につい
てノウハウを教える

30

基礎見学実習 接骨院開業 接骨院にて柔道整復師として臨床 柔道整復師
接骨院の社会的役割、患者との信頼関係構築につい
てノウハウを教える

30

柔道整復臨床Ⅲ 接骨院開業 接骨院にて柔道整復師として臨床 柔道整復師
骨盤・下肢部の解剖学を理解させたうえで、骨折・脱
臼に対応できるよう指導する

30

柔道整復臨床Ⅳ 接骨院開業 接骨院にて柔道整復師として臨床 柔道整復師
骨盤・下肢部の解剖学を理解させたうえで、骨折・脱
臼に対応できるよう指導する

30

柔道整復臨床演習Ⅵ 病院勤務 病院勤務（整形外科医） 院長
柔道整復術で対応可能な疾患とそうでないものを判
断について教える

30

柔道整復臨床演習VII 病院勤務 病院勤務（放射線技師） 放射線技師
超音波画像装置の基本的な操作法、レントゲン、CT、
MRIの正常像診断ノウハウを教える

30

一般臨床医学 I 病院勤務 病院勤務（内科医） 院長 治療現場の最先端の技術を学生に伝授する 30

一般臨床医学 II 病院勤務 病院勤務（内科医） 院長 治療現場の最先端の技術を学生に伝授する 30

柔道整復臨床Ⅰ 接骨院開業 接骨院開業　柔道整復師として臨床 柔道整復師 30

柔道整復臨床Ⅱ 接骨院開業 接骨院開業　柔道整復師として臨床 柔道整復師 30

柔道整復臨床演習Ⅰ 接骨院開業 接骨院開業　柔道整復師として臨床 柔道整復師 30

柔道整復臨床演習Ⅱ 接骨院開業 接骨院開業　柔道整復師として臨床 柔道整復師 30

柔道整復基礎実習Ⅰ 接骨院開業 接骨院開業　柔道整復師として臨床 柔道整復師 30

柔道整復基礎実習Ⅱ 接骨院開業 接骨院開業　柔道整復師として臨床 柔道整復師 30

960

体表解剖学 治療院開業
鍼灸院開業　はり師、きゅう師として臨床および理学
療法士として病院での臨床

鍼灸師,理学療法士 治療院での経験を生かし生きた教育をする 30

一般臨床医学 病院勤務 病院勤務（内科医） 院長 治療現場の最先端の技術を学生に伝授する 30

表現論 老健勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士 30

リハビリテーション医学 老健勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士 30

運動学 II 老健勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士 治療現場の最先端の技術を学生に伝授する 30

理学療法特論 I 老健勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士 治療現場の最先端の技術を学生に伝授する 30

物理療法Ⅰ 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士 30

物理療法Ⅱ 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士 30

内科学Ⅰ 開業医 開業医（内科医） 内科医 30

内科学Ⅱ 開業医 開業医（内科医） 内科医 30

小児科学 開業医 開業医（内科医） 内科医 30

整形外科学Ⅰ 病院勤務 病院勤務（整形外科医） 整形外科医 30

整形外科学Ⅱ 病院勤務 病院勤務（整形外科医） 整形外科医 30

栄養学 病院勤務 病院勤務（管理栄養士） 管理栄養士
栄養学の基礎・主な病態栄養学の基礎理解、簡単な
アドバイスができるよう指導する

30

解剖学演習 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士
運動器系（骨・関節・筋）の構造、骨や筋の名称、筋の
作用や支配神経とその機能について教える

30

理学療法評価学実習 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士
動作観察・動作分析の基礎的な理論と技術、機能障
害と能力障害との関連性を教える

30

地域理学療法学 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士
地域における理学療法士の役割、求められる専門性
について教える

30

生理学I クリニック勤務 クリニック（理学療法士）として臨床 理学療法士
現場経験を活かし、人の身体活動における生体のメ
カニズム、諸機関の機能について教える

30

https://www.riseisha.ac.jp
/school/shugaku/

320時間

https://www.riseisha.ac.jp
/school/shugaku/

240時間

柔道整復学科 計

臨床の経験を活かした実際の症例に対する問診、診
察、施術、後療方法の演習・実習を行う

柔道整復学科

理学療法学科
（昼間部）

リハビリテーションの知識、技術を伝える

病院勤務での経験を教育現場で活かす

神経内科の特徴、疾患症状を実際の臨床経験を踏ま
えて指導する

整形外科の特徴、疾患症状を実際の臨床経験を踏ま
えて指導する



生理学II クリニック勤務 クリニック（理学療法士）として臨床 理学療法士
現場経験を活かし、人の身体活動における生体のメ
カニズム、諸機関の機能について教える

30

生理学Ⅲ クリニック勤務 クリニック（理学療法士）として臨床 理学療法士
現場経験を活かし、人の身体活動における生体のメ
カニズム、諸機関の機能について教える

30

運動学I 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士
運動時に各関節に加わるモーメントや筋活動につい
て教える

30

臨床検査・画像診断学 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士
検査結果に基づく理学療法実施上の留意点について
教える

30

リハビリテーション概論 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士
医療・介護・福祉の連携における理学療法士の役割
について教える

30

理学療法概論 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士
理学療法士の職場（医療・福祉・保健機関等）での理
学療法士としての責任について教える

30

理学療法評価学Ⅰ 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士
各種検査（運動麻痺検査、筋緊張検査、感覚検査等）
を正確に実施できるよう指導する

30

理学療法評価学Ⅱ 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士
各種検査（運動麻痺検査、筋緊張検査、感覚検査等）
を正確に実施できるよう指導する

30

理学療法評価学Ⅲ 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士
各種検査（運動麻痺検査、筋緊張検査、感覚検査等）
を正確に実施できるよう指導する

30

老年期理学療法治療学 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士
高齢者の特徴を踏まえた評価、状態に応じた理学療
法の説明ノウハウを教える

30

病理学 医療系企業勤務 医療系企業勤務（薬剤師） 薬剤師
正常状態（生理状態）における各組織・臓器の構造や
機能と病態時の変化について教える

30

脳神経外科学 病院勤務 病院勤務（脳神経外科専門医） 脳神経外科医
脳・脊髄疾患者の病態、リハビリテーションの意義、可
能性について教える

30

姿勢・動作分析学 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士
基本動作（寝返り・起き上がり・立ち上がり・歩行）が
成り立つメカニズムから評価法を教える

30

クリニカルリーズニングI 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士
理学療法評価に基づく治療計画立案およびプロセス
説明のノウハウを教える

30

クリニカルリーズニングII 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士
理学療法評価に基づく治療計画立案およびプロセス
説明のノウハウを教える

30

運動療法I 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士
運動療法の基礎的な原理と方法に基づく基礎的な運
動療法が実施できるよう指導する

30

運動療法II 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士
運動療法の基礎的な原理と方法に基づく基礎的な運
動療法が実施できるよう指導する

30

理学療法評価学演習 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士
評価計画において必要な評価項目を実施順位を考慮
して抽出できるよう指導する

30

日常生活活動I 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士
日常生活を営む上で必要な基本的動作、ADL支援機
器を用いた動作について教える

30

日常生活活動II 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士
日常生活を営む上で必要な基本的動作、ADL支援機
器を用いた動作について教える

30

義肢学 医療系企業勤務 医療系企業勤務（義肢装具士） 義肢装具士
義肢に関する基礎知識から最新技術まで実勢化中に
おける使われ方を教える

30

装具学 医療系企業勤務 医療系企業勤務（義肢装具士） 義肢装具士
装具の基礎知識、役割および適合しているかどうかの
チェックポイントについて教える

30

運動器系理学療法治療学 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士
運動器の疾病や外傷の病態、機能障害が日常生活
活動や生活の質に及ぼす影響を教える

30

運動器系理学療法治療学実習 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士
患者ごとの治療選択や様々な環境によっての治療方
法の選択が行えるよう指導する

30

中枢神経系理学療法治療学 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士
脳卒中患者に対し標準化された評価指標に基づく効
果判定ノウハウについて教える

30

中枢神経系理学療法治療学実習 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士
中枢神経系理学療法治療学に基づく実践的な評価や
治療、先端機器の使用方法を指導する

30

小児系理学療法治療学 療育園勤務 療育園勤務（理学療法士） 理学療法士
こどもの障害治療のみならず、保護者をはじめ支援
者への指導、支援する重要性を教える

30

代謝循環器系理学療法治療学 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士
高齢化社会で増加傾向にある循環器領域・代謝領域
でのPTの意義、役割、基本的知識を教える

30

理学療法治療学特講I 診療所勤務 診療所勤務（理学療法士） 理学療法士
PTと患者間に存在する様々な事象をマネジメントし、
自身で解決策を見出せるよう指導する

30

福祉住環境論
介護、福祉系

企業勤務
介護、福祉系、企業勤務 理学療法士

介護、福祉の現場での経験を活かし実践的な住環境
整備の在り方を指導する

30

脊髄損傷理学療法治療学 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士 実際の脊髄損傷疾患を踏まえて指導をする 30

1470

栄養学 病院勤務 病院勤務（管理栄養士） 管理栄養士
栄養学の基礎・主な病態栄養学の基礎理解、簡単な
アドバイスができるよう指導する

30

解剖学演習 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士
運動器系（骨・関節・筋）の構造、骨や筋の名称、筋の
作用や支配神経とその機能について教える

30

地域理学療法学 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士
地域における理学療法士の役割、求められる専門性
について教える

30

生理学I クリニック勤務 クリニック（理学療法士）として臨床 理学療法士
現場経験を活かし、人の身体活動における生体のメ
カニズム、諸機関の機能について教える

30

生理学II クリニック勤務 クリニック（理学療法士）として臨床 理学療法士
現場経験を活かし、人の身体活動における生体のメ
カニズム、諸機関の機能について教える

30

生理学Ⅲ クリニック勤務 クリニック（理学療法士）として臨床 理学療法士
現場経験を活かし、人の身体活動における生体のメ
カニズム、諸機関の機能について教える

30

運動学I 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士
運動時に各関節に加わるモーメントや筋活動につい
て教える

30

臨床検査・画像診断学 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士
検査結果に基づく理学療法実施上の留意点について
教える

30

リハビリテーション概論 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士
医療・介護・福祉の連携における理学療法士の役割
について教える

30

理学療法評価学Ⅰ 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士
各種検査（運動麻痺検査、筋緊張検査、感覚検査等）
を正確に実施できるよう指導する

30

理学療法評価学Ⅱ 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士
各種検査（運動麻痺検査、筋緊張検査、感覚検査等）
を正確に実施できるよう指導する

30
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理学療法評価学Ⅲ 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士
各種検査（運動麻痺検査、筋緊張検査、感覚検査等）
を正確に実施できるよう指導する

30

理学療法概論 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士
理学療法士の職場（医療・福祉・保健機関等）での理
学療法士としての責任について教える

30

老年期理学療法治療学 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士
高齢者の特徴を踏まえた評価、状態に応じた理学療
法の説明ノウハウを教える

30

姿勢・動作分析学 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士
基本動作（寝返り・起き上がり・立ち上がり・歩行）が
成り立つメカニズムから評価法を教える

30

クリニカルリーズニングI 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士
理学療法評価に基づく治療計画立案およびプロセス
説明のノウハウを教える

30

クリニカルリーズニングII 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士
理学療法評価に基づく治療計画立案およびプロセス
説明のノウハウを教える

30

病理学 医療系企業勤務 医療系企業勤務（薬剤師） 薬剤師
正常状態（生理状態）における各組織・臓器の構造や
機能と病態時の変化について教える

30

運動療法I 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士
運動療法の基礎的な原理と方法に基づく基礎的な運
動療法が実施できるよう指導する

30

運動療法II 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士
運動療法の基礎的な原理と方法に基づく基礎的な運
動療法が実施できるよう指導する

30

内科学Ⅰ 病院勤務 病院勤務（内科医） 内科医
神経疾患をのぞく一般内科学全体にわたって、個々
の疾患に対する実践的知識を教える

30

内科学Ⅱ 病院勤務 病院勤務（内科医） 内科医
神経疾患をのぞく一般内科学全体にわたって、個々
の疾患に対する実践的知識を教える

30

神経内科学Ⅰ 病院勤務 病院勤務（内科医） 内科医
主要神経症候の把握とともに、神経疾患特有の臨床
検査について教える

30

神経内科学Ⅱ 病院勤務 病院勤務（内科医） 内科医
主要神経症候の把握とともに、神経疾患特有の臨床
検査について教える

30

理学療法評価学実習 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士
動作観察・動作分析の基礎的な理論と技術、機能障
害と能力障害との関連性を教える

30

脳神経外科学 病院勤務 病院勤務（脳神経外科医） 脳神経外科医
神経系疾患について画像診断、外科的・内科的治療
法、臨床経過について教える

30

小児科学 開業医 クリニック勤務 院長
小児の成長・発達の課程における疾患について臨床
例をあげて教える

30

理学療法評価学演習 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士
評価計画において必要な評価項目を実施順位を考慮
して抽出できるよう指導する

30

日常生活活動I 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士
日常生活を営む上で必要な基本的動作、ADL支援機
器を用いた動作について教える

30

日常生活活動II 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士
日常生活を営む上で必要な基本的動作、ADL支援機
器を用いた動作について教える

30

運動器系理学療法治療学 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士
運動器の疾病や外傷の病態、機能障害が日常生活
活動や生活の質に及ぼす影響を教える

30

運動器系理学療法治療学実習 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士
患者ごとの治療選択や様々な環境によっての治療方
法の選択が行えるよう指導する

30

中枢神経系理学療法治療学 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士
脳卒中患者に対し標準化された評価指標に基づく効
果判定ノウハウについて教える

30

中枢神経系理学療法治療学実習 病院勤務 病院勤務（理学療法士） 理学療法士
中枢神経系理学療法治療学に基づく実践的な評価や
治療、先端機器の使用方法を指導する

30

小児系理学療法治療学 療育園勤務 療育園勤務（理学療法士） 理学療法士
こどもの障害治療のみならず、保護者をはじめ支援
者への指導、支援する重要性を教える

30

義肢学 医療系企業勤務 医療系企業勤務（義肢装具士） 義肢装具士
義肢に関する基礎知識から最新技術まで実勢化中に
おける使われ方を教える

30

装具学 医療系企業勤務 医療系企業勤務（義肢装具士） 義肢装具士
装具の基礎知識、役割および適合しているかどうかの
チェックポイントについて教える

30

理学療法治療学特講I 診療所勤務 診療所勤務（理学療法士） 理学療法士
PTと患者間に存在する様々な事象をマネジメントし、
自身で解決策を見出せるよう指導する

30

体表解剖学 治療院開業
鍼灸院開業　はり師、きゅう師として臨床および理学
療法士として病院での臨床

鍼灸師,理学療法士 治療院での経験を生かし生きた教育をする 30

一般臨床医学 病院勤務 病院勤務（内科医） 院長 治療現場の最先端の技術を学生に伝授する 30

表現論 老健勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士 リハビリテーションの知識、技術を指導する 30

リハビリテーション医学 老健勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士 リハビリテーションの知識、技術を指導する 30

運動学 II 老健勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士 治療現場の最先端の技術を学生に伝授する 30

理学療法特論 I 老健勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士 治療現場の最先端の技術を学生に伝授する 30

物理療法Ⅰ 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士 PT・ATで経験したトレーナー活動を教育現場で活かす 30

物理療法Ⅱ 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士 PT・ATで経験したトレーナー活動を教育現場で活かす 30

整形外科学Ⅰ 病院勤務 病院勤務（整形外科医） 整形外科医
整形外科の特徴、疾患症状を実際の臨床経験を踏ま
えて指導する

30

整形外科学Ⅱ 病院勤務 病院勤務（整形外科医） 整形外科医
整形外科の特徴、疾患症状を実際の臨床経験を踏ま
えて指導する

30

福祉住環境論
介護、福祉系

企業勤務
介護、福祉系、企業勤務 理学療法士

介護、福祉の現場での経験を活かし実践的な住環境
整備の在り方を指導する

30

脊髄損傷理学療法治療学 病院勤務 病院勤務（理学療法士）として臨床 理学療法士 実際の脊髄損傷疾患を踏まえて指導をする 30
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Pysical EnglishⅠ 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、様々な場面で必要な英語を
ネイティブで指導する

60

Pysical EnglishⅡ 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、様々な場面で必要な英語を
ネイティブで指導する

60

Pysical EnglishⅢ 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、様々な場面で必要な英語を
ネイティブで指導する

60

スポーツ英語 Ⅲ 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、スポーツ現場で求められる英
語をネイティブで指導する

30

発音法 II 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、日本人の苦手な英語の発音
をネイティブで指導する

60

ビジネス英語 I 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、ビジネスシーンにおける表現
をネイティブで指導する

60

ビジネス英語Ⅱ 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、ビジネスシーンにおける表現
をネイティブで指導する

60

多文化コミュニケーションⅠ 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、様々な場面で必要な英語を
ネイティブで指導する

60

多文化コミュニケーションⅡ 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、様々な場面で必要な英語を
ネイティブで指導する

60

510

Sports EnglishⅠ 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、スポーツ現場で求められる英
語をネイティブで指導する

60

Sports English II 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、スポーツ現場で求められる英
語をネイティブで指導する

60

Sports Listening 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、スポーツ現場で求められる英
語をネイティブで指導する

60

Sports Listening II 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、スポーツ現場で求められる英
語をネイティブで指導する

60

Multicultural I 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、様々な場面で必要な英語を
ネイティブで指導する

60

Multicultural II 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、様々な場面で必要な英語を
ネイティブで指導する

60

Pysical EnglishⅡ 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、様々な場面で必要な英語を
ネイティブで指導する

60

Sports Reading 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、文法、言い回しをネイティブで
指導する

60

TOEIC Listening 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、Listeningをネイティブで指導
する

60

TOEIC Reading 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、文法、言い回しをネイティブで
指導する

60

Phonics 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、Listeningをネイティブで指導
する

60

Business English 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、ビジネスシーンにおける表現
をネイティブで指導する

60

英文法 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、日本人が苦手とする文法を
指導する

60

600

トレーニング英語Ⅰ 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、様々な場面で必要な英語を
ネイティブで指導する

60

トレーニング英語 II 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、様々な場面で必要な英語を
ネイティブで指導する

30

マネージメント英語Ⅰ 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、ビジネスシーンにおける表現
をネイティブで指導する

60

マネージメント英語 II 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、ビジネスシーンにおける表現
をネイティブで指導する

60

スポーツ英語Ⅱ 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、スポーツ現場で求められる英
語をネイティブで指導する

30

発音法 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、Listeningをネイティブで指導
する

30

基礎英語Ⅰ 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、様々な場面で必要な英語を
ネイティブで指導する

30

トレーニング英語 Ⅲ 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、様々な場面で必要な英語を
ネイティブで指導する

60

トレーニング英語 Ⅳ 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、様々な場面で必要な英語を
ネイティブで指導する

60

トレーニング英語 V 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、様々な場面で必要な英語を
ネイティブで指導する

60

マネージメント英語Ⅲ 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、ビジネスシーンにおける表現
をネイティブで指導する

60

マネージメント英語Ⅳ 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、ビジネスシーンにおける表現
をネイティブで指導する

60

スポーツ英語　Ⅶ 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、スポーツ現場で求められる英
語をネイティブで指導する

30

スポーツ英語　IX 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、スポーツ現場で求められる英
語をネイティブで指導する

30

英語演習 II 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、様々な場面で必要な英語を
ネイティブで指導する

30

英語演習Ⅲ 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、様々な場面で必要な英語を
ネイティブで指導する

60

TOEIC II 企業勤務 企業勤務、国際交流員 国際交流員
企業での経験を活かし、Reading、Listeningスキルをネ
イティブで指導する

30

750

スポーツ外国語学科
（英語コース）

スポーツ外国語学科
（デイタイムコース）

スポーツ外国語学科（昼間部） 計

160時間

スポーツ外国語学科（英語コース） 計

スポーツ外国語学科
（イブニングコース）

90時間

スポーツ外国語学科（夜間部） 計

240時間


