
コミュニケーション入門 

- 1 - 

平成１８年度創薬科学科１年次生対象開講科目 

コミュニケーション入門 
 

【１】 目的 
  「教科書・資料等を読めない」，「レポートや試験の記述式解答が書けない」，「教員の話や教示が聴

けない」，「質問や意思を適切な言葉で話せない」等，現在の学生のコミュニケーション能力は，学力・
精神力とともに低下を続けている。加えて，この低下の防止・改善策として，これまでは効果的であ
った研究室配属（４年次生）後での対応では，もはや手遅れであり，改善不能となりつつある。ここ
から，低学年の間にその価値を認識させるべく意識改革し，基本的なコミュニケーションスキルを教
授することが重要な課題となっている。さらに，創薬科学科の学生から，「実験結果を述べられない
（書けない）」実験者を生むことは，学生の出口保障という点から，薬学部の将来を左右する問題と
なることは必至である。そこで，創薬科学科１年次生を対象とした，コミュニケーションスキルの習
得のための対話式チュートリアル授業を開講する。 

 
 

その他

学力コミュニケーション力

創薬科学科に
課せられ
た問題

読めない
書けない
聴けない
話せない

予習ができない
復習ができない
答案が書けない
質問ができない

メンタルヘルス
リーダシップ
出口保障

 
 
【２】 特徴 

本授業は，クラスメートや教員との対話を通じて，コミュニケーションおよびそのスキルに関する
知識，技能，態度の三要素を同時に習得できることに特徴がある。 
２－１ チュートリアル方式の実施 ある課題に対して，小グループで討議し，時間内で結論に導くチュートリ
アル方式を採用する。前もって，あるテーマ課題が与えられ，各自の宿題となる。小グループでは各自がこの課題の
解決法を持ち寄り，小グループディスカッション（ＳＧＤ）を行うことにより，グループとしての結論に導く。 

２－２ 発表会（コンテスト）の実施 ＳＧＤに活力を与え，決定事項に責任を課すため，ＳＧＤから得られた
結論を全体の前で発表する。この発表会は，課題の解決内容に対する審査会（コンテスト）を兼ねる。 
２－３ 本人・他の学生・教員の三者による成績評価の採用 チュートリアル方式には，基本的に一般の評
価系（試験得点・レポート点等）を用いることはできない。そこで，チュートリアルにおける討論への参画度を自己
評価で数値化し，他学生と教員が評価する発表内容についてのコンテストを実施し，その評価順位を数値化すること
により総合評価を決定する。 

２－４ シャトルカードの使用 双方向授業の重要アイテムとして位置づけられるシャトルカードを使用する。
記述内容は，感想・意見を記述する従来のアンケート項目に，指示された項目の内容が正確に記述されているかを評
価するための小テスト解答項目を加える。さらに，成績開示用紙としても使用する。 
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【３】 シラバス 
 

専門科目  

080105 
コミュニケーション入門 

Introduction to Communication for Pharmaceutical Sciences 
 

学科 創薬科学科 学年 1 年次 種別 卒業要件外 

学期 後期 曜日・時限 金・4 単位 1 
 

担当教員 
竹内靖雄（コーディネータ）* 
大学院医歯薬学総合研究科（薬学系）教員有志 

所属 *大学院医歯薬学総合研究科（薬学系）助教授 

メールアドレス  *take@pharm.okayama-u.ac.jp 電話番号  *086-251-7964 

オフィスアワー 連絡すればいつでも可 
 

授業の概要 

?  一般目標 (GIO) 
 ・薬学研究者にとっての基礎的なコミュニケーションスキルを習得する。 
?  行動目標 (SBO) 
 ・薬学研究者にとってのコミュニケーションの重要性を認識できる（知識） 
 ・読む，書く，聴く，話す，について，各自に適った方法を創造できる（技能） 
 ・与えられた課題について，討論できる（態度）  
 ・纏めた内容を発表し，評価できる（知識） 

授業計画 

? 平成１８年度は，１０月１３日（金）４時限から開始。第 1 講義室・会議室に集合。 
? 受講者が２４名以上の場合は，２組にクラス分けを行う。 
? 講義前半は，小グループ討論（ＳＧＤ），後半は，ＳＧＤの結果発表（コンテスト）とする。 
? 以下の日程・テーマは，第１講義室と第３講義室を同時使用の場合（変更の可能性有り） 
 １．10/13 概説・「あなたの属する小グループの出来は？」・ＳＧＤのトライアルと出来具合の考察 
 ２．10/27 「『あいさつ』って必要ですか？。・・・んなら，なぜ？」ＳＧＤ・発表（コンテスト） 
 ３．11/10 「あなたにとって理想の創薬科学科像とは？」ＳＧＤ・発表（コンテスト） 
 ４．11/24 「良いくすりとは？・悪いくすりとは？」ＳＧＤ・発表（コンテスト） 
 ５．12/01 「読書聴話而学（１）」ＳＧＤ・発表（コンテスト） 
 ６．01/12 「読書聴話而学（２）」ＳＧＤ・発表（コンテスト） 
 ７．01/26 「最終日のテーマを決めよう。」ＳＧＤ・発表（コンテスト） 
 ８．02/03 「第７回の最優秀テーマでコミュニケート」ＳＧＤ・発表（コンテスト）・総括  

テキスト等  
【教科書】【参考書等】なし。プリントで行う。 
 ホームページ (http://www.pharm.okayama-u.ac.jp/edu/medchem/) を参照。 

成績評価  
? 成績評価には，他の受講生や本人が加わり，担当教員，他の受講生，および本人の三者から総合的に評価する。 
? 成績評価点については，随時シャトルカードに記載されるので，本人は，常に知ることができる。 
? 詳細については初回の授業で説明する。 

コメント  

? 講義でも実習でもありません。「読む」「書く」「聴く」「話す」を有機的に組み合わせた実践的コミュニケーショ
ントレーニングのようなものと思ってください。 
? 「書くのはちょっと」とか「人としゃべるのは苦手だから」とか思っている人こそ，ぜひ受講をお薦めします。
友人と話しているように，まずは，クラスメートや先生と話し合ってましょう。そこに，何か新しいものが見えて
くるかもしれません。 
? 詳細や資料は，ホームページ (http://www.pharm.okayama-u.ac.jp/edu/medchem/) を参照してください。 

 

 
 
 



コミュニケーション入門 

- 3 - 

【４】 方法  
 

課題 受講生 教員 
テーマ課題の予習 ▼与えられたテーマ課題について予習してください。 

 １．10/13 「あなたの属する小グループの出来は？」 
 ２．10/27 「『あいさつ』って必要ですか？・・・ん

なら，なぜ？」 
 ３．11/10 「あなたにとって理想の創薬科学科像と

は？」 
 ４．11/24 「良いくすりとは？・悪いくすりとは？」 
 ５．12/01 「読書聴話而学（１）」 
 ６．01/12 「読書聴話而学（２）」 
 ７．01/26 「最終日のテーマを決めよう。」 
 ８．02/03 「第７回の最優秀テーマでコミュニケート」 

 

グループ編成と役
割分担 

 

▼グループの編成は抽選で行い，毎回変更します。▼グル
ープメンバーの役割（リーダ・書記・メンバーＡ・メンバ
ーＢ）は各グループで決定してください。ただし，「リー
ダ・書記は，過去の担当回数が少ない者を優先」してくだ
さい。▼シャトルカードに①グループ記号（Ａ～Ｅ）およ
びメンバー全員の名前（本人も含む）を記述し，その名前
の左にリーダには◎，書記には○を添えてください 

▼見守る。▼担当回数や担当日
の指定はしません。先生のご意
思でご自由に，ご参加，ご担当
ください。 

小グループ討論（チ
ュートリアル） 
★討議 40 分 
★まとめ 5分 

▼リーダが議長となり，テーマ課題に対する各自の解答に
基づいて小グループとしての一つの案に纏めます。充分に
討論してください。ただし，時間内に一つの案に纏まらな
いと失格となる一方で，安易に決めると，コンテスト成績
に響きます。困った場合は，最寄の先生に相談してみてく
ださい▼討議終了後，課題の完成度と討議への参画度を自
己評価し，シャトルカードに②評価点（０～２点）を記入
してください。 

▼以下の３点以外は，じっと見
守る。1) 学生から相談を受け
た時のアドバイザー，2) 議論
（受け答え）が成立していない
あるいは脱線して展開されて
いる場合のレフェリー，3) 残
り時間を知らせるタイムキー
パー。▼特に，以下については，
禁忌でお願いします。1) 課題
についての自分の意見，2) 誘
導質問，3) 昔話・説教話・「そ
もそも」論・「べき」論等，通
常の講義で行う口演。 

発表と質疑応答 
★発表 3分 
★発表 5分 
★質疑応答 2分 

  

▼リーダが，書記の資料をもとに，教材提示装置等を使用
して小グループ討論結果を発表します。１グループの発表
時間は，３分以上５分以内とし，質疑応答時間は，２分と
します。 

▼コーディネータが座長。質疑
応答では，内容の良し悪しより
も，発表態度や議論内容を正確
に発表できているいるかにつ
いてのアドバイス・コメントを
お願いします。 

コンテストと結果
発表   [5 分] 

▼コンテストにエントリできる条件は，1) 小グループ討
議でグループとしての意見が一つに纏まっていたこと，2) 
発表時間が３分以上５分以内であったこと，です。▼これ
らの条件を満足していたグループのうち，発表内容あるい
は発表方法等が，③最も良かったグループ名（本人が属す
るグループを除く）およびその理由について，シャトルカ
ードに記述してください。▼最終審査結果は，シャトルカ
ードに，１位３点，２位２点，３位１点，４位以下０点とした自
分が属するグレープの④コンテストの成績得点を記述し
てください。 

▼教員も審査委員の一人とし
て加わっていただきます。 

次回課題 の説明 
[5 分] 

▼よく聴いてください。最後に，シャトルカードに，⑤本
日の授業に関する意見・感想を記述してください。 

▼コーディネータが担当。 

シャトルカード記
述事項の評価 

 

▼コーディネータが担当。シャ
トルカード記載事項に不備が
ないか，５点満点（１点×５項
目）で評価します。 
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【５】 その他 
５－１ 名札の使用 
 コミュニケートには，「名前を呼ぶ」ことが第一歩です。本授業では，教員も含めて名札を使用する
こととします。。 

 
５－２ シャトルカード記入例 

 
 

５－３ 書記用資料の注意点 
 発表（コンテスト）は，教材提示装置とプロジェクタ使用し，資料を投影しながら行いますが，周
辺機器の都合により，資料に記述する文字サイズは，以下の例より大きいものとしてください（毎回
所定の用紙を配布します）。 

 

コミュニケーション入門 
 



コミュニケーション入門 

- 5 - 

平成１８年度創薬科学科１年次生対象開講科目 

第１回コミュニケーション入門 
 
第１回（10/13) 

概説・「あなたの属する小グループの出来は？」・ＳＧＤのトライアルと出来具合の考察 

 
船長の決断 

  船同士の衝突事故が起こった。あなたが船長として，以下の処理に対して優先性を判断し，その順
位（1～15，重複不可）を記せ。この船は客船か貨物船か，その総重量はいくらか等の諸条件は，各自
のイメージに任せることとする（これが重要）。他人との相談や調査は不可とし，５分以内に解答せよ。 

 
個人 

順位 

グループ 

順位 

処理 

  船内を静めるために音楽を放送する。 

  乗務員に救命艇を降ろすように命令する。 

  非常発電機が運転されているか，チェックさせる。 

  付近の海図を整える。 

  各救命艇に釣り道具を配る。 

  船医に医薬品を持ち出させる。 

  船と運命をともにするため，からだを縛り付けるロープを用意させる。 

  衝突箇所の現場に乗務員を配置し，自己の状況を把握確認させる。 

  船内に非常事態を通知する。 

  各救命艇に手旗信号を持たせる。 

  金比羅さんのお札を持ち出させる。 

  船体破損区画の防水扉を閉鎖させる。 

  相手船乗務員の救出のために救助艇を降ろさせる。 

  携帯無線機を搬出する準備をさせる。 

  近くを運航中の船に SOS を発信し，救助を求める。 
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平成１８年度創薬科学科１年次生対象開講科目 

第１回コミュニケーション入門 
提出用紙 

 
 

グループ名  名 前  

 

個人 

順位 

処理 

 船内を静めるために音楽を放送する。 

 乗務員に救命艇を降ろすように命令する。 

 非常発電機が運転されているか，チェックさせる。 

 付近の海図を整える。 

 各救命艇に釣り道具を配る。 

 船医に医薬品を持ち出させる。 

 船と運命をともにするため，からだを縛り付けるロープを用意させる。 

 衝突箇所の現場に乗務員を配置し，自己の状況を把握確認させる。 

 船内に非常事態を通知する。 

 各救命艇に手旗信号を持たせる。 

 金比羅さんのお札を持ち出させる。 

 船体破損区画の防水扉を閉鎖させる。 

 相手船乗務員の救出のために救助艇を降ろさせる。 

 携帯無線機を搬出する準備をさせる。 

 近くを運航中の船に SOS を発信し，救助を求める。 

 


