


カリキュラムマップについて

カリキュラム全体の構成を把握するうえでの参考にしてください。

　本学では，講義科目を順序立てて履修するためにカリキュラムマップを
作成しています。
　次のページにカリキュラムマップを掲載しました。
　カリキュラムマップによって以下のことがわかります。

１．同じテーマの科目が年次進行にしたがって同じ行に表示されています。

２．それぞれの科目が何を学ぶための科目なのかが示されています。

３．それぞれの科目が、どの学位授与方針（ディプロマ―ポリシー）を
　　達成するための科目なのかが示されています。

４．専門科目や専門基礎科目と関連のある教養科目も示されています。
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801 臨地実習Ⅰ 実 2 必 1 ○ ○ ● 〇 〇 〇

802 臨地実習Ⅱ 実 2 1 ● ○ ○ ● ● 〇

700 卒業研究Ⅰ 演 2 1 1 ●

701 卒業研究Ⅱ 演 2 1 1 ●
600 給食経営管理総合演習 演 1 1 1 〇 ○ ● ○ ○ ○
650 臨床栄養学総合演習 演 1 1 1 ● ○ ○ ○ ○ ○
604 管理栄養士演習 演 1 1 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
670 公衆栄養学総合演習 演 1 1 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
606 総合栄養管理論 講 2 1 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
608 総合栄養管理論演習 演 1 1 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
500 基礎栄養学 講 2 必 1 1 ○ ○
504 栄養学実験 実 1 1 1 ○ ○ 基礎化学
506 栄養生化学 講 2 必 1 1 ○ ○
515 食事摂取基準論 講 2 必 1 1 ○ ○ ○ ○ ○
510 応用栄養学 講 2 1 1 ○ ● ○ ● ○
518 応用栄養学実習 実 1 必 1 1 ○ ● ○ ○ ○
512 ライフステージ栄養学 講 2 1 1 ○ ● ○ ○ ●
534 食・生活教育演習 演 1 1 1 ○ ○ ○ ○ ○ 食生活論
520 栄養教育論基礎 講 2 必 1 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
522 栄養教育論応用 講 2 必 1 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
524 栄養教育論実習 実 1 必 1 1 ○ ● ○ ● ● ○ ● ○
542 栄養教育マネジメント演習 演 1 必 1 1 ○ ● ○ ● ● ○ ● ○
532 栄養カウンセリング論 演 1 1 1 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
528 学校栄養教育論総論 講 2 1 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
530 学校栄養教育論各論 講 2 1 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
550 臨床栄養学概論 講 2 必 1 1 ● ○ ○ ○ ○ ○
552 臨床栄養学各論 講 2 必 1 1 ● ○ ○ ○ ○ ○
556 臨床栄養学実習 実 1 必 1 1 ○ ● ○ ○ ○ ○
554 食事療法論 講 2 1 1 ○ ○ ● ○ ○ ○
558 栄養療法実習 実 1 必 1 1 ○ ○ ● ○ ○ ○
560 栄養アセスメント論 講 2 必 1 1 ● ● ○ ○ ○ ○
562 栄養アセスメント演習 演 1 1 1 ○ ● ○ ○ ○ ○
564 栄養ケアプラン論 講 2 1 1 ● ● ○ ○ ○ ○
574 管理栄養士概論 講 2 1 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
570 公衆栄養学Ⅰ 講 2 必 1 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
572 公衆栄養学Ⅱ 講 2 1 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
576 公衆栄養学実習 実 1 1 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
580 給食経営管理論 講 2 必 1 1 ○ ● ○
586 給食経営管理実習Ⅰ 実 1 必 1 1 ○ ● ○
588 フードシステムマネジメント論講 1 1 1 ○ ● ○
584 給食経営管理論演習 演 1 1 1 ○ ○ ○
587 給食経営管理実習Ⅱ 実 1 必 1 1 ○ ● ○
286 公衆衛生学 講 2 必 1 1 ● ○ ○
287 公衆衛生学実習 実 1 1 1 ○ ● ○
270 健康社会と福祉 講 2 必 1 1 ○ ○
264 環境と化学 講 2 1 1 ● ○ 基礎化学
288 統計と社会調査法 講 2 1 1 ○ ○ ○ 統計の基礎
386 栄養科学英語 講 2 1 1 ○ ●
202 解剖学 講 2 必 1 1 ○ ●
216 解剖学実験 実 1 必 1 1 ○ ●
210 生理学 講 2 必 1 1 ○ ● 生命科学
218 運動生理学 講 2 必 1 1 ○ ○
222 病態生理学 講 2 1 1 ○ ○ ○
220 生理学実験 実 1 1 1 ○ ○
252 生化学 講 2 1 1 ● ● 基礎化学
256 生化学実験 実 1 必 1 1 ● ●
259 免疫と食物アレルギー 講 2 1 1 ○ ○ ●
322 疾病の成り立ち 講 2 必 1 1 ○ ○ ○
280 臨床医学概論 講 2 1 1 ○ ○ ○
400 食品学総論 講 2 必 1 1 ○ ○ ○ ●
401 基礎食品学実験 実 1 必 1 1 ○ ● ○ ●
402 食品学各論 講 2 必 1 1 ○ ○ ○ ●
404 食品科学実験 実 1 必 1 1 ○ ○ ○ ●
403 応用食品学実験 実 1 必 1 1 ○ ○ ○
412 食品衛生学 講 2 必 1 1 ○ ○ ○ ●
412 食品衛生学実験 実 1 必 1 1 ○ ○ ○ ●
414 調理科学 講 2 必 1 1 ○ ○ ○
416 基礎調理学実習 実 1 必 1 1 ○ ○ ○
420 応用調理学実習 実 1 必 1 1 ○ ○ ○
426 食品開発論 講 2 1 1 ○ ○ ○ ●
422 食品機能論 講 2 1 1 ○ ○ ○ ●
100 総合教養講座 講 2 必 1 1
102 文章表現 講 2 1 1
110 心理学概論 講 2 1 1
128 生活と社会環境 講 2 1 1
164 食生活論 講 2 1 1
120 日本国憲法 講 2 1 1
122 現代医療と福祉・介護 講 2 1 1
150 生命科学 講 2 1 1
158 情報処理 講 2 1 1
156 統計の基礎 講 2 1 1
152 物理学 講 2 1 1
154 基礎化学 講 2 1 1
170 英語Ⅰ 演 1 1 1
171 英語Ⅱ 演 1 1 1
172 英語Ⅲ 演 1 1 1
178 中国語Ⅰ 演 1 1 1
179 中国語Ⅱ 演 1 1 1
186 ロシア語Ⅰ 演 1 1 1
187 ロシア語Ⅱ 演 1 1 1
196 生涯スポーツⅠ 演 1 1 1
197 生涯スポーツⅡ 演 1 1 1
132 キャリア入門 講 1 必 1
135 キャリア形成 講 1 1 1
137 キャリア発展 講 1 1 1
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臨地実習によって実践力をみがく 臨地実習

研究する力をみがく 総合

管理栄養士の専門性を発揮す
るために必要な知識・技術を総

合的に身につける
総合演習

栄養学の基礎と応用を学ぶ

基礎栄養学

応用栄養学

栄養教育論

食事療法に必要な知識・技術を
学ぶ

臨床栄養学

地域・社会の栄養問題を解決す
るための知識・技術を学ぶ

公衆栄養学

特定給食施設における給食の
経営と管理について学ぶ

給食経営管理論

地域における保健・医療・福祉・
環境課題の調査と対応につい

て学ぶ
社会・環境と健康

栄養学を修得するために知って
おくべき人体の構造と機能、疾
病の成立ちおよび治療について

学ぶ

人体の構造と機能
及び疾病の成り立

ち

栄養管理された安全・安心な食
事を提供するために必要な食

品と調理について学ぶ
食べ物と健康

幅広い教養を身につける

教養総合

教養人文系

教養社会系

教養理工系

教養語学系

教養スポーツ系

キャリア教育



科目名 科目担当代表教員 ページ数

心理学概論 石垣　則昭 ・・・・・・・・ 1

食生活論 荒井　三津子 ・・・・・・・・ 4

生活と社会環境 今泉　博文 ・・・・・・・・ 7

文章表現（健康A） 矢部　玲子 ・・・・・・・・ 9

文章表現（健康B） 矢部　玲子 ・・・・・・・・ 11

総合教養講座 白戸　力弥 ・・・・・・・・ 13

キャリア入門 木村　悠里菜 ・・・・・・・・ 15

キャリア形成 木村　悠里菜 ・・・・・・・・ 17

キャリア発展 小塚　美由記 ・・・・・・・・ 19

日本国憲法 池田　杏奈 ・・・・・・・・ 21

現代医療と福祉・介護 今泉　博文 ・・・・・・・・ 23

生命科学（健康） 荒井　克俊 ・・・・・・・・ 25

物理学 松岡　審爾 ・・・・・・・・ 28

基礎化学 藤井　駿吾 ・・・・・・・・ 31

統計の基礎（国際/健康/看護） 武田　裕康 ・・・・・・・・ 33

情報処理（健康A） 松岡　審爾 ・・・・・・・・ 35

情報処理（健康B） 松岡　審爾 ・・・・・・・・ 38

英語I（健康A） Deepak　K　Samida ・・・・・・・・ 41

英語I（健康B） Deepak　K　Samida ・・・・・・・・ 43

英語Ⅱ（健康1組） 相馬　哲也 ・・・・・・・・ 45

英語Ⅱ（健康2組） 相馬　哲也 ・・・・・・・・ 47

中国語I（健康） 野間　晃 ・・・・・・・・ 49

生涯スポーツI（健康A） 平岡　英樹 ・・・・・・・・ 51

生涯スポーツI（健康B） 平岡　英樹 ・・・・・・・・ 53

生涯スポーツII（健康1組） 平岡　英樹 ・・・・・・・・ 55

生涯スポーツII（健康2組） 平岡　英樹 ・・・・・・・・ 57

公衆衛生学 續　佳代 ・・・・・・・・ 59

健康社会と福祉 松本　洋子 ・・・・・・・・ 61

公衆衛生学実習（１組） 八重樫　昭徳 ・・・・・・・・ 63

公衆衛生学実習（２組） 八重樫　昭徳 ・・・・・・・・ 65

公衆衛生学実習（３組） 八重樫　昭徳 ・・・・・・・・ 67

環境と化学 續　佳代 ・・・・・・・・ 69

統計と社会調査法 小田　史郎 ・・・・・・・・ 71

栄養科学英語 峯尾　仁 ・・・・・・・・ 73

解剖学 木村　浩一 ・・・・・・・・ 75

生理学 續　佳代 ・・・・・・・・ 77

運動生理学 侘美　靖 ・・・・・・・・ 79

病態生理学 木村　浩一 ・・・・・・・・ 81



科目名 科目担当代表教員 ページ数

生化学 藤井　駿吾 ・・・・・・・・ 83

免疫と食物アレルギー 續　佳代 ・・・・・・・・ 85

疾病の成り立ち 瀧山　晃弘 ・・・・・・・・ 87

臨床医学概論 木村　浩一 ・・・・・・・・ 89

解剖学実験（１組） 木村　浩一 ・・・・・・・・ 91

解剖学実験（２組） 木村　浩一 ・・・・・・・・ 93

解剖学実験（３組） 木村　浩一 ・・・・・・・・ 95

生理学実験（１組） 合田　悟 ・・・・・・・・ 97

生理学実験（２組） 合田　悟 ・・・・・・・・ 99

生理学実験（３組） 合田　悟 ・・・・・・・・ 101

生化学実験（１組） 藤井　駿吾 ・・・・・・・・ 103

生化学実験（２組） 藤井　駿吾 ・・・・・・・・ 105

生化学実験（３組） 藤井　駿吾 ・・・・・・・・ 107

食品学総論 檜垣　俊介 ・・・・・・・・ 109

食品学各論 檜垣　俊介 ・・・・・・・・ 111

食品衛生学 峯尾　仁 ・・・・・・・・ 113

調理科学 山森　栄美 ・・・・・・・・ 115

食品機能論 峯尾　仁 ・・・・・・・・ 117

食品科学実験（１組） 檜垣　俊介 ・・・・・・・・ 119

食品科学実験（２組） 檜垣　俊介 ・・・・・・・・ 121

食品科学実験（３組） 檜垣　俊介 ・・・・・・・・ 123

基礎食品学実験（１組） 檜垣　俊介 ・・・・・・・・ 125

基礎食品学実験（２組） 檜垣　俊介 ・・・・・・・・ 127
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3

教科書１３のバークリーの観念と実物から教科書１６のフェヒ
ナーの法則、教科書１８のフィニアス・ゲージの記憶の研究内容
について理解する。

教科書１３バークリーの観念と実物
からフェヒナーの法則、教科書１８
のフィニアス・ゲージの記憶の範囲
を熟読し授業準備をする。　(90
分）

教科書１３のバークリーの観念と実
物からフェヒナーの法則、教科書１
８のフィニアス・ゲージの記憶の研
究内容を整理する。
（90分）

4

教科書１９のモーズリーの気分障害から教科書２０のダーウィン
の情動、教科書２４の情動のジェームスーランゲ説について理解
する。

教科書１９のモーズリーの気分障害
から教科書２０のダーウィンの情
動、教科書２４の情動のジェーム
スーランゲ説の範囲を熟読し授業準
備をする。　(90分）

教科書１９のモーズリーの気分障害
から教科書２０のダーウィンの情
動、教科書２４の情動のジェーム
スーランゲ説を整理する。
（90分）

1

ルーブリック評価による評価基準を含めたオリエンテーション、
心理学の歴史的変遷による接近法と研究方法さらに、教科書１の
自己発見から教科書２のヒポクラテスの単純元素､教科書３のプ
ラトンの自己概念、教科書５のイスラムと精神医学について理解
する。

シラバスにより学習の見通しを持
ち、教科書の「はじめに」の内容を
理解する。
（90分）

オリエンテーションの内容を確認
し、教科書１の自己の発見から教科
書の２のヒポクラテスの単純元素、
教科書３のプラトンの自己概念、教
科書５のイスラムと精神医学を整理
する。
（90分）

2

教科書６の古代心理学における共通感覚の意味から教科書１０の
デカルトの思考機械、教科書１１のウィリスの脳地図の作成、教
科書１２の知識の本性としてのアイデンティティについて理解す
る。

教科書の６の共通感覚から教科書１
０のデカルトの思考機械、教科書１
１のウィリスの脳地図の作成、１２
の知識の本性を熟読し学習内容への
把握を図る。
（90分）

教科書６の共通感覚から教科書１０
のデカルトの思考機械、教科書１１
のウィリスの脳地図の作成、教科書
１２の知識の本性としてのアイデン
ティティを整理する。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

北海道内の公立中学校の校長12年の実務経験と教育原理､教育心理学を中心に据え学校改善を図り、生徒の人間関係力の育成、学力向上を
中心に様々な教育成果を上げた。また校長在任中より現在までの間、北海道内外の小中高等学校へ「職場のメンタルヘルスの保持・増進」
基礎心理学の社会心理学による「職場の人間関係づくりとコミュニケーション」や生徒指導を含め、今日的教育問題の解消・解決のため教
育行政などより依頼を受け各種研修会の講師を務めている。

課題に対する
フィードバック

の方法

質問は授業中、クラスルームでのレポート提出時とあわせ随時受けつけ、内容により受講者全員への還元を図る。また毎時間、授業への自
己評価、相互評価さらにルーブリックにより学習レポートを作成し、学習課題への回答を評価しコメントを添え返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

①心理学が辿った歴史的研究の過程と特徴を理解する。（知識・技能）②心理学概論の研究の変遷を適切にとらえ表現することができる。
（思考・判断・表現）③心理学概論の学習を他のメンバーと協力し、学習課題を解決することができる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

授業の到達目標を達成するため、説明と演習の知的生産交流により授業を進める。受講者の学習への主体化を図るため、ハイブリッド型
（ICTの活用と対面学習）を中心にアクティブラーニングにより授業を進める。
（毎時間、400字～600字及び800字程度で作成する学習レポートを授業中クラスルームより送信、学習終了前に完成させ返信する。その
後、採点し返却する。）　

ＩＣＴ活用

毎時間、学習課題の提示、レポートの作成、FAMアプローチによる授業評価などグーグルクロームの活用による双方向の授業を行う。

前期

教員氏名 石垣　則昭

授業の位置づけ

本科は健康栄養学科、看護学科、こども発達学科では心理学概論は幅広い教養を身につけるべき「教養科目」に位置づけられている。また
理学療法学科ではディプロマ・ポリシーの「理学療法士としての臨床の技能や研究におけるコミュニケーション能力を身につける（関心・
意欲・態度）」として「医療と理学療法」に位置付けられている。作業療法学科でのディプロマ・ポリシーとして、「根拠に基づ く作業
療法（ E B O T）の実践のために、 問題を発見し、解決に必要な実践のために、問題を発見し、変え決に必要な情報を収集・分析・整理
し解決法を見出せる（関心・意欲・態度）」に位置づけられ、臨床心理学、キャリア入門などの関連を重視する。

授業の概要

心理学概論は教育相談、カウンセリング技能の研究や習得を目指す学習ではない。本科は多岐に渡り複雑で難解である心理学の研究領域で
ある基礎心理学における精神過程への定型化の研究経過、さらに心理学への応用アプローチである応用心理学について古代から現代までの
心理学の歴史を辿り、脳科学の解明を中心課題にどのように心理学が妥当性と信頼性を巡りながら体系化され発展してきたのか、その変遷
と特徴についての研究歴史を学習する。


科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

103940AA 心理学概論 1110 2 カリキュラムにより
異なります。
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定期試験

0 実施しない

15

教科書９４のミラーニューロンから教科書９５の社会的調和、教
科書１００の再現可能性の危機、パーソナリティ・ビックファイ
ブについて理解し、本科のまとめを行う。

教科書９４のミラーニューロンから
教科書９５の社会的調和、教科書１
００の再現可能性の危機、パーソナ
リティ・ビックファイブを熟読し授
業準備をする。
（90分）

教科書９４のミラーニューロンから
教科書９５の社会的調和、教科書１
００の再現可能性の危機、パーソナ
リティ・ビックファイブを整理し本
科のまとめを行う。
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

教科書８２の感覚データから教科書８５のフロー体験、教科書８
７の機能的MRIの研究について理解する。


教科書８２の感覚データから教科書
８５のフロー体験、教科書８７の機
能的MRIの研究の範囲を熟読し授業
準備をする。（90分）

教科書８２の感覚データから教科書
８５のフロー体験、教科書８７の機
能的MRIの研究を整理する。
（90分）

14

教科書８８の六つの基本感情から教科書９１の心的外傷後ストレ
ス、教科書９３の意識に関する難問について理解する。
学習のまとめとしての小テストを実施する。

教科書８８の六つの基本感情から教
科書９１の心的外傷後ストレス、教
科書９３の意識に関する難問を熟読
し授業準備をする。
（90分）

教科書８８の六つの基本感情から教
科書９１の心的外傷後ストレス、教
科書９３の意識に関する難問の研究
を整理する。（90分）

11

教科書６８のフーコーの人間観から教科書７０の抑うつテスト、
教科書７２のボウルビィの愛着理論、教科書７４の家族療法の研
究を理解する。

教科書６８のフーコーの人間観から
教科書７０の抑うつテスト、教科書
７２のボウルビィの愛着理論、教科
書７４の家族療法の研究の範囲を熟
読し授業準備をする。（90分）

教科書６８のフーコーの人間観から
教科書７０の抑うつテスト、教科書
７２のボウルビィの愛着理論、教科
書７４の家族療法の研究を整理す
る。（90分）

12

教科書７５の記憶地図からヒューリスティックス、教科書８０の
アイデンティティ、教科書８１の衝動性と脅迫性の研究について
理解する。　

教科書７５の記憶地図からヒューリ
スティックス、教科書８０のアイデ
ンティティ、教科書８１の衝動性と
脅迫性の研究の範囲を熟読し授業準
備をする。
（90分）

教科書７５の記憶地図からヒューリ
スティックス、教科書８０のアイデ
ンティティ、教科書８１の衝動性と
脅迫性の研究を整理する。（90分）

9

教科書５３の人生の八つの段階から教科書５９の欲求の段階構造
の研究について理解を深める。

教科書５３の人生の八つの段階から
教科書５９の欲求の段階構造の研究
の範囲を熟読し授業準備をする。
（90分）

教科書５３の人生の八つの段階から
教科書５９の欲求の段階構造の研究
を整理する。（90分）

10

教科書６０の言語の獲得から教科書６３のフェスティンガーの認
知不協和、６7の「スイッチを入れて、波長を合わせ、社会に背
を向けよ」について理解する。　

教科書６０の言語の獲得から教科書
６３のフェスティンガーの認知不協
和、６7の「スイッチを入れて、波
長を合わせ、社会に背を向けよ」の
範囲を熟読し授業準備をする。（90
分）

教科書６０の言語の獲得から教科書
６３のフェスティンガーの認知不協
和、６7の「スイッチを入れて、波
長を合わせ、社会に背を向けよ」の
研究を整理する。
（90分）

7

教科書３７の知能指数から教科書４２の発達心理学、教科書４５
の心理学の場理論の研究について理解する。

教科書３７の知能指数から教科書４
２の発達心理学、教科書４５の心理
学の場理論の研究の範囲を熟読し授
業準備をする。　(90分）

教科書３７の知能指数から教科書４
２の発達心理学、教科書４５の心理
学の場理論の研究を整理する。
（90分）

8

教科書４６の自閉症から教科書４８の偏見の学習、教科書５２の
アルバート・エリスの認知行動の研究について理解を深める。

教科書４６の自閉症から教科書４８
の偏見の学習、教科書５２のアル
バート・エリスの認知行動の研究の
範囲を熟読し授業準備をする。
（90分）

教科書４７の自閉症から教科書４８
の偏見の学習、教科書５２のアル
バート・エリスの認知行動の研究を
整理する。（90分）

5

教科書２５の大脳半球優位性から教科書２８の自立神経系の研究
について理解する。

教科書２５の大脳半球優位性から教
科書２８の自律神経系の研究の範囲
を熟読し授業準備をする。(90分）

教科書２５の大脳半球優位性から教
科書２８の自律神経系の研究を整理
する。
（90分）

6

教科書２９の双極性障害から教科書３６のサイコドラマの研究に
ついて理解する。

教科書２９の双極性障害から教科書
３６のサイコドラマの研究の範囲を
熟読し授業準備をする。　(90分）

教科書２９の双極性障害から教科書
３６のサイコドラマの研究を整理す
る。
（90分）
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履修条件・留意
事項等

学習内容の理解と定着を図るため準備学習、事後学習を重視し学習規律を守り提出物は期限を厳守する。授業中は自ら意見表明するなど能
動的な参加態度を必須とする協同的な学びにより、「心理学概論」への理解を深めて頂きたい。

備考欄

その他 0 なし

教科書

図鑑心理学～歴史を変えた１００の話～（トム・ジャクソン＝著　清水・井上智義＝監訳・訳（NEWTON
PRESS　２０２０発行)を各自購入し教科書とする。また自作の補助資料を授業ごとに提供する。

参考文献

心理学概論●学びと知のイノベーション（小野寺孝義　磯崎三喜年（編）小川俊樹　ナカニシヤ出版　２０１１発行）

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ルーブリックの評価規準による毎時間の学習レポート（１問３点～５点を１５回）と小テスト（３０問×1
点を１回）により成績評価を行う。
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5

＜ヒトが食べない理由・ベジタリアン事情とフードファディズム
＞　世界にひろがるベジタリアンの実状とその思想の背景、およ
び、特定の食品に過剰な健康効果を期待したり否定するフード
ファディズムについて学習する。

前回学んだ『食べない理由』を復習
し、P28〜30、P72〜73を読んでく
る。90分程度。

「食のタブー」とベジタリアン、
フードファディズムについて説明で
きるようにしておく。90分程度。

3

＜食べるヒト・食べる仕組みと最新の「腸内」事情＞　ヒトの消
化の仕組みを概観し、食べモノと健康、腸内細菌および消化器官
系医療の最新事情について学ぶ。

教科書９〜14まで読んでくること。
90分程度。

消化の仕組みと腸内環境について理
解する。90分程度。

4

＜ヒトが食べない理由・ダイエットと肥満＞　ダイエットの起源
とその変遷、現状と背景を学習する。過食の原因と効果的なダイ
エット法、機能性食品についての知識も確認し、栄養や健康の指
導社としての姿勢を考える。

教科書P17〜26まで読んでくる。90
分程度。


ヒトが痩せたい理由とダイエットの
問題点について整理しておく。90分
程度。

1

＜「食」の学び方＞　「食」は生理的、文化人類学的、社会学
的、生物学的、環境学的など様々な方向からアプローチできる興
味深いテーマである。初回は自分たちが食べる理由や目的につい
て真摯に考察し、15回の講義内容を俯瞰して学習の意味を確認す
る。

私たちが食べる理由について考えて
くること。90分程度。


教科書全体の構成を把握し、「食べ
る」ことを学ぶ意義を考察する。90
分程度。

2

＜食べるヒト・食べるってなに？生きるってなに？＞　私たちが
食べなければならない理由について、イキモノとはなにかという
生物学的視野から学び直す。動物に共通する食べる仕組みの精巧
さを確認し、同時に他の動物と人間の「食べる」理由の違いにつ
いて考察する。


教科書P2〜８を読んでくること。90
分程度。

講義で学んだ「食べる理由」につい
て整理しておくこと。90分程度。

実務経験のある
教員の教育内容

北海道立の高等学校と歯科衛生士専門学校で生物学、調理師学校食文化等の教育経験がる。また長く生活文化研究所を運営しており、人間
の生活と食文化、食生活に関する幅広い知識と指導経験がある。この経験を生かし、卒業後の実務に活かせる知識と技術、指導者になるた
めの心構えも指導する。

課題に対する
フィードバック

の方法

調査レポートと中間試験を採点評価後返却し、講義時間内に解説を行います。提出してもらうレポートと中間試験に質問欄を設け、質問が
あった場合は直接コメントを返します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

○ 医療現場や教育機関で食事に関する指導を行う上で必要な食器、食具の歴史や種類、使い方、食空間の演出方法に関して説明できる。
○ 国内外の食事様式の歴史を学ぶことで、食べることの文化的な意味を説明できる。
○ 食に関する情報や広告、外食産業などの仕組みや戦略を理解し、多様化する食事の未来を予測できる。
○ インターネット時代の食事やキャラクター弁当、遺伝子組み換えや環境問題など、食事に関する幅広いテーマについて、将来、医療や
教育の現場で問題を提起し議論を展開できる。

授業の方法

①教科書を利用し、確実に講義の内容を把握できるよう指導する。
②必要に応じて板書とパワーポイントを利用し、視覚的な理解を深める。
③内容に合わせ、学生たちの調査報告をとりいれ、活発な議論により、食生活への関心を深める。
④中間テストとレポート提出により理解度をはかり指導する。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 荒井　三津子

授業の位置づけ

ヒトが食べるモノ、食べるコト、食べる理由を広く学び、食生活全般を扱う学習に必要な基礎知識を身につける教養科目である。また理学
療法学科ではディプロマ・ポリシーの「医療に関わる他の職種の役割を理解し、協力関係が築くことができる」と、作業療法学科でのディ
プロマ・ポリシーとして、「作業療法を実践するために必要な基本的知識を身につけている」と特に関連がある科目である。栄養学系教
科、調理学および調理科学系教科、食品学系教科の学習の理解に役立つだけでなく、生物学や食文化に視野を広げることで、さまざまな領
域の指導者、教育者に必要な教養と実践力を身につけることができる科目である。

授業の概要

ヒトはなぜ食べるのか。なぜダイエットするのか。なぜ食卓に花を飾るのか。人間にとって「食」は単に栄養補給のための餌ではなく「食
事」である。生命を維持するための「食事」の機能と重要性を確認し、国内外の食事の歴史、文化、食器、食の様式や食事作法、食に関す
る広告や現在の食事情、将来予測される問題点等について多角的に学習する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

103760AA 食生活論 1164 2 カリキュラムにより
異なります。

- 4 -



北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

その他 30 調査レポートの評価。

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

70 確認試験（２回）

15

＜年中行事と祭り・儀礼の食・縁起について＞　　食の場面にお
ける「ハレ」と「ケ」、および日本の冠婚葬祭や年中行事の食の
多様性と意味について幅広く学習する。「食」がもつコミュニ
ケーションツールとしての機能や、人間のこころの「よりどこ
ろ」や「やすらぎ」としての役割についても考察する。

年中行事に食べるものについて調査
しておくこと。90分程度。

教科書全体の重要事項をまとめてお
くこと。90分程度。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

＜「食」の演出＞　料理・食器・盛り付け・食卓・食空間のイン
テリアなど、人間はなぜ「食」の場面を飾るのか。なぜ演出が必
要なのか。色彩学やデザインの基礎を学び、食卓装飾の歴史をた
どりながら、食べることの意味を広く考察する。

教科書p81〜83、p124〜p132を読ん
でおくこと。90分程度。

自分の周囲の食卓について調査して
みること。90分程度。

14

＜餌場から食事の場へ・テーブルコーディネートの機能＞　食欲
やコミュニケーションに大きく作法する食卓の演出について、具
体的に学習する。色彩学やテーブルコーディネートの基礎知識を
確認し、「食」の場面に必要な知識や技術の深さと広さについて
学ぶ。

前回の講義内容を整理しておくこ
と。90分程度。

食卓の演出について具体的なテク
ニックを整理する。90分程度。

11

＜食事空間を学ぶ＞　火と水、道具の利用がなければ私たちの
「食」の発展はなかった。火と水がどのように扱われ、「台所」
はどのように進化してきたか、その変化の社会的文化的意味も合
わせて学習する。配膳や食事様式についても学び、食空間の機能
についての知識を深める。

教科書p98〜105まで読んでおくこ
と。90分程度。

台所と調理の進化を整理し、これか
らの食事について考察すること。90
分程度。

12

＜「食」をめぐる仕掛け・外食の歴史と広告＞　外食の歴史を概
観し、現代の外食産業を支える広告の機能と種類を学習する。そ
のことから私たちの食行動の変化や時代の流れ、加えて食の未来
と問題点を広く考察する。

教科書p107〜p115まで読んでおくこ
と。90分程度。


周囲にある食関連の広告を調査整理
すること。90分程度。

9

＜ヒトはなぜ食べるのか＞　講義の前半の総まとめを行い、人間
が食べる理由、食べない理由について多方面から考察する。

前回までの講義内容を復習しておく
こと。90分程度。

中間の総まとめの講義内容を復習し
ておくこと。90分程度。

10

＜「食」の未来＞　染色体操作や遺伝子組み換えなど、最新の品
種改良や魚介類の養殖について、その手法や課題、可能性につい
て詳しく学習する。同時に食をめぐる地球規模の環境問題につい
ても学び、未来の「食」に関する課題を考察する。

教科書p84〜96まで読んでおくこ
と。90分程度。

養殖や染色体、遺伝子組み換えなど
について整理しておくこと。90分程
度。

7

＜ヒトから人間へ・食べるモノの変遷＞　私たちの「食」の過去
と現在を概観する。日本の食事様式の歴史や、外食と中食の歴史
と現状についても学習する。そのプロセスで「餌」から「食事」
へとその意味を変えてきた人間の「食」の複雑さについて考察す
る。
アクティブラーニングとして、周囲と自分たちの食事について話
し合いをし、発表してもらう。

教科書P54〜61まで読んでおくこ
と。90分程度。


日本の食の歴史を整理しておくこ
と。餌と食事の違いを説明できるこ
と。90分程度。

8

＜おいしさとはなにか＞　「からだにいい」とはなにか。「栄養
がある」とはどういうことか。「おいしい」とはどのようなもの
か。普段なにげなく口にする表現の意味するところを科学的に学
び、食事の機能と意味を理解する。

教科書のP72〜80まで読んでおくこ
と。90分程度。

「おいしい」とはどのようなことか
整理しておくこと。90分程度。

6

＜「食べ方」を学ぶ理由＞　学校における栄養教育と家庭と社会
における「食べ方」の学びについて学習する。国内外のさまざま
な食事作法が誕生した背景と食事作法の意味、さらに継承されつ
づける理由について考察する。

教科書P41〜51まで読んでおくこ
と。90分程度。

作法が必要な意義について考察して
おくこと。90分程度。
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履修条件・留意
事項等

私語厳禁。
毎回必ず教科書を持参すること。



備考欄

教科書

食学入門ー食べるヒト・食べるモノ・食べるコトー / 荒井三津子　/ 光生館

参考文献 なし
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9

障害者の生活と社会環境⑤　パーキンソン病患者の症状や障害の
概要を説明し、患者の生活様式について理解を深める（金子）

パーキンソン病とはどの様な症状を
呈するのかについて調べておくこ
と。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

10

障害者の生活と社会環境⑥　パーキンソン病患者の生活環境の整
備について考える（金子）

パーキンソン病患者が生活しやすい
環境とは何かについて調べておくこ
と。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

7

障害者の生活と社会環境③　筋ジストロフィー疾患患者の生活環
境の整備について考える（今泉）

筋ジストロフィー疾患患者が生活し
やすい環境とは何かについて調べて
おくこと。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

8

障害者の生活と社会環境④　筋ジストロフィー疾患患者の生活環
境の整備について考えるパート２（今泉）　

前回の講義で提示された疾患の患者
が生活しやすい環境とは何かについ
て調べておくこと。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

5

障害者の生活と社会環境①　脳卒中患者の症状や障害の概要を説
明し、患者の生活様式について理解を深める（金子）

脳卒中とはどの様な症状を呈するの
かについて調べておくこと。（９０
分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

6

障害者の生活と社会環境②　脳卒中患者の生活環境の整備につい
て考える（金子）

脳卒中患者が生活しやすい環境とは
何かについて調べておくこと。（９
０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

3

高齢者の生活と社会環境①　高齢者（虚弱老人・認知症を含む）
が生活するうえでの「リスク」について理解を深める（今泉）

高齢者が抱えるリスクについて調べ
ておくこと。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

4

高齢者の生活と社会環境②　高齢者（虚弱老人・認知症を含む）
に適する生活環境の整備について理解を深める（今泉）

高齢者が生活しやすい環境とは何か
について調べておくこと。（９０
分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

1

オリエンテーション　
医療保険制度の現状を理解する（診療報酬制度等も含む）　（今
泉）

自身を取り巻く生活環境について考
えてくること。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

2

介護保険制度の現状を理解し、地域社会で在宅サービスを受ける
対象者について理解する（金子）

介護保険制度について調べておくこ
と。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

金子翔拓：病院やクリニックなどの身体障害領域において作業療法士として勤務した経験を活かし, 社会と生活環境の授業を行う.　

今泉博文：国立病院機構施設・ナショナルセンターの施設11か所で勤務した経験を活かして医療保険制度、介護保険制度および筋ジストロ
フィー、重症心身障害児（者）、精神疾患患者等の障害者の生活と社会環境について授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

前回授業の最後に提出された課題に関して、次回の授業で補足説明や解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

①　現代日本の地域医療の現状を説明できる
②　代表的な疾患に適合した生活環境の整備について説明できる
③　今後の日本における生活環境のあるべき姿を考え、説明することができる

授業の方法 パワーポイントを用い講義形式ですすめる。また、講義後に課題を提示し講義内容の確認を行う。

ＩＣＴ活用 授業中の課題の一部にグーグルクラスルームを用いた双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 今泉　博文、金子　翔拓

授業の位置づけ

各該当学科のﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰ・ｶﾘｷｭﾗﾑﾎﾟﾘｼｰ・ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝﾎﾟﾘｼｰを鑑み、現代日本の社会環境を高齢者や代表的な疾患による身体障害を持つ人
を通して理解するとともに科学的思考力と創造的思考力を活用して看護の発展と社会へ貢献できる研究の基本的な能力を身につける共通重
要科目であり、更に人の生活全般と関連し、地域医療や社会環境を考える基礎となる。特に看護科においては、看護の基盤となる問題解決
能力を活用して看護過程の展開や臨床判断を行うための基本的な能力を会得する重要科目である。（思考・判断・表現）

授業の概要

現代日本においては、様々な疾患や障害を持つ人々が地域社会で生活している。この現状を踏まえ、疾患や障害といった背景を持ちながら
も快適な生活を送るためにはどの様な生活環境の整備が求められているのかについて、生活環境が生活の質に大きく影響する疾患や障害の
特徴を理解したうえで考察する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

106160AA 生活と社会環境 1128 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

授業には積極的に参加すること

備考欄 なし

その他

20 ・授業への参加態度
・レポート課題等の提出期限を厳守すること

教科書 なし（プリントにて対応）

参考文献 特に指定しない

定期試験 0 定期試験は行わない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80 授業中の課題

15

障害者の生活と社会環境⑮　精神疾患患者の生活環境の整備につ
いて考える　パート２
まとめ　
１～14回までの内容について総復習を行い、障害を持つ人の生活
環境について理解する。（今泉）

１～14回の内容について、これまで
に作成したノートを確認しておくこ
と。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

障害者の生活と社会環境⑨　脊髄損傷患者の症状や障害の概要を
説明し、患者の生活様式について理解を深める（金子）

脊髄損傷とはどの様な症状を呈する
のかについて調べておくこと。（９
０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

14

障害者の生活と社会環境⑩　脊髄損傷患者の生活環境の整備につ
いて考える（金子）

脊髄損傷患者が生活しやすい環境と
は何かについて調べておくこと。
（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

11

障害者の生活と社会環境⑦　重症心身障害児（者）の症状や障害
の概要を説明し、患者の生活様式について理解を深める（今泉）

重症心身障害児（者）はどの様な症
状を呈するのかについて調べておく
こと。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

12

障害者の生活と社会環境⑧　精神疾患患者の生活環境の整備につ
いて考える（今泉）

精神疾患患者が生活しやすい環境と
は何かについて調べておくこと。
（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）
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7

見ることと書くことの関係（２）観察文
　身近な対象に関する観察メモをもとに、観察文を書くことを通
して、主観を交えずに客観的な視点で文章を書くことに習熟する
ことを学ぶ。

PP.28-29の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

8

インタビュー書き起こし文の型
　履修者同士のインタビューと紹介文の作成を通して、聞き書き
の手法による文章作成を学ぶ。

PP.30-33の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

5

新聞読者投稿欄の文章の型
　新聞投書欄の文章作成を通して、客観的な視点で事実を書くこ
とを学ぶ。

PP.24-25の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

6

見ることと書くことの関係（１）報道文
　身近な事件に関するメモをもとに、報道文を書くことを通し
て、主観を交えずに客観的な視点で文章を書くことを学ぶ。

PP.26-27の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

3

三段構成の型
　「三段構成で書く」、「常体文で書く」、「一文を40字以内で
書く」ことを理解し、これらの書式による文章作成を学ぶ。

PP.16-19の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

4

原稿用紙を用いた文章作成の型
　意見文視写を通して、原稿用紙を用いた日本語表記法に沿った
文章作成を学ぶ。

PP.20-23の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

1

手紙文の型
　手紙文の形式を理解し、心情を伝える書式による文章作成を学
ぶ。

　PP.6-11の熟読・理解・課題作
成。（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

2

ビジネス文書の型
　ビジネス文書の形式を理解し、用件を伝える書式による文章作
成を学ぶ。

PP.12-15の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

　公立中学校・高等学校の国語科教師としての勤務経験が約10年あり、学校教育、中でも国語科教育に幅広い知識と経験を有する。左記を
活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

　作成した課題は原則マンツーマンのセッションを経て添削し受理する。作成した課題の相互評価・自己評価結果のシェアリングによっ
て、成果と課題を可視化する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・社会に存在する様々な文章の「型」について分類することができるようになる。
・各講義の目標とする文章表現技術を習得し、実際的な文章作成ができるようになる。
・文の正誤・適否が区別できるようになる。

授業の方法

1.講義形式で、作成する文章の形式を中心に説明を行う。
2.説明に基づいて実際に各自文章作成・添削・相互評価を，毎時間行う。
3.インタビュー・ドキュメンテーション・投稿・観察等を実際に行い、その結果を文章作成に反映させる。
4.全授業で数回文章作成能力到達度チェックを行う。
5.完成させた文章は毎時間提出して担当教員の添削を受け、指定されたものをすべて提出する。

ＩＣＴ活用 必要に応じて遠隔授業システム等を用いた授業を実施し、ICT技術の修得を促す。

前期

教員氏名 矢部　玲子

授業の位置づけ

　初年次教育の一環として、幅広い教養を身につけるために、社会で必要となるスキルの一つである文章作成能力を習得する科目である。

授業の概要

　この授業は、大学生活の基本となる日本語の文章表現能力を養成する。日本語そのものの基本を押さえた上で、思考法を鍛え、レポー
ト・論文の作成力を修得し、日本語の基礎的な法則を確実に定着させながら、日本語の文章表現の能力を高める。大学生のラーニング・ス
キルとしての基本になる文章表現能力の学修は、このあとに続く全ての科目の基礎能力となる。また、社会で必要となるスキルのひとつで
もある文章作成能力は、外国語学習の基礎力であり、様々な文章の「型」を文章作成と添削および相互批評を組み合わせた実作学習によっ
て習得する。


科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10879041 文章表現（健康A） 1102 2 1
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履修条件・留意
事項等

状況に応じて講義内容や順番等が変更される場合がある。

備考欄

その他 0 出席率66％以上を評価対象とする。

教科書

「型」で身につける文章作成技術／矢部玲子／大学図書出版

参考文献

必要に応じて提示する。
必要に応じて教材配信システムを活用する。

定期試験 0 行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 作成した文章のうち指定されたものを提出する。
指示された課題をすべて提出した場合、評価の対象とする。

15

添削と推敲ーまとめー
　これまで学んだ文章表現にかかわる知見に基づき、習得した文
章表現能力について、添削と推敲を通して自己評価することを学
ぶ。

PP.50-51の熟読・理解・課題作成．
指定された提出課題の完成。（90
分）

　指定された提出課題の完成・提
出。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

論文に挑戦！（２）
　前回までの学習を生かし、形式に沿って論文作成に取り組む。

PP.46-47の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

14

論文に挑戦！（３）
　前回までの学習を生かし、論文形式の文章を作成し、完成させ
る。

PP.48-49の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

11

論説文の型
　論説文の型に沿って文章を作成することを通して、事実と意見
を適切に書き分ける方法を学ぶ。

PP.38-41の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

12

論文に挑戦！（１）
　「はじめに」、「各章」、「考察」、「おわりに」等論文の形
式や、書くための資料を入手する（ドキュメンテーション）の手
法について学ぶ。

PP.42-45の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

9

聞き書きの型（１）
　前回の「インタビュー」を発展させ、「経験の伝承と継承」を
テーマに，特定の人物を対象に、その人物が経験した貴重な内容
を聞き書きし、記録する方法を学ぶ。

PP.34-35の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

10

聞き書きの型（２）
　「経験の伝承と継承」をテーマに、特定の人物を対象に、その
人物が経験した貴重な内容を本人に代わって記録させてもらい、
聞き書きとして完成させることを学ぶ。

PP.36-37の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）
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9

聞き書きの型（１）
　前回の「インタビュー」を発展させ、「経験の伝承と継承」を
テーマに，特定の人物を対象に、その人物が経験した貴重な内容
を聞き書きし、記録する方法を学ぶ。

PP.34-35の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

7

見ることと書くことの関係（２）観察文
　身近な対象に関する観察メモをもとに、観察文を書くことを通
して、主観を交えずに客観的な視点で文章を書くことに習熟する
ことを学ぶ。

PP.28-29の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

8

インタビュー書き起こし文の型
　履修者同士のインタビューと紹介文の作成を通して、聞き書き
の手法による文章作成を学ぶ。

PP.30-33の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

5

新聞読者投稿欄の文章の型
　新聞投書欄の文章作成を通して、客観的な視点で事実を書くこ
とを学ぶ。

PP.24-25の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

6

見ることと書くことの関係（１）報道文
　身近な事件に関するメモをもとに、報道文を書くことを通し
て、主観を交えずに客観的な視点で文章を書くことを学ぶ。

PP.26-27の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

3

三段構成の型
　「三段構成で書く」、「常体文で書く」、「一文を40字以内で
書く」ことを理解し、これらの書式による文章作成を学ぶ。

PP.16-19の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

4

原稿用紙を用いた文章作成の型
　意見文視写を通して、原稿用紙を用いた日本語表記法に沿った
文章作成を学ぶ。

PP.20-23の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

1

手紙文の型
　手紙文の形式を理解し、心情を伝える書式による文章作成を学
ぶ。

　PP.6-11の熟読・理解・課題作
成。（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

2

ビジネス文書の型
　ビジネス文書の形式を理解し、用件を伝える書式による文章作
成を学ぶ。

PP.12-15の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

　公立中学校・高等学校の国語科教師としての勤務経験が約10年あり、学校教育、中でも国語科教育に幅広い知識と経験を有する。左記を
活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

　作成した課題は原則マンツーマンのセッションを経て添削し受理する。作成した課題の相互評価・自己評価結果のシェアリングによっ
て、成果と課題を可視化する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・社会に存在する様々な文章の「型」について分類することができるようになる。
・各講義の目標とする文章表現技術を習得し、実際的な文章作成ができるようになる。
・文の正誤・適否が区別できるようになる。

授業の方法

1.講義形式で、作成する文章の形式を中心に説明を行う。
2.説明に基づいて実際に各自文章作成・添削・相互評価を，毎時間行う。
3.インタビュー・ドキュメンテーション・投稿・観察等を実際に行い、その結果を文章作成に反映させる。
4.全授業で数回文章作成能力到達度チェックを行う。
5.完成させた文章は毎時間提出して担当教員の添削を受け、指定されたものをすべて提出する。

ＩＣＴ活用 必要に応じて遠隔授業システム等を用いた授業を実施し、ICT技術の修得を促す。

前期

教員氏名 矢部　玲子

授業の位置づけ

　初年次教育の一環として、幅広い教養を身につけるために、社会で必要となるスキルの一つである文章作成能力を習得する科目である。

授業の概要

　この授業は、大学生活の基本となる日本語の文章表現能力を養成する。日本語そのものの基本を押さえた上で、思考法を鍛え、レポー
ト・論文の作成力を修得し、日本語の基礎的な法則を確実に定着させながら、日本語の文章表現の能力を高める。大学生のラーニング・ス
キルとしての基本になる文章表現能力の学修は、このあとに続く全ての科目の基礎能力となる。また、社会で必要となるスキルのひとつで
もある文章作成能力は、外国語学習の基礎力であり、様々な文章の「型」を文章作成と添削および相互批評を組み合わせた実作学習によっ
て習得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10879042 文章表現（健康B） 1102 2 1
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履修条件・留意
事項等

状況に応じて講義内容や順番等が変更される場合がある。

備考欄

その他 0 出席率66％以上を評価対象とする。

教科書

「型」で身につける文章作成技術／矢部玲子／大学図書出版

参考文献

必要に応じて提示する。
必要に応じて教材配信システムを活用する。

定期試験 0 行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 作成した文章のうち指定されたものを提出する。
指示された課題をすべて提出した場合、評価の対象とする。

15

添削と推敲ーまとめー
　これまで学んだ文章表現にかかわる知見に基づき、習得した文
章表現能力について、添削と推敲を通して自己評価することを学
ぶ。

PP.50-51の熟読・理解・課題作成．
指定された提出課題の完成。（90
分）

　指定された提出課題の完成・提
出。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

論文に挑戦！（２）
　前回までの学習を生かし、形式に沿って論文作成に取り組む。

PP.46-47の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

14

論文に挑戦！（３）
　前回までの学習を生かし、論文形式の文章を作成し、完成させ
る。

PP.48-49の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

11

論説文の型
　論説文の型に沿って文章を作成することを通して、事実と意見
を適切に書き分ける方法を学ぶ。

PP.38-41の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

12

論文に挑戦！（１）
　「はじめに」、「各章」、「考察」、「おわりに」等論文の形
式や、書くための資料を入手する（ドキュメンテーション）の手
法について学ぶ。

PP.42-45の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

10

聞き書きの型（２）
　「経験の伝承と継承」をテーマに、特定の人物を対象に、その
人物が経験した貴重な内容を本人に代わって記録させてもらい、
聞き書きとして完成させることを学ぶ。

PP.36-37の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）
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7

グローバル化に対応した食知識（小塚）
グローバル化が進んでいる現代において、外国の食文化や知識を
得ることは、どの職業においても円滑なコミュニケーションをと
るための一助となる。

宗教によって禁忌とされている食べ
物（あるいは食べることが許されて
いる食べ物）について調べておく。
（90分）

食事に対する宗教上の戒律の理由に
ついてまとめる。（90分）

5

遠隔授業の受講方法について（白戸）
本学で遠隔授業のツールとして使用しているGoogle Classroomの
使用方法について学び、遠隔授業を受講できるようになる。

本学から付与されるGoogleアカント
でログインする（90分）

各科目のClassroomに参加する。
（90分）

6

授業に役立つ図書館の利用法（白戸）
本学図書館の概要と利用方法について説明する。
レポート作成や発表資料作成で必要になる資料について、蔵書検
索機（OPAC）を含めた探し方の方法を習得する。
（図書館）

学生便覧の「図書館」の部分を読ん
でおく。（90分）

実際に図書館を訪れ、蔵書検索で興
味のある本を探してみる。また、イ
ンターネット経由で蔵書を検索して
みる。（90分）

3

授業を受講するには①（白戸）
履修方法・登録方法について、具体的に説明する。（教務課）

学生便覧の「履修ガイド」を読んで
おく。（90分）

各自、たユニバーサルパスポートを
使用して履修科目を登録する。（90
分）

4

授業を受講するには②（白戸）
履修要件、進級基準や卒業要件について説明する。（教務課）

学生便覧の「履修ガイド」を読んで
おく。（90分）

各自、たユニバーサルパスポートを
使用して履修科目を登録する。（90
分）

1

北海道文教大学建学の理念（渡部学長）
鶴岡夫妻が遺した灯火
学訓「清く 正しく 雄々しく進め」に込められた、真理を探求す
る明晰な頭脳、誠実な精神、チャレンジ精神を目指す理念を共有
する。

本学の創設者である鶴岡夫妻につい
て調べておく。（90分）

各自の目指す職業で鶴岡夫妻の理念
を実現する方法についてまとめる。
（90分）

2

この時代、君はどう生きるか（渡部学長）
これからの社会、不確実な時代を自分らしく生きるための、本質
的な物の見方、捉え方を学ぶ。

これまで読んだ本の中から、自分の
生き方に影響を与えたと思える本を
もう一度読んでおく。（90分）

これからの自分の進路を見据えなが
ら、事前学習で読んだ本を精読す
る。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

ゲスト講師として、恵庭市職員による恵庭市の紹介、警察官とIT企業の職員によるインターネット上の脅威と防御方法、陸上自衛隊 北海
道補給処長の講義を予定している。

課題に対する
フィードバック

の方法

グーグルフォームを用いた確認テストを行い、フィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・本学の建学の理念、宗教と食事制限、SDGｓの取り組みの重要性を理解できること。
・4年間を通して、しっかりとした履修計画を立てられること。
・大学生活を快適に送るために必要な規則を理解し、それに沿った行動を取れること。
・Google Classroomの利用ができること。
・図書館を利用し、学習に必要な図書を借りることができること。
・充実した大学生活を送るため、勉学、課外活動を含めた効率の良い１日の行動計画を立案・実行出来ること。
・大学を盛り上げるための具体的な提案が出来ること。

授業の方法

また、学内Wi-Fiを用いたICTを用いた授業を行う。また、えこりん村での日帰り研修を行う。

ＩＣＴ活用 図書館の利用方法など、一部の回で、提示したURLにアクセスし、操作を行ってもらう予定である。

前期

教員氏名 白戸　力弥、松岡　審爾、大森　圭、小塚　美由記、渡部　俊弘

授業の位置づけ

初年次教育の主要科目として、大学での学習から生活、さらに課外活動や大学祭、建学の理念など広範な分野を理解を深める。本科目の履
修により、今後4年間の大学生活がより有意義なものになるよう、新入生を導く道標を示す授業である。作業療法学科ではディプロマポリ
シーの「作業療法学考究し、発展させるために必要な基本的知識を身につけている」と関連がある科目である。

授業の概要

本学の建学の理念を説明し、これからの社会、不確実な時代を自分らしく生きるための視点を学ぶ。また、大学生活で守らなければならな
い基本的な規則、SNS利用の注意点、科目の履修方法と4年間の履修計画、さらに実習など特定科目の履修要件、進級基準や卒業要件につい
て説明する。さらに、図書館での図書検索方法と利用方法、インターネット上の危険について説明する。加えて、学生生活を充実させるた
めの一助として、課外活動や大学祭の紹介、勉学との両立方法などについて先輩の実践している方法についても紹介する。
最後に、恵庭市の歴史、また国際社会理解の視点から食事と宗教、えこりん村での日帰り研修を通してSDGｓの重要性について学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

104580AA 総合教養講座 1100 2 1
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履修条件・留意
事項等

ゲスト講師等の都合により、授業計画の順序通りの内容とならないため、決定次第、別紙で連絡する。
合理的な理由による欠席は点数を考慮するので欠席届を出すこと。13~15回の授業は、えこりん村での日帰り研修を行う。日程は別途、連
絡する。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 なし。

参考文献 なし

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認テスト、および授業参加の積極性から総合的に判断する。

15

えこりん村SDGs研修③（白戸）
（1）肉生産、（2）米生産、（3）資材、（4）再生可能エネル
ギーのテーマを通して、持続可能なエコロジーの取り組みを学
ぶ。

SDGsの17の目標、およびえこりんむ
ら村の取り組みをインターネット等
で調べておく。（90分）

共有した他のグループの情報をもと
に、研修の復習をおこなう。年間パ
スポートにより、再度えこりん村を
訪れる。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

えこりん村SDGs研修①（白戸）
（1）肉生産、（2）米生産、（3）資材、（4）再生可能エネル
ギーのテーマを通して、持続可能なエコロジーの取り組みを学
ぶ。

SDGsの17の目標、およびえこりんむ
ら村の取り組みをインターネット等
で調べておく。（90分）

共有した他のグループの情報をもと
に、研修の復習をおこなう。年間パ
スポートにより、再度えこりん村を
訪れる。（90分）

14

えこりん村SDGs研修②（白戸）
（1）肉生産、（2）米生産、（3）資材、（4）再生可能エネル
ギーのテーマを通して、持続可能なエコロジーの取り組みを学
ぶ。

SDGsの17の目標、およびえこりんむ
ら村の取り組みをインターネット等
で調べておく。（90分）

共有した他のグループの情報をもと
に、研修の復習をおこなう。年間パ
スポートにより、再度えこりん村を
訪れる。（90分）

11

SNSの利用上の注意について（白戸）
大学生活におけるSNSの利用上の注意点について理解を深める。

現在までのSNSのトラブルで社会的
問題となった内容を調べる。（90
分）

大学生活で節度のあるSNSの利用法
について復習する。（90分）

12

恵庭市の歴史と特徴（白戸）
恵庭市役所からゲスト講師を招き、これからの4年間のほとんど
の時間を過ごす恵庭市について理解を深め、地域社会との連携を
深める。
（恵庭市）　

恵庭市のホームページなどから、恵
庭市の概要について調べておく。
（90分）

各自の目指す職業で、恵庭市の未来
に貢献する施策を考える。（90分）

9

学友会・課外活動団体紹介（大森）
中央執行委員会の役割と位置付けについて知り、学生としての自
覚を持ち、自ら積極的に大学生活をより有意義にするため、各自
が出来ることを考える一助とする。（学友会）　
各団体の活動内容と団体所属学生の大学生活を紹介し、勉学と課
外活動の両立を図るための具体的な方法を把握する。

学生便覧で、学友会に関する項目に
目を通しておく。また、大学ホーム
ページなどで、本学所属の課外活動
団体について調べておく。（90分）

自らの大学生活を有意義なものにす
るための目標と計画を立てる。ま
た、勉学時間、課外活動、アルバイ
トなど各自の1日の行動を見直し、
有意義な時間を過ごせるよう計画を
立てる。（90分）

10

大学祭実行委員会紹介（大森）
大学祭実行委員会の役割と位置付けと、大学祭の歴史について紹
介する。

各大学の大学祭内容について分かる
範囲で調べておく。（90分）

本学の大学祭内容について復習す
る。（90分）

8

サイバーセキュリティについて（松岡）
スマートフォンやパソコン等が普及し誰でも気軽にインターネッ
トを利用できるようになっている一方で、インターネットにまつ
わるトラブルが増加している。本学では全館Wi-Fiが利用できる
ためインターネットを安全に使用するためには、より注意が必要
である。そこで、無線LANにおいてどのような脅威がありどのよ
うに対処すればよいのか、また、無線LANを利用するにあたって
の注意事項をゲスト講師を招いて学ぶ。
（NTT東日本、北海道警察サイバーセキュリティ対策本部）

インターネット使用にあたってどの
ような脅威があるかを調べておく。
（90分）

セキュリティ対策や身につけるべき
情報モラルを復習しておく。（90
分）　　　
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13 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

「人間関係づくりとコミュニケーション」の「むきあう」のワー
クを通し、自己理解を深める。

自分の自覚している信念や思い込み
を整理する。(90分)

授業内容を整理する(90分）

8

これまでの授業の総括をし、授業全体の理解度を確認するため、
期末レポートを作成・提出する。

「人間関係づくりとコミュニケー
ション」の意識を今後どのように身
につけるかを考える。(90分)

授業内容を整理する(90分）

5

「社会人基礎力」を理解し、動画の視聴を通して「キャリア」に
ついて考える。

様々な人々と仕事をするために必要
なことを考える。(90分)

授業内容を整理する(90分）

6

「人間関係づくりとコミュニケーション」の概要を理解する。 人間関係づくりとコミュニケーショ
ンに必要なことを考える。(90分)

授業内容を整理する(90分）

3

「人生曲線」のワークを通し、自己理解を深める。 生まれてから現在までの人生の中
で、印象に残った出来事を整理す
る。(90分)
例:高校に合格した。失恋した。な
ど

授業内容を整理する(90分）

4

第1回から第3回までの学習の理解度を確認するため、中間レポー
トを作成・提出する。

第1回から第3回の授業で学んだ内容
を、自分にとってどう活かすかを考
える。(90分)

授業内容を整理する(90分）

1

オリエンテーションの実施と、「キャリア」・「キャリアデザイ
ン」を理解する。

・「キャリア」の意味やイメージに
ついて思いつくままに考える。
・これまで「キャリア」という言葉
を使ったり聞いたりした事があれ
ば、その場面はどのようなものだっ
たかを思い出す。(90分）

授業内容を整理する(90分

2

自己理解の手法(「人生曲線」、「ジョハリの窓」等)と「計画的
偶発性」を学ぶ。

「私は…」から始まる文で、自己紹
介の内容を考える。(10個以上)(90
分）
例:私は、北海道文教大学の学生で
す。など

授業内容を整理する(90分）

実務経験のある
教員の教育内容

消費財メーカーのマーケティング職や外資系コンサルティングファームでの経営コンサルタント職等の実務経験を活かして、「キャリ
ア」・「キャリアデザイン」・「人間関係づくりとコミュニケーション」について実例を交えた具体的な授業を実施する。

課題に対する
フィードバック

の方法

リフレクションペーパー(第4・8回以外の授業後に提出)の回収、中間レポート(第4回)の実施を通し、学生の理解度の確認を行う。加えて
リフレクションペーパーや授業内であがった質問については、解説を適宜実施する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・「キャリア」や「キャリアデザイン」を説明できる。
・自己理解の方法(「人生曲線」、「ジョハリの窓」等)、「計画的偶発性」について述べることができる。
・「人間関係づくりとコミュニケーション」の5つの視点、「社会人基礎力」を説明できる。

授業の方法

・パワーポイントによるプレゼンテーション資料と教科書、動画を併用しながら、講義形式とアクティブラーニングの手法を取り入れた演
習方式の授業を実施する。
・理解度確認のために、リフレクションペーパー(第4・8回以外の授業後に提出)、中間レポート(第4回）を実施する。
・「人間関係づくりとコミュニケーション」のワークを実施する(全2回を予定)。
・第8回は、期末レポートを授業内で提出する。

ＩＣＴ活用

・パワーポイントによるプレゼンテーション資料と教科書、動画を併用しながら、視覚的に内容が理解しやすい授業を実施する。
・Google Classroom(予定)を活用し、配布資料を共有する。特に、リフレクションペーパー(第4・8回以外の全授業で使用)と原稿用紙(第
4・8回で使用)は、授業前に各自印刷し持参する。なお、資料共有の具体的な方法は確定次第、シラバス上で連絡する。

前期

教員氏名 木村　悠里菜

授業の位置づけ

本科目は、初年次教育の一貫として、大学生活の充実や社会で活躍するために、「キャリア」・「キャリアデザイン」の重要性を学ぶ。加
えて、これらにとって必要なスキルのひとつである「人間関係づくりとコミュニケーション」を理解するための科目である。なお本科目
は、「キャリア形成」の基礎となる。

授業の概要

グローバリゼーションと高度情報化が益々進展する現代社会においては、自己のアイデンティティを確立することが重要である。そのため
に、我々をとりまく文化、環境を再認識しながら自らの生き方や生活、仕事について考えることを目指す。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111030AA キャリア入門 1132 1 1
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北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

・全授業の3分の2以上の出席が評価対象となるため、積極的参加を必須とする。
・座席に机がないため、各自で筆記できる環境を準備する。例:クリップボードの使用など。
・Google Classroom(予定)上のリフレクションペーパーと原稿用紙を、授業前に各自印刷し持参する。資料の共有方法は確定次第、シラバ
ス上で連絡する。

備考欄

その他

20 ・授業内での発言(1回の発言あたりではなく、全授業を通して算出)
・割合に換算されないが、リフレクションペーパーの提出は全授業必須とする。

教科書 人間関係づくりとコミュニケーション/山内雅恵(監修)、船木幸弘(編著)他/金子書房

参考文献 授業内で順次紹介する。

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80 ・課題レポート(第4回と第8回に授業内で提出)
・割合(%)の内訳は、中間レポート(第4回)は30% 、期末レポート(第8回)は50％とする。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14 なし なし なし
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11 なし なし なし

12 なし なし なし

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

「人間関係づくりとコミュニケーション」の「みとおす」のワー
クを通し、自己理解を深める。加えて動画の視聴を通し、「キャ
リア」や「人間関係づくりとコミュニケーション」について考え
る。

大学生活の中で意識している・価値
を感じていることについて整理す
る。(90分)
例:成長する。楽しさ。など

授業内容を整理する(90分）

8

これまでの授業の総括をし、授業全体の理解度を確認するため、
期末レポートを作成・提出する。

「人間関係づくりとコミュニケー
ション」の意識を、今後どのように
役立てたいと思うかを考える。(90
分)

授業内容を整理する(90分）

5

「人間関係づくりとコミュニケーション」の「うけいれる」の
ワークを通し、自己理解を深める。

自分が普段のコミュニケーションで
気をつけていることを考える。(90
分)

授業内容を整理する(90分）

6

「人間関係づくりとコミュニケーション」の「むきあう」のワー
クを通し、自己理解を深める。加えて動画の視聴を通し、「キャ
リア」や「人間関係づくりとコミュニケーション」について考え
る。

自分の自覚している信念や思い込み
を整理する。(90分)

授業内容を整理する(90分）

3

「人間関係づくりとコミュニケーション」の「みつめる」、「み
とおす」の視点を理解する。

ライフ・キャリアのレインボーにつ
いて調べる。(90分)

授業内容を整理する(90分）

4

第1回から第3回までの学習の理解度を確認するため、中間レポー
トを作成・提出する。

「人間関係づくりとコミュニケー
ション」の5つの視点の中で、自分
にとって特に重要なものについて、
その理由や実体験を併せて考える。
(90分)

授業内容を整理する(90分）

1

オリエンテーションの実施と、「キャリア」・「キャリアデザイ
ン」、「計画的偶発性」、「社会人基礎力」を理解する。

社会で活躍するために必要なことを
考える。(90分)

授業内容を整理する(90分）

2

「人間関係づくりとコミュニケーション」の「きづく」、「うけ
いれる」、「むきあう」の視点を理解する。

人間関係づくりとコミュニケーショ
ンに必要なことを考える。(90分)

授業内容を整理する(90分）

実務経験のある
教員の教育内容

消費財メーカーのマーケティング職や外資系コンサルティングファームでの経営コンサルタント職等の実務経験を活かして、「キャリ
ア」・「キャリアデザイン」・「人間関係づくりとコミュニケーション」について実例を交えた具体的な授業を実施する。

課題に対する
フィードバック

の方法

リフレクションペーパー(第4・8回以外の授業後に提出)の回収、中間レポート(第4回)の実施を通し、学生の理解度の確認を行う。加えて
リフレクションペーパーや授業内であがった質問については、解説を適宜実施する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．「キャリア」や「キャリアデザイン」、「計画的偶発性」を説明できる。
２．「人間関係づくりとコミュニケーション」の5つの視点、「社会人基礎力」について論じることができ、活用することができる。
３．キャリアに関する具体的な事例に対し、「人間関係づくりとコミュニケーション」の5つの視点、「社会人基礎力」から説明できる。

授業の方法

・パワーポイントによるプレゼンテーション資料と教科書、動画を併用しながら、講義形式とアクティブラーニングの手法を取り入れた演
習方式の授業を実施する。
・理解度確認のために、リフレクションペーパー(第4・8回以外の授業後に提出)、中間レポート(第4回）を実施する。
・「人間関係づくりとコミュニケーション」のワークを実施する(全3回を予定)。
・第8回は、期末レポートを授業内で提出する。

ＩＣＴ活用

・パワーポイントによるプレゼンテーション資料と教科書、動画を併用しながら、視覚的に内容が理解しやすい授業を実施する。
・Google Classroom(予定)を活用し、配布資料を共有する。特に、リフレクションペーパー(第4・8回以外の全授業で使用)と原稿用紙(第
4・8回で使用)は、授業前に各自印刷し持参する。なお、資料共有の具体的な方法は確定次第、シラバス上で連絡する。

後期

教員氏名 木村　悠里菜

授業の位置づけ

本科目は、社会で活躍する事を視野にいれ、「キャリア」・「キャリアデザイン」の重要性を学ぶ。加えて、これらにとって必要なスキル
のひとつである「人間関係づくりとコミュニケーション」を理解し、役立てるための科目である。なお本科目は、「キャリア入門」の発展
となる。

授業の概要

これからの人生を、職業を通じて社会に貢献し、生計を立て、また職業人として日々充実感を持つことのできるよう、自らの職業観・勤労
観を培うとともに、自らの生き方や生活デザインについて基本的な展望を身につける。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111040AA キャリア形成 1135 1 カリキュラムにより
異なります。
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北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

・全授業の3分の2以上の出席が評価対象となるため、積極的参加を必須とする。
・座席に机がないため、各自で筆記できる環境を準備する。例:クリップボードの使用など。
・Google Classroom(予定)上のリフレクションペーパーと原稿用紙を、授業前に各自印刷し持参する。資料の共有方法は確定次第、シラバ
ス上で連絡する。

備考欄

その他

20 ・授業内での発言(1回の発言あたりではなく、全授業を通して算出)
・割合に換算されないが、リフレクションペーパーの提出は全授業必須とする。

教科書 人間関係づくりとコミュニケーション/山内雅恵(監修)、船木幸弘(編著)他/金子書房

参考文献 授業内で順次紹介する。

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80 ・課題レポート(第4回と第8回に授業内で提出)
・割合(%)の内訳は、中間レポート(第4回)は30% 、期末レポート(第8回)は50％とする。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13 なし なし なし

14 なし なし なし
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15 なし なし なし

成績評価の方法

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12

なし なし なし

9

なし なし なし

10

なし なし なし

7

＜企業分析＞  
企業研究のしかた、志望動機の書き方

配布資料等を事前に読んでおくこ
と。（90分）

学んだ内容についてノートに整理し
て復習しておくこと。課題の作成
（90分）

8

＜業界研究講話＞
企業の採用担当者から業界についての話を聞き情報を得る。

配布資料等を事前に読んでおくこ
と。（90分）

学んだ内容についてノートに整理し
て復習しておくこと。課題の作成
（90分）

5

＜筆記試験（一般常識）問題＞　
就職試験における実際の筆記試験を想定し取り組む。解説。

配布資料等を事前に読んでおくこ
と。（90分）

学んだ内容についてノートに整理し
て復習しておくこと。（90分）

6

＜筆記試験（一般常識）問題の解説と対策＞
業界や企業別出題傾向を知る

配布資料等を事前に読んでおくこ
と。（90分）

学んだ内容についてノートに整理し
て復習しておくこと。（90分）

3

＜社会人（先輩）による講和＞
社会で活躍している卒業生の話を聞く

配布資料等を事前に読んでおくこ
と。（90分）

学んだ内容についてノートに整理し
て復習しておくこと。（90分）

4

＜内定者講和＞
内定している4年生の話し（企業、病院、公務員など）を聞き受
験戦略を考える。

配布資料等を事前に読んでおくこ
と。（90分）

学んだ内容についてノートに整理し
て復習しておくこと。（90分）

1

＜オリエンテーション＞
講座の進め方、目標設定の重要性、就職課活用方法、就職活動に
必要な心構え　2022年度採用スケジュール、インターンシップイ
ベント紹介
マナー講習

配布資料等を事前に読んでおくこ
と。（90分）

学んだ内容についてノートに整理し
て復習しておくこと。（90分）

2

＜ＷＥＢ試験対策＞　
ＳＰＩ３＋一般常識・時事問題対策、全国一斉模擬試験を行う。
Web試験に対してのポイントの説明。

配布資料等を事前に読んでおくこ
と。（90分）

学んだ内容についてノートに整理し
て復習しておくこと。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

「10分レポート」および提出課題に対してコメント（評価）をつけて返却します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・就職活動に必要な基本的な知識や実践について説明することができる。
・自分の進路についての考え方や、採用する企業の視点について述べることができる。
・就職活動において必須となる基礎的なルール、企業情報の検索や活用、エントリーシートや履歴書の書き方、面接の傾向と対策など就職
活動に直結する具体的かつ実践的な技能を使うことができる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式ですすめる。
「10分レポート」の提出。（全5回）
授業中に提示される課題の提出（全3回）

ＩＣＴ活用 あり

後期

教員氏名 小塚　美由記

授業の位置づけ

自己分析に基づき、社会人として必要な基礎的知識を身につけるための科目である。
「管理栄養士活動演習Ⅰ、Ⅱ」「臨地実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ」の基礎となる。

授業の概要

この授業は就職活動目前の3年生が対象であり、自分の将来の理想像を明確にし、理想の実現を目指して構築された具体的な行動計画をた
てられるようにする授業です。就職活動の準備期間は、これからの人生を、職業を通じて社会に貢献し、生計を立て、また職業人として
日々充実感を持つことのできるよう、自分の目指す進路実現に向けて、最大限の準備をすることが必要です。その就職活動の手順やルール
について学びながら、実践的に豊かに自己を表現できるようにする授業です。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11108041 キャリア発展 1133 1 3
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北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

授業の全ての回への積極的参加が必須です。

備考欄

その他 40 課題提出

教科書 なし

参考文献 なし

定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

60 授業態度と授業への参加の積極性を総合的に評価

区分 割合（％） 内容
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北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

11

【参政権】
日本国憲法第15条・79条・95条・96条に関する問題を扱う。

教科書の事前に指定する箇所を読ん
でくること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

12

【社会権（生存権）】
日本国憲法第25～28条に関する問題を扱う。

教科書の事前に指定する箇所を読ん
でくること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

9

【職業選択の自由】
日本国憲法第22条に関する問題を扱う。

教科書の事前に指定する箇所を読ん
でくること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

10

【人身の自由】
日本国憲法第18条・33～39条に関する問題を扱う。

教科書の事前に指定する箇所を読ん
でくること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

7

【表現の自由②・学問の自由】
日本国憲法第21条2項・23条に関する問題を扱う。

教科書の事前に指定する箇所を読ん
でくること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

8

【復習テスト①】
これまでの講義内容を振り返り、復習テストを行う。

これまでの講義内容を復習し、復習
テストの準備をすること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

5

【信教の自由】
日本国憲法第20条に関する問題を扱う。

教科書の事前に指定する箇所を読ん
でくること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

6

【表現の自由①】
日本国憲法第21条1項に関する問題を扱う。

教科書の事前に指定する箇所を読ん
でくること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

3

【法の下の平等】
日本国憲法第14条に関する問題を扱う。

教科書の事前に指定する箇所を読ん
でくること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

4

【思想・良心の自由】
日本国憲法第19条に関する問題を扱う。

教科書の事前に指定する箇所を読ん
でくること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

1

【ガイダンス・法学入門】
担当教員の自己紹介、授業の概要・成績評価・予習と復習の方法
についての説明を行う。本講義を理解する上で必要となる法学の
基本的な考え方や日本国憲法の概要について解説する。

自分の知っている法律を挙げられる
ようにしておくこと。また、中高の
公民の授業で扱った憲法の内容につ
いて復習すること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

2

【幸福追求権】
日本国憲法第13条に関する問題を扱う。

教科書の事前に指定する箇所を読ん
でくること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、確認テストの解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１、日本国憲法やその周辺の法律の制定趣旨や内容、実際社会における役割について理解できるようになる。（講義及びその予習と復習に
より達成される）
２、公務員試験等の過去問が解けるようになる。（確認テスト・復習テストの実施とその復習により達成される）
３、法というルールを介して、社会人としての関係形成、問題解決の方法、変化する社会への対応など、我が国において生きていく上で生
じ得る問題について自ら考え、それを表現できるようになる。（授業毎のコメントペーパーの準備・記述により達成される）

授業の方法

板書及び適宜配布する印刷物を用いた講義形式で行う。
講義中に毎回確認テストを行い、教員に提出する（15回）。提出方法については、Googleフォームを併用できるようにする予定である。
フィードバックとして、確認テストの解答の解説を行う。
また、講義中に毎回コメントペーパーを記述する。そのために、日頃から新聞・ニュース等で問題となっている法律問題等へ関心を抱いて
おく必要がある。
授業中に成績評価のための復習テストを行う（2回）。

ＩＣＴ活用 なし。

後期

教員氏名 池田　杏奈

授業の位置づけ

人間社会のルールの1つである日本国憲法を学ぶことにより、幅広く教養を身につける科目である。

授業の概要

日本国憲法のうち、主に基本的人権に関する部分やその周辺にある法律の内容を概説しながら、実際の裁判例や社会的な法律問題を取り上
げることによって、社会における法の在り方を理解してもらう。その上で、法という社会のルールの1つを介して、社会人として行う様々
な関係形成について自ら考え、その考えを他者に表現する方法を学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

102090AA 日本国憲法 1120 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

特になし。

備考欄

その他

30 各講義毎に提出するコメントペーパー（全15回）の記述内容及び講義への参加態度を加味する。

教科書 未定

参考文献 講義中に適宜紹介する。

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

70 講義中に実施する復習テストの点数により評価する（2回実施するうち、得点率の高い方を考慮に入れ
る）。

15

【現代社会と人権②】
社会の様々な場面における自己決定権について総合的に学ぶ。

事前に配布する資料を読んでくるこ
と。（180分）

法と社会の関係について、今後も考
えていくこと。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

【復習テスト②】
全講義内容を振り返り、復習テストを行う。

これまでの講義内容を復習し、復習
テストの準備をすること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

14

【現代社会と人権①】
死刑制度について学ぶ。

事前に配布する資料を読んでくるこ
と。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）
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7

「DOHaD (Developmental origin of health and disease)次世代
の非感染性疾患」を理解する。

教員が提示する資料およびインター
ネットなどを利用して、「DOHaD 
(Developmental origin of health 
and disease)」をあらかじめ調べて
おくこと。
（90分）

「DOHaD (Developmental origin of 
health and disease)」を今後の展
開考えること。
（90分）

8

「小児医療と小児病院」を考える。 小児医療・小児病院について事前に
調べて問題点・課題等について確認
しておくこと。
（90分）

現状の問題点について整理するこ
と。
（90分）

5

諸外国の医療制度と日本の医療制度の違いを理解する インターネットなどを利用して、諸
外国の医療制度について概要を確認
しておくこと。
（90分）

日本の医療制度の利点をまとめてお
くこと。
（90分）

6

「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成
育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関す
る法律」（平成30年法律第104号。以下「成育基本法」。）を踏
まえて、成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する
基本的な方針を理解する。

介護保険制度が制定された経緯につ
いて調べておくこと。
（90分）

講義内容についてわかりやすくまと
めておくこと。
（90分）

3

21世紀の医療制度（介護保険施行後）および先端医療について理
解する

なぜ医療制度・介護保険制度が施行
されたのか資料を検索して考えてく
ること。
（90分）

先端医療は生活にどのような恩恵を
与え、どのような問題を生んだのか
考えること。　
（90分）

4

医療制度の問題点を考える 医療制度の問題点が論じられている
資料を見ておくこと。
（90分）

現状の医療制度について、自分の考
えをまとめておくこと。　
（90分）

1

オリエンテーション
少子および高齢化社会を迎えている日本が抱える諸問題を理解す
る

少子および高齢化社会の問題点につ
いて調べておくこと。
（90分）

医療・福祉領域から見た問題点につ
いてまとめておくこと。
（90分）

2

20世紀の医療制度（介護保険施行以前）を理解する 医療保険制度について概要を調べて
おくこと。
（90分）

介護保険制定以前の問題点について
まとめること。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

国立病院機構施設・ナショナルセンターの施設11か所で勤務した経験を活かして「医療・福祉・介護」から日本の生活環境と社会環境につ
いて授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

講義内容についての簡単なコメントを記載させ、その内容について講義内にフィードバックする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

1.　現代日本の医療、福祉、介護の現状を理解し、その諸問題を説明することができる。
2.　日本と諸外国の医療、福祉、介護制度の特徴や違いを説明できる。
3.　今後の日本における医療、福祉、介護のあるべき姿を考え、説明することができる。

授業の方法

各種メディアを利用した座学・講義である。
講義中に課題を提示し、それに対するコメント等を提出させる。

ＩＣＴ活用 授業中の課題の一部にグーグルクラスルームを用いた双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 今泉　博文

授業の位置づけ

各該当学科のﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰ・ｶﾘｷｭﾗﾑﾎﾟﾘｼｰ・ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝﾎﾟﾘｼｰを鑑み,地域包括ｹｱｼｽﾃﾑにおいて高齢者障害者等が住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを人生の最後まで続けることができるようう,[住まい][医療][介護][看護][予防][生活支援]が切れ目なく一体的に提供ができ,
「[心/意欲/態度]が養われる重要な科目である.更に日本の社会事情を広く理解するうえで必要な知識としての[医療/福祉/介護]に焦点を
あて,近未来の社会制度を思考し,構築するための基礎的能力の向上を目指すとともに科学的思考力と創造的思考力を活用して各専門職の発
展と社会へ貢献できる研究の基本的な能力(看護においては看護過程の展開や臨床判断).を身につける重要科目でもある.

授業の概要

少子高齢化、人口減、労働力の減退などの社会構造が大きく変容している背景により、現代医療は、福祉や介護との連続性と包括的な制度
や考え方が大きく変遷している。このようなことから、、医療や福祉・介護に携わる者は、制度論だけではなく、幅広く社会を俯瞰する知
識や倫理観を持ち備えることが必要である。これらをふまえ、授業では医療、福祉、介護の現状を理解し、日本が現在抱えている諸問題に
ついて考え、その解決策を探る。また、日本と諸外国における医療、福祉、介護制度を比較し、日本の特徴を理解する。同時に今後の日本
の理想的な医療、福祉、介護のあるべき姿を考える。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

102080AA 現代医療と福祉・介護 1122 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

授業には積極的に参加すること

備考欄 なし

その他

20 ・授業への参加態度
・レポート課題等の提出期限を厳守すること

教科書 なし

参考文献 プリント配布

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80 授業中の課題

15

まとめ　現代の医療、福祉、介護が未来の社会にどのような影響
を及ぼすのか理解する

今までの講義内容をまとめたノート
を読み返しておくこと。
（90分）

理想的な医療・福祉・介護の連携に
ついて自分の意見をまとめること。
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

諸外国の福祉制度と日本の福祉制度の違いを理解する 諸外国の福祉制度について調べ、気
づいたところをまとめておくこと。
（90分）

現状の福祉制度について、自分の考
えをまとめておくこと。
（90分）

14

日本における地域リハビリテーションの現状を理解する 地域リハビリテーションとはなに
か、資料を調べてまとめておくこ
と。
（90分）

講義内容をまとめ、地域リハビリ
テーションの具体的な活動について
まとめておくこと。
（90分）

11

地域包括ケアシステムの推進
（多様なニーズに対応した介護の提供・整備を考える。

地域包括ケアシステムについて調べ
ておくこと。
（90分）

講義内容から、地域包括ケアシステ
ムについて再確認しておくこと。
（90分）

12

高齢者住まいの施策について
―地域包括ケアシステムの構築―を考える。

現代の福祉制度の「疑問点」につい
てまとめておくこと。
（90分）

講義の内容をふまえ、福祉制度の問
題点を考えておくこと。　（90分）

9

医療・福祉・介護の連携を理解する 地域における医療・福祉・介護の連
携を具体的調べること。（90分）

講義内容についてまとめること。
（90分）

10

地域社会における共生の実現に向けて 新たな障害保健福祉施策
を講ずるための 関係法律の整備に関する法律についてを理解す
る。

「福祉」の概念について、自分の考
えをまとめておくこと。
（90分）

福祉制度がなぜ変わってきたのかを
まとめること。
（90分）
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5

5.「ゲノム科学の基礎」：ゲノムとは何かを説明した後、自然界
におけるゲノム量の変異について触れ、さらにゲノムプロジェク
トを解説する。また、遺伝子組み換え技術、PCR技術、シーケン
ス技術の概要を説明する。DNA多型（RFLP、ミニ・マイクロサテ
ライト、SNP）、シンテニーを解説したのち、例えば遺伝病の原
因遺伝子をどのように特定するかについて、その概要を述べる。

教科書第２章23頁、第5章66-68頁を
読んで疑問点をまとめる。（90分程
度）

ノートを整理し、ＤＮＡ多型の種類
を挙げ、それぞれの分析方法を簡単
に説明できるようにする。（90分程
度）

3

3.「遺伝学の基礎」：メンデルの法則を確認し、改訂された用語
（顕性・潜性）を説明する。体細胞分裂、細胞周期を学び、減数
分裂における染色体の挙動とDNA量の変化が体細胞分裂とどの様
に違うかを理解する。連鎖について学び、遺伝地図の作り方を理
解する。

教科書第４章48-60頁を読んで遺伝
の法則について疑問点をまとめてく
ること。（90分程度）

ノートを整理し、体細胞分裂と減数
分裂の違いを説明できるようにす
る。（90分程度）

4

4.「分子生物学の基礎」：遺伝物質がDNAであることを示唆した
アベリーの実験、シャルガフの法則、ハーシーとチェイスの実験
を解説した後、DNAの構造、転写・翻訳・タンパク合成に到る過
程を説明する。

教科書第１章12-17頁を読んでくる
こと。予めロザリンド・フランクリ
ンについて調べてくること。（90分
程度）

ノートを整理し、ＤＮＡからどのよ
うにアミノ酸配列がきめられるかを
説明できるようにする。（90分程
度）

1

1.「ガイダンス」：担当講師の自己紹介に続き、本科目の位置づ
け、概要、到達目標、授業方法、成績評価をシラバスに基づいて
説明する。アンケート等により、高等学校までに得た生物に関す
る知識を確認する。生命現象に見られる共通性と多様性について
考える。

シラバスおよび教科書第１章2-6頁
を読み、疑問点をまとめる。（90分
程度）

生命科学を学ぶ意味を説明できるよ
うにする。（90分程度）

2

2.「細胞生物学の基礎」：原核生物と真核生物の違い、細胞の構
造、細胞内小器官の形態と機能、ミトコンドリア、核と染色体と
遺伝子の関係について学ぶ。

教科書第１章7-11頁を読み、疑問点
をまとめる。さらに細胞説とは何か
を調べてくる。（90分程度）

ノートを整理し、核と染色体の関
係、細胞内小器官の働きを説明でき
るようにする。（90分程度）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

クイズ（小テスト）実施の次回授業で解答についての解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

生命とは何かということに興味をもつことができる。
生物の体の構造と仕組みを理解できる。
メディア等で取り上げられる生命科学の成果を積極的に理解する態度をもつことができる。
科学的、論理的思考を身につけ、自身の専攻と関連するバイオテクノロジーの応用や生命倫理に関する議論に参加できる。

授業の方法

教科書をもとに、配布するハンドアウト印刷物、板書およびパワーポイント・スライドの投影により講義をすすめる。
講義終了前に練習問題を中心としたクイズ（小テスト）を行い、講義への参加度と内容の理解度を把握しながら授業をすすめる。これらク
イズは自己採点とし、成績には反映させない。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 荒井　克俊

授業の位置づけ

所属する学部、学科における専門的な学習に発展しうる生命科学の基盤となる知識を身に着ける。そして、メディア等で伝えられる先端研
究の成果とその社会実装について、科学的かつ論理的に正しく理解する基礎力を涵養する。

授業の概要

生命科学の内容は私たちの健康、医療、食生活、生活環境などの日常生活に密接に関わっているだけではなく、持続的な社会の発展や生物
多様性保全など地球生態系にも関係するヒトがよりよく生きるための知識である。本科目では、専門科目の学習に発展・深化しうる身近な
トピックスを取り上げて、授業を進める。生命科学のなかでも、特に細胞、遺伝、DNA、ゲノム、発生、生殖、内分泌および免疫に関する
内容に重点を置いて、高等学校で生物を履修しなかった学生も十分理解できるように、初歩的な事項から、最先端の研究まで、段階を踏ん
で教授する。また、メディア等で話題となるバイオテクノロジーとその社会での応用についても学ぶ。


科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

104340AA 生命科学（健康） 1150 2 カリキュラムにより
異なります。
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定期試験 0 実施しない

15

１５.「生命科学と生命倫理」：これまでの学習を通じて、細
胞、遺伝、ＤＮＡ，ゲノム、発生、生殖、内分泌、免疫について
学んだ基礎知識に基づいて、メディア等で紹介される様々なバイ
オテクノロジーや自然生命現象について、人間の社会と生活との
関係を生命倫理の観点から、グループワークを通じて考え、発表
を行う。

教科書第2章26、27、29頁、第11章
159頁を読み、提起された問題につ
いて自分なりの意見をまとめる。
（90分程度）

ノートを整理するとともに、教科書
の関連ページを読み直し、要点をま
とめる。(90分程度）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

１３．「バイオテクノロジー入門（３）」：我々の食を支える農
業、畜産、養殖では、栽培した植物、馴致した家畜、人工的に
作った養殖魚の品種改良（育種）が欠かせない。育種を進めるた
めに重要な、選抜育種（マーカー選抜も含む）、交雑育種、倍数
体育種について具体例を挙げて説明し、我々の生存が生命科学の
土台の上に成り立っていることを理解する。

巨峰ブドウと信州サーモンについて
調べ、何がこれら二つの品種に共通
する生命事象であるかをまとめてく
る（90分程度）

ノートを整理し、人間の歴史、文
化、現代の社会生活における育種の
役割を説明できるようになる。（90
分程度）

14

１４．「学習内容の整理とまとめ」：練習問題をとおして、これ
までの学習内容の整理をする。
レポートの課題を提示する。
次回のグループワークのための班分けをする。
第二回テスト　第９回から第13回までの講義内容から出題する。
30分程度。

第6回から第13回までの講義内容に
ついて復習すること。（90分程度）

ノートを整理するとともに、教科書
の関連ページを読み直し、要点をま
とめる。（90分程度）

11

１１．「バイオテクノロジー入門（１）」：実験動物に利用され
る純系と何かを説明した後、同じ遺伝子型をもつ個体（クロー
ン）を得る方法としての単為発生技術と体細胞核移植によるク
ローン技術を解説する。さらにES細胞とiPS細胞について説明
し、細胞の初期化を考える。また、細胞を永久に保存するための
凍結保存の現状と可能性を述べる。

教科書第３章46頁、第5章62-65頁を
読み、疑問点をまとめる。（90分程
度）

ノートを整理し、ＥＳ細胞とiPS細
胞の違いを説明できるようになる。
(90分程度）

12

１２．「バイオテクノロジー入門（２）」：遺伝子組み換え生物
の作り方と現状、これらの規制のためのカルタヘナ条約を解説す
る。また、最新のゲノム編集技術について、初歩的事項を説明す
る。このほか、不妊治療の有力な技術である顕微授精ICSI、生殖
細胞の操作による異種、異系統、異個体の配偶子形成を誘導する
方法を紹介する。

教科書第2章25-28頁、第5章69－74
頁、第7章103頁を読み、疑問点をま
とめる。（90分程度）

ノートを整理し、遺伝子組み換え生
物とその規制について説明できるよ
うになる。（90分程度）

9

９.「内分泌学の基礎」：外分泌と内分泌の違い、ホルモンの定
義を解説する。内分泌による恒常性維持（ホメオスタシス）の概
念を解説したあと、主要な内分泌器官を挙げて、そこで産生され
るホルモンの種類とその働きを概説する。

教科書第10章139－145頁を読み、疑
問点をまとめる。（90分程度）

ートを整理し、主要な内分泌器官と
ホルモンについて説明できるように
なる。（90分程度）

10

１0．「免疫学の基礎」：病原菌と感染症、自然免疫と獲得免
疫、自己と非自己の認識のメカニズム、ＭＨＣと拒否反応、アレ
ルギーについて基礎的・初歩的事項についてのみ教授する。

教科書第13章175－188頁を読み、疑
問点をまとめる。（90分程度）

ノートを整理し、坑原と坑体につい
て説明できるようになる。（90分程
度）

7

7.「発生生物学の基礎」：受精卵は卵割（細胞分裂）を続け、細
胞が分化していくことにより、背腹と左右の軸ができ、誘導の現
象を介して、複雑な体が作り上げられていく。発生生物学の基礎
を学ぶとともに、発生が遺伝子発現のプロセスであることを理解
する。

教科書第3章32－46頁を読み、疑問
点をまとめる。（90分程度）

ノートを整理し、受精卵から動物の
体になるプロセスを理解する。（90
分程度）

8

8.「生殖生物学の基礎」：ヒトや多くの動物では雌と雄の比率は
ほぼ1：1である。受精の瞬間に遺伝的に雄であるか、雌であるか
が決まること（性決定）の仕組みと性決定遺伝子の関係、また、
卵巣と精巣が形成され機能する生理学的な過程（性分化）につい
て学び、卵と精子がどのように形成され、子孫を残すのかを理解
する。
第一回テスト　第1回から8回の講義内容から出題する。20分程
度。

教科書第11章147－158頁を読み、疑
問点をまとめる。（90分程度）。

ノートを整理し、雌と雄の比率（性
比）が１：１となる仕組みを説明で
きるようになる。(90分程度）

6

6.「遺伝的多様性」：遺伝、DNA、ゲノムの知識が社会でどのよ
うに利用されているかを説明する。次に病気と遺伝の関係を説明
したのち、集団におけるハーディ・ワインバーグ法則に基づく遺
伝子頻度と遺伝子型頻度の関係（簡単な計算）を学ぶ。また、体
重や身長、病気になりやすさなどの量的な形質の遺伝を学ぶ。

教科書第2章22頁、第4章58頁を読ん
でくること。（90分程度）第1回か
ら第5回までの講義内容について復
習すること。

ノートを整理し、遺伝子頻度の計算
ができるようになる。（90分程度）
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履修条件・留意
事項等

特別な事情がない限り、授業中の飲食を禁止する。私語厳禁。

備考欄

その他

30 第14回の講義で提示された課題について、決められた様式でレポートを作成して提出する。

教科書

みんなの生命科学
北口哲也・塚原伸次・坪井貴司・前川文彦著
化学同人
ISBN 9784759818116

参考文献 生物と無生物のあいだ　福岡伸一著　講談社現代新書

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

70 第８回と第14回の講義終了前にテストを行う。
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5

力学5 【剛体の力学】
 ・大きさがあるが変形しないというモデルである「剛体」の概
念を理解する。物体の回転状態を変化させる作用である力のモー
メントの計算方法を習得する。力のモーメントをもとにして重心
という概念を理解できること、また重心の位置を計算する方法を
習得する。

教科書のp42、p51を読んでおく。
(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

3

力学3　【ニュートンの運動の法則の応用】　・地球上の物体に
働く重力と落下運動について理解する。・床等に置かれた物体が
静止するために垂直抗力が働くことが必要なことを理解する。物
体の運動方程式を立てることによって、物体に働く力や加速度を
求める方法を習得する。・平面における運動式を理解する。

教科書のp41～p43, p46～p47を読ん
でおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

4

力学4　【ニュートンの運動の法則の応用】・力の合成と分解を
理解する。・静止摩擦力、最大摩擦力、動摩擦力のちがいを理解
する。・垂直抗力と摩擦係数から最大摩擦力、動摩擦力を計算す
る方法を習得する。し斜面上の物体の運動方程式を立てる方法を
習得する。

教科書のp42～p43、p45下半分、p48
～p50を読んでおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

1

はじめに　　物理学で用いられる単位系について学ぶ。
力学1　 【運動の記述】　直線上を運動する物体の速度、加速度
の計算方法を習得する。また、平面上の運動における物体の位置
の表しかた、速度と速さの違いを理解する。

教科書のp5、p9～p10、p12、p14、
p19、p25～p28を読んでおく(90
分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

2

力学2　【運動の記述】平面上の運動における物体の加速度の向
きを知る方法を理解する。【ニュートンの運動の法則】　ニュー
トンの運動の３法則である慣性の法則、運動の法則(F＝ma)およ
び作用反作用の法則を理解する。
・物体に働く力の矢印の書き方を習得する。
・等速円運動する物体に働く力の向きを理解する。

教科書のp29、p34～p37、p39～
p40、p73～p75を読んでおく。(90
分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして理解度確認テストおよび宿題の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．ニュートンの法則にもとづいて運動方程式を記述し、物体の運動を求めることができる。
２．力のモーメントを用いて剛体のつりあいの式を記述できる。
３．変形する物体の力学的性質や波動の性質について説明できる。
４．仕事とエネルギー、力学的エネルギー保存の法則、熱エネルギーについて説明できる。
５．電磁現象の概略（電気力や磁力の原因、電磁誘導、電磁波の性質）を説明できる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式ですすめる。
理解度確認テストを実施するとともに、コメントを書かせる（全１５回）

ＩＣＴ活用

Google Formのテスト作成機能を用いて、確認テストと宿題として練習問題を提供し自主学習を促す。
授業の動画（パワーポイントの説明に音声を入力したもの）をGoogle Classroomにアップし復習に活用できるようにする。

前期

教員氏名 松岡　審爾

授業の位置づけ

科学的知識を学ぶことにより、幅広く教養を身につけるための科目である。
運動学の基礎となる（理学、作業）。物理療法学、物理療法学実習の基礎となる（理学）。
理学療法学科のディプロマ・ポリシー「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。(知識・理解)」と特に関係が
ある科目である。

授業の概要

物理学は広範な自然現象を統一的に理解しようとするものであり、全ての自然科学の基礎をなしている。ここでは、生体力学や運動学の基
礎となるニュートン力学および熱力学の基本的な考えや電磁気学の基礎法則を理解し、剛体の力学、変形体の力学および生体組織の力学的
性質および電気、電磁波、超音波の性質や生体作用について学習する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

106750AA 物理学 1152 2 カリキュラムにより
異なります。
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13

電磁気学3　【磁場】
・磁場の性質を理解する。
・電流が磁場を発生されることを知り、定常電流がどのような向
きの磁場を生じるかを理解する。
・磁場中で運動する荷電粒子に働くローレンツ力の向き、また磁
場中で電流が流れている導線に働く力を理解する。

教科書のp191～p199を読んでおく。
(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

14

電磁気学4　【電磁誘導】
・電磁誘導（ファラデーの法則）、磁場が時間変化することによ
り電場が発生することを理解する。
・磁場中でコイルを動かすと、磁場が時間変化していなくてもコ
イルに電流が流れることを理解する。
・電場の変化によって磁場の発生することを理解する。
・電磁波の発生機序を理解する。

教科書のp199～p203、p212～p214を
読んでおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

11

電磁気学1　【電気力】
・電気現象を引き起こす電荷について理解する。
・真空中の電荷の間に働く力である電気力（クーロン力）の性質
を学ぶ。電気力を働かせる空間である電場の概念を理解する。電
位の定義を理解し電位差と電気量から電気力がした仕事量を計算
する方法を習得する。
・電場によって物体表面に電荷が現れる現象である静電誘導につ
いて理解する。

教科書のp158～p161、p162～p171を
読んでおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

12

電磁気学2　【電流・電気回路】
・電流、電圧と電気抵抗との間の関係であるオームの法則を理解
する。
・電力およびジュール熱の計算をし、抵抗の発熱量を計算する方
法を習得する。
・交流による電力と実効値を理解する。
・電荷を蓄える装置であるキャパシターの性質を理解する。
・比誘電率について理解する。

教科書のp161～p162、p164～p165、
p173～p175、p177～p179、p182～
p184、p206～p208を読んでおく。
(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

9

力学9【流体の力学】　・流体の力学―流体とはなにか、またそ
の圧力の特徴を理解する。流体の密度や、ある深さにおける流体
の圧力の計算方法を習得する。粘性がずれ応力であることを理解
する。
★授業の１回目から７回目の内容を範囲とした試験を行う。

教科書のp95～p101、p104～p108を
読んでおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

10

【波動】
・波の表し方および波の基本式を理解する。
・正弦波が波の基本的な形であることを理解する。
・波の干渉と回折について理解する。
・弦に生じる定在波の固有振動の計算を修得する。
・超音波の性質を学ぶ。

教科書のp114～p124を読んでおく。
(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

7

力学7 【仕事とエネルギー】　・重力の位置エネルギー、運動エ
ネルギーの計算方法を習得する。・仕事と運動エネルギーとの関
係から力学的エネルギー保存則が導かれることを理解する。・力
学的エネルギー保存の法則を用いて運動する物体の速さを求める
方法を習得する。・より広い意味のエネルギー保存則を理解す
る。
【慣性力】・非慣性系における、みかけの力（慣性力）を学び、
遠心力が慣性力であることを理解する。

教科書のp62～p66、p93を読んでお
く。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

8

力学8  【変形する物体の静力学】
・力を加えると変形するが、力を取り除くと元に戻る性質をもつ
物体を弾性体という。弾性体のひずみが小さいとき、弾性体の変
形のもととなる応力はひずみに比例する。このときの比例定数が
弾性定数であり、これを用いて物体の変形量を計算する方法を習
得する。また、いくつかの弾性率（ヤング率、剛性率）の違いを
知る。

（準備）教科書のp101～p104を読ん
でおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

6

力学6  【剛体の力学】
・剛体の力学―剛体が回転せずにつりあうための条件を理解し、
これに基づいて剛体に働く力を求める方法を習得する。　
【仕事とエネルギー】仕事と仕事率の定義を理解する。

教科書のp44～p45、p52～p53、p59
～p62を読んでおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)
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履修条件・留意
事項等

理学療法学科の学生は、運動学、物理療法学の基本となるので、高校で物理基礎のみ履修の学生,それすら未履修の学生は必ず履修するこ
と。作業療法学科の学生は、運動学の基本となるので履修するとよい。看護学科、健康栄養学科の学生は専門に直結するわけではないので
数理分野が得意で興味があれば履修してもよい。

備考欄

その他 0 なし

教科書 第３版 物理学入門／原康夫／学術出版図書

参考文献 医療系のための物理／佐藤幸一他／東京教学社

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各講義時の理解度確認テストの提出（１５回）、各回ごとの宿題の提出（１４回）および授業内（９回目
と１５回目）に実施する試験により評価する。

15

【熱力学】
・熱の移動方法は主に熱伝導、対流、熱輻射の３つがある。この
うち熱伝導の性質、熱輻射の性質を理解する。
★授業の８回目から１４回目の内容を範囲とした試験を行う。

教科書のp136～p144、 p147、 p149
～p150を読んでおく。(90分)。

授業で行った全範囲について復習し
ておく。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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7

（藤井）
・モル濃度についてしっかり学習する。
     (1) 固体　　　(2)液体

モル濃度の求め方について、高校時
の教科書、参考書等で事前に確認し
ておく。（90分）

講義中に出題された問題や配布プリ
ントを必ず復習し、自力で問題を確
実に解くことができる。（90分）

5

（佐々木）
・化学反応式の量的関係について学習する。
　（化学反応式を使った計算問題を解く）

化学反応式の係数が持つ意味につい
て、計算にどのような使い方をする
か確認しておく。(90分）

「モル」「体積」「アボガドロ数」
「分子量」の相互関係を確実に理解
し、計算で求めることができる。
（90分）

6

（藤井）
・質量パーセント濃度についてしっかり学習する。

質量パーセント濃度の求め方につい
て、高校時の教科書、参考書等で事
前に確認しておく。（90分）

講義中に出題された問題や配布プリ
ントを必ず復習し、自力で問題を確
実に解くことができる。（90分）

3

（佐々木）
・化学結合について学習する。
　　(3)共有結合（異種原子）
・化学式の読み方について、別紙プリントを配布して学習する。
・分子量の求め方を学習する。

「共有結合」特に単結合、二重結合
について、調べておく。
分子量の求め方を調べておく。（90
分）

「共有結合」について、説明できる
ようにする。化学式が確実に読め、
かつ書くことができ,分子量を求め
ることができる。(90分）

4

（佐々木）
・物質量（モル）の概念について学習する。
・物質量（モル）の求め方について学習する。

「アボガドロ数」と「モル」の計算
上での関係を調べておく。（90分）

講義で出題された問題を復習するこ
とで、考え方、求め方を確実なもの
にする。(90分）

1

（佐々木）
・オリエンテーション　　
・原子の構造について学習する
・電子配置について学習する。

「原子核」、「電子」、「陽子」、
「中性子」、「質量数」などの化学
用語及び電子配置図について調べて
おく。（90分）

講義中に出題された問題を、自分の
力で再度解答する。電子配置図を正
確に書けるようにする。（90分）

2

（佐々木）
・イオンについて学習する。
・電子式の書き方について学習する。（有機化学の分野でも使
用）
・化学結合について学習する。
　(1) イオン結合
   (2) 共有結合（同種原子）

イオン結合、共有結合について調べ
ておく。
「電子式」「構造式」の書き方につ
いて調べておく。(90分）


「電子式」「構造式」を確実に書く
ことができる。
化学式の表記の仕方を確実なものに
する。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

webツールを用いて確認テストを行い、テストの解答についてフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

1. 原子の構造から、イオン、原子価を理解し、化学結合について説明できる。
2. 化学反応式の表す意味を理解し、反応式の量的関係の計算ができる。
3. 濃度計算ができる。（パーセント濃度、モル濃度）
4. 酸・塩基の定義を理解し、水素イオン濃度とｐＨの値を求めることができる。
5. 飽和炭化水素、特にアルカンの分子式、示性式、構造式を書くことができる。

授業の方法

1. 講義形式
2. 板書、プリント配布
3. 理解度を確認するため、確認小テストを実施する。（下記、学習内容欄に提示）
4. 確認小テストは返却し、必要あれば解答、説明を実施する。
5.定期試験を実施せず、講義内で復習テストを3回実施する。

ＩＣＴ活用 理解度チェックにwebツールを使用する。

前期

教員氏名 藤井　駿吾、佐々木　将太

授業の位置づけ

化学的知識を学ぶことによって、幅広い教養を身に付けるための科目である。生化学、基礎栄養学などの科目に必要とされる基礎的知識を
学ぶ科目である。理学療法学科ではディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている」と、作
業療法学科では「作業療法を実践するために必要な基本的知識を身につけている」と特に関連がある科目である。

授業の概要

　私たちの身近に存在する物質や身の回りで起こる現象が、どのように化学と結びついているのかを理解するために、化学の基礎知識を習
得する。
　今後専門科目を履修していく上で、化学に関する基礎学力の不足によって支障が生じないように化学の基礎知識を習得する。特に、モル
概念、化学反応式の量的関係、濃度等の計算問題をしっかり理解する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

101410AA 基礎化学 1154 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

特になし。

備考欄 特になし。

その他 0

教科書 使用しない。

参考文献 高校で使用した「教科書」または「参考書」があれば良い。

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テストを実施する。
実施回によって、問題数は異なる。

15

（藤井）
・身の回りに存在する芳香族炭化水素について学習する。

身の回りに存在する代表的な芳香族
炭化水素について調べておく。(90
分）

生活環境の中に多くの有機化合物が
存在することを知ることにより、今
後の生活での意識改革に繋がるとよ
い。(90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

（藤井）
・アルコールについて学習する。
　(1)アルコールの利用方法　　(2)アルコールの分類　　(3)ア
ルコールの命名法　　(4)線描構造式

基本的なアルコールである「メタ
ノール」「エタノール」「プロパ
ノール」について調べておく。(90
分）

講義内容を復習し、「アルコールの
酸化」「アルコールの命名法」等自
分の言葉で説明することができる。
(90分）

14

（藤井）
・芳香族炭化水素について学習する。
　　(1)歴史　　(2)構造異性体・命名法　　(3)置換反応

「芳香族炭化水素」の構造の特徴や
構造異性体について調べておく。
(90分）

講義の中で出題された問題をしっか
り復習し、構造異性体、置換反応に
ついて、説明することができる。
(90分）

11

（藤井）
・飽和炭化水素のアルカンについて学習する。
   （1）アルカンの性質 (2)アルカンの反応　(3)構造異性体

身近に存在する有機化合物である
「アルカン」の性質、特徴及び用途
について調べておく。(90分）

講義の内容を復習し、特に構造異性
体の構造式を確実に書くことができ
る。（90分）

12

（藤井）
・IUPAC命名法について学習する。
・不飽和炭化水素（アルケン）について学習する。
　(1)アルケンの性質　(2)アルケンの反応

IUPAC命名法、アルケンの性質、特
徴及び付加反応について事前に調べ
ておく。(90分）

IUPAC命名法を用いて確実に物質名
を答えることができる。付加反応に
ついて理解する。(90分)

9

（藤井）
・水素イオン濃度について学習する。
・酸化・還元について学習する。

水素イオン濃度とｐＨの関係につい
て調べておく。
酸化か還元かの判定方法について事
前に調べておく。(90分)

講義中に出題された問題を復習し、
ｐＨと水素イオン濃度の関係を理解
する。
酸化・還元の判断も確実にできる。
（90分）

10

（藤井）
・有機化合物の歴史について学習する。
・有機化合物（炭化水素化合物）の分類について学習する。
・有機化合物の表し方（分子式、示性式、構造式）について学習
する。

「分子式」「示性式」「構造式」の
表し方の違いについて事前に調べて
おく。（90分）

簡単な有機化合物の「示性式」「構
造式」を書くことにより、違いを確
認し分類できる。(90分）

8

（藤井）
・酸と塩基について学習する。
・中和反応について学習する。

中和滴定を利用して、濃度の求め方
を確認しておく。
特に、食酢中の酢酸の定量について
確認しておく。(90分）

講義中に出題された問題や配布プリ
ントを必ず復習し、自力で問題を確
実に解くことができる。（90分）
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5

【推測統計③】統計的検定の基本的手順を習得し、検定における
「帰無仮説」「危険率」「棄却」等の考え方を理解する。あわせ
て、片側検定、両側検定の使い分けや判定の誤り（第1種の過
誤、第２種の過誤）を学ぶ。

教科書１のp138〜p154を読んでおく
こと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

6

【実践編①】関連２群の差の検定法として「対応あるｔ検定」
「ウィルコクソン符号付順位和検定」を学ぶ。これは同じ個体内
での変化など、関連のある２つの量に差があるかどうかを判定で
きる。２つの検定のうちどれを用いるかは正規性の有無で判断す
るので、正規性の検定も習得する。

教科書２のp48〜p51、p101〜p110を
読んでおくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

3

【推測統計①】統計的調査を母集団全体に行うことは実用的では
ないので、標本を抽出して母集団の性質を推測する。まず母集団
が正規分布することを仮定して標本から母数を推定する考え方を
学んだのち、正規母集団の分散が既知のときに母平均を区間推定
する方法を学ぶ。

教科書１のp84〜p89、p96-p98、
p100〜p102、p106〜p109、p112〜
p117を読んでおくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

4

【推測統計②】正規分布する母集団から標本抽出し、母分散を区
間推定する方法を学ぶ。また、正規分布するが分散が未知の母集
団、さらには分布も分散も未知の母集団から標本抽出し、母平均
を区間推定する方法を学ぶ。これらの理解に必要な自由度、中心
極限定理、ｔ分布、カイ二乗分布を学ぶ。

教科書１のp94、p133〜136、p71〜
p73、p96〜p98、p118〜p128、p68〜
p70を読んでおくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

1

【記述統計①】データの整理と視覚化をおこなうための度数分布
表とヒストグラム、また、データを代表する値である平均値と中
央値、最頻値について高校までに学習した内容を確認する。ま
た、統計処理の対象となるデータが４つの尺度（比例尺度、間隔
尺度、順序尺度、名義尺度）に分類されることを学ぶ。

教科書１のp14〜p27を読んでおくこ
と。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

2

【記述統計②】データのばらつきを表す指標（散布度）である分
散、標準偏差、四分位偏差について高校までに学習した内容を確
認し、データの代表値と散布度の表し方を学ぶ。また、確率分布
を理解し、二項分布および代表的な分布である正規分布の性質を
理解する。

教科書１のp28〜p31、p42〜p48、
p60〜p67を読んでおくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、理解度確認テスト・宿題を実施後、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．データをもとにして統計的な記述を行いその特徴を見出すことができる。
２．統計的推定の考え方を説明することができる。
３．統計的検定の考え方を説明することができる。
４．各種検定法の特性を理解し、データに適した方法を選択できる。
５．統計検定を正しく行い、適切な検定結果から正しい結論を導くことができる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式ですすめる。
理解度確認テストを実施するとともに、宿題を課す（全１５回）。第６回以降の後半は問題解決を通じて能動的に学ぶアクティブ・ラーニ
ング型となる。
フィードバックとして理解度確認テスト・宿題を実施後、解答の解説を行う。

ＩＣＴ活用 Moodleの小テスト機能を用いて練習問題を提供し自主学習を促す。

後期

教員氏名 武田　裕康

授業の位置づけ

社会で必要となるスキルのひとつである、データ解析を中心とした科学的分析力を修得する科目である。
「統計と社会調査法」（健康、理学、作業）、「医療統計学」（理学）、「理学療法研究Ⅰ、Ⅱ」（理学）の基礎となる。

授業の概要

主としてネイマン-ピアソン理論に基づき、個々の数量的現象の変動や差異と有意性、および集団の特性と変化の推移を理解する手段とし
て統計学の基本的な知識を身につける。さらに統計手法を利用して様々な自然現象や社会現象を把握する際の留意点を十分に理解したうえ
で、代表値の求め方や分散の取り扱い、相関関係の検討法、各種検定法の特性などを学び、コンピュータを利用して統計処理するための基
本理論を学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

105600AA 統計の基礎（国際/健康/看護） 1156 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

特になし

備考欄

その他 50 各回ごとの宿題の提出（１５回）

教科書

１．統計解析がわかる／涌井良幸，涌井貞美／技術評論社
２．4steps エクセル統計(第4版)／柳井久江／オーエムエス出版

参考文献 なし。

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50 各講義中に提出する理解度確認テストの提出（１５回）

15

【実践編⑩】実践編の総まとめとして、調査したいデータに対し
てどの検定を選択したらよいかを習得する。
【番外編】統計的検定の問題点について考察する。効果の大きさ
をあらわす統計的指標である効果量について簡単に紹介する。

教科書２でこれまで行った検定法を
復習しておくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

【実践編⑧】「２×２分割表」について学ぶ。これは２つの名義
尺度の変数があり、各変数が２つの値しかとらないとき、変数間
の関連の有無を調べる検定法である。ここでは、「カイ２乗独立
性の検定」、「フィッシャーの直接確率計算法」、「マクニマー
法」について学ぶ。

教科書２のp239〜p253を読んでおく
こと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

14

【実践編⑨】「ｍ×ｎ分割表」について学ぶ。これは２つの名義
尺度か順序尺度の変数があり、少なくとも１つの変数が３つ以上
の値をとるとき、変数間の関連の有無を調べる検定法である。こ
こでは「カイ２乗独立性の検定」等について学ぶ。

教科書２のp259〜p276を読んでおく
こと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

11

【実践編⑥】２要因の組合せに対してデータが複数存在する場合
に用いる「繰り返しのある二元配置分散分析」について学ぶ。ま
たここで得られる２要因の絡みあいの指標＝「交互作用」の解釈
も学ぶ。さらに、「重複測定二元配置分散分析」についても紹介
する。

教科書１のp218〜p226 教科書２の
p149〜p163を読んでおくこと。(90
分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

12

【実践編⑦】２つの変量の間に相関関係があるかどうかを調べる
「ピアソンの相関係数の検定」「スピアマンの順位相関係数検
定」を学び、ここで得られる相関係数の意味を学ぶ。また、回帰
分析のうち単回帰分析について学ぶ。

教科書１のp34〜p40、p172〜p184 
教科書２のp197〜p218を読んでおく
こと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

9

【実践編④】関連ある多群の差を検定する「重複（または反復）
測定一元配置分散分析」を紹介する。また、２要因を同時に分析
する「二元配置分散分析」を学ぶ。ここでは２要因の組合せに対
してデータが１つの場合に用いる「繰り返しのない二元配置分散
分析」「フリードマン検定」を学ぶ。

教科書１のp207〜p213 教科書２の
p125〜p130、p139〜p148を読んでお
くこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

10

【実践編⑤】分散分析では多群のどこかに差があるかを検定する
が、どの群とどの群に差があるかはわからない。これを明らかに
する検定が多重比較である。ここではその概念を学び様々な多重
比較法を紹介する。

教科書２のp165〜p195が範囲だが、
このうちp165、p168〜p172を読んで
おくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

7

【実践編②】独立２群の差の検定法として「スチューデントのｔ
検定」「ウェルチのｔ検定」「マン・ホイットニー検定」を学
ぶ。これらの検定のうちどれを用いるかは正規性の検定、等分散
性の検定により判断する。なお、等分散性の検定に必要なＦ分布
についても紹介する。

教科書１のp74〜p76、p167〜p170 
教科書２のp81〜99を読んでおくこ
と。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

8

【実践編③】独立な多群（３群以上）の差を検定する方法として
「一元配置分散分析」を分散分析の原理の基本とともに学ぶ。ま
た、正規性や多群の等分散性がないときに用いる「クラスカル・
ワーリス検定」、多群の等分散性の検定である「バートレット検
定」を学ぶ。

教科書１のp192〜p206 教科書２の
p111〜p124 を読んでおくこと。(90
分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)
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3

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫チラシ作
成を例として表を整える方法、ワードアート、画像、図形の挿
入、ページ罫線の作成法を習得する（§2-STEP2のLesson1）。
【セキュリティと情報モラル】コンピュータウィルス感染予防の
心構えとスパイウェアについての知識を得る（§5-STEP1の
Lesson1,2）。

教科書1のp70～p80とp253～p258を
読み、p255練習25,p258練習26を
行っておく。(90分)

p80練習7を行う。NESSの§2Word-
STEP2-確認テスト1～3、§5セキュ
リティ-STEP1-確認テスト1～4の問
題を解く。(90分)

4

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫レポート
作成に必要なページ設定、表紙の作成法、ぺージ番号、Excelグ
ラフ、図表番号、脚注の挿入について習得する（§2-STEP2の
Lesson2）【セキュリティと情報モラル】不正アクセスを防ぐ技
術を習得する。（§5-STEP1のLesson3）。

教科書1のp81～p93上半分とp259～
p262を読んでおく。p98練習8の各問
が教科書のどこに対応するかを調べ
ておく。(90分)

NESSの§2Word-STEP2-確認テスト4
～6,§5セキュリティ-STEP1-確認テ
スト5～7の問題を解く。p98練習8の
可能な部分を行う。(90分)

1

【情報の探索】情報収集・Web検索・インターネット情報の検証
の方法を修得する。
【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫Wordの起
動、画面構成を概観し、文書の新規作成や保存方法を習得する
（§2-STEP1の Lesson1）。文字の変換や記号、特殊文字、読み
が不明の漢字の入力方法を再確認する（§2-STEP1のLesson2）

シラバスを読み、教科書1のp30～
p35とp42-p47 p49-p50, p53-p58(授
業では行わない)、教科書2の「情報
検索」p2～p4, p9, p13～p15を読ん
でおく。(90分)

p51練習５を行う。タッチタイピン
グの練習を行う。(90分)

2

教科書が提供するWebサイト(NESS)への登録を行う。【情報のア
ウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫チラシ作成を例とし
て文字書式の設定方法、インデント、タブ設定、均等割り付け、
表を作成し文字を入力するまでを習得する（§2-STEP2の
Lesson1）。
【セキュリティと情報モラル】コンピュータウィルス感染予防技
術についての知識を得る（§5-STEP1のLesson1）。

教科書1のp60～p69とp250～p252を
読んでおく。p80練習7の各問が教科
書のどこに対応するかを調べてお
く。(90分)

NESSの§2Word-STEP2-確認テスト1
～3,§5セキュリティ-STEP1ｰ確認テ
スト1～3の問題を解く。p80練習7の
可能な部分を行う。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

eラーニングシステムにより確認テストの結果がすぐに表示されフィードバックされる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．課題解決のために必要な情報を探索できる。
２．表計算ソフトExcelを用いた基本的な計算やグラフ作成を行い、それらを読み取ることによって情報の分析評価・整理ができる。
３．ワープロソフトWordを用いて表、図なども挿入されたドキュメント作成を行なう情報のアウトプットができる。
４、プレゼンテーションソフトPowerPointを用いて、広く情報を伝えるためのプレゼンテーションを作成できる。
５．コンピュータ等のセキュリティおよび情報モラルを念頭において情報を運用することができる。

授業の方法

Wordを用いたレポート等作成、Powerpointを用いたプレゼンテーション技法、Excelを用いた分析については各人がパソコンを操作して習
得する。情報の探索、データの分析法、セキュリティと情報モラルに関する内容はパワーポイントを用いて講義形式で行う。これらの
Officeソフトによる操作やセキュリティと情報モラルに関する内容の理解については初回と試験時を除いて教科書会社が提供するeラーニ
ングシステムにより各自が主体的に確認テスト問題を行う。

ＩＣＴ活用

教科書に付属してアカウントを得られるe-ラーニングシステムを用いて練習問題を提供し、授業時間外における自主学習を促す。

前期

教員氏名 松岡　審爾

授業の位置づけ

初年次教育の一環として、大学の学修や社会で必要なスキルである情報リテラシーを修得する科目である。

授業の概要

この授業は、コンピュータを用いて文書作成、表計算、プレゼンテーションを行うために必要な基本操作を学ぶ。また、コンピュータのセ
キュリティ対策方法、情報モラルにもとづくインターネットの利用について習得する。コンピュータを使うためのスキルを身につけるだけ
でなく、コンピュータに関する諸問題についても学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

106850AA 情報処理（健康A） 1158 2 カリキュラムにより
異なります。
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13

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫、図解を用いた説明に適したSmartArtの作成法、画像の挿入、
Excelの表やグラフを挿入し編集する方法を習得する。図形の作
成方法を習得する。（§4-STEP2のLesson1）。スライドショーに
おける画面切り替え効果、文字に対するアニメーション効果の設
定を習得する。（§4-STEP2のLesson2）§5 セキュリティと情報
モラルSection5の試験(STEP1,STEP2合同20問）を行います。

NESSの§5情報モラル-STEP2-確認テ
スト1～7の問題を解く。教科書1の
p207～p225を読んでおく。(90分)

p220練習22を行う。NESSの§
4Powerpoint-STEP2-確認テスト1～5
の問題を解く。(90分)

14

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫SmartArtと図形に対するアニメーション効果の設定を習得す
る。スライドショーの実行操作を習得する（§4-STEP2の
Lesson2）。発表の準備に関する機能として、ノートの入力、ス
ライド印刷、リハーサル機能の操作方法を習得する（§4-STEP3
のLesson1）。

教科書1のp226～p242を読んでお
く。(90分)

p234練習23を行う。NESSの§
4Powerpoint-STEP2-確認テスト4～5
の問題を解く。(90分)

11

【情報の分析評価】Excelのデータベース機能を理解する。【セ
キュリティと情報モラル】暗号化、インターネット利用のマナー
について学修する（§5-STEP2のLesson4）。§3 Excel-
Section3(STEP2,STEP3合同20問)の試験を行います。

NESSの§3-STEP2,STEP3確認テスト
を解く。教科書2の「数値分析Ⅱ」
「データベース」Step2 p48～p61を
読んでおく。教科書1のp279下半分
～p282を読んでおく。(90分)

p282練習30を行う。§5情報モラル-
STEP2-確認テスト5～6の問題を解
く。(90分)

12

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫プレゼンテーションの基本とPowerPointの画面構成（§4-
STEP1）、スライドの作成、コピーや移動方法を習得する（§4-
STEP2のLesson1）。スライドの編集方法、ワードアートの作成法
を習得する。【セキュリティと情報モラル】ネットコミュニケー
ションについて学修する（§5-STEP2のLesson5）。

教科書1のp178,p181,p186～p206と
p283～p287を読んでおく。自身が使
用しているネットコミュニケーショ
ンツールの特徴を調べておく。(90
分)

NESSの§4Powerpoint-STEP2-確認テ
スト1～3,§5情報モラル-STEP2-確
認テスト7の問題を解く。(90分)

9

【情報の分析評価】≪Excel≫分析における各種の「比較」に適
するグラフの選択方法を理解し、グラフの要素、縦棒グラフと円
グラフの作成法を習得する（§3-STEP3のLesson1）。【セキュリ
ティと情報モラル】個人情報の保護について学修する（§5-
STEP2のLesson3,4）。

教科書1のp153～p169上半分とp274
～p275,教科書2の「数値分析Ⅰ」
Step1(3)分析のp22を読んでおく。
(90分)

NESSの§3Excel-STEP3-確認テスト
2,§5情報モラル-STEP2-確認テスト
4～6の問題を解く。(90分)

10

【情報の分析評価】≪Excel≫レーダーチャートの作成、グラフ
の編集。複合グラフの作成、グラフの印刷方法を習得する（§3-
STEP3のLesson1,2）。Excelの機能を総合的に利用してデータを
分析する方法を理解する。【セキュリティと情報モラル】ネット
の危険性、ネチケットについて学修する電子メール利用のマナー
について学修する（§5-STEP2のLesson4）。

教科書1のp169下半分～p176とp276
～p279上半分を読んでおく。教科書
2の「数値分析Ⅱ」Step1 p36～p43
を読んでおく。(90分)

p173練習20を行う。NESSの§
3Excel-STEP3-確認テスト1と3,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト5～6
の問題を解く。(90分)

7

【情報の分析評価】≪Excel≫印刷手法（改ページプレビュー、
基本的な印刷)を習得する（§3-STEP2のLesson2）。数式の入力
方法・コピー、合計の計算、相対参照と絶対参照の使い分けを習
得する。（§3-STEP2のLesson3）。【セキュリティと情報モラ
ル】著作権・知的財産権とはなにかについて知る（§5-STEP2の
Lesson1,2）。§2Word-Section2の試験(20問)を行います。

教科書1のp127～p141上半分とp268
～p270を読んでおく。p131練習11を
行っておく。(90分)

p137練習12を行う。NESSの§
3Excel-STEP2-確認テスト4～7,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト1～3
の問題を解く。(90分)

8

【情報の分析評価】≪Excel≫統計関数、数学／三角関数、条件
に応じて処理を変えるIF関数,ネストを習得する（§3-STEP2の
Lesson3）。数値分析に必要な関数の探し方を修得する。【セ
キュリティと情報モラル】著作権に違反しないための注意点につ
いて学修する（§5-STEP2のLesson2）。

教科書1のp141下半分～p152とp271
～p273を読んでおく。教科書2の
「数値分析Ⅰ」Step2の(3)-2 p28～
p29を読んでおく(90分)。

p152練習16を行う。NESSの§
3Excel-STEP2-確認テスト5～7,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト2～3
の問題を解く。(90分)

5

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫レポート
作成に必要な見出し作成、文章校正機能について習得する（§2-
STEP2のLesson2）。
【情報の分析評価】≪Excel≫数値分析の概略を理解しExcelの
ファイル操作（§3-STEP1のLesson1）,データ入力および効率的
な数値入力（オートフィル）を習得する（§3-STEP2の
Lesson1）。【セキュリティと情報モラル】cookie, パスワード
の管理を習得する（§5-STEP1のLesson3）。

教科書1のp93下半分～p110とp263～
p264,教科書2の「数値分析Ⅰ」
Step1の(1)分析のポイントp18を読
んでおく。(90分)

p98練習8を行う。NESSの§2Word-
STEP2-確認テスト4～6,§3Excel-
STEP2-同1～3,§5セキュ-STEP1-同5
～7の問題を解く。(90分)

6

【情報の分析評価】数値分析に必要な数値データについて理解す
る。≪Excel≫データの表示設定（文字・表示形式・罫線の設
定、行の高さ・列幅の変更）（§3-STEP2のLesson1）を習得す
る。印刷手法（印刷イメージの確認、印刷タイトル)を習得する
（§3-STEP2のLesson2）。【セキュリティと情報モラル】ソー
シャルエンジニアリングとフィッシング詐欺の知識を得る（§5-
STEP1のLesson3）。

教科書1のp111～p126とp265～p267,
教科書2の「数値分析Ⅰ」Step1の
(2)数値データp19-p21を読んでお
く。(90分)

p122練習9を行う。NESSの§3Excel-
STEP2-確認テスト1～3,§5セキュ-
STEP1ｰ確認テスト5～7の問題を解
く。(90分)
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履修条件・留意
事項等

教科書は必ず北海道文教大学のキャンパスショップで購入してください（キャンパスショップのネット販売もしくは学内の売場）。これ以
外の方法で購入(ネット通販など)したり、未購入の場合は試験を受験できないため単位は取得できません。また、ＤＨは実施しません。

備考欄

その他 0 なし

教科書

1.イチからしっかり学ぶ！Office基礎と情報モラルOffice2016対応／ﾉｱ出版
2.「情報の探索・分析 」(情報活用力 抜粋版)／ﾉｱ出版

参考文献 なし

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内で実施する試験と各回の学習状況により評価する。

15

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫発表時の服装、態度、話し方について学ぶ（§4-STEP3の
Lesson2）。
§4 PowerPiont-STEP2の試験（10問）を行います。

NESSの§4Powerpoint-STEP2-確認テ
スト1～5の問題を解く。教科書1の
p243～p248を読んでおく。(90分)

これまでの操作を復習し教科書1の
p181～p185を読んでおく。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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3

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫チラシ作
成を例として表を整える方法、ワードアート、画像、図形の挿
入、ページ罫線の作成法を習得する（§2-STEP2のLesson1）。
【セキュリティと情報モラル】コンピュータウィルス感染予防の
心構えとスパイウェアについての知識を得る（§5-STEP1の
Lesson1,2）。

教科書1のp70～p80とp253～p258を
読み、p255練習25,p258練習26を
行っておく。(90分)

p80練習7を行う。NESSの§2Word-
STEP2-確認テスト1～3、§5セキュ
リティ-STEP1-確認テスト1～4の問
題を解く。(90分)

4

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫レポート
作成に必要なページ設定、表紙の作成法、ぺージ番号、Excelグ
ラフ、図表番号、脚注の挿入について習得する（§2-STEP2の
Lesson2）【セキュリティと情報モラル】不正アクセスを防ぐ技
術を習得する。（§5-STEP1のLesson3）。

教科書1のp81～p93上半分とp259～
p262を読んでおく。p98練習8の各問
が教科書のどこに対応するかを調べ
ておく。(90分)

NESSの§2Word-STEP2-確認テスト4
～6,§5セキュリティ-STEP1-確認テ
スト5～7の問題を解く。p98練習8の
可能な部分を行う。(90分)

1

【情報の探索】情報収集・Web検索・インターネット情報の検証
の方法を修得する。
【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫Wordの起
動、画面構成を概観し、文書の新規作成や保存方法を習得する
（§2-STEP1の Lesson1）。文字の変換や記号、特殊文字、読み
が不明の漢字の入力方法を再確認する（§2-STEP1のLesson2）

シラバスを読み、教科書1のp30～
p35とp42-p47 p49-p50, p53-p58(授
業では行わない)、教科書2の「情報
検索」p2～p4, p9, p13～p15を読ん
でおく。(90分)

p51練習５を行う。タッチタイピン
グの練習を行う。(90分)

2

教科書が提供するWebサイト(NESS)への登録を行う。【情報のア
ウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫チラシ作成を例とし
て文字書式の設定方法、インデント、タブ設定、均等割り付け、
表を作成し文字を入力するまでを習得する（§2-STEP2の
Lesson1）。
【セキュリティと情報モラル】コンピュータウィルス感染予防技
術についての知識を得る（§5-STEP1のLesson1）。

教科書1のp60～p69とp250～p252を
読んでおく。p80練習7の各問が教科
書のどこに対応するかを調べてお
く。(90分)

NESSの§2Word-STEP2-確認テスト1
～3,§5セキュリティ-STEP1ｰ確認テ
スト1～3の問題を解く。p80練習7の
可能な部分を行う。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

eラーニングシステムにより確認テストの結果がすぐに表示されフィードバックされる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．課題解決のために必要な情報を探索できる。
２．表計算ソフトExcelを用いた基本的な計算やグラフ作成を行い、それらを読み取ることによって情報の分析評価・整理ができる。
３．ワープロソフトWordを用いて表、図なども挿入されたドキュメント作成を行なう情報のアウトプットができる。
４、プレゼンテーションソフトPowerPointを用いて、広く情報を伝えるためのプレゼンテーションを作成できる。
５．コンピュータ等のセキュリティおよび情報モラルを念頭において情報を運用することができる。

授業の方法

Wordを用いたレポート等作成、Powerpointを用いたプレゼンテーション技法、Excelを用いた分析については各人がパソコンを操作して習
得する。情報の探索、データの分析法、セキュリティと情報モラルに関する内容はパワーポイントを用いて講義形式で行う。これらの
Officeソフトによる操作やセキュリティと情報モラルに関する内容の理解については初回と試験時を除いて教科書会社が提供するeラーニ
ングシステムにより各自が主体的に確認テスト問題を行う。

ＩＣＴ活用

教科書に付属してアカウントを得られるe-ラーニングシステムを用いて練習問題を提供し、授業時間外における自主学習を促す。

前期

教員氏名 松岡　審爾

授業の位置づけ

初年次教育の一環として、大学の学修や社会で必要なスキルである情報リテラシーを修得する科目である。

授業の概要

この授業は、コンピュータを用いて文書作成、表計算、プレゼンテーションを行うために必要な基本操作を学ぶ。また、コンピュータのセ
キュリティ対策方法、情報モラルにもとづくインターネットの利用について習得する。コンピュータを使うためのスキルを身につけるだけ
でなく、コンピュータに関する諸問題についても学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

106850AB 情報処理（健康B） 1158 2 カリキュラムにより
異なります。
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13

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫、図解を用いた説明に適したSmartArtの作成法、画像の挿入、
Excelの表やグラフを挿入し編集する方法を習得する。図形の作
成方法を習得する。（§4-STEP2のLesson1）。スライドショーに
おける画面切り替え効果、文字に対するアニメーション効果の設
定を習得する。（§4-STEP2のLesson2）§5 セキュリティと情報
モラルSection5の試験(STEP1,STEP2合同20問）を行います。

NESSの§5情報モラル-STEP2-確認テ
スト1～7の問題を解く。教科書1の
p207～p225を読んでおく。(90分)

p220練習22を行う。NESSの§
4Powerpoint-STEP2-確認テスト1～5
の問題を解く。(90分)

14

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫SmartArtと図形に対するアニメーション効果の設定を習得す
る。スライドショーの実行操作を習得する（§4-STEP2の
Lesson2）。発表の準備に関する機能として、ノートの入力、ス
ライド印刷、リハーサル機能の操作方法を習得する（§4-STEP3
のLesson1）。

教科書1のp226～p242を読んでお
く。(90分)

p234練習23を行う。NESSの§
4Powerpoint-STEP2-確認テスト4～5
の問題を解く。(90分)

11

【情報の分析評価】Excelのデータベース機能を理解する。【セ
キュリティと情報モラル】暗号化、インターネット利用のマナー
について学修する（§5-STEP2のLesson4）。§3 Excel-
Section3(STEP2,STEP3合同20問)の試験を行います。

NESSの§3-STEP2,STEP3確認テスト
を解く。教科書2の「数値分析Ⅱ」
「データベース」Step2 p48～p61を
読んでおく。教科書1のp279下半分
～p282を読んでおく。(90分)

p282練習30を行う。§5情報モラル-
STEP2-確認テスト5～6の問題を解
く。(90分)

12

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫プレゼンテーションの基本とPowerPointの画面構成（§4-
STEP1）、スライドの作成、コピーや移動方法を習得する（§4-
STEP2のLesson1）。スライドの編集方法、ワードアートの作成法
を習得する。【セキュリティと情報モラル】ネットコミュニケー
ションについて学修する（§5-STEP2のLesson5）。

教科書1のp178,p181,p186～p206と
p283～p287を読んでおく。自身が使
用しているネットコミュニケーショ
ンツールの特徴を調べておく。(90
分)

NESSの§4Powerpoint-STEP2-確認テ
スト1～3,§5情報モラル-STEP2-確
認テスト7の問題を解く。(90分)

9

【情報の分析評価】≪Excel≫分析における各種の「比較」に適
するグラフの選択方法を理解し、グラフの要素、縦棒グラフと円
グラフの作成法を習得する（§3-STEP3のLesson1）。【セキュリ
ティと情報モラル】個人情報の保護について学修する（§5-
STEP2のLesson3,4）。

教科書1のp153～p169上半分とp274
～p275,教科書2の「数値分析Ⅰ」
Step1(3)分析のp22を読んでおく。
(90分)

NESSの§3Excel-STEP3-確認テスト
2,§5情報モラル-STEP2-確認テスト
4～6の問題を解く。(90分)

10

【情報の分析評価】≪Excel≫レーダーチャートの作成、グラフ
の編集。複合グラフの作成、グラフの印刷方法を習得する（§3-
STEP3のLesson1,2）。Excelの機能を総合的に利用してデータを
分析する方法を理解する。【セキュリティと情報モラル】ネット
の危険性、ネチケットについて学修する電子メール利用のマナー
について学修する（§5-STEP2のLesson4）。

教科書1のp169下半分～p176とp276
～p279上半分を読んでおく。教科書
2の「数値分析Ⅱ」Step1 p36～p43
を読んでおく。(90分)

p173練習20を行う。NESSの§
3Excel-STEP3-確認テスト1と3,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト5～6
の問題を解く。(90分)

7

【情報の分析評価】≪Excel≫印刷手法（改ページプレビュー、
基本的な印刷)を習得する（§3-STEP2のLesson2）。数式の入力
方法・コピー、合計の計算、相対参照と絶対参照の使い分けを習
得する。（§3-STEP2のLesson3）。【セキュリティと情報モラ
ル】著作権・知的財産権とはなにかについて知る（§5-STEP2の
Lesson1,2）。§2Word-Section2の試験(20問)を行います。

教科書1のp127～p141上半分とp268
～p270を読んでおく。p131練習11を
行っておく。(90分)

p137練習12を行う。NESSの§
3Excel-STEP2-確認テスト4～7,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト1～3
の問題を解く。(90分)

8

【情報の分析評価】≪Excel≫統計関数、数学／三角関数、条件
に応じて処理を変えるIF関数,ネストを習得する（§3-STEP2の
Lesson3）。数値分析に必要な関数の探し方を修得する。【セ
キュリティと情報モラル】著作権に違反しないための注意点につ
いて学修する（§5-STEP2のLesson2）。

教科書1のp141下半分～p152とp271
～p273を読んでおく。教科書2の
「数値分析Ⅰ」Step2の(3)-2 p28～
p29を読んでおく(90分)。

p152練習16を行う。NESSの§
3Excel-STEP2-確認テスト5～7,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト2～3
の問題を解く。(90分)

5

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫レポート
作成に必要な見出し作成、文章校正機能について習得する（§2-
STEP2のLesson2）。
【情報の分析評価】≪Excel≫数値分析の概略を理解しExcelの
ファイル操作（§3-STEP1のLesson1）,データ入力および効率的
な数値入力（オートフィル）を習得する（§3-STEP2の
Lesson1）。【セキュリティと情報モラル】cookie, パスワード
の管理を習得する（§5-STEP1のLesson3）。

教科書1のp93下半分～p110とp263～
p264,教科書2の「数値分析Ⅰ」
Step1の(1)分析のポイントp18を読
んでおく。(90分)

p98練習8を行う。NESSの§2Word-
STEP2-確認テスト4～6,§3Excel-
STEP2-同1～3,§5セキュ-STEP1-同5
～7の問題を解く。(90分)

6

【情報の分析評価】数値分析に必要な数値データについて理解す
る。≪Excel≫データの表示設定（文字・表示形式・罫線の設
定、行の高さ・列幅の変更）（§3-STEP2のLesson1）を習得す
る。印刷手法（印刷イメージの確認、印刷タイトル)を習得する
（§3-STEP2のLesson2）。【セキュリティと情報モラル】ソー
シャルエンジニアリングとフィッシング詐欺の知識を得る（§5-
STEP1のLesson3）。

教科書1のp111～p126とp265～p267,
教科書2の「数値分析Ⅰ」Step1の
(2)数値データp19-p21を読んでお
く。(90分)

p122練習9を行う。NESSの§3Excel-
STEP2-確認テスト1～3,§5セキュ-
STEP1ｰ確認テスト5～7の問題を解
く。(90分)
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履修条件・留意
事項等

教科書は必ず北海道文教大学のキャンパスショップで購入してください（キャンパスショップのネット販売もしくは学内の売場）。これ以
外の方法で購入(ネット通販など)したり、未購入の場合は試験を受験できないため単位は取得できません。また、ＤＨは実施しません。

備考欄

その他 0 なし

教科書

1.イチからしっかり学ぶ！Office基礎と情報モラルOffice2016対応／ﾉｱ出版
2.「情報の探索・分析 」(情報活用力 抜粋版)／ﾉｱ出版

参考文献 なし

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内で実施する試験と各回の学習状況により評価する。

15

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫発表時の服装、態度、話し方について学ぶ（§4-STEP3の
Lesson2）。
§4 PowerPiont-STEP2の試験（10問）を行います。

NESSの§4Powerpoint-STEP2-確認テ
スト1～5の問題を解く。教科書1の
p243～p248を読んでおく。(90分)

これまでの操作を復習し教科書1の
p181～p185を読んでおく。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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7

Unit 6
What happened?
In this lesson you will learn to talk about past events.

Check online resources for Unit 
6 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

5

Unit 4
Where does this go?
In this lesson you will learn to describe where things are 
in a room.

Check online resources for Unit 
4 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

6

Unit 5
How do I get there?
In this lesson you will learn to ask and give directions 
to a place.

Check online resources for Unit 
5 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

3

 Unit 2 
Who are they talking about?
In this lesson you will learn descriptions of appearance 
and physical characteristics, and to describe people in a 
picture.

Check online resources for Unit 
2 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

4

Unit 3
When do you start?
In this lesson you will learn to make plans with someone 
and answer questions about schedules.

Check online resources for Unit 
3 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

1

 Introduction to the course
Unit 1 
It’s nice to meet you.
In this lesson you will learn to introduce yourself and 
exchange personal information.

Familiarize yourself with the 
textbook. Read pages 4 to 6. (90 
minutes).

Access the resources according 
to the instruction on page 7. 
Review the vocabulary building 
and conversation (90 minutes).

2

Unit 2 
Who are they talking about?
In this lesson you will learn descriptions of appearance 
and physical characteristics, and to describe people in a 
picture.

Check online resources for Unit 
2 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

実務経験のある
教員の教育内容

None

課題に対する
フィードバック

の方法

Teacher will give feedback by commenting on common errors related to vocabulary, grammar and pronunciation.

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

Students will be able to communicate in English with native and non-native speakers of English through this course. Using 
English in class will improve fluency and help expand English vocabulary for better communication.

授業の方法

Students will do speaking activities and listening practice in this course. They will also do vocabulary and writing 
exercises. Feedback will be given through comments on common errors by the teacher.

ＩＣＴ活用 Use the companion website of the textbook to do practice tests and extra listening exercises.

前期

教員氏名 Deepak　K　Samida

授業の位置づけ

Speaking is an important skill in learning English as a second language. Students will develop speaking, listening, reading, 
and writing abilities through active-learning style of classes. They will gain confidence to communicate in English in this 
class.

授業の概要

This course will give students plenty of opportunities to speak in class. Through this course, students will be able to take 
part in English conversation and discussion which will enhance listening and speaking skills.

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

100410AA 英語I（健康A） 1170 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

Use English in class. Bring your textbook and dictionary.

備考欄 None

その他 0

教科書 English Firsthand – 1, Fifth Edition by Marc Helgesen, John Wiltshier, and Steven Brown. Pearson

参考文献

Students are encouraged to check the ESL sites related to the topics of the lessons on the Internet to expand knowledge.

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 In-class participation,  20%; Quizzes, 40%; Assignments, 40%

15

Wrap-up of the course

Interview test

Self-evaluation of how well you 
have learned the material 
covered in class. (90 minutes)

Self-evaluation of English 
ability. (90 minutes)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

Unit 11
How do you make it?
In this lesson you will learn to give steps in 
instructions, and teach someone a skill.

Check online resources for Unit 
11 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

14

Unit 12
Listen to the music.
In this lesson you will learn to give opinions and express 
your thoughts about music.

Check online resources for Unit 
12  (90 minutes).

Prepare for the interview test. 
(90 minutes)

11

Unit 9
What are you going to do?
In this lesson you will learn to ask and answer questions 
about future plans and activities.

Check online resources for Unit 
9 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

12

Unit 10
How much is this?
In this lesson you will learn to ask and answer questions 
about shopping, and negotiate prices.

Check online resources for Unit 
10 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

9

Unit 7
I love that job.
In this lesson you will learn to talk about jobs you would 
like or would not like, and give reasons for it.

Check online resources for Unit 
7 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

10

Unit 8
What’s playing?
In this lesson you will learn to discuss your opinions, 
and talk about entertainment options.

Check online resources for Unit 
8 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

8

Unit 6
What happened?
In this lesson you will learn to talk about things you did 
at different times in the past.

Check online resources for Unit 
6 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).
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7

Unit 6
What happened?
In this lesson you will learn to talk about past events.

Check online resources for Unit 
6 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

5

Unit 4
Where does this go?
In this lesson you will learn to describe where things are 
in a room.

Check online resources for Unit 
4 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

6

Unit 5
How do I get there?
In this lesson you will learn to ask and give directions 
to a place.

Check online resources for Unit 
5 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

3

 Unit 2 
Who are they talking about?
In this lesson you will learn descriptions of appearance 
and physical characteristics, and to describe people in a 
picture.

Check online resources for Unit 
2 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

4

Unit 3
When do you start?
In this lesson you will learn to make plans with someone 
and answer questions about schedules.

Check online resources for Unit 
3 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

1

 Introduction to the course
Unit 1 
It’s nice to meet you.
In this lesson you will learn to introduce yourself and 
exchange personal information.

Familiarize yourself with the 
textbook. Read pages 4 to 6. (90 
minutes).

Access the resources according 
to the instruction on page 7. 
Review the vocabulary building 
and conversation (90 minutes).

2

Unit 2 
Who are they talking about?
In this lesson you will learn descriptions of appearance 
and physical characteristics, and to describe people in a 
picture.

Check online resources for Unit 
2 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

実務経験のある
教員の教育内容

None

課題に対する
フィードバック

の方法

Teacher will give feedback by commenting on common errors related to vocabulary, grammar and pronunciation.

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

Students will be able to communicate in English with native and non-native speakers of English through this course. Using 
English in class will improve fluency and help expand English vocabulary for better communication.

授業の方法

Students will do speaking activities and listening practice in this course. They will also do vocabulary and writing 
exercises. Feedback will be given through comments on common errors by the teacher.

ＩＣＴ活用 Use the companion website of the textbook to do practice tests and extra listening exercises.

前期

教員氏名 Deepak　K　Samida

授業の位置づけ

Speaking is an important skill in learning English as a second language. Students will develop speaking, listening, reading, 
and writing abilities through active-learning style of classes. They will gain confidence to communicate in English in this 
class.

授業の概要

This course will give students plenty of opportunities to speak in class. Through this course, students will be able to take 
part in English conversation and discussion which will enhance listening and speaking skills.

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

100410AB 英語I（健康B） 1170 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

Use English in class. Bring your textbook and dictionary.

備考欄 None

その他 0

教科書 English Firsthand – 1, Fifth Edition by Marc Helgesen, John Wiltshier, and Steven Brown. Pearson

参考文献

Students are encouraged to check the ESL sites related to the topics of the lessons on the Internet to expand knowledge.

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 In-class participation,  20%; Quizzes, 40%; Assignments, 40%

15

Wrap-up of the course

Interview test

Self-evaluation of how well you 
have learned the material 
covered in class. (90 minutes)

Self-evaluation of English 
ability. (90 minutes)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

Unit 11
How do you make it?
In this lesson you will learn to give steps in 
instructions, and teach someone a skill.

Check online resources for Unit 
11 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

14

Unit 12
Listen to the music.
In this lesson you will learn to give opinions and express 
your thoughts about music.

Check online resources for Unit 
12 (90 minutes).

Prepare for the interview test. 
(90 minutes)

11

Unit 9
What are you going to do?
In this lesson you will learn to ask and answer questions 
about future plans and activities.

Check online resources for Unit 
9 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

12

Unit 10
How much is this?
In this lesson you will learn to ask and answer questions 
about shopping, and negotiate prices.

Check online resources for Unit 
10 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

9

Unit 7
I love that job.
In this lesson you will learn to talk about jobs you would 
like or would not like, and give reasons for it.

Check online resources for Unit 
7 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

10

Unit 8
What’s playing?
In this lesson you will learn to discuss your opinions, 
and talk about entertainment options.

Check online resources for Unit 
8 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

8

Unit 6
What happened?
In this lesson you will learn to talk about things you did 
at different times in the past.

Check online resources for Unit 
6 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).
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13

Unit12 First, put the money in the machine.
券売機や電化製品の使用方法の説明に関する表現を学ぶ。

Unit12 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit12 に出てきた単語、表現を復
習しておくこと。(20分)

14

Review2 (Unit7-12)
Unit7からUnit12までの復習をする。

Review2を事前に読んでおくこと。
(25分)

Review2に出てきた単語、表現を復
習しておくこと。(20分)

11

Unit10 Turn right at the first intersection.
道案内に関する表現を学ぶ。

Unit10 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit10 に出てきた単語、表現を復
習しておくこと。(20分)

12

Unit11 Take the subway to Hommachi.
交通案内や観光施設の情報提供に関する表現を学ぶ。

Unit11を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit11に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

9

Unit8 Wi-Fi is available in this area.
客が利用できるサービスや近隣情報の案内に関する表現を学ぶ。

Unit8 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit8 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

10

Unit9 I highly recommend Sakura Restaurant.
旅行者の希望に応じた店や観光地などの提案に関する表現を学
ぶ。

Unit9 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit9 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

7

Review1 (Unit1-6)
Unit1からUnit6までの復習をする。

Review1 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Review1に出てきた単語、表現を復
習しておくこと。(20分)

8

Unit7 Do you have a reservation?
ホテルや旅館での宿泊受付に関する表現を学ぶ。

Unit7を事前に読んでおくこと。(25
分)

Unit7 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

5

Unit5 Your total comes to 3,240 yen.
買い物や飲食の会計に関する表現を学ぶ。

Unit5を事前に読んでおくこと。(25
分)

Unit5 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

6

Unit6 I'm truly sorry for the trouble
商品やサービスへの苦情とその対応に関する表現を学ぶ。

Unit6 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit6 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

3

Unit3 I'll be right back.
レストランでの接客サービスに関する表現を学ぶ。

Unit3 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit3 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

4

Unit4 Would you like me to heat this up?
コンビニやスーパーでの接客サービスに関する表現を学ぶ。

Unit4を事前に読んでおくこと。(25
分)

Unit4 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

1

オリエンテーション  評価方法を確認する。授業の進め方を実際
に少し進めながら説明する。
Unit1 For here,or to go? 
ファストフード店での注文に関する表現を学ぶ。

Unit1 を事前に読んでおくこと。
(45分)

Unit1 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

2

Unit2 How many are in your party?
レストランでの来客対応に関する表現を学ぶ。

Unit2 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit2 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

ほぼ毎回単語テストまたは、確認テストを行う。(全13回) 授業内でその解説も行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

①　基礎的語彙に慣れ親しむことができる。
②　日本語に訳することなしに英文の意味が理解できる。
③　パラグラフ単位で意味が把握できる。

授業の方法

板書と配布印刷物を用いた演習形式で行う。ほぼ毎回単語テストまたは、確認テストを行う。(全13回) 授業内でその解説も行う。

ＩＣＴ活用

プレゼンテーションソフトによる教材提示やリスニングを行うとともに、グーグルクラスルームを活用して、課題提出などを行う。

後期

教員氏名 相馬　哲也、菅原　美穂子

授業の位置づけ

外国語を媒介としたコミュニケーション能力の基礎を修得する科目である。前期に配置されている「英語Ⅰ」はネイティブ・スピーカー教
員によるすべて英語で行われる会話の授業であるが、この後期に配置されている「英語Ⅱ」は日本人教員による専門用語の説明など必要に
応じて日本語を使用する授業である。

授業の概要

ここでは高等学校での学習を基に比較的まとまりのある英文を正しく、丁寧に読み取ることを目的に、発音、語彙、語法、慣用的表現の解
説と訓練を行うとともに、それらを用いて英語で自己表現することに慣れさせる。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

100420AA 英語Ⅱ（健康1組） 1171 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

クラス分けに関しての指示に従うこと。

備考欄

その他 0 特になし。

教科書 You're welcome! / Tae Kudo / センゲージラーニング

参考文献 授業内で指示する。

定期試験 0 定期試験はj実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業参加度、小テスト、課題(40%)
授業内試験(60%)

15

まとめ
この授業のまとめを行う。

総復習してくること。(25分) ポイントを整理しておくこと。(20
分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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13

Unit12 First, put the money in the machine.
券売機や電化製品の使用方法の説明に関する表現を学ぶ。

Unit12 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit12 に出てきた単語、表現を復
習しておくこと。(20分)

14

Review2 (Unit7-12)
Unit7からUnit12までの復習をする。

Review2を事前に読んでおくこと。
(25分)

Review2に出てきた単語、表現を復
習しておくこと。(20分)

11

Unit10 Turn right at the first intersection.
道案内に関する表現を学ぶ。

Unit10 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit10 に出てきた単語、表現を復
習しておくこと。(20分)

12

Unit11 Take the subway to Hommachi.
交通案内や観光施設の情報提供に関する表現を学ぶ。

Unit11を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit11に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

9

Unit8 Wi-Fi is available in this area.
客が利用できるサービスや近隣情報の案内に関する表現を学ぶ。

Unit8 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit8 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

10

Unit9 I highly recommend Sakura Restaurant.
旅行者の希望に応じた店や観光地などの提案に関する表現を学
ぶ。

Unit9 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit9 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

7

Review1 (Unit1-6)
Unit1からUnit6までの復習をする。

Review1 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Review1に出てきた単語、表現を復
習しておくこと。(20分)

8

Unit7 Do you have a reservation?
ホテルや旅館での宿泊受付に関する表現を学ぶ。

Unit7を事前に読んでおくこと。(25
分)

Unit7 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

5

Unit5 Your total comes to 3,240 yen.
買い物や飲食の会計に関する表現を学ぶ。

Unit5を事前に読んでおくこと。(25
分)

Unit5 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

6

Unit6 I'm truly sorry for the trouble
商品やサービスへの苦情とその対応に関する表現を学ぶ。

Unit6 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit6 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

3

Unit3 I'll be right back.
レストランでの接客サービスに関する表現を学ぶ。

Unit3 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit3 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

4

Unit4 Would you like me to heat this up?
コンビニやスーパーでの接客サービスに関する表現を学ぶ。

Unit4を事前に読んでおくこと。(25
分)

Unit4 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

1

オリエンテーション  評価方法を確認する。授業の進め方を実際
に少し進めながら説明する。
Unit1 For here,or to go? 
ファストフード店での注文に関する表現を学ぶ。

Unit1 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit1 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

2

Unit2 How many are in your party?
レストランでの来客対応に関する表現を学ぶ。

Unit2 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit2 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

ほぼ毎回単語テストまたは、確認テストを行う。(全13回) 授業内でその解説も行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

①　基礎的語彙に慣れ親しむことができる。
②　日本語に訳することなしに英文の意味が理解できる。
③　パラグラフ単位で意味が把握できる。

授業の方法

板書と配布印刷物を用いた演習形式で行う。ほぼ毎回単語テストまたは、確認テストを行う。(全13回) 授業内でその解説も行う。

ＩＣＴ活用

プレゼンテーションソフトによる教材提示やリスニングを行うとともに、グーグルクラスルームを活用して、課題提出などを行う。

後期

教員氏名 相馬　哲也、菅原　美穂子

授業の位置づけ

外国語を媒介としたコミュニケーション能力の基礎を修得する科目である。前期に配置されている「英語Ⅰ」はネイティブ・スピーカー教
員によるすべて英語で行われる会話の授業であるが、この後期に配置されている「英語Ⅱ」は日本人教員による専門用語の説明など必要に
応じて日本語を使用する授業である。

授業の概要

ここでは高等学校での学習を基に比較的まとまりのある英文を正しく、丁寧に読み取ることを目的に、発音、語彙、語法、慣用的表現の解
説と訓練を行うとともに、それらを用いて英語で自己表現することに慣れさせる。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

100420AB 英語Ⅱ（健康2組） 1171 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

クラス分けに関しての指示に従うこと。

備考欄

その他 0 特になし。

教科書 You're welcome! / Tae Kudo / センゲージラーニング

参考文献 授業内で指示する。

定期試験 0 定期試験はj実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業参加度、小テスト、課題(40%)
授業内試験(60%)

15

まとめ
この授業のまとめを行う。

総復習してくること。(25分) ポイントを整理しておくこと。(20
分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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7

第２課
１．正反疑問文　２．選択疑問文　３．“的”が省略できる場合　
４．動詞句＋“的”→名詞句
正反疑問文と選択疑問文と“的”が省略できる場合と動詞句＋
“的”→名詞句親族名称が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

8

第３課
１．親族名称　２．“両”　３．“有”と“没有”　４．年齢の
聞き方　５．“一”の変調　６．２１から９９までの“十”の発
音
親族名称と“両”と“有”と“没有”と年齢の聞き方と“一”の
変調と２１から９９までの“十”の発音が理解できるようにな
る。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

5

発音　プロローグD
書き換え規則、二重母音・三重母音、隠れるローマ字
中国語の発音の中でも、特に注意を要すべきものについて理解で
きるようになる③。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

6

第１課
１．指示代名詞　２．形容詞述語文と“很”　３．“嗎”疑問文　
４．“不”　５．“不”の変調
指示代名詞と形容詞述語文と“很”と“嗎”疑問文と“不”と
“不”の変調が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

3

発音　プロローグB
-n:-ng、そり舌音、iの特別な発音、iu
中国語の発音の中でも、特に注意を要すべきものについて理解で
きるようになる①。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

4

発音　プロローグC
日本語にない子音の発音
日本語にない子音の発音について理解できるようになる②。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

1

オリエンテーション（授業の進め方・参考図書について）
この講義における授業の進め方・評価の方法・習得できる内容が
理解できるようになる。

中国語に関する知識の探索。（９０
分）

中国語学習の方向性認識。（９０
分）

2

発音　プロローグA
声調、日本人にとって難しい発音
日本人にとって難しい中国語の発音が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

（なし）

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の出席カードの裏面、及び１学期数回のノート提出時には質問を積極的に記させるようにして、重要なものは授業時間中に回答するよ
うにする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

中国語の発音と基本文型を理解し、日常生活に必要な単語を応用して、身近な場面で使う表現を習得できるようになる。

授業の方法 授業時間を半分ずつ、前回の内容の復習と今回の新しい内容にあてる。

ＩＣＴ活用

中国語学習にとって有用なホームページ、ネット教材を紹介し、独学において役立てることができるようにする。

前期

教員氏名 野間　晃

授業の位置づけ

履修者が中国語を初めて学ぶことを前提として、入門中国語にとって最も大切な発音の練習から、中国語がどういう言語なのかを基礎的に
つかめるようにする。

授業の概要

中国語の発音をマスターする（ローマ字を見て発音できる、発音を聞いてローマ字に直せるようになる）ということは、中国語の基礎をマ
スターすることに等しい。この授業では、日本人の習慣を考慮した学習法により、効率的に中国語の発音をマスターすることを目指す。ま
た、それと同時に、基本的な語彙や、すぐに役に立つ会話句をも紹介し、中国語学習に対する興味を養うことも目指す。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

105140AA 中国語I（健康） 1178 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

遅刻は減点の対象になるので注意すること。

備考欄 なし。

その他 10 授業態度が積極的な場合は加点する。

教科書 『ともだち・朋友　スリム版①』　董燕・遠藤光暁著　朝日出版社

参考文献 授業中に適宜紹介する。

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

90 授業終了後に提出するレポートを総合評価する。

15

第１０課
１．助動詞“可以”　２．比較の言い方
助動詞“可以”と比較の言い方が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

第８課
１．助動詞“在”　２．助動詞“能”　３．二重目的語　４．
“多一点児”
助動詞“在”“能”と二重目的語と“多一点児”が理解できるよ
うになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

14

第９課
１．助動詞“会”　２．連動文　３．“別”“不要”
助動詞“可以”と連動文と“別”“不要”が理解できるようにな
る。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

11

第６課
１．お金の言い方　２．１００以上の数　３．数量補語　４．
“児化”
お金の言い方と１００以上の数と数量補語と“児化”が理解でき
るようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

12

第７課
１．助動詞“在”　２．助動詞“要”　３．前置詞“離”
助動詞“在”“要”と前置詞“離”が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

9

第４課
１．助動詞“想”　２．日付と曜日　３．動詞の重ね型　４．前
置詞“給”　５．積極的な気持ちを表す“来”
助動詞“想”と日付と曜日と動詞の重ね型と前置詞“給”と積極
的な気持ちを表す“来”が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

10

第５課
１．月　２．時刻
月と時刻の言い方が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）
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13

アウトドアスポーツ⑶　　ソフトボールーゲームを行う。
　テニスーゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

11

アウトドアスポーツ⑴　　ソフトボールー基本練習（キャッチ・
スロー・バッティング）を行う。
　テニスー基本練習（フォアハンド・バックハンド）を行う。

屋外スポーツの重要性・注意事項を
考える。（20分）

学習・実施した内容を今後どのよう
に生かすか考える。（25分）

12

アウトドアスポーツ⑵　　ソフトボールーゲーム（キャッチ・ス
ロー・バッティング技術を活用）を行う。
　テニスーラリー（フォアハンド・バックハンド技術を活用）を
行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

9

バスケットボール⑵　　ゲーム（技術の活用）ーパス・シュート
をゲームの中で活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

10

バスケットボール⑶　　ゲーム（技術の応用）ー個人・２人・３
人のプレーがゲームで活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

7

バレーボール⑹　　ゲーム（チームプレー）ー６人のプレーを応
用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

8

バスケットボール⑴　基礎・応用練習ーパス・シュート練習、２
人・３人のプレーの練習を行う。

簡単なルールを調べる。（20分） 基礎技術・ルールを確認する。（25
分）

5

バレーボール⑷　　ゲーム（チームプレー）ー２人・３人のプ
レーを応用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

6

バレーボール⑸　　ゲーム（チームプレー）ー６人のプレーを応
用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

3

バレーボール⑵
ソフトバレーボールを活用ー練習した技術をゲームの中で活用す
る

戦術・コンビネーションプレーを考
える。（20分）

実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

4

バレーボール⑶
ソフトバレーボールを活用ーチームとしてプレーする

戦術・コンビネーションプレーを考
える。（20分）

実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

1

授業内容についてのガイダンス　　授業内容の説明、受講上の注
意事項、評価等についての解説する。

シラバスで授業の内容を確認する。
（20分）

受講に関しての注意事項等を確認す
る。（25分）

2

バレーボール⑴
ソフトバレーボールを導入として、基礎的なパス練習・アタック
練習を行う。

ソフトバレーボールとはどのような
競技なのかを調べておく。（20分）

基礎技術・ルールを確認する。（25
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしては、ゲームによる個人技術の確認と評価

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

①スポーツ・運動することの楽しさや重要性を理解することができるようになる。
②ルールやマナーを理解し、ゲームを通して仲間を尊重するこころを育てることができるようになる。
③日常生活において健康への意識を高め、体力の維持・増進を目指せるようになる。
④生涯を通じて積極的に且つ楽しく、スポーツや運動に親しむ意識を持ち、それを習慣化できるようになる。

授業の方法

チーム（グループ）分けをし、ゲームを中心として進める。
ゲーム内容や勝敗をもとに、技術の習得やチームワーク等を確認する。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 平岡　英樹

授業の位置づけ

様々なスポーツについての理解と実践方法を学ぶための科目である。

授業の概要

体育としてのスポーツ、楽しみ実践するスポーツ、レクリエーションとスポーツ、競技としてのスポーツ等々について概念を明確にする。
また、健康的で楽しい生活を送るためのスポーツ活動の意義を理解し、具体的な実技を通して、個々の身体的･精神的な健康レベルを向上
させながら、生涯学習とは何か、生涯学習に果たすスポーツの役割について考察し、生涯にわたってスポーツを継続していくための基礎知
識を習得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

103480AB 生涯スポーツI（健康A） 1196 1 1
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履修条件・留意
事項等

ジャージ等の運動・スポーツに適した服装・スポーツシューズ（屋内用・屋外用）を着用して受講すること
屋外で行う場合は屋外用のスポーツシューズを着用して受講すること
天候その他状況により種目が変更となる場合がある

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 特になし、必要に応じて資料を配付

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 平常点80％（準備・片付け・受講態度など）、レポート等課題提出による評価20％

15

バスケットボール⑸　ゲーム（チームプレー）ー個人・２人・３
人・４人・５人のプレーを応用したチームプレー（攻撃・守備）
でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 15回の授業を通し、生涯スポーツの
意義や重要性についての考えをまと
める（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

バスケットボール⑷　ゲーム（チームプレー）ー個人・２人・３
人・４人・５人のプレーを応用したチームプレー（攻撃・守備）
でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）
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13

アウトドアスポーツ⑶　　ソフトボールーゲームを行う。
　テニスーゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

11

アウトドアスポーツ⑴　　ソフトボールー基本練習（キャッチ・
スロー・バッティング）を行う。
　テニスー基本練習（フォアハンド・バックハンド）を行う。

屋外スポーツの重要性・注意事項を
考える。（20分）

学習・実施した内容を今後どのよう
に生かすか考える。（25分）

12

アウトドアスポーツ⑵　　ソフトボールーゲーム（キャッチ・ス
ロー・バッティング技術を活用）を行う。
　テニスーラリー（フォアハンド・バックハンド技術を活用）を
行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

9

バスケットボール⑵　　ゲーム（技術の活用）ーパス・シュート
をゲームの中で活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

10

バスケットボール⑶　　ゲーム（技術の応用）ー個人・２人・３
人のプレーがゲームで活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

7

バレーボール⑹　　ゲーム（チームプレー）ー６人のプレーを応
用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

8

バスケットボール⑴　基礎・応用練習ーパス・シュート練習、２
人・３人のプレーの練習を行う。

簡単なルールを調べる。（20分） 基礎技術・ルールを確認する。（25
分）

5

バレーボール⑷　　ゲーム（チームプレー）ー２人・３人のプ
レーを応用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

6

バレーボール⑸　　ゲーム（チームプレー）ー６人のプレーを応
用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

3

バレーボール⑵
ソフトバレーボールを活用ー練習した技術をゲームの中で活用す
る

戦術・コンビネーションプレーを考
える。（20分）

実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

4

バレーボール⑶
ソフトバレーボールを活用ーチームとしてプレーする

戦術・コンビネーションプレーを考
える。（20分）

実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

1

授業内容についてのガイダンス　　授業内容の説明、受講上の注
意事項、評価等についての解説する。

シラバスで授業の内容を確認する。
（20分）

受講に関しての注意事項等を確認す
る。（25分）

2

バレーボール⑴
ソフトバレーボールを導入として、基礎的なパス練習・アタック
練習を行う。

ソフトバレーボールとはどのような
競技なのかを調べておく。（20分）

基礎技術・ルールを確認する。（25
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしては、ゲームによる個人技術の確認と評価

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

①スポーツ・運動することの楽しさや重要性を理解することができるようになる。
②ルールやマナーを理解し、ゲームを通して仲間を尊重するこころを育てることができるようになる。
③日常生活において健康への意識を高め、体力の維持・増進を目指せるようになる。
④生涯を通じて積極的に且つ楽しく、スポーツや運動に親しむ意識を持ち、それを習慣化できるようになる。

授業の方法

チーム（グループ）分けをし、ゲームを中心として進める。
ゲーム内容や勝敗をもとに、技術の習得やチームワーク等を確認する。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 平岡　英樹

授業の位置づけ

様々なスポーツについての理解と実践方法を学ぶための科目である。

授業の概要

体育としてのスポーツ、楽しみ実践するスポーツ、レクリエーションとスポーツ、競技としてのスポーツ等々について概念を明確にする。
また、健康的で楽しい生活を送るためのスポーツ活動の意義を理解し、具体的な実技を通して、個々の身体的･精神的な健康レベルを向上
させながら、生涯学習とは何か、生涯学習に果たすスポーツの役割について考察し、生涯にわたってスポーツを継続していくための基礎知
識を習得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

103480AC 生涯スポーツI（健康B） 1196 1 1
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履修条件・留意
事項等

ジャージ等の運動・スポーツに適した服装・スポーツシューズ（屋内用・屋外用）を着用して受講すること
屋外で行う場合は屋外用のスポーツシューズを着用して受講すること
天候その他状況により種目が変更となる場合がある

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 特になし、必要に応じて資料を配付

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 平常点80％（準備・片付け・受講態度など）、レポート等課題提出による評価20％

15

バスケットボール⑸　ゲーム（チームプレー）ー個人・２人・３
人・４人・５人のプレーを応用したチームプレー（攻撃・守備）
でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 15回の授業を通し、生涯スポーツの
意義や重要性についての考えをまと
める（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

バスケットボール⑷　ゲーム（チームプレー）ー個人・２人・３
人・４人・５人のプレーを応用したチームプレー（攻撃・守備）
でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）
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15

ニュースポーツ⑹　　応用技術を活用しゲームを行う 技術・戦術の確認。（20分） 15回の授業を通し、生涯スポーツの
意義や重要性についての考え、今後
どのように生涯スポーツと関わって
いくかをまとめる（25分）

13

ニュースポーツ⑷　　基礎・応用技術を活用しゲームを行う 技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

14

ニュースポーツ⑸　　応用技術を活用しゲームを行う 技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

11

ニュースポーツ⑵　　基礎技術・コンピプレーを活用しゲームを
行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

12

ニュースポーツ⑶　　基礎・応用技術を活用しゲームを行う 技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

9

卓球⑷　　ゲーム（技術の応用・コンビネーションプレー）ーシ
ングルス・ダブルスによるゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

10

ニュースポーツ⑴　　基礎技術を活用しゲームを行う ニュースポーツにはどのような競技
があるかかを調べる。（20分）

基本技術・ルールの確認。（25分）

7

卓球⑵　　ゲーム（技術の活用）ーサーブ・様々なストローク・
ショットの活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

8

卓球⑶　　ゲーム（技術の応用・コンビネーションプレー）ーシ
ングルス・ダブルスによるゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

5

バドミントン⑷　　ゲーム（技術の応用・コンビネーションプ
レー）ーシングルス・ダブルスによるゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

6

卓球⑴　　基礎・応用練習ーサーブ・様々なストローク・ショッ
トの練習を行う。

簡単なルールを調べる。（20分） 基本技術・ルールの確認。（25分）

3

バドミントン⑵　　ゲーム（技術の活用）ーサーブ・様々なスト
ローク・ショットの活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

4

バドミントン⑶　　ゲーム（技術の応用・コンビネーションプ
レー）ーシングルス・ダブルスによるゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。　
（25分）

1

授業内容についてのガイダンス　　授業内容の説明、受講上の注
意事項、評価等について解説する。

シラバスで授業内容を確認する。
（20分）

受講にあたっての注意事項等を確認
する。（25分）

2

バドミントン⑴　　基礎・応用練習ーサーブ・様々なストロー
ク・ショットの練習を行う。

簡単なルールを調べる。（20分） 基本技術・ルールの確認。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしては、ゲームによる個人技術の確認と評価

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

①スポーツ・運動することの楽しさや重要性を理解することができるようになる。
②ルールやマナーを理解し、ゲームを通して仲間を尊重するこころを育てることができるようになる。
③日常生活において健康への意識を高め、体力の維持・増進を目指せるようになる。
④生涯を通じて積極的に且つ楽しく、スポーツや運動に親しむ意識を持ち、それを習慣化できるようになる。

授業の方法

チーム（グループ）分けをし、ゲームを中心として進める。
ゲーム内容や勝敗をもとに、技術の習得やチームワーク等を確認する。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 平岡　英樹、未定

授業の位置づけ

様々なスポーツについての理解と実践方法を学ぶための科目である。

授業の概要

参加者のレベルに応じて展開するスポーツ及び軽スポーツの方法論について、個々の学生がすでに修得しているスポーツの技術・技能レベ
ルを基礎として、設備・用具等を含め、実践を通して考察する。とりわけ、北海道の自然環境を活かしたスポーツ活動を実際に行いなが
ら、生活の中に運動に親しむ活動時間を定着させ、生涯にわたって、仲間とともにスポーツを継続できる知識と実践法を学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

103490AC 生涯スポーツII（健康1組） 1197 1 1
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履修条件・留意
事項等

ジャージ等の運動・スポーツに適した服装・スポーツシューズ（屋内用）を着用して受講すること
状況により種目が変更となる場合がある

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 特になし、必要に応じて資料を配付

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 平常点80％（準備・片付け・受講態度など）、レポート等課題提出による評価20％

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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15

ニュースポーツ⑹　　応用技術を活用しゲームを行う 技術・戦術の確認。（20分） 15回の授業を通し、生涯スポーツの
意義や重要性についての考え、今後
どのように生涯スポーツと関わって
いくかをまとめる（25分）

13

ニュースポーツ⑷　　基礎・応用技術を活用しゲームを行う 技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

14

ニュースポーツ⑸　　応用技術を活用しゲームを行う 技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

11

ニュースポーツ⑵　　基礎技術・コンピプレーを活用しゲームを
行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

12

ニュースポーツ⑶　　基礎・応用技術を活用しゲームを行う 技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

9

卓球⑷　　ゲーム（技術の応用・コンビネーションプレー）ーシ
ングルス・ダブルスによるゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

10

ニュースポーツ⑴　　基礎技術を活用しゲームを行う ニュースポーツにはどのような競技
があるかかを調べる。（20分）

基本技術・ルールの確認。（25分）

7

卓球⑵　　ゲーム（技術の活用）ーサーブ・様々なストローク・
ショットの活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

8

卓球⑶　　ゲーム（技術の応用・コンビネーションプレー）ーシ
ングルス・ダブルスによるゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

5

バドミントン⑷　　ゲーム（技術の応用・コンビネーションプ
レー）ーシングルス・ダブルスによるゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

6

卓球⑴　　基礎・応用練習ーサーブ・様々なストローク・ショッ
トの練習を行う。

簡単なルールを調べる。（20分） 基本技術・ルールの確認。（25分）

3

バドミントン⑵　　ゲーム（技術の活用）ーサーブ・様々なスト
ローク・ショットの活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

4

バドミントン⑶　　ゲーム（技術の応用・コンビネーションプ
レー）ーシングルス・ダブルスによるゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。　
（25分）

1

授業内容についてのガイダンス　　授業内容の説明、受講上の注
意事項、評価等について解説する。

シラバスで授業内容を確認する。
（20分）

受講にあたっての注意事項等を確認
する。（25分）

2

バドミントン⑴　　基礎・応用練習ーサーブ・様々なストロー
ク・ショットの練習を行う。

簡単なルールを調べる。（20分） 基本技術・ルールの確認。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしては、ゲームによる個人技術の確認と評価

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

①スポーツ・運動することの楽しさや重要性を理解することができるようになる。
②ルールやマナーを理解し、ゲームを通して仲間を尊重するこころを育てることができるようになる。
③日常生活において健康への意識を高め、体力の維持・増進を目指せるようになる。
④生涯を通じて積極的に且つ楽しく、スポーツや運動に親しむ意識を持ち、それを習慣化できるようになる。

授業の方法

チーム（グループ）分けをし、ゲームを中心として進める。
ゲーム内容や勝敗をもとに、技術の習得やチームワーク等を確認する。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 平岡　英樹、未定

授業の位置づけ

様々なスポーツについての理解と実践方法を学ぶための科目である。

授業の概要

参加者のレベルに応じて展開するスポーツ及び軽スポーツの方法論について、個々の学生がすでに修得しているスポーツの技術・技能レベ
ルを基礎として、設備・用具等を含め、実践を通して考察する。とりわけ、北海道の自然環境を活かしたスポーツ活動を実際に行いなが
ら、生活の中に運動に親しむ活動時間を定着させ、生涯にわたって、仲間とともにスポーツを継続できる知識と実践法を学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

103490AD 生涯スポーツII（健康2組） 1197 1 1
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履修条件・留意
事項等

ジャージ等の運動・スポーツに適した服装・スポーツシューズ（屋内用）を着用して受講すること
状況により種目が変更となる場合がある

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 特になし、必要に応じて資料を配付

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 平常点80％（準備・片付け・受講態度など）、レポート等課題提出による評価20％

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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7

母子保健
・母子保健法について理解する。
・母体保護法について理解する。
・児童虐待防止法について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

8

復習試験
・第1回目から7回目までの内容の復習試験を行う。
・復習試験のフィードバックを行う。
・障害者基本法について理解する。

第1回目から第7回目までに配布した
国家試験対策問題を勉強しておくこ
と。(90分）

講義で配布した復習試験の問題を復
習すること。
(90分）

5

医療と社会-Ⅱ
・医療の質と安全の確保について理解する。
・医療保障制度について理解する。
・保健所と市町村保健センターの役割について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

6

成人保健と健康増進
・健康増進法について理解する。
・健康日本21（第2次）について理解する。
・生活習慣病対策について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

3

感染症対策-Ⅱ
・主要感染症発生状況について理解する。
・主要感染症の感染経路と特徴について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

4

医療と社会-Ⅰ
・医の倫理をめぐる歴史と医の倫理に関する規定を理解する。
・ヘルシンキ宣言とインフォームドコンセントについて理解す
る。
・終末期医療と死の概念について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

1

公衆衛生と健康の概念
・公衆衛生の定義、健康の定義を理解する。
・予防医学の概念を理解する。
・プライマリヘルスケアとヘルスプロモーションについて理解す
る。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

2

感染症対策-Ⅰ
・感染症成立の三要因について理解する。
・感染症法について理解する。
・検疫法について理解する。
・予防接種法について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回配布する国家試験対策問題は講義内でフィードバックします。
復習試験を2回実施し回収後、問題を解説します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・公衆衛生の基本を論じることができる。
・保健統計、疫学、公衆衛生に関する情報などの要点を述べることができる。
・生活習慣病、感染症などの疾患について説明できる。
・地域保健、衛生行政、母子・学校・高齢者などについて説明できる。

授業の方法

パワーポイントと教科書を用いて講義形式で進める。
毎回配布する国家試験対策問題で知識が深まるよう解説する。
フィードバックとして、8回目に第1回から第7回までの復習試験、第15回目に第8回から14回までの復習試験を行うことにより理解を深め
る。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 續　佳代

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「地域社会の生活習慣病予防・健康増進、および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につ
けている（知識・技能）」ことと特に関係がある科目である。人間の健康を規定する要因である社会・環境に関する基礎知識、健康の維
持・増進や疾病予防に役立てる基本的な考え方、保健・医療・福祉制度や関連法規の概要についての基礎知識を学ぶ科目である。「環境と
化学」、「食品衛生学」の基礎となる。

授業の概要

公衆衛生学は、人の集団の健康に関わる自然条件や人為的条件を分析して、集団としての人の健康の保持と増進を図る学問である。人の生
命と健康を支える食と栄養の専門家として、健康について広い視野から考えるために、公衆衛生学の考え方や保健指標・分析方法などを学
び、生活習慣病などの現状と対策について理解を進め、基礎的知識を修得することを目的とする。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

90220041 公衆衛生学 2286 2 1
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履修条件・留意
事項等

8回目と15回目に実施する復習試験は必ず受けること。

備考欄

その他 0

教科書

公衆衛生がみえる　2022-2023　医療情報科学研究所　メディックメディア　

参考文献 なし

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 2回の筆記による復習試験で評価する。

15

復習試験
・第8回目から14回目までの内容の復習試験を行う。
・復習試験のフィードバックを行う。

第8回目から第14回目までに配布し
た国家試験対策問題を勉強しておく
こと。(90分）

講義で配布した復習試験の問題を復
習すること。
(90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

食品保健-Ⅱ
・食中毒の概念について理解する。
・細菌性食中毒、ウイルス性食中毒についてその原因微生物とそ
の予防法について理解する。
・自然毒、寄生虫、アレルギー様食中毒について原因物質とその
予防法について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

14

学校保健
・学校保健関係法規について理解する。
産業保健
・産業保健に関する法律について理解する。
・労働衛生の3管理について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

11

保健統計
・人口静態統計、人口動態統計について理解する。
・人口構造の変化について理解する。
・死因統計について理解する。
・疾病統計について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

12

食品保健-Ⅰ
・食品保健に関する法律について理解する。
・遺伝子組み換え食品、ゲノム編集食品、食品添加物について理
解する。
・食品の種類と機能について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

9

高齢者保健
・高齢者の身体的変化、認知症について理解する。
・後期高齢者医療制度について理解する。
・介護保険法について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

10

疫学
・疫学の概念について理解する。
・疾病、死亡の指標を理解する。
・検査の指標とスクリーニングについて理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）
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5

　「障害者福祉」に関して、障害者を支える理念、障害者福祉関
連法令（障害者基本法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉
法）、障害者総合支援の目的について、それぞれ内容を整理し理
解を図る。＊授業終了前にGoogle Formのテストをおこなう。

「障害者福祉」を教科書で学習する
（90分）.

講義内容を取りまとめ、事後学習
ノートに記入し提出する（90分）.

6

　「高齢者福祉」に関して、高齢者を取り巻く状況、高齢者を対
象とした法令（老人福祉法、老人保健法、高齢社会対策基本法、
介護保険法、社会福祉法）について、それぞれの内容を整理して
理解を図る。＊授業終了前にGoogle Formのテストをおこなう。

　「高齢者福祉」を教科書で学習す
る（90分）.

講義内容を取りまとめ、事後学習
ノートに記入し提出する（90分）.

3

　「社会保障制度と社会福祉を展開する組織」に関して、社会保
障制度の体系、社会保険および公的扶助（必要性と現状）と、社
会福祉を展開する行政機関、民間機関、施設および団体につい
て、それぞれの内容を整理し理解を図る。＊授業終了前にGoogle 
Formのテストをおこなう。

「社会保障制度と社会福祉を展開す
る組織」を教科書で学習する（90
分）.

講義内容を取りまとめ、事後学習
ノートに記入し提出する（90分）.

4

 　「子ども福祉」に関して、少子化対策、子ども福祉に関わる
法制度（児童福祉法）、母子保健（母子保健法）、子どもの貧困
および子育て支援事業について、それぞれ内容を整理し理解を図
る。＊授業終了前にGoogle Formのテストをおこなう。

「子ども福祉」を教科書で学習する
（90分）.

講義内容を取りまとめ、事後学習
ノートに記入し提出する（90分）.

1

　「社会福祉」に関して、福祉用語の語源や現状の定義などの学
習、ソーシャルポリシー、社会保障など用語の学習、社会事業お
よび社会福祉事業など、「社会福祉」の歴史を概括し、理解する
ためのガイダンスを行う。＊授業終了前にGoogle Formのテスト
をおこなう。

　シラバスにある科目の位置づけ、
授業の概要を理解し「社会福祉」に
ついて準備学習に取組み、授業に備
える（90分）.

シラバスにある到達目標、授業の方
法を理解し次回からの授業に備える
（90分）.

2

　「わが国における社会福祉の歴史」に関して、古代から近世ま
での慈善救済、第二次世界大戦後の社会福祉および新たな社会福
祉の動向と、社会福祉と税の一体改革にいたる施策や制度の変遷
について、それぞれ内容を整理して理解を図る。＊授業終了前に
Google Formのテストをおこなう。

「わが国における社会福祉の歴史」
を教科書で学習する（90分）.

講義内容を取りまとめ、事後学習
ノートに記入し提出する（90分）.

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして提出する事後学習ノートを添削して返却します.

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「健康社会と福祉」において到達を目指す目標は、以下の通り
① 社会福祉に係る専門用語と福祉施策等の現在について、説明できる.
② 社会保障制度と社会福祉を展開する行政や組織、マンパワーなどについて、説明できる.
③ 子どもや高齢者などのライフステージ、障害や低所得など対象特性に施行されている福祉施策について、説明できる.
④ 医療保険制度や介護保険制度の概要と、関わりを持つ専門職種に求められている役割について、説明できる.

授業の方法

　対面授業の講義形式です.毎回、教科書とパワーポイントを使い授業計画通りに進め、理解度を深めるためのテストを授業終了前に行い
ます. さらに授業終了後の学習として「事後学習ノート」の作成があります.

ＩＣＴ活用 Google Formのテスト機能を用いて練習問題をアップし、自主学習に活用できるようにします.

前期

教員氏名 松本　洋子

授業の位置づけ

　ディプロマ・ポリシーの「地域社会の生活習慣病予防・健康増進、および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身に
つけている（知識・技能）」と関係がある科目です.
「健康社会と福祉」は、管理栄養士養成の初期に学ぶ専門基礎科目であり、「栄養教育論」、「食行動論」および「公衆栄養学」などの専
門科目につながる科目です.

授業の概要

 　「健康社会と福祉」では、急激な変容を続ける現代社会の下で、社会生活を営む住民が抱えている福祉の問題や課題を解決するための
法令や関連施策について、学習する. おもに、管理栄養士の活躍する場である病院等医療機関、老人保健施設、老人福祉施設および保育所
等児童福祉施設など、役立つ福祉関連の基礎知識を修得する科目です.

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10194041 健康社会と福祉 2270 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

　履修要件はありません。受講によって管理栄養士の進出が著しい福祉領域の知見を深めて下さい。

備考欄

その他

0

教科書 「コメディカルのための社会福祉概論」、鬼崎信好・本郷秀和編著、講談社

参考文献

「国民衛生の動向」、（一財）厚生労働統計協会
「国民福祉と介護の動向」、（一財）厚生労働統計協会

定期試験 0 定期試験は、実施しません.

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ◆　確認テスト（50％）
◆　事後学習ノート（44％）
◆　授業に取り組む姿勢（6％）

15

  確認テスト
1～14回までに実施したテストから出題する。

Google Formのテストで復習する
（90分）.

確認テストの範囲を復習する（90
分）.

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

　「社会福祉を担う人々」に関して、社会福祉従事者の現状、社
会福祉専門職の資格制度、社会福祉を担う専門職・非専門職（民
生委員、身体障害者・知的障害者相談員）および社会福祉従事者
による連携・共働について、それぞれ内容を整理して理解を図
る。＊授業終了前にGoogle Formのテストをおこなう。

「社会福祉を担う人々」を教科書で
学習する（90分）.

教科書「社会福祉を担う人々」を読
んで復習する（90分）.

14

　「社会福祉の諸問題とコメディカルへの期待」に関して、福祉
従事者の確保、貧困対策、自殺者対策、在宅高齢者の介護、災害
弱者対策、判断能力低下者への保険医療従事者の支援、虐待対策
およびサービスの質について、それぞれ内容を整理し理解を図
る。＊授業終了前にGoogle Formのテストをおこなう。

「社会福祉の諸問題とコメディカル
への期待」を教科書で学習する（90
分）.

Google Formのテストで復習する
（90分）.

11

　「社会福祉施設の役割」に関して、施設の分類および目的と機
能、社会福祉施設の推移（歩みと現状）、枠組み（社会福祉法
人、設備および運営に関する最低基準）について、それぞれ内容
を整理して理解を図る。＊授業終了前にGoogle Formのテストを
おこなう。

　「社会福祉施設の役割」を教科書
で学習する（90分）.

講義内容を取りまとめ、事後学習
ノートに記入し提出する（90分）.

12

　「地域福祉」に関し、ノーマライゼーションとコミュニティー
ケア、推進組織と担い手（社会福祉協議会、民生委員・福祉協力
員、ボランティアとＮＰＯ）、日常生活自立支援事業について、
それぞれ内容を整理して理解を図る。＊授業終了前にGoogle 
Formのテストをおこなう。

　「地域福祉」を教科書で学習する
（90分）.

講義内容を取りまとめ、事後学習
ノートに記入し提出する（90分）.

9

　「医療福祉」に関して、医療保険制度（給付の種類）、保険診
療の仕組み（保険医療機関、保険医、診療報酬制度）、特定機能
病院・地域医療支援病院、地域連携および医療福祉と専門職につ
いて、それぞれ内容を整理して理解を図る。＊授業終了前に
Google Formのテストをおこなう。

　「医療福祉」を教科書で学習する
（90分）.

講義内容を取りまとめ、事後学習
ノートに記入し提出する（90分）.

10

　「精神保健福祉」に関して、精神保健福祉法（社会復帰、自立
と社会参加、精神保健指定医、精神保健福祉手帳）、障害者雇用
促進法、自殺防止対策について、それぞれ内容を整理して理解を
図る。＊授業終了前にGoogle Formのテストをおこなう。

 「精神保健福祉」を教科書で学習
する（90分）.

講義内容を取りまとめ、事後学習
ノートに記入し提出する（90分）.

7

　「介護保険制度と専門職の役割：チームアプローチの必要性」
に関して、介護保険制度創設の背景、制度の概要、制度を支える
チームアプローチと専門職の役割について、それぞれ内容を整理
し理解を図る。＊授業終了前にGoogle Formのテストをおこな
う。

　「介護保険制度と専門職の役割：
チームアプローチの必要性」を教科
書で学習する（90分）.

講義内容を取りまとめ、事後学習
ノートに記入し提出する（90分）.

8

　「低所得者福祉」に関して、社会における貧困、生活保護制度
（基本原理・実施上の原則、保護の要件と最低生活費）、生活保
護関連事業、低所得者対策および生活保護の現状について、それ
ぞれ内容を整理し理解を図る。＊授業終了前にGoogle Formのテ
ストをおこなう。

「低所得者福祉」を教科書で学習す
る（90分）.

講義内容を取りまとめ、事後学習
ノートに記入し提出する（90分）.
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9

医学論文文献サイトの使用方法を学び、疫学研究の論文を検索す
る方法を身につける②

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

10

医学論文文献サイトを用いて、疫学研究の論文の読み方を身につ
ける①

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

7

日本人の食事摂取基準2020、疾病の診療ガイドラインからエビデ
ンスの探し方を学び、引用されている疫学研究の論文を読む力を
身につける。

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

8

医学論文文献サイトの使用方法を学び、疫学研究の論文を検索す
る方法を身につける①

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

5

システマティックレビュー、メタアナリシスの方法や特徴を学
び、実際に報告された論文から理解を深める。

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

6

疫学で用いられる用語（標準偏差、標準誤差、相関係数、回帰係
数、95％信頼区間等）を学ぶ。

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

3

・疫学研究の重要性を理解する。
・記述疫学研究、生態学的研究、横断研究、コホート研究の方法
や特徴を学び、実際に報告された論文から理解を深める。

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

4

症例対照研究、介入研究の方法や特徴を学び、実際に報告された
論文から理解を深める。

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

1

・公衆衛生学実習の概要についての説明を行い、受講するにあ
たっての心構えをしっかりと認識する。
・EBN（Evidence based nutrition)や健康情報の見分け方を理解
する。

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

2

・エビデンスとは何かを理解する。
・日本人の食事摂取基準2020に引用されている研究論文からエビ
デンスの作られ方を学ぶ。

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポート内容について、次回以降の授業内で回答や補足説明を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

(1)疫学の基礎を学び、人を対象とした研究方法を説明できる。
(2)健康に関する情報を正しく読み解くことができる。
(3)論文を検索し、読むことができる。
(4)環境に関する指標について、その意味と測定方法、基準値を説明できる。

授業の方法

第1回から11回目の授業では、PowerPointを用いての講義やPCを利用した演習などを行う。第12回、13回目の授業では、実験手順を示し、
実験作業を行う。

ＩＣＴ活用 classroom等を用いて授業を進行する。

前期

教員氏名 八重樫　昭徳

授業の位置づけ

・ディプロマ・ポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけ
る。」ことと特に関係がある科目である。
・栄養学に係る専門知識・技術を統合して科学的に課題を解決し、人々の健康の保持・増進や疾病予防に貢献することのできる能力を身に
着けるための科目である。

授業の概要

1年次で学習した「公衆衛生学」や「健康社会と福祉」、「環境と化学」の知識をもとに、実習を通して検討を行いその内容をより深く理
解する。具体的には前半で疫学研究・統計処理等について理解を深め、健康に関する情報のまとめ方等、必要な統計手法を修得する。後半
は水質や環境等の健康に影響を及ぼす要因を実際に測定し、人の健康の保持増進、疾病予防のための知識を深める。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11052041 公衆衛生学実習（１組） 2287 1 2
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履修条件・留意
事項等

1回の授業は180分とし、全13回とする。

備考欄

その他

0

教科書 管理栄養士・栄養士のための　やさしく学べる！ＥＢＮ入門 / 佐々木 由樹 / 講談社

参考文献

シンプル衛生公衆衛生学 / 鈴木庄亮 / 南江堂
日本人の食事摂取基準（2020年版）/ 伊藤 貞嘉、佐々木 敏 / 第一出版

定期試験

0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業に取り組む姿勢やレポートなどの提出物を総合的に評価する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

生活環境項目のなかで、水、空気についての項目のいくつかを測
定し、ヒトの健康に対し、これらの因子が及ぼす影響について学
ぶ。

「シンプル公衆衛生学」を読んで、
関連する内容を復習しておく。（30
分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（60分）

14 なし なし なし

11

医学論文文献サイトを用いて、疫学研究の論文の読み方を身につ
ける②

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

12

生活環境項目のなかで、騒音、照度を測定し、ヒトの健康に対
し、これらの因子が及ぼす影響について学ぶ。

「シンプル公衆衛生学」を読んで、
関連する内容を復習しておく。（30
分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（60分）
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9

医学論文文献サイトの使用方法を学び、疫学研究の論文を検索す
る方法を身につける②

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

10

医学論文文献サイトを用いて、疫学研究の論文の読み方を身につ
ける①

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

7

日本人の食事摂取基準2020、疾病の診療ガイドラインからエビデ
ンスの探し方を学び、引用されている疫学研究の論文を読む力を
身につける。

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

8

医学論文文献サイトの使用方法を学び、疫学研究の論文を検索す
る方法を身につける①

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

5

システマティックレビュー、メタアナリシスの方法や特徴を学
び、実際に報告された論文から理解を深める。

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

6

疫学で用いられる用語（標準偏差、標準誤差、相関係数、回帰係
数、95％信頼区間等）を学ぶ。

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

3

・疫学研究の重要性を理解する。
・記述疫学研究、生態学的研究、横断研究、コホート研究の方法
や特徴を学び、実際に報告された論文から理解を深める。

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

4

症例対照研究、介入研究の方法や特徴を学び、実際に報告された
論文から理解を深める。

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

1

・公衆衛生学実習の概要についての説明を行い、受講するにあ
たっての心構えをしっかりと認識する。
・EBN（Evidence based nutrition)や健康情報の見分け方を理解
する。

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

2

・エビデンスとは何かを理解する。
・日本人の食事摂取基準2020に引用されている研究論文からエビ
デンスの作られ方を学ぶ。

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポート内容について、次回以降の授業内で回答や補足説明を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

(1)疫学の基礎を学び、人を対象とした研究方法を説明できる。
(2)健康に関する情報を正しく読み解くことができる。
(3)論文を検索し、読むことができる。
(4)環境に関する指標について、その意味と測定方法、基準値を説明できる。

授業の方法

第1回から11回目の授業では、PowerPointを用いての講義やPCを利用した演習などを行う。第12回、13回目の授業では、実験手順を示し、
実験作業を行う。

ＩＣＴ活用 classroom等を用いて授業を進行する。

前期

教員氏名 八重樫　昭徳

授業の位置づけ

・・ディプロマ・ポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけ
る。」ことと特に関係がある科目である。
・栄養学に係る専門知識・技術を統合して科学的に課題を解決し、人々の健康の保持・増進や疾病予防に貢献することのできる能力を身に
着けるための科目である。

授業の概要

1年次で学習した「公衆衛生学」や「健康社会と福祉」、「環境と化学」の知識をもとに、実習を通して検討を行いその内容をより深く理
解する。具体的には前半で疫学研究・統計処理等について理解を深め、健康に関する情報のまとめ方等、必要な統計手法を修得する。後半
は水質や環境等の健康に影響を及ぼす要因を実際に測定し、人の健康の保持増進、疾病予防のための知識を深める。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11052042 公衆衛生学実習（２組） 2287 1 2
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履修条件・留意
事項等

1回の授業は180分とし、全13回とする。

備考欄

その他

0

教科書 管理栄養士・栄養士のための　やさしく学べる！ＥＢＮ入門 / 佐々木 由樹 / 講談社

参考文献

シンプル衛生公衆衛生学 / 鈴木庄亮 / 南江堂
日本人の食事摂取基準（2020年版）/ 伊藤 貞嘉、佐々木 敏 / 第一出版

定期試験

0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業に取り組む姿勢やレポートなどの提出物を総合的に評価する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

生活環境項目のなかで、水、空気についての項目のいくつかを測
定し、ヒトの健康に対し、これらの因子が及ぼす影響について学
ぶ。

「シンプル公衆衛生学」を読んで、
関連する内容を復習しておく。（30
分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（60分）

14 なし なし なし

11

医学論文文献サイトを用いて、疫学研究の論文の読み方を身につ
ける②

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

12

生活環境項目のなかで、騒音、照度を測定し、ヒトの健康に対
し、これらの因子が及ぼす影響について学ぶ。

「シンプル公衆衛生学」を読んで、
関連する内容を復習しておく。（30
分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（60分）
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9

医学論文文献サイトの使用方法を学び、疫学研究の論文を検索す
る方法を身につける②

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

10

医学論文文献サイトを用いて、疫学研究の論文の読み方を身につ
ける①

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

7

日本人の食事摂取基準2020、疾病の診療ガイドラインからエビデ
ンスの探し方を学び、引用されている疫学研究の論文を読む力を
身につける。

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

8

医学論文文献サイトの使用方法を学び、疫学研究の論文を検索す
る方法を身につける①

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

5

システマティックレビュー、メタアナリシスの方法や特徴を学
び、実際に報告された論文から理解を深める。

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

6

疫学で用いられる用語（標準偏差、標準誤差、相関係数、回帰係
数、95％信頼区間等）を学ぶ。

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

3

・疫学研究の重要性を理解する。
・記述疫学研究、生態学的研究、横断研究、コホート研究の方法
や特徴を学び、実際に報告された論文から理解を深める。

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

4

症例対照研究、介入研究の方法や特徴を学び、実際に報告された
論文から理解を深める。

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

1

・公衆衛生学実習の概要についての説明を行い、受講するにあ
たっての心構えをしっかりと認識する。
・EBN（Evidence based nutrition)や健康情報の見分け方を理解
する。

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

2

・エビデンスとは何かを理解する。
・日本人の食事摂取基準2020に引用されている研究論文からエビ
デンスの作られ方を学ぶ。

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポート内容について、次回以降の授業内で回答や補足説明を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

(1)疫学の基礎を学び、人を対象とした研究方法を説明できる。
(2)健康に関する情報を正しく読み解くことができる。
(3)論文を検索し、読むことができる。
(4)環境に関する指標について、その意味と測定方法、基準値を説明できる。

授業の方法

第1回から11回目の授業では、PowerPointを用いての講義やPCを利用した演習などを行う。第12回、13回目の授業では、実験手順を示し、
実験作業を行う。

ＩＣＴ活用 classroom等を用いて授業を進行する。

前期

教員氏名 八重樫　昭徳

授業の位置づけ

・ディプロマ・ポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけ
る。」ことと特に関係がある科目である。
・栄養学に係る専門知識・技術を統合して科学的に課題を解決し、人々の健康の保持・増進や疾病予防に貢献することのできる能力を身に
着けるための科目である。

授業の概要

1年次で学習した「公衆衛生学」や「健康社会と福祉」、「環境と化学」の知識をもとに、実習を通して検討を行いその内容をより深く理
解する。具体的には前半で疫学研究・統計処理等について理解を深め、健康に関する情報のまとめ方等、必要な統計手法を修得する。後半
は水質や環境等の健康に影響を及ぼす要因を実際に測定し、人の健康の保持増進、疾病予防のための知識を深める。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11052043 公衆衛生学実習（３組） 2287 1 2
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履修条件・留意
事項等

1回の授業は180分とし、全13回とする。

備考欄

その他

0

教科書 管理栄養士・栄養士のための　やさしく学べる！ＥＢＮ入門 / 佐々木 由樹 / 講談社

参考文献

シンプル衛生公衆衛生学 / 鈴木庄亮 / 南江堂
日本人の食事摂取基準（2020年版）/ 伊藤 貞嘉、佐々木 敏 / 第一出版

定期試験

0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業に取り組む姿勢やレポートなどの提出物を総合的に評価する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

生活環境項目のなかで、水、空気についての項目のいくつかを測
定し、ヒトの健康に対し、これらの因子が及ぼす影響について学
ぶ。

「シンプル公衆衛生学」を読んで、
関連する内容を復習しておく。（30
分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（60分）

14 なし なし なし

11

医学論文文献サイトを用いて、疫学研究の論文の読み方を身につ
ける②

「管理栄養士・栄養士のための　や
さしく学べる！ＥＢＮ入門」を読ん
で、関連する内容を復習しておく。
（30分）

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。（60分）

12

生活環境項目のなかで、騒音、照度を測定し、ヒトの健康に対
し、これらの因子が及ぼす影響について学ぶ。

「シンプル公衆衛生学」を読んで、
関連する内容を復習しておく。（30
分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（60分）
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7

土壌汚染
・土壌汚染の形態と健康への影響について理解する。
・土壌汚染対策法に指定有害物質による毒性について理解する。
悪臭
・臭いの強さと悪臭について理解する。
・臭いの強度と快・不快尺度について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書p.423を読んでおくこと。(90
分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

5

大気汚染
・空気の組成と主要成分について理解する。
。環境基準値が設定されている大気汚染物質について理解する。
・自動車排ガス、光化学オキシダント、PM2.5、アスベストの健
康障害について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書pp.414-417を読んでおくこと。
(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

6

水質汚濁
・水質汚濁の原因について理解する。
・水道水の普及状態と、水質基準について理解する。
・下水道の普及状態と汚水処理について理解する。
・水系感染症の種類と症状について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書pp.418-422を読んでおくこと。
(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

3

地球環境の保全
・森林の減少の現状とその影響について理解する。
・気候的変要因による砂漠化、人為的要因による砂漠化の影響に
ついて理解する。
・酸性雨による問題を理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書p.411を読んでおくこと。(90
分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

4

公害対策
・日本の四大公害病について、発生源、原因、発生機序、症状に
ついて理解する。
・食物、薬が原因の公害について理解する。
・環境基本法の公害の定義について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書pp.412-413を読んでおくこと。
(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

1

環境と適応
・環境の概念について理解する。
・環境の変化における順応と適応について理解する。
・生態系における生物濃縮について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書pp.408-409を読んでおくこと。
(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

2

地球環境の保全
・地球環境問題の変遷について理解する。
・地球温暖化のしくみと対策について理解する。
・オゾン層破壊のしくみと対策について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書p.410を読んでおくこと。(90
分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回配布する国家試験対策問題は講義内でフィードバックします。
復習試験を2回実施し回収後、問題を解説します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

（1）生活環境における種々の化学物質についての基礎知識を説明することができる。
（2）環境汚染物質の生体との相互作用、毒性について説明できる。
（3）種々の汚染物質の環境における実態を説明できる。

授業の方法

パワーポイントと教科書を用いて講義形式で進める。
毎回配布する国家試験対策問題で知識が深まるよう解説する。
フィードバックとして第8回目に第1回から第7回までの復習試験、第15回目に第8回から第14回までの復習試験を行うことにより理解を深め
る。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 續　佳代

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「地域社会の生活習慣病予防・健康増進、および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につ
けている（知識・技能）」ことと特に関係がある科目である。人間の健康を規定する要因としての地球環境について、その成り立ち、歴
史、生態系の仕組み、資源・エネルギー問題から生物多様性など環境に関連する様々な問題について、環境科学の視点から学ぶ科目であ
る。「公衆衛生学」、「食品衛生学」の基礎となる。

授業の概要

今日、環境をめぐる諸問題（自然破壊、食料問題、都市の過密化、大量生産・消費・廃棄、地球温暖化など）があるゆる地域で顕在化して
いる。本授業では、自然環境、住環境に関わる化学物質について、健康に与える影響を、これまでの多くの事例を通じて幅広く理解できる
ように講述する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

90104041 環境と化学 2264 2 1

- 69 -



北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

8回目と15回目に実施する復習試験は必ず受けること。

備考欄

その他 0

教科書 公衆衛生がみえる　2022-2023　医療情報科学研究所　メディックメディア（公衆衛生学と同じ教科書）

参考文献 なし

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 2回の筆記による復習テストで評価する。

15

復習試験
・第8回目から14回目までの内容の復習試験を行う。
・復習試験のフィードバックを行う。

第8回目から第14回目までに配布し
た国家試験対策問題を勉強しておく
こと。(90分）

講義で配布した復習試験の問題を復
習すること。
(90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

発癌性物質
・ある職業に従事することで発生する癌についてその原因物質と
癌の発生部位について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書pp.374-378、p.407を読んでお
くこと。
(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

14

SDGsについて
・SDGsとは何かを理解する。
・SDGsに掲げられている目標のうち、地球環境につながる目標は
何かを理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書p.435を読んでおくこと。(90
分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

11

生活環境の管理
・室内の空気環境について理解する。
・室内の照明について理解する。
・室内におけるシックハウス症候群、化学物質過敏症の原因、症
状について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書pp.429-433を読んでおくこと。
(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

12

有害物質
・有害物質の形態と侵入経路について理解する。
金属中毒
・金属中毒の機序と、健康に被害を及ぼす金属の種類と症状につ
いて理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書pp.390-406を読んでおくこと。
(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

9

化学物質の影響
・化学物質過敏症について理解する。
・有機リン系農薬、ダイオキシン類、内分泌攪乱物質（環境ホル
モン）とは何かを理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書pp.424-425を読んでおくこと。
(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

10

廃棄物処理
・廃棄物・リサイクル関連法について理解する。
・廃棄物の分類と処理について理解する。
・感染性廃棄物・非感染性廃棄物の表示を理解する。
・レジ袋の有料化について考える。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書pp.426-428を読んでおくこと。
(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

8

復習試験
・第1回目から7回目までの内容の復習試験を行う。
・復習試験のフィードバックを行う。

第1回目から7回目までに配布した国
家試験対策問題を勉強しておくこ
と。(90分）

講義で配布した復習試験の問題を復
習すること。
(90分）
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9

データの種類に合わせた統計解析の方法について学ぶ。分割表の
検定について学ぶ。

「統計の基礎」で習ったデータの検
定方法について復習する（60分）。

調査質問紙を精査する。また自分の
データをどのように解析するかにつ
いてのレポート作成を開始する
（120分）。

10

データの種類に合わせた統計解析の方法について学ぶ。差の検定
について学ぶ。

「統計の基礎」で習ったデータの検
定方法について復習する（60分）。

架空のデータを入れて集計・解析す
る。する。その結果に基づき、調査
質問紙の修正する（120分）。

7

質問の文章化、選択肢の作り方のルール、質問紙のレイアウトに
ついて学ぶ。

調査質問紙作成のルールについて事
前に調べておく（30分）。

講義で習った内容を参考に、調査内
容を具体的に文章化する。また選択
肢も作成する（150分）。

8

アンケート実施後のデータの編集方法、パソコンへの入力方法、
集計方法について学ぶ。

「統計の基礎」で習ったデータの集
計方法について復習する（30分）。

講義内容をもとに、自身の調査結果
を入力するデータベースを作成する
（150分）。

5

調査バイアスや交絡因子について学ぶ。バイアスが入ったデータ
は精度が低くなることを理解し、調査の精度を高めるためにこれ
らをできるだけ少なくするための方法を学ぶ。

調査時に起きるバイアスや交絡の考
え方について事前に調べておく（30
分）。

講義で習った内容を参考に、調査質
問紙の構成について整理する。また
文献検討により、「方法」の部分に
記載する事項について調べる（150
分）。

6

妥当性と信頼性について学び、調査質問紙を作成する際にどのよ
うな点に注意するかについて学ぶ。また報告書の「方法」の部分
の記載方法について学ぶ。

調査における妥当性や信頼性につい
て事前に調べておく（30分）。

講義で習った内容を参考に、調査質
問紙の構成や内容について精査す
る。また講義で習った記載方法に基
づいて、自身の調査の「方法」の部
分を文章化する（150分）。

3

文献の読み方について学ぶ。調査テーマに関連する学術論文を題
材に、どこまで明らかにされており、何が課題として残っている
か、またどのような方法が用いられているかを読み解く方法につ
いて学ぶ。

収集した文献を読み、必要な部分を
まとめておく（90分）。

講義で習ったことを参考に、収集し
た論文で明らかにされていること、
課題として残されていることをまと
める（90分）。

4

考察やまとめを意識した学術論文の収集方法、整理方法について
学ぶ。調査テーマに関する論文だけでなく、関係性を説明できる
学術論文の集め方について学ぶ。さらに社会調査における倫理的
な配慮についても学ぶ。

収集した文献を読み、研究背景とし
て使える部分をまとめておく（90
分）。

先行研究を参考に、研究背景と研究
目的をレポートにまとめる（90
分）。

1

ガイダンスにおいて講義の流れや評価の方法について確認する。
また社会調査とは何か、社会調査の目的やその分類について学
ぶ。

シラバスを読み、社会調査の定義に
ついて調べておく（30分）

自分が調査したいテーマについて関
連する資料を探しておく（150
分）。

2

社会調査の流れについて、フローチャートに基づいて学ぶ。全体
像をつかんだ後、最初に行うべき基礎資料の収集法について学
ぶ。

社会調査の流れについて示した文献
を探し、読んでおく（60分）。

講義で習った方法を用いて、調査
テーマに関連する文献検索と収集を
行う（120分）。

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の小レポートに対しては、内容に関する質問に回答します。
最終レポートについては第15回の講義時に講評します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

①学生が、社会調査法の理論に基づいた方法で、調査計画を立てることができるようになる。
②学生が、社会調査法の理論に基づいた方法で、質問紙を作成することができるようになる。
③学生が、社会調査法の理論に基づいた方法で、データを分析し、まとめることができるようになる。

授業の方法 板書とパワーポイント、配付印刷物を活用しながら、講義形式で進める。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 小田　史郎

授業の位置づけ

ディプロマポリシーのうち、全学科に共通する問題解決能力の修得、すなわち（１）問題を発見し、必要な情報を収集する能力、（２）得
られた情報に基づき、適正に評価をする能力、（３）これをまとめて他者に伝える能力を身につける能力を修得する科目である。

授業の概要

統計に関する基礎知識の上に立って、自らの課題解決のための調査実施の原理と方法を理解し、疫学的調査の基本技術を身につける。特に
社会集団を観察するとはどのようなことなのか、母集団や標本の設定、質問票の作成や集計、統計処理など、社会調査全般について実践的
に学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11079041 統計と社会調査法 2288 2 2
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履修条件・留意
事項等

この講義は、「統計の基礎」の応用科目に位置づけられる。

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献

「統計の基礎」で使用した「4stepエクセル統計」をデータ解析の説明時に用います。
第8-12回の授業時には持参ください。

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 毎回の小レポート、あるいは課題（50点）、研究背景、研究目的、質問紙、解析計画に関するレポート
（50点）の総合点で評価する。

15

最終レポートへの講評により学びを深める。研究デザインとエビ
デンスレベルについて学び、症例対照研究、コホート研究、ラン
ダム化比較試験の特徴について理解する。

症例対照研究、コホート研究、ラン
ダム化比較試験について事前に調べ
ておく（30分）。

第15回の講義内容をまとめるととも
に、講義全体で習ったことを整理す
る（150分）。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

標本誤差の考え方と社会調査で必要とされる標本数の求め方につ
いて学ぶ。

標本誤差や必要なサンプル数につい
て事前に調べておく（30分）。

講義の内容を復習するとともに、レ
ポートを完成させる（150分）。

14

有効回収率とこれを高める必要性について学ぶ。さらに有効回収
率を高める工夫について学ぶ。最終レポートの提出を行う。

有効回収率に関して事前に調べてお
く。また最終レポートを完成し、提
出できるように印刷しておく（120
分）。

講義の内容をまとめる（60分）。

11

データの種類に合わせた統計解析の方法について学ぶ。相関係数
の検定について学ぶ。

「統計の基礎」で習ったデータの検
定方法について復習する（60分）。

調査質問紙、自分のデータをどのよ
うに解析するかについてのレポート
を作成する（120分）。

12

データの種類に合わせた統計解析の方法について学ぶ。重複測定
―分散分析法について学ぶ。さらに母集団と標本について理解
し、母集団から標本を抽出する無作為抽出法について学ぶ。

全数調査と標本調査について調べて
おく（30分）。

講義の内容を復習するとともに、レ
ポートを作成する（150分）。
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11

「,」を利用して説明語句を挿入する場合の英文について解説す
る。「,」を利用して説明語句を挿入する英文解釈の演習を行
う。これを踏まえて英文講読を行う。

事前に配布したプリントを読み、文
法事項を理解しておく。（90分）

文法事項の整理と演習した英文の復
習を行う。当日講読した英文中の専
門用語を覚える。（90分）

12

不定詞の用法について解説する。不定詞が用いられている英文解
釈の演習を行う。これを踏まえて英文講読を行う。

事前に配布したプリントを読み、文
法事項を理解しておく。（90分）

文法事項の整理と演習した英文の復
習を行う。当日講読した英文中の専
門用語を覚える。（90分）

9

受動態について解説する。受動態を用いる英文の解釈の演習を行
う。これを踏まえて英文講読を行う。アクテイブラーニングとし
て、簡単な英語論文や報告書をのひとつをとりあげ、学生が個々
に調べその概要を説明する。

事前に配布したプリントを読み、文
法事項を理解しておく。（90分）

文法事項の整理と演習した英文の復
習を行う。当日講読した英文中の専
門用語を覚える。（90分）

10

項目を並列する場合の「,」と「and」と「or」について解説す
る。「,」と「and」と「or」を用いる英文解釈のて演習する。こ
れを踏まえて英文講読を行う。

事前に配布したプリントを読み、文
法事項を理解しておく。（90分）

文法事項の整理と演習した英文の復
習を行う。当日講読した英文中の専
門用語を覚える。（90分）

7

SVOの文型型について説明する。SVOの文型を使用する英文の解釈
の演習を行う。これを踏まえて英文講読を行う。

事前に配布したプリントを読み、文
法事項を理解しておく。（90分）

文法事項の整理と演習した英文の復
習を行う。当日講読した英文中の専
門用語を覚える。（90分）

8

SVOOの文型とSVOCの文型について説明する。SVOOの文型とSVOCの
文型を使用する英文の解釈の演習を行う。これを踏まえて英文講
読を行う。

事前に配布したプリントを読み、文
法事項を理解しておく。（90分）

文法事項の整理と演習した英文の復
習を行う。当日講読した英文中の専
門用語を覚える。（90分）

5

SVCの文型について解説する。Be動詞以外の動詞を用いる場合の
英文解釈の演習を行う。これを踏まえて英文講読を行う。

事前に配布したプリントを読み、文
法事項を理解しておく。（90分）

文法事項の整理と演習した英文の復
習を行う。当日講読した英文中の専
門用語を覚える。（90分）

6

SVの文型について解説する。SVの文型を使用する英文解釈の演習
を行う。これを踏まえて英文講読を行う。

事前に配布したプリントを読み、文
法事項を理解しておく。（90分）

文法事項の整理と演習した英文の復
習を行う。当日講読した英文中の専
門用語を覚える。（90分）

3

仮主語「It」を用いてBe動詞を使用する場合の英文解釈の演習を
行う。これを踏まえて英文講読を行う。

事前に配布したプリントを読み、文
法事項を理解しておく。（90分）

文法事項の整理と演習した英文の復
習を行う。当日講読した英文中の専
門用語を覚える。（90分）

4

「there」の構文を用いてBe動詞を使用する場合の英文解釈の演
習を行う。これを踏まえて英文講読を行う。

事前に配布したプリントを読み、文
法事項を理解しておく。（90分）

文法事項の整理と演習した英文の復
習を行う。当日講読した英文中の専
門用語を覚える。（90分）

1

栄養科学英語の講義概要と履修方法について解説する（ガイダン
ス）。

なし。 ガイダンスの内容を理解し、必要な
資料、英文等を整える。(90分）

2

SVCの文型の文型について解説する。Be動詞を使用する英文解釈
の演習を行う。これを踏まえて英文講読を行う。

事前に配布したプリントを読み、文
法事項を理解しておく。（90分）

文法事項の整理と演習した英文の復
習を行う。当日講読した英文中の専
門用語を覚える。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

授業の前半では英語の文法事項を解説と演習を通じて学ぶことができる。これにもとづいて、授業の後半では英文講読を通じて、発音の
チェック、単語力のチェック、英文解釈のチェック等を担当教員が個々の学生ごとに行うので、授業の中で科学英語を理解するための技術
と知識が培われる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

英語で記述された栄養学や管理栄養士に関連した研究報告書、ケースレポート、学術論文等が理解し、説明できる。

授業の方法

毎回ごとに課題とする英文法の項目を理解し、演習を行う。その後、与えられた英文を講読する。履修学生は英文を１文づつ声にだして読
み、その発音をチェックした後、解釈を行う。

ＩＣＴ活用 活用しない。

前期

教員氏名 峯尾　仁

授業の位置づけ

デイプロマ・ポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検
証することができる（思考・判断・表現）」ことと特に関係がある科目である。前半には栄養学の基礎となる化学、生化学、人体の構造と
機能に関する解剖学、生理学にもとづく基礎的な知識をもとに簡単な科学英語を理解する力を文法事項の整理と演習により養う。これらを
踏まえ、後半では応用栄養学、臨床栄養学等のより実務に近い分野や卒業研究の文献に関連する科学英語を理解できるようにする。

授業の概要

栄養や生化学に関連した英文を用いて、英文法事項を整理しながら解釈の練習を行う。文法に関する演習で学んだ内容にもとづいて、テキ
スト(Adventures in Food and Nutrition, Biological Chemistryその他) を履修者で講読する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11078041 栄養科学英語 4386 2 4
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履修条件・留意
事項等

手持ちの英和辞書、電子辞書等を持参すること。高校で使用した英文法の教科書があれば活用するとよい。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 なし。

参考文献 なし。

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業への参加、予習、復習の実施の状況等を勘案する。

15

関係代名詞と関係副詞の用法について解説する。関係代名詞と関
係副詞を用いた英文の解釈について演習する。これを踏まえて英
文講読を行う。

事前に配布したプリントを読み、文
法事項を理解しておく。（90分）

文法事項の整理と演習した英文の復
習を行う。当日講読した英文中の専
門用語を覚える。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

用法現在分詞と動名詞:のについて解説する。現在分詞と動名詞
を用いている英文の解釈を演習する。これを踏まえて英文講読を
行う。

事前に配布したプリントを読み、文
法事項を理解しておく。（90分）

文法事項の整理と演習した英文の復
習を行う。当日講読した英文中の専
門用語を覚える。（90分）

14

過去分詞の用法について解説する。過去分詞を用いた英文の解釈
について演習する。これを踏まえて英文講読を行う。

事前に配布したプリントを読み、文
法事項を理解しておく。（90分）

文法事項の整理と演習した英文の復
習を行う。当日講読した英文中の専
門用語を覚える。（90分）

- 74 -



北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

9

自律神経
　・自律神経系の走行と機能を学ぶ．
　・自律神経の支配する内蔵機能の調節を学ぶ．

教科書で自律神経の主要な機能を確
認する（90分）．

自律神経の走行の特徴と機能を参考
資料無しで説明出来るようにする
（90分）．

7

中枢神経Ⅱ
　・脊髄の構造と機能を学ぶ．

教科書で脊髄の各部位の名称を確認
する（90分）．

脊髄の各部位の名称と機能、および
脊髄の伝導路について参考資料無し
で説明出来るようにする（90分）．

8

末梢神経
　・主要な末梢神経の名称と走行、支配領域を学ぶ．

教科書で主要な末梢神経の名称を確
認する（90分）．

主要な末梢神経の名称と、その機能
を参考資料無しで説明出来るように
する（90分）．

5

頭蓋骨（とうがいこつ）
　・頭蓋骨を構成する主要な骨格の位置と名称を学ぶ．
　・頭蓋骨を構成する主要な骨の連結（縫合）を学ぶ．
 ・新生児における頭蓋骨の形状について学ぶ．

教科書で頭蓋骨の主要な骨の名称を
確認する（90分）．

頭蓋骨の主要な骨の名称を参考資料
無しで説明出来るようにする（90
分）．

6

中枢神経Ⅰ
　・脳の構造と機能を学ぶ．

教科書で大脳の各領域の名称を確認
する（90分）．

脳の名領域の名称と機能について、
参考資料無しで説明出来るようにす
る（90分）．

3

手と足の骨
　・手、足を構成する主要な骨格の位置と名称を学ぶ．
　・手、足を構成する主要な骨の連結（関節）を学ぶ．
　・各関節の運動とその名称を学ぶ．

教科書で手足の主要な骨の名称を確
認する（90分）．

手足を構成する主要な骨の名称と関
節名を参考資料無しで説明出来るよ
うにする（90分）．

4

手と足の筋肉
　・手、足を動かす主要な筋肉の位置と名称を学ぶ．
　・手、足を動かす主要な筋肉の機能を学ぶ．

教科書で手足の主要な筋肉の名称を
確認する（90分）．

手、足を動かす主要な筋肉の名称
と、その機能を参考資料無しで説明
出来るようにする（90分）．

1

全身の主要な骨
　・体幹、四肢を構成する主要な骨格の位置と名称を学ぶ．
　・体幹、四肢を構成する主要な骨の連結（関節）を学ぶ．
　・各関節の運動とその名称を学ぶ．

教科書で体幹、および四肢を構成す
る主要な骨の名称を確認する（90
分）．

体幹、四肢を構成する主要な骨の名
称と関節名を参考資料無しで説明出
来るようにする（90分）．

2

全身の主要な筋肉
　・体幹、四肢を動かす主要な筋肉の位置と名称を学ぶ．
　・体幹、四肢を動かす主要な筋肉の機能を学ぶ．

教科書で体幹、四肢にある主要な筋
肉の名称を確認する（90分）．

体幹および四肢の主要な筋肉の名称
と、その機能を参考資料無しで説明
出来るようにする（90分）．

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

毎講義の終了時に行う小テストの解説を、テスト終了後に行う．

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

1. 人体を構成している主な構造を理解し、資料を参照せずに説明出来る．
2. 関連する医学系専門書の読解が可能である．

授業の方法

講義形式で行い、図を多用するため、パワーポイントによる説明が主体となる．
各講義の最後に、講義内容についての小テストを行う．

ＩＣＴ活用 小テストはWeb上で実施する。

前期

教員氏名 木村　浩一

授業の位置づけ

解剖学は、ディプロマポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につ
けている」および「地域社会の生活習慣病予防・健康増進、および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につけてい
る」と関係している。
この科目では、医療系分野で必須とされる基礎知識を修得する．
以後、大学で学習する専門分野の科目は、解剖学の知識を習得していることを前提として教授される．

授業の概要

人体の構造を肉眼から顕微鏡レベルで、系統的に学ぶ。また、構造に基づいた機能との関連を理解し、栄養士・管理栄養士に必要な解剖学
を学ぶ．

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10092041 解剖学 2202 2 カリキュラムにより
異なります。

- 75 -



北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

小テストの合計点を50点換算した結果が10点未満になってしまうと、復習テストが満点（50点）でも、合計は60点未満となり不合格にな
る。したがって、毎回の小テストにしっかり取り組む必要がある．
なお、理由無く欠席した場合、当日の小テストは0点として計算される．

備考欄

その他

50 講義とは別に復習テスト（50点満点）を実施し、上記小テストの点数と合計して成績評価とする．

教科書 ぜんぶわかる人体解剖図／坂井建雄・橋本尚詞 著 ／成美堂出版

参考文献 なし。

定期試験 0 定期試験は実施しない．

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50 毎講義の終了時に小テストを行い、合計点を50点に換算する．

15

体温調節と代謝
　・熱産生と熱放散の方法を学ぶ．
　・体温調節の機構を学ぶ．
　・解糖とエネルギー産生の機構を学ぶ．
　・代謝の測定を学ぶ．

体温の調節機構について教科書で確
認する（90分）．

体温調整機構について参考資料無し
で説明出来るようにする（90分）．

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

呼吸器Ⅱ
　・呼吸機能の維持と周期性の形成を学ぶ．

呼吸中枢について教科書で確認する
（90分）．

血液中のガス分圧計測器官と呼吸中
枢について、参考資料無しで説明出
来るようにする（90分）．

14

循環器
　・心臓の解剖学的構造と、その機能を学ぶ．
　・心臓の刺激伝達と心拍維持の機能
　・動静脈の基本走行を学ぶ．
　・胎児循環を学ぶ．

教科書で心臓の主要な解剖学的名称
を確認する（90分）．

心臓の機能について解剖学的名称を
用い、参考資料無しで説明出来るよ
うにする（90分）．

11

筋肉収縮のメカニズム
　・骨格筋の微細構造と機能を学ぶ．
　・筋収縮の原理を学ぶ．

教科書で骨格筋の微細構造について
確認する90分）．

骨格筋の微細構造の名称と、それら
の機能について説明出来るようにす
る（90分）．

12

呼吸器Ⅰ
　・呼吸器の解剖学的構造と機能を学ぶ．

口腔から肺に至るまでの解剖学的名
称について、教科書で確認する（90
分）．

呼吸器について、その構造と機能を
参考資料無しで説明出来るようにす
る（90分）．

10

神経の基本的機能
　・神経細胞の構造と機能を学ぶ．
　・神経の興奮伝達様式を学ぶ．
　・神経末端での刺激伝達様式を学ぶ．

教科書で神経細胞の構造について確
認する（90分）．

神経の構造と刺激伝達様式について
参考資料無しで説明出来るようにす
る（90分）．
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7

内分泌-Ⅳ
・性腺およびその他の内分泌器官の位置を学ぶ．
・性腺およびその他の内分泌器官から分泌されるホルモンの機能
を学ぶ．

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと.（90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること.
（90分）

8

復習試験
・第1回目から7回目までの内容の復習試験を行う.
・復習試験のフィードバックを行う.
血液-Ⅰ
・血液の組成と機能を学ぶ．
　

第1回目から第7回目までに配布した
国家試験対策問題をみなおすこと.
（90分）

復習試験に出題された問題を復習す
ること．（90分）

5

内分泌-Ⅱ
・甲状腺の位置、および膵臓と消化管の位置関係を学ぶ．
・甲状腺、膵臓、および消化管から分泌されるホルモンの機能を
学ぶ．

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと.（90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること.
（90分）

6

内分泌-Ⅲ
・副腎と腎臓の位置関係を学ぶ．
・副腎と腎臓から内分泌されるホルモンの機能を学ぶ．

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと.（90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること.
（90分）

3

消化器の構造と機能-Ⅲ　
・肝臓、胆嚢、膵臓の解剖学的構造と機能を学ぶ.
・肝臓、胆嚢、膵臓の関係する消化機序を学ぶ.　

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと.（90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること.
（90分）

4

内分泌-Ⅰ
・内分泌を行う視床下部と脳下垂体の位置を学ぶ．
・視床下部と脳下垂体から分泌されるホルモンの機能を学ぶ．
・内分泌を調節する機構について理解する．

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと.（90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること.
（90分）

1

消化器の構造と機能-Ⅰ
・口から食道迄の解剖学的構造と機能を学ぶ．
・嚥下運動において、食物が口腔から食道まで運搬される機能を
学ぶ．

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと.（90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること.
（90分）

2

消化器の構造と機能-Ⅱ
・胃から直腸までの解剖学的構造と機能を学ぶ．
・排便機構の解剖学的構造と機能を学ぶ．
・消化酵素の分泌と栄養素の吸収の機構を学ぶ.

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと.（90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること.
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回配布する国家試験対策は問題は講義内でフィードバックする．　
復習試験を2回実施し回収後、問題を解説する.

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

1. 生理学の重要な用語（以後の講義、あるいは実習で使用される用語）について理解し、資料を参照せずに説明出来ること．
2. 人体内部の変動に生体が反応する仕組みを、資料を参照せずに説明出来ること．
3. 関連する医学系専門書の読解が可能であること．

授業の方法

講義形式で行い、図を多用するため、パワーポイントによる説明が主体となる．
毎時間配布する国家試験対策問題で知識が深まるように解説する.

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 續　佳代

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけている
（知識・技術）ことと特に関係がある科目である．生理学では、医療系分野で必須とされる基礎知識を修得する．以後、大学で学習する専
門分野の科目は、生理学の知識を習得していることを前提として教授される．

授業の概要

人体における臓器・器官系の機能について、解剖学で学ぶ構造と関連づけながら学んでいく．特に人体を構成する細胞、組織、器官が協調
して全体としての機能を最良に保つための調節機構、生体内の環境を最良な状態に保つための恒常性維持のメカニズム、外界の刺激に応じ
ていく適応性のしくみについて概説する．また、臨床医学や臨床栄養学との関連を示しつつ将来管理栄養士として必要な人体の正常な機能
について理解を深める．

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10436041 生理学 2210 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

8回目と15回目に実施する復習試験は必ず受けること.

備考欄

その他 0

教科書 解剖学と同じ教科書（ぜんぶわかる人体解剖図／坂井建雄・橋本尚詞 著 ／成美堂出版）

参考文献 なし

定期試験 0 定期試験は実施しない．

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 2回の復習試験で評価する.1回50点、2回あわせて100点で評価する.

15

復習試験
・第8回目から14回目までの内容の復習試験を行う.
・復習試験のフィードバックを行う.

第8回目から第14回目までに配布し
た国家試験対策問題をみなおすこ
と.（90分）

復習試験に出題された問題を復習す
ること．（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

特殊感覚-Ⅱ
・聴覚、平衡覚の受容器とその構造を学ぶ．
・聴覚、平衡覚の支配神経を学ぶ．

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと.（90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること.
（90分）

14

体性感覚と運動
・触覚、痛覚、温覚などの体性感覚受容器とその構造を学ぶ．
・体性感覚の伝導路を学ぶ．
・運動の命令系統の走行を学ぶ．

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと.（90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること.
（90分）

11

泌尿器系の構造と機能
・腎臓、尿管、膀胱、尿道の解剖学的構造と機能を学ぶ．
・排尿のしくみについて学ぶ．

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと.（90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること.
（90分）

12

特殊感覚-Ⅰ
・嗅覚、味覚、視覚の受容器とその機能を学ぶ.
・嗅覚、味覚、視覚の支配神経を学ぶ．

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと.（90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること.
（90分）

9

血液-Ⅱ
・免疫担当細胞の種類と機能を学ぶ．
・血液型と遺伝．

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと.（90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること.
（90分）

10

血液Ⅲ
・血液凝固と繊維素溶解の機能を学ぶ．
・血液凝固因子の産生について学ぶ．

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと.（90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること.
（90分）
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5

エネルギー供給システム
・エネルギー連続体とトレーニング計画
・インターバルトレーニング
・サーキットトレーニング
・レジスタンストレーニング

教科書p8-12を読んでおくこと。ATP
生産システム（工場）の働きを授業
資料イラストを使って説明できるよ
うにすること。(90分）

エネルギー連続体の概念による3種
類のエネルギー供給システム利用割
合を運動継続時間で説明できるよう
にすること。(90分）

6

運動強度とエネルギー源栄養素
・運動時の主要エネルギー源
・呼吸商（RQ)
・AT (Anaerobic Threshold:無酸素性作業闘値）
・スポーツ選手の食生活

教科書p12-24を読んでおくこと。
ATP生産の仕組みを資料イラスト上
で化学物質名を使って説明できるよ
うにすること。(90分）

運動時の糖質の重要性を確認してお
くこと。(90分)

3

エネルギーとは？
・カロリーの定義
・エネルギー循環と「エネルギー保存の法則」
・エネルギー理論の理解
・エネルギーの通貨「ATP」

教科書p8-9を読んでおくこと。食品
パッケージ記載の栄養成分表の内容
を数点確かめておくこと。（90分）

1カロリー[cal]の定義を暗記し、加
工食品中の栄養成分とカロリー数の
関係を復習すること。(90分）

4

エネルギー生産システム
・アデノシン三リン酸(ATP)
・ATP生産システム
・有酸素運動と無酸素運動

教科書p8-12、p18-19(ビタミン)を
読んでおくこと。（90分）

ATPの化学物質名(日本語)を覚え、
その特徴を復習すること。(90分）

1

運動生理学の概要(シラバスの確認)
・栄養士が｢運動｣を理解することの意義　
・メタボリックシンドロームとダイエット
・ロコモティブシンドローム

教科書p67、p110-116を読んでおく
こと。メタボリックシンドロームの
自分なりのイメージをまとめておく
こと。(90分）

メタボリックシンドローム、ロコモ
ティブシンドロームの概要をまとめ
ておくこと。(90分）

2

｢健康｣の定義と管理栄養士の役割
・ヘルスプロモーシヨンの概念と施策
・運動不足病　　　・ウェルネス　
・｢栄養・運動・休養」3要素のコントロール　
・｢5Sの追放｣　　　・身体活動 運動 スポーツ

教科書p1-7､p67-73を読んでおくこ
と。ＷＨＯの｢健康｣の定義を調べて
おくこと。(90分）

｢健康の3本柱｣と｢5Sの追放｣の内容
を覚えること。(90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、授業の後にGoogle Formを利用して「理解度確認フォーム」を提出させる。後日確認課題の正答と補足説明資料を
全員に配布する。また、質問などがあれば次回以降の授業で回答したり、補足資料配布を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・有酸素運動と無酸素運動の違いを平易な表現で説明できる。
・運動強度の違いがもたらす身体機能の変化やエネルギー代謝系への影響を説明できる。
・体力向上や健康増進に有用なトレーニングの実施方法を科学的に理解するための基礎知識を説明できる。
・合理的な肥満度判定に基づいた食事指導と運動指導を行うための方法を理解できる。

授業の方法

パワーポイントと教科書、配布資料を用いて講義形式で進める。授業後に「理解度確認フォーム」を回答させ、重要語句や授業ポイント、
質問・感想などを記載させる。最終回に、「理解度確認と課題レポート」により授業全体のまとめを行う。

ＩＣＴ活用

・配布資料(記入式講義資料および授業内容補足版)をGoogle Classroomで公開し、準備学習と事後学習などの自主学習を支援する。
・Google Formのアンケート作成機能を用いて授業後の理解度確認と質問・意見を回答させる。

前期

教員氏名 侘美　靖

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「地域社会の生活習慣病予防・健康増進、および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につ
けている(知識・技能)」ことと関係がある科目である。また、「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うため
に必要な知識・技術を身につけている(知識・技能)」こととも関係する。「解剖学」「生理学」と関連し、「応用栄養学」「公衆栄養学
Ⅰ・Ⅱ」の基礎となる。

授業の概要

｢身体活動・運動｣を健康で豊かな生活を送るための不可欠要素としてとらえ､運動の習慣化と健康増進の関連について学ぶ｡また、身体活動
に伴う人体内の様々な現象をエネルギー代謝､呼吸器系､循環器系､神経系､骨格系、内分泌系および栄養学の各分野から理解する｡特に､メタ
ボリツクシンドローム対策としての肥満解消指導に焦点を当て､対象者の身体特性に応じて安全で効果的な運動指導を実施するための科学
的トレーニング理論を習得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10017041 運動生理学 2218 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

電卓（計算機）を使用することがある。

備考欄

その他 0 なし

教科書 新版 生涯スポーツと運動の科学／上杉尹宏・晴山紫恵子・川初清典監修､侘美靖・花井篤子編集／市村出版

参考文献 ウエルビクス運動のすすめ－健康づくりと自立維持を目指す運動の実践のために－／竹島伸生編著／ナップ

定期試験 0 定期試験を実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各講義後に提出する「理解度確認フォーム」の評価（50%）および15回目に実施する「理解度確認と課題レ
ポート」（50％）による評価

15

これからの健康づくり
・アスリートの健康支援
・障がい者スポーツと生涯スポーツ

「理解度確認と課題レポート」

教科書ｐ117-130を読んでおくこ
と。(90分)

教科書ｐ213-217を読んで、専門職
としての健康サポートのあり方を考
えてみること。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

肥満判定の方法
・体形バランス
・体脂肪率
・脂肪分布　

2つの肥満タイプの特徴と区別する
判断基準を確認しておくこと。(90
分)

指導対象者の身体的特徴から、肥満
または痩せすぎの人を判断する方法
を確認すること。(90分)

14

肥満改善指導プログラム
・国際的基準の確認
・肥満者への指導の実際
・過激なダイエットの弊害

教科書p67-71、p110-116を読んでお
くこと。(90分)

肥満改善指導における栄養士の役割
をまとめておくこと。若い女性の低
栄養がもたらす健康問題について最
近の情報を集めておくこと。(90分)

11

トレーニング理論の基礎（２）
・スポーツ貧血への対応
・健康関連体力
・健康づくり運動

教科書p74-85、p95-99、p108-114を
読んでおくこと。(90分)

スポーツ貧血について説明できるよ
うにすること。「FITTの原則」につ
いて内容を確認しておくこと。(90
分)

12

肥満の成因と肥満タイプ
・安全な肥満と危ない肥満
・皮下脂肪型肥満と内臓脂肪型肥満
・過形成性肥満と肥大性肥満

教科書を読んでおくこと。「今より
痩せたい」という人の痩せたい理由
を考えてみること。(90分)

2つの肥満タイプの違いについて説
明できるようにすること。(90分)

9

運動強度の推定
・％最大酸素摂取量(V02max)
・％HRmax　　　・％HRR
・自覚的運動強度(RPE)

教科書p25-37を読んでおくこと。
（90分）

自分自身や家族・知人の運動強度
50％､60％のときの心拍数を算出し
てみること。(90分)

10

トレーニング理論の基礎（１）
・トレーニングの原則
・運動処方の内容
・ウォーミングアップとクーリングダウン

教科書p1-7、p74-85、p95-99を読ん
でおくこと。(90分)

トレーニングの原則の内容をまとめ
ておくこと。準備運動と整理運動の
意義を確認しておくこと。(90分）

7

エネルギー代謝量
・基礎代謝量　　　・安静時代謝量
・身体活動レベル　
・生活活動強度と指数
・推定エネルギー必要量

教科書p12-24を読んでおくこと。1
カロリーの定義､アトウォーター係
数について復習しまとめておくこ
と。（90分）

自分自身や家族の｢1日あたりの推定
エネルギー必要量｣を算出してみる
こと。（90分)

8

運動強度とエネルギー消費量
・METs　RMR　Activity factor (Af)
・[メッツ･時] (Ex：ｴｸｻｻｲｽﾞ)

第7回の講義資料を読んでおくこ
と。基礎代謝量　安静時代謝量　運
動時代謝量　身体活動レベルの定義
を確認しておくこと。（90分）

METsを使って、自分や家族・知人が
大学から恵庭駅まで歩いた際のエネ
ルギー消費量を試算すること。(90
分）
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11

内分泌疾患（３）
内分泌疾患事例について示し、その検査値の読み方を説明する。

前回の講義で取り上げたホルモンと
その働きについて、説明出来るよう
にする（90分）。

講義で示した内分泌疾患事例につい
て、当該ホルモンの機能と異常事に
おける症状について復習する（90
分）。

12

呼吸器疾患
呼吸器疾患事例について示し、その検査値の読み方を説明する。

呼吸機能に関係する検査値の意味に
ついて学習する（90分）。

講義で示した呼吸器疾患事例につい
て、検査値と血液pHの変動について
復習する（90分）。

9

内分泌疾患（１）
内分泌疾患事例について示し、その検査値の読み方を説明する。

ホルモンとその働きについて、記憶
する（90分）。

講義で示した内分泌疾患事例につい
て、当該ホルモンの機能と異常事に
おける症状について復習する（90
分）。

10

内分泌疾患（２）
内分泌疾患事例について示し、その検査値の読み方を説明する。

 前回の講義で取り上げたホルモン
とその働きについて、説明出来るよ
うにする（90分）。

講義で示した内分泌疾患事例につい
て、当該ホルモンの機能と異常事に
おける症状について復習する（90
分）。

7

糖尿病性腎症（１）
糖尿病性腎症の事例について示し、その検査値の読み方を説明す
る。

糖尿病性腎症の病期分類について調
べておく（90分）。

講義で示した糖尿病性腎症の事例に
ついて、検査値の読み方と病期分類
について復習する（90分）。

8

糖尿病性腎症（２）
糖尿病性腎症の事例について示し、その検査値の読み方を説明す
る。

糖尿病性腎症の病期分類について説
明出来るようにする（90分）。

講義で示した糖尿病性腎症の事例に
ついて、検査値の読み方と病期分類
について復習する（90分）。

5

腎疾患（１）
腎疾患事例について示し、その検査値の読み方を説明する。

腎不全の病期分類について調べてお
く（90分）。

講義で示した腎疾患事例について、
検査値の読み方を復習する（90
分）。

6

腎疾患（２）
腎疾患事例について示し、その検査値の読み方を説明する。

腎不全の病期分類について説明出来
るようにする（90分）。

講義で示した腎疾患事例について、
検査値の読み方を復習する（90
分）。

3

糖尿病疾患（１）
糖尿病事例について示し、その検査値の読み方を説明する。

１回目に配布された資料にある糖尿
病の診断基準を記憶する（90分）。

講義で示した糖尿病事例について、
検査値の読み方を復習する（90
分）。

4

糖尿病疾患（2）
糖尿病事例について示し、その検査値の読み方を説明する。

糖尿病の診断基準を説明出来るよう
にする（90分）。

講義で示した糖尿病事例について、
検査値の読み方を復習する（90
分）。

1

オリエンテーション
講義の進め方について説明する。
記憶必須の検査値についてまとめた資料を配布する。

生理学で学習した内分泌の項目につ
いて復習しておく（90分）。

配布されたプリントの検査値を記憶
する（90分）。

2

検査値データーについて
今後の学習に必要となる検査値について説明し、その正常値を記
憶する。

前回配布された検査値について主な
疾患の診断基準を記憶しておく（90
分）。

配布された資料にある検査値の略号
と正常値について記憶する（90
分）。

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の小テストの後に解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

各種検査値の正常値を記憶する。
各種検査値の異常値出現の機序を説明出来る。
各種検査値から、疾病を導き出せる。

授業の方法

講義形式で行う。
各講義の最後に、講義内容についての小テストを行う。

ＩＣＴ活用 なし。

前期

教員氏名 木村　浩一

授業の位置づけ

　ディプロマポリシーの「地域社会の生活習慣病予防・健康増進、および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につ
けている（知識・技能）」と関係が有る科目である。また、その他のディプロマポリシーとも関係している。
　これまで学習してきた生理学および疾病に関する知識を統合し、臨地実習や現場で必要とされる考え方を身に付ける。

授業の概要

臨床事例を使い、各種検査値などから問題点を把握し、異常値の出現する機序を学習することで、個々の疾患が発症する機構の正確な知識
を習得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11054041 病態生理学 2222 2 3
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履修条件・留意
事項等

理由のない欠席は、小テスト0点として計算する。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 なし。

参考文献 なし。

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 講義の最後に小テストを行い、その平均点と最終回のまとめテストの総合点で判断する。

15

まとめ
これまで講義した症例から得た知識を基に、いくつかの新しい症
例の検査値を読み解き、適切な判断が出来るか確認する。

これまでの講義の内容を復習する
（180分）。

講義で新たに示した症例について、
間違えた部分を復習する（90分）。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

循環器疾患（１）
循環器疾患事例について示し、その検査値の読み方を説明する。

血液循環と心臓の解剖について学習
する（90分）。

講義で示した循環器疾患事例につい
て、心臓の解剖を基にして状態を説
明出来るようにする（90分）。

14

循環器疾患（２）
循環器疾患事例について示し、その検査値の読み方を説明する。

心臓の刺激伝達系について学習する
（90分）。

講義で示した循環器疾患事例につい
て、心臓の解剖を基にして状態を説
明出来るようにする（90分）。
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7

糖質：単糖とその重合体を糖質と創傷する。大部分の糖質は
Cn(H2O)nの分子式で示され、ここでは炭素数6個のグルコースを
中心に糖質の種類とそれらの構造と化学的性質について学ぶ。

教科書のp12〜17までを事前に読ん
でおくこと。（90分）

炭素数6個の単糖の種類、二糖類、
多糖類を構成する糖の種類をまとめ
ておくこと。（90分） 

8

脂質：水の溶けず有機溶媒に溶ける生体構成成分を脂質と総称す
る。脂質は単純脂質、複合脂質、誘導脂質に分類され、ここでは
種々の構造と生体膜の化学的性質について学ぶ。授業の最中に小
テストを実施する。１〜8講までの重要キーワード集を配布す
る。

教科書のp19〜23を事前に読んでお
くこと。（90分）

授業終了時に脂肪酸に関する小テス
トを実施する。脂質の分類に関する
一覧表を作成すること。 （90分）

5

タンパク質：四次構造を有する複雑な高分子であるタンパク質の
生体内での機能、およびタンパク質の分類についてを学ぶ。

教科書のp60〜61にあるアロステ
リック調節について事前に読んでお
くこと。（90分）

四次構造を有するいくつかの代表的
なタンパ ク質の機能と構造につい
てまとめておくこと。（90分） 

6

タンパク質：タンパク質の化学的性質（編成と復元、分解代謝）
とタンパク質の性質を利用した分離精製法について学ぶ。

 教科書のp36、134〜135、184〜185
を事前に読んでおくこと。（90分）

タンパク質の性質、特に電気的的性
質についてまとめておく 
こと。 （90分）

3

アミノ酸：生体を構成する重要な分子のアミノ酸についてそれら
の構造、種類、機能とその化学的性質について学ぶ。

教科書p24〜26を事前に読んでおく
こと。（90分）

 アミノ酸の基本構造、側鎖の種類
と構造をまとめておくこと。（90
分）

4

タンパク質：アミノ酸が重合したタンパク質の基本構造（一次か
ら四次構造）の機能と化学的性質について学ぶ。

 教科書26〜29までを事前に読んで
おくこと。（90分）

タンパク質の基本構造に関わるアミ
ノ酸の種類をまとめておくこと。 
（90分）

1

生化学とは何か、生物体は、宇宙全体の物質の一部を使って構成
されていることを学ぶ。宇宙と地球の成り立ち、地球における生
命の誕生から進化および生体を構成する元素についての化学的な
基礎知識を習得する。

教科書のp2〜5を事前に読んでおく
こと。（90分）

宇宙、太陽系、地球における生命誕
生から現在までを時系列的にまとめ
ておくこ と。 （90分）

2

生体を構成する元素、無機成分、分子と水のはたらきおよび水と
健康について学ぶ。

教科書p164〜173を事前に読んでお
くこと。（90分）

人体と水との関わりについてまとめ
ること。 （90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして理解度確認試験の解答に解説をします。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

1.　生体内を構成するタンパク質、糖質、脂質、核酸の構造と機能について説明できる。　　　　　
2.　タンパク質、糖質、脂質、核酸の代謝についてそれらの相互関係について説明できる。　　　
3.　生体内での反応に関わる酵素の働きとその重要性を説明できる。　　　　　　　　　　　　　　　
4.　管理栄養士国家試験の「人体の構造と機能」、「基礎栄養学」分野の知識を習得し、説明することができる。

授業の方法

パワーポイントを活用しながら講義形式ですすめる。アクティブラーニングとして理解度確認のため小テスト（4回）を実施する。最後の
講義時に、これまでのまとめの確認試験の問題集（1〜30題）を配付し、その解説を行う。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 藤井　駿吾

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「地域社会の生活習慣病予防·健康増進、および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につ
けている。」と「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導·教育を行うために必要な知識·技術を身につけている。」と特に
関係の深い科目である。健康栄養学を行うための基本的な専門知識・技術を理解し、身につけることを達成するための科目である。他の科
目との前後のつながりとして、一年次科目「基礎化学」、「生命科学」と関連し、2年次後期科目の「生化学実験」の必須であり、「栄養
生化学」の基礎となる。

授業の概要

生化学は、生命現象を分子のレベルで解析することを目的とした学問である。全ての生物は、細胞からなり、細胞は分子によって構築され
ている。生命現象は、細胞内に存在する多様な分子間で起こる化学反応の所産である。生化学という学問領域は、細胞を構成する分子を分
離、精製し、その化学的性質を追求する「物質生物化学」と細胞内で起こる分子間の反応機構を調べ、その生物学的役割を追求する「動的
生化学」に大別される。本授業は、前者に重点をおいて講述する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10147041 生化学 2252 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

なし

備考欄

その他 0 最終週に実施する生化学キーワード集の確認試験を評価する。

教科書 管理栄養士を目指す学生のための「生化学テキスト」毎田徹夫著、文光堂

参考文献

「レーニンジャーの新生化学」第5版上・下巻、廣川書店 

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業時間内に確認テストを実施する。

15

予め配付されたまとめの生化学重要キーワードと例題集について
解説し、その後、確認試験を行う。

事前に配付されたキーワード集、例
題集を調べておくこと。（90分）

これまでに学んだ生化学用語につい
て一覧法を作成すること。 （90
分））

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

酵素：酵素に結合して反応を阻害する物質を阻害剤という。その
阻害の形式により拮抗阻害、非拮抗阻害、反拮抗阻害に大別さ
れ、それらの機構について、またその他の特異的な酵素活性調節
についても学ぶ。

教科書のp58〜61を事前に読んでお
くこと。（90分）

各種の酵素活性調節について代表的
な例をまとめておくこと。（90分） 


14

酵素：生体内での酵素反応の大半は多基質・多生成物反応であ
る。これらの反応形式を系統的に命名しやClelandの作図法につ
いて学び、小テストを実施する。またビタミンと関連する補酵素
を必要とする酵素の反応について学ぶ。9〜14講までの重要キー
ワード集を配布する。

多基質、多生成物反応にかかわる酵
素について事前に調べておくこと。
（90分）

授業終了時にClelandの作図法に
従って多基質・多生成物反応の小テ
ストを行う。 （90分）

11

酵素：酵素はタンパク質からできている生体触媒である。生体内
ではきわめて多くの化学反応が適切な速度で進行しており、それ
には酵素が深く関わっていることを学ぶ。ここでは、酵素の分類
（系統的命名法）、酵素反応の特徴（触媒機能、補酵素、基質特
異性、最適pH、最適オンなど）について学ぶ。

教科書のp54〜57を事前に読んでお
くこと。（90分）

酵素反応の分類、特徴をまとめてお
くこと。 （90分）

12

酵素：酵素単位の定義、酵素反応の基質濃度と反応速度の関係を
説明する理論としてMichaelis-Menten式、Lineweaver-Burkのプ
ロットの導き方について学ぶ。また、項竿単位の計算に関する小
テストを授業の最中に実施する。

教科書のp58〜59を事前に読んでお
くこと。（90分）

授業終了時に酵素単位の計算につい
て小テストを実施する。
Lineweaver-Burk式への変換法をま
とめておくこと。（90分）

9

核酸の種類と性質：核酸にはDNA（デオキシリボ核酸）とRNA（リ
ボ核酸）があり、生物において遺伝的性質を決定するDNAの遺伝
的意義、基本的化学構造およびその性質について学ぶ。また、授
業の最中に小テストを実施する。

教科書のp30〜34を事前に読んでお
くこと。（90分）

授業修了時にDNAの二本鎖構造に関
する小テストを実施する。（90分） 


10

核酸の種類と性質：生体における多種類のRNAの役割、構造、化
学的性質について学ぶ。

教科書のp34〜35を事前に読んでお
くこと。（90分）

DNAとRNAの性質の違いを一覧表にま
とめておくこと。 （90分）
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7

免疫病
・免疫不全症について理解する。
・自己免疫疾患について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

8

復習試験
・第1回目から7回目までの内容の復習試験を行う。
・復習試験のフィードバックを行う。　
アレルギー（過敏症）
・アレルギーの概念について理解する。
・アレルギーの分類について理解する。
・即時型反応と遅延型反応について理解する。

第1回目から第7回目までに配布した
国家試験対策問題を勉強しておくこ
と。
(90分）

講義で配布した復習試験の問題を復
習すること。
(90分）

5

能動免疫と受動免疫
・ワクチンの種類とワクチン接種について理解する。
・抗血清療法について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

6

細胞性免疫
・細胞性免疫（移植免疫、腫瘍免疫、ツベルクリン反応）につい
て理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

3

日和見感染症
・日和見感染症は何かを理解する。
・日和見感染症を起こす要因について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

4

獲得免疫
・体液性免疫と細胞性免疫の違いについて理解する。
体液性免疫
・抗体産生のしくみについて理解する。
・抗体の構造と種類について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

1

免疫の概念と免疫系
・自己と非自己を識別する仕組みを理解する。
・抗原と抗体について理解する。
・免疫担当細胞の種類と働きを理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

2

自然免疫と獲得免疫
・自然免疫と獲得免疫について理解する。
・身体に備わっている感染防御機構について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回配布する国家試験対策問題は講義内でフィードバックします。
復習試験を2回実施し回収後、問題を解説します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・ヒトの主な生体防御について、そのメカニズムを説明することができる。
・アレルギーの発症機序やその特徴を説明することができる。
・自己免疫疾患、エイズなどの代表的な免疫関連疾患について説明することができる。
・受動免疫と能動免疫の相違を説明することができる。
・食物アレルギーについて、その原因や特徴を説明することができる。

授業の方法

パワーポイントと教科書を用いて講義形式で進める。
毎回配布する国家試験対策問題で知識が深まるよう解説する。
フィードバックとして、8回目に第1回から第7回までの復習試験、第15回目に第8回から14回までの復習試験を行うことにより理解を深め
る。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 續　佳代

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「特定給食施設において適切なマネジメントを行い、特定多数人に継続して適切に栄養管理された食事を提供する
ための知識・技術を身につけている（知識・技能）」ことと特に関係がある科目である。免疫、および免疫疾患の一つとして現在、社会的
にも問題となっている食物アレルギーに関する基礎知識を学ぶ科目である。

授業の概要

人体の防御機構である免疫系のしくみや、免疫系を構成している白血球を中心とした各種免疫関連細胞の機能、抗体・サイトカインおよび
補体などの免疫関連物質の基本構造や機能について解説する。また、アレルギー、自己免疫疾患、免疫不全症、腫瘍などの免疫に深く関連
した疾患や、ワクチン、臓器移植などが免疫現象とどのようにかかわっているかについても合わせて講義を行う。さらに、食物アレルギー
について、現状、原因食品、表示制度などについても解説する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11102041 免疫と食物アレルギー 2259 2 3
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履修条件・留意
事項等

8回目と15回目に実施する復習試験は必ず受けること。

備考欄

その他 0%

教科書

好きになる免疫学ワークブック　萩原清文　講談社

参考文献 なし

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 2回の筆記による復習試験で評価する。

15

復習試験
・第8回目から14回目までの内容の副試験をおこなう。
・復習試験のフィードバックを行う。

第8回目から第14回目までに配布し
た国家試験対策問題を勉強しておく
こと。
(90分）

講義で配布した復習試験の問題を復
習すること。
(90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

食物アレルギー
・主要なアレルゲン-Ⅱについて理解する。
・アレルゲン物質を含む食品の表示について理解する。

あらかじめ配布する資料に目を通し
ておくこと。
(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

14

食物アレルギー
・アレルゲン低減化・除去技術と食品について理解する。
・食物アレルギーの治療の実際について理解する。

あらかじめ配布する資料に目を通し
ておくこと。
(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

11

アレルギー（過敏症）
・アレルギーの種類（食物アレルギー、薬物アレルギー、職業性
アレルギー、ラテックスアレルギー）について理解する。
食物アレルギー
・食物アレルギーの現状と多様性について理解する。

あらかじめ配布する資料に目を通し
ておくこと。
(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

12

食物アレルギー
・食物アレルギーのタイプ（口腔感作、経腸管感作、経被感作）
について理解する。
・主要なアレルゲン-Ⅰについて理解する。

あらかじめ配布する資料に目を通し
ておくこと。
(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

9

アレルギー（過敏症）
・アレルゲンとアレルギーに関わる抗体、細胞について理解す
る。
・Ⅰ型アレルギーについて理解する。
・アナフィラキシーショックとその対処法について理解する。
・アレルギーマーチについて理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

10

アレルギー（過敏症）
・Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型アレルギーについて理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

- 86 -



北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

11

各論３．
「呼吸器系の疾患」について学ぶ。

教科書のp186~p212を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

9

各論１．
「心臓の疾患」「脈管系の疾患」について学ぶ。

教科書のp136~p166を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

10

各論２．
「造血系・リンパ系の疾患」について学ぶ。

教科書のp167~p185を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

7

総論７．感染症
感染の原因となる病原体の種類や感染の成立、宿主の反応などに
ついて学ぶ。

教科書のp103~p117を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

8

総論８．腫瘍
腫瘍の概念や分類、その形態的特徴、発生機序、がんの浸潤・転
移や病期、宿主への影響や予後の違い、がんの診断などについて
学ぶ。

教科書のp118~p134を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

5

総論５．炎症
炎症に関わる細胞の種類や液性因子、炎症の分類やその転帰につ
いて学ぶ。

教科書のp76~p87を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

6

総論６．免疫異常とアレルギー
免疫と免疫系の細胞、アレルギー反応、免疫不全症や自己免疫疾
患などについて学ぶ。

教科書のp88~p102を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

3

総論３．先天異常
先天異常の種類と代表的な疾患、先天奇形の種類、染色体異常と
その代表的疾患を学ぶ。

教科書のp53~p64を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

4

総論４．循環障害
体液循環の機構や、局所の循環障害として、血栓、塞栓、梗塞の
関係、出血、うっ血と浮腫、ショックについて、また全身循環障
害について学ぶ。

教科書のp65~p75を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

1

総論１．病理学とは
病理学の概念と医学における位置付け、医療における病理診断の
役割について学ぶ。

教科書のp14~p26を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

2

総論２．細胞傷害
細胞傷害の種類やその機序を学ぶ。また傷害を受けた細胞組織の
形態変化やその修復について学習する。

教科書のp27~p52を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

病理専門医として病理診断や病理解剖などに従事した経験を活かして授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、練習問題の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

1．病院病理の役割や病理診断の意義、加えて病理解剖の意義を説明できる。
2．細胞傷害および細胞死の分類や機序、その形態的特徴を述べることができる。
3．先天異常や遺伝性疾患、代謝異常、循環障害、腫瘍について、それぞれの病態や種類、発症機序を説明できる。また、それぞれの代表
的疾患を挙げ説明できる。
4．各臓器の代表的疾患について、それぞれの発症機序や病態を説明できる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式ですすめる。
必要に応じてオンライン授業を実施する。

ＩＣＴ活用 Google ClassroomのGoogleフォームを用いて練習問題を提供し、自主学習を促す。

前期

教員氏名 瀧山　晃弘

授業の位置づけ

栄養学に必要な病理学の基礎的知識・技能を身につけるための科目である。
ディプロマ・ポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけている
（知識・技能）」に特に関連がある科目である。また、その他のすべてのディプロマ・ポリシーと関係している。
「解剖学」「生理学」「運動生理学」「病態生理学」「生化学」「免疫と食物アレルギー」と関連し、「臨床医学概論」の基礎となる。　

授業の概要

病気の原因やその発症のメカニズムについて、細胞傷害、細胞死と老化、先天異常と遺伝性疾患、代謝異常、循環障害、炎症と感染症、免
疫異常とアレルギー、腫瘍など、原因や機序別に分けて学習する。また、それぞれの代表的な疾患についても学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11055041 疾病の成り立ち 2322 2 2
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履修条件・留意
事項等

特になし。

備考欄 特になし。

その他 0

教科書 クイックマスター病理学第２版／堤寛著／サイオ出版

参考文献 特になし。

定期試験

0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各回で実施する小テストなど。詳細は授業中に伝える。

15

各論７．
「筋・骨格系の疾患」「皮膚の疾患」「脳・神経系の疾患」「眼
と耳の疾患」「全身性疾患」について学ぶ。

教科書のp324~p398を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

各論５．
「肝臓、胆嚢、膵臓の疾患」について学ぶ。

教科書のp238~p254を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

14

各論６．
「泌尿器系の疾患」「男性生殖器系の疾患」「女性生殖器系と乳
腺の疾患」「内分泌系の疾患」について学ぶ。

教科書のp255~p323を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

12

各論４．
「消化管の疾患」について学ぶ。

教科書のp213~p237を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）
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11

内分泌疾患（３）
内分泌疾患事例について示し、その検査値の読み方を説明する。

前回の講義で取り上げたホルモンと
その働きについて、説明出来るよう
にする（90分）。

講義で示した内分泌疾患事例につい
て、当該ホルモンの機能と異常事に
おける症状について復習する（90
分）。

9

内分泌疾患（１）
内分泌疾患事例について示し、その検査値の読み方を説明する。

ホルモンとその働きについて、記憶
する（90分）。

講義で示した内分泌疾患事例につい
て、当該ホルモンの機能と異常事に
おける症状について復習する（90
分）。

10

内分泌疾患（２）
内分泌疾患事例について示し、その検査値の読み方を説明する。

 前回の講義で取り上げたホルモン
とその働きについて、説明出来るよ
うにする（90分）。

講義で示した内分泌疾患事例につい
て、当該ホルモンの機能と異常事に
おける症状について復習する（90
分）。

7

糖尿病性腎症（１）
糖尿病性腎症の事例について示し、その検査値の読み方を説明す
る。

糖尿病性腎症の病期分類について調
べておく（90分）。

講義で示した糖尿病性腎症の事例に
ついて、検査値の読み方と病期分類
について復習する（90分）。

8

糖尿病性腎症（２）
糖尿病性腎症の事例について示し、その検査値の読み方を説明す
る。

糖尿病性腎症の病期分類について説
明出来るようにする（90分）。

講義で示した糖尿病性腎症の事例に
ついて、検査値の読み方と病期分類
について復習する（90分）。

5

腎疾患（１）
腎疾患事例について示し、その検査値の読み方を説明する。

腎不全の病期分類について調べてお
く（90分）。

講義で示した腎疾患事例について、
検査値の読み方を復習する（90
分）。

6

腎疾患（２）
腎疾患事例について示し、その検査値の読み方を説明する。

腎不全の病期分類について説明出来
るようにする（90分）。

講義で示した腎疾患事例について、
検査値の読み方を復習する（90
分）。

3

糖尿病疾患（１）
糖尿病事例について示し、その検査値の読み方を説明する。

１回目に配布された資料にある糖尿
病の診断基準を記憶する（90分）。

講義で示した糖尿病事例について、
検査値の読み方を復習する（90
分）。

4

糖尿病疾患（2）
糖尿病事例について示し、その検査値の読み方を説明する。

糖尿病の診断基準を説明出来るよう
にする（90分）。

講義で示した糖尿病事例について、
検査値の読み方を復習する（90
分）。

1

オリエンテーション
講義の進め方について説明する。
記憶必須の検査値についてまとめた資料を配布する。

生理学で学習した内分泌の項目につ
いて復習しておく（90分）。

配布されたプリントの検査値を記憶
する（90分）。

2

検査値データーについて
今後の学習に必要となる検査値について説明し、その正常値を記
憶する。

前回配布された検査値について主な
疾患の診断基準を記憶しておく（90
分）。

配布された資料にある検査値の略号
と正常値について記憶する（90
分）。

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の小テストの後に解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

各種検査値の正常値を記憶する。
各種検査値の異常値出現の機序を説明出来る。
各種検査値から、疾病を導き出せる。

授業の方法

講義形式で行う。
各講義の最後に、講義内容についての小テストを行う。

ＩＣＴ活用 なし。

後期

教員氏名 木村　浩一

授業の位置づけ

1年次に学修した解剖学および生理学の知識を活用し、臨地実習や現場で必要とされる考え方を身に付ける。
本科目は、ディプロマポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につ
けている」および「地域社会の生活習慣病予防・健康増進、および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につけてい
る」と「"特定給食施設において適切なマネジメントを行い、特定多数人に継続して適切に栄養管理された食事を提供するための知識・技
術を身につけている」に関係している。

授業の概要

臨床事例を使い、各種検査値などから問題点を把握し、異常値の出現する機序を学習することで、個々の疾患が発症する機構の正確な知識
を習得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10769041 臨床医学概論 2280 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

理由のない欠席は、小テスト0点として計算する。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 なし。

参考文献 なし。

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 講義の最後に小テストを行い、その平均点と最終回のまとめテストの総合点で判断する。

15

まとめ
これまで講義した症例から得た知識を基に、いくつかの新しい症
例の検査値を読み解き、適切な判断が出来るか確認する。

これまでの講義の内容を復習する
（180分）。

講義で新たに示した症例について、
間違えた部分を復習する（90分）。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

循環器疾患（１）
循環器疾患事例について示し、その検査値の読み方を説明する。

血液循環と心臓の解剖について学習
する（90分）。

講義で示した循環器疾患事例につい
て、心臓の解剖を基にして状態を説
明出来るようにする（90分）。

14

循環器疾患（２）
循環器疾患事例について示し、その検査値の読み方を説明する。

心臓の刺激伝達系について学習する
（90分）。

講義で示した循環器疾患事例につい
て、心臓の解剖を基にして状態を説
明出来るようにする（90分）。

12

呼吸器疾患
呼吸器疾患事例について示し、その検査値の読み方を説明する。

呼吸機能に関係する検査値の意味に
ついて学習する（90分）。

講義で示した呼吸器疾患事例につい
て、検査値と血液pHの変動について
復習する（90分）。
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5

泌尿器系臓器の解剖組織
・泌尿器系臓器について、各部の形と名称を理解する。
・泌尿器系臓器の働きについて理解する。
・泌尿器系臓器の組織標本を観察し、その微細構造と名称・機能
を理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

6

内分泌系の解剖組織（1）
・内分泌系について、各部の形と名称を理解する。
・内分泌系の働きについて理解する。
・内分泌系の組織標本を観察し、その微細構造と名称・機能を理
解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

3

中部消化器系臓器の解剖組織
・中部消化器系臓器について、各部の形と名称を理解する。
・中部消化器系臓器の働きについて理解する。
・中部消化器系臓器の組織標本を観察し、その微細構造と名称・
機能を理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

4

下部消化器系臓器の解剖組織
・下部消化器系臓器について、各部の形と名称を理解する。
・下部消化器系臓器の働きについて理解する。
・下部消化器系臓器の組織標本を観察し、その微細構造と名称・
機能を理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

1

実験ガイダンス
・実験の目的、方法、注意点の説明。
・評価方法の説明と注意。
・実験内容と今後の講義、実験との関連性の説明。
・各学生が講義に終了時に目指す目標や到達点を考える。

特に指定しない。 特に指定しない。

2

上部消化器系臓器の解剖組織
・上部消化器系臓器について、各部の形と名称を理解する。
・上部消化器系臓器の働きについて理解する。
・上部消化器系臓器の組織標本を観察し、その微細構造と名称・
機能を理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

毎講義の最後に行う小テスト終了後に解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・人体の各器官（消化器系、骨格系、筋系、脈管系、呼吸器系、泌尿器系、内分泌系、神経系、感覚器系,
造血器系、外皮系）の組織・細胞構造について説明できる。

授業の方法

・その日に観察・実験する臓器および器官について講義を行う。
・顕微鏡を用いて、人体の微細構造を観察する。
・観察した内容について小テストを行う。
・一部の授業は、小テストに代えて口頭試問を行う。

ＩＣＴ活用 小テストは、Web上で行う。

後期

教員氏名 木村　浩一、續　佳代

授業の位置づけ

解剖学実験は、ディプロマポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身
につけている」および「地域社会の生活習慣病予防・健康増進、および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につけ
ている」と関係している。
この科目は、管理栄養士に必要な解剖学の知識を深め、実践を基に修得し、「解剖学」「生理学」と関連して、人体の構造と機能をより深
く学ぶ。

授業の概要

・実験を通して人体の構造と機能を理解する。
・人体の組織標本（消化器系、骨格系、筋系、脈管系、呼吸器系、泌尿器系、内分泌系、神経系、感覚器系、造血器系、外皮系）の顕微鏡
観察を行い、視覚的に捉える事でに今まで得られた知識の理解を更に深める。
・関連する解剖学、生理学等で学んだ知識を実験を通して定着させ、栄養指導等に役立つ実践力を養う。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10096041 解剖学実験（１組） 2216 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

小テスト得点60%以上、全ての課題レポートの提出が単位の認定に必須。

備考欄

その他 0 なし

教科書 生理学講義、解剖学講義で使用した教科書。

参考文献 なし。

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト、レポート等を総合的に判断する。
受講態度も評価の基準になる。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11

骨格・筋系の解剖組織
・骨格・筋系について、各部の形と名称を理解する。
・骨格・筋系の働きについて理解する。
・骨格・筋系の組織標本を観察し、その微細構造と名称・機能を
理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

12

外皮・感覚器系の解剖組織
・外皮・感覚器系について、各部の形と名称を理解する。
・外皮・感覚器系の働きについて理解する。
・外皮・感覚器系の組織標本を観察し、その微細構造と名称・機
能を理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

9

造血器系の解剖組織
・造血器系について、各部の形と名称を理解する。
・造血器系の働きについて理解する。
・造血器系の組織標本を観察し、その微細構造と名称・機能を理
解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

10

脈管系の解剖組織
・脈管系について、各部の形と名称を理解する。
・脈管系の働きについて理解する。
・脈管系の組織標本を観察し、その微細構造と名称・機能を理解
する。

特に指定しない。 特に指定しない。

7

内分泌系の解剖組織（2）
・内分泌系について、各部の形と名称を理解する。
・内分泌系の働きについて理解する。
・内分泌系の組織標本を観察し、その微細構造と名称・機能を理
解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

8

呼吸器系の解剖組織
・呼吸器系について、各部の形と名称を理解する。
・呼吸器系の働きについて理解する。
・呼吸器系の組織標本を観察し、その微細構造と名称・機能を理
解する。

特に指定しない。 特に指定しない。
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5

泌尿器系臓器の解剖組織
・泌尿器系臓器について、各部の形と名称を理解する。
・泌尿器系臓器の働きについて理解する。
・泌尿器系臓器の組織標本を観察し、その微細構造と名称・機能
を理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

6

内分泌系の解剖組織（1）
・内分泌系について、各部の形と名称を理解する。
・内分泌系の働きについて理解する。
・内分泌系の組織標本を観察し、その微細構造と名称・機能を理
解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

3

中部消化器系臓器の解剖組織
・中部消化器系臓器について、各部の形と名称を理解する。
・中部消化器系臓器の働きについて理解する。
・中部消化器系臓器の組織標本を観察し、その微細構造と名称・
機能を理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

4

下部消化器系臓器の解剖組織
・下部消化器系臓器について、各部の形と名称を理解する。
・下部消化器系臓器の働きについて理解する。
・下部消化器系臓器の組織標本を観察し、その微細構造と名称・
機能を理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

1

実験ガイダンス
・実験の目的、方法、注意点の説明。
・評価方法の説明と注意。
・実験内容と今後の講義、実験との関連性の説明。
・各学生が講義に終了時に目指す目標や到達点を考える。

特に指定しない。 特に指定しない。

2

上部消化器系臓器の解剖組織
・上部消化器系臓器について、各部の形と名称を理解する。
・上部消化器系臓器の働きについて理解する。
・上部消化器系臓器の組織標本を観察し、その微細構造と名称・
機能を理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

毎講義の最後に行う小テスト終了後に解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・人体の各器官（消化器系、骨格系、筋系、脈管系、呼吸器系、泌尿器系、内分泌系、神経系、感覚器系,
造血器系、外皮系）の組織・細胞構造について説明できる。

授業の方法

・その日に観察・実験する臓器および器官について講義を行う。
・顕微鏡を用いて、人体の微細構造を観察する。
・観察した内容について小テストを行う。
・一部の授業は、小テストに代えて口頭試問を行う。

ＩＣＴ活用 小テストは、Web上で行う。

後期

教員氏名 木村　浩一、續　佳代

授業の位置づけ

解剖学実験は、ディプロマポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身
につけている」および「地域社会の生活習慣病予防・健康増進、および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につけ
ている」と関係している。
この科目は、管理栄養士に必要な解剖学の知識を深め、実践を基に修得し、「解剖学」「生理学」と関連して、人体の構造と機能をより深
く学ぶ。

授業の概要

・実験を通して人体の構造と機能を理解する。
・人体の組織標本（消化器系、骨格系、筋系、脈管系、呼吸器系、泌尿器系、内分泌系、神経系、感覚器系、造血器系、外皮系）の顕微鏡
観察を行い、視覚的に捉える事でに今まで得られた知識の理解を更に深める。
・関連する解剖学、生理学等で学んだ知識を実験を通して定着させ、栄養指導等に役立つ実践力を養う。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10096042 解剖学実験（２組） 2216 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

小テスト得点60%以上、全ての課題レポートの提出が単位の認定に必須。

備考欄

その他 0 なし

教科書 生理学講義、解剖学講義で使用した教科書。

参考文献 なし。

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト、レポート等を総合的に判断する。
受講態度も評価の基準になる。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11

骨格・筋系の解剖組織
・骨格・筋系について、各部の形と名称を理解する。
・骨格・筋系の働きについて理解する。
・骨格・筋系の組織標本を観察し、その微細構造と名称・機能を
理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

12

外皮・感覚器系の解剖組織
・外皮・感覚器系について、各部の形と名称を理解する。
・外皮・感覚器系の働きについて理解する。
・外皮・感覚器系の組織標本を観察し、その微細構造と名称・機
能を理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

9

造血器系の解剖組織
・造血器系について、各部の形と名称を理解する。
・造血器系の働きについて理解する。
・造血器系の組織標本を観察し、その微細構造と名称・機能を理
解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

10

脈管系の解剖組織
・脈管系について、各部の形と名称を理解する。
・脈管系の働きについて理解する。
・脈管系の組織標本を観察し、その微細構造と名称・機能を理解
する。

特に指定しない。 特に指定しない。

7

内分泌系の解剖組織（2）
・内分泌系について、各部の形と名称を理解する。
・内分泌系の働きについて理解する。
・内分泌系の組織標本を観察し、その微細構造と名称・機能を理
解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

8

呼吸器系の解剖組織
・呼吸器系について、各部の形と名称を理解する。
・呼吸器系の働きについて理解する。
・呼吸器系の組織標本を観察し、その微細構造と名称・機能を理
解する。

特に指定しない。 特に指定しない。
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5

泌尿器系臓器の解剖組織
・泌尿器系臓器について、各部の形と名称を理解する。
・泌尿器系臓器の働きについて理解する。
・泌尿器系臓器の組織標本を観察し、その微細構造と名称・機能
を理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

6

内分泌系の解剖組織（1）
・内分泌系について、各部の形と名称を理解する。
・内分泌系の働きについて理解する。
・内分泌系の組織標本を観察し、その微細構造と名称・機能を理
解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

3

中部消化器系臓器の解剖組織
・中部消化器系臓器について、各部の形と名称を理解する。
・中部消化器系臓器の働きについて理解する。
・中部消化器系臓器の組織標本を観察し、その微細構造と名称・
機能を理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

4

下部消化器系臓器の解剖組織
・下部消化器系臓器について、各部の形と名称を理解する。
・下部消化器系臓器の働きについて理解する。
・下部消化器系臓器の組織標本を観察し、その微細構造と名称・
機能を理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

1

実験ガイダンス
・実験の目的、方法、注意点の説明。
・評価方法の説明と注意。
・実験内容と今後の講義、実験との関連性の説明。
・各学生が講義に終了時に目指す目標や到達点を考える。

特に指定しない。 特に指定しない。

2

上部消化器系臓器の解剖組織
・上部消化器系臓器について、各部の形と名称を理解する。
・上部消化器系臓器の働きについて理解する。
・上部消化器系臓器の組織標本を観察し、その微細構造と名称・
機能を理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

毎講義の最後に行う小テスト終了後に解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・人体の各器官（消化器系、骨格系、筋系、脈管系、呼吸器系、泌尿器系、内分泌系、神経系、感覚器系,
造血器系、外皮系）の組織・細胞構造について説明できる。

授業の方法

・その日に観察・実験する臓器および器官について講義を行う。
・顕微鏡を用いて、人体の微細構造を観察する。
・観察した内容について小テストを行う。
・一部の授業は、小テストに代えて口頭試問を行う。

ＩＣＴ活用 小テストは、Web上で行う。

後期

教員氏名 木村　浩一、續　佳代

授業の位置づけ

解剖学実験は、ディプロマポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身
につけている」および「地域社会の生活習慣病予防・健康増進、および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につけ
ている」と関係している。
この科目は、管理栄養士に必要な解剖学の知識を深め、実践を基に修得し、「解剖学」「生理学」と関連して、人体の構造と機能をより深
く学ぶ。

授業の概要

・実験を通して人体の構造と機能を理解する。
・人体の組織標本（消化器系、骨格系、筋系、脈管系、呼吸器系、泌尿器系、内分泌系、神経系、感覚器系、造血器系、外皮系）の顕微鏡
観察を行い、視覚的に捉える事でに今まで得られた知識の理解を更に深める。
・関連する解剖学、生理学等で学んだ知識を実験を通して定着させ、栄養指導等に役立つ実践力を養う。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10096043 解剖学実験（３組） 2216 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

小テスト得点60%以上、全ての課題レポートの提出が単位の認定に必須。

備考欄

その他 0 なし

教科書 生理学講義、解剖学講義で使用した教科書。

参考文献 なし。

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト、レポート等を総合的に判断する。
受講態度も評価の基準になる。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11

骨格・筋系の解剖組織
・骨格・筋系について、各部の形と名称を理解する。
・骨格・筋系の働きについて理解する。
・骨格・筋系の組織標本を観察し、その微細構造と名称・機能を
理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

12

外皮・感覚器系の解剖組織
・外皮・感覚器系について、各部の形と名称を理解する。
・外皮・感覚器系の働きについて理解する。
・外皮・感覚器系の組織標本を観察し、その微細構造と名称・機
能を理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

9

造血器系の解剖組織
・造血器系について、各部の形と名称を理解する。
・造血器系の働きについて理解する。
・造血器系の組織標本を観察し、その微細構造と名称・機能を理
解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

10

脈管系の解剖組織
・脈管系について、各部の形と名称を理解する。
・脈管系の働きについて理解する。
・脈管系の組織標本を観察し、その微細構造と名称・機能を理解
する。

特に指定しない。 特に指定しない。

7

内分泌系の解剖組織（2）
・内分泌系について、各部の形と名称を理解する。
・内分泌系の働きについて理解する。
・内分泌系の組織標本を観察し、その微細構造と名称・機能を理
解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

8

呼吸器系の解剖組織
・呼吸器系について、各部の形と名称を理解する。
・呼吸器系の働きについて理解する。
・呼吸器系の組織標本を観察し、その微細構造と名称・機能を理
解する。

特に指定しない。 特に指定しない。
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9

循環機能の実験（血圧）。
・各種条件下において血圧の測定を行う。
・血圧測定の意義や変動要因を理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

7

味覚機能の実験。
・各種の味を用いて味覚機能の実験を行う。
・実験結果をもとに味覚地図を作成し、既存の味覚地図と比較検
討する。

特に指定しない。 特に指定しない。

8

代謝機能の実験
・各種条件下で血糖値の測定を行う。
・血糖値測定の意義や変動要因を理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

5

体力テストの意義。
・文部科学省の新体力テストなど室内で実施できる項目を行う。
・測定の意義、健康との関連を理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

6

運動強度の測定。
・歩行、踏み台昇降などの運動を実施する。
・運動強度、運動量、エネルギー消費量を求める。

特に指定しない。 特に指定しない。

3

生理機能の測定、多重比較。
・各種運動による生理機能の測定を行い値を得る。
・得られた値の多重比較検定を行い比較検討する。

特に指定しない。 特に指定しない。

4

生理機能の測定、相関係数。
・各種運動による生理機能の実験を行い値を得る。
・得られた値の相関係数をもとめ比較検討する。

特に指定しない。 特に指定しない。

1

実験ガイダンス
・実験の目的、方法、注意点の説明。
・評価方法の説明と注意。
・実験内容と今後の講義、実験との関連性の説明。
・各学生が講義終了時に目指す目標や到達点を考える。

特に指定しない。 特に指定しない。

2

生理機能の測定、平均値の検定。
・各種運動による生理機能の実験を行い値を得る。
・実験で得られた値の平均値の差の検定を行い比較検討する。

特に指定しない。 特に指定しない。

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

各班毎に発表を行い、それについてクラス全体で討議する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・人体の生理機能を理解し説明することができる。
・呼吸、代謝、筋神経の知識と測定方法が理解できる。
・測定結果の統計解析ができる。
・グループによる研究、討議、資料作成、発表することができる。

授業の方法

・その日に実験する臓器および器官について講義を行う。
・人数や実験内容により班毎に分かれ実験を行う。
・後半は学習した内容を基に各班でテーマを定めて実験し、結果をまとめて資料を作成しパワーポイントを用いて班毎に発表し、発表内容
に関してクラス全体で討議する。

ＩＣＴ活用 なし。

前期

教員氏名 合田　悟

授業の位置づけ

・ディプロマポリシーの「地域社会の生活習慣病予防・健康増進、および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につ
けている。（知識・技能）」と「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけ
ている（知識・技能）」に関係が有る科目である。
・管理栄養士に必要な生理学の知識を深め、実践を基に修得する科目である。
・「解剖学」「生理学」と関連し、人体の機能と構造をより深く学ぶ科目である。

授業の概要

・実験を通して人体の生理機能を理解する。
・必要に応じて測定結果の解析を行い、統計解析の基本を理解する。
・関連する生理学、解剖学等で学んだ知識を実験を通して定着させ、それらをグループによる研究、討議でまとめた後、資料の作成と発表
を行い栄養指導等に役立つ実践力を養う。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10018041 生理学実験（１組） 2220 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

実習全てに参加し、全ての課題レポートの提出が成績評価の基礎となる。
欠席した場合は欠席届を提出する。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 配布プリント等を用いる。

参考文献 特に指定しない。

定期試験 0 なし。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 筆記試験、受講態度、口頭試問、レポート等を総合的に判断する。

15 なし。 なし。 なし。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

グループ研究および追加実験（2回目）
・研究内容をパワーポイントを用いて発表する準備を行う。
・研究内容を簡潔にまとめた要旨を作成する。
・実験データが足りない場合は班毎に追加実験を行う。

特に指定しない。 特に指定しない。

14

研究発表および討議
・発表内容をまとめた要旨を準備し配布する。
・班毎にパワーポイントを用いて発表する。
・発表内容に関してクラスで討議する。

特に指定しない。 特に指定しない。

11

循環機能の実験（心電図）。
・心電図の測定を行う。
・心臓の構造や働きを理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

12

グループ研究および追加実験（１回目）
・実験した内容を基に各班毎に研究発表するテーマを定める。
・実験データが足りない場合は班毎に追加実験を行う。

特に指定しない。 特に指定しない。

10

呼吸機能の実験。
・スパイロメーターを用いて呼吸機能を測定する。
・呼吸器官の構造や働きを理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。
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9

循環機能の実験（血圧）。
・各種条件下において血圧の測定を行う。
・血圧測定の意義や変動要因を理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

7

味覚機能の実験。
・各種の味を用いて味覚機能の実験を行う。
・実験結果をもとに味覚地図を作成し、既存の味覚地図と比較検
討する。

特に指定しない。 特に指定しない。

8

代謝機能の実験
・各種条件下で血糖値の測定を行う。
・血糖値測定の意義や変動要因を理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

5

体力テストの意義。
・文部科学省の新体力テストなど室内で実施できる項目を行う。
・測定の意義、健康との関連を理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

6

運動強度の測定。
・歩行、踏み台昇降などの運動を実施する。
・運動強度、運動量、エネルギー消費量を求める。

特に指定しない。 特に指定しない。

3

生理機能の測定、多重比較。
・各種運動による生理機能の測定を行い値を得る。
・得られた値の多重比較検定を行い比較検討する。

特に指定しない。 特に指定しない。

4

生理機能の測定、相関係数。
・各種運動による生理機能の実験を行い値を得る。
・得られた値の相関係数をもとめ比較検討する。

特に指定しない。 特に指定しない。

1

実験ガイダンス
・実験の目的、方法、注意点の説明。
・評価方法の説明と注意。
・実験内容と今後の講義、実験との関連性の説明。
・各学生が講義終了時に目指す目標や到達点を考える。

特に指定しない。 特に指定しない。

2

生理機能の測定、平均値の検定。
・各種運動による生理機能の実験を行い値を得る。
・実験で得られた値の平均値の差の検定を行い比較検討する。

特に指定しない。 特に指定しない。

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

各班毎に発表を行い、それについてクラス全体で討議する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・人体の生理機能を理解し説明することができる。
・呼吸、代謝、筋神経の知識と測定方法が理解できる。
・測定結果の統計解析ができる。
・グループによる研究、討議、資料作成、発表することができる。

授業の方法

・その日に実験する臓器および器官について講義を行う。
・人数や実験内容により班毎に分かれ実験を行う。
・後半は学習した内容を基に各班でテーマを定めて実験し、結果をまとめて資料を作成しパワーポイントを用いて班毎に発表し、発表内容
に関してクラス全体で討議する。

ＩＣＴ活用 なし。

前期

教員氏名 合田　悟

授業の位置づけ

・ディプロマポリシーの「地域社会の生活習慣病予防・健康増進、および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につ
けている。（知識・技能）」と「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけ
ている（知識・技能）」に関係が有る科目である。
・管理栄養士に必要な生理学の知識を深め、実践を基に修得する科目である。
・「解剖学」「生理学」と関連し、人体の機能と構造をより深く学ぶ科目である。

授業の概要

・実験を通して人体の生理機能を理解する。
・必要に応じて測定結果の解析を行い、統計解析の基本を理解する。
・関連する生理学、解剖学等で学んだ知識を実験を通して定着させ、それらをグループによる研究、討議でまとめた後、資料の作成と発表
を行い栄養指導等に役立つ実践力を養う。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10018042 生理学実験（２組） 2220 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

実習全てに参加し、全ての課題レポートの提出が成績評価の基礎となる。
欠席した場合は欠席届を提出する。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 配布プリント等を用いる。

参考文献 特に指定しない。

定期試験 0 なし。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 筆記試験、受講態度、口頭試問、レポート等を総合的に判断する。

15 なし。 なし。 なし。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

グループ研究および追加実験（2回目）
・研究内容をパワーポイントを用いて発表する準備を行う。
・研究内容を簡潔にまとめた要旨を作成する。
・実験データが足りない場合は班毎に追加実験を行う。

特に指定しない。 特に指定しない。

14

研究発表および討議
・発表内容をまとめた要旨を準備し配布する。
・班毎にパワーポイントを用いて発表する。
・発表内容に関してクラスで討議する。

特に指定しない。 特に指定しない。

11

循環機能の実験（心電図）。
・心電図の測定を行う。
・心臓の構造や働きを理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

12

グループ研究および追加実験（１回目）
・実験した内容を基に各班毎に研究発表するテーマを定める。
・実験データが足りない場合は班毎に追加実験を行う。

特に指定しない。 特に指定しない。

10

呼吸機能の実験。
・スパイロメーターを用いて呼吸機能を測定する。
・呼吸器官の構造や働きを理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。
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9

循環機能の実験（血圧）。
・各種条件下において血圧の測定を行う。
・血圧測定の意義や変動要因を理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

7

味覚機能の実験。
・各種の味を用いて味覚機能の実験を行う。
・実験結果をもとに味覚地図を作成し、既存の味覚地図と比較検
討する。

特に指定しない。 特に指定しない。

8

代謝機能の実験
・各種条件下で血糖値の測定を行う。
・血糖値測定の意義や変動要因を理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

5

体力テストの意義。
・文部科学省の新体力テストなど室内で実施できる項目を行う。
・測定の意義、健康との関連を理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

6

運動強度の測定。
・歩行、踏み台昇降などの運動を実施する。
・運動強度、運動量、エネルギー消費量を求める。

特に指定しない。 特に指定しない。

3

生理機能の測定、多重比較。
・各種運動による生理機能の測定を行い値を得る。
・得られた値の多重比較検定を行い比較検討する。

特に指定しない。 特に指定しない。

4

生理機能の測定、相関係数。
・各種運動による生理機能の実験を行い値を得る。
・得られた値の相関係数をもとめ比較検討する。

特に指定しない。 特に指定しない。

1

実験ガイダンス
・実験の目的、方法、注意点の説明。
・評価方法の説明と注意。
・実験内容と今後の講義、実験との関連性の説明。
・各学生が講義終了時に目指す目標や到達点を考える。

特に指定しない。 特に指定しない。

2

生理機能の測定、平均値の検定。
・各種運動による生理機能の実験を行い値を得る。
・実験で得られた値の平均値の差の検定を行い比較検討する。

特に指定しない。 特に指定しない。

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

各班毎に発表を行い、それについてクラス全体で討議する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・人体の生理機能を理解し説明することができる。
・呼吸、代謝、筋神経の知識と測定方法が理解できる。
・測定結果の統計解析ができる。
・グループによる研究、討議、資料作成、発表することができる。

授業の方法

・その日に実験する臓器および器官について講義を行う。
・人数や実験内容により班毎に分かれ実験を行う。
・後半は学習した内容を基に各班でテーマを定めて実験し、結果をまとめて資料を作成しパワーポイントを用いて班毎に発表し、発表内容
に関してクラス全体で討議する。

ＩＣＴ活用 なし。

前期

教員氏名 合田　悟

授業の位置づけ

・ディプロマポリシーの「地域社会の生活習慣病予防・健康増進、および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につ
けている。（知識・技能）」と「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけ
ている（知識・技能）」に関係が有る科目である。
・管理栄養士に必要な生理学の知識を深め、実践を基に修得する科目である。
・「解剖学」「生理学」と関連し、人体の機能と構造をより深く学ぶ科目である。

授業の概要

・実験を通して人体の生理機能を理解する。
・必要に応じて測定結果の解析を行い、統計解析の基本を理解する。
・関連する生理学、解剖学等で学んだ知識を実験を通して定着させ、それらをグループによる研究、討議でまとめた後、資料の作成と発表
を行い栄養指導等に役立つ実践力を養う。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10018043 生理学実験（３組） 2220 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

実習全てに参加し、全ての課題レポートの提出が成績評価の基礎となる。
欠席した場合は欠席届を提出する。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 配布プリント等を用いる。

参考文献 特に指定しない。

定期試験 0 なし。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 筆記試験、受講態度、口頭試問、レポート等を総合的に判断する。

15 なし。 なし。 なし。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

グループ研究および追加実験（2回目）
・研究内容をパワーポイントを用いて発表する準備を行う。
・研究内容を簡潔にまとめた要旨を作成する。
・実験データが足りない場合は班毎に追加実験を行う。

特に指定しない。 特に指定しない。

14

研究発表および討議
・発表内容をまとめた要旨を準備し配布する。
・班毎にパワーポイントを用いて発表する。
・発表内容に関してクラスで討議する。

特に指定しない。 特に指定しない。

11

循環機能の実験（心電図）。
・心電図の測定を行う。
・心臓の構造や働きを理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。

12

グループ研究および追加実験（１回目）
・実験した内容を基に各班毎に研究発表するテーマを定める。
・実験データが足りない場合は班毎に追加実験を行う。

特に指定しない。 特に指定しない。

10

呼吸機能の実験。
・スパイロメーターを用いて呼吸機能を測定する。
・呼吸器官の構造や働きを理解する。

特に指定しない。 特に指定しない。
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9

・ゲルろ過法クロマトグラムの作成　
ゲル濾過法で分離したサンプルの酵素活性を測定し、標準物質と
合わせてクロマトグラムを作成し、ジャガイモ酵素の分子量を推
定する。(合田)

指定された教科書のページの内容を
予習しておく。（30分）

なし

7

・酵素に関する実験(5）　（教科書ｐ205）
試料ジャガイモから酵素（酸性ホスファターゼ）を抽出し、活性
測定など酵素精製の基本的操作を学ぶ。(合田)

指定された教科書のページの内容を
予習しておく。（30分）

北海道産を中心としたジャガイモに
ついて外観の特徴、調理特性につい
て調べる。（60分）

8

・ゲルろ過法クロマトグラフィー　（教科書ｐ152）
タンパク質分離法の一つのゲル濾過クロマトグラフィーの原理を
理解し、カラムを用いて標準タンパク、粗抽出物酵素を分離す
る。　(合田)

指定された教科書のページの内容を
予習しておく。（30分）

なし

5

・酵素に関する実験(3）　（教科書ｐ211）
基質濃度と酵素反応速度との関係を基礎となるMichaelis-Menten
式を学び、仮に決められた最大速度（Vmax）からミカエリス定数
を算出する。(藤井)

指定された教科書のページの内容を
予習しておく。（30分）

なし

6

・酵素に関する実験(4）
前回のデータを用いミカエリス・メンテンの式から理想曲線を描
き、さらにLineweaver-Burk（逆数プロット）から実験的に酵素
の基本的定数を算出する。(藤井)

前期生化学（1）の講義ノートを参
照しておく。（30分）

なし

3

・酵素に関する実験(1)　（教科書ｐ204,　ｐ209）
　酵素（酸性ホスファターゼ）活性の測定法を理解し酵素単位
（Ｕ）の計算法を理解する。(藤井)

前期の生化学（1）の講義ノートを
参照して、計算式を理解しておく。
（30分）

なし

4

・酵素に関する実験(2）　（教科書ｐ213）
酵素活性はpHに大きく依存することを理解する。緩衝液の種類と
実験結果について考察する。(藤井)

指定された教科書のページの内容を
予習しておく。（30分）

なし

1

ガイダンス（教科書ｐ1-33）
実験の諸注意、実験室での礼儀、実験器具の基本操作、機器・器
具の取り扱い、実験ノートの作成法、レポートのまとめ方（例と
して自動ピペットの要領検定）を理解する。(藤井)

教科書を購入し、シラバスに記載さ
れている事項を確認刷る。（60分）

なし

2

・生化学実験に関わる酵素に関する実験（教科書ｐ204,　ｐ
209）および核酸に関する一連の実験（教科書ｐ71、85）につい
ての注意点、原理などの講義により解説する。(藤井)

同上 なし

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしてルービック評価表に該当する評点を各自記載し、本実験の理解度を確認する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１）授業計画にある実験手法に関して、その目的や背景にある理論を説明できる。　２）実験に用いる実験器具や装置の原理と使用法を理
解し、実際に取り扱うことができる。　３）正式なレポートの書き方、実験結果をまとめ、発表し、内容について討論することができる。

授業の方法

板書を活用し、実験を行う前に実験手順を詳細に説明する。操作が複雑な実験では、あらかじめ印刷物を配布して説明する。毎回、グルー
プ単位でレポートを提出し、必要に応じて考察内容について口頭試問を行う。また、再現性を保証した詳細な実験ノートの作成と提出が求
められる。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 藤井　駿吾、合田　悟

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「地域社会の生活習慣病予防·健康増進、および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につ
けている。」と「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導·教育を行うために必要な知識·技術を身につけている。」と特に
関係の深い科目である。健康栄養学の「人体の構造と機能及び疾病の成り立ち」分野での基本的知識・技術を身につけるための科目であ
る。他の科目とのつながりとして、前期の生化学と大いに関連し、栄養生化学の基礎となる。

授業の概要

生化学関連の講義で学んだ知識を基に、基本技術・操作、実験の進め方と生化学的・分子生物学的なものの見方・考え方を習得する。その
ため、生体高分子を中心として構造や機能および生体反応に関する基本的な実験を行う。酵素活性を測定して酵素の反応速度について学習
したり、電気泳動を用いる実験や核酸の取り扱いを通して分子生物学的手法の基本を学ぶ。さらに、課題・実験結果・考察の発表を通し
て、プレゼンテーション技法についても習得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10407041 生化学実験（１組） 2256 1 2
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履修条件・留意
事項等

・休日の関係で、クラスによって一部進行が変わります。
・各人は全ての実験を行う。従って欠席は原則認められない。欠席の場合は、必ず再実験を行う。
・全員実験ノートを用意し、毎回の実験記録をつくる。
・各班は実験結果のレポートを毎回提出する。
・1回１８０分の実験につき１４回とする

備考欄

その他 0 実験室内での態度および提出した実験ノート（課題を含む）の内容

教科書

初歩からの「バイオ実験」(ゲノムからプロテオームへ)/大山 徹・渡部俊弘 編著/ 三共出版。 
必要に応じてプリント配付

参考文献

特にないが、前期の「生化学」講義で使用した「生化学テキスト/毎田徹夫/文光堂」を必要に応じて参考にする。

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100  実験への取り組み姿勢・態度、実験レポート

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11

・アガロース電気泳動によるＤＮＡ断片の分析（教科書ｐ71、
85）
DNAの制限酵素処理の目的と原理を理解するとともに、マイクロ
ピペットの使い方や試薬の調製法を習得し、アガロースゲルを作
成する。(合田)

配付された「実験ノート作成法」を
熟読しておく。（30分）

なし

12

・アガロースゲル電気泳動による制限酵素処理ＤＮＡの分析　
（教科書ｐ71-75、p53）
アガロースゲル電気泳動の目的と原理を理解するとともに、電気
泳動装置の取り扱いを習得する。制限酵素処理サンプルを泳動
し、染色後のゲルの写真撮影をする(合田)

教科書の指定されたページの内容を
予習しておく。（30分）

なし

10

・実験ノートのまとめ、　各再実験（実験失敗、欠席者）の実施
　2〜10までの各実験における考察の書き方など実験ノート作成
のポイントについて。(合田)

配付された「実験ノート作成法」を
熟読しておく。（30分）

時間内に書ききれなかった項目につ
いて書き加える。（90分）
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9

・ゲルろ過法クロマトグラムの作成　
ゲル濾過法で分離したサンプルの酵素活性を測定し、標準物質と
合わせてクロマトグラムを作成し、ジャガイモ酵素の分子量を推
定する。(合田)

指定された教科書のページの内容を
予習しておく。（30分）

なし

7

・酵素に関する実験(5）　（教科書ｐ205）
試料ジャガイモから酵素（酸性ホスファターゼ）を抽出し、活性
測定など酵素精製の基本的操作を学ぶ。(合田)

指定された教科書のページの内容を
予習しておく。（30分）

北海道産を中心としたジャガイモに
ついて外観の特徴、調理特性につい
て調べる。（60分）

8

・ゲルろ過法クロマトグラフィー　（教科書ｐ152）
タンパク質分離法の一つのゲル濾過クロマトグラフィーの原理を
理解し、カラムを用いて標準タンパク、粗抽出物酵素を分離す
る。　(合田)

指定された教科書のページの内容を
予習しておく。（30分）

なし

5

・酵素に関する実験(3）　（教科書ｐ211）
基質濃度と酵素反応速度との関係を基礎となるMichaelis-Menten
式を学び、仮に決められた最大速度（Vmax）からミカエリス定数
を算出する。(藤井)

指定された教科書のページの内容を
予習しておく。（30分）

なし

6

・酵素に関する実験(4）
前回のデータを用いミカエリス・メンテンの式から理想曲線を描
き、さらにLineweaver-Burk（逆数プロット）から実験的に酵素
の基本的定数を算出する。(藤井)

前期生化学（1）の講義ノートを参
照しておく。（30分）

なし

3

・酵素に関する実験(1)　（教科書ｐ204,　ｐ209）
　酵素（酸性ホスファターゼ）活性の測定法を理解し酵素単位
（Ｕ）の計算法を理解する。(藤井)

前期の生化学（1）の講義ノートを
参照して、計算式を理解しておく。
（30分）

なし

4

・酵素に関する実験(2）　（教科書ｐ213）
酵素活性はpHに大きく依存することを理解する。緩衝液の種類と
実験結果について考察する。(藤井)

指定された教科書のページの内容を
予習しておく。（30分）

なし

1

ガイダンス（教科書ｐ1-33）
実験の諸注意、実験室での礼儀、実験器具の基本操作、機器・器
具の取り扱い、実験ノートの作成法、レポートのまとめ方（例と
して自動ピペットの要領検定）を理解する。(藤井)

教科書を購入し、シラバスに記載さ
れている事項を確認刷る。（60分）

なし

2

・生化学実験に関わる酵素に関する実験（教科書ｐ204,　ｐ
209）および核酸に関する一連の実験（教科書ｐ71、85）につい
ての注意点、原理などの講義により解説する。(藤井)

同上 なし

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしてルービック評価表に該当する評点を各自記載し、本実験の理解度を確認する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１）授業計画にある実験手法に関して、その目的や背景にある理論を説明できる。　２）実験に用いる実験器具や装置の原理と使用法を理
解し、実際に取り扱うことができる。　３）正式なレポートの書き方、実験結果をまとめ、発表し、内容について討論することができる。

授業の方法

板書を活用し、実験を行う前に実験手順を詳細に説明する。操作が複雑な実験では、あらかじめ印刷物を配布して説明する。毎回、グルー
プ単位でレポートを提出し、必要に応じて考察内容について口頭試問を行う。また、再現性を保証した詳細な実験ノートの作成と提出が求
められる。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 藤井　駿吾、合田　悟

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「地域社会の生活習慣病予防·健康増進、および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につ
けている。」と「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導·教育を行うために必要な知識·技術を身につけている。」と特に
関係の深い科目である。健康栄養学の「人体の構造と機能及び疾病の成り立ち」分野での基本的知識・技術を身につけるための科目であ
る。他の科目とのつながりとして、前期の生化学と大いに関連し、栄養生化学の基礎となる。

授業の概要

生化学関連の講義で学んだ知識を基に、基本技術・操作、実験の進め方と生化学的・分子生物学的なものの見方・考え方を習得する。その
ため、生体高分子を中心として構造や機能および生体反応に関する基本的な実験を行う。酵素活性を測定して酵素の反応速度について学習
したり、電気泳動を用いる実験や核酸の取り扱いを通して分子生物学的手法の基本を学ぶ。さらに、課題・実験結果・考察の発表を通し
て、プレゼンテーション技法についても習得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10407042 生化学実験（２組） 2256 1 2

- 105 -



北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

・休日の関係で、クラスによって一部進行が変わります。
・各人は全ての実験を行う。従って欠席は原則認められない。欠席の場合は、必ず再実験を行う。
・全員実験ノートを用意し、毎回の実験記録をつくる。
・各班は実験結果のレポートを毎回提出する。
・1回１８０分の実験につき１４回とする

備考欄

その他 0 実験室内での態度および提出した実験ノート（課題を含む）の内容

教科書

初歩からの「バイオ実験」(ゲノムからプロテオームへ)/大山 徹・渡部俊弘 編著/ 三共出版。 
必要に応じてプリント配付

参考文献

特にないが、前期の「生化学」講義で使用した「生化学テキスト/毎田徹夫/文光堂」を必要に応じて参考にする。

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100  実験への取り組み姿勢・態度、実験レポート

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11

・アガロース電気泳動によるＤＮＡ断片の分析（教科書ｐ71、
85）
DNAの制限酵素処理の目的と原理を理解するとともに、マイクロ
ピペットの使い方や試薬の調製法を習得し、アガロースゲルを作
成する。(合田)

配付された「実験ノート作成法」を
熟読しておく。（30分）

なし

12

・アガロースゲル電気泳動による制限酵素処理ＤＮＡの分析　
（教科書ｐ71-75、p53）
アガロースゲル電気泳動の目的と原理を理解するとともに、電気
泳動装置の取り扱いを習得する。制限酵素処理サンプルを泳動
し、染色後のゲルの写真撮影をする(合田)

教科書の指定されたページの内容を
予習しておく。（30分）

なし

10

・実験ノートのまとめ、　各再実験（実験失敗、欠席者）の実施
　2〜10までの各実験における考察の書き方など実験ノート作成
のポイントについて。(合田)

配付された「実験ノート作成法」を
熟読しておく。（30分）

時間内に書ききれなかった項目につ
いて書き加える。（90分）
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9

・ゲルろ過法クロマトグラムの作成　
ゲル濾過法で分離したサンプルの酵素活性を測定し、標準物質と
合わせてクロマトグラムを作成し、ジャガイモ酵素の分子量を推
定する。(合田)

指定された教科書のページの内容を
予習しておく。（30分）

なし

7

・酵素に関する実験(5）　（教科書ｐ205）
試料ジャガイモから酵素（酸性ホスファターゼ）を抽出し、活性
測定など酵素精製の基本的操作を学ぶ。(合田)

指定された教科書のページの内容を
予習しておく。（30分）

北海道産を中心としたジャガイモに
ついて外観の特徴、調理特性につい
て調べる。（60分）

8

・ゲルろ過法クロマトグラフィー　（教科書ｐ152）
タンパク質分離法の一つのゲル濾過クロマトグラフィーの原理を
理解し、カラムを用いて標準タンパク、粗抽出物酵素を分離す
る。　(合田)

指定された教科書のページの内容を
予習しておく。（30分）

なし

5

・酵素に関する実験(3）　（教科書ｐ211）
基質濃度と酵素反応速度との関係を基礎となるMichaelis-Menten
式を学び、仮に決められた最大速度（Vmax）からミカエリス定数
を算出する。(藤井)

指定された教科書のページの内容を
予習しておく。（30分）

なし

6

・酵素に関する実験(4）
前回のデータを用いミカエリス・メンテンの式から理想曲線を描
き、さらにLineweaver-Burk（逆数プロット）から実験的に酵素
の基本的定数を算出する。(藤井)

前期生化学（1）の講義ノートを参
照しておく。（30分）

なし

3

・酵素に関する実験(1)　（教科書ｐ204,　ｐ209）
　酵素（酸性ホスファターゼ）活性の測定法を理解し酵素単位
（Ｕ）の計算法を理解する。(藤井)

前期の生化学（1）の講義ノートを
参照して、計算式を理解しておく。
（30分）

なし

4

・酵素に関する実験(2）　（教科書ｐ213）
酵素活性はpHに大きく依存することを理解する。緩衝液の種類と
実験結果について考察する。(藤井)

指定された教科書のページの内容を
予習しておく。（30分）

なし

1

ガイダンス（教科書ｐ1-33）
実験の諸注意、実験室での礼儀、実験器具の基本操作、機器・器
具の取り扱い、実験ノートの作成法、レポートのまとめ方（例と
して自動ピペットの要領検定）を理解する。(藤井)

教科書を購入し、シラバスに記載さ
れている事項を確認刷る。（60分）

なし

2

・生化学実験に関わる酵素に関する実験（教科書ｐ204,　ｐ
209）および核酸に関する一連の実験（教科書ｐ71、85）につい
ての注意点、原理などの講義により解説する。(藤井)

同上 なし

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしてルービック評価表に該当する評点を各自記載し、本実験の理解度を確認する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１）授業計画にある実験手法に関して、その目的や背景にある理論を説明できる。　２）実験に用いる実験器具や装置の原理と使用法を理
解し、実際に取り扱うことができる。　３）正式なレポートの書き方、実験結果をまとめ、発表し、内容について討論することができる。

授業の方法

板書を活用し、実験を行う前に実験手順を詳細に説明する。操作が複雑な実験では、あらかじめ印刷物を配布して説明する。毎回、グルー
プ単位でレポートを提出し、必要に応じて考察内容について口頭試問を行う。また、再現性を保証した詳細な実験ノートの作成と提出が求
められる。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 藤井　駿吾、合田　悟

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「地域社会の生活習慣病予防·健康増進、および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につ
けている。」と「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導·教育を行うために必要な知識·技術を身につけている。」と特に
関係の深い科目である。健康栄養学の「人体の構造と機能及び疾病の成り立ち」分野での基本的知識・技術を身につけるための科目であ
る。他の科目とのつながりとして、前期の生化学と大いに関連し、栄養生化学の基礎となる。

授業の概要

生化学関連の講義で学んだ知識を基に、基本技術・操作、実験の進め方と生化学的・分子生物学的なものの見方・考え方を習得する。その
ため、生体高分子を中心として構造や機能および生体反応に関する基本的な実験を行う。酵素活性を測定して酵素の反応速度について学習
したり、電気泳動を用いる実験や核酸の取り扱いを通して分子生物学的手法の基本を学ぶ。さらに、課題・実験結果・考察の発表を通し
て、プレゼンテーション技法についても習得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10407043 生化学実験（３組） 2256 1 2
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履修条件・留意
事項等

・休日の関係で、クラスによって一部進行が変わります。
・各人は全ての実験を行う。従って欠席は原則認められない。欠席の場合は、必ず再実験を行う。
・全員実験ノートを用意し、毎回の実験記録をつくる。
・各班は実験結果のレポートを毎回提出する。
・1回１８０分の実験につき１４回とする

備考欄

その他 0 実験室内での態度および提出した実験ノート（課題を含む）の内容

教科書

初歩からの「バイオ実験」(ゲノムからプロテオームへ)/大山 徹・渡部俊弘 編著/ 三共出版。 
必要に応じてプリント配付

参考文献

特にないが、前期の「生化学」講義で使用した「生化学テキスト/毎田徹夫/文光堂」を必要に応じて参考にする。

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100  実験への取り組み姿勢・態度、実験レポート

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11

・アガロース電気泳動によるＤＮＡ断片の分析（教科書ｐ71、
85）
DNAの制限酵素処理の目的と原理を理解するとともに、マイクロ
ピペットの使い方や試薬の調製法を習得し、アガロースゲルを作
成する。(合田)

配付された「実験ノート作成法」を
熟読しておく。（30分）

なし

12

・アガロースゲル電気泳動による制限酵素処理ＤＮＡの分析　
（教科書ｐ71-75、p53）
アガロースゲル電気泳動の目的と原理を理解するとともに、電気
泳動装置の取り扱いを習得する。制限酵素処理サンプルを泳動
し、染色後のゲルの写真撮影をする(合田)

教科書の指定されたページの内容を
予習しておく。（30分）

なし

10

・実験ノートのまとめ、　各再実験（実験失敗、欠席者）の実施
　2〜10までの各実験における考察の書き方など実験ノート作成
のポイントについて。(合田)

配付された「実験ノート作成法」を
熟読しておく。（30分）

時間内に書ききれなかった項目につ
いて書き加える。（90分）
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11

食品成分の化学変化（１）
油脂の酸化、タンパク質の変化、糖質の変化、ビタミンの変化に
ついて学ぶ。

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

教科書を復習し、重要事項をノート
に整理しておくこと。（90分）

9

食品の栄養価（２）
炭水化物の栄養効果、脂質の栄養効果、ビタミンと無機質の有効
性、体によい食品について学ぶ。

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

教科書を復習し、重要事項をノート
に整理しておくこと。（90分）

10

食品の機能と表示
食品の機能、食品の機能成分-生体調節機能の分類、食品表示制
度、健康志向型食品にかかわる制度について学ぶ。

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

教科書を復習し、重要事項をノート
に整理しておくこと。（90分）

7

食品中の嗜好・有害成分
食品の品質・おいしさにかかわる成分、食品中の有毒物質につい
て学ぶ。

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

教科書を復習し、重要事項をノート
に整理しておくこと。（90分）

8

食品の栄養価（１）
栄養素の有効性に影響を及ぼす要因、食品のエネルギー換算、タ
ンパク質の栄養効果、炭水化物の栄養効果について学ぶ。


教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

教科書を復習し、重要事項をノート
に整理しておくこと。（90分）

5

食品の主要成分（無機質）
無機質について学ぶ。

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

教科書を復習し、重要事項をノート
に整理しておくこと。（90分）

6

食品の主要成分（ビタミン、核酸）
ビタミン、核酸について学ぶ。

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

教科書を復習し、重要事項をノート
に整理しておくこと。（90分）

3

食品の主要成分（糖質）
糖質について学ぶ。

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

教科書を復習し、重要事項をノート
に整理しておくこと。（90分）

4

食品の主要成分（脂質）
脂質について学ぶ。

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

教科書を復習し、重要事項をノート
に整理しておくこと。（90分）

1

人間と食品（食べ物）
・ガイダンス
・授業の進め方
・評価方法
・人間と食品について、食品の変遷、食物連鎖、食生活と健康、
食嗜好の形成、食料と環境問題、食品の成分、食品成分の状態、
食品の分類について学ぶ。

教科書の巻頭言などを読み，教科書
の全体像を把握しておくこと。（90
分）

授業終了時に示す課題についてレ
ポートを作成すること。（90分）

2

食品の主要成分（水、タンパク質）
水、タンパク質について学ぶ。

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

教科書を復習し、重要事項をノート
に整理しておくこと。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

課題については、提出内容をさらにまとめ最後の授業で説明を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・食品の化学成分の構造・性質、物性等の基礎知識について述べることができる。
・食品を主要栄養素含量に基づいて分類でき、原料、生産様式に基づいて分類できる。
・管理栄養士国家試験「食べ物と健康」の“人間と食品”、“食品の機能”に関する知識を習得し説明できる。

授業の方法

パワーポイントと配布資料を用いて講義形式で進める。(パワーポイントの資料は配布する。）
各授業において、授業のまとめのために小テストを行い、この小テスト提出を出席カードとして使用する。なお、小テストの解答は、復習
資料として次回の授業時に配布する。

ＩＣＴ活用

なし

前期

教員氏名 檜垣　俊介

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検
証することができる。」ことと特に関係がある科目である。
食品の分類、成分及び物性を理解し、人体や健康への影響に関する知識を学び、管理栄養士として必要な「食べ物と健康」に関する知識を
習得する科目である。
「食品科学実験」、「食品学各論」の基礎知識を学ぶ。

授業の概要 食品成分の科学的特徴とともに栄養機能や成分の化学的変化を学ぶことで食品科学の基礎を身につける。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11058041 食品学総論 2400 2 1
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履修条件・留意
事項等

基礎化学を十分に理解していることが履修において前提条件となる。

備考欄

その他 0 なし

教科書

新　食品・栄養科学シリーズ 　食品学総論　食べ物と健康①　第3版
森田潤司・成田宏史 　編　化学同人

参考文献

パソコンで学ぶ　食品化学　髙野克己・渡部俊弘　編　三共出版　
日本食品成分表2021年版（八訂）医歯薬出版編  医歯薬出版

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート課題、授業での積極性、参加状況、受講態度、およびまとめテストの成績などにより総合的に評
価する。

15

まとめと試験
今までのまとめとこれまでの試験を行う。

教科書の該当する部分や小テストを
よく復習しておく（90分）

試験において、理解不十分な事項に
ついて再度復習をおこなうこと。
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

食品の物性および食品のおいしさの総合評価
食品の物性とおいしさ、コロイドの化学、レオロジー、テクス
チャー、食品物性の測定および食品情報と官能評価について学
ぶ。

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

教科書を復習し、重要事項をノート
に整理しておくこと。（90分）

14

 
 食品成分表
日本食品標準成分表の目的、刊行の経緯について、日本食品標準
成分表、食品成分表利用における留意点、食品成分の分析方法と
その算定について学ぶ。 

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

小テストにおいて、理解不十分な事
項について再度復習をおこなうこ
と。（90分）

12

食品成分の化学変化（２）
成分間相互作用、褐変、酵素による成分変化、高圧処理による変
化について学ぶ。

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

教科書を復習し、重要事項をノート
に整理しておくこと。（90分）
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9

水産食品（水産食品に特徴的な加工原理）
水産食品に特徴的な加工原理について学ぶ。

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

教科書を復習し、重要事項をノート
に整理し、次の練習問題に備えてお
くこと。（90分）

10

微生物利用食品
アルコール飲料・発酵調味料・漬物・その他微生物利用食品など
について学ぶ。

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

教科書を復習し、重要事項をノート
に整理し、次の練習問題に備えてお
くこと。（90分）

7

水産食品（分類、性状、成分、特殊構成、鮮度）
魚介類の種類と分類・魚類の構造と性状・魚介類の歩留まり・一
般成分・エキス成分・特殊成分などについて学ぶ。

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

教科書を復習し、重要事項をノート
に整理し、次の練習問題に備えてお
くこと。（90分）

8

水産食品（低温貯蔵、冷凍、加工品、藻類）
魚介類の死後変化と鮮度・魚介類の低温貯蔵と冷凍変性、魚介類
とその加工品・藻類などについて学ぶ。

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

教科書を復習し、重要事項をノート
に整理し、次の練習問題に備えてお
くこと。（90分）

5

畜産食品（食肉類、卵類）
食肉類、卵類について学ぶ。

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

教科書を復習し、重要事項をノート
に整理し、次の練習問題に備えてお
くこと。（90分）

6

畜産食品（乳類、畜産食品に特徴的な加工原理）
乳類、畜産食品に特徴的な加工原理などについて学ぶ。

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

教科書を復習し、重要事項をノート
に整理し、次の練習問題に備えてお
くこと。（90分）

3

農産食品（豆類、野菜類）
豆類、野菜類についてそれぞれの特徴を学ぶ。

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

教科書を復習し、重要事項をノート
に整理し、次の練習問題に備えてお
くこと。（90分）

4

農産食品（果実類、きのこ類、農産品の加工原理）
果実類、きのこ類、農産品の加工原理について学ぶ。

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

教科書を復習し、重要事項をノート
に整理し、次の練習問題に備えてお
くこと。（90分）

1

日本人の栄養と栄養摂取量および食料に関する項目
・ガイダンス
・授業の進め方
・評価方法
・日本人の栄養と栄養素摂取量、食料の生産と需要、食品産業の
構成について学ぶ。

教科書の巻頭言などを読み，教科書
の全体像を把握しておくこと。（90
分）

教科書を復習し、重要事項をノート
に整理し、次の練習問題に備えてお
くこと。（90分）

2

農産食品（穀類、いも類、種実類）
穀類、いも類、種実類についてそれぞれの特徴を学ぶ。

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

教科書を復習し、重要事項をノート
に整理し、次の練習問題に備えてお
くこと。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

提出課題に対し、正解や正答を導くための考え方を併せて解説する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・食品の品質に関わる加工・保存技術と食品中の成分変化についての基礎的知識を習得し、説明できる。
・加工食品の科学的特性に関する基本的知識を習得し、説明できる。
・管理栄養士国家試験「食べ物と健康」の“食品の分類”、“成分及び物性”、食品の生産・加工・保存・流通と栄養”に関する知識を習
得し、説明できる。

授業の方法

パワーポイントと配布資料を用いて講義形式で進める。(パワーポイントの資料は配布する。）
各授業において、授業のまとめのために小テストを行い、この小テスト提出を出席カードとして使用する。なお、小テストの解答は、復習
資料として次回の授業時に配布する。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 檜垣　俊介

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検
証することができる。」ことと特に関係がある科目である。
食品素材の成り立ちについての理解や、食品の生産から加工、流通、貯蔵、調理を経て人に摂取さ れるまでの過程における安全性の確
保、栄養や嗜好性の変化について学び、管理栄養士として必要な「食べ物と健康」に関する知識を習得する科目である。「食品科学実験」
の基礎知識を学ぶ。

授業の概要

食生活と健康に直結する各種の食品について、素材としての特徴や栄養・健康機能に関わる成分を中心に修得する。管理栄養士として食べ
物と健康に関する必要十分な知識、健康問題を正しく理解し、食生活を通じて健康の維持増進および回復を指導するために必要な知識を学
ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

90379041 食品学各論 2402 2 1
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履修条件・留意
事項等

食品学総論、基礎食品学実験、調理科学、基礎調理学実習や食品科学実験などと関連づけて理解を深めること。

備考欄

その他 0 なし

教科書

新　食品・栄養科学シリーズ 　食品学各論　食べ物と健康②　第3版
瀬口正晴・八田一 　編　化学同人

参考文献

パソコンで学ぶ　食品化学　髙野克己・渡部俊弘　編　三共出版
日本食品成分表2021年版（八訂）医歯薬出版編  医歯薬出版

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート課題、授業での積極性、参加状況、受講態度、およびまとめテストなどにより総合的に評価す
る。

15

まとめと試験
今までのまとめとこれまでの試験を行う。

教科書の該当する部分や小テストを
よく復習しておく（90分）

試験において、理解不十分な事項に
ついて再度復習をおこなうこと。
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

食品の保存および加工技術
食品の保存原理などについて学ぶ。

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

教科書を復習し、重要事項をノート
に整理し、次の練習問題に備えてお
くこと。（90分）

14

 21世紀の食品産業
食料需要と供給の予測、21世紀における食品産業の役割、世界の
人口推移と食糧問題について学ぶ。　 

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

小テストにおいて、理解不十分な事
項について再度復習をおこなうこ
と。（90分）

11

加工食品とその素材
加工食品の素材および加工食品について学ぶ。

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

教科書を復習し、重要事項をノート
に整理し、次の練習問題に備えてお
くこと。（90分）

12

機能性食品とその素材
健康食品と食品に関わる制度について・特別用途食品とその素
材・保健機能食品とその素材などについて学ぶ。

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。（90分）

教科書を復習し、重要事項をノート
に整理し、次の練習問題に備えてお
くこと。（90分）
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5

食品の変質とその防止
食品を変化させる物理的・化学的・生物的要因とその防止対策に 
ついて学ぶ。講義前学習として食品に影響を与える上記の因子に 
ついて学習し、講義後学習としてそれらの因子に対する食品の取 
り扱いや加工上の対策について理解する。

教科書p25～p36までを読み,キー 
ワード（赤字）を書き出しておく。 
（90分

配布プリントを復習し、キーワード 
の理解がなされたか確認する。（90 
分

6

食中毒総論
我が国における食中毒の発生およびその対応について学ぶ。講義 
前学習として前年度の統計調査から食中毒の発生状況を把握して 
おき、講義後学習としてわが国の気候・風土といった条件からそ 
れらの特徴を関連づけて理解する。

教科書p37～p44までを読み,キー 
ワード（赤字）を書き出しておく。 
（90分

配布プリントを復習し、キーワード 
の理解がなされたか確認する。（90 
分

3

食品衛生に関わる法律
食品衛生の中心となる食品安全基本法・食品衛生法・その他につ 
いて学ぶ。講義前学習として教科書に列記されている法律の名称 
を学習し、講義後学習としてそれらの法律の概要を理解する。

教科書p8～p10までを読み,キーワー 
ド（赤字）を書き出しておく。（90 
分）

配布プリントを復習し、キーワード 
の理解がなされたか確認する。（90 
分

4

食品と微生物
食品に影響をおよぼす微生物（細菌、真菌、ウイルス）について 
学ぶ。義前学習としてに各微生物の生物学的特性を復習してお 
き、講義後学習としてそれらが食品を汚染した場合にどのように 
増殖するかを概要を理解する

教科書p11～p24までを読み,キー 
ワード（赤字）を書き出しておく。 
（90分

配布プリントを復習し、キーワード 
の理解がなされたか確認する。（90 
分

1

食品衛生学について
食品衛生学の講義概要と履修方法について（ガイダンス）
食品衛生学の講義の概略と、教科書、参考図書、配布資料の有効 
な利用方法について解説する。

教科書p1～p4までを読み,キーワー 
ド（赤字）を書き出しておく。（90 
分）

配布プリントを復習し、キーワード 
の理解がなされたか確認する。（90 
分

2

食品衛生に関しての国際的取り組みと国内行政　
食品衛生に携わる国際機関と国内機関（内閣府、厚生労働省、農 
林水産省、地方自治体）の役割について学ぶ。講義前学習として 
各の役割を学習しておき、講義後学習として食品衛生のどの分野 
にこれらの機関が関わるのか理解する.。

教科書p5～p7までを読み,キーワー 
ド（赤字）を書き出しておく。（90 
分）

配布プリントを復習し、キーワード 
の理解がなされたか確認する。（90 
分

実務経験のある
教員の教育内容

なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

教科書の各章終了ごとに、理解度を測るための問題について解答させる。問題の解答後に解説を行い、その章における重要なポイントや記 
憶すべきキーワード等を確認させる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．わが国における食品の安全関連法規と食品衛生行政のしくみを説明できる。
２．食品の生物学的、化学的、物理的変質のメカニズムについて説明できる。
３．日本で発生する微生物、自然毒、金属、その他環境汚染物質による食中毒について論じることができる。
４．食品を介してヒトに感染する感染症、寄生虫症について論じることができる。
５．食品添加物の役割と安全性、個々の添加物の種類と使用対象食品について論じることができる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式ですすめる。
教科書の各章終了時に,関連問題を用いての理解度確認を行う（13回）。
フィードバックとして問題の解答・解説を行い重要なキーワードを確認する。

ＩＣＴ活用 なし。

後期

教員氏名 峯尾　仁

授業の位置づけ

デイプロマ・ポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検
証することができる（思考・判断・表現）」ことと特に関係がある科目である。食の安全確保にあたり必要な仕組み、原因物質、検査法、
科学的評価、リスク管理を実践するための知識、食品衛生の国際標準などの専門 性の能力を身につけるための科目である。安全性は食品
が具備すべき基本条件であり、安全阻害因子とその対策について科学的な理解する 科目である。
「食品衛生学実験」「給食経営管理論」「給食経営管理実習」「臨地実習」（健康栄養学科）の基礎となる。

授業の概要

食品衛生学は、食品だけでなく添加物、器具および包装容器を対象とし、飲食に起因する危害の発生防止を目的とする。輸入食品の増加、 
農林水産技術や食品加工技術の進歩は、豊かな食生活を享受する機会をもたらしたが、一方では、病原微生物、化学物質による汚染の拡大 
や食品偽装などの諸問題が浮上している。管理栄養士として必要な法律や行政機構、食中毒の予防、食品添加物や残留化学物質などについ 
ての知識を習得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10377041 食品衛生学 2410 2 2
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履修条件・留意
事項等

関連項目についての科目を横断するかたちの講義となるので、事前学習が重要となる。
管理栄養士としての実務に必要な項目が含まれる必修科目である。

備考欄

その他

0

教科書 健帛社Ｎブックス　新訂　食品衛生学

参考文献 なし。

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

授業態度と確認試験を総合して成績評価する。

15

まとめと確認試験 1から14回までの講義内で開設した 
演習問題を復習しておく。（90分

確認試験問題から食品機能論の重要 
ポイントを復習しておく。（90分

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

器具・容器・包装に関する衛生
加工食品の製造過程で扱う器具・容器・包装の衛生について学習 
する。講義前学習としてに各種の器具・容器・包装の分類とそれ 
らの役割を学習しておき、講義後学習としてそれぞれの食品の用 
途に応じた分器具容器・包装の適用実態について理解する。

教科書p160～p165まで を読み,キー
ワード（赤字）を書き 出してお
く。（90分）

配布プリントを復習し、キーワード 
の理解がなされたか確認する。（90 
分

14

遺伝子組換え食品およびアレルギー起因食品
遺伝子組換え食品、アレルギー起因食品について学ぶ。講義前学 
習として遺伝子組換え作物の種類、アレルギー起因食材の種類を 
学習しておき、講義後学習そていそれらの加工食品への具体的な 
利用と表示について理解する。の適用実態について理解する。

教科書p166～p167までを読み,キー 
ワード（赤字）を書き出しておく。 
（90分）

配布プリントを復習し、キーワード 
の理解がなされたか確認する。（90 
分

11

有害物質による食品汚染
重金属、残留農薬、動物用医薬品、ダイオキシンなどによる食品 
汚染について学ぶ。講義前学習としてこれらの残留毒物によって 
発生した食中毒事件を学習し、講義後学習としてそれらに対する 
安全対策と行政上の措置について学ぶ。

教科書p107～p122、p145～p148まで 
を読み,キーワード（赤字）を書き 
出しておく。（90分

配布プリントを復習し、キーワード 
の理解がなされたか確認する。（90 
分

12

食品添加物
食品添加物の歴史、種類、安全性評価、表示方法について学ぶ。 
保存料、殺菌料、防かび剤、漂白剤、甘味料、着色料、酸化防止 
剤、発色剤の種類と特徴について学ぶ。講義前学習として各種の 
食品添加物の分類とそれらの役割を学習しておき、講義後学習と 
して分類別に代表的な食品添加物につい対象食品や使用条件を理 
解する。

教科書p123～p144までを読み,キー 
ワード（赤字）を書き出しておく。 
（90分

配布プリントを復習し、キーワード 
の理解がなされたか確認する。（90 
分

9

経口感染症および人畜共通感染症
ヒト経口感染症と家畜とヒトの間で成立する人畜共通感染症につ 
いて学ぶ。講義前学習としてそれぞれの感染症名について学習し 
ておき、講義後学習としてそれらの感染症の個々の症状と予防対 
策について理解する。

教科書p80～p90までを読み,キー 
ワード（赤字）を書き出しておく。 
（90分）

配布プリントを復習し、キーワード 
の理解がなされたか確認する。（90 
分

10

食品と寄生虫症
食品の摂取により感染する寄生虫症について学ぶ。講義前学習と 
して寄生虫の種類と形態的特長を学習しておき、講義後学習とし 
て個々の寄生虫の感染源となる食材と感染症状の特徴を理解す 
る

教科書p91～p106までを読み,キー 
ワード（赤字）を書き出しておく。 
（90分）

配布プリントを復習し、キーワード 
の理解がなされたか確認する。（90 
分

7

食中毒各論（１）
細菌およびウイルスによる食中毒について学ぶ。講義前学習とし 
て細菌とウイルスの生物学的特性を理解しておき、講義後学習と 
して個々の細菌とウイルスがどのような食品を汚染するのかを理 
解する。

教科書p45～p72までを読み,キー 
ワード（赤字）を書き出しておく。 
（90分）

配布プリントを復習し、キーワード 
の理解がなされたか確認する。（90 
分

8

食中毒各論（２）
動物および植物中の自然毒による食中毒について学ぶ。講義前学 
習として食用となる動植物が含む毒性成分名について学習してお 
き、講義後学習としてそれらの動植物個々の毒素と生体におよぼ 
す影響について理解する。　
アクテイブラーニングとして、近年発生した食中毒事件のひとつ 
をとりあげて学生が個々に調べ、その概要を発表する。

教科書p72～p79までを読み,キー 
ワード（赤字）を書き出しておく。 
（90分）

配布プリントを復習し、キーワード 
の理解がなされたか確認する。（90 
分
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9

調理操作と栄養（4）
動物性食品（食肉類、魚介類)
食品の種類や成分特性を知り、調理による物性・嗜好性・栄養
性、機能性の変化について理解する。

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと(90分）

配付プリントや教科書、講義内容な
どをまとめ、復習する（90分）

7

調理操作と栄養（2）
植物性食品（いも類、豆類、種実類）
食品の種類や成分特性を知り、調理による物性・嗜好性・栄養
性、機能性の変化について理解する。

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと(90分）

配付プリントや教科書、講義内容な
どをまとめ、復習する（90分）

8

調理操作と栄養（3）
植物性食品（野菜類、果実類）
食品の種類や成分特性を知り、調理による物性・嗜好性・栄養
性、機能性の変化について理解する。

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと(90分）

配付プリントや教科書、講義内容な
どをまとめ、復習する（90分）

5

調理操作と調理器具・機器 (2)
加熱調理操作の分類と手法の基本的な理論をもとに、熱の伝わり
方と効率的な加熱条件を学ぶ。
調理器具の機能や使用方法について理解する。アクティブラーニ
ングとして小テストを実施①

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと(90分）

小テストの見直しをする(90分）。

6

調理操作と栄養（1）
植物性食品（米、小麦）
食品の種類や成分特性を知り、調理による物性・嗜好性・栄養
性、機能性の変化について理解する。

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと(90分）

配付プリントや教科書、講義内容な
どをまとめ、復習する（90分）

3

おいしさと健康 (2)
おいしさに関与する要因について理解する。
おいしさの客観的評価法と主観的評価方法について理解する。

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと(90分）

配付プリントや教科書、講義内容な
どをまとめ、復習する（90分）

4

調理操作と調理器具・機器 (1)
非加熱調理操作の分類と手法の基本的な理論を理解する。操作の
過程において生じる食品の形状、組織、物性、成分などの変化に
ついて理解する。

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと(90分）

配付プリントや教科書、講義内容な
どをまとめ、復習する（90分）

1

ガイダンス
調理の意義について理解する。
食文化を中心に調理の変遷と食事形態を学び、食生活と健康との
関連や食料と環境問題について理解する。

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと   (90分）

配付プリントや教科書、講義内容な
どをまとめ、復習する（90分）。

2

おいしさと健康 (1)
おいしさを感じるからだの仕組みと健康への影響を学ぶ。基本味
の種類と特徴、味の相互作用について理解する。

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと(90分）

配付プリントや教科書、講義内容な
どをまとめ、復習する（90分）。

実務経験のある
教員の教育内容

調理師としての勤務経験を活かして、理論を実践へ繋げるための具体的手法を示しながら授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして小テストを回収後、解答の解説を返却します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・ 食事における調理の役割や重要性を理解し説明できる。
・ 食べ物の特質を理解し、適切な調理操作を説明できる。
・ 食文化や食習慣に配慮し、対象者に適した食事計画を立案することができる。
・ 食品構成表を用いて、栄養バランスを考慮した献立を作成することができる。　
・.献立の評価方法を理解し、自分の献立を客観的に評価することができる。

授業の方法

パワーポイントと視聴覚メディア（DVD）を活用しながら講義形式で行う。
理解度確認のため、小テストを行う（全2回）。

ＩＣＴ活用 Google Form を用いて練習問題を提供し自主学習を促す。

前期

教員氏名 山森　栄美

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「特定給食施設において適切なマネジメントを行い特定多数人に継続して適切に栄養管理された食事を提供するた
めの知識・技術を身につけている」ことと関係がある科目である。食べ物と健康との関連について理解した上で、おいしさの創造に役立つ
理論を学び、後期に行う「基礎調理学実習」を科学的視点で捉えるための基盤となる科目である。

授業の概要

食べ物のもつ栄養面、機能面、嗜好面の各特性を効果的に利用する調理法を理解するため、物性を含めた食べ物の特質を学ぶ。また、食事
設計から食品の選択、調理操作を経て、食べ物として摂取できるまでの過程に関する理論について理解する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10553041 調理科学 2414 2 1
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履修条件・留意
事項等

特になし

備考欄

その他 0 なし

教科書

調理学の基本　中嶋加代子・山田志麻編著　同文書院
日本食品成分表　2021 八訂 　医歯薬出版
調理のためのベーシックデータ　第5版　女子栄養大学出版部

参考文献 特になし

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト（全3回）

15

献立作成（3）
実際に作成した献立の内容を分析し、食事摂取基準を元に考察す
る。アクティブラーニングとして小テストを実施③

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと(90分）

小テストの見直しをする(90分）。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

献立作成（1）
献立作成の基本的な考え方と手順を理解する。食品群別荷重平均
栄養成分値の算出法および食品構成表の作成法を習得する。

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと(90分）

配付プリントや教科書、講義内容な
どをまとめ、復習する（90分）

14

献立作成（2）
献立の作成手順を習得し、基本手順に基づき献立作成を行う。

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと(90分）

配付プリントや教科書、講義内容な
どをまとめ、復習する（90分）

11

調理操作と栄養（6）
動物性食品（成分抽出素材、調味料)
食品の種類や成分特性を知り、調理による物性・嗜好性・栄養
性、機能性の変化について理解する。アクティブラーニングとし
て小テストを実施②

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと(90分）

小テストの見直しをする(90分）。

12

食事設計の基礎
日本人の食事摂取基準の考え方と活用方法を理解する。日本食品
標準成分表の構成と内容を理解し、適切な栄養素量の算出法およ
び活用法を習得する。

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと(90分）

配付プリントや教科書、講義内容な
どをまとめ、復習する（90分）

10

調理操作と栄養（5）
動物性食品（卵、乳・乳製品)
食品の種類や成分特性を知り、調理による物性・嗜好性・栄養
性、機能性の変化について理解する。

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと(90分）

配付プリントや教科書、講義内容な
どをまとめ、復習する（90分）
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5

特定保健用食品
保健機能食品のひとつである特定保健用食品について、制度、対
象食品、表示方法、表示成分などについて学ぶ。
事前にこれらの事項を学習しておくこと。講義後は実際の食品の
表示をよりよく理解できる。
アクテイブラーニングとして特定保健用食品成分のひとつをとり
あげ学生が個々に調べ、その概要を発表する。

事前に配布したプリントを読み、
キーワードを書き出しておく。（90
分）

配布プリントを復習し、キーワード
の理解がなされたか確認する。（90
分）

6

機能性表示食品と特別用途食品
機能性表示食品と特別用途食品の制度、対象となる食品、表示方
法、表示成分などについて詳細に学ぶ。
事前にこれらの事項を学習しておき、講義後は実際の食品の表示
をよりよく理解できる。

事前に配布したプリントを読み、
キーワードを書き出しておく。（90
分）

配布プリントを復習し、キーワード
の理解がなされたか確認する。（90
分）

3

栄養表示基準
栄養表示基準の制度、対象となる食品、表示方法、表示成分など
について詳細に学ぶ。
事前にこれらの事項を学習しておくこと。講義後は実際の食品の
表示をよりよく理解できる。

事前に配布したプリントを読み、
キーワードを書き出しておく。（90
分）

配布プリントを復習し、キーワード
の理解がなされたか確認する。（90
分）

4

栄養機能食品
保健機能食品のひとつである栄養機能食品について、制度、対象
食品、表示方法、表示成分などについて学ぶ。
事前にこれらの事項を学習しておくこと。講義後は実際の食品の
表示をよりよく理解できる。

事前に配布したプリントを読み、
キーワードを書き出しておく。（90
分）

配布プリントを復習し、キーワード
の理解がなされたか確認する。（90
分）

1

食品機能論
食品機能論の講義概要と履修方法について（ガイダンス）と講義
の進め方について説明する。
食品における一次機能、二次機能、三次機能について理解する。
食べ物の成り立ち・食品科学で使用した教科書でこれらの項目を
整理しておき、よく理解すること。

事前に配布したプリントを読み、
キーワードを書き出しておく。（90
分）

配布プリントを復習し、キーワード
の理解がなされたか確認する。（90
分）

2

機能性食品
保健機能食品の制度と対象食品（特定保健用食品・特別用途食
品）について学ぶ。
講義前に対象となる各種の食品の名称について学習し、講義後は
それぞれの食品の用途・特性を理解する。

事前に配布したプリントを読み、
キーワードを書き出しておく。（90
分）

配布プリントを復習し、キーワード
の理解がなされたか確認する。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

各講義の終了時に、理解度を測るための問題について回答させ、問題の回答解説を行い、その章における重要なポイントや記憶すべきキー
ワード等を確認させる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．わが国における機能性食品に対する行政上の位置づけ、法的規制、表示等について説明できる。
２．各種の生体調節機能の機能に、どの食品成分が、どのようなメカニズムで作用するのかを説明できる。
３．新たな機能性食品として、現在、どのような食品が開発されつつあるのかを論じることができる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式ですすめる。
毎回のの講義終了時に,関連問題を用いての理解度確認を行う（15回）。
フィードバックとして問題の解答・解説を行い重要なキーワードを確認する。

ＩＣＴ活用 活用しない。

後期

教員氏名 峯尾　仁

授業の位置づけ

デイプロマ・ポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検
証することができる（思考・判断・表現）」ことと特に関係がある科目である。 健康栄養科学に関する高度な専門知識と研究技術を身に
つけるための科目である。 食品の持つ機能性（一次、二次、三次機能）を知り、わが国の制度上どのように生かされているかを理解す
る。
「応用栄養学」「ライフステージ栄養学」「臨床栄養学」［食事療法論」（健康栄養学科）の基礎となる。

授業の概要

食品は、栄養素としての機能（一次機能）、嗜好性物質としての機能（二次機能）に加え、各種の生体調節機能（三次機能）を有してい
る。近年、各種の食品成分の生体調節機能やその発現メカニズムが明らかにされ、それらを含有する食品は、「機能性食品」として位置づ
けられるようになった。本講義では、これらの機能性食品に対するわが国での基準、規制等の行政における位置づけと、各種の食品成分の
生体機能にあたえる影響を系統的に解説し、食品の健康の維持と増進に有益となる食品成分と、食品の安全の見地から有害な成分を理解す
る。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10383041 食品機能論 2422 2 3
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履修条件・留意
事項等

関連項目についての科目を横断するかたちの講義となるので、事前学習が重要となる。
選択科目であるが、管理栄養士としての実務に必要な項目が含まれるので、必ず受講すること。

備考欄

その他 0

教科書 使用しない。

参考文献 使用しない。

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業態度と確認試験を総合して成績評価する。

15

まとめと確認試験 1から14回までの講義内で開設した
演習問題を復習しておく。（90分）

確認試験問題から食品機能論の重要
ポイントを復習しておく。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

食品中の香り成分
食品のニ次機能である「香り」を対象に、嗅覚、香り物質とそれ
らを含む食品について解説する。
食品科学に関連する項目なので事前に教科書で復習しておく。講
義後は香り物質について総合的な理解ができる。

事前に配布したプリントを読み、
キーワードを書き出しておく。（90
分）

配布プリントを復習し、キーワード
の理解がなされたか確認する。（90
分）

14

食品中の色素成分
食品のニ次機能である「色」を対象に、色素成分とそれらを含む
食品について解説する。
食品科学に関連する項目なので事前に教科書で復習しておく。講
義後は色素成分について総合的な理解ができる。

事前に配布したプリントを読み、
キーワードを書き出しておく。（90
分）

配布プリントを復習し、キーワード
の理解がなされたか確認する。（90
分）

11

脂質代謝関連
機能鎖脂肪酸・植物ステロールによる脂質代謝改善の作用メカニ
ズムについて学ぶ。
講義前にそれぞれの物質の化学構造上の特性を学習しておく。講
義後はその特性が脂質代謝改善にどのように結びつくのかを理解
する。

事前に配布したプリントを読み、
キーワードを書き出しておく。（90
分）

配布プリントを復習し、キーワード
の理解がなされたか確認する。（90
分）

12

食品中の味成分
食品のニ次機能である「味」を対象に、味覚、味物質とそれらを
含む食品について解説する。
食品科学に関連する項目なので事前に教科書で復習しておく。講
義後は味物質について総合的な理解ができる。

事前に配布したプリントを読み、
キーワードを書き出しておく。（90
分）

配布プリントを復習し、キーワード
の理解がなされたか確認する。（90
分）

9

血糖値上昇阻害機能
血糖値の過剰な上昇を抑制する成分と種類とその作用機構につい
て学ぶ。
講義前に生体における血糖調節機構を学習しておく。講義後は機
能性成分がその機構のどこに作用し血糖値の低下をもたらすのか
を理解する。

事前に配布したプリントを読み、
キーワードを書き出しておく。（90
分）

配布プリントを復習し、キーワード
の理解がなされたか確認する。（90
分）

10

血圧上昇阻害機能
血圧の過剰な上昇を抑制する成分と種類とその作用機構について
学ぶ。
講義前に生体における血圧調節機構を学習しておく。講義後は機
能性成分がその機構のどこに作用し血圧の低下をもたらすのかを
理解できる。

事前に配布したプリントを読み、
キーワードを書き出しておく。（90
分）

配布プリントを復習し、キーワード
の理解がなされたか確認する。（90
分）

7

アレルギー起因食品と遺伝子組換え食品
アレルギー起因性食材の種類と加工食品における表示制度、遺伝
子組換え農産物の種類と加工食品における表示制度について理解
する。事前にこれらの事項を学習しておくこと。講義後は実際の
食品の表示をよりよく理解できる。

事前に配布したプリントを読み、
キーワードを書き出しておく。（90
分）

配布プリントを復習し、キーワード
の理解がなされたか確認する。（90
分）

8

難消化性・微生物活性化機能
難消化性の炭水化物がどのような機構で消化管内部生物を活性化
し、整腸作用を発揮するのかについて学ぶ。
講義前に食品科学の教科書で難消化性炭水化物を整理しておく。
講義後は消化管でのそれらに共通する微生物増殖促進機能を理解
する。

事前に配布したプリントを読み、
キーワードを書き出しておく。（90
分）

配布プリントを復習し、キーワード
の理解がなされたか確認する。（90
分）
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9

肉の発色および結着性評価
・発色剤の添加による色の変化や加熱によるたんぱく質変性を理
解する。

配布プリントや参考書などにより、
肉の発色および結着などについて準
備学習に取り組み授業に備える。
（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

7

食品からの成分分離
・乳成分の分離と乳成分検出について理解する。

配布プリントや参考書などにより、
乳成分などについて準備学習に取り
組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

8

食品に含まれるビタミンCの定性および定量
・食品に含まれるビタミンC含有量の定性および定量方法を理解
する。

配布プリントや参考書などにより、
食品におけるビタミンCなどについ
て準備学習に取り組み授業に備え
る。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

5

たんぱく質分解酵素の活性評価
・食品に含まれる酵素の働きを理解する。

配布プリントや参考書などにより、
食品に含まれる酵素などについて準
備学習に取り組み授業に備える。
（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

6

塩分の定量
各種醤油に含まれる食塩含有量を測定し、濃度の違いから各種醤
油の特徴を理解する。

配布プリントや参考書などにより、
醤油などについて準備学習に取り組
み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

3

植物色素の化学的性質（2）
・フラボノイド系色素およびクロロフィル色素について理解す
る。

配布プリントや参考書などにより、
食品の色素などについて準備学習に
取り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

4

食品の褐変
・食品の酵素的褐変および非酵素的褐変について理解する。

配布プリントや参考書などにより、
食品の褐変などについて準備学習に
取り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

1

ガイダンス
・実験の予定説明
・安全に実験を行うための諸注意
・レポートの書き方

本項目を読んでおくこと。
基礎食品学実験で学んだことを復習
しておくこと。（90分）

配布テキストを全体を読むこと（90
分）。

2

植物色素の化学的性質（１）
・アントシアニン系色素について理解する。

配布プリントや参考書などにより、
食品の色素などについて準備学習に
取り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

提出レポートにおいてよいレポートをあげ解説を行い、重要事項について再確認させる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・試薬の調製，実験器具の取扱いが正しくできるようになる。
・定性、定量実験について理解し，実際に行うことができるようになる。
・得られたデータを解析し，レポートにまとめることができるようになる。

授業の方法

グループに分かれ、協力して実験を行う。実験後は各人が実験結果、考察についてレポートを作成する。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 檜垣　俊介

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検
証することができる。」ことと特に関係がある科目である。
食品科学実験では、基礎食品学実験で学んだことを発展させ、食品成分の分析を行う。
食品を対象とした科学実験などを通し、日本食品標準成分表に基づいた定量実験の測定原理を理解することができる。
実験結果を正確に観察、記録しレポートとして報告することを学ぶ。

授業の概要

食品科学実験では、試薬の調製法、実験器具の取扱いなど基礎食品学実験で学んだことを発展させ、食品成分の分析をおこなう。
食品を対象とした科学実験などを通し、日本食品標準成分表2020年版(八訂)分析マニュアルに基づいた定量実験の測定原理を理解すること
ができ、実験結果を正確に観察、記録し、レポートとして報告することを学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10380041 食品科学実験（１組） 2404 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

・座学と異なり実際に体得できるので積撞的に実験に参加すること。
・各人は全ての実験を行う。従って欠席は原則認められない。
・全員実験ノートを用意し、毎回の実験について記録し、実験結果のレポートを提出する。

備考欄

その他 0 なし

教科書 プリントを配布する。

参考文献

パソコンで学ぶ　食品化学　髙野克己・渡部俊弘　編　三共出版
基礎から学ぶ食品化学実験テキスト　谷口亜樹子・古庄律・松本健一 編　建帛社
日本食品成分表2021年版（八訂）医歯薬出版編  医歯薬出版

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 実験への取組み、実験レポートなどを総合的に評価する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

分析方法のまとめおよび実施実験のまとめ
授業終了時、実施実験のレポートなどの提出をする。

配布されたプリントなどにより、実
施実験のまとめについて準備学習に
取り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

14 なし なし なし

11

油脂の酸敗
・油脂の酸敗について理解する。

配布プリントや参考書などにより、
油脂の酸敗などについて準備学習に
取り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

12

油脂の物理的変化
・乳化反応について理解する。

配布プリントや参考書などにより、
乳化反応などについて準備学習に取
り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

10

食品の鑑別
・米および卵の鮮度判定について理解する。

配布プリントや参考書などにより、
米および卵の鮮度評価などについて
準備学習に取り組み授業に備える。
（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）
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9

肉の発色および結着性評価
・発色剤の添加による色の変化や加熱によるたんぱく質変性を理
解する。

配布プリントや参考書などにより、
肉の発色および結着などについて準
備学習に取り組み授業に備える。
（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

7

食品からの成分分離
・乳成分の分離と乳成分検出について理解する。

配布プリントや参考書などにより、
乳成分などについて準備学習に取り
組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

8

食品に含まれるビタミンCの定性および定量
・食品に含まれるビタミンC含有量の定性および定量方法を理解
する。

配布プリントや参考書などにより、
食品におけるビタミンCなどについ
て準備学習に取り組み授業に備え
る。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

5

たんぱく質分解酵素の活性評価
・食品に含まれる酵素の働きを理解する。

配布プリントや参考書などにより、
食品に含まれる酵素などについて準
備学習に取り組み授業に備える。
（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

6

塩分の定量
各種醤油に含まれる食塩含有量を測定し、濃度の違いから各種醤
油の特徴を理解する。

配布プリントや参考書などにより、
醤油などについて準備学習に取り組
み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

3

植物色素の化学的性質（2）
・フラボノイド系色素およびクロロフィル色素について理解す
る。

配布プリントや参考書などにより、
食品の色素などについて準備学習に
取り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

4

食品の褐変
・食品の酵素的褐変および非酵素的褐変について理解する。

配布プリントや参考書などにより、
食品の褐変などについて準備学習に
取り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

1

ガイダンス
・実験の予定説明
・安全に実験を行うための諸注意
・レポートの書き方

本項目を読んでおくこと。
基礎食品学実験で学んだことを復習
しておくこと。（90分）

配布テキストを全体を読むこと（90
分）。

2

植物色素の化学的性質（１）
・アントシアニン系色素について理解する。

配布プリントや参考書などにより、
食品の色素などについて準備学習に
取り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

提出レポートにおいてよいレポートをあげ解説を行い、重要事項について再確認させる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・試薬の調製，実験器具の取扱いが正しくできるようになる。
・定性、定量実験について理解し，実際に行うことができるようになる。
・得られたデータを解析し，レポートにまとめることができるようになる。

授業の方法

グループに分かれ、協力して実験を行う。実験後は各人が実験結果、考察についてレポートを作成する。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 檜垣　俊介

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検
証することができる。」ことと特に関係がある科目である。
食品科学実験では、基礎食品学実験で学んだことを発展させ、食品成分の分析を行う。
食品を対象とした科学実験などを通し、日本食品標準成分表に基づいた定量実験の測定原理を理解することができる。
実験結果を正確に観察、記録しレポートとして報告することを学ぶ。

授業の概要

食品科学実験では、試薬の調製法、実験器具の取扱いなど基礎食品学実験で学んだことを発展させ、食品成分の分析をおこなう。
食品を対象とした科学実験などを通し、日本食品標準成分表2020年版(八訂)分析マニュアルに基づいた定量実験の測定原理を理解すること
ができ、実験結果を正確に観察、記録し、レポートとして報告することを学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10380042 食品科学実験（２組） 2404 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

・座学と異なり実際に体得できるので積撞的に実験に参加すること。
・各人は全ての実験を行う。従って欠席は原則認められない。
・全員実験ノートを用意し、毎回の実験について記録し、実験結果のレポートを提出する。

備考欄

その他 0 なし

教科書 プリントを配布する。

参考文献

パソコンで学ぶ　食品化学　髙野克己・渡部俊弘　編　三共出版
基礎から学ぶ食品化学実験テキスト　谷口亜樹子・古庄律・松本健一 編　建帛社
日本食品成分表2021年版（八訂）医歯薬出版編  医歯薬出版

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 実験への取組み、実験レポートなどを総合的に評価する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

分析方法のまとめおよび実施実験のまとめ
授業終了時、実施実験のレポートなどの提出をする。

配布されたプリントなどにより、実
施実験のまとめについて準備学習に
取り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

14 なし なし なし

11

油脂の酸敗
・油脂の酸敗について理解する。

配布プリントや参考書などにより、
油脂の酸敗などについて準備学習に
取り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

12

油脂の物理的変化
・乳化反応について理解する。

配布プリントや参考書などにより、
乳化反応などについて準備学習に取
り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

10

食品の鑑別
・米および卵の鮮度判定について理解する。

配布プリントや参考書などにより、
米および卵の鮮度評価などについて
準備学習に取り組み授業に備える。
（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）
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9

肉の発色および結着性評価
・発色剤の添加による色の変化や加熱によるたんぱく質変性を理
解する。

配布プリントや参考書などにより、
肉の発色および結着などについて準
備学習に取り組み授業に備える。
（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

7

食品からの成分分離
・乳成分の分離と乳成分検出について理解する。

配布プリントや参考書などにより、
乳成分などについて準備学習に取り
組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

8

食品に含まれるビタミンCの定性および定量
・食品に含まれるビタミンC含有量の定性および定量方法を理解
する。

配布プリントや参考書などにより、
食品におけるビタミンCなどについ
て準備学習に取り組み授業に備え
る。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

5

たんぱく質分解酵素の活性評価
・食品に含まれる酵素の働きを理解する。

配布プリントや参考書などにより、
食品に含まれる酵素などについて準
備学習に取り組み授業に備える。
（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

6

塩分の定量
各種醤油に含まれる食塩含有量を測定し、濃度の違いから各種醤
油の特徴を理解する。

配布プリントや参考書などにより、
醤油などについて準備学習に取り組
み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

3

植物色素の化学的性質（2）
・フラボノイド系色素およびクロロフィル色素について理解す
る。

配布プリントや参考書などにより、
食品の色素などについて準備学習に
取り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

4

食品の褐変
・食品の酵素的褐変および非酵素的褐変について理解する。

配布プリントや参考書などにより、
食品の褐変などについて準備学習に
取り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

1

ガイダンス
・実験の予定説明
・安全に実験を行うための諸注意
・レポートの書き方

本項目を読んでおくこと。
基礎食品学実験で学んだことを復習
しておくこと。（90分）

配布テキストを全体を読むこと（90
分）。

2

植物色素の化学的性質（１）
・アントシアニン系色素について理解する。

配布プリントや参考書などにより、
食品の色素などについて準備学習に
取り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

提出レポートにおいてよいレポートをあげ解説を行い、重要事項について再確認させる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・試薬の調製，実験器具の取扱いが正しくできるようになる。
・定性、定量実験について理解し，実際に行うことができるようになる。
・得られたデータを解析し，レポートにまとめることができるようになる。

授業の方法

グループに分かれ、協力して実験を行う。実験後は各人が実験結果、考察についてレポートを作成する。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 檜垣　俊介

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検
証することができる。」ことと特に関係がある科目である。
食品科学実験では、基礎食品学実験で学んだことを発展させ、食品成分の分析を行う。
食品を対象とした科学実験などを通し、日本食品標準成分表に基づいた定量実験の測定原理を理解することができる。
実験結果を正確に観察、記録しレポートとして報告することを学ぶ。

授業の概要

食品科学実験では、試薬の調製法、実験器具の取扱いなど基礎食品学実験で学んだことを発展させ、食品成分の分析をおこなう。
食品を対象とした科学実験などを通し、日本食品標準成分表2020年版(八訂)分析マニュアルに基づいた定量実験の測定原理を理解すること
ができ、実験結果を正確に観察、記録し、レポートとして報告することを学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10380043 食品科学実験（３組） 2404 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

・座学と異なり実際に体得できるので積撞的に実験に参加すること。
・各人は全ての実験を行う。従って欠席は原則認められない。
・全員実験ノートを用意し、毎回の実験について記録し、実験結果のレポートを提出する。

備考欄

その他 0 なし

教科書 プリントを配布する。

参考文献

パソコンで学ぶ　食品化学　髙野克己・渡部俊弘　編　三共出版
基礎から学ぶ食品化学実験テキスト　谷口亜樹子・古庄律・松本健一 編　建帛社
日本食品成分表2021年版（八訂）医歯薬出版編  医歯薬出版

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 実験への取組み、実験レポートなどを総合的に評価する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

分析方法のまとめおよび実施実験のまとめ
授業終了時、実施実験のレポートなどの提出をする。

配布されたプリントなどにより、実
施実験のまとめについて準備学習に
取り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

14 なし なし なし

11

油脂の酸敗
・油脂の酸敗について理解する。

配布プリントや参考書などにより、
油脂の酸敗などについて準備学習に
取り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

12

油脂の物理的変化
・乳化反応について理解する。

配布プリントや参考書などにより、
乳化反応などについて準備学習に取
り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

10

食品の鑑別
・米および卵の鮮度判定について理解する。

配布プリントや参考書などにより、
米および卵の鮮度評価などについて
準備学習に取り組み授業に備える。
（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）
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7

食品の官能評価（１）
・基本五味について理解する。

配布プリントや参考書などにより、
味覚などについて準備学習に取り組
み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

8

食品の官能評価（２）
・味の相互作用について理解する。

配布プリントや参考書などにより、
味の相互作用などについて準備学習
に取り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

5

水溶液の性質
・酸性、中性、アルカリ性について理解する。
・中和滴定を理解する。

配布プリントや参考書などにより、
酸性、アルカリ性などについて準備
学習に取り組み授業に備える。（90
分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

6

有機酸の濃度を測定
・中和滴定を利用し、食品に含まれる有機酸の濃度を理解する。

配布プリントや参考書などにより、
中和滴定による食品中の酸の濃度な
どについて準備学習に取り組み授業
に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

3

試薬の調整
・実験の基礎である試薬溶液の調製および濃度について理解す
る。

配布プリントや参考書などにより、
溶液の単位などについて準備学習に
取り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

4

重量分析
・電子天秤の使い方と制度について学び、物質の重さについて理
解する

配布プリントや参考書などにより、
電子天秤の特性や重量などについて
準備学習に取り組み授業に備える。
（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

1

ガイダンス
・実験室の説明、服装および掃除などの説明
・実験の予定説明
・安全に実験を行うための諸注意
・レポートの書き方

シラバスや参考書などにより、実験
の進め方などの準備学習に取り組み
授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

2

実験器具の名称および洗浄方法
・器具類の名称や操作方法
・器具の洗浄方法

配布プリントや参考書などにより、
実験器具などについて準備学習に取
り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

提出レポートにおいてよいレポートをあげ解説を行い、重要事項について再確認させる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「基礎食品学実験」の到達目標は、下記に示す内容である。
1．科学実験の安全に注意して実験を行える。
2．器具および機器の名称と操作方法を身につけ、実践できる。
3．食品分析の基本的な手法を習得し、実践できる。
4．得られたデータを解析し、レポートにまとめることができる。

授業の方法

「基礎食品学実験」の授業の進め方は、下記に示す通りである。
1．学生は参考書やプリントなどにより準備学習を行う。
2．授業時にプリントを配布し、実施実験の内容に沿って講義を行う。
3．学生はプリントを見ながら、講義内容にそって実験を行う。
4．学生はプリントや参考書、講義の内容などについて事後学習を行う。
尚、質問などについては、オフィスアワーを活用し対応する。

ＩＣＴ活用

なし

前期

教員氏名 檜垣　俊介

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけてい
る。」ことと特に関係がある科目である。また、「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収
集し、科学的に分析・検証することができる。」ことと特に関係がある科目である。
「基礎食品学実験」は、入学後最初の化学的実験科目である。この実験では、実験を行う上で安全に化学的実験を行うための導入教育に位
置づけられている科目である。

授業の概要

「基礎食品学実験」では、安全に実験を行うための心得、基本的な化学実験機器の名称や使い方、さらに試料の調製など基礎技術を身につ
ける。また、食品成分やおいしさについての化学的な分析技法を習得し、その実験結果をレポートとして報告することを学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11059041 基礎食品学実験（１組） 2401 1 1

- 125 -



北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

・座学と異なり実際に体得できるので積撞的に実験に参加すること。
・各人は全ての実験を行う。従って欠席は原則認められない。

備考欄

その他 0 なし

教科書 プリントを配布する。

参考文献

パソコンで学ぶ　食品化学　髙野克己・渡部俊弘　編　三共出版
食品学総論実験ー実験で学ぶ食品学ー　江角彰彦　著　同文書院

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 実験への取組み、実験レポートなどを総合的に評価する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

まとめ
授業終了時、実施実験のレポートなどの提出をする。

配布されたプリントなどにより、実
施実験のまとめについて準備学習に
取り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、より理解を深める。
（90分）

14 なし なし なし

11

たんぱく質性質（１）
・ビウレット反応、沈殿凝固反応を理解する。

配布プリントや参考書などにより、
ビウレット反応、沈殿凝固反応、た
んぱく質の種類などについて準備学
習に取り組み授業に備える。（90
分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

12

たんぱく質性質（２）
・ニンヒドリン反応、キサントプロテイン反応を理解する。

配布プリントや参考書などにより、
ニンヒドリン反応、キサントプロテ
イン反応、アミノ酸などについて準
備学習に取り組み授業に備える。
（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

9

糖の性質（１）
・モーリッシュ反応を理解する。
・糖類に共通な呈色反応で糖の検出を行う方法を学ぶ。

配布プリントや参考書などにより、
糖の種類、モーリッシュ反応などに
ついて準備学習に取り組み授業に備
える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

10

糖の性質（２）
・フェーリング反応、ヨウ素･デンプン反応を理解する。

配布プリントや参考書などにより、
フェーリング反応、ヨウ素･デンプ
ン反応、糖の種類などについて準備
学習に取り組み授業に備える。（90
分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）
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7

食品の官能評価（１）
・基本五味について理解する。

配布プリントや参考書などにより、
味覚などについて準備学習に取り組
み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

8

食品の官能評価（２）
・味の相互作用について理解する。

配布プリントや参考書などにより、
味の相互作用などについて準備学習
に取り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

5

水溶液の性質
・酸性、中性、アルカリ性について理解する。
・中和滴定を理解する。

配布プリントや参考書などにより、
酸性、アルカリ性などについて準備
学習に取り組み授業に備える。（90
分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

6

有機酸の濃度を測定
・中和滴定を利用し、食品に含まれる有機酸の濃度を理解する。

配布プリントや参考書などにより、
中和滴定による食品中の酸の濃度な
どについて準備学習に取り組み授業
に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

3

試薬の調整
・実験の基礎である試薬溶液の調製および濃度について理解す
る。

配布プリントや参考書などにより、
溶液の単位などについて準備学習に
取り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

4

重量分析
・電子天秤の使い方と制度について学び、物質の重さについて理
解する

配布プリントや参考書などにより、
電子天秤の特性や重量などについて
準備学習に取り組み授業に備える。
（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

1

ガイダンス
・実験室の説明、服装および掃除などの説明
・実験の予定説明
・安全に実験を行うための諸注意
・レポートの書き方

シラバスや参考書などにより、実験
の進め方などの準備学習に取り組み
授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

2

実験器具の名称および洗浄方法
・器具類の名称や操作方法
・器具の洗浄方法

配布プリントや参考書などにより、
実験器具などについて準備学習に取
り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

提出レポートにおいてよいレポートをあげ解説を行い、重要事項について再確認させる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「基礎食品学実験」の到達目標は、下記に示す内容である。
1．科学実験の安全に注意して実験を行える。
2．器具および機器の名称と操作方法を身につけ、実践できる。
3．食品分析の基本的な手法を習得し、実践できる。
4．得られたデータを解析し、レポートにまとめることができる。

授業の方法

「基礎食品学実験」の授業の進め方は、下記に示す通りである。
1．学生は参考書やプリントなどにより準備学習を行う。
2．授業時にプリントを配布し、実施実験の内容に沿って講義を行う。
3．学生はプリントを見ながら、講義内容にそって実験を行う。
4．学生はプリントや参考書、講義の内容などについて事後学習を行う。
尚、質問などについては、オフィスアワーを活用し対応する。

ＩＣＴ活用

なし

前期

教員氏名 檜垣　俊介

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけてい
る。」ことと特に関係がある科目である。また、「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収
集し、科学的に分析・検証することができる。」ことと特に関係がある科目である。
「基礎食品学実験」は、入学後最初の化学的実験科目である。この実験では、実験を行う上で安全に化学的実験を行うための導入教育に位
置づけられている科目である。

授業の概要

「基礎食品学実験」では、安全に実験を行うための心得、基本的な化学実験機器の名称や使い方、さらに試料の調製など基礎技術を身につ
ける。また、食品成分やおいしさについての化学的な分析技法を習得し、その実験結果をレポートとして報告することを学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11059042 基礎食品学実験（２組） 2401 1 1
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履修条件・留意
事項等

・座学と異なり実際に体得できるので積撞的に実験に参加すること。
・各人は全ての実験を行う。従って欠席は原則認められない。

備考欄

その他 0 なし

教科書 プリントを配布する。

参考文献

パソコンで学ぶ　食品化学　髙野克己・渡部俊弘　編　三共出版
食品学総論実験ー実験で学ぶ食品学ー　江角彰彦　著　同文書院

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 実験への取組み、実験レポートなどを総合的に評価する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

まとめ
授業終了時、実施実験のレポートなどの提出をする。

配布されたプリントなどにより、実
施実験のまとめについて準備学習に
取り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、より理解を深める。
（90分）

14 なし なし なし

11

たんぱく質性質（１）
・ビウレット反応、沈殿凝固反応を理解する。

配布プリントや参考書などにより、
ビウレット反応、沈殿凝固反応、た
んぱく質の種類などについて準備学
習に取り組み授業に備える。（90
分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

12

たんぱく質性質（２）
・ニンヒドリン反応、キサントプロテイン反応を理解する。

配布プリントや参考書などにより、
ニンヒドリン反応、キサントプロテ
イン反応、アミノ酸などについて準
備学習に取り組み授業に備える。
（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

9

糖の性質（１）
・モーリッシュ反応を理解する。
・糖類に共通な呈色反応で糖の検出を行う方法を学ぶ。

配布プリントや参考書などにより、
糖の種類、モーリッシュ反応などに
ついて準備学習に取り組み授業に備
える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

10

糖の性質（２）
・フェーリング反応、ヨウ素･デンプン反応を理解する。

配布プリントや参考書などにより、
フェーリング反応、ヨウ素･デンプ
ン反応、糖の種類などについて準備
学習に取り組み授業に備える。（90
分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）
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7

食品の官能評価（１）
・基本五味について理解する。

配布プリントや参考書などにより、
味覚などについて準備学習に取り組
み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

8

食品の官能評価（２）
・味の相互作用について理解する。

配布プリントや参考書などにより、
味の相互作用などについて準備学習
に取り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

5

水溶液の性質
・酸性、中性、アルカリ性について理解する。
・中和滴定を理解する。

配布プリントや参考書などにより、
酸性、アルカリ性などについて準備
学習に取り組み授業に備える。（90
分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

6

有機酸の濃度を測定
・中和滴定を利用し、食品に含まれる有機酸の濃度を理解する。

配布プリントや参考書などにより、
中和滴定による食品中の酸の濃度な
どについて準備学習に取り組み授業
に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

3

試薬の調整
・実験の基礎である試薬溶液の調製および濃度について理解す
る。

配布プリントや参考書などにより、
溶液の単位などについて準備学習に
取り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

4

重量分析
・電子天秤の使い方と制度について学び、物質の重さについて理
解する

配布プリントや参考書などにより、
電子天秤の特性や重量などについて
準備学習に取り組み授業に備える。
（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

1

ガイダンス
・実験室の説明、服装および掃除などの説明
・実験の予定説明
・安全に実験を行うための諸注意
・レポートの書き方

シラバスや参考書などにより、実験
の進め方などの準備学習に取り組み
授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

2

実験器具の名称および洗浄方法
・器具類の名称や操作方法
・器具の洗浄方法

配布プリントや参考書などにより、
実験器具などについて準備学習に取
り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

提出レポートにおいてよいレポートをあげ解説を行い、重要事項について再確認させる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「基礎食品学実験」の到達目標は、下記に示す内容である。
1．科学実験の安全に注意して実験を行える。
2．器具および機器の名称と操作方法を身につけ、実践できる。
3．食品分析の基本的な手法を習得し、実践できる。
4．得られたデータを解析し、レポートにまとめることができる。

授業の方法

「基礎食品学実験」の授業の進め方は、下記に示す通りである。
1．学生は参考書やプリントなどにより準備学習を行う。
2．授業時にプリントを配布し、実施実験の内容に沿って講義を行う。
3．学生はプリントを見ながら、講義内容にそって実験を行う。
4．学生はプリントや参考書、講義の内容などについて事後学習を行う。
尚、質問などについては、オフィスアワーを活用し対応する。

ＩＣＴ活用

なし

前期

教員氏名 檜垣　俊介

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけてい
る。」ことと特に関係がある科目である。また、「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収
集し、科学的に分析・検証することができる。」ことと特に関係がある科目である。
「基礎食品学実験」は、入学後最初の化学的実験科目である。この実験では、実験を行う上で安全に化学的実験を行うための導入教育に位
置づけられている科目である。

授業の概要

「基礎食品学実験」では、安全に実験を行うための心得、基本的な化学実験機器の名称や使い方、さらに試料の調製など基礎技術を身につ
ける。また、食品成分やおいしさについての化学的な分析技法を習得し、その実験結果をレポートとして報告することを学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11059043 基礎食品学実験（３組） 2401 1 1
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履修条件・留意
事項等

・座学と異なり実際に体得できるので積撞的に実験に参加すること。
・各人は全ての実験を行う。従って欠席は原則認められない。

備考欄

その他 0 なし

教科書 プリントを配布する。

参考文献

パソコンで学ぶ　食品化学　髙野克己・渡部俊弘　編　三共出版
食品学総論実験ー実験で学ぶ食品学ー　江角彰彦　著　同文書院

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 実験への取組み、実験レポートなどを総合的に評価する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

まとめ
授業終了時、実施実験のレポートなどの提出をする。

配布されたプリントなどにより、実
施実験のまとめについて準備学習に
取り組み授業に備える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、より理解を深める。
（90分）

14 なし なし なし

11

たんぱく質性質（１）
・ビウレット反応、沈殿凝固反応を理解する。

配布プリントや参考書などにより、
ビウレット反応、沈殿凝固反応、た
んぱく質の種類などについて準備学
習に取り組み授業に備える。（90
分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

12

たんぱく質性質（２）
・ニンヒドリン反応、キサントプロテイン反応を理解する。

配布プリントや参考書などにより、
ニンヒドリン反応、キサントプロテ
イン反応、アミノ酸などについて準
備学習に取り組み授業に備える。
（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

9

糖の性質（１）
・モーリッシュ反応を理解する。
・糖類に共通な呈色反応で糖の検出を行う方法を学ぶ。

配布プリントや参考書などにより、
糖の種類、モーリッシュ反応などに
ついて準備学習に取り組み授業に備
える。（90分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）

10

糖の性質（２）
・フェーリング反応、ヨウ素･デンプン反応を理解する。

配布プリントや参考書などにより、
フェーリング反応、ヨウ素･デンプ
ン反応、糖の種類などについて準備
学習に取り組み授業に備える。（90
分）

配布プリントや参考書および講義の
内容をまとめ、理解を深める。（90
分）
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5

野菜を原料とする加工食品
トマトピューレ・トマトケチャップ：ソース類とは，野菜類から
旨味・甘味・色調を，酢からは酸味，食塩から塩辛味，スパイス
類から香り・風味を引き出す。それと同時に，食塩と砂糖が浸透
圧を増加させることにより水分活性が低下し，酢がpHを下げ，さ
らに香辛料が防腐作用を与えることによって保存性をもつ食品と
なっていることを学ぶ。

トマトケチャップの製造における原
理を理解しておくこと。（必要時
間：60分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

3

穀類を原料とする加工食品
食パン：小麦粉（強力粉）に水を加えて混捏すると，小麦粉中の
タンパク質が結びついてグルテン膜を形成し，生地（ドウ）がつ
くられる。この小麦粉生地の伸展性や粘弾性，イーストの膨化に
ついてストレート法を用いた食パンを製造し，生地の適切な扱い
方，温度と時間の適切な管理を習得する。

食パンの製造における原理を理解し
ておくこと。（必要時間：60分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

4

穀類を原料とする加工食品
うどん・中華麺：パンのようなスポンジ状食品とは異なり，ドウ
をひも状にした「うどん」やそれにかん水を入れた「中華麺」を
それぞれ作り，適切な製麺技術を習得する。また，強力粉，中力
粉，薄力粉のタンパク質含量や灰分含量の違いについても理解す
る。

麺類の製造における原理を理解して
おくこと。（必要時間：60分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

1

ガイダンス（授業の進め方，実験の心構え，注意事項，レポート
の書き方など）
レポートの書き方について解説する
食品を加工するうえで必要な濃度計算，単位計算などこれまでに
学んだことの振り返りを行う。

事前に配布する資料を確認し，授業
内容を把握しておく。(必要時間60
分)

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

2

果物を原料とする加工食品
りんごジャム：ジャムは果物に砂糖を加え，加熱濃縮するととも
に，果実に含まれる酸とペクチンとの反応によりゼリー化したも
のである。ここでは，りんごを用いたジャムの製造によって酸・
砂糖・ペクチンの役割を学ぶ。また調製歩留、加糖率、濃縮率製
品歩留を求め，品質を評価する。

ジャムの製造における原理を理解し
ておくこと。（必要時間：60分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポートに対し，ルーブリックを用いて内容の評価を行い，より良いレポート作成につなげる。
また，授業内でレポートの書き方などの解説をする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

この授業終了時には，
・実験を通して食品加工の目的と原理を学び，加工は食品を“食べやすく”，“おいしく”し，“貯蔵”できるようにするための操作にお
いて，植物性加工食品および動物性加工食品に固有の操作があることを理解し、実践できる。
・管理栄養士国家試験「食べ物と健康」の“食品の分類と食品の成分”と“食品の生産・加工・保存・流通と栄養”分野の知識を習得し、
説明することができる。

授業の方法

各種加工食品について，加工の原理や実習・実験内容を解説し，その後各班ごとに実習・実験を進める。作成した加工食品等の試食および
測定を実施し，評価する。

ＩＣＴ活用 classroomを用いて，資料および課題等の配布および提出，質問の受付および回答など双方向型の授業とする

後期

教員氏名 佐々木　将太

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「地域社会の生活習慣病予防・健康増進，および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につけ
ている」，「科学的根拠に基づいて，人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけている」，「特定給
食施設において適切なマネジメントを行い，特定多数人に継続して適切に栄養管理された食事を提供するための知識・技術を身につけてい
る」ことに関係のある科目である。

授業の概要

食品学総論および各論の講義で得た知識をもとに，植物性および動物性食品を原料として主な加工食品を製造し，それらの品質や成分変化
を定性的・定量的分析ならびに物性測定をして加工食品の原理や特性を理解する。また，カビや酵母，細菌などの微生物が巧みに用いられ
てきている伝統的な醸造、発酵食品（微生物利用食品）の加工や製造の原理についても学び，微生物培養などの基本技術も習得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10382041 応用食品学実験（１組） 2403 1 カリキュラムにより
異なります。
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その他 0 なし

教科書 使用しない

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題レポート (12回，100%)

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

畜産および乳類を原料とする加工食品，授業のまとめ
製造したソーセージ (試食) およびヨーグルトの特性 (試食，微
生物等について) を確認 し，製造および保存方法を確認する。
授業のまとめを行う。

これまでに実験を行った畜産および
乳類について復習をしておくこと
(必要時間:60分)

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

14 なし なし なし

11

畜肉を原料とする加工食品
ソーセージ：ソーセージは肉類を細切りして調味料や香辛料を加
えて混合したのちに結着力を出してから，ケーシングに詰めたも
のである。ここでは，生肉の保存性を高めるための一手段とし
て，ソーセージを作り，畜肉字加工品の製造技術を習得する。ま
た，ソーセージの種類やケーシングにはどのような種類があるか
を学ぶ。

ソーセージの製造における原理を理
解しておくこと。（必要時間：60
分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

12

乳類を原料とする加工食品
フレッシュチーズ，バターおよびヨーグルト：牛乳または脱脂乳
およびクリームを原料とし，各食品トを作り，乳製品の製造技術
を習得する。また，チーズでは凝乳酵素，バーターでは油脂の相
転換，ヨーグルトでは酸沈殿について学ぶ。

ヨーグルト，チーズおよびバターの
製造における原理を理解しておくこ
と。（必要時間：60分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

9

果物を原料とする加工食品
みかんの缶詰：温州みかんの缶詰は，みかんの加工品としては優
れた製品で利用性が高い。また，わが国における果実シロップづ
けの代表的な加工品である。この製品を製造し，最終糖度やシ
ロップ濃度を測定して品質を評価するとともに，巻締機を用いて
缶詰の製造技術を習得する。

缶詰の製造における原理を理解して
おくこと。（必要時間：60分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

10

魚肉を原料とする加工食品
かまぼこ・ちくわ：かまぼこのような弾力性を得るには，魚肉に
２～３％の食塩を加えてすりつぶす必要がある。魚肉タンパク質
の主成分であるアクトミオシンが，食塩により可溶化し，これを
加熱すると分子間に架橋ができ，網目構造をもった弾力にあるゲ
ル物質に変化する。このような魚肉タンパク質の変性について学
び，魚肉加工品の製造技術を習得する。

かまぼこ，ちくわの製造における原
理を理解しておくこと。（必要時
間：66分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

7

タンパク質分解酵素
タンパク質分解酵素は，食品に含まれるタンパク質を分解し，テ
クスチャーを変えるそこで，食品に含まれるタンパク質分解酵素
の特徴を知り，実際の調理に応用できるよう，肉が柔らかくなる
とされる代表的な食品を用いて，その効果を学ぶ。

たんぱく質分解酵素の特徴を理解し
ておくこと(必要時間:60分)

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

8

ゲル化剤 (寒天，ゼラチン，アガー)
ゲル化剤には，動物性および植物性のものがあり，これらにはそ
れぞれ特徴があり，各々適した料理，調理法がある。そこで，
様々なゲル化剤を用いてゼリーを作成する。また，作成したゼ
リーの特徴を確認し，原料や成分が異なるゲル化剤 (寒天，ゼラ
チン，アガー) の特性について学ぶ。

ゲル化剤の特徴を理解しておくこと
(必要時間:60分)

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

6

豆類を原料とする加工食品
豆腐：大豆のタンパク質であるグリシニンは水に不溶であるが，
豆類には塩類が多く含まれているため，呉汁にした際はタンパク
質が溶出される。この特性を活かしここでは，木綿豆腐と絹ごし
豆腐の製造方法を比較し，それを習得する。また，その品質を評
価して，木綿豆腐・絹ごし豆腐について理解を深める。

豆腐の製造における原理を理解して
おくこと。（必要時間：60分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）
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履修条件・留意
事項等

1回が180分授業であるので，13回授業とする。
班単位の実験なので，必ず出席し，役割分担を全うすること。

備考欄

毎回，授業資料を配布する。
食品加工を行うため，服装等，衛生面に配慮すること。

参考文献

授業内容について: 食品学各論および食品加工学に関連する教科書など
レポート執筆について: レポート作成に関連する専門書など
(書籍に関しては特に指定しない)
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5

野菜を原料とする加工食品
トマトピューレ・トマトケチャップ：ソース類とは，野菜類から
旨味・甘味・色調を，酢からは酸味，食塩から塩辛味，スパイス
類から香り・風味を引き出す。それと同時に，食塩と砂糖が浸透
圧を増加させることにより水分活性が低下し，酢がpHを下げ，さ
らに香辛料が防腐作用を与えることによって保存性をもつ食品と
なっていることを学ぶ。

トマトケチャップの製造における原
理を理解しておくこと。（必要時
間：60分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

3

穀類を原料とする加工食品
食パン：小麦粉（強力粉）に水を加えて混捏すると，小麦粉中の
タンパク質が結びついてグルテン膜を形成し，生地（ドウ）がつ
くられる。この小麦粉生地の伸展性や粘弾性，イーストの膨化に
ついてストレート法を用いた食パンを製造し，生地の適切な扱い
方，温度と時間の適切な管理を習得する。

食パンの製造における原理を理解し
ておくこと。（必要時間：60分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

4

穀類を原料とする加工食品
うどん・中華麺：パンのようなスポンジ状食品とは異なり，ドウ
をひも状にした「うどん」やそれにかん水を入れた「中華麺」を
それぞれ作り，適切な製麺技術を習得する。また，強力粉，中力
粉，薄力粉のタンパク質含量や灰分含量の違いについても理解す
る。

麺類の製造における原理を理解して
おくこと。（必要時間：60分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

1

ガイダンス（授業の進め方，実験の心構え，注意事項，レポート
の書き方など）
レポートの書き方について解説する
食品を加工するうえで必要な濃度計算，単位計算などこれまでに
学んだことの振り返りを行う。

事前に配布する資料を確認し，授業
内容を把握しておく。(必要時間60
分)

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

2

果物を原料とする加工食品
りんごジャム：ジャムは果物に砂糖を加え，加熱濃縮するととも
に，果実に含まれる酸とペクチンとの反応によりゼリー化したも
のである。ここでは，りんごを用いたジャムの製造によって酸・
砂糖・ペクチンの役割を学ぶ。また調製歩留、加糖率、濃縮率製
品歩留を求め，品質を評価する。

ジャムの製造における原理を理解し
ておくこと。（必要時間：60分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポートに対し，ルーブリックを用いて内容の評価を行い，より良いレポート作成につなげる。
また，授業内でレポートの書き方などの解説をする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

この授業終了時には，
・実験を通して食品加工の目的と原理を学び，加工は食品を“食べやすく”，“おいしく”し，“貯蔵”できるようにするための操作にお
いて，植物性加工食品および動物性加工食品に固有の操作があることを理解し、実践できる。
・管理栄養士国家試験「食べ物と健康」の“食品の分類と食品の成分”と“食品の生産・加工・保存・流通と栄養”分野の知識を習得し、
説明することができる。

授業の方法

各種加工食品について，加工の原理や実習・実験内容を解説し，その後各班ごとに実習・実験を進める。作成した加工食品等の試食および
測定を実施し，評価する。

ＩＣＴ活用 classroomを用いて，資料および課題等の配布および提出，質問の受付および回答など双方向型の授業とする

後期

教員氏名 佐々木　将太

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「地域社会の生活習慣病予防・健康増進，および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につけ
ている」，「科学的根拠に基づいて，人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけている」，「特定給
食施設において適切なマネジメントを行い，特定多数人に継続して適切に栄養管理された食事を提供するための知識・技術を身につけてい
る」ことに関係のある科目である。

授業の概要

食品学総論および各論の講義で得た知識をもとに，植物性および動物性食品を原料として主な加工食品を製造し，それらの品質や成分変化
を定性的・定量的分析ならびに物性測定をして加工食品の原理や特性を理解する。また，カビや酵母，細菌などの微生物が巧みに用いられ
てきている伝統的な醸造、発酵食品（微生物利用食品）の加工や製造の原理についても学び，微生物培養などの基本技術も習得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10382042 応用食品学実験（２組） 2403 1 カリキュラムにより
異なります。
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その他 0 なし

教科書 使用しない

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題レポート (12回，100%)

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

畜産および乳類を原料とする加工食品，授業のまとめ
製造したソーセージ (試食) およびヨーグルトの特性 (試食，微
生物等について) を確認 し，製造および保存方法を確認する。
授業のまとめを行う。

これまでに実験を行った畜産および
乳類について復習をしておくこと
(必要時間:60分)

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

14 なし なし なし

11

畜肉を原料とする加工食品
ソーセージ：ソーセージは肉類を細切りして調味料や香辛料を加
えて混合したのちに結着力を出してから，ケーシングに詰めたも
のである。ここでは，生肉の保存性を高めるための一手段とし
て，ソーセージを作り，畜肉字加工品の製造技術を習得する。ま
た，ソーセージの種類やケーシングにはどのような種類があるか
を学ぶ。

ソーセージの製造における原理を理
解しておくこと。（必要時間：60
分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

12

乳類を原料とする加工食品
フレッシュチーズ，バターおよびヨーグルト：牛乳または脱脂乳
およびクリームを原料とし，各食品トを作り，乳製品の製造技術
を習得する。また，チーズでは凝乳酵素，バーターでは油脂の相
転換，ヨーグルトでは酸沈殿について学ぶ。

ヨーグルト，チーズおよびバターの
製造における原理を理解しておくこ
と。（必要時間：60分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

9

果物を原料とする加工食品
みかんの缶詰：温州みかんの缶詰は，みかんの加工品としては優
れた製品で利用性が高い。また，わが国における果実シロップづ
けの代表的な加工品である。この製品を製造し，最終糖度やシ
ロップ濃度を測定して品質を評価するとともに，巻締機を用いて
缶詰の製造技術を習得する。

缶詰の製造における原理を理解して
おくこと。（必要時間：60分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

10

魚肉を原料とする加工食品
かまぼこ・ちくわ：かまぼこのような弾力性を得るには，魚肉に
２～３％の食塩を加えてすりつぶす必要がある。魚肉タンパク質
の主成分であるアクトミオシンが，食塩により可溶化し，これを
加熱すると分子間に架橋ができ，網目構造をもった弾力にあるゲ
ル物質に変化する。このような魚肉タンパク質の変性について学
び，魚肉加工品の製造技術を習得する。

かまぼこ，ちくわの製造における原
理を理解しておくこと。（必要時
間：66分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

7

タンパク質分解酵素
タンパク質分解酵素は，食品に含まれるタンパク質を分解し，テ
クスチャーを変えるそこで，食品に含まれるタンパク質分解酵素
の特徴を知り，実際の調理に応用できるよう，肉が柔らかくなる
とされる代表的な食品を用いて，その効果を学ぶ。

たんぱく質分解酵素の特徴を理解し
ておくこと(必要時間:60分)

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

8

ゲル化剤 (寒天，ゼラチン，アガー)
ゲル化剤には，動物性および植物性のものがあり，これらにはそ
れぞれ特徴があり，各々適した料理，調理法がある。そこで，
様々なゲル化剤を用いてゼリーを作成する。また，作成したゼ
リーの特徴を確認し，原料や成分が異なるゲル化剤 (寒天，ゼラ
チン，アガー) の特性について学ぶ。

ゲル化剤の特徴を理解しておくこと
(必要時間:60分)

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

6

豆類を原料とする加工食品
豆腐：大豆のタンパク質であるグリシニンは水に不溶であるが，
豆類には塩類が多く含まれているため，呉汁にした際はタンパク
質が溶出される。この特性を活かしここでは，木綿豆腐と絹ごし
豆腐の製造方法を比較し，それを習得する。また，その品質を評
価して，木綿豆腐・絹ごし豆腐について理解を深める。

豆腐の製造における原理を理解して
おくこと。（必要時間：60分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）
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履修条件・留意
事項等

1回が180分授業であるので，13回授業とする。
班単位の実験なので，必ず出席し，役割分担を全うすること。

備考欄

毎回，授業資料を配布する。
食品加工を行うため，服装等，衛生面に配慮すること。

参考文献

授業内容について: 食品学各論および食品加工学に関連する教科書など
レポート執筆について: レポート作成に関連する専門書など
(書籍に関しては特に指定しない)
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5

野菜を原料とする加工食品
トマトピューレ・トマトケチャップ：ソース類とは，野菜類から
旨味・甘味・色調を，酢からは酸味，食塩から塩辛味，スパイス
類から香り・風味を引き出す。それと同時に，食塩と砂糖が浸透
圧を増加させることにより水分活性が低下し，酢がpHを下げ，さ
らに香辛料が防腐作用を与えることによって保存性をもつ食品と
なっていることを学ぶ。

トマトケチャップの製造における原
理を理解しておくこと。（必要時
間：60分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

3

穀類を原料とする加工食品
食パン：小麦粉（強力粉）に水を加えて混捏すると，小麦粉中の
タンパク質が結びついてグルテン膜を形成し，生地（ドウ）がつ
くられる。この小麦粉生地の伸展性や粘弾性，イーストの膨化に
ついてストレート法を用いた食パンを製造し，生地の適切な扱い
方，温度と時間の適切な管理を習得する。

食パンの製造における原理を理解し
ておくこと。（必要時間：60分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

4

穀類を原料とする加工食品
うどん・中華麺：パンのようなスポンジ状食品とは異なり，ドウ
をひも状にした「うどん」やそれにかん水を入れた「中華麺」を
それぞれ作り，適切な製麺技術を習得する。また，強力粉，中力
粉，薄力粉のタンパク質含量や灰分含量の違いについても理解す
る。

麺類の製造における原理を理解して
おくこと。（必要時間：60分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

1

ガイダンス（授業の進め方，実験の心構え，注意事項，レポート
の書き方など）
レポートの書き方について解説する
食品を加工するうえで必要な濃度計算，単位計算などこれまでに
学んだことの振り返りを行う。

事前に配布する資料を確認し，授業
内容を把握しておく。(必要時間60
分)

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

2

果物を原料とする加工食品
りんごジャム：ジャムは果物に砂糖を加え，加熱濃縮するととも
に，果実に含まれる酸とペクチンとの反応によりゼリー化したも
のである。ここでは，りんごを用いたジャムの製造によって酸・
砂糖・ペクチンの役割を学ぶ。また調製歩留、加糖率、濃縮率製
品歩留を求め，品質を評価する。

ジャムの製造における原理を理解し
ておくこと。（必要時間：60分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポートに対し，ルーブリックを用いて内容の評価を行い，より良いレポート作成につなげる。
また，授業内でレポートの書き方などの解説をする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

この授業終了時には，
・実験を通して食品加工の目的と原理を学び，加工は食品を“食べやすく”，“おいしく”し，“貯蔵”できるようにするための操作にお
いて，植物性加工食品および動物性加工食品に固有の操作があることを理解し、実践できる。
・管理栄養士国家試験「食べ物と健康」の“食品の分類と食品の成分”と“食品の生産・加工・保存・流通と栄養”分野の知識を習得し、
説明することができる。

授業の方法

各種加工食品について，加工の原理や実習・実験内容を解説し，その後各班ごとに実習・実験を進める。作成した加工食品等の試食および
測定を実施し，評価する。

ＩＣＴ活用 classroomを用いて，資料および課題等の配布および提出，質問の受付および回答など双方向型の授業とする

後期

教員氏名 佐々木　将太

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「地域社会の生活習慣病予防・健康増進，および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につけ
ている」，「科学的根拠に基づいて，人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけている」，「特定給
食施設において適切なマネジメントを行い，特定多数人に継続して適切に栄養管理された食事を提供するための知識・技術を身につけてい
る」ことに関係のある科目である。

授業の概要

食品学総論および各論の講義で得た知識をもとに，植物性および動物性食品を原料として主な加工食品を製造し，それらの品質や成分変化
を定性的・定量的分析ならびに物性測定をして加工食品の原理や特性を理解する。また，カビや酵母，細菌などの微生物が巧みに用いられ
てきている伝統的な醸造、発酵食品（微生物利用食品）の加工や製造の原理についても学び，微生物培養などの基本技術も習得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10382043 応用食品学実験（３組） 2403 1 カリキュラムにより
異なります。
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その他 0 なし

教科書 使用しない

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題レポート (12回，100%)

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

畜産および乳類を原料とする加工食品，授業のまとめ
製造したソーセージ (試食) およびヨーグルトの特性 (試食，微
生物等について) を確認 し，製造および保存方法を確認する。
授業のまとめを行う。

これまでに実験を行った畜産および
乳類について復習をしておくこと
(必要時間:60分)

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

14 なし なし なし

11

畜肉を原料とする加工食品
ソーセージ：ソーセージは肉類を細切りして調味料や香辛料を加
えて混合したのちに結着力を出してから，ケーシングに詰めたも
のである。ここでは，生肉の保存性を高めるための一手段とし
て，ソーセージを作り，畜肉字加工品の製造技術を習得する。ま
た，ソーセージの種類やケーシングにはどのような種類があるか
を学ぶ。

ソーセージの製造における原理を理
解しておくこと。（必要時間：60
分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

12

乳類を原料とする加工食品
フレッシュチーズ，バターおよびヨーグルト：牛乳または脱脂乳
およびクリームを原料とし，各食品トを作り，乳製品の製造技術
を習得する。また，チーズでは凝乳酵素，バーターでは油脂の相
転換，ヨーグルトでは酸沈殿について学ぶ。

ヨーグルト，チーズおよびバターの
製造における原理を理解しておくこ
と。（必要時間：60分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

9

果物を原料とする加工食品
みかんの缶詰：温州みかんの缶詰は，みかんの加工品としては優
れた製品で利用性が高い。また，わが国における果実シロップづ
けの代表的な加工品である。この製品を製造し，最終糖度やシ
ロップ濃度を測定して品質を評価するとともに，巻締機を用いて
缶詰の製造技術を習得する。

缶詰の製造における原理を理解して
おくこと。（必要時間：60分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

10

魚肉を原料とする加工食品
かまぼこ・ちくわ：かまぼこのような弾力性を得るには，魚肉に
２～３％の食塩を加えてすりつぶす必要がある。魚肉タンパク質
の主成分であるアクトミオシンが，食塩により可溶化し，これを
加熱すると分子間に架橋ができ，網目構造をもった弾力にあるゲ
ル物質に変化する。このような魚肉タンパク質の変性について学
び，魚肉加工品の製造技術を習得する。

かまぼこ，ちくわの製造における原
理を理解しておくこと。（必要時
間：66分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

7

タンパク質分解酵素
タンパク質分解酵素は，食品に含まれるタンパク質を分解し，テ
クスチャーを変えるそこで，食品に含まれるタンパク質分解酵素
の特徴を知り，実際の調理に応用できるよう，肉が柔らかくなる
とされる代表的な食品を用いて，その効果を学ぶ。

たんぱく質分解酵素の特徴を理解し
ておくこと(必要時間:60分)

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

8

ゲル化剤 (寒天，ゼラチン，アガー)
ゲル化剤には，動物性および植物性のものがあり，これらにはそ
れぞれ特徴があり，各々適した料理，調理法がある。そこで，
様々なゲル化剤を用いてゼリーを作成する。また，作成したゼ
リーの特徴を確認し，原料や成分が異なるゲル化剤 (寒天，ゼラ
チン，アガー) の特性について学ぶ。

ゲル化剤の特徴を理解しておくこと
(必要時間:60分)

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）

6

豆類を原料とする加工食品
豆腐：大豆のタンパク質であるグリシニンは水に不溶であるが，
豆類には塩類が多く含まれているため，呉汁にした際はタンパク
質が溶出される。この特性を活かしここでは，木綿豆腐と絹ごし
豆腐の製造方法を比較し，それを習得する。また，その品質を評
価して，木綿豆腐・絹ごし豆腐について理解を深める。

豆腐の製造における原理を理解して
おくこと。（必要時間：60分）

・テキストに記載の課題を調べる。
・レポートを作成する
（必要時間：120分）
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履修条件・留意
事項等

1回が180分授業であるので，13回授業とする。
班単位の実験なので，必ず出席し，役割分担を全うすること。

備考欄

毎回，授業資料を配布する。
食品加工を行うため，服装等，衛生面に配慮すること。

参考文献

授業内容について: 食品学各論および食品加工学に関連する教科書など
レポート執筆について: レポート作成に関連する専門書など
(書籍に関しては特に指定しない)
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5

蒸し物料理と揚げ物料理に関して、調理科学的理論に基づく調理
技法を学習し、もち米とあずきを用い
た赤飯、豆腐を用いた揚げ出し豆腐（揚げ野菜添え）などを調理
する。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

6

魚を用いた焼き物料理、汁物料理および酢の物に関して、調理科
学的理論に基づく調理技法を学習し、
秋刀魚（魚のおろし方）を用いた蒲焼、鶏卵を用いた茶碗蒸しお
よびイカときゅうりを用いた酢の物を
調理する。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

3

調理技術の基本となる包丁を用いた切裁技術を、本学において継
承されている包丁さばきの習得を図る。包丁の持ち方、調理台に
向かう姿勢、切り方（押し切り・押さえ切り）を理解し、野菜を
使って習熟するための学習を行う。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

4

炊飯とだしのとり方に関して、炊飯およびだしの調理科学的理論
に基づく調理技法を学習し、炊飯は洗
米から炊き上げまで、混合だしとする。ご飯は炊飯に、だしは味
噌汁などに調理する。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

1

「基礎調理実習」の目標と授業の進め方、調理実習室の施設・設
備と使い方、調理に関する安全・衛生管理などに関するガイダン
スを行う。包丁と砥石の種類を理解し,砥石を用いて包丁研ぎを
学習する。

シラバスにより準備学習に取り組
み、授業に備える（45分）。

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、包丁の状態を確認し、
実習に備える（45分）

2

栄養量の計算技法を習得するために、「日本食品標準成分表」収
載食品・成分項目・数値の表示方法などの理解を図り、使用方法
を習熟するために基本的な献立を作成し、栄養量の計算と基本的
な調味率を
学習する。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

実務経験のある
教員の教育内容

調理師としての勤務経験を活かし、実践的な指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして理解度確認フォームを回収後、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「基礎調理実習」の到達目標は、以下のとおりとする。
① 調理器具などを安全・衛生的に取扱い、押し切り・抑え切りが実践できる。
② 食品の使用量と純使用量（廃棄率）を理解し、基本的な栄養量の計算ができる。
③ 食品の加熱調理により基礎的な料理を調製することができる。
④ 地産地消を理解し、北海道産の食材を用いた郷土料理を調製することができる。
⑤ 歳時や行事のために供食される行事食を理解し調製することができる。

授業の方法

「基礎調理実習」の授業は、以下により実施する。
① 調理実習は、班別のグループワークで実施する。
② 栄養量の計算などは、個人学習とする。
③ 調理実習は、事前配布のプリントにより準備学習（試作など）を行い授業に備える。
④ 調理実習 グループの代表が調製した料理を教員に説明する。
⑤ 事後学習として、授業の内容を取りまとめた実習レポートを作成する。

ＩＣＴ活用 調理操作のポイントや注意点についてまとめた動画を配信し、自主学習を促す。

後期

教員氏名 山森　栄美

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「特定給食施設において適切なマネジメントを行い特定多数人に継続して適切に栄養管理された食事を提供するた
めの知識・技術を身につけている」ことと関係がある科目である。栄養指導や栄養教育の場で利用する教育媒体の作成や、特定給食施設な
どにおける食事の調製に不可欠な基礎的調理技術を学習する。前期の「調理科学」で学んだ理論を基に技術を習得し、応用調理学実習、応
用栄養学実習、食事療法実習および臨地実習につながる科目である。

授業の概要

「基礎調理実習」では、調理科学を基礎として、安全面、嗜好面、栄養面を考慮した合理的な食事の整え方を理解する。調味パーセントを
用いた再現性のある調味法を理解し、食材の基本的な加熱調理操作別（煮る、焼く、蒸す等）による展開を学ぶ。さらに、食材ごとに日本
料理、西洋料理、中国料理の各様式別による展開が行なえるよう実践力を養う。道産食材を利用した献立作成を通して、地産地消や食文化
の伝承について学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10153041 基礎調理学実習（１組） 2416 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

提出物は,期限厳守のこと。
各回が180分のため授業回数は13回とする。

備考欄

その他 0 なし

教科書

新調理学実習　宮下朋子・村本美代他　同文書院
日本食品成分表　2022 八訂　医歯薬出版

参考文献 調理のためのベーシックデータ　第5版　女子栄養大学出版部

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 実技確認試験50％、実習レポート30％、提出献立表10％、
実習に取組む姿勢10％

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

中国料理で基本となる鶏ガラだしをとり、中華スープを調整す
る。蒸し物料理として棒棒鶏、点心として杏仁豆腐を調理する。

前に提示するレシピを確認し、準備
学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

14 なし なし なし

11

わが国で伝統的にお正月供される「御節」に用いられる料理に関
して、調理科学的理論に基づく調理技
法を学習し、雑煮、松風焼き、伊達巻、栗きんとん等を調理す
る。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

12

包丁技術、調味パーセント計算についての確認試験を行う。 指示された実技確認試験内容につい
て、自主練習に取組む（45分）

実技確認試験や計算問題を振り返
り、不足点があれば自主練習を行
う。

9

西洋料理におけるスープ料理の種類と調理における要点を理解す
る。魚介類の種類に適した下処理法や
調理による変化を理解する。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

10

肉料理およびケーキに関して、調理科学的理論に基づく調理技法
を学習し、ローストチキンとスポンジ
ケーキを焼き（作り方）、デコレーション（生クリームの泡立て
方）してクリスマスケーキを調理す
る。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

7

揚げ物料理、炒め物料理および和え物料理に関して、調理科学的
理論に基づく調理技法を学習し、魚を用いた南蛮漬け、根菜のき
んぴらおよび豆腐の和え衣にした白和えなどを調理する。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

8

北海道産の食材に適した料理が地産地消という形で定着している
こと理解し、地域に根付いた郷土料理
を調査し、献立作成および調理を行う。

作成した献立を確認し、準備学習に
取組み授業に備える（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）
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5

蒸し物料理と揚げ物料理に関して、調理科学的理論に基づく調理
技法を学習し、もち米とあずきを用い
た赤飯、豆腐を用いた揚げ出し豆腐（揚げ野菜添え）などを調理
する。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

6

魚を用いた焼き物料理、汁物料理および酢の物に関して、調理科
学的理論に基づく調理技法を学習し、
秋刀魚（魚のおろし方）を用いた蒲焼、鶏卵を用いた茶碗蒸しお
よびイカときゅうりを用いた酢の物を
調理する。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

3

調理技術の基本となる包丁を用いた切裁技術を、本学において継
承されている包丁さばきの習得を図る。包丁の持ち方、調理台に
向かう姿勢、切り方（押し切り・押さえ切り）を理解し、野菜を
使って習熟するための学習を行う。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

4

炊飯とだしのとり方に関して、炊飯およびだしの調理科学的理論
に基づく調理技法を学習し、炊飯は洗
米から炊き上げまで、混合だしとする。ご飯は炊飯に、だしは味
噌汁などに調理する。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

1

「基礎調理実習」の目標と授業の進め方、調理実習室の施設・設
備と使い方、調理に関する安全・衛生管理などに関するガイダン
スを行う。包丁と砥石の種類を理解し,砥石を用いて包丁研ぎを
学習する。

シラバスにより準備学習に取り組
み、授業に備える（45分）。

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、包丁の状態を確認し、
実習に備える（45分）

2

栄養量の計算技法を習得するために、「日本食品標準成分表」収
載食品・成分項目・数値の表示方法などの理解を図り、使用方法
を習熟するために基本的な献立を作成し、栄養量の計算と基本的
な調味率を
学習する。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

実務経験のある
教員の教育内容

調理師としての勤務経験を活かし、実践的な指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして理解度確認フォームを回収後、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「基礎調理実習」の到達目標は、以下のとおりとする。
① 調理器具などを安全・衛生的に取扱い、押し切り・抑え切りが実践できる。
② 食品の使用量と純使用量（廃棄率）を理解し、基本的な栄養量の計算ができる。
③ 食品の加熱調理により基礎的な料理を調製することができる。
④ 地産地消を理解し、北海道産の食材を用いた郷土料理を調製することができる。
⑤ 歳時や行事のために供食される行事食を理解し調製することができる。

授業の方法

「基礎調理実習」の授業は、以下により実施する。
① 調理実習は、班別のグループワークで実施する。
② 栄養量の計算などは、個人学習とする。
③ 調理実習は、事前配布のプリントにより準備学習（試作など）を行い授業に備える。
④ 調理実習 グループの代表が調製した料理を教員に説明する。
⑤ 事後学習として、授業の内容を取りまとめた実習レポートを作成する。

ＩＣＴ活用 調理操作のポイントや注意点についてまとめた動画を配信し、自主学習を促す。

後期

教員氏名 山森　栄美

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「特定給食施設において適切なマネジメントを行い特定多数人に継続して適切に栄養管理された食事を提供するた
めの知識・技術を身につけている」ことと関係がある科目である。栄養指導や栄養教育の場で利用する教育媒体の作成や、特定給食施設な
どにおける食事の調製に不可欠な基礎的調理技術を学習する。前期の「調理科学」で学んだ理論を基に技術を習得し、応用調理学実習、応
用栄養学実習、食事療法実習および臨地実習につながる科目である。

授業の概要

「基礎調理実習」では、調理科学を基礎として、安全面、嗜好面、栄養面を考慮した合理的な食事の整え方を理解する。調味パーセントを
用いた再現性のある調味法を理解し、食材の基本的な加熱調理操作別（煮る、焼く、蒸す等）による展開を学ぶ。さらに、食材ごとに日本
料理、西洋料理、中国料理の各様式別による展開が行なえるよう実践力を養う。道産食材を利用した献立作成を通して、地産地消や食文化
の伝承について学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10153042 基礎調理学実習（２組） 2416 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

提出物は,期限厳守のこと。
各回が180分のため授業回数は13回とする。

備考欄

その他 0 なし

教科書

新調理学実習　宮下朋子・村本美代他　同文書院
日本食品成分表　2022 八訂　医歯薬出版

参考文献 調理のためのベーシックデータ　第5版　女子栄養大学出版部

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 実技確認試験50％、実習レポート30％、提出献立表10％、
実習に取組む姿勢10％

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

中国料理で基本となる鶏ガラだしをとり、中華スープを調整す
る。蒸し物料理として棒棒鶏、点心として杏仁豆腐を調理する。

前に提示するレシピを確認し、準備
学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

14 なし なし なし

11

わが国で伝統的にお正月供される「御節」に用いられる料理に関
して、調理科学的理論に基づく調理技
法を学習し、雑煮、松風焼き、伊達巻、栗きんとん等を調理す
る。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

12

包丁技術、調味パーセント計算についての確認試験を行う。 指示された実技確認試験内容につい
て、自主練習に取組む（45分）

実技確認試験や計算問題を振り返
り、不足点があれば自主練習を行
う。

9

西洋料理におけるスープ料理の種類と調理における要点を理解す
る。魚介類の種類に適した下処理法や
調理による変化を理解する。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

10

肉料理およびケーキに関して、調理科学的理論に基づく調理技法
を学習し、ローストチキンとスポンジ
ケーキを焼き（作り方）、デコレーション（生クリームの泡立て
方）してクリスマスケーキを調理す
る。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

7

揚げ物料理、炒め物料理および和え物料理に関して、調理科学的
理論に基づく調理技法を学習し、魚を用いた南蛮漬け、根菜のき
んぴらおよび豆腐の和え衣にした白和えなどを調理する。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

8

北海道産の食材に適した料理が地産地消という形で定着している
こと理解し、地域に根付いた郷土料理
を調査し、献立作成および調理を行う。

作成した献立を確認し、準備学習に
取組み授業に備える（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

- 143 -



北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

5

蒸し物料理と揚げ物料理に関して、調理科学的理論に基づく調理
技法を学習し、もち米とあずきを用い
た赤飯、豆腐を用いた揚げ出し豆腐（揚げ野菜添え）などを調理
する。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

6

魚を用いた焼き物料理、汁物料理および酢の物に関して、調理科
学的理論に基づく調理技法を学習し、
秋刀魚（魚のおろし方）を用いた蒲焼、鶏卵を用いた茶碗蒸しお
よびイカときゅうりを用いた酢の物を
調理する。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

3

調理技術の基本となる包丁を用いた切裁技術を、本学において継
承されている包丁さばきの習得を図る。包丁の持ち方、調理台に
向かう姿勢、切り方（押し切り・押さえ切り）を理解し、野菜を
使って習熟するための学習を行う。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

4

炊飯とだしのとり方に関して、炊飯およびだしの調理科学的理論
に基づく調理技法を学習し、炊飯は洗
米から炊き上げまで、混合だしとする。ご飯は炊飯に、だしは味
噌汁などに調理する。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

1

「基礎調理実習」の目標と授業の進め方、調理実習室の施設・設
備と使い方、調理に関する安全・衛生管理などに関するガイダン
スを行う。包丁と砥石の種類を理解し,砥石を用いて包丁研ぎを
学習する。

シラバスにより準備学習に取り組
み、授業に備える（45分）。

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、包丁の状態を確認し、
実習に備える（45分）

2

栄養量の計算技法を習得するために、「日本食品標準成分表」収
載食品・成分項目・数値の表示方法などの理解を図り、使用方法
を習熟するために基本的な献立を作成し、栄養量の計算と基本的
な調味率を
学習する。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

実務経験のある
教員の教育内容

調理師としての勤務経験を活かし、実践的な指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして理解度確認フォームを回収後、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「基礎調理実習」の到達目標は、以下のとおりとする。
① 調理器具などを安全・衛生的に取扱い、押し切り・抑え切りが実践できる。
② 食品の使用量と純使用量（廃棄率）を理解し、基本的な栄養量の計算ができる。
③ 食品の加熱調理により基礎的な料理を調製することができる。
④ 地産地消を理解し、北海道産の食材を用いた郷土料理を調製することができる。
⑤ 歳時や行事のために供食される行事食を理解し調製することができる。

授業の方法

「基礎調理実習」の授業は、以下により実施する。
① 調理実習は、班別のグループワークで実施する。
② 栄養量の計算などは、個人学習とする。
③ 調理実習は、事前配布のプリントにより準備学習（試作など）を行い授業に備える。
④ 調理実習 グループの代表が調製した料理を教員に説明する。
⑤ 事後学習として、授業の内容を取りまとめた実習レポートを作成する。

ＩＣＴ活用 調理操作のポイントや注意点についてまとめた動画を配信し、自主学習を促す。

後期

教員氏名 山森　栄美

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「特定給食施設において適切なマネジメントを行い特定多数人に継続して適切に栄養管理された食事を提供するた
めの知識・技術を身につけている」ことと関係がある科目である。栄養指導や栄養教育の場で利用する教育媒体の作成や、特定給食施設な
どにおける食事の調製に不可欠な基礎的調理技術を学習する。前期の「調理科学」で学んだ理論を基に技術を習得し、応用調理学実習、応
用栄養学実習、食事療法実習および臨地実習につながる科目である。

授業の概要

「基礎調理実習」では、調理科学を基礎として、安全面、嗜好面、栄養面を考慮した合理的な食事の整え方を理解する。調味パーセントを
用いた再現性のある調味法を理解し、食材の基本的な加熱調理操作別（煮る、焼く、蒸す等）による展開を学ぶ。さらに、食材ごとに日本
料理、西洋料理、中国料理の各様式別による展開が行なえるよう実践力を養う。道産食材を利用した献立作成を通して、地産地消や食文化
の伝承について学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10153043 基礎調理学実習（３組） 2416 1 カリキュラムにより
異なります。

- 144 -



北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

提出物は,期限厳守のこと。
各回が180分のため授業回数は13回とする。

備考欄

その他 0 なし

教科書

新調理学実習　宮下朋子・村本美代他　同文書院
日本食品成分表　2022 八訂　医歯薬出版

参考文献 調理のためのベーシックデータ　第5版　女子栄養大学出版部

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 実技確認試験50％、実習レポート30％、提出献立表10％、
実習に取組む姿勢10％

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

中国料理で基本となる鶏ガラだしをとり、中華スープを調整す
る。蒸し物料理として棒棒鶏、点心として杏仁豆腐を調理する。

前に提示するレシピを確認し、準備
学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

14 なし なし なし

11

わが国で伝統的にお正月供される「御節」に用いられる料理に関
して、調理科学的理論に基づく調理技
法を学習し、雑煮、松風焼き、伊達巻、栗きんとん等を調理す
る。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

12

包丁技術、調味パーセント計算についての確認試験を行う。 指示された実技確認試験内容につい
て、自主練習に取組む（45分）

実技確認試験や計算問題を振り返
り、不足点があれば自主練習を行
う。

9

西洋料理におけるスープ料理の種類と調理における要点を理解す
る。魚介類の種類に適した下処理法や
調理による変化を理解する。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

10

肉料理およびケーキに関して、調理科学的理論に基づく調理技法
を学習し、ローストチキンとスポンジ
ケーキを焼き（作り方）、デコレーション（生クリームの泡立て
方）してクリスマスケーキを調理す
る。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

7

揚げ物料理、炒め物料理および和え物料理に関して、調理科学的
理論に基づく調理技法を学習し、魚を用いた南蛮漬け、根菜のき
んぴらおよび豆腐の和え衣にした白和えなどを調理する。

事前に提示するレシピを確認し、準
備学習に取り組み授業に備える（45
分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

8

北海道産の食材に適した料理が地産地消という形で定着している
こと理解し、地域に根付いた郷土料理
を調査し、献立作成および調理を行う。

作成した献立を確認し、準備学習に
取組み授業に備える（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）
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7

西洋料理（3）
卵、生クリームの起泡性と焼き菓子

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

8

中国料理（1）
冷菜、溜菜の調理

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

5

西洋料理（1）　　
温製・冷製ソースの調整

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

6

西洋料理（2）
肉の扱い方、部位に適した加熱調理

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

3

日本料理（2）
寿司飯の加水量、米加工品の調理

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

4

日本料理（3）
揚げ衣の調整、揚げ物の温度および、吸油率

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

1

ガイダンス
・応用調理学実習の目的、授業のすすめ方
・衛生や安全管理を理解する。　
・実技試験の内容について。

シラバスにより準備学習に取り組
み、授業に備える（45分）。

授業中の説明などを取りまとめ、既
に習得した技術の復習および実習準
備に備える（45分）

2

日本料理（1）
魚の扱い方

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

実務経験のある
教員の教育内容

調理師としての勤務経験を活かし、実践的な指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしてフォームによる復習問題を回収後、解答の解説を返却します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「応用調理学実習」の到達目標は、以下のとおりである。
① 日本料理、西洋料理、中華料理の特徴が説明できる。
② 代表的な日本料理、西洋料理、中国料理が調製できる。
③ 調製した食事について献立説明などプレゼンテーションを行うことができる。
④ 条件内で献立を作成し、各自で評価を行うことができる。
⑤ チームでの調理に必要な技術と柔軟性を身につけ、実践できる。

授業の方法

「応用調理学実習」の授業は、以下により実施する。
① 調製実習献立の料理様式などについて説明する。
② 調製実習献立の調理技法について動画を用いて説明する。
③ 調製実習を実施する。
④ 製作した食事を教材としてプレゼンテーションを行う。
⑤ 献立の立案から調製まで、作業効率を考えながらチーム全体で仕上げる。

ＩＣＴ活用 実習献立の調理技法のポイントについて、動画配信を行う。

前期

教員氏名 山森　栄美

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「特定給食施設において適切なマネジメントを行い特定多数人に継続して適切に栄養管理された食事を提供するた
めの知識・技術を身につけている」ことと関係がある科目である。調理科学、基礎調理実習を基礎として、日本料理、西洋料理および中国
料理の特徴を理解するとともに、それぞれの調理技法を習得する。また、食品の栄養特性や喫食者の嗜好性などを踏まえ、献立表の作成に
ついて学習し、給食経営管理実習、応用栄養学実習、栄養療法実習および臨地実習につながる科目である。

授業の概要

「応用調理学実習」は、「食品学総論」「食品学各論」「食品機能論」「調理科学」「基礎食品学実験」「基礎調理学実習」で修得した知
識を基礎として、日本料理、西洋料理、中国料理の特徴や調理法を習得しする。給食経営管理実習や応用栄養学実習への準備展開として、
食物の栄養特性や嗜好性をふまえた献立作成法を習得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10555041 応用調理学実習（１組） 2420 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

各授業時間が180分のため13回授業とする。

備考欄

その他 0 なし

教科書

新調理学実習　宮下朋子・村本美代他　同文書院
日本食品成分表　2021 八訂　医歯薬出版

参考文献 調理のためのベーシックデータ　女子栄養大学出版

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業中の試験50％、実習レポート30％、提出献立表10％、実習に臨む姿勢10%

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

献立作成
食事設計（献立作成、作業計画など）を自ら立て、実践する。

習得した知識・技術を応用した献立
を作成し、調理工程を確認してお
く。（45分）

作成した献立について、栄養・嗜好
性・おいしさについて評価し、実習
レポートを作成し提出に備える（45
分）

14 なし なし なし

11

郷土料理 習得した知識・技術を応用した献立
を作成し、調理工程を確認してお
く。（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

12

まとめ（実技確認試験）、大掃除 指示された実技試験内容について、
自主練習を行う（45分）

実技試験の結果を踏まえ、改善点を
自主練習にて補う（45分）

9

中国料理（2）
湯菜・点心の調理

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

10

中国料理（3）
炒菜、蒸菜の調理

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）
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7

西洋料理（3）
卵、生クリームの起泡性と焼き菓子

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

8

中国料理（1）
冷菜、溜菜の調理

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

5

西洋料理（1）　　
温製・冷製ソースの調整

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

6

西洋料理（2）
肉の扱い方、部位に適した加熱調理

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

3

日本料理（2）
寿司飯の加水量、米加工品の調理

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

4

日本料理（3）
揚げ衣の調整、揚げ物の温度および、吸油率

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

1

ガイダンス
・応用調理学実習の目的、授業のすすめ方
・衛生や安全管理を理解する。　
・実技試験の内容について。

シラバスにより準備学習に取り組
み、授業に備える（45分）。

授業中の説明などを取りまとめ、既
に習得した技術の復習および実習準
備に備える（45分）

2

日本料理（1）
魚の扱い方

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

実務経験のある
教員の教育内容

調理師としての勤務経験を活かし、実践的な指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしてフォームによる復習問題を回収後、解答の解説を返却します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「応用調理学実習」の到達目標は、以下のとおりである。
① 日本料理、西洋料理、中華料理の特徴が説明できる。
② 代表的な日本料理、西洋料理、中国料理が調製できる。
③ 調製した食事について献立説明などプレゼンテーションを行うことができる。
④ 条件内で献立を作成し、各自で評価を行うことができる。
⑤ チームでの調理に必要な技術と柔軟性を身につけ、実践できる。

授業の方法

「応用調理学実習」の授業は、以下により実施する。
① 調製実習献立の料理様式などについて説明する。
② 調製実習献立の調理技法について動画を用いて説明する。
③ 調製実習を実施する。
④ 製作した食事を教材としてプレゼンテーションを行う。
⑤ 献立の立案から調製まで、作業効率を考えながらチーム全体で仕上げる。

ＩＣＴ活用 実習献立の調理技法のポイントについて、動画配信を行う。

前期

教員氏名 山森　栄美

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「特定給食施設において適切なマネジメントを行い特定多数人に継続して適切に栄養管理された食事を提供するた
めの知識・技術を身につけている」ことと関係がある科目である。調理科学、基礎調理実習を基礎として、日本料理、西洋料理および中国
料理の特徴を理解するとともに、それぞれの調理技法を習得する。また、食品の栄養特性や喫食者の嗜好性などを踏まえ、献立表の作成に
ついて学習し、給食経営管理実習、応用栄養学実習、栄養療法実習および臨地実習につながる科目である。

授業の概要

「応用調理学実習」は、「食品学総論」「食品学各論」「食品機能論」「調理科学」「基礎食品学実験」「基礎調理学実習」で修得した知
識を基礎として、日本料理、西洋料理、中国料理の特徴や調理法を習得しする。給食経営管理実習や応用栄養学実習への準備展開として、
食物の栄養特性や嗜好性をふまえた献立作成法を習得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10555042 応用調理学実習（２組） 2420 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

各授業時間が180分のため13回授業とする。

備考欄

その他 0 なし

教科書

新調理学実習　宮下朋子・村本美代他　同文書院
日本食品成分表　2021 八訂　医歯薬出版

参考文献 調理のためのベーシックデータ　女子栄養大学出版

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業中の試験50％、実習レポート30％、提出献立表10％、実習に臨む姿勢10%

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

献立作成
食事設計（献立作成、作業計画など）を自ら立て、実践する。

習得した知識・技術を応用した献立
を作成し、調理工程を確認してお
く。（45分）

作成した献立について、栄養・嗜好
性・おいしさについて評価し、実習
レポートを作成し提出に備える（45
分）

14 なし なし なし

11

郷土料理 習得した知識・技術を応用した献立
を作成し、調理工程を確認してお
く。（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

12

まとめ（実技確認試験）、大掃除 指示された実技試験内容について、
自主練習を行う（45分）

実技試験の結果を踏まえ、改善点を
自主練習にて補う（45分）

9

中国料理（2）
湯菜・点心の調理

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

10

中国料理（3）
炒菜、蒸菜の調理

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）
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7

西洋料理（3）
卵、生クリームの起泡性と焼き菓子

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

8

中国料理（1）
冷菜、溜菜の調理

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

5

西洋料理（1）　　
温製・冷製ソースの調整

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

6

西洋料理（2）
肉の扱い方、部位に適した加熱調理

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

3

日本料理（2）
寿司飯の加水量、米加工品の調理

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

4

日本料理（3）
揚げ衣の調整、揚げ物の温度および、吸油率

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

1

ガイダンス
・応用調理学実習の目的、授業のすすめ方
・衛生や安全管理を理解する。　
・実技試験の内容について。

シラバスにより準備学習に取り組
み、授業に備える（45分）。

授業中の説明などを取りまとめ、既
に習得した技術の復習および実習準
備に備える（45分）

2

日本料理（1）
魚の扱い方

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

実務経験のある
教員の教育内容

調理師としての勤務経験を活かし、実践的な指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしてフォームによる復習問題を回収後、解答の解説を返却します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「応用調理学実習」の到達目標は、以下のとおりである。
① 日本料理、西洋料理、中華料理の特徴が説明できる。
② 代表的な日本料理、西洋料理、中国料理が調製できる。
③ 調製した食事について献立説明などプレゼンテーションを行うことができる。
④ 条件内で献立を作成し、各自で評価を行うことができる。
⑤ チームでの調理に必要な技術と柔軟性を身につけ、実践できる。

授業の方法

「応用調理学実習」の授業は、以下により実施する。
① 調製実習献立の料理様式などについて説明する。
② 調製実習献立の調理技法について動画を用いて説明する。
③ 調製実習を実施する。
④ 製作した食事を教材としてプレゼンテーションを行う。
⑤ 献立の立案から調製まで、作業効率を考えながらチーム全体で仕上げる。

ＩＣＴ活用 実習献立の調理技法のポイントについて、動画配信を行う。

前期

教員氏名 山森　栄美

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「特定給食施設において適切なマネジメントを行い特定多数人に継続して適切に栄養管理された食事を提供するた
めの知識・技術を身につけている」ことと関係がある科目である。調理科学、基礎調理実習を基礎として、日本料理、西洋料理および中国
料理の特徴を理解するとともに、それぞれの調理技法を習得する。また、食品の栄養特性や喫食者の嗜好性などを踏まえ、献立表の作成に
ついて学習し、給食経営管理実習、応用栄養学実習、栄養療法実習および臨地実習につながる科目である。

授業の概要

「応用調理学実習」は、「食品学総論」「食品学各論」「食品機能論」「調理科学」「基礎食品学実験」「基礎調理学実習」で修得した知
識を基礎として、日本料理、西洋料理、中国料理の特徴や調理法を習得しする。給食経営管理実習や応用栄養学実習への準備展開として、
食物の栄養特性や嗜好性をふまえた献立作成法を習得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10555043 応用調理学実習（３組） 2420 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

各授業時間が180分のため13回授業とする。

備考欄

その他 0 なし

教科書

新調理学実習　宮下朋子・村本美代他　同文書院
日本食品成分表　2021 八訂　医歯薬出版

参考文献 調理のためのベーシックデータ　女子栄養大学出版

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業中の試験50％、実習レポート30％、提出献立表10％、実習に臨む姿勢10%

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

献立作成
食事設計（献立作成、作業計画など）を自ら立て、実践する。

習得した知識・技術を応用した献立
を作成し、調理工程を確認してお
く。（45分）

作成した献立について、栄養・嗜好
性・おいしさについて評価し、実習
レポートを作成し提出に備える（45
分）

14 なし なし なし

11

郷土料理 習得した知識・技術を応用した献立
を作成し、調理工程を確認してお
く。（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

12

まとめ（実技確認試験）、大掃除 指示された実技試験内容について、
自主練習を行う（45分）

実技試験の結果を踏まえ、改善点を
自主練習にて補う（45分）

9

中国料理（2）
湯菜・点心の調理

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）

10

中国料理（3）
炒菜、蒸菜の調理

事前に配信する調理操作の動画によ
り、準備学習に取組み授業に備える
（45分）

配布プリントや授業中の説明などを
取りまとめ、実習レポートを作成し
提出に備える（45分）
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5

各種食品からの食中毒原因菌の分離・培養
代表的な食中毒菌（黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、腸炎ビブリ
オ菌）の分離・培養法について学ぶ。
実験前に食中毒原因菌の生物学的特性を学習しておく。実験後は
それらの特性と培地の成分組成から菌の栄養生理学的特性を理解
する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）

6

食中毒原因菌の同定
前回培養した食中毒原因菌の同定を行う。
実験前に食中毒原因菌の生物学的特性を学習しておく。実験後は
それらの特性と培地の成分組成から菌の栄養生理学的特性を理解
する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分

3

食品中の一般細菌数の測定
食品中の細菌数の検出法と菌数測定法について学ぶ。
実験前に世代時間・増殖曲線について学習し、実験後は集落数の
計測と試料の希釈倍数から菌数が算出できる原理を理解する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）

4

食品中の大腸菌群の検出
食品中の大腸菌群の検出法について学ぶ。
実験前に大腸菌および大腸菌群の定義を学習し、実験後は液体培
地での培養によるガス発生を指標とする最確数からの菌数測定に
ついて理解する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）

1

食品衛生学実験の概要、履修方法、実験上の注意点について（ガ
イダンス）
細菌・真菌培養用寒天平板培地の作製法について学ぶ。
実験前に細菌・真菌のな相違点を学習し、実験後は培地組成から
それぞれの菌の栄養生理学的特性を理解する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）

2

微生物の取り扱いに関する基本的手技
手指および施設の空中に浮遊している細菌を検出する。
それらの菌の採取方法と採取場所による菌数の相違について考察
する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

報告会において、重要なポイント、キーワード、身につけるべき有用な実験手技等を再確認させる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．食品および環境からの細菌・真菌の検出方法、培養方法、染色方法、菌数測定法を説明できる。
２．代表的な食中毒原因菌の分離・培養方法を説明できる。
３．食品（魚および油脂）の鮮度検査手技を実践することができる。
４．水質検査検査の手技を説明できる。
５．代表的な食品添加物を食品から検出できる。
６．実験データを整理しプレゼンテーションすることができる。

授業の方法

ホワイトボード、パワーポイント、配布プリント、を用いてその日の実験項目と手順について説明する。
実験終了後、その日に実施した内容と得られたデータについての報告書を提出する。
報告会では実験班ごとに報告書をもとにして実験目的、手順、結果、考察についての発表を行う。

ＩＣＴ活用 活用しない。

前期

教員氏名 峯尾　仁

授業の位置づけ

デイプロマ・ポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検
証することができる（思考・判断・表現）」ことと特に関係がある科目である。「食の安全確保にあたり必要な仕組み、原因物質、検査
法、科学的評価、リスク管理を実践するための知識、食品衛生の国際標準などの専門性の能力を身につけるための科目である。食品衛生
学」の講義にもとづいて、細菌の培養法、食中毒原因菌の分離・同定法、食品中の有害成分や食品添加物の化学的な分析方法などを学ぶ。
「給食経営管理論」「給食経営管理実習」「臨地実習」（健康栄養学科）の基礎となる。

授業の概要

１．食品衛生学で得た知識にもとづき、各種の食品を対象とした生物的、化学的、物理的検査の原理・技術を学ぶ。
２．一連の実験から得られたデータをもとに検討会を実施し、データの分析能力やプレゼンテーション能力を養う。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10378041 食品衛生学実験（１組） 2412 1 3
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履修条件・留意
事項等

食品衛生学を十分復習のこと
1回180分につき12回の実験とする。

備考欄

その他

0 報告書の作成を１度もしない場合、報告会で発表をしない場合は評価の対象とならない。

教科書 使用しない。

参考文献 使用しない。

定期試験

0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 出席および受講状況、各回の報告書、検討会での発表内容（パワーポイントと発表原稿の出来栄え）


15 予備日 なし。 なし。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13 予備日 なし。 なし。

14 予備日 なし。 なし。

11

食品中の添加物の検出
食品中のタール色素の検出法について学ぶ。
実験前に食品添加物として利用される酸性タール色素の種類につ
いて学習し、実験後はそれらがどのような食品に添加されている
のかを理解する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）

12

実験報告会（２）
8回目から11回目までの実験項目についてデータを整理し、班ご
とに発表して検討を行う。
報告前に実験班ごとに実験データを整理して報告会に備え、報告
会終了後は各回の実験でどのような技術と知識を得たのかを整理
する。

報告書をもとに発表用のパワーポイ
ントと発表原稿を準備する。（90
分）

報告会での各班の報告にもとづいて
実験項目を整理する。(30分)

9

飲料水についての理化学的検査
水道水、ミネラルウォーター、河川水について水質検査法につい
て学ぶ。
実験前に飲料水として具備すべき条件を学習し、実験後は各検査
項目およびそれぞれの基準値について理解する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）

10

食品の腐敗に関する理化学的検査
魚を材料に腐敗により生成されるヒスタミンの検出法について学
ぶ。
実験前に微生物によるタンパク質の変性原理を学習し、実験後に
は保存方法の相違がタンパク変性にどのように影響したかを理解
する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）

7

実験報告会（１）
1回目から6回目までの実験項目についてデータを整理し、班ごと
に発表して検討を行う。
報告前に実験班ごとに実験データを整理して報告会に備え、報告
会終了後は各回の実験でどのような技術と知識を得たのかを整理
する。

報告書をもとに発表用のパワーポイ
ントと発表原稿を準備する。（90
分）

報告会での各班の報告にもとづいて
実験項目を整理する。(30分)

8

食用油の変質に関する理化学的検査
油脂の変質の指標となる過酸化物価、酸価の測定法について学
ぶ。
実験前に油脂の化学構造と変質の原理を学習し、実験後は油脂の
保存方法、使用頻度の違いと変質の進行度合いの関連を理解す
る。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）
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5

各種食品からの食中毒原因菌の分離・培養
代表的な食中毒菌（黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、腸炎ビブリ
オ菌）の分離・培養法について学ぶ。
実験前に食中毒原因菌の生物学的特性を学習しておく。実験後は
それらの特性と培地の成分組成から菌の栄養生理学的特性を理解
する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）

6

食中毒原因菌の同定
前回培養した食中毒原因菌の同定を行う。
実験前に食中毒原因菌の生物学的特性を学習しておく。実験後は
それらの特性と培地の成分組成から菌の栄養生理学的特性を理解
する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分

3

食品中の一般細菌数の測定
食品中の細菌数の検出法と菌数測定法について学ぶ。
実験前に世代時間・増殖曲線について学習し、実験後は集落数の
計測と試料の希釈倍数から菌数が算出できる原理を理解する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）

4

食品中の大腸菌群の検出
食品中の大腸菌群の検出法について学ぶ。
実験前に大腸菌および大腸菌群の定義を学習し、実験後は液体培
地での培養によるガス発生を指標とする最確数からの菌数測定に
ついて理解する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）

1

食品衛生学実験の概要、履修方法、実験上の注意点について（ガ
イダンス）
細菌・真菌培養用寒天平板培地の作製法について学ぶ。
実験前に細菌・真菌のな相違点を学習し、実験後は培地組成から
それぞれの菌の栄養生理学的特性を理解する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）

2

微生物の取り扱いに関する基本的手技
手指および施設の空中に浮遊している細菌を検出する。
それらの菌の採取方法と採取場所による菌数の相違について考察
する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

報告会において、重要なポイント、キーワード、身につけるべき有用な実験手技等を再確認させる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．食品および環境からの細菌・真菌の検出方法、培養方法、染色方法、菌数測定法を説明できる。
２．代表的な食中毒原因菌の分離・培養方法を説明できる。
３．食品（魚および油脂）の鮮度検査手技を実践することができる。
４．水質検査検査の手技を説明できる。
５．代表的な食品添加物を食品から検出できる。
６．実験データを整理しプレゼンテーションすることができる。

授業の方法

ホワイトボード、パワーポイント、配布プリント、を用いてその日の実験項目と手順について説明する。
実験終了後、その日に実施した内容と得られたデータについての報告書を提出する。
報告会では実験班ごとに報告書をもとにして実験目的、手順、結果、考察についての発表を行う。

ＩＣＴ活用 活用しない。

前期

教員氏名 峯尾　仁

授業の位置づけ

デイプロマ・ポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検
証することができる（思考・判断・表現）」ことと特に関係がある科目である。「食の安全確保にあたり必要な仕組み、原因物質、検査
法、科学的評価、リスク管理を実践するための知識、食品衛生の国際標準などの専門性の能力を身につけるための科目である。食品衛生
学」の講義にもとづいて、細菌の培養法、食中毒原因菌の分離・同定法、食品中の有害成分や食品添加物の化学的な分析方法などを学ぶ。
「給食経営管理論」「給食経営管理実習」「臨地実習」（健康栄養学科）の基礎となる。

授業の概要

１．食品衛生学で得た知識にもとづき、各種の食品を対象とした生物的、化学的、物理的検査の原理・技術を学ぶ。
２．一連の実験から得られたデータをもとに検討会を実施し、データの分析能力やプレゼンテーション能力を養う。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10378042 食品衛生学実験（２組） 2412 1 3
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履修条件・留意
事項等

食品衛生学を十分復習のこと
1回180分につき12回の実験とする。

備考欄

その他

0 報告書の作成を１度もしない場合、報告会で発表をしない場合は評価の対象とならない。

教科書 使用しない。

参考文献 使用しない。

定期試験

0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 出席および受講状況、各回の報告書、検討会での発表内容（パワーポイントと発表原稿の出来栄え）


15 予備日 なし。 なし。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13 予備日 なし。 なし。

14 予備日 なし。 なし。

11

食品中の添加物の検出
食品中のタール色素の検出法について学ぶ。
実験前に食品添加物として利用される酸性タール色素の種類につ
いて学習し、実験後はそれらがどのような食品に添加されている
のかを理解する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）

12

実験報告会（２）
8回目から11回目までの実験項目についてデータを整理し、班ご
とに発表して検討を行う。
報告前に実験班ごとに実験データを整理して報告会に備え、報告
会終了後は各回の実験でどのような技術と知識を得たのかを整理
する。

報告書をもとに発表用のパワーポイ
ントと発表原稿を準備する。（90
分）

報告会での各班の報告にもとづいて
実験項目を整理する。(30分)

9

飲料水についての理化学的検査
水道水、ミネラルウォーター、河川水について水質検査法につい
て学ぶ。
実験前に飲料水として具備すべき条件を学習し、実験後は各検査
項目およびそれぞれの基準値について理解する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）

10

食品の腐敗に関する理化学的検査
魚を材料に腐敗により生成されるヒスタミンの検出法について学
ぶ。
実験前に微生物によるタンパク質の変性原理を学習し、実験後に
は保存方法の相違がタンパク変性にどのように影響したかを理解
する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）

7

実験報告会（１）
1回目から6回目までの実験項目についてデータを整理し、班ごと
に発表して検討を行う。
報告前に実験班ごとに実験データを整理して報告会に備え、報告
会終了後は各回の実験でどのような技術と知識を得たのかを整理
する。

報告書をもとに発表用のパワーポイ
ントと発表原稿を準備する。（90
分）

報告会での各班の報告にもとづいて
実験項目を整理する。(30分)

8

食用油の変質に関する理化学的検査
油脂の変質の指標となる過酸化物価、酸価の測定法について学
ぶ。
実験前に油脂の化学構造と変質の原理を学習し、実験後は油脂の
保存方法、使用頻度の違いと変質の進行度合いの関連を理解す
る。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）
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5

各種食品からの食中毒原因菌の分離・培養
代表的な食中毒菌（黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、腸炎ビブリ
オ菌）の分離・培養法について学ぶ。
実験前に食中毒原因菌の生物学的特性を学習しておく。実験後は
それらの特性と培地の成分組成から菌の栄養生理学的特性を理解
する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）

6

食中毒原因菌の同定
前回培養した食中毒原因菌の同定を行う。
実験前に食中毒原因菌の生物学的特性を学習しておく。実験後は
それらの特性と培地の成分組成から菌の栄養生理学的特性を理解
する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分

3

食品中の一般細菌数の測定
食品中の細菌数の検出法と菌数測定法について学ぶ。
実験前に世代時間・増殖曲線について学習し、実験後は集落数の
計測と試料の希釈倍数から菌数が算出できる原理を理解する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）

4

食品中の大腸菌群の検出
食品中の大腸菌群の検出法について学ぶ。
実験前に大腸菌および大腸菌群の定義を学習し、実験後は液体培
地での培養によるガス発生を指標とする最確数からの菌数測定に
ついて理解する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）

1

食品衛生学実験の概要、履修方法、実験上の注意点について（ガ
イダンス）
細菌・真菌培養用寒天平板培地の作製法について学ぶ。
実験前に細菌・真菌のな相違点を学習し、実験後は培地組成から
それぞれの菌の栄養生理学的特性を理解する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）

2

微生物の取り扱いに関する基本的手技
手指および施設の空中に浮遊している細菌を検出する。
それらの菌の採取方法と採取場所による菌数の相違について考察
する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

報告会において、重要なポイント、キーワード、身につけるべき有用な実験手技等を再確認させる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．食品および環境からの細菌・真菌の検出方法、培養方法、染色方法、菌数測定法を説明できる。
２．代表的な食中毒原因菌の分離・培養方法を説明できる。
３．食品（魚および油脂）の鮮度検査手技を実践することができる。
４．水質検査検査の手技を説明できる。
５．代表的な食品添加物を食品から検出できる。
６．実験データを整理しプレゼンテーションすることができる。

授業の方法

ホワイトボード、パワーポイント、配布プリント、を用いてその日の実験項目と手順について説明する。
実験終了後、その日に実施した内容と得られたデータについての報告書を提出する。
報告会では実験班ごとに報告書をもとにして実験目的、手順、結果、考察についての発表を行う。

ＩＣＴ活用 活用しない。

前期

教員氏名 峯尾　仁

授業の位置づけ

デイプロマ・ポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検
証することができる（思考・判断・表現）」ことと特に関係がある科目である。「食の安全確保にあたり必要な仕組み、原因物質、検査
法、科学的評価、リスク管理を実践するための知識、食品衛生の国際標準などの専門性の能力を身につけるための科目である。食品衛生
学」の講義にもとづいて、細菌の培養法、食中毒原因菌の分離・同定法、食品中の有害成分や食品添加物の化学的な分析方法などを学ぶ。
「給食経営管理論」「給食経営管理実習」「臨地実習」（健康栄養学科）の基礎となる。

授業の概要

１．食品衛生学で得た知識にもとづき、各種の食品を対象とした生物的、化学的、物理的検査の原理・技術を学ぶ。
２．一連の実験から得られたデータをもとに検討会を実施し、データの分析能力やプレゼンテーション能力を養う。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10378043 食品衛生学実験（３組） 2412 1 3
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履修条件・留意
事項等

食品衛生学を十分復習のこと
1回180分につき12回の実験とする。

備考欄

その他

0 報告書の作成を１度もしない場合、報告会で発表をしない場合は評価の対象とならない。

教科書 使用しない。

参考文献 使用しない。

定期試験

0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 出席および受講状況、各回の報告書、検討会での発表内容（パワーポイントと発表原稿の出来栄え）


15 予備日 なし。 なし。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13 予備日 なし。 なし。

14 予備日 なし。 なし。

11

食品中の添加物の検出
食品中のタール色素の検出法について学ぶ。
実験前に食品添加物として利用される酸性タール色素の種類につ
いて学習し、実験後はそれらがどのような食品に添加されている
のかを理解する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）

12

実験報告会（２）
8回目から11回目までの実験項目についてデータを整理し、班ご
とに発表して検討を行う。
報告前に実験班ごとに実験データを整理して報告会に備え、報告
会終了後は各回の実験でどのような技術と知識を得たのかを整理
する。

報告書をもとに発表用のパワーポイ
ントと発表原稿を準備する。（90
分）

報告会での各班の報告にもとづいて
実験項目を整理する。(30分)

9

飲料水についての理化学的検査
水道水、ミネラルウォーター、河川水について水質検査法につい
て学ぶ。
実験前に飲料水として具備すべき条件を学習し、実験後は各検査
項目およびそれぞれの基準値について理解する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）

10

食品の腐敗に関する理化学的検査
魚を材料に腐敗により生成されるヒスタミンの検出法について学
ぶ。
実験前に微生物によるタンパク質の変性原理を学習し、実験後に
は保存方法の相違がタンパク変性にどのように影響したかを理解
する。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）

7

実験報告会（１）
1回目から6回目までの実験項目についてデータを整理し、班ごと
に発表して検討を行う。
報告前に実験班ごとに実験データを整理して報告会に備え、報告
会終了後は各回の実験でどのような技術と知識を得たのかを整理
する。

報告書をもとに発表用のパワーポイ
ントと発表原稿を準備する。（90
分）

報告会での各班の報告にもとづいて
実験項目を整理する。(30分)

8

食用油の変質に関する理化学的検査
油脂の変質の指標となる過酸化物価、酸価の測定法について学
ぶ。
実験前に油脂の化学構造と変質の原理を学習し、実験後は油脂の
保存方法、使用頻度の違いと変質の進行度合いの関連を理解す
る。

事前に配布したプリントを読み、実
験手順を理解しておく。（30分）

実験データの整理と実験内容につい
て考察をし、項目の理解に努める。
（30分）
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7

【容器包装について】容器の材料、形態、包装による食品・栄養
成分の変化、包装による品質変化、素材による環境汚染などにつ
いて学ぶ。

配布資料を事前によく読んでおくこ
と（90分）

配布資料を復習して、キーワードを
書き出してノートを作成してまとめ
ておくこと（90分）

8

【農産加工食品と製品開発の動向】農産加工食品開発の現状につ
いて学ぶ。

配布資料を事前によく読んでおくこ
と（90分）

配布資料を復習して、キーワードを
書き出してノートを作成してまとめ
ておくこと（90分）

5

【食品加工と栄養について】食品加工の意義と目的、食品加工の
方法、加工に伴う食品・栄養成分の変化、食品成分間の反応、一
次加工食品、二次加工食品、三次加工食品とその利用などについ
て学ぶ。

配布資料を事前によく読んでおくこ
と（90分）

配布資料を復習して、キーワードを
書き出してノートを作成してまとめ
ておくこと（90分）

6

【食品流通・保存と栄養】食品流通の概略、食品保存の方法、流
通環境と食品・栄養成分の変化（温度、光、気相など）、保存条
件と食品・栄養成分の変化などについて学ぶ。

配布資料を事前によく読んでおくこ
と（90分）

配布資料を復習して、キーワードを
書き出してノートを作成してまとめ
ておくこと（90分）

3

【製品開発とは】企業における製品開発の役割、製品戦略などに
ついて学ぶ。

配布資料を事前によく読んでおくこ
と（90分）

配布資料を復習して、キーワードを
書き出してノートを作成してまとめ
ておくこと（90分）

4

【製品開発のプロセス】企画、製品設計、試作、生産体制の確
立、製造工程管理などについて学ぶ。

配布資料を事前によく読んでおくこ
と（90分）

配布資料を復習して、キーワードを
書き出してノートを作成してまとめ
ておくこと（90分）

1

【ガイダンス】食品開発論について、講義概要、授業の進め方、
履修方法、評価法などについて説明する。

配布資料を事前によく読んでおくこ
と（90分）

配布資料を復習して、キーワードを
書き出してノートを作成してまとめ
ておくこと。ミニレポートを作成す
る（90分）

2

【食品の表示と規格基準について】
食品の期限表示、成分表示、品質表示基準や、健康・栄養に関す
る表示の制度（特定保健用食品、特別用途食品、栄養機能食品な
ど）、製造・加工・調理基準、保存基準、容器・包装の安全性に
関する規格基準などについて学ぶ。

配布資料を事前によく読んでおくこ
と（90分）

配布資料を復習して、キーワードを
書き出してノートを作成してまとめ
ておくこと（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

この科目では、必要に応じて、企業で活躍している技術者などをゲストスピーカーとして招き、それぞれの分野での経験を活かして食品開
発に関する基礎から実践、さらに最先端の情報について教える。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、レポートにコメントをつけて返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．新聞、雑誌、専門書、各企業のホームページなどからの情報を整理し、市場のニーズを明示することができる。
２．食品成分の持つ特性や機能を理解し、食品開発にどのように活用されているかについて説明できる。
３．食品表示の内容を理解し、説明できる。
４．食品製造における品質保証について理解し、説明できる。
５．顧客満足の考え方を理解し、消費者のニーズをどのように把握し、企画から研究開発、開発製造、流通に当たるまでの流れについて説
明できる。

授業の方法

板書とﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ、視聴覚メディア（ＤＶＤ）、配布印刷物を活用しながら講義形式ですすめる。
グループワークとグループ発表（全1回）を行う。
確認テストを時間内に行う（全１回）。
レポートを作成・提出して理解度を確認する（全５回）。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 未定

授業の位置づけ

わが国で販売されている加工食品がどのように製造されているのか、実際に市販されている食品を実例として実践的な学びを修得する科目
である。ディプロマポリシーの栄養学的なエビデンスに基づき食品関連企業の商品開発から製造、販売に至る 各部のマネジメントに参画
することができることを目標とした科目である。ディプロマポリシーの「人々の健康の保持・増進に貢献する自覚と意欲をもち、積極的に
行動し、必要な情報を発信することができる（関心・意欲・態度）」ことと関係している。「食べ物と健康」に関連する科目で修得した知
識や技術を応用して、さらに学びを深める位置づけにある科目である。

授業の概要

わが国が抱える社会的な問題である少子高齢化に対応すべく、幼児期、学童期、思春期、および高齢期、すべてのライフステージにおける
特徴と栄養学的な問題点を整理したうえで、多様化するマクロニーズに対応した食品開発が求められている。現状を踏まえて、本講義で
は、食品開発の基本的な流れを、市場動向、ニーズの把握、商品企画、設計、製造、検証、販売などに分けて学ぶ。また、食品表示、品質
保証、マーケティング、経営戦略、知的財産権などについても実際の商品を実例として理解を深める。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11060041 食品開発論 2426 2 2
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履修条件・留意
事項等

休まずに積極的に出席すること。

備考欄 講師の都合により講師や講義順が変更になることがある。

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 なし

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内で実施するレポート、プレゼンテーション、参加態度などによって総合的に評価する。

15

【まとめ】本講義のまとめとしてこれまでの講義をふりかえり、
レポートにまとめる。

レポートの準備をしておくこと（90
分）

授業で学んだことを振り返り、将来
の就職へ向けて自分の考えをまとめ
ておく（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

【グループワーク】各グループごとに企業戦略について話し合
い、具体的な商品を企画し、プレゼンテーションに向けた準備を
行う。〔アクティブラーニング〕

各自、擬態的な商品案についてまと
めておく（90分）

次回のプレゼンテーションに向け
て、各自の役割に応じた準備をして
おくこと（90分）

14

【プレゼンテーション】各グループが立てた企業戦略について発
表する。〔アクティブラーニング〕

各自の役割に応じてプレゼンテー
ションの準備を完成させる（90分）

プレゼンテーションに向けて最終確
認をしておくこと（90分）

11

【水産加工食品と製品開発の動向】わが国の水産業と、水産加工
食品、その製品開発動向について学ぶ。

配布資料を事前によく読んでおくこ
と（90分）

配布資料を復習して、キーワードを
書き出してノートを作成してまとめ
ておくこと（90分）

12

【油脂・調味料・香辛料・飲料と製品開発の動向】食用油脂、調
味料、香辛料、飲料と、製品開発の動向について学ぶ。

配布資料を事前によく読んでおくこ
と（90分）

配布資料を復習して、キーワードを
書き出してノートを作成してまとめ
ておくこと（90分）

9

【乳製品と製品開発の動向】わが国における乳製品と製品の開発
動向について学ぶ。

配布資料を事前によく読んでおくこ
と（90分）

配布資料を復習して、キーワードを
書き出してノートを作成してまとめ
ておくこと（90分）

10

【畜産加工食品と製品開発の動向】わが国における畜産加工食品
の開発の現状について学ぶ。

配布資料を事前によく読んでおくこ
と（90分）

配布資料を復習して、キーワードを
書き出してノートを作成してまとめ
ておくこと（90分）
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5

消化・吸収と栄養素の体内動態(3)　栄養素別の消化･吸収および
体内動態
栄養素ごとの消化の過程、そしてその吸収のメカニズムとしての
単純拡散、促進拡散および能動輸送を理解する。そして消化･吸
収された栄養素はその溶解性により異なった運搬経路をたどるこ
とを学ぶ。

教科書p80～103に目を通しておくこ
と。（90分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

3

消化・吸収と栄養素の体内動態(1)　消化器系の構造と機能
消化･吸収とはどのような現象か、その概念を理解する。そして
食物に含まれる栄養素を消化・吸収するための器官系である消化
管および付属器官である消化腺の構造と機能について学ぶ。さら
に、消化・吸収を調節する神経系やホルモンの働きについて学
ぶ。

教科書p67～78に目を通しておくこ
と。（90分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

4

消化・吸収と栄養素の体内動態(2)　消化液、消化酵素の種類と
消化の調節
消化液の種類とそれに含まれる消化酵素、胆汁とその組成および
作用、胆汁酸の腸肝循環、管腔内消化（機械的消化、化学的消化
および生物学的消化）、膜消化について学ぶ。

教科書p71～79,p97～100に目を通し
ておくこと。（90分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

1

ガイダンス　栄養の概念
授業の概要および授業の進め方についての説明、栄養の概念、栄
養の定義、栄養と健康・疾患、栄養素の種類と働きについて学
ぶ。
アクティブラーニングとして実際の学生の食生活についてのアン
ケートを行い、その内容について意見を交換する。

教科書p1～6に目を通しておくこ
と。（90分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

2

摂食行動
「食べること」を支配している空腹感と食欲、それらを生じさせ
る味覚、栄養感覚とその調節の仕組みについて学ぶ。さらに食事
のリズムとタイミングについて、生体の持つ日内周期（サーカ
ディアンリズム）の観点から理解する。

教科書p53～66に目を通しておくこ
と。（90分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして問題の解答解説を毎回行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・栄養および栄養素の概念と意義を理解し説明できる。
・各栄養素の基本的な化学、消化・吸収および代謝経路を把握し生体内で果たしている役割について説明できる。
・栄養素の代謝とエネルギーの出入り（エネルギー代謝）の関連について理解し、生体が必要とするエネルギー量の計算ができる。
・管理栄養士国家試験の基礎栄養学分野に必要な知識を身につけ、試験に対応することができるようになる。

授業の方法

パワーポイントと教科書、印刷配布物を用いての講義形式ですすめる。
毎回小テスト形式でポイントチェックを行い、理解度を確認する。

ＩＣＴ活用 Webアプリにて双方向授業をとりいれる。

後期

教員氏名 藤井　駿吾

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「地域社会の生活習慣病予防·健康増進、および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につ
けている。」と「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導·教育を行うために必要な知識·技術を身につけている。」と特に
関係の深い科目である。また、人々の健康管理や健康の維持・増進、および臨床の場において必要とされる 高度な専門知識を体系的に身
につけ、その科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけるための科目であ
る。

授業の概要

あらゆる生物は生命現象に必要な物質を外界から取り入れ、消化･吸収、代謝して利用している。これを栄養といい、取り入れる物質を栄
養素という。栄養学とはこの栄養に関する現象を科学的に究明する学問である。従って栄養学は摂取する栄養素だけではなく、消化･吸
収、細胞内での代謝、さらには栄養素摂取の方法や適切な摂取量の決定、食行動の調節、疾病との関連などもその内容に含まれる。基礎栄
養学では文字通り栄養学の基礎として栄養の概念およびその意義、摂食行動、各栄養素の化学と消化･吸収、代謝、およびエネルギー代謝
などについて学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10139041 基礎栄養学 3500 2 1
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15

エネルギー代謝
エネルギー代謝の概念とエネルギー消費量、およびその測定法に
ついて学ぶ。また基礎代謝（基礎代謝の定義と測定、基礎代謝に
影響する因子）、基礎代謝量を用いる活動時エネルギー代謝量の
求め方および食品のエネルギー量について学ぶ。
確認テストとまとめ

教科書p247～263に目を通しておく
こと。（90分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

ビタミンの栄養(2)　水溶性ビタミン
水溶性ビタミンは尿中に排泄されやすいので一般に過剰症とはな
りにくいが、欠乏症はそれぞれのビタミンについて知られてい
る。水溶性ビタミンの化学、生理作用、欠乏症と過剰症、一般成
人の摂取基準について学ぶ。

教科書p176～198に目を通しておく
こと。（90分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

14

無機質（ミネラル）の栄養
無機質の一般的機能、多量元素や微量元素の体内分布、カルシウ
ムと鉄の代謝と異常について理解する。

教科書p91～93,p199～231に目を通
しておくこと。（90分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

11

脂質の栄養(2)　脂質の体内代謝、臓器間輸送、コレステロール
代謝の調節
β酸化経路と脂肪酸合成経路、さらにケトン体代謝について、食
後、食間期および臓器差などにも着目しながら学ぶ。また各種生
理活性物質の材料として重要なコレステロールについて、その代
謝系と調節の仕組みを学ぶ。

教科書p47～48,p150～170に目を通
しておくこと。（90分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

12

ビタミンの栄養(1)　ビタミンの定義と分類、脂溶性ビタミン
ビタミンは、食品などとして外界から摂取しなければならない有
機化合物であり、脂溶性ビタミンと水溶性ビタミンに分類され
る。ここでは脂溶性ビタミンの化学、生理作用、欠乏症と過剰
症、一般成人の摂取基準について学ぶ。

教科書p33～35,p171～176,p185～
190に目を通しておくこと。（90
分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

9

糖質の栄養(2)　血糖の調節、他の栄養素との関係
血糖についてその調節の仕組みを学ぶ。また糖質代謝と他の栄養
素との関連を把握し、全般的な栄養素摂取の中で糖質の持つ意義
を理解する。またエネルギー源としては重要ではないものの各種
の生理的効果を持つ難消化性糖質、食物繊維について学ぶ。

教科書p26～28,p132～148に目を通
しておくこと。（90分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

10

脂質の栄養(1)　脂質の種類と化学、脂質の体内代謝、脂質の臓
器間輸送
脂質の分類、アシルグリセロールの化学、脂肪酸の分類について
理解する。そして脂質が体内を輸送される際の存在形態であるリ
ポたんぱく質についてその分類と機能を学ぶ。

教科書p28～33,p149～156に目を通
しておくこと。（90分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

7

たんぱく質の栄養(2)　たんぱく質・アミノ酸の体内代謝、たん
ぱく質の栄養価
体内でのたんぱく質の合成および分解とその経路、アミノ酸の代
謝経路とその臓器差を学び、体内でこれらがどのように利用され
ているかを理解する。さらに窒素出納やアミノ酸組成を基にした
たんぱく質の栄養評価法について理解する。

教科書p110～124に目を通しておく
こと。（90分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

8

糖質の栄養(1)　糖質の種類と化学、糖質の体内代謝
最も重要なエネルギー源である糖質について、その構造と分類、
化学的性質を学ぶ。そして主にエネルギー源としての観点から、
体内での糖質代謝経路について学ぶ。

教科書p25～28,p44～47,p125～132
に目を通しておくこと。また「細胞
呼吸」について復習しておくこと。
（120分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

6

たんぱく質の栄養(1)　たんぱく質とアミノ酸
生体の構成成分となるばかりでなく生理的に重要な機能を発揮す
るたんぱく質の基本構造と分類およびその化学、たんぱく質を構
成するアミノ酸の種類と分類およびその化学、体タンパク質の動
的状態について学ぶ。

教科書p20～25,p40～44,p105～112
に目を通しておくこと。（90分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）
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履修条件・留意
事項等

私語は厳禁します。

備考欄

その他 0%

教科書 健康・栄養科学シリーズ「基礎栄養学」改訂第5版/奥恒行　柴田克己　編/南江堂

参考文献 適宜紹介する

定期試験 0% なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業時に実施する確認テスト（100％）
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5

脂質の代謝(1)　脂質の血中輸送と脂肪の貯蔵・動員、脂肪酸の
代謝
リポタンパク質の種類と構造およびその機能、脂肪組織での脂質
合成や分解の機構について学ぶ。また脂肪酸の合成･分解、ケト
ン体の代謝について学ぶ。

教科書第9章Ⅰ,Ⅱに目を通しておく
こと。また「基礎栄養学」で学んだ
「脂質の栄養」を復習しておくこ
と。（90分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

6

脂質の代謝(2)　グリセロ脂質とスフィンゴ脂質の代謝、ステロ
イドの代謝
貯蔵エネルギーとして重要なトリアシルグリセロール、膜脂質と
して働くリン脂質や糖資質についてその合成と分解の経路を学
ぶ。またコレステロールの代謝経路についても学び、そこから生
成されるステロイドの働きについても理解を深める。

教科書第9章Ⅲ,Ⅳに目を通しておく
こと。また「基礎栄養学」で学んだ
「糖質の栄養」を復習しておくこ
と。（90分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

3

糖質の代謝(1)　グルコースの利用、グリコーゲンの合成と分解
最も重要なエネルギー代謝基質であるグルコースの代謝経路と、
グルコースの貯蔵方であるグリコーゲンの代謝経路について学
ぶ。

教科書第8章Ⅰ,Ⅱに目を通しておく
こと。また「基礎栄養学」で学んだ
「糖質の栄養」を復習しておくこ
と。（90分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

4

糖質の代謝(2)　糖新生、血糖
糖質以外からのグルコース合成経路である糖新生と、血糖の調節
機構について学ぶ。またこれらの経路と食事摂取による糖質代謝
の変動の関連、糖尿病との関連も理解する。

教科書第8章Ⅲ,Ⅳに目を通しておく
こと。また「基礎栄養学」で学んだ
「糖質の栄養」を復習しておくこ
と。（90分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

1

代謝について
生体における代謝の全体像を概観し、それと関連の深い細胞の構
造、細胞小器官の機能などについて学ぶ。

教科書第6章に目を通しておくこ
と。また「生物基礎」で学んだ細胞
の構造を復習しておくこと。（90
分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

2

エネルギー代謝
3大栄養素を中心としてエネルギー代謝基質からのATP産生経路に
ついて学び、栄養学におけるエネルギー測定との関連を理解す
る。

教科書第7章に目を通しておくこ
と。また「生物基礎」で学んだ「細
胞呼吸」を復習しておくこと。（90
分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしてポイントチェック採点時に、解説コメントをつける。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

(1)細胞の基本構造と細胞小器官の役割、物質代謝について説明できる。
(2)アミノ酸、糖質、脂質、核酸の生物学的な役割とその代謝経路について説明できる。
(3)アデノシン三リン酸（ATP）の合成経路、および生体内おける利用について説明できる。
(4)遺伝情報の発現（転写）その発現（タンパク質合成）、および伝達（複製）ついて説明できる。
(5)遺伝子の構造とその変異、およびそれらとがんや先天性代謝異常症との関連について説明できる。

授業の方法

パワーポイントと教科書、印刷配布物を用いての講義形式ですすめる。
小テスト形式でポイントチェックを行い、理解度を確認する。

ＩＣＴ活用 学習到達度の確認にWebアプリケーションを使用する。

後期

教員氏名 藤井　駿吾

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「地域社会の生活習慣病予防·健康増進、および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につ
けている。」と「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導·教育を行うために必要な知識·技術を身につけている。」と特に
関係の深い科目である。人々の健康管理や健康の維持・増進、および臨床の場において必要とされる 高度な専門知識を体系的に身につ
け、その科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけるための科目である。

授業の概要

生化学で学習した分子種(タンパク質、糖質、脂質、核酸）の構造と機能を復習しながら、これらの代謝経路とその調節機構、生物学的・
栄養学的な役割について理解する。またエネルギー代謝基質からのＡＴＰ生成反応について学び、前期の分子種の代謝とエネルギー代謝と
の関連を理解する。さらに遺伝情報の発現(転写・翻訳）および伝達（複製）について学び、これと関連したがんや先天性代謝異常症など
についての理解を深める。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11084041 栄養生化学 3506 2 2
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その他 0 なし

教科書 基礎栄養学、生化学の講義で指定したもの。

参考文献 基礎栄養学、生化学の講義で指定したもの。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業時間内にポイントチェックを行う。

15

先天性代謝異常症
遺伝子の変異によって発生する先天性代謝異常症について、代表
的なものをいくつかピックアップしてその原因と治療法（特に栄
養と関連が深いもの)を学ぶ。
アクティブラーニングとして特定の生理状態を設定し、その際の
生化学的変化と考えられる栄養学的対応を学生に考えさせ、答え
させる演習問題を行う。

教科書第10章Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,第15章に目
を通しておくこと。また「基礎栄養
学」の「タンパク質の栄養」を復習
しておくこと。（90分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

遺伝情報の発現と伝達(2)　遺伝情報の伝達、突然変異と修復
細胞分裂に伴うDNAの複製の過程、およびそこで生じたエラーの
修復機構について学ぶ。その知識を基に基本的な発ガン機構につ
いても理解を深める。

教科書第2章Ⅳ,第14章Ⅲ,Ⅳに目を
通しておくこと。

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

14

遺伝情報の発現と伝達(3)　遺伝子操作
遺伝子を解析したり人工的に改変する技術について、PCR、ク
ローニング、組み換えDNA実験などを中心に学ぶ。

教科書第2章Ⅳ,第14章Ⅴに目を通し
ておくこと。

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

11

水と無機質
水の体内分布、出納、体液組成、pH調節機構などについて学び、
水の持つさまざまな役割との関連について理解する。無機質につ
いては体液量の調節、ひいては血圧との関連が深いKとNa、栄養
素として不足が指摘されるCaとFeについて学ぶ。

教科書第1章Ⅰ,第13章に目を通して
おくこと。また「基礎栄養学」の
「ミネラルの栄養」を復習しておく
こと。（90分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

12

遺伝情報の発現と伝達(1)　遺伝情報の発現とその調節機構
遺伝子の構造と転写･翻訳の課程について学ぶ。また転写・翻訳
過程の調節機構としてステロイドホルモン、ビタミン、鉄などに
よる調節機構について概説し、栄養と遺伝子との関連について理
解を深める。

教科書第2章Ⅳ,第14章Ⅰ,Ⅱに目を
通しておくこと。（90分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

9

ヌクレオチドの代謝
核酸の構成要素として重要なヌクレオチドについてその合成と分
解経路を学び、通風や高尿酸血症などとの関連を理解する。

教科書第2章Ⅳ,第11章に目を通して
おくこと。（90分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

10

ヘムの代謝
ポルフィリンとヘムの合成、ヘムの分解をその代謝産物であるビ
リルビンの排泄について学ぶ。

教科書第12章に目を通しておくこ
と。（90分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

7

タンパク質とアミノ酸の代謝(1)　タンパク質の代謝回転、アミ
ノ酸の分解
アミノ酸プールと窒素出納の概念について学び、タンパク質が絶
えず代謝回転して動的平衡の状態にあることを理解する。またア
ミノ酸が分解される代謝経路について学び、生体内でのアミノ酸
の利用について理解する。

教科書第2章Ⅲ,第10章Ⅰ,Ⅱに目を
通しておくこと。また「基礎栄養
学」の「タンパク質の栄養」を復習
しておくこと。（90分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）

8

タンパク質とアミノ酸の代謝(2)　アミノ酸の合成、アミノ酸か
らの含窒素化合物の合成
生体内でのアミノ酸合成経路の概略を学び、栄養学における必須
アミノ酸・非必須アミノ酸の概念に関する理解を深める。またア
ミノ酸から合成されるさまざまな生理活性物質について学ぶ。

教科書第2章Ⅲ,第10章Ⅲ,Ⅳに目を
通しておくこと。また「基礎栄養
学」の「タンパク質の栄養」を復習
しておくこと。（90分）

印刷配布物およびポイントチェック
の内容を理解･整理しておくこと。
（90分）
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5

消化実験３．リパーゼによる脂質の人工消化実験
本実験ではブタ膵臓由来パンクレアチンを酵素、乳脂肪を基質と
して脂質の消化実験を行い、脂質の消化・吸収について理解す
る。

「基礎栄養学」で学んだ消化酵素の
種類、特徴について復習しておくこ
と。（60分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

6

ビタミンの定性
各種食品の抽出物や市販のビタミン製剤、サプリメントなどを試
料としていくつかのビタミンの定性反応を行い、ビタミンの基本
的な機能を理解するとともに定性実験に必要な実験操作を習得す
る。

「基礎栄養学」「食品学総論」で学
んだビタミンの基本的な特徴ととも
に実験器具の基本操作について復習
しておくこと。（90分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

3

消化実験１．唾液アミラーゼによるデンプンの人工消化実験
ヒト唾液を酵素源としてデンプンの消化実験を行い、唾液中のα
-アミラーゼの力価を計算する。消化の基本を理解するととも
に、酵素に関する基本事項も理解する。

「基礎栄養学」で学んだ消化酵素の
種類、特徴について復習しておくこ
と。（60分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

4

消化実験２．プロテアーゼによるタンパク質の人工消化実験
ヒト消化管で作用する主要なタンパク質分解酵素（プロテアー
ゼ）には、胃から分泌されるペプシン、膵臓から分泌されるトリ
プシン、キモトリプシンなどがある。本実験ではブタ膵臓由来パ
ンクレアチンを酵素、卵白を基質としてタンパク質の消化実験を
行い、タンパク質の消化・吸収について理解する。

「基礎栄養学」で学んだ消化酵素の
種類、特徴について復習しておくこ
と。（60分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

1

ガイダンス 栄養学実験の基礎
・栄養学実験の概要についての説明を行い、実験科目を受講する
にあたっての心構えと安全についての注意をしっかりと認識す
る。

中和滴定　pHの測定①　試薬調製
　容量分析の基本として中和滴定を行う。そのための試薬を調製
することで定量用器具の取り扱い、ファクタの概念などを理解す
る。また調製した試薬のpHを計算・測定することでpHの概念を理
解する。

１年次の食品科学実験での注意事
項、器具の取り扱い方などを復習し
ておくこと。基本的な濃度・ｐH計
算、器具の取り扱いについて復習し
ておくこと。（90分）

濃度やpH計算の演習問題について整
理しておくこと。（90分）

2

中和滴定　pHの測定②　反応・測定
　前回調製した試薬を用いて中和滴定を行う。pHの測定はpHメー
タを用いて連続的に測定し、滴定曲線を作成する。

基本的な濃度・ｐH計算、器具の取
り扱いについて復習しておくこと。
（60分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

課題（レポート）を採点・返却することでフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・基本的な実験操作を行うことができる。
・栄養素の定性・定量実験を通じて栄養素の構造、性質について説明できる。
・消化実験・発酵実験を通じて生体内での栄養素の代謝経路について説明できる。
・尿成分・血液の実験を通じて臨床栄養学分野も含め、関連する講義内容をより深く理解し説明することができる。
・レポート作成を通じて論文作成についての基本と、論理的な考察能力を身につけ実践することができる。

授業の方法

・2名から3名で班を編成し、実験によって授業をすすめる。
・最初に板書によって準備講義を行い、実験結果をもとにレポートを作成して提出する。

ＩＣＴ活用 Webアプリにて課題の提出、添削、返却を行う。

前期

教員氏名 藤井　駿吾

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「地域社会の生活習慣病予防·健康増進、および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につ
けている。」と「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導·教育を行うために必要な知識·技術を身につけている。」と特に
関係の深い科目である。栄養管理に必要な知識・技能を提供するための基礎的な能力、特に基本的な知識および技能を身につけるための科
目である。

授業の概要

　栄養学においては教室での講義だけではなく、実験で身体を動かすことを通じて実感として知識を深めることが分野の理解に大きく寄与
する。さらに実験技術の習得そしてレポート作成を通して科学的、論理的な考察能力や文章作成能力の向上も期待される。栄養学実験では
いくつかの栄養素の定性・定量試験、アミラーゼを用いる消化に関する実験により栄養素の基礎的な性質、消化･吸収機構についての知識
を確かなものとし、生体内での栄養素の代謝経路の理解、疾患との関連についての理解を深める。なお、実験は小グループ（班）単位で進
める。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10062041 栄養学実験（１組） 3504 1 2
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履修条件・留意
事項等

１回180分授業につき12回の実験とする

備考欄

その他 0 なし

教科書 健康・栄養科学シリーズ「基礎栄養学」改訂第5版/奥恒行　柴田克己　編/南江堂

参考文献 健康・栄養科学シリーズ「基礎栄養学」改訂第5版/奥恒行　柴田克己　編/南江堂（1年次基礎栄養学で使用）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート提出とその内容、受講態度の総合評価

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11

血液に関する実験２．血中脂質
血中脂質は生活習慣病の指標として重要な臨床検査項目であり、
血中コレステロールの測定は肝障害や脂質代謝異常などの診断、
血清中のトリグリセリドの測定は動脈硬化や糖尿病などの診断に
重要である。この実験では、それらに対して特異性が高く、緩和
な条件で測定可能な酵素法について学ぶ。

「基礎栄養学」で学んだ脂質の栄養
について復習しておくこと。（60
分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

12

エネルギー代謝に関する実験
いろいろな方法で自分の基礎代謝や安静時代謝を測定し、測定の
仕方、計算の仕方、測定方法による誤差があることを理解する。

「基礎栄養学」で学んだエネルギー
代謝について復習しておくこと。
（60分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

9

尿に関する実験１．正常成分と異常成分
本実験では、正常尿の一般的性状と成分を調べることにより、体
内における物質代謝の一面を学ぶ。また尿に含まれる物質の変
化、あるいは異常成分を検出することによって、腎臓、肝臓その
他器官の働き具合を判断することができる。また異常尿を資料と
して、異常成分としての尿タンパク、尿糖およびケトン体の検出
法を習得する。

「解剖学」「生理学」で学んだ泌尿
器系の働きとの尿の生成機序につい
て復習しておくこと。（90分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

10

血液に関する実験１．血糖曲線・糖負荷試験
血糖値の測定は糖尿病の検査や腎機能検査などに不可欠な項目で
ある。本実験では複数の被験者に対して糖負荷試験を実施し、そ
の血清を試料として血糖値を測定して血糖曲線を作成する。この
実験を通じて血糖値の調節機構と糖尿病などの生活習慣病のメカ
ニズムを理解する。

「基礎栄養学」で学んだ血糖の調節
について復習しておくこと。（60
分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

7

補酵素としてのビタミン
NADHを補酵素とする乳酸デヒドロゲナーゼ（LDH)の酵素反応を行
い、酵素反応における補酵素の役割、およびビタミンB群の補酵
素としての機能を理解する。

補酵素の概念とビタミンB群の機能
および分光光度計の使用方法につい
て復習しておくこと。（60分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

8

酵母による発酵実験 
　市販の乾燥酵母によってグルコース溶液を発酵させ、生成して
くるCO2をビュレット内にトラップして定量する。また生成して
くるピルビン酸をDNP法により定量し、栄養素代謝の基本である
解糖系について理解を深める。

「基礎栄養学」で学んだ糖質の代
謝、特に解糖系について復習してお
くこと。（60分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）
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5

消化実験３．リパーゼによる脂質の人工消化実験
本実験ではブタ膵臓由来パンクレアチンを酵素、乳脂肪を基質と
して脂質の消化実験を行い、脂質の消化・吸収について理解す
る。

「基礎栄養学」で学んだ消化酵素の
種類、特徴について復習しておくこ
と。（60分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

6

ビタミンの定性
各種食品の抽出物や市販のビタミン製剤、サプリメントなどを試
料としていくつかのビタミンの定性反応を行い、ビタミンの基本
的な機能を理解するとともに定性実験に必要な実験操作を習得す
る。

「基礎栄養学」「食品学総論」で学
んだビタミンの基本的な特徴ととも
に実験器具の基本操作について復習
しておくこと。（90分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

3

消化実験１．唾液アミラーゼによるデンプンの人工消化実験
ヒト唾液を酵素源としてデンプンの消化実験を行い、唾液中のα
-アミラーゼの力価を計算する。消化の基本を理解するととも
に、酵素に関する基本事項も理解する。

「基礎栄養学」で学んだ消化酵素の
種類、特徴について復習しておくこ
と。（60分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

4

消化実験２．プロテアーゼによるタンパク質の人工消化実験
ヒト消化管で作用する主要なタンパク質分解酵素（プロテアー
ゼ）には、胃から分泌されるペプシン、膵臓から分泌されるトリ
プシン、キモトリプシンなどがある。本実験ではブタ膵臓由来パ
ンクレアチンを酵素、卵白を基質としてタンパク質の消化実験を
行い、タンパク質の消化・吸収について理解する。

「基礎栄養学」で学んだ消化酵素の
種類、特徴について復習しておくこ
と。（60分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

1

ガイダンス 栄養学実験の基礎
・栄養学実験の概要についての説明を行い、実験科目を受講する
にあたっての心構えと安全についての注意をしっかりと認識す
る。

中和滴定　pHの測定①　試薬調製
　容量分析の基本として中和滴定を行う。そのための試薬を調製
することで定量用器具の取り扱い、ファクタの概念などを理解す
る。また調製した試薬のpHを計算・測定することでpHの概念を理
解する。

１年次の食品科学実験での注意事
項、器具の取り扱い方などを復習し
ておくこと。基本的な濃度・ｐH計
算、器具の取り扱いについて復習し
ておくこと。（90分）

濃度やpH計算の演習問題について整
理しておくこと。（90分）

2

中和滴定　pHの測定②　反応・測定
　前回調製した試薬を用いて中和滴定を行う。pHの測定はpHメー
タを用いて連続的に測定し、滴定曲線を作成する。

基本的な濃度・ｐH計算、器具の取
り扱いについて復習しておくこと。
（60分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

課題（レポート）を採点・返却することでフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・基本的な実験操作を行うことができる。
・栄養素の定性・定量実験を通じて栄養素の構造、性質について説明できる。
・消化実験・発酵実験を通じて生体内での栄養素の代謝経路について説明できる。
・尿成分・血液の実験を通じて臨床栄養学分野も含め、関連する講義内容をより深く理解し説明することができる。
・レポート作成を通じて論文作成についての基本と、論理的な考察能力を身につけ実践することができる。

授業の方法

・2名から3名で班を編成し、実験によって授業をすすめる。
・最初に板書によって準備講義を行い、実験結果をもとにレポートを作成して提出する。

ＩＣＴ活用 Webアプリにて課題の提出、添削、返却を行う。

前期

教員氏名 藤井　駿吾

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「地域社会の生活習慣病予防·健康増進、および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につ
けている。」と「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導·教育を行うために必要な知識·技術を身につけている。」と特に
関係の深い科目である。栄養管理に必要な知識・技能を提供するための基礎的な能力、特に基本的な知識および技能を身につけるための科
目である。

授業の概要

　栄養学においては教室での講義だけではなく、実験で身体を動かすことを通じて実感として知識を深めることが分野の理解に大きく寄与
する。さらに実験技術の習得そしてレポート作成を通して科学的、論理的な考察能力や文章作成能力の向上も期待される。栄養学実験では
いくつかの栄養素の定性・定量試験、アミラーゼを用いる消化に関する実験により栄養素の基礎的な性質、消化･吸収機構についての知識
を確かなものとし、生体内での栄養素の代謝経路の理解、疾患との関連についての理解を深める。なお、実験は小グループ（班）単位で進
める。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10062042 栄養学実験（２組） 3504 1 2
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履修条件・留意
事項等

１回180分授業につき12回の実験とする

備考欄

その他 0 なし

教科書 健康・栄養科学シリーズ「基礎栄養学」改訂第5版/奥恒行　柴田克己　編/南江堂

参考文献 健康・栄養科学シリーズ「基礎栄養学」改訂第5版/奥恒行　柴田克己　編/南江堂（1年次基礎栄養学で使用）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート提出とその内容、受講態度の総合評価

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11

血液に関する実験２．血中脂質
血中脂質は生活習慣病の指標として重要な臨床検査項目であり、
血中コレステロールの測定は肝障害や脂質代謝異常などの診断、
血清中のトリグリセリドの測定は動脈硬化や糖尿病などの診断に
重要である。この実験では、それらに対して特異性が高く、緩和
な条件で測定可能な酵素法について学ぶ。

「基礎栄養学」で学んだ脂質の栄養
について復習しておくこと。（60
分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

12

エネルギー代謝に関する実験
いろいろな方法で自分の基礎代謝や安静時代謝を測定し、測定の
仕方、計算の仕方、測定方法による誤差があることを理解する。

「基礎栄養学」で学んだエネルギー
代謝について復習しておくこと。
（60分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

9

尿に関する実験１．正常成分と異常成分
本実験では、正常尿の一般的性状と成分を調べることにより、体
内における物質代謝の一面を学ぶ。また尿に含まれる物質の変
化、あるいは異常成分を検出することによって、腎臓、肝臓その
他器官の働き具合を判断することができる。また異常尿を資料と
して、異常成分としての尿タンパク、尿糖およびケトン体の検出
法を習得する。

「解剖学」「生理学」で学んだ泌尿
器系の働きとの尿の生成機序につい
て復習しておくこと。（90分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

10

血液に関する実験１．血糖曲線・糖負荷試験
血糖値の測定は糖尿病の検査や腎機能検査などに不可欠な項目で
ある。本実験では複数の被験者に対して糖負荷試験を実施し、そ
の血清を試料として血糖値を測定して血糖曲線を作成する。この
実験を通じて血糖値の調節機構と糖尿病などの生活習慣病のメカ
ニズムを理解する。

「基礎栄養学」で学んだ血糖の調節
について復習しておくこと。（60
分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

7

補酵素としてのビタミン
NADHを補酵素とする乳酸デヒドロゲナーゼ（LDH)の酵素反応を行
い、酵素反応における補酵素の役割、およびビタミンB群の補酵
素としての機能を理解する。

補酵素の概念とビタミンB群の機能
および分光光度計の使用方法につい
て復習しておくこと。（60分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

8

酵母による発酵実験 
　市販の乾燥酵母によってグルコース溶液を発酵させ、生成して
くるCO2をビュレット内にトラップして定量する。また生成して
くるピルビン酸をDNP法により定量し、栄養素代謝の基本である
解糖系について理解を深める。

「基礎栄養学」で学んだ糖質の代
謝、特に解糖系について復習してお
くこと。（60分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）
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5

消化実験３．リパーゼによる脂質の人工消化実験
本実験ではブタ膵臓由来パンクレアチンを酵素、乳脂肪を基質と
して脂質の消化実験を行い、脂質の消化・吸収について理解す
る。

「基礎栄養学」で学んだ消化酵素の
種類、特徴について復習しておくこ
と。（60分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

6

ビタミンの定性
各種食品の抽出物や市販のビタミン製剤、サプリメントなどを試
料としていくつかのビタミンの定性反応を行い、ビタミンの基本
的な機能を理解するとともに定性実験に必要な実験操作を習得す
る。

「基礎栄養学」「食品学総論」で学
んだビタミンの基本的な特徴ととも
に実験器具の基本操作について復習
しておくこと。（90分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

3

消化実験１．唾液アミラーゼによるデンプンの人工消化実験
ヒト唾液を酵素源としてデンプンの消化実験を行い、唾液中のα
-アミラーゼの力価を計算する。消化の基本を理解するととも
に、酵素に関する基本事項も理解する。

「基礎栄養学」で学んだ消化酵素の
種類、特徴について復習しておくこ
と。（60分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

4

消化実験２．プロテアーゼによるタンパク質の人工消化実験
ヒト消化管で作用する主要なタンパク質分解酵素（プロテアー
ゼ）には、胃から分泌されるペプシン、膵臓から分泌されるトリ
プシン、キモトリプシンなどがある。本実験ではブタ膵臓由来パ
ンクレアチンを酵素、卵白を基質としてタンパク質の消化実験を
行い、タンパク質の消化・吸収について理解する。

「基礎栄養学」で学んだ消化酵素の
種類、特徴について復習しておくこ
と。（60分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

1

ガイダンス 栄養学実験の基礎
・栄養学実験の概要についての説明を行い、実験科目を受講する
にあたっての心構えと安全についての注意をしっかりと認識す
る。

中和滴定　pHの測定①　試薬調製
　容量分析の基本として中和滴定を行う。そのための試薬を調製
することで定量用器具の取り扱い、ファクタの概念などを理解す
る。また調製した試薬のpHを計算・測定することでpHの概念を理
解する。

１年次の食品科学実験での注意事
項、器具の取り扱い方などを復習し
ておくこと。基本的な濃度・ｐH計
算、器具の取り扱いについて復習し
ておくこと。（90分）

濃度やpH計算の演習問題について整
理しておくこと。（90分）

2

中和滴定　pHの測定②　反応・測定
　前回調製した試薬を用いて中和滴定を行う。pHの測定はpHメー
タを用いて連続的に測定し、滴定曲線を作成する。

基本的な濃度・ｐH計算、器具の取
り扱いについて復習しておくこと。
（60分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

課題（レポート）を採点・返却することでフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・基本的な実験操作を行うことができる。
・栄養素の定性・定量実験を通じて栄養素の構造、性質について説明できる。
・消化実験・発酵実験を通じて生体内での栄養素の代謝経路について説明できる。
・尿成分・血液の実験を通じて臨床栄養学分野も含め、関連する講義内容をより深く理解し説明することができる。
・レポート作成を通じて論文作成についての基本と、論理的な考察能力を身につけ実践することができる。

授業の方法

・2名から3名で班を編成し、実験によって授業をすすめる。
・最初に板書によって準備講義を行い、実験結果をもとにレポートを作成して提出する。

ＩＣＴ活用 Webアプリにて課題の提出、添削、返却を行う。

前期

教員氏名 藤井　駿吾

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「地域社会の生活習慣病予防·健康増進、および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につ
けている。」と「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導·教育を行うために必要な知識·技術を身につけている。」と特に
関係の深い科目である。栄養管理に必要な知識・技能を提供するための基礎的な能力、特に基本的な知識および技能を身につけるための科
目である。

授業の概要

　栄養学においては教室での講義だけではなく、実験で身体を動かすことを通じて実感として知識を深めることが分野の理解に大きく寄与
する。さらに実験技術の習得そしてレポート作成を通して科学的、論理的な考察能力や文章作成能力の向上も期待される。栄養学実験では
いくつかの栄養素の定性・定量試験、アミラーゼを用いる消化に関する実験により栄養素の基礎的な性質、消化･吸収機構についての知識
を確かなものとし、生体内での栄養素の代謝経路の理解、疾患との関連についての理解を深める。なお、実験は小グループ（班）単位で進
める。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10062043 栄養学実験（３組） 3504 1 2

- 170 -



北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

１回180分授業につき12回の実験とする

備考欄

その他 0 なし

教科書 健康・栄養科学シリーズ「基礎栄養学」改訂第5版/奥恒行　柴田克己　編/南江堂

参考文献 健康・栄養科学シリーズ「基礎栄養学」改訂第5版/奥恒行　柴田克己　編/南江堂（1年次基礎栄養学で使用）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート提出とその内容、受講態度の総合評価

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11

血液に関する実験２．血中脂質
血中脂質は生活習慣病の指標として重要な臨床検査項目であり、
血中コレステロールの測定は肝障害や脂質代謝異常などの診断、
血清中のトリグリセリドの測定は動脈硬化や糖尿病などの診断に
重要である。この実験では、それらに対して特異性が高く、緩和
な条件で測定可能な酵素法について学ぶ。

「基礎栄養学」で学んだ脂質の栄養
について復習しておくこと。（60
分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

12

エネルギー代謝に関する実験
いろいろな方法で自分の基礎代謝や安静時代謝を測定し、測定の
仕方、計算の仕方、測定方法による誤差があることを理解する。

「基礎栄養学」で学んだエネルギー
代謝について復習しておくこと。
（60分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

9

尿に関する実験１．正常成分と異常成分
本実験では、正常尿の一般的性状と成分を調べることにより、体
内における物質代謝の一面を学ぶ。また尿に含まれる物質の変
化、あるいは異常成分を検出することによって、腎臓、肝臓その
他器官の働き具合を判断することができる。また異常尿を資料と
して、異常成分としての尿タンパク、尿糖およびケトン体の検出
法を習得する。

「解剖学」「生理学」で学んだ泌尿
器系の働きとの尿の生成機序につい
て復習しておくこと。（90分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

10

血液に関する実験１．血糖曲線・糖負荷試験
血糖値の測定は糖尿病の検査や腎機能検査などに不可欠な項目で
ある。本実験では複数の被験者に対して糖負荷試験を実施し、そ
の血清を試料として血糖値を測定して血糖曲線を作成する。この
実験を通じて血糖値の調節機構と糖尿病などの生活習慣病のメカ
ニズムを理解する。

「基礎栄養学」で学んだ血糖の調節
について復習しておくこと。（60
分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

7

補酵素としてのビタミン
NADHを補酵素とする乳酸デヒドロゲナーゼ（LDH)の酵素反応を行
い、酵素反応における補酵素の役割、およびビタミンB群の補酵
素としての機能を理解する。

補酵素の概念とビタミンB群の機能
および分光光度計の使用方法につい
て復習しておくこと。（60分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）

8

酵母による発酵実験 
　市販の乾燥酵母によってグルコース溶液を発酵させ、生成して
くるCO2をビュレット内にトラップして定量する。また生成して
くるピルビン酸をDNP法により定量し、栄養素代謝の基本である
解糖系について理解を深める。

「基礎栄養学」で学んだ糖質の代
謝、特に解糖系について復習してお
くこと。（60分）

実験結果をもとにレポートを作成し
期日までに提出すること（120分）
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13

日本人の食事摂取基準（2020年版）の各論
・ミネラルを理解する

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと（９０分）

配布プリントを復習する (90分)

11

日本人の食事摂取基準（2020年版）の各論 
・炭水化物を理解する
・エネルギー産生栄養素バランスを理解する

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと（９０分）

配布プリントを復習する (90分)

12

日本人の食事摂取基準（2020年版）の各論 
・ビタミンを理解する

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと（９０分）

配布プリントを復習する (90分)

9

日本人の食事摂取基準（2020年版）の各論
・エネルギーを理解する②

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと（９０分）

配布プリントを復習する (90分)

10

日本人の食事摂取基準（2020年版）の各論
・たんぱく質を理解する

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと（９０分）

配布プリントを復習する (90分)

7

日本人の食事摂取基準（2020年版）の総論 
・まとめ

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと（９０分）

配布プリントを復習する (90分)

8

日本人の食事摂取基準（2020年版）の各論
・エネルギーを理解する①

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと（９０分）

配布プリントを復習する (90分)

5

日本人の食事摂取基準（2020年版）の総論
・活用に関する基本的事項を理解する①

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと（９０分）

配布プリントを復習する (90分)

6

日本人の食事摂取基準（2020年版）の総論
・活用に関する基本的事項を理解する②
・今後の課題を理解する

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと（９０分）

配布プリントを復習する (90分)

3

日本人の食事摂取基準（2020年版）の総論
・策定の基本的事項を理解する②
・策定の留意事項を理解する①

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと（９０分）

配布プリントを復習する (90分)

4

日本人の食事摂取基準（2020年版）の総論 
・策定の留意事項を理解する②

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと（９０分）

配布プリントを復習する (90分)

1

日本人の食事摂取基準（2020年版）の総論
・策定方針を理解する①

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと（９０分）

配布プリントを復習する (90分)

2

日本人の食事摂取基準（2020年版）の総論　
・策定方針を理解する②
・策定の基本的事項を理解する①

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと（９０分）

配布プリントを復習する (90分)

実務経験のある
教員の教育内容

病院において管理栄養士として勤務した経験を活かして授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

理解度の確認のために、確認試験を実施し、解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

1. 食事摂取基準のエネルギーとそれに関わる栄養素の設定を理解し、説明できる。
2. 食事摂取基準の活用目的である「栄養管理」と「給食管理」の区別をし、説明できる。
3. 栄養マネジメントを理解し、食事摂取基準を応用できる。

授業の方法

パワーポイントを使用する
教科書と配布プリントを中心に講義を行う

ＩＣＴ活用 classroom等を用いて授業を進行する

後期

教員氏名 八重樫　昭徳

授業の位置づけ

・ディプロマ・ポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけ
る。」ことと特に関係がある科目である。
・「課題発見、解決を通して、科学的根拠を持ち、適切な評価・判定をする能力を持つことができ、想像力を膨らませ、人には多様な生活
様式や考え方があることを理解し、創造力や工夫する力をもって改善に当たることができる」を達成するための科目であり、応用栄養学分
野の基礎となる。

授業の概要

この科目は、人間の健康維持・増進および生活の質について考え、望ましい食生活にするための基礎知識を修得する。学習内容は、「日本
人の食事摂取基準」の目的を学び、策定における基本方針を理解する。さらに食事摂取基準を活用するための基礎理論を学習する。また、
栄養マネジメントの基礎となる栄養状態の評価・判定（栄養アセスメント）の基本的な考え方を学習する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

90075041 食事摂取基準論 3515 2 1
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履修条件・留意
事項等

管理栄養士・栄養士必修科目

備考欄

その他 0

教科書 日本人の食事摂取基準2020年版/第一出版 (ISBN 978-4-8041-1408-8)

参考文献

日本人の食事摂取基準(2020年版)の実践・運用―特定給食施設等における栄養・食事管理―演習付/第一出版 (ISBN 978-4-8041-1415-6)

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業態度と確認試験を総合して成績評価する。

15

確認試験とまとめ 1~14回の講義内容を復習する (90
分）

配布プリントを復習する (90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

日本人の食事摂取基準（2020年版）の各論 
・まとめ

教科書の該当箇所を事前に読んでお
くこと（９０分）

配布プリントを復習する (90分)
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9

ストレスと栄養（1）ストレスにおける身体特性
　ストレス定義と生体の恒常性、心身の関係について学び、さら
に身体に与える影響について理解を深める.

教科書「ストレスと栄養」を読んで
おく（90分）

Google Formのテストを解き、誤文
を正文に直し学習する（90分）

7

成人期の栄養
　栄養上の特徴と生活習慣病の予防と対策を考え、生活習慣を改
善する栄養ケアを学ぶ.

教科書「成人期」を読んでおく（90
分）

教科書「成人期」を読んでおく（90
分）

8

更年期の栄養
　社会的・心理的要因の変化から女性ホルモンの特性と栄養の代
謝について、理解を深める.

教科書「更年期」を読んでおく（90
分）

Google Formのテストを解き、誤文
を正文に直し学習する（90分）

5

高齢期の栄養（２）認知症
　認知症は加齢にともなう認知機能の低下と疾患がある.高齢者
の生活を支援する立場から認知機能の低下と摂食機能について学
ぶ.

教科書「高齢期」を読んでおく（90
分）

教科書「高齢期」を読んでおく（90
分）

6

高齢期の栄養（３）栄養ケア・プログラム
   高齢者の栄養問題のまとめとして、事例を用いて栄養食事計
画を考える.
課題：高齢期の事例を用いたアセスメントをおこなう.

教科書「高齢期」を読んでおく（90
分）

栄養アセスメントシートに記入し提
出する（90分）
提出締切日：11/20

3

栄養ケア・プログラム
　栄養アセスメントをもとに成人の事例を用いて、栄養ケア・プ
ログラムを学ぶ.

教科書「栄養ケア・マネジメント」
を読んでおく（90分）

Google Formのテストを解き、誤文
を正文に直し学習する（90分）

4

高齢期の栄養（１）高齢者の身体特性
　医療、介護、福祉などでは、多くの高齢者の生活支援をおこ
なっている.高齢者が自分らしい暮らしを続けられるためには、
自立生活の支援が必要となる.自立生活の支援から栄養と食事に
ついて学ぶ.

教科書「高齢期」を読んでおく（90
分）

ワークシートを活用し、復習する
（90分）

1

ガイダンス
①成長・発達、加齢の変化と栄養ケア
②日本人の食事摂取基準2020年版の復習

教科書「発育・発達・加齢変化」を
読んでおく（90分）

教科書にある問題を解き、誤文を正
文に直し学習する（90分）

2

 栄養ケア・マネジメント
　栄養マネジメント手順を復習し、成人の事例を用いて、食事摂
取状況のアセスメントをおこない栄養ケアを学ぶ.

教科書「栄養ケア・マネジメント」
を読んでおく（90分）

ワークシートを活用し、復習する
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

    医療機関の職場長の経験を活かし、応用栄養学で扱う栄養ケア・マネジメントに体験談を交えながら、実践に役立つ授業にします.

課題に対する
フィードバック

の方法

「Google Formのテストを解き、誤文を正文に直し学習する」フィードバックでは、回収後に解答解説を行う.
「ワークシートを活用し復習する」フィードバックでは、実施後に解答を提示する.

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

到達目標は、以下の通り
1. 栄養ケア・マネジメントの手順を学び、栄養ケア・プロセスを理解することができる.　
2. 成人期の摂食行動に影響する生活背景の変化を学び、栄養マネジメントを理解することができる.　
3. ストレス負荷や特殊環境の栄養問題を理解し、特有な病態・疾患の仮説を立てることができる.

授業の方法

    対面での講義形式授業です. 授業方法は、教科書とパワーポイントを使って行いますが、理解するには、事前事後学習が必要となりま
す. また、科目の理解度を確認するため第14回目に確認テストを行います.

ＩＣＴ活用 Google Formのテスト機能を用いて練習問題をアップし、自主学習に活用できるようにします.

後期

教員氏名 松本　洋子

授業の位置づけ

　ディプロマ・ポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけてい
る（知識・技能）」と関係がある科目です. また、「人々の健康の保持・増進に貢献する自覚と意欲をもち、積極的に行動し、必要な情報
を発信することができる（関心・意欲・態度）」とも関係します.
応用栄養学は、『応用栄養学分野』の全般的な科目であり、管理栄養士資格の必修科目として位置づけられます. 関連科目には、「食事摂
取基準論」、「ライフステージ栄養学」、「応用栄養学実習」につながる科目です.

授業の概要

 　ヒトの成長・発達、加齢に伴う生理的変化と特性を学び、ライフステージで起きうる栄養上の問題と予防について理解し、生理機能の
変化に相応する栄養の摂り方を修得する. また、ストレス負荷、特殊環境の条件下における代謝および生理的変化を学び、各条件下の栄養
問題や留意するべき栄養関連の病態・疾患を踏まえた栄養ケア・プロセスが理解できる授業です.

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10751041 応用栄養学 3510 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

「食事摂取基準論」を復習しておくこと.
課題および授業外レポートの提出は11/20までを期限とします.

備考欄

その他 0 なし

教科書

スタンダード人間栄養学応用栄養学 （第3版）／渡邉早苗 ・山田哲雄 ・吉野陽子 ・旭久美子 ／朝倉書店　
日本人の食事摂取基準2020年版／第一出版　
日本食品成分表2021 八訂 / 医歯薬出版

参考文献 参考資料は、class roomに掲載します.

定期試験 0 定期試験は、実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認テスト（60%）、課題および授業外レポート(30%)　、授業参加度(10%)

15

環境と栄養（３）　栄養ケア・プログラム
　環境下における健康障害と健康予防、改善について、栄養ケア
を学ぶ.青年期を事例に栄養食事計画を考える.

教科書「環境と栄養」を読んでおく
（90分）

教科書「環境と栄養」を読んでおく
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

環境と栄養（2）　特殊環境と栄養ケア
　環境下における健康障害を学び、健康の予防と改善について理
解を深める.
課題：青年期の事例を用いてにアセスメントをおこなう.

教科書「環境と栄養」を読んでおく
（90分）

栄養アセスメントシートに記入し提
出する（90分）　
提出締切日：11/20

14

確認テスト
出題範囲は、第１回～１２回までの事後学習からとする.

第1回～第12回の復習する（90分） 教科書「環境と栄養」を読んでおく
（90分）

11

ストレスと栄養（3）  栄養ケア・プログラム
　ストレッサーに対する生体反応と生活習慣病の関連を学び、ス
トレス条件下での栄養目的から栄養食事計画を考える.
課題：成人期の事例を用いて栄養ケア・プログラムをおこなう.

教科書「ストレスと栄養」を読んで
おく（90分）

栄養食事計画のポイントをシートに
記入し提出する（90分）　　提出：
11/20

12

環境と栄養（1）　特殊環境における身体特性
　環境下には、高温・低温、高圧・低圧、無重力などがある.環
境下における生理的機能の変化を学び、身体に与える影響につい
て理解を深める.

教科書「環境と栄養」を読んでおく
（90分）

Google Formのテストを解き、誤文
を正文に直し学習する（90分）

10

ストレスと栄養（2）　ストレスの栄養ケア
　ストレッサーに対する生体反応と生活習慣病の関連から、スト
レス条件下での栄養目的を学ぶ.
課題：成人期の事例を用いたアセスメントをおこなう.

教科書「ストレスと栄養」を読んで
おく（90分）

栄養アセスメントシートに記入し提
出する（90分）　　
提出締切日：11/20
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7

授乳期の栄養
　授乳婦は、出産後の体重管理と母乳に影響する生活習慣が栄養
管理として重要となる.出産後の母体とエネルギー代謝の変化、
母乳栄養の利点、母子間のスキンシップについて理解を深める.

教科書「授乳期」を読んでおく（90
分）

Google Formのテストを解き、誤文
を正文に直し学習する（90分）

8

乳児期の栄養（１）　乳児の成長
　乳児は、成長・発達が著しいため成人に比べて、体重あたりの
必要な栄養量が大きいとされている.乳児の身体の成長と生理機
能の発達、免疫の発達を学び、乳児の発育について理解を深め
る.

教科書「乳児期」を読んでおく（90
分）

ワークシートを活用し、復習する
（90分）

5

妊娠期の栄養（２）　妊婦・授乳婦の栄養ケア
　妊婦・授乳婦の栄養上の特徴を理解するため、食事摂取基準値
の付加量の策定根拠をもとに妊娠期から授乳期にかけての栄養ケ
アを学ぶ.

「日本人の食事摂取基準2020年版」
参考資料1対象特性を読んでおく
（90分）

ワークシートを活用し、復習する
（90分）

6

妊娠期の栄養（３）　栄養ケア・プログラム  
   妊婦の事例を用いて、栄養アセスメントの方法を学び、栄養
食事計画を作成する.

教科書「妊娠期」を読んでおく（90
分）

栄養アセスメントシートに記入し提
出する（90分）　提出締切日：6/10

3

栄養ケア・マネジメント
　栄養ケア・マネジメントには、栄養ケア・プロセスがある. 栄
養ケア・マネジメントの手順と方法について学び、「日本人の食
事摂取基準2020年版」を使って食事摂取状況のアセスメントを行
う.

「日本人の食事摂取基準2020年版」
の活用の基本を読んでおく（90分）

食事評価をアセスメントシートに記
入し提出する（90分）　提出締切
日：6/10

4

妊娠期の栄養（１）　母性栄養と妊婦の身体特性
　母性栄養は、性周期として視床下部、下垂体前葉、卵巣系ホル
モンの調節がある.正常な妊娠と胎児の発育、正常な出産のため
の母体に必要な栄養について学ぶ.

「日本人の食事摂取基準2020年版」
参考資料1対象特性を読んでおく
（90分）

ワークシートを活用し、復習する
（90分）

1

ガイダンス
①ライフステージについて
②日本食品成分表の活用
③日本人の食事摂取基準2020年版の活用

「日本人の食事摂取基準2020年版」
の総論を読んでおく（90分）

栄養計算ソフトの活用方法を確認す
るく（90分）

2

ライフステージ別食事摂取基準
妊婦・授乳婦、乳児・小児の食事摂取基準値について理解する. 
主に栄養素の摂取不足、過剰摂取が健康保持に影響を与えること
を学ぶ.

「日本人の食事摂取基準2020年版」
の参考資料を読んでおく（90分）

「日本人の食事摂取基準2020年版」
の参考資料を読んでおく（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

　医療機関の職場長の経験から、栄養ケア・マネジメントの体験談を取り入れ、ライフステージのイメージができるような授業にします.

課題に対する
フィードバック

の方法

「Google Formのテストを解き、誤文を正文に直し学習する」フィードバックでは、回収後に解答解説を行う.
「ワークシートを活用し復習する」フィードバックでは、実施後に解答を提示する.

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

到達目標は、以下の通り
1. 栄養ケア・マネジメントを学び、栄養アセスメントの作成方法を理解することができる.　 
2. 妊娠期から思春期の身体的・生理的特性を学び栄養問題について、説明することができる.
3. 成人の身体的・生理的特性を学び食生活上の変化から、留意するべき栄養を説明することができる.

授業の方法

　対面での講義形式授業です.授業方法は、教科書とパワーポイントを使って行いますが、理解するには、事前事後学習が必要となります. 
また、科目の理解度を確認するため第15回目に確認テストを行います.

ＩＣＴ活用 Google Formのテスト機能を用いて練習問題をアップし、自主学習に活用できるようにします.

前期

教員氏名 松本　洋子

授業の位置づけ

　ディプロマ・ポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけてい
る（知識・技能）」と関係がある科目です. また、「地域包括ケアシステムにおいて食・栄養の視点から、高齢者が住み慣れた地域で自分
らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、「住まい」「医療」「介護」「予防」「生活支援」が切れ目なく一体的に提供す
ることができる（関心・意欲・態度）」とも関係します.
本科目は、管理栄養士資格の必修として位置づけられています. 関連科目には、「応用栄養学実習」、「栄養教育論基礎」があります.

授業の概要

　本科目は、ライフステージの特性に焦点を当てた科目です. おもに妊娠・授乳期、乳児期、幼児期、学童期、思春期をテーマに身体的・
生理的特性について理解を深め、生理機能の変化に相応する栄養学の知識が身につく授業です. 特にライフステージにおける栄養問題と留
意するべき栄養関連の病態・疾患を踏まえた栄養ケアの在り方を学びます.

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

90752041 ライフステージ栄養学 3512 2 2
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履修条件・留意
事項等

「食事摂取基準論」を復習しておくこと.
課題および授業外レポートの提出は6/10までを期限とします.

備考欄

その他 0 なし

教科書

スタンダード人間栄養学応用栄養学 （第3版）／渡邉早苗 ・山田哲雄 ・吉野陽子 ・旭久美子 ／朝倉書店
日本人の食事摂取基準2020年度版／第一出版　　　
日本食品成分表2021 八訂 / 医歯薬出版

参考文献 参考資料をclass roomに掲載します.

定期試験 0 定期試験は、実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認テスト（50％）課題および授業外レポート(35%)　、授業参加度(15%)

15

確認テスト
出題範囲は、妊娠・授乳期、乳児期、幼児期、学童・思春期とす
る.

第1回～第14回の復習する（90分） 提出課題の見直しをおこなう（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

学童・思春期の栄養（１） 成長期の身体特性
　学童・思春期は、発育急進期があらわれる時期である.学童
期、思春期の身体特性を学び、生活習慣や食生活の変化による栄
養上の問題を考えられる.

教科書「学童期」,「思春期」を読
んでおく（90分）

ワークシートを活用し、復習する
（90分）

14

学童・思春期の栄養（２） 成長期の栄養ケア
　学童・思春期の栄養問題には、低栄養、食欲不振など身体の変
化による栄養問題がある. 食生活上の問題を食事摂取基準値の策
定根拠をもとに栄養ケアを学ぶ.

教科書「高齢期」を読んでおく（90
分）

Google Formのテストを解き、誤文
を正文に直し学習する（90分）

11

幼児期の栄養（１） 幼児の成長
　幼児期は、満１歳から就学前までの時期をいい、成長のスピー
ドは乳児期に次いで著しいとされている.幼児の生理機能や運
動・精神機能の発達について学び、１日に必要な栄養と食事バラ
ンスの重要性を理解する.

教科書「幼児期」を読んでおく（90
分）

ワークシートを活用し、復習する
（90分）

12

幼児期の栄養（２） 幼児の栄養ケア
　幼児の栄養問題には、食事回数、間食の摂り方、好き嫌いによ
る偏食などがある.幼児の栄養問題と疾病を学び、食事摂取基準
の関連と乳幼児の食物アレルギーの対応について理解を深める.

教科書「幼児期」を読んでおく（90
分）

栄養アセスメントシートに記入し提
出する（90分）　提出締切日：6/10

9

乳児期の栄養（２）　乳児の栄養ケア
　新生児、乳児の栄養と代謝の変化を理解するため、乳汁栄養の
時期と離乳栄養の時期を食事摂取基準値の策定根拠もとにして、
栄養ケアを学ぶ.

教科書「乳児期」を読んでおく（90
分）

Google Formのテストを解き、誤文
を正文に直し学習する（90分）

10

乳児期の栄養（3）　栄養ケア・プログラム  
　離乳時の事例を用いて、栄養アセスメントの方法を学び、栄養
食事計画を作成する.

教科書「乳児期」を読んでおく（90
分）

栄養アセスメントシートに記入し提
出する（90分）　提出締切日：6/10
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5

乳児期の栄養食事計画の実施　　　 第2調理室
　調乳の手順や離乳食の特徴を学ぶ調理実習.　
育児用ミルクの調乳および発育段階に応じた離乳食の調理を行
う.その後、試食して調理ワークシートにまとめる. 　提出期
限：第7回目授業時 　
実習：無菌操作法による調乳、離乳食調理(かゆ、白身魚スープ
煮、市販離乳食)

なし なし

3

妊娠期の栄養食事計画の立案　　　　　　　　
                 　　　　  栄養教育 / 臨床栄養　実習室　
　課題の説明の後、妊娠期の特徴を理解し、栄養ケア計画および
献立を考える.　
課題：妊娠期（実習1－4）の栄養ケア計画表、献立表の作成

なし なし

4

妊娠期の栄養食事計画の学習
                　　　　　栄養教育 / 臨床栄養　実習室　
　課題の進め方や作成ポイントを確認しながら妊娠期（実習1－
4）の栄養ケア計画表、献立表を作成する. 提出期限：第7回目授
業時 
 ・授業終了時、以下のレポートを提出する.
青年期：青年期実習評価表，アセスメント実習シート，栄養素摂
取量評価シート，栄養ケア計画シート，栄養価表（献立表鑑），
献立表，調理工程表

なし なし

1

ガイダンス　   栄養教育 / 臨床栄養　実習室
献立作成、調理実習の工程について　　　　　　　　　
①献立の特徴と作成方法について説明する.
②青年期課題（実習7－3）の説明の後、青年期の特徴を理解し、
栄養ケア計画および献立を考える.

なし なし

2

青年期の栄養食事計画の学習
                　　　　   栄養教育 / 臨床栄養　実習室
　課題の進め方や作成ポイントを確認しながら青年期（実習7－
3）の栄養ケア計画表、献立表を作成する. 提出期限：第4回目授
業時

なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

医療機関での職場長の経験を生かし、栄養ケア計画書および献立表の作成を課題ごとに指導します.

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして提出するワークシートにコメントを添えて返却します.

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

到達目標は、以下の通り
1. ライフステージを踏まえ、個人に対応した栄養ケア計画を提案することができる.
2. ライフステージの栄養・食事の特徴を理解し、献立の作成ができる.　　
3. ライフステージの栄養・食事計画をもとに調理の特徴を説明することができる.

授業の方法

授業は、ステージごとに栄養食事計画と題して、立案 ⇒ 学習 ⇒ 実施の順に行います. 
【立案】教員による課題の説明の後、対象者を理解してから栄養ケア計画ならびに献立を考える. 
【学習】課題の取り組みにおいて、進め方や作成ポイントを教員に確認しながらワークシートを作成する.
【実施】対象者に栄養食事指導をするイメージで調理実習を行う.実習後は課題の献立表を修正する.
栄養ケア・プロセスの理解度を確認するため、確認テストを1回実施します. テスト範囲は、妊娠期、乳児期、幼児期です.

ＩＣＴ活用

課題の取り組み方をパワーポイントで説明、音声を吹き込んだ動画で説明をします. いずれもGoogle Classroomにアップし何度でも学習で
きるようにします.

後期

教員氏名 松本　洋子

授業の位置づけ

　ディプロマ・ポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけてい
る（知識・技能）」と関係がある科目です.
本科目は、ライフステージにおける健康の保持・増進に必要とする栄養ケアスキルのひとつとして、卒業必修に位置づけられています. 関
連する科目は、「食事摂取基準論」、「ライフステージ栄養学」、「栄養教育論基礎」です.

授業の概要

　成長期の健全な発育や加齢に伴う生理機能の変化に相応する栄養学の知識をもとに、各ステージにおける栄養問題と留意するべき栄養関
連の病態・疾患を踏まえた栄養ケア・プロセスを実践します.  作成に使用するワークシートは、栄養アセスメント書、栄養ケア計画書、
献立表があり、ライフステージの個人に応じた栄養マネジメントが身つく授業です.

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

90076041 応用栄養学実習（１組） 3518 1 2
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13

幼児期の栄養食事計画の学習　　　　　　　
                 　　　   栄養教育 / 臨床栄養　実習室 　
　課題の進め方や作成ポイントを確認しながら幼児（実習4－1）
の栄養ケア計画表、食物アレルギー対応（実習4－3）の献立を作
成する.

なし 確認テスト：妊娠期、乳児期、幼児
期を範囲とする.

11

摂食・嚥下機能低下の栄養食事計画の実施
　　　　                         　　　　　   第2調理室
　摂食・嚥下機能低下に対応する介護食1品を調理する.その後、
試食して、調理ワークシートにまとめる.　提出期限：第12回目
授業時

なし なし

12

幼児期の栄養食事計画の立案
              　　　   栄養教育 / 臨床栄養　実習室　
　課題の説明の後、幼児期の特徴を理解し、栄養ケア計画および
献立を考える.　　　
課題：アセスメント実習シート１，栄養ケアシート３，アレル
ギー対応献立展開シート７，栄養ケアシート８，献立表，盛り付
け例(図) 
・授業終了時、以下のレポートを提出する
高齢期の提出物：高齢期普通食実習評価表，栄養価表（献立表
鑑），献立表，盛り付け例(図) ，調理工程表　, 調理結果評価
（普通食）シート
摂食・嚥下機能の提出物：高齢期介護食実習評価表，栄養ケア実
習シート２・３・４，献立表，調理結果評価（介護展開食）シー
ト，介護食飲料評価シート

なし なし

9

高齢期の栄養食事計画の実施  　　　第2調理室 
　高齢者に栄養食事指導をするイメージで調理実習を行う.
高齢者の１食分を松花堂弁当に詰める実習である.その後、試食
して調理ワークシートにまとめる.　提出期限：第12回目授業時

なし なし

10

摂食・嚥下機能低下の栄養食事計画の学習　    　　　　　　　　
　　
　　　　　　　　　栄養教育 / 臨床栄養　実習室
①自立能力低下の課題を理解し、作成ポイントを確認しながら事
例（実習9－2）の展開食を作成する.
②嚥下機能低下に対応する介護食として、（実習9－3）茶ゼ
リー・とろみ茶の実習を行い、試食して調理ワークシートにまと
める
課題：摂食・嚥下機能低下の事例（実習9－2）の栄養ケア実習
シート２・３・４、献立を作成する.　提出期限：第12回目授業
時

なし なし

7

高齢期の栄養食事計画の立案②　　　　　
                   　　　 栄養教育 / 臨床栄養　実習室　
　高齢者の特徴を理解し、栄養ケアおよび献立を考える.
・授業終了時、以下のレポートを提出する.
妊娠期の提出物：妊娠期実習評価表，アセスメント実習シート，
栄養素摂取量評価シート，栄養ケア計画シート，栄養価表（献立
表鑑），献立表，調理工程表　
乳児期の提出物：乳児期実習評価表，調理結果評価シート１・
４・６

なし なし

8

高齢期の栄養食事計画の学習　　　　　　　　
                  　　　  栄養教育 / 臨床栄養　実習室
　課題の進め方や作成ポイントを確認しながら高齢者事例（実習
9－1）の栄養素摂取量評価表、献立表を作成する.　提出期限：
第12回目授業時

なし なし

6

高齢期の栄養食事計画の立案①　　　　　　　　
               　　　　    栄養教育 / 臨床栄養　実習室
　課題の説明の後、高齢者の特徴を理解し、栄養ケアおよび献立
を考える.　
課題：高齢者の栄養素摂取量評価表、献立表、盛り付け例(図)、
調理工程表の作成

なし なし
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履修条件・留意
事項等

「応用栄養学」「ライフステージ栄養学」を復習すること.

備考欄

その他 0 なし

教科書

応用栄養学実習ワークブック／山本由喜子／みらい出版
日本人の食事摂取基準2020年度版／第一出版
日本食品成分表2021 八訂 / 医歯薬出版

参考文献 スタンダード人間栄養学応用栄養学 （第3版）／渡邉早苗 ・山田哲雄 ・吉野陽子 ・旭久美子 ／朝倉書店

定期試験 0 定期試験は、実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題レポート（70%）、確認テスト（15%）、修学態度（15%）

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

幼児期の栄養食事計画の実施　　 第2調理室　
　幼児期の栄養上の特徴を調理から学ぶ.  
幼児期の１食分の調理を行う.その後、試食して調理ワークシー
トにまとめる.
・以下のレポートを期日までに提出する.
幼児期の提出物：幼児期実習評価表，アセスメント実習シート
１，栄養ケアシート３，アレルギー対応献立展開シート７，栄養
ケアシート８，献立表，盛り付け例(図)

なし なし

- 180 -



北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

5

乳児期の栄養食事計画の実施　　　 第2調理室
　調乳の手順や離乳食の特徴を学ぶ調理実習.　
育児用ミルクの調乳および発育段階に応じた離乳食の調理を行
う.その後、試食して調理ワークシートにまとめる. 　提出期
限：第7回目授業時 　
実習：無菌操作法による調乳、離乳食調理(かゆ、白身魚スープ
煮、市販離乳食)

なし なし

3

妊娠期の栄養食事計画の立案　　　　　　　　
                 　　　　  栄養教育 / 臨床栄養　実習室　
　課題の説明の後、妊娠期の特徴を理解し、栄養ケア計画および
献立を考える.　
課題：妊娠期（実習1－4）の栄養ケア計画表、献立表の作成

なし なし

4

妊娠期の栄養食事計画の学習
                　　　　　栄養教育 / 臨床栄養　実習室　
　課題の進め方や作成ポイントを確認しながら妊娠期（実習1－
4）の栄養ケア計画表、献立表を作成する. 提出期限：第7回目授
業時 
 ・授業終了時、以下のレポートを提出する.
青年期：青年期実習評価表，アセスメント実習シート，栄養素摂
取量評価シート，栄養ケア計画シート，栄養価表（献立表鑑），
献立表，調理工程表

なし なし

1

ガイダンス　   栄養教育 / 臨床栄養　実習室
献立作成、調理実習の工程について　　　　　　　　　
①献立の特徴と作成方法について説明する.
②青年期課題（実習7－3）の説明の後、青年期の特徴を理解し、
栄養ケア計画および献立を考える.

なし なし

2

青年期の栄養食事計画の学習
                　　　　   栄養教育 / 臨床栄養　実習室
　課題の進め方や作成ポイントを確認しながら青年期（実習7－
3）の栄養ケア計画表、献立表を作成する. 提出期限：第4回目授
業時

なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

医療機関での職場長の経験を生かし、栄養ケア計画書および献立表の作成を課題ごとに指導します.

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして提出するワークシートにコメントを添えて返却します.

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

到達目標は、以下の通り
1. ライフステージを踏まえ、個人に対応した栄養ケア計画を提案することができる.
2. ライフステージの栄養・食事の特徴を理解し、献立の作成ができる.　　
3. ライフステージの栄養・食事計画をもとに調理の特徴を説明することができる.

授業の方法

授業は、ステージごとに栄養食事計画と題して、立案 ⇒ 学習 ⇒ 実施の順に行います. 
【立案】教員による課題の説明の後、対象者を理解してから栄養ケア計画ならびに献立を考える. 
【学習】課題の取り組みにおいて、進め方や作成ポイントを教員に確認しながらワークシートを作成する.
【実施】対象者に栄養食事指導をするイメージで調理実習を行う.実習後は課題の献立表を修正する.
栄養ケア・プロセスの理解度を確認するため、確認テストを1回実施します. テスト範囲は、妊娠期、乳児期、幼児期です.

ＩＣＴ活用

課題の取り組み方をパワーポイントで説明、音声を吹き込んだ動画で説明をします. いずれもGoogle Classroomにアップし何度でも学習で
きるようにします.

後期

教員氏名 松本　洋子

授業の位置づけ

　ディプロマ・ポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけてい
る（知識・技能）」と関係がある科目です.
本科目は、ライフステージにおける健康の保持・増進に必要とする栄養ケアスキルのひとつとして、卒業必修に位置づけられています. 関
連する科目は、「食事摂取基準論」、「ライフステージ栄養学」、「栄養教育論基礎」です.

授業の概要

　成長期の健全な発育や加齢に伴う生理機能の変化に相応する栄養学の知識をもとに、各ステージにおける栄養問題と留意するべき栄養関
連の病態・疾患を踏まえた栄養ケア・プロセスを実践します.  作成に使用するワークシートは、栄養アセスメント書、栄養ケア計画書、
献立表があり、ライフステージの個人に応じた栄養マネジメントが身つく授業です.

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

90076042 応用栄養学実習（２組） 3518 1 2
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幼児期の栄養食事計画の学習　　　　　　　
                 　　　   栄養教育 / 臨床栄養　実習室 　
　課題の進め方や作成ポイントを確認しながら幼児（実習4－1）
の栄養ケア計画表、食物アレルギー対応（実習4－3）の献立を作
成する.

なし 確認テスト：妊娠期、乳児期、幼児
期を範囲とする.

11

摂食・嚥下機能低下の栄養食事計画の実施
　　　　                         　　　　　   第2調理室
　摂食・嚥下機能低下に対応する介護食1品を調理する.その後、
試食して、調理ワークシートにまとめる.　提出期限：第12回目
授業時

なし なし

12

幼児期の栄養食事計画の立案
              　　　   栄養教育 / 臨床栄養　実習室　
　課題の説明の後、幼児期の特徴を理解し、栄養ケア計画および
献立を考える.　　　
課題：アセスメント実習シート１，栄養ケアシート３，アレル
ギー対応献立展開シート７，栄養ケアシート８，献立表，盛り付
け例(図) 
・授業終了時、以下のレポートを提出する
高齢期の提出物：高齢期普通食実習評価表，栄養価表（献立表
鑑），献立表，盛り付け例(図) ，調理工程表　, 調理結果評価
（普通食）シート
摂食・嚥下機能の提出物：高齢期介護食実習評価表，栄養ケア実
習シート２・３・４，献立表，調理結果評価（介護展開食）シー
ト，介護食飲料評価シート

なし なし

9

高齢期の栄養食事計画の実施  　　　第2調理室 
　高齢者に栄養食事指導をするイメージで調理実習を行う.
高齢者の１食分を松花堂弁当に詰める実習である.その後、試食
して調理ワークシートにまとめる.　提出期限：第12回目授業時

なし なし

10

摂食・嚥下機能低下の栄養食事計画の学習　    　　　　　　　　
　　
　　　　　　　　　栄養教育 / 臨床栄養　実習室
①自立能力低下の課題を理解し、作成ポイントを確認しながら事
例（実習9－2）の展開食を作成する.
②嚥下機能低下に対応する介護食として、（実習9－3）茶ゼ
リー・とろみ茶の実習を行い、試食して調理ワークシートにまと
める
課題：摂食・嚥下機能低下の事例（実習9－2）の栄養ケア実習
シート２・３・４、献立を作成する.　提出期限：第12回目授業
時

なし なし

7

高齢期の栄養食事計画の立案②　　　　　
                   　　　 栄養教育 / 臨床栄養　実習室　
　高齢者の特徴を理解し、栄養ケアおよび献立を考える.
・授業終了時、以下のレポートを提出する.
妊娠期の提出物：妊娠期実習評価表，アセスメント実習シート，
栄養素摂取量評価シート，栄養ケア計画シート，栄養価表（献立
表鑑），献立表，調理工程表　
乳児期の提出物：乳児期実習評価表，調理結果評価シート１・
４・６

なし なし

8

高齢期の栄養食事計画の学習　　　　　　　　
                  　　　  栄養教育 / 臨床栄養　実習室
　課題の進め方や作成ポイントを確認しながら高齢者事例（実習
9－1）の栄養素摂取量評価表、献立表を作成する.　提出期限：
第12回目授業時

なし なし

6

高齢期の栄養食事計画の立案①　　　　　　　　
               　　　　    栄養教育 / 臨床栄養　実習室
　課題の説明の後、高齢者の特徴を理解し、栄養ケアおよび献立
を考える.　
課題：高齢者の栄養素摂取量評価表、献立表、盛り付け例(図)、
調理工程表の作成

なし なし
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履修条件・留意
事項等

「応用栄養学」「ライフステージ栄養学」を復習すること.

備考欄

その他 0 なし

教科書

応用栄養学実習ワークブック／山本由喜子／みらい出版
日本人の食事摂取基準2020年度版／第一出版
日本食品成分表2021 八訂 / 医歯薬出版

参考文献 スタンダード人間栄養学応用栄養学 （第3版）／渡邉早苗 ・山田哲雄 ・吉野陽子 ・旭久美子 ／朝倉書店

定期試験 0 定期試験は、実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題レポート（70%）、確認テスト（15%）、修学態度（15%）

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

幼児期の栄養食事計画の実施　　 第2調理室　
　幼児期の栄養上の特徴を調理から学ぶ.  
幼児期の１食分の調理を行う.その後、試食して調理ワークシー
トにまとめる.
・以下のレポートを期日までに提出する.
幼児期の提出物：幼児期実習評価表，アセスメント実習シート
１，栄養ケアシート３，アレルギー対応献立展開シート７，栄養
ケアシート８，献立表，盛り付け例(図)

なし なし
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5

乳児期の栄養食事計画の実施　　　 第2調理室
　調乳の手順や離乳食の特徴を学ぶ調理実習.　
育児用ミルクの調乳および発育段階に応じた離乳食の調理を行
う.その後、試食して調理ワークシートにまとめる. 　提出期
限：第7回目授業時 　
実習：無菌操作法による調乳、離乳食調理(かゆ、白身魚スープ
煮、市販離乳食)

なし なし

3

妊娠期の栄養食事計画の立案　　　　　　　　
                 　　　　  栄養教育 / 臨床栄養　実習室　
　課題の説明の後、妊娠期の特徴を理解し、栄養ケア計画および
献立を考える.　
課題：妊娠期（実習1－4）の栄養ケア計画表、献立表の作成

なし なし

4

妊娠期の栄養食事計画の学習
                　　　　　栄養教育 / 臨床栄養　実習室　
　課題の進め方や作成ポイントを確認しながら妊娠期（実習1－
4）の栄養ケア計画表、献立表を作成する. 提出期限：第7回目授
業時 
 ・授業終了時、以下のレポートを提出する.
青年期：青年期実習評価表，アセスメント実習シート，栄養素摂
取量評価シート，栄養ケア計画シート，栄養価表（献立表鑑），
献立表，調理工程表

なし なし

1

ガイダンス　   栄養教育 / 臨床栄養　実習室
献立作成、調理実習の工程について　　　　　　　　　
①献立の特徴と作成方法について説明する.
②青年期課題（実習7－3）の説明の後、青年期の特徴を理解し、
栄養ケア計画および献立を考える.

なし なし

2

青年期の栄養食事計画の学習
                　　　　   栄養教育 / 臨床栄養　実習室
　課題の進め方や作成ポイントを確認しながら青年期（実習7－
3）の栄養ケア計画表、献立表を作成する. 提出期限：第4回目授
業時

なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

医療機関での職場長の経験を生かし、栄養ケア計画書および献立表の作成を課題ごとに指導します.

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして提出するワークシートにコメントを添えて返却します.

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

到達目標は、以下の通り
1. ライフステージを踏まえ、個人に対応した栄養ケア計画を提案することができる.
2. ライフステージの栄養・食事の特徴を理解し、献立の作成ができる.　　
3. ライフステージの栄養・食事計画をもとに調理の特徴を説明することができる.

授業の方法

授業は、ステージごとに栄養食事計画と題して、立案 ⇒ 学習 ⇒ 実施の順に行います. 
【立案】教員による課題の説明の後、対象者を理解してから栄養ケア計画ならびに献立を考える. 
【学習】課題の取り組みにおいて、進め方や作成ポイントを教員に確認しながらワークシートを作成する.
【実施】対象者に栄養食事指導をするイメージで調理実習を行う.実習後は課題の献立表を修正する.
栄養ケア・プロセスの理解度を確認するため、確認テストを1回実施します. テスト範囲は、妊娠期、乳児期、幼児期です.

ＩＣＴ活用

課題の取り組み方をパワーポイントで説明、音声を吹き込んだ動画で説明をします. いずれもGoogle Classroomにアップし何度でも学習で
きるようにします.

後期

教員氏名 松本　洋子

授業の位置づけ

　ディプロマ・ポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけてい
る（知識・技能）」と関係がある科目です.
本科目は、ライフステージにおける健康の保持・増進に必要とする栄養ケアスキルのひとつとして、卒業必修に位置づけられています. 関
連する科目は、「食事摂取基準論」、「ライフステージ栄養学」、「栄養教育論基礎」です.

授業の概要

　成長期の健全な発育や加齢に伴う生理機能の変化に相応する栄養学の知識をもとに、各ステージにおける栄養問題と留意するべき栄養関
連の病態・疾患を踏まえた栄養ケア・プロセスを実践します.  作成に使用するワークシートは、栄養アセスメント書、栄養ケア計画書、
献立表があり、ライフステージの個人に応じた栄養マネジメントが身つく授業です.

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

90076043 応用栄養学実習（３組） 3518 1 2
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13

幼児期の栄養食事計画の学習　　　　　　　
                 　　　   栄養教育 / 臨床栄養　実習室 　
　課題の進め方や作成ポイントを確認しながら幼児（実習4－1）
の栄養ケア計画表、食物アレルギー対応（実習4－3）の献立を作
成する.

なし 確認テスト：妊娠期、乳児期、幼児
期を範囲とする.

11

摂食・嚥下機能低下の栄養食事計画の実施
　　　　                         　　　　　   第2調理室
　摂食・嚥下機能低下に対応する介護食1品を調理する.その後、
試食して、調理ワークシートにまとめる.　提出期限：第12回目
授業時

なし なし

12

幼児期の栄養食事計画の立案
              　　　   栄養教育 / 臨床栄養　実習室　
　課題の説明の後、幼児期の特徴を理解し、栄養ケア計画および
献立を考える.　　　
課題：アセスメント実習シート１，栄養ケアシート３，アレル
ギー対応献立展開シート７，栄養ケアシート８，献立表，盛り付
け例(図) 
・授業終了時、以下のレポートを提出する
高齢期の提出物：高齢期普通食実習評価表，栄養価表（献立表
鑑），献立表，盛り付け例(図) ，調理工程表　, 調理結果評価
（普通食）シート
摂食・嚥下機能の提出物：高齢期介護食実習評価表，栄養ケア実
習シート２・３・４，献立表，調理結果評価（介護展開食）シー
ト，介護食飲料評価シート

なし なし

9

高齢期の栄養食事計画の実施  　　　第2調理室 
　高齢者に栄養食事指導をするイメージで調理実習を行う.
高齢者の１食分を松花堂弁当に詰める実習である.その後、試食
して調理ワークシートにまとめる.　提出期限：第12回目授業時

なし なし

10

摂食・嚥下機能低下の栄養食事計画の学習　    　　　　　　　　
　　
　　　　　　　　　栄養教育 / 臨床栄養　実習室
①自立能力低下の課題を理解し、作成ポイントを確認しながら事
例（実習9－2）の展開食を作成する.
②嚥下機能低下に対応する介護食として、（実習9－3）茶ゼ
リー・とろみ茶の実習を行い、試食して調理ワークシートにまと
める
課題：摂食・嚥下機能低下の事例（実習9－2）の栄養ケア実習
シート２・３・４、献立を作成する.　提出期限：第12回目授業
時

なし なし

7

高齢期の栄養食事計画の立案②　　　　　
                   　　　 栄養教育 / 臨床栄養　実習室　
　高齢者の特徴を理解し、栄養ケアおよび献立を考える.
・授業終了時、以下のレポートを提出する.
妊娠期の提出物：妊娠期実習評価表，アセスメント実習シート，
栄養素摂取量評価シート，栄養ケア計画シート，栄養価表（献立
表鑑），献立表，調理工程表　
乳児期の提出物：乳児期実習評価表，調理結果評価シート１・
４・６

なし なし

8

高齢期の栄養食事計画の学習　　　　　　　　
                  　　　  栄養教育 / 臨床栄養　実習室
　課題の進め方や作成ポイントを確認しながら高齢者事例（実習
9－1）の栄養素摂取量評価表、献立表を作成する.　提出期限：
第12回目授業時

なし なし

6

高齢期の栄養食事計画の立案①　　　　　　　　
               　　　　    栄養教育 / 臨床栄養　実習室
　課題の説明の後、高齢者の特徴を理解し、栄養ケアおよび献立
を考える.　
課題：高齢者の栄養素摂取量評価表、献立表、盛り付け例(図)、
調理工程表の作成

なし なし
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履修条件・留意
事項等

「応用栄養学」「ライフステージ栄養学」を復習すること.

備考欄

その他 0 なし

教科書

応用栄養学実習ワークブック／山本由喜子／みらい出版
日本人の食事摂取基準2020年度版／第一出版
日本食品成分表2021 八訂 / 医歯薬出版

参考文献 スタンダード人間栄養学応用栄養学 （第3版）／渡邉早苗 ・山田哲雄 ・吉野陽子 ・旭久美子 ／朝倉書店

定期試験 0 定期試験は、実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題レポート（70%）、確認テスト（15%）、修学態度（15%）

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

幼児期の栄養食事計画の実施　　 第2調理室　
　幼児期の栄養上の特徴を調理から学ぶ.  
幼児期の１食分の調理を行う.その後、試食して調理ワークシー
トにまとめる.
・以下のレポートを期日までに提出する.
幼児期の提出物：幼児期実習評価表，アセスメント実習シート
１，栄養ケアシート３，アレルギー対応献立展開シート７，栄養
ケアシート８，献立表，盛り付け例(図)

なし なし
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5

栄養教育と人間の行動変容に関する理論
〇栄養教育と行動科学
〇行動科学の基礎となる学習理論
・行動の種類
・学習（条件付け）理論とその仕組み
・確認問題

テキストP15～18まで目を通し、各
理論の概要について予習してくる。 
   （90分）

配布されたワークシートで復習する
（90分）

3

栄養教育・公衆栄養の歴史と栄養士・管理栄養士の養成の歴史2
（1945以後）
時代の変遷における食生活や生活習慣の変化と疾病構造の変化、
健康づくり対策、求められてきた栄養教育、管理栄養士・栄養士
養成について学ぶ。
・確認問題

事前に渡された資料に目を通してく
る。（90分）

配布されたワークシートで復習する
（90分）

4

・平成30年度国民健康・栄養調査結果から国民の健康・栄養の現
状について学ぶ。
・「食育基本法」制定の視点から、栄養教育と食育の必要性を学
ぶ。　
・健康日本21（第２次）と第4次食育推進基本計画
・確認問題

栄養調理六法から「食育基本法」
「健康増進法」について予習してく
る  （90分）

授業で確認した項目以外の項目につ
いてもホームページを検索して、多
くの情報に触れておく。（90分）

1

ガイダンス

栄養教育の意義と目的　　
・「栄養士法」「健康増進法」から、栄養指導から栄養教育への
変遷を理解し、栄養教育の意義と目的を学ぶ。
・栄養教育と健康教育・ヘルスプロモーション
・確認問題

テキストP1～P5まで予習してくる。
（90分）栄養調理六法も必ず持参す
る。

栄養士にかかわる三法を栄養調理六
法で確認する。（90分）

2

栄養教育・公衆栄養の歴史と栄養士・管理栄養士の養成の歴史1
（1945以前）
時代の変遷における食生活や生活習慣の変化と疾病構造の変化、
健康づくり対策、求められてきた栄養教育、管理栄養士・栄養士
養成について学ぶ。
・確認問題

親や祖父母などの過ごしてきた食生
活について、インタビューして記録
したシートを持参してくる。（90
分）

配布されたワークシートで復習する
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

・ワークシートで学んだ知識の定着を図ります。
・小テストの結果返却後、解答の解説を行います。
・課題レポートにコメントをつけて返却します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・ＱＯＬの向上に健康の維持増進と生活習慣病予防の対策が深くかかわっていることを理解し、そこに栄養教育の意義と目的があることを
説明できるようになる。
・栄養教育に関わる行動科学理論やモデルとその活用を説明できるようになる。
・行動変容技法と概念について説明ができる。
・カウンセリングの基本について説明ができるようになる。
・組織づくり・地域づくりへの展開について具体例を挙げることができる。

授業の方法

・教科書、パワーポイントとOHC、配布印刷物を用い、講義形式で進めます。
・その回の授業内容に関する確認問題を毎回実施、解答解説を行います。
・まとめ試験を２回行い、解答解説を行います。

ＩＣＴ活用 Google Formのアンケート作成機能を用いて双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 小塚　美由記

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけてい
る。」「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検証することができ
る。」「対象者の栄養管理、栄養教育を行うために必要なコミュニケーション能力を身につけている。」などの栄養教育の基礎的科目であ
る。１年次の「管理栄養士概論」「食・生活教育演習」「公衆衛生学」「食事摂取基準論」で学んだことを踏まえて、栄養教育の基礎につ
いて学び、後期の「栄養教育論応用」に繋げる。

授業の概要

栄養教育とは、栄養・食生活上問題のある人、あるいはこれから問題が起こりうる人々を対象として、教育的手段により、栄養・食生活改
善の知識・技術を教え、対象者自らの考えに基づき改善への行動変容を起こすことを目指すものである。栄養教育論基礎では、栄養教育の
概念、栄養教育に関わる行動科学理論・モデルと活用、カウンセリングの基本と栄養教育への応用、行動変容技法と概念、組織づくり・地
域づくりへの展開について学び、そのために必要な知識や技術、資質について理解を深める。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10064041 栄養教育論基礎 3520 2 カリキュラムにより
異なります。
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15

まとめ
１回目～14回目の授業を振り返り、授業の到達目標がどれくらい
まで達成できているかワークシートで確認する。
課題レポートの返却
まとめの確認テストと解説

1～14回の授業を振り返り、よく理
解できた項目と理解が不十分な項目
を確認してくる。（60分）

小テストやワークシート、課題レ
ポートを配布資料とともにまとめ
る。  （120分）

13

カウンセリングの基本と栄養カウンセリング２
〇カウンセラーとクライアントの関係
〇行動カウンセリングの方法論
〇カウンセリングの基礎
〇認知行動療法
小テスト②（９～13回の内容）の実施
課題レポートの提出
・確認問題

テキストP41～P55まで目を通し、栄
養カウンセリングの応用について予
習してくる。（90分）

小テストでよく理解できていなかっ
たところを確認する。  （90分）

14

カウンセリングの基本と栄養カウンセリング3
〇動機づけ面接
〇行動療法面接の実際

組織づくり・地域づくりへの展開
・セルフヘルプグループ、グループダイナミクス、エンパワーメ
ント、ソーシャルキャピタル
・確認問題

小テスト②の返却と解説

テキストP57～62まで目を通し、予
習してくる。
 （90分）

配布されたワークシートで復習する
（90分）

11

行動変容のための技法3
セルフモニタリング、自己効力感、ストレスマネジメント、ソー
シャルスキルトレーニング、ナッジ
確認問題
課題レポートの提示

テキストP72～74に目を通し、予習
してくる。行動経済学とナッジにつ
いて調べてくる。（60分）

課題レポートの作成（120分）

12

カウンセリングの基本と栄養カウンセリング 1
・栄養カウンセリングの意義と特性
・栄養カウンセリングと心理カウンセリング
・栄養カウンセリングと行動カウンセリング
・栄養カウンセリングを行ううえでの態度と倫理
・カウンセリングの基本
・カウンセリングの技法　
・確認問題

テキストP37～40まで目を通し、予
習してくる。（90分）

小テストに向けて、9～１2回までの
授業をワークシートも振り返りなが
ら復習してくる。（90分）

9

小テスト①（１～8回の内容）の実施

行動変容のための技法
 刺激統制　反応妨害・拮抗　行動置換　オペラント強化　
・確認問題

小テストに向けて、１～８回までの
授業をワークシートも振り返りなが
ら復習してくる。
テキストP67～70まで復習してく
る。（120分）

配布されたワークシートで復習する
（60分）

10

小テスト①返却と解説
行動変容のための技法2
認知再構成　意思決定バランス　目標宣言、行動契約
・確認問題

テキストP70～71に目を通し、予習
してくる。（60分）

小テストでよく理解できていなかっ
たところを確認する。配布された
ワークシートで復習する  （120
分）

7

栄養教育と人間の行動変容に関する理論
〇対人関係や環境要因に焦点を当てた行動変容の理論
・社会的認知理論
・ソーシャルサポート
・自己効力感
・確認問題

テキストP19～20, P22～27の各理論
やモデルについて予習してくる。
（90分）

配布されたワークシートで復習する
（90分）

8

栄養教育と人間の行動変容に関する理論
〇栄養教育と生態学的モデル
・望ましい食行動に関連する要因
・複数の理論、モデルを統合する生態学的モデル
〇大規模集団や地域レベルの行動変容の理論
・コミュニティオーガニゼーション
・エンパワメントと栄養教育
・ヘルスリテラシー
・ソーシャルキャピタル
・イノベーション普及理論
・確認問題

テキストP8～11、P29～33を予習し
てくる（90分）

配布されたワークシートで復習する
（90分）

6

栄養教育と人間の行動変容に関する理論
〇個人要因に焦点を当てた行動変容の理論
・行動的教育モデル
・ヘルスビリーフモデル
・計画的行動理論
・トランスセオレティカルモデル
・確認問題

テキストP22～24まで目を通し、各
理論やモデルの概要について予習し
てくる。     （90分）

配布されたワークシートで復習する
（90分）
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履修条件・留意
事項等

配布プリント、ワークシートはファイルに綴じること。テキストは、栄養教育論応用でも引き続き使用します。

備考欄

その他 0

教科書 栄養教育論改定第5版／武見ゆかり・足立淑子他編／南江堂，2020年版 栄養調理六法

参考文献 栄養科学シリーズNEXT栄養カウンセリング論第２版/小松啓子他/講談社ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｸ、日本人の食事摂取基準

定期試験 0 筆記による試験を実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト（2回）各15%，確認問題（全14回）30%，課題レポート10%，まとめテスト30％

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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3

１．栄養アセスメント３　（八重樫） 　
各自の生活時間調査及び栄養摂取状況調査結果の評価
・栄養計算ソフト（エクセル栄養君）でも計算し、手計算してい
た栄養摂取状況を確認比較し評価する。
・食事バランスガイドを使用して評価をする
・食品群、エネルギー産生栄養素バランスによる評価
・食事調査法の評価方法と注意事項、限界について学ぶ
・各自の調査結果のまとめ

食事バランスガイドを復習してくる
（60分）

なし

1

ガイダンス　
１．栄養アセスメント１　（八重樫）
・栄養教育のマネジメントサイクルについて
・アセスメントのABCDEFについて　
・身体状況の把握　身体計測　生活活動記録の記録方法について
・栄養状態の把握   食事調査法について（秤量法、
２４時間思い出し法、ＦＦＱ、ＤＨＱ、ＢＤＨＱについて）

シラバスの確認をしてくる  〈30
分）

指定された日の食事記録と生活時間
記録をとる（150分）　

2

１．栄養アセスメント２　（八重樫）
・BDHQの実施
・各自の生活時間調査及び栄養摂取状況調査集計
・身体状況の把握　身体計測　生活活動記録の評価について

なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

介護老人保健施設での管理栄養士経験を活かして実習をします（白幡）
病院での管理栄養士経験を活かして実習をします（八重樫）

課題に対する
フィードバック

の方法

・作成した大学生対象の教材は提示する機会を設け、対象者から評価を受けます。
・小テストの結果返却後、解答の解説を行います。
・提出された課題にコメントをつけて返却します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・対象者の実態把握（アセスメント）の方法を理解し、実践できる。
・栄養教育計画の作成ができるようになる。
・ 対象者に合わせた学習方法が選択できる。
・ 複数の栄養教材を作成できる。
・教育者・指導者として必要な資質やコミュニケーション能力について理解し、卒業までに各自が具備すべき能力の目標を掲げることがで
きる。

授業の方法

３部構成になっており、１部では個々の取組みで栄養アセスメントを学び、２部ではグループワークを通じて、要因分析、目標設定、学習
形態、教材作成を学び、３部ではグループで模擬対象者の栄養教育計画の立案をして、栄養教育を実施、評価する。小テストの他、ワーク
シート、作成された教材など提出物、授業への取組みなどを大切に授業を進めて行く。学習方法や討議法の実際を授業に組み込んで体験的
に学び、グループダイナミクスが十分に働くように進めていく。指定された時間内に提出や発表する力をつける。

ＩＣＴ活用 GoogleFormsのアンケート作成機能を用いて双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 白幡　亜希、八重樫　昭徳

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけてい
る。（知識・技能）」「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検証
することができる。（思考・判断・表現）」「対象者の栄養管理、栄養教育を行うために必要なコミュニケーション能力を身につけてい
る。（思考・判断・表現」「人々の健康の保持・増進に貢献する自覚と意欲をもち、積極的に行動し、必要な情報を発信することができ
る。（関心・意欲・態度）」と特に関係がある科目である。
「栄養教育論」分野の基礎を基にした実習となる。

授業の概要

栄養教育マネジメントについて、対象者の実態を把握して、問題（課題）の抽出、それに基づく計画を立て、教育を実施する流れを実習
し、その経過や実施後に栄養教育の計画や手法、効果を評価し、改善することを実践的に学ぶ。栄養アセスメントから、対象者の食生活を
中心とする生活習慣のニーズやＱＯＬの多様性について学ぶ。食事調査法について、自らを対象者として学ぶ。対象集団や個人について、
グループ単位または個別に、栄養教育計画を作成し、模擬授業の展開を経て評価を行う。対象者に合わせた栄養教材の作成や活用について
も実習する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10067041 栄養教育論実習（１組） 3524 1 カリキュラムにより
異なります。
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定期試験 0% なし

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

３．模擬集団栄養教育マネジメント５　（白幡）
模擬授業の総合評価を行う。  
 　
まとめ　
・栄養教育論実習全体を通じて、栄養教育の一連の流れを確認す
る。　
・個人としての取り組み、グループで行った教材作成、グループ
で実施した模擬集団に対する模擬授業を振り返る。

模擬授業の進め方を実際に合わせて
体験学習してくる（120分）

なし

14 なし なし なし

11

３．模擬集団栄養教育マネジメント３　（白幡）
模擬授業の実施・評価　１

模擬授業の進め方を実際に合わせて
体験学習してくる（120分）

なし

12

３．模擬集団栄養教育マネジメント４　（白幡）
模擬授業の実施・評価  ２

模擬授業の進め方を実際に合わせて
体験学習してくる（120分）

なし

9

小テスト返却解説

３．模擬集団栄養教育マネジメント１ 　（白幡）
模擬集団を決定し、栄養教育のＰＤＣＡサイクルで、アセスメン
ト、目標設定、栄養教育計画を作成する

なし グループで指導案検討（120分）

10

３．模擬集団栄養教育マネジメント２　（白幡）　
・教材の作成　
・プレゼンテーションの準備・練習

なし 教材の作成（120分）

7

２．栄養教育の基礎技術４　（白幡） 　
・手作り教材の作成２
　リーフレット完成

・インターネットの栄養教育への活用　
・ＰＣを活用した情報収集と教材作成       
 　卓上ＰＯＰの指導案作成

ほっかいどうヘルスサポートレスト
ラン推進事業について調べてくる
（120分）

なし

8

小テストの実施

２．栄養教育の基礎技術５　（白幡） 　
・卓上ＰＯＰ作成
・卓上ＰＯＰのプレゼンテーション

小テストの範囲である 1 栄養アセ
スメント　2 栄養教育の基礎技術の
単元を復習してくる（120分）

なし

5

２．栄養教育の基礎技術２　（白幡） 　
・カウンセリング基礎力
　カウンセリングの技術の復習
　単純受容体験
　話し手の気持ちを受け止める体験
　　自己開示を体験する
　　気持ちを受け止め応答する

２年次の講義内容から、カウンセリ
ングについて復習してくる（90分）

なし

6

２．栄養教育の基礎技術３　（白幡） 　
・学習形態（一斉学習、グループ学習、個別学習）
　バズセッション（6-6式討議法）
　ブレインストーミング
　パネルディスカッション

・ブレインストーミングの内容を活かして要因分析と目標設定を
行う。

・手作り教材の作成１
　リーフレット作成

２年次の講義内容から、学習形態に
ついて復習してくる。プロシード・
プリシードモデル、要因分析、目標
設定を復習してくる（60分）

なし

4

１．栄養アセスメント４　（八重樫）
・栄養教育への心がまえの把握
・行動科学理論の応用　

２．栄養教育の基礎技術１
・教材の選択と作成　教材の目的と意義　教材の種類と特徴
・食事バランスガイドの活用した栄養教育・食育の実践
　料理カードによる演習
　食育ＳＡＴシステムの活用

なし なし
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履修条件・留意
事項等

・欠席及び遅刻をしないこと。
・「栄養教育論基礎・応用」を復習しておくこと。
・１回の授業は180分
・管理栄養士・栄養士／卒業必修科目です。

備考欄

その他 0%

教科書

栄養科学シリーズNEXT 栄養教育論実習 第２版 /片井加奈子・川上貴代・久保田恵 編/講談社,
（第７巻 栄養教育論 理論と実践/武見ゆかり・赤松利恵編/医歯薬出版,新スタンダード栄養・食物シリーズ11栄養教育論/赤松利恵・稲荷
山貴代編/東京化学同人,栄養教育・食育実践マニュアル第3版/武見ゆかり・吉池信男編/第一出版）

参考文献

・食事調査マニュアル はじめの一歩から実践・応用まで 改訂２版／南山堂
・日本人の食事摂取基準2020年版

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ・小テスト　　　　　　　　15%
・提出物　　　　　　　　　40%
・プレゼンテーション　　　25%
・授業への取り組み姿勢　　20%　

- 192 -



北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

3

１．栄養アセスメント３　（八重樫） 　
各自の生活時間調査及び栄養摂取状況調査結果の評価
・栄養計算ソフト（エクセル栄養君）でも計算し、手計算してい
た栄養摂取状況を確認比較し評価する。
・食事バランスガイドを使用して評価をする
・食品群、エネルギー産生栄養素バランスによる評価
・食事調査法の評価方法と注意事項、限界について学ぶ
・各自の調査結果のまとめ

食事バランスガイドを復習してくる
（60分）

なし

1

ガイダンス　
１．栄養アセスメント１　（八重樫）
・栄養教育のマネジメントサイクルについて
・アセスメントのABCDEFについて　
・身体状況の把握　身体計測　生活活動記録の記録方法について
・栄養状態の把握   食事調査法について（秤量法、
２４時間思い出し法、ＦＦＱ、ＤＨＱ、ＢＤＨＱについて）

シラバスの確認をしてくる  〈30
分）

指定された日の食事記録と生活時間
記録をとる（150分）　

2

１．栄養アセスメント２　（八重樫）
・BDHQの実施
・各自の生活時間調査及び栄養摂取状況調査集計
・身体状況の把握　身体計測　生活活動記録の評価について

なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

介護老人保健施設での管理栄養士経験を活かして実習をします（白幡）
病院での管理栄養士経験を活かして実習をします（八重樫）

課題に対する
フィードバック

の方法

・作成した大学生対象の教材は提示する機会を設け、対象者から評価を受けます。
・小テストの結果返却後、解答の解説を行います。
・提出された課題にコメントをつけて返却します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・対象者の実態把握（アセスメント）の方法を理解し、実践できる。
・栄養教育計画の作成ができるようになる。
・ 対象者に合わせた学習方法が選択できる。
・ 複数の栄養教材を作成できる。
・教育者・指導者として必要な資質やコミュニケーション能力について理解し、卒業までに各自が具備すべき能力の目標を掲げることがで
きる。

授業の方法

３部構成になっており、１部では個々の取組みで栄養アセスメントを学び、２部ではグループワークを通じて、要因分析、目標設定、学習
形態、教材作成を学び、３部ではグループで模擬対象者の栄養教育計画の立案をして、栄養教育を実施、評価する。小テストの他、ワーク
シート、作成された教材など提出物、授業への取組みなどを大切に授業を進めて行く。学習方法や討議法の実際を授業に組み込んで体験的
に学び、グループダイナミクスが十分に働くように進めていく。指定された時間内に提出や発表する力をつける。

ＩＣＴ活用 GoogleFormsのアンケート作成機能を用いて双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 白幡　亜希、八重樫　昭徳

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけてい
る。（知識・技能）」「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検証
することができる。（思考・判断・表現）」「対象者の栄養管理、栄養教育を行うために必要なコミュニケーション能力を身につけてい
る。（思考・判断・表現」「人々の健康の保持・増進に貢献する自覚と意欲をもち、積極的に行動し、必要な情報を発信することができ
る。（関心・意欲・態度）」と特に関係がある科目である。
「栄養教育論」分野の基礎を基にした実習となる。

授業の概要

栄養教育マネジメントについて、対象者の実態を把握して、問題（課題）の抽出、それに基づく計画を立て、教育を実施する流れを実習
し、その経過や実施後に栄養教育の計画や手法、効果を評価し、改善することを実践的に学ぶ。栄養アセスメントから、対象者の食生活を
中心とする生活習慣のニーズやＱＯＬの多様性について学ぶ。食事調査法について、自らを対象者として学ぶ。対象集団や個人について、
グループ単位または個別に、栄養教育計画を作成し、模擬授業の展開を経て評価を行う。対象者に合わせた栄養教材の作成や活用について
も実習する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10067042 栄養教育論実習（２組） 3524 1 カリキュラムにより
異なります。
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定期試験 0% なし

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

３．模擬集団栄養教育マネジメント５　（白幡）
模擬授業の総合評価を行う。  
 　
まとめ　
・栄養教育論実習全体を通じて、栄養教育の一連の流れを確認す
る。　
・個人としての取り組み、グループで行った教材作成、グループ
で実施した模擬集団に対する模擬授業を振り返る。

模擬授業の進め方を実際に合わせて
体験学習してくる（120分）

なし

14 なし なし なし

11

３．模擬集団栄養教育マネジメント３　（白幡）
模擬授業の実施・評価　１

模擬授業の進め方を実際に合わせて
体験学習してくる（120分）

なし

12

３．模擬集団栄養教育マネジメント４　（白幡）
模擬授業の実施・評価  ２

模擬授業の進め方を実際に合わせて
体験学習してくる（120分）

なし

9

小テスト返却解説

３．模擬集団栄養教育マネジメント１ 　（白幡）
模擬集団を決定し、栄養教育のＰＤＣＡサイクルで、アセスメン
ト、目標設定、栄養教育計画を作成する

なし グループで指導案検討（120分）

10

３．模擬集団栄養教育マネジメント２　（白幡）　
・教材の作成　
・プレゼンテーションの準備・練習

なし 教材の作成（120分）

7

２．栄養教育の基礎技術４　（白幡） 　
・手作り教材の作成２
　リーフレット完成

・インターネットの栄養教育への活用　
・ＰＣを活用した情報収集と教材作成       
 　卓上ＰＯＰの指導案作成

ほっかいどうヘルスサポートレスト
ラン推進事業について調べてくる
（120分）

なし

8

小テストの実施

２．栄養教育の基礎技術５　（白幡） 　
・卓上ＰＯＰ作成
・卓上ＰＯＰのプレゼンテーション

小テストの範囲である 1 栄養アセ
スメント　2 栄養教育の基礎技術の
単元を復習してくる（120分）

なし

5

２．栄養教育の基礎技術２　（白幡） 　
・カウンセリング基礎力
　カウンセリングの技術の復習
　単純受容体験
　話し手の気持ちを受け止める体験
　　自己開示を体験する
　　気持ちを受け止め応答する

２年次の講義内容から、カウンセリ
ングについて復習してくる（90分）

なし

6

２．栄養教育の基礎技術３　（白幡） 　
・学習形態（一斉学習、グループ学習、個別学習）
　バズセッション（6-6式討議法）
　ブレインストーミング
　パネルディスカッション

・ブレインストーミングの内容を活かして要因分析と目標設定を
行う。

・手作り教材の作成１
　リーフレット作成

２年次の講義内容から、学習形態に
ついて復習してくる。プロシード・
プリシードモデル、要因分析、目標
設定を復習してくる（60分）

なし

4

１．栄養アセスメント４　（八重樫）
・栄養教育への心がまえの把握
・行動科学理論の応用　

２．栄養教育の基礎技術１
・教材の選択と作成　教材の目的と意義　教材の種類と特徴
・食事バランスガイドの活用した栄養教育・食育の実践
　料理カードによる演習
　食育ＳＡＴシステムの活用

なし なし
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北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

・欠席及び遅刻をしないこと。
・「栄養教育論基礎・応用」を復習しておくこと。
・１回の授業は180分
・管理栄養士・栄養士／卒業必修科目です。

備考欄

その他 0%

教科書

栄養科学シリーズNEXT 栄養教育論実習 第２版 /片井加奈子・川上貴代・久保田恵 編/講談社,
（第７巻 栄養教育論 理論と実践/武見ゆかり・赤松利恵編/医歯薬出版,新スタンダード栄養・食物シリーズ11栄養教育論/赤松利恵・稲荷
山貴代編/東京化学同人,栄養教育・食育実践マニュアル第3版/武見ゆかり・吉池信男編/第一出版）

参考文献

・食事調査マニュアル はじめの一歩から実践・応用まで 改訂２版／南山堂
・日本人の食事摂取基準2020年版

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ・小テスト　　　　　　　　15%
・提出物　　　　　　　　　40%
・プレゼンテーション　　　25%
・授業への取り組み姿勢　　20%　
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北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

3

１．栄養アセスメント３　（八重樫） 　
各自の生活時間調査及び栄養摂取状況調査結果の評価
・栄養計算ソフト（エクセル栄養君）でも計算し、手計算してい
た栄養摂取状況を確認比較し評価する。
・食事バランスガイドを使用して評価をする
・食品群、エネルギー産生栄養素バランスによる評価
・食事調査法の評価方法と注意事項、限界について学ぶ
・各自の調査結果のまとめ

食事バランスガイドを復習してくる
（60分）

なし

1

ガイダンス　
１．栄養アセスメント１　（八重樫）
・栄養教育のマネジメントサイクルについて
・アセスメントのABCDEFについて　
・身体状況の把握　身体計測　生活活動記録の記録方法について
・栄養状態の把握   食事調査法について（秤量法、
２４時間思い出し法、ＦＦＱ、ＤＨＱ、ＢＤＨＱについて）

シラバスの確認をしてくる  〈30
分）

指定された日の食事記録と生活時間
記録をとる（150分）　

2

１．栄養アセスメント２　（八重樫）
・BDHQの実施
・各自の生活時間調査及び栄養摂取状況調査集計
・身体状況の把握　身体計測　生活活動記録の評価について

なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

介護老人保健施設での管理栄養士経験を活かして実習をします（白幡）
病院での管理栄養士経験を活かして実習をします（八重樫）

課題に対する
フィードバック

の方法

・作成した大学生対象の教材は提示する機会を設け、対象者から評価を受けます。
・小テストの結果返却後、解答の解説を行います。
・提出された課題にコメントをつけて返却します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・対象者の実態把握（アセスメント）の方法を理解し、実践できる。
・栄養教育計画の作成ができるようになる。
・ 対象者に合わせた学習方法が選択できる。
・ 複数の栄養教材を作成できる。
・教育者・指導者として必要な資質やコミュニケーション能力について理解し、卒業までに各自が具備すべき能力の目標を掲げることがで
きる。

授業の方法

３部構成になっており、１部では個々の取組みで栄養アセスメントを学び、２部ではグループワークを通じて、要因分析、目標設定、学習
形態、教材作成を学び、３部ではグループで模擬対象者の栄養教育計画の立案をして、栄養教育を実施、評価する。小テストの他、ワーク
シート、作成された教材など提出物、授業への取組みなどを大切に授業を進めて行く。学習方法や討議法の実際を授業に組み込んで体験的
に学び、グループダイナミクスが十分に働くように進めていく。指定された時間内に提出や発表する力をつける。

ＩＣＴ活用 GoogleFormsのアンケート作成機能を用いて双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 白幡　亜希、八重樫　昭徳

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけてい
る。（知識・技能）」「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検証
することができる。（思考・判断・表現）」「対象者の栄養管理、栄養教育を行うために必要なコミュニケーション能力を身につけてい
る。（思考・判断・表現」「人々の健康の保持・増進に貢献する自覚と意欲をもち、積極的に行動し、必要な情報を発信することができ
る。（関心・意欲・態度）」と特に関係がある科目である。
「栄養教育論」分野の基礎を基にした実習となる。

授業の概要

栄養教育マネジメントについて、対象者の実態を把握して、問題（課題）の抽出、それに基づく計画を立て、教育を実施する流れを実習
し、その経過や実施後に栄養教育の計画や手法、効果を評価し、改善することを実践的に学ぶ。栄養アセスメントから、対象者の食生活を
中心とする生活習慣のニーズやＱＯＬの多様性について学ぶ。食事調査法について、自らを対象者として学ぶ。対象集団や個人について、
グループ単位または個別に、栄養教育計画を作成し、模擬授業の展開を経て評価を行う。対象者に合わせた栄養教材の作成や活用について
も実習する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10067043 栄養教育論実習（３組） 3524 1 カリキュラムにより
異なります。
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北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

定期試験 0% なし

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

３．模擬集団栄養教育マネジメント５　（白幡）
模擬授業の総合評価を行う。  
 　
まとめ　
・栄養教育論実習全体を通じて、栄養教育の一連の流れを確認す
る。　
・個人としての取り組み、グループで行った教材作成、グループ
で実施した模擬集団に対する模擬授業を振り返る。

模擬授業の進め方を実際に合わせて
体験学習してくる（120分）

なし

14 なし なし なし

11

３．模擬集団栄養教育マネジメント３　（白幡）
模擬授業の実施・評価　１

模擬授業の進め方を実際に合わせて
体験学習してくる（120分）

なし

12

３．模擬集団栄養教育マネジメント４　（白幡）
模擬授業の実施・評価  ２

模擬授業の進め方を実際に合わせて
体験学習してくる（120分）

なし

9

小テスト返却解説

３．模擬集団栄養教育マネジメント１ 　（白幡）
模擬集団を決定し、栄養教育のＰＤＣＡサイクルで、アセスメン
ト、目標設定、栄養教育計画を作成する

なし グループで指導案検討（120分）

10

３．模擬集団栄養教育マネジメント２　（白幡）　
・教材の作成　
・プレゼンテーションの準備・練習

なし 教材の作成（120分）

7

２．栄養教育の基礎技術４　（白幡） 　
・手作り教材の作成２
　リーフレット完成

・インターネットの栄養教育への活用　
・ＰＣを活用した情報収集と教材作成       
 　卓上ＰＯＰの指導案作成

ほっかいどうヘルスサポートレスト
ラン推進事業について調べてくる
（120分）

なし

8

小テストの実施

２．栄養教育の基礎技術５　（白幡） 　
・卓上ＰＯＰ作成
・卓上ＰＯＰのプレゼンテーション

小テストの範囲である 1 栄養アセ
スメント　2 栄養教育の基礎技術の
単元を復習してくる（120分）

なし

5

２．栄養教育の基礎技術２　（白幡） 　
・カウンセリング基礎力
　カウンセリングの技術の復習
　単純受容体験
　話し手の気持ちを受け止める体験
　　自己開示を体験する
　　気持ちを受け止め応答する

２年次の講義内容から、カウンセリ
ングについて復習してくる（90分）

なし

6

２．栄養教育の基礎技術３　（白幡） 　
・学習形態（一斉学習、グループ学習、個別学習）
　バズセッション（6-6式討議法）
　ブレインストーミング
　パネルディスカッション

・ブレインストーミングの内容を活かして要因分析と目標設定を
行う。

・手作り教材の作成１
　リーフレット作成

２年次の講義内容から、学習形態に
ついて復習してくる。プロシード・
プリシードモデル、要因分析、目標
設定を復習してくる（60分）

なし

4

１．栄養アセスメント４　（八重樫）
・栄養教育への心がまえの把握
・行動科学理論の応用　

２．栄養教育の基礎技術１
・教材の選択と作成　教材の目的と意義　教材の種類と特徴
・食事バランスガイドの活用した栄養教育・食育の実践
　料理カードによる演習
　食育ＳＡＴシステムの活用

なし なし
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履修条件・留意
事項等

・欠席及び遅刻をしないこと。
・「栄養教育論基礎・応用」を復習しておくこと。
・１回の授業は180分
・管理栄養士・栄養士／卒業必修科目です。

備考欄

その他 0%

教科書

栄養科学シリーズNEXT 栄養教育論実習 第２版 /片井加奈子・川上貴代・久保田恵 編/講談社,
（第７巻 栄養教育論 理論と実践/武見ゆかり・赤松利恵編/医歯薬出版,新スタンダード栄養・食物シリーズ11栄養教育論/赤松利恵・稲荷
山貴代編/東京化学同人,栄養教育・食育実践マニュアル第3版/武見ゆかり・吉池信男編/第一出版）

参考文献

・食事調査マニュアル はじめの一歩から実践・応用まで 改訂２版／南山堂
・日本人の食事摂取基準2020年版

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ・小テスト　　　　　　　　15%
・提出物　　　　　　　　　40%
・プレゼンテーション　　　25%
・授業への取り組み姿勢　　20%　
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3

３．栄養教育の目標設定と計画立案１
１）プログラム
２）目標設定
・目標設定の方法
・実施目標　・学習目標　・行動目標　・環境目標　・結果目標
３）栄養教育方法の選択
４）学習形態選択と組み合わせ

教科書のｐ106～ｐ120を予習してく
る。（90分）

小テストで復習する。（90分）

4

３．栄養教育の目標設定と計画立案２
５）教材
・教材の選択と作成
６）プログラムの作成
・学習者の決定
・期間・時期・頻度・時間の設定
・場所の選択の設定
・実施者の決定とトレーニング

４．栄養教育の実施　
・モニタリング
・実施記録・報告

教科書のｐ120～ｐ136を予習してく
る。（90分）

小テストで復習する。（90分）

1

ガイダンス　

１．栄養教育マネジメント
１）栄養教育マネジメントとは
２）栄養教育の対象と機会
３）栄養教育マネジメントで用いる理論やモデル
・プリシード・プロシードモデル
・ソーシャルマーケティング
・生態学的モデル

教科書ｐ79～ｐ92を予習してくる。
（90分）

小テストで復習する。（90分）

2

２．栄養教育のためのアセスメント
１）栄養教育におけるアセスメントの意義と目的
２）情報収集の方法
３）栄養アセスメントの種類と方法
・個人要因のアセスメント
・環境要因のアセスメント
４）判定

教科書のｐ95～ｐ102を予習してく
る。自分自身の個人要因、環境要因
を考えてみる。（90分）

小テストで復習する。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

介護老人保健施設での管理栄養士経験を活かして講義をします。

課題に対する
フィードバック

の方法

・小テストを活用し、学んだ知識の定着を図ります。
・小テスト・確認テスト・総まとめテストの結果返却後、解答の解説を行います。
・課題レポートにコメントをつけて返却します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・栄養教育のマネジメントサイクルについて説明できる。
・栄養教育に関わる理論とモデルについて、栄養教育における具体的な活用方法が説明できる。
・栄養教育の方法の選択と教育形態を理解し、教材の選択もできる。
・栄養教育の評価の目的や流れが説明できる。
・ライフステージ・ライフスタイル別、個別・集団別の栄養教育の展開について説明できる。

授業の方法

パワーポイントとOHC、配布印刷物を用い、講義形式で進めます。
アクティブラーニングとして、８回目の授業でグループワークを行います。
また、理解度を確認するために確認テスト（２回）・総まとめテスト（１回）を実施、解答解説を行います。

ＩＣＴ活用 GoogleFormsのアンケート作成機能を用いて双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 白幡　亜希

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけてい
る。（知識・技能）」「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検証
することができる。（思考・判断・表現）」「対象者の栄養管理、栄養教育を行うために必要なコミュニケーション能力を身につけてい
る。（思考・判断・表現」「人々の健康の保持・増進に貢献する自覚と意欲をもち、積極的に行動し、必要な情報を発信することができ
る。（関心・意欲・態度）」ことと関係がある科目である。
「栄養教育論」分野の基礎の応用となる科目である。

授業の概要

栄養教育の目標は、対象者の食生活を中心とする生活習慣の改善を通じて、健康の保持・増進、QOLの向上を図ることにある。「栄養教育
論基礎」で学んだ基礎知識を基に、行動科学の理論とモデル、行動変容技法、カウンセリングの技法を使い、ライフステージやライフスタ
イル別、個人対象や集団対象別に応じた栄養教育プログラムについて総合的にマネジメントできるように、主体的な実践力をつけるための
支援に必要な健康・栄養教育理論と方法を修得する。また、食環境づくりと栄養教育の関連についても理解を深める。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

90065041 栄養教育論応用 3522 2 2
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13

ライフステージ・ライフスタイル別栄養教育の展開５
高齢期の栄養教育
１）高齢期の健康課題と栄養教育の特徴
２）介護保険制度と栄養教育

教科書のｐ231～ｐ246を予習してく
る。（90分）

高齢期のマネジメントについて課題
に回答する。
課題レポートに取り組む        
（90分）

14

ライフステージ・ライフスタイル別栄養教育の展開６　
・傷病者の栄養教育
・障がい者の栄養教育
・発達に障害のある子どもの栄養教育
・アスリートを対象とした栄養教育

確認テスト②返却と解説

対象者に関することを予習する。
（90分）

確認テスト②を復習する。（90分）

11

ライフステージ・ライフスタイル別栄養教育の展開３　
学童期の栄養教育
１）学童期の食育の特徴
２）学校を拠点とした食育

思春期の栄養教育
１）思春期における栄養教育上のアセスメントと栄養教育のポイ
ント
２）思春期における栄養っ教育の実施
３）思春期における栄養教育のテーマと実施する際の注意点

教科書のｐ182～ｐ210を予習してく
る。（90分）

学童期・思春期のマネジメントにつ
いて課題に回答する。課題レポート
に取り組む。（90分）

12

ライフステージ・ライフスタイル別栄養教育の展開４　
１）成人期のライフスタイルと食生活の特徴
２）成人期を対象とした栄養教育の特徴と留意事項


確認テスト②の実施

教科書のｐ211～ｐ229を予習してく
る。（90分）

確認テスト②の自己の解答解説を作
成する。（90分）

9

確認テスト①返却と解説　

ライフステージ・ライフスタイル別栄養教育の展開１
妊娠・授乳期の栄養教育
１）妊娠・授乳期の母子を取り巻く現状
２）妊娠・授乳期の特徴と栄養教育

課題レポートの提示

教科書ｐ147～ｐ157を予習してく
る。（90分）

確認テスト①を復習する。（90分）

10

ライフステージ・ライフスタイル別栄養教育の展開２　
乳・幼児期の栄養教育
１）乳幼児の成長・発達を重視した栄養教育の特徴と課題
２）乳幼児の食生活の現状と栄養教育のためのアセスメント
３）乳・幼児期の栄養教育の目標
４）乳・幼児期の栄養教育の内容
５）市町村母子保健事業における栄養教育
６）保育所、認定こども園、幼稚園を拠点とした食育

教科書のｐ160～ｐ180を予習してく
る。（90分）

乳・幼児期のマネジメントについて
課題に回答する。
課題レポートに取り組む。
   （90分）

7

６．栄養教育の見直し・改善

栄養教育マネジメントのまとめ

確認テスト①の実施

教科書ｐ144～ｐ146を予習してく
る。（90分）

確認テスト①の自己の解答解説を作
成する。（90分）

8

グループワーク
バズセッション
テーマ「食育の重要性について」

食育について情報収集し、イメージ
できるようにしておく。（90分）

バズセッションの体験をまとめる。
（90分）

5

５．栄養教育の評価１
１）評価の意義
２）評価の種類
・企画評価　・経過評価　・影響評価　・結果評価　・形成的評
価　・総括的評価

前期教科書ｐ136～ｐ139を予習して
くる。（90分）

小テストで復習する。（90分）

6

５．栄養教育の評価２
２）評価の種類
・経済評価　・総合的評価
３）評価指標と評価基準の設定
４）評価のための研究デザイン
５）測定や手法の信頼性と妥当性

教科書ｐ139～ｐ144を予習してく
る。（90分）

小テストで復習する。（90分）
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履修条件・留意
事項等

管理栄養士・栄養士／卒業必修科目です。

備考欄

その他 0

教科書

栄養教育論　改訂５版／国立研究開発法人　医薬基盤・健康・栄養研究所監修／武見ゆかり・足達淑子・木村典代・林芙美編／南江堂（前
期購入テキスト）、「食事バランスガイド」を活用した栄養教育・食育実践マニュアル第３版/第一出版

参考文献 必要に応じてプリント配布

定期試験 0 筆記による定期試験を実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認テスト（２回）各10%、総まとめテスト40%、各回の小テストおよび課題提出25%、課題レポート15%


15

総まとめテストと解説 今まで学習した内容で理解が不十分
な個所はないか確認してくる。
（120分）

返却された課題・小テスト・確認テ
スト・総まとめテストを配布資料と
共にまとめる。（60分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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5

栄養カウンセリングの基礎演習１
 ・グループワーク
「理解したことを確認する」（実習1）
・ペアワーク
「要約」（実習2）

P96～P102に目を通してくる。カウ
ンセリングに対応した状態とは何か
を考えて授業に臨む。（25分）　

日々の生活で、人の話を聴く時の自
分の聴き方を振り返る。　　　　
（20分）　
　

3

カウンセリングに必要な食行動理論　
・食行動に影響を及ぼす要因
・食行動と学習　刺激ー反応理論
・ストレスと食行動について
・摂食障害における食行動について

刺激ー反応理論、ストレスマネジメ
ントを復習してくる。
（25分）　

ストレスの機序や摂食障害について
理解を深める。（20分）　

4

栄養カウンセリングの基礎(1)　
・基本的態度を学ぶ。
・受容と共感と自己一致を理解する。
・管理栄養士・栄養士の倫理綱領について
・環境整備、場面構成・話し手、聞き手、観察者の役割　
・傾聴の意義と重要性について学ぶ 
・傾聴を構成する技法

栄養教育論実習のカウンセリングの
実習内容を復習する    （30分）　

管理栄養士・栄養士の倫理綱領を理
解する。（15分）

1

ガイダンス
栄養教育における栄養カウンセリングの位置づけ　・栄養教育に
求められる栄養カウンセリングの意義と必要性・栄養カウンセリ
ングの効果栄養カウンセリングの位置づけを学ぶことにより、栄
養士業務は対人業務であり、カウンセリング技法を習得すること
は必須であることを理解する。

テキストのP1～P5に目を通してく
る。（25分）　

栄養教育に栄養カウンセリングを取
り入れる効果について確認する。
（20分）　

2

栄養教育に関係が深い疾病や健康に関する保健行動  
・行動科学理論の復習保健行動理論として、行動科学理論を復習
する。トランスセオレティカルモデル・ヘルスビリーフモデル・
社会的認知理論（セルフエフィカシー）・行動制御・コンプライ
アンス・タイプＡ行動パターン

個人の態度と行動変容に関する理論
を復習してくる。
（25分）　

保健行動の準備性について理解を深
めておく。
（20分）　

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

・小テストの結果返却後、解答の解説を行います。
・実習時のワークシートにコメントをつけて返却します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・対象者にかかわる際の受容、共感、自己一致の3つの基本的な態度がとれるようになる。
・栄養カウンセリングの技法を実践できるようになる。
・栄養教育プログラムにおいて、行動科学の理論や栄養カウンセリングを効果的に活用できる。
・対象者との信頼関係の形成、適切な目標の設定、行動変容への支援などが重要であることを理解できる。
・ライフステージと食行動の特徴を説明できる。
・個別栄養教育や集団栄養教育での栄養カウンセリングの応用について説明ができる。

授業の方法

講義とペアワークやグループワークによる実習を通して個々のカウンセリング力が醸成されるように実践的に学ぶ演習科目である。実習後
のディスカッションやワークシートの記入内容の発表などを通じて、コミュニケーション力も求められ、学びを深め合う。自己開示を行う
機会もあり、自己理解を深め、多様な感じ方、考え方があることも理解できるように進める。
基本知識の修得は小テストによる評価も行い、ワークシートなどの提出物や実習への取組み姿勢も評価の対象になる。

ＩＣＴ活用 Google Formのアンケート作成機能を用いて双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 小塚　美由記

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「対象者の栄養管理、栄養教育を行うために必要なコミュニケーション能力を身につけている。」などの栄養教育の
応用的科目である。倫理観を備え、豊かな人間性や広範囲な教養を有し、専門職としての使命感や責任感を持ち、社会に貢献する管理栄養
士を養成するための科目である。2年次の「栄養教育論」で学んだ理論や知識のもとに、栄養教育に必要な栄養カウンセリングの基本を修
得する為の演習科目である。前期の「栄養教育論実習」で体験したカウンセリングの基本を基礎にして深めていく。3年後期の「臨地実
習」、4年の「栄養教育マネジメント演習」に繋がる。

授業の概要

心理学の専門知識を基礎に、栄養士との人間的なかかわりをとおして、対象者が自分の食生活について理解を深め、食行動上の課題に気づ
き、自分の目標を決め、行動変容することにより、課題改善に取り組む過程を支援する栄養カウンセリングスキルを学ぶことを目的とす
る。
　栄養カウンセリングの基本と方法論などを用いて、効果的な栄養教育の実際を対象者との信頼関係の形成や自発的な行動変容の支援がで
きるよう演習を通じて学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10374041 栄養カウンセリング論（１組） 3532 1 カリキュラムにより
異なります。
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その他 0 なし

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ・ワークシート等提出物４５％
・小テスト２０％（2回）
・グループワーク・ペアワークへの取り組み３５％

15

・小テスト②返却・解説

・臨床の場における栄養カウンセリングの特徴
・臨床の場でのグループカウンセリングの特徴

まとめ
授業をふりかえり、到達目標が達成されているか評価する。

P78～85まで目を通してくる。
今までの授業内容を振り返り、配布
資料やワークシートも持参する。
（45分）　

なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

ライフステージと食行動の特徴(4) 
・成人期・壮年期の食行動を理解する。

ライフステージ別の栄養カウンセリング(4)
・成人期の事例演習
・壮年期の事例演習

P70～71、P87～90に目を通してく
る。栄養教育論・応用栄養学のテキ
ストの同じステージを復習してく
る。（20分）

演習した内容を再度仲間とロールプ
レイをする（25分）

14

ライフステージと食行動の特徴(5) 
・高齢期の食行動を理解する。

ライフステージ別の栄養カウンセリング(5)
・高齢期の事例演習　

小テスト②の実施

P71～P73に目を通してくる。栄養教
育論・応用栄養学のテキストの同じ
ステージを復習してくる。（30分）　


ワークシートで復習をする。  （15
分）

11

ライフステージと食行動の特徴(2) 
・幼児期・学童期の食行動を理解する。

ライフステージ別の栄養カウンセリング(2)
・幼児期の事例演習
・学童期の事例演習

P61～P67に目を通してくる。 （25
分）

演習した内容を再度仲間とロールプ
レイをする（20分）

12

ライフステージと食行動の特徴(3) 
・思春期期・青年期期の食行動を理解する。

ライフステージ別の栄養カウンセリング(3)
・思春期の事例演習
・青年期の事例演習

P67～69、P74～78に目を通してく
る。（25分）

ワークシートで復習をする。    
（20分）

9

小テスト①実施

ライフステージと食行動の特徴(1)　
・妊娠・授乳期の食行動を理解する。
・乳幼児期の食行動を理解する。

１回目からの学習内容の復習をして
くる。P57～P60に目を通してくる。 
（30分）　

妊婦の情緒面は内分泌環境によって
変化することを復習しておく。（15
分）　

10

小テスト①返却、解説

ライフステージ別の栄養カウンセリング(1)
・妊娠期の事例演習
・授乳期　（離乳期）の事例演習

栄養教育論・応用栄養学のテキスト
の同じステージを復習してくる。
（15分）　

演習した内容を再度仲間とロールプ
レイをする（30分）　

7

栄養カウンセリングに必要なカウンセリング理論(1)　
・精神分析療法 ・来談者中心療法 ・行動療法 ・交流分析

P18～P27に目を通してくる。 （30
分）　

学んだことを対人関係に活かせると
ころがないか考える。  （15分）

8

栄養カウンセリングに必要なカウンセリング理論(2)　 
・家族療法  ・パーソナリティー理論 ・グループアプローチ 

心理アセスメント 
・面接 ・心理テスト・行動観察

P27～P39に目を通してくる。 （30
分）

グループアプローチの特徴を復習す
る。（15分）　
　

6

栄養カウンセリングのための基礎演習２　
・グループワーク「クライエント役の体験」（実習3）
・ペアワーク「開かれた質問」と「閉ざされた質問」（実習4）

P103～117まで目を通してくる。
（30分）　

カウンセリングの技法で体得できて
いないところを確認しておく（15
分）　
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履修条件・留意
事項等

演習科目でペアワークやグループワークがあるので、欠席・遅刻はしないように。

備考欄

教科書

栄養科学シリーズＮＥＸＴ栄養カウンセリング論　第2版 / 小松啓子他編 / 講談社サイエンティフィック

参考文献 栄養カウンセリング論／赤松利恵・永井成美著／化学同人
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5

栄養カウンセリングの基礎演習１
 ・グループワーク
「理解したことを確認する」（実習1）
・ペアワーク
「要約」（実習2）

P96～P102に目を通してくる。カウ
ンセリングに対応した状態とは何か
を考えて授業に臨む。（25分）　

日々の生活で、人の話を聴く時の自
分の聴き方を振り返る。　　　　
（20分）　
　

3

カウンセリングに必要な食行動理論　
・食行動に影響を及ぼす要因
・食行動と学習　刺激ー反応理論
・ストレスと食行動について
・摂食障害における食行動について

刺激ー反応理論、ストレスマネジメ
ントを復習してくる。
（25分）　

ストレスの機序や摂食障害について
理解を深める。（20分）　

4

栄養カウンセリングの基礎(1)　
・基本的態度を学ぶ。
・受容と共感と自己一致を理解する。
・管理栄養士・栄養士の倫理綱領について
・環境整備、場面構成・話し手、聞き手、観察者の役割　
・傾聴の意義と重要性について学ぶ 
・傾聴を構成する技法

栄養教育論実習のカウンセリングの
実習内容を復習する    （30分）　

管理栄養士・栄養士の倫理綱領を理
解する。（15分）

1

ガイダンス
栄養教育における栄養カウンセリングの位置づけ　・栄養教育に
求められる栄養カウンセリングの意義と必要性・栄養カウンセリ
ングの効果栄養カウンセリングの位置づけを学ぶことにより、栄
養士業務は対人業務であり、カウンセリング技法を習得すること
は必須であることを理解する。

テキストのP1～P5に目を通してく
る。（25分）　

栄養教育に栄養カウンセリングを取
り入れる効果について確認する。
（20分）　

2

栄養教育に関係が深い疾病や健康に関する保健行動  
・行動科学理論の復習保健行動理論として、行動科学理論を復習
する。トランスセオレティカルモデル・ヘルスビリーフモデル・
社会的認知理論（セルフエフィカシー）・行動制御・コンプライ
アンス・タイプＡ行動パターン

個人の態度と行動変容に関する理論
を復習してくる。
（25分）　

保健行動の準備性について理解を深
めておく。
（20分）　

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

・小テストの結果返却後、解答の解説を行います。
・実習時のワークシートにコメントをつけて返却します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・対象者にかかわる際の受容、共感、自己一致の3つの基本的な態度がとれるようになる。
・栄養カウンセリングの技法を実践できるようになる。
・栄養教育プログラムにおいて、行動科学の理論や栄養カウンセリングを効果的に活用できる。
・対象者との信頼関係の形成、適切な目標の設定、行動変容への支援などが重要であることを理解できる。
・ライフステージと食行動の特徴を説明できる。
・個別栄養教育や集団栄養教育での栄養カウンセリングの応用について説明ができる。

授業の方法

講義とペアワークやグループワークによる実習を通して個々のカウンセリング力が醸成されるように実践的に学ぶ演習科目である。実習後
のディスカッションやワークシートの記入内容の発表などを通じて、コミュニケーション力も求められ、学びを深め合う。自己開示を行う
機会もあり、自己理解を深め、多様な感じ方、考え方があることも理解できるように進める。
基本知識の修得は小テストによる評価も行い、ワークシートなどの提出物や実習への取組み姿勢も評価の対象になる。

ＩＣＴ活用 Google Formのアンケート作成機能を用いて双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 小塚　美由記

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「対象者の栄養管理、栄養教育を行うために必要なコミュニケーション能力を身につけている。」などの栄養教育の
応用的科目である。倫理観を備え、豊かな人間性や広範囲な教養を有し、専門職としての使命感や責任感を持ち、社会に貢献する管理栄養
士を養成するための科目である。2年次の「栄養教育論」で学んだ理論や知識のもとに、栄養教育に必要な栄養カウンセリングの基本を修
得する為の演習科目である。前期の「栄養教育論実習」で体験したカウンセリングの基本を基礎にして深めていく。3年後期の「臨地実
習」、4年の「栄養教育マネジメント演習」に繋がる。

授業の概要

心理学の専門知識を基礎に、栄養士との人間的なかかわりをとおして、対象者が自分の食生活について理解を深め、食行動上の課題に気づ
き、自分の目標を決め、行動変容することにより、課題改善に取り組む過程を支援する栄養カウンセリングスキルを学ぶことを目的とす
る。
　栄養カウンセリングの基本と方法論などを用いて、効果的な栄養教育の実際を対象者との信頼関係の形成や自発的な行動変容の支援がで
きるよう演習を通じて学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10374042 栄養カウンセリング論（２組） 3532 1 カリキュラムにより
異なります。
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その他 0 なし

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ・ワークシート等提出物４５％
・小テスト２０％（2回）
・グループワーク・ペアワークへの取り組み３５％

15

・小テスト②返却・解説

・臨床の場における栄養カウンセリングの特徴
・臨床の場でのグループカウンセリングの特徴

まとめ
授業をふりかえり、到達目標が達成されているか評価する。

P78～85まで目を通してくる。
今までの授業内容を振り返り、配布
資料やワークシートも持参する。
（45分）　

なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

ライフステージと食行動の特徴(4) 
・成人期・壮年期の食行動を理解する。

ライフステージ別の栄養カウンセリング(4)
・成人期の事例演習
・壮年期の事例演習

P70～71、P87～90に目を通してく
る。栄養教育論・応用栄養学のテキ
ストの同じステージを復習してく
る。（20分）

演習した内容を再度仲間とロールプ
レイをする（25分）

14

ライフステージと食行動の特徴(5) 
・高齢期の食行動を理解する。

ライフステージ別の栄養カウンセリング(5)
・高齢期の事例演習　

小テスト②の実施

P71～P73に目を通してくる。栄養教
育論・応用栄養学のテキストの同じ
ステージを復習してくる。（30分）　


ワークシートで復習をする。  （15
分）

11

ライフステージと食行動の特徴(2) 
・幼児期・学童期の食行動を理解する。

ライフステージ別の栄養カウンセリング(2)
・幼児期の事例演習
・学童期の事例演習

P61～P67に目を通してくる。 （25
分）

演習した内容を再度仲間とロールプ
レイをする（20分）

12

ライフステージと食行動の特徴(3) 
・思春期期・青年期期の食行動を理解する。

ライフステージ別の栄養カウンセリング(3)
・思春期の事例演習
・青年期の事例演習

P67～69、P74～78に目を通してく
る。（25分）

ワークシートで復習をする。    
（20分）

9

小テスト①実施

ライフステージと食行動の特徴(1)　
・妊娠・授乳期の食行動を理解する。
・乳幼児期の食行動を理解する。

１回目からの学習内容の復習をして
くる。P57～P60に目を通してくる。 
（30分）　

妊婦の情緒面は内分泌環境によって
変化することを復習しておく。（15
分）　

10

小テスト①返却、解説

ライフステージ別の栄養カウンセリング(1)
・妊娠期の事例演習
・授乳期　（離乳期）の事例演習

栄養教育論・応用栄養学のテキスト
の同じステージを復習してくる。
（15分）　

演習した内容を再度仲間とロールプ
レイをする（30分）　

7

栄養カウンセリングに必要なカウンセリング理論(1)　
・精神分析療法 ・来談者中心療法 ・行動療法 ・交流分析

P18～P27に目を通してくる。 （30
分）　

学んだことを対人関係に活かせると
ころがないか考える。  （15分）

8

栄養カウンセリングに必要なカウンセリング理論(2)　 
・家族療法  ・パーソナリティー理論 ・グループアプローチ 

心理アセスメント 
・面接 ・心理テスト・行動観察

P27～P39に目を通してくる。 （30
分）

グループアプローチの特徴を復習す
る。（15分）　
　

6

栄養カウンセリングのための基礎演習２　
・グループワーク「クライエント役の体験」（実習3）
・ペアワーク「開かれた質問」と「閉ざされた質問」（実習4）

P103～117まで目を通してくる。
（30分）　

カウンセリングの技法で体得できて
いないところを確認しておく（15
分）　
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履修条件・留意
事項等

演習科目でペアワークやグループワークがあるので、欠席・遅刻はしないように。

備考欄

教科書

栄養科学シリーズＮＥＸＴ栄養カウンセリング論　第2版 / 小松啓子他編 / 講談社サイエンティフィック

参考文献 栄養カウンセリング論／赤松利恵・永井成美著／化学同人
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5

栄養カウンセリングの基礎演習１
 ・グループワーク
「理解したことを確認する」（実習1）
・ペアワーク
「要約」（実習2）

P96～P102に目を通してくる。カウ
ンセリングに対応した状態とは何か
を考えて授業に臨む。（25分）　

日々の生活で、人の話を聴く時の自
分の聴き方を振り返る。　　　　
（20分）　
　

3

カウンセリングに必要な食行動理論　
・食行動に影響を及ぼす要因
・食行動と学習　刺激ー反応理論
・ストレスと食行動について
・摂食障害における食行動について

刺激ー反応理論、ストレスマネジメ
ントを復習してくる。
（25分）　

ストレスの機序や摂食障害について
理解を深める。（20分）　

4

栄養カウンセリングの基礎(1)　
・基本的態度を学ぶ。
・受容と共感と自己一致を理解する。
・管理栄養士・栄養士の倫理綱領について
・環境整備、場面構成・話し手、聞き手、観察者の役割　
・傾聴の意義と重要性について学ぶ 
・傾聴を構成する技法

栄養教育論実習のカウンセリングの
実習内容を復習する    （30分）　

管理栄養士・栄養士の倫理綱領を理
解する。（15分）

1

ガイダンス
栄養教育における栄養カウンセリングの位置づけ　・栄養教育に
求められる栄養カウンセリングの意義と必要性・栄養カウンセリ
ングの効果栄養カウンセリングの位置づけを学ぶことにより、栄
養士業務は対人業務であり、カウンセリング技法を習得すること
は必須であることを理解する。

テキストのP1～P5に目を通してく
る。（25分）　

栄養教育に栄養カウンセリングを取
り入れる効果について確認する。
（20分）　

2

栄養教育に関係が深い疾病や健康に関する保健行動  
・行動科学理論の復習保健行動理論として、行動科学理論を復習
する。トランスセオレティカルモデル・ヘルスビリーフモデル・
社会的認知理論（セルフエフィカシー）・行動制御・コンプライ
アンス・タイプＡ行動パターン

個人の態度と行動変容に関する理論
を復習してくる。
（25分）　

保健行動の準備性について理解を深
めておく。
（20分）　

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

・小テストの結果返却後、解答の解説を行います。
・実習時のワークシートにコメントをつけて返却します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・対象者にかかわる際の受容、共感、自己一致の3つの基本的な態度がとれるようになる。
・栄養カウンセリングの技法を実践できるようになる。
・栄養教育プログラムにおいて、行動科学の理論や栄養カウンセリングを効果的に活用できる。
・対象者との信頼関係の形成、適切な目標の設定、行動変容への支援などが重要であることを理解できる。
・ライフステージと食行動の特徴を説明できる。
・個別栄養教育や集団栄養教育での栄養カウンセリングの応用について説明ができる。

授業の方法

講義とペアワークやグループワークによる実習を通して個々のカウンセリング力が醸成されるように実践的に学ぶ演習科目である。実習後
のディスカッションやワークシートの記入内容の発表などを通じて、コミュニケーション力も求められ、学びを深め合う。自己開示を行う
機会もあり、自己理解を深め、多様な感じ方、考え方があることも理解できるように進める。
基本知識の修得は小テストによる評価も行い、ワークシートなどの提出物や実習への取組み姿勢も評価の対象になる。

ＩＣＴ活用 Google Formのアンケート作成機能を用いて双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 小塚　美由記

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「対象者の栄養管理、栄養教育を行うために必要なコミュニケーション能力を身につけている。」などの栄養教育の
応用的科目である。倫理観を備え、豊かな人間性や広範囲な教養を有し、専門職としての使命感や責任感を持ち、社会に貢献する管理栄養
士を養成するための科目である。2年次の「栄養教育論」で学んだ理論や知識のもとに、栄養教育に必要な栄養カウンセリングの基本を修
得する為の演習科目である。前期の「栄養教育論実習」で体験したカウンセリングの基本を基礎にして深めていく。3年後期の「臨地実
習」、4年の「栄養教育マネジメント演習」に繋がる。

授業の概要

心理学の専門知識を基礎に、栄養士との人間的なかかわりをとおして、対象者が自分の食生活について理解を深め、食行動上の課題に気づ
き、自分の目標を決め、行動変容することにより、課題改善に取り組む過程を支援する栄養カウンセリングスキルを学ぶことを目的とす
る。
　栄養カウンセリングの基本と方法論などを用いて、効果的な栄養教育の実際を対象者との信頼関係の形成や自発的な行動変容の支援がで
きるよう演習を通じて学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10374043 栄養カウンセリング論（３組） 3532 1 カリキュラムにより
異なります。
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その他 0 なし

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ・ワークシート等提出物４５％
・小テスト２０％（2回）
・グループワーク・ペアワークへの取り組み３５％

15

・小テスト②返却・解説

・臨床の場における栄養カウンセリングの特徴
・臨床の場でのグループカウンセリングの特徴

まとめ
授業をふりかえり、到達目標が達成されているか評価する。

P78～85まで目を通してくる。
今までの授業内容を振り返り、配布
資料やワークシートも持参する。
（45分）　

なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

ライフステージと食行動の特徴(4) 
・成人期・壮年期の食行動を理解する。

ライフステージ別の栄養カウンセリング(4)
・成人期の事例演習
・壮年期の事例演習

P70～71、P87～90に目を通してく
る。栄養教育論・応用栄養学のテキ
ストの同じステージを復習してく
る。（20分）

演習した内容を再度仲間とロールプ
レイをする（25分）

14

ライフステージと食行動の特徴(5) 
・高齢期の食行動を理解する。

ライフステージ別の栄養カウンセリング(5)
・高齢期の事例演習　

小テスト②の実施

P71～P73に目を通してくる。栄養教
育論・応用栄養学のテキストの同じ
ステージを復習してくる。（30分）　


ワークシートで復習をする。  （15
分）

11

ライフステージと食行動の特徴(2) 
・幼児期・学童期の食行動を理解する。

ライフステージ別の栄養カウンセリング(2)
・幼児期の事例演習
・学童期の事例演習

P61～P67に目を通してくる。 （25
分）

演習した内容を再度仲間とロールプ
レイをする（20分）

12

ライフステージと食行動の特徴(3) 
・思春期期・青年期期の食行動を理解する。

ライフステージ別の栄養カウンセリング(3)
・思春期の事例演習
・青年期の事例演習

P67～69、P74～78に目を通してく
る。（25分）

ワークシートで復習をする。    
（20分）

9

小テスト①実施

ライフステージと食行動の特徴(1)　
・妊娠・授乳期の食行動を理解する。
・乳幼児期の食行動を理解する。

１回目からの学習内容の復習をして
くる。P57～P60に目を通してくる。 
（30分）　

妊婦の情緒面は内分泌環境によって
変化することを復習しておく。（15
分）　

10

小テスト①返却、解説

ライフステージ別の栄養カウンセリング(1)
・妊娠期の事例演習
・授乳期　（離乳期）の事例演習

栄養教育論・応用栄養学のテキスト
の同じステージを復習してくる。
（15分）　

演習した内容を再度仲間とロールプ
レイをする（30分）　

7

栄養カウンセリングに必要なカウンセリング理論(1)　
・精神分析療法 ・来談者中心療法 ・行動療法 ・交流分析

P18～P27に目を通してくる。 （30
分）　

学んだことを対人関係に活かせると
ころがないか考える。  （15分）

8

栄養カウンセリングに必要なカウンセリング理論(2)　 
・家族療法  ・パーソナリティー理論 ・グループアプローチ 

心理アセスメント 
・面接 ・心理テスト・行動観察

P27～P39に目を通してくる。 （30
分）

グループアプローチの特徴を復習す
る。（15分）　
　

6

栄養カウンセリングのための基礎演習２　
・グループワーク「クライエント役の体験」（実習3）
・ペアワーク「開かれた質問」と「閉ざされた質問」（実習4）

P103～117まで目を通してくる。
（30分）　

カウンセリングの技法で体得できて
いないところを確認しておく（15
分）　
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履修条件・留意
事項等

演習科目でペアワークやグループワークがあるので、欠席・遅刻はしないように。

備考欄

教科書

栄養科学シリーズＮＥＸＴ栄養カウンセリング論　第2版 / 小松啓子他編 / 講談社サイエンティフィック

参考文献 栄養カウンセリング論／赤松利恵・永井成美著／化学同人
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7

栄養教育プログラムの発表（1）（白幡）
① 妊娠期の栄養教育を展開する（妊娠期の食生活）
② 妊娠期の栄養教育を展開する（妊娠期の臨床栄養教育）

妊娠期の食行動について復習してお
くこと。（30分）

対象者に対して適切な発表であった
か自分の考えをまとておく。（15
分）

5

栄養教育プログラムの作成（2） （白幡）
・栄養教育を行う対象者に合わせた教育プログラムを考える。
・教育媒体を作成する。

媒体作成に必要な資料を用意してく
ること。（30分）

プログラムの大筋を完成させ、タイ
トルを決めておくこと。（15分）

6

栄養教育プログラムの作成（3） （白幡）
・発表へ向けた最終調整を行う。
・対象者に合わせたコミュニケーション技術とプレゼンテーショ
ン技術を用いる。

栄養教育プログラムのスライドや媒
体を完成させておくこと。（30分）

作成したプログラム発表練習をして
おくこと。（15分）

3

栄養教育へ向けて（小塚）
・栄養教育の意義について個人と他の見解から考察する。
・集団討議法を用いたグループワークを行う。
・行動科学と食行動の変容の関係を理解する。
・栄養教育におけるカウンセリングの意義と必要性を考える。

教科書の「栄養教育の方法」と「食
行動変容と栄養教育」を復習してお
くこと。（30分）

グループワークを通して得た自分の
考えをまとめる。　（15分）

4

栄養教育プログラムの作成（1）（白幡）
・学習者の決定、目標の設定を行う。
・場所や学習形態の選択を行う。

栄養教育プログラムのテーマ、対象
者を考えておくこと。（20分）

対象者、場所、学習形態、目標を決
定しておくこと。　（25分）

1

ガイダンス（小塚）
・栄養教育演習の目的、授業のすすめ方を知る。
・管理栄養士と栄養教育の関係について理解する。
・発表対象ライフステージ決定

栄養教育論、栄養教育論実習で学ん
だ内容を復習してくること。（30
分）

管理栄養士に求められる栄養教育に
ついて確認すること。（15分）

2

情報収集と活用（小塚）　
・栄養関連情報を収集し、栄養教育への活用を考える。

ワード、パワーポイントの使用方法
を習得しておくこと。パソコンでの
適切な情報収集方法を確認しておく
こと。（15分）

授業中に示す課題についてレポート
を作成する。
（30分）

実務経験のある
教員の教育内容

介護老人保健施設において管理栄養士として勤務した経験を活かして指導を行います（白幡）

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしてレポートにコメントを返します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・対象に応じた栄養教育プログラムの作成・実施・評価ができる。
・行動変容技法を栄養教育に応用できる。
・コミュニケーション技法やプレゼンテーション技法を用いた栄養教育の実施ができる。
・コンピューターを利用した情報の収集と活用ができる。

授業の方法

・適切な情報を収集し、時間内にレポート提出を行う（1回）
・グループ討議（1回）
・発表準備のための作業
・個人発表、自己評価、他者評価
・講義

ＩＣＴ活用 GoogleFormsのアンケート作成機能を用いて双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 白幡　亜希、小塚　美由記

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけてい
る。（知識・技能）」「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検証
することができる。（思考・判断・表現）」「対象者の栄養管理、栄養教育を行うために必要なコミュニケーション能力を身につけてい
る。（思考・判断・表現」「人々の健康の保持・増進に貢献する自覚と意欲をもち、積極的に行動し、必要な情報を発信することができ
る。（関心・意欲・態度）」と特に関係がある科目である。
「栄養教育論」分野の総まとめとなる。

授業の概要

栄養教育プログラムの作成・実施・評価ができるよう、栄養教育論で学んだ理論を基に演習をすすめる。社会構造の変化、生活の多様化、
氾濫する情報などから、複雑多岐にわたる食のあり方に伴ったプログラムをライフステージ・ライフスタイル別に検討し、行動変容ならび
にその継続をサポートできる教育内容や展開方法について学習する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10069041 栄養教育マネジメント演習（１組） 4542 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

管理栄養士・栄養士／卒業必修科目です

備考欄

その他 0 なし

教科書

プリント使用、（第7巻栄養教育論　理論と実践／特定非営利法人　日本栄養改善学会監修（医歯薬出版株式会社）、栄養教育論実習第2版
／片井加奈子他（講談社））

参考文献 なし

定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題の提出40％、栄養教育の発表40％、授業への取り組み20％

15

栄養教育の評価 （白幡）
経過評価、形成的評価、結果評価、総合評価を行う。
評価結果のフィードバックを行う。

個人発表を振り返っておくこと。
（15分）

評価結果により振り返りを行う。　
（30分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

栄養教育プログラムの発表（7） （小塚）
⑬ 中年期の栄養教育を展開する（糖尿病／高尿酸血症）50～64
歳まで
⑭ 中年期の栄養教育を展開する（脂質異常症／高血圧）50～64
歳まで

中年期の食行動について復習してお
くこと。（30分）

対象者に対して適切な発表であった
か自分の考えをまとておく。（15
分）

14

栄養教育プログラムの発表（8）（白幡）
⑮ 高齢期の栄養教育を展開する（水分補給の必要性）65歳以上
⑯ 高齢期の栄養教育を展開する（ロコモ予防を考えた食事）65
歳以上

高齢期の食行動について復習してお
くこと。（30分）

対象者に対して適切な発表であった
か自分の考えをまとておく。（15
分）

11

栄養教育プログラムの発表（5） （小塚）
⑨ 青年期の栄養教育を展開する（欠食の対応）20代
⑩ 青年期の栄養教育を展開する（女性のやせ志向の対応）20代

青年期の食行動について復習してお
くこと。（30分）

対象者に対して適切な発表であった
か自分の考えをまとておく。（15
分）

12

栄養教育プログラムの発表（6） （小塚）
⑪ 壮年期の栄養教育を展開する（ワークライフバランスと食
事）30～40代
⑫ 壮年期の栄養教育を展開する（生活習慣病の予防）30～40代

壮年期の食行動について復習してお
くこと。（30分）

対象者に対して適切な発表であった
か自分の考えをまとておく。（15
分）

9

栄養教育プログラムの発表（3） （白幡）
⑤ 幼児期の栄養教育を展開する（保育所における栄養教育）
⑥ 幼児期の栄養教育を展開する（食物アレルギーの対応）

幼児期の食行動について復習してお
くこと。（30分）

対象者に対して適切な発表であった
か自分の考えをまとておく。（15
分）

10

栄養教育プログラムの発表（4） （小塚）
⑦ 学童期の栄養教育を展開する（学校給食と食育）
⑧ 思春期の栄養教育を展開する（鉄欠乏性貧血の予防）

学童期・思春期の食行動について復
習しておくこと。（30分）

対象者に対して適切な発表であった
か自分の考えをまとておく。（15
分）

8

栄養教育プログラムの発表（2） （白幡）
③ 授乳期の栄養教育を展開する（授乳期の食生活）
④ 乳児期の栄養教育を展開する（離乳食のすすめ方）

授乳期・乳児期の食行動について復
習しておくこと。（30分）

対象者に対して適切な発表であった
か自分の考えをまとておく。（15
分）
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7

栄養教育プログラムの発表（1）（白幡）
① 妊娠期の栄養教育を展開する（妊娠期の食生活）
② 妊娠期の栄養教育を展開する（妊娠期の臨床栄養教育）

妊娠期の食行動について復習してお
くこと。（30分）

対象者に対して適切な発表であった
か自分の考えをまとておく。（15
分）

5

栄養教育プログラムの作成（2） （白幡）
・栄養教育を行う対象者に合わせた教育プログラムを考える。
・教育媒体を作成する。

媒体作成に必要な資料を用意してく
ること。（30分）

プログラムの大筋を完成させ、タイ
トルを決めておくこと。（15分）

6

栄養教育プログラムの作成（3） （白幡）
・発表へ向けた最終調整を行う。
・対象者に合わせたコミュニケーション技術とプレゼンテーショ
ン技術を用いる。

栄養教育プログラムのスライドや媒
体を完成させておくこと。（30分）

作成したプログラム発表練習をして
おくこと。（15分）

3

栄養教育へ向けて（小塚）
・栄養教育の意義について個人と他の見解から考察する。
・集団討議法を用いたグループワークを行う。
・行動科学と食行動の変容の関係を理解する。
・栄養教育におけるカウンセリングの意義と必要性を考える。

教科書の「栄養教育の方法」と「食
行動変容と栄養教育」を復習してお
くこと。（30分）

グループワークを通して得た自分の
考えをまとめる。　（15分）

4

栄養教育プログラムの作成（1）（白幡）
・学習者の決定、目標の設定を行う。
・場所や学習形態の選択を行う。

栄養教育プログラムのテーマ、対象
者を考えておくこと。（20分）

対象者、場所、学習形態、目標を決
定しておくこと。　（25分）

1

ガイダンス（小塚）
・栄養教育演習の目的、授業のすすめ方を知る。
・管理栄養士と栄養教育の関係について理解する。
・発表対象ライフステージ決定

栄養教育論、栄養教育論実習で学ん
だ内容を復習してくること。（30
分）

管理栄養士に求められる栄養教育に
ついて確認すること。（15分）

2

情報収集と活用（小塚）　
・栄養関連情報を収集し、栄養教育への活用を考える。

ワード、パワーポイントの使用方法
を習得しておくこと。パソコンでの
適切な情報収集方法を確認しておく
こと。（15分）

授業中に示す課題についてレポート
を作成する。
（30分）

実務経験のある
教員の教育内容

介護老人保健施設において管理栄養士として勤務した経験を活かして指導を行います（白幡）

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしてレポートにコメントを返します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・対象に応じた栄養教育プログラムの作成・実施・評価ができる。
・行動変容技法を栄養教育に応用できる。
・コミュニケーション技法やプレゼンテーション技法を用いた栄養教育の実施ができる。
・コンピューターを利用した情報の収集と活用ができる。

授業の方法

・適切な情報を収集し、時間内にレポート提出を行う（1回）
・グループ討議（1回）
・発表準備のための作業
・個人発表、自己評価、他者評価
・講義

ＩＣＴ活用 GoogleFormsのアンケート作成機能を用いて双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 白幡　亜希、小塚　美由記

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけてい
る。（知識・技能）」「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検証
することができる。（思考・判断・表現）」「対象者の栄養管理、栄養教育を行うために必要なコミュニケーション能力を身につけてい
る。（思考・判断・表現」「人々の健康の保持・増進に貢献する自覚と意欲をもち、積極的に行動し、必要な情報を発信することができ
る。（関心・意欲・態度）」と特に関係がある科目である。
「栄養教育論」分野の総まとめとなる。

授業の概要

栄養教育プログラムの作成・実施・評価ができるよう、栄養教育論で学んだ理論を基に演習をすすめる。社会構造の変化、生活の多様化、
氾濫する情報などから、複雑多岐にわたる食のあり方に伴ったプログラムをライフステージ・ライフスタイル別に検討し、行動変容ならび
にその継続をサポートできる教育内容や展開方法について学習する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10069042 栄養教育マネジメント演習（２組） 4542 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

管理栄養士・栄養士／卒業必修科目です

備考欄

その他 0 なし

教科書

プリント使用、（第7巻栄養教育論　理論と実践／特定非営利法人　日本栄養改善学会監修（医歯薬出版株式会社）、栄養教育論実習第2版
／片井加奈子他（講談社））

参考文献 なし

定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題の提出40％、栄養教育の発表40％、授業への取り組み20％

15

栄養教育の評価 （白幡）
経過評価、形成的評価、結果評価、総合評価を行う。
評価結果のフィードバックを行う。

個人発表を振り返っておくこと。
（15分）

評価結果により振り返りを行う。　
（30分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

栄養教育プログラムの発表（7） （小塚）
⑬ 中年期の栄養教育を展開する（糖尿病／高尿酸血症）50～64
歳まで
⑭ 中年期の栄養教育を展開する（脂質異常症／高血圧）50～64
歳まで

中年期の食行動について復習してお
くこと。（30分）

対象者に対して適切な発表であった
か自分の考えをまとておく。（15
分）

14

栄養教育プログラムの発表（8）（白幡）
⑮ 高齢期の栄養教育を展開する（水分補給の必要性）65歳以上
⑯ 高齢期の栄養教育を展開する（ロコモ予防を考えた食事）65
歳以上

高齢期の食行動について復習してお
くこと。（30分）

対象者に対して適切な発表であった
か自分の考えをまとておく。（15
分）

11

栄養教育プログラムの発表（5） （小塚）
⑨ 青年期の栄養教育を展開する（欠食の対応）20代
⑩ 青年期の栄養教育を展開する（女性のやせ志向の対応）20代

青年期の食行動について復習してお
くこと。（30分）

対象者に対して適切な発表であった
か自分の考えをまとておく。（15
分）

12

栄養教育プログラムの発表（6） （小塚）
⑪ 壮年期の栄養教育を展開する（ワークライフバランスと食
事）30～40代
⑫ 壮年期の栄養教育を展開する（生活習慣病の予防）30～40代

壮年期の食行動について復習してお
くこと。（30分）

対象者に対して適切な発表であった
か自分の考えをまとておく。（15
分）

9

栄養教育プログラムの発表（3） （白幡）
⑤ 幼児期の栄養教育を展開する（保育所における栄養教育）
⑥ 幼児期の栄養教育を展開する（食物アレルギーの対応）

幼児期の食行動について復習してお
くこと。（30分）

対象者に対して適切な発表であった
か自分の考えをまとておく。（15
分）

10

栄養教育プログラムの発表（4） （小塚）
⑦ 学童期の栄養教育を展開する（学校給食と食育）
⑧ 思春期の栄養教育を展開する（鉄欠乏性貧血の予防）

学童期・思春期の食行動について復
習しておくこと。（30分）

対象者に対して適切な発表であった
か自分の考えをまとておく。（15
分）

8

栄養教育プログラムの発表（2） （白幡）
③ 授乳期の栄養教育を展開する（授乳期の食生活）
④ 乳児期の栄養教育を展開する（離乳食のすすめ方）

授乳期・乳児期の食行動について復
習しておくこと。（30分）

対象者に対して適切な発表であった
か自分の考えをまとておく。（15
分）
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7

栄養教育プログラムの発表（1）（白幡）
① 妊娠期の栄養教育を展開する（妊娠期の食生活）
② 妊娠期の栄養教育を展開する（妊娠期の臨床栄養教育）

妊娠期の食行動について復習してお
くこと。（30分）

対象者に対して適切な発表であった
か自分の考えをまとておく。（15
分）

5

栄養教育プログラムの作成（2） （白幡）
・栄養教育を行う対象者に合わせた教育プログラムを考える。
・教育媒体を作成する。

媒体作成に必要な資料を用意してく
ること。（30分）

プログラムの大筋を完成させ、タイ
トルを決めておくこと。（15分）

6

栄養教育プログラムの作成（3） （白幡）
・発表へ向けた最終調整を行う。
・対象者に合わせたコミュニケーション技術とプレゼンテーショ
ン技術を用いる。

栄養教育プログラムのスライドや媒
体を完成させておくこと。（30分）

作成したプログラム発表練習をして
おくこと。（15分）

3

栄養教育へ向けて（小塚）
・栄養教育の意義について個人と他の見解から考察する。
・集団討議法を用いたグループワークを行う。
・行動科学と食行動の変容の関係を理解する。
・栄養教育におけるカウンセリングの意義と必要性を考える。

教科書の「栄養教育の方法」と「食
行動変容と栄養教育」を復習してお
くこと。（30分）

グループワークを通して得た自分の
考えをまとめる。　（15分）

4

栄養教育プログラムの作成（1）（白幡）
・学習者の決定、目標の設定を行う。
・場所や学習形態の選択を行う。

栄養教育プログラムのテーマ、対象
者を考えておくこと。（20分）

対象者、場所、学習形態、目標を決
定しておくこと。　（25分）

1

ガイダンス（小塚）
・栄養教育演習の目的、授業のすすめ方を知る。
・管理栄養士と栄養教育の関係について理解する。
・発表対象ライフステージ決定

栄養教育論、栄養教育論実習で学ん
だ内容を復習してくること。（30
分）

管理栄養士に求められる栄養教育に
ついて確認すること。（15分）

2

情報収集と活用（小塚）　
・栄養関連情報を収集し、栄養教育への活用を考える。

ワード、パワーポイントの使用方法
を習得しておくこと。パソコンでの
適切な情報収集方法を確認しておく
こと。（15分）

授業中に示す課題についてレポート
を作成する。
（30分）

実務経験のある
教員の教育内容

介護老人保健施設において管理栄養士として勤務した経験を活かして指導を行います（白幡）

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしてレポートにコメントを返します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・対象に応じた栄養教育プログラムの作成・実施・評価ができる。
・行動変容技法を栄養教育に応用できる。
・コミュニケーション技法やプレゼンテーション技法を用いた栄養教育の実施ができる。
・コンピューターを利用した情報の収集と活用ができる。

授業の方法

・適切な情報を収集し、時間内にレポート提出を行う（1回）
・グループ討議（1回）
・発表準備のための作業
・個人発表、自己評価、他者評価
・講義

ＩＣＴ活用 GoogleFormsのアンケート作成機能を用いて双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 白幡　亜希、小塚　美由記

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけてい
る。（知識・技能）」「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検証
することができる。（思考・判断・表現）」「対象者の栄養管理、栄養教育を行うために必要なコミュニケーション能力を身につけてい
る。（思考・判断・表現」「人々の健康の保持・増進に貢献する自覚と意欲をもち、積極的に行動し、必要な情報を発信することができ
る。（関心・意欲・態度）」と特に関係がある科目である。
「栄養教育論」分野の総まとめとなる。

授業の概要

栄養教育プログラムの作成・実施・評価ができるよう、栄養教育論で学んだ理論を基に演習をすすめる。社会構造の変化、生活の多様化、
氾濫する情報などから、複雑多岐にわたる食のあり方に伴ったプログラムをライフステージ・ライフスタイル別に検討し、行動変容ならび
にその継続をサポートできる教育内容や展開方法について学習する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10069043 栄養教育マネジメント演習（３組） 4542 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

管理栄養士・栄養士／卒業必修科目です

備考欄

その他 0 なし

教科書

プリント使用、（第7巻栄養教育論　理論と実践／特定非営利法人　日本栄養改善学会監修（医歯薬出版株式会社）、栄養教育論実習第2版
／片井加奈子他（講談社））

参考文献 なし

定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題の提出40％、栄養教育の発表40％、授業への取り組み20％

15

栄養教育の評価 （白幡）
経過評価、形成的評価、結果評価、総合評価を行う。
評価結果のフィードバックを行う。

個人発表を振り返っておくこと。
（15分）

評価結果により振り返りを行う。　
（30分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

栄養教育プログラムの発表（7） （小塚）
⑬ 中年期の栄養教育を展開する（糖尿病／高尿酸血症）50～64
歳まで
⑭ 中年期の栄養教育を展開する（脂質異常症／高血圧）50～64
歳まで

中年期の食行動について復習してお
くこと。（30分）

対象者に対して適切な発表であった
か自分の考えをまとておく。（15
分）

14

栄養教育プログラムの発表（8）（白幡）
⑮ 高齢期の栄養教育を展開する（水分補給の必要性）65歳以上
⑯ 高齢期の栄養教育を展開する（ロコモ予防を考えた食事）65
歳以上

高齢期の食行動について復習してお
くこと。（30分）

対象者に対して適切な発表であった
か自分の考えをまとておく。（15
分）

11

栄養教育プログラムの発表（5） （小塚）
⑨ 青年期の栄養教育を展開する（欠食の対応）20代
⑩ 青年期の栄養教育を展開する（女性のやせ志向の対応）20代

青年期の食行動について復習してお
くこと。（30分）

対象者に対して適切な発表であった
か自分の考えをまとておく。（15
分）

12

栄養教育プログラムの発表（6） （小塚）
⑪ 壮年期の栄養教育を展開する（ワークライフバランスと食
事）30～40代
⑫ 壮年期の栄養教育を展開する（生活習慣病の予防）30～40代

壮年期の食行動について復習してお
くこと。（30分）

対象者に対して適切な発表であった
か自分の考えをまとておく。（15
分）

9

栄養教育プログラムの発表（3） （白幡）
⑤ 幼児期の栄養教育を展開する（保育所における栄養教育）
⑥ 幼児期の栄養教育を展開する（食物アレルギーの対応）

幼児期の食行動について復習してお
くこと。（30分）

対象者に対して適切な発表であった
か自分の考えをまとておく。（15
分）

10

栄養教育プログラムの発表（4） （小塚）
⑦ 学童期の栄養教育を展開する（学校給食と食育）
⑧ 思春期の栄養教育を展開する（鉄欠乏性貧血の予防）

学童期・思春期の食行動について復
習しておくこと。（30分）

対象者に対して適切な発表であった
か自分の考えをまとておく。（15
分）

8

栄養教育プログラムの発表（2） （白幡）
③ 授乳期の栄養教育を展開する（授乳期の食生活）
④ 乳児期の栄養教育を展開する（離乳食のすすめ方）

授乳期・乳児期の食行動について復
習しておくこと。（30分）

対象者に対して適切な発表であった
か自分の考えをまとておく。（15
分）
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3

学校給食の歴史と食文化の変遷
・学校給食の歴史を学び、学校給食の食事内容の推移や食事環
境、食器具の食文化、バイキング給食を知る
・地域や歴史に根ざした食文化を学び、児童生徒の住む地域とそ
の特性を理解し、地場産物の利用から地産地消、又米飯導入から
始まった郷土食等を学ぶ。１～３回までの理解度確認テストを行
う。

配布資料を事前に読んでおくこと
（90分）

授業の復習をすること（90分）

4

「食に関する指導」の全体計画　
・食に関する指導は、校長のリーダーシップのもと全体計画の策
定を行い、関連する教職員が連携し十分な協力体制が必要であ
り、その連絡、調整役としての役割も学ぶ。

教科書ｐ24～34を事前に読んでおく
こと（90分）

授業の復習をすること（90分）

1

オリエンテーション、栄養教諭制度の概要　（第１章）
・栄養教諭のあり方
・栄養教諭養成課程で学ぶ意味、栄養教諭制度創設の社会背景を
総合的に理解する。・教育職員免許法の栄養教諭の職務内容、使
命、役割について理解する。・中央教育審議会の「食に関する指
導体制の整備について（答申）」に基づく栄養教諭制度の目的、
理念、役割を学ぶ。

教科書ｐ5～9を事前に読んでおくこ
と（90分）

授業の復習をすること（90分）

2

栄養教諭の仕事の流れ（第２章）
・学校給食の教育的意義と役割
・学校組織と栄養教諭の位置づけ　
・学校給食法の目的及び目標など学校給食法で定める各条項を理
解する。更に、指導要領の特別活動として学級活動が位置づけら
れている給食内容の意味を学ぶ
・単独調理場に勤務する栄養教諭および共同調理場に勤務する栄
養教諭の学校給食の組織での位置づけを学ぶ

教科書ｐ75～78を事前に読んでおく
こと（90分）

授業の復習をすること（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

レポートにコメントを返します。
理解度確認テストを行い、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

1.児童生徒の現状、課題を踏まえ、食に関する指導の必要性、学校給食の意義、役割等を説明できる。
2.栄養教諭としての使命、役割や職務内容を述べることができる。
3.教育に関する専門性および栄養に 関する専門性を横断的に身に付け、児童、生徒への指導、計画が作成できるようになる。。

授業の方法

主に講義形式で行う。
理解度確認テストを４回行う。
食に関する指導の流れと内容についての作成及び発表を行ってもらう。
最後にレポート提出あり。

ＩＣＴ活用 Google Formのアンケート作成機能を用いて双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 小塚　美由記

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけてい
る。」「対象者の栄養管理、栄養教育を行うために必要なコミュニケーション能力を身につけている。」などの主に児童生徒にかかわる栄
養教育の基礎的科目である。子どもの多様な生活様式や考え方を理解し、学童期・思春期に生じる課題解決について、科学的根拠に基づい
て論理的に判断し、健全な成長発達、疾病の予防について貢献するために、食に関する指導ができる能力を身につけるための科目である。
栄養教諭資格取得の必修科目である。後期の「栄養教育論各論」を受講する上での基礎となる。

授業の概要

わが国の、とくに子どもの食のあり方や栄養の現状を踏まえ、食に関する指導の意義、関連する法令、諸制度について解説する。また、栄
養教諭の職務内容、使命、役割、その専門性について論じる中で、食文化継承、行事食、地場産品を活用することの意義について触れる。
さらに学校給食の歴史と役割を解説するとともに、学校における食に関する指導の現状、課題の抽出、分析を行い、偏食や食物アレル
ギー、さらに肥満、糖尿病などの生活習慣病を予防する上で、児童生徒、保護者に対する有効な食に関する指導のあり方について論じる。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10068041 学校栄養教育論総論 3528 2 カリキュラムにより
異なります。
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13

「食に関する指導」について発表を行う。発表について講評。 発表に向けての準備（90分） 授業の復習をすること（90分）

14

個別栄養相談指導等　
・個別栄養相談指導の意義や特徴を理解し、指導の方法や技法を
学ぶ。
ゲストティーチャーからの現場での実際を話をしてもらう。

教科書ｐ36～40を事前に読んでおく
こと（90分）

授業の復習をすること（90分）

11

「総合的な学習の時間」における食に関する指導　
・総合的な学習の時間で行われている食に関する内容を把握し、
担任教諭や、地域の人材等と連携して児童・生徒に食に関する指
導を行うために必要な事項を学ぶ。9～11回に関する理解度確認
テストを行う。

配布資料を事前に読んでおくこと
（90分）

授業の復習をすること（90分）

12

「食に関する指導」について発表を行う。発表について講評。 発表に向けての準備（90分） 授業の復習をすること（90分）

9

小学校「家庭科」中学校「技術、家庭科」における食に関する指
導　
・家庭科、技術家庭科で行われている食に関する教科内容を把握
し、担任教諭及び家庭科の教諭と連携して児童・生徒に食に関す
る指導を行うために必要な事項を学ぶ。
「体育科、保健体育科」における食に関する指導　
・体育科、保健体育科で行われている食に関する教科内容を把握
し、担任教諭及び保健体育科の教諭と連携して児童・生徒に食に
関する指導を行うために必要な事項を学ぶ。

配布資料を事前に読んでおくこと
（90分）

授業の復習をすること（90分）

10

「道徳、特別活動」における食に関する指導
・道徳および特別活動で行われている食に関する教科内容を把握
し、担任教諭及び担当教諭と連携して児童・生徒に食に関する指
導を行うために必要な事項を学ぶ。
「生活科」における食に関する指導　
・生活科で行われている食に関する教科内容を把握し、担任教諭
と連携して児童・生徒に食に関する指導を行うために必要な事項
を学ぶ。

配布資料を事前に読んでおくこと
（90分）

授業の復習をすること（90分）

7

「給食の時間」における食に関する指導
・ゲストティーチャーによる実際の現場の講義　
・給食時間における指導の特徴、食に関する指導の進め方を理解
し、指導の実際、評価等、実践的指導のあり方を学ぶ。


教科書ｐ35を事前に読んでおくこと
（90分）

授業の復習をすること（90分）

8

発達に応じた食に関する指導と食生活学習教材
・学習を進める能力は、小、中学校の９年間で大きく成長するた
め、年齢別学習能力とその特徴を知る
・学習心理学を基礎とした学習の発達理論と食に関する指導の具
体的特徴を理解する
4～8回に関する理解度確認テストを行う。

配布資料を事前に読んでおくこと
（90分）

授業の復習をすること（90分）

5

食に関する指導の全体計画と「食に関する指導」の展開
・ゲストティーチャーによる実際の現場の講義
・全体計画を元に食に関する指導の内容と児童・生徒の実態をも
とにして作成したカリキュラムと指導計画を理解する。
・年間指導計画に従い、栄養教諭としての専門性を発揮し、チー
ムを組んで指導に当たることが効果を高めるということを学ぶ。　

・全体計画を基に「食に関する指導」の内容を考える。

配布資料を事前に読んでおくこと
（90分）

「食に関する指導」の内容ををまと
めておくこと。
（90分）

6

学校と児童生徒の理解　
・成長期にある児童・生徒に対する現状と課題を把握し、食教育
の意味とその必要性、望ましい食習慣を構築させ、心身ともに健
やかな日常を過ごすために必要な事項を学ぶ。

教科書ｐ23～24を事前に読んでおく
こと（90分）

全体計画の発表と展開の復習。　
(90分）
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履修条件・留意
事項等

教育専門職（栄養教諭）を目指すものとしての自覚をもって、自ら課題を持ち、意欲的に学ぶこと

備考欄

その他 0

教科書

教職実践演習・栄養教育実習ノート（学建書院）
食に関する指導の手引（文部科学省）

参考文献

小学校学習指導要領（文部科学省）
小児栄養実践書（同文書院）「いただきますからはじめよう〜みんなの食育講座〜」（寿郎社）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 理解度確認テスト（4回）40％、発表30%、レポート課題30％

15

家庭、地域との連携　（第１５章）
・望ましい食習慣の形成には、食事の役割が重要であることを認
識する。　・食に関する指導は、学校や、家庭、地域社会との連
携を図る必要性があることを理解する。ゲストティーチャーから
の現場での内容を踏まえた話をしてもらう。・地産地消を進める
ための連携について学ぶ。１4～１5回の理解度確認テストを行
う。


第15章を読んでおくこと。地域との
連携についてまとめておくこと。　
(90分）

提出レポート作成（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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5

食に関する指導の授業づくり　（実際の指導案の立て方と実際の
指導にあたっての参考例）（須合）
・食に関する指導方法を理解し、興味関心をひく導入のあり方、
発問の仕方等食に関する指導案のたて方を具体的に学ぶ。　
・実践例を使用し、指導案にそっての授業の流れ及び板書につい
て学ぶ。

食に関する指導の手引を読んでおく
（90分）

資料の復習をしておく（90分）

6

食に関する指導案作成　（給食時間）（須合）
　・学校給食は、食教育の生きた教材である。学校給食の献立の
特徴、食材の産地、調理方法、栄養的価値、素材購入から調理の
安全性、衛生管理の実践的な指導力を養う
　・指導案作成

資料を事前に読んでおく（90分） 指導案を作成する（90分）

3

発達に応じた食に関する指導と食生活教材（小塚）
　・児童生徒の理解度に応じた指導にあり方について学ぶ。


前期の復習しておく（90分） 発達段階をまとめておく（90分）

4

食に関する指導の方法　（生産者と関わり・チームティーチン
グ）（小塚）
・実際の生産者の方々を招き、栄養教諭と生産者とのT.T授業を
体験する。

食に関する指導の手引きを読んでお
く（90分）

資料の確認をしておく（90分）

1

学校における食に関する指導の現状と課題（小塚）
　・「食の指導に関する状況調査」、「児童生徒の食生活等実態
調査」等の各種調査資料を基に、食が係わる各種の問題点につい
てその指導の現状を分析し、課題の掘りおこしと解決の方向性を
学ぶ。

学校における食に関する指導の現状
を調べておく（90分）

授業の復習をする（90分）

2

食に関する指導の方法「食に関する指導の全体計画」全体計画作
成（小塚）
　・食に関する指導の全体計画の策定を行い、学級担任や教科担
当などと連携を図り、献立を生きた教材として活用しながら、栄
養教諭としての専門性を発揮しチームを組んで指導に当たること
が効果を高めることを学び、実際に全体計画を作成する。

前期の復習をしておく（90分） 全体計画の作成をしておく（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

演習の講評、指導案の評価返却

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

①食に関する指導の目標及び必要性を理解し、食に関する全体計画を作成することができる。
②教科等との関連、および個別的な相談指導等、学校内における様々な場面での指導が実施できる。
③家庭、地域との連携、調整の重要性を広く、横断的に捕らえて説明できる。

授業の方法

パワーポイントを使用し講義を行う。
指導案を作成し、実際にグループによる模擬授業をを行ない互いに模擬授業に対しての評価を行う。

ＩＣＴ活用 Google Formのアンケート作成機能を用いて双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 小塚　美由記、未定

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけてい
る。」「対象者の栄養管理、栄養教育を行うために必要なコミュニケーション能力を身につけている。」などの主に児童生徒にかかわる栄
養教育の応用科目である。栄養教諭が実際の場面で指導する際の方法論や具体的な内容を学ぶ科目である。「栄養教育論総論」で学んだ計
画の立て方などが基礎となる。栄養教諭免許取得の必修科目である。4年前期の「栄養教育実習」のための「事前事後指導」に備え、実践
を含めた内容となる。

授業の概要

教科・特別活動（給食の時間や学級活動、学校行事、児童会・生徒会活動など）の他児童生徒への個別的な相談指導方法等、校内における
様々な場面での食に関する指導、あるいは校外（家庭や地域など）との連携・調整の重要性と具体化について論じる。また、指導案の実践
的な作成と発表、模擬授業などの演習をとおして、食に関する指導法の体得を図る。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10066041 学校栄養教育論各論 3530 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

教育専門職（栄養教諭）を目指すものとしての自覚をもって、自ら課題を持ち、意欲的に学ぶこと

備考欄

その他

0 なし

教科書 前期の学校栄養教育論総論で使用した教科書

参考文献 適宜紹介する

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 発表・態度（30％）、指導案及び演習（50％）、レポート（20％）

15

実践演習⑥　模擬授業、相互批評など　
・全体評価とまとめ（小塚）

演習資料をまとめておく（90分） 演習の評価を作成する（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

実践演習④　模擬授業、相互批評など　
・発問の仕方児童生徒の活動の場面設定について学ぶ（小塚）

演習資料をまとめておく（90分） 演習の評価を作成する　（90分）

14

実践演習⑤　模擬授業、相互批評など　
・効果的な指導の進め方について学ぶ（小塚）

演習資料をまとめておく（90分） 演習の評価を作成する（90分）

11

実践演習②　第９回から第１０回の指導案の発表、相互理解など
（須合）

演習資料をまとめておく（90分） 演習の評価を作成する（90分）

12

実践演習③　模擬授業、相互批評など　
・導入、展開、終末評価について学ぶ（小塚）

演習資料をまとめておく（90分） 演習の評価を作成する（90分）

9

食に関する指導案作成　（特別活動、道徳）（須合）
　・「食べ残しが環境に与える影響」「給食での役割分担（もて
なしの心）」「環境保護と農業」「食品添加物の功罪」「食料自
給率と国際関係」など食に関する諸問題を教諭と連携しテーマの
設定や指導の方向性を学び実践力を養う
　・指導案作成

食に関する指導の手引、資料を事前
に読んでおく（90分）

指導案を作成する（90分）

10

食に関する指導案作成　（特別活動、道徳）（須合）
　・前時の継続で指導案作成の実践
　・指導案に即した指導資料の具体化および資料の作成を行う

食に関する指導の手引、資料を事前
に読んでおく（90分）

指導案、資料の作成をする（90分）

7

食に関する指導案作成　（給食時間）（須合）
　・行事食及び地域の食文化や食材を学校給食にとりいれ、行事
と食文化の関わり、地域の食文化の特色、歴史的背景、食文化の
必要性を児童生徒に理解させるための実践的な指導方法を学ぶ
　・指導案作成

資料を事前に読んでおく（90分） 指導案、資料を作成する（90分）

8

実践演習①　第６回から第７回の指導案の発表　相互批評理解な
ど（須合）

演習資料をまとめておく（90分） 演習後の評価提出。　（90分）
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9

管理栄養士と地域の関わり２
・前回の内容をパワーポイントにまとめ、発表の準備を行う。

考案レシピを試作する。（30分） 発表の練習をする。（15分）

10

管理栄養士と地域の関わり３
・パワーポイントにまとめた内容を個人発表する。
・発表内容の評価を行い、最良レシピを選出する。

発表の練習を行う。（30分） 学習内容の確認を行う。
（15分）

7

自分の食生活の評価３
・食品の目安を学ぶ。
・献立作成について学ぶ。
・献立作成を行う。

自分が食べるご飯１膳の量や食材の
重さをはかってみる。（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

8

管理栄養士と地域の関わり１
・恵庭市と自分の出身地を調査・把握する。
・恵庭市と自分の出身地のどちらかの特産品を用い、簡単なレシ
ピを考案する。

パワーポイントの作り方を学んでお
く。（30分）

調査内容をまとめる。（15分）

5

自分の食生活の評価１
・BMI、標準体重、１日に必要とされるエネルギー量、１日に必
要な栄養素量について学ぶ。

教科書13章（p105～p116）を読んで
おくこと。（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

6

自分の食生活の評価２
・食事記録について学ぶ。
・食事記録を行い、自分の食生活を把握する。
・食事バランスガイドを学び、自分の食生活を評価する。

教科書11章（p93～p98）を読んでお
くこと。（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

3

食を生活の視点で考える３
・食品の機能性について学ぶ。
・グループワークを行い、発表する。

教科書7章（p53～p68）を読んでお
くこと。（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

4

管理栄養士の媒体活用１
・写真から食・栄養についてグループワークを行い、発表する。

教科書15章（p133～p142）を読んで
おくこと。（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

1

ガイダンス
・授業の目標
・評価方法
食を生活の視点で考える１
・私たちの食生活と健康の現状を知る。
・現時点での自分の食生活を評価する。

教科書1章（p1～p6）を読んでおく
こと。（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

2

食を生活の視点で考える２
・食品の安全流通と表示について学ぶ。
・グループワークを行い、発表する。

教科書14章3(p128～p132)を読んで
おくこと。（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

実務経験のある
教員の教育内容

介護老人保健施設において管理栄養士として勤務した経験を活かして授業を行います。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしてレポートにコメントを返します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

望ましい食生活のあり方を挙げることができる。
自分の食生活を分析・評価することができる。
自分の食生活と栄養学と関連付けることができる。

授業の方法

パワーポイントと配布資料を用いたり、視聴覚メディアを活用する。
グループワークにより教材を活用、発表を行う。
調査学習により学生によるプレゼンテーションを行う。
コメントシートを使用し、授業についての振り返りを行う。

ＩＣＴ活用 GoogleFormsのアンケート作成機能を用いて双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 白幡　亜希

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけてい
る。（知識・技能）」、「人々の健康の保持・増進に貢献する自覚と意欲をもち、積極的に行動し、必要な情報を発信することができる。
（関心・意欲・態度）」ことと関係する科目である。
初年次教育の一環として、専門領域を学習するための心構えを養うための科目である。
「栄養教育論」分野の基礎となり、導入教育である。

授業の概要

多様化した現代の食にはいくつかの問題が考えられる。その背景と現状を捉え、望ましい食生活のあり方へと改善していくために、管理栄
養士としてどのような取り組みをしていけばよいのかを学ぶ。まずは自らを振り返り、健全な食生活を実践するための考え方を理解する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11065041 食・生活教育演習（１組） 3534 1 1

- 222 -



北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

管理栄養士必修科目です

備考欄

その他 0 なし

教科書

大学で学ぶ食生活と健康のきほん／吉澤みな子・武智多与理・百木和　著／化学同人


参考文献 なし

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内レポート30％、授業での制作発表40％、授業への参加態度30％

15

自分の健康を自分で守る２
・基本的な調理を行う。（調理実習）２

配布資料を読んでおくこと。  （30
分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

自分の健康を自分で守る１
・おいしさと健康のための調理を学ぶ。
・調理実習へ向けて
・3・1・2弁当箱法を学ぶ。
・現時点での自分の食生活を評価する。

教科書6章（p41～p51）を読んでお
くこと。（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

14

自分の健康を自分で守る２
・基本的な調理を行う。（調理実習）１

配布資料を読んでおくこと。  （30
分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

11

管理栄養士と地域の関わり４
・パワーポイントにまとめた内容を個人発表する。
・発表内容の評価を行い、最良レシピを選出する。

発表の練習を行う。
（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

12

管理栄養士の媒体活用２
・フードモデルを活用した食育SATシステムを学ぶ。
・料理カードを用い１日分の献立作成をし、食事バランスガイド
で評価する。

配布資料を読んでおくこと。  （30
分）

学習内容の確認を行う。
（15分）
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9

管理栄養士と地域の関わり２
・前回の内容をパワーポイントにまとめ、発表の準備を行う。

考案レシピを試作する。（30分） 発表の練習をする。（15分）

10

管理栄養士と地域の関わり３
・パワーポイントにまとめた内容を個人発表する。
・発表内容の評価を行い、最良レシピを選出する。

発表の練習を行う。（30分） 学習内容の確認を行う。
（15分）

7

自分の食生活の評価３
・食品の目安を学ぶ。
・献立作成について学ぶ。
・献立作成を行う。

自分が食べるご飯１膳の量や食材の
重さをはかってみる。（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

8

管理栄養士と地域の関わり１
・恵庭市と自分の出身地を調査・把握する。
・恵庭市と自分の出身地のどちらかの特産品を用い、簡単なレシ
ピを考案する。

パワーポイントの作り方を学んでお
く。（30分）

調査内容をまとめる。（15分）

5

自分の食生活の評価１
・BMI、標準体重、１日に必要とされるエネルギー量、１日に必
要な栄養素量について学ぶ。

教科書13章（p105～p116）を読んで
おくこと。（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

6

自分の食生活の評価２
・食事記録について学ぶ。
・食事記録を行い、自分の食生活を把握する。
・食事バランスガイドを学び、自分の食生活を評価する。

教科書11章（p93～p98）を読んでお
くこと。（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

3

食を生活の視点で考える３
・食品の機能性について学ぶ。
・グループワークを行い、発表する。

教科書7章（p53～p68）を読んでお
くこと。（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

4

管理栄養士の媒体活用１
・写真から食・栄養についてグループワークを行い、発表する。

教科書15章（p133～p142）を読んで
おくこと。（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

1

ガイダンス
・授業の目標
・評価方法
食を生活の視点で考える１
・私たちの食生活と健康の現状を知る。
・現時点での自分の食生活を評価する。

教科書1章（p1～p6）を読んでおく
こと。（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

2

食を生活の視点で考える２
・食品の安全流通と表示について学ぶ。
・グループワークを行い、発表する。

教科書14章3(p128～p132)を読んで
おくこと。（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

実務経験のある
教員の教育内容

介護老人保健施設において管理栄養士として勤務した経験を活かして授業を行います。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしてレポートにコメントを返します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

望ましい食生活のあり方を挙げることができる。
自分の食生活を分析・評価することができる。
自分の食生活と栄養学と関連付けることができる。

授業の方法

パワーポイントと配布資料を用いたり、視聴覚メディアを活用する。
グループワークにより教材を活用、発表を行う。
調査学習により学生によるプレゼンテーションを行う。
コメントシートを使用し、授業についての振り返りを行う。

ＩＣＴ活用 GoogleFormsのアンケート作成機能を用いて双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 白幡　亜希

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけてい
る。（知識・技能）」、「人々の健康の保持・増進に貢献する自覚と意欲をもち、積極的に行動し、必要な情報を発信することができる。
（関心・意欲・態度）」ことと関係する科目である。
初年次教育の一環として、専門領域を学習するための心構えを養うための科目である。
「栄養教育論」分野の基礎となり、導入教育である。

授業の概要

多様化した現代の食にはいくつかの問題が考えられる。その背景と現状を捉え、望ましい食生活のあり方へと改善していくために、管理栄
養士としてどのような取り組みをしていけばよいのかを学ぶ。まずは自らを振り返り、健全な食生活を実践するための考え方を理解する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11065042 食・生活教育演習（２組） 3534 1 1
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履修条件・留意
事項等

管理栄養士必修科目です

備考欄

その他 0 なし

教科書

大学で学ぶ食生活と健康のきほん／吉澤みな子・武智多与理・百木和　著／化学同人


参考文献 なし

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内レポート30％、授業での制作発表40％、授業への参加態度30％

15

自分の健康を自分で守る２
・基本的な調理を行う。（調理実習）２

配布資料を読んでおくこと。  （30
分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

自分の健康を自分で守る１
・おいしさと健康のための調理を学ぶ。
・調理実習へ向けて
・3・1・2弁当箱法を学ぶ。
・現時点での自分の食生活を評価する。

教科書6章（p41～p51）を読んでお
くこと。（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

14

自分の健康を自分で守る２
・基本的な調理を行う。（調理実習）１

配布資料を読んでおくこと。  （30
分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

11

管理栄養士と地域の関わり４
・パワーポイントにまとめた内容を個人発表する。
・発表内容の評価を行い、最良レシピを選出する。

発表の練習を行う。
（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

12

管理栄養士の媒体活用２
・フードモデルを活用した食育SATシステムを学ぶ。
・料理カードを用い１日分の献立作成をし、食事バランスガイド
で評価する。

配布資料を読んでおくこと。  （30
分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

- 225 -



北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

9

管理栄養士と地域の関わり２
・前回の内容をパワーポイントにまとめ、発表の準備を行う。

考案レシピを試作する。（30分） 発表の練習をする。（15分）

10

管理栄養士と地域の関わり３
・パワーポイントにまとめた内容を個人発表する。
・発表内容の評価を行い、最良レシピを選出する。

発表の練習を行う。（30分） 学習内容の確認を行う。
（15分）

7

自分の食生活の評価３
・食品の目安を学ぶ。
・献立作成について学ぶ。
・献立作成を行う。

自分が食べるご飯１膳の量や食材の
重さをはかってみる。（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

8

管理栄養士と地域の関わり１
・恵庭市と自分の出身地を調査・把握する。
・恵庭市と自分の出身地のどちらかの特産品を用い、簡単なレシ
ピを考案する。

パワーポイントの作り方を学んでお
く。（30分）

調査内容をまとめる。（15分）

5

自分の食生活の評価１
・BMI、標準体重、１日に必要とされるエネルギー量、１日に必
要な栄養素量について学ぶ。

教科書13章（p105～p116）を読んで
おくこと。（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

6

自分の食生活の評価２
・食事記録について学ぶ。
・食事記録を行い、自分の食生活を把握する。
・食事バランスガイドを学び、自分の食生活を評価する。

教科書11章（p93～p98）を読んでお
くこと。（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

3

食を生活の視点で考える３
・食品の機能性について学ぶ。
・グループワークを行い、発表する。

教科書7章（p53～p68）を読んでお
くこと。（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

4

管理栄養士の媒体活用１
・写真から食・栄養についてグループワークを行い、発表する。

教科書15章（p133～p142）を読んで
おくこと。（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

1

ガイダンス
・授業の目標
・評価方法
食を生活の視点で考える１
・私たちの食生活と健康の現状を知る。
・現時点での自分の食生活を評価する。

教科書1章（p1～p6）を読んでおく
こと。（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

2

食を生活の視点で考える２
・食品の安全流通と表示について学ぶ。
・グループワークを行い、発表する。

教科書14章3(p128～p132)を読んで
おくこと。（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

実務経験のある
教員の教育内容

介護老人保健施設において管理栄養士として勤務した経験を活かして授業を行います。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしてレポートにコメントを返します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

望ましい食生活のあり方を挙げることができる。
自分の食生活を分析・評価することができる。
自分の食生活と栄養学と関連付けることができる。

授業の方法

パワーポイントと配布資料を用いたり、視聴覚メディアを活用する。
グループワークにより教材を活用、発表を行う。
調査学習により学生によるプレゼンテーションを行う。
コメントシートを使用し、授業についての振り返りを行う。

ＩＣＴ活用 GoogleFormsのアンケート作成機能を用いて双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 白幡　亜希

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけてい
る。（知識・技能）」、「人々の健康の保持・増進に貢献する自覚と意欲をもち、積極的に行動し、必要な情報を発信することができる。
（関心・意欲・態度）」ことと関係する科目である。
初年次教育の一環として、専門領域を学習するための心構えを養うための科目である。
「栄養教育論」分野の基礎となり、導入教育である。

授業の概要

多様化した現代の食にはいくつかの問題が考えられる。その背景と現状を捉え、望ましい食生活のあり方へと改善していくために、管理栄
養士としてどのような取り組みをしていけばよいのかを学ぶ。まずは自らを振り返り、健全な食生活を実践するための考え方を理解する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11065043 食・生活教育演習（３組） 3534 1 1
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履修条件・留意
事項等

管理栄養士必修科目です

備考欄

その他 0 なし

教科書

大学で学ぶ食生活と健康のきほん／吉澤みな子・武智多与理・百木和　著／化学同人


参考文献 なし

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内レポート30％、授業での制作発表40％、授業への参加態度30％

15

自分の健康を自分で守る２
・基本的な調理を行う。（調理実習）２

配布資料を読んでおくこと。  （30
分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

自分の健康を自分で守る１
・おいしさと健康のための調理を学ぶ。
・調理実習へ向けて
・3・1・2弁当箱法を学ぶ。
・現時点での自分の食生活を評価する。

教科書6章（p41～p51）を読んでお
くこと。（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

14

自分の健康を自分で守る２
・基本的な調理を行う。（調理実習）１

配布資料を読んでおくこと。  （30
分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

11

管理栄養士と地域の関わり４
・パワーポイントにまとめた内容を個人発表する。
・発表内容の評価を行い、最良レシピを選出する。

発表の練習を行う。
（30分）

学習内容の確認を行う。
（15分）

12

管理栄養士の媒体活用２
・フードモデルを活用した食育SATシステムを学ぶ。
・料理カードを用い１日分の献立作成をし、食事バランスガイド
で評価する。

配布資料を読んでおくこと。  （30
分）

学習内容の確認を行う。
（15分）
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3

◆栄養アセスメントの具体的方法（２）
C．臨床症候
D．臨床検査
　意義や目的、実施方法、測定結果を整理し、理解を図る。

　配付プリントや教科書により、臨
床症候、臨床検査について、準備学
習に取組み、小テストと授業に備え
る（120分）。

　配付プリントや教科書、講義の内
容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成し到達度試験に備える
( 60分 )。

4

◆栄養アセスメントの具体的方法（３）
E．栄養･食事調査
◆栄養診断
　栄養・食事調査における目的、方法、栄養評価およびA～Eの結
果を用いた栄養診断について、整理し、理解を図る。

　配付プリントや教科書により、栄
養診断などについて準備学習に取り
組み、小テストと授業に備える
（120分）

配付プリントや教科書、講義の内容
などを取りまとめて、事後学習ノー
トを作成し到達度試験に備える( 60
分 )。

1

◆「臨床栄養学概論」のためのガイダンス
◆　臨床栄養の概念
①臨床栄養の意義と目的、②医療・福祉・介護と臨床栄養、③医
療制度と介護制度
　傷病者や要介護者への栄養ケア・マネジメント、治癒の促進な
どについて理解する。医療保険制度、介護保険制度について理解
する。

 シラバスと教科書により、授業の
進め方,科目の位置づけ、臨床栄養
の概念について準備学習に取り組
み、授業に備える（120分）。

　シラバスや教科書、講義の内容な
どを取りまとめて、事後学習ノート
を作成し、到達度試験に備える（60
分）。

2

栄養管理】
◆「栄養アセスメントの意義と方法」
①傷病者や要介護者（要支援者）への栄養アセス メントの意
義、②栄養スクリーニングの意義と方法
◆栄養アセスメントの具体的方法（１）
A．臨床診査
B．身体計測
　意義や目的、実施方法、評価を説明する。

　配付プリントや教科書により、臨
床診査・身体計測について、準備学
習に取組み、小テストと授業に備え
る（120分）。

　配付プリントや教科書、講義の内
容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成し到達度試験に備える
( 60分 )。

実務経験のある
教員の教育内容

国立病院の栄養管理室において、栄養士・管理栄養士として勤務した経験を生かし、傷病者に対する栄養マネジメントおよび栄養管理など
について授業を行う。　         

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、毎回実施する小テストの返却時に、出題部分の確認のポイントを提示する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

①　臨床栄養の意義と目的を説明できるとともに、 医療・福祉・介護における臨床栄養を理解する。
②　栄養スクリーニングおよび栄養アセスメントの意義と目的を説明できる。
③　それぞれの栄養アセスメント項目について、その目的と方法を理解し説明できる。
④　栄養補給計画、栄養食事指導および他領域からの情報収集について理解し説明できる。
⑤　栄養補給量の設定方法と栄養補給経路（経口・経腸・経静脈）の相違を理解し説明できる。
⑥　各疾患の病態の特徴、病態時の体内代謝、栄養管理の必要性が説明でき、栄養セスメントおよびアセスメントに　基づくケアプランの
作成、栄養教育が立案できる。

授業の方法

　授業の構成は、準備学習⇒プリントの配布⇒授業（講義形式）⇒事後学習を柱にする。
①　学習する内容のポイントをプリント3～4枚に取りまとめてクラスルームを使用し配付する。
②　配付プリントや教科書などにより、学習準備に取り組む。
③　毎回、授業開始時に事後学習の成果を小テストにより確認する。
④　配付プリント、教科書および講義の内容などをとりまとめて、「事後学習ノート」を作成する。
⑤　事後学習の成果は、確認試験で行う。

ＩＣＴ活用 Googleフォームの活用

前期

教員氏名 松本　信子

授業の位置づけ

｢臨床栄養学概論｣は､管理栄養士の重要な業務である｢傷病者に対する療養のための栄養の指導｣に関する知識､技術を習得するための専門科
目である｡管理栄養士は､医療機関などにおいて､傷病者に対する栄養ｱｾｽﾒﾝﾄに基づく栄養管理､栄養食事指導に関わっており､ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰ
の｢地域社会の生活習慣病予防･健康増進､および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につけている｡(知識・技能)｣
に特に関係する｡本科目は､1年次に履修した｢解剖学｣､｢生理学｣､｢基礎栄養学｣で学んだ知識を基に､後期以降の｢食事療法論｣､｢栄養ｱｾｽﾒﾝﾄ
論｣､｢栄養ｹｱﾌﾟﾗﾝ論｣､｢臨床栄養学実習｣､｢栄養療法実習｣および｢臨地実習｣に繋がる科目である｡

授業の概要

　「臨床栄養学概論」は、傷病者に対する疾病治療の一環として栄養治療法を実施するうえで必要とされる病態の正確な理解と栄養状態の
的確な評価をもとにした栄養管理および栄養食事指導を行うために必要な知識・技術を修得する。「人体の構造と機能および疾病の成り立
ち」において学んだ疾患の成因、病態、診断および治療などを基本に、疾病の治療、増悪防止や食事支援にむけ、疾患・病態、栄養状態に
応じた適切な栄養アセスメントと、アセスメントに基づく栄養診断、栄養ケアプランおよび栄養食事指導などの内容を理解する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10771041 臨床栄養学概論 3550 2 カリキュラムにより
異なります。
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13

◆肥満と代謝疾患Ⅰ
「肥満およびメタボリックシンドローム」
　上記疾患について、病態の特徴、病態時の体内代謝、栄養アセ
スメント、アセスメントに基づいた栄養ケアプランおよび栄養教
育について、それぞれ内容を整理し理解を図る。

　左記の疾患について、配付プリン
トや教科書により、準備学習に取組
み、小テストと授業に備える（120
分）。

配付プリントや教科書、講義の内容
などを取りまとめて、事後学習ノー
トを作成し到達度試験に備える( 60
分 )。。

14

◆肥満と代謝疾患 Ⅱ　「糖尿病」
　糖尿病の栄養アセスメントと栄養ケア・マネジメントに関し
て、診断、病態の特徴、治療法、栄養アセスメントについて、そ
れぞれ内容を整理し理解を図る。

　配付プリントや教科書により、糖
尿病について、準備学習に取組み、
小テストと授業に備える（120
分）。

配付プリントや教科書、講義の内容
などを取りまとめて、事後学習ノー
トを作成し到達度試験に備える( 60
分 )。

11

◆消化器疾患 Ⅳ　
「胆石症、胆嚢炎、膵炎」
　上記疾患について、病態の特徴、病態時の体内代謝、栄養アセ
スメント、アセスメントに基づいた栄養ケアプランおよび栄養教
育について、それぞれ内容を整理し理解を図る。

　配付プリントや教科書により、胆
嚢・膵臓疾患について、準備学習に
取組み、小テストと授業に備える
（120分）。

　配付プリントや教科書、講義の内
容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成し到達度試験に備える
( 60分 )。

12

◆栄養障害　
「たんぱく質・エネルギー栄養障害（ＰＥＭ）、ビタミン欠乏
症・過剰症、ミネラル欠乏症・過剰症」
　上記疾患について、病態の特徴、病態時の体内代謝、栄養アセ
スメント、アセスメントに基づいた栄養ケアプランおよび栄養教
育について、それぞれ内容を整理し理解を図る。

　左記の疾患について、配付プリン
トや教科書により、準備学習に取組
み、小テストと授業に備える（120
分）。

配付プリントや教科書、講義の内容
などを取りまとめて、事後学習ノー
トを作成し到達度試験に備える( 60
分 )。

9

◆消化器疾患 Ⅱ
  「たんぱく漏出性胃腸症、炎症性腸疾患（クローン病、潰瘍性
大腸炎）、過敏性腸症候群」
　上記疾患について、病態の特徴、病態時の体内代謝、栄養アセ
スメント、アセスメントに基づいた栄養ケアプランおよび栄養教
育について、それぞれ内容を整理し理解を図る。

　配付プリントや教科書により、腸
疾患を中心に、準備学習に取組み、
小テストと授業に備える（120
分）。

配付プリントや教科書、講義の内容
などを取りまとめて、事後学習ノー
トを作成し到達度試験に備える( 60
分 )。

10

◆消化器疾患 Ⅲ
　「肝炎、肝硬変、脂肪肝、非アルコール性脂肪性肝疾患
（NAFLD）、非アルコール性脂肪肝炎（NASH）」
　上記疾患について、病態の特徴、病態時の体内代謝、栄養アセ
スメント、アセスメントに基づいた栄養ケアプランおよび栄養教
育について、それぞれ内容を整理し理解を図る。

　 配付プリントや教科書により、
肝疾患について、準備学習に取組
み、小テストと授業に備える（120
分）。

配付プリントや教科書、講義の内容
などを取りまとめて、事後学習ノー
トを作成し到達度試験に備える( 60
分 )。

7

◆栄養・食事療法と栄養補給法Ⅱ
「経腸栄養法」および「経静脈栄養法」
　非経口的栄養法である経腸栄養法および経静脈栄養法の目的、
適応疾患、種類、投与方法、合併症等に関して、それぞれの内容
を整理し、理解を図る。


　配付プリントや教科書により、経
腸・経腸栄養法について、準備学習
に取組み、小テストと授業に備える
（120分）。

　配付プリントや教科書、講義の内
容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成し到達度試験に備える
( 60分 )。

8

◆消化器疾患 Ⅰ 
 「口腔疾患、摂食・嚥下障害、胃食道逆流症、胃十二指腸潰
瘍」　
　上記疾患について、病態の特徴、病態時の体内代謝、栄養アセ
スメント、アセスメントに基づいた栄養ケアプランおよび栄養教
育について、それぞれ内容を整理し理解を図る。

　配付プリントや教科書により、口
腔・食道･胃疾患について、準備学
習に取組み、小テストと授業に備え
る（120分）。

　配付プリントや教科書、講義の内
容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成し到達度試験に備える
( 60分 )。

5

◆栄養ケアの目標設定と計画作成
①目標の設定
②栄養投与量（エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ビタ
ミン、ミネラル）の算定
③栄養補給法の選択
　傷病者が必要する栄養投与量の算出方法と栄養補給の方法につ
いて、それぞれの内容を整理し、理解を図る。　

  　配付プリントや教科書により、
栄養投与量の算定方法について、準
備学習に取組み、小テストと授業に
備える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義の内
容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成し到達度試験に備える
( 60分 )。

6

◆栄養・食事療法と栄養補給法Ⅰ
　「経口栄養補給法」
　もっとも生理的な栄養補給法である経口栄養補給法の目的、種
類、実施および一般治療食・特別治療食に関して、それぞれの内
容を整理し、理解を図る。


　配付プリントや教科書により、経
口栄養補給法について、準備学習に
取組み、小テストと授業に備える
（120分）。

　配付プリントや教科書、講義の内
容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成し到達度試験に備える
( 60分 )。
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履修条件・留意
事項等

履修条件なし。管理栄養士国家試験の出題分野であり、真摯な態度での受講を期待します。

備考欄

その他 40 定期試験相当の到達度試験(管理栄養士国家試験に準拠した問題）を実施しする。

教科書 エッセンシャル　臨床栄養学／佐藤和人、本間健、小松龍史 編／医歯薬出版

参考文献

●病態生理基礎のキソ　絵でみてわかる病気のしくみ／竹田津文俊／学研メディカル秀潤社
●糖尿病治療ガイド／日本糖尿病学会編／文光堂

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

60 ◆小テストの結果（事後学習ノート含む）　（40％）
◆授業に取り組む姿勢（20％）

15

◆到達度試験
　まとめ

   配布プリントや教科書などによ
り、準備学習に取組み、到達度試験
に備える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義の内
容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する( 60分 )。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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5

 ◆腎・尿路系の疾患Ⅲ
   「CKD（慢性腎臓病）」
　病態の特徴、病態時の体内代謝、栄養アセスメント、アセスメ
ントに基づいた栄養ケアプランおよび栄養教育について説明し、
理解を図る。

　左記疾患について、病態の特徴、
栄養アセスメントを中心に準備学習
に取り組み、小テストと授業に備え
る（120分）。

　配付プリントや教科書、講義内容
などを取りまとめて、事後学習ノー
トを作成し、確認試験に備える（60
分）。

3

 ◆腎・尿路系の疾患 Ⅰ
　  「急性・慢性糸球体腎炎、ネフローゼ症候群」
　病態の特徴、病態時の体内代謝、栄養アセスメント、アセスメ
ントに基づいた栄養ケアプランおよび栄養教育について説明し、
理解を図る。

　左記疾患について、病態の特徴、
栄養アセスメントを中心に 準備学
習に取り組み、小テストと授業に備
える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義内容
などを取りまとめて、事後学習ノー
トを作成し、確認試験に備える（60
分）。

4

◆腎・尿路系の疾患Ⅱ　
    「急性・慢性腎不全、糖尿病性腎症」
　病態の特徴、病態時の体内代謝、栄養アセスメント、アセスメ
ントに基づいた栄養ケアプランおよび栄養教育について説明し、
理解を図る。

　左記疾患について、病態の特徴、
栄養アセスメントを中心に 準備学
習に取り組み、小テストと授業に備
える（120分）。

   配付プリントや教科書、講義内
容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成し、確認試験に備える
（60分）。

1

◆「臨床栄養学各論」のためのガイダンス
◆内分泌疾患  
　「甲状腺機能亢進症・低下症、クッシング病・　　症候群」
　病態の特徴、病態時の体内代謝、栄養アセスメント、アセスメ
ントに基づいた栄養ケアプランおよび栄養教育について説明し、
理解を図る。

　左記疾患について、病態の特徴、
栄養アセスメントを中心に 準備学
習に取り組み、小テストと授業に備
える（120分）。
　 

  配付プリントや教科書、講義内容
などを取りまとめて、事後学習ノー
トを作成し、確認試験に備える（60
分）。

2

◆循環器疾患
    「高血圧症、脳血管障害、虚血性心疾患、心不 
   全、妊娠高血圧症候群」
　病態の特徴、病態時の体内代謝、栄養アセスメント、アセスメ
ントに基づいた栄養ケアプランおよび栄養教育について説明し、
理解を図る。

　左記疾患について、病態の特徴、
栄養アセスメントを中心に 準備学
習に取り組み、小テストと授業に備
える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義内容
などを取りまとめて、事後学習ノー
トを作成し、確認試験に備える（60
分）。

実務経験のある
教員の教育内容

国立病院の栄養管理室において、栄養士・管理栄養士として年勤務した経験を生かして、傷病者に対する栄養マネジメントおよび栄養管理
などについて授業を行う。　         



課題に対する
フィードバック

の方法

 フィードバックとして、毎回授業開始時に実施する小テストの返却時に、出題部分の確認のポイントを提示する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

 ①　各疾患の病態の特徴、病態時の体内代謝、栄養管理の必要性が説明でき、栄養セスメントおよびアセスメントに基づくケアプランの
作成、栄養教育が立案できる。　
②　老年症候群について説明できる。
③　要支援、要介護者の栄養セスメントおよび栄養ケアプランの作成について説明ができる。
④　栄養・ケアマネジメントの記録の意義と「問題志向型システム」(POS)を活用した診療録の記載方法を理解し実践できる。
⑤  「問題志向型診療録」(POMR)を作成でき、SOAPに基づいた診療録の記載ができる。
⑥　医薬品とは何か、医薬品の体内動態、栄養・食物が医薬品に及ぼす影響および医薬品が栄養・食物に及ぼす影響を説明できる。

授業の方法

授業の構成は、プリントの配布⇒準備学習⇒授業（講義形式）⇒事後学習を柱にする。
①　学習する内容のポイントをプリント3～4枚に取りまとめて配付する。
②　配付プリントや教科書などにより、疾患・病態の特徴、病態時の体内代謝、栄養アセスメントを中心に事前学習に取り組む。
③　毎回、授業開始時に学習の成果を小テストにより確認する。
④　配付プリント、教科書および講義の内容などをとりまとめて、「事後学習ノート」を作成する。
⑤　事後学習の成果は、確認試験で行う。

ＩＣＴ活用 Googleフォームを活用する

後期

教員氏名 松本　信子

授業の位置づけ

 臨床栄養学では､傷病者に対する疾病治療の一環として栄養治療法を実施するうえで必要とされる病態の正確な理解と栄養状態の的確な評
価に基づく栄養管理および栄養食事指導を行うために必要な知識･技術の修得をする｡ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰの｢地域社会の生活習慣病予防･健康増
進､および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につけている｡(知識･技能)｣ことと特に関係がある科目である｡前期
に学んだ｢臨床栄養学概論｣に引き続く科目であり､並行して学ぶ｢食事療法論｣､3年次前期の｢臨床栄養学実習｣､｢栄養ｱｾｽﾒﾝﾄ論｣､後期に学ぶ｢
栄養療法実習｣､｢栄養ｹｱﾌﾟﾗﾝ論｣､｢栄養ｱｾｽﾒﾝﾄ演習｣および｢臨地実習Ⅱ｣に繋がる科目である｡

授業の概要

　「疾患・病態別の栄養・ケアマネジメント」として、内分泌疾患、循環器疾患、腎・尿路疾患、血液疾患、免疫疾患、呼吸器疾患、手
術・周術期患者、摂食障害、乳幼児・小児疾患、要介護・要支援者の栄養管理・老年症候群などを取り上げ、病態の特徴、病態時の体内代
謝、栄養アセスメント、アセスメントに基づいた栄養ケアプランおよび栄養教育について学ぶ。また、チーム医療における栄養ケア・管理
の記録および食事と医薬品の相互作用についても学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

90772041 臨床栄養学各論 3552 2 2
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定期試験 0    実施しない。

15

◆到達度試験
まとめ

　 準備学習に取り組み、到達度試
験と授業に備える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義内容
などを取りまとめて復習する。（60
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

 ◆要介護・要支援者の栄養管理・老年症候群
 　高齢者に特有な疾患である老年症候群の疾患・病態の特徴、
栄養･ケアマネジメントの必要性について説明し、理解を図る。
　また、要支援・要介護者の栄養アセスメント、栄養ケアプラン
の作成および栄養教育について説明し、理解を図る。　 

　左記疾患について、病態の特徴、
栄養アセスメントを中心に 準備学
習に取り組み、小テストと授業に備
える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義内容
などを取りまとめて、事後学習ノー
トを作成し、確認試験に備える（60
分）。

14

 ◆栄養ケア・管理の記録
　医療チーム内のコミュニケーションツールとしての役割をも
つ、栄養管理記録の意義と目的、「問題志向型システム」
（POS）に基づく「問題志向型診療記録」（POMR）、経過記録の
作成に関して、基本的知識と記録方法などの技術について説明
し、理解を図る。

　POSを活用した診療録の記載方法
やSOAPに基づいた記載を中心に 準
備学習に取り組み、小テストと授業
に備える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義内容
などを取りまとめて、事後学習ノー
トを作成し、確認試験に備える（60
分）。

11

◆クリティカルケア
    「外傷、熱傷」
　病態の特徴、治療法、栄養アセスメント、アセスメントに基づ
いた栄養ケアプランおよび栄養教育について説明し、理解を図
る。　 

　左記疾患について、病態の特徴、
栄養アセスメントを中心に 準備学
習に取り組み、小テストと授業に備
える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義内容
などを取りまとめて、事後学習ノー
トを作成し、確認試験に備える（60
分）。

12

◆精神・神経疾患　
    「摂食障害、認知症、パーキンソン病」
◆乳幼児・小児疾患
　病態の特徴、病態時の体内代謝、栄養アセスメント、アセスメ
ントに基づいた栄養ケアプランおよび栄養教育について説明し、
理解を図る。

　左記疾患について、病態の特徴、
栄養アセスメントを中心に 準備学
習に取り組み、小テストと授業に備
える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義内容
などを取りまとめて、事後学習ノー
トを作成し、確認試験に備える（60
分）。

9

◆筋・骨格疾患　
  「骨粗鬆症、骨軟化症、サルコペニア、ロコモティブシンド
ローム」
　病態の特徴、病態時の体内代謝、栄養アセスメント、アセスメ
ントに基づいた栄養ケアプランおよび栄養教育について説明し、
理解を図る。　 

　左記疾患について、病態の特徴、
栄養アセスメントを中心に 準備学
習に取り組み、小テストと授業に備
える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義内容
などを取りまとめて、事後学習ノー
トを作成し、確認試験に備える（60
分）。

10

◆呼吸器疾患
　 「慢性閉塞性肺疾患、気管支喘息、肺炎」
◆手術・周術期患者
　診断、病態の特徴、病態時の体内代謝、アセスメント、アセス
メントに基づいた栄養ケアプランおよび栄養教育について説明
し、理解を図る。　 

　左記疾患について、病態の特徴、
栄養アセスメントを中心に 準備学
習に取り組み、小テストと授業に備
える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義内容
などを取りまとめて、事後学習ノー
トを作成し、確認試験に備える（60
分）。

7

 ◆血液系疾患
    「貧血、出血性疾患」
 　病態の特徴、病態時の体内代謝、栄養アセスメント、アセス
メントに基づいた栄養ケアプランおよび栄養教育について説明
し、理解を図る。　 

　左記疾患について、病態の特徴、
栄養アセスメントを中心に 準備学
習に取り組み、小テストと授業に備
える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義内容
などを取りまとめて、事後学習ノー
トを作成し、確認試験に備える（60
分）。

8

 ◆免疫疾患
   「膠原病、自己免疫疾患」
　病態の特徴、病態時の体内代謝、栄養アセスメント、アセスメ
ントに基づいた栄養ケアプランおよび栄養教育について説明し、
理解を図る。　 

　左記疾患について、病態の特徴、
栄養アセスメントを中心に 準備学
習に取り組み、小テストと授業に備
える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義内容
などを取りまとめて、事後学習ノー
トを作成し、確認試験に備える（60
分）。

6

 ◆腎・尿路系の疾患 Ⅳ
　「尿路結石」、「血液透析、腹膜透析」
　尿路結石の疾患・病態、腎機能代替療法の特徴、透析患者の病
態、施行時の体内代謝、栄養アセスメント、アセスメントに基づ
いた栄養ケアプランおよび栄養教育について、それぞれ内容を説
明について説明し、理解を図る。　 

　左記疾患について、病態の特徴、
栄養アセスメントを中心に 準備学
習に取り組み、小テストと授業に備
える（120分）。

  配付プリントや教科書、講義内容
などを取りまとめて、事後学習ノー
トを作成し、確認試験に備える（60
分）。
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履修条件・留意
事項等

　履修条件なし。本科目は、管理栄養士国家試験の出題分野であり、真摯な態度での受講を期待します。

備考欄

その他

40 定期試験相当の確認試験（管理栄養士国家試験に準拠した問題）を実施し、学習の評価を行う。

教科書 エッセンシャル　臨床栄養学／佐藤和人、本間健、小松龍史 編／医歯薬出版

参考文献

●病態生理基礎のキソ　絵でみてわかる病気のしくみ／竹田津文俊／学研メディカル秀潤社
●糖尿病治療ガイド／日本糖尿病学会編／文光堂

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

60 　小テストの結果（事後学習ノート含む）　（40％）
　授業に取り組む姿勢（20％）
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5

「一般治療食の実際」に関して、常食、全がゆ食、五分がゆ食、
三分がゆ食および流動食の概要と食事基準・食品構成の実際、並
びに基本献立（一般治療食常食）から各かゆ食および流動食への
献立展開の実際について、それぞれ内容を整理し理解を図る。

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

3

「食事療養における献立の展開」に関して、意義と基本的な考え
方、方法（一般治療食常食からかゆ食へ、一般治療食から特別治
療食「塩分コントロール食」や「エネルギーコントロール食」な
ど）への展開技法について、それぞれ内容を整理し理解を図る。

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

4

「一般治療食の栄養管理」に関して、「日本人の食事摂取基準」
の取り扱い、食事基準の設定（入院時食事療養で栄養管理の対象
とする栄養素など）および食品構成の設定（食品類別荷重平均成
分表の活用）について、それぞれ内容を整理し理解を図る。

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

1

「食事療法のとらえ方」に関して、病院等で入院時食事療養部門
が担当する主な業務（個々の患者の栄養管理、治療食の精度管
理、食数・食材管理、調理作業管理、衛生・安全管理等）および
食事療法の現状について、それぞれ内容を整理して理解を図る。
講義終了後に５問程度のプレテストを実施する。

シラバスと教科書により、授業の進
め方、科目の位置づけ、食事療法に
ついて準備学習に取り組み、授業お
よびプレテストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

2

「栄養補給方法の概要と主な治療食および再加工調理」に関し
て、栄養補給方法の概要、経腸栄養法（経口栄養法と経管栄養
法）、治療食の区分、形態別区分、特別治療食および再加工調理
（主食・副食の再加工）について、それぞれ内容を整理し理解を
図る。

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

実務経験のある
教員の教育内容

国立病院機構施設・ナショナルセンターの施設１１か所で勤務した経験を活かして医療施設における食事療法について授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして前講義内容より出題の復習小テスト実施し回収後、問題の説明と解説を実施する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「食事療法論」の授業において修得すべき目標は、以下のとおりである。
①　病院等医療機関において管理栄養士が担当する業務内容を理解し、説明できる。
②　栄養補給方法の概要を理解し、説明できる。
③　代表的な治療食の概要、食事基準、食品構成、献立表および献立の展開を理解し、説明できる。
④　食品交換表を用いた食事記録の栄養計算など、食事療法を支援する技法を理解し、実践できる。
⑤　入院時食事療養制度および医学管理等診療報酬算定制度の仕組みを理解し、説明できる。

授業の方法

「食事療法論」の授業の進め方は、以下の通りである。
①　毎回の授業後に、学習の状況を確認するためのプレテストを実施する。（５分程度）終了後、不正解部分については再度確認を行う。
②　学生は、プレテストおよび配布プリントや教科書などにより復習学習に取り組み、整理を行い確認本テストに備える。
③　事後学習では、プレテストおよび配布プリントや教科書および講義の内容などを取りまとめて「事後学習ノート」を作成する。
④　事後学習実施状況の確認は、「事後学習ノート」および「定期試験」で評価を行う。

ＩＣＴ活用 授業中の課題の一部にグーグルクラスルームを用いた双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 今泉　博文

授業の位置づけ

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ・ﾎﾟﾘｼｰ科学的根拠に基づいて,人を対象とした適切な栄養指導/教育を行うために必要な知識/技術を身につけることと特に関係の
ある科目であり,更に[ﾋﾄの健康に直接ｱｸｾｽする人間栄養学]に関わる専門科目である.病院等において患者の入院時食事療養関連業務と,医
療ﾁｰﾑの一員として栄養管理計画の作成等に携わる専門技術職種に位置づけられ,そこで活躍する管理栄養士には,臨床栄養学の高度/専門的
な知識/技術が求められる.適切に栄養管理された治療食の調製と食事管理/栄養食事指導への展開を学ぶ科目で[人体の構造と機能および疾
病の成り立ち]や[臨床栄養学]等臨床栄養関連科目に立脚し,[栄養療法実習],[臨地実習]などにつながっている.

授業の概要

「食事療法」とは、疾病治療の一環として直接または間接的な医学的・栄養学的効果を期待し、経口的・経腸的に栄養素などを患者に提供
する栄養補給方法を総称した概念である。「食事療法論」では、病院等医療機関で入院患者に治療食を提供する入院時食事療養、また、在
宅療養患者が行う食事療法を支援するために、管理栄養士が備えるべき臨床栄養学関連の知識・技術の修得を目指す。特に「食事療法論」
によって、臨床の場で活躍する管理栄養士に求められる患者個々の栄養管理、病態に適応する治療食の調製と提供、在宅療養患者の食事療
法支援に関する栄養食事指導並びに関連法令や諸制度などの内容の理解を図る。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10375041 食事療法論（１組） 3554 2 カリキュラムにより
異なります。
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定期試験

0 定期試験は,実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認本テスト（40％）、プレテスト（40％）、授業に取り組む姿勢等（出欠席も含む）（20％）

15

講義内容より出題の確認本テストとまとめ実施。（60分程度）お
よび講義の総まとめ

確認本テスト対応模擬問題＆解説と
プレテストを整理して復習するこ
と。（120分程度）

確認本テストの不正解については再
度確認を行うこと。（60分程度）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

「食品・食事と医薬品との相互作用」に関して、食品・食事が医
薬品に及ぼす影響、食品・食事と医薬品の相互作用および医薬品
が食品・食事に及ぼす影響（医薬品成分と栄養素との拮抗など）
の代表的な症例について、それぞれ整理し理解を図る。

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

14

化学療法を受ける方の�食事の工夫について
治療中の方の食事摂取の必要性について、それぞれ内容を整理し
理解を図る。　
　 ・必要栄養量の確保
　 ・治療によって障害を受けた組織の再生
　 ・空腹を満たす
　 ・味覚を満たす
　 ・『治療への意欲』
　　　 “食べられる”ことによる精神的安心感

★食事療法論模擬問題（１０題程度）を実施し、その解答と解説
を行い、確認本テストに備えること。　

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

11

「脂質コントロール食」に関して、治療食の概要（脂質の量また
は質をコントロールした治療食）、食事基準・食品構成の実際、
献立展開の実際、日本動脈硬化学会による「脂質異常症における
食事療法の基本」について、それぞれ内容を整理し理解を図る。

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

12

「潰瘍食」に関し、治療食の概要、食事基準・食品構成の実際、
また、「胃切除術後食」に関し、治療食の概要、食事基準・食品
構成の実際および検査食（注腸食、ヨード制限食、潜血食）に関
し、検査食の実際について、それぞれ内容を整理し理解を図る。

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

9

「たんぱく質・塩分コントロール食」に関して、特別治療食の概
要、食事療法の目的、ＣＫＤの診断基準・ステージ分類・ステー
ジ別たんぱく質量、食事基準・食品構成の実際、治療用特殊食品
および献立展開の実際について、それぞれ内容を整理し理解を図
る。

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

10

「腎臓病食品交換表」に関して、食品交換表の使い方、食品交換
表別の食品分類（たんぱく質を含む表、たんぱく質を含まない
表・別表・治療用特殊食品）、食品交換表を用いた食事記録の栄
養摂取量算出技法について、それぞれ内容を整理し理解を図る。

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

7

「エネルギーコントロール食」に関して、特別治療食としての概
要、ＧＩ値やカーボカウント法、炭水化物エネルギー比、食事基
準や食品構成の実際、献立展開の実際および『糖尿病治療ガイ
ド』について、それぞれ内容を整理し理解を図る。

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

8

「糖尿病の食品交換表」に関して、食品交換表における食品の表
分類（６つの表と調味料）、単位の基本的な考え方、食品交換表
の使い方および食品交換表を用いた食事記録のエネルギー摂取量
算出方法について、それぞれ内容を整理し理解を図る。

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

6

「特別治療食の栄養管理および塩分コントロール食」に関して、
特別治療食の目的、食事基準・食品構成設定の考え方、成分栄養
管理の概要、塩分コントロール食の食事基準・食品構成および献
立展開について、それぞれ内容を整理して理解を図る。

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)
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履修条件・留意
事項等

履修要件はありませんが管理栄養士国家試験受験資格取得のための必修科目です。

備考欄 なし

その他

0 ・授業への参加態度
・レポート課題等の提出期限を厳守すること　

教科書

「食事療養実務入門」最新版学建書院　「糖尿病食品交換表」　「腎臓病食品交換表」　「日本食品標準成分表」

参考文献 「ＮＳＴ完全ガイド」、東口高志編集、照林社　「新臨床栄養学」、本田佳子編、医歯薬出版

- 236 -



北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

5

「一般治療食の実際」に関して、常食、全がゆ食、五分がゆ食、
三分がゆ食および流動食の概要と食事基準・食品構成の実際、並
びに基本献立（一般治療食常食）から各かゆ食および流動食への
献立展開の実際について、それぞれ内容を整理し理解を図る。

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

3

「食事療養における献立の展開」に関して、意義と基本的な考え
方、方法（一般治療食常食からかゆ食へ、一般治療食から特別治
療食「塩分コントロール食」や「エネルギーコントロール食」な
ど）への展開技法について、それぞれ内容を整理し理解を図る。

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

4

「一般治療食の栄養管理」に関して、「日本人の食事摂取基準」
の取り扱い、食事基準の設定（入院時食事療養で栄養管理の対象
とする栄養素など）および食品構成の設定（食品類別荷重平均成
分表の活用）について、それぞれ内容を整理し理解を図る。

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

1

「食事療法のとらえ方」に関して、病院等で入院時食事療養部門
が担当する主な業務（個々の患者の栄養管理、治療食の精度管
理、食数・食材管理、調理作業管理、衛生・安全管理等）および
食事療法の現状について、それぞれ内容を整理して理解を図る。
講義終了後に５問程度のプレテストを実施する。

シラバスと教科書により、授業の進
め方、科目の位置づけ、食事療法に
ついて準備学習に取り組み、授業お
よびプレテストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

2

「栄養補給方法の概要と主な治療食および再加工調理」に関し
て、栄養補給方法の概要、経腸栄養法（経口栄養法と経管栄養
法）、治療食の区分、形態別区分、特別治療食および再加工調理
（主食・副食の再加工）について、それぞれ内容を整理し理解を
図る。

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

実務経験のある
教員の教育内容

国立病院機構施設・ナショナルセンターの施設１１か所で勤務した経験を活かして医療施設における食事療法について授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして前講義内容より出題の復習小テスト実施し回収後、問題の説明と解説を実施する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「食事療法論」の授業において修得すべき目標は、以下のとおりである。
①　病院等医療機関において管理栄養士が担当する業務内容を理解し、説明できる。
②　栄養補給方法の概要を理解し、説明できる。
③　代表的な治療食の概要、食事基準、食品構成、献立表および献立の展開を理解し、説明できる。
④　食品交換表を用いた食事記録の栄養計算など、食事療法を支援する技法を理解し、実践できる。
⑤　入院時食事療養制度および医学管理等診療報酬算定制度の仕組みを理解し、説明できる。

授業の方法

「食事療法論」の授業の進め方は、以下の通りである。
①　毎回の授業後に、学習の状況を確認するためのプレテストを実施する。（５分程度）終了後、不正解部分については再度確認を行う。
②　学生は、プレテストおよび配布プリントや教科書などにより復習学習に取り組み、整理を行い確認本テストに備える。
③　事後学習では、プレテストおよび配布プリントや教科書および講義の内容などを取りまとめて「事後学習ノート」を作成する。
④　事後学習実施状況の確認は、「事後学習ノート」および「定期試験」で評価を行う。

ＩＣＴ活用 授業中の課題の一部にグーグルクラスルームを用いた双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 今泉　博文

授業の位置づけ

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ・ﾎﾟﾘｼｰ科学的根拠に基づいて,人を対象とした適切な栄養指導/教育を行うために必要な知識/技術を身につけることと特に関係の
ある科目であり,更に[ﾋﾄの健康に直接ｱｸｾｽする人間栄養学]に関わる専門科目である.病院等において患者の入院時食事療養関連業務と,医
療ﾁｰﾑの一員として栄養管理計画の作成等に携わる専門技術職種に位置づけられ,そこで活躍する管理栄養士には,臨床栄養学の高度/専門的
な知識/技術が求められる.適切に栄養管理された治療食の調製と食事管理/栄養食事指導への展開を学ぶ科目で[人体の構造と機能および疾
病の成り立ち]や[臨床栄養学]等臨床栄養関連科目に立脚し,[栄養療法実習],[臨地実習]などにつながっている.

授業の概要

「食事療法」とは、疾病治療の一環として直接または間接的な医学的・栄養学的効果を期待し、経口的・経腸的に栄養素などを患者に提供
する栄養補給方法を総称した概念である。「食事療法論」では、病院等医療機関で入院患者に治療食を提供する入院時食事療養、また、在
宅療養患者が行う食事療法を支援するために、管理栄養士が備えるべき臨床栄養学関連の知識・技術の修得を目指す。特に「食事療法論」
によって、臨床の場で活躍する管理栄養士に求められる患者個々の栄養管理、病態に適応する治療食の調製と提供、在宅療養患者の食事療
法支援に関する栄養食事指導並びに関連法令や諸制度などの内容の理解を図る。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10375042 食事療法論（２組） 3554 2 カリキュラムにより
異なります。
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定期試験

0 定期試験は,実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認本テスト（40％）、プレテスト（40％）、授業に取り組む姿勢等（出欠席も含む）（20％）

15

講義内容より出題の確認本テストとまとめ実施。（60分程度）お
よび講義の総まとめ

確認本テスト対応模擬問題＆解説と
プレテストを整理して復習するこ
と。（120分程度）

確認本テストの不正解については再
度確認を行うこと。（60分程度）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

「食品・食事と医薬品との相互作用」に関して、食品・食事が医
薬品に及ぼす影響、食品・食事と医薬品の相互作用および医薬品
が食品・食事に及ぼす影響（医薬品成分と栄養素との拮抗など）
の代表的な症例について、それぞれ整理し理解を図る。

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

14

化学療法を受ける方の�食事の工夫について
治療中の方の食事摂取の必要性について、それぞれ内容を整理し
理解を図る。　
　 ・必要栄養量の確保
　 ・治療によって障害を受けた組織の再生
　 ・空腹を満たす
　 ・味覚を満たす
　 ・『治療への意欲』
　　　 “食べられる”ことによる精神的安心感

★食事療法論模擬問題（１０題程度）を実施し、その解答と解説
を行い、確認本テストに備えること。　

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

11

「脂質コントロール食」に関して、治療食の概要（脂質の量また
は質をコントロールした治療食）、食事基準・食品構成の実際、
献立展開の実際、日本動脈硬化学会による「脂質異常症における
食事療法の基本」について、それぞれ内容を整理し理解を図る。

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

12

「潰瘍食」に関し、治療食の概要、食事基準・食品構成の実際、
また、「胃切除術後食」に関し、治療食の概要、食事基準・食品
構成の実際および検査食（注腸食、ヨード制限食、潜血食）に関
し、検査食の実際について、それぞれ内容を整理し理解を図る。

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

9

「たんぱく質・塩分コントロール食」に関して、特別治療食の概
要、食事療法の目的、ＣＫＤの診断基準・ステージ分類・ステー
ジ別たんぱく質量、食事基準・食品構成の実際、治療用特殊食品
および献立展開の実際について、それぞれ内容を整理し理解を図
る。

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

10

「腎臓病食品交換表」に関して、食品交換表の使い方、食品交換
表別の食品分類（たんぱく質を含む表、たんぱく質を含まない
表・別表・治療用特殊食品）、食品交換表を用いた食事記録の栄
養摂取量算出技法について、それぞれ内容を整理し理解を図る。

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

7

「エネルギーコントロール食」に関して、特別治療食としての概
要、ＧＩ値やカーボカウント法、炭水化物エネルギー比、食事基
準や食品構成の実際、献立展開の実際および『糖尿病治療ガイ
ド』について、それぞれ内容を整理し理解を図る。

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

8

「糖尿病の食品交換表」に関して、食品交換表における食品の表
分類（６つの表と調味料）、単位の基本的な考え方、食品交換表
の使い方および食品交換表を用いた食事記録のエネルギー摂取量
算出方法について、それぞれ内容を整理し理解を図る。

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)

6

「特別治療食の栄養管理および塩分コントロール食」に関して、
特別治療食の目的、食事基準・食品構成設定の考え方、成分栄養
管理の概要、塩分コントロール食の食事基準・食品構成および献
立展開について、それぞれ内容を整理して理解を図る。

配布プリントや教科書などにより準
備学習に取組み、授業およびプレテ
ストに備える（90分）。

配布プリント,教科書および講義の
内容などを取りまとめ,事後学習
ノートを作成して、授業のポイント
およびプレテストの確認を行い確認
試験に備える.(120分)
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履修条件・留意
事項等

履修要件はありませんが管理栄養士国家試験受験資格取得のための必修科目です。

備考欄 なし

その他

0 ・授業への参加態度
・レポート課題等の提出期限を厳守すること　

教科書

「食事療養実務入門」最新版学建書院　「糖尿病食品交換表」　「腎臓病食品交換表」　「日本食品標準成分表」

参考文献 「ＮＳＴ完全ガイド」、東口高志編集、照林社　「新臨床栄養学」、本田佳子編、医歯薬出版
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3

◆流動食、経管栄養法の実際 教科書により準備学習に取組み、授
業、小テストに備える　

教科書、配布プリントおよび教科
書、配布プリントおよび説明の内容
などを取りまとめて、事後学習ノー
トを作成する


4

◆経口栄養法（一般治療食における調整実習） 教科書により準備学習に取組み、授
業に備える

教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する

1

◆「臨床栄養学実習」のガイダンス

①入院時食事療養（病院給食）の概要と特徴
②ビデオ視聴


教科書により準備学習に取組み、授
業、小テストに備える

教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する


2

◆一般治療食における献立展開の方法 教科書により準備学習に取組み、授
業、小テストに備える

教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する


実務経験のある
教員の教育内容

国立病院機構病院の栄養管理室にて栄養士・管理栄養士として栄養の指導に従事した勤務経験を活かして「臨床栄養学実習」の授業を行
う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックの方法として、特に課題である献立表は、添削をした後に返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「臨床栄養学実習」の授業において到達すべき目標は、以下のとおりである。
　①栄養アセスメントとパラメータを理解し、栄養アセスメントシートの説明ができる。
　②経腸・経静脈栄養法の特徴を理解し、適切な選択に必要な知識を習得し説明できる。
　③疾患別食事療法の食事基準（給与栄養目標量）、食品構成を理解し作成できる。
　④一般治療食献立や特別治療食献立を献立の展開により作成することができる。
　⑤糖尿病や腎臓病の食品交換表を用いて食事記録の栄養量を算出することができる。

授業の方法

　①授業は、教科書や配布プリント、食品交換表に基づいて進める。
　②病院等医療機関における栄養食事療法の実務は、ＤＶＤの視聴などにより学習する。
　③栄養アセスメントに必要なパラメータを理解し、栄養評価に必要な計画の段階を把握する。
　④展開による治療食献立の作成は、個々の学生が行う。
　⑤治療食の調製実習は、グループ学習で、それぞれの食事のプレゼンテーションを行う。。
　⑥調製実習は、一般治療食、特別治療食とする。
　⑦確認テストおよび提出された作成献立表について評価を行う。
　⑧1回の授業時間は180分とし、授業回数は13回とする。

ＩＣＴ活用 Googleフォームを使用し出欠確認および資料配布を行う。

前期

教員氏名 松本　信子、鈴木　陽子

授業の位置づけ

｢臨床栄養学実習｣では､管理栄養士が医療に従事する専門職として傷病者の病態や栄養状態に基づいた適切な栄養管理を行うために､各種計
測による栄養状態の評価･判定方法や病態に適応する治療食の献立作成､調製実習を通して必要な知識・技術などの実践能力を身に付ける科
目であり、ディプロマ・ポリシーの｢科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を 身に
つけている（知識・技能）｣に特に関係する。｢生理学｣､｢生化学｣､および｢調理科学｣などの専門基礎科目に立脚し､｢栄養ケアプラン論｣、
「栄養アセスメント演習」および｢臨地実習｣など、臨床栄養学関連科目につながる。

授業の概要

「臨床栄養学実習」では、身体計測を伴う栄養アセスメントの実際と、適応する栄養補給法（経口栄養法、経腸栄養法、経静脈栄養法）の
特徴を学ぶ。特に、栄養食事療法の主体となる経口栄養法では、対象疾患の病態に基づく一般治療食および特別治療食の献立を作成し、献
立の展開技法を習得する。また、治療食の調製実習では、一般治療食および特別治療食の献立作成、食材発注書の作成、調理作業により治
療食を完成させ病態の原因や機序を十分理解し、疾病の改善や治療に栄養療法の方法やポイントさらに、栄養摂取基準など科学的根拠に基
づき適切な栄養管理ができる能力、技術を修得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10072041 臨床栄養学実習（１組） 3556 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

履修条件なし。管理栄養士国家試験の出題分野であり、真摯な態度での受講を期待します。
1回180分授業のため全13回とする。

備考欄

その他 0 なし

教科書

食事療養実務入門/学建書院/芦川 修貮他、食事療養実務実習書/学建書院/芦川 修貮他、糖尿病食事療法のための食品交換表 第7版/文光
堂/日本糖尿病学会、日本食品成分表2021 八訂/医歯薬出版、

参考文献

「新臨床栄養学」本田佳子編（医歯薬出版）
「NST完全ガイド」東口高志編集（照林社）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100  献立表およびレポート提出　30％、 授業参加態度　20％、小テスト　20％、
到達度試験　30％

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

◆集団栄養食事指導の実際（1）

集団栄養食事指導の実施
レポート提出

準備学習に取組み、集団栄養食事指
導の実施に備える

教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する

14 なし なし なし

11

◆集団栄養食事指導の実際（1）

媒体作成、情報収集、パワーポイント１８枚（写真含む）までと
する。

準備学習に取組み、授業に備える　 教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する

12

集団栄養食事指導の実際（1）

媒体作成、情報収集、パワーポイント１８枚（写真含む）までと
する。

到達度試験を行う

準備学習に取組み、授業、到達度試
験に備える

教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する

9

◆臨床栄養教育計画
「集団栄養食事指導」計画案の作成

準備学習に取組み、授業に備える 教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する

10

◆特別治療食への展開（2）
ナトリウムコントロール食の調製実習



準備学習に取組み、授業に備える 教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する

7

◆特別治療食への献立展開（1）
エネルギーコントロール食
発注書作成
調理工程の確認
役割分担

準備学習に取組み、授業に備える 教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する

8

◆特別治療食への献立展開（1）
エネルギーコントロール食の調製実習


準備学習に取組み、授業に備える 教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する


5

◆特別治療食への献立展開（1）
エネルギーコントロール食
「糖尿病治療食のための食品交換表」の使い方



教科書により準備学習に取組み、授
業、小テストに備える　

教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する

6

◆特別治療食への献立展開（1）
エネルギーコントロール食
献立作成

準備学習に取組み、授業、小テスト
に備える

教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する
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3

◆流動食、経管栄養法の実際 教科書により準備学習に取組み、授
業、小テストに備える　

教科書、配布プリントおよび教科
書、配布プリントおよび説明の内容
などを取りまとめて、事後学習ノー
トを作成する


4

◆経口栄養法（一般治療食における調整実習） 教科書により準備学習に取組み、授
業に備える

教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する

1

◆「臨床栄養学実習」のガイダンス

①入院時食事療養（病院給食）の概要と特徴
②ビデオ視聴


教科書により準備学習に取組み、授
業、小テストに備える

教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する


2

◆一般治療食における献立展開の方法 教科書により準備学習に取組み、授
業、小テストに備える

教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する


実務経験のある
教員の教育内容

国立病院機構病院の栄養管理室にて栄養士・管理栄養士として栄養の指導に従事した勤務経験を活かして「臨床栄養学実習」の授業を行
う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックの方法として、特に課題である献立表は、添削をした後に返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「臨床栄養学実習」の授業において到達すべき目標は、以下のとおりである。
　①栄養アセスメントとパラメータを理解し、栄養アセスメントシートの説明ができる。
　②経腸・経静脈栄養法の特徴を理解し、適切な選択に必要な知識を習得し説明できる。
　③疾患別食事療法の食事基準（給与栄養目標量）、食品構成を理解し作成できる。
　④一般治療食献立や特別治療食献立を献立の展開により作成することができる。
　⑤糖尿病や腎臓病の食品交換表を用いて食事記録の栄養量を算出することができる。

授業の方法

　①授業は、教科書や配布プリント、食品交換表に基づいて進める。
　②病院等医療機関における栄養食事療法の実務は、ＤＶＤの視聴などにより学習する。
　③栄養アセスメントに必要なパラメータを理解し、栄養評価に必要な計画の段階を把握する。
　④展開による治療食献立の作成は、個々の学生が行う。
　⑤治療食の調製実習は、グループ学習で、それぞれの食事のプレゼンテーションを行う。。
　⑥調製実習は、一般治療食、特別治療食とする。
　⑦確認テストおよび提出された作成献立表について評価を行う。
　⑧1回の授業時間は180分とし、授業回数は13回とする。

ＩＣＴ活用 Googleフォームを使用し出欠確認および資料配布を行う。

前期

教員氏名 松本　信子、鈴木　陽子

授業の位置づけ

｢臨床栄養学実習｣では､管理栄養士が医療に従事する専門職として傷病者の病態や栄養状態に基づいた適切な栄養管理を行うために､各種計
測による栄養状態の評価･判定方法や病態に適応する治療食の献立作成､調製実習を通して必要な知識・技術などの実践能力を身に付ける科
目であり、ディプロマ・ポリシーの｢科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を 身に
つけている（知識・技能）｣に特に関係する。｢生理学｣､｢生化学｣､および｢調理科学｣などの専門基礎科目に立脚し､｢栄養ケアプラン論｣、
「栄養アセスメント演習」および｢臨地実習｣など、臨床栄養学関連科目につながる。

授業の概要

「臨床栄養学実習」では、身体計測を伴う栄養アセスメントの実際と、適応する栄養補給法（経口栄養法、経腸栄養法、経静脈栄養法）の
特徴を学ぶ。特に、栄養食事療法の主体となる経口栄養法では、対象疾患の病態に基づく一般治療食および特別治療食の献立を作成し、献
立の展開技法を習得する。また、治療食の調製実習では、一般治療食および特別治療食の献立作成、食材発注書の作成、調理作業により治
療食を完成させ病態の原因や機序を十分理解し、疾病の改善や治療に栄養療法の方法やポイントさらに、栄養摂取基準など科学的根拠に基
づき適切な栄養管理ができる能力、技術を修得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10072042 臨床栄養学実習（２組） 3556 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

履修条件なし。管理栄養士国家試験の出題分野であり、真摯な態度での受講を期待します。
1回180分授業のため全13回とする。

備考欄

その他 0 なし

教科書

食事療養実務入門/学建書院/芦川 修貮他、食事療養実務実習書/学建書院/芦川 修貮他、糖尿病食事療法のための食品交換表 第7版/文光
堂/日本糖尿病学会、日本食品成分表2021 八訂/医歯薬出版、

参考文献

「新臨床栄養学」本田佳子編（医歯薬出版）
「NST完全ガイド」東口高志編集（照林社）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100  献立表およびレポート提出　30％、 授業参加態度　20％、小テスト　20％、
到達度試験　30％

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

◆集団栄養食事指導の実際（1）

集団栄養食事指導の実施
レポート提出

準備学習に取組み、集団栄養食事指
導の実施に備える

教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する

14 なし なし なし

11

◆集団栄養食事指導の実際（1）

媒体作成、情報収集、パワーポイント１８枚（写真含む）までと
する。

準備学習に取組み、授業に備える　 教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する

12

集団栄養食事指導の実際（1）

媒体作成、情報収集、パワーポイント１８枚（写真含む）までと
する。

到達度試験を行う

準備学習に取組み、授業、到達度試
験に備える

教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する

9

◆臨床栄養教育計画
「集団栄養食事指導」計画案の作成

準備学習に取組み、授業に備える 教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する

10

◆特別治療食への展開（2）
ナトリウムコントロール食の調製実習



準備学習に取組み、授業に備える 教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する

7

◆特別治療食への献立展開（1）
エネルギーコントロール食
発注書作成
調理工程の確認
役割分担

準備学習に取組み、授業に備える 教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する

8

◆特別治療食への献立展開（1）
エネルギーコントロール食の調製実習


準備学習に取組み、授業に備える 教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する


5

◆特別治療食への献立展開（1）
エネルギーコントロール食
「糖尿病治療食のための食品交換表」の使い方



教科書により準備学習に取組み、授
業、小テストに備える　

教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する

6

◆特別治療食への献立展開（1）
エネルギーコントロール食
献立作成

準備学習に取組み、授業、小テスト
に備える

教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する
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3

◆流動食、経管栄養法の実際 教科書により準備学習に取組み、授
業、小テストに備える　

教科書、配布プリントおよび教科
書、配布プリントおよび説明の内容
などを取りまとめて、事後学習ノー
トを作成する


4

◆経口栄養法（一般治療食における調整実習） 教科書により準備学習に取組み、授
業に備える

教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する

1

◆「臨床栄養学実習」のガイダンス

①入院時食事療養（病院給食）の概要と特徴
②ビデオ視聴


教科書により準備学習に取組み、授
業、小テストに備える

教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する


2

◆一般治療食における献立展開の方法 教科書により準備学習に取組み、授
業、小テストに備える

教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する


実務経験のある
教員の教育内容

国立病院機構病院の栄養管理室にて栄養士・管理栄養士として栄養の指導に従事した勤務経験を活かして「臨床栄養学実習」の授業を行
う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックの方法として、特に課題である献立表は、添削をした後に返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「臨床栄養学実習」の授業において到達すべき目標は、以下のとおりである。
　①栄養アセスメントとパラメータを理解し、栄養アセスメントシートの説明ができる。
　②経腸・経静脈栄養法の特徴を理解し、適切な選択に必要な知識を習得し説明できる。
　③疾患別食事療法の食事基準（給与栄養目標量）、食品構成を理解し作成できる。
　④一般治療食献立や特別治療食献立を献立の展開により作成することができる。
　⑤糖尿病や腎臓病の食品交換表を用いて食事記録の栄養量を算出することができる。

授業の方法

　①授業は、教科書や配布プリント、食品交換表に基づいて進める。
　②病院等医療機関における栄養食事療法の実務は、ＤＶＤの視聴などにより学習する。
　③栄養アセスメントに必要なパラメータを理解し、栄養評価に必要な計画の段階を把握する。
　④展開による治療食献立の作成は、個々の学生が行う。
　⑤治療食の調製実習は、グループ学習で、それぞれの食事のプレゼンテーションを行う。。
　⑥調製実習は、一般治療食、特別治療食とする。
　⑦確認テストおよび提出された作成献立表について評価を行う。
　⑧1回の授業時間は180分とし、授業回数は13回とする。

ＩＣＴ活用 Googleフォームを使用し出欠確認および資料配布を行う。

前期

教員氏名 松本　信子、鈴木　陽子

授業の位置づけ

｢臨床栄養学実習｣では､管理栄養士が医療に従事する専門職として傷病者の病態や栄養状態に基づいた適切な栄養管理を行うために､各種計
測による栄養状態の評価･判定方法や病態に適応する治療食の献立作成､調製実習を通して必要な知識・技術などの実践能力を身に付ける科
目であり、ディプロマ・ポリシーの｢科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を 身に
つけている（知識・技能）｣に特に関係する。｢生理学｣､｢生化学｣､および｢調理科学｣などの専門基礎科目に立脚し､｢栄養ケアプラン論｣、
「栄養アセスメント演習」および｢臨地実習｣など、臨床栄養学関連科目につながる。

授業の概要

「臨床栄養学実習」では、身体計測を伴う栄養アセスメントの実際と、適応する栄養補給法（経口栄養法、経腸栄養法、経静脈栄養法）の
特徴を学ぶ。特に、栄養食事療法の主体となる経口栄養法では、対象疾患の病態に基づく一般治療食および特別治療食の献立を作成し、献
立の展開技法を習得する。また、治療食の調製実習では、一般治療食および特別治療食の献立作成、食材発注書の作成、調理作業により治
療食を完成させ病態の原因や機序を十分理解し、疾病の改善や治療に栄養療法の方法やポイントさらに、栄養摂取基準など科学的根拠に基
づき適切な栄養管理ができる能力、技術を修得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10072043 臨床栄養学実習（３組） 3556 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

履修条件なし。管理栄養士国家試験の出題分野であり、真摯な態度での受講を期待します。
1回180分授業のため全13回とする。

備考欄

その他 0 なし

教科書

食事療養実務入門/学建書院/芦川 修貮他、食事療養実務実習書/学建書院/芦川 修貮他、糖尿病食事療法のための食品交換表 第7版/文光
堂/日本糖尿病学会、日本食品成分表2021 八訂/医歯薬出版、

参考文献

「新臨床栄養学」本田佳子編（医歯薬出版）
「NST完全ガイド」東口高志編集（照林社）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100  献立表およびレポート提出　30％、 授業参加態度　20％、小テスト　20％、
到達度試験　30％

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

◆集団栄養食事指導の実際（1）

集団栄養食事指導の実施
レポート提出

準備学習に取組み、集団栄養食事指
導の実施に備える

教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する

14 なし なし なし

11

◆集団栄養食事指導の実際（1）

媒体作成、情報収集、パワーポイント１８枚（写真含む）までと
する。

準備学習に取組み、授業に備える　 教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する

12

集団栄養食事指導の実際（1）

媒体作成、情報収集、パワーポイント１８枚（写真含む）までと
する。

到達度試験を行う

準備学習に取組み、授業、到達度試
験に備える

教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する

9

◆臨床栄養教育計画
「集団栄養食事指導」計画案の作成

準備学習に取組み、授業に備える 教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する

10

◆特別治療食への展開（2）
ナトリウムコントロール食の調製実習



準備学習に取組み、授業に備える 教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する

7

◆特別治療食への献立展開（1）
エネルギーコントロール食
発注書作成
調理工程の確認
役割分担

準備学習に取組み、授業に備える 教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する

8

◆特別治療食への献立展開（1）
エネルギーコントロール食の調製実習


準備学習に取組み、授業に備える 教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する


5

◆特別治療食への献立展開（1）
エネルギーコントロール食
「糖尿病治療食のための食品交換表」の使い方



教科書により準備学習に取組み、授
業、小テストに備える　

教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する

6

◆特別治療食への献立展開（1）
エネルギーコントロール食
献立作成

準備学習に取組み、授業、小テスト
に備える

教科書、配布プリントおよび説明の
内容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成する
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9

「たんぱく質コントロール食」の献立表、作業工程表、発注書等
を完成させ、調製実習の準備を行う。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

7

「たんぱく質コントロール食」の特徴について学習する。 教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

8

「たんぱく質コントロール食」の献立作成について学習し、献立
表、作業工程表、発注書等を作成し、調製実習の準備を行う。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

5

「脂質コントロール食」の調製実習を行い、プレゼンテーション
の準備を行う。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

6

「脂質コントロール食」の調製実習のプレゼンテーションを行
い、報告書を作成する。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

3

「脂質コントロール食」の献立作成について学習し、献立表、作
業工程表、発注書等を作成し、調製実習の準備を行う。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

4

「脂質コントロール食」の献立表、作業工程表、発注書等を完成
させ、調製実習の準備を行う。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

1

・ガイダンス

治療食や展開食について学習する。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

2

「脂質コントロール食」の特徴について学習する。 教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

実務経験のある
教員の教育内容


国立病院の栄養管理室において、栄養士・管理栄養士としての臨床経験を活かして、授業を行う。（松本）　         


課題に対する
フィードバック

の方法

課題は添削した後に返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「栄養療法実習」の授業において到達すべき目標は、以下のとおりである。
①脂質コントロール食の食事基準・食品構成が理解できる。
②たんぱく質・塩分コントロール食の食事基準・食品構成が理解できる。
③コントロール食の調製を適切に実施し、治療食の説明を行うことができる。
④特別治療食献立表を献立の展開技法により作成することができる。
⑤「腎臓病食品交換表」を活用して食事記録の栄養計算ができる。

授業の方法

①授業は、教科書やプリント、日本食品成分表、食品交換表、DVDなどを用いて進める。
②各献立の作成は個々の学生で行い、治療食の調製実習はグループ学習として行う。
③調製実習は、脂質、たんぱく質および、たんぱく質・塩分コントロール食とする。
④6人程度のグループによるアクティブラーニング型授業を取り入れる。
⑤区切りごとに行う確認テストと、提出された献立表（返却）およびレポートなど、授業に取り組む態度について評価を行う。

ＩＣＴ活用 classroom等を用いて授業を進行する。

後期

教員氏名 松本　信子

授業の位置づけ

「栄養療法実習」は、特別治療食の食事基準や食品構成に基づく献立作成と調製実習をとおして、患者の適切な栄養管理に必要な知識・技
術を学び、医療職場に直結する授業である。ディプロマ・ポリシーの「特定給食施設において適切なマネジメントを行い、特定多数人に継
続して適切に栄養管理された食事を提供するための知識・技術を身につけている（知識・技術）」ことと特に関係がある科目である。「栄
養療法実習」は、「臨床栄養学実習」「臨床栄養学」「食事療法論」「栄養アセスメント論」など臨床栄養関係の科目の上に立脚し、「臨
地実習」につながっている。

授業の概要

「栄養療法実習」では、特別治療食「脂質コントロール食」「たんぱく質コントロール食」「たんぱく質・塩分コントロール食」の献立表
を、献立の展開により作成することおよび献立表に基づく適切な栄養管理を施行する技法の習得する。治療食の調製実習では、実習献立
表、調理工程表および発注書の作成、さらに調理作業を実施し治療食を完成させる。完成後の治療食については、グループごと適切な栄養
管理についてプレゼンテーションを行い、献立表と治療食のでき栄えなどをレポートに取りまとめる。また、CKDについては、「腎臓病食
品交換表」活用方法を修得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10073041 栄養療法実習（１組） 3558 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

この科目は、国家試験の出題範囲であることから留意が必要である。1回180分授業のため全13回とする。

備考欄

その他 0 なし

教科書

食事療養実務入門/学建書院/芦川 修貮他、食事療養実務実習書/学建書院/芦川 修貮他、腎臓病食品交換表/ 医歯薬出版/中尾俊之 、日本
食品成分表202２八訂/医歯薬出版、読んで上達! 病気がわかる検査値ガイド/金原出版/斉藤 嘉禎

参考文献

「新臨床栄養学」本田佳子編（医歯薬出版）
「栄養食事療法必携」中村丁次編（医歯薬出版）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 提出物 50％　　　確認テスト 30％　　　授業参加態度 20％

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

確認テストと授業のまとめ 教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

14 なし なし なし

11

「たんぱく質コントロール食」の調製実習のプレゼンテーション
を行い、報告書を作成する。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

12

第1－11回までのまとめを行う。 教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

10

「たんぱく質コントロール食」の調製実習を行い、プレゼンテー
ションの準備を行う。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。
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9

「たんぱく質コントロール食」の献立表、作業工程表、発注書等
を完成させ、調製実習の準備を行う。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

7

「たんぱく質コントロール食」の特徴について学習する。 教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

8

「たんぱく質コントロール食」の献立作成について学習し、献立
表、作業工程表、発注書等を作成し、調製実習の準備を行う。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

5

「脂質コントロール食」の調製実習を行い、プレゼンテーション
の準備を行う。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

6

「脂質コントロール食」の調製実習のプレゼンテーションを行
い、報告書を作成する。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

3

「脂質コントロール食」の献立作成について学習し、献立表、作
業工程表、発注書等を作成し、調製実習の準備を行う。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

4

「脂質コントロール食」の献立表、作業工程表、発注書等を完成
させ、調製実習の準備を行う。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

1

・ガイダンス

治療食や展開食について学習する。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

2

「脂質コントロール食」の特徴について学習する。 教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

実務経験のある
教員の教育内容


国立病院の栄養管理室において、栄養士・管理栄養士としての臨床経験を活かして、授業を行う。（松本）　         


課題に対する
フィードバック

の方法

課題は添削した後に返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「栄養療法実習」の授業において到達すべき目標は、以下のとおりである。
①脂質コントロール食の食事基準・食品構成が理解できる。
②たんぱく質・塩分コントロール食の食事基準・食品構成が理解できる。
③コントロール食の調製を適切に実施し、治療食の説明を行うことができる。
④特別治療食献立表を献立の展開技法により作成することができる。
⑤「腎臓病食品交換表」を活用して食事記録の栄養計算ができる。

授業の方法

①授業は、教科書やプリント、日本食品成分表、食品交換表、DVDなどを用いて進める。
②各献立の作成は個々の学生で行い、治療食の調製実習はグループ学習として行う。
③調製実習は、脂質、たんぱく質および、たんぱく質・塩分コントロール食とする。
④6人程度のグループによるアクティブラーニング型授業を取り入れる。
⑤区切りごとに行う確認テストと、提出された献立表（返却）およびレポートなど、授業に取り組む態度について評価を行う。

ＩＣＴ活用 classroom等を用いて授業を進行する。

後期

教員氏名 松本　信子

授業の位置づけ

「栄養療法実習」は、特別治療食の食事基準や食品構成に基づく献立作成と調製実習をとおして、患者の適切な栄養管理に必要な知識・技
術を学び、医療職場に直結する授業である。ディプロマ・ポリシーの「特定給食施設において適切なマネジメントを行い、特定多数人に継
続して適切に栄養管理された食事を提供するための知識・技術を身につけている（知識・技術）」ことと特に関係がある科目である。「栄
養療法実習」は、「臨床栄養学実習」「臨床栄養学」「食事療法論」「栄養アセスメント論」など臨床栄養関係の科目の上に立脚し、「臨
地実習」につながっている。

授業の概要

「栄養療法実習」では、特別治療食「脂質コントロール食」「たんぱく質コントロール食」「たんぱく質・塩分コントロール食」の献立表
を、献立の展開により作成することおよび献立表に基づく適切な栄養管理を施行する技法の習得する。治療食の調製実習では、実習献立
表、調理工程表および発注書の作成、さらに調理作業を実施し治療食を完成させる。完成後の治療食については、グループごと適切な栄養
管理についてプレゼンテーションを行い、献立表と治療食のでき栄えなどをレポートに取りまとめる。また、CKDについては、「腎臓病食
品交換表」活用方法を修得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10073042 栄養療法実習（２組） 3558 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

この科目は、国家試験の出題範囲であることから留意が必要である。1回180分授業のため全13回とする。

備考欄

その他 0 なし

教科書

食事療養実務入門/学建書院/芦川 修貮他、食事療養実務実習書/学建書院/芦川 修貮他、腎臓病食品交換表/ 医歯薬出版/中尾俊之 、日本
食品成分表202２八訂/医歯薬出版、読んで上達! 病気がわかる検査値ガイド/金原出版/斉藤 嘉禎

参考文献

「新臨床栄養学」本田佳子編（医歯薬出版）
「栄養食事療法必携」中村丁次編（医歯薬出版）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 提出物 50％　　　確認テスト 30％　　　授業参加態度 20％

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

確認テストと授業のまとめ 教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

14 なし なし なし

11

「たんぱく質コントロール食」の調製実習のプレゼンテーション
を行い、報告書を作成する。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

12

第1－11回までのまとめを行う。 教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

10

「たんぱく質コントロール食」の調製実習を行い、プレゼンテー
ションの準備を行う。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。
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9

「たんぱく質コントロール食」の献立表、作業工程表、発注書等
を完成させ、調製実習の準備を行う。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

7

「たんぱく質コントロール食」の特徴について学習する。 教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

8

「たんぱく質コントロール食」の献立作成について学習し、献立
表、作業工程表、発注書等を作成し、調製実習の準備を行う。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

5

「脂質コントロール食」の調製実習を行い、プレゼンテーション
の準備を行う。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

6

「脂質コントロール食」の調製実習のプレゼンテーションを行
い、報告書を作成する。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

3

「脂質コントロール食」の献立作成について学習し、献立表、作
業工程表、発注書等を作成し、調製実習の準備を行う。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

4

「脂質コントロール食」の献立表、作業工程表、発注書等を完成
させ、調製実習の準備を行う。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

1

・ガイダンス

治療食や展開食について学習する。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

2

「脂質コントロール食」の特徴について学習する。 教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

実務経験のある
教員の教育内容


国立病院の栄養管理室において、栄養士・管理栄養士としての臨床経験を活かして、授業を行う。（松本）　         


課題に対する
フィードバック

の方法

課題は添削した後に返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「栄養療法実習」の授業において到達すべき目標は、以下のとおりである。
①脂質コントロール食の食事基準・食品構成が理解できる。
②たんぱく質・塩分コントロール食の食事基準・食品構成が理解できる。
③コントロール食の調製を適切に実施し、治療食の説明を行うことができる。
④特別治療食献立表を献立の展開技法により作成することができる。
⑤「腎臓病食品交換表」を活用して食事記録の栄養計算ができる。

授業の方法

①授業は、教科書やプリント、日本食品成分表、食品交換表、DVDなどを用いて進める。
②各献立の作成は個々の学生で行い、治療食の調製実習はグループ学習として行う。
③調製実習は、脂質、たんぱく質および、たんぱく質・塩分コントロール食とする。
④6人程度のグループによるアクティブラーニング型授業を取り入れる。
⑤区切りごとに行う確認テストと、提出された献立表（返却）およびレポートなど、授業に取り組む態度について評価を行う。

ＩＣＴ活用 classroom等を用いて授業を進行する。

後期

教員氏名 松本　信子

授業の位置づけ

「栄養療法実習」は、特別治療食の食事基準や食品構成に基づく献立作成と調製実習をとおして、患者の適切な栄養管理に必要な知識・技
術を学び、医療職場に直結する授業である。ディプロマ・ポリシーの「特定給食施設において適切なマネジメントを行い、特定多数人に継
続して適切に栄養管理された食事を提供するための知識・技術を身につけている（知識・技術）」ことと特に関係がある科目である。「栄
養療法実習」は、「臨床栄養学実習」「臨床栄養学」「食事療法論」「栄養アセスメント論」など臨床栄養関係の科目の上に立脚し、「臨
地実習」につながっている。

授業の概要

「栄養療法実習」では、特別治療食「脂質コントロール食」「たんぱく質コントロール食」「たんぱく質・塩分コントロール食」の献立表
を、献立の展開により作成することおよび献立表に基づく適切な栄養管理を施行する技法の習得する。治療食の調製実習では、実習献立
表、調理工程表および発注書の作成、さらに調理作業を実施し治療食を完成させる。完成後の治療食については、グループごと適切な栄養
管理についてプレゼンテーションを行い、献立表と治療食のでき栄えなどをレポートに取りまとめる。また、CKDについては、「腎臓病食
品交換表」活用方法を修得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10073043 栄養療法実習（３組） 3558 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

この科目は、国家試験の出題範囲であることから留意が必要である。1回180分授業のため全13回とする。

備考欄

その他 0 なし

教科書

食事療養実務入門/学建書院/芦川 修貮他、食事療養実務実習書/学建書院/芦川 修貮他、腎臓病食品交換表/ 医歯薬出版/中尾俊之 、日本
食品成分表202２八訂/医歯薬出版、読んで上達! 病気がわかる検査値ガイド/金原出版/斉藤 嘉禎

参考文献

「新臨床栄養学」本田佳子編（医歯薬出版）
「栄養食事療法必携」中村丁次編（医歯薬出版）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 提出物 50％　　　確認テスト 30％　　　授業参加態度 20％

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

確認テストと授業のまとめ 教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

14 なし なし なし

11

「たんぱく質コントロール食」の調製実習のプレゼンテーション
を行い、報告書を作成する。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

12

第1－11回までのまとめを行う。 教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。

10

「たんぱく質コントロール食」の調製実習を行い、プレゼンテー
ションの準備を行う。

教科書で関連する内容を学習し、授
業に備える。

講義内容を整理し、内容を十分に把
握する。
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3

病院等保険医療機関において管理栄養士が参画するＮＳＴなど
チーム医療の実際
管理栄養士が医療チームの一員として参画しているチーム医療に
は、「ＮＳＴ（栄養支援チーム）」、「摂食嚥下支援チーム」、
「糖尿病ケアサポートチーム」、「褥瘡対策支援チーム｣などが
ある。医療の場における医療チームの実際について理解を図る。

教科書などにより、医療の場で展開
されているチーム医療の実際につい
て学習し、授業に備える(60分)。

教科書や講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、到達度試
験に備える（120分）。

4

病院等保険医療機関において管理栄養士が参画する「栄養管理計
画」の実際
入院時に患者の栄養状態を医師、管理栄養士および看護職員が共
同して確認し、特別な栄養管理が必要と医学的に判断された患者
については、栄養状態、摂食機能および食形態を考慮した「栄養
管理計画」を作成している。「栄養管理計画」の実際について理
解を図る。

教科書などにより、医療の場で展開
されている「栄養管理計画」の実際
について学習し、授業に備える(60
分)。

教科書や講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、到達度試
験に備える（120分）。

1

「栄養アセスメント」の授業のためのガイダンス
ガイダンスにより、栄養管理計画・食事計画における「栄養アセ
スメント」の重要性、多職種連携における位置づけ、医療の場に
おける展開の概要について理解を図る。

シラバスと教科書により「栄養アセ
スメント」の授業の内容について学
習し、授業に備える（90分）。

シラバスや教科書、講義の内容など
を「事後学習ノート」に取りまと
め、到達度試験に備える（90分）。

2

病院等保険医療機関における臨床栄養学の実際
　「医療とは」、「臨床栄養学とは」、それぞれの基本的なとら
え方を、医療に関わる専門職としての管理栄養士の立場から理解
を図る。

教科書などにより、医療と臨床栄養
学の基礎について学習し、授業に備
える（60分）。

教科書や講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、到達度試
験に備える（120分）。

実務経験のある
教員の教育内容

臨床経験を活かし授業を行います。

課題に対する
フィードバック

の方法

プレゼンには助言を行います。
小テストは解答・解説を行い返却します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「栄養アセスメント」の授業における到達目標は、以下の通りである。
①　多職種連携による医療チームに管理栄養士が参画する意義を説明できる。
②　治療目標や栄養ケアプランの作成には、栄養状態の評価が必要なことを説明できる。
③　栄養状態の評価に活用可能な臨床診査の内容を説明できる。
④　栄養状態の評価に活用可能な臨床検査の内容を説明できる。
⑤　栄養状態の評価に活用可能な身体計測の内容を説明できる。
⑥　栄養状態の評価に活用可能な食事調査の内容を説明できる。
⑦　栄養指標を組合わせることで栄養状態の評価ができる。

授業の方法

「栄養アセスメント論」の授業は、以下の方法で展開する。
①教科書などにより授業計画の学習内容について準備学習を行い授業に備える。
②１回から11回の授業は、教科書、プリントなどを用いた講義形式とする。
③12回からの授業は、症例を用いたグループ学習とプレゼンテーションにより行う。
④講義内容やグループ学習・プレゼンの成果を取りまとめ「事後学習ノート」を作成する。
⑤授業開始時に事後学習の成果を小テストにより確認する。
⑥授業のまとめの成果は、到達度試験で確認する。

ＩＣＴ活用

Googleフォームを活用する

前期

教員氏名 未定

授業の位置づけ

医療施設では、患者や利用者の栄養状態の改善、治療の促進や重症化予防及びＱＯＬの向上を目指す「栄養ｹｱﾌﾟﾗﾝ」の作成を担当してい
る。｢栄養ｱｾｽﾒﾝﾄ論｣では、適切な栄養ｱｾｽﾒﾝﾄを実施できる能力を修得する。ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰの｢地域社会の生活習慣病予防・健康増進、およ
び臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につけている。（知識・技能）｣と｢科学的根拠に基づいて、人を対象とした
適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を 身につけている。（知識・技能）｣ことと特に関係がある科目である。｢身体の構
造と機能及び疾病の成り立ち｣関連科目、｢臨床栄養学｣｢食事療法論｣に立脚し、「栄養アｾｽﾒﾝﾄ演習」につながる。

授業の概要

多職種連携による医療チームに参画する管理栄養士には、治療の目標や栄養ケアプランの検討に必要な患者・利用者の栄養状態を、種々の
栄養指標を用いて評価し多職種に提供するための知識・技術が求められる。「栄養アセスメント論」の授業では、臨床診査（医療面接な
ど）、臨床検査（血液学的検査、尿検査,生化学検査など）、身体計測（身長、体重、ＢＭＩ，ウエスト周囲長など）及び食事調査（栄養
素等摂取量、食物摂取頻度、食歴など）から得られるデータを基に、個々の患者・利用者の栄養状態を評価・判定し多職種に提供するため
に必要な知識・技術の修得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11067041 栄養アセスメント論 3560 2 3
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13

症例学習（Ⅰ）：グループ学習
教員が提示した症例について、各自が記録したアセスメント項目
の選定、指標を得るための手技の選択及び評価・判定のための基
準をグループで持ち寄り、協議を行ってグループの(案)を決定し
シートに記録する。また、プレゼンテーションのための原稿の準
備などを行う。

教科書や「事後学習ノート」などに
より、アセスメント項目を確認し、
グループ学習に備える（60分）。

記録したグループ(案)と協議の状況
などを「事後学習ノート」に取りま
とめ、到達度試験に備える(120
分)。

11

「栄養管理に取り組むための情報」の実際（診療録の見方）
チーム医療にかかわるには管理栄養士も医師、看護師、他の医療
技術者と共通の患者情報を携えておかなければならない。診療録
のどこに何が記載されているか、治療の目的はなにかなどを知っ
たうえで、栄養管理に必要な情報を読み取り理解を図る。

教科書などにより、診療録の見方の
実際について学習し、授業に備える
(60分）。

教科書や講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、到達度試
験に備える（120分）。

12

症例学習（Ⅰ）：各自学習
教員が提示した症例について、教科書などを参考に各自で、栄養
ケアプランの作成に必要なアセスメント項目の選定、指標を得る
ための手技の選択及び評価・判定のための基準を設定し記録す
る。

教科書や「事後学習ノート」などに
より、アセスメント項目について学
習し、授業に備える（60分）。

教科書や講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、到達度試
験に備える（120分）。

9

「栄養アセスメント」の実際（食事調査）
病院等における食事調査は、エネルギーや栄養素の摂取量や、食
習慣などを把握するために行われている。食事調査の結果は、栄
養管理計画・食事計画や主治医の指示栄養量との比較による過不
足を改善するための栄養食事指導に用いられている。医療機関で
実施されている食事調査の実際について理解を図る。

教科書などにより、食事調査の実際
について学習し、授業に備える（60
分）。

教科書や講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、到達度試
験に備える（120分）。

10

「栄養アセスメント」の実際（臨床診査と主要な臨床検査）病院
等保険医療機関においては、医療面接や主訴・既往歴・家族歴等
の臨床診査と、血液学的検査、血液生化学的検査、尿検査および
画像検査等の臨床検査が、「栄養アセスメント」の評価指標を把
握するために施行されている。医療機関で実施されている臨床診
査や主要な臨床検査の実際について理解を図る。

教科書などにより、臨床診査や臨床
検査の実際について学習し、授業に
備える(60分）。

教科書や講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、到達度試
験に備える（120分）。

7

「栄養アセスメント」の方法（Ⅱ）
「栄養アセスメント」は、エネルギーと栄養素（たんぱく質、糖
質、脂質、ビタミン、ミネラルおよび水分）の摂取・補給の状
況、疾患による消化・吸収能の変化、代謝や排泄の異常、医薬品
や食事内容が、栄養状態に及ぼす影響等を総合的に評価・判定す
るための技法である。エネルギーや各栄養素のアセスメントの方
法について理解を図る。

教科書などにより、各栄養素等のア
セスメントの方法について学習し、
授業に備える
(60分）。

教科書や講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、到達度試
験に備える（120分）。

8

「栄養アセスメント」の実際（身体計測）
主要な身体計測指標には、身長、体重（％理想体重）、ＢＭＩ、
ウエスト周囲長、皮下脂肪厚などがあり、もっとも簡便で非侵襲
的、経済的な栄養評価法である。測定値は基準値との比較で評価
が可能で、経時的変化は栄養状態を反映する。医療機関で実施さ
れている身体計測の実際について理解を図る。

教科書などにより、身体計測の実際
について学習し、授業に備える（60
分）。

教科書や講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、到達度試
験に備える（120分）。

5

「栄養アセスメント」の意義
管理栄養士が関わる「栄養アセスメント」の目的は、栄養ケアプ
ランの作成に必要な情報を把握することである。「栄養アセスメ
ント」に基づいて適切に作成された栄養ケアプランの施行によ
り、傷病の治癒並びに重症化予防など期待される効果について理
解を図る。

教科書などにより、期待される栄養
ケアプランの効果などについて学習
し、授業に備える（60分）。

教科書や講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、到達度試
験に備える（120分）。

6

「栄養アセスメント」の方法（Ⅰ）
「栄養アセスメント」は主観的包括的評価と客観的評価に大別さ
れる。主観的包括的評価は、医療面接（問診）等により主観的に
栄養状態を評価する。客観的評価は、身体的計測や血液生化学的
検査などによる測定値を指標として客観的に栄養状態を評価す
る。その評価項目や指標について理解を図る。

教科書などにより、「栄養アセスメ
ント」の評価項目や指標について学
習し、授業に備える（60分）。

教科書や講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、到達度試
験に備える（120分）。
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履修条件・留意
事項等

履修要件はありません。この授業を履修することで、病院の管理栄養士に対する関心を深めて下さい。

備考欄

その他 0 なし

教科書

新臨床栄養学　栄養ケアマネジメント  本田圭子編　医歯薬出版　

　

参考文献 病気がわかる検査値ガイド　斉藤　嘉禎　金原出版株式会社

定期試験

0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 到達度試験　（40％）小テスト  （20％）   プレゼンの出来栄え　（20％）    
授業に取り組む姿勢　（20％）

15

まとめ
定期試験相当の到達度試験を行う。

小テストの復習を行い到達度試験に
備える（60分）。

「事後学習ノート」に取りまとめる
（120分）。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

症例学習（Ⅰ）：プレゼンテーション
各グループで取りまとめたアセスメント項目の選定、指標を得る
ための手技及び評価・判定のための基準について、代表者が他の
グループに対してプレゼンテーションを行う。他のグループの学
生は、自分たちが取りまとめた内容との比較を通して、「栄養ア
セスメント」に関する視野を広める。

記録したグループ（案）について確
認し、プレゼンテーションに備える
（60分）。

自グループや他グループのプレゼン
の内容を「事後学習ノート」に取り
まとめ,
到達度試験に備える（120分）。
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5

医療施設における栄養管理の手順について
傷病者の栄養管理では、病態を踏まえた栄養介入計画を立案し、
その実施・モニタリング・評価を行うことが必要となるため手順
について理解する。

教科書などにより、医療施設におけ
る栄養管理の手順について学習し、
授業に備える（60分）。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、到達度試
験に備える（90分）。

3

介護福祉施設における栄養スクリーニング・アセスメント・モニ
タリングの方法と栄養ケア計画書の作成方法について
福祉施設での栄養ケアマネジメントの手順や様式について理解す
る

教科書などにより、介護福祉施設に
おける栄養スクリーニング等の方法
について学習し、授業に備える(60
分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、到達度試
験に備える（90分）。

4

障がい者における栄養管理について
視覚障害・聴覚障害、摂食・嚥下障害などを有する障がい者への
栄養管理を行う際はそれぞれの家庭および施設において実践可能
で分かりやすい内容であることが必要となる。それぞれの違いに
ついて理解する

教科書などにより、障がい者におけ
る栄養管理について学習し、授業に
備える(60分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、到達度試
験に備える（90分）。

1

「栄養ケアプラン」の授業のためのガイダンス
栄養管理の基礎
管理栄養士にとって、食生活をつうじての人々の健康維持・増
進、疾病の発症予防、重症化予防および治療に対する支援はもっ
とも重要な役割であり、その中心が栄養管理をおこなうことであ
る。栄養管理の概要と基本的過程について理解する。

シラバスと教科書により「栄養ケア
プラン論」の授業の内容について学
習し、授業に備える（90分）。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、到達度試
験に備える（90分）。

2

医療施設・介護福祉施設と栄養管理の実際について
病院の役割、介護福祉施設の役割について学び、それぞれの栄養
管理の実際について理解する

教科書などにより、医療施設・介護
福祉施設と栄養管理の実際について
学習し、授業に備える（60分）。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、到達度試
験に備える（90分）。

実務経験のある
教員の教育内容

　

課題に対する
フィードバック

の方法

プレゼンには助言を行います。
小テストは解答・解説を行い返却します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

①栄養スクリーニングの評価方法を説明できる。        
②栄養評価指標に影響をもたらす要因について説明できる。        
③栄養素等摂取量に影響を及ぼす要因について説明できる。      
④対象者に関する関する栄養評価に基づいて栄養管理プロセスにおける栄養診断ができる。   
⑤栄養診断に基づいて、栄養介入計画の立案と必要な作業実施の流れが説明できる。    
⑥栄養管理プロセスの栄養介入の経過をモニタリングし、その評価に基づいた必要な計画の見直し、修正について説明できる。
⑦栄養管理プロセスを理解したうえで、PES報告を用いてSOAP形式で記録する実践的な事柄を理解し、実施することができる。        

授業の方法

①シラバスや教科書などにより、事前学習に示す内容を中心に、準備学習を行う      
②授業開始時に事後学習の成果を小テストにより確認する        
③配布プリント、教科書および講義の内容などを取りまとめて「事後学習ノート」を作成する   
④事後学習の成果は、到達度試験で確認する        

ＩＣＴ活用 Googleフォームを活用する

後期

教員氏名 未定

授業の位置づけ

栄養ケアプラン論は、傷病時の各種の病態や栄養状態の特徴に基づいた適正な栄養管理を行う能力を養うための専門科目である。「臨床栄
養学各論」「食事療法論」「臨床栄養学実習」「栄養アセスメント論」などに立脚し臨地実習につながる。ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰの「地域社会の
生活習慣病予防・健康増進、および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につけている。（知識・技能）」と「科学
的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけている。（知識・技能）」ことと特に
関係がある科目である。

授業の概要

対象者の問題点を明らかにするための健康、栄養状態、食行動、食環境に関する情報収集の方法と分析法を理解した上で、問題点の原因や
誘因、背景にある過程や社会環境に由来する問題点や情報を整理し、総合的に評価・判定し、栄養ケアプランの作成、栄養ケアの実施、モ
ニタリング、再プランという一連の栄養ケア・プロセスについて理解し、栄養教育の実施、評価方法について習得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11068041 栄養ケアプラン論 3564 2 3
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15

栄養ケアプランの総まとめと到達度試験 教科書や事後学習ノートにより授業
内容の復習を行う（120分） 
 

教科書や講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめる(60分)　
。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

症例学習（1）グループ学習    
教員が提示した症例についてアセスメント項目の選定などを、グ
ループで協議を行って（案）を決定しシートに記録する。各グ
ループで取りまとめたアセスメント項目の選定などについてプレ
ゼンテーションを行う。他のグループの学生は、自分たちが取り
まとめた内容と比較し「栄養ケアプロセス」に関する視野を広め
る。   
    
    
    

教科書や「事後学習ノートなどによ
り、栄養アセスメント項目などの確
認をしグループ学習に備える（60
分） 
 
 
 

教科書やグループワークの内容など
を「事後学習ノート」に取りまと
め、到達度試験に備える(120分)。

14

症例学習（2）グループ学習    
教員が提示した症例についてアセスメント項目の選定などを、グ
ループで協議を行って（案）を決定しシートに記録する。各グ
ループで取りまとめたアセスメント項目の選定などについてプレ
ゼンテーションを行う。他のグループの学生は、自分たちが取り
まとめた内容と比較し「栄養ケアプロセス」に関する視野を広め
る。   

教科書や「事後学習ノートなどによ
り、栄養アセスメント項目などの確
認をしグループ学習に備える（60
分）
 
 
 
 

教科書やグループワークの内容など
を「事後学習ノート」に取りまと
め、到達度試験に備える(120分)。　
　

11

栄養補給方法と再評価   
モニタリングから得られた栄養状態を再評価し、再検討できるよ
うになる。   

教科書などにより、栄養補給方法と
再評価について学習し、授業に備え
る（60分）
 
 
 

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、到達度試
験に備える（90分）。

12

栄養アセスメントに応用できるフィジカルアセスメントの活用   

栄養管理においてもフィジカルアセスメントは必要である。多角
的なアプローチの1つとしてスキルを習得する。   
   

教科書などにより、栄養アセスメン
トに応用できるフィジカルアセスメ
ントの活用について学習し、授業に
備える（60分）
 
 

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、到達度試
験に備える（90分）。

9

栄養管理プロセス（栄養評価）について    
栄養評価の過程で使用する用語や評価項目の国際的な標準化につ
いて理解する    
    
    

教科書などにより、栄養管理プロセ
スについて学習し、授業に備える
（60分） 
 
 
 

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、到達度試
験に備える（90分）。

10

栄養管理プロセス（栄養モニタリングと判定）について    
栄養モニタリングの項目と判定の具体的な進め方について理解す
る。    
    

教科書などにより、栄養管理プロセ
スについて学習し、授業に備える
（60分） 
 
 
 

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、到達度試
験に備える（90分）。

7

栄養教育について
栄養教育のタイミングは、入院中、退院時、外来通院中などに分
かれるが、どのタイミングかによって栄養教育のポイントが異な
る。それぞれの違いと基本的な病態について理解する

教科書などにより、栄養教育につい
て学習し、授業に備える（60分）。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、到達度試
験に備える（90分）。

8

栄養管理プロセスの概要について    
栄養管理プロセスは、栄養評価、栄養診断、栄養介入、栄養モニ
タリングと評価（判定）の4つの過程を国際標準化した栄養管理
の手順を示すものである。これら一連の流れについて理解する。 
   
    
    

教科書などにより、栄養管理プロセ
スについて学習し、授業に備える
（60分） 
 
 
 

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、到達度試
験に備える（90分）。

6

栄養記録の方法について
栄養管理における問題を解決する考え方について理解する

教科書などにより、栄養記録の方法
について学習し、授業に備える（60
分）。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、到達度試
験に備える（90分）。
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履修条件・留意
事項等

履修要件はありません。この授業を履修することで、病院の管理栄養士に対する関心を深めて下さい。

備考欄

その他

40 管理栄養士国家試験に準拠した問題を40問出題し学習の到達度を問う。

教科書 新しい臨床栄養管理　渡邉　早苗　医歯薬出版株式会社

参考文献 新　臨床栄養学　栄養ケアマネジメント　第3版　本田　佳子編　医歯薬出版株式会社

定期試験

0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

60 小テスト  （40％）   授業に取り組む姿勢　（20％）
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5

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
展開した献立内容をグループで話し合い  
工夫点について発表する   

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、プレゼンテーションに
備える(30分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

3

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
症例から実際に食事内容の聞き取りをグループごと行い献立作成
を行い（献立作成は自主学習〉授業内で作成した献立内容をグ
ループごと発表する。 
出来あがった献立を提出する   

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、授業に備える(30分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）。

4

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
授業内で作成した献立内容を患者に合わせた献立内容に糖尿病食
品交換表を使用し展開する   
必要エネルギー量等の算出および根拠（自主学習）   

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、授業に備える(30分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）。

1

「栄養アセスメント演習」授業のためのガイダンス   
臨床栄養管理の目的は、栄養補給や栄養教育により、疾患の予防
や治療および増悪化防止、生活の質QOLの向上に寄与することで
ある。栄養管理の意義とプロセスについて理解する。　   

シラバスと教科書により「栄養アセ
スメント演習」の授業の内容につい
て学習し、授業に備える（30分）。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）。

2

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
症例から実際に食事内容の聞き取りをグループごと行い献立作成
を行う（献立作成は自主学習〉   

教科書などにより、臨床栄養管理の
実際について学習し、授業に備える
（30分）


教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）。

実務経験のある
教員の教育内容

臨床経験を活かし授業に取り組む

課題に対する
フィードバック

の方法

プレゼンには助言を行います。
レポートは添削し返却します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

①これまでの臨床栄養学分野で学んだ知識を土台とし、実際に医療施設、介護施設において臨床栄養担当者　として機能できる基礎力を身
にける。
②栄養管理のシステム構築、傷病者・要介護者の栄養問題を明らかにし、栄養管理と栄養介入計画を作成し、実践できる。
③栄養アセスメントに基づいた栄養ケアプランが作成できる。
④チーム医療における管理栄養士の役割と多職種との連携のあり方について理解し実践できる。

授業の方法

栄養アセスメント演習の授業は以下の方法で展開する
①教科書などにより授業計画の学習内容について準備学習を行い授業に備える。
②配布プリントや教科書などにより、準備学習を行う
③配布プリント、教科書および講義の内容などを取りまとめて、「事後学習ノート」を作成する
④事後学習の成果をグル－プでとりまとめプレゼンテ－ションを行う。
⑤自分のグル－プのプレゼンテ－ションの状況とその評価を行い、成果物を作成し提出する
⑥授業の中で復習テストを行います。

ＩＣＴ活用 Googleフォームを活用する

後期

教員氏名 未定

授業の位置づけ

栄養ｱｾｽﾒﾝﾄは、対象患者の栄養に関する問題や、その原因および重症度を評価するために必要となるそれぞれのデータや徴候・症状を集め
て、丁寧に検証し、栄養に限局した原因を明確にしていくことが重要となる。栄養アセスメント演習では、臨床栄養学に係る専門知識・技
術を統合し栄養管理の手順を理解したうえで栄養状態の改善、治療の促進や重症化予防につながる栄養ケアプランの作成を行う能力を修得
するための科目である。臨床栄養学、立脚し臨地実習につながる。ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養
指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけている。（知識・技能）」ことと特に関係がある科目である。

授業の概要

医療や介護サービスをサポートするシステムの一環として、多職種とチーム体制をつくり、患者ならびに入所者にとって実益のある臨床栄
養サービスを提供するための知識と技術の修得を目指す。
傷病者の身体状況、生活状況の把握と栄養状態の評価に基づいた栄養ケアプラン作成するために必要な知識と技術の修得をする。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11069041 栄養アセスメント演習（１組） 3562 1 3
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その他 0 なし

教科書 新しい臨床栄養管理　渡邉　早苗　医歯薬出版株式会社

参考文献 病気がわかる検査値ガイド　斉藤　嘉禎　金原出版株式会社

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 復習テスト　 (20%）提出レポート（30％）   プレゼンの出来栄え　（30％） 
授業に取り組む姿勢　（20％）

15

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
まとめ（復習テスト）   

教科書・事後学習ノートなどによ
り、復習テストに備える(30分)。

教科書、講義の内容などを復習す
る。（30分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
模擬栄養食事指導内容をSOAPにまとめ記載する（グループ学習） 
  
   

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、授業に備える(30分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

14

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
模擬栄養指導内容をSOAPにまとめ記載し発表する（グループ）レ
ポート提出   
   

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、授業に備える(30分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

11

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食） 
模擬個人栄養指導をグループごと担当を決め行う。他のグループ
の学生は、自分たちが取りまとめた内容と比較を通して視野を広
める（レポート提出

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、プレゼンテーションに
備える(30分）

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

12

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食） 
模擬個人栄養指導をグループごと担当を決め行う。他のグループ
の学生は、自分たちが取りまとめた内容と比較を通して視野を広
める（レポート提出

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、プレゼンテーションに
備える(30分）。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

9

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）
栄養食事指導媒体をパワーポイントで作成する。
1グループ16枚程度

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、授業に備える(30分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

10

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
模擬個人栄養指導をグループごと担当を決め行う。他のグループ
の学生は、自分たちが取りまとめた内容と比較を通して視野を広
める（レポート提出）　　   
   

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、プレゼンテーションに
備える(30分）。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

7

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）

模擬個人栄養食事指導の時間配分を作成し、指導計画を作成す
る。

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、授業に備える(30分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

8

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
栄養食事指導媒体をパワーポイントで作成する。 
1グループ16枚程度
  

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、プレゼンテーションに
備える(30分）。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

6

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食） 
  
症例患者のアセスメントを行い、NCPに沿って初期計画を作成す
る。
   

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、授業に備える(30分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）
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履修条件・留意
事項等

履修要件はありません。この授業を履修することで、管理栄養士に対する関心を深めて下さい。

備考欄
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5

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
展開した献立内容をグループで話し合い  
工夫点について発表する   

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、プレゼンテーションに
備える(30分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

3

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
症例から実際に食事内容の聞き取りをグループごと行い献立作成
を行い（献立作成は自主学習〉授業内で作成した献立内容をグ
ループごと発表する。 
出来あがった献立を提出する   

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、授業に備える(30分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）。

4

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
授業内で作成した献立内容を患者に合わせた献立内容に糖尿病食
品交換表を使用し展開する   
必要エネルギー量等の算出および根拠（自主学習）   

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、授業に備える(30分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）。

1

「栄養アセスメント演習」授業のためのガイダンス   
臨床栄養管理の目的は、栄養補給や栄養教育により、疾患の予防
や治療および増悪化防止、生活の質QOLの向上に寄与することで
ある。栄養管理の意義とプロセスについて理解する。　   

シラバスと教科書により「栄養アセ
スメント演習」の授業の内容につい
て学習し、授業に備える（30分）。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）。

2

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
症例から実際に食事内容の聞き取りをグループごと行い献立作成
を行う（献立作成は自主学習〉   

教科書などにより、臨床栄養管理の
実際について学習し、授業に備える
（30分）


教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）。

実務経験のある
教員の教育内容

臨床経験を活かし授業に取り組む

課題に対する
フィードバック

の方法

プレゼンには助言を行います。
レポートは添削し返却します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

①これまでの臨床栄養学分野で学んだ知識を土台とし、実際に医療施設、介護施設において臨床栄養担当者　として機能できる基礎力を身
にける。
②栄養管理のシステム構築、傷病者・要介護者の栄養問題を明らかにし、栄養管理と栄養介入計画を作成し、実践できる。
③栄養アセスメントに基づいた栄養ケアプランが作成できる。
④チーム医療における管理栄養士の役割と多職種との連携のあり方について理解し実践できる。

授業の方法

栄養アセスメント演習の授業は以下の方法で展開する
①教科書などにより授業計画の学習内容について準備学習を行い授業に備える。
②配布プリントや教科書などにより、準備学習を行う
③配布プリント、教科書および講義の内容などを取りまとめて、「事後学習ノート」を作成する
④事後学習の成果をグル－プでとりまとめプレゼンテ－ションを行う。
⑤自分のグル－プのプレゼンテ－ションの状況とその評価を行い、成果物を作成し提出する
⑥授業の中で復習テストを行います。

ＩＣＴ活用 Googleフォームを活用する

後期

教員氏名 未定

授業の位置づけ

栄養ｱｾｽﾒﾝﾄは、対象患者の栄養に関する問題や、その原因および重症度を評価するために必要となるそれぞれのデータや徴候・症状を集め
て、丁寧に検証し、栄養に限局した原因を明確にしていくことが重要となる。栄養アセスメント演習では、臨床栄養学に係る専門知識・技
術を統合し栄養管理の手順を理解したうえで栄養状態の改善、治療の促進や重症化予防につながる栄養ケアプランの作成を行う能力を修得
するための科目である。臨床栄養学、立脚し臨地実習につながる。ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養
指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけている。（知識・技能）」ことと特に関係がある科目である。

授業の概要

医療や介護サービスをサポートするシステムの一環として、多職種とチーム体制をつくり、患者ならびに入所者にとって実益のある臨床栄
養サービスを提供するための知識と技術の修得を目指す。
傷病者の身体状況、生活状況の把握と栄養状態の評価に基づいた栄養ケアプラン作成するために必要な知識と技術の修得をする。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11069042 栄養アセスメント演習（２組） 3562 1 3
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その他 0 なし

教科書 新しい臨床栄養管理　渡邉　早苗　医歯薬出版株式会社

参考文献 病気がわかる検査値ガイド　斉藤　嘉禎　金原出版株式会社

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 復習テスト　 (20%）提出レポート（30％）   プレゼンの出来栄え　（30％） 
授業に取り組む姿勢　（20％）

15

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
まとめ（復習テスト）   

教科書・事後学習ノートなどによ
り、復習テストに備える(30分)。

教科書、講義の内容などを復習す
る。（30分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
模擬栄養食事指導内容をSOAPにまとめ記載する（グループ学習） 
  
   

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、授業に備える(30分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

14

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
模擬栄養指導内容をSOAPにまとめ記載し発表する（グループ）レ
ポート提出   
   

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、授業に備える(30分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

11

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食） 
模擬個人栄養指導をグループごと担当を決め行う。他のグループ
の学生は、自分たちが取りまとめた内容と比較を通して視野を広
める（レポート提出

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、プレゼンテーションに
備える(30分）

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

12

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食） 
模擬個人栄養指導をグループごと担当を決め行う。他のグループ
の学生は、自分たちが取りまとめた内容と比較を通して視野を広
める（レポート提出

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、プレゼンテーションに
備える(30分）。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

9

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）
栄養食事指導媒体をパワーポイントで作成する。
1グループ16枚程度

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、授業に備える(30分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

10

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
模擬個人栄養指導をグループごと担当を決め行う。他のグループ
の学生は、自分たちが取りまとめた内容と比較を通して視野を広
める（レポート提出）　　   
   

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、プレゼンテーションに
備える(30分）。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

7

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）

模擬個人栄養食事指導の時間配分を作成し、指導計画を作成す
る。

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、授業に備える(30分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

8

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
栄養食事指導媒体をパワーポイントで作成する。 
1グループ16枚程度
  

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、プレゼンテーションに
備える(30分）。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

6

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食） 
  
症例患者のアセスメントを行い、NCPに沿って初期計画を作成す
る。
   

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、授業に備える(30分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）
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履修条件・留意
事項等

履修要件はありません。この授業を履修することで、管理栄養士に対する関心を深めて下さい。

備考欄
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5

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
展開した献立内容をグループで話し合い  
工夫点について発表する   

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、プレゼンテーションに
備える(30分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

3

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
症例から実際に食事内容の聞き取りをグループごと行い献立作成
を行い（献立作成は自主学習〉授業内で作成した献立内容をグ
ループごと発表する。 
出来あがった献立を提出する   

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、授業に備える(30分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）。

4

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
授業内で作成した献立内容を患者に合わせた献立内容に糖尿病食
品交換表を使用し展開する   
必要エネルギー量等の算出および根拠（自主学習）   

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、授業に備える(30分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）。

1

「栄養アセスメント演習」授業のためのガイダンス   
臨床栄養管理の目的は、栄養補給や栄養教育により、疾患の予防
や治療および増悪化防止、生活の質QOLの向上に寄与することで
ある。栄養管理の意義とプロセスについて理解する。　   

シラバスと教科書により「栄養アセ
スメント演習」の授業の内容につい
て学習し、授業に備える（30分）。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）。

2

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
症例から実際に食事内容の聞き取りをグループごと行い献立作成
を行う（献立作成は自主学習〉   

教科書などにより、臨床栄養管理の
実際について学習し、授業に備える
（30分）


教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）。

実務経験のある
教員の教育内容

臨床経験を活かし授業に取り組む

課題に対する
フィードバック

の方法

プレゼンには助言を行います。
レポートは添削し返却します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

①これまでの臨床栄養学分野で学んだ知識を土台とし、実際に医療施設、介護施設において臨床栄養担当者　として機能できる基礎力を身
にける。
②栄養管理のシステム構築、傷病者・要介護者の栄養問題を明らかにし、栄養管理と栄養介入計画を作成し、実践できる。
③栄養アセスメントに基づいた栄養ケアプランが作成できる。
④チーム医療における管理栄養士の役割と多職種との連携のあり方について理解し実践できる。

授業の方法

栄養アセスメント演習の授業は以下の方法で展開する
①教科書などにより授業計画の学習内容について準備学習を行い授業に備える。
②配布プリントや教科書などにより、準備学習を行う
③配布プリント、教科書および講義の内容などを取りまとめて、「事後学習ノート」を作成する
④事後学習の成果をグル－プでとりまとめプレゼンテ－ションを行う。
⑤自分のグル－プのプレゼンテ－ションの状況とその評価を行い、成果物を作成し提出する
⑥授業の中で復習テストを行います。

ＩＣＴ活用 Googleフォームを活用する

後期

教員氏名 未定

授業の位置づけ

栄養ｱｾｽﾒﾝﾄは、対象患者の栄養に関する問題や、その原因および重症度を評価するために必要となるそれぞれのデータや徴候・症状を集め
て、丁寧に検証し、栄養に限局した原因を明確にしていくことが重要となる。栄養アセスメント演習では、臨床栄養学に係る専門知識・技
術を統合し栄養管理の手順を理解したうえで栄養状態の改善、治療の促進や重症化予防につながる栄養ケアプランの作成を行う能力を修得
するための科目である。臨床栄養学、立脚し臨地実習につながる。ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養
指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につけている。（知識・技能）」ことと特に関係がある科目である。

授業の概要

医療や介護サービスをサポートするシステムの一環として、多職種とチーム体制をつくり、患者ならびに入所者にとって実益のある臨床栄
養サービスを提供するための知識と技術の修得を目指す。
傷病者の身体状況、生活状況の把握と栄養状態の評価に基づいた栄養ケアプラン作成するために必要な知識と技術の修得をする。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11069043 栄養アセスメント演習（３組） 3562 1 3
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その他 0 なし

教科書 新しい臨床栄養管理　渡邉　早苗　医歯薬出版株式会社

参考文献 病気がわかる検査値ガイド　斉藤　嘉禎　金原出版株式会社

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 復習テスト　 (20%）提出レポート（30％）   プレゼンの出来栄え　（30％） 
授業に取り組む姿勢　（20％）

15

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
まとめ（復習テスト）   

教科書・事後学習ノートなどによ
り、復習テストに備える(30分)。

教科書、講義の内容などを復習す
る。（30分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
模擬栄養食事指導内容をSOAPにまとめ記載する（グループ学習） 
  
   

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、授業に備える(30分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

14

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
模擬栄養指導内容をSOAPにまとめ記載し発表する（グループ）レ
ポート提出   
   

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、授業に備える(30分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

11

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食） 
模擬個人栄養指導をグループごと担当を決め行う。他のグループ
の学生は、自分たちが取りまとめた内容と比較を通して視野を広
める（レポート提出

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、プレゼンテーションに
備える(30分）

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

12

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食） 
模擬個人栄養指導をグループごと担当を決め行う。他のグループ
の学生は、自分たちが取りまとめた内容と比較を通して視野を広
める（レポート提出

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、プレゼンテーションに
備える(30分）。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

9

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）
栄養食事指導媒体をパワーポイントで作成する。
1グループ16枚程度

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、授業に備える(30分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

10

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
模擬個人栄養指導をグループごと担当を決め行う。他のグループ
の学生は、自分たちが取りまとめた内容と比較を通して視野を広
める（レポート提出）　　   
   

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、プレゼンテーションに
備える(30分）。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

7

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）

模擬個人栄養食事指導の時間配分を作成し、指導計画を作成す
る。

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、授業に備える(30分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

8

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食）   
栄養食事指導媒体をパワーポイントで作成する。 
1グループ16枚程度
  

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、プレゼンテーションに
備える(30分）。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）

6

症例・事例に基づく栄養管理演習(エネルギーコントロール食・
糖尿病食） 
  
症例患者のアセスメントを行い、NCPに沿って初期計画を作成す
る。
   

教科書などにより、提示症例につて
いて学習し、授業に備える(30分)。

教科書、講義の内容などを「事後学
習ノート」に取りまとめ、復習テス
トに備える（30分）
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履修条件・留意
事項等

履修要件はありません。この授業を履修することで、管理栄養士に対する関心を深めて下さい。

備考欄
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5

◆中央官庁である内閣府消費者庁、農林水産省
   など（いずれも厚生労働省からの出向）に
   勤務する管理栄養士
 ・所属府省、所掌している主な法令と施策など

　配付プリントや教科書などによ
り、消費者庁等勤務管理栄養士につ
いて準備学習に取組み、プレテスト
と授業に備える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義の内
容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成し確認試験に備える( 
60 分)。

3

◆管理栄養士免許の交付状況、施設種別の管理栄養士の就職者
数、管理栄養士・栄養士免許証交付数の推移、管理栄養士設置主
要施設種別の就業者数の推移などを通して、社会で活躍している
管理栄養士の状況を理解する。

　配付プリントや教科書などによ
り、管理栄養士就業者数などについ
て準備学習に取組み、プレテストと
授業に備える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義の内
容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成し確認試験に備える( 
60 分)。

4

　第 4 回以降は、管理栄養士が設置されている施設種別に、勤
務者に関して、主たる設置や業務の根拠となる法令や主な業務に
ついて、それぞれ内容を整理し理解を図る。
◆中央官庁である厚生労働省（行政管理栄養士
   に限る。）に勤務する管理栄養士
 ・所属している局、課・室別の所掌している
    法令や主な施策など

　配付プリントや教科書などによ
り、厚生労働省勤務管理栄養士につ
いて準備学習に取組み、プレテスト
と授業に備える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義の内
容などを取りまとめ、事後学習ノー
トを作成し確認試験に備える（60
分）。

1

◆「管理栄養士概論」のためのガイダンス
◆管理栄養士の定義（栄養士法）、役割および主な担当業務、ま
た、管理栄養士免許制度、管理栄養士国家試験の受験資格および
試験科目などについて、それぞれ内容を整理し理解を図る。

　シラバスや教科書などにより、授
業の進め方や管理栄養士の免許制度
など、準備学習に取組み授業に備え
る（120分）。

　シラバスや教科書、講義の内容な
どを取りまとめて、事後学習ノート
を作成し確認試験に備える（60
分）。

2

◆管理栄養士学校指定規則に規定されている教育内容と健康栄養
学科のカリキュラムに関して、専門基礎分野（人体の構造と機能
及び疾病の成り立ちなど）と、専門分野（栄養学、臨床栄養学、
給食経営管理論など）について、それぞれ内容を整理し理解を図
る。

　配付プリントや教科書により、管
理栄養士養成の教育内容などの準備
学習に取組み、プレテストと授業に
備える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義の内
容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成し確認試験に備える( 
60 分)。

実務経験のある
教員の教育内容

　東京都の保健栄養主管課や都立保健所における栄養・健康増進対策などの企画、立案および実践活動等に従事した行政経験とともに、都
立病院の栄養科において、傷病者に対する栄養の指導などの臨床栄養分野での経験を生かして、管理栄養士制度や保健・医療分野を中心と
した管理栄養士業務について講義を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

  フィードバックとして、毎回実施するプレテストの返却時には、解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

　「管理栄養士概論」において到達すべき目標は、以下のとおりである。
①　栄養士法などの法令に規定されている管理栄養士の定義、養成の内容、免許制度などを説明できるる。　
②　健康増進法や医療法などの法令に規定されている管理栄養士に関連する業務規定などを理解している。
③　社会で管理栄養士が活躍する職域と担当している業務の概要を簡単に説明できる。
④　自ら進んで、管理栄養士になるため必要な教育科目の学習に取り組むことができる。
⑤　自らが目指す管理栄養士像を創造することができる。

授業の方法

　「管理栄養士概論」の授業の進め方は、以下のとおりである。　
①　毎授業終了時に、次回授業の学習内容について教員が作成したプリント３～４枚を配付する。
②　学生は、プリント、教科書および参考書などにより準備学習を行う。　
③　毎回、授業開始時に準備学習の状況をプレテストにより確認する。
④　授業は、講義形式で行う。
⑤　授業終了後にプリント、教科書や参考書および講義内容などについて「事後学習ノート」を作成する。⑥　事後学習の成果は、「事後
学習ノート」と「確認試験」により評価する。 
　なお、質問などには、オフィスアワーを活用して対応する。

ＩＣＴ活用  なし

前期

教員氏名 服部　富子

授業の位置づけ

　「管理栄養士概論」は、管理栄養士養成のための初年次教育の一環として位置づけられている科目である。栄養士・管理栄養士の発足か
ら現在に至る制度の変遷、管理栄養士の身分を規定する栄養士法、管理栄養士の業務を規定する健康増進法や医療法などの関連法令、社会
で活躍している各分野の管理栄養士の職場と担当業務の概要などの学習により、これから学ぶ専門基礎科目および専門科目の必要性と重要
性の理解を図る。
　また、管理栄養士には幅広い職域（活躍の場）があることを知り、社会が期待する「栄養・食を通して、人々の健康と幸福に貢献する」
専門職として、卒業後あるいは将来、目指すべき管理栄養士像の明確化を図る。

授業の概要

　「管理栄養士概論」では、管理栄養士とは、管理栄養士免許制度、管理栄養士になるための教育内容および健康栄養学科のカリキュラ
ム、管理栄養士の設置状況および設置種別（厚生労働省、都道府県・保健所、市町村保健センター、保育所等児童福祉施設給食、学校給
食、会社・工場等事業所給食、養護老人ホーム等高齢者福祉施設給食、病院等医療機関の入院時食事療養および介護保健施設給食など）の
担当業務などについて学習する。学習を通じて、管理栄養士に対する社会の要請や期待を理解し、自らが目指す管理栄養士像を創造できる
ようにする。
　なお、授業は、準備学習⇒プレテスト⇒講義形式の授業⇒事後学習ノートの作成で構成する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11071041 管理栄養士概論 3574 2 1
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履修条件・留意
事項等

履修要件はありません。この授業を履修することで、各自が目標とする管理栄養士像を明確にして下さい。

備考欄

その他 40 定期試験相当として確認試験を実施し、事後学習の評価を行う。

教科書

栄養調理六法  令和 4 年版／栄養調理関係法令研究会  編集／新日本法規
実力養成のため給食管理論／芦川修貮・田中寛  編／学建書院

参考文献 栄養士・管理栄養士のための栄養指導論／芦川修貮、田中弘之編／学建書院

定期試験

0 　実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

60 ◆プレテストの結果　（40％）
◆「事後学習ノート」 （10％）
◆授業に取り組む姿勢（10％）

15

◆諸外国の管理栄養士・栄養士制度
◆全体のまとめ


　配付プリントや教科書などをまと
め、確認試験に備える（120分）。

　全体のまとめに基づき振り返りを
行い、不確かな知識を確認する（ 
60 分)。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

◆入院時食事療養を実施している保険医療機関
    に勤務する管理栄養士（１）
・入院時食事療養の趣旨、制度の概要
・栄養管理・食事計画
・治療食の献立業務および治療食の調製　など

　配付プリントや教科書などによ
り、医療機関の入院時食事療養につ
いて準備学習に取組み、プレテスト
と授業に備える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義の内
容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成し確認試験に備える( 
60 分)。

14

◆入院時食事療養を実施している保険医療機関
   に勤務する管理栄養士（２）
 ・入院基本料等の施設基準
 ・入院時食事療養費に係る食事療養実施上の留
     意事項
 ・食事療養費算定表 など

　配付プリントや教科書等により、
施設基準や食事療養制度などについ
て準備学習に取組み、プレテストと
授業に備える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義の内
容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成し確認試験に備える( 
60 分)。

11

◆事業所給食施設（会社・工場など）に勤務す
   る管理栄養士
 ・給食の特徴
 ・健康増進法・労働安全衛生規則・事業付属寄
    宿舎規定等の法令
 ・事業所給食の実務

　配付プリントや教科書等により、
事業所給食施設の管理栄養士につい
て準備学習に取組み、プレテストと
授業に備える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義の内
容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成し確認試験に備える( 
60 分)。

12

◆特別特別養護老人ホームなど高齢者福祉施設
   に勤務する管理栄養士
 ・高齢者福祉施設の種類
 ・給食の特徴と給食の実際（食事計画、献立業
　 務、食事の調製および衛生管理等）

　配付プリントや教科書などによ
り、高齢者施設勤務管理栄養士につ
いて準備学習に取組み、プレテスト
と授業に備える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義の内
容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成し確認試験に備える( 
60 分)。

9

◆保育所に勤務する管理栄養士
 ・給食の特徴、栄養管理の区分
 ・「日本人の食事基準」を活用した食事計画
 ・乳児対象の給食および幼児対象の給食の調製

　配付プリントや教科書などによ
り、保育所勤務管理栄養士について
準備学習に取組み、プレテストと授
業に備える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義の内
容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成し確認試験に備える( 
60 分)。

10

◆学校給食を行う小・中学校等に勤務する管理
   栄養士
 ・給食の目的・目標
 ・給食の運営（区分、食事の提供）
 ・学校給食栄養管理者
 ・学校給食実施基準および衛生管理基準）など

　配付プリントや教科書により、
小・中学校等の管理栄養士について
準備学習に取組み、プレテストと授
業に備える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義の内
容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成し確認試験に備える( 
60 分)。

7

◆市町村保健センターに勤務する管理栄養士
・地域保健法や健康増進法などの法令や通知
・市町村の行政における管理栄養士の位置づけ
・主要な担当業務　など

　配付プリントや教科書等により、
保健センター勤務管理栄養士につい
て準備学習に取組み、プレテストと
授業に備える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義の内
容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成し定期試験に備える
（60分）

8

◆児童福祉施設（保育所を除く）に勤務する管
    理栄養士
 ・主たる業務の目的
 ・給食運営と食事の提供に関する留意事項
 ・児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

　配付プリントや教科書等により、
児童福祉施設勤務管理栄養士につい
て準備学習に取組み、プレテストと
授業に備える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義の内
容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成し確認試験に備える( 
60 分)。

6

◆都道府県本庁および保健所に勤務する管理栄養士
・地域保健法や健康増進法などの法令や通知
・栄養行政における管理栄養士の位置づけ
・主な担当業務 　など

　配付プリントや教科書などによ
り、都道府県等勤務管理栄養士につ
いて準備学習に取組み、プレテスト
と授業に備える（120分）。

　配付プリントや教科書、講義の内
容などを取りまとめて、事後学習
ノートを作成し確認試験に備える( 
60 分)。
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7

◆わが国の栄養政策（２）
　・公衆栄養関連法規②
　　　地域保健法、栄養士法　など

　左記の学習内容について、配付プ
リントや教科書（p.66～69、285～
294）などを読み、プレテストと授
業に備える（90分）。

　配付プリントや参考書などにより
講義内容を確認し、確認テストに備
える（90分）。

8

◆わが国の栄養政策（３）
　・国民健康・栄養調査の目的と方法


　左記の学習内容について、配付プ
リントや教科書（p.69～75）などを
読み、プレテストと授業に備える
（90分）。

　配付プリントや参考書などにより
講義内容を確認し、確認テストに備
える（90分）。

5

◆諸外国の健康・栄養問題の現状
　・先進国
 　・開発途上国
　・地域間格差

　左記の学習内容について、配付プ
リントや教科書（p.50～60）などを
読み、プレテストと授業に備える
（90分）。

　配付プリントや参考書などにより
講義内容を確認し、確認テストに備
える（90分）。

6

◆わが国の栄養政策（１）
　・公衆栄養関連法規①
    　   健康増進法、食育基本法

　左記の学習内容について、配付プ
リントや教科書（p.63～66、285～
287）などを読み、プレテストと授
業に備える（90分）。

　配付プリントや参考書などにより
講義内容を確認し、確認テストに備
える（90分）。

3

◆わが国の健康・栄養問題の現状と課題（２）
　・食事、食生活の変化

　左記の学習内容について、配付プ
リントや教科書（p.25～38）などを
読み、プレテストと授業に備える
（90分）。

　配付プリントや参考書などにより
講義内容を確認し、確認テストに備
える（90分）。

4

◆わが国の健康・栄養問題の現状と課題（３）
　・食環境の変化
　・食環境整備
　・フードバランスシート

　左記の学習内容について、配付プ
リントや教科書（p.38～49）などを
読み、プレテストと授業に備える
（90分）。

　配付プリントや参考書などにより
講義内容を確認し、確認テストに備
える（90分）。

1

◆ガイダンス
◆公衆栄養学の概念
　・公衆栄養学の概念
　・わが国の公衆栄養活動

　左記の学習内容について教科書
（p.1～11）を読んでおくこと（60
分）

　配付プリントや参考書などにより
講義内容を確認し、確認テストに備
える（120分）。

2

◆わが国の健康栄養問題の現状と課題（１）
　・人口構成の変化と健康状態の変化
　・疾病構造の変化と栄養・食生活

左記の学習内容について、配付プリ
ントや教科書（p.13～25）などを読
み、プレテストと授業に備える（90
分）。

　配付プリントや参考書などにより
講義内容を確認し、確認テストに備
える（90分）。

実務経験のある
教員の教育内容

　東京都の保健栄養主管課や都立保健所における栄養・健康増進対策などの企画、立案および実践活動等に従事した行政経験を生かして、
公衆栄養分野について講義を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、毎回実施する小テストの返却時には、解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．公衆栄養の概念について説明できる。
２．地域や職域における健康・栄養問題とニーズの主な把握方法を説明できる。
３．国民栄養の現状や問題点について説明できる。
４．わが国の主要な栄養政策について説明できる。
５．諸外国の健康・栄養問題について理解し、説明できる。

授業の方法

「公衆栄養学Ⅰ」の授業は、以下の方法で展開する。
①　毎授業終了時に、次回授業の学習内容について教員が作成したプリントを配布する。
②　学生は、配付プリント、教科書および参考書などにより準備学習を行う。　
③　毎回、授業開始時に準備学習の状況を「プレテスト」により確認する。
④　授業は、パワーポイントと配付プリントなどを用いた講義形式とする。
⑤　学生は、配付プリント、教科書および講義の内容などについて、事後学習を行う。
⑥　質問等には、オフィスアワーを活用して対応する。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 服部　富子

授業の位置づけ

　公衆栄養学は、地域集団における健康・栄養問題を把握し、適切な公衆栄養プログラム（目標設定、計画、実施、評価、フィードバッ
ク）を展開するために必要な知識・技術を学ぶ科目である。ディブロマ・ポリシーの「地域社会の生活習慣病予防・健康増進の場における
必要とされる高度な専門知識を身につける（知識・技能）」および「学んだ知識と理解を基盤として健康・栄養問題について適切に情報を
収集し、科学的に分析・検証することができる（思考・判断・表現）」に関連している。「公衆衛生学」（１年次）の一分野でもあり、
「公衆栄養学Ⅱ」（後期）、4年次の「公衆栄養学実習」および「臨地実習Ⅱ（公衆栄養学）」に繋がる科目である。

授業の概要

｢公衆栄養学Ⅰ｣では、わが国の健康・栄養の現状と問題点、現在展開されている主要な栄養施策、地域における健康危機管理などについて
学習する。併せて、諸外国における栄養問題と国際機関の健康・栄養政策についても学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10221041 公衆栄養学Ⅰ 3570 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

４年次の「臨地実習Ⅱ（公衆栄養学分野）」の要件科目である。

備考欄

その他 40 定期試験相当として確認試験を行う。

教科書

公衆栄養学　改訂第7版／吉池信夫・林宏一編集／南江堂
令和２年版 栄養調理六法／新日本法規（購入済）

参考文献

国問衛生の動向 2021/2022／（一社）厚生労働統計協会
国民健康・栄養調査結果／厚生労働省

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

60 ◆小テストの結果　  （40％）
◆授業に取り組む姿勢（20％）

15

◆公衆栄養学の概念、わが国と諸外国の健康・
　栄養の現状およびの健康政策のまとめ

　これまでの学習内容について教科
書やプリントをまとめ、確認試験に
備える（120分）。

　全体のまとめに基づき振り返りを
行い、不確かな知識を確認する（60
分）。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

◆わが国の栄養政策（８）
　・特定健康診査・特定保健指導

左記の学習内容について、配付プリ
ントや教科書（p.101～109）などを
読み、プレテストと授業に備える
（90分）。

　配付プリントや参考書などにより
講義内容を確認し、確認テストに備
える（90分）。

14

◆諸外国の健康・栄養政策
　・公衆栄養施策に関連する国際機関
　・諸外国の健康・栄養施策

　左記の学習内容について、配付プ
リントや教科書（p.112～131）など
を読み、プレテストと授業に備える
（90分）。

　配付プリントや参考書などにより
講義内容を確認し、確認テストに備
える（90分）。

11

◆わが国の栄養政策（６）
   施策推進のためのツール①
　・食生活指針、食事バランスガイド

　左記の学習内容について、配付プ
リントや教科書（p.76～80、86～
93）などを読み、プレテストと授業
に備える（90分）。

　配付プリントや参考書などにより
講義内容を確認し、確認テストに備
える（90分）。

12

◆わが国の栄養政策（７）
   施策推進のためのツール②
　・身体活動基準、アクティブガイド
　・健康な食事

　左記の学習内容について、配付プ
リントや教科書（p.80～86）などを
読み、プレテストと授業に備える
（90分）。

　配付プリントや参考書などにより
講義内容を確認し、確認テストに備
える（90分）。

9

◆わが国の栄養政策（４）
　・健康づくり施策の沿革
　・「健康日本21」（第二次）

　左記の学習内容について、配付プ
リントや教科書（p.93～101）など
を読み、プレテストと授業に備える
（90分）。

　配付プリントや参考書などにより
講義内容を確認し、確認テストに備
える（90分）。

10

◆わが国の栄養政策（５）
　・第４次食育推進基本計画

　左記の学習内容について、配付プ
リントや教科書（p.109～111、286
～287）などを読み、プレテストと
授業に備える（90分）。

　配付プリントや参考書などにより
講義内容を確認し、確認テストに備
える（90分）。
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7

◆公衆栄養マネジメント（２）
　・既存資料の活用を中心とした公衆栄養アセ
　　スメントの概要

　左記の学習内容について、配付プ
リントや教科書（p.193～198）、参
考書を読み、プレテストと授業に備
える（90分）。

配付プリントや参考書などにより講
義内容を確認し、確認テストに備え
る（90分）。

5

◆栄養疫学（５）
　・食事摂取量の評価方法
　　

　左記の学習内容について、配付プ
リントや教科書（p.168～183）、参
考書を読み、プレテストと授業に備
える（90分）。

配付プリントや参考書などにより講
義内容を確認し、確認テストに備え
る（90分）。

6

◆公衆栄養マネジメント（１）
　・公衆栄養マネジメントの概念と方法

　左記の学習内容について、配付プ
リントや教科書（p.187～193）、参
考書を読み、プレテストと授業に備
える（90分）。

配付プリントや参考書などにより講
義内容を確認し、確認テストに備え
る（90分）。

3

◆栄養疫学（３）
　・食事摂取量の測定方法①
　　　食事記録法、24時間思い出し法

　左記の学習内容について、配付プ
リントや教科書（p.149～160）、参
考書を読み、プレテストと授業に備
える（90分）。

配付プリントや参考書などにより講
義内容を確認し、確認テストに備え
る（90分）

4

◆栄養疫学（４）
　・食事摂取量の測定方法②
　　　食物摂取頻度調査法、その他の調査法

　左記の学習内容について、配付プ
リントや教科書（p.160～168）、参
考書を読み、プレテストと授業に備
える（90分）。

配付プリントや参考書などにより講
義内容を確認し、確認テストに備え
る（90分）。

1

◆栄養疫学（１）
　・栄養疫学の概要
　・栄養疫学の指標

　左記の学習内容について教科書
（p.135～144）や参考書を読んでお
くこと（90分）

配付プリントや参考書などにより講
義内容を確認し、確認テストに備え
る（90分）

2

◆栄養疫学（２）
　・栄養疫学の方法
 　　　観察研究、介入研究
　・エビデンスのレベル

　左記の学習内容について、配付プ
リントや教科書（p.145～148）、参
考書を読み、プレテストと授業に備
える（90分）。

配付プリントや参考書などにより講
義内容を確認し、確認テストに備え
る（90分）。

実務経験のある
教員の教育内容

東京都の保健栄養主管課や都立保健所における栄養・健康増進対策などの企画、立案および実践活動等に従事した行政経験を生かして、公
衆栄養活動について講義を行う。　


課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、毎回実施するプレテストの返却時には、解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．栄養疫学の概念を理解し、公衆栄養活動における栄養疫学の必要性と意義について説明できる。
２．栄養素、食品の摂取量の測定方法と、その評価方法について説明できる。
３．公衆栄養マネジメントの考え方について説明できる。
４．公衆栄養プログラムの目標設定の過程を理解し、目標が短期・中期・長期と階層的に設定されることを説明できる。
５.公衆栄養プログラムの実施中、実施後の評価方法について説明できる。

授業の方法

　「公衆栄養学Ⅰ」の授業は、以下の方法で展開する。
①　毎授業終了時に、次回授業の学習内容について教員が作成したプリントを配布する。
②　学生は、プリント、教科書および参考書などにより準備学習を行う。　
③　毎回、授業開始時に準備学習の状況を「プレテスト」により確認する。
④　授業は、パワーポイントと配付プリントなどを用いた講義形式とする。
⑤　学生は、配付プリント、教科書および講義の内容などについて、事後学習を行う。
⑥　質問等には、オフィスアワーを活用して対応する。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 服部　富子

授業の位置づけ

　公衆栄養学は、地域集団における健康・栄養問題を把握し、適切な公衆栄養プログラム（目標設定、計画、実施、評価、フィードバッ
ク）を展開するために必要な知識・技術を学ぶ科目である。特に、「公衆栄養学Ⅱ」は、ディブロマ・ポリシーの「地域社会の生活習慣病
予防・健康増進の場に必要とされる高度な専門知識を身につける」（知識・技能）」を基盤として、「健康・栄養問題について適切に情報
を収集し、科学的に分析・検証することができる（思考・判断・表現）」に関連している。「公衆衛生学」（１年次）で学んだ「疫学」の
栄養分野での展開と、4年次の「公衆栄養学実習」や「臨地実習Ⅱ（公衆栄養学）」に繋がる科目である。

授業の概要

　｢公衆栄養学Ⅱ｣では、公衆栄養学Ⅰの知識を基に、栄養疫学の概要・指標・方法、食事調査法、食事摂取量の測定、評価について学習
し、公衆栄養マネジメント（公衆栄養アセスメント、目標設定、プログラムの作成、実施、評価、フィードバック）の知識や公衆栄養プロ
グラムの展開方法を修得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10484041 公衆栄養学Ⅱ 3572 2 カリキュラムにより
異なります。

- 271 -



北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

4年次の「臨地実習Ⅱ（公衆栄養学）」の要件科目である。

備考欄

その他 40 定期試験相当として確認試験を行う。

教科書

公衆栄養学　改訂第７版／吉池信男・林宏一／南江堂
令和2年版栄養調理六法／新日本法規（購入済）

参考文献

国民衛生の動向 2021/2022／（一社）厚生労働統計協会
国民健康・栄養調査結果／厚生労働省

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

60 ◆プレテストの結果　 （40％）
◆授業に取り組む姿勢（20％）

15

◆栄養疫学、公衆栄養マネジメント、公衆栄養
　プログラムの展開の「まとめ」

これまでの学習内容について教科書
や配付プリントを読み、確認試験に
備える（120分）。

全体のまとめに基づき振り返りを行
い、不確かな知識を確認する（60
分）。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

◆公衆栄養プログラムの展開（４）
　・地域集団の特性別プログラムの展開②
　　　成人


　左記の学習内容について、配付プ
リントや教科書（p.261～262）、参
考書を読み、プレテストと授業に備
える（90分）。

配付プリントや参考書などにより講
義内容を確認し、確認テストに備え
る（90分）。

14

◆公衆栄養プログラムの展開（５）
　・地域集団の特性別プログラムの展開③
　　　高齢者


　左記の学習内容について、配付プ
リントや教科書（p.262～267）、参
考書を読み、プレテストと授業に備
える（90分）。

配付プリントや参考書などにより講
義内容を確認し、確認テストに備え
る（90分）。

11

◆公衆栄養プログラムの展開（２）
　・食環境整備のためのプログラムの展開

　左記の学習内容について、配付プ
リントや教科書（p.245～250）、参
考書を読み、プレテストと授業に備
える（90分）。

配付プリントや参考書などにより講
義内容を確認し、確認テストに備え
る（90分）。

12

◆公衆栄養プログラムの展開（３）
　・地域集団の特性別プログラムの展開①
　　　母子


　左記の学習内容について、配付プ
リントや教科書（p.251～260）、参
考書を読み、プレテストと授業に備
える（90分）。

配付プリントや参考書などにより講
義内容を確認し、確認テストに備え
る（90分）。

9

◆公衆栄養マネジメント（４）
　・公衆栄養プログラムの実施と評価


　左記の学習内容について、配付プ
リントや教科書（p.207～223）、参
考書を読み、プレテストと授業に備
える（90分）。

配付プリントや参考書などにより講
義内容を確認し、確認テストに備え
る（90分）。

10

◆公衆栄養プログラムの展開（１）
　・地域特性に対応したプログラムの展開
　・健康・食生活の危機管理と食支援


　左記の学習内容について、配付プ
リントや教科書（p.227～244）、参
考書を読み、プレテストと授業に備
える（90分）。

配付プリントや参考書などにより講
義内容を確認し、確認テストに備え
る（90分）

8

◆公衆栄養マネジメント（３）
　・公衆栄養プログラムの目標設定
　・公衆栄養プログラムの計画

　左記の学習内容について、配付プ
リントや教科書（p.199～206）、参
考書を読み、プレテストと授業に備
える（90分）

配付プリントや参考書などにより講
義内容を確認し、確認テストに備え
る（90分）。
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5

◆保健センターにおける公衆栄養プログラムの
　作成（４）（服部）
【グループワーク】
　・報告会

　報告会における発表等に備える
（60分）

　報告会での他グループの発表内容
をまとめる（120分）

3

◆保健センターにおける公衆栄養プログラムの
　作成（２）　　（服部）
【グループワーク】
　・課題解決のための事業計画案の検討

　左記の学習内容について教科書や
参考書を読んでおき、グループワー
クに備える（90分）

　グループワークの内容について自
分の考えをまとめ、次回に備える
（90分）

4

◆保健センターにおける公衆栄養プログラムの
　作成（３）（服部）
【グループワーク】
　・事業計画案の作成とまとめ
　・媒体作成

　左記の学習内容について教科書や
参考書を読んでおき、グループワー
クに備える（90分）

　報告会における自分の役割を確認
し、必要な準備を行う（120分）

1

◆ガイダンス
◆公衆栄養アセスメント（服部）
　・「恵庭市」の主観的アセスメント
　・統計資料から恵庭市の地域特性と健康・栄養
　　課題の発見

　テキスト（p.14まで）を読み、参
考書の該当部分を復習しておくこと
（60分）

　発見した健康・栄養問題について
説明ができるよう準備する（120
分）

2

◆保健センターにおける公衆栄養プログラムの
　作成（１）（服部）
【グループワーク】
　・健康・栄養課題の決定

　テキスト（p.39～44）を読み、参
考書の該当部分を復習しておくこと
（90分）

　決定した健康・栄養課題につい
て、自分の考えをまとめ、次回に備
える（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

服部：東京都の保健栄養主管課や都立保健所における栄養・健康増進対策などの企画、立案および実践活動等に従事した行政経験を生かし
て、公衆栄養活動について実習を行う。　


課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、提出物等には、コメントを記載し返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．既存の資料から、地域の特性と健康・栄養上の問題点を発見することができる。
２．健康・栄養上の課題とその要因を説明できる。
３．解決に向け、取り組み課題の優先順位をつけることができる。
４．公衆栄養プログラムの計画・実施において、対象者、地域、社会資源などの活用、連携の重要性と方法　　　　
　について説明できる。
５．地域特性に対応したプログラム（案）について討議できる。
６．食事調査の結果を分析して、集団の栄養状態のアセスメントができる。

授業の方法

「公衆栄養学実習」の授業は、以下の方法で展開する。
①　教科書などにより授業計画の学習内容について準備学習を行い授業に備える。
②　恵庭市の「主観的アセスメント」を行い、既存資料用いて地域診断を行う（個人学習）。
③　恵庭市保健センターおよび千歳保健所に勤務する管理栄養士の立場で、グループワークによる課題の
　検討、計画案の検討、事業計画案の作成を行う。
④　各班の事業計画書について報告会を行う。
⑤　食事調査結果のデータ分析とまとめを行う（個人学習）。
⑥　授業は、１回 170 分とし、12 回実施する。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 服部　富子、八重樫　昭徳

授業の位置づけ

　公衆栄養学実習は、地域集団における健康・栄養問題を把握し、適切な公衆栄養プログラムを展開するために必要な知識・技術を学ぶ科
目である。ディブロマ・ポリシーの「学んだ知識と理解を基盤として健康・栄養問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検証す
ることができる（思考・判断・表現）」に関連している。これまで学習した様々な知識や理論を基に、地域における健康・栄養問題につい
て、地域診断、地域栄養計画の目標設定、計画の作成、評価方法の検討を行う。また、集団における栄養状態のアセスメント方法について
も、食事調査データの分析およびまとめを行う。4年次の「臨地実習Ⅱ（公衆栄養分野）」に繋がる科目である。

授業の概要

　保健センターおよび保健所に勤務する管理栄養士の立場で、既存資料を用いて、地域の健康・栄養関連情報の収集、解析、問題点の発見
を行い、母子、学童、思春期、成人、高齢者などの地域集団に応じた公衆栄養プログラム（目標設定、プログラムの作成、実施、評価、
フィードバック）の策定と展開方法を修得する。また、集団の栄養・食事調査結果の分析を行う。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10222041 公衆栄養学実習（１組） 3576 1 4
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履修条件・留意
事項等

課題は、提出期限を順守すること。

備考欄

その他 0

教科書

公衆栄養学実習（学内編）／幸林友夫・上田秀樹　編著／南山堂
日本食品標準成分表2022（八訂）／医歯薬出版
公衆栄養学実習ノート（2022年度ワーキングノート）／北海道文教大学人間科学部健康栄養学科作成

参考文献

公衆栄養学／吉池信夫・林宏一編集／南江堂（購入済）
2019年版 栄養調理六法／新日本法規（購入済）　
「国民衛生の動向」2021/2022 ／（一般社団法人）厚生労働統計協会

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ◆提出課題　  　（50％）
プレゼンテーション（30％）
◆授業取り組む姿勢（20％）

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13 なし なし  なし

14 なし   なし 　なし

11

◆地域における栄養状態のアセスメント方法（２）（八重樫）
　・食事調査データ分析②

　教科書や参考書を読みデータ分析
の方法について復習しておく（60
分）

　課題のデータの加工を完成させる
（120分）

12

◆地域における栄養状態のアセスメント方法（３）（八重樫）
　・食事調査データ分析のまとめ

　データ分析のまとめ方について、
教科書や参考書を読んでおくこと
（90分）

　栄養状態のアセスメントについ
て、まとめる。（90分）

9

◆保健所における公衆栄養プログラムの作成（４）（服部）
　・報告会


　報告会における発表等にそなえる
（60分）

　報告会での他グループの発表内容
をまとめる（120分）

10

◆地域における栄養状態のアセスメント方法（１）（八重樫）
　・食事調査データ分析①

　教科書や参考書を読んでおくこ
と。エクセルの基本的な操作を復習
しておく（90分）

　食事調査のデータ分析の方法をま
とめる。エクセルの操作方法を復習
する（90分）

7

◆保健所における公衆栄養プログラムの作成（２）服部
【グループワーク】
　・健康・栄養問題に対する対策
　・事業計画書の作成➀

　左記の学習内容について教科書や
参考書を読んでグループワークに備
える（60分）

　事業計画案について、自分の考え
をまとめる（120分）

8

◆保健所における公衆栄養プログラムの作成
（３）（服部）
【グループワーク】
　・事業計画書の作成➁
　・報告会の準備

　左記の学習内容について教科書や
参考書を読んでグループワークに備
える（60分）

　報告会における自分の役割を確認
し、必要な準備を行う（120分）

6

◆保健所における公衆栄養プログラムの作成（１）【グループ
ワーク】（服部）
　・第2回で取り上げた課題に対する千歳市、北　　　　　
　　広島市の状況把握

　課題検討に必要な既存資料を調べ
ておく（60分）

　課題検討に必要な情報の検討と不
足分の収集を行う（120分）
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5

◆保健センターにおける公衆栄養プログラムの
　作成（４）（服部）
【グループワーク】
　・報告会

　報告会における発表等に備える
（60分）

　報告会での他グループの発表内容
をまとめる（120分）

3

◆保健センターにおける公衆栄養プログラムの
　作成（２）　　（服部）
【グループワーク】
　・課題解決のための事業計画案の検討

　左記の学習内容について教科書や
参考書を読んでおき、グループワー
クに備える（90分）

　グループワークの内容について自
分の考えをまとめ、次回に備える
（90分）

4

◆保健センターにおける公衆栄養プログラムの
　作成（３）（服部）
【グループワーク】
　・事業計画案の作成とまとめ
　・媒体作成

　左記の学習内容について教科書や
参考書を読んでおき、グループワー
クに備える（90分）

　報告会における自分の役割を確認
し、必要な準備を行う（120分）

1

◆ガイダンス
◆公衆栄養アセスメント（服部）
　・「恵庭市」の主観的アセスメント
　・統計資料から恵庭市の地域特性と健康・栄養
　　課題の発見

　テキスト（p.14まで）を読み、参
考書の該当部分を復習しておくこと
（60分）

　発見した健康・栄養問題について
説明ができるよう準備する（120
分）

2

◆保健センターにおける公衆栄養プログラムの
　作成（１）（服部）
【グループワーク】
　・健康・栄養課題の決定

　テキスト（p.39～44）を読み、参
考書の該当部分を復習しておくこと
（90分）

　決定した健康・栄養課題につい
て、自分の考えをまとめ、次回に備
える（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

服部：東京都の保健栄養主管課や都立保健所における栄養・健康増進対策などの企画、立案および実践活動等に従事した行政経験を生かし
て、公衆栄養活動について実習を行う。　


課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、提出物等には、コメントを記載し返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．既存の資料から、地域の特性と健康・栄養上の問題点を発見することができる。
２．健康・栄養上の課題とその要因を説明できる。
３．解決に向け、取り組み課題の優先順位をつけることができる。
４．公衆栄養プログラムの計画・実施において、対象者、地域、社会資源などの活用、連携の重要性と方法　　　　
　について説明できる。
５．地域特性に対応したプログラム（案）について討議できる。
６．食事調査の結果を分析して、集団の栄養状態のアセスメントができる。

授業の方法

「公衆栄養学実習」の授業は、以下の方法で展開する。
①　教科書などにより授業計画の学習内容について準備学習を行い授業に備える。
②　恵庭市の「主観的アセスメント」を行い、既存資料用いて地域診断を行う（個人学習）。
③　恵庭市保健センターおよび千歳保健所に勤務する管理栄養士の立場で、グループワークによる課題の
　検討、計画案の検討、事業計画案の作成を行う。
④　各班の事業計画書について報告会を行う。
⑤　食事調査結果のデータ分析とまとめを行う（個人学習）。
⑥　授業は、１回 170 分とし、12 回実施する。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 服部　富子、八重樫　昭徳

授業の位置づけ

　公衆栄養学実習は、地域集団における健康・栄養問題を把握し、適切な公衆栄養プログラムを展開するために必要な知識・技術を学ぶ科
目である。ディブロマ・ポリシーの「学んだ知識と理解を基盤として健康・栄養問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検証す
ることができる（思考・判断・表現）」に関連している。これまで学習した様々な知識や理論を基に、地域における健康・栄養問題につい
て、地域診断、地域栄養計画の目標設定、計画の作成、評価方法の検討を行う。また、集団における栄養状態のアセスメント方法について
も、食事調査データの分析およびまとめを行う。4年次の「臨地実習Ⅱ（公衆栄養分野）」に繋がる科目である。

授業の概要

　保健センターおよび保健所に勤務する管理栄養士の立場で、既存資料を用いて、地域の健康・栄養関連情報の収集、解析、問題点の発見
を行い、母子、学童、思春期、成人、高齢者などの地域集団に応じた公衆栄養プログラム（目標設定、プログラムの作成、実施、評価、
フィードバック）の策定と展開方法を修得する。また、集団の栄養・食事調査結果の分析を行う。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10222042 公衆栄養学実習（２組） 3576 1 4
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履修条件・留意
事項等

課題は、提出期限を順守すること。

備考欄

その他 0

教科書

公衆栄養学実習（学内編）／幸林友夫・上田秀樹　編著／南山堂
日本食品標準成分表2022（八訂）／医歯薬出版
公衆栄養学実習ノート（2022年度ワーキングノート）／北海道文教大学人間科学部健康栄養学科作成

参考文献

公衆栄養学／吉池信夫・林宏一編集／南江堂（購入済）
2019年版 栄養調理六法／新日本法規（購入済）　
「国民衛生の動向」2021/2022 ／（一般社団法人）厚生労働統計協会

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ◆提出課題　  　（50％）
プレゼンテーション（30％）
◆授業取り組む姿勢（20％）

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13 なし なし  なし

14 なし   なし 　なし

11

◆地域における栄養状態のアセスメント方法（２）（八重樫）
　・食事調査データ分析②

　教科書や参考書を読みデータ分析
の方法について復習しておく（60
分）

　課題のデータの加工を完成させる
（120分）

12

◆地域における栄養状態のアセスメント方法（３）（八重樫）
　・食事調査データ分析のまとめ

　データ分析のまとめ方について、
教科書や参考書を読んでおくこと
（90分）

　栄養状態のアセスメントについ
て、まとめる。（90分）

9

◆保健所における公衆栄養プログラムの作成（４）（服部）
　・報告会


　報告会における発表等にそなえる
（60分）

　報告会での他グループの発表内容
をまとめる（120分）

10

◆地域における栄養状態のアセスメント方法（１）（八重樫）
　・食事調査データ分析①

　教科書や参考書を読んでおくこ
と。エクセルの基本的な操作を復習
しておく（90分）

　食事調査のデータ分析の方法をま
とめる。エクセルの操作方法を復習
する（90分）

7

◆保健所における公衆栄養プログラムの作成（２）服部
【グループワーク】
　・健康・栄養問題に対する対策
　・事業計画書の作成➀

　左記の学習内容について教科書や
参考書を読んでグループワークに備
える（60分）

　事業計画案について、自分の考え
をまとめる（120分）

8

◆保健所における公衆栄養プログラムの作成
（３）（服部）
【グループワーク】
　・事業計画書の作成➁
　・報告会の準備

　左記の学習内容について教科書や
参考書を読んでグループワークに備
える（60分）

　報告会における自分の役割を確認
し、必要な準備を行う（120分）

6

◆保健所における公衆栄養プログラムの作成（１）【グループ
ワーク】（服部）
　・第2回で取り上げた課題に対する千歳市、北　　　　　
　　広島市の状況把握

　課題検討に必要な既存資料を調べ
ておく（60分）

　課題検討に必要な情報の検討と不
足分の収集を行う（120分）
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5

◆保健センターにおける公衆栄養プログラムの
　作成（４）（服部）
【グループワーク】
　・報告会

　報告会における発表等に備える
（60分）

　報告会での他グループの発表内容
をまとめる（120分）

3

◆保健センターにおける公衆栄養プログラムの
　作成（２）　　（服部）
【グループワーク】
　・課題解決のための事業計画案の検討

　左記の学習内容について教科書や
参考書を読んでおき、グループワー
クに備える（90分）

　グループワークの内容について自
分の考えをまとめ、次回に備える
（90分）

4

◆保健センターにおける公衆栄養プログラムの
　作成（３）（服部）
【グループワーク】
　・事業計画案の作成とまとめ
　・媒体作成

　左記の学習内容について教科書や
参考書を読んでおき、グループワー
クに備える（90分）

　報告会における自分の役割を確認
し、必要な準備を行う（120分）

1

◆ガイダンス
◆公衆栄養アセスメント（服部）
　・「恵庭市」の主観的アセスメント
　・統計資料から恵庭市の地域特性と健康・栄養
　　課題の発見

　テキスト（p.14まで）を読み、参
考書の該当部分を復習しておくこと
（60分）

　発見した健康・栄養問題について
説明ができるよう準備する（120
分）

2

◆保健センターにおける公衆栄養プログラムの
　作成（１）（服部）
【グループワーク】
　・健康・栄養課題の決定

　テキスト（p.39～44）を読み、参
考書の該当部分を復習しておくこと
（90分）

　決定した健康・栄養課題につい
て、自分の考えをまとめ、次回に備
える（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

服部：東京都の保健栄養主管課や都立保健所における栄養・健康増進対策などの企画、立案および実践活動等に従事した行政経験を生かし
て、公衆栄養活動について実習を行う。　


課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、提出物等には、コメントを記載し返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．既存の資料から、地域の特性と健康・栄養上の問題点を発見することができる。
２．健康・栄養上の課題とその要因を説明できる。
３．解決に向け、取り組み課題の優先順位をつけることができる。
４．公衆栄養プログラムの計画・実施において、対象者、地域、社会資源などの活用、連携の重要性と方法　　　　
　について説明できる。
５．地域特性に対応したプログラム（案）について討議できる。
６．食事調査の結果を分析して、集団の栄養状態のアセスメントができる。

授業の方法

「公衆栄養学実習」の授業は、以下の方法で展開する。
①　教科書などにより授業計画の学習内容について準備学習を行い授業に備える。
②　恵庭市の「主観的アセスメント」を行い、既存資料用いて地域診断を行う（個人学習）。
③　恵庭市保健センターおよび千歳保健所に勤務する管理栄養士の立場で、グループワークによる課題の
　検討、計画案の検討、事業計画案の作成を行う。
④　各班の事業計画書について報告会を行う。
⑤　食事調査結果のデータ分析とまとめを行う（個人学習）。
⑥　授業は、１回 170 分とし、12 回実施する。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 服部　富子、八重樫　昭徳

授業の位置づけ

　公衆栄養学実習は、地域集団における健康・栄養問題を把握し、適切な公衆栄養プログラムを展開するために必要な知識・技術を学ぶ科
目である。ディブロマ・ポリシーの「学んだ知識と理解を基盤として健康・栄養問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検証す
ることができる（思考・判断・表現）」に関連している。これまで学習した様々な知識や理論を基に、地域における健康・栄養問題につい
て、地域診断、地域栄養計画の目標設定、計画の作成、評価方法の検討を行う。また、集団における栄養状態のアセスメント方法について
も、食事調査データの分析およびまとめを行う。4年次の「臨地実習Ⅱ（公衆栄養分野）」に繋がる科目である。

授業の概要

　保健センターおよび保健所に勤務する管理栄養士の立場で、既存資料を用いて、地域の健康・栄養関連情報の収集、解析、問題点の発見
を行い、母子、学童、思春期、成人、高齢者などの地域集団に応じた公衆栄養プログラム（目標設定、プログラムの作成、実施、評価、
フィードバック）の策定と展開方法を修得する。また、集団の栄養・食事調査結果の分析を行う。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10222043 公衆栄養学実習（３組） 3576 1 4
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履修条件・留意
事項等

課題は、提出期限を順守すること。

備考欄

その他 0

教科書

公衆栄養学実習（学内編）／幸林友夫・上田秀樹　編著／南山堂
日本食品標準成分表2022（八訂）／医歯薬出版
公衆栄養学実習ノート（2022年度ワーキングノート）／北海道文教大学人間科学部健康栄養学科作成

参考文献

公衆栄養学／吉池信夫・林宏一編集／南江堂（購入済）
2019年版 栄養調理六法／新日本法規（購入済）　
「国民衛生の動向」2021/2022 ／（一般社団法人）厚生労働統計協会

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ◆提出課題　  　（50％）
プレゼンテーション（30％）
◆授業取り組む姿勢（20％）

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13 なし なし  なし

14 なし   なし 　なし

11

◆地域における栄養状態のアセスメント方法（２）（八重樫）
　・食事調査データ分析②

　教科書や参考書を読みデータ分析
の方法について復習しておく（60
分）

　課題のデータの加工を完成させる
（120分）

12

◆地域における栄養状態のアセスメント方法（３）（八重樫）
　・食事調査データ分析のまとめ

　データ分析のまとめ方について、
教科書や参考書を読んでおくこと
（90分）

　栄養状態のアセスメントについ
て、まとめる。（90分）

9

◆保健所における公衆栄養プログラムの作成（４）（服部）
　・報告会


　報告会における発表等にそなえる
（60分）

　報告会での他グループの発表内容
をまとめる（120分）

10

◆地域における栄養状態のアセスメント方法（１）（八重樫）
　・食事調査データ分析①

　教科書や参考書を読んでおくこ
と。エクセルの基本的な操作を復習
しておく（90分）

　食事調査のデータ分析の方法をま
とめる。エクセルの操作方法を復習
する（90分）

7

◆保健所における公衆栄養プログラムの作成（２）服部
【グループワーク】
　・健康・栄養問題に対する対策
　・事業計画書の作成➀

　左記の学習内容について教科書や
参考書を読んでグループワークに備
える（60分）

　事業計画案について、自分の考え
をまとめる（120分）

8

◆保健所における公衆栄養プログラムの作成
（３）（服部）
【グループワーク】
　・事業計画書の作成➁
　・報告会の準備

　左記の学習内容について教科書や
参考書を読んでグループワークに備
える（60分）

　報告会における自分の役割を確認
し、必要な準備を行う（120分）

6

◆保健所における公衆栄養プログラムの作成（１）【グループ
ワーク】（服部）
　・第2回で取り上げた課題に対する千歳市、北　　　　　
　　広島市の状況把握

　課題検討に必要な既存資料を調べ
ておく（60分）

　課題検討に必要な情報の検討と不
足分の収集を行う（120分）
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3

給食施設における栄養・食事管理
2） 食事摂取基準の活用
日本人の食事摂取基準、栄養・食事管理に必要なアセスメントに
ついて学ぶ。
3） 給与栄養目標量の設定（課題）
18～29歳の男女、身体活動レベルⅡを対象とする給与栄養目標量
の設定を行い、設定方法について理解する。

教科書p24～34に目を通して準備学
習を行い、授業に備える。（90
分）。

確認小テストの解答解説の内容を理
解、整理しておく。
講義内容を整理し、次回の確認小テ
ストに備える。(90分)

1

1. オリエンテーション
授業の進め方、確認小テスト、出欠席の取り扱いについて説明す
る。
2. 給食の定義と目的
1) 特定給食施設とは
特定給食施設の定義、特定給食施設と栄養士の役割、給食の歴史
と給食施設の現状について学ぶ。
2) 給食の目的
施設種別の給食の目的、特定給食施設の運営形態などによる分類
について学ぶ。

教科書p1～9に目を通して準備学習
を行い、授業に備える。（90分）

講義内容を整理し、次回の確認小テ
ストに備える。(90分)

2

特定給食関係法令と行政指導
1） 給食関係法令
法令の構成、健康増進法、健康増進法施行規則について学ぶ
2） 給食関係の行政指導
栄養管理に関する指導および支援関係、特定給食施設における栄
養管理に関する指導・助言、衛生行政報告例に係る指導および助
言関係について学ぶ。
給食施設における栄養・食事管理
1） 栄養・食事管理の目的と取り組み
栄養・食事管理の目的,、栄養・食事管理と給食のＰＤＣＡサイ
クルについて学ぶ。

教科書p10～24に目を通して準備学
習を行い、授業に備える。（90
分）。

確認小テストの解答解説の内容を理
解、整理しておく。
講義内容を整理し、次回の確認小テ
ストに備える。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

国立・国立病院機構の病院の栄養管理室に所属し、管理栄養士として臨床栄養管理業務・給食経営管理業務に従事した経験を生かして、
「給食経営管理論」の授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして前講義内容より出題の確認小テストについて、問題の解答解説を実施する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・管理栄養士の基本となる給食業務について理解し、説明できるようになる
・特定給食施設における給食の定義、意義・目的について理解し説明できる。
・特定給食施設の常食（一般食）献立作成ができる。
・大量調理での食事提供を理解できる。
・大量調理施設衛生管理マニュアルを理解し、説明できる。
・特定給食施設における給食の原価・材料管理（発注量の算出）、給食の生産から提供までの工程を理解し説明ができる。

授業の方法

給食経営管理論の授業は、以下の方法により展開する。
(1) 教科書等により、該当特定給食施設食運営などの準備学習を行って授業に備える。
(2) 教科書等により、特定給食施設別の給食運営の特徴や栄養管理などについて講義を行う。
(3) 教科書や講義の内容などをとりまとめるための事後学習を行う。
(4) 毎回、授業開始時に事後学習の成果を小テスト（10分程度）により確認する。　
(5) 確認小テストを整理すると共に確認本テストに備える。

ＩＣＴ活用 授業中の課題の一部にグーグルクラスルームを用いた双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 金子　裕美子

授業の位置づけ

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ「特定給食施設において適切なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを行い、特定多数人に継続して適切に栄養管理された食事を提供するための知識･技術
を身につけている」と特に関係がある科目であり、特定給食施設における食事計画･栄養管理･食事ｻｰﾋﾞｽ･衛生管理･労務管理･経営管理･危
機管理を習得する。特定給食施設おける栄養管理を遂行するために必要な総合的な栄養・給食管理ｼｽﾃﾑを理解し、献立決定に至る過程を学
び給食運営ができる基礎知識を修得する。栄養学に係る専門知識・技術を修得し、対象者の健康維持を目的とし、安全かつ良質な栄養の管
理や継続的な食事の提供ができる能力を身につけるための重要科目である。

授業の概要

健康増進法、栄養士法を学び、給食の定義、意義・目的を明確にしながら、栄養士・管理栄養士の定義や職務について学ぶ。 特定給食施
設において給食運営を行うために必要な食事計画・栄養管理・食事サービスを学ぶ。給食を特定多数人に対して衛生的で安全な食事を継続
的に供給することは、各施設の利用者それぞれの特性に応じた栄養管理が重要であるとともに給食に関わる人、食材料、施設設備等の安全
や経済等を総合的に判断し、最大効果を上げるマネジメントが必要である。各施設のフードシステムを理解し、献立決定に至る過程を学び
給食運営ができる基礎知識を学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10159041 給食経営管理論 3580 2 カリキュラムにより
異なります。
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11

安全・衛生管理2
1） ＨＡＣＣＰシステムについて学ぶ
2） 大量調理施設衛生管理マニュアルに基づく衛生管理、重要管
理事項、衛生管理体について学ぶ。

教科書p105～122に目を通して準備
学習を行い、授業に備える。（90
分）

確認小テストの解答解説の内容を理
解、整理しておく。
講義内容を整理し、次回の確認小テ
ストに備える。(90分)

12

安全・衛生管理3
2） 大量調理施設衛生管理マニュアルに基づく衛生管理
重要管理事項、衛生管理体について学ぶ。

教科書p106～122に目を通して準備
学習を行い、授業に備える。（90
分）。

確認小テストの解答解説の内容を理
解、整理しておく。
講義内容を整理し、次回の確認小テ
ストに備える。(90分)

9

調理作業管理1
1） 調理作業管理の目的と意義
調理作業管理の目的、 調理作業管理の意義について学ぶ
2） 調理作業管理の実際
大量調理の特徴・品質、調理工程の計画、調理作業の標準化、味
の標準化について学ぶ

教科書p97～102に目を通して準備学
習を行い、授業に備える。（90分）

確認小テストの解答解説の内容を理
解、整理しておく。
講義内容を整理し、次回の確認小テ
ストに備える。(90分)

10

調理作業管理2
1） 新調理システム
クックチル方式、クックフリーズ方式、真空調理法、外部調理加
工品の活用について学ぶ
2） 調理作業管理の評価
労働生産性、食事（製品）の品質評価について学ぶ。
2. 安全・衛生管理1
1） 安全・衛生管理の目的について学ぶ
2） 給食業務従事者に対する安全・衛生教育ついて学ぶ。
3） ＨＡＣＣＰシステムについて学ぶ

教科書p102～106に目を通して準備
学習を行い、授業に備える。（90
分）

確認小テストの解答解説の内容を理
解、整理しておく。
講義内容を整理し、次回の確認小テ
ストに備える。(90分)

7

給食と栄養指導
1） 栄養指導の意義と効果
栄養指導の意義、期待される効果について学ぶ。
2） 栄養指導の方法
健康・栄養情報の提供による栄養指導、個別栄養指導と集団栄養
指導について学ぶ。
3） 指導媒体の活用
食堂など給食の場で用いる媒体、利用者対象の栄養指導で用いる
媒体について学ぶ。

教科書p75～84に目を通して準備学
習を行い、授業に備える。（90分）

確認小テストの解答解説の内容を理
解、整理しておく。
講義内容を整理し、次回の確認小テ
ストに備える。(90分)

8

給食の調理管理
1） 食材管理
食材管理の目的と対象ついて学ぶ。
2） 購買計画と方法
食材の種類と購買計画、購入先業者の選定、契約方法、低温流通
システム、発注、検収について学ぶ。
3） 保管・在庫管理
保管方法と保管温度、在庫管理と食品の受払について学ぶ。
4） 在庫管理の評価
食材費の算出と評価、棚卸し（在庫量調査）、ＡＢＣ分析につい
て学ぶ

教科書p85～96に目を通して準備学
習を行い、授業に備える。（90分）

確認小テストの解答解説の内容を理
解、整理しておく。
講義内容を整理し、次回の確認小テ
ストに備える。(90分)

5

献立作成2
給食経営管理実習で作成する予定献立表の記入方法の詳細につい
て理解する。

教科書p43～45に目を通して準備学
習を行い、授業に備える。（90
分）。

確認小テストの解答解説の内容を理
解、整理しておく。
講義内容を整理し、次回の確認小テ
ストに備える。(90分)

6

献立作成3　
1） 栄養出納表の作成、栄養管理報告書の作成・提出について学
ぶ。
2） 提供方法について学ぶ。

栄養・食事管理の評価
1） 栄養量による評価
1） 栄養量による評価
2） 食事改善を目的とした評価と改善計画
3） 利用者の満足度にかかわる調査について学ぶ。

教科書p45～74に目を通して準備学
習を行い、授業に備える。（90分）

確認小テストの解答解説の内容を理
解、整理しておく。
講義内容を整理し、次回の確認小テ
ストに備える。(90分)

4

献立の計画・作成・評価
1） 献立計画
メニューとレシピ（給食の献立）、献立を支配する条件、給食業
務の流れと献立、献立計画の検討について学ぶ
2） 献立作成1
献立作成の条件、食品構成、献立作成、献立の展開について学
ぶ、

教科書p35～45に目を通して準備学
習を行い、授業に備える。（90
分）。

確認小テストの解答解説の内容を理
解、整理しておく。
講義内容を整理し、次回の確認小テ
ストに備える。(90分)
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履修条件・留意
事項等

栄養士・管理栄養士の必須科目及び臨地実習Ⅰ・Ⅱの履修要件の科目です。

備考欄 なし

その他

0 なし

教科書 「実力養成のための給食管理論」2019年3月1日第1版第2刷／芦川修貮／学建書院

参考文献

2020年版「栄養調理六法」新日本法規、「日本食品成分表2021 八訂」医歯薬出版編、「日本人の食事摂取基準(2020年版)」・「日本人の
食事摂取基準(2020年版)の実践・運用」第一出版、大量調理施設衛生管理マニュアル

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認小テスト成績評価、提出物等　40％
確認本テスト成績評価　40％
授業に取り組む姿勢等　20％

15

講義内容より出題の確認本テスト実施（60分程度）および講義の
総まとめ

確認本テストに向けて十分な復習を
行うこと。（120分）

確認本テストの解答解説の内容を理
解、整理しておく。
今後の給食経営管理実習等の授業に
そなえ、授業の内容を整理してまと
めておくこと。（120分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

1. 安全・衛生管理3
1） 衛生事故発生時の対応
食中毒危機管理マニュアルにいて学ぶ
2） 安全・衛生管理の評価
調理作業従事者などの評価、食材に関する評価、調理作業および
配食・配膳に関する評価、給食関連施設・設備に関する評価につ
いて学ぶ
2. 危機管理と災害・事故発生時の対応
1） 危機管理
災害対応の危機管理、事故対応の危機管理について学ぶ
2） 災害発生時の対応について学ぶ

教科書p122～133に目を通して準備
学習を行い、授業に備える。（90
分）。

確認小テストの解答解説の内容を理
解、整理しておく。
講義内容を整理し、次回の確認小テ
ストに備える。(90分)

14

給食の施設・設備管理
1） 施設・設備管理の目的と調理能力について学ぶ
2） 施設・設備管理の対象
給食施設の設置場所と面積、調理機器の種類と用途、食器の種類
と材質および選定条件、保守・管理のチェックポイントについて
学ぶ
3） 施設・設備のレイアウト
調理機器の占有面積、機器の選定と配置について学ぶ

教科書p135～148に目を通して準備
学習を行い、授業に備える。（90
分）。

確認小テストの解答解説の内容を理
解、整理しておく。
2-13回目の確認小テストの解答解説
を復習すること。
1-14回目の講義内容について復習す
ること。(120分)
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3

第７章 給食の事務管理（帳票管理）Ａ　帳票管理の目的と処理　
1 　帳票管理の目的と処理（1） 帳票管理の目的（2） 帳票の処
理（3） 帳票の活用　Ｂ　事務管理（帳票管理）の実際1　給食
関連帳票の種類（1） 栄養計画（2） 献立業務（3） 発注関連業
務（4） 検収・在庫管理業務（5） 調理作業（6） 給食の実施記
録　　　　　2　 給食管理とコンピュータの活用（1） コン
ピュータを活用した給食管理（2） コンピュータの活用により期
待できる効果（3）コンピュータを活用した給食管理の実際★　
栄養給食管理システムとの連携システム・電子カルテと栄養給食
管理システムとの連携    講義終了後に５問程度の確認小レテス
トを実施する。

教科書等により、授業計画の項目に
ついて、準備学習を行い授業および
確認小テストに備える（90分）。

講義内容より出題の確認小テスト実
施（５分程度）不正解については再
度確認を行うとともに整理し、確認
本テストに備える(120分)　。

1

オリエンテーション・確認授業の進め方について説明する。・小
テストについて説明する。・出欠席の取り扱いについて説明す
る。第５章 給食の組織・人事管理Ａ　給食の組織1 組織の原則
と形態（1） 組織の原則（2） 給食組織の形態2 組織の機能
（1） 給食組織の資源（2） 給食組織と関連分野との連携    講
義終了後に５問程度の確認小レテストを実施する。

教科書等により、授業計画の項目に
ついて、準備学習を行い授業および
確認小テストに備える（90分）。

講義内容より出題の確認小テスト実
施（５分程度）不正解については再
度確認を行うとともに整理し、確認
本テストに備える(120分)　。

2

第６章 給食の原価管理Ａ　原価管理1　原価管理と原価（1） 原
価管理の目的（2） 原価2 給食原価（原価構成）（1） 直接費と
間接費（2） 原価計算（3） 原価計算の期間3 原価管理の方法
（1） 目標原価の設定（2） 見積原価（3） 実際原価（4） 実際
原価の評価・判定（5） 給食材料原価4 人材費と諸経費（1） 人
件費（2） 諸経費Ｂ　収入と支出のバランス1 損益計算　2 損益
分岐点　3 財務諸表
 講義終了後に５問程度の確認小レテストを実施する。

教科書等により、授業計画の項目に
ついて、準備学習を行い授業および
確認小テストに備える（90分）。

講義内容より出題の確認小テスト実
施（５分程度）不正解については再
度確認を行うとともに整理し、確認
本テストに備える(120分)　。

実務経験のある
教員の教育内容

国立病院機構施設・ナショナルセンターの施設１１か所で勤務した経験を活かして特定給食施設における人材管理（労務管理）・経営管理
および合理的な給食の事務管理（帳票管理）等の総合的なフードシステムマネジメントについて授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして前講義内容より出題の復習小テスト実施し回収後、問題の説明と解説を実施する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・特定給食施設における給食の組織・人事管理について理解し説明できる。・特定給食施設おける教育・訓練（能力開発）、業績評価につ
いて理解し説明できる。・特定給食施設おける給食の原価管理、人材費と諸経費、収入と支出のバランスについて理解し説明できる。・特
定給食施設おける給食の事務管理（帳票管理）について理解し説明できる。・特定給食施設おける給食管理とコンピュータの活用について
理解し説明できる。・施設種別における（学校給食、入院時食事療養（病院給食）、児童福祉施設（保育所）給食、高齢者福祉施設給食、
給食運営管理について理解し説明できる。

授業の方法

「フードシステムマネジメント論」の授業は、以下の方法により展開する。①　教科書等により、該当特定給食施設食運営などの準備学習
を行って授業に備える。②　教科書等により、特定給食施設別の給食運営の特徴や栄養管理などについて講義を行う。③　教科書や講義の
内容などをとりまとめるための事後学習を行う。④　講義終了後講義内容より出題の確認小テスト実施。（５分程度）終了後、不正解部分
については再度確認を行う。⑤　確認小テストを整理すると共に全講義のまとめを経て確認本テストに備える。

ＩＣＴ活用 授業中の課題の一部にグーグルクラスルームを用いた双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 今泉　博文

授業の位置づけ

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰを鑑み,特定給食施設の経営管理により費用対効果が反映され,給食業務の合理化を進めていくなかでｺｽﾄ削減,多様な対象者
へのｻｰﾋﾞｽの対応が高まってきている.日本人のﾗｲﾌｽﾀｲﾙ及び労働条件の変化等の要因から適切な知識や技術を持った十分な働き手の確保が
困難となるｹｰｽがある.栄養学に係る専門知識/技術を修得し,それに基づき[おもてなしの心]を持って対象者に合った安全かつ良質な栄養の
管理や食事の提供ができる能力を身につけるための重要科目である.正な給食の経営資源(人/物/資金)の活用,各給食施設の収入源と支出に
ついて経営管理の基礎および組織,人事/労務管理及び給食の経営管理を学び,施設種別の給食運営管理を理解すること.

授業の概要

ディプロマ・ポリシーの特定給食施設において適切なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを行い、特定多数人に継続して適切に栄養管理された食事を提供するための
知識・技術を身につけることと、組織における管理栄養士設置部門や給食の運営に関する部署を統括・管理するためのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ能力とﾁｰﾑを
率いるﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ（思考・判断・表現）を持っている人材育成に大事な科目である。給食業務の合理化を進めていくなかで労働時間の短
縮、コスト削減、多様な対象者へのサービスの対応（ニーズ（要求））がさらに高まってきている。社会全体の課題として少子高齢化に加
え、日本人のライフスタイルおよび労働条件の変化などの要因から適切な知識や技術を持った十分な働き手の確保が困難となるケースがあ
り、給食を利用される方に安全で適切なおいしい食事を提供する体制作りが急務である。このような課題を解決するには、優れた人材育成
と経営管理および合理的な給食の事務管理（帳票管理）が必須と考える。このことを踏まえた総合的なフードシステムマネジメントを学
ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11073041 フードシステムマネジメント論（１組） 3588 1 2
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履修条件・留意
事項等

臨地実習Ⅰの基礎的科目です。

その他

0 ・授業への参加態度
・レポート課題等の提出期限を厳守すること　

教科書 「実力養成のための給食経営管理論」最新版／芦川修貮／学建書院 （前期購入済み）

参考文献 「最新版　栄養調理六法」／新日本法規　「日本人の食事摂取基準(2020年版）の実践・運用」

定期試験 0 定期試験は、実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認本テスト（40％）、確認小テスト（40％）、授業に取り組む姿勢等（出欠席も含む）（20％）

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

１高齢者福祉施設給食の特徴(1)高齢者福祉施設給食の意義(2)高
齢者福祉施設給食の特色(3)高齢者福祉施設の種類２高齢者福祉
施設給食の実際(1)栄養計画(2)献立業務(3)給食の運営と統制　
Ｅ　事業所給食　１　事業所給食の特徴（1）事業所給食の意義
（2）事業所給食で取り扱う施設の範囲（3）労働安全衛生規則
（厚生労働省令）（4）事業付属寄宿舎規程（厚生労働省令）　
２　事業所給食の実際（1）栄養計画（食事計画）（2）献立業務
（3）給食作業の統制（4）給食の委託　
献立の栄養成分表示と販売促進のための情報提供　 講義終了後
に５問程度の確認小レテストを実施する。

教科書等により、授業計画の項目に
ついて、準備学習を行い授業および
確認小テストに備える（90分）。

講義内容より出題の確認小テスト実
施（５分程度）不正解については再
度確認を行うとともに整理し、確認
本テストに備える(120分)　。

8

講義内容より出題の確認本テストとまとめ実施。（60分程度）お
よび講義の総まとめ

教科書等により、授業計画の項目に
ついて、確認本テストに備え、確認
小テストを整理して復習すること。
（120分程度）

講義内容より出題の確認小テスト実
施（５分程度）不正解については再
度確認を行うとともに整理し、確認
本テストに備える(120分)　。

5

Ｂ入院時食事療養（病院給食）１入院時食事療養の特徴（1）入
院時食事療養の趣旨（2）栄養士成（2）特別治療食における食事
基準と食品構成　３治療食の献立業務（1）献立作成時の留意事
項（2）一般治療食献立の作成（3）一般治療食「かゆ食」「流動
食」献立の作成（4）展開による特別治療食献立の作成４入院基
本料等の施設基準５入院時食事療養制度（1）入院時食事療養の
食事の提供たる療養の基準（2）入院時食事療養に係る食事療養
の実施上の留意事項（3）入院時食事療養に係る費用の額の算定
に関する基準 講義終了後に５問程度の確認小レテストを実施す
る。

教科書等により、授業計画の項目に
ついて、準備学習を行い授業および
確認小テストに備える（90分）。

講義内容より出題の確認小テスト実
施（５分程度）不正解については再
度確認を行うとともに整理し、確認
本テストに備える(120分)　。

6

１児童福祉施設給食の目的(1)児童福祉施設の給食運営に関する
留意事項(2)児童福祉施設の食事の提供に関する留意事項２児童
福祉施設の最低基準(1)最低基準の目的(2)衛生管理(3)食事(4)乳
児院(5)保育所(6)児童養護施設(7)福祉型障害児入所施設(8)福祉
型児童自動発達支援センター(9)情緒障害児短期治療施設(10)児
童自立支援施設３保育所給食(1)保育所給食の特徴(2)栄養計画
(3)乳児を対象とした給食(4)幼児を対象とした給食(5)保育所に
おける献立業務(6)保育所給食の運営および統制(7)調理業務の委
託(8)保育所における食育５問程度の確認小レテストを実施す
る。

教科書等により、授業計画の項目に
ついて、準備学習を行い授業および
確認小テストに備える（90分）。

講義内容より出題の確認小テスト実
施（５分程度）不正解については再
度確認を行うとともに整理し、確認
本テストに備える(120分)　。

4

第８章 施設種別の給食運営　Ａ　学校給食　１　学校給食の位
置づけ（1）学校給食法の目的　（2）学校給食の目標　２　学校
給食の運営（1）学校給食の区分（2）学校給食の方式（3）学校
給食栄養管理者（4）学校給食実施基準　（5）学校給食衛生管理
基準（6）学校給食を活用した食に関する指導　　 講義終了後に
５問程度の確認小レテストを実施する。

教科書等により、授業計画の項目に
ついて、準備学習を行い授業および
確認小テストに備える（90分）。

講義内容より出題の確認小テスト実
施（５分程度）不正解については再
度確認を行うとともに整理し、確認
本テストに備える(120分)　。
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備考欄 なし
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3

第７章 給食の事務管理（帳票管理）Ａ　帳票管理の目的と処理　
1 　帳票管理の目的と処理（1） 帳票管理の目的（2） 帳票の処
理（3） 帳票の活用　Ｂ　事務管理（帳票管理）の実際1　給食
関連帳票の種類（1） 栄養計画（2） 献立業務（3） 発注関連業
務（4） 検収・在庫管理業務（5） 調理作業（6） 給食の実施記
録　　　　　2　 給食管理とコンピュータの活用（1） コン
ピュータを活用した給食管理（2） コンピュータの活用により期
待できる効果（3）コンピュータを活用した給食管理の実際★　
栄養給食管理システムとの連携システム・電子カルテと栄養給食
管理システムとの連携    講義終了後に５問程度の確認小レテス
トを実施する。

教科書等により、授業計画の項目に
ついて、準備学習を行い授業および
確認小テストに備える（90分）。

講義内容より出題の確認小テスト実
施（５分程度）不正解については再
度確認を行うとともに整理し、確認
本テストに備える(120分)　。

1

オリエンテーション・確認授業の進め方について説明する。・小
テストについて説明する。・出欠席の取り扱いについて説明す
る。第５章 給食の組織・人事管理Ａ　給食の組織1 組織の原則
と形態（1） 組織の原則（2） 給食組織の形態2 組織の機能
（1） 給食組織の資源（2） 給食組織と関連分野との連携    講
義終了後に５問程度の確認小レテストを実施する。

教科書等により、授業計画の項目に
ついて、準備学習を行い授業および
確認小テストに備える（90分）。

講義内容より出題の確認小テスト実
施（５分程度）不正解については再
度確認を行うとともに整理し、確認
本テストに備える(120分)　。

2

第６章 給食の原価管理Ａ　原価管理1　原価管理と原価（1） 原
価管理の目的（2） 原価2 給食原価（原価構成）（1） 直接費と
間接費（2） 原価計算（3） 原価計算の期間3 原価管理の方法
（1） 目標原価の設定（2） 見積原価（3） 実際原価（4） 実際
原価の評価・判定（5） 給食材料原価4 人材費と諸経費（1） 人
件費（2） 諸経費Ｂ　収入と支出のバランス1 損益計算　2 損益
分岐点　3 財務諸表
 講義終了後に５問程度の確認小レテストを実施する。

教科書等により、授業計画の項目に
ついて、準備学習を行い授業および
確認小テストに備える（90分）。

講義内容より出題の確認小テスト実
施（５分程度）不正解については再
度確認を行うとともに整理し、確認
本テストに備える(120分)　。

実務経験のある
教員の教育内容

国立病院機構施設・ナショナルセンターの施設１１か所で勤務した経験を活かして特定給食施設における人材管理（労務管理）・経営管理
および合理的な給食の事務管理（帳票管理）等の総合的なフードシステムマネジメントについて授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして前講義内容より出題の復習小テスト実施し回収後、問題の説明と解説を実施する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・特定給食施設における給食の組織・人事管理について理解し説明できる。・特定給食施設おける教育・訓練（能力開発）、業績評価につ
いて理解し説明できる。・特定給食施設おける給食の原価管理、人材費と諸経費、収入と支出のバランスについて理解し説明できる。・特
定給食施設おける給食の事務管理（帳票管理）について理解し説明できる。・特定給食施設おける給食管理とコンピュータの活用について
理解し説明できる。・施設種別における（学校給食、入院時食事療養（病院給食）、児童福祉施設（保育所）給食、高齢者福祉施設給食、
給食運営管理について理解し説明できる。

授業の方法

「フードシステムマネジメント論」の授業は、以下の方法により展開する。①　教科書等により、該当特定給食施設食運営などの準備学習
を行って授業に備える。②　教科書等により、特定給食施設別の給食運営の特徴や栄養管理などについて講義を行う。③　教科書や講義の
内容などをとりまとめるための事後学習を行う。④　講義終了後講義内容より出題の確認小テスト実施。（５分程度）終了後、不正解部分
については再度確認を行う。⑤　確認小テストを整理すると共に全講義のまとめを経て確認本テストに備える。

ＩＣＴ活用 授業中の課題の一部にグーグルクラスルームを用いた双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 今泉　博文

授業の位置づけ

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰを鑑み,特定給食施設の経営管理により費用対効果が反映され,給食業務の合理化を進めていくなかでｺｽﾄ削減,多様な対象者
へのｻｰﾋﾞｽの対応が高まってきている.日本人のﾗｲﾌｽﾀｲﾙ及び労働条件の変化等の要因から適切な知識や技術を持った十分な働き手の確保が
困難となるｹｰｽがある.栄養学に係る専門知識/技術を修得し,それに基づき[おもてなしの心]を持って対象者に合った安全かつ良質な栄養の
管理や食事の提供ができる能力を身につけるための重要科目である.正な給食の経営資源(人/物/資金)の活用,各給食施設の収入源と支出に
ついて経営管理の基礎および組織,人事/労務管理及び給食の経営管理を学び,施設種別の給食運営管理を理解すること.

授業の概要

ディプロマ・ポリシーの特定給食施設において適切なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを行い、特定多数人に継続して適切に栄養管理された食事を提供するための
知識・技術を身につけることと、組織における管理栄養士設置部門や給食の運営に関する部署を統括・管理するためのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ能力とﾁｰﾑを
率いるﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ（思考・判断・表現）を持っている人材育成に大事な科目である。給食業務の合理化を進めていくなかで労働時間の短
縮、コスト削減、多様な対象者へのサービスの対応（ニーズ（要求））がさらに高まってきている。社会全体の課題として少子高齢化に加
え、日本人のライフスタイルおよび労働条件の変化などの要因から適切な知識や技術を持った十分な働き手の確保が困難となるケースがあ
り、給食を利用される方に安全で適切なおいしい食事を提供する体制作りが急務である。このような課題を解決するには、優れた人材育成
と経営管理および合理的な給食の事務管理（帳票管理）が必須と考える。このことを踏まえた総合的なフードシステムマネジメントを学
ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11073042 フードシステムマネジメント論（２組） 3588 1 2
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履修条件・留意
事項等

臨地実習Ⅰの基礎的科目です。

その他

0 ・授業への参加態度
・レポート課題等の提出期限を厳守すること　

教科書 「実力養成のための給食経営管理論」最新版／芦川修貮／学建書院 （前期購入済み）

参考文献 「最新版　栄養調理六法」／新日本法規　「日本人の食事摂取基準(2020年版）の実践・運用」

定期試験 0 定期試験は、実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認本テスト（40％）、確認小テスト（40％）、授業に取り組む姿勢等（出欠席も含む）（20％）

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

１高齢者福祉施設給食の特徴(1)高齢者福祉施設給食の意義(2)高
齢者福祉施設給食の特色(3)高齢者福祉施設の種類２高齢者福祉
施設給食の実際(1)栄養計画(2)献立業務(3)給食の運営と統制　
Ｅ　事業所給食　１　事業所給食の特徴（1）事業所給食の意義
（2）事業所給食で取り扱う施設の範囲（3）労働安全衛生規則
（厚生労働省令）（4）事業付属寄宿舎規程（厚生労働省令）　
２　事業所給食の実際（1）栄養計画（食事計画）（2）献立業務
（3）給食作業の統制（4）給食の委託　
献立の栄養成分表示と販売促進のための情報提供　 講義終了後
に５問程度の確認小レテストを実施する。

教科書等により、授業計画の項目に
ついて、準備学習を行い授業および
確認小テストに備える（90分）。

講義内容より出題の確認小テスト実
施（５分程度）不正解については再
度確認を行うとともに整理し、確認
本テストに備える(120分)　。

8

講義内容より出題の確認本テストとまとめ実施。（60分程度）お
よび講義の総まとめ

教科書等により、授業計画の項目に
ついて、確認本テストに備え、確認
小テストを整理して復習すること。
（120分程度）

講義内容より出題の確認小テスト実
施（５分程度）不正解については再
度確認を行うとともに整理し、確認
本テストに備える(120分)　。

5

Ｂ入院時食事療養（病院給食）１入院時食事療養の特徴（1）入
院時食事療養の趣旨（2）栄養士成（2）特別治療食における食事
基準と食品構成　３治療食の献立業務（1）献立作成時の留意事
項（2）一般治療食献立の作成（3）一般治療食「かゆ食」「流動
食」献立の作成（4）展開による特別治療食献立の作成４入院基
本料等の施設基準５入院時食事療養制度（1）入院時食事療養の
食事の提供たる療養の基準（2）入院時食事療養に係る食事療養
の実施上の留意事項（3）入院時食事療養に係る費用の額の算定
に関する基準 講義終了後に５問程度の確認小レテストを実施す
る。

教科書等により、授業計画の項目に
ついて、準備学習を行い授業および
確認小テストに備える（90分）。

講義内容より出題の確認小テスト実
施（５分程度）不正解については再
度確認を行うとともに整理し、確認
本テストに備える(120分)　。

6

１児童福祉施設給食の目的(1)児童福祉施設の給食運営に関する
留意事項(2)児童福祉施設の食事の提供に関する留意事項２児童
福祉施設の最低基準(1)最低基準の目的(2)衛生管理(3)食事(4)乳
児院(5)保育所(6)児童養護施設(7)福祉型障害児入所施設(8)福祉
型児童自動発達支援センター(9)情緒障害児短期治療施設(10)児
童自立支援施設３保育所給食(1)保育所給食の特徴(2)栄養計画
(3)乳児を対象とした給食(4)幼児を対象とした給食(5)保育所に
おける献立業務(6)保育所給食の運営および統制(7)調理業務の委
託(8)保育所における食育５問程度の確認小レテストを実施す
る。

教科書等により、授業計画の項目に
ついて、準備学習を行い授業および
確認小テストに備える（90分）。

講義内容より出題の確認小テスト実
施（５分程度）不正解については再
度確認を行うとともに整理し、確認
本テストに備える(120分)　。

4

第８章 施設種別の給食運営　Ａ　学校給食　１　学校給食の位
置づけ（1）学校給食法の目的　（2）学校給食の目標　２　学校
給食の運営（1）学校給食の区分（2）学校給食の方式（3）学校
給食栄養管理者（4）学校給食実施基準　（5）学校給食衛生管理
基準（6）学校給食を活用した食に関する指導　　 講義終了後に
５問程度の確認小レテストを実施する。

教科書等により、授業計画の項目に
ついて、準備学習を行い授業および
確認小テストに備える（90分）。

講義内容より出題の確認小テスト実
施（５分程度）不正解については再
度確認を行うとともに整理し、確認
本テストに備える(120分)　。
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5

管理栄養士が関わる入院時食事療養運営の実務について、「入院
時食事療養の食事の提供たる療養の基準」、「入院時食事療養費
に係る食事療養の実施上の留意事項」など法令や通知を基に、グ
ループ学習により内容の理解を図ったうえで行事食（行事食カー
ド）、衛生教育、栄養教育等の説明媒体を作成すること。

ノートに記録した入院時食事療養運
営の実務について、教科書などで確
認しグループ学習に備える（90
分）。

グループ学習の取りまとめを基に、
プレゼンテーションのための原稿を
作成する（120分）。

3

学校給食の運営に関するグループ学習を基に各自が作成したプレ
ゼン原稿から、メンバーの協議によりグループの代表を決定し、
代表がプレゼンを行う。プレゼンについて他グループとの比較な
どを通じた自己評価により、学校給食運営の理解を深める。

教科書や教員の説明内容などを整理
して、グループ学習で行うプレゼン
テーションに備える（90分）。

グループが行ったプレゼンテーショ
ンの状況を評価し、レポートに取り
まとめる（120分）。

4

病院等保険医療機関の入院時食事療養に関し、その特徴、患者の
食事管理、治療食献立業務、治療食調製の実際および「入院基本
料等の施設基準」や「入院時食事療養制度」などについて、教科
書や教員の説明などにより理解を図る。

教科書などにより、入院時食事療養
関連の法令および通知などについ
て、準備学習を行い授業に備える
（90分）。

教科書や教員の説明内容などを取り
まとめて、ノートに記録する（120
分）。

1

オリエンテーション
グループ編成およびグループリーダー等の決定
小・中学校などにおける学校給食の運営に関し、給食の特徴（学
校給食法規定の目的と目標）、学校給食運営の実務、「学校給食
実施基準・衛生管理基準」および学校給食栄養管理者の業務など
について、教科書や教員の説明により理解を深める。

教科書などにより、学校給食法と関
連法令および関連通知などについ
て、準備学習を行い授業に備える
（90分）。

教科書や教員の説明内容などを取り
まとめて,ノートに記録する（120
分）。

2

管理栄養士が関わる学校給食運営の実務ついて、「学校給食実施
基準」、「学校給食衛生管理基準」および「学校給食を活用した
食に関する指導」など法令や通知を基に、グループ学習により内
容の理解を図ったうえで衛生教育、栄養教育等の説明媒体を作成
すること。

ノートに記録した学校給食実施基準
など給食運営の実務について、教科
書などで確認しグループ学習に備え
る（90分）。

グループ学習の取りまとめを基に、
プレゼンテーションのための原稿を
作成する（120分）。

実務経験のある
教員の教育内容

国立病院機構施設・ナショナルセンターの施設１１か所で勤務した経験を活かして各職域の特定給食施設ごとに食事計画・栄養管理・食事
サービス・衛生管理・労務管理・経営管理・危機管理について授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

各グループのプレゼンテーションについて、その都度内容や出来栄えなどを講評の形で評価・指導いたします。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「給食経営管理演習」の到達目標は、以下のとおりである。ⅰ　特定給食施設は、施設の種別に給食の運営に特徴があるので、広範な知
識・技術を要することを理解し、説明できる。ⅱ　学校給食の目的・目標、給食運営の特徴、栄養管理および学校給食を活用した食育の実
際について論じることができる。ⅲ　入院時食事療養制度の概要、栄養管理、治療食の献立業務および治療食調製業務の特徴が説明でき
る。ⅳ　児童および高齢者福祉施設給食の目的、栄養管理、食事提供実務および各施設の最低基準が説明できる。ⅴ　会社・工場等事業所
給食の特徴、栄養管理および食事提供の実務など給食運営の実際について理解し、論じることができる。

授業の方法

「給食経営管理演習」の授業は、以下の方法により展開する。ⅰ　教科書などにより、指定された特定給食施設の給食運営の実際につい
て、準備学習を行い授業に備える。ⅱ　教員から特定給食施設種別の給食運営の特徴や栄養管理の実際などについて、実務的な説明を行
う。ⅲ　各自で教科書や教員の説明内容などを取りまとめ、ノートに記録しグループ学習に備える。ⅳ　各自の取りまとめを基にグループ
で討議し、その結果を取りまとめて代表がプレゼンテーションを行う。ⅴ　事後学習として、グループのプレゼンテーションの内容などに
ついて評価を行い、レポートを作成し提出する。

ＩＣＴ活用 授業中の課題の一部にグーグルクラスルームを用いた双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 今泉　博文

授業の位置づけ

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰを鑑み,[給食経営管理論],[ﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ論]及び[給食経営管理実習]で学んだ,給食施設全般に共通する給食管理や給食
経営に関する知識/技術を活用して,[学校給食],[入院時食事療養(病院給食)],[児童福祉施設給食],[高齢者福祉施設給食]及び[事業所給
食]など,施設種別の給食運営を学習する専門科目である.現在,管理栄養士免許を活用した就業先でもっとも多いのは,特定給食施設等の給
食施設である。[給食経営管理論演習]は,特定給食施設などで必要とされる給食経営管理能力養成のため,学内で行う授業の最終段階の設定
科目で,学外で実施する[臨地実習Ⅰ]に繋がるとともに現場で必要とされるｽｷﾙを身につけるため重要な演習である.

授業の概要

ディプロマ・ポリシーの特定給食施設において適切なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを行い、特定多数人に継続して適切に栄養管理された食事を提供するための
知識・技術を身につけることと、組織における管理栄養士設置部門や給食の運営に関する部署を統括・管理するためのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ能力とﾁｰﾑを
率いるﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ（思考・判断・表現）を持っている人材育成に大事な科目である。「給食経営管理論」「フードシステムマネジメント
論」および「給食経営管理実習」に連なり、学内における給食経営管理領域の学習を基にして、管理栄養士が備えるべき総合的な給食経営
管理能力の修得を目指す。学校給食、入院時食事療養（病院給食）、児童福祉施設給食、高齢者福祉施設給食および事業所給食など、特定
給食施設の種別に、特徴的な給食運営の目的や目標、栄養管理計画、給食実務、結果の評価および給食を活用した栄養の指導の実際につい
て学習する。卒業後、特定給食施設に就職する管理栄養士が、遅滞なく給食経営管理業務に従事できるよう、給食運営の実務の理解を目指
した授業を展開する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11074041 給食経営管理論演習（1組、2組前半） 3584 1 3
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その他

0 ・授業への参加態度
・レポート課題等の提出期限を厳守すること

定期試験 0 定期試験は、実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ①プレゼンの出来栄え（40％）、レポートの内容（40％）、③授業に取り組む意欲（20％）

15

事業所給食運営の実務に関するグループ学習を基に、各自が作成
したプレゼン原稿から、メンバーの協議によりグループの代表を
決定し、代表がプレゼンを行う。他グループのプレゼンとの比較
などを通じた自己評価により、事業所給食運営の理解を深める。

教科書や教員の説明内容などを整理
して、グループ学習で行うプレゼン
テーションに備える（90分）。

　グループが行ったプレゼンテー
ションの状況を評価し、レポートに
取りまとめる（120分）。総括して
定期試験に備える。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

会社・工場など事業所給食の運営に関し、給食の意義と特徴、事
業所給食として取扱う給食施設の範囲および「健康増進法」、
「労働安全衛生規則」、「事業付属寄宿舎規定」、健康増進法や
食品表示
法（食品表示基準）、景品表示法、「給食施設における栄養情報
提供ガイド」をよく読み、大事な点をまとめ、理解を深める。

　教科書などにより、事業所給食関
連法令や通知などについて、準備学
習を行い授業に備える（90分）。

教科書や教員の説明内容などを取り
まとめて、ノートに記録する（120
分）。

14

会社・工場等事業所給食運営の実務について、各施設の給食目的
を達成するための栄養計画・食事計画、献立業務、食事の調製・
提供業務などに関連する法令や通知を基に、グループ学習により
内容の理解を図ったうえ、各種行事食（行事カード）、衛生教
育、POP（栄養教育）、各種アンケート調査等の説明媒体を作成
すること。

　ノートに記録した、事業所給食運
営の実務について、教科書などで確
認しグループ学習に備える（90
分）。

グループ学習の取りまとめを基に、
プレゼンテーションのための原稿を
作成する（120分）。

11

管理栄養士が関わる高齢者福祉施設給食運営の実務について、高
齢者の栄養特性、食事計画、献立業務、給食の運営と統制および
「老人福祉法」、「介護保険法」等関連法令や通知などを基に、
グループ学習により内容の理解を図ったうえで各種行事食（行事
カード）、衛生教育、栄養教育、各種アンケート調査等の説明媒
体を作成すること。

　ノートに記録した高齢者福祉施設
給食運営などの実務について、教科
書などで確認しグループ学習に備え
る（90分）。

グループ学習の取りまとめを基に、
プレゼンテーションのための原稿を
作成する（120分）。

12

高齢者福祉施設給食の運営に関するグループ学習を基に、各自が
作成したプレゼン原稿から、メンバーの協議により代表を決定し
代表がプレゼンを行う。他グループのプレゼンとの比較などを通
じた自己評価により、高齢者福祉施設給食運営の理解を深める。

　教科書や教員の説明内容などを整
理して、グループ学習で行うプレゼ
ンテーションに備える（90分）。

　グループが行ったプレゼンテー
ションの状況を評価し、レポートに
取りまとめる（120分）。

9

児童福祉施設給食の運営に関するグループ学習を基に、各自作成
のプレゼン原稿から、メンバーの協議によりグループ代表を決定
し、代表がプレゼンを行う。他グループのプレゼンとの比較など
を通じた自己評価により、児童福祉施設給食運営の理解を深め
る。

教科書や教員の説明内容などを整理
して、グループ学習で行うプレゼン
テーションに備える（90分）。

　グループが行ったプレゼンテー
ションの状況を評価し、レポートに
取りまとめる（120分）。

10

高齢者福祉施設給食に関し、給食運営の意義、他の施設種別と異
なる運営の特徴、利用者の食事管理、献立業務、食事調製の実
際、利用者のＱＯＬおよび法令等に基づく管理栄養士設置の基準
などについて、教科書や教員の説明などにより理解を深める。

教科書などにより、高齢者福祉施設
給食運営の実務などについて、準備
学習を行い授業に備える（90分）。

教科書や教員の説明内容などを取り
まとめて、ノートに記録する（120
分）。

7

児童福祉施設給食に関し、各施設種別の給食目的や特徴、利用者
の食事管理、献立業務、食事調製の実務、給食運営に関する留意
事項および栄養士の設置等を規定する「児童福祉施設の最低基
準」について、教科書や教員の説明により理解を深める。

教科書などにより、児童福祉施設給
食運営の根拠法令・通知などについ
て、準備学習を行い授業に備える
（90分）。

教科書や教員の説明内容などを取り
まとめて、ノートに記録する（120
分）。

8

管理栄養士が関わる児童福祉施設給食運営の実務について、「児
童福祉施設における『食事摂取基準』を活用した食事計画につい
て」等法令や通知などを基に、グループ学習により内容の理解を
図ったうえで行事食および誕生日食（カード）、衛生教育、栄養
教育等の説明媒体を作成すること。

ノートに記録した児童福祉施設給食
運営の実務について、教科書などで
確認しグループ学習に備える（90
分）。

グループ学習の取りまとめを基に、
プレゼンテーションのための原稿を
作成する（120分）。

6

入院時食事療養の運営に関するグループ学習を基に、各自作成の
プレゼン原稿から、メンバーの協議によりグループ代表を決定
し、代表がプレゼンを行う。プレゼンについて他グループとの比
較などを通じた自己評価により、入院時食事療養運営の理解を深
める。

教科書や教員の説明内容などを整理
して、グループ学習で行うプレゼン
テーションに備える（90分）。

　グループが行ったプレゼンテー
ションの状況を評価し、レポートに
取りまとめる（120分）。
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履修条件・留意
事項等

履修要件はありません。しかし、管理栄養士国家試験受験資格取得のためには必修科目です。

備考欄 なし

教科書

・「実力養成のための給食管理論」　最新版（購入済）/学建書院　　・臨地・郊外実習のための特定給食管理運営実例集最新版/・学建書
院

参考文献 「栄養調理六法・最新版」、新日本法規　「給食経営管理　用語辞典」、第一出版
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5

管理栄養士が関わる入院時食事療養運営の実務について、「入院
時食事療養の食事の提供たる療養の基準」、「入院時食事療養費
に係る食事療養の実施上の留意事項」など法令や通知を基に、グ
ループ学習により内容の理解を図ったうえで行事食（行事食カー
ド）、衛生教育、栄養教育等の説明媒体を作成すること。

ノートに記録した入院時食事療養運
営の実務について、教科書などで確
認しグループ学習に備える（90
分）。

グループ学習の取りまとめを基に、
プレゼンテーションのための原稿を
作成する（120分）。

3

学校給食の運営に関するグループ学習を基に各自が作成したプレ
ゼン原稿から、メンバーの協議によりグループの代表を決定し、
代表がプレゼンを行う。プレゼンについて他グループとの比較な
どを通じた自己評価により、学校給食運営の理解を深める。

教科書や教員の説明内容などを整理
して、グループ学習で行うプレゼン
テーションに備える（90分）。

グループが行ったプレゼンテーショ
ンの状況を評価し、レポートに取り
まとめる（120分）。

4

病院等保険医療機関の入院時食事療養に関し、その特徴、患者の
食事管理、治療食献立業務、治療食調製の実際および「入院基本
料等の施設基準」や「入院時食事療養制度」などについて、教科
書や教員の説明などにより理解を図る。

教科書などにより、入院時食事療養
関連の法令および通知などについ
て、準備学習を行い授業に備える
（90分）。

教科書や教員の説明内容などを取り
まとめて、ノートに記録する（120
分）。

1

オリエンテーション
グループ編成およびグループリーダー等の決定
小・中学校などにおける学校給食の運営に関し、給食の特徴（学
校給食法規定の目的と目標）、学校給食運営の実務、「学校給食
実施基準・衛生管理基準」および学校給食栄養管理者の業務など
について、教科書や教員の説明により理解を深める。

教科書などにより、学校給食法と関
連法令および関連通知などについ
て、準備学習を行い授業に備える
（90分）。

教科書や教員の説明内容などを取り
まとめて,ノートに記録する（120
分）。

2

管理栄養士が関わる学校給食運営の実務ついて、「学校給食実施
基準」、「学校給食衛生管理基準」および「学校給食を活用した
食に関する指導」など法令や通知を基に、グループ学習により内
容の理解を図ったうえで衛生教育、栄養教育等の説明媒体を作成
すること。

ノートに記録した学校給食実施基準
など給食運営の実務について、教科
書などで確認しグループ学習に備え
る（90分）。

グループ学習の取りまとめを基に、
プレゼンテーションのための原稿を
作成する（120分）。

実務経験のある
教員の教育内容

国立病院機構施設・ナショナルセンターの施設１１か所で勤務した経験を活かして各職域の特定給食施設ごとに食事計画・栄養管理・食事
サービス・衛生管理・労務管理・経営管理・危機管理について授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

各グループのプレゼンテーションについて、その都度内容や出来栄えなどを講評の形で評価・指導いたします。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「給食経営管理演習」の到達目標は、以下のとおりである。ⅰ　特定給食施設は、施設の種別に給食の運営に特徴があるので、広範な知
識・技術を要することを理解し、説明できる。ⅱ　学校給食の目的・目標、給食運営の特徴、栄養管理および学校給食を活用した食育の実
際について論じることができる。ⅲ　入院時食事療養制度の概要、栄養管理、治療食の献立業務および治療食調製業務の特徴が説明でき
る。ⅳ　児童および高齢者福祉施設給食の目的、栄養管理、食事提供実務および各施設の最低基準が説明できる。ⅴ　会社・工場等事業所
給食の特徴、栄養管理および食事提供の実務など給食運営の実際について理解し、論じることができる。

授業の方法

「給食経営管理演習」の授業は、以下の方法により展開する。ⅰ　教科書などにより、指定された特定給食施設の給食運営の実際につい
て、準備学習を行い授業に備える。ⅱ　教員から特定給食施設種別の給食運営の特徴や栄養管理の実際などについて、実務的な説明を行
う。ⅲ　各自で教科書や教員の説明内容などを取りまとめ、ノートに記録しグループ学習に備える。ⅳ　各自の取りまとめを基にグループ
で討議し、その結果を取りまとめて代表がプレゼンテーションを行う。ⅴ　事後学習として、グループのプレゼンテーションの内容などに
ついて評価を行い、レポートを作成し提出する。

ＩＣＴ活用 授業中の課題の一部にグーグルクラスルームを用いた双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 今泉　博文

授業の位置づけ

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰを鑑み,[給食経営管理論],[ﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ論]及び[給食経営管理実習]で学んだ,給食施設全般に共通する給食管理や給食
経営に関する知識/技術を活用して,[学校給食],[入院時食事療養(病院給食)],[児童福祉施設給食],[高齢者福祉施設給食]及び[事業所給
食]など,施設種別の給食運営を学習する専門科目である.現在,管理栄養士免許を活用した就業先でもっとも多いのは,特定給食施設等の給
食施設である。[給食経営管理論演習]は,特定給食施設などで必要とされる給食経営管理能力養成のため,学内で行う授業の最終段階の設定
科目で,学外で実施する[臨地実習Ⅰ]に繋がるとともに現場で必要とされるｽｷﾙを身につけるため重要な演習である.

授業の概要

ディプロマ・ポリシーの特定給食施設において適切なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを行い、特定多数人に継続して適切に栄養管理された食事を提供するための
知識・技術を身につけることと、組織における管理栄養士設置部門や給食の運営に関する部署を統括・管理するためのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ能力とﾁｰﾑを
率いるﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ（思考・判断・表現）を持っている人材育成に大事な科目である。「給食経営管理論」「フードシステムマネジメント
論」および「給食経営管理実習」に連なり、学内における給食経営管理領域の学習を基にして、管理栄養士が備えるべき総合的な給食経営
管理能力の修得を目指す。学校給食、入院時食事療養（病院給食）、児童福祉施設給食、高齢者福祉施設給食および事業所給食など、特定
給食施設の種別に、特徴的な給食運営の目的や目標、栄養管理計画、給食実務、結果の評価および給食を活用した栄養の指導の実際につい
て学習する。卒業後、特定給食施設に就職する管理栄養士が、遅滞なく給食経営管理業務に従事できるよう、給食運営の実務の理解を目指
した授業を展開する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11074042 給食経営管理論演習（2組後半、3組） 3584 1 3
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その他

0 ・授業への参加態度
・レポート課題等の提出期限を厳守すること

定期試験 0 定期試験は、実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ①プレゼンの出来栄え（40％）、レポートの内容（40％）、③授業に取り組む意欲（20％）

15

事業所給食運営の実務に関するグループ学習を基に、各自が作成
したプレゼン原稿から、メンバーの協議によりグループの代表を
決定し、代表がプレゼンを行う。他グループのプレゼンとの比較
などを通じた自己評価により、事業所給食運営の理解を深める。

教科書や教員の説明内容などを整理
して、グループ学習で行うプレゼン
テーションに備える（90分）。

　グループが行ったプレゼンテー
ションの状況を評価し、レポートに
取りまとめる（120分）。総括して
定期試験に備える。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

会社・工場など事業所給食の運営に関し、給食の意義と特徴、事
業所給食として取扱う給食施設の範囲および「健康増進法」、
「労働安全衛生規則」、「事業付属寄宿舎規定」、健康増進法や
食品表示
法（食品表示基準）、景品表示法、「給食施設における栄養情報
提供ガイド」をよく読み、大事な点をまとめ、理解を深める。

　教科書などにより、事業所給食関
連法令や通知などについて、準備学
習を行い授業に備える（90分）。

教科書や教員の説明内容などを取り
まとめて、ノートに記録する（120
分）。

14

会社・工場等事業所給食運営の実務について、各施設の給食目的
を達成するための栄養計画・食事計画、献立業務、食事の調製・
提供業務などに関連する法令や通知を基に、グループ学習により
内容の理解を図ったうえ、各種行事食（行事カード）、衛生教
育、POP（栄養教育）、各種アンケート調査等の説明媒体を作成
すること。

　ノートに記録した、事業所給食運
営の実務について、教科書などで確
認しグループ学習に備える（90
分）。

グループ学習の取りまとめを基に、
プレゼンテーションのための原稿を
作成する（120分）。

11

管理栄養士が関わる高齢者福祉施設給食運営の実務について、高
齢者の栄養特性、食事計画、献立業務、給食の運営と統制および
「老人福祉法」、「介護保険法」等関連法令や通知などを基に、
グループ学習により内容の理解を図ったうえで各種行事食（行事
カード）、衛生教育、栄養教育、各種アンケート調査等の説明媒
体を作成すること。

　ノートに記録した高齢者福祉施設
給食運営などの実務について、教科
書などで確認しグループ学習に備え
る（90分）。

グループ学習の取りまとめを基に、
プレゼンテーションのための原稿を
作成する（120分）。

12

高齢者福祉施設給食の運営に関するグループ学習を基に、各自が
作成したプレゼン原稿から、メンバーの協議により代表を決定し
代表がプレゼンを行う。他グループのプレゼンとの比較などを通
じた自己評価により、高齢者福祉施設給食運営の理解を深める。

　教科書や教員の説明内容などを整
理して、グループ学習で行うプレゼ
ンテーションに備える（90分）。

　グループが行ったプレゼンテー
ションの状況を評価し、レポートに
取りまとめる（120分）。

9

児童福祉施設給食の運営に関するグループ学習を基に、各自作成
のプレゼン原稿から、メンバーの協議によりグループ代表を決定
し、代表がプレゼンを行う。他グループのプレゼンとの比較など
を通じた自己評価により、児童福祉施設給食運営の理解を深め
る。

教科書や教員の説明内容などを整理
して、グループ学習で行うプレゼン
テーションに備える（90分）。

　グループが行ったプレゼンテー
ションの状況を評価し、レポートに
取りまとめる（120分）。

10

高齢者福祉施設給食に関し、給食運営の意義、他の施設種別と異
なる運営の特徴、利用者の食事管理、献立業務、食事調製の実
際、利用者のＱＯＬおよび法令等に基づく管理栄養士設置の基準
などについて、教科書や教員の説明などにより理解を深める。

教科書などにより、高齢者福祉施設
給食運営の実務などについて、準備
学習を行い授業に備える（90分）。

教科書や教員の説明内容などを取り
まとめて、ノートに記録する（120
分）。

7

児童福祉施設給食に関し、各施設種別の給食目的や特徴、利用者
の食事管理、献立業務、食事調製の実務、給食運営に関する留意
事項および栄養士の設置等を規定する「児童福祉施設の最低基
準」について、教科書や教員の説明により理解を深める。

教科書などにより、児童福祉施設給
食運営の根拠法令・通知などについ
て、準備学習を行い授業に備える
（90分）。

教科書や教員の説明内容などを取り
まとめて、ノートに記録する（120
分）。

8

管理栄養士が関わる児童福祉施設給食運営の実務について、「児
童福祉施設における『食事摂取基準』を活用した食事計画につい
て」等法令や通知などを基に、グループ学習により内容の理解を
図ったうえで行事食および誕生日食（カード）、衛生教育、栄養
教育等の説明媒体を作成すること。

ノートに記録した児童福祉施設給食
運営の実務について、教科書などで
確認しグループ学習に備える（90
分）。

グループ学習の取りまとめを基に、
プレゼンテーションのための原稿を
作成する（120分）。

6

入院時食事療養の運営に関するグループ学習を基に、各自作成の
プレゼン原稿から、メンバーの協議によりグループ代表を決定
し、代表がプレゼンを行う。プレゼンについて他グループとの比
較などを通じた自己評価により、入院時食事療養運営の理解を深
める。

教科書や教員の説明内容などを整理
して、グループ学習で行うプレゼン
テーションに備える（90分）。

　グループが行ったプレゼンテー
ションの状況を評価し、レポートに
取りまとめる（120分）。

- 292 -



北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

履修要件はありません。しかし、管理栄養士国家試験受験資格取得のためには必修科目です。

備考欄 なし

教科書

・「実力養成のための給食管理論」　最新版（購入済）/学建書院　　・臨地・郊外実習のための特定給食管理運営実例集最新版/・学建書
院

参考文献 「栄養調理六法・最新版」、新日本法規　「給食経営管理　用語辞典」、第一出版
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5

1)発注（金子・藤井）
予定献立表に基づいて発注票を作成し、発注を行う。
2)大量調理実習各種帳票類作成（金子・藤井）
大量調理実習の際に必要な保存検食採取表などの各種帳票類の作
成を行う。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類などを取りまと
めて記録し、献立説明に備える。
（90分）

3

1)試作打合せ（金子・藤井）
試作献立表を基に調理法を作成し、作業工程を考え試作の準備を
行う。
2)試作、試作評価（金子・藤井）
試作献立表·調理法·作業工程に基づいて試作を行う。試作状況を
評価して試作評価表を作成し、献立表や調理法などの見直しを行
い、実習用の予定献立表作成準備を行う。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

試作状況、試作評価表を確認し、取
りまとめて記録し、予定献立表作
成、調理法、作業工程表作成に備え
る。(90分)

4

1)予定献立表作成（金子・藤井）
試作状況評価表を基に、献立表や調理法などを見直すとともに実
習用の予定献立表を作成、完成させる。
2)調理法・作業工程表作成（金子・藤井）
予定献立表を基に、調理法、作業工程表を作成し、完成させる。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

予定献立表、調理法、作業工程表を
取りまとめて記録し、発注に備え
る。(90分)

1

1) ガイダンス(授業計画の説明、給食実習室の説明など)（金
子・藤井）
2) 試作献立作成（金子・藤井）
給与栄養目標量·食品構成等についての確認後、試作用の献立表
作成、調理法·作業工程表の説明を行う。

給食経営管理実習Ⅱの授業において
上級生が作る給食を喫食して献立
ノートを作成し、提出しておくこ
と。
シラバスや教科書などにより、授業
内容の確認など準備学習を行い授業
に備える。（120分）

授業の内容などを取りまとめて記録
し、試作献立作成に備える。(90分)

2

試作献立作成（金子・藤井）
給与栄養目標量·食品構成等に合わせた試作献立表を作成し、完
成させる。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

試作献立を確認して取りまとめて記
録し、試作に備える。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

国立・国立病院機構の病院の栄養管理室に所属し、管理栄養士として臨床栄養管理業務・給食経営管理業務に従事した勤務経験を生かし
て、「給食経営管理実習」の授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

課題を添削して返却する。最後の授業で全体の総括を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「給食経営管理実習I」の到達目標は以下のとおりである。
(1)特定給食施設における大量調理による食事提供の特徴について説明できる。
(2)設定された条件に基づいて特定給食施設向きの献立表を作成することができる。
(3)献立表を食事に仕上げるための作業工程表を作成することができる。

授業の方法

授業は、学生を6グループに分け、献立作成 ⇒ 試作 ⇒発注⇒ 実習 ⇒ 評価を輪番で担当する。
(1)18～29歳の男女、身体活動レベルⅡを対象とする給与栄養目標量の設定と配分を行う。
(2)学生が作成した献立表のうちから、グループの実習献立を決定し調理法·作業工程表を作成する。
(3)実習献立表の試作を行い、見直しと実習当日の役割分担を決める。
(4)管理栄養士・栄養士役のリードでメンバーが協力して食事を完成させて提供する。
(5)食事の提供に伴って実施した調査のまとめと、(1)～(5)までの評価·考察を行う。

ＩＣＴ活用 授業中の課題の一部にグーグルクラスルームを用いた双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 金子　裕美子、小山　奈緒美

授業の位置づけ

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ｢特定給食施設において適切なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを行い、特定多数人に継続して適切に栄養管理された食事を提供するための知識･技術
を身につけている｣と特に関係がある科目であり､『食物を介してヒトの健康にｱｸｾｽする食物栄養学』に関連する専門科目に位置づけられ
る。給食経営管理論､調理科学､基礎調理学実習､応用調理学実習および食品衛生学を基礎として､特定給食施設(事業所給食､学校給食､児童
福祉施設給食､高齢者福祉施設給食および病院等医療機関の入院時食事療養など)における給食の運営·経営管理に必要な技術の習得を目指
す実学指向の科目である。学外で実施される給食の運営｢臨地実習｣および病院等医療機関の｢臨地実習II｣につながる。

授業の概要

「給食経営管理実習I」では、管理栄養士免許を生かした多くの卒業生の就職先となっている、特定給食施設における給食の運営全般をマ
ネジメントするために必要な技術の習得を目指して学習する。授業は、栄養食事計画(給与栄養目標量·食品構成表など)、献立業務(献立計
画·献立作成など)、食材管理(発注·検収·保管·払出しなど)、調理業務(仕込み·加熱調理·盛りつけなど)および給食の評価(検食·栄養出納
表·栄養管理報告書など)などを、学内の大量調理施設を用いて模擬的に体験学習を行う。また授業は、「給食経営管理実習記録ノート」を
用いて、準備学習、実習授業および事後学習を有機的に連携させて実施する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11085041 給食経営管理実習Ⅰ（１組） 3586 1 2
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13

1） 栄養士班より受けた献立説明の内容についてまとめ、実習記
録ノート記入準備を行う。（金子・藤井）
2） 献立ノートの記録、整理を行う。（金子・藤井）

なし なし

14

1) 実習②（金子・藤井）
(1) 栄養士班の指示のもと、予定献立表·調理法·作業工程表に基
づき大量調理を行い、提供する食事を作成する。
(2) 大量調理実習における食材·料理の温度、残食率、食材費な
どを調査し記録する。
(3) 食事を喫食(献立構成、料理別の味·量·温度などについて)
し、結果を記録する。
2) 評価②（金子・藤井）
(1) 大量調理実習を行った献立表·調理法·作業工程表などについ
て、評価·考察を行う。
(2) 大量調理実習時の各種調査の結果を取りまとめて、評価·考
察を行う。
(3) 反省会の内容を含めて大量調理実習全般について考察を行
い、評価表を記入する。

大量調理実習の予定献立表、調理
法、作業工程表、実習記録ノート、
大量調理施設衛生管理マニュアルな
どにより、必要な準備学習を行い、
大量調理実習に備える。(90分)

大量調理実習の状況、各種調査の結
果、実習の評価を取りまとめて、日
誌や実習記録ノート等を記入する。
(120分)

11

1） 大量調理実習の状況や各種調査の結果などを取りまとめて、
実習記録ノートを記録し、完成させる。（金子・藤井）
2） 献立ノートの記録、整理を行う。（金子・藤井）

なし なし

12

1） 実習③栄養士班より献立説明（金子・藤井）
栄養士班より、献立説明を受け、実習準備を行う。
2） 食器洗浄、厨房清掃業務（金子・藤井）
大量調理実習に付随する業務である厨房清掃業務について実習
し、衛生管理について学習する。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、授業の記録などにより、必要な
準備学習を行い授業に備える。（90
分）

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類、献立説明など
を取りまとめて記録し、大量調理実
習に備える。 (90分)

9

実習②栄養士班より献立説明（金子・藤井）
栄養士班より、献立説明を受け、実習準備を行う。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類、献立説明など
を取りまとめて記録し、大量調理実
習に備える。 (90分)

10

1) 実習②（金子・藤井）
(1) 栄養士班の指示のもと、予定献立表·調理法·作業工程表に基
づき大量調理を行い、提供する食事を作成する。
(2) 大量調理実習における食材·料理の温度、残食率、食材費な
どを調査し記録する。
(3) 食事を喫食(献立構成、料理別の味·量·温度などについて)
し、結果を記録する。
2) 評価②（金子・藤井）
(1) 大量調理実習を行った献立表·調理法·作業工程表などについ
て、評価·考察を行う。
(2) 大量調理実習時の各種調査の結果を取りまとめて、評価·考
察を行う。
(3) 反省会の内容を含めて大量調理実習全般について考察を行
い、評価表を記入する。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

大量調理実習の状況、各種調査の結
果、実習の評価を取りまとめて、日
誌や実習記録ノート等を記入する。
(120分)

7

1) 実習①（金子・藤井）
(1) 管理栄養士・栄養士として調理師班に予定献立表·調理法·作
業工程表に基づく大量調理の指示を行い、提供する食事を作成す
る。
(2) 大量調理実習における食材·料理の温度、残食率、食材費な
どを調査し記録する。
(3) 検食(献立構成、料理別の味·量·温度などについて)を行い、
結果を記録する。 
2) 評価①（金子・藤井）
(1) 大量調理実習を行った献立表·調理法·作業工程表などについ
て評価·考察を行う。
(2) 大量調理実習時の各種調査の結果を取りまとめて、評価·考
察を行う。
(3) 反省会の内容を含めて大量調理実習全般について考察を行
い、評価表を記入する。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

大量調理実習の状況、各種調査の結
果、実習の評価を取りまとめて、日
誌や実習記録ノート等を記入する。
(120分)

8

食器洗浄（金子・藤井）
大量調理実習に付随する業務である食器洗浄業務について実習
し、衛生管理について学習する。

なし 献立ノートの記録、整理を行う（90
分）

6

1) 献立説明準備（金子・藤井）
調理師班に向けて行う、献立説明ための資料を作成し、献立説明
会の準備作業を行う。
2）献立説明（栄養士班）（金子・藤井）
調理師班に向けて献立説明を行う。　調理師班に大量調理実習当
日の役割分担を指示し、決定する。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類、献立説明など
を取りまとめて記録し、大量調理実
習に備える。 (90分)
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履修条件・留意
事項等

卒業必修科目であり「臨地実習」の前提となる。 
提出物は期限厳守のこと。
課題等において未提出及び不正行為があった場合は、単位は認めない。

備考欄

その他 0 なし

教科書

「給食経営管理実習記録ノート」健康栄養学科作成、「日本人の食事摂取基準(2020年版)」第一出版 、 「日本食品成分表2022 八訂」医
歯薬出版編

参考文献

「実力養成のための給食管理論」学建書院、 「調理のためのベーシックデータ」女子栄養大学出版部、「新 調理学実習―基本調理から給
食への展開」同文書院　大量調理施設衛生管理マニュアル

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 試作·実習45%、提出物40%、授業に取り組む姿勢15%

15

1） 食器洗浄、厨房清掃業務（金子・藤井）
大量調理実習に付随する業務である厨房清掃業務について実習
し、衛生管理について学習する。
2） 授業全体のまとめを行う。

なし 授業の内容、献立·実習の評価、反
省点などを次年度の授業に生かせる
ように取りまとめて記録し、給食経
営管理実習Ⅱの授業に備える。ま
た、給食経営管理実習Ⅱ用の献立作
成準備を行う。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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5

1)発注（金子・藤井）
予定献立表に基づいて発注票を作成し、発注を行う。
2)大量調理実習各種帳票類作成（金子・藤井）
大量調理実習の際に必要な保存検食採取表などの各種帳票類の作
成を行う。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類などを取りまと
めて記録し、献立説明に備える。
（90分）

3

1)試作打合せ（金子・藤井）
試作献立表を基に調理法を作成し、作業工程を考え試作の準備を
行う。
2)試作、試作評価（金子・藤井）
試作献立表·調理法·作業工程に基づいて試作を行う。試作状況を
評価して試作評価表を作成し、献立表や調理法などの見直しを行
い、実習用の予定献立表作成準備を行う。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

試作状況、試作評価表を確認し、取
りまとめて記録し、予定献立表作
成、調理法、作業工程表作成に備え
る。(90分)

4

1)予定献立表作成（金子・藤井）
試作状況評価表を基に、献立表や調理法などを見直すとともに実
習用の予定献立表を作成、完成させる。
2)調理法・作業工程表作成（金子・藤井）
予定献立表を基に、調理法、作業工程表を作成し、完成させる。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

予定献立表、調理法、作業工程表を
取りまとめて記録し、発注に備え
る。(90分)

1

1) ガイダンス(授業計画の説明、給食実習室の説明など)（金
子・藤井）
2) 試作献立作成（金子・藤井）
給与栄養目標量·食品構成等についての確認後、試作用の献立表
作成、調理法·作業工程表の説明を行う。

給食経営管理実習Ⅱの授業において
上級生が作る給食を喫食して献立
ノートを作成し、提出しておくこ
と。
シラバスや教科書などにより、授業
内容の確認など準備学習を行い授業
に備える。（120分）

授業の内容などを取りまとめて記録
し、試作献立作成に備える。(90分)

2

試作献立作成（金子・藤井）
給与栄養目標量·食品構成等に合わせた試作献立表を作成し、完
成させる。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

試作献立を確認して取りまとめて記
録し、試作に備える。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

国立・国立病院機構の病院の栄養管理室に所属し、管理栄養士として臨床栄養管理業務・給食経営管理業務に従事した勤務経験を生かし
て、「給食経営管理実習」の授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

課題を添削して返却する。最後の授業で全体の総括を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「給食経営管理実習I」の到達目標は以下のとおりである。
(1)特定給食施設における大量調理による食事提供の特徴について説明できる。
(2)設定された条件に基づいて特定給食施設向きの献立表を作成することができる。
(3)献立表を食事に仕上げるための作業工程表を作成することができる。

授業の方法

授業は、学生を6グループに分け、献立作成 ⇒ 試作 ⇒発注⇒ 実習 ⇒ 評価を輪番で担当する。
(1)18～29歳の男女、身体活動レベルⅡを対象とする給与栄養目標量の設定と配分を行う。
(2)学生が作成した献立表のうちから、グループの実習献立を決定し調理法·作業工程表を作成する。
(3)実習献立表の試作を行い、見直しと実習当日の役割分担を決める。
(4)管理栄養士・栄養士役のリードでメンバーが協力して食事を完成させて提供する。
(5)食事の提供に伴って実施した調査のまとめと、(1)～(5)までの評価·考察を行う。

ＩＣＴ活用 授業中の課題の一部にグーグルクラスルームを用いた双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 金子　裕美子、小山　奈緒美

授業の位置づけ

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ｢特定給食施設において適切なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを行い、特定多数人に継続して適切に栄養管理された食事を提供するための知識･技術
を身につけている｣と特に関係がある科目であり､『食物を介してヒトの健康にｱｸｾｽする食物栄養学』に関連する専門科目に位置づけられ
る。給食経営管理論､調理科学､基礎調理学実習､応用調理学実習および食品衛生学を基礎として､特定給食施設(事業所給食､学校給食､児童
福祉施設給食､高齢者福祉施設給食および病院等医療機関の入院時食事療養など)における給食の運営·経営管理に必要な技術の習得を目指
す実学指向の科目である。学外で実施される給食の運営｢臨地実習｣および病院等医療機関の｢臨地実習II｣につながる。

授業の概要

「給食経営管理実習I」では、管理栄養士免許を生かした多くの卒業生の就職先となっている、特定給食施設における給食の運営全般をマ
ネジメントするために必要な技術の習得を目指して学習する。授業は、栄養食事計画(給与栄養目標量·食品構成表など)、献立業務(献立計
画·献立作成など)、食材管理(発注·検収·保管·払出しなど)、調理業務(仕込み·加熱調理·盛りつけなど)および給食の評価(検食·栄養出納
表·栄養管理報告書など)などを、学内の大量調理施設を用いて模擬的に体験学習を行う。また授業は、「給食経営管理実習記録ノート」を
用いて、準備学習、実習授業および事後学習を有機的に連携させて実施する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11085042 給食経営管理実習Ⅰ（２組） 3586 1 2
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13

1） 栄養士班より受けた献立説明の内容についてまとめ、実習記
録ノート記入準備を行う。（金子・藤井）
2） 献立ノートの記録、整理を行う。（金子・藤井）

なし なし

14

1) 実習②（金子・藤井）
(1) 栄養士班の指示のもと、予定献立表·調理法·作業工程表に基
づき大量調理を行い、提供する食事を作成する。
(2) 大量調理実習における食材·料理の温度、残食率、食材費な
どを調査し記録する。
(3) 食事を喫食(献立構成、料理別の味·量·温度などについて)
し、結果を記録する。
2) 評価②（金子・藤井）
(1) 大量調理実習を行った献立表·調理法·作業工程表などについ
て、評価·考察を行う。
(2) 大量調理実習時の各種調査の結果を取りまとめて、評価·考
察を行う。
(3) 反省会の内容を含めて大量調理実習全般について考察を行
い、評価表を記入する。

大量調理実習の予定献立表、調理
法、作業工程表、実習記録ノート、
大量調理施設衛生管理マニュアルな
どにより、必要な準備学習を行い、
大量調理実習に備える。(90分)

大量調理実習の状況、各種調査の結
果、実習の評価を取りまとめて、日
誌や実習記録ノート等を記入する。
(120分)

11

1） 大量調理実習の状況や各種調査の結果などを取りまとめて、
実習記録ノートを記録し、完成させる。（金子・藤井）
2） 献立ノートの記録、整理を行う。（金子・藤井）

なし なし

12

1） 実習③栄養士班より献立説明（金子・藤井）
栄養士班より、献立説明を受け、実習準備を行う。
2） 食器洗浄、厨房清掃業務（金子・藤井）
大量調理実習に付随する業務である厨房清掃業務について実習
し、衛生管理について学習する。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、授業の記録などにより、必要な
準備学習を行い授業に備える。（90
分）

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類、献立説明など
を取りまとめて記録し、大量調理実
習に備える。 (90分)

9

実習②栄養士班より献立説明（金子・藤井）
栄養士班より、献立説明を受け、実習準備を行う。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類、献立説明など
を取りまとめて記録し、大量調理実
習に備える。 (90分)

10

1) 実習②（金子・藤井）
(1) 栄養士班の指示のもと、予定献立表·調理法·作業工程表に基
づき大量調理を行い、提供する食事を作成する。
(2) 大量調理実習における食材·料理の温度、残食率、食材費な
どを調査し記録する。
(3) 食事を喫食(献立構成、料理別の味·量·温度などについて)
し、結果を記録する。
2) 評価②（金子・藤井）
(1) 大量調理実習を行った献立表·調理法·作業工程表などについ
て、評価·考察を行う。
(2) 大量調理実習時の各種調査の結果を取りまとめて、評価·考
察を行う。
(3) 反省会の内容を含めて大量調理実習全般について考察を行
い、評価表を記入する。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

大量調理実習の状況、各種調査の結
果、実習の評価を取りまとめて、日
誌や実習記録ノート等を記入する。
(120分)

7

1) 実習①（金子・藤井）
(1) 管理栄養士・栄養士として調理師班に予定献立表·調理法·作
業工程表に基づく大量調理の指示を行い、提供する食事を作成す
る。
(2) 大量調理実習における食材·料理の温度、残食率、食材費な
どを調査し記録する。
(3) 検食(献立構成、料理別の味·量·温度などについて)を行い、
結果を記録する。 
2) 評価①（金子・藤井）
(1) 大量調理実習を行った献立表·調理法·作業工程表などについ
て評価·考察を行う。
(2) 大量調理実習時の各種調査の結果を取りまとめて、評価·考
察を行う。
(3) 反省会の内容を含めて大量調理実習全般について考察を行
い、評価表を記入する。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

大量調理実習の状況、各種調査の結
果、実習の評価を取りまとめて、日
誌や実習記録ノート等を記入する。
(120分)

8

食器洗浄（金子・藤井）
大量調理実習に付随する業務である食器洗浄業務について実習
し、衛生管理について学習する。

なし 献立ノートの記録、整理を行う（90
分）

6

1) 献立説明準備（金子・藤井）
調理師班に向けて行う、献立説明ための資料を作成し、献立説明
会の準備作業を行う。
2）献立説明（栄養士班）（金子・藤井）
調理師班に向けて献立説明を行う。　調理師班に大量調理実習当
日の役割分担を指示し、決定する。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類、献立説明など
を取りまとめて記録し、大量調理実
習に備える。 (90分)
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履修条件・留意
事項等

卒業必修科目であり「臨地実習」の前提となる。 
提出物は期限厳守のこと。
課題等において未提出及び不正行為があった場合は、単位は認めない。

備考欄

その他 0 なし

教科書

「給食経営管理実習記録ノート」健康栄養学科作成、「日本人の食事摂取基準(2020年版)」第一出版 、 「日本食品成分表2022 八訂」医
歯薬出版編

参考文献

「実力養成のための給食管理論」学建書院、 「調理のためのベーシックデータ」女子栄養大学出版部、「新 調理学実習―基本調理から給
食への展開」同文書院　大量調理施設衛生管理マニュアル

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 試作·実習45%、提出物40%、授業に取り組む姿勢15%

15

1） 食器洗浄、厨房清掃業務（金子・藤井）
大量調理実習に付随する業務である厨房清掃業務について実習
し、衛生管理について学習する。
2） 授業全体のまとめを行う。

なし 授業の内容、献立·実習の評価、反
省点などを次年度の授業に生かせる
ように取りまとめて記録し、給食経
営管理実習Ⅱの授業に備える。ま
た、給食経営管理実習Ⅱ用の献立作
成準備を行う。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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5

1)発注（金子・藤井）
予定献立表に基づいて発注票を作成し、発注を行う。
2)大量調理実習各種帳票類作成（金子・藤井）
大量調理実習の際に必要な保存検食採取表などの各種帳票類の作
成を行う。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類などを取りまと
めて記録し、献立説明に備える。
（90分）

3

1)試作打合せ（金子・藤井）
試作献立表を基に調理法を作成し、作業工程を考え試作の準備を
行う。
2)試作、試作評価（金子・藤井）
試作献立表·調理法·作業工程に基づいて試作を行う。試作状況を
評価して試作評価表を作成し、献立表や調理法などの見直しを行
い、実習用の予定献立表作成準備を行う。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

試作状況、試作評価表を確認し、取
りまとめて記録し、予定献立表作
成、調理法、作業工程表作成に備え
る。(90分)

4

1)予定献立表作成（金子・藤井）
試作状況評価表を基に、献立表や調理法などを見直すとともに実
習用の予定献立表を作成、完成させる。
2)調理法・作業工程表作成（金子・藤井）
予定献立表を基に、調理法、作業工程表を作成し、完成させる。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

予定献立表、調理法、作業工程表を
取りまとめて記録し、発注に備え
る。(90分)

1

1) ガイダンス(授業計画の説明、給食実習室の説明など)（金
子・藤井）
2) 試作献立作成（金子・藤井）
給与栄養目標量·食品構成等についての確認後、試作用の献立表
作成、調理法·作業工程表の説明を行う。

給食経営管理実習Ⅱの授業において
上級生が作る給食を喫食して献立
ノートを作成し、提出しておくこ
と。
シラバスや教科書などにより、授業
内容の確認など準備学習を行い授業
に備える。（120分）

授業の内容などを取りまとめて記録
し、試作献立作成に備える。(90分)

2

試作献立作成（金子・藤井）
給与栄養目標量·食品構成等に合わせた試作献立表を作成し、完
成させる。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

試作献立を確認して取りまとめて記
録し、試作に備える。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

国立・国立病院機構の病院の栄養管理室に所属し、管理栄養士として臨床栄養管理業務・給食経営管理業務に従事した勤務経験を生かし
て、「給食経営管理実習」の授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

課題を添削して返却する。最後の授業で全体の総括を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「給食経営管理実習I」の到達目標は以下のとおりである。
(1)特定給食施設における大量調理による食事提供の特徴について説明できる。
(2)設定された条件に基づいて特定給食施設向きの献立表を作成することができる。
(3)献立表を食事に仕上げるための作業工程表を作成することができる。

授業の方法

授業は、学生を6グループに分け、献立作成 ⇒ 試作 ⇒発注⇒ 実習 ⇒ 評価を輪番で担当する。
(1)18～29歳の男女、身体活動レベルⅡを対象とする給与栄養目標量の設定と配分を行う。
(2)学生が作成した献立表のうちから、グループの実習献立を決定し調理法·作業工程表を作成する。
(3)実習献立表の試作を行い、見直しと実習当日の役割分担を決める。
(4)管理栄養士・栄養士役のリードでメンバーが協力して食事を完成させて提供する。
(5)食事の提供に伴って実施した調査のまとめと、(1)～(5)までの評価·考察を行う。

ＩＣＴ活用 授業中の課題の一部にグーグルクラスルームを用いた双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 金子　裕美子、小山　奈緒美

授業の位置づけ

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ｢特定給食施設において適切なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを行い、特定多数人に継続して適切に栄養管理された食事を提供するための知識･技術
を身につけている｣と特に関係がある科目であり､『食物を介してヒトの健康にｱｸｾｽする食物栄養学』に関連する専門科目に位置づけられ
る。給食経営管理論､調理科学､基礎調理学実習､応用調理学実習および食品衛生学を基礎として､特定給食施設(事業所給食､学校給食､児童
福祉施設給食､高齢者福祉施設給食および病院等医療機関の入院時食事療養など)における給食の運営·経営管理に必要な技術の習得を目指
す実学指向の科目である。学外で実施される給食の運営｢臨地実習｣および病院等医療機関の｢臨地実習II｣につながる。

授業の概要

「給食経営管理実習I」では、管理栄養士免許を生かした多くの卒業生の就職先となっている、特定給食施設における給食の運営全般をマ
ネジメントするために必要な技術の習得を目指して学習する。授業は、栄養食事計画(給与栄養目標量·食品構成表など)、献立業務(献立計
画·献立作成など)、食材管理(発注·検収·保管·払出しなど)、調理業務(仕込み·加熱調理·盛りつけなど)および給食の評価(検食·栄養出納
表·栄養管理報告書など)などを、学内の大量調理施設を用いて模擬的に体験学習を行う。また授業は、「給食経営管理実習記録ノート」を
用いて、準備学習、実習授業および事後学習を有機的に連携させて実施する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11085043 給食経営管理実習Ⅰ（３組） 3586 1 2

- 300 -



北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

13

1） 栄養士班より受けた献立説明の内容についてまとめ、実習記
録ノート記入準備を行う。（金子・藤井）
2） 献立ノートの記録、整理を行う。（金子・藤井）

なし なし

14

1) 実習②（金子・藤井）
(1) 栄養士班の指示のもと、予定献立表·調理法·作業工程表に基
づき大量調理を行い、提供する食事を作成する。
(2) 大量調理実習における食材·料理の温度、残食率、食材費な
どを調査し記録する。
(3) 食事を喫食(献立構成、料理別の味·量·温度などについて)
し、結果を記録する。
2) 評価②（金子・藤井）
(1) 大量調理実習を行った献立表·調理法·作業工程表などについ
て、評価·考察を行う。
(2) 大量調理実習時の各種調査の結果を取りまとめて、評価·考
察を行う。
(3) 反省会の内容を含めて大量調理実習全般について考察を行
い、評価表を記入する。

大量調理実習の予定献立表、調理
法、作業工程表、実習記録ノート、
大量調理施設衛生管理マニュアルな
どにより、必要な準備学習を行い、
大量調理実習に備える。(90分)

大量調理実習の状況、各種調査の結
果、実習の評価を取りまとめて、日
誌や実習記録ノート等を記入する。
(120分)

11

1） 大量調理実習の状況や各種調査の結果などを取りまとめて、
実習記録ノートを記録し、完成させる。（金子・藤井）
2） 献立ノートの記録、整理を行う。（金子・藤井）

なし なし

12

1） 実習③栄養士班より献立説明（金子・藤井）
栄養士班より、献立説明を受け、実習準備を行う。
2） 食器洗浄、厨房清掃業務（金子・藤井）
大量調理実習に付随する業務である厨房清掃業務について実習
し、衛生管理について学習する。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、授業の記録などにより、必要な
準備学習を行い授業に備える。（90
分）

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類、献立説明など
を取りまとめて記録し、大量調理実
習に備える。 (90分)

9

実習②栄養士班より献立説明（金子・藤井）
栄養士班より、献立説明を受け、実習準備を行う。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類、献立説明など
を取りまとめて記録し、大量調理実
習に備える。 (90分)

10

1) 実習②（金子・藤井）
(1) 栄養士班の指示のもと、予定献立表·調理法·作業工程表に基
づき大量調理を行い、提供する食事を作成する。
(2) 大量調理実習における食材·料理の温度、残食率、食材費な
どを調査し記録する。
(3) 食事を喫食(献立構成、料理別の味·量·温度などについて)
し、結果を記録する。
2) 評価②（金子・藤井）
(1) 大量調理実習を行った献立表·調理法·作業工程表などについ
て、評価·考察を行う。
(2) 大量調理実習時の各種調査の結果を取りまとめて、評価·考
察を行う。
(3) 反省会の内容を含めて大量調理実習全般について考察を行
い、評価表を記入する。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

大量調理実習の状況、各種調査の結
果、実習の評価を取りまとめて、日
誌や実習記録ノート等を記入する。
(120分)

7

1) 実習①（金子・藤井）
(1) 管理栄養士・栄養士として調理師班に予定献立表·調理法·作
業工程表に基づく大量調理の指示を行い、提供する食事を作成す
る。
(2) 大量調理実習における食材·料理の温度、残食率、食材費な
どを調査し記録する。
(3) 検食(献立構成、料理別の味·量·温度などについて)を行い、
結果を記録する。 
2) 評価①（金子・藤井）
(1) 大量調理実習を行った献立表·調理法·作業工程表などについ
て評価·考察を行う。
(2) 大量調理実習時の各種調査の結果を取りまとめて、評価·考
察を行う。
(3) 反省会の内容を含めて大量調理実習全般について考察を行
い、評価表を記入する。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

大量調理実習の状況、各種調査の結
果、実習の評価を取りまとめて、日
誌や実習記録ノート等を記入する。
(120分)

8

食器洗浄（金子・藤井）
大量調理実習に付随する業務である食器洗浄業務について実習
し、衛生管理について学習する。

なし 献立ノートの記録、整理を行う（90
分）

6

1) 献立説明準備（金子・藤井）
調理師班に向けて行う、献立説明ための資料を作成し、献立説明
会の準備作業を行う。
2）献立説明（栄養士班）（金子・藤井）
調理師班に向けて献立説明を行う。　調理師班に大量調理実習当
日の役割分担を指示し、決定する。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類、献立説明など
を取りまとめて記録し、大量調理実
習に備える。 (90分)
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履修条件・留意
事項等

卒業必修科目であり「臨地実習」の前提となる。 
提出物は期限厳守のこと。
課題等において未提出及び不正行為があった場合は、単位は認めない。

備考欄

その他 0 なし

教科書

「給食経営管理実習記録ノート」健康栄養学科作成、「日本人の食事摂取基準(2020年版)」第一出版 、 「日本食品成分表2022 八訂」医
歯薬出版編

参考文献

「実力養成のための給食管理論」学建書院、 「調理のためのベーシックデータ」女子栄養大学出版部、「新 調理学実習―基本調理から給
食への展開」同文書院　大量調理施設衛生管理マニュアル

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 試作·実習45%、提出物40%、授業に取り組む姿勢15%

15

1） 食器洗浄、厨房清掃業務（金子・藤井）
大量調理実習に付随する業務である厨房清掃業務について実習
し、衛生管理について学習する。
2） 授業全体のまとめを行う。

なし 授業の内容、献立·実習の評価、反
省点などを次年度の授業に生かせる
ように取りまとめて記録し、給食経
営管理実習Ⅱの授業に備える。ま
た、給食経営管理実習Ⅱ用の献立作
成準備を行う。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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5

1)リーフレット作成（金子・佐々木）
給食を喫食する学生へ向けたリーフレットを作成し、完成させ
る。
2)献立説明準備（金子・佐々木）
調理師班に向けて行う、献立説明ための資料を作成し、献立説明
会の準備作業を行う。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類献立説明資料な
どを取りまとめて記録し、献立説明
に備える。（90分）

3

1) 予定献立表作成（金子・佐々木）
試作状況評価表を基に、献立表や調理法などを見直すとともに実
習用の予定献立表を作成、完成させる。
2) 調理法・作業工程表作成（金子・佐々木）
予定献立表を基に、調理法、作業工程表を作成し、完成させる。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

予定献立表、調理法、作業工程表を
取りまとめて記録し、発注に備え
る。(90分)

4

1)発注（金子・佐々木）
予定献立表に基づいて発注票を作成し、発注を行う。
2)大量調理実習各種帳票作成（金子・佐々木）
大量調理実習の際に必要な保存検食採取表などの各種帳票類の作
成を行う。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類などを取りまと
めて記録し、リーフレット作成、献
立説明準備に備える。(90分)

1

1) ガイダンス(授業計画の説明、給食実習室の説明など)（金
子・佐々木）
2) 試作献立作成（金子・佐々木）
試作献立表を作成し、完成させる。

給食経営管理実習Ⅰの授業を振り返
り、試作献立作成のための準備学習
を行い授業に備える（90分）

授業の内容などを取りまとめて記録
し、試作打合せに備える。(90分)

2

1) 試作打合せ（金子・佐々木）
試作献立表を基に調理法を作成し、作業工程を考え試作の準備を
行う。
2) 試作、試作評価（金子・佐々木）
試作献立表·調理法·作業工程に基づいて試作を行う。試作状況を
評価して試作評価表を作成し、献立表や調理法などの見直しを行
い、実習用の予定献立表作成準備を行う。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

試作状況、試作評価表を確認し、取
りまとめて記録し、予定献立表作
成、調理法、作業工程表作成に備え
る。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

国立・国立病院機構の病院の栄養管理室に所属し、管理栄養士として臨床栄養管理業務・給食経営管理業務に従事した経験を生かして、
「給食経営管理実習」の授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

課題を添削して返却する。最後の授業で全体の総括を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

  「給食経営管理実習Ⅱ」の到達目標は以下のとおりである。
(1)衛生管理の重要性を理解し、HACCPシステムによる給食運営について説明できる。
(2)グループのメンバーと協働して、設定時間までに食事を提供することができる。
(3)給食の運営全般について、PDCAサイクルによる評価·見直しを行うことができる。

授業の方法

授業は、学生を6グループに分け、献立作成 ⇒ 試作 ⇒発注⇒ 実習 ⇒ 評価を輪番で担当する。
(1)18～29歳の男女、身体活動レベルⅡを対象とする給与栄養目標量の設定と配分を行う。
(2)学生グループが作成した実習献立から調理法·作業工程表を作成する。
(3)実習献立表の試作を行い、見直しと実習当日の役割分担を決める。
(4)管理栄養士・栄養士役のリードでメンバーが協力して食事を完成させて提供する。
(5)食事の提供に伴って実施した調査のまとめと、(1)～(5)までの評価·考察を行う。

ＩＣＴ活用 授業中の課題の一部にグーグルクラスルームを用いた双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 金子　裕美子、佐々木　将太、小山　奈緒美

授業の位置づけ

ディプロマポリシー「特定給食施設において適切なマネジメントを行い、特定多数人に継続して適切に栄養管理された食事を提供するため
の知識・技術を身につけている」と特に関係がある科目であり、『食物を介してヒトの健康にアクセスする食物栄養学』に関連する専門科
目に位置づけられる。給食経営管理実習Ⅰの授業を発展させ、食事提供方法や献立パターンを変化させることにより、より高度な給食の運
営・経営管理を学び、特定給食施設における給食の運営・経営管理に必要な技術の習得を目指す実学指向の科目である。また、学外で実施
される給食の運営「臨地実習Ⅰ」および病院等医療機関の「臨地実習Ⅱ」につながる。

授業の概要

「給食経営管理実習Ⅱ」では、管理栄養士免許を生かした多くの卒業生の就職先となっている、特定給食施設における給食の運営全般をマ
ネジメントするために必要な技術の習得を目指して学習する。また、アレルギーなどの個別対応や、選択食の調製など応用力を獲得する。
授業は、栄養食事計画（給与栄養目標量・食品構成表など）、献立業務（献立計画・献立作成など）、食材管理（発注・検収・保管・払出
しなど）、調理業務（仕込み・加熱調理・盛りつけなど）および給食の評価（検食・栄養出納表・栄養管理報告書など）などを、学内の大
量調理施設を用いて模擬的に体験学習を行う。また、授業は、「給食経営管理実習記録ノート」を用いて、準備学習、実習授業および事後
学習を有機的に連携させて実施する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11075041 給食経営管理実習II（１組） 3587 1 3

- 303 -



北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

13

1) 実習③（金子・佐々木）
(1) 栄養士班の指示のもと、予定献立表·調理法·作業工程表に基
づき大量調理を行い、提供する食事を作成する。
(2) 大量調理実習における食材·料理の温度、残食率、食材費な
どを調査し記録する。
(3) 食事を喫食(献立構成、料理別の味·量·温度などについて)
し、結果を記録する。
2) 評価③（金子・佐々木）
(1) 大量調理実習を行った献立表·調理法·作業工程表などについ
て、評価·考察を行う。
(2) 大量調理実習時の各種調査の結果を取りまとめて、評価·考
察を行う。
(3) 反省会の内容を含めて大量調理実習全般について考察を行
い、評価表を記入する。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。
（90分）

大量調理実習の状況、各種調査の結
果、実習の評価を取りまとめて、日
誌や実習記録ノート等を記入する。
(120分)

14

食器洗浄、厨房清掃業務（金子・佐々木）
大量調理実習に付随する業務である厨房清掃業務について実習
し、衛生管理について学習する。

なし 献立ノートの記録、整理を行う（90
分）

11

食器洗浄、厨房清掃業務（金子・佐々木）
大量調理実習に付随する業務である厨房清掃業務について実習
し、衛生管理について学習する。

なし 献立ノートの記録、整理を行う（90
分）

12

実習③栄養士班より献立説明（金子・佐々木）
栄養士班より、献立説明を受け、実習準備を行う。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、授業の記録などにより、必要な
準備学習を行い授業に備える。（90
分）

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類、献立説明など
を取りまとめて記録し、大量調理実
習に備える。 (90分)

9

実習②栄養士班より献立説明（金子・佐々木）
栄養士班より、献立説明を受け、実習準備を行う。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、授業の記録などにより、必要な
準備学習を行い授業に備える。（90
分）

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類、献立説明など
を取りまとめて記録し、大量調理実
習に備える。 (90分)

10

1) 実習②（金子・佐々木）
(1) 栄養士班の指示のもと、予定献立表·調理法·作業工程表に基
づき大量調理を行い、提供する食事を作成する。
(2) 大量調理実習における食材·料理の温度、残食率、食材費な
どを調査し記録する。
(3) 食事を喫食(献立構成、料理別の味·量·温度などについて)
し、結果を記録する。
2) 評価②
(1) 大量調理実習を行った献立表·調理法·作業工程表などについ
て、評価·考察を行う。
(2) 大量調理実習時の各種調査の結果を取りまとめて、評価·考
察を行う。
(3) 反省会の内容を含めて大量調理実習全般について考察を行
い、評価表を記入する。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。
（90分）

大量調理実習の状況、各種調査の結
果、実習の評価を取りまとめて、日
誌や実習記録ノート等を記入する。
(120分)

7

1) 実習①（金子・佐々木）
(1) 管理栄養士・栄養士として調理師班に予定献立表·調理法·作
業工程表に基づく大量調理の指示を行い、提供する食事を作成す
る。
(2) 大量調理実習における食材·料理の温度、残食率、食材費な
どを調査し記録する。
(3) 検食(献立構成、料理別の味·量·温度などについて)を行い、
結果を記録する。 
2) 評価①（金子・佐々木）
(1) 大量調理実習を行った献立表·調理法·作業工程表などについ
て評価·考察を行う。
(2) 大量調理実習時の各種調査の結果を取りまとめて、評価·考
察を行う。
(3) 反省会の内容を含めて大量調理実習全般について考察を行
い、評価表を記入する。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。
（90分）

大量調理実習の状況、各種調査の結
果、実習の評価を取りまとめて、日
誌や実習記録ノート等を記入する。
(120分)

8

食器洗浄、厨房清掃業務（金子・佐々木）
大量調理実習に付随する業務である厨房清掃業務について実習
し、衛生管理について学習する。

なし 献立ノートの記録、整理を行う（90
分）

6

献立説明（栄養士班）（金子・佐々木）
調理師班に向けて献立説明会を行い、大量調理実習当日の役割分
担・作業内容等を指示し、決定する。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類、献立説明など
を取りまとめて記録し、大量調理実
習に備える。 (90分)
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履修条件・留意
事項等

卒業必修科目であり「臨地実習」の前提となる。
提出物は期限厳守のこと。
課題等において未提出や不正行為があった場合は、単位は認めない。

備考欄

その他 0 なし

教科書

「給食経営管理実習記録ノート」健康栄養学科作成、「日本人の食事摂取基準(2020年版)」第一出版 、 「日本食品成分表2022 八訂」医
歯薬出版編

参考文献

「実力養成のための給食管理論」学建書院、 「調理のためのベーシックデータ」女子栄養大学出版部、「新 調理学実習―基本調理から給
食への展開」同文書院　大量調理施設衛生管理マニュアル

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 試作·実習45%、提出物40%、授業に取り組む姿勢15%

15

まとめ（金子・佐々木）
今までの大量調理実習に基づいて栄養出納表、栄養管理報告書、
荷重平均成分表、食品構成表などについて学ぶ。

シラバス·教科書などにより、授業
内容の確認など準備学習を行い授業
に備える。（90分）

授業の内容などを取りまとめて記録
し、臨地実習等の以降の学習に生か
せるように資料をまとめておく。
(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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5

1)リーフレット作成（金子・佐々木）
給食を喫食する学生へ向けたリーフレットを作成し、完成させ
る。
2)献立説明準備（金子・佐々木）
調理師班に向けて行う、献立説明ための資料を作成し、献立説明
会の準備作業を行う。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類献立説明資料な
どを取りまとめて記録し、献立説明
に備える。（90分）

3

1) 予定献立表作成（金子・佐々木）
試作状況評価表を基に、献立表や調理法などを見直すとともに実
習用の予定献立表を作成、完成させる。
2) 調理法・作業工程表作成（金子・佐々木）
予定献立表を基に、調理法、作業工程表を作成し、完成させる。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

予定献立表、調理法、作業工程表を
取りまとめて記録し、発注に備え
る。(90分)

4

1)発注（金子・佐々木）
予定献立表に基づいて発注票を作成し、発注を行う。
2)大量調理実習各種帳票作成（金子・佐々木）
大量調理実習の際に必要な保存検食採取表などの各種帳票類の作
成を行う。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類などを取りまと
めて記録し、リーフレット作成、献
立説明準備に備える。(90分)

1

1) ガイダンス(授業計画の説明、給食実習室の説明など)（金
子・佐々木）
2) 試作献立作成（金子・佐々木）
試作献立表を作成し、完成させる。

給食経営管理実習Ⅰの授業を振り返
り、試作献立作成のための準備学習
を行い授業に備える（90分）

授業の内容などを取りまとめて記録
し、試作打合せに備える。(90分)

2

1) 試作打合せ（金子・佐々木）
試作献立表を基に調理法を作成し、作業工程を考え試作の準備を
行う。
2) 試作、試作評価（金子・佐々木）
試作献立表·調理法·作業工程に基づいて試作を行う。試作状況を
評価して試作評価表を作成し、献立表や調理法などの見直しを行
い、実習用の予定献立表作成準備を行う。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

試作状況、試作評価表を確認し、取
りまとめて記録し、予定献立表作
成、調理法、作業工程表作成に備え
る。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

国立・国立病院機構の病院の栄養管理室に所属し、管理栄養士として臨床栄養管理業務・給食経営管理業務に従事した経験を生かして、
「給食経営管理実習」の授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

課題を添削して返却する。最後の授業で全体の総括を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

  「給食経営管理実習Ⅱ」の到達目標は以下のとおりである。
(1)衛生管理の重要性を理解し、HACCPシステムによる給食運営について説明できる。
(2)グループのメンバーと協働して、設定時間までに食事を提供することができる。
(3)給食の運営全般について、PDCAサイクルによる評価·見直しを行うことができる。

授業の方法

授業は、学生を6グループに分け、献立作成 ⇒ 試作 ⇒発注⇒ 実習 ⇒ 評価を輪番で担当する。
(1)18～29歳の男女、身体活動レベルⅡを対象とする給与栄養目標量の設定と配分を行う。
(2)学生グループが作成した実習献立から調理法·作業工程表を作成する。
(3)実習献立表の試作を行い、見直しと実習当日の役割分担を決める。
(4)管理栄養士・栄養士役のリードでメンバーが協力して食事を完成させて提供する。
(5)食事の提供に伴って実施した調査のまとめと、(1)～(5)までの評価·考察を行う。

ＩＣＴ活用 授業中の課題の一部にグーグルクラスルームを用いた双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 金子　裕美子、佐々木　将太、小山　奈緒美

授業の位置づけ

ディプロマポリシー「特定給食施設において適切なマネジメントを行い、特定多数人に継続して適切に栄養管理された食事を提供するため
の知識・技術を身につけている」と特に関係がある科目であり、『食物を介してヒトの健康にアクセスする食物栄養学』に関連する専門科
目に位置づけられる。給食経営管理実習Ⅰの授業を発展させ、食事提供方法や献立パターンを変化させることにより、より高度な給食の運
営・経営管理を学び、特定給食施設における給食の運営・経営管理に必要な技術の習得を目指す実学指向の科目である。また、学外で実施
される給食の運営「臨地実習Ⅰ」および病院等医療機関の「臨地実習Ⅱ」につながる。

授業の概要

「給食経営管理実習Ⅱ」では、管理栄養士免許を生かした多くの卒業生の就職先となっている、特定給食施設における給食の運営全般をマ
ネジメントするために必要な技術の習得を目指して学習する。また、アレルギーなどの個別対応や、選択食の調製など応用力を獲得する。
授業は、栄養食事計画（給与栄養目標量・食品構成表など）、献立業務（献立計画・献立作成など）、食材管理（発注・検収・保管・払出
しなど）、調理業務（仕込み・加熱調理・盛りつけなど）および給食の評価（検食・栄養出納表・栄養管理報告書など）などを、学内の大
量調理施設を用いて模擬的に体験学習を行う。また、授業は、「給食経営管理実習記録ノート」を用いて、準備学習、実習授業および事後
学習を有機的に連携させて実施する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11075042 給食経営管理実習II（２組） 3587 1 3
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13

1) 実習③（金子・佐々木）
(1) 栄養士班の指示のもと、予定献立表·調理法·作業工程表に基
づき大量調理を行い、提供する食事を作成する。
(2) 大量調理実習における食材·料理の温度、残食率、食材費な
どを調査し記録する。
(3) 食事を喫食(献立構成、料理別の味·量·温度などについて)
し、結果を記録する。
2) 評価③（金子・佐々木）
(1) 大量調理実習を行った献立表·調理法·作業工程表などについ
て、評価·考察を行う。
(2) 大量調理実習時の各種調査の結果を取りまとめて、評価·考
察を行う。
(3) 反省会の内容を含めて大量調理実習全般について考察を行
い、評価表を記入する。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。
（90分）

大量調理実習の状況、各種調査の結
果、実習の評価を取りまとめて、日
誌や実習記録ノート等を記入する。
(120分)

14

食器洗浄、厨房清掃業務（金子・佐々木）
大量調理実習に付随する業務である厨房清掃業務について実習
し、衛生管理について学習する。

なし 献立ノートの記録、整理を行う（90
分）

11

食器洗浄、厨房清掃業務（金子・佐々木）
大量調理実習に付随する業務である厨房清掃業務について実習
し、衛生管理について学習する。

なし 献立ノートの記録、整理を行う（90
分）

12

実習③栄養士班より献立説明（金子・佐々木）
栄養士班より、献立説明を受け、実習準備を行う。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、授業の記録などにより、必要な
準備学習を行い授業に備える。（90
分）

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類、献立説明など
を取りまとめて記録し、大量調理実
習に備える。 (90分)

9

実習②栄養士班より献立説明（金子・佐々木）
栄養士班より、献立説明を受け、実習準備を行う。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、授業の記録などにより、必要な
準備学習を行い授業に備える。（90
分）

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類、献立説明など
を取りまとめて記録し、大量調理実
習に備える。 (90分)

10

1) 実習②（金子・佐々木）
(1) 栄養士班の指示のもと、予定献立表·調理法·作業工程表に基
づき大量調理を行い、提供する食事を作成する。
(2) 大量調理実習における食材·料理の温度、残食率、食材費な
どを調査し記録する。
(3) 食事を喫食(献立構成、料理別の味·量·温度などについて)
し、結果を記録する。
2) 評価②
(1) 大量調理実習を行った献立表·調理法·作業工程表などについ
て、評価·考察を行う。
(2) 大量調理実習時の各種調査の結果を取りまとめて、評価·考
察を行う。
(3) 反省会の内容を含めて大量調理実習全般について考察を行
い、評価表を記入する。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。
（90分）

大量調理実習の状況、各種調査の結
果、実習の評価を取りまとめて、日
誌や実習記録ノート等を記入する。
(120分)

7

1) 実習①（金子・佐々木）
(1) 管理栄養士・栄養士として調理師班に予定献立表·調理法·作
業工程表に基づく大量調理の指示を行い、提供する食事を作成す
る。
(2) 大量調理実習における食材·料理の温度、残食率、食材費な
どを調査し記録する。
(3) 検食(献立構成、料理別の味·量·温度などについて)を行い、
結果を記録する。 
2) 評価①（金子・佐々木）
(1) 大量調理実習を行った献立表·調理法·作業工程表などについ
て評価·考察を行う。
(2) 大量調理実習時の各種調査の結果を取りまとめて、評価·考
察を行う。
(3) 反省会の内容を含めて大量調理実習全般について考察を行
い、評価表を記入する。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。
（90分）

大量調理実習の状況、各種調査の結
果、実習の評価を取りまとめて、日
誌や実習記録ノート等を記入する。
(120分)

8

食器洗浄、厨房清掃業務（金子・佐々木）
大量調理実習に付随する業務である厨房清掃業務について実習
し、衛生管理について学習する。

なし 献立ノートの記録、整理を行う（90
分）

6

献立説明（栄養士班）（金子・佐々木）
調理師班に向けて献立説明会を行い、大量調理実習当日の役割分
担・作業内容等を指示し、決定する。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類、献立説明など
を取りまとめて記録し、大量調理実
習に備える。 (90分)
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履修条件・留意
事項等

卒業必修科目であり「臨地実習」の前提となる。
提出物は期限厳守のこと。
課題等において未提出や不正行為があった場合は、単位は認めない。

備考欄

その他 0 なし

教科書

「給食経営管理実習記録ノート」健康栄養学科作成、「日本人の食事摂取基準(2020年版)」第一出版 、 「日本食品成分表2022 八訂」医
歯薬出版編

参考文献

「実力養成のための給食管理論」学建書院、 「調理のためのベーシックデータ」女子栄養大学出版部、「新 調理学実習―基本調理から給
食への展開」同文書院　大量調理施設衛生管理マニュアル

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 試作·実習45%、提出物40%、授業に取り組む姿勢15%

15

まとめ（金子・佐々木）
今までの大量調理実習に基づいて栄養出納表、栄養管理報告書、
荷重平均成分表、食品構成表などについて学ぶ。

シラバス·教科書などにより、授業
内容の確認など準備学習を行い授業
に備える。（90分）

授業の内容などを取りまとめて記録
し、臨地実習等の以降の学習に生か
せるように資料をまとめておく。
(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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5

1)リーフレット作成（金子・佐々木）
給食を喫食する学生へ向けたリーフレットを作成し、完成させ
る。
2)献立説明準備（金子・佐々木）
調理師班に向けて行う、献立説明ための資料を作成し、献立説明
会の準備作業を行う。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類献立説明資料な
どを取りまとめて記録し、献立説明
に備える。（90分）

3

1) 予定献立表作成（金子・佐々木）
試作状況評価表を基に、献立表や調理法などを見直すとともに実
習用の予定献立表を作成、完成させる。
2) 調理法・作業工程表作成（金子・佐々木）
予定献立表を基に、調理法、作業工程表を作成し、完成させる。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

予定献立表、調理法、作業工程表を
取りまとめて記録し、発注に備え
る。(90分)

4

1)発注（金子・佐々木）
予定献立表に基づいて発注票を作成し、発注を行う。
2)大量調理実習各種帳票作成（金子・佐々木）
大量調理実習の際に必要な保存検食採取表などの各種帳票類の作
成を行う。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類などを取りまと
めて記録し、リーフレット作成、献
立説明準備に備える。(90分)

1

1) ガイダンス(授業計画の説明、給食実習室の説明など)（金
子・佐々木）
2) 試作献立作成（金子・佐々木）
試作献立表を作成し、完成させる。

給食経営管理実習Ⅰの授業を振り返
り、試作献立作成のための準備学習
を行い授業に備える（90分）

授業の内容などを取りまとめて記録
し、試作打合せに備える。(90分)

2

1) 試作打合せ（金子・佐々木）
試作献立表を基に調理法を作成し、作業工程を考え試作の準備を
行う。
2) 試作、試作評価（金子・佐々木）
試作献立表·調理法·作業工程に基づいて試作を行う。試作状況を
評価して試作評価表を作成し、献立表や調理法などの見直しを行
い、実習用の予定献立表作成準備を行う。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

試作状況、試作評価表を確認し、取
りまとめて記録し、予定献立表作
成、調理法、作業工程表作成に備え
る。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

国立・国立病院機構の病院の栄養管理室に所属し、管理栄養士として臨床栄養管理業務・給食経営管理業務に従事した経験を生かして、
「給食経営管理実習」の授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

課題を添削して返却する。最後の授業で全体の総括を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

  「給食経営管理実習Ⅱ」の到達目標は以下のとおりである。
(1)衛生管理の重要性を理解し、HACCPシステムによる給食運営について説明できる。
(2)グループのメンバーと協働して、設定時間までに食事を提供することができる。
(3)給食の運営全般について、PDCAサイクルによる評価·見直しを行うことができる。

授業の方法

授業は、学生を6グループに分け、献立作成 ⇒ 試作 ⇒発注⇒ 実習 ⇒ 評価を輪番で担当する。
(1)18～29歳の男女、身体活動レベルⅡを対象とする給与栄養目標量の設定と配分を行う。
(2)学生グループが作成した実習献立から調理法·作業工程表を作成する。
(3)実習献立表の試作を行い、見直しと実習当日の役割分担を決める。
(4)管理栄養士・栄養士役のリードでメンバーが協力して食事を完成させて提供する。
(5)食事の提供に伴って実施した調査のまとめと、(1)～(5)までの評価·考察を行う。

ＩＣＴ活用 授業中の課題の一部にグーグルクラスルームを用いた双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 金子　裕美子、佐々木　将太、小山　奈緒美

授業の位置づけ

ディプロマポリシー「特定給食施設において適切なマネジメントを行い、特定多数人に継続して適切に栄養管理された食事を提供するため
の知識・技術を身につけている」と特に関係がある科目であり、『食物を介してヒトの健康にアクセスする食物栄養学』に関連する専門科
目に位置づけられる。給食経営管理実習Ⅰの授業を発展させ、食事提供方法や献立パターンを変化させることにより、より高度な給食の運
営・経営管理を学び、特定給食施設における給食の運営・経営管理に必要な技術の習得を目指す実学指向の科目である。また、学外で実施
される給食の運営「臨地実習Ⅰ」および病院等医療機関の「臨地実習Ⅱ」につながる。

授業の概要

「給食経営管理実習Ⅱ」では、管理栄養士免許を生かした多くの卒業生の就職先となっている、特定給食施設における給食の運営全般をマ
ネジメントするために必要な技術の習得を目指して学習する。また、アレルギーなどの個別対応や、選択食の調製など応用力を獲得する。
授業は、栄養食事計画（給与栄養目標量・食品構成表など）、献立業務（献立計画・献立作成など）、食材管理（発注・検収・保管・払出
しなど）、調理業務（仕込み・加熱調理・盛りつけなど）および給食の評価（検食・栄養出納表・栄養管理報告書など）などを、学内の大
量調理施設を用いて模擬的に体験学習を行う。また、授業は、「給食経営管理実習記録ノート」を用いて、準備学習、実習授業および事後
学習を有機的に連携させて実施する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11075043 給食経営管理実習II（３組） 3587 1 3
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13

1) 実習③（金子・佐々木）
(1) 栄養士班の指示のもと、予定献立表·調理法·作業工程表に基
づき大量調理を行い、提供する食事を作成する。
(2) 大量調理実習における食材·料理の温度、残食率、食材費な
どを調査し記録する。
(3) 食事を喫食(献立構成、料理別の味·量·温度などについて)
し、結果を記録する。
2) 評価③（金子・佐々木）
(1) 大量調理実習を行った献立表·調理法·作業工程表などについ
て、評価·考察を行う。
(2) 大量調理実習時の各種調査の結果を取りまとめて、評価·考
察を行う。
(3) 反省会の内容を含めて大量調理実習全般について考察を行
い、評価表を記入する。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。
（90分）

大量調理実習の状況、各種調査の結
果、実習の評価を取りまとめて、日
誌や実習記録ノート等を記入する。
(120分)

14

食器洗浄、厨房清掃業務（金子・佐々木）
大量調理実習に付随する業務である厨房清掃業務について実習
し、衛生管理について学習する。

なし 献立ノートの記録、整理を行う（90
分）

11

食器洗浄、厨房清掃業務（金子・佐々木）
大量調理実習に付随する業務である厨房清掃業務について実習
し、衛生管理について学習する。

なし 献立ノートの記録、整理を行う（90
分）

12

実習③栄養士班より献立説明（金子・佐々木）
栄養士班より、献立説明を受け、実習準備を行う。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、授業の記録などにより、必要な
準備学習を行い授業に備える。（90
分）

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類、献立説明など
を取りまとめて記録し、大量調理実
習に備える。 (90分)

9

実習②栄養士班より献立説明（金子・佐々木）
栄養士班より、献立説明を受け、実習準備を行う。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、授業の記録などにより、必要な
準備学習を行い授業に備える。（90
分）

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類、献立説明など
を取りまとめて記録し、大量調理実
習に備える。 (90分)

10

1) 実習②（金子・佐々木）
(1) 栄養士班の指示のもと、予定献立表·調理法·作業工程表に基
づき大量調理を行い、提供する食事を作成する。
(2) 大量調理実習における食材·料理の温度、残食率、食材費な
どを調査し記録する。
(3) 食事を喫食(献立構成、料理別の味·量·温度などについて)
し、結果を記録する。
2) 評価②
(1) 大量調理実習を行った献立表·調理法·作業工程表などについ
て、評価·考察を行う。
(2) 大量調理実習時の各種調査の結果を取りまとめて、評価·考
察を行う。
(3) 反省会の内容を含めて大量調理実習全般について考察を行
い、評価表を記入する。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。
（90分）

大量調理実習の状況、各種調査の結
果、実習の評価を取りまとめて、日
誌や実習記録ノート等を記入する。
(120分)

7

1) 実習①（金子・佐々木）
(1) 管理栄養士・栄養士として調理師班に予定献立表·調理法·作
業工程表に基づく大量調理の指示を行い、提供する食事を作成す
る。
(2) 大量調理実習における食材·料理の温度、残食率、食材費な
どを調査し記録する。
(3) 検食(献立構成、料理別の味·量·温度などについて)を行い、
結果を記録する。 
2) 評価①（金子・佐々木）
(1) 大量調理実習を行った献立表·調理法·作業工程表などについ
て評価·考察を行う。
(2) 大量調理実習時の各種調査の結果を取りまとめて、評価·考
察を行う。
(3) 反省会の内容を含めて大量調理実習全般について考察を行
い、評価表を記入する。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。
（90分）

大量調理実習の状況、各種調査の結
果、実習の評価を取りまとめて、日
誌や実習記録ノート等を記入する。
(120分)

8

食器洗浄、厨房清掃業務（金子・佐々木）
大量調理実習に付随する業務である厨房清掃業務について実習
し、衛生管理について学習する。

なし 献立ノートの記録、整理を行う（90
分）

6

献立説明（栄養士班）（金子・佐々木）
調理師班に向けて献立説明会を行い、大量調理実習当日の役割分
担・作業内容等を指示し、決定する。

教科書や給食経営管理実習記録ノー
ト、大量調理施設衛生管理マニュア
ル、前回授業の記録などにより、必
要な準備学習を行い授業に備える。 
(90分)

予定献立表、調理法、作業工程表、
発注票、各種帳票類、献立説明など
を取りまとめて記録し、大量調理実
習に備える。 (90分)
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履修条件・留意
事項等

卒業必修科目であり「臨地実習」の前提となる。
提出物は期限厳守のこと。
課題等において未提出や不正行為があった場合は、単位は認めない。

備考欄

その他 0 なし

教科書

「給食経営管理実習記録ノート」健康栄養学科作成、「日本人の食事摂取基準(2020年版)」第一出版 、 「日本食品成分表2022 八訂」医
歯薬出版編

参考文献

「実力養成のための給食管理論」学建書院、 「調理のためのベーシックデータ」女子栄養大学出版部、「新 調理学実習―基本調理から給
食への展開」同文書院　大量調理施設衛生管理マニュアル

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 試作·実習45%、提出物40%、授業に取り組む姿勢15%

15

まとめ（金子・佐々木）
今までの大量調理実習に基づいて栄養出納表、栄養管理報告書、
荷重平均成分表、食品構成表などについて学ぶ。

シラバス·教科書などにより、授業
内容の確認など準備学習を行い授業
に備える。（90分）

授業の内容などを取りまとめて記録
し、臨地実習等の以降の学習に生か
せるように資料をまとめておく。
(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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7

特定給食施設における管理栄養士の業務の実際ー②特定給食施設
（産業給食・学校給食・福祉給食・入院時食事療養）別にその職
場の現状と管理栄養士の役割及び実習生としての心構えおよび特
定給食施設の管理栄養士の実際業務を学ぶ。

ハンドブックおよび事例集により特
定給食施設別実例を理解する。（90
分）。

特定給食施設別の特徴・ポイントを
レポートにする（90分）。

5

特定給食施設における管理栄養士の役割ー②　HACCPシステムに
基づく大量調理施設衛生管理マニュアルを理解する。また、それ
を実践できることを確認する。

教科書「安全・衛生管理」を復習し
ておく。ＨＡＣＣＰの7原則・大量
調理施設衛生管理マニュアル等（90
分）。

実習施設に対応した大量調理法での
作業工程を把握した献立作成をする
（90分）。

6

特定給食施設におけるの管理栄養士業務の実際ー①特定給食施設
（産業給食・学校給食・福祉給食・入院時食事療養）別にその職
場の現状と管理栄養士の役割、実習生としての心構えおよび特定
給食施設の管理栄養士の実際業務を学ぶ。

ハンドブックおよび事例集により特
定給食施設別実例を理解する。（90
分）。

特定給食施設別の特徴・ポイントを
レポートにする（90分）。

3

実習施設に提出する書類の作成、実習施設の決定、必要な書類を
作成,課題テーマの設定、事前調査、抗体・細菌検体証明書等の
説明

ハンドブックおよび事例集により特
定給食施設別実例を理解する。（90
分）。

事例集およびハンドブックで書類作
成を確認し、臨地実習を更に理解し
ておく。（90分）。

4

特定給食施設における管理栄養士の役割ー①給食の意義や目的を
理解して、対象者に応じた給与栄養目標量の設定と献立作成、調
理・盛り付け、衛生管理、給食の生産から提供について理解す
る。統一課題の提示（献立作成）

事例集により特定給食施設別実例を
参考に献立作成の基本を復習してお
く（90分）。

実習施設の喫食者の特徴を把握する
（90分）。

1

ガイダンス：授業内容の説明、評価方法、受講態度など・臨地実
習の目的と概要、実施要項から理解する。・臨地実習に臨む姿勢
や身だしなみなどを理解する。・メールアドレスの登録・実習希
望地調査・個人調査票の写真準備

シラバスを確認して、プリント印刷
をしておく特定給食施設給食管理
(事例集)により施設別実例を理解す
る（90分）。

特定給食施設給食管理事例集および
方針と手順ハンドブックで臨地実習
について更に理解をしておく（90
分）。

2

「実習方針と実習手順ハンドブック」により、「臨地実習Ⅰ（給
食経営）」の実習施設、実習期間、実習プログラム（実習の内
容）の概要、また、作成が必要な書類、準備しなければならない
健康診断書や検体証明書等、及び臨地実習に臨む実習生としての
服装やマナーなどを理解する。

「実習方針と実習手順ハンドブッ
ク」などにより、実習施設・期間、
実習の内容、実習の手順を調べ、授
業に備える(90分)。

ハンドブックや講義の内容などをレ
ポート用紙に記録し、「臨地実習資
料ファイル」に綴じ込む(90分)。

実務経験のある
教員の教育内容

今泉：国立病院機構施設・ナショナルセンターの施設１１か所で勤務した経験を活かして特定給食施設における給食経営管理の観点から食
事計画・栄養管理・食事サービス・衛生管理・労務管理・経営管理・危機管理等について臨地実習に向けて準備を行う。
金子：国立・国立病院機構の病院の栄養管理室に所属し、管理栄養士として臨床栄養管理業務・給食経営管理業務に従事した経験を生かし
て、「給食経営管理総合演習」の授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

ﾌｨﾄﾞﾊﾞｯｸとして全課題・ﾚﾎﾟｰﾄ等において評価確認後,ｺﾒﾝﾄ等による臨地実習に向けてのｱﾄﾞﾊﾞｲｽを実施する。ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ・ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ原稿
等は、添削・指導してお返しします。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・特定給食施設ごとのリスク管理（医療安全等）、感染防止、個人情報等を理解し説明できる。・管理栄養士が活躍する各職域の特徴と必
要とされる技術や知識、能力を説明できる。・実習施設の管理栄養士活動と自己の実習目標を踏まえて、実習課題を設定できる。・実習目
標を設定し、達成のための取り組みを設定し実践でき、発表できる。・接遇（適切な身だしなみ、言葉遣いや礼儀等を含む）について、実
際に行動実践できる。

授業の方法

講義とグループ学習により、実習課題をグループワークでの討議・発表を通して、特定給食施設における管理栄養士の役割を理解すると共
に実践できること。

ＩＣＴ活用 授業中の課題の一部にグーグルクラスルームを用いた双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 今泉　博文、金子　裕美子

授業の位置づけ

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰの特定給食施設において適切なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを行い,特定多数人に継続して適切に栄養管理された食事を提供するための知識/技術
を身につける大事な科目である.平成14年4月1日付文科省及び厚労省より通知された[管理栄養士養成施設における臨地実習及び栄養士養成
施設における校外実習要領]に基づき,臨地/校外実習のｶﾘｷｭﾗﾑに沿って実施する.給食経営管理の学外実習である[臨地実習Ⅰ]を履修するた
めに必要な知識,社会通念を身に付けるための科目であり,栄養学に係る専門知識/技術を修得し,対象者に合った安全かつ良質な栄養の管理
や食事の提供ができる能力を身につけるための重要科目である.

授業の概要

①特定給食施設別（産業給食・学校給食・福祉給食・入院時食事療養）における給食管理実例を把握する。②専門科目を横断的に繋げ、臨
地実習に向けて総合的な能力を養う。③給食施設での活動の特徴を、実務従事していた教員による講義を通して学び、臨地実習に向けて課
題の設定と事前準備等をグループワークでの討議を通して深める。④実習施設に関する法規や制度の理解を深め、栄養部門の運用のための
システム活用も学ぶ。⑤実践活動の場での課題発見、解決を通して、栄養評価・判定に基づく適切なマネジメントの実施に必要とされる専
門的知識及び技術の統合を図り、栄養士として具備すべき知識及び技能を習得させる。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10131041 給食経営管理総合演習 3600 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

履修要件が複数あります。具体的な内容は、「学生便覧」でしっかり確認して下さい。

備考欄 なし

その他

0 ・授業への参加態度
・レポート課題等の提出期限を厳守すること　

教科書

臨地・郊外実習のための特定給食管理運営事例集 学建書院最新版　/　管理栄養士・栄養士になるための臨床栄養学実習別冊食事療養実習
書,学建最新版

参考文献 [実習指針と実習手順ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ][実習記録ノート]学科作成、その他授業中にその都度紹介します。

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 「資料ファイル」等制作物50％、プレゼンテーション30％、授業に取組む姿勢20％

15

臨地実習の心得・特定給食施設ごとのリスク管理（医療安全
等）・感染防止・個人情報等および接遇（適切な身だしなみ、言
葉遣いや礼儀）を実際に行動できるように十分に理解する。記
録・報告書の書き方、実習記録・報告書作成等の基本事項を確認
理解する。臨地実習報告会臨地実習を踏まえ、各自の課題をアク
テイブラーニング手法による発表する。（臨地実習終了後開催）

ハンドブックおよび事例集を読んで
おく（90分）。

ハンドブックおよび事例集で不明な
箇所を確認しておく（90分）。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

臨地実習の目的・目標を確認ー①特定給食施設別の目的や意義に
ついてグループワークを通して考える。目標達成のための自主課
題を考える。

ハンドブックおよび事例集により特
定給食施設別実例等を参考とする。
（90分）。

実習課題のテーマを個別に決める
（90分）。

14

実習課題の準備ー①自主課題及び実習施設からの提示課題につい
て学習し準備を行う。課題テーマについて具体的内容を検討す
る。

課題テーマを決定して、その目的・
方法を考える。ハンドブックおよび
事例集を参考とする（90分）

教員からのアドバイスをもとに再度
検討し、課題テーマの確認をする
（90分）。

11

学外講師による各特定給食施設における栄養管理業務について
（特別講義）　なお、講師の先生の都合により日程およびオンデ
マンド方式等への変更があることもご承知願いたい。

事前に講師の先生の施設を下調べを
行うともに講義資料を熟読しておく
こと。（90分）。

学外講師による講義をレポートに纏
める。（90分）

12

学外講師による各特定給食施設における栄養管理業務について
（特別講義）　なお、講師の先生の都合により日程およびオンデ
マンド方式等への変更があることもご承知願いたい。

事前に講師の先生の施設を下調べを
行うともに講義資料を熟読しておく
こと。（90分）。

学外講師による講義をレポートに纏
める。（90分）

9

学外講師による各特定給食施設における栄養管理業務について
（特別講義）　なお、講師の先生の都合により日程およびオンデ
マンド方式等への変更があることもご承知願いたい。

事前に講師の先生の施設を下調べを
行うともに講義資料を熟読しておく
こと。（90分）。

学外講師による講義をレポートに纏
める。（90分）

10

学外講師による各特定給食施設における栄養管理業務について
（特別講義）　なお、講師の先生の都合により日程およびオンデ
マンド方式等への変更があることもご承知願いたい。

事前に講師の先生の施設を下調べを
行うともに講義資料を熟読しておく
こと。（90分）。

学外講師による講義をレポートに纏
める。（90分）

8

特定給食施設における管理栄養士業務の実際ー③特定給食施設
（産業給食・学校給食・福祉給食・入院時食事療養）別にその職
場の現状と管理栄養士の役割及び実習生としての心構ええおよび
特定給食施設の管理栄養士の実際業務を学ぶ。

ハンドブックおよび事例集により特
定給食施設別実例を理解する。（90
分）。

グループ学習によりメンバーと共有
した事例施設の状況を、レポート用
紙に記録して「ファイル」に綴じ込
む（90分）。
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5

教科書の中から教員が指定する施設について、患者の入院時や入
院中における栄養管理、入院・外来個別栄養食事指導と集団栄養
食事指導、管理栄養士が参加しているチーム医療及び病棟ラウン
ドなどの要点を、各自がレポート用紙への取りまとめを通じ、そ
れぞれの実態を理解する。

教科書で指定施設が実施している患
者の栄養管理、栄養食事指導及び
チーム医療について調べ、授業に備
える(60分)。

授業中行った事例施設の管理栄養士
業務を取りまとめ、レポート用紙に
記録して「ファイル」に綴じ込む
(60分)。

3

傷病者の病態や栄養状態の特徴に基づく適正な栄養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを行
うことを目的としています. 目標1.栄養ｱｾｽﾒﾝﾄに基づいた栄養ｹｱ
ﾌﾟﾗﾝの作成,実施，評価に関する総合的なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの考え方を理解
する.目標2.栄養状態の評価,判定,栄養補給,栄養教育,食品と医
薬品の相互作用について修得する.目標3.医療,介護制度及びﾁｰﾑ
医療における管理栄養士の役割について理解する

「実習方針と実習手順ハンドブッ
ク」などにより、実習施設・期間、
実習の内容、実習の手順を調べ、授
業に備える(60分)。

ハンドブックや講義の内容などをレ
ポート用紙に記録し、「臨地実習資
料ファイル」に綴じ込む(60分)。

4

３回目の目標１～３の要点を、各自がレポート用紙への取りまと
めを通じ、それぞれの実態を理解する。

教科書で指定施設が実施している患
者の栄養管理、栄養食事指導及び
チーム医療等について調べ、授業に
備える(60分)。

授業中行った事例施設の管理栄養士
業務を取りまとめ、レポート用紙に
記録して「ファイル」に綴じ込む
(60分)。

1

「臨床栄養学総合演習」の授業のためのガイダンスにより、病院
等医療機関における臨地実習のために必要な準備学習（目的・目
標、臨地実習に臨む考え方など）、並びに事後学習として行う実
習成果の取りまとめ（報告書とプレゼンテーション）など授業の
概要を理解する。

シラバスなどにより病院等医療機関
における臨地実習のための事前学習
の内容について調べ、授業に備える
(60分)。

シラバスやガイダンスの内容などを
レポート用紙に記録し、「臨地実習
資料ファイル」に綴じ込む（60
分）。

2

「実習方針と実習手順ハンドブック」により、「臨地実習Ⅱ（臨
床栄養学）」の実習施設、実習期間、実習プログラム（実習の内
容）の概要、また、作成が必要な書類、準備しなければならない
健康診断書や検体証明書等、及び臨地実習に臨む実習生としての
服装やマナーなどを理解する。

「実習方針と実習手順ハンドブッ
ク」などにより、実習施設・期間、
実習の内容、実習の手順を調べ、授
業に備える(60分)。

ハンドブックや講義の内容などをレ
ポート用紙に記録し、「臨地実習資
料ファイル」に綴じ込む(60分)。

実務経験のある
教員の教育内容

松本：国立病院機構施設の6施設にて勤務した経験を活かし、医療施設等における管理栄養士の各業務について実際に基づいた授業を行
う。

課題に対する
フィードバック

の方法

ﾌｨﾄﾞﾊﾞｯｸとして課題・ﾚﾎﾟｰﾄ等においてはコメント等による臨地実習に向けてのｱﾄﾞﾊﾞｲｽを実施する。ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ・ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ原稿等は、添
削・指導します

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「臨床栄養学総合演習」の授業における到達目標は、以下の通りとする。①　病院等における管理栄養士は、医療職種の一員であることが
説明できる。②　病院等において管理栄養士が担当している業務の概略が説明できる。③　入院時食事療養制度及び治療食調製実務の概略
が説明できる。④　栄養食事指導料が算定できる栄養食事指導の概要が説明できる。⑤　入院診療計画書に基づく「栄養管理計画書」の作
成手順、記載項目などが説明できる。⑥　医療チームの一員として管理栄養士が参画する各種チーム医療の概要が説明できる。

授業の方法

病院等での臨地実習を有意義かつ効果的に行うために,ｶﾞｲﾀﾞﾝｽにより[実習方針と実習手順]を理解する.臨地実習前には,医療職場における
管理栄養士の担当業務について,教科書の施設事例などを基にまず個人で学習を行う.次に,同一施設等共通する特性を有する実習施設別の
ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習により,臨地実習に必要な知識・態度を学習する.臨地実習終了後には、実習の内容や学んだこと,受けた指導などを記録した[実
習記録ﾉｰﾄ]を基に,ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習により報告書を取りまとめる.そして,報告書を基に臨地実習報告会でﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝを行い,報告内容と質疑応
答などにより管理栄養士の専門性を理解する.なお,授業進行の都合により,授業内容の変更等をする場合がある.

ＩＣＴ活用 Googleフォームを活用する

後期

教員氏名 松本　信子、未定

授業の位置づけ

病院等保険医療機関において社会貢献できる管理栄養士となるためには､臨床栄養が日々展開されている病院等において管理栄養士業務を
経験することが大切である｡｢臨床栄養学総合演習｣では､疾病の重症化予防に参画できる管理栄養士を養成するための科目である｡ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟ
ﾘｼｰの｢学んだ知識とその理解を基盤として､健康･栄養に関する問題について適切に情報を収集し､科学的に分析･検証することができる｡(思
考･判断･表現)｣ことと特に関係がある科目である｡｢身体の構造と機能及び疾病の成り立ち｣､｢基礎･応用栄養学｣､｢臨床栄養学｣､｢給食経営管
理論｣関連科目につながり､病院等における臨地実習を通じて専門科目の集大成を図る｡

授業の概要

栄養士法規定の管理栄養士の許可業務の最初には、「傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導」が掲げられている。傷病者の療養を
担っているのは、病院等医療機関である。「臨床栄養学総合演習」は、病院等の医療職場で管理栄養士に求められる知識・技術の実務を臨
地実習を通じて身につけるための専門科目である。臨地実習では、実際に病院等医療職場の管理栄養士の下で実務を経験する。「臨床栄養
学総合演習」では、臨地実習を効果的に行うために、学内での準備学習⇒臨地実習⇒学内での事後学習（報告書作成・プレゼンテーショ
ン）で構成され、臨地実習に向けての知識・技術を習得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

90132041 臨床栄養学総合演習 3650 1 3
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15

「臨地実習Ⅱ」の総まとめを行う。各自がこれまでに記録・作成
した「実習記録ノート」、「実習報告書（実習中の課題を含
む）」、「資料ファイル」について、教員による点検・評価、指
導を受ける。また、教員から「臨地実習Ⅱ」の総括を聞くことに
より、臨地実習での学びや経験などを整理して、卒業後の病院等
医療機関における管理栄養士業務での活用を目指す。

記録・作成してきた「実習記録ノー
ト」、「実習報告書」、「資料ファ
イル」を整え、評価に備える(60
分)。

「資料ファイル」など使用・作成し
た制作物、教科書、参考書等を整理
し、就職後の活用に備える(60分)。

13

臨地実習報告会におけるプレゼンテーションのための原稿を、グ
ループで実習報告書に基づき作成する。プレゼン原稿は、原稿用
紙５～６枚（2,000～2,500字）程度、時間６～７分程度として作
成する。原稿の作成を通して病院等医療機関における管理栄養士
と、担当している業務について総合的に理解する。

前回授業で完成させた実習報告書や
「資料ファイル」などを確認し、プ
レゼン原稿の作成に備える(60分)。

　グループのプレゼン原稿作成の状
況を取りまとめ、レポート用紙に記
録し「資料ファイル」に綴じ込む
(60分)。

14

臨地実習報告会を実施する。健康栄養学科２年生を含めた学生の
前で、各グループが取りまとめた報告書などを基に作成したパ
ワーポイントを用いて代表が、臨地実習の成果についてプレゼン
テーションを行う。また、プレゼンの内容に関する質疑応答によ
り、自分のグループの自己評価とともに、他のグループのプレゼ
ンにより病院等医療機関の管理栄養士に関する視野を広める。

準備した原稿を精読し、パワーポイ
ントとプレゼンの内容との調整を図
り、プレゼンに備える(60分)。

他グループのプレゼンについて、参
考になったことや感想をレポート用
紙に記録し「資料ファイル」に綴じ
込む(60分)。

11

「実習記録ノート（実習報告書提出済みグループは実習報告
書）」などにより、実習施設の概要、実習日程表、実習した内
容、実習中の課題への取組み及び実習の感想などを取りまとめ、
グループの実習報告書を作成する。報告書の取りまとめを通じ
て、病院等医療機関における管理栄養士が担当している業務につ
いて、「臨地実習Ⅱ」の成果としての理解を深める。

臨地実習中の「実習記録ノート」や
実習課題への取組みなどを整理し、
グループ学習に備える(60分)。

実習報告書の作成に関するグループ
学習の状況を取りまとめて、レポー
ト用紙に記録し「資料ファイル」に
綴じ込む(60分)。

12

「実習記録ノート（実習報告書提出済みグループは実習報告
書）」などにより、実習施設の概要、実習日程表、実習した内
容、実習中の課題及び実習の感想などを取りまとめ、グループの
実習報告書を完成させる。報告書の取りまとめを通じて、「臨地
実習Ⅱ」の成果としての病院等医療機関における管理栄養士と、
担当している業務に関する理解を確かなものとする。

前回授業におけるグループ学習の状
況を取りまとめた「資料ファイル」
の確認などにより、授業に備える
(60分)。

実習報告書完成までのグループ学習
の状況を取りまとめ、レポート用紙
に記録し「資料ファイル」に綴じ込
む(60分)。

9

「臨地実習Ⅱ」の目的・目標等、実習施設との事前打合せの内
容、（指示事項、確認事項及び考えたことなど）を「実習記録
ノート」に記載する。また、これまでの授業での学習すべき内容
と実施の状況及び実習課題の設定とその内容について、「臨地実
習資料ファイル」から転記することなどを通じて、臨地実習に対
する理解を深める。

「臨地実習資料ファイル」により、
これまでの授業を通じた準備学習の
状況を確認し、授業に備える（60
分）。

授業中十分にできなかった「実習記
録ノート」の記載に手を入れ、充実
した臨地実習に備える(60分)。

10

臨地実習直前の準備状況として、実習計画、準備した実習課題、
「実習記録ノート」、臨地実習票・出勤簿等の帳票、健康診断
書・検体証明書等について確認する。また、実習に臨む学生とし
ての服装・マナー、緊急時の連絡、実習中のトラブル対処及び実
習後の礼状など遵守事項などを再度確認・徹底し、臨地実習に向
けた備えの万全を期す。

「ハンドブック」「資料ファイル」
「実習記録ノート」により準備状況
を確認し、臨地実習に備える(60
分)。

「ハンドブック」「資料ファイル」
「実習記録ノート」により準備状況
を確認し、臨地実習に備える(60
分)。

7

事例施設について３～５回目授業で学生が各自取りまとめた内容
を持ち寄り、総合的に入院時食事療養の運営関係、患者の栄養管
理・栄養食事指導関係及びチーム医療の実際についてグループ学
習を行う。グループ学習を通じて病院等における管理栄養士業務
を理解する。

事例施設について３～５回目授業で
各自が取りまとめたレポートを確認
し、グループ学習に備える（60
分）。

グループ学習によりメンバーと共有
した事例施設の状況を、レポート用
紙に記録して「ファイル」に綴じ込
む（60分）。

8

指定された実習施設について、これまでの施設訪問やネット情報
などにより把握している内容に基づき、事例施設で行ったグルー
プ学習に準拠した取組みにより、入院時食事療養の運営業務、患
者の栄養管理・栄養食事指導及びチーム医療の実際を、管理栄養
士の立場から理解する。また、グループで行う実習中の課題への
取組み方針を明確にする。

訪問時やネットを通じて把握した実
習施設に関する情報を取りまとめ、
グループ学習に備える(60分)。

グループ学習によってメンバーと共
有した実習施設の状況を、レポート
用紙に記録して「ファイル」に綴じ
込む(60分)。

6

事例施設について３～５回目授業で学生が各自取りまとめた内容
を持ち寄り、総合的に入院時食事療養の運営関係、患者の栄養管
理・栄養食事指導関係及びチーム医療の実際についてグループ学
習を行う。グループ学習を通じて病院等における管理栄養士業務
を理解する。

事例施設について３～５回目授業で
各自が取りまとめたレポートを確認
し、グループ学習に備える（60
分）。

グループ学習によりメンバーと共有
した事例施設の状況を、レポート用
紙に記録して「ファイル」に綴じ込
む（60分）。
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履修条件・留意
事項等

履修要件が複数あります。具体的な内容は、「学生便覧」でしっかり確認して下さい。

備考欄 なし

その他 0 なし

教科書

臨地・郊外実習のための特定給食管理運営事例集」学建書院、「実習指針と実習手順ハンドブック」「実習記録ノート」学科作成

参考文献 授業中にその都度紹介します。

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 「資料ファイル」等制作物50％、プレゼンテーション15％、パワーポイント15％、授業に取組む姿勢20％

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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9

◆自主課題または実習施設からの提示課題の
　検討（１）
・課題に関する情報収集



　事前打ち合わせ内容について確認
し、提示課題などのグループワーク
に備える（60分）。

　提示課題などの検討内容につい
て、自分の考えをまとめ、次回に備
える（120分）。

7

◆臨地実習の心得
・挨拶、身だしなみ、接遇など


　左記の内容について、教科書の該
当部分を読んでおくこと。

　実習開始前に再度確認し、臨地実
習に備える。

8

◆実習施設指導者との事前打ち合わせ 　実習に当たっての質問事項をまと
めておくなど、事前打ち合わせに備
える（90分）。

　実習施設との事前打ち合わせ内容
をまとめる（60分）。

5

◆実習保健所および保健センターが管轄する
　地域の概要把握
◆自主課題の検討

　左記の内容について、参考書や実
習先が管轄する市のホームぺージな
どで、情報を収集する（90分）。

　実習施設の管轄地域について、特
徴、地域栄養活動、健康状態などを
整理する（90分）。

6

◆実習保健所および保健センターが管轄する
　地域の栄養・健康課題
　


　左記の内容について、参考書や実
習先が管轄する市のホームぺージな
どで、情報を収集する（120分）。

　管轄する地域の栄養養・健康課題
について、自分の考えをまとめる
（60分）。

3

◆ 「行政栄養士業務指針」 　左記の学習内容について、公衆栄
養学Ⅰ・Ⅱの教科書を読んでおくこ
と（60分）。

　講義内容を確認し、臨地実習に備
える（60分）

4

◆臨地実習配属先の発表
◆各種提出物の確認と準備

　左記の内容について、教科書等を
読んでおくこと（90分）。

講義内容を確認し、臨地実習に備え
る（60分）。

1

◆ガイダンス
◆臨地実習Ⅱ（公衆栄養学分野）の目的

臨地実習Ⅰおよび臨地実習Ⅱ（臨床
栄養分野）における臨地実習の目的
を復習しておくこと（90分）。

講義内容を確認し、臨地実習に備え
る（60分）。

2

◆都道府県・政令市保健所と保健センターの
　役割

左記の学習内容について、公衆栄養
学Ⅰ・Ⅱの教科書を読んでおくこと
（60分）。

講義内容を確認し、臨地実習に備え
る（60分）。

実務経験のある
教員の教育内容

  東京都の保健栄養主管課や都立保健所における栄養・健康増進対策などの企画、立案および実践活動等に従事した行政経験を生かして、
保健所や保健センターでの臨地実習に際して具体的な内容について指導援助を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法


フィードバックとして、事前課題や提出物等には、コメントを記載し返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．実習先の地域の特性と健康・栄養上の問題点を発見することができる。
２．健康・栄養上の課題とその要因を説明できる。
３．解決に向け、取り組み課題の優先順位をつけることができる。
４．地域や職域にあった健康・栄養プログラムを立案することができる。
５．地域における多領域の専門家とのコミュニケーションがとれる。

授業の方法

「公衆栄養学総合演習」の授業は、以下の方法で展開する。
➀教科書などにより学習内容に関する知識の確認と準備学習を行い授業に備える。
②地域特性や健康・栄養問題についてグループワークを行い、実習課題の検討、事業計画案などを作成する。
③質問等には、オフィスアワーを活用して対応する。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 服部　富子

授業の位置づけ

　ディプロマ・ポリシーにおける「健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検証することができる（関心・
意欲・態度）」および「協働する医療・保健チームの中で適切な活動を行うことができる（関心・意欲・態度）」と特に関連がある科目で
ある。４年間の学びの集大成として、地域社会の生活習慣病予防・健康増進の第一線の実践の場における「臨地実習Ⅱ」（公衆栄養学分
野）の実習にあたり、事前準備として、実習の目的や目標、実習施設の概要や実習課題などについて学習する。また、実習後の報告書作
成、実習内容や研究課題のまとめ方の指導も実施し、学内外の実習の統合を図る。

授業の概要

   保健所あるいは保健センターにおける地域の特性や健康・栄養関連情報の収集、解析、問題点の発見を行い、母子、学童、思春期、成
人、高齢者などの地域集団に応じた公衆栄養プログラム（目標設定、プログラムの作成、実施、評価、フィードバック）の策定と展開の実
践活動の体験に向けての準備を行う。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11077041 公衆栄養学総合演習 4670 1 4
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履修条件・留意
事項等

臨地実習Ⅱ（公衆栄養学分野）を希望者は、同時履修すること。

備考欄

その他

0 なし

教科書

臨地実習Ⅱ（公衆栄養学）実習方針と実習手順ハンドブック／北海道文教大学人間科学部健康栄養学科作成
臨地実習Ⅱ（公衆栄養学）実習記録ノート／北海道文教大学人間科学部健康栄養学科作成

参考文献

必要時プリントを配布
公衆栄養学関連教科書
「公衆栄養学実習（2022年度ワーキングノート）」／北海道文教大学人間科学部健康栄養学科作成

定期試験

0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ◆提出課題　  　　　 （50％）
◆プレゼンテーション（30％）
◆授業取り組む姿勢   （20％）

15

◆公衆栄養学臨地実習準備の最終確認 　施設での実習内容や提出物などに
ついて、施設からの指示事項や教科
書等を読み、不明な点がないか確認
する（90分）。

実習ノートを確認し、持ち物など最
終確認を行う(90分)。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

◆実習ノートの記入方法
　実習報告書の作成方法

　左記の内容について、教科書の該
当部分を読んでおくこと（60分）。

講義内容を確認し、臨地実習に備え
る（60分）。

14

◆実習終了後の提出物
・実習ノート
・実習報告書
・報告用パワーポイントの作成
・実習中の成果物

　左記の内容について、教科書の該
当部分を読んでおくこと（60分）。

　実習終了後には、提出物等を完成
させ、期限内に提出する。

11

◆自主課題または実習施設からの提示課題の
　検討（３）
・提示課題の最終案の決定
・栄養指導媒体作成などの完成

　課題案の最終検討に向け、これま
での検討内容について確認し、自分
の考えをまとめ、グループワークに
備える（60分）。

　検討内容について自分の考えをま
とめ、次回に備える（120分）

12

◆自主課題または実習施設からの提示課題の
　まとめ
・提示された課題などについて、課題（案）を
　完成させる。

　課題（’案）の完成に向け、これ
までの検討内容を元に、自分の考え
をまとめ、グループワークに備える
（60分）。

　課題（’案）の最終確認を行い、
提出等に備える（120分）。

10

◆自主課題または実習施設からの提示課題の
　検討（２）
・課題（案）の作成


　課題案の検討内容について確認
し、自分の考えをまとめ、グループ
ワークに備える（60分）。

　検討内容について自分の考えをま
とめ、次回に備える（120分）
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7

◆「食品衛生学」
・前週に講義した分野の小テストを行う。
・講義を行う。　
（鈴木）

　「食品衛生学」関連の教科書や授
業時の配付プリントなどを復習し、
講義に備える（90分）。

　講義内容や配布問題などについて
事後学習ノートを作成する。
　小テスト直しを行い、知識の再確
認を行う（90分）。

8

◆「栄養学総論」
・前週に講義した分野の小テストを行う。
・講義を行う。　
（鈴木）

　「基礎栄養学」関連の教科書や授
業時の配付プリントなどを復習し、
講義に備える（90分）。

　講義内容や配布問題などについて
事後学習ノートを作成する。
　小テスト直しを行い、知識の再確
認を行う（90分）。

5

◆「食品学総論」
・前週に講義した分野の小テストを行う。
・講義を行う。
（鈴木）

　「食品学」関連の教科書や授業時
の配付プリントなどを復習し、講義
に備える（90分）。

　講義内容や配付問題などについて
事後学習ノートを作成する。
　小テスト直しを行い、知識の再確
認を行う（90分）。

6

◆「食品学各論」
・前週に講義した分野の小テストを行う。
・講義を行う。
（鈴木）

　「食品学」関連の教科書や授業時
の配付プリントなどを復習し、講義
に備える（90分）。

　講義内容や配布問題などについて
事後学習ノートを作成する。
　小テスト直しを行い、知識の再確
認を行う（90分）。

3

◆「解剖・生理学」
・前週に講義した分野の小テストを行う。
・講義を行う。
（鈴木）

　「解剖･生理学」関連の教科書や
授業時の配付プリントなどを復習
し、講義に備える（90分）。

　講義内容や配付問題などについて
事後学習ノートを作成する。
　小テスト直しを行い、知識の再確
認を行う（90分）。

4

◆「生化学」
・前週に講義した分野の小テストを行う。
・講義を行う。
（鈴木）

  「生化学」関連の教科書や授業時
の配付プリントなどを復習し、講義
に備える（90分）。

　講義内容や配付問題などについて
事後学習ノートを作成する。
　小テスト直しを行い、知識の再確
認を行う（90分）。

1

◆オリエンテーション
・授業の進め方について説明する。
◆「公衆衛生学」
・講義を行う。
（木村）

　「公衆衛生学」関連の教科書や授
業時の配付プリントなどを復習し、
講義に備える（90分）。

　講義内容や配付問題などについて
事後学習ノートを作成する。
小テスト直しを行い、知識の再確認
を行う（90分）。

2

◆「 社会福祉概論」
・前週に講義した分野の小テストを行う。
・講義を行う。
（鈴木）

　「社会福祉概論」関連の教科書や
授業時の配付プリントなどを復習
し、講義に備える（90分）。

　講義内容や配付問題などについて
事後学習ノートを作成する。
　小テスト直しを行い、知識の再確
認を行う（90分）。

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

 毎講義の最初に実施する小テストの解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・栄養士課程における専門基礎分野，基礎分野における各教科のガイドラインに沿った知識を理解し説明できる。
・全国栄養士養成施設協会の実施する栄養士実力認定試験で合格点を得ることができる。
・管理栄養士としての基礎的な知識について説明することができる。

授業の方法

　前週に講義した分野の小テストを行う。テスト実施後に解答を配布して自己採点を行い、引き続き次週小テスト範囲の講義を行う。

ＩＣＴ活用 classroom等を用いて授業を進行する。

後期

教員氏名 鈴木　陽子、木村　浩一

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検証
することができる。（思考・判断・表現）」と関係が有る科目である。また、その他のディプロマポリシーとも関係している。

授業の概要

　本科目では、栄養士法で明文化されている管理栄養士の業務に対応するため、これまでの講義・実習等で習得した各分野の知識を関連付
け、自分の知識として活用することを目指して学習する。また、栄養士課程に求められるレベルを目標として、既習の知識を整理・統合す
るための学習を行う。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10129041 管理栄養士演習 3604 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

小テストの総合得点率が 6 割未満の場合、別に実施する小テスト再確認試験合格が必要となる。

備考欄

その他

70 確認試験（40％）
栄養士実力認定試験　（30％）
実力認定試験が実施されない場合、確認試験の比率は70%。

教科書 2023管理栄養士国家試験過去問解説集／中央法規

参考文献

サクセス管理栄養士・栄養士養成講座（全11冊）／第一出版
2022年版 栄養士実力認定試験過去問題集／建帛社

定期試験

0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

30 毎回の小テストの総合点。

15

◆確認試験と解説
・実力判定のため、50問程度の確認試験を行なう。
（木村）

　全科目のまとめを行い、確認試験
に備える（90分）。

　総まとめ試験で誤った部分につい
て、知識の再確認を行う（90分）。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

◆「調理学」
・前週に講義した分野の小テストを行う。
・講義を行う。　
（鈴木）

　「調理学」関連の教科書や授業時
の配付プリントなどを復習し、講義
に備える（90分）。

　講義内容や配布問題などについて
事後学習ノートを作成する。
　小テスト直しを行い、知識の再確
認を行う（90分）。

14

◆「給食管理論」
・前週に講義した分野の小テストを行う。
・講義を行う。
（鈴木）

　「給食経営管理論」関連の教科書
や授業時の配付プリントなどを復習
し、講義に備える（90分）。

　講義内容や配布問題などについて
事後学習ノートを作成する。
　小テスト直しを行い、知識の再確
認を行う（90分）。

11

◆「栄養指導論」
・前週に講義した分野の小テストを行う。
・講義を行う。　　
（鈴木）

　「栄養教育論」関連の教科書や授
業時の配付プリントなどを復習し、
講義に備える（90分）。

　講義内容や配布問題などについて
事後学習ノートを作成する。
　小テスト直しを行い、知識の再確
認を行う（90分）。

12

◆「公衆栄養学概論」
・前週に講義した分野の小テストを行う．
・講義を行う。　　
（鈴木）

　「公衆栄養学」関連の教科書や授
業時の配布プリントなどを復習し、
講義に備える（90分）。

　講義内容や配布問題などについて
事後学習ノートを作成する。
　小テスト直しを行い、知識の再確
認を行う（90分）。

9

◆「栄養学各論」
・前週に講義した分野の小テストを行う。
・講義を行う。　
（鈴木）

　「基礎栄養学」関連の教科書や授
業時の配付プリントなどを復習し、
講義に備える（90分）。

　講義内容や配布問題などについて
事後学習ノートを作成する。
　小テスト直しを行い、知識の再確
認を行う（90分）。

10

◆「臨床栄養学概論」
・前週に講義した分野の小テストを行う。
・講義を行う。　
（鈴木）

　「臨床栄養学」関連の教科書や授
業時の配付プリントなどを復習し、
講義に備える（90分）。

　講義内容や配布問題などについて
事後学習ノートを作成する。
　小テスト直しを行い、知識の再確
認を行う（90分）。
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13

「栄養教育論」
小テストを行った後、解答・解説を行う。
（鈴木）

左記分野について、あらかじめ解説
時間を設けるので、小テストに備え
る（90分）。

小テストで誤った部分について再度
知識の確認を行う（90分）。

11

「公衆栄養学」
小テストを行った後、解答・解説を行う。
（鈴木）

左記分野について、あらかじめ解説
時間を設けるので、小テストに備え
る（90分）。

小テストで誤った部分について再度
知識の確認を行う（90分）。

12

「給食経営管理論」
小テストを行った後、解答・解説を行う。
（鈴木）

左記分野について、あらかじめ解説
時間を設けるので、小テストに備え
る（90分）。

小テストで誤った部分について再度
知識の確認を行う（90分）。

9

「臨床栄養学②」
小テストを行った後、解答・解説を行う。
（鈴木）

左記分野について、あらかじめ解説
時間を設けるので、小テストに備え
る（90分）。

小テストで誤った部分について再度
知識の確認を行う（90分）。

10

「食べ物と健康②」
小テストを行った後、解答・解説を行う。
（鈴木）

左記分野について、あらかじめ解説
時間を設けるので、小テストに備え
る（90分）。

小テストで誤った部分について再度
知識の確認を行う（90分）。

7

「応用栄養学」
小テストを行った後、解答・解説を行う。
（鈴木）

左記分野について、あらかじめ解説
時間を設けるので、小テストに備え
る（90分）。

小テストで誤った部分について再度
知識の確認を行う（90分）。

8

「臨床栄養学①」
小テストを行った後、解答・解説を行う。
（鈴木）

左記分野について、あらかじめ解説
時間を設けるので、小テストに備え
る（90分）。

小テストで誤った部分について再度
知識の確認を行う（90分）。

5

「社会・環境と健康」
小テストを行った後、解答・解説を行う。
（鈴木）

左記分野について、あらかじめ解説
時間を設けるので、小テストに備え
る（90分）。

小テストで誤った部分について再度
知識の確認を行う（90分）。

6

「食べ物と健康①」
小テストを行った後、解答・解説を行う。
（鈴木）

左記分野について、あらかじめ解説
時間を設けるので、小テストに備え
る（90分）。

小テストで誤った部分について再度
知識の確認を行う（90分）。

3

「人体の構造と機能③」
小テストを行った後、解答・解説を行う。
（鈴木）

左記分野について、あらかじめ解説
時間を設けるので、小テストに備え
る（90分）。

小テストで誤った部分について再度
知識の確認を行う（90分）。

4

「基礎栄養学」
小テストを行った後、解答・解説を行う。
（鈴木）

左記分野について、あらかじめ解説
時間を設けるので、小テストに備え
る（90分）。

小テストで誤った部分について再度
知識の確認を行う（90分）。

1

オリエンテーション
「人体の構造と機能①」
小テストを行った後、解答・解説を行う。
（木村）

左記分野について、あらかじめ解説
時間を設けるので、小テストに備え
る（90分）。

小テストで誤った部分について再度
知識の確認を行う（90分）。

2

「人体の構造と機能②」
小テストを行った後、解答・解説を行う。
（木村）

左記分野について、あらかじめ解説
時間を設けるので、小テストに備え
る（90分）。

小テストで誤った部分について再度
知識の確認を行う（90分）。

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎講義の最初に実施する小テストの解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・管理栄養士として必要とされる最低限の知識を身に付けている。
・重要な臨床検査項目について、基準値を記憶している。
・実際の症例について、問題点と栄養治療法方針について説明できる。
・特定に集団における健康・栄養状態や社会資源に応じた食事や食生活支援について説明できる。

授業の方法 授業では、最初に小テストを実施し、その後、小テストの解答・解説を講義することで、理解を深める。

ＩＣＴ活用 classroom等を用いて授業を進行する。

前期

教員氏名 鈴木　陽子、木村　浩一

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検証
することができる。（思考・判断・表現）」と関係が有る科目である。また、その他のディプロマポリシーとも関係している。

授業の概要

管理栄養士国家試験ガイドラインに基づき、過去問題および練習問題を利用しながら既習の知識を確認し、小テストで示す症例の解説を通
して、卒業後に必要とされる実践力を磨く。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10130041 総合栄養管理論 4606 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

以下のいずれの場合でも、D評価となるので十分留意すること。
・確認試験の得点が6割未満で、かつ再確認試験の得点が6割未満
・小テストの総合点が 6 割未満で、かつ小テストの再確認試験の得点が6割未満

備考欄

その他 80 確認試験を行う。得点が6割に満たない場合は再確認試験を受けなければならない。

教科書 管理栄養士演習で使用した教科書

参考文献 なし

定期試験 0 定期試験は、実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

20 毎回の小テストの総合点が6割未満の場合は、小テストの再テストを受けなければならない。

15

確認試験と解説
・まとめテストから50問の実力確認試験を行う（成績に関与す
る）。
（鈴木）

まとめテストの範囲について復習
し、テストに備える（180分以
上）。

確認試験で誤った部分について再度
知識の確認を行う（60分）。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

まとめテスト
これまでの知識の定着を自ら確認するために100問の試験を実施
する（成績には関与しない）。
（鈴木）

これまで学習した全範囲について復
習し、テストに備える（180分以
上）。

テストで誤った部分について再度知
識の確認を行う（90分）。
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11

「臨床栄養学」(1)
・小テストを行った後、解答・解説を行う。
（鈴木）

　左記の分野について、教科書や配
付プリントを学習し、小テストに備
える（90分）。

　小テストで誤った部分について再
度知識の確認を行う（90分）。

9

 「応用栄養学」
・小テストを行った後、解答・解説を行う。　
（鈴木）

　左記の分野について、教科書や配
付プリントを学習し、小テストに備
える（90分）。

　小テストで誤った部分について再
度知識の確認を行う（90分）。

10

「栄養教育論」
・小テストを行った後、解答・解説を行う。　
（鈴木）

　左記の分野について、教科書や配
付プリントを学習し、小テストに備
える（90分）。

　小テストで誤った部分について再
度知識の確認を行う（90分）．

7

「基礎栄養学」
・小テストを行った後、解答・解説を行う。　
（鈴木）

　左記の分野について、教科書や配
付プリントを学習し、小テストに備
える（90分）。

　小テストで誤った部分について再
度知識の確認を行う（90分）。

8

到達度試験（2回目）と解説
・約100問の実力確認試験を行う。　
（鈴木）

　到達度試験に向け、教科書や配付
プリントを確実に理解しておくこと
（120分）。

　到達度試験で誤った部分について
再度知識の確認を行う（60分）。

5

 「食べ物と健康」（1）
・小テストを行った後、解答・解説を行う。　
（鈴木）

　左記の分野について、教科書や配
付プリントを学習し、小テストに備
える（90分）。

　小テストで誤った部分について再
度知識の確認を行う（90分）．

6

 「食べ物と健康」（2）
・小テストを行った後、解答・解説を行う。
（鈴木）

　左記の分野について、教科書や配
付プリントを学習し、小テストに備
える（90分）。

　小テストで誤った部分について再
度知識の確認を行う（90分）。

3

「人体の構造と機能及び疾病の成り立ち」(1)
・小テストを行った後、解答・解説を行う。　
（木村）

　左記の分野について、教科書や配
付プリントを学習し、小テストに備
える（90分）。

　小テストで誤った部分について再
度知識の確認を行う（90分）。

4

「人体の構造と機能及び疾病の成り立ち」(2)
・小テストを行った後、解答・解説を行う。　
（木村）

　左記の分野について、教科書や配
付プリントを学習し、小テストに備
える（90分）。

　小テストで誤った部分について再
度知識の確認を行う（90分）。

1

オリエンテーション
到達度試験（1回目）
・約100問の実力確認試験を行う。
（鈴木）

　到達度試験に向け、教科書や配付
プリントを確実に理解しておくこと
（120分）。

　到達度試験で誤った部分について
再度知識の確認を行う（60分）。

2

「社会・環境と健康」
・小テストを行った後、解答・解説を行う。
（鈴木）

　左記の分野について、教科書や配
付プリントを復習し、講義に備える
（90分）。

　小テストで誤った部分について再
度知識の確認を行う（90分）。

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎講義の最初に実施する小テストの解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

管理栄養士として働くために必要とされる以下の知識と技能を備えている。
・実際の症例に対し、問題点を把握し、必要とされる栄養療法の計画策定が出来る。
・厨房責任者として、厨房の開設・運営に必要な施設設計、行政手続、従業員の指導が出来る。
・地域の健康増進に必要な情報収集と問題点の把握、解決方法の提案が出来る。
・対象者に適切なアドバイスを平易な言葉で理論立てて説明出来る。

授業の方法

　授業の最初に、あらかじめ指定した範囲の小テストを実施し、その後、小テストの解答・解説を行う。
　途中、100問の到達度試験2回と確認試験を行う。

ＩＣＴ活用 classroom等を用いて授業を進行する。

後期

教員氏名 鈴木　陽子、木村　浩一

授業の位置づけ

　ディプロマポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検
証することができる。（思考・判断・表現）」と関係が有る科目である。また、その他のディプロマポリシーとも関係している。
　本学での管理栄養士過程における最終段階に位置する科目である。これまで習得してきたすべての知識を整理・統合し、卒業後に管理栄
養士として働くために必要な実力を身につける。

授業の概要

　管理栄養士国家試験ガイドラインに基づき、過去問および練習問題等を利用しながら、これまで学習してきた内容の総まとめを行い、各
人の知識を整理して、管理栄養士として活躍するための実力を養成する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10887041 総合栄養管理論演習 4608 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

以下のいずれの場合でも、評価がDとなるので十分留意すること。
・到達度試験（２回実施）および確認試験の得点が、連続２回６割以下
・小テストの総合点が6割未満で、再確認試験が不合格

備考欄

その他

80 到達度試験（２回実施）および確認試験の得点が、連続２回６割以下の場合は、D評価とする。　

教科書

レビューブック管理栄養士2023／医療情報科学研究所／メディックメディア
管理栄養士演習および総合管理論演習で使用した教科書

参考文献 サクセス管理栄養士・栄養士養成講座（全11冊）／第一出版

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

20 　毎回の小テスト総合点60%未満は、別に実施する再確認試験の合格が必須となる．

15

確認試験と解説
・約50問の実力確認試験を行なう。
（鈴木）

　試験範囲について、今まで学習し
た内容を再確認しておくこと（120
分）。

　確認試験で誤った部分について再
度知識の確認を行う（60分）。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

「公衆栄養学」
・小テストを行った後、解答・解説を行う。　
（鈴木）

　左記の分野について、教科書や配
付プリントを学習し、小テストに備
える（90分）。

　小テストで誤った部分について再
度知識の確認を行う（90分）。

14

「給食経営管理論」
・小テストを行った後、解答・解説を行う。
（鈴木）

　左記の分野について、教科書や配
付プリントを学習し、小テストに備
える（90分）。

　小テストで誤った部分について再
度知識の確認を行う（90分）。

12

「臨床栄養学」(2)
・小テストを行った後、解答・解説を行う。　
（鈴木）

　左記の分野について、教科書や配
付プリントを学習し、小テストに備
える（90分）。

　小テストで誤った部分について再
度知識の確認を行う（90分）。
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5

実習先の指導管理栄養士による実習状況報告書における評価項目
である下記の事項を最大限身に着けること。①　学ぶ姿勢②　課
題への取り組み③　積極性④　協調整⑤　コミュニケーション力
⑥　給食運営におけるマネジメントの理解⑦　衛生管理に対する
取り組みの理解⑧　献立作成に必要な力（知識・能力）

学外実習先あるいは自分で決めた
テーマについてしっかりと調べてお
く(10時間)実習中は実習先での指導
に従って準備する(1時間)

終了後に実習内容をまとめて報告書
を提出する(10時間)実習中は毎日記
録を記載し実習先から指導があれば
従って学習する(1時間)

3

１　給食の概要について　（1）給食施設の特徴、給食管理シス
テムと一連の業務の流れ（２）給食の目的、対象者別の給与栄養
目標量　　（３）栄養士の役割２　栄養・食事管理　　（１）ア
セスメントに基づいた、適正な給与栄養目 標量の策定と献立作
成　　　（２）食材管理：流通、保管と安全・衛生管理　　
（３）調理、盛り付け、配膳業務、洗浄の作業管理

学外実習先あるいは自分で決めた
テーマについてしっかりと調べてお
く(10時間)実習中は実習先での指導
に従って準備する(1時間)

終了後に実習内容をまとめて報告書
を提出する(10時間)実習中は毎日記
録を記載し実習先から指導があれば
従って学習する(1時間)

4

３　給食の安全・衛生管理について　（１）「大量調理施設衛生
管理マニュアル」の運用４　栄養教育媒体としての給食の役割　　
　（１）対象者の特徴に応じた食生活のあり方と指導方法　　
（２）食事摂取状況の把握と評価・検討方法　５　給食の運営と
組織　　（１）関連部署との連携　　（２）給食スタッフとの連
携

学外実習先あるいは自分で決めた
テーマについてしっかりと調べてお
く(10時間)実習中は実習先での指導
に従って準備する(1時間)

終了後に実習内容をまとめて報告書
を提出する(10時間)実習中は毎日記
録を記載し実習先から指導があれば
従って学習する(1時間)

1

特定給食施設給食管理事例集/学建書院/給食経営管理論/方針と
手順ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ　を参照し、特定給食施設の食事運営管理を復習す
ること。

学外実習先あるいは自分で決めた
テーマについてしっかりと調べてお
く(10時間)実習中は実習先での指導
に従って準備する(1時間)

終了後に実習内容をまとめて報告書
を提出する(10時間)実習中は毎日記
録を記載し実習先から指導があれば
従って学習する(1時間)

2

特定給食施設給食の特徴を踏まえ、意義や目的を理解して、対象
者に応じた給与栄養目標量の設定と献立作成、調理・盛り付け、
衛生管理、給食の生産から提供について実践の場で学ぶ。１　給
食の生産工程、食材管理（原価管理も含む）２　栄養・食事管理
の実践３　衛生管理業務　４　給食を媒体とした栄養教育の方法
５　給食施設の組織と管理者としての人事・従業員教育

学外実習先あるいは自分で決めた
テーマについてしっかりと調べてお
く(10時間)実習中は実習先での指導
に従って準備する(1時間)

終了後に実習内容をまとめて報告書
を提出する(10時間)実習中は毎日記
録を記載し実習先から指導があれば
従って学習する(1時間)

実務経験のある
教員の教育内容

今泉：国立病院機構施設・ナショナルセンターの施設１１か所で勤務した経験を活かして特定給食施設における給食経営管理の観点から食
事計画・栄養管理・食事サービス・衛生管理・労務管理・経営管理・危機管理等について臨地実習に向けて準備を行う。
金子：国立・国立病院機構の病院の栄養管理室に所属し、管理栄養士として臨床栄養管理業務・給食経営管理業務に従事した経験を生かし
て、「臨地実習Ⅰ」の授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして臨地実習記録ノート、報告書、報告会等において評価確認後,コメント等のによるアドバイスを実施する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・喫食者のニーズ、献立作成、提供方法、サービスの多様性に対応できる・衛生管理や衛生教育ができる・嗜好調査などの情報収集の必要
性を理解し、データー分析ができる・給食は個人対応が目標であるが、集団を対象とした栄養管理において多様な対応ができる・対象集団
の健康問題に対応するための栄養情報の提供ができる★高レベル目標１ 給食における調理技術を習得し、応用できる。　２ 栄養・食事計
画を立案できる。３ 給食業務に関する事務処理ができる。４ 安全・衛生管理が実践できる。５ 臨地実習 Ⅱへ繋げていくことができる。

授業の方法

学内での事前指導の後、あらかじめ配置された学外の実習施設で2週間実習する。学外実習終了後、再び学内で事後指導を行う。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 今泉　博文、金子　裕美子

授業の位置づけ

[管理栄養士養成施設における臨地実習及び栄養士養成施設における校外実習要領]の内容も踏まえた上で、臨地・校外実習のｶﾘｷｭﾗﾑに沿っ
て実施する。ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰ全項目に該当し、健康栄養学科の教育理念の一つ,[食品や食物を介してヒトの健康にアクセスする食物栄養学]
を実際の現場で研修する科目であり,栄養学に係る専門知識/技術を修得し,それに基づき,対象者に合った安全かつ良質な栄養の管理や食事
の提供ができる能力を身につけるとともに.組織における栄養部門や給食に関する部署を統括/管理するためのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ能力とﾁｰﾑを率いるﾘｰ
ﾀﾞｰｼｯﾌﾟ持つために重要な科目である.

授業の概要

ディプロマ・ポリシーの特定給食施設において適切なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを行い、特定多数人に継続して適切に栄養管理された食事を提供するための
知識・技術を身につけることと、組織における管理栄養士設置部門や給食の運営に関する部署を統括・管理するためのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ能力とﾁｰﾑを
率いるﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ（思考・判断・表現）を持っている人材育成に大事な科目である。給食運営や関連の資源を総合的に判断し、栄養面、安
全面、経済面全般のマネジメントを行う能力を養うこととし、マーケティングの原理や応用を理解するとともに、組織管理等のマネジメン
トの基本的な考え方や方法を修得するために、特定給食施設で管理栄養士の指導を受ける実習である。食事のオーダーの複雑さや、喫食者
の多様性、嗜好調査等の情報分析の必要性や難しさに気付き、給食が喫食者のアセスメントに基づき個人に対応し提供されていることにつ
いて学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50776041 臨地実習I 4801 2 3
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履修条件・留意
事項等

管理栄養士・栄養士必修科目。履修要件が複数あります。「学生便覧」でしっかり確認して下さい。

備考欄 なし

その他

0 ・臨地実習施設への参加態度
・臨地実習施設へのレポート課題等の提出期限を厳守すること　

教科書 臨地・郊外実習のための特定給食管理運営実例集/学建書院最新版・方針と手順ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ

参考文献

栄養調理六法/新日本法規日本人の食事摂取基準(2020年度版）の実践・運用/日本食品成分表2021年版/必要に応じて文献の指定及びプリン
トの配布を行います。

定期試験

0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 事前学習の評価30％,実習施設の評価票30％,課題への取り組みおよび事後学習40％   詳細は,方針と手順ﾊ
ﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ参照

15

「臨地実習Ⅰ」の総まとめを行う。各自がこれまでに記録・作成
した「実習記録ノート」、「実習報告書（実習中の課題を含
む）」、「資料ファイル」について、教員による点検・評価、指
導を受ける。また、教員から「臨地実習Ⅰ」の総括を聞くことに
より、臨地実習での学びや経験などを整理して、卒業後の病院等
医療機関における管理栄養士業務での活用を目指す。

記録・作成してきた「実習記録ノー
ト」、「実習報告書」、「資料ファ
イル」を整え、評価に備える(120
分)。

「資料ファイル」など使用・作成し
た制作物、教科書、参考書等を整理
し、就職後の活用に備える(90分)。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

効果的なプレゼンテーションにより、受講する学生の理解を容易
にするために実習報告書やプレゼン原稿、「資料ファイル」など
に基づき、パワーポイント用の視覚媒体を作成する。グループ学
習によるパワーポイントの作成により、メンバー協働の成果とし
て病院等医療機関における管理栄養士と、担当している業務に関
する総合的理解を深める。

実習報告書やプレゼン原稿を読むこ
となどで臨地実習を総括し、パワー
ポイントの作成に備える(120分)。

プレゼンテーションに用いるパワー
ポイント作成の状況を、レポート用
紙に記録し「資料ファイル」に綴じ
込む(90分)。

14

臨地実習報告会を実施する。健康栄養学科2年生を含めた学生の
前で、各グループが取りまとめた報告書などを基に作成したパ
ワーポイントを用いて代表が、臨地実習の成果についてプレゼン
テーションを行う。また、プレゼンの内容に関する質疑応答によ
り、自分のグループの自己評価とともに、他のグループのプレゼ
ンにより病院等医療機関の管理栄養士に関する視野を広める。

準備した原稿を精読し、パワーポイ
ントとプレゼンの内容との調整を図
り、プレゼンに備える(120分)。

自グループのプレゼンについて、評
価ポイントと改善ポイントを、レ
ポート用紙に記録し「資料ファイ
ル」に綴じ込む(90分)。

11

実習報告会は、次年度４月中旬に開催する。　 実習報告会時の発表に備えること。 実習報告会時の発表に備えること。

12

臨地実習報告会におけるプレゼンテーションのための原稿を、グ
ループで実習報告書に基づき作成する。プレゼン原稿は、原稿用
紙５～６枚（2,000～2,500字）程度、時間５分程度として作成す
る。原稿の作成を通して病院等医療機関における管理栄養士と、
担当している業務について総合的に理解する。

実習終了後完成させた実習報告書や
「資料ファイル」などを確認し、プ
レゼン原稿の作成に備える(120
分)。

　グループのプレゼン原稿作成の状
況を取りまとめ、レポート用紙に記
録し「資料ファイル」に綴じ込む
(90分)。

9 なし。 なし。 なし

10 なし。 なし なし

7

なし。 なし。 なし。

8 なし。 なし。 なし

6

１．給食管理の目標に沿った専門知識と技術を活用することがで
きる。
２．各実習の目的を理解し、自ら計画的に準備ができる。
３．実習課題のテーマを設定し、計画およびその説明ができる。

学外実習先あるいは自分で決めた
テーマについてしっかりと調べてお
く(10時間)実習中は実習先での指導
に従って準備する(1時間)

終了後に実習内容をまとめて報告書
を提出する(10時間)実習中は毎日記
録を記載し実習先から指導があれば
従って学習する(1時間)
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3

2.実習施設での実習

　・医療施設における栄養管理部門の位置づけと
　　管理栄養士の役割
　・入院時栄養管理の実際
　・入院・外来における栄養教育の実際
　　患者接遇・コミュニケーションの実際

なし なし

4

2.実習施設での実習

   ・他職種とのチーム連携の実際
　・食事療養に関わる医療保険のシステム
　・臨床において管理栄養士が修得すべき
　　スキルの実際
　・病院給食業務を行うために必要な治療食の
　　計画や大量調理を踏まえた給食サービス提供
　　の実際

なし なし

1

◆臨床栄養学分野
担当教員　松本　信子　
札幌市内または出身地域の医療施設において、当該施設の管理栄
養士の指導を受け10日間の実習を行う。

事前学習
自主課題または実習施設から提示さ
れた事前課題に取り組む。

事後学習
実施施設ごとに報告書を作成し、提
出すること。

2

1.事前指導(実習に向けての準備）
　・オリエンテーション
　・自主研究課題の検討
　・実習施設指導者との打ち合わせ

実習施設の特徴などに関する情報収
集、提示された課題に関連する学習
に努める.

毎日の実習終了後に、実習内容を記
録する.

実務経験のある
教員の教育内容

 松本：管理栄養士として国立病院機構施設での実習生指導の経験を生かし、病院等の医療施設における臨床栄養及び各種チーム医療につ
いての学びを統合できるよう実習の指導・支援を行う。
服部：東京都の保健栄養主管課や保健所における栄養・健康増進対策などの企画、立案および実践活動等に従事した行政経験を生かし、公
衆栄養学分野における実習の指導・支援を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして提出物は、添削・指導事項などを記載してお返しします。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

臨床栄養学分野
①管理栄養士は、医療職種の一員であることを担当業務を通して説明できる。②管理栄養士の担当業務の概要が説明できる。③入院時食事
療養制度及び治療食の調製実務の概要を説明できる。④栄養食事指導料が算定できる栄養食事指導の概要が説明できる。⑤入院診療計画書
に基づく「栄養管理計画書」の作成手順、記載内容などが説明できる。⑥管理栄養士が参画する各種チーム医療の概要が説明できる。
公衆栄養分野：地域の健康・栄養上の問題点が把握でき、解決を目指した栄養改善プログラムの提案ができる。

授業の方法

◆臨床栄養学分野：病院等医療機関の指導担当管理栄養士の下で、臨床栄養に関する臨地実習を実施する。　臨地実習の内容や指導の方法
は、各病院等医療機関の特性や実態に応じて、指導担当管理栄養士等が作成する「臨地実習プログラム」として示されるので、指示された
内容や指導方法に従って臨地実習を行う。
◆公衆栄養学分野：保健所あるいは市町村保健センター管理栄養士が作成した実習プログラムに沿って実施する。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 松本　信子、服部　富子、未定

授業の位置づけ

｢臨地実習Ⅱ｣は､①臨床栄養学分野②公衆栄養学分野がある｡学内で学んだ知識や技術の集大成として､実践活動の場である｢病院・高齢者介
護施設｣あるいは｢保健所・保健ｾﾝﾀｰ｣における学びを通して､栄養管理を行うために必要とされる知識と技術の統合を図る｡ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰの
｢定給食施設において適切なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを行い､特定多数人に適切に栄養管理された食事を提供する知識･技術を身に付ける(知識･技能)｣｢協働
する医療･保健ﾁｰﾑの中で適切な活動を行い､人々の健康の保持･増進に貢献する自覚と意欲をもち､積極的に行動し情報を発信することがで
きる(関心･意欲･態度)｣に特に関係がある科目である｡



授業の概要

臨床栄養学分野：管理栄養士が傷病者の療養に参画しているのは、病院等の医療機関である。「臨地実習Ⅱ』では、病院等の医療職場で働
く管理栄養士に求められる知識・技術を、病院等の管理栄養士から業務を通して教育・指導を受け修得する。
公衆栄養学分野：地域の特性や対象特性に応した公衆栄養マネジメントおよび公衆栄養プログラムの作成や実施などを体験し習得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

90778041 臨地実習Ⅱ 4802 2 3
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定期試験 0 なし

15

3.事後指導
　・報告書の作成
     ・ 臨地実習報告会.
        パワーポイントを用いて、臨地実習の成果に
        ついてプレゼンテーションを行う。

なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

2.実習施設での実習
＜講義＞
    ・実習施設の管轄地域の概況について
    ・保健所、市町村保健センターの役割
    ・保健所、市町村保健センターにおける
        管理栄養士の業務内容

なし なし

14

2.実習施設での実習
＜実習＞
　・事前課題の実施（地域住民を対象とした
　　栄養教育等）

＜演習＞
　・実習内容のまとめと発表

なし なし

11

◆公衆栄養学分野
担当教員　服部　富子
保健所、市町村保健センターにおいて5日間の実習を行う。

事前学習
自主課題または実習施設から提示さ
れた課題に取り組む。

事後学習
実施施設ごとに報告書を作成し、提
出すること。

12

1.事前指導
　・実習施設指導者との打ち合わせ
　・事前課題の選定
　・事前課題達成への取組み

実習保健所または保健センターの管
轄地域の特徴、健康・栄養上の問題
点などを整理し課題に関連する学習
に努める.

毎日の実習終了後に、実習内容を記
録する.

9

2.実習施設での実習

    ・他職種とのチーム連携の実際
　・食事療養に関わる医療保険のシステム
　・臨床において管理栄養士が修得すべき
　　スキルの実際
　・給食業務を行うために必要な治療食の
　　計画や大量調理を踏まえた給食サービス提供
　　の実際

なし なし

10

3.事後指導(臨地実習の振り返り）

　・自主研究課題のまとめ
　・報告書の作成
    ・ 臨地実習報告会.
      パワーポイントを用いて、臨地実習の成果に
      ついてプレゼンテーションを行う

なし なし

7

1.事前指導(実習に向けての準備）
　・オリエンテーション
　・自主研究課題の検討
　・実習施設指導者との打ち合わせ

実習施設の特徴などに関する情報収
集、提示された課題に関連する学習
に努める.

毎日の実習終了後に、実習内容を記
録する.

8

2.実習施設での実習

　・医療施設における栄養管理部門の位置づけと
　　管理栄養士の役割
　・入院（所）時栄養管理の実際

なし なし

5

3.事後指導(臨地実習の振り返り）

　・自主研究課題のまとめ
　・報告書の作成
    ・ 臨地実習報告会.
       パワーポイントを用いて、臨地実習の成果に
       ついてプレゼンテーションを行う。

なし なし

6

◆臨床栄養学分野
担当教員　松本　信子　
札幌市内または出身地域の医療施設において、当該施設の管理栄
養士の指導を受け5日間の実習を行う。

事前学習
実習施設から提示された事前課題に
取り組む。

事後学習
実習施設ごとに報告書を作成し、提
出すること。
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履修条件・留意
事項等

臨床栄養学分野：臨地実習Ⅰ、臨床栄養学概論、臨床栄養学各論、食事療法論、臨床栄養学実習、栄養アセスメント論の単位を修得。栄養
士実力認定試験：AまたはBの認定。
公衆栄養学分野：公衆栄養学Ⅰ、公衆栄養学Ⅱの単位を修得。臨地実習Ⅰ・臨地実習Ⅱ（臨床栄養学分野）合計3週間以上の実習を行って
いる。

備考欄 なし

その他 0 なし

教科書 「実習指針と実習手順ハンドブック」、「実習記録ノート」健康栄養学科作成

参考文献 必要に応じて文献の指定及びプリントの配布を行います。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 事前学習の評価30％,実習施設の評価票30％,課題への取り組みおよび事後学習40％     詳細は,方針と手
順ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ参照
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定期試験 0 実施しない。

15

２７回～３０回 卒業研究論文の作成 口頭での卒業研究発表の内
容に基づいて卒業研究論文を作成して、製本化する。

なし。 なし。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13 同上 なし。 なし。

14

２４回～２６回 卒業研究発表会の準備と実施 卒業研究の成果の
内容を抄録にしたのち、スライドおよび口演原稿を作成する。 
想定される質問に対する準備を行う。 健康栄養学科の学生や教
員に対して限られた時間内で要領良く発表し、質問に対して的確
に答える

なし。 なし。

11

２１回 中間評価 これまでに収集したデータの妥当性についてア
セスメントを実施し、改善すべき点が見出された場合 は、修正
する。

なし。 なし。

12

２２回～２３回 データの取り扱いと問題点の検討―結果と考察
― 論旨の明確化のためのデータの分析、統計処理などを行うと
共に、研究目的に沿って論旨をまとめ、結 論を導く

なし。 なし。

9 同上 なし。 なし。

10 同上 なし。 なし。

7

９回～２０回 データの収集 本研究に必要なデータ、情報を収集
し、整理、解析する。

なし。 なし。

8 同上 なし。 なし。

5

５回～８回 研究手法の習得 研究に必要な統計解析法などについ
て習得する。

なし。 なし。

6 同上 なし。 なし。

3

３回～４回 研究テーマの設定 収集し整理した各テーマに関する
情報について、熟読し、理解を深める。 研究テーマを指導教官
と相談したうえで決定する。

なし。 なし。

4 同上 なし。 なし。

1

1回～２回 研究テーマの設定 各卒業研究テーマに関する参考図
書、総説、資料などを収集し整理する。

なし。 なし。

2 同上 なし。 なし。

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして卒業研究論文を精査し、問題点について指摘・解説をして、修正・加筆を求める。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

研究テーマの設定、先行研究の調査、研究目的の設定、研究方法の検討、調査によるデータの収集、解析し、結果をまとめ、考察する。得
られた成果を口頭で発表し、さらに卒業研究 論文としてまとめることによって、研究に対する基本的な考え方、プレゼンテーション技
術、論文のまとめ方について習得することができる。

授業の方法

2単位のため学修時間が原則120〜180時間(週2コマ×15週）あり、始める前の3月中に指導教員との面談・打合せを経て、講義では、実験計
画の指導を受け、実験室において教員によ る直接の指導の下に実験・に実習を実施する。

ＩＣＴ活用 活用しない。

後期

教員氏名 峯尾　仁

授業の位置づけ

デイプロマ・ポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検
証することができる（思考・判断・表現）」ことと特に関係がある科目である。学部での全ての科目を基礎として、学部生活の4年目を有
意義に過ごすため。研究に対する姿勢、やり遂げる精神が期待され、大学生活での達成感と自己成長の体験と捉えている重要な 科目と位
置づけされる。さらには、将来、研究者・教員、高度な専門職業人を養成することを目標としている大学院を目指す学生にとっても、その
前段としての重要な科目としても位 置づけられている。

授業の概要

研究内容は、国民の健康維持・増進、疾病予防などに貢献できるものとする。これまでの授業で学んだ分野の中から特に深く関心をもつ分
野を選び、教員の指導のもとに研究計画を立 てて、学内または学外を拠点として調査・研究を進め、その成果を最終的に卒業研究論文の
形で公表する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50980041 卒業研究Ⅰ（峯尾　仁） 4700 2 3
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履修条件・留意
事項等

3年前期までの卒業必修科目を取得し、自主的、かつ積極的に研究に取り組むことが出来ること。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 なし。

参考文献 関連分野の参考書、論文等

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究態度、文章力、発表能力、卒業論文等により総合的に評価する。
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13 同上 なし なし

11

２１回
中間評価
これまでに収集したデータの妥当性についてアセスメントを実施
し、改善すべき点が見出された場合は、修正する。

なし なし

12

２２回～２３回
データの取り扱いと問題点の検討―結果と考察―
論旨の明確化のためのデータの分析、統計処理などを行うと共
に、研究目的に沿って論旨をまとめ、結論を導く。

なし なし

9 同上 なし なし

10 同上 なし なし

7

９回～２０回
データの収集
本研究に必要なデータ、情報を収集し、整理、解析する。

なし なし

8 同上 なし なし

5

５回～８回
研究手法の習得
研究に必要な統計解析法などについて習得する。

なし なし

6 同上 なし なし

3

３回～４回
研究テーマの設定
収集し整理した各テーマに関する情報について、熟読し、理解を
深める。
研究テーマを指導教員と相談したうえで決定する。

なし なし

4 同上 なし なし

1

1回～２回
研究テーマの設定
各卒業研究テーマに関する参考図書、総説、資料などを収集し整
理する。

なし なし

2 同上 なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

実験結果について、毎回指導教員によるチェックと考察を行う。
また、卒業研究論文を精査し、問題点について指摘・解説をして、修正・加筆を求める。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

研究テーマの設定、先行研究の調査、研究目的の設定、研究方法の検討、調査によるデータの収集、解析し、結果をまとめ、考察する。得
られた成果を口頭で発表し、さらに卒業研究論文としてまとめることによって、研究に対する基本的な考え方、プレゼンテーション技術、
論文のまとめ方について習得することができる。

授業の方法

2単位のため学修時間が原則120〜180時間(週2コマ×15週）あり、始める前の3月中に指導教員との面談・打合せを経て、講義では、実験計
画の指導を受け、実験室において教員による直接の指導の下に実験・に実習を実施する。

ＩＣＴ活用 文献検索、データーベース利用などを行う。

後期

教員氏名 木村　浩一

授業の位置づけ

学部での全ての科目を基礎として、学部生活の4年目を有意義に過ごすため。研究に対する姿勢、やり遂げる精神が期待され、大学生活で
の達成感と自己成長の体験と捉えている重要な科目と位置づけされる。さらには、将来、研究者・教員、高度な専門職業人を養成すること
を目標としている大学院を目指す学生にとっても、その前段としての重要な科目としても位置づけられている。
本科目は、ディプロマポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に
分析・検証することができる」に関連している。

"

授業の概要

研究内容は、国民の健康維持・増進、疾病予防などに貢献できるものとする。これまでの授業で学んだ分野の中から特に深く関心をもつ分
野を選び、教員の指導のもとに研究計画を立てて、学内または学外を拠点として調査・研究を進め、その成果を最終的に卒業研究論文の形
で公表する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50980042 卒業研究Ⅰ（木村　浩一） 4700 2 3
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履修条件・留意
事項等

フィードバックとして卒業研究論文を精査し、問題点について指摘・解説をして、修正・加筆を求める。

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 関連分野の参考書、論文等

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究態度、文章力、発表能力、卒業論文等により総合的に評価する。

15

２７回～３０回
卒業研究論文の作成
口頭での卒業研究発表の内容に基づいて卒業研究論文を作成し
て、製本化する。

なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

２４回～２６回
卒業研究発表会の準備と実施
卒業研究の成果の内容を抄録にしたのち、スライドおよび口演原
稿を作成する。
想定される質問に対する準備を行う。
健康栄養学科の学生や教員に対して限られた時間内で要領良く発
表し、質問に対して的確に答える。

なし なし
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13 同上 なし なし

11

２１回
中間評価
これまでに収集したデータの妥当性についてアセスメントを実施
し、改善すべき点が見出された場合は、修正する。

なし なし

12

２２回～２３回
データの取り扱いと問題点の検討―結果と考察―
論旨の明確化のためのデータの分析、統計処理などを行うと共
に、研究目的に沿って論旨をまとめ、結論を導く。

なし なし

9 同上 なし なし

10 同上 なし なし

7

９回～２０回
実験データやアンケート調査データの収集
本研究に必要なデータ、情報を収集し、整理、解析する。

なし なし

8 同上 なし 同上

5

５回～８回
研究手法の習得
研究に必要な統計解析法などについて習得する。

なし なし

6 同上 なし なし

3

３回～４回
研究テーマの設定
収集し整理した各テーマに関する情報について、熟読し、理解を
深める。
研究テーマを指導教官と相談したうえで決定する。

なし なし

4 同上 なし なし

1

1回～２回
研究テーマの設定
各卒業研究テーマに関する参考図書、総説、資料などを収集し整
理する。

なし なし

2 同上 なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして卒業研究論文を精査し、問題点について指摘・解説をして、修正・加筆を求める。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

研究テーマの設定、先行研究の調査、研究目的の設定、研究方法の検討、調査によるデータの収集、解析し、結果をまとめ、考察する。得
られた成果を口頭で発表し、さらに卒業研究論文としてまとめることによって、研究に対する基本的な考え方、プレゼンテーション技術、
論文のまとめ方について習得することができる。

授業の方法

2単位のため学修時間が原則120〜180時間(週2コマ×15週）あり、始める前の3月中に指導教員との面談・打合せを経て、講義では、実験計
画の指導を受け、実験室において教員による直接の指導の下に実験・に実習を実施する。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 藤井　駿吾

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康·栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析·検証
することができる。」と特に深く関係する科目である。また3年前期までの科目を基礎として、大学生活を有意義に過ごすため、研究に対
する姿勢、やり遂げる精神が期待され、大学生活での達成感と自己成長の体験と捉えている重要な科目と位置づけされる。また、4年生前
期の卒業研究Ⅱへと継続して卒業研究論文を完成させるの必須であり、さらに将来、研究者・教員、高度な専門職業人を養成することを目
標としている大学院を目指す学生にとっても、その前段としての重要な科目としても位置づけられている。

授業の概要

研究内容は、国民の健康維持・増進、疾病予防などに貢献できるものとする。これまでの授業で学んだ分野の中から特に深く関心をもつ分
野を選び、教員の指導のもとに研究計画を立てて、学内または学外を拠点として調査・研究を進め、その成果を卒業研究Ⅰの報告書を作成
する。さらに卒業研究Ⅱを継続して履修し、最終的には卒業研究論文発表会での公表へと繋げる。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50980043 卒業研究Ⅰ（藤井　駿吾） 4700 2 3
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履修条件・留意
事項等

自主的、かつ積極的に研究に取り組むことが出来ること。

備考欄

その他 0 なし

教科書 各指導教員の指示による。

参考文献 各指導教員の指示による。必要に応じてプリント配付。

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究態度、卒業研究報告書での文章力、理解度等により総合的に評価する。

15

２７回～３０回
卒業研究Ⅰの報告書の作成
報告書の内容について、分野の複数の教員によるコメント、要修
正箇所等に対して適切に対応する。最終的に報告書を提出する。

なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

２４回～２６回
卒業研究Ⅰの報告書の準備と実施
卒業研究Ⅰの成果報告書について担当教員の指導を受け、内容を
適格に原稿を作成する。
同分野の教員による査読での質問、疑問点など想定される点に対
して的確に答える準備をする。

なし なし
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13 同上 なし なし

11

２１回
中間評価
これまでに収集したデータの妥当性についてアセスメントを実施
し、改善すべき点が見出された場合は、修正する。

なし なし

12

２２回～２３回
データの取り扱いと問題点の検討―結果と考察―
論旨の明確化のためのデータの分析、統計処理などを行うと共
に、研究目的に沿って論旨をまとめ、結論を導く。

なし なし

9 同上 なし なし

10 同上 なし なし

7

９回～２０回
実験データやアンケート調査データの収集
本研究に必要なデータ、情報を収集し、整理、解析する。

なし なし

8 同上 なし 同上

5

５回～８回
研究手法の習得
研究に必要な統計解析法などについて習得する。

なし なし

6 同上 なし なし

3

３回～４回
研究テーマの設定
収集し整理した各テーマに関する情報について、熟読し、理解を
深める。
研究テーマを指導教官と相談したうえで決定する。

なし なし

4 同上 なし なし

1

1回～２回
研究テーマの設定
各卒業研究テーマに関する参考図書、総説、資料などを収集し整
理する。

なし なし

2 同上 なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして卒業研究論文を精査し、問題点について指摘・解説をして、修正・加筆を求める。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

研究テーマの設定、先行研究の調査、研究目的の設定、研究方法の検討、調査によるデータの収集、解析し、結果をまとめ、考察する。得
られた成果を口頭で発表し、さらに卒業研究論文としてまとめることによって、研究に対する基本的な考え方、プレゼンテーション技術、
論文のまとめ方について習得することができる。

授業の方法

2単位のため学修時間が原則120〜180時間(週2コマ×15週）あり、始める前の3月中に指導教員との面談・打合せを経て、講義では、実験計
画の指導を受け、実験室において教員による直接の指導の下に実験・に実習を実施する。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 山森　栄美

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「科学的根拠に基づいて、人を対象とした適切な栄養指導・教育を行うために必要な知識・技術を身につける（知
識・技能）」ことと特に関係がある科目である。3年前期までの科目を基礎として、大学生活を有意義に過ごすため、研究に対する姿勢、
やり遂げる精神が期待され、大学生活での達成感と自己成長の体験と捉えている重要な科目と位置づけされる。また、4年生前期の卒業研
究Ⅱへと継続して卒業研究論文を完成させるの必須であり、さらに将来、研究者・教員、高度な専門職業人を養成することを目標としてい
る大学院を目指す学生にとっても、その前段としての重要な科目としても位置づけられている。

授業の概要

研究内容は、国民の健康維持・増進、疾病予防などに貢献できるものとする。これまでの授業で学んだ分野の中から特に深く関心をもつ分
野を選び、教員の指導のもとに研究計画を立てて、学内または学外を拠点として調査・研究を進め、その成果を卒業研究Ⅰの報告書を作成
する。さらに卒業研究Ⅱを継続して履修し、最終的には卒業研究論文発表会での公表へと繋げる。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50980044 卒業研究Ⅰ（山森　栄美） 4700 2 3
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履修条件・留意
事項等

自主的、かつ積極的に研究に取り組むことが出来ること。

備考欄

その他 0 なし

教科書 各指導教員の指示による。

参考文献 各指導教員の指示による。必要に応じてプリント配付。

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究態度、卒業研究報告書での文章力、理解度等により総合的に評価する。

15

２７回～３０回
卒業研究Ⅰの報告書の作成
報告書の内容について、分野の複数の教員によるコメント、要修
正箇所等に対して適切に対応する。最終的に報告書を提出する。

なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

２４回～２６回
卒業研究Ⅰの報告書の準備と実施
卒業研究Ⅰの成果報告書について担当教員の指導を受け、内容を
適格に原稿を作成する。
同分野の教員による査読での質問、疑問点など想定される点に対
して的確に答える準備をする。

なし なし
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15

卒業論文の提出，発表会での発表 卒業論文提出および発表準備 (90
分)

卒業論文提出および発表 (90分)

13

卒業論文の作成および発表会準備2: 方法および結果の執筆 測定方法および得られた結果を整理
しておく (90分)

方法および結果の執筆 (90分)

14

卒業論文の作成および発表会準備3: 要旨，考察，まとめ等の執
筆

結果のまとめをしておく (90分) 要旨，考察，まとめ等の執筆 (90
分)

11

ディスカッション2: 得られた結果に対して考察する 得られたデータの整理，評価および
ディスカッション準備 (90分)

ディスカッション内容整理 (90分)

12

卒業論文の作成および発表会準備1: 初論の執筆 先行研究の知見をまとめておく (90
分)

初論の執筆 (90分)

9

データの収集3: 研究計画に沿って研究を実施する 研究の実施の準備 (90分) 得られたデータの整理，測定の反省 
(90分)

10

ディスカッション1: 得られた結果に対して考察する 得られたデータの整理，評価および
ディスカッション準備 (90分)

ディスカッション内容整理 (90分)

7

データの収集1: 研究計画に沿って研究を実施する 研究の実施の準備 (90分) 得られたデータの整理，測定の反省 
(90分)

8

データの収集2: 研究計画に沿って研究を実施する 研究の実施の準備 (90分) 得られたデータの整理，測定の反省 
(90分)

5

研究計画書の作成1: 研究計画書の説明および作成 先行研究を整理しておく（90分） 研究計画書を作成する (90分)

6

研究計画書の作成2: 研究計画書の作成 先行研究を整理し,研究計画書の作
成を進めておく（90分）

研究計画書を作成する (90分)

3

文献購読2: 目的とする情報を収集，整理する 研究テーマに関連するを情報を収集
する (90分)

文献、資料等の収集および読解する
（90分）

4

文献購読3: 整理した文献の中から，興味のある事項を抜き出
し，発表する

研究テーマに関連するを情報を収集
する (90分)

収集した先行研究を整理し，まとめ
る（90分）

1

ガイダンス: 卒業研究のテーマ，研究の進め方，まとめ方につい
て

興味関心のあるテーマを収集する 
(90分)

ガイダンス内容をまとめる (90分)

2

文献購読1: 検索方法を理解する，目的とする情報を収集する 興味関心のあるテーマを収集する 
(90分)

文献、資料等の収集および読解する
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

研究実施に関する計画，測定，評価については適宜ディスカッションを行い，その中で必要なフィードバックを行っていく

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

1. 先行研究 (論文) 等の情報を検索，収集し，疑問・課題を抽出することができる．
2. 課題解決に向けた実験を実施し，得られたデータを整理し，統計処理を行うことができる．
3. 整理したデータに関するディスカッションを実施し，論文執筆することができる．
4. スライドを作成し，研究発表を行うことができる．

授業の方法 卒業研究を始める前に指導教員との面談・打合せを行う．教員の指導の下研究計画を作成し，実験を実施する．

ＩＣＴ活用

Webアプリ (classroom，LINEWORKSなど) を用いた遠隔での卒業研究活動の指導
スマートフォン，タブレット端末，PCを用いた卒業研究活動

後期

教員氏名 佐々木　将太

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し，科学的に分析・検証
することができる」ことに関連する科目である．

授業の概要

近年，スポーツに関わる管理栄養士の需要が高まっている．管理栄養士として社会の需要に応えるためには，スポーツ栄養やスポーツ科学
に関する情報を得て，整理し，応用する力が必要である．そこで，本科目では，1) スポーツ栄養に関連する情報を収集し整理すること，
2) 情報を整理する中で疑問に思ったことや課題を抽出すること，3) 疑問および課題点を解決する方法を考え，解決に取り組むこと，4) 
得られた知見を整理すること，5) 得られた知見に対する分自身の考えを持ち，ディスカッションによって考察すること，6) 卒業論文作成
および発表をすることを目的とする．

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50980045 卒業研究Ⅰ（佐々木　将太） 4700 2 3
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履修条件・留意
事項等

卒業研究Ⅱ (4年前期) を履修することが望ましい．

備考欄

データ分析，統計について，専門書および動画資料 (youtubeなど) を用いて事前学習しておくと良い．
公認スポーツ栄養士取得者が指導を担当する．

その他 0

教科書 使用しない

参考文献

これから学会発表する若者のために : ポスターと口頭のプレゼン技術 (第2版)，酒井聡樹著
これからレポート・卒論を書く若者のために (第2版)，酒井聡樹著
健康づくりと競技力向上のためのスポーツ栄養マネジメント，鈴木志保子著
【参考図書は図書館に所蔵されているので，積極的に利用すること】

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 卒業論文の提出 (40%)，発表 (40%) ，卒業研究活動への参加度(20%)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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13

データの取り扱いと問題点の検討―結果と考察―
論旨の明確化のためのデータの分析、統計処理などを行うと共
に、研究目的に沿って論旨をまとめ、結論を導く。

なし なし

11

本研究に必要なデータ、情報を収集し、整理、解析する。 なし なし

12

中間評価これまでに収集したデータの妥当性についてアセスメン
トを実施し、改善すべき点が見出された場合は、修正する。

なし なし

9

本研究に必要なデータ、情報を収集し、整理、解析する。 なし なし

10

本研究に必要なデータ、情報を収集し、整理、解析する。 なし なし

7

本研究に必要なデータ、情報を収集し、整理、解析する。 なし なし

8

本研究に必要なデータ、情報を収集し、整理、解析する。 なし なし

5

本研究に必要なデータ、情報を収集し、整理、解析する。 なし なし

6

本研究に必要なデータ、情報を収集し、整理、解析する。 なし なし

3

研究手法の習得
研究に必要な統計解析法などについて習得する。

なし なし

4 研究に必要な統計解析法などについて習得する。 なし なし

1

研究テーマの設定
各テーマに関する情報を収集し、熟読し、理解を深める。
研究テーマを相談は、相談し決定する。

なし なし

2

研究テーマの設定
各テーマに関する情報を収集し、熟読し、理解を深める。
研究テーマを相談は、相談し決定する。

なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして卒業研究論文を精査し、問題点について指摘・解説をして、修正・加筆を求める。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

研究テーマの設定、先行研究の調査、研究目的の設定、研究方法の検討、調査によるデータの収集、解析し、結果をまとめ、考察する。得
られた成果を口頭で発表し、さらに卒業研究論文としてまとめることによって、研究に対する基本的な考え方、プレゼンテーション技術、
論文のまとめ方について習得することができる。

授業の方法

実験などを始めるにあたって十分な打合せを経て、開始する。さらに、実験などを進めるにあたっては、実験室などにおいて直接の指導の
下に実施する。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 檜垣　俊介

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検
証することができる。」ことと特に関係がある科目である。
学部での全ての科目の学びを基礎とし、この卒論においては、特に食品学に関係するものを中心とし、研究に対する姿勢、やり遂げる精神
を修得する中で、大学生活での達成感と自己成長の体験と捉えている重要な科目と位置づけされる。さらには、将来、病院・研究者・教
員、高度な専門職業人を養成することを目標としている大学院を目指す学生にとっても、その前段としての重要な科目としても位置づけら
れている。

授業の概要

研究内容は、国民の健康維持・増進、疾病予防などに貢献できるものとする。これまでの食品学を中心とした授業で学んだ分野の中から特
に深く関心をもつ分野を選び、教員の指導のもとに研究計画を立てて、学内または学外を拠点として調査・研究を進め、その成果を最終的
に卒業研究論文の形で公表する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50980046 卒業研究Ⅰ（檜垣　俊介） 4700 2 3
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履修条件・留意
事項等

卒業論文に向けて自主的、かつ積極的に研究に取り組み、最後まであきらめずに研究を遂行すること。

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 食品学に関連する参考書および論文等

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究態度、文章力、卒業論文などにより総合的に評価する。

15

卒業研究論文の作成口頭での卒業研究発表の内容に基づいて卒業
研究論文を作成する。

なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

卒業研究発表会の準備と実施卒業研究の成果の内容についての抄
録を作成する。スライドおよび口演原稿を作成する。想定される
質問に対する準備を行う。健康栄養学科の学生や教員に対して限
られた時間内で要領よく発表し、質問に対して的確に答える。

なし なし
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究態度、文章力、発表能力、卒業論文等により総合的に評価する。　

15

29回～30回
卒業研究発表会
研究発表を行う。

なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13 同上 なし なし

14 同上 なし なし

11

２１回
中間評価
これまでに収集したデータの妥当性についてアセスメントを実施
し、改善すべき点が見出された場合は、修正する。

なし なし

12

２２回～２８回
データの取り扱いと問題点の検討―結果と考察―
論旨の明確化のためのデータの分析、統計処理などを行うと共
に、研究目的に沿って論旨をまとめ、結論を導く。

なし なし

9 同上 なし なし

10 同上 なし なし

7 同上 なし なし

8 同上 なし なし

5 同上 なし なし

6

11回～２０回
データの収集
本研究に必要なデータ、情報を収集し、整理、解析する。

なし なし

3 同上 なし なし

4 同上 なし なし

1

1回～10回
研究手段の習得
研究に必要な統計解析法などについて習得する。

なし なし

2 同上 なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして卒業研究内容を精査し、問題点について指摘・解説をして、適宜修正を求める。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

目標
研究テーマの設定、先行研究の調査、研究目的の設定、研究方法の検討、調査によるデータの収集、解析し、結果をまとめ、考察する。得
られた成果を口頭で発表することによって、研究に対する基本的な考え方、プレゼンテーション技術、論文のまとめ方について習得するこ
とができる。

授業の方法

2単位のため学修時間が原則120〜180時間(週２コマ×15週）あり、履修登録前に指導教員との面談・打合せを経て、講義では、研究計画の
指導を受け、教員による直接の指導の下に実習を実施する。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 白幡　亜希

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検
証することができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係がある科目である。さらには、将来、研究者・教員、高度な専門職業人を養
成することを目標としている大学院を目指す学生にとっても、その前段としての重要な科目としても位置づけられている。

授業の概要

研究内容は、国民の健康維持・増進、疾病予防などに貢献できるものとする。これまでの授業で学んだ分野の中から特に深く関心をもつ分
野を選び、教員の指導のもとに研究計画を立てて、学内または学外を拠点として調査・研究を進め、その成果を最終的に卒業研究発表の形
で公表する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50980047 卒業研究Ⅰ（白幡　亜希） 4700 2 3
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履修条件・留意
事項等

3年前期までの卒業必修科目を取得し、自主的、かつ積極的に研究に取り組むことが出来ること。

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 関連分野の参考書、論文など
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15

２５回～３０回
卒業研究報告書を作成する。

なし なし

13 同上 なし なし

14 同上 なし なし

11

２１回
中間評価
これまでに収集したデータの妥当性についてアセスメントを実施
し、改善すべき点が見出された場合は、修正する。

なし なし

12

２２回～２４回
データの取り扱いと問題点の検討―結果と考察―
論旨の明確化のためのデータの分析、統計処理などを行うと共
に、研究目的に沿って論旨をまとめ、結論を導く。

なし なし

9 同上 なし なし

10 同上 なし なし

7

９回～２０回
データの収集
本研究に必要なデータ、情報を収集し、整理、解析する。

なし なし

8 同上 なし なし

5

５回～８回
研究手法の習得
研究に必要な統計解析法などについて習得する。

なし なし

6 同上 なし なし

3

３回～４回
研究テーマの設定
収集し整理した各テーマに関する情報について、熟読し、理解を
深める。
研究テーマを指導教官と相談したうえで決定する。

なし なし

4 同上 なし なし

1

1回～２回
研究テーマの設定
各卒業研究テーマに関する参考図書、総説、資料などを収集し整
理する。

なし なし

2 同上 なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして卒業研究論文を精査し、問題点について指摘・解説をして、修正・加筆を求める。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

目標
研究テーマの設定、先行研究の調査、研究目的の設定、研究方法の検討、調査によるデータの収集、解析し、結果をまとめ、考察する。得
られた成果を口頭で発表し、さらに卒業研究論文としてまとめることによって、研究に対する基本的な考え方、プレゼンテーション技術、
論文のまとめ方について習得することができる。

授業の方法

2単位のため学修時間が原則120〜180時間(週２コマ×15週）あり、履修登録前に指導教員との面談・打合せを経て、講義では、実験計画の
指導を受け、実験室において教員による直接の指導の下に実験・実習を実施する。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 小塚　美由記

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検証
することができる。」などの研究を行う上での基礎となる科目である。研究に対する姿勢、やり遂げる精神が期待され、大学生活での達成
感と自己成長の体験と捉えている重要な科目と位置づけされる。さらには、将来、研究者・教員、高度な専門職業人を養成することを目標
としている大学院を目指す学生にとっても、その前段としての重要な科目としても位置づけられている。

授業の概要

研究内容は、国民の健康維持・増進、疾病予防などに貢献できるものとする。これまでの授業で学んだ分野の中から特に深く関心をもつ分
野を選び、教員の指導のもとに研究計画を立てて、学内または学外を拠点として調査・研究を進め、その成果を最終的に卒業研究論文の形
で公表する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50980048 卒業研究Ⅰ（小塚　美由記） 4700 2 3
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履修条件・留意
事項等

3年前期までの卒業必修科目を取得し、自主的、かつ積極的に研究に取り組むことが出来ること。

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 関連分野の参考書、論文など

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究態度、文章力、発表能力、卒業論文等により総合的に評価する。　

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験 0 実施しない

15 同上 なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13 同上 なし なし

14 同上 なし なし

11

21回～30回
・報告書を作成する。

なし なし

12 同上 なし なし

9 同上 なし なし

10 同上 なし なし

7

13回～14回
・11回～12回目で抽出した論文の全文を読み、必要なものを抽出
する。

なし なし

8

15回～20回
・13回～14回目で抽出した論文の目的、方法、結果、結論をエク
セルシートにまとめる。

なし なし

5

9回～10回
・7回～8回目で検索された論文のタイトルから必要なものを抽出
する。

なし なし

6

11回～12回
・9回～10回目で抽出した論文のアブストラクトを読み、必要な
ものを抽出する。

なし なし

3 同上 なし なし

4

7回～8回
・研究テーマを設定し、検索式を作成し、論文を収集する。

なし なし

1

1回～6回
・疫学研究を学び、実際に報告された研究から理解を深める。
・文献の検索方法、論文の読み方を学ぶ。
・システマティックレビューの方法や特徴を学ぶ。

なし なし

2 同上 なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして報告書を精査し、問題点について指摘・解説をして、修正・加筆を求める。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

研究テーマの設定、先行研究の調査、研究目的の設定、研究方法の検討、調査によるデータの収集、解析し、結果をまとめ、考察する。得
られた成果を口頭で発表し、さらに卒業研究論文としてまとめることによって、研究に対する基本的な考え方、プレゼンテーション技術、
論文のまとめ方について習得することができる。

授業の方法

2単位のため学修時間が原則120〜180時間(週2コマ×15週）あり、始める前に指導教員との面談・打合せを経て、教員によ る直接の指導の
下に実施する。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 八重樫　昭徳

授業の位置づけ

・ディプロマ・ポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・
検証することができる。」ことと特に関係がある科目である。
・学部での全ての科目を基礎として、学部生活の4年目を有意義に過ごすため、研究に対する姿勢、やり遂げる精神が期待され、大学生活
での達成感と自己成長の体験と捉えている重要な 科目と位置づけされる。さらには、将来、研究者・教員、高度な専門職業人を養成する
ことを目標としている大学院を目指す学生にとっても、その前段としての重要な科目としても位置づけられている。

授業の概要

研究内容は、国民の健康維持・増進、疾病予防などに貢献できるものとする。これまでの授業で学んだ分野の中から特に深く関心をもつ分
野を選び、教員の指導のもとに研究計画を立てて、学内または学外を拠点として調査・研究を進め、その成果を最終的に卒業研究論文の形
で公表する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50980049 卒業研究Ⅰ（八重樫　昭徳） 4700 2 3
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履修条件・留意
事項等

3年前期までの卒業必修科目を取得し、自主的、かつ積極的に研究に取り組むことが出来ること。

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献

関連分野の参考書、論文等

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究態度、文章力、発表能力、報告書等により総合的に評価する。
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定期試験 0 実施しない。

15

２７回～３０回 卒業研究論文の作成 口頭での卒業研究発表の内
容に基づいて卒業研究論文を作成して、製本化する。

なし。 なし。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13 同上 なし。 なし。

14

２４回～２６回 卒業研究発表会の準備と実施 卒業研究の成果の
内容を抄録にしたのち、スライドおよび口演原稿を作成する。 
想定される質問に対する準備を行う。 健康栄養学科の学生や教
員に対して限られた時間内で要領良く発表し、質問に対して的確
に答える

なし。 なし。

11

２１回 中間評価 これまでに収集したデータの妥当性についてア
セスメントを実施し、改善すべき点が見出された場合 は、修正
する。

なし。 なし。

12

２２回～２３回 データの取り扱いと問題点の検討―結果と考察
― 論旨の明確化のためのデータの分析、統計処理などを行うと
共に、研究目的に沿って論旨をまとめ、結 論を導く

なし。 なし。

9 同上 なし。 なし。

10 同上 なし。 なし。

7

９回～２０回 データの収集 本研究に必要なデータ、情報を収集
し、整理、解析する。

なし。 なし。

8 同上 なし。 なし。

5

５回～８回 研究手法の習得 研究に必要な統計解析法などについ
て習得する。

なし。 なし。

6 同上 なし。 なし。

3

３回～４回 研究テーマの設定 収集し整理した各テーマに関する
情報について、熟読し、理解を深める。 研究テーマを指導教官
と相談したうえで決定する。

なし。 なし。

4 同上 なし。 なし。

1

1回～２回 研究テーマの設定 各卒業研究テーマに関する参考図
書、総説、資料などを収集し整理する。

なし。 なし。

2 同上 なし。 なし。

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして卒業研究論文を精査し、問題点について指摘・解説をして、修正・加筆を求める。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

研究テーマの設定、先行研究の調査、研究目的の設定、研究方法の検討、調査によるデータの収集、解析し、結果をまとめ、考察する。得
られた成果を口頭で発表し、さらに卒業研究 論文としてまとめることによって、研究に対する基本的な考え方、プレゼンテーション技
術、論文のまとめ方について習得することができる。

授業の方法

2単位のため学修時間が原則120〜180時間(週2コマ×15週）あり、始める前の3月中に指導教員との面談・打合せを経て、講義では、実験計
画の指導を受け、実験室において教員によ る直接の指導の下に実験・に実習を実施する。

ＩＣＴ活用 活用しない。

前期

教員氏名 峯尾　仁

授業の位置づけ

デイプロマ・ポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検
証することができる（思考・判断・表現）」ことと特に関係がある科目である。学部での全ての科目を基礎として、学部生活の4年目を有
意義に過ごすため。研究に対する姿勢、やり遂げる精神が期待され、大学生活での達成感と自己成長の体験と捉えている重要な 科目と位
置づけされる。さらには、将来、研究者・教員、高度な専門職業人を養成することを目標としている大学院を目指す学生にとっても、その
前段としての重要な科目としても位 置づけられている。

授業の概要

研究内容は、国民の健康維持・増進、疾病予防などに貢献できるものとする。これまでの授業で学んだ分野の中から特に深く関心をもつ分
野を選び、教員の指導のもとに研究計画を立 てて、学内または学外を拠点として調査・研究を進め、その成果を最終的に卒業研究論文の
形で公表する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50981041 卒業研究Ⅱ（峯尾　仁） 4701 2 4
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履修条件・留意
事項等

3年後期「卒業研究Ⅰ」の単位を取得していること。
3年後期までの卒業必修科目を取得し、自主的、かつ積極的に研究に取り組むことが出来ること。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 なし。

参考文献 関連分野の参考書、論文等

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究態度、文章力、発表能力、卒業論文等により総合的に評価する。
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13 同上 なし なし

11

２１回
中間評価
これまでに収集したデータの妥当性についてアセスメントを実施
し、改善すべき点が見出された場合は、修正する。

なし なし

12

２２回～２３回
データの取り扱いと問題点の検討―結果と考察―
論旨の明確化のためのデータの分析、統計処理などを行うと共
に、研究目的に沿って論旨をまとめ、結論を導く。

なし なし

9 同上 なし なし

10 同上 なし なし

7

９回～２０回
データの収集
本研究に必要なデータ、情報を収集し、整理、解析する。

なし なし

8 同上 なし なし

5

５回～８回
研究手法の習得
研究に必要な統計解析法などについて習得する。

なし なし

6 同上 なし なし

3

３回～４回
研究テーマの設定
収集し整理した各テーマに関する情報について、熟読し、理解を
深める。
研究テーマを指導教員と相談したうえで決定する。

なし なし

4 同上 なし なし

1

1回～２回
研究テーマの設定
各卒業研究テーマに関する参考図書、総説、資料などを収集し整
理する。

なし なし

2 同上 なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

実験結果について、毎回指導教員によるチェックと考察を行う。
また、卒業研究論文を精査し、問題点について指摘・解説をして、修正・加筆を求める。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

研究テーマの設定、先行研究の調査、研究目的の設定、研究方法の検討、調査によるデータの収集、解析し、結果をまとめ、考察する。得
られた成果を口頭で発表し、さらに卒業研究論文としてまとめることによって、研究に対する基本的な考え方、プレゼンテーション技術、
論文のまとめ方について習得することができる。

授業の方法

2単位のため学修時間が原則120〜180時間(週2コマ×15週）あり、始める前の3月中に指導教員との面談・打合せを経て、講義では、実験計
画の指導を受け、実験室において教員による直接の指導の下に実験・に実習を実施する。

ＩＣＴ活用 文献検索、データーベース利用などを行う。

前期

教員氏名 木村　浩一

授業の位置づけ

学部での全ての科目を基礎として、学部生活の4年目を有意義に過ごすため。研究に対する姿勢、やり遂げる精神が期待され、大学生活で
の達成感と自己成長の体験と捉えている重要な科目と位置づけされる。さらには、将来、研究者・教員、高度な専門職業人を養成すること
を目標としている大学院を目指す学生にとっても、その前段としての重要な科目としても位置づけられている。
本科目は、ディプロマポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に
分析・検証することができる」に関連している。

授業の概要

研究内容は、国民の健康維持・増進、疾病予防などに貢献できるものとする。これまでの授業で学んだ分野の中から特に深く関心をもつ分
野を選び、教員の指導のもとに研究計画を立てて、学内または学外を拠点として調査・研究を進め、その成果を最終的に卒業研究論文の形
で公表する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50981042 卒業研究Ⅱ（木村　浩一） 4701 2 4
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履修条件・留意
事項等

フィードバックとして卒業研究論文を精査し、問題点について指摘・解説をして、修正・加筆を求める。

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 関連分野の参考書、論文等

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究態度、文章力、発表能力、卒業論文等により総合的に評価する。

15

２７回～３０回
卒業研究論文の作成
口頭での卒業研究発表の内容に基づいて卒業研究論文を作成し
て、製本化する。

なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

２４回～２６回
卒業研究発表会の準備と実施
卒業研究の成果の内容を抄録にしたのち、スライドおよび口演原
稿を作成する。
想定される質問に対する準備を行う。
健康栄養学科の学生や教員に対して限られた時間内で要領良く発
表し、質問に対して的確に答える。

なし なし
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13

卒業論文の作成および発表会準備2: 方法および結果の執筆 測定方法および得られた結果を整理
しておく (90分)

方法および結果の執筆 (90分)

14

卒業論文の作成および発表会準備3: 要旨，考察，まとめ等の執
筆

結果のまとめをしておく (90分) 要旨，考察，まとめ等の執筆 (90
分)

11

ディスカッション2: 得られた結果に対して考察する 得られたデータの整理，評価および
ディスカッション準備 (90分)

ディスカッション内容整理 (90分)

12

卒業論文の作成および発表会準備1: 初論の執筆 先行研究の知見をまとめておく (90
分)

初論の執筆 (90分)

9

データの収集3: 研究計画に沿って研究を実施する 研究の実施の準備 (90分) 得られたデータの整理，測定の反省 
(90分)

10

ディスカッション1: 得られた結果に対して考察する 得られたデータの整理，評価および
ディスカッション準備 (90分)

ディスカッション内容整理 (90分)

7

データの収集1: 研究計画に沿って研究を実施する 研究の実施の準備 (90分) 得られたデータの整理，測定の反省 
(90分)

8

データの収集2: 研究計画に沿って研究を実施する 研究の実施の準備 (90分) 得られたデータの整理，測定の反省 
(90分)

5

研究計画書の作成1: 研究計画書の説明および作成 先行研究を整理しておく（90分） 研究計画書を作成する (90分)

6

研究計画書の作成2: 研究計画書の作成 先行研究を整理し,研究計画書の作
成を進めておく（90分）

研究計画書を作成する (90分)

3

文献購読2: 目的とする情報を収集，整理する 研究テーマに関連するを情報を収集
する (90分)

文献、資料等の収集および読解する
（90分）

4

文献購読3: 整理した文献の中から，興味のある事項を抜き出
し，発表する

研究テーマに関連するを情報を収集
する (90分)

収集した先行研究を整理し，まとめ
る（90分）

1

ガイダンス: 卒業研究のテーマ，研究の進め方，まとめ方につい
て，卒業研究Ⅰの問題点等の抽出

興味関心のあるテーマを収集する 
(90分)

ガイダンス内容をまとめる (90分)

2

文献購読1: 検索方法を理解する，目的とする情報を収集する 興味関心のあるテーマを収集する 
(90分)

文献、資料等の収集および読解する
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

研究実施に関する計画，測定，評価については適宜ディスカッションを行い，その中で必要なフィードバックを行っていく

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

1. 先行研究 (論文) 等の情報を検索，収集し，疑問・課題を抽出することができる．
2. 課題解決に向けた実験を実施し，得られたデータを整理し，統計処理を行うことができる．
3. 整理したデータに関するディスカッションを実施し，論文執筆することができる．
4. スライドを作成し，研究発表を行うことができる．

授業の方法

卒業研究を始める前に指導教員との面談・打合せを行う．教員の指導の下研究計画を作成し，実験を実施する．　
卒業研究Ⅰを履修している場合，その結果をもとにⅡの研究を構成する．

ＩＣＴ活用

Webアプリ (classroom，LINEWORKSなど) を用いた遠隔での卒業研究活動の指導
スマートフォン，タブレット端末，PCを用いた卒業研究活動

前期

教員氏名 佐々木　将太

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として，健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し，科学的に分析・検証
することができる」ことに関連する科目である．

授業の概要

近年，スポーツに関わる管理栄養士の需要が高まっている．管理栄養士として社会の需要に応えるためには，スポーツ栄養やスポーツ科学
に関する情報を得て，整理し，応用する力が必要である．そこで，本科目では，1) スポーツ栄養に関連する情報を収集し整理すること，
2) 情報を整理する中で疑問に思ったことや課題を抽出すること，3) 疑問および課題点を解決する方法を考え，解決に取り組むこと，4) 
得られた知見を整理すること，5) 得られた知見に対する分自身の考えを持ち，ディスカッションによって考察すること，6) 卒業論文作成
および発表をすることを目的とする．

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50981043 卒業研究Ⅱ（佐々木　将太） 4701 2 4
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履修条件・留意
事項等

卒業研究Ⅰ (3年後期) を履修していることが望ましい．

備考欄

データ分析，統計について，専門書および動画資料 (youtubeなど) を用いて事前学習しておくと良い．
公認スポーツ栄養士取得者が指導を担当する．

その他 0

教科書 使用しない

参考文献

これから学会発表する若者のために : ポスターと口頭のプレゼン技術 (第2版)，酒井聡樹著
これからレポート・卒論を書く若者のために (第2版)，酒井聡樹著
健康づくりと競技力向上のためのスポーツ栄養マネジメント，鈴木志保子著
【参考図書は図書館に所蔵されているので，積極的に利用すること】

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 卒業論文の提出 (40%)，発表 (40%) ，卒業研究活動への参加度(20%)

15

卒業論文の提出，発表会での発表 卒業論文提出および発表準備 (90
分)

卒業論文提出および発表 (90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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13 同上 なし なし

11

２１回
中間評価
これまでに収集したデータの妥当性についてアセスメントを実施
し、改善すべき点が見出された場合
は、修正する。

なし なし

12

２２回～２３回
データの取り扱いと問題点の検討―結果と考察―
論旨の明確化のためのデータの分析、統計処理などを行うと共
に、研究目的に沿って論旨をまとめ、結
論を導く。

なし なし

9 同上 なし なし

10 同上 なし なし

7

９回～２０回
実験データやアンケート調査データの収集
本研究に必要なデータ、情報を収集し、整理、解析する。

なし なし

8 同上 なし 同上

5

５回～８回
研究手法の習得
研究に必要な統計解析法などについて習得する。

なし なし

6 同上 なし なし

3

３回～４回
研究テーマの設定
収集し整理した各テーマに関する情報について、熟読し、理解を
深める。
研究テーマを指導教官と相談したうえで決定する。

なし なし

4 同上 なし なし

1

1回～２回
研究テーマの設定
各卒業研究テーマに関する参考図書、総説、資料などを収集し整
理する。

なし なし

2 同上 なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして卒業研究論文を精査し、問題点について指摘・解説をして、修正・加筆を求める。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

研究テーマの設定、先行研究の調査、研究目的の設定、研究方法の検討、調査によるデータの収集、解析し、結果をまとめ、考察する。得
られた成果を口頭で発表し、さらに卒業研究論文としてまとめることによって、研究に対する基本的な考え方、プレゼンテーション技術、
論文のまとめ方について習得することができる。

授業の方法

2単位のため学修時間が原則120〜180時間(週2コマ×15週）あり、始める前の3月中に指導教員との面談・打合せを経て、講義では、実験計
画の指導を受け、実験室において教員による直接の指導の下に実験・に実習を実施する。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 小塚　美由記

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・検証
することができる。」などの研究を行う上での基礎となる科目である。研究に対する姿勢、やり遂げる精神が期待され、大学生活での達成
感と自己成長の体験と捉えている重要な科目と位置づけされる。さらには、将来、研究者・教員、高度な専門職業人を養成することを目標
としている大学院を目指す学生にとっても、その前段としての重要な科目としても位置づけられている。

授業の概要

研究内容は、国民の健康維持・増進、疾病予防などに貢献できるものとする。これまでの授業で学んだ分野の中から特に深く関心をもつ分
野を選び、教員の指導のもとに研究計画を立て、学内または学外を拠点として調査・研究を進め、その成果を最終的に卒業研究論文の形で
公表する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50981044 卒業研究Ⅱ（小塚　美由記） 4701 2 4
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履修条件・留意
事項等

3年後期までの卒業必修科目を取得し、自主的、かつ積極的に研究に取り組むことが出来ること。

備考欄

フィードバックとして卒業研究論文を精査し、問題点について指摘・解説をして、修正・加筆を求める。

その他 0 なし

教科書 各指導教員の指示による。

参考文献 関連分野の参考書、論文等

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究態度、卒業研究報告書での文章力、理解度等により総合的に評価する。

15

２７回～３０回
卒業研究論文の作成
口頭での卒業研究発表の内容に基づいて卒業研究論文を作成し
て、製本化する。

なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

２４回～２６回
卒業研究発表会の準備と実施
卒業研究の成果の内容を抄録にしたのち、スライドおよび口演原
稿を作成する。
想定される質問に対する準備を行う。
健康栄養学科の学生や教員に対して限られた時間内で要領良く発
表し、質問に対して的確に答える。

なし なし
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その他 0 なし

教科書 なし

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究態度、文章力、発表能力、卒業論文等により総合的に評価する。

15 同上 なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

26回
卒業研究発表会で発表する。

なし なし

14

27回～30回
卒業研究発表会で指摘された点を卒業研究論文に反映させ、製本
化する。

なし なし

11 同上 なし なし

12 同上 なし なし

9 同上 なし なし

10 同上 なし なし

7 同上 なし なし

8 同上 なし なし

5 同上 なし なし

6

5回～25回
・卒業研究発表会のスライドを作成する。
・卒業研究発表会の練習をする。
・卒業研究発表会で想定される質問に対する準備を行う。
・卒業研究論文の作成を行う。

なし なし

3 同上 なし なし

4 同上 なし なし

1

1回～4回
・卒業研究Ⅰで作成した検索式で再度、文献検索を行い、必要な
論文をエクセルシートに追加する。

なし なし

2 同上 なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして卒業研究論文を精査し、問題点について指摘・解説をして、修正・加筆を求める。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

研究テーマの設定、先行研究の調査、研究目的の設定、研究方法の検討、調査によるデータの収集、解析し、結果をまとめ、考察する。得
られた成果を口頭で発表し、さらに卒業研究論文としてまとめることによって、研究に対する基本的な考え方、プレゼンテーション技術、
論文のまとめ方について習得することができる。

授業の方法

2単位のため学修時間が原則120〜180時間(週2コマ×15週）あり、始める前に指導教員との面談・打合せを経て、教員によ る直接の指導の
下に実施する。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 八重樫　昭徳

授業の位置づけ

・ディプロマ・ポリシーの「学んだ知識とその理解を基盤として、健康・栄養に関する問題について適切に情報を収集し、科学的に分析・
検証することができる。」ことと特に関係がある科目である。
・学部での全ての科目を基礎として、学部生活の4年目を有意義に過ごすため。研究に対する姿勢、やり遂げる精神が期待され、大学生活
での達成感と自己成長の体験と捉えている重要な 科目と位置づけされる。さらには、将来、研究者・教員、高度な専門職業人を養成する
ことを目標としている大学院を目指す学生にとっても、その前段としての重要な科目としても位置づけられている。

授業の概要

研究内容は、国民の健康維持・増進、疾病予防などに貢献できるものとする。これまでの授業で学んだ分野の中から特に深く関心をもつ分
野を選び、教員の指導のもとに研究計画を立てて、学内または学外を拠点として調査・研究を進め、その成果を最終的に卒業研究論文の形
で公表する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50981045 卒業研究Ⅱ（八重樫　昭徳） 4701 2 4

- 356 -



北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

3年後期までの卒業必修科目を取得し、自主的、かつ積極的に研究に取り組むことが出来ること。

備考欄

参考文献

関連分野の参考書、論文等
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5

　【生徒指導】生徒指導と学習指導は学校教育において表裏一体
にあり，生徒指導としての機能を説明できる。児童生徒の資質や
能力を伸長できる教師としての基本的な生徒指導上の技能等につ
いて述べることができる。専門家などの人材を活かしながら，
チームとして組織的に対応することについて説明できる。

教科書「第２章第２節　生徒指導・
進路指導　第３節　教育相談」を読
み込んでおくこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

6

　【学級経営】学校生活において児童生徒の最も中心的な役割を
果たす学級について，その役割，目的を説明できる。児童生徒一
人一人の成長を促すとともに，望ましい集団形成の方法について
述べることができる。

教科書「第２章第４節　学級経営」
を読み込んでおくこと。　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

3

　【学校生活での子ども】児童生徒の学校における心身の発達・
変化等について調べ，学校教育において配慮，工夫すべき点につ
いて述べることができる。

教科書「第１章第２節　最近の学校
の中の生活」を読み込んでおくこ
と。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

4

　【学習指導】学校教育における学習指導の目標や方法の基本的
な理念について調べ，児童生徒の発達段階に応じた学習指導はど
のようにあるべきかについて述べることができる。レポート課題
＃１

教科書「第２章第１節　学習指導」
を読み込んでおくこと。　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

1

　【オリエンテーション  教職課程で学ぶこと】授業の進め方に
ついて理解する。教職をめざすにあたっての学校教育の意義や目
的について理解し，教師としての基本的な姿勢やあり方を論ずる
ことができる。

教科書「序章」を読み込んでおくこ
と。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

2

　【子どもの生活】学校教育の主体である「子ども」の生活の様
相について理解し，学校教育において進めるべき教育内容につい
て述べることができる。

教科書「第１章第１節　最近の子ど
もの生活」を読み込んでおくこと。
（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

　中学校教員を務め，学校運営，学校経営の経験が長く，教育全般について幅広い知識を有している。この経験を活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

　リアクションペーパー，レポートを読み，コメントを記すことによって学修へのフィードバックとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

　１　学校教育のあり方について理解し，教職の意義について述べることができる。
　２　学校における教師の職務について説明できる。
　３　教師の職務を遂行するための資質や能力について述べることができる。
　４　教科指導，教育の方法について自らの考えを整理し，考えを交流する話し合いに参　　加することができる。

授業の方法

　教科書及び配布物を用いて，講義形式及びグループ学習を取り入れ行う。ミニレポートを時間内に行う（１１回）。
　理解度を確認するためのレポートを３回行う。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 常田　拓孝

授業の位置づけ

　教員免許の取得をめざす際に必要な教職に関する基本的な専門的知識や技能を修得する科目である。「教職に関する科目」の基礎となる
授業である。学校教育の目標，教育課程の編成，学校教育の現状，期待される教員像などについて学修し，「教職に関する科目」の準備と
する授業である。

授業の概要

　教員養成教育における必須科目「教職の意義等に関する科目」として教職課程において最初に学ぶ科目である。教師の仕事の本質や専門
性，学校教育の方向性等の基本的理念を概説し，教師の専門性や仕事に関する基本的な概念を学ぶ。さらに，学校教育における子どもの発
達を理解しながら，教師としての教科指導，教育の方法の基本理論を学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

110380A1 教職入門 1002 2 1
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その他 40 評価テスト

教科書

１　新版（改訂二版）　教職入門　教師への道／藤本典裕／図書文化社
２　中学校学習指導要領（平成２９年告示　文部科学省）

参考文献 なし

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

60 ３回のレポートの提出
授業ごとのミニレポート

15

　【まとめ】授業をとおして教員のあり方，児童生徒主体の学校
教育のありようについて説明できる。今後の教職課程での学修の
方法や内容について述べることができる。教職課程での学修で
は，様々な体験を経験しながらチームとして学校づくりにあたる
ことについて述べることができる。評価テスト

これまでの学修資料を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90分

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

　【教員の地位と身分】教員の地位と身分について説明できる。
教育を携わる教員に定められているの地位，身分が重要で，児童
生徒の教育に対する不断の努力が重要であることを説明できる。
児童生徒の教育について努力を続けるとともに，学校外の専門家
とも連携する姿勢が欠かせないことを論ずることができる。レ
ポート課題＃３

 教科書「第５章第３節　教員の地
位と身分，第２節　教員の待遇と勤
務条件」を読み込んでおくこと。
（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

14

　【学校制度】わが国における学校制度の概要について説明でき
る。国民の負託に応える学校教育のあり方について，学校の管理
や学校経営の視点から述べることができる。

教科書「第６章第１節　学校制度，
第２節　学校の管理・運営体制」を
読み込んでおくこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

11

　【教員養成の制度】教員養成制度の概要を理解し，教員養成の
理念を踏まえてどのような学修をすることが期待されているかに
ついて挙げることができる。レポート課題＃２

教科書「第４章第１節　教員養成の
制度，第２節　教職課程の仕組みと
内容」を読み込んでおくこと。（90
分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

12

　【教員の採用と研修】教員の採用制度について理解する。教員
の研修が児童生徒の教育にあって重要であることを述べることで
き，学び続ける教師のありようについて論ずることができる。学
校がチームとして組織的に課題解決にあたることができる資質を
身につけることが大切であることを挙げることができる。

教科書「第４章第３節　教員の採
用，第２節　教員の研修」を読み込
んでおくこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

9

　【今，期待される先生とは】現職の先生をゲストティーチャー
として迎え，「今，期待される先生とは」と題して講義していた
だき，どのような先生をめざすかについて考える端緒とする。学
校教育目標の具現化のために学校内でチームとして組織的に学校
運営にあたることについて説明できる。

これまでの学習資料を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

10

　【先生の仕事，先生の毎日】現職の先生をゲストティーチャー
として迎え，「先生の仕事，先生の毎日」と題して講義していた
だき，実際に先生が日々どのような仕事をしているのかについて
挙げることができる。学年でも，協働で組織的に課題解決にあた
ることが

これまでの学習資料を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

7

　【教師に求められる資質・能力】学校教育にあって，これまで
教師に何が求められてきたかについて歴史的視点から説明でき
る。さらに，これからの時代において，教師にはどのようなこと
が求められているのかについて述べることができる。

教科書「第３章第１節　教師に何を
求めてきたか，いま何が求められて
いるか」を読み込んでおくこと。
（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

8

　【学ぶことと教えること】教師の適切な指導によって，児童生
徒は学校生活を通じて様々なことを学び，成長することを説明で
きる。さらに，教師も児童生徒から学び続けることが重要である
ことを説明できる。

教科書「第３章第２節　児童生徒と
教師」を読み込んでおくこと。（90
分）

配付資料の復習をすること。（90
分）
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履修条件・留意
事項等

なし

備考欄
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9

支援の必要な児童・生徒の心理と指導（2 ）：
 支援の必要な児童・生徒への対応について考える。

障がいとは何かについて調べてお
く。（90分）

「障がいという問題を構成している
要因」について整理しまとめる（90
分）

10

学習環境の構築とその指導　　　
   ①学校の学習環境の問題点とは　②個に応じた学びの環境を
どう整えるか

学習環境に関する資料に目を通して
くる(90分）

配布された資料を読み、ワーク
ショップへ向けた準備をする
（90分）

7

学習指導の実際　　　
   ①学習指導方法　②個に応じた学習指導とは

「学習」という心理学用語について
調べておく。(90分）

配布された資料を読み、条件づけと
動機づけについて整理し、必要に応
じて説明できるようにする。（90
分）

8

支援の必要な児童・生徒の心理と指導（１）：
　発達と発達障害について理解を深めます。ここでは、 子ども
の発達の理解が特別支援教育の学習の第一歩であることを学習す
る

「発達」という、心理学の専門用語
の意味について、調べておく。（90
分）

発達障害体験に関するレポートを作
成する　（90分）

5

自己の成長と人間関係　　　　
   ①自己とアイデンティティ　②人間関係の発達

配布プリントに目を通しておく。
(90分）

事前に配布された資料を読み人間関
係の発達に教育がどんな役割を示す
か検討する（90分）

6

学習理論と教育　　　
   ①教育における学習　②学習理論の概観

学習理論について予習しておく（90
分）

これまで受けてきた高校までの授業
をふり返り、どのように学習理論が
活かされてきたかをまとめる（90
分）

3

教育と発達（２）　　
 　①パーソナリティとは何か　②個性を伸ばす教育とは

パーソナリティという用語について
調べておく。(90分）

パーソナリティ検査を通して、自分
のパーソナリティについて考察し、
レポートを作成する。（90分）

4

認知発達と教育　　　　
　①認知発達の道筋　②心の理論とは　③メタ認知とは

コミュニケーション能力の重要性に
ついて調べる。(90分）

指定文献を参考にしながら、コミュ
ニケーション能力を規定する諸要因
について整理する。（90分）

1

教育心理学の目的と課題：:
 心理学の歴史を探る中で、教育心理学の目的と課題を探る。こ
こでは、次の3点から学習を深めていく。①教育心理学の目的　
②発達と教育　③遺伝か環境か

準備学習：「心理学」という学問分
野について、身近にある資料に目を
通して見る（90分）。

教育心理学の扱う問題を整理して、
他の心理学分野との関連を理解する
（90分）。

2

教育と発達（１）
　①子どもの育ちとは〜遺伝と環境　②アタッチメントは

発達という用語について調べてお
く。(90分）

配布された資料を読む。
(90分）

実務経験のある
教員の教育内容

公認心理師として、学校に勤務した経験を活かして、子どもの心理に関連する授業を行う

課題に対する
フィードバック

の方法

ウェブ媒体で提出し、コメントをフィードバックする

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１  子どもの発達と教育の関係について説明できる。
２　学習理論の基礎的な事項を説明できる。
３　様々なニーズをもつ児童生徒に対する理解を深め支援できる力量を形成する。
４　教育実践場面について、受講生同士での議論を通して、様々な見立ての視点を獲得できる

授業の方法

本講義では、受講生の主体的な参加を重視した、アクティブな授業の展開を積極的に進めていく。そこでは、心理テストや行動評定票を活
用した討論の素材の提供、ワークショップ形式による実践場面の検討、事例検討などを通じて、実践的な視点と知識を獲得していく。

ＩＣＴ活用

自身のデバイスによるクリッカーの活用、ウェブ掲示板による意見交流、確認問題をウェブフォームを用いて実施する

後期

教員氏名 川俣　智路

授業の位置づけ

本講義は、中学校教諭・高等学校教諭・栄養教諭免許状取得のための必修科目である。

授業の概要

本講義では学校教育(幼稚園を含む)の対象となる子どもの発達、学習、人格と適応、見立てや評価を基本的内容とする。さらに、これらの
知見をベースにして、援助を必要とする児童生徒に対する支援のあり方についても情報を提供する。また、教育現場における具体的問題を
取り上げ、将来、教育現場で子どもと関わるために必要な情報を提供する。本講義では、受講生の主体的な参加を重視した、アクティブな
授業の展開が積極的に進められる。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

101660A1 教育心理学 1004 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

中学校教諭・高等学校教諭・栄養教諭免許状取得のための必修科目

備考欄

その他 70 講義内で出される３回の課題に対するレポート(10％×3回)によって評価する

教科書 なし

参考文献 なし

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

30 授業終了後に実施する確認問題で評価する(5％×14回）

15

教育心理学に関するまとめ
　これまで学習したトピックスの中から１つ選択し、内容をまと
めて発表する

これまで学習した内容について復習
しておく（90分）

最終レポートをまとめる
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

子どもの不適応（１）　　
   ①いじめ問題に対応する　②不登校への対応

いじめ問題、不登校を調べ学習して
おく（90分）

自分が教員になったときに、どのよ
うにして児童・生徒への対応をする
かについてまとめておく（90分）

14

子どもの不適応（２）　　
   ①学級内での人間関係を知る　②非行、家庭環境への理解

学級内の人間関係の把握の仕方につ
いて調べ学習しておく（90分）

自分が教員になったときに、どのよ
うにして児童・生徒への対応をする
かについてまとめておく（90分）

11

学習指導に関するワークショップ　　
   ①学習指導に関する教員・子ども体験　②個に応じた学びの
環境を整える方法

学習環境に関する資料に目を通して
くる(90分）

ワークショップ結果をまとめ、レ
ポートを作成する
（90分）

12

動機付けと教育　　
   ①ワークショップの振り返りと動機付け　②動機付け理論と
は

「動機付け」という、心理学の専門
用語の意味について、調べておく。
（90分）

児童・生徒の動機を高める方法につ
いて調べまとめておく　（90分）
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3

【教育の歴史①学校の歴史】
以下の事項について理解する。
・学校の歴史
・公教育の思想
・望監視施設と近代の規律権力

理解確認のために復習テストを行う。また、前回テスト内容を解
説する。

教科書pp.28-39を中心に該当箇所の
記述を熟読しておく。（90分）

復習問題の自己採点と振り返り。
（90分）

1

【オリエンテーション　子どもの発達と教育の目的】
本科目についての説明を受け，以下の事項について理解する。
・共同体社会の教育
・近代以降の教育
・デュルケームによる「方法的社会化」としての
　教育
・教育学と教育科学

理解確認のための復習テストを行う。

教科書p.6-17を中心に該当箇所の記
述を熟読しておく。（90分）

復習問題の自己採点と振り返り。
（90分）

2

【教育とは何か】
以下の事項について理解する。
・人間とは何か
・人間に固有の営みとしての教育
・教育、形成、教化
・教育と教授
・形式陶冶と実質陶冶

理解確認のために復習テストを行う。また、前回テスト内容を解
説する。

教科書pp.18-27を中心に該当箇所の
記述を熟読しておく。（90分）

復習問題の自己採点と振り返り。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

公立中学校・高等学校の国語科教師としての勤務経験が約10年あり、学校教育全般に幅広い知識と経験を有する。
私立高等学校でのスクールカウンセラー経験を有し、現在も行政機関におけるカウンセラー（家庭生活相談員）活動を継続中であり、生徒
指導に関する深い経験と知見を有する。
環境教育指導者資格を複数取得しており、環境教育関連の豊富な知識・指導者養成経験を有する。
上記を活かして教育指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、毎時間最初に前回小テストの解答を説明し、フィードバックメールへのコメントを返して理解を深める助けとす
る。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

1. 教育の本質と意義に関して論じることができる．。
2. 教育現象に対して批判的視点を持ち、学習者・教育者双方の立場から説明することができる。
3. 学校教育・家庭教育・社会教育を比較し、関連付けることができる。
4. 教育の歴史を俯瞰し今後の展望について仮説を立てることができる。

授業の方法

板書・教科書・視聴覚メディアを使用した講義形式とする。
学生は以下2点を毎時間Web上で解答し，送信する。
・復習問題の解答
・授業に関するコメントや質問
担当教員は質問に関して次回授業で解答し、コメントや質問内容を授業内容に反映させる。

ＩＣＴ活用

必要に応じてWeb上でのアプリケーション（アンケートフォームを用いたフィードバックメール入力・送信と小テスト解答）を用いた双方
向授業を取り入れ、ICT技術の修得を促す。

前期

教員氏名 矢部　玲子

授業の位置づけ

「教職入門」に引き続き、教師を目指す履修者が、「教育とは何か」を多岐にわたる視点から学び、理解を深め、今後履修する教職課程各
科目へとつなげる科目である。

授業の概要

　「教職入門」に引き続き、教師を目指す履修者が「教育とは何か」を多岐にわたる視点から学び、理解を深め、今後履修する教職課程科
目へとつなげる科目である。教育の諸相を理解し、諸国の教育史・教育大系・教育思想を学んで日本の教育の特徴や学校教育の社会的な機
能を理解し、教育の意義を複眼的に見ることのできる視点を身につける。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

101650A1 教育原理 1002 2 カリキュラムにより
異なります。
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9

【「教える」という仕事②教育課程と授業の実践】
以下の事項について理解する。
・授業を計画する
・授業を実践する
・授業を振り返る―よりよい授業への改善
・授業の実際（『導入」「展開」「終末」）と教
　材研究

理解確認のために復習テストを行う。また、前回テスト内容を解
説する。

教科書pp.104-115を中心に該当箇所
の記述を熟読しておく。（90分）

復習問題の自己採点と振り返り。
（90分）

7

【教育の歴史⑤日本の教育史】
以下の事項について理解する。
・近世の文字文化と民衆
・近代学校の出発
・公教育の普及
・ヘルバルト学派への批判と「新教育」の展開
・戦中戦後の学校教育と本講のまとめ
・成城小学校

理解確認のために復習テストを行う。また、前回テスト内容を解
説する。

教科書pp.78-89を中心に該当箇所の
記述を熟読しておく。（90分）

復習問題の自己採点と振り返り。
（90分）

8

【「教える」という仕事①教育課程と授業の計画】
以下の事項について理解する。
　・教育課程とカリキュラム
　・ カリキュラムの類型
　・ 学習指導要領とその変遷
　・ 教育関係法令と学習指導要領の「基準性」
　・ 授業計画
　・カリキュラム編成・開発と教科書

理解確認のために復習テストを行う。また、前回テスト内容を解
説する。

教科書pp.90-103を中心に該当箇所
の記述を熟読しておく。（90分）

復習問題の自己採点と振り返り。
（90分）

5

【教育の歴史③海外の教育史（近代の教育思想）】
以下の事項について理解する。
・コメニウス
・ロック
・ルソー
・カント
・なぜ教育思想を学ぶのか
・家庭教師を努めていた教育思想家たち

理解確認のために復習テストを行う。また、前回テスト内容を解
説する。

教科書pp.52-63を中心に該当箇所の
記述を熟読しておく。（90分）

復習問題の自己採点と振り返り。
（90分）

6

【教育の歴史④海外の教育史（近代教育学の成立～新教育運
動）】
以下の事項について理解する。
・近代教育の夜明け―実践のための理論／理論のための実践
・子どもたちが育つ場所という構想と実践
・学問としての教育学の成立
・教育実践を再構成するために
・ブルーナーと「系統主義」の教育思想

理解確認のために復習テストを行う。また、前回テスト内容を解
説する。

教科書pp.64-77を中心に該当箇所の
記述を熟読しておく。（90分）

復習問題の自己採点と振り返り。
（90分）

4

【教育の歴史②海外の教育史（古代ギリシアの教育思想）】
以下の事項について理解する。
・古代ギリシアにおける教育文化
・古代ギリシアの哲学者たち
・ソフィスト的弁論術と教養観の拡大
・アカデメイアとリュケイオン

理解確認のために復習テストを行う。また、前回テスト内容を解
説する。

教科書pp.40-51を中心に該当箇所の
記述を熟読しておく。（90分）

復習問題の自己採点と振り返り。
（90分）
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定期試験

0 なし

15

【現代日本の教育問題】
以下の事項について理解する。
・いじめ・不登校問題と子どもの貧困問題
・国際化・情報化とこれからの教育
・論理的思考力を育む「プログラミング教育」

理解確認のために復習テストを行う。また、前回テスト内容を解
説する。

教科書pp.180-190を中心に該当箇所
の記述を熟読しておく。（90分）

復習テストの合計点数から本授業の
理解度を総括し，今後の課題を明ら
かにする。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

【社会教育と生涯学習】
以下の事項について理解する。
・社会教育
・生涯学習
・社会教育、生涯学習の取り組みと課題
・社会教育の施設と職員
・公民館
・学校許育との連携，協働に向けて
・学校と社会をつなぐ学社連携

理解確認のために復習テストを行う。また、前回テスト内容を解
説する。

教科書pp.154-167を中心に該当箇所
の記述を熟読しておく。（90分）

復習問題の自己採点と振り返り。
（90分）

14

【地域社会と学校】
以下の事項について理解する。
・地域と学校の連携
・地域と学校の連携のための制度
・地方創生と学校
・地域社会の範囲は？

理解確認のために復習テストを行う。また、前回テスト内容を解
説する。

教科書pp.168-179を中心に該当箇所
の記述を熟読しておく。（90分）

復習問題の自己採点と振り返り。
（90分）

11

【　「教える」という仕事④学校・学級の経営】
以下の事項について理解する。
・学校経営
・学級経営
・「学級開き」の当日、担任の思いをシンボルで
　　語る

理解確認のために復習テストを行う。また、前回テスト内容を解
説する。

教科書pp.130-141を中心に該当箇所
の記述を熟読しておく。（90分）

復習問題の自己採点と振り返り。
（90分）

12

【学び続ける教師となるために】
以下の事項について理解する。
・学び続ける教師とは
・教師が学び続ける資質・能力を確立していく過程について
・伸び続ける志のある教師に
・「求められる教師像」「学び続ける教師像」の
　　今昔

理解確認のために復習テストを行う。また、前回テスト内容を解
説する。

教科書pp.142-153を中心に該当箇所
の記述を熟読しておく。（90分）

復習問題の自己採点と振り返り。
（90分）

10

【「教える」という仕事③教育評価】
以下の事項について理解する。
・教育評価を考える前に
・教育評価の目的
・教育評価の時期
・評価の主体
・評価の方法
・これからの教育評価
・カリキュラム・マネジメント
・教育評価の課題
・評価（evaluation）とアセスメント
 （assessment）

理解確認のために復習テストを行う。また、前回テスト内容を解
説する。

教科書pp.116-129を中心に該当箇所
の記述を熟読しておく。（90分）

復習問題の自己採点と振り返り。
（90分）
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履修条件・留意
事項等

中・高の英語科・国語科並びに栄養教諭の教員免許状取得を目指し、関係科目を履修又は履修予定の者。
出席率66％以上の者を成績評価対象とする。
状況に応じて、授業の順番や内容を変更する場合がある。

備考欄

その他 0 なし

教科書 教育原理 (よくわかる! 教職エクササイズ)／島田和幸ら／ミネルヴァ書房

参考文献 必要に応じて提示する。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 毎回行う小テストの内容に基づくまとめテスト：100％
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11

教育課程の編成資料により構造分析を行い、編成の実際が理解が
できる。（対面）

教育課程の編成例を調べ学習に臨
む。（90分）

教育課程編成資料により、作成上の
留意点や配慮について整理する。
（90分）

9

教育課程と教科書の活用の意義について理解できる。 なぜ教科書が重要なのか、教育課程
の編成より考察し授業に臨む。（90
分）

教育課程の編成と教科書活用の意義
との関連をとらえ整理する。（90
分）

10

教育課程編成上の留意点と配慮について理解できる。 教育課程を編成するうえで、どのよ
うな留意点が必要なのか調べ授業に
臨む。（90分）

教育課程編成上の配慮や留意点につ
いて整理する。
（90分）　
　

7

学校における教育課程の基本問題について理解できる。 生徒の側に立った教育課程の編成に
ついて調べ授業に臨む。（90分）

生徒の側に立った教育課程の基本問
題と改善策について整理する。（90
分）　
　

8

子どもの発達と生徒指導、教育課程の関係性について理解でき
る。

子どもの発達と生徒指導、教育課程
の関係性について調べ授業に臨む。
（90分）

子どもの発達と生徒指導、教育課程
の関係性について整理する。（90
分）

5

教育課程編成の原理と編成上の課題について理解できる。 教育課程編成の原理について事前学
習し授業に臨む。（90分）

教育課程編成の原理と、編成上の課
題について整理する。
（90分）

6

教育課程の基本的構造について理解できる。 教育課程の基本的構造について調べ
授業に臨む。
（90分）

教育課程の基本的構造ついて整理す
る。（90分）　
　

3

我が国おける教育課程の歴史的経過とその背景にある教育課題に
ついて理解できる。

我が国における教育課程の歴史的経
過について調べ授業に臨む。（90
分）

我が国における教育課程の歴史的経
過と背景にある教育課題について整
理する。（90分）

4

学習指導要領と教育課程の関係性を理解する。 学習指導要領とは何かを調べ授業に
臨む。（90分）

学習指導要領と教育課程の関係性に
ついて整理する。
（90分）

1

オリエンテーション（ルーブリックの提示と学習内容、進め方）
の内容を把握し、教育課程の編成の意義と法的根拠、教育課程の
編成の原則について理解する。

教育課程とは何かについて調べ授業
に臨む。
（90分）

オリエンテーションの内容を確認
し、教育課程の編成の意義と法的根
拠、教育課程の編成の原則について
理解する。　　　（90分）

2

世界の教育課程の歴史的経過ついて理解できる。 世界の教育課程の歴史的経過につい
て調べ授業に臨む。（90分）

世界の教育課程の歴史的経過につい
て整理する。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

北海道内の公立中学校の校長12年の実務経験と教育理論により学校改善を図り、学力向上を中心に様々な教育成果を上げた。また校長在任
中より現在までの間、北海道内外の小中高等学校へ「主体的・対話的で深い学び」による授業改善や学習評価方法、教育課程の編成と実施
さらに生徒指導を含め、今日的教育問題の解消・解決のため教育行政などより依頼を受け各種研修会の講師を務めている。

課題に対する
フィードバック

の方法

質問は授業中、クラスルームでのレポート提出時とあわせ随時受けつけ、内容により受講者全員への還元を図る。また毎時間、授業への自
己評価、相互評価さらに学習レポートを中心とする、学習課題への回答を評価しコメントを添え返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

①教育課程の編成の意義、歴史的経過を理解できる。（知識・技能）②教育課程の編成の意義と進め方について実践的に理解し表現でき
る。（思考・判断・表現）③学習課題解決のため互いにに交流し、協同的に活動することができる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

授業の到達目標を達成するため、説明と演習の知的生産交流により授業を進める。受講者の学習への主体化を図るため、ハイブリッド型
（ICTの活用と対面学習）を中心にアクティブラーニングにより授業を進める。
（毎時間、事前学習課題は授業日前日までに作成を完了しクラスルームへ送信、授業の後半に送信する学習レポートは授業終了前に完成さ
せ返信する。その後、採点し返却する。事前学習課題、学習レポートの字数は400字～600字程度で作成する。）　

ＩＣＴ活用

毎時間、学習課題の提示、レポートの作成、FAMアプローチによる授業評価などグーグルクロームの活用による双方向の授業を行う。

後期

教員氏名 石垣　則昭

授業の位置づけ

教育課程の意義と編成の授業は教職課程科目「教育課程及び指導法に関する科目」に位置づけられ、教員免許を取得するための必修教科で
ある。本科は教育の主題である教育課程の編成への理解を深め、教育制度論、教育方法の意義と編成、教育原理との関連性を重視し授業を
進めことを授業の位置づけとする。

授業の概要

次代に生きる児童、生徒の育成のための新学習指導要領（教育課程の基準）をふまえつつ、教育課程とは何か、その21世紀的背景と内容、
課程編成の歴史と基礎理論、具体的実施にあたっての課題、教師として必要なカリキュラムの意義と編成、実施について具体例を示し学習
を進める。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

110390A1 教育課程の意義と編成 1012 2 2
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履修条件・留意
事項等

学習内容の理解と定着を図るため準備学習、事後学習を重視し学習規律を守り提出物は期限を厳守する。授業中は自ら意見表明するなど能
動的な参加態度を必須とする協同的な学びにより、「教育課程の意義と編成」への理解を深めて頂きたい。

備考欄

その他 0 なし

教科書 自作の資料による。

参考文献

文部科学省刊行物による。　


定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ルーブリックの評価の規準による毎時間の学習課題及び学習レポート（１問２点～５点）と小テスト（３
０問×1点）により成績評価を行う。

15

本科を振り返り、教育課程の意義と編成について理解を深める。 教育課程の意義と編成について学習
内容を振り返り授業に臨む。（90
分）

教育課程の意義と編成についての理
解を進め、本科の学習内容を整理す
る。
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

教育課程の編成と授業改善について理解する。 教育課程の編成と授業づくりの関係
について調べ授業に臨む。（90分）

教育課程の編成と授業改善の意関連
性について整理する。（90分）

14

「社会に開かれた教育課程の編成」の意義と進め方について理解
する。
学習のまとめとしての小テストを実施する。

「社会に開かれた教育課程」とは何
かを調べ授業に臨む。（90分）

「社会に開かれた教育課程」の意義
と進め方について整理する。（90
分）

12

教育課程の評価の意義と手順について理解する。 教育課程の評価の意義について調べ
授業に臨む。
（90分）

教育課程の評価の意義と手順につい
て整理する。
（90分）
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9

教育課程の編成基準と教科書採択制度について理解する。 教育課程の編成基準とは何かを調べ
学習に臨む。
（90分）

教育課程の編成基準と教科書採択制
度について整理する。（90分）

10

新学習指導要領の構成と特徴について理解できる。 学習指導要領とは何かを調べ授業に
臨む。（90分）

新学習指導要領の特徴を理解し整理
する。（90分）

7

校務分掌組織と学校評価活動について理解できる。 校務分掌組織、学校評価活動とは何
かを調べ授業に臨む。（90分）

校務分掌組織、学校評価活動の事例
により、その意義を整理する。（90
分）

8

教育研修の意義とその進め方について理解できる。 教育法で保障されている研修活動と
はどのような意義があるのかを調べ
授業に臨む。（90分）

研修活動の意義と進め方、現状にお
ける課題について整理する。（90
分）

5

学校教育目標と学校経営目標の事例を示し、その意義と関連、課
題について理解できる。

学校教育目標、学校経営目標とは何
かを調べ授業に臨む。（90分）

学校教育目標、学校経営目標の策定
の意義と教育制度との関連について
整理する。
（90分）

6

学級経営目標の事例を示し、その意義と課題について理解でき
る。

学級経営目標とは何か、どのように
機能することが望ましいのかを調べ
授業に臨む。（90分）

学級経営目標策定の意義と作成手
順、機能について整理する。（90
分）

3

公教育制度を保障するための法制度について理解できる。 公教育制度のための法制度とは何か
を調べ授業に臨む。（90分）

公教育制度のための法制度の意味や
内容について整理する。（90分）

4

学校教育制度と今日的課題について理解できる。 学校教育制度と教育が抱える今日的
課題を調べ授業に臨む。（90分）

学校教育制度と教育が抱える今日的
課題について整理する。（90分）

1

オリエンテーション（ルーブリックの提示と学習内容、進め方、
本科を学ぶ意義）の内容を把握し、教育制度論の範囲と学校の種
類、学校教育の成立について理解する。

教育制度論とは何かについてまとめ
授業に臨む。
（90分）

オリエンテーションの内容を確認
し、教育制度論の範囲と学校の種
類、学校教育の成立について整理す
る。
（90分）

2

教育法規の体系と教育基本法改定の意義について理解できる。 教育法規の体系と教育基本法改定に
ついて調べ授業に臨む。（90分）

教育法規の体系と教育基本法改定の
意義と内容について整理する。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

北海道内の公立中学校の校長12年の実務経験と教育理論により学校改善を図り、学力向上を中心に様々な教育成果を上げた。また校長在任
中より現在までの間、北海道内外の小中高等学校へ「主体的・対話的で深い学び」による授業改善や学習評価方法、教育課程の編成と実施
さらに生徒指導を含め、今日的教育問題の解消・解決のため教育行政などより依頼を受け各種研修会の講師を務めている。

課題に対する
フィードバック

の方法

質問は授業中、クラスルームでのレポート提出時とあわせ随時受けつけ、内容により受講者全員への還元を図る。また毎時間、授業への自
己評価、相互評価さらに学習レポートを中心とする、学習課題への回答を評価しコメントを添え返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

①今日的の教育制度ついて理解することができる。（知識・技能）②教育制度改革について理解を深め表現することができる。（思考・判
断・表現）③学習課題の解決のため、他者と協力し学習を進めることができる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

授業の到達目標を達成するため、説明と演習の知的生産交流により授業を進める。受講者の学習への主体化を図るため、ハイブリッド型
（ICTの活用と対面学習）の反転学習を中心にアクティブラーニングにより授業を進める。（毎時間、事前学習課題は授業日前日までに作
成を完了しクラスルームへ送信、授業の後半に送信する学習レポートは授業終了前に完成させ返信する。その後、採点し返却する。事前学
習課題、学習レポートの字数は400字～600字程度で作成する。）　


ＩＣＴ活用

毎時間、学習課題の提示、レポートの作成、FAMアプローチによる授業評価などグーグルクロームの活用による双方向の授業を行う。

後期

教員氏名 石垣　則昭

授業の位置づけ

教育制度論は教職課程に位置づけられ、教員免許を取得するための必修教科である。また本科は　教職科目のうち「教育に関する社会的、
制度的又は経営的事項」を扱う授業である。教職を希望する者にとって、教育制度を理解することは不可欠であり、教育課程の編成、教育
方法の理論と実践との関連を重視し教職課程の総合知を獲得できるよう授業を位置づける。

授業の概要

近年、国際化グルーバル化の進展に伴い、我が国の次代を担う人材の育成のため、教育制度の改革がなされてきた経緯がある。特に教育制
度の改革による学習指導要領の改訂により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校と新しい学習指導要領により教育活動が実施される。教育
法制度、学校教育の制度や学校経営、学級経経営、教職員制度などの基盤的知識を理解し教職への意識付けを高める授業とする。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

101670A1 教育制度論 3500 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

学習内容の理解と定着を図るため準備学習、事後学習を重視し学習規律を守り提出物は期限を厳守する。授業中は自ら意見表明するなど能
動的な参加態度を必須とする協同的な学びにより、「教育制度」の理論への理解を深めて頂きたい。　　


備考欄

その他 0 なし

教科書 自作の資料による。

参考文献 文部科学省刊行物による。

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ルーブリックの評価規準による毎時間の学習課題及び学習レポート（１回２点～５点）と小テスト（３０
問×1点）により成績評価を行う。

15

社会教育制度のしくみについて理解し、本科のまとめ行う。 社会教育制度と教育制度とは何かを
調べ学習に臨む。（90分）

社会教育の動向と今日的課題、教育
制度の意義についてまとめ、本科の
学習内容を整理する。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

国や地方の教育財政制度の基本構造と今日的課題について理解で
きる。

教育財政制度とは何かを調べ授業に
臨む。（90分）

教育財政制度の意味と義務教育国庫
負担制度、今日的財政制度の課題に
ついて整理する。（90分）

14

生涯学習制度の意義と推進について理解できる。
学習のまとめとしての小テストを実施する。

生涯学習制度とは何かについて調べ
授業に臨む。
（90分）

生涯教育制度の意義と推進、今日的
課題について整理する。（90分）

11

教職員の種類と教育職員の任用制度について理解できる。 教職員の種類と教育職員の任用制度
について調べ授業に臨む。（90分）

教職員の種類と任用制度について整
理する。（90分）

12

教職員の服務規定を理解できる。 教職員の服務とは何か、どのような
内容があるのかを調べ授業に臨む。
（90分）

教職員の服務の意義、内容について
整理する。
（90分）
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9

幼児児童生徒の発達段階を学習し，WISC−ⅣやビネーⅤなど一般
的に実施されている発達検査の特質や課題点とその読み取り方に
ついて理解する

前回配布した「発達検査」の資料を
読み込んでおく（９０分）

聞き取り式の発達検査を体験したこ
とをまとめておく（９０分）

7

視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱等を含む障害
を学習上及び生活上の困難さから理解する．

前回、この回は、小テストの対象で
あることを知り、障害種について資
料を読み込んでおく（９０分）

各障害について、特徴をまとめてお
く（９０分）

8

学習意欲の向上や知識・技能への興味関心を広げる取り組みで
は，自立活動が有効であることを中学校や高校の実際の指導場面
及び指導案等を通して学習する

前回配布した「自立活動」について
の資料を読み込んでおく（９０分）

学習意欲について自分の考えをまと
める（９０分）

5

障害者差別解消法における合理的配慮について知り，具体的な事
例をもとに実際場面での運用について理解する．

前回配布した「障碍者差別解消法」
の資料を読み込んでおく（９０分）

障害者差別解消法について、ポイン
トを整理する（９０分）

6

集団参加や学習困難な事例から，保護者対応の緊急性と重要性を
知り，関係者の連携と情報共有の重要性を理解する．（1）就学
困難事例と家庭内暴力について

こどもへの暴力についての資料を読
み込んでおく（９０分）

家庭との連携についてまとめておく
（９０分）

3

個別の支援計画をもとに，小学校・中学校における集団参加に困
難さのある児童・生徒への組織的な取り組みと特別支援教育の役
割について学習する．

前回配布した「個別の支援計画」の
資料を読み込んでおく（９０分）

講義内容について、キーワードをも
とに整理する（９０分）

4

校内学びの支援委員会の位置付けと役割を知り，その推進役であ
る特別支援教育コーディネーターの重要性を学習する．校内にお
いて「障害はないが特別な教育的ニーズのある事例」の把握や支
援の為の具体的な動きについても理解する．

前回配布した「校内学びの支援員
会」の資料を読み込んでおく（９０
分）

特別支援教育コーディネーターにつ
いて、理解したことを整理しておく
（９０分）

1

オリエンテーション．特殊教育時代を振り返り，特別支援教育が
目指す共生社会の意義と重要性について，全15回の講義を通して
学ぶことを理解する．

障がいについて、自分なりの考えを
まとめておく（９０分）

共生社会について整理し、意義と役
割について整理する（９０分）

2

交流及び共同学習という特別支援教育を特徴付ける取組から，実
態に応じた指導・支援の重要性とインクルーシブ教育の理念を理
解する．

共生社会について整理すし、前回配
布した「交流学習」についての配布
資料を読み込む（９０分）

講義内容について、キーワードをも
とに整理する（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

小学校特別支援学級の担任として３６年間勤務した。特別支援教育コーディネータを１０年間兼任した。この経験を生かして、特別支援教
育に関する知識だけではなく、エピソードを加味しながら「現場感」が伝わる講義を行う。特に、インクルーシブ教育に関して、交流学習
に長年取り組んだ経験をエピソードとして特別支援教育の実際として伝えながら、特別支援教育のよき理解者となるために講義を行う。加
えて、通常学級における個別の支援の重要さを伝えるための専門的な知識と経験を有している。

課題に対する
フィードバック

の方法

用語理解に関する小テストを第７回で行い、理解度の確認を行う。また、振り返りシートからの質問や疑問を講義で取り上げる形で学生に
フィードバックし、全体で共有する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．特別支援教育の特徴を把握し、個別の教育的支援について説明することができる。
２．共生社会の実現に向けてインクルーシブ教育が重視される理由を説明するjことができる。
３．障害者差別解消法など、社会的な支援の実際を理解し、障害と支援を関連付けて記述することができる。
４．個別の教育的支援を行う支援者として、共生社会の重要性を説明することができる。

授業の方法

①プレゼンテーションの方法：パワーポイントと印刷物を併用する。現場を理解する手立てとして、指導場面の画像や動画を提供する。
②授業形態：毎回、講義形式で行い、専門的知識と現場のエピソードを織り交ぜながら、講義を進める。
③第４回、第７回、第９回、第１０回に小グループまたは個人での体験や問題解決を行う。また、毎回、振り返りシートの記入を行い、学
んだことをまとめる活動を行う。

ＩＣＴ活用 ipadとapplepencilを多用して、プレゼンテーションを効果的に行う

後期

教員氏名 村田　敏彰

授業の位置づけ

本講義は、教員免許の取得のための必修である。特別の支援を必要とする児童の増加から、社会の要請にこたえるものである。児童の多様
な実態に応じた支援について学ぶものである。特別支援教育総論や知的障害教育につながるものである。

授業の概要

通常の学級にも在籍する様々な困難さのある幼児・児童及び生徒が安心感・充実感をもって集団に参加しながら，将来の社会参加・自立に
必要な知識・技能を学習し，活用することができるようになるための組織的な支援方法を個別の支援計画・個別の指導計画に基づく取り組
みとして理解する．

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111050A1 特別支援教育概論 1020 2 カリキュラムにより
異なります。

- 371 -



北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

特になし

備考欄

その他 0% なし

教科書

なし
毎回資料配布

参考文献 「はじめての特別支援教育 これだけは知っておきたい基礎知識」中村 忠雄著  明治図書　2007

定期試験 0% なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 最終レポート100％

15

特別支援教育への理解促進の必要性について学習し，よき理解者
の一人となることが共生社会の実現への力となることを理解す
る．

前回視聴した映画のまとめを読み返
す（９０分）

視聴した映画から「あるべき共生社
会の姿」と自分が取り組むべきこと
についてまとめる（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

学年や年齢が上がっていくにつれて社会問題化していく，不登校
やひきこもり等について特別な教育的ニーズのある具体的な事例
を通して、その背景や対応について学習する．

前回配布した引きこもりの事例の資
料を読み込んでおく（９０分）

不登校や引きこもりのもたらす困難
さについてまとめておく（９０分）

14

学習上及び生活上の困難が認められる場合，困難さの背景を把握
し，個別の支援計画や個別の指導計画をもとに組織的に対処して
いく必要があることを理解する．

前回配布した、「生活上の課題」に
関する資料を読み込んでおく（９０
分）

講義の中で視聴した映画のポイント
をまとめておく（９０分）

11

障害者が社会でその能力を最大限に発揮して活躍していることを
知り，支援の意味と「生きる力」について学習する．

前回配布した障害者の就労について
の資料を読み込んでおく（９０分）

就労施設や事業所の動画を見た感想
をまとめておく（９０分）

12

集団参加や学習困難な事例から，保護者対応の緊急性と重要性を
知り，関係者の連携と情報共有の重要性を理解する．（2）保護
者支援と教育相談について

前回配布した教育相談についての資
料を読み込んでおく（９０分）

小学校教育において教育相談の果た
す役割についてまとめておく（９０
分）

10

ICF（国際生活機能分類）について学習し，活動と参加という社
会的側面から障害をとらえる必要があることを理解する．具体的
には、目だった障害が認められない事例でも、ICFの観点から支
援の必要性が生じることがあることを理解する．

前回配布したICFについての資料を
読み込んでおく（９０分）

ICFを体験した感想をまとめておく
（９０分）
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5

【学習指導案の内容と作成手順、指導方法の創意工夫と模擬授
業】　道徳の学習指導案に盛り込むべき内容と作成手順、生徒の
心に届き、響くことに留意しつつ、生徒の発達段階や個に応じた
道徳性の育成に資する指導方法について、具体的な取組み事例を
もとに学習する。〔レポート６〕

・配布された資料、教科書を読みな
おしておくこと（90分）

・授業を復習し、レポートの作成
（90分）　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　・共
通教材集を読む

6

【教材分析と授業構想、指導案作成Ⅰ（一部グループワーク）】　
何点かの共通教材より選択したものを活用した授業を各自構想
し、同じ教材を選択したグループで模擬授業を構想しながら指導
案を作成する演習を行う。教師は各グループの支援を行いながら
内容を高めていく。〔演習シート７，８，９〕

・配布された教材を読んで選択し、
吟味しながら授業構想をたてておく
こと（90分）

・共通教材の分析と指導案作成、模
擬授業構想決定し、指導案の完成と
模擬授業準備（90分）　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
教科書教材から自主選択教材を探す　
　　　　　演習シートの作成

3

【道徳教育の全体計画と教育活動全体を通じた道徳教育、要とし
ての道徳科と家庭や地域社会との連携】　道徳教育の全体計画の
必要性と道徳科以外の教科等における道徳教育とはどういうもの
なのか、家庭や地域社会との連携の必要性について具体的な計画
例や事例をもとに学習する。〔レポート４〕

・配布された資料、教科書Ｐ７０～
１０８を読んでおくこと（90分）

・授業を復習し、レポートの作成
（90分）

4

【道徳科の年間計画と中学校の道徳の授業における指導法の工夫
や評価】　道徳科の年間計画の必要性と道徳科における指導法と
評価について、具体的な計画例や事例をもとにした学習した後、
簡単な実践演習を行う。〔演習シート５〕

・配布された資料、教科書Ｐ７０～
１１８を読んでおくこと（90分）

・授業を復習し、演習シートの作成
（90分）

1

【道徳教育の意義（ガイダンスを含む）】　授業スケジュールと
授業での到達目標を確認。道徳教育の意義について文部科学省
「中学校学習指導要領解説　特別の教科道徳編」（以下必携）を
もとに道徳教育と道徳科の授業の具体的なイメージを持ちつつ、
実践体験を通し学習する。〔レポート１，２〕

・「中学校学習指導要領解説　特別
の教科道徳編」（以下教科書）　Ｐ
1～１８を読んでおくこと（90分）

・授業を復習し、レポートの作成
（90分）

2

【道徳教育・道徳科の目標及び道徳性】　歴史的な部分も押さえ
ながら、「中学校学習指導要領解説　特別の教科道徳編」をもと
に、日本国憲法等に基づく道徳教育・道徳科の目標及び目的、道
徳性について、具体的なイメージをもてるよう学習し、学びをま
とめる。〔レポート３〕

・配布された資料、教科書Ｐ８～６
９を読んでおくこと（90分）

・授業を復習し、レポートの作成
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

中学校教員として道徳教育と中学校・小学校の道徳の時間、道徳科の授業指導経験を積み重ねてきた。全国小学校道徳教育研究会、全日本
中学校道徳教育研究会、北海道道徳教育研究会、札幌市道徳教育研究会の会長・副会長として小学校、中学校の道徳教育と道徳科の授業研
究をしてきた。全国の研究大会、日本道徳教育学会での研究等々の最新の学び活かして、授業の実践的な活動を取り入れ、教師としての資
質を持ち道徳教育と道徳科の授業ができる学生を育成する。

課題に対する
フィードバック

の方法

・レポートや提出物にコメントを返す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　・授業の中で解説と補足、指導を随時おこなう。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．中学校の道徳へつながっている、幼稚園・保育園の道徳性の芽生えから小学校の道徳教育の目標・内容及び具体的な取組や学習指導法
の基本的な活用を理解し説明できる。　２．中学生の心に届き、心に響く授業構想と授業ができるよう、道徳性の育成に資する道徳学習指
導案を作成でき、授業ができる。　３．自己の道徳性を見つめること（メタ認知）ができるとともに、他者と協力的・論理的思考により、
自らの道徳性育成への意欲を高めていけるようになることを身に付け、それを中学校高等学校の教育実践に生かすことができる。

授業の方法

基礎知識の理解については資料と板書を活用しながら講義形式ですすめ、随時発問を入れながら主体的に考え合うようにさせる。後半は教
材を活用しながら実践的な場面を想定して学習をする。（６回）。　授業計画と指導案作成実習、模擬授業はグループワーク、個人での授
業構想と模擬授業の取り組みに取り組ませ、実践力を育成する。　予習してきた内容をもとに授業を行い、相互評価や毎授業後のレポート
等で復習と理解の定着を図る。（９回）。

ＩＣＴ活用

原則として教科書を使用した日常の道徳科の授業ができるようになる力をつける。授業実践場面で映像教材や画像、ICTを活用した授業に
ついて指導する。模擬授業中に学生が必要部分でICTを活用していける力をつける。

後期

教員氏名 加藤　一郎

授業の位置づけ

道徳教育を学びながら人間としてよりよい生き方を追求し、学校の教育活動全体で行われる道徳教育とその要として行われる「特別の教科　
道徳」の授業について学ぶ。教職課程を学ぶ学生にとって全ての学習に関連した学びとなり、教育者としての資質づくりにつながる科目で
ある。

授業の概要

道徳教育と道徳科の授業についての学びをもとに幼保・小・中のつながりを意識した道徳の授業ができ、道徳教育を推進していける力を修
得する。道徳性の芽生えと道徳教育についての基礎知識を身につけ、その重要性について認識を深める。要となる道徳科の学習指導案作成
と模擬授業や主体的で協動的な学習を通して、教員として必要な道徳教育の資質と具体的なスキルを身につける。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

110400A1 道徳教育の理論と方法 3042 2 3
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その他 0 なし

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業中に実施するレポート,演習シート,論述文章,発表等60％、道徳科学習指導案と模擬授業40％

15

【道徳教育と道徳科についての総括】　これまでの学習と実践を
振り返りまとめの講義。道徳教育と道徳科に関する考えを記述し
発表し、検討をする。学びのまとめを記述して提出。〔まとめ論
文２６〕

・教科書を復習しながら学んだこと
をまとめておく（90分）

・まとめ論文の完成（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

【授業のねらいに深く関わる中心的な発問部分を核にした模擬授
業と評価、改善点の交流②】　中心発問部分を核にした短時間の
模擬授業をおこない。それを全員で評価し、改善点を指摘し合い
ながら交流する。その後授業内容、方法、考え方の補足指導。次
回のよりよい授業を目指し赤で修正した指導案を提出。〔演習
シート２２、模擬授業課題レポート２３〕

・中心発問を核にした模擬授業の準
備（90分）

・実践後の指導案修正、レポート作
成、模擬授業の振り返りと演習シー
ト完成（90分）　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　中心発問を核
にした模擬授業の準備

14

【授業のねらいに深く関わる中心的な発問部分を核にした模擬授
業と評価、改善点の交流③】　中心発問部分を核にした短時間の
模擬授業をおこない。それを全員で評価し、改善点を指摘し合い
ながら交流する。その後授業内容、方法、考え方の補足指導。次
回のよりよい授業を目指し赤で修正した指導案を提出。〔演習
シート２４、模擬授業課題レポート２５〕

・中心発問を核にした模擬授業の準
備（90分）

・実践後の指導案修正、レポート作
成、模擬授業の振り返りと演習シー
ト完成（90分）

11

【道徳教育と道徳科についての学びの再確認】　これまでの演習
や学びを振り返り、学んだことを再確認しながら、グループで中
心発問部分を核にした短時間の模擬授業の準備しながら、新たな
疑問や深めたい道徳性の学びについて共有し、具体的な事例をも
とに学習し、指導案を修正する。〔レポート１９〕

・模擬授業の振り返りと演習シート
完成（90分）

・授業を復習し、レポートの作成
（90分）　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　・教科書教材
から自主選択教材を吟味しながら授
業構想と指導案作成

12

【授業のねらいに深く関わる中心的な発問部分を核にした模擬授
業と評価、改善点の交流①】　中心発問部分を核にした短時間の
模擬授業をおこない。それを全員で評価し、改善点を指摘し合い
ながら交流する。その後補足指導。次回のよりよい授業を目指し
赤で修正した指導案を提出。〔演習シート２０、擬授業課題レ
ポート２１〕

・中心発問を核にした模擬授業の準
備（90分）

・実践後の指導案修正、レポート作
成、模擬授業の振り返りと演習シー
ト完成（90分）　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　中心発問を核
にした模擬授業の準備

9

【模擬授業実践と振り返り、評価③（一部グループワーク）】　
グループ毎に模擬授業を行う。模擬授業終了後に、授業者と生
徒・教師間の立場で相互評価を行い交流。その後改善点を補充指
導し、道徳科の学習のねらいについて講義。学習のまとめをレ
ポートする。〔演習シート１４、模擬授業課題レポート１５〕

・指導案に基づいた模擬授業の準備
（90分）

・実践後の指導案修正、レポート作
成（90分）　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　教科書教材から自
主選択教材を決定

10

【教材分析と授業構想、指導案作成Ⅱ】　提示された教材から選
択した教材分析と授業構想もとに各自指導案を作成。個別面談、
学生による説明と教師による支援と指導。指導案を完成させる。
選択した教材ごとにグループに分ける。〔演習シート１６，１
７，１８〕

・模擬授業準備　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　・模擬授業
の振り返りと演習シート完成（90
分）

・実践後の指導案修正、レポート作
成、擬授業の振り返りと演習シート
完成（90分）　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　教科書教材から自主選択教材
を吟味

7

【模擬授業実践と振り返り、評価①（一部グループワーク）】　
グループ毎に模擬授業を行う。模擬授業終了後に、授業者と生
徒・教師間の立場で相互評価を行い交流。その後改善点を補充指
導し、道徳科の学習のねらいについて講義。学習のまとめをレ
ポートする。〔演習シート１０、模擬授業課題レポート１１〕

・指導案に基づいた模擬授業の準備
（90分）

・指導案の完成と模擬授業準備　　　
　　　　・実践後の指導案修正、演
習シートとレポート作成（90分）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　教科
書教材から自主選択教材を探す

8

【模擬授業実践と振り返り、評価②（一部グループワーク）】　
グループ毎に模擬授業を行う。模擬授業終了後に、授業者と生
徒・教師間の立場で相互評価を行い交流。その後改善点を補充指
導し、道徳科の学習のねらいについて講義。学習のまとめをレ
ポートする。〔演習シート１２、模擬授業課題レポート１３〕

・指導案に基づいた模擬授業の準備
（90分）

・指導案の完成と模擬授業準備　　　
　　　　・実践後の指導案修正、演
習シートとレポート作成（90分）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
教科書教材から自主選択教材を探す
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履修条件・留意
事項等

・教職の免許状取得のための必修科目

備考欄

教科書

・中学校学習指導要領解説特別の教科道徳編　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・授業毎
に必要資料や道徳科最新の資料を配布する

参考文献

・中学校学習指導要領解説総則編、学校新学習指導要領の展開特別の教科道徳編」（柴原弘志編著明治図書）　「こだわりの道徳授業レシ
ピ」（東洋館出版社）「道徳科授業構想グランドデザイン」（明治図書）浅見哲也、学会・研究大会等での道徳科最新の資料
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5

　【生徒会活動のあり方】生徒会活動の充実や向上を図る活動を
行う生徒会活動について理解し，その自主的，実践的な態度を育
てる方法について理解する。
　【学校行事のあり方】学校や学年を単位として体験的に行われ
る学校行事について，その内容や目標について説明できる。望ま
しい人間関係の形成や集団への所属感や連帯感等を育てる方法に
ついて述べることができる。

学習指導要領解説特別活動編第３章
第２節，第３節の内容を読み込んで
おくこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

3

　【特別活動の教育活動全体の意義】特別活動の全体像を捉え，
その基本的性格を述べることができる。

学習指導要領解説特別活動編第２章
第２節の内容を読み込んでおくこ
と。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

4

　【学校における集団づくりの基礎】学校教育において，児童生
徒の望ましい集団活動を促す集団づくりについて，その内容や手
法，指導計画などの基礎について述べることができる。
　【学級活動のあり方】学級活動の目標，内容を理解し，望まし
い人間関係の形成，学級や学校でのよりよい生活づくりに努める
態度の形成の手法や方法について説明できる。

学習指導要領解説特別活動編第３章
第１節の内容を読み込んでおくこ
と。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

1

　【オリエンテーション　】授業の進め方について理解する。特
別活動の意義や目的を説明でき，その展開について述べることが
できる。

これまでの生徒指導に関する学修内
容を振り返っておくこ　　　　　　　
　　　　　　と。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

2

　【特別活動の目標】望ましい集団活動をとおして，心身の調和
のとれた発達と個性の伸長を図るなど，「特別活動」の目標や内
容について説明できる。

学習指導要領解説特別活動編第２章
第１節の内容を読み込んでおくこ
と。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

　中学校教員を務め，学校運営，学校経営の経験が長く，特別活動に関して幅広い知識を有している。特別活動及び総合的な学習の時間の
展開，指導計画，具体的な指導にについて指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

　リアクションペーパー，レポートを読み，コメントを記すことによって学修へのフィードバックとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１　特別活動及び総合的な学習の時間の歴史的変遷，学校での具体的な実践例からそのあ　りかたを学び，その意義　を述べることができ
る。
２　個と集団の関わりの視点から，学校での望ましい集団づくりについての配慮，方法に　ついて挙げることができる。
３　教員同士が協働の姿勢で児童生徒の集団を運営する方策を学び，実際に活動計画を立　案することができる。

授業の方法

　教科書及び配布物を用いて，講義形式及びグループワークでの学修を進める。ミニレポートを時間内に行う（１０回）。
　実際に特別活動，総合的な活動の時間の指導計画案，実施案を作成し，意見交流を行う。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 常田　拓孝

授業の位置づけ

　教職に関する科目のうち，特別活動に関する科目である。望ましい集団活動を通して，心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り，集
団の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的，実践的な態度を育てるとともに，自己の生き方についての考えを深め，自
己を生かす能力を養うことをめざす特別活動に関する科目である。また，よりよく課題を解決し，自己の生き方を考えていくための資質・
能力の育成をめざす総合的な学習の時間の指導について学ぶ科目である。

授業の概要

　学校のおける特別活動の基本的な知識や方法を身につける。望ましい集団づくり，集団活動のねらい，具体的な方法について学ぶ科目で
ある。具体的な活動プランや指導計画の立案体験をとおして，特別活動の実践的な技能や方法について学ぶ。総合的な学習の時間について
もその学習活動の意義，指導計画，指導の実際について学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111060A1 特別活動・総合的な学習の時間の指導法 2040 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

なし

その他 40 評価テスト

教科書

１　中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説　特別活動／文部科学省
２　中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説　総合的な学習の時間／文部科学省

参考文献

１　高等学校学習指導要領　特別活動，総合的な学習の時間／文部科学省

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

60 講義で提出するミニレポートの提出（14回）

15

　【まとめ】学校教育における望まし人間関係，よりよい集団づ
くり，主体的，創造的協同的な態度の育成など，本授業の学修に
ついてまとめることできる。評価テスト

これまでの配付資料を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

　【総合的な学習の時間と各教科等との関連】総合的な学習の時
間と各教科等の関連について説明でき，総合的な学習の時間での
学習活動において各教科等での学習成果を活用する方法について
挙げることができる。

学習指導要領解説総合的な学習の時
間編第９章の内容を読み込んでおく
こと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

14

　【特別活動，総合的な学習の時間の意義】学校教育における特
別活動，総合的な学習の時間相互の関連，さらにそれぞれと教科
指導，道徳教育の関係を説明でき，それらが有機的に換券して，
学校教育に掲げられている目標の達成に寄与することを説明でき
る。

教科書を通読し，学修をまとめてお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

11

　【学校行事の実際】現職の中学校の先生をゲストティーチャー
として迎え，学校行事の実施計画の立案，実際の生徒への指導，
具体的展開，評価等について学び，学校行事の具体的なあり方に
ついて説明できる。

学習指導要領解説特別活動編第２
章，第３章第３節の内容を読み込ん
でおくこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

12

　【総合的な学習の時間の評価】総合的な学習の時間における評
価観点，評価規準について説明でき，授業における評価内容や方
法について説明できる。

学習指導要領解説総合的な学習の時
間編第８章の内容を読み込んでおく
こと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）　

9

　【学級経営の実際】現職の中学校の先生をゲストティーチャー
として迎え，学級経営，学級づくりの実際について学び，学級経
営の具体的なあり方について説明できる。

学習指導要領解説特別活動編第２
章，第３章第１節学級活動の内容を
読み込んでおくこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

10

　【総合的な学習の時間の指導計画の立案】総合的な学習の時間
の指導計画の立案し，グループ内で実際の指導計画案を交流し，
作成することができる。

学習指導要領解説総合的な学習の時
間編第４章の内容を読み込んでおく
こと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

7

　【学校行事指導計画案の立案　その１】学校行事の事例を参考
にして，学校行事指導計画案を立案し，グループ内で発表し合
い，相互評価する。グループとしての学校行事指導計画案を立案
する。

これまでの学修内容を整理し，指導
計画の立案について準備しておくこ
と。　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

8

　【総合的な学習の時間の目標】自ら課題を見つけ，自ら学び，
自ら考え，主体的に反案するなど，「総合的な学習の時間」の目
標や内容について説明できる。

学習指導要領解説総合的な学習の時
間編第２章，第３章の内容を読み込
んでおくこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

6

　【学級活動指導計画の立案　その１】学級活動事例を参考にし
て，学級活動指導計画を立案し，グループ内で発表し合い，相互
評価を行う。グループとしての学級活動計画案を立案する。

学習指導要領解説特別活動編第４章
第１節の内容を読み込んでおくこ
と。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）
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9

教科の指導案例を概観し、児童、生徒の側に立つ学習方法が理解
できる。

教科学習の実際の進め方について調
べ授業に臨む。
（90分）

教科の指導案例を概観し、児童、生
徒の側に立つ学習過程ついて整理す
る。
（90分）

10

特別支援教育の目的と基本的教育方法が理解できる。 特別支援教育の歴史と課題について
調べ授業に臨む。
（90分）

特別支援教育の歴史的経過と課題、
教育方法について整理する。（90
分）

7

学習評価の意義と理論、方法が理解できる。 学習評価についての理論と方法を調
べ授業に臨む。
（90分）

学習評価の理論と方法について整理
する。（90分）

8

学校教育における教育機器とICT教育の推進の意義と方策が理解
できる。

教育活動の推進のための教育機器と
ICT教育の活用について調べ授業に
臨む。
（90分）

教育活動の推進のための教育機器と
ICT教育の教育的効果について整理
する。
（90分）

5

教科学習の基本的理論が理解できる。 教科学習とは何か、その意義と基本
的理論を調べ授業に臨む。（90分）

教科学習とは何か、その意義と基本
的理論について整理する。（90分）

6

授業デザイン、学習指導の形態とその進め方が理解できる。 授業デザインとは何か、学習指導の
基本的形態について調べ授業に臨
む。
（90分）

授業デザインとは何か、学習指導の
基本的形態について整理する。（90
分）

3

西洋における教育方法の歴史的変遷と内容が理解できる。 西洋における教育方法の歴史的変遷
と内容について調べ授業に臨む。
（90分）

西洋における教育方法の歴史的変遷
と内容について整理する。（90分）

4

我が国における教育方法の歴史的変遷と内容が理解できる。 我が国における教育の方法の歴史的
変遷と内容について調べ授業に臨
む。
（90分）

我が国における教育の方法の歴史的
変遷について整理する。（90分）

1

オリエンテーション（ルーブリックの提示と学習内容、進め方、
本科を学ぶ意義）の内容を把握する。さらに教育とは何か。教育
にはなぜ方法論が必要なのかを理解する。

教育方法とは何かについて調べ授業
に臨む。
（90分）

オリエンテーションの内容を確認
し、教育及び教育方法とは何かを整
理する。
（90分）

2

児童、生徒の側に立つ教育方法とは何か理解できる。 「児童、生徒の側に立つ教育方法と
は何か」について調べ授業に臨む。
（90分）

学習中の意見交流により、児童、生
徒の側に立つ教育方法とは何かを整
理する。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

北海道内の公立中学校の校長12年の実務経験と教育理論により学校改善を図り、学力向上を中心に様々な教育成果を上げた。また校長在任
中より現在までの間、北海道内外の小中高等学校へ「主体的・対話的で深い学び」による授業改善や学習評価方法、教育課程の編成と実施
さらに生徒指導を含め、今日的教育問題の解消・解決のため教育行政などより依頼を受け各種研修会の講師を務めている。

課題に対する
フィードバック

の方法

質問は授業中、クラスルームでのレポート提出時とあわせ随時受けつけ、内容により受講者全員への還元を図る。また毎時間、授業への自
己評価、相互評価さらに学習レポートを中心とする、学習課題への回答を評価しコメントを添え返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

①教育方法の基本的理論（歴史・思想・政策）と方策を理解することができる。（知識・技能）②教育方法の理論と実践の学習内容を実践
的とらえ、適切に表現することができる。（思考・判断・表現）③教育方法の理論と実践の学習内容により、他のメンバーと協力し学習課
題を解決することができる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

授業の到達目標を達成するため、説明と演習の知的生産交流により授業を進める。受講者の学習への主体化を図るため、ハイブリッド型
（ICTの活用と対面学習）を中心にアクティブラーニングにより授業を進める。
（毎時間、400字～600字程度で作成する学習レポートを授業中クラスルームより送信、学習終了前に完成させ返信する。その後、採点し返
却する。）　


ＩＣＴ活用

毎時間、学習課題の提示、レポートの作成、FAMアプローチによる授業評価などグーグルクロームの活用による双方向の授業を行う。

前期

教員氏名 石垣　則昭

授業の位置づけ

教育方法の理論と実践は教職課程に位置づけられ、教員免許を取得するための必修教科である。また本科は教育方法の基礎的理論（歴史・
思想・政策）、さらに新しい時代に求められる教育への理解を深め、教育制度論、教育課程の意義と編成、教育原理との関連性を重視し授
業を進め、教職課程に必要な幅広い知識と技能、さらに教職を課程を取得するための学びに向かう人間力の育成を図る。

授業の概要

教育方法の基礎的理論である教育の歴史、教科学習の理論、学習指導の形態、学習内容、特別支援教育、教科学習などの理論を理解する。
また「教えること」から「学ぶこと」への変換を図るため、新学習指導要領による「主体的・対話的で深い学びづくり」に向けた授業改善
への理解を深める。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

110410A1 教育方法の理論と実践 2030 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

学習内容の理解と定着を図るため準備学習、事後学習を重視し学習規律を守り提出物は期限を厳守する。授業中は自ら意見表明するなど能
動的な参加態度を必須とする協同的な学びにより、「教育方法の理論と実践」への理解を深めて頂きたい。　　

備考欄

その他 0 なし

教科書 自作の資料による。

参考文献 文部科学省刊行物による。

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ルーブリックの評価規準による毎時間の学習レポート（1回３点～５点を１５回）と小テスト（３０問×1
点を１回）により成績評価を行う。

15

教育方法の理論と実践に関連する学習指導要領、教育課程の編成
への理解と、本科目のまとめを行う。

学習指導要領と教育課程の編成とは
何かを調べ授業に臨む。（90分）

学習指導要領と教育課程の編成との
関連、さらに本科の学習内容を振り
返り整理する。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

「主体的・対話的で深い学び」による学習計画、学習過程が理解
できる。

「主体的・対話的で深い学び」の学
習過程について調べ授業に臨む。
（90分）

「主体的・対話的で深い学び」によ
る学習計画、学習過程について整理
する。
（90分）

14

「主体的・対話的で深い学び」によるDVDを視聴し学習過程への
理解を深める。
学習のまとめとしての小テストを実施する。

12、１３時間目の学習内容を振り返
り「主体的・対話的で深い学び」に
よる学習過程をイメージし授業に臨
む。
（90分）

DVDの視聴と説明により、主「体
的・対話的で深い学び」の学習過程
について整理する。（90分）

11

道徳、特別活動、総合的な学習（探究）の時間の意義と進め方が
理解できる。

道徳、特別活動、総合的な学習の時
間（探究）の目的と特性について調
べ授業に臨む。（90分）

道徳、特別活動、総合的な学習の時
間（探究）のそれぞれの意義と進め
方について整理する。（90分）

12

「主体的・対話的で深い学び」による学習の進め方を学習指導要
領を根拠に理解できる。

「主体的・対話的で深い学び」によ
る学習の意義を学習指導要領総則か
ら調べ授業に臨む。（90分）

「主体的・対話的で深い学び」によ
る学習の背景と意義について学習指
導要領総則により整理する。
（90分）
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7

【児童生徒理解　その２】児童生徒理解にあたっては，人として
の成長をその心理的な側面で捉えることが必要であり，生徒指導
の根幹であることを説明できる。レポート課題＃２

教科書p.53～p.74を読み込んでおく
こと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

5

【教育課程と生徒指導　その２】総合的な学習の時間を充実させ
ることは，その目標を達成することだけでなく，児童生徒自らが
自己実現を図る自己指導力の育成につながることを述べることが
できる。

教科書p.27～p.39を読み込んでおく
こと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

6

【児童生徒理解　その１】学校におけるすべての教育活動におい
て，教育実践が成果を上げるためには児童生徒理解が必要である
ことを述べることができる。

教科書p.40～p.53を読み込んでおく
こと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

3

【生徒指導の意義と原理　その２】生徒指導の基盤は，児童生徒
一人一人についての児童生徒の深化を図ることであることを説明
できる。レポート課題＃１

教科書p.14～p.22を読み込んでおく
こと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

4

【教育課程と生徒指導　その１】児童生徒にとって学校生活での
最も中心は授業であり，その授業を有意義なものにするには生徒
指導の機能が発揮されることが重要であることを説明できる。

教科書p.23～p.27を読み込んでおく
こと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

1

【オリエンテーション　生徒指導とは，生徒指導の基本】生徒指
導は，学校の教育目標を達成するための重要な機能の一つであ
り，すべての児童生徒の人格のよりよい発達をめぜすとともに，
学校生活が児童生徒にとって興味深く，充実したものになるよう
展開することであることを説明できる。

教科書のp.1～p.8を読み込んでおく
こと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

2

【生徒指導の意義と原理　その１】学校では，児童生徒自らが現
在及び将来における自己実現を図っていくための自己指導力の育
成をめざすという生徒指導の積極的な意義，さらに学校教育活動
全体を通じて行うことを述べることができる。

教科書のp.9～p.13を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

中学校教員を務め，学校運営，学校経営の経験が長く，教育全般について幅広い知識を有している。生徒指導についても経験が豊富であ
り，学校教育における位置づけ，指導の実際などについて指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

リアクションペーパー，レポートを読み，コメントを記すことによって学修へのフィードバックとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１　現代社会の抱える問題と教育の現状との関連を説明できる｡
２　現代社会の中で生きる子どもの現状と特性を述べることができる｡
３　生徒指導の原理を説明できる｡
４　キャリア教育の理論と方法を説明できる。
５　生徒指導に関する事例についてその解決法を説明でき，グループワークでの討議に参　加できる｡

授業の方法

教科書及び配布物を用いて，講義形式で授業を進める。事例研究としてグループワークによる課題解決，討議を行う。ミニレポートを時間
内に行う（全１１回）。
　理解度を確認するためのレポートを３回行う。

ＩＣＴ活用

なし

前期

教員氏名 常田　拓孝

授業の位置づけ

学校現場における生徒指導(教科指導､生活指導､進路指導､生徒相談等) に関する基礎的な科目である｡現代社会の中で生きる子どもの特性
と問題点を明確にし，生徒指導およびキャリア教育の理論と方法につい修得する科目である。

授業の概要

学校における生徒指導では，その基本となる児童生徒理解についての基本的な知識や方法を身につける。また，生徒指導の基本である子ど
も，青年の発達に関する心理学や社会学，また教育学などの基本を学び，人間の発達に関する理解を深める。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

104290A1 生徒指導・キャリア教育の理論と方法 2034 2 カリキュラムにより
異なります。

- 381 -



北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

なし

備考欄

その他 40 評価テスト

教科書

１　生徒指導提要／文部科学省／教育図書

参考文献 なし

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

60 ３回のレポートの提出

15

【積極的な生徒指導を進めることができる教師をめざして】学校
にあって，児童生徒の健全な成長を促すために，児童生徒一人一
人の心の動きを見つめることが大切であることを述べることがで
きる。評価テスト

教科書及びこれまでの配付資料を読
み込んでおくこと。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

【キャリア教育】児童生徒がキャリアを形成していくために必要
な能力や態度を育成するキャリア教育について一般化できる。

教科書p.224～p.225を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

14

【児童生徒の社会的自立を促す生徒指導】成長期にある児童生徒
は，家庭，学校，そして生活している地域の人々とかかわって，
人間関係や社会的ルールを学び，その成長に大きな影響を及ぼす
ことを論ずることできる。

教科書p.208～p.223を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

11

　【生徒指導の進め方】生徒指導の実際では，学校ごとにそれぞ
れの体制や児童生徒や家庭・地域の実態に応じた具体的な指導を
進めることが必要であることを述べることができる。

教科書p.127～p.172を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

12

【いじめ問題の理解】いじめは児童生徒の心身の健全な発達に重
大な影響を及ぼす深刻な問題であることを認識して指導にあたる
ことを説明できる。レポート課題＃３

教科書p.173～p.191を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

9

【ゲストティーチャー講義　その１】ゲストティーチャーによる
講義から特別支援教育の理念，学校体制の整備，合理的配慮など
について一般化できる。

これまでの学修範囲の教科書，資料
を読んでおくこと。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　（90
分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

10

【ゲストティーチャー講義　その２】ゲストティーチャーによる
講義から通常の学級での特別な支援を必要とする児童生徒につい
て説明できる。

これまでの学修範囲の教科書，資料
を読んでおくこと。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　（90
分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

8

【教育相談】学校における教育相談は，問題を抱えた児童生徒を
対象にするだけでなく，すべての児童生徒を対象に一人一人の自
己実現を図るよう，すべての教師がカウンセリングマインドに裏
付けられた援助活動を行うことを述べることができる。

教科書p.92～p.126を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）
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7

　【様々な技法を活かす開発的教育相談　その１】学校教育の場
で効果的に活用できる相談の理論や技法について理解し，児童生
徒の自己実現を図る生徒指導のあり方について説明できる。

教科書p.94～p.110を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

5

　【学校教育相談の組織的展開】学校教育相談は生徒指導の充実
を図る上で重要であり，学校全体が組織的に運用，展開されるこ
とが児童生徒の望ましい発達や成長につながることを説明でき
る。レポート課題＃１

教科書p.64～p.93を読み込んでおく
こと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

6

　【教育相談をやってみよう　その１】これまでの講義で学んだ
教育相談の手法や方法に基づいてペアとなり，先生役児童生徒役
で実際に教育相談を行う。さらに，相互評価を実施する。

これまでの講義での学修について振
り返っておくこと。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）　

3

　【教育相談の基本姿勢　その１】学校教育相談におけるカウン
セリングマインドについて理解し，教育相談でについての考え方
や姿勢を説明できる。

教科書p.25～p.41を読み込んでおく
こと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

4

　【教育相談の基本姿勢　その２】児童生徒理解における一般的
理解について，心理学的視点からの分類，医学的視点からの分類
に基づいて述べることができる。

教科書p.42～p.63を読み込んでおく
こと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

1

　【オリエンテーション　教育相談とは】生徒指導を充実するた
めの教育相談のあり方や方法の概要を説明できる。

講義「生徒指導の理論と方法」の学
修成果を振り返っておくこと。（90
分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

2

　【学校教育相談の基礎知識】学校教育相談の基礎的知識を理解
し，学校教育での児童生徒理解にあたっての重要な手法であるこ
とを説明できる。

教科書のp.8～p.24を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

　中学校教員を務め，学校運営，学校経営の経験が長く，教育全般について幅広い知識を有している。教育相談についても経験が豊富であ
り，生徒指導との関連，教育相談に実際について指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

リアクションペーパー，レポートを読み，コメントを記すことによって学修へのフィードバックとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１　教育相談について，その組織的な体制や進め方等の基礎的な知識を説明できる。
２　児童生徒や保護者等への教育相談の具体的な進め方を述べることができる。
３　いじめ，不登校，特別な支援を要する児童生徒に関する教育相談の基礎的な知識を説　明できる。
４　事例演習を通して，基本的な教育相談ができる。
５　教育相談に関する事例についてその解決法を説明でき，グループワークでの討議に参　加できる｡

授業の方法

　教科書及び配布物を用いて，グループワークでの学修を進める。
　教育相談事例演習を行い，相互評価を行う。ミニレポートを時間内に行う（１０回）。
　理解度を確認するためのレポートを３回行う。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 常田　拓孝

授業の位置づけ

　学校現場における生徒指導に関する基礎的な科目である｡児童生徒理解に努めることが積極的な生徒指導の根幹となることを明らかに
し，その具体的な視点としての教育相談の理論と具体的な相談方法について修得する科目である。

授業の概要

　教育相談とは，生徒指導の重要な領域であることを理解し，教育活動のあらゆる場面のあらゆる機会を通して行われていることについて
理解を深める。児童生徒一人一人に焦点を当てた，好ましい人間関係，生活適応，自己理解等，教育相談を行う上での基礎的な知識及び具
体的な進め方を身につける。特に，教育の今日的課題である，いじめ，不登校，特別な支援を要する児童生徒に関する教育相談における基
礎的な知識を身につける。さらに事例演習を通して，教育相談スキルを身につける。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

104300A1 教育相談の基礎と方法 3046 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

なし

備考欄

その他 40 評価テスト

教科書

１　新改訂　教育相談　基礎の基礎／島崎政男／学事出版株式会社

参考文献 １　生徒指導提要／文部科学省／教育図書

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

60 教育相談練習の相互評価結果
３回のレポートの評価

15

　【学修のまとめ】学校教育における生徒指導の充実には，適切
な児童生徒理解に基づく配慮や教育活動の展開が必要であり，教
育相談は欠くことができないことを説明できる。さらに，学修全
体をとおして，日々「心」を磨く教師をめざすことの重要性を理
解する。評価テスト

教科書及びこれまでの配付資料を読
み込んでおくこと。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

　【教育相談をやってみよう　その３】これまでの学修成果をふ
まえて，テーマを決めて実際に教育相談を行う。前回と異なるペ
アで実践する。実施後に相互評価を行う。レポート課題＃３

教育相談の実際についてあらためて
学修しておくこと。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

14

　【教育相談をやってみよう　その４】これまでの学修成果をふ
まえて，テーマを決めて実際に教育相談を行う。新たペアで実践
する。実施後に相互評価を行う。

教育相談の実際についてあらためて
学修しておくこと。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

11

　【これからの学校教育相談】開発的・包括的支援体制を構築
し，学校教育相談のさらなる充実のための方法について理解し，
児童生徒への支援を意識した教育相談の「心」と「技」のバラン
スが重要であることを説明できる。

教科書p.166～p.172を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

12

　【教育相談をやってみよう　その２】これまでの学修成果をふ
まえて，テーマを決めて実際に教育相談を行う。ペアとなり，先
生役と児童生徒や役で実践する。実施後に相互評価を行う。

教育相談の実際についてあらためて
学修しておくこと。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

9

　【問題解決的教育相談の実際　その１】発達障害のある児童生
徒，非行問題を抱える児童生徒，いじめ問題，不登校児童生徒へ
の対応，相談，支援のあり方について説明できる。

教科書p.136～p.153を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

10

  【問題解決的教育相談の実際　その２】児童生徒の様々な問題
行動について，その対応や教育相談をとおしてのケアのあり方，
周囲の児童生徒への配慮や学校全体としての対応のあり方につい
て挙げることができる。レポート課題＃２

教科書p.153～p.165を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

8

　【様々な技法を活かす開発的教育相談　その２】児童生徒の学
校における人間関係力をはぐくむための共感能力，表現力を高め
る基本的な理論や方法について説明できる。

教科書p.111～p.136を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）
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9

模擬授業（白幡）
（45分授業・給食の時間3分授業）
意見交換

模擬授業の準備
準備時間(90分)

模擬授業で指導された箇所の改善
(90分）

10

模擬授業（白幡）
（45分授業・給食の時間3分授業）
意見交換

模擬授業の準備
準備時間(90分)

模擬授業で指導された箇所の改善
(90分）

7

模擬授業（小塚）
（45分授業・給食の時間3分授業）
意見交換

模擬授業の準備
準備時間(90分)

模擬授業で指導された箇所の改善
(90分）

8

模擬授業（小塚）
（45分授業・給食の時間3分授業）
意見交換

模擬授業の準備
準備時間(90分)

模擬授業で指導された箇所の改善
(90分）

5

模擬授業（小塚）
（45分授業・給食の時間3分授業）
意見交換

模擬授業の準備
準備時間(90分)

模擬授業で指導された箇所の改善
(90分）

6

模擬授業（小塚）
（45分授業・給食の時間3分授業）
意見交換

模擬授業の準備
準備時間(90分)

模擬授業で指導された箇所の改善
(90分）

3

指導案の作成（小塚）
・指導案作成ポイントの確認
・グループ討議で決定された題材で作成

模擬授業の準備
準備時間(90分)

模擬授業で指導された箇所の改善
(90分）

4

指導案の作成（小塚）
板書計画作成のポイントの確認
教材・資料の作成　

模擬授業の準備
準備時間(90分)

模擬授業で指導された箇所の改善
(90分）

1

オリエンテーション１（小塚）
（1）学校における栄養教諭の役割、職務内容を知る。　
（2）栄養教諭として期待される、教育に関する資質と栄養に関
する専門性を併せ持つ教育者として、学校給食を生きた教材とし
て活用した効果的な指導を行うことを学ぶ。　

模擬授業の準備
準備時間(90分)

栄養教諭の食の指導に関する内容の
復習(90分）

2

オリエンテーション２（小塚）
教育実習の流れの確認と課題の確認　

模擬授業の準備
準備時間(90分)

模擬授業に対する指導案の改善(90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

発表者に対し、各教員が講評を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．食に関する指導の目標、視点、役割をとらえることができて、模擬授業を展開させることができる。
２．実習校で学んだ栄養教諭の業務内容を互いに発表し、結果評価を行い、高め合えることができる。　
３．児童の発達段階を踏まえた指導案を作成することができる。

授業の方法

事前指導では毎回割り当てられた回に模擬授業を行い、その模擬授業について一人ひとり評価、講評を行う。
事後指導では、栄養教育実習終了後の報告会の準備および報告会を行う。

ＩＣＴ活用 Google Formのアンケート作成機能を用いて双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 小塚　美由記、白幡　亜希

授業の位置づけ

栄養教育実習の意義や目的、心構えなどのほか、実習の評価の方法、実習後の提出物（実習ノートや指導案など）、実習中の大学との連絡
方法などについて指導等を行い、実習の反省、問題点の整理、今後の課題の明確化をしていく。栄養教諭免許を取得するための教職に関す
る科目である。3年次までに修得した管理栄養士課程及び教職に関する科目を横断的につなげ「栄養教育実習」に向かうための科目であ
る。

授業の概要

事前指導として、栄養教諭の職務内容がわかり、食に関する指導の目標、視点、役割をとらえることができるよう理論と結びつけ理解を深
めるとともに模擬授業を展開させ、教育実習の場面に生かせる力を養う。
事後指導では、実習校で学んだ学校給食の管理面、児童への教科活動における指導の取り組み、食に関する指導の連携調整など、栄養教諭
の業務内容を互いに発表し、結果評価を行う。更にこれらを報告書にまとめ、教員採用試験に向け統合された力をつける。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10330041 事前事後指導 4080 1 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

履修要件がありますので、履修ガイド　健康栄養学科　教職課程（栄養教諭一種免許）を参照のこと。

備考欄

その他 0

教科書

栄養教諭のための教職実践演習・栄養教育実習ノート，学建書院
食に関する指導の手引き-第二次改訂版-平成31年3月,文部科学省

参考文献 必要に応じてプリント配布

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業に対する意欲（発言など）(35%)、模擬授業(40%)、指導案の内容(25%)など総合的に評価する

15

実習報告会（白幡）
・各校パワーポイントにより発表を行う　
全体カンファレンス
・実習報告書の編集

報告会準備
実習準備を含めた栄養教育実習報告
書の作成(90分）

報告書の作成（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

事後指導（白幡）
実習校の報告会の準備
実習ノート、資料の整理
発表スライドと栄養教育実習報告書の作成

報告会準備
実習準備を含めた栄養教育実習報告
書の作成(90分）

報告会準備（パワーポイントの作
成）
実習準備を含めた栄養教育実習報告
書の作成（90分）

14

実習報告会（白幡）
・各校パワーポイントにより発表を行う　

報告会準備
実習準備を含めた栄養教育実習報告
書の作成(90分）

報告書の作成（90分）

11

模擬授業（白幡）
（45分授業・給食の時間3分授業）
意見交換

模擬授業の準備
準備時間(90分)

模擬授業で指導された箇所の改善
(90分）

12

模擬授業（白幡）
（45分授業・給食の時間3分授業）
意見交換
実習への心構えについての確認
実習前最終確認

実習ノート等の整理。実習前の準
備。（90分）

模擬授業で指導された箇所の改善
(90分）
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7

（１）　食に関する指導
③　食に関する指導の連携・調整の実習について
・　校内における連携・調整（学級担任、研究授業の企画立案、
校内研修等）の参観、補助

なし なし

8

（１）　食に関する指導
③　食に関する指導の連携・調整の実習について
・　家庭・地域との連携の参観、補助等

なし なし

5

（１）　食に関する指導
②　児童生徒への教科・特別活動等における教育指導の実習につ
いて
・　児童生徒集会、委員会活動、クラブ活動における指導の参
観、補助

なし なし

6

（１）　食に関する指導
②　児童生徒への教科・特別活動等における教育指導の実習につ
いて
・　指導計画案、指導案の立案作成、教材研究等

なし なし

3

（１）　食に関する指導
②　児童生徒への教科・特別活動等における教育指導の実習につ
いて
・　教科等における教科担任等と連携した指導の参観、補助


なし なし

4

（１）　食に関する指導
②　児童生徒への教科・特別活動等における教育指導の実習につ
いて
・　給食放送指導、配膳指導、後片づけ指導の参観、補助

なし なし

1

授業担当者（小塚、白幡）と実習受入れ校で調整確認をしなが
ら、実施する。実習巡回指導は担当者の他、教職実践演習担当者
及び学科教員の協力のもと進める。
（１）　食に関する指導
①　児童生徒への個別的な相談指導の実際について
・　偏食、肥満傾向・痩身傾向、食物アレルギーの指導、相談の
場の参観、補助等　　

なし なし

2

（１）　食に関する指導
②　児童生徒への教科・特別活動等における教育指導の実習につ
いて
・　学級活動及び給食の時間における指導の参観、補助　　


なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

報告会においてそれぞれの報告についてのからの講評を各教員が行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

①児童生徒の発達段階に応じた基本的な教育技術を養う。
②専門性を生かした栄養教諭への理解を深め、教育者としての資質の向上を図ることができる。
③食に関する指導の研究授業の実施、給食時間の指導の実施、評価、改善を行うことができる。

授業の方法

自校式給食を行っている小学校で栄養教育実習を行う。
（１）食に関する指導（２）学校給食の管理（３）食に関する指導と学校給食の管理の一体的な展開を学ぶ

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 小塚　美由記、白幡　亜希

授業の位置づけ

実際の現場での栄養教諭の実習を行う科目である。現場で課題を発見し、適切な「食に関する指導」ができる能力を身につけるための科目
であり、栄養教諭免許を取得するための必修科目である教職に関する科目の総まとめの「教職実践演習」へとつなげる実践的な科目であ
る。

授業の概要

「栄養教育実習」は、栄養教諭として期待される、教育に関する資質と栄養に関する専門性を併せ持つ職員として、学校給食を生きた教材
として活用した効果的な指導を行うため、(1) 食に関する指導と、(2) 学校給食の管理を一体のものとして、学校教育全体の計画案から学
ぶ実習です。具体的には、児童生徒への個別指導、また給食の時間や学級活動を通して、担任教諭の作成する指導計画に、栄養教諭として
どのように連携し、食に関する指導を実施することができるのかを教育の実際の場である小学校で実習する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10063041 栄養教育実習 4084 1 4
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履修条件・留意
事項等

履修要件がありますので、履修ガイド　健康栄養学科　教職課程（栄養教諭一種免許）を参照のこと。

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献

食に関する指導の手引（文部科学省）
小学校学習指導要領（文部科学省）

定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 実習校評価（40%）、実習ノート（25％）、報告内容（25％）、実習に向けての態度（10％）などを総合的
に評価する。

15

実習のまとめ
・反省会

なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

（３）　食に関する指導と学校給食の管理の一体的な展開
生きた教材である学校給食の管理と、それを活用した食に関する
指導を一体のものとして展開することにより、高い相乗効果が期
待される事例として、様々な体験学習や啓発活動について学ぶ。

なし なし

14

（３）　食に関する指導と学校給食の管理の一体的な展開
生きた教材である学校給食の管理と、それを活用した食に関する
指導を一体のものとして展開することにより、高い相乗効果が期
待される事例として、様々な体験学習や啓発活動について学ぶ。

なし なし

11

（２）　学校給食の管理
自校方式の栄養管理や衛生管理、検食、物資管理等について

なし なし

12

（３）　食に関する指導と学校給食の管理の一体的な展開
生きた教材である学校給食の管理と、それを活用した食に関する
指導を一体のものとして展開することにより、高い相乗効果が期
待される事例として、様々な体験学習や啓発活動について学ぶ。　


なし なし

9

（２）　学校給食の管理
自校方式の栄養管理や衛生管理、検食、物資管理等について

なし なし

10

（２）　学校給食の管理
自校方式の栄養管理や衛生管理、検食、物資管理等について

なし なし
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9

インターンシップ（小塚）
学級担任の指導補助を通した学級作りや児童生徒理解や教材作り
の補助や授業の補助。
学校における実務、職務の補助を通した職責や協働の理解。生き
た教材としての学校給食指導の活用。

各学校にあわせた準備(60分） 当日のノートのまとめ(30分）

7

学級担任との連携（小塚）
・栄養教諭の役割を考える。
・グループ討議

栄養教諭の職務について復習してお
く（30分）

栄養教諭に必要な事柄をまとめる
(30分)

8

インターンシップにむけて(小塚）
　給食活動の観察から望ましい給食指導について考える。
　個人でのまとめの後、数名に分かれての討議の後にグループご
とに発表の形式ですすめる。

学校給食と食の指導について復習し
ておく（30分）

インターンシップでの目標と課題を
考える(30分）

5

グループによるテキストの読み合い (常田）
3～4名
Learning Map5　記入
Learning Map5　提出　
指導案提出

指導案作成その２　中学校3年生
「受験期の食生活」、指導案作成
（30分）

Learning Map6 への記入(30分)

6

グループによるテキストの読み合い (常田）
3～4名
Learning Map6　記入
Learning Map6　提出　　
指導案提出

指導案作成その２　中学校3年生
「受験期の食生活」、指導案作成
（30分）

1回目から6回目までの復習（30分）

3

グループによるテキストの読み合い (常田）
3～4名
Learning Map3　記入
Learning Map3　提出

「元気アップ週間」の構想(30分） Learning Map4 への記入(30分)

4

グループによるテキストの読み合い (常田）
3～4名
Learning Map4　記入
Learning Map4　提出

指導案作成その１　
小学校5年生「食べることの大切
さ」

Learning Map5 への記入(30分)

1

オリエンテーション（常田）
教職課程の振り返り
Leatning Map1に記入

テキスト第1章，第2章　pp.1-24(30
分)

Learning Map2　への記入(30分)

2

グループによるテキストの読み合い (常田）
3～4名
Learning Map2　記入
Learning Map2　提出

テキスト第3章、第4章　pp.25-52
（30分）

Learning Map3　への記入(30分)

実務経験のある
教員の教育内容

　中学校教員を35年勤め、学校運営、学校経営の経験が長く、教員養成に関して幅広い知識を有している。学校教育全体のあり方、期待さ
れる教員等について、実際教員となって必要な知識、姿勢等について指導を行う。(常田）

課題に対する
フィードバック

の方法

提出レポートに対してコメントや評価をし、返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・栄養教諭の使命や職務について、これまでの教職課程の学習をもとに総まとめができる。
・学外活動での経験や気づきを実践指導に活用することができる。
・個々の児童・生徒に対応した援助や指導のあり方を考えることができる。

授業の方法

・授業時間にレポートの作成を行う。
・恵庭市内の小・中学校でのインターンシップ（連続3日間）
・グループ討議
・グループ発表
・配布物により演習を進める

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 小塚　美由記、常田　拓孝

授業の位置づけ

本教科は教職課程の最終科目として位置付けられ、これまでの教職科目や教育実習を終えた経験をもとに栄養教諭の使命や職務に関する総
まとめを行う。

授業の概要

教育実習の反省および振り返り、学外活動（給食活動の観察など）や学内での演習を通して、個々の児童・生徒への対応に向けた実践的指
導力を身に付ける。栄養教諭として必要な資質力量の十分な形成を図ることを目的とする。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10181041 教職実践演習 3604 2 4

- 389 -



北海道文教大学　2022年度　健康栄養学科　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

学校現場の視点からみた実践的指導力を目的としている。教職課程の総まとめとして意欲的に取り組んでほしい。

備考欄

その他 0

教科書 講義用資料を配布する。

参考文献

中学校、高等学校学習指導要領／文部科学省
食の指導に関する手引き第2版／文部科学省

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート提出の内容40％、各演習への考え方と発表力30％、各演習に対する取り組みへの意欲と態度30％

15

講義のまとめ（常田）
  自己評価と今後の課題  

今までを振り返りながら、自らの目
指す栄養教諭像を考える（30分）

学修を踏まえて、「私の目指す栄養
教諭」のレポート作成（30分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

事例検討会①（小塚）　
危機管理の実際について考える。事例の収集を行う。 

事例収集(30分） 事例検討のまとめ（30分）

14

事例検討会② （小塚）
事例検討会の実施と評価を行いグループごとに発表。

発表準備（30分） 各グループの事例をまとめる(30分)

11

インターンシップ（小塚）
学級担任の指導補助を通した学級作りや児童生徒理解や教材作り
の補助や授業の補助。
学校における実務、職務の補助を通した職責や協働の理解。生き
た教材としての学校給食指導の活用。

各学校にあわせた準備(60分） 当日のノートのまとめ(30分）

12

インターンシップを終えての振り返り(小塚）
インターンシップの報告
　

インターンシップを終えて反省レ
ポート作成(30分)

栄養教諭の役割について深める(30
分)

10

インターンシップ（小塚）
学級担任の指導補助を通した学級作りや児童生徒理解や教材作り
の補助や授業の補助。
学校における実務、職務の補助を通した職責や協働の理解。生き
た教材としての学校給食指導の活用。

各学校にあわせた準備(60分） 当日のノートのまとめ(30分）
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