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ⅠⅠ　　履履修修要要項項

Ⅰ-１ 本学の教育理念 ･･････････････････････････････････････････････････････

Ⅰ-２ 本学の教育目的 ･･････････････････････････････････････････････････････

Ⅰ-３ 栄養学科の教育目的 ･･････････････････････････････････････････････････

Ⅰ-４ 本学の教育目標 ･･････････････････････････････････････････････････････

Ⅰ-５ 栄養学科の教育目標 ･･････････････････････････････････････････････････

Ⅰ-６ 札幌保健医療大学の三方針

１）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） ･･････････････････････････････

２）栄養学科カリキュラム・ポリシー（教育課程の基本方針） ････････････････

３）アドミッション・ポリシー（入学者の受入れ方針） ･･････････････････････

Ⅰ-７ 履修について

１）学期 ････････････････････････････････････････････････････････････････

２）修業年限・在学年限 ･･････････････････････････････････････････････････

３）単位制・学年制 ･･････････････････････････････････････････････････････

４）授業科目 ････････････････････････････････････････････････････････････

５）科目の履修および登録 ････････････････････････････････････････････････

Ⅰ-８ 授業について

１）授業時間 ････････････････････････････････････････････････････････････

２）休講・補講・集中講義 ････････････････････････････････････････････････

３）欠席の取扱い

４）天候による非常事態への対応 ･･････････････････････････････････････････

５）授業評価アンケート ･･････････････････････････････････････････････････

Ⅰ-９ 試験について

１）試験の種類・手続き ･･････････････････････････････････････････････････

２）受験資格 ････････････････････････････････････････････････････････････

３）試験の方法 ･･････････････････････････････････････････････････････････

４）試験時間 ････････････････････････････････････････････････････････････

５）受験心得 ････････････････････････････････････････････････････････････

６）不正行為 ････････････････････････････････････････････････････････････

Ⅰ-10 単位・成績について

１）単位について ････････････････････････････････････････････････････････

２）単位修得に関する事項 ････････････････････････････････････････････････

３）成績通知 ････････････････････････････････････････････････････････････
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Ⅰ 履 修 要 項 
 

 

  



 

Ⅰ-１ 本学の教育理念 

 

本学は、吉田学園の建学の精神に込められた「豊かな人間性」と「職業人としての基礎能力」を

もつ人財を育成する伝統を継承しています。 

本学は、学生一人ひとりの人間力として、「豊かな感性」「高潔な精神」「確かな知力」を養い、 

これらの人間的調和と自己成長をはかるとともに、「他者と共存」できる医療人を育成します。 

この教育理念の実現によって、社会から必要とされる人財を地域に輩出することで、保健医療福

祉の充実・向上に貢献します。 

 

◆本学の教育がめざす、人間力とは、 

・豊かな感性：人の心に寄り添い、他者との思いや苦悩を汲み取る力 

・高潔な精神：真・善を追求し、公共の使命と責任を全うする意志力 

・確かな知力：人間的な判断と行動の知的拠り所となる力 

・他者との共存：多様な文化や社会、個性ある互いを認め合い、他者と共に生きる力 

 

 

 

 

Ⅰ-２ 本学の教育目的 

 

本学の教育理念である「人間力教育」を根幹に、「豊かな感性」、「高潔な精神」、「確かな知

力」を培い、「他者との共存」ができる人間力を有し、多様化する保健医療の進展と地域のニーズ

に対応できる実践力を備えるとともに、将来にわたり保健医療の専門性を追求し続ける保健医療専

門職者を育成する。 

 

 

 

 

Ⅰ-３ 栄養学科の教育目的 

 

 栄養学科では、本学の教育目的に則り、社会人としての人間力を涵養するとともに、栄養学とこ

れに関連する保健医療福祉の幅広い知識・技術を体系的に理解し、栄養の管理・指導を実践できる

能力、多職種と連携し協働できる能力、さらに将来にわたり成長し続ける基礎的な能力を有する栄

養専門職者を育成する。 
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Ⅰ-４ 本学の教育目標 

 

（１）人間力を涵養し、社会の一員としての社会的態度と行動をとることができる人材を育成す

る。 

（２）生命への畏敬の念を抱き、人間の尊厳と多様な価値観を尊重できる人材を育成する。 

（３）人間と環境と健康の相互作用を理解し、健康を社会的視点から捉えることができる人材を

育成する。 

（４）保健医療の専門職として求められる知識・技術・態度を有し、実践力のある人材を育成す

る。 

（５）社会生活や保健医療福祉で関わる人々との連携および協働できる人材を育成する。 

（６）保健医療福祉の諸課題への探求心を持ち、将来にわたり学修し、成長し続ける人材を育成

する。 

 

 

 

 

Ⅰ-５ 栄養学科の教育目標 

 

（１‐１）自己の良心と社会規範に従い、自己を抑制し、責任ある行動のできる栄養専門識者を

育成する。 

 

（１‐２）目的に適った情報の収集と論理的な思考・判断を行い、適切に表現できる栄養専門職

者を育成する。 

 

（２）  自然と共生するすべての生命を尊び、人間の尊厳を守り、人々の多様な価値観を尊重

できる栄養専門職者を育成する。 

 

（３）  人間・環境・健康を体系的に理解し、健康生活に関わる栄養と食について、社会的視点

から多角的に捉えることのできる栄養専門職者を育成する。 

 

（４‐１）栄養管理の対象となる個人・家族・集団の特性を理解し、人々の健康生活に適した栄

養ケアをマネジメントできる栄養専門職者を育成する。 

 

（４‐２）地域社会の栄養と食生活に関する健康課題を評価・判定し、課題解決に向けた効果的

な栄養と食に関する生活支援を実践できる栄養専門職者を育成する。 

 

（５）  社会と保健医療福祉分野での管理栄養士の役割と責務を認識し、多職種および関係者

と連携・協働できる栄養専門職者を育成する。  

 

（６）  保健医療福祉の動向を捉え、管理栄養士としての専門性を探求し、将来にわたり能力

向上のために自己研鑽し続ける栄養専門職者を育成する。  
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Ⅰ-６ 札幌保健医療大学の三方針 

 

１１））デディィププロロママ・・ポポリリシシーー（（学学位位授授与与のの方方針針））  
 

本学において卒業時に修得できる学位の名称は、次のとおりです。 

学科 学位 

看護学科 学士（看護学） 

栄養学科 学士（栄養学） 

 

本学の保健医療学部看護学科・栄養学科は、教育理念・目的をふまえ、学部教育目的の「人間と自

然、多様な文化や社会に関する知識・理解」「汎用的技能」「態度・志向性」「専門分野の基礎知識

・技術・態度」「多職種との連携協働力」「生涯学習力」の６つの資質・能力のもと、下記の到達目

標に応じた看護師、管理栄養士の専門職業人としての人間的基盤の形成および、各専門的能力を修得

するとともに各国家試験受験資格の要件となる単位を含む 126 単位以上の修得を求めます。これらの

方針を満たした者は、看護学科においては学士（看護学）、栄養学科においては学士（栄養学）の学

位を授与します。 

 

【【栄栄養養学学科科】】  

（１）社会の一員として社会規範を守り、自己統制力および責任ある行動力を身につけている。 

（２）情報収集力・論理的思考力・多様な表現力を総合的に身につけている。 

（３）生命への畏敬の念と人間の尊厳を守るための倫理的態度を有している。 

（４）社会や環境の人間への影響、および健康との相互関係について基礎的な知識を有し、人間

の生活の機構、環境の変化に対する機構、ならびに疾患の成因から治療、保健医療福祉体制

について基礎的な知識を有している。 

（５）栄養学、食品学の基礎的な知識・技術を有し、あらゆる健康レベルおよび全てのライフス

テージにある人々を対象に、栄養と食生活に関する課題を評価・判定し、適切な栄養・食事

管理を総合的にマネジメントする基礎的な能力を有している。 

（６）地域社会や職域等における健康・栄養問題とその要因を総合的に評価および判定し、効果

的な教育や支援活動を実践できる基礎的な能力を有している。 

（７）望ましい栄養状態、食生活の改善・管理を目的に、関連職種と連携・協働する基礎的な能

力を有している。 

（８）生涯にわたって自ら専門知識や技術の向上をめざして、自己研鑽する能力を有している。 
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２２））栄栄養養学学科科カカリリキキュュララムム・・ポポリリシシーー（（教教育育課課程程のの基基本本方方針針））  
 

栄養学科では、社会人としてまた管理栄養士として必要な知識・技術・態度および専門的実践力

を修得し、卒業認定・学位授与の方針に掲げる能力を身につけるために、次のような教育内容・教

育方法・評価方法によってカリキュラムを編成し実施しています。 

 

＜＜教教育育内内容容＞＞  

（（１１））教教育育課課程程（（カカリリキキュュララムム））をを「「基基礎礎教教育育」」とと「「専専門門教教育育」」でで編編成成ししてていいまますす。。  

  基礎教育では、栄養学科・看護学科の共通および合同科目を通して、「人間」と「環境（自

然・社会・文化）」について広く学び、社会人としての基盤を形成します。 

  専門教育には、「専門基礎科目」と「専門科目」があり、管理栄養士の専門分野において基

礎となる知識・技術・態度および専門的実践力の基礎とその応用力を育成します。 

 

（（２２））学学修修のの過過程程はは、、教教育育内内容容のの専専門門性性のの深深化化をを考考ええ、、「「基基礎礎教教育育科科目目」」かからら「「専専門門基基礎礎科科目目」」、、

「「専専門門科科目目」」へへとと、、学学びびややすすいい設設定定ににししてていいまますす。。  

  学年進行に合わせて学修の積み上げができるように、基礎教育科目は原則１～２年次に、専

門基礎科目は主として２年次までに、専門科目は１～４年次に設定しています。また、基礎教

育の選択科目は全学年を通じて履修でき、学生の個別性を考慮した学修を可能にします。 

 

（（３３））大大学学ででのの学学修修をを支支援援すするるたためめにに本本学学独独自自のの科科目目をを配配置置しし、、主主体体的的なな学学修修とと学学業業継継続続にに必必要要

ななススキキルルをを育育成成ししまますす。。  

  本学独自に看護学科との合同科目「学びの理解」を配置し、本学の教育理念を学び、大学生

活に早期に適応でき、大学での主体的学修と学業継続の基礎となるソーシャル・スキルおよび

アカデミック・スキルを育成します。 

 

（（４４））保保健健医医療療福福祉祉にに関関すするる社社会会活活動動へへのの参参画画やや協協働働体体験験ををすするる科科目目をを通通じじてて、、学学生生のの主主体体性性、、

社社会会性性とと責責任任感感をを育育ててまますす。。    

  保健医療福祉に関する活動で体験した多様な学びを単位として認定する選択科目「特別総合

科目」を配置し、管理栄養士を目指す学生が、自ら考え行動し、社会活動に参画、協働する意

欲、社会性、責任ある行動力を身につけ、専門科目を履修する際の基盤をつくることができま

す。 

 

（（５５））地地域域のの保保健健医医療療福福祉祉へへのの理理解解をを深深めめるる科科目目をを配配置置しし、、地地域域にに暮暮ららすす生生活活者者のの理理解解とと健健康康生生

活活をを支支援援すするる関関係係職職種種のの連連携携・・協協働働力力をを育育成成ししまますす。。  

  管理栄養士に必要な保健医療福祉の基礎科目や専門科目と並行しながら、１～４年次に統合

科目「地域連携ケア論Ⅰ～Ⅳ」を配置しています。各学年の学修進度に合わせ、地域の生活と

健康との関連、地域の健康課題と社会資源、保健医療福祉チームに係る他職種の理解と連携方

法、事例からの学びを通して管理栄養士の専門性や役割理解を深めます。 

 

（（６６））学学生生がが自自らら選選択択ししてて学学修修内内容容をを深深めめ、、進進路路選選択択のの一一助助ととななるるよようう、、履履修修モモデデルルととししてて「「食食

育育実実践践」」、、「「ススポポーーツツ栄栄養養」」、、「「臨臨床床栄栄養養」」のの各各ココーーススをを配配置置ししてていいまますす。。  

  「食育実践コース」  ：子どもから大人まで幅広い世代を対象とした健康増進のための栄

養教育に関わる選択科目で構成しています。 

「スポーツ栄養コース」：アスリートや健康運動実践者などを対象とした栄養サポートを行

うためのスポーツ栄養に関わる選択科目で構成しています。 

  「臨床栄養コース」  ：傷病者を対象としたチーム医療を含む栄養ケアを行うための臨床

栄養学に関わる選択科目で構成しています。 
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＜＜教教育育方方法法＞＞  

（１）各科目の特性によって、講義、演習、実験、実習の授業形態を適切に取り入れ、学修効果

の向上を図る教育を展開します。また、一部の科目で習熟度別クラスを設定しています。 

（２）演習・実験・実習科目において、１年次からさまざまなアクティブ・ラーニング手法を導

入し、社会性や協調性、主体性、論理的思考を培い、コミュニケーション力の向上を図りま

す。 

（３）専門教育の知識基盤となる初年次の理系科目では、基礎学力の向上を促進するため、入学

前のプレ学習、入学直後の補習を行います。 

（４）１～４年次を通して、学年担任を中心に適宜面談を行いながら、ポートフォリオの活用や

継続的な学修指導を行い、学修の振り返りと課題の明確化を促し、学びの向上を支援します。 

 

 

＜＜評評価価方方法法＞＞  

（１）シラバスに記載されている各科目の明確な評価方法と基準に基づいて到達度を厳格に評価

します。 

（２）各科目とディプロマ・ポリシーとの関連を可視化し、学修成果の到達度を評価します。 

（３）各年次終了時に、学則に定める進級制度により進級の可否を判断します。 

（４）ＧＰＡ（グレード・ポイントの設定）制度を導入し、学修状況の評価・判定を行います。 

（５）学期ごとに授業評価アンケートを実施し、授業の評価とともに授業に対する学生の取り組

み姿勢についての自己評価を行います。 

 

 

 

３３））アアドドミミッッシショョンン・・ポポリリシシーー（（入入学学者者のの受受入入れれ方方針針））  
 

 本学は、保健医療（看護学、栄養学）の分野における学修と実践活動への意欲ならびに、それら

を実現できる適性と能力を備え、特に本学への入学を希望する人を求めます。 

 

（１）確かな学力 

基礎的な知識をもち、学習意欲が旺盛で、積極的に課題解決に取り組む人。 

（２）保健医療への関心 

人々の健康と生活を支える保健医療への興味・関心をもっている人。 

（３）豊かな社会性 

社会の一員として責任をもち、相手の立場になって考え、様々な人と協力し合いながら行

動できる人。 

（４）強い向上心 

保健医療に携わる専門職業人を通して社会の役に立ちたいという意欲をもち、生涯にわた

り自己の向上に努力する人。 

 

 

  

6



 

＜＜教教育育方方法法＞＞  

（１）各科目の特性によって、講義、演習、実験、実習の授業形態を適切に取り入れ、学修効果

の向上を図る教育を展開します。また、一部の科目で習熟度別クラスを設定しています。 

（２）演習・実験・実習科目において、１年次からさまざまなアクティブ・ラーニング手法を導

入し、社会性や協調性、主体性、論理的思考を培い、コミュニケーション力の向上を図りま

す。 

（３）専門教育の知識基盤となる初年次の理系科目では、基礎学力の向上を促進するため、入学

前のプレ学習、入学直後の補習を行います。 

（４）１～４年次を通して、学年担任を中心に適宜面談を行いながら、ポートフォリオの活用や

継続的な学修指導を行い、学修の振り返りと課題の明確化を促し、学びの向上を支援します。 

 

 

＜＜評評価価方方法法＞＞  

（１）シラバスに記載されている各科目の明確な評価方法と基準に基づいて到達度を厳格に評価

します。 

（２）各科目とディプロマ・ポリシーとの関連を可視化し、学修成果の到達度を評価します。 

（３）各年次終了時に、学則に定める進級制度により進級の可否を判断します。 

（４）ＧＰＡ（グレード・ポイントの設定）制度を導入し、学修状況の評価・判定を行います。 

（５）学期ごとに授業評価アンケートを実施し、授業の評価とともに授業に対する学生の取り組

み姿勢についての自己評価を行います。 

 

 

 

３３））アアドドミミッッシショョンン・・ポポリリシシーー（（入入学学者者のの受受入入れれ方方針針））  
 

 本学は、保健医療（看護学、栄養学）の分野における学修と実践活動への意欲ならびに、それら

を実現できる適性と能力を備え、特に本学への入学を希望する人を求めます。 

 

（１）確かな学力 

基礎的な知識をもち、学習意欲が旺盛で、積極的に課題解決に取り組む人。 

（２）保健医療への関心 

人々の健康と生活を支える保健医療への興味・関心をもっている人。 

（３）豊かな社会性 

社会の一員として責任をもち、相手の立場になって考え、様々な人と協力し合いながら行

動できる人。 

（４）強い向上心 

保健医療に携わる専門職業人を通して社会の役に立ちたいという意欲をもち、生涯にわた

り自己の向上に努力する人。 

 

 

  

 

Ⅰ-７ 履修について 

 

１１））学学期期  
 

学年を分けて、次の２学期とします。 

前期 後期 

４月１日～９月 30日 10月１日～３月 31日 

 

 

 

２２））修修業業年年限限・・在在学学年年限限  
 

●修業年限：４年（学則第 14条） 

卒業に必要な単位数を修得しても４年以上在学しなければ卒業ができません。 

 

●在学年限：８年（学則第 15条） 

８年を超えて在学することができません。８年で卒業できない場合は、除籍となります。 

 

●休学期間：１年（学則第 34条） 

ただし、特別の理由がある場合は、１年を限度として休学期間の延長を認めることができま

す。通算して４年を超えることができません。 

 

 

 

３３））単単位位制制・・学学年年制制  
  

単位制の入学生 

（看護学科のみ） 
2015年度（平成 27年度）以前入学生 

学年制の入学生 2016年度（平成 28年度）以降入学生 

 

 

 

４４））授授業業科科目目  
 

授業科目は、基礎教育科目、専門基礎科目、専門科目および教職に関する科目になります。また､

所定の単位数と授業回数が定められており、以下のとおり区分されています。 

 

●必修科目： 

卒業までに単位を修得しなければならない科目です。 

 

●選択科目： 

卒業までに定められた各区分の必要単位数以上を修得しなければならない科目です。 

 

●選択必修科目：（栄養学科のみ） 

選択必修科目として指定された科目の中から、必要単位数を修得しなければならない科目です｡ 

 

    

7



 

５５））科科目目のの履履修修おおよよびび登登録録  
 

●履修登録について 

（１）履修をする科目は、履修登録をしなければなりません。各年次４月の履修登録期間内に１

年分を本人が登録します。 

（２）期間内に履修登録しなかった場合の履修は認められません。 

（３）各学期の履修訂正期間に履修科目の変更（追加・取消）を行うことができます。 

（４）在学する学年より上位学年に配当されている科目を履修登録することはできません。 

（５）休学中または学費未納の学生は、履修登録および受講、試験の受験はできません。 

（６）同一曜日で同一時限に２科目以上を重複して履修登録をすることはできません。 

（７）前年度までに履修し、単位を修得した科目を再度履修登録することはできません。 

（８）１年間で履修登録可能な単位数には、上限があります（ＣＡＰ制）。 

（９）当該年度に単位を修得できず、翌年度以降に再度履修することを再履修といいます。 

 

●ＣＡＰ制について 

大学で学修する講義・演習・実習・実験などの各授業科目には単位数が定められており、単位

を修得するためには、大学における授業に加えて予習・復習からなる自己学習が必要です（p.14

を参照）。 

本学では、学修すべき授業科目を精選して十分な学修時間を確保し、授業内容を深く修得でき

ることを目的にＣＡＰ制を導入しています。ＣＡＰ制とは、各学年が履修できる一年間の総単位

数に上限を設定することで、各学科のディプロマ・ポリシーを達成するための学修を計画的に進

められるよう適切に授業科目を履修できることを目的とした制度です。１年間の履修科目登録単

位の上限は、学科により異なります。また、４月に履修相談会を実施します。 

なお、再履修科目はＣＡＰ制の対象外となります。 

 

項目 栄養学科 

履修科目登録単位の上限 

（１年間） 
4488 単単位位  

ＣＡＰ制対象外の科目 
・栄養教諭一種免許取得に必要な科目 

・再履修科目 

卒業要件単位に含まれない 

科目 
・栄養教諭一種免許取得に必要な科目 

※編入生、転学科した学生は、「ＣＡＰ制」の対象外になります。 
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を修得するためには、大学における授業に加えて予習・復習からなる自己学習が必要です（p.14

を参照）。 

本学では、学修すべき授業科目を精選して十分な学修時間を確保し、授業内容を深く修得でき
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なお、再履修科目はＣＡＰ制の対象外となります。 

 

項目 栄養学科 

履修科目登録単位の上限 

（１年間） 
4488 単単位位  

ＣＡＰ制対象外の科目 
・栄養教諭一種免許取得に必要な科目 

・再履修科目 

卒業要件単位に含まれない 
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※編入生、転学科した学生は、「ＣＡＰ制」の対象外になります。 

 

 

  

 

Ⅰ-８ 授業について 

 

１１））授授業業時時間間  
 

授業時間は、１時限９０分を原則としています。 

 

時  限 １時限 ２時限 ３時限 ４時限 ５時限 

授業時間 ９:30～11:00 11:10～12:40 13:30～15:00 15:10～16:40 16:50～18:20 

 

 

 

 

２２））休休講講・・補補講講・・集集中中講講義義  
 

休講、補講、講義変更等の連絡は、掲示板でお知らせします。 

 

休  講 
担当教員等の都合により予定されていた授業が行われないことを「休講」といいま

す。 

補  講 
休講等により授業時間が不足した場合、授業回数を補うために「補講」が行われま

す。 

授業振替 
授業時間数確保のために、例えば月曜日の時間割が平日の他の曜日に行われる場合

があります。これを「授業振替」といいます。 

集中講義 
科目によっては、通常の時間割以外のある一定期間（長期休業日等）に集中して授

業を行います。これを「集中講義」といいます。 
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３３））欠欠席席のの取取扱扱いい  
 

（１）欠席により、授業への出席回数不足が生じると、失格となります。 

（２）授業を欠席した場合は、欠席日を含めた原則５日以内に授業欠席届を学務課に提出してくだ

さい。 

（３）遅刻、早退などにより授業を 60分以上受講しない場合は、欠席として取り扱います。 

（４）下記の欠席事由に該当し、かつ必要な手続きを行った場合は、「大学が認める特段の理由」 

による欠席として扱われ、補講等の配慮を受けることができます。その際は、理由を明確にす

る証明書類を授業欠席届に添付のうえ、欠席日を含めた原則５日以内に学務課に提出してくだ

さい。 

（５）試験を欠席した場合は、p.12を確認してください。 

（６）実習を欠席した場合は、p.19を確認してください。 

（７）その他、疾病等のやむを得ない事由で長期欠席（連続７日以上欠席）する場合は、長期欠席

届を学務課へ提出してください。 

（８）「大学が認める特段の理由」以外の授業の欠席については、特段の指示がない限り病院等の

診断書は不要です。 

 

大大学学がが認認めめるる特特段段のの理理由由にによよるる欠欠席席のの適適用用範範囲囲  

欠席事由 許可日数 必要添付書類等 

災災害害、、公公共共交交通通機機関関のの

障障害害  
当該日のみ 

・被災（罹災）証明書 

・事故証明書 

・遅延証明書 

忌忌引引きき  

配偶者 
７日 

以内 

・新聞の死亡欄又は葬儀礼状等 

・保護者による証明書（要押印） 

一親等 

父母、子 

７日 

以内 

二親等 

祖父母、兄弟姉妹 

３日 

以内 

イインンフフルルエエンンザザ等等のの感感

染染症症にによよるる出出席席停停止止  

（（学学生生便便覧覧参参照照））  

医師の診断書により、出席停

止を必要とされた期間に限る 

・医師の診断書 
※病名、受診日および出席停止期間

（自宅療養に要する日数または出席

停止解除日）の記載が必要。 

・登校許可証明書（感染症用）等 

そそのの他他教教務務委委員員会会がが認認

めめたた事事由由  

欠席事由を証明できる書類等

から判断できる期間に限る 
・欠席事由を証明できる書類等 

【【提提出出期期限限】】  

① 授業の場合：欠席日を含めた原原則則５５日日以以内内に「「授授業業欠欠席席届届」」に必要書類を添付し、学務課

に提出してください。 

② 試験の場合：指指定定さされれたた日日時時までに「「追追試試験験受受験験願願」」に必要書類を添付し、学務課に提出

してください。 

 

※新型コロナウイルス感染予防に関わる欠席は、大学 HP「新型コロナウイルス感染症への本学にお

ける対応について」を確認してください。 

 

  

10



 

３３））欠欠席席のの取取扱扱いい  
 

（１）欠席により、授業への出席回数不足が生じると、失格となります。 

（２）授業を欠席した場合は、欠席日を含めた原則５日以内に授業欠席届を学務課に提出してくだ

さい。 

（３）遅刻、早退などにより授業を 60分以上受講しない場合は、欠席として取り扱います。 

（４）下記の欠席事由に該当し、かつ必要な手続きを行った場合は、「大学が認める特段の理由」 

による欠席として扱われ、補講等の配慮を受けることができます。その際は、理由を明確にす

る証明書類を授業欠席届に添付のうえ、欠席日を含めた原則５日以内に学務課に提出してくだ

さい。 

（５）試験を欠席した場合は、p.12を確認してください。 

（６）実習を欠席した場合は、p.19を確認してください。 

（７）その他、疾病等のやむを得ない事由で長期欠席（連続７日以上欠席）する場合は、長期欠席

届を学務課へ提出してください。 

（８）「大学が認める特段の理由」以外の授業の欠席については、特段の指示がない限り病院等の

診断書は不要です。 

 

大大学学がが認認めめるる特特段段のの理理由由にによよるる欠欠席席のの適適用用範範囲囲  

欠席事由 許可日数 必要添付書類等 

災災害害、、公公共共交交通通機機関関のの

障障害害  
当該日のみ 

・被災（罹災）証明書 

・事故証明書 

・遅延証明書 

忌忌引引きき  

配偶者 
７日 

以内 

・新聞の死亡欄又は葬儀礼状等 

・保護者による証明書（要押印） 

一親等 

父母、子 

７日 

以内 

二親等 

祖父母、兄弟姉妹 

３日 

以内 

イインンフフルルエエンンザザ等等のの感感

染染症症にによよるる出出席席停停止止  

（（学学生生便便覧覧参参照照））  

医師の診断書により、出席停

止を必要とされた期間に限る 

・医師の診断書 
※病名、受診日および出席停止期間

（自宅療養に要する日数または出席

停止解除日）の記載が必要。 

・登校許可証明書（感染症用）等 

そそのの他他教教務務委委員員会会がが認認

めめたた事事由由  

欠席事由を証明できる書類等

から判断できる期間に限る 
・欠席事由を証明できる書類等 

【【提提出出期期限限】】  

① 授業の場合：欠席日を含めた原原則則５５日日以以内内に「「授授業業欠欠席席届届」」に必要書類を添付し、学務課
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４４））天天候候にによよるる非非常常事事態態へへのの対対応応  
 

悪天候が予想される場合は、必ず下記の時刻に天気予報を確認してください。なお、休講措置に

ついては、確認の意味から学生緊急メールに一斉送信します。メールが受信できない学生は、必ず

事前に設定を行っておいてください。 

 

（１）学生の休講措置の条件 

午前７時および午前11時の時点で石狩中部（札幌市、江別市）または石狩全域に次のいずれ

かの特別警報または警報が発令された場合は、午前および午後の授業を休講にします。 

確認時刻 休講する時限 

午前７時 １・２時限の授業を休講にします。 

午前11時 ３・４・５時限の授業を休講にします。 

 

（２）発令警報の種類 

①「暴風特別警報」または「大雨特別警報」が発令されている場合 

②「暴風警報」と「大雨警報」が同時発令されている場合 

③「大雪特別警報」または「大雪警報」が発令されている場合 

④「暴風雪特別警報」または「暴風雪警報」が発令されている場合 

※１．注意報は該当しません。 

※２．日本気象協会では、石狩全域を次の３つに分類しています。 

・石狩北部【石狩市、当別町、新篠津村】 

・石狩中部【札幌市、江別市】 

・石狩南部【千歳市、恵庭市、北広島市】 

 

（３）地震等の災害が発生した時に一斉に緊急メールを送信するので、その指示に従ってくださ

い。 

 

 

５５））授授業業評評価価アアンンケケーートト  
 

履修しているすべての科目について、授業評価アンケートを行います。アンケートの結果は、デ

ータ化して記述式回答とともに各科目担当者へフィードバックし、今後の授業改善および組織的教

育改善に活用します。集計結果は、掲示および図書館にて開示します。 
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Ⅰ-９ 試験について 

 

１１））試試験験のの種種類類・・手手続続きき  
 

（１）定期試験 

原則として、学期末（前期末と後期末）の指定された期間に実施する試験です。ただし、学期

途中で終了した科目については、学期末以外の時期に実施することがあります。 

 

（２）追試験 

正当な理由によって、定期試験（定期試験に相当する試験を含む）を欠席した場合に実施す

る試験です。 

評点の上限は、定期試験と同様の扱いとします。届け出をし、教務委員会に認められた場

合、各科目１回限り受験することができます。 

 

【【追追試試験験受受験験手手続続ききのの流流れれ】】  

①①「「大大学学がが認認めめるる特特段段のの理理由由」」にによよるる欠欠席席（（pp..1100 のの欠欠席席事事由由にに該該当当）） 

理由を明らかにする証明書類を

「追試験受験願」に添付のうえ、

指定された日時までに本人が学 

務課に提出 

 

教務委員会で認められた

場合 
無料で受験できます 

教務委員会で認められな

かった場合 
追試験を受験できません 

 

②②「「ややむむをを得得なないい事事由由」」にによよるる欠欠席席 

理由を明らかにする証明書類を

「追試験受験願」に添付のうえ､

指定された日時までに本人が学

務課に提出 

 

教務委員会で認められた

場合 

１科目 300円で受験で

きます 

教務委員会で認められな

かった場合 
追試験を受験できません 

 

※体調不良で定期試験を欠席した場合は、必ず病院等を受診し、診断書を追試験受験願に添付

のうえ、学務課へ届け出てください。 

診断書には、病名のほか、受診日および出席停止期間（自宅療養に要する日数または出席停

止解除日）の記載が必要です。 

受診日と診断結果、病名のみの診断書、また病院等を受診せず、市販薬の領収書等を添付し

ても証明書としては認められません。 

 

 

（３）再試験 

定期試験において不合格となり、再試験の該当となった場合は、指定された日時までに学務課

窓口にて、本人が受験手続を行ってください。 

受験料は１科目 2,000円です。 

再試験は、原則として各科目１回限り受験することができます。 

ななおお、、定定期期試試験験（（定定期期試試験験にに相相当当すするる試試験験をを含含むむ））をを正正当当なな理理由由ななくく欠欠席席ししたた場場合合はは、、再再試試験験

をを受受験験すするるここととははででききまませせんん。。  
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Ⅰ-９ 試験について 

 

１１））試試験験のの種種類類・・手手続続きき  
 

（１）定期試験 

原則として、学期末（前期末と後期末）の指定された期間に実施する試験です。ただし、学期

途中で終了した科目については、学期末以外の時期に実施することがあります。 

 

（２）追試験 

正当な理由によって、定期試験（定期試験に相当する試験を含む）を欠席した場合に実施す

る試験です。 

評点の上限は、定期試験と同様の扱いとします。届け出をし、教務委員会に認められた場

合、各科目１回限り受験することができます。 

 

【【追追試試験験受受験験手手続続ききのの流流れれ】】  

①①「「大大学学がが認認めめるる特特段段のの理理由由」」にによよるる欠欠席席（（pp..1100 のの欠欠席席事事由由にに該該当当）） 

理由を明らかにする証明書類を

「追試験受験願」に添付のうえ、

指定された日時までに本人が学 

務課に提出 

 

教務委員会で認められた

場合 
無料で受験できます 

教務委員会で認められな

かった場合 
追試験を受験できません 

 

②②「「ややむむをを得得なないい事事由由」」にによよるる欠欠席席 

理由を明らかにする証明書類を

「追試験受験願」に添付のうえ､

指定された日時までに本人が学

務課に提出 

 

教務委員会で認められた

場合 

１科目 300 円で受験で

きます 

教務委員会で認められな

かった場合 
追試験を受験できません 

 

※体調不良で定期試験を欠席した場合は、必ず病院等を受診し、診断書を追試験受験願に添付

のうえ、学務課へ届け出てください。 

診断書には、病名のほか、受診日および出席停止期間（自宅療養に要する日数または出席停

止解除日）の記載が必要です。 

受診日と診断結果、病名のみの診断書、また病院等を受診せず、市販薬の領収書等を添付し

ても証明書としては認められません。 

 

 

（３）再試験 

定期試験において不合格となり、再試験の該当となった場合は、指定された日時までに学務課

窓口にて、本人が受験手続を行ってください。 

受験料は１科目 2,000円です。 

再試験は、原則として各科目１回限り受験することができます。 

ななおお、、定定期期試試験験（（定定期期試試験験にに相相当当すするる試試験験をを含含むむ））をを正正当当なな理理由由ななくく欠欠席席ししたた場場合合はは、、再再試試験験

をを受受験験すするるここととははででききまませせんん。。  

 

 

２２））受受験験資資格格  
 

以下のすべてに該当しなければ試験を受けることはできません。受験資格のない者が試験を受け

ても単位は与えられません。 

（１）履修登録をしていること。 

（２）講義、演習、実習および実技における授業出席時間数が、その授業実施時間数の３分の２

以上であること。 

 

授業で失格になる欠席回数 

８回実施科目の場合 ４回の欠席で受験資格を失います。 

15 回実施科目の場合 ６回の欠席で受験資格を失います。 

30 回実施科目の場合 11回の欠席で受験資格を失います。 

 

（３）授業料その他納付金を納めていること。また、追・再試験の場合は、必要な手続きをして

いること。 

（４）学生証を提示していること。また、追・再試験の場合は、受験許可書または受験票ととも

に提示すること。 

 

 

３３））試試験験のの方方法法  
 

試験は、以下のいずれかの方法で行います。 

試験形式 
①筆記試験、②口述試験、③レポート試験、④実技試験 

※各科目の試験方法は、シラバスの「評価方法・基準」にて確認してください。 

 

 

４４））試試験験時時間間  
 

試験の時間割は、必ず掲示で確認してください。 

試験時間は、原則１時限 60分ですが、科目によっては 90分の場合もあります。なお、天候等に

より試験時間の開始時間が遅くなる場合があります。 

 

時  限 １時限 ２時限 ３時限 ４時限 ５時限 

試験時間 ９:30～10:30 11:00～12:00 13:00～14:00 14:30～15:30 16:00～17:00 

 

 

５５））受受験験心心得得  
 

受験にあたっては、下記の注意事項に十分留意のうえ、試験に臨んでください。 

また、体調管理を行い、早めに登校するよう心がけてください。特に冬は交通機関の乱れが予想

されますので注意が必要です。 

 

（１）受験者は、必ず学生証を携行し、試験の際は、試験監督者の見やすい通路側の机上に提示

しなければなりません。 

また、追・再試験の場合は、それぞれの受験許可書または受験票も必ず提示してください。 

（２）学生証を紛失または忘れた場合は、学務課で仮学生証を発行します。仮学生証は、発行当

日のみ有効で発行手数料は、300円です。 
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（３）指定された座席で受験してください。教室に座席表が貼られるので確認のうえ着席してく

ださい。 

（４）試験開始10分前には着席してください。 

（５）試験開始後20分以上遅刻した者は、受験を認めません。遅刻による試験時間の延長も行い

ません。 

（６）試験開始後30分が経過するまでは、退室を認めません。 

（７）試験場における物品の賃借および私語を禁じます。 

（８）答案用紙は、原則として再配付しません。 

（９）机上には、学生証(追・再試験受験票）、シャープペンシル、鉛筆、消しゴム、時計（時計機

能だけのもの）､ハンカチ、目薬、特に持ち込みを許可されたもの置くことができ、ティッシュ

ペーパーの使用は、申し出があった場合のみ、中身だけを机上に置くことができる。それ以外

の持ち物は、すべて椅子の下に置いてください。 

※それ以外に必要なものがある場合は必ず申し出ること。 

（10）携帯電話や音の出る機器は、電源を切り、かばんに入れてください。 

（11）答案用紙を提出する場合は、試験監督者の指示する場所に提出してください。 

（12）体調不良、トイレに行きたい場合などは、挙手をして試験監督者に申し出てください。ただ

し、原則再入室はできません。 

（13）その他、試験場においては、すべて試験監督者の指示に従ってください。従わない場合は、

不正行為と同様に扱います。 

（14）解答用紙には、必ず学籍番号と氏名を記載してください。 

 

 

６６））不不正正行行為為  
 

不正行為または疑わしい行為（試験監督者の指示に従わない者も含む）は、即時退室を命じ、それ

以降の受験を停止するとともに、当該学期の履修科目のすべてを不合格とし、かつ学則第46条により、

懲戒処分を行います。 

 

 

Ⅰ-10 単位・成績について 

 

１１））単単位位ににつついいてて  
 

単位とは、科目を修得するために必要な学習量を示すもので、単位の計算方法は、１単位の授業

科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することとしています。例えば、１単位の講義

の単位を修得するためには、大学における15時間の講義に加えて30時間の予習・復習の自己学習が

伴った45時間の学修をし、授業実施時間数の３分の２以上出席して試験等の評価を受けて合格した

場合に授与されます。本学では90分の授業で２時間相当の授業時間とみなしており、90分の講義に

対して２時間の予習と２時間の復習が必要です。授業時間だけではなく、自学自習時間として、予

習・復習を行う必要がありますので、以下に例を記載します。 

 

（１）授業形態ごとの単位の計算方法 

単位数は、各授業科目に定められており、授業形態によって必要な学習時間が異なります。 

本学では、次の基準により計算しています（学則第24条）。 

講義・演習 
講義と演習は、15時間から30時間の範囲内で定める時間の授業をもって 

１単位とします。 

実験・実習・実技 実験・実習および実技は、45時間をもって１単位とします。 

卒業研究等 卒業研究等の授業科目は、その学修の成果を考慮して単位数を定めます。 

14



 

（３）指定された座席で受験してください。教室に座席表が貼られるので確認のうえ着席してく

ださい。 

（４）試験開始10分前には着席してください。 

（５）試験開始後20分以上遅刻した者は、受験を認めません。遅刻による試験時間の延長も行い

ません。 

（６）試験開始後30分が経過するまでは、退室を認めません。 

（７）試験場における物品の賃借および私語を禁じます。 

（８）答案用紙は、原則として再配付しません。 

（９）机上には、学生証(追・再試験受験票）、シャープペンシル、鉛筆、消しゴム、時計（時計機

能だけのもの）､ハンカチ、目薬、特に持ち込みを許可されたもの置くことができ、ティッシュ

ペーパーの使用は、申し出があった場合のみ、中身だけを机上に置くことができる。それ以外

の持ち物は、すべて椅子の下に置いてください。 

※それ以外に必要なものがある場合は必ず申し出ること。 

（10）携帯電話や音の出る機器は、電源を切り、かばんに入れてください。 

（11）答案用紙を提出する場合は、試験監督者の指示する場所に提出してください。 

（12）体調不良、トイレに行きたい場合などは、挙手をして試験監督者に申し出てください。ただ

し、原則再入室はできません。 

（13）その他、試験場においては、すべて試験監督者の指示に従ってください。従わない場合は、

不正行為と同様に扱います。 

（14）解答用紙には、必ず学籍番号と氏名を記載してください。 

 

 

６６））不不正正行行為為  
 

不正行為または疑わしい行為（試験監督者の指示に従わない者も含む）は、即時退室を命じ、それ

以降の受験を停止するとともに、当該学期の履修科目のすべてを不合格とし、かつ学則第46条により、

懲戒処分を行います。 

 

 

Ⅰ-10 単位・成績について 

 

１１））単単位位ににつついいてて  
 

単位とは、科目を修得するために必要な学習量を示すもので、単位の計算方法は、１単位の授業

科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することとしています。例えば、１単位の講義

の単位を修得するためには、大学における15時間の講義に加えて30時間の予習・復習の自己学習が

伴った45時間の学修をし、授業実施時間数の３分の２以上出席して試験等の評価を受けて合格した

場合に授与されます。本学では90分の授業で２時間相当の授業時間とみなしており、90分の講義に

対して２時間の予習と２時間の復習が必要です。授業時間だけではなく、自学自習時間として、予

習・復習を行う必要がありますので、以下に例を記載します。 

 

（１）授業形態ごとの単位の計算方法 

単位数は、各授業科目に定められており、授業形態によって必要な学習時間が異なります。 

本学では、次の基準により計算しています（学則第24条）。 

講義・演習 
講義と演習は、15時間から30時間の範囲内で定める時間の授業をもって 

１単位とします。 

実験・実習・実技 実験・実習および実技は、45時間をもって１単位とします。 

卒業研究等 卒業研究等の授業科目は、その学修の成果を考慮して単位数を定めます。 

 

（２）単位と自学自習時間について 

区分 具体例 必要学修時間 授業時間 
授業時間以外の 

自学自習時間 

講講義義  
２単位の講義科目を修得

するための学修時間 

90時間 

（45時間×２） 

30時間 

（２時間×15回） 

60時間 

（４時間×15回） 

演演習習  
１単位の演習科目を修得

するための学修時間 

45時間 

（45時間×１） 

30時間 

（２時間×15回） 

15時間 

（１時間×15回） 

実実習習  
１単位の実習科目を修得

するための学修時間 

45時間 

（45時間×１） 

45時間 

（３時間×15回） 
― 

 

 

２２））単単位位修修得得にに関関すするる事事項項  
 

（１）成績評価 

① 成績評点は100点満点とし、60点以上を合格、60点未満を不合格とします。 

② 成績は、秀（100～90点）、優（89～80点）、良（79～70点）、可（69～60点）、不可

（60点未満）で表示され、可以上を合格とします。 

③ 追試験の評価は100点満点とし、再試験の評価上限は60点とします。 

④ 修得した科目（単位）の成績評価は、成績表に記載されます。成績表には、過去に修得

したすべての科目の成績が記載されています。  

 

（２）ＧＰＡ制度 

本学はＧＰＡ制度を導入しています。ＧＰＡ制度とは、学生が履修登録した全科目の成績

評価、評定に対して点数（グレード・ポイント（以下ＧＰ）を設定し、履修登録科目単位数

を基に平均値を算出し、履修計画や学修指導、保健師国家試験受験資格希望者選抜、就職活

動の際の学校推薦者選抜などに役立てるものです。 

ＧＰＡの最高値は「4.00」、最低値は「0.00」となります。 

 

① 成績評価とＧＰ 

評価区分 評定（英語表記） 付加するＧＰ 

100～90点 秀（Ｓ） ４ 

89～80 点 優（Ａ） ３ 

79～70 点 良（Ｂ） ２ 

69～60 点 可（Ｃ） １ 

60 点未満（59～０点） 不可（Ｄ） ０ 

出席時間数の 

２／３に満たない者 
失格（Ｐ） ０ 

学期途中での休学、退学 評定不能（Ｗ） ０ 

既修得単位認定科目 認定（Ｎ） ＧＰＡの対象としない 

 

② ＧＰＡの算出方法 

上表の「付加するＧＰ」を基に計算を行います。 

 

 

 

 

 

ＧＰＡ＝ 
（「秀」の単位数×４＋「優」の単位数×３＋「良」の単位数×２＋「可」の単位数×１） 

総履修登録単位数 

 ※算出された数値の小数点第３位以下は切り捨てる。 
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③ ＧＰＡに関する注意事項 

ａ）転学科（栄養学科）については、単位認定した科目の成績は「認定」となることから、

ＧＰＡ算出の対象になりません。 

ｂ）履修訂正期間内に取り消し手続きを行わなかった場合や履修放棄した場合などは、不合

格科目もＧＰＡの算出に含まれます。履修をやめた科目や不必要な科目は、必ず履修登録

の訂正期間に取り消しの手続きを行ってください。 

ｃ）累積成績に基づくＧＰＡを算出する際に、再履修科目が合格した場合は、当該科目を履

修する以前に不合格となった科目（単位数）は計算式（分母）から除きます。 

ｄ）入学前に修得した単位のうち、本学で既修得単位と認定した科目は、ＧＰＡの対象には

なりません。 

 

（３）他大学等における科目の履修等（学則第26条参照） 

① 教育上有益と認める時は、他大学等との協議に基づき、当該他大学等の科目を履修する

ことができます。修得した単位は、60単位を限度として卒業要件単位として認められる場

合があります。 

 

② 入学前の既修得単位の認定（学則第28条参照） 

入学する前の大学または短期大学等において修得した単位について、審査を受け承認さ

れると本学の科目として単位が認定されます。なお、本学において修得した単位以外のも

のについては、合わせて60単位を超えることはできません。詳細は、「既修得単位認定規

程」をご覧ください。 

 

（４）転学科における科目の履修等 

転学科前に在籍していた学科で履修した科目の単位認定は、該当科目において行われま

す。２年次以降の科目の履修については、担任または学務課で相談してください。 

 

３３））成成績績通通知知  
 

最終評価が記載された成績表は、学期末の試験終了後に学生および保護者に通知します。 

 

保護者への送付時期 

●前期：９月下旬 

●後期：３月下旬 
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Ⅱ 栄 養 学 科 
 

 

 

③ ＧＰＡに関する注意事項 

ａ）転学科（栄養学科）については、単位認定した科目の成績は「認定」となることから、

ＧＰＡ算出の対象になりません。 

ｂ）履修訂正期間内に取り消し手続きを行わなかった場合や履修放棄した場合などは、不合

格科目もＧＰＡの算出に含まれます。履修をやめた科目や不必要な科目は、必ず履修登録

の訂正期間に取り消しの手続きを行ってください。 

ｃ）累積成績に基づくＧＰＡを算出する際に、再履修科目が合格した場合は、当該科目を履

修する以前に不合格となった科目（単位数）は計算式（分母）から除きます。 

ｄ）入学前に修得した単位のうち、本学で既修得単位と認定した科目は、ＧＰＡの対象には

なりません。 

 

（３）他大学等における科目の履修等（学則第26条参照） 

① 教育上有益と認める時は、他大学等との協議に基づき、当該他大学等の科目を履修する

ことができます。修得した単位は、60単位を限度として卒業要件単位として認められる場

合があります。 

 

② 入学前の既修得単位の認定（学則第28条参照） 

入学する前の大学または短期大学等において修得した単位について、審査を受け承認さ

れると本学の科目として単位が認定されます。なお、本学において修得した単位以外のも

のについては、合わせて60単位を超えることはできません。詳細は、「既修得単位認定規

程」をご覧ください。 

 

（４）転学科における科目の履修等 

転学科前に在籍していた学科で履修した科目の単位認定は、該当科目において行われま

す。２年次以降の科目の履修については、担任または学務課で相談してください。 

 

３３））成成績績通通知知  
 

最終評価が記載された成績表は、学期末の試験終了後に学生および保護者に通知します。 

 

保護者への送付時期 

●前期：９月下旬 

●後期：３月下旬 

 

 

 

 



 

Ⅱ-１ 栄養学科の臨地実習（先修条件） 

 

１１））実実習習のの先先修修条条件件  
 
臨地実習に係る科目を履修するためには、あらかじめ単位を修得しておかなければならない科目

があり、『『先先修修条条件件』』として次のとおり細則で定めています。  

 臨地実習を受講する際は、各実習のオリエンテーションでの説明をよく聞いて臨んでください。

臨地実習先（病院や施設など）や時期は、科目によって異なります。 

 

科 目 
先修条件 

（単位を修得しなければならない科目） 

給食経営管理論実習Ⅱ 

給食経営管理論Ⅰ 

給食経営管理論Ⅱ 

給食経営管理論実習Ⅰ 

公衆栄養学実習Ⅱ 

公衆栄養学Ⅰ 

公衆栄養学Ⅱ 

公衆栄養学実習Ⅰ 

給食経営管理論実習Ⅲ 給食経営管理論実習Ⅱ 

臨床栄養学実習Ⅳ 

臨床栄養学実習Ⅴ 

臨床栄養学Ⅰ 

臨床栄養学Ⅱ 

臨床栄養学実習Ⅰ 

臨床栄養学Ⅲ 

臨床栄養学実習Ⅱ 

給食経営管理論実習Ⅱ 
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Ⅱ-１ 栄養学科の臨地実習（先修条件） 

 

１１））実実習習のの先先修修条条件件  
 
臨地実習に係る科目を履修するためには、あらかじめ単位を修得しておかなければならない科目

があり、『『先先修修条条件件』』として次のとおり細則で定めています。  

 臨地実習を受講する際は、各実習のオリエンテーションでの説明をよく聞いて臨んでください。

臨地実習先（病院や施設など）や時期は、科目によって異なります。 

 

科 目 
先修条件 

（単位を修得しなければならない科目） 

給食経営管理論実習Ⅱ 

給食経営管理論Ⅰ 

給食経営管理論Ⅱ 

給食経営管理論実習Ⅰ 

公衆栄養学実習Ⅱ 

公衆栄養学Ⅰ 

公衆栄養学Ⅱ 

公衆栄養学実習Ⅰ 

給食経営管理論実習Ⅲ 給食経営管理論実習Ⅱ 

臨床栄養学実習Ⅳ 

臨床栄養学実習Ⅴ 

臨床栄養学Ⅰ 

臨床栄養学Ⅱ 

臨床栄養学実習Ⅰ 

臨床栄養学Ⅲ 

臨床栄養学実習Ⅱ 

給食経営管理論実習Ⅱ 

 

 

    

 

２２））臨臨地地実実習習ににおおけけるる追追実実習習とと再再実実習習ににつついいてて  
 

（追実習） 

臨地実習における追実習とは、「大学が認める特段の理由による欠席」等により、やむを得ず

実習を欠席した場合、当該科目を修得するために行う実習をいいます。 

・追実習を受けようとする学生は、「授業欠席届」と「欠席理由を明らかにする証明書類」を当

該科目の実習終了後５日以内に学務課に提出する。 

・所定の手続きにより教務委員会で認められた場合、各科目１回限り実習することができる。 

・追実習は原則として履修登録した年度内の全実習終了後、実習施設との調整可能な期間に実施

する。ただし、調整が不可能な場合は次年度に実施する。 

・追実習の期間および日程、内容は当該科目欠席日数および学習状況により決定する。 

・単位認定のためには、原則３分の２以上の出席が必要である。 

・評価は、通常の単位認定評価と同様とする。 

 

（再実習） 

臨地実習における再実習とは、不合格（60点未満）となった実習科目について当該科目を修得

するために行う実習をいいます。 

・再実習は、履修登録した当該年度内に行うことはできない。 

・当該年度内に単位が修得できなかった実習科目は、次年度に再履修登録を行い実習に臨まなけ

ればならない。 

・単位認定のためには、原則３分の２以上の出席が必要である。 

・評価は、通常の単位認定評価と同様とする。 
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Ⅱ-２ 栄養学科の卒業要件・進級要件 

 

１１））卒卒業業要要件件  
 

４年以上在学し、卒業に必要な単位数を修得していることが必要です。 

科目区分 基礎教育科目 専門基礎科目 専門科目 小計 

必修単位 17単位 40単位 49単位 106単位 

選択単位 ９単位以上 ４単位以上 
７単位以上 

※選択必修１単位含む 

20単位以上 
選択必修単位

※ 
― ― 

「給食経営管理論実習Ⅲ」 

または「公衆栄養学実習Ⅱ」 

のどちらか１単位を選択必修 

科目として修得すること 

小  計 26単位以上 44単位以上 56単位以上 126単位以上 

合  計 126単位以上 

※選択必修科目として修得した科目は選択科目には振り替えられないので、注意すること。 

 

 

２２））進進級級要要件件  
 
上級学年に進級するためには、次の要件を満たしていることが必要です。 

 

●２年次進級 

在学期間 基礎教育科目 専門基礎科目 専門科目 

１年以上 ― ― ― 

 

●３年次進級 

在学期間 基礎教育科目 専門基礎科目 専門科目 

２年以上 

２年次までに配当 

されている必修科目 

17単位 ２年次までに配当されている必修科目 

54単位以上 
選択科目 

６単位以上 

 

●４年次進級 

在学期間 基礎教育科目 専門基礎科目 専門科目 

３年以上 ― 
３年次までに配当されている必修科目 

77単位以上 

※編入生については、「４年次進級要件」は対象外になります。 
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Ⅱ-２ 栄養学科の卒業要件・進級要件 

 

１１））卒卒業業要要件件  
 

４年以上在学し、卒業に必要な単位数を修得していることが必要です。 

科目区分 基礎教育科目 専門基礎科目 専門科目 小計 

必修単位 17単位 40単位 49単位 106単位 

選択単位 ９単位以上 ４単位以上 
７単位以上 

※選択必修１単位含む 

20単位以上 
選択必修単位

※ 
― ― 

「給食経営管理論実習Ⅲ」 

または「公衆栄養学実習Ⅱ」 

のどちらか１単位を選択必修 

科目として修得すること 

小  計 26単位以上 44単位以上 56単位以上 126単位以上 

合  計 126単位以上 

※選択必修科目として修得した科目は選択科目には振り替えられないので、注意すること。 

 

 

２２））進進級級要要件件  
 
上級学年に進級するためには、次の要件を満たしていることが必要です。 

 

●２年次進級 

在学期間 基礎教育科目 専門基礎科目 専門科目 

１年以上 ― ― ― 

 

●３年次進級 

在学期間 基礎教育科目 専門基礎科目 専門科目 

２年以上 

２年次までに配当 

されている必修科目 

17単位 ２年次までに配当されている必修科目 

54単位以上 
選択科目 

６単位以上 

 

●４年次進級 

在学期間 基礎教育科目 専門基礎科目 専門科目 

３年以上 ― 
３年次までに配当されている必修科目 

77単位以上 

※編入生については、「４年次進級要件」は対象外になります。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ⅱ-３ 栄養学科の資格の取得 

 
１１））栄栄養養士士免免許許  

 
本学の保健医療学部栄養学科を卒業した者は、栄養士免許を取得できます。 

 

（１）免許証申請手続きの流れ 

４年次に申請手続きを行います。 

時期（予定） 内  容 

12月 栄養士免許申請書類の提出・点検 

２月下旬 卒業判定会議で卒業の認定 

３月初～中旬 北海道（庁）から栄養士免許証を受理 

３月中旬 卒業式で栄養士免許証を交付 

 
（２）免許申請について 

免許の申請は、大学が一括で行います。 

 

 

２２））管管理理栄栄養養士士国国家家試試験験受受験験資資格格  

 
本学の保健医療学部栄養学科を卒業した者は、管理栄養士の国家試験受験資格を取得することが

できます。 

 

（１）国家試験申請手続きの流れ  

４年次に申請手続きを行います。 

時期（予定） 内 容 

11月 国家試験ガイダンスの実施 

12月上旬 大学から願書を一括提出 

２月下旬 卒業判定会議で卒業の認定 

３月上旬 管理栄養士国家試験 

３月下旬 国家試験合格発表 

 

（２）免許申請について 

国家試験合格後の免許の申請は、各自で手続きすることになります。 
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３３））栄栄養養教教諭諭一一種種免免許許状状  
 

私たち人間は、食物を摂取し、「栄養」という営みに役立つ食物の成分を体内に取り入れて生命

を維持しています。したがって、健康的に生きるためには、食生活で「栄養」に有用な食物成分を

摂取することが不可欠です。しかし、近年、食生活の乱れが顕在化し、児童・生徒においても偏っ

た食物成分の摂取による肥満や痩身が増加などの問題が生じ、家庭だけではなく、学校や地域にお

いても健全な食習慣を身につけるための食育を推進していく必要性が高まり、2005年に栄養教諭制

度が創設されました。 

栄養教諭とは、学校(小学校・中学校・特別支援学校等）において、食育を推進する重要な役割を

担う教諭で、「教育に関する資質」と「栄養に関する専門性」を併せ持ち、学校給食を生きた教材

として活用し、効果的な教育を行うことが期待されています。 

栄養教諭の職務内容には、「食に関する指導」と「学校給食の管理」があります。「食に関する

指導」とは、①児童生徒への個別的な相談指導、②児童生徒への教科・特別活動等における教育指

導、③食に関する教育指導の連携・調整です。「学校給食の管理」とは、①学校給食に関する基本

計画の策定への参画、②栄養管理（基準に適した献立の作成、③衛生管理（点検、指導等）、④学

校給食の検食、検査用保存食の管理、⑤使用食材料の選定、購入、保管等、⑥調理従事者への指導

等が示されています。 

所定の手続きを経た上で、必要な科目の単位を修得して、本学の保健医療学部栄養学科を卒業し

た者は、「栄養教諭一種免許状」を取得できます。免許状取得に必要な科目と単位数は、別表１の

とおりです。 
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別表 1 栄養教諭一種免許状取得に必要な科目及び単位数 
 
栄養に係る教育に関する科目（４単位） 

免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する開設授業科目 

各科目に含める必要事項 単位数 授業科目 

単位数及び教職にお

ける必修・選択の別 

必修 選択 

栄養教諭の役割及び職務内容に関する事項 

幼児、児童及び生徒の栄養に係る課題に関する事項 

食生活に関する歴史的及び文化的事項 ４ 
食生活論 ２  

食に関する指導の方法に関する事項 食育指導論 ２  
 
教職に関する科目（18単位） 

免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する開設授業科目 

科目 各科目に含める必要事項 単位数 授業科目 

単位数及び教職にお

ける必修・選択の別 

必修 選択 

教育の基礎的理

解に関する科目 

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 

８ 

教育原理 １  

教職の意義及び教育の役割・職務内容（チーム

学校運営への対応を含む。） 
教職概論 ２  

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項

（学校と地域との連携及び学校安全への対応を

含む。） 

教育制度論 １  

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過

程 
教育心理学 ２  

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に

対する理解 
特別支援教育概論 １  

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラ

ム・マネジメントを含む。） 
教育課程論 １  

道徳、総合的な

学習の時間等の

内容及び生徒指

導、教育相談等

に関する科目 

道徳、総合的な学習の時間及び特別活動に関す

る内容 

６ 

道徳教育論 １  

特別活動・総合的

学習指導論 
１  

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用

を含む。） 
教育方法論 １  

生徒指導の理論及び方法 生徒指導論 １  

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知

識を含む。）の理論及び方法 
教育相談論 ２  

教育実践に関す

る科目 

栄養教育実習 ２ 

栄養教育実習事前 

・事後指導 
１  

栄養教育実習 １  

教職実践演習 ２ 教職実践演習 ２  
 
教員免許法施行規則第 66条の６に定める科目（８単位） 

免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する開設授業科目 

各科目に含める必要事項 単位数 授業科目 

単位数及び教職にお

ける必修・選択の別 

必修 選択 

日本国憲法 ２ 法と人権 ２  

体育 ２ 
スポーツ理論 １  

スポーツ科学と運動 １  

外国語コミュニケーション ２ 
英語Ⅰ（基礎） １  

英語Ⅱ（会話） １  

情報機器の操作 ２ 
情報処理 １  

情報リテラシー １  
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４４））食食品品衛衛生生管管理理者者・・食食品品衛衛生生監監視視員員（（任任用用資資格格））  
 

本学の保健医療学部栄養学科を「有機化学」の単位を修得し卒業した者は、食品衛生管理者、食

品衛生監視員の任用資格を取得することができます。 

食品衛生管理者は、食品衛生法第48条の規定により、製造又は加工の過程において特に衛生上の

考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施工令で定めるものの製造又は加工を行う

営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者

を置かなければならないことになっています。営業者は、本任用資格者を食品衛生管理者として置

き、15日以内に都道府県知事（保健所）に届け出を行います。 

なお、食品衛生監視員は公務員で、国家公務員の場合は、輸入食品の安全監視および指導（輸入

食品監視業務）、輸入食品等に係る微生物検査と理化学検査（検査業務）、検疫感染症の国内への

侵入防止（検疫衛生業務）などの業務に従事します。 

地方公務員の場合は、保健所等に勤務し、飲食店等の営業施設の許可事務と監視および指導、食

品検査、食品に関する苦情や相談への対応などを行います。 

北海道の場合は、「食品衛生監視等の業務に従事する管理栄養士」など、職種で募集を行ってい

ます。年度によって採用募集方法の変更が生じますので北海道のＨＰで確認してください。 
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４４））食食品品衛衛生生管管理理者者・・食食品品衛衛生生監監視視員員（（任任用用資資格格））  
 

本学の保健医療学部栄養学科を「有機化学」の単位を修得し卒業した者は、食品衛生管理者、食

品衛生監視員の任用資格を取得することができます。 

食品衛生管理者は、食品衛生法第48条の規定により、製造又は加工の過程において特に衛生上の

考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施工令で定めるものの製造又は加工を行う

営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者

を置かなければならないことになっています。営業者は、本任用資格者を食品衛生管理者として置

き、15日以内に都道府県知事（保健所）に届け出を行います。 

なお、食品衛生監視員は公務員で、国家公務員の場合は、輸入食品の安全監視および指導（輸入

食品監視業務）、輸入食品等に係る微生物検査と理化学検査（検査業務）、検疫感染症の国内への

侵入防止（検疫衛生業務）などの業務に従事します。 

地方公務員の場合は、保健所等に勤務し、飲食店等の営業施設の許可事務と監視および指導、食

品検査、食品に関する苦情や相談への対応などを行います。 

北海道の場合は、「食品衛生監視等の業務に従事する管理栄養士」など、職種で募集を行ってい

ます。年度によって採用募集方法の変更が生じますので北海道のＨＰで確認してください。 

  

 

食品衛生管理者・監視員に係る資格取得指定科目一覧表 

食品衛生法施行規則 別表第十四（第五十条関係） 

学  科 科  目 本学履修科目 
単 位 数 開講 

年次 必修 選択 

化学関係 
有機化学 有機化学  ２ １ 

無機化学 基礎化学 ２  １ 

生物化学関係 

生物化学 

生化学Ⅰ ２  １ 

生化学Ⅱ ２  ２ 

生化学実験 １  ２ 

食品化学 

食品科学Ⅰ ２  １ 

食品科学Ⅱ ２  １ 

食品科学実験Ⅰ １  １ 

食品科学実験Ⅱ １  ３ 

微生物関係 微生物学 
微生物学 ２  １ 

微生物学実験 １  １ 

公衆衛生学関係 

公衆衛生学 
公衆衛生学 ２  ２ 

公衆衛生学実習 １  ２ 

食品衛生学 
食品衛生学 ２  ２ 

食品衛生学実験 １  ２ 

 合計単位数 22 ２ － 

 

食品衛生法施行規則 別表第十五（第五十条関係） 

学  科 科  目 本学履修科目 
単 位 数 開講 

年次 必修 選択 

その他の関連科目 

病理学 病理学 ２  ２ 

産業医学 健康管理概論 ２  ２ 

栄養化学 臨床栄養学Ⅱ ２  ３ 

栄養学 

基礎栄養学 ２  １ 

基礎栄養学実験 １  ２ 

応用栄養学Ⅰ ２  ２ 

応用栄養学Ⅱ ２  ２ 

応用栄養学Ⅲ ２  ３ 

応用栄養学実習 １  ３ 

衛生管理学 

給食経営管理論Ⅰ ２  ２ 

給食経営管理論Ⅱ ２  ２ 

給食経営管理論実習Ⅰ １  ２ 

 合計単位数 21 ０ － 

 

総修得可能単位数 4455  
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Ⅱ-４ 教育目標とディプロマ・ポリシ―

2021年度以降入学生

栄養学科

1． 自己の良心と社会規範に
従い、自己を統制し、責
任ある行動のできる栄養
専門職者を育成する。

DP1-1 社会の一員として社会規
範を守り、自己統制力お
よび責任ある行動力を身
につけている。

2． 目的に適った情報の収集
と論理的な思考・判断を
行い、適切に表現できる
栄養専門職者を育成する。

DP1-2 情報収集力・論理的思考
力・多様な表現力を総合
的に身につけている。

2． 生命への畏敬の念を抱き、
人間の尊厳と多様な価値
観を尊重できる人材を育
成する。

自然と共生するすべての
生命を尊び、人間の尊厳
を守り、人々の多様な価
値観を尊重できる栄養専
門職者を育成する。

DP2 生命への畏敬の念を抱き、
人間の尊厳を守り、人々
の多様な価値観を尊重で
きる能力を身につけてい
る。

3． 人間と環境と健康の相互
作用を理解し、健康を社
会的視点から捉えること
ができる人材を育成する。

人間・環境・健康を体系
的に理解し、健康生活に
関わる栄養と食について、
社会的視点から多角的に
捉えることのできる栄養
専門職者を育成する。

DP3 人間・環境・健康に関す
る知識を活用し、健康生
活に関わる栄養と食の社
会的な諸課題を多角的に
捉える能力を身につけて
いる。

本学の教育目標 学科ディプロマ・ポリシー学科の教育目標
1． 人間力を涵養し、社会の

一員としての社会的態度
と行動をとることができ
る人材を育成する。
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Ⅱ-４ 教育目標とディプロマ・ポリシ―

2021年度以降入学生

栄養学科

1． 自己の良心と社会規範に
従い、自己を統制し、責
任ある行動のできる栄養
専門職者を育成する。

DP1-1 社会の一員として社会規
範を守り、自己統制力お
よび責任ある行動力を身
につけている。

2． 目的に適った情報の収集
と論理的な思考・判断を
行い、適切に表現できる
栄養専門職者を育成する。

DP1-2 情報収集力・論理的思考
力・多様な表現力を総合
的に身につけている。

2． 生命への畏敬の念を抱き、
人間の尊厳と多様な価値
観を尊重できる人材を育
成する。

自然と共生するすべての
生命を尊び、人間の尊厳
を守り、人々の多様な価
値観を尊重できる栄養専
門職者を育成する。

DP2 生命への畏敬の念を抱き、
人間の尊厳を守り、人々
の多様な価値観を尊重で
きる能力を身につけてい
る。

3． 人間と環境と健康の相互
作用を理解し、健康を社
会的視点から捉えること
ができる人材を育成する。

人間・環境・健康を体系
的に理解し、健康生活に
関わる栄養と食について、
社会的視点から多角的に
捉えることのできる栄養
専門職者を育成する。

DP3 人間・環境・健康に関す
る知識を活用し、健康生
活に関わる栄養と食の社
会的な諸課題を多角的に
捉える能力を身につけて
いる。

本学の教育目標 学科ディプロマ・ポリシー学科の教育目標
1． 人間力を涵養し、社会の

一員としての社会的態度
と行動をとることができ
る人材を育成する。

教育目標とディプロマ・ポリシ―

1． 栄養管理の対象となる個
人・家族・集団の特性を
理解し、人々の健康生活
に適した栄養ケアをマネ
ジメントできる栄養専門
職者を育成する

DP4-1 栄養管理の対象となる人
々の健康レベルと生活特
性に適した栄養ケアのマ
ネジメント力の基礎を身
につけている。

2． 地域社会の栄養と食生活
に関する健康課題を評価
・判定し、課題解決に向
けた効果的な栄養と食に
関する生活支援を実践で
きる栄養専門職者を育成
する。

DP4-2 地域社会における栄養と
食生活に関する健康課題
を評価・判定し、課題解
決に向けた効果的な栄養
教育や食生活の支援のた
めの実践力の基礎を身に
つけている。

5． 社会生活や保健医療福祉
で関わる人々との連携お
よび協働できる人材を育
成する。

社会と保健医療福祉分野
での管理栄養士の役割と
責務を認識し、多職種お
よび関係者と連携・協働
できる栄養専門職者を育
成する。

DP5 保健医療福祉を担う管理
栄養士の役割と責務に基
づき、対象者のQOLの向
上に向けて多職種および
関係者と連携・協働でき
る能力の基礎を身につけ
ている。

6． 保健医療福祉の諸課題へ
の探求心を持ち、将来に
わたり学修し、成長し続
ける人材を育成する。

保健医療福祉の動向を捉
え、管理栄養士としての
専門性を探求し、将来に
わたり能力向上のために
自己研鑽し続ける栄養専
門職者を育成する。

DP6 保健医療福祉および栄養
学の発展を志向し、栄養
専門職としての専門的能
力を継続的に向上させる
ために必要な能力を身に
つけている。

本学の教育目標 学科の教育目標 学科ディプロマ・ポリシー
保健医療の専門職として
求められる知識・技術・
態度等を有し、実践力の
ある人材を育成する。

4．
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Ⅱ-５ 教育課程表 （卒業までに必要な授業科目と単位数の一覧）

2021年度以降入学生　栄養学科

必修 選択 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
学びの理解 講義 1 15
論理的思考 講義 2 30
情報処理 演習 1 30 ●
統計分析法 演習 1 30
情報リテラシー 演習 1 30 ●
生物学 講義 1 15
基礎化学 講義 2 30
英語Ⅰ(基礎) 演習 1 30 ●
英語Ⅱ(会話) 演習 1 30 ●
英語Ⅲ(読解) 演習 1 30
英語Ⅳ(総合) 演習 1 30
表現技法Ⅰ(読解・分析) 演習 1 30
表現技法Ⅱ(討議・発表) 演習 1 30
心理学 講義 2 30
倫理学 講義 1 15
生態学 講義 1 15
スポーツ科学と運動 演習 1 30 ●
スポーツ理論 講義 1 15 ●
地域社会文化論 講義 2 30
社会貢献と活動 演習 1 30
生活環境論 講義 2 30
現代社会論 講義 2 30
国際社会論 講義 1 15
法と人権 講義 2 30 ●
教育学 講義 1 15
文学と人間 講義 1 15

小小　　計計 （（2266科科目目）） 1177 1166
生涯発達論 講義 1 15
人間関係論 講義 1 15
生命倫理 講義 1 15
医療概論 講義 2 30
健康管理概論 講義 2 30
公衆衛生学 講義 2 30
公衆衛生学実習 実習 1 45
保健医療福祉行政論 講義 1 15
特別総合科目 演習 1
形態機能学Ⅰ 講義 2 30
形態機能学Ⅱ 講義 2 30
形態機能学実習Ⅰ 実習 1 45
形態機能学実習Ⅱ 実習 1 45
有機化学 講義 2 30
病理学 講義 2 30
微生物学 講義 2 30
微生物学実験 実験 1 45
生化学Ⅰ 講義 2 30
生化学Ⅱ 講義 2 30
生化学実験 実験 1 45
病態診療学Ⅰ 講義 2 30
病態診療学Ⅱ 講義 2 30
食品科学Ⅰ 講義 2 30
食品科学Ⅱ 講義 2 30
食品科学Ⅲ 講義 2 30
食品科学実験Ⅰ 実験 1 45
食品科学実験Ⅱ 実験 1 45
食品機能学 講義 2 30
食品衛生学 講義 2 30
食品衛生学実験 実験 1 45
調理学 講義 2 30
調理学実習Ⅰ 実習 1 45
調理学実習Ⅱ 実習 1 45

小小　　計計 （（3333科科目目）） 4400 1111

【基礎教育科目】
必修科目17単位

選択科目9単位以上

計26単位以上修得

【専門基礎科目】
必修科目40単位

選択科目4単位以上

計44単位以上修得

人体の構造と機能
及び疾病の成り立ち

食べ物と健康

専
門
基
礎
科
目

社会・環境と健康

30

科目区分 授業科目の名称
授業
形態

単位数

基
礎
教
育
科
目

学習と思考力

言語と表現力

人間と社会

栄養教諭
一種免許
取得希望者

卒業必要単位数1年 2年 3年 4年
開講年次・時間数
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教育課程表　2021年度以降入学生

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6
学びの理解 ○ ◎ ○ ○ ○ ○
論理的思考 ◎
情報処理 ◎
統計分析法 ◎
情報リテラシー ○ ◎
生物学 ◎ ○
基礎化学 ◎ ○
英語Ⅰ(基礎) ○ ◎ ○
英語Ⅱ(会話) ○ ◎ ○
英語Ⅲ(読解) ◎
英語Ⅳ(総合) ◎
表現技法Ⅰ(読解・分析) ○ ◎
表現技法Ⅱ(討議・発表) ○ ◎
心理学 ○ ◎ ○ ○
倫理学 ◎ ○ ○
生態学 ○ ◎ ○
スポーツ科学と運動 ◎ ○ ○ ○
スポーツ理論 ○ ◎
地域社会文化論 ○ ◎ ○
社会貢献と活動 ◎ ○ ○
生活環境論 ○ ○ ◎ ○
現代社会論 ○ ○ ◎ ○
国際社会論 ○ ○ ◎ ○
法と人権 ◎ ○ ◎ ○
教育学 ◎ ○ ○
文学と人間 ○ ○ ◎

小小　　計計 （（2266科科目目））
生涯発達論 ◎ ○
人間関係論 ◎ ○ ○
生命倫理 ◎
医療概論 ○ ◎ ○ ○
健康管理概論 ◎
公衆衛生学 ◎
公衆衛生学実習 ◎ ○ ○
保健医療福祉行政論 ○ ○ ◎
特別総合科目 ◎ ○ ○
形態機能学Ⅰ ○ ○ ◎
形態機能学Ⅱ ○ ○ ◎
形態機能学実習Ⅰ ○ ○ ○ ◎ ○
形態機能学実習Ⅱ ○ ○ ○ ◎ ○
有機化学 ○ ◎
病理学 ○ ◎
微生物学 ○ ◎
微生物学実験 ○ ○ ◎ ○
生化学Ⅰ ○ ◎
生化学Ⅱ ○ ◎
生化学実験 ○ ○ ◎ ○
病態診療学Ⅰ ○ ◎
病態診療学Ⅱ ○ ◎
食品科学Ⅰ ○ ○ ◎ ○
食品科学Ⅱ ○ ○ ◎ ○
食品科学Ⅲ ○ ○ ◎ ○
食品科学実験Ⅰ ○ ○ ○ ◎ ○ ○
食品科学実験Ⅱ ○ ○ ○ ◎ ○ ○
食品機能学 ○ ◎ ○
食品衛生学 ○ ◎ ○
食品衛生学実験 ○ ○ ◎ ○ ○
調理学 ○ ○ ◎ ○
調理学実習Ⅰ ○ ○ ○ ◎ ○ ○
調理学実習Ⅱ ○ ○ ○ ◎ ○ ○

小小　　計計 （（3333科科目目））

◎：強く関連するディプロマ・ポリシー、○：関連するディプロマ・ポリシ―
学科ディプロマ・ポリシー

科目区分 授業科目の名称

基
礎
教
育
科
目

専
門
基
礎
科
目

学習と思考力

言語と表現力

人間と社会

社会・環境と健康

人体の構造と機能
及び疾病の成り立ち

食べ物と健康
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教育課程表 （卒業までに必要な授業科目と単位数の一覧）

必修 選択 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
管理栄養士論 講義 1 15
管理栄養士総合演習 演習 1
基礎栄養学 講義 2 30
基礎栄養学実験 実験 1 45
応用栄養学Ⅰ 講義 2 30
応用栄養学Ⅱ 講義 2 30
応用栄養学Ⅲ 講義 2 30
応用栄養学実習 実習 1 45
免疫と栄養 講義 1 15
スポーツ栄養学総論 講義 1 15
スポーツ栄養学(基礎) 講義 1 15
スポーツ栄養学(応用) 講義 1 15
スポーツ栄養学演習 演習 1 30
栄養教育論Ⅰ 講義 2 30
栄養教育論Ⅱ 講義 2 30
栄養教育論Ⅲ 講義 2 30
栄養教育論実習 実習 1 45
栄養カウンセリング演習 演習 1 30
食生活論 講義 2 30 ●
食育指導論 講義 2 30 ●
食育農場演習 演習 1 30
食育実践演習 演習 1 30
臨床栄養学Ⅰ 講義 2 30
臨床栄養学Ⅱ 講義 2 30
臨床栄養学Ⅲ 講義 2 30
臨床栄養学Ⅳ 講義 2 30
臨床栄養学実習Ⅰ 実習 1 45
臨床栄養学実習Ⅱ 実習 1 45
臨床栄養学実習Ⅲ 実習 1 45
栄養サポートチーム論 演習 1 15
公衆栄養学Ⅰ 講義 2 30
公衆栄養学Ⅱ 講義 2 30
公衆栄養学実習Ⅰ 実習 1 45
地域栄養活動演習 演習 1 30
給食経営管理論Ⅰ 講義 2 30
給食経営管理論Ⅱ 講義 2 30
給食経営管理論実習Ⅰ 実習 1 45
総合演習Ⅰ 演習 1 30
総合演習Ⅱ 演習 1 30
英語文献講読演習 演習 1 30
卒業研究 演習 2
地域連携ケア論Ⅰ 講義 1 15
地域連携ケア論Ⅱ 講義 1 15
地域連携ケア論Ⅲ 講義 1 15
地域連携ケア論Ⅳ 講義 1 15
給食経営管理論実習Ⅱ 実習 1 45
給食経営管理論実習Ⅲ 実習 △1
公衆栄養学実習Ⅱ 実習 △1
臨床栄養学実習Ⅳ 実習 2
臨床栄養学実習Ⅴ 実習 2

小小　　計計 （（5500科科目目）） 4499 2211
（（110099科科目目）） 110066 4488 合合計計112266単単位位以以上上
教職概論 講義 2 30 ●
教育原理 講義 1 15 ●
教育制度論 講義 1 15 ●
教育課程論 講義 1 15 ●
教育方法論 講義 1 15 ●
道徳教育論 講義 1 15 ●
特別活動・総合的学習指導論 講義 1 15 ●
生徒指導論 講義 1 15 ●
特別支援教育概論 講義 1 15 ●
教育心理学 講義 2 30 ●
教育相談論 講義 2 30 ●
栄養教育実習事前・事後指導 実習 1 ●
栄養教育実習 実習 1 ●
教職実践演習 演習 2 60 ●
（（1144科科目目）） 1188

45
90
90

卒業必要単位数1年 2年 3年 4年
開講年次・時間数 栄養教諭

一種免許
取得希望者

【専門科目】
必修科目49単位

選択必修科目
「給食経営管理論実習Ⅲ」

または
「公衆栄養学実習Ⅱ」

のうち1単位
ならびに

選択科目6単位以上

計56単位以上修得

30

60

45

科目区分 授業科目の名称 授業
形態

単位数

専
門
科
目

管理栄養士論

基礎栄養学

応用栄養学

栄養教育論

臨床栄養学

公衆栄養学

給食経営管理論

総合演習

統合科目

臨地実習

栄養教諭一種免許取得に必
要な科目

45
45

合合　　計計

合合　　計計
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教育課程表　2021年度以降入学生

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6
管理栄養士論 ◎ ○ ○
管理栄養士総合演習 ◎ ◎ ◎ ○ ○
基礎栄養学 ◎
基礎栄養学実験 ◎
応用栄養学Ⅰ ○ ◎ ○
応用栄養学Ⅱ ○ ◎ ○
応用栄養学Ⅲ ○ ◎ ○
応用栄養学実習 ○ ◎ ○ ○
免疫と栄養 ◎
スポーツ栄養学総論 ○ ◎
スポーツ栄養学(基礎) ○ ◎
スポーツ栄養学(応用) ○ ◎
スポーツ栄養学演習 ○ ◎ ○ ○
栄養教育論Ⅰ ○ ◎ ○ ○
栄養教育論Ⅱ ◎ ○ ○
栄養教育論Ⅲ ○ ◎ ○
栄養教育論実習 ○ ◎ ◎ ○
栄養カウンセリング演習 ○ ○ ◎ ○
食生活論 ◎ ○ ○
食育指導論 ◎ ○
食育農場演習 ○ ○ ◎
食育実践演習 ○ ○ ◎ ◎ ○
臨床栄養学Ⅰ ○ ○ ○ ◎
臨床栄養学Ⅱ ○ ◎ ○
臨床栄養学Ⅲ ○ ◎ ○
臨床栄養学Ⅳ ○ ◎ ○
臨床栄養学実習Ⅰ ○ ◎ ◎
臨床栄養学実習Ⅱ ○ ◎ ◎
臨床栄養学実習Ⅲ ○ ◎ ◎ ○
栄養サポートチーム論 ○ ○ ◎ ○
公衆栄養学Ⅰ ○ ○ ◎ ◎
公衆栄養学Ⅱ ○ ○ ◎ ◎
公衆栄養学実習Ⅰ ◎ ○ ◎
地域栄養活動演習 ○ ○ ◎
給食経営管理論Ⅰ ◎ ○ ○
給食経営管理論Ⅱ ◎ ○
給食経営管理論実習Ⅰ ○ ◎ ○
総合演習Ⅰ ◎ ○ ○ ○
総合演習Ⅱ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎
英語文献講読演習 ◎ ○
卒業研究 ○ ○ ◎ ○
地域連携ケア論Ⅰ ○ ○ ○ ○ ◎
地域連携ケア論Ⅱ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
地域連携ケア論Ⅲ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
地域連携ケア論Ⅳ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○
給食経営管理論実習Ⅱ ◎ ◎ ○ ○
給食経営管理論実習Ⅲ ○ ◎ ○ ○ ◎
公衆栄養学実習Ⅱ ◎ ○ ○ ◎
臨床栄養学実習Ⅳ ○ ◎ ○ ◎ ○
臨床栄養学実習Ⅴ ○ ◎ ○ ◎ ○

小小　　計計 （（5500科科目目））
（（110099科科目目））

［卒業要件］
基礎教育科目では26単位以上（必修17単位および選択科目9単位以上）、専門基礎科目44単位以上（必修40単位および選択科目4単位以上）、専門科目56単位以上（必修49単
位および選択必修科目「給食経営管理論実習Ⅲ」または「公衆栄養学実習Ⅱ」のうち1単位ならびに選択科目6単位以上）を履修し、合計126単位以上を修得していること。但
し、栄養教諭一種免許取得に必要な科目は含めない。
※原則、基礎教育科目のうち選択科目の履修は開講年次とするが、当該科目の単位修得状況により下級年次配当科目の履修を認める。

［資格取得要件及び履修方法］
1年間の履修科目の登録の上限は、48単位とする。但し、栄養教諭一種免許取得に必要な科目は含めない。

 [選択必修科目]
専門科目の単位数に△がついた科目で、どちらか1科目を必ず修得すること。また、この科目を選択科目に振り替えることはできない。

卒業要件及び履修方法

合合　　計計

統合科目

臨地実習

専
門
科
目

管理栄養士論

基礎栄養学

応用栄養学

栄養教育論

臨床栄養学

公衆栄養学

給食経営管理論

学科ディプロマ・ポリシー
◎：強く関連するディプロマ・ポリシー、○：関連するディプロマ・ポリシ―科目区分 授業科目の名称

総合演習
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Ⅱ－６ 科目配置表

2021年度以降入学生

栄養学科
前 期 後 期 前 期 後 期

学びの理解 1 統計分析法 1
論理的思考 2 情報リテラシー 1 ＊
情報処理 1 ＊
生物学 選 (1)
基礎化学 2
英語Ⅰ(基礎) 1 ＊ 英語Ⅱ(会話) 1 ＊ 英語Ⅲ(読解) 選 (1) 英語Ⅳ(総合) 選 (1)
表現技法Ⅰ(読解・分析) 1 表現技法Ⅱ(討議・発表) 1
心理学 2 スポーツ科学と運動 選 (1) ＊ 社会貢献と活動 選 (1) 国際社会論 選 (1)
倫理学 1 スポーツ理論 選 (1) ＊ 生活環境論 選 (2) 教育学 選 (1)
生態学 選 (1) 地域社会文化論 選 (2) 現代社会論 2 文学と人間 選 (1)

法と人権 選 (2) ＊
10科目 8科目 4科目 4科目

（選択2科目） （選択4科目） （選択3科目） （選択4科目）
人間関係論 1 生涯発達論 選 (1) 生命倫理 選 (1) 健康管理概論 2

医療概論 選 (2) 公衆衛生学実習 1
公衆衛生学 2

特別総合科目【通】 選 特別総合科目【通】 選 (1)
形態機能学Ⅰ 2 形態機能学Ⅱ 2 形態機能学実習Ⅰ 1 形態機能学実習Ⅱ 1
有機化学 選 (2) 微生物学 2 病理学 2 病態診療学Ⅰ 2

微生物学実験 1 生化学Ⅱ 2
生化学Ⅰ 2 生化学実験 1

食品科学Ⅰ 2 食品科学Ⅱ 2 食品衛生学 2 食品科学Ⅲ 選 (2)
調理学 2 食品科学実験Ⅰ 1 食品衛生学実験 1
調理学実習Ⅰ 1 調理学実習Ⅱ 1

7科目 9科目 9科目 5科目
（選択2科目） （選択2科目） （選択2科目） （選択1科目）

管理栄養士論 管理栄養士論 1
基礎栄養学 基礎栄養学 2 基礎栄養学実験 1

応用栄養学Ⅰ 2 応用栄養学Ⅱ 2
スポーツ栄養学総論 選 (1)

食育農場演習【通】 選 食育農場演習【通】 選 (1) 栄養教育論Ⅰ 2 栄養教育論Ⅱ 2
食育実践演習【通】 選 食育実践演習【通】 選 (1)

臨床栄養学Ⅰ 2

給食経営管理論Ⅰ 2 給食経営管理論Ⅱ 2
給食経営管理論実習Ⅰ 1

総合演習
地域連携ケア論Ⅰ 1 地域連携ケア論Ⅱ 1

2科目 3科目 6科目 7科目
（選択1科目） （選択1科目） （選択1科目） （選択2科目）

19科目 20科目 19科目 16科目
（選択5科目） （選択7科目） （選択7科目） （選択15科目）

教職概論 選 (2) 教育原理 選 (1) 教育課程論 選 (1) 特別活動・総合的学習指導論 選 (1)
教育制度論 選 (1) 教育方法論 選 (1) 生徒指導論 選 (1)

道徳教育論 選 (1) 特別支援教育概論 選 (1)
1科目 2科目 3科目 3科目

（選択1科目） （選択2科目） （選択3科目） （選択3科目）
1. 「選」は選択科目。単位数の（数字）は選択科目、その他は必修科目である。
2. 選択科目のうち、「※」の給食経営管理論実習Ⅲと公衆栄養学実習Ⅱは選択必修科目である。

4. 「＊」科目は、栄養教諭一種免許取得申請に必要な科目にも該当。

人間と社会

単位 単位 単位 単位
科目区分

１年次 ２年次

専
門
教
育

専
門
基
礎
科
目

社会・環境
と健康

小　計
（内選択科目計）

13 10 6 4

基
礎
教
育

基
礎
教
育
科
目

学習と思考力

言語と表現力

人体の構造と
機能及び疾病の

成り立ち

食べ物と健康

小　計
（内選択科目計）

10 13 14 8

統合科目

臨地実習

小　計
（内選択科目計）

1 4 8 11

専
門
科
目

応用栄養学

栄養教育論

臨床栄養学

公衆栄養学

給食経営管理論

栄養教諭一種免許所得
申請に必要な科目

合　計 24 27 28 23

3. 【通】は通年科目。通年科目の単位数は該当年次の後期に単位数が記載されている（通年科目の前期の単位数には数字を記載していない）。

合　計 2 2 3 3
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科目配置表 

前 期 後 期 前 期 後 期

9
（選択1）

6
（選択2）

18
（選択13）

33
（選択16）

保健医療福祉行政論 1

12
（選択5）

病態診療学Ⅱ 2

22
（選択2）

食品科学実験Ⅱ 1 食品機能学 選 (2)
17

（選択4）
2科目 1科目 1科目 51

（選択1科目） （選択11）
管理栄養士論 管理栄養士総合演習【通】 管理栄養士総合演習【通】 1 2
基礎栄養学 3

応用栄養学Ⅲ 2 応用栄養学実習 1
免疫と栄養 選 (1)

スポーツ栄養学(基礎) 選 (1) スポーツ栄養学(応用) 選 (1) 12
スポーツ栄養学演習【通】 選 スポーツ栄養学演習【通】 選 (1) （選択5）
栄養教育論Ⅲ 2 栄養教育論実習 1
栄養カウンセリング演習 選 (1) 食育指導論 選 (2) ＊ 14
食生活論 選 (2) ＊ （選択7）
臨床栄養学Ⅱ 2 臨床栄養学Ⅲ 2 臨床栄養学Ⅳ 2 栄養サポートチーム論 (1) 12
臨床栄養学実習Ⅰ 1 臨床栄養学実習Ⅱ 1 臨床栄養学実習Ⅲ 1 （選択1）
公衆栄養学Ⅰ 2 公衆栄養学Ⅱ 2 地域栄養活動演習 選 (1) 6

公衆栄養学実習Ⅰ 1 （選択1）

5
総合演習 総合演習Ⅰ 1 総合演習Ⅱ 1 2

地域連携ケア論Ⅲ 1 英語文献講読演習 選 (1) 卒業研究【通】 選 卒業研究【通】 選 (2) 7
地域連携ケア論Ⅳ 1 （選択3）

給食経営管理論実習Ⅱ 1 給食経営管理論実習Ⅲ【通】 選 ※ 給食経営管理論実習Ⅲ【通】 選 (1) ※
公衆栄養学実習Ⅱ【通】 選 ※ 公衆栄養学実習Ⅱ【通】 選 (1) ※
臨床栄養学実習Ⅳ【通】 臨床栄養学実習Ⅳ【通】 2 7
臨床栄養学実習Ⅴ【通】 選 臨床栄養学実習Ⅴ【通】 選 (2) （選択4）

12科目 11科目 10科目 8科目 70
（選択4科目） （選択5科目） （選択5科目） （選択7科目） （選択21）

14科目 12科目 11科目 8科目 154
（選択4科目） （選択5科目） （選択7科目） （選択7科目） （選択48）

教育心理学 選 (2) 教育相談論 選 (2) 栄養教育実習事前・事後指導【通】 選 栄養教育実習事前・事後指導【通】 選 (1)
栄養教育実習【通】 選 栄養教育実習【通】 選 (1) 18

教職実践演習 選 (2) （選択18）
1科目 1科目 2科目 3科目 18

（選択1科目） （選択1科目） （選択2科目) （選択3科目） （選択18）

0

3

19

2

人間と社会

単位計
（内選択計）単位 単位 単位 単位

科目区分
３年次 4年次

0 0 0

専
門
教
育

専
門
基
礎
科
目

社会・環境と健康

小　計

基
礎
教
育

基
礎
教
育
科
目

学習と思考力

言語と表現力

0

人体の構造と
機能及び疾病の

成り立ち

食べ物と健康

小　計 1 2

統合科目

臨地実習

小　計
（内選択科目計）

専
門
科
目

応用栄養学

栄養教育論

臨床栄養学

公衆栄養学

給食経営管理論

15 7 11

栄養教諭一種免許所得
申請に必要な科目

16 14 5 11

合　計

2 0 4合　計
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Ⅱ－７ 栄養学科　履修モデル（全コース一覧）

前 期 後 期 前 期 後 期
管理栄養士論 管理栄養士論

基礎栄養学 基礎栄養学 基礎栄養学実験

応用栄養学Ⅰ 応用栄養学Ⅱ

栄養教育論Ⅰ 栄養教育論Ⅱ

臨床栄養学Ⅰ

給食経営管理論Ⅰ 給食経営管理論Ⅱ

給食経営管理論実習Ⅰ

総合演習

統合科目 地域連携ケア論Ⅰ 地域連携ケア論Ⅱ

栄養教育論 食育農場演習【通】 選 食育農場演習【通】 選 食育実践演習【通】 選 食育実践演習【通】 選

公衆栄養学

統合科目

スポーツ栄養学総論 選

統合科目

栄養教育論

臨床栄養学

統合科目

臨地実習

人間関係論 生涯発達論 選 生命倫理 選 健康管理概論

医療概論 選 公衆衛生学実習

特別総合科目【通】 選 特別総合科目【通】 選 公衆衛生学

形態機能学Ⅰ 形態機能学Ⅱ 形態機能学実習Ⅰ 形態機能学実習Ⅱ

有機化学 選 微生物学 病理学 病態診療学Ⅰ

微生物学実験 生化学Ⅱ

生化学Ⅰ 生化学実験

食品科学Ⅰ 食品科学Ⅱ 食品衛生学 食品科学Ⅲ 選

調理学 食品科学実験Ⅰ 食品衛生学実験

調理学実習Ⅰ 調理学実習Ⅱ

学びの理解 統計分析法

論理的思考 情報リテラシー＊

情報処理＊

生物学 選

基礎化学

英語Ⅰ(基礎)＊ 英語Ⅱ(会話)＊ 英語Ⅲ(読解) 選 英語Ⅳ(総合) 選

表現技法Ⅰ(読解・分析) 表現技法Ⅱ(討議・発表)

心理学 スポーツ科学と運動＊ 選 社会貢献と活動 選 国際社会論 選

倫理学 スポーツ理論＊ 選 生活環境論 選 教育学 選

生態学 選 地域社会文化論 選 現代社会論 文学と人間 選

法と人権＊ 選

教職概論 選 教育原理 選 教育課程論 選 特別活動・総合的学習指導論 選

教育制度論 選 教育方法論 選 生徒指導論 選

道徳教育論 選 特別支援教育概論 選

1．「線」は選択科目。【通】は通年科目。

2． 選択科目のうち、「※」の給食経営管理論実習Ⅲと公衆栄養学実習Ⅱは選択必修科目である。

3．「＊」科目は、栄養教諭一種免許取得申請に必要な科目にも該当

コ
ー
ス
別
選
択

科目区分 １年次 ２年次

栄養教育論

臨床栄養学

公衆栄養学

給食経営管理論

臨地実習

栄養教職課程

食育実践
コース

スポーツ栄養
コース

応用栄養学

臨床栄養
コース

専
門
基
礎
科
目

全
コ
ー
ス
共
通

社会・環境
と健康

人体の構造と
機能及び疾病の

成り立ち

食べ物と健康

専
門
科
目

全
コ
ー
ス
共
通

応用栄養学

基
礎
教
育
科
目

全
コ
ー
ス
共
通

学習と思考力

言語と表現力

人間と社会
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Ⅱ－７ 栄養学科　履修モデル（全コース一覧）

前 期 後 期 前 期 後 期
管理栄養士論 管理栄養士論

基礎栄養学 基礎栄養学 基礎栄養学実験

応用栄養学Ⅰ 応用栄養学Ⅱ

栄養教育論Ⅰ 栄養教育論Ⅱ

臨床栄養学Ⅰ

給食経営管理論Ⅰ 給食経営管理論Ⅱ

給食経営管理論実習Ⅰ

総合演習

統合科目 地域連携ケア論Ⅰ 地域連携ケア論Ⅱ

栄養教育論 食育農場演習【通】 選 食育農場演習【通】 選 食育実践演習【通】 選 食育実践演習【通】 選

公衆栄養学

統合科目

スポーツ栄養学総論 選

統合科目

栄養教育論

臨床栄養学

統合科目

臨地実習

人間関係論 生涯発達論 選 生命倫理 選 健康管理概論

医療概論 選 公衆衛生学実習

特別総合科目【通】 選 特別総合科目【通】 選 公衆衛生学

形態機能学Ⅰ 形態機能学Ⅱ 形態機能学実習Ⅰ 形態機能学実習Ⅱ

有機化学 選 微生物学 病理学 病態診療学Ⅰ

微生物学実験 生化学Ⅱ

生化学Ⅰ 生化学実験

食品科学Ⅰ 食品科学Ⅱ 食品衛生学 食品科学Ⅲ 選

調理学 食品科学実験Ⅰ 食品衛生学実験

調理学実習Ⅰ 調理学実習Ⅱ

学びの理解 統計分析法

論理的思考 情報リテラシー＊

情報処理＊

生物学 選

基礎化学

英語Ⅰ(基礎)＊ 英語Ⅱ(会話)＊ 英語Ⅲ(読解) 選 英語Ⅳ(総合) 選

表現技法Ⅰ(読解・分析) 表現技法Ⅱ(討議・発表)

心理学 スポーツ科学と運動＊ 選 社会貢献と活動 選 国際社会論 選

倫理学 スポーツ理論＊ 選 生活環境論 選 教育学 選

生態学 選 地域社会文化論 選 現代社会論 文学と人間 選

法と人権＊ 選

教職概論 選 教育原理 選 教育課程論 選 特別活動・総合的学習指導論 選

教育制度論 選 教育方法論 選 生徒指導論 選

道徳教育論 選 特別支援教育概論 選

1．「線」は選択科目。【通】は通年科目。

2． 選択科目のうち、「※」の給食経営管理論実習Ⅲと公衆栄養学実習Ⅱは選択必修科目である。

3．「＊」科目は、栄養教諭一種免許取得申請に必要な科目にも該当

コ
ー
ス
別
選
択

科目区分 １年次 ２年次

栄養教育論

臨床栄養学

公衆栄養学

給食経営管理論

臨地実習

栄養教職課程

食育実践
コース

スポーツ栄養
コース

応用栄養学

臨床栄養
コース

専
門
基
礎
科
目

全
コ
ー
ス
共
通

社会・環境
と健康

人体の構造と
機能及び疾病の

成り立ち

食べ物と健康

専
門
科
目

全
コ
ー
ス
共
通

応用栄養学

基
礎
教
育
科
目

全
コ
ー
ス
共
通

学習と思考力

言語と表現力

人間と社会

栄養学科　履修モデル（全コース一覧）

前 期 後 期 前 期 後 期
管理栄養士論 管理栄養士総合演習【通】 管理栄養士総合演習【通】

基礎栄養学

応用栄養学Ⅲ 応用栄養学実習

免疫と栄養 選

栄養教育論Ⅲ 栄養教育論実習

食生活論＊ 選

臨床栄養学Ⅱ 臨床栄養学Ⅲ 臨床栄養学Ⅳ

臨床栄養学実習Ⅰ 臨床栄養学実習Ⅱ 臨床栄養学実習Ⅲ

公衆栄養学Ⅰ 公衆栄養学Ⅱ

公衆栄養学実習Ⅰ

総合演習 総合演習Ⅰ 総合演習Ⅱ

統合科目 地域連携ケア論Ⅲ 英語文献講読演習 選 地域連携ケア論Ⅳ

給食経営管理論実習Ⅱ 給食経営管理論実習Ⅲ 【通】※ 選 給食経営管理論実習Ⅲ【通】 ※ 選

公衆栄養学実習Ⅱ 【通】※ 選 公衆栄養学実習Ⅱ 【通】※ 選

臨床栄養学実習Ⅳ【通】 臨床栄養学実習Ⅳ【通】

栄養教育論 食育指導論＊ 選

公衆栄養学 地域栄養活動演習 選

統合科目 卒業研究【通】 選 卒業研究【通】 選

スポーツ栄養学(基礎) 選 スポーツ栄養学(応用) 選

スポーツ栄養学演習【通】 スポーツ栄養学演習【通】

統合科目 卒業研究【通】 選 卒業研究【通】 選

栄養教育論 栄養カウンセリング演習 選

臨床栄養学 栄養サポートチーム論 選

統合科目 臨床栄養学実習Ⅴ【通】 選 臨床栄養学実習Ⅴ【通】 選

臨地実習 卒業研究【通】 選 卒業研究【通】 選

保健医療福祉行政論

病態診療学Ⅱ

食品科学実験Ⅱ 食品機能学 選

教育心理学 選 教育相談論 選 栄養教育実習事前・事後指導【通】 選 栄養教育実習事前・事後指導【通】 選

栄養教育実習【通】 選 栄養教育実習【通】 選

教職実践演習 選

1．「線」は選択科目。【通】は通年科目。

2． 選択科目のうち、「※」の給食経営管理論実習Ⅲと公衆栄養学実習Ⅱは選択必修科目である。

3．「＊」科目は、栄養教諭一種免許取得申請に必要な科目にも該当

4年次区　分

専
門
科
目

全
コ
ー
ス
共
通

応用栄養学

臨床栄養学

公衆栄養学

給食経営管理論

臨地実習

３年次

コ
ー
ス
別
選
択

食育実践
コース

スポーツ栄養
コース

応用栄養学

臨床栄養
コース

栄養教育論

栄
養
教
諭

栄養教職課程

管
理
栄
養
士
受
験
資
格
・
食
品
衛
生
監
視
員
・
食
品
衛
生
管
理
者
の
任
用
資
格
・
栄
養
士
免
許

基
礎
教
育
科
目

全
コ
ー
ス
共
通

学習と思考力

言語と表現力

人間と社会

専
門
基
礎
科
目

全
コ
ー
ス
共
通

社会・環境
と健康

人体の構造と
機能及び疾病の

成り立ち

食べ物と健康
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Ⅱ－８ 栄養学科コース別履修モデル

食育実践コース（履修科目は一例です）

前 期 後 期 前 期 後 期
学びの理解 1 統計分析法 1
論理的思考 2 情報リテラシー 1 ＊
情報処理 1 ＊
生物学 選 (1)
基礎化学 2
英語Ⅰ(基礎) 1 ＊ 英語Ⅱ(会話) 1 ＊ 英語Ⅲ(読解) 選 (1)
表現技法Ⅰ(読解・分析) 1 表現技法Ⅱ(討議・発表) 1
心理学 2 地域社会文化論 選 (2) 社会貢献と活動 選 (1) 国際社会論 選 (1)
倫理学 1 生活環境論 選 (2) 教育学 選 (1)

現代社会論 2
9科目 5科目 4科目 2科目

（選択1科目） （選択1科目） （選択3科目） （選択2科目）
人間関係論 1 公衆衛生学 2 健康管理概論 2

公衆衛生学実習 1

形態機能学Ⅰ 2 形態機能学Ⅱ 2 形態機能学実習Ⅰ 1 形態機能学実習Ⅱ 1
有機化学 選 (2) 微生物学 2 病理学 2 病態診療学Ⅰ 2

微生物学実験 1 生化学Ⅱ 2
生化学Ⅰ 2 生化学実験 1

食品科学Ⅰ 2 食品科学Ⅱ 2 食品衛生学 2 食品科学Ⅲ 選 (2)
調理学 2 食品科学実験Ⅰ 1 食品衛生学実験 1
調理学実習Ⅰ 1 調理学実習Ⅱ 1

6科目 7科目 7科目 5科目
（選択1科目） （選択1科目）

管理栄養士論 管理栄養士論 1
基礎栄養学 基礎栄養学 2 基礎栄養学実験 1

応用栄養学Ⅰ 2 応用栄養学Ⅱ 2

栄養教育論Ⅰ 2 栄養教育論Ⅱ 2

臨床栄養学Ⅰ 2

給食経営管理論Ⅰ 2 給食経営管理論Ⅱ 2
給食経営管理論実習Ⅰ 1

総合演習
地域連携ケア論Ⅰ 1 地域連携ケア論Ⅱ 1

栄養教育論 食育農場演習【通】 選 食育農場演習【通】 選 (1) 食育実践演習【通】 選 食育実践演習【通】 選 (1)
公衆栄養学
統合科目

2科目 3科目 6科目 6科目
（選択1科目） （選択1科目） （選択1科目） （選択1科目）

17科目 15科目 17科目 13科目
（選択3科目） （選択2科目） （選択4科目） （選択4科目）

1. 「選」は選択科目。単位数の（数字）は選択科目、その他は必修科目である。
2. 選択科目のうち、「※」の給食経営管理論実習Ⅲと公衆栄養学実習Ⅱは選択必修科目である。

4. 「＊」科目は、栄養教諭一種免許取得申請に必要な科目にも該当。

専
門
科
目

全
コ
ー
ス
共
通

全
コ
ー
ス
共
通

食育実践
コース

全
コ
ー
ス
共
通

統合科目

臨地実習

臨床栄養学

公衆栄養学

給食経営管理論

合　計 23 21 25 20

小　計
（内選択科目計）

1 4 8 10

3. 【通】は通年科目。通年科目の単位数は該当年次の後期に単位数が記載されている（通年科目の前期の単位数には数字を記載していない）。

応用栄養学

栄養教育論

人体の構造と
機能及び疾病の

成り立ち

食べ物と健康

小　計
（内選択科目計）

10 11 11 8

専
門
教
育

専
門
基
礎
科
目

社会・環境
と健康

小　計
（内選択科目計）

12 6 6 2

基
礎
教
育

基
礎
教
育
科
目

学習と思考力

言語と表現力

人間と社会

単位 単位 単位 単位
科目区分

１年次 ２年次
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食育実践コース　履修モデル

（127単位履修モデル）

前 期 後 期 前 期 後 期

9
（選択1）

5
（選択2）

12 必修
（選択7） 17

26 選択
（選択10） 9

保健医療福祉行政論 1

7
病態診療学Ⅱ 2

22
（選択2）

食品科学実験Ⅱ 1
15 必修

（選択2） 40
2科目 1科目 44 選択

（選択4） 4
管理栄養士論 管理栄養士総合演習【通】 管理栄養士総合演習【通】 1 2
基礎栄養学 3

応用栄養学Ⅲ 2 応用栄養学実習 1

7

栄養教育論Ⅲ 2 栄養教育論実習 1
7

臨床栄養学Ⅱ 2 臨床栄養学Ⅲ 2 臨床栄養学Ⅳ 2 11
臨床栄養学実習Ⅰ 1 臨床栄養学実習Ⅱ 1 臨床栄養学実習Ⅲ 1
公衆栄養学Ⅰ 2 公衆栄養学Ⅱ 2 5

公衆栄養学実習Ⅰ 1

5
総合演習 総合演習Ⅰ 1 総合演習Ⅱ 1 2

地域連携ケア論Ⅲ 1 地域連携ケア論Ⅳ 1 4

給食経営管理論実習Ⅱ 1
公衆栄養学実習Ⅱ【通】 選 ※ 公衆栄養学実習Ⅱ【通】 選 (1) ※
臨床栄養学実習Ⅳ【通】 臨床栄養学実習Ⅳ【通】 2 4

（選択1） 必修
栄養教育論 食育指導論 選 (2) ＊ 49
公衆栄養学 地域栄養活動演習 (1) 7 選択
統合科目 卒業研究【通】 選 卒業研究【通】 選 (2) （選択7） 6

8科目 7科目 8科目 5科目 57 必修選択
（選択1科目） （選択3科目） （選択2科目） （選択8） 1

10科目 8科目 8科目 5科目 127 合計
（選択1科目） （選択3科目） （選択2科目） （選択22） 126以上

卒業必要
単位数

食育実践
コース

全
コ
ー
ス
共
通

全
コ
ー
ス
共
通

全
コ
ー
ス
共
通

統合科目

臨地実習

臨床栄養学

公衆栄養学

給食経営管理論

3 1 0 0

15 11 5 7

12 10 5 7

合　計

小　計
（内選択科目計）

応用栄養学

栄養教育論

人体の構造と
機能及び疾病の

成り立ち

食べ物と健康

小　計

専
門
科
目

0 0 0 0

専
門
教
育

専
門
基
礎
科
目

社会・環境と健康

小　計

基
礎
教
育

基
礎
教
育
科
目

学習と思考力

言語と表現力

人間と社会

単位計
（内選択計）単位 単位 単位 単位

区　分
３年次 4年次
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スポーツ栄養コース（履修科目は一例です）

前 期 後 期 前 期 後 期
学びの理解 1 統計分析法 1
論理的思考 2 情報リテラシー 1 ＊
情報処理 1 ＊
基礎化学 2

英語Ⅰ(基礎) 1 ＊ 英語Ⅱ(会話) 1 ＊ 英語Ⅲ(読解) 選 (1) 英語Ⅳ(総合) 選 (1)
表現技法Ⅰ(読解・分析) 1 表現技法Ⅱ(討議・発表) 1
心理学 2 スポーツ科学と運動 選 (1) ＊ 社会貢献と活動 選 (1) 国際社会論 選 (1)
倫理学 1 スポーツ理論 選 (1) ＊ 現代社会論 2 教育学 選 (1)

法と人権 選 (2) ＊
8科目 7科目 3科目 3科目

（選択3科目） （選択2科目） （選択3科目）
人間関係論 1 公衆衛生学 2 健康管理概論 2

公衆衛生学実習 1

形態機能学Ⅰ 2 形態機能学Ⅱ 2 形態機能学実習Ⅰ 1 形態機能学実習Ⅱ 1
有機化学 選 (2) 微生物学 2 病理学 2 病態診療学Ⅰ 2

微生物学実験 1 生化学Ⅱ 2
生化学Ⅰ 2 生化学実験 1

食品科学Ⅰ 2 食品科学Ⅱ 2 食品衛生学 2
調理学 2 食品科学実験Ⅰ 1 食品衛生学実験 1
調理学実習Ⅰ 1 調理学実習Ⅱ 1

6科目 7科目 7科目 4科目
（選択1科目）

管理栄養士論 管理栄養士論 1
基礎栄養学 基礎栄養学 2 基礎栄養学実験 1

応用栄養学Ⅰ 2 応用栄養学Ⅱ 2

栄養教育論Ⅰ 2 栄養教育論Ⅱ 2

臨床栄養学Ⅰ 2

給食経営管理論Ⅰ 2 給食経営管理論Ⅱ 2
給食経営管理論実習Ⅰ 1

総合演習
地域連携ケア論Ⅰ 1 地域連携ケア論Ⅱ 1

スポーツ栄養学総論 選 (1)

統合科目
1科目 2科目 5科目 6科目

（選択1科目）
15科目 16科目 15科目 13科目

（選択1科目） （選択3科目） （選択2科目） （選択4科目）
1. 「選」は選択科目。単位数の（数字）は選択科目、その他は必修科目である。
2. 選択科目のうち、「※」の給食経営管理論実習Ⅲと公衆栄養学実習Ⅱは選択必修科目である。

4. 「＊」科目は、栄養教諭一種免許取得申請に必要な科目にも該当。

科目区分
１年次 ２年次

単位 単位 単位 単位

基
礎
教
育

基
礎
教
育
科
目

全
コ
ー
ス
共
通

学習と思考力

小　計
（内選択科目計）

11 8 4 3

言語と表現力

人間と社会

人体の構造と
機能及び疾病の

成り立ち

食べ物と健康

社会・環境
と健康

小　計
（内選択科目計）

10 11 11 6

専
門
科
目

全
コ
ー
ス
共
通

応用栄養学

8 10

公衆栄養学

給食経営管理論

統合科目

応用栄養学

臨地実習

栄養教育論

臨床栄養学

3. 【通】は通年科目。通年科目の単位数は該当年次の後期に単位数が記載されている（通年科目の前期の単位数には数字を記載していない）。

スポーツ
栄養

コース

小　計
（内選択科目計）

1

合　計 22 22 23 19

専
門
教
育

専
門
基
礎
科
目

全
コ
ー
ス
共
通

3
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スポーツ栄養コース　履修モデル

（126単位履修モデル）

前 期 後 期 前 期 後 期

8

6
（選択2）

12 必修
（選択7） 17

26 選択
（選択9） 9

保健医療福祉行政論 1

7
病態診療学Ⅱ 2

22
（選択2）

食品科学実験Ⅱ 1 食品機能学 選 (2)
15 必修

（選択2） 40
2科目 1科目 1科目 44 選択

（選択1科目） （選択4） 4
管理栄養士論 管理栄養士総合演習【通】 管理栄養士総合演習【通】 1 2
基礎栄養学 3

応用栄養学Ⅲ 2 応用栄養学実習 1

7

栄養教育論Ⅲ 2 栄養教育論実習 1
7

臨床栄養学Ⅱ 2 臨床栄養学Ⅲ 2 臨床栄養学Ⅳ 2 11
臨床栄養学実習Ⅰ 1 臨床栄養学実習Ⅱ 1 臨床栄養学実習Ⅲ 1
公衆栄養学Ⅰ 2 公衆栄養学Ⅱ 2 5

公衆栄養学実習Ⅰ 1

5
総合演習 総合演習Ⅰ 1 総合演習Ⅱ 1 2

地域連携ケア論Ⅲ 1 地域連携ケア論Ⅳ 1 4

給食経営管理論実習Ⅱ 1
公衆栄養学実習Ⅱ【通】 選 ※ 公衆栄養学実習Ⅱ【通】 選 (1) ※
臨床栄養学実習Ⅳ【通】 臨床栄養学実習Ⅳ【通】 2 4

（選択1） 必修
応用栄養学 スポーツ栄養学(基礎) 選 (1) スポーツ栄養学(応用) 選 (1) 49

スポーツ栄養学演習【通】 選 スポーツ栄養学演習【通】 選 (1) 6 選択
統合科目 卒業研究【通】 選 卒業研究【通】 選 (2) （選択6） 6

10科目 8科目 7科目 5科目 56 必修選択
（選択2科目） （選択2科目） （選択2科目） （選択2科目） （選択7） 1

12科目 9科目 8科目 5科目 126 合計
（選択2科目） （選択2科目） （選択3科目） （選択2科目） （選択20） 126以上

区　分
３年次 4年次 単位計

（内選択計）

卒業必要
単位数単位 単位 単位 単位

基
礎
教
育

基
礎
教
育
科
目

小　計 0 0 0 0

全
コ
ー
ス
共
通

学習と思考力

言語と表現力

人間と社会

3 1 2 0

全
コ
ー
ス
共
通

社会・環境と健康

人体の構造と
機能及び疾病の

成り立ち

食べ物と健康

専
門
教
育

専
門
基
礎
科
目

小　計

全
コ
ー
ス
共
通

応用栄養学

公衆栄養学

給食経営管理論

統合科目

専
門
科
目

臨地実習

栄養教育論

臨床栄養学

3. 【通】は通年科目。通年科目の単位数は該当年次の後期に単位数が記載されている（通年科目の前期の単位数には数字を記載していない）。

スポーツ
栄養

コース

16 11 6 7

13 10 4 7

合　計

小　計
（内選択科目計）
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臨床栄養コース（履修科目は一例です）

前 期 後 期 前 期 後 期
学びの理解 1 統計分析法 1
論理的思考 2 情報リテラシー 1 ＊
情報処理 1 ＊
基礎化学 2

英語Ⅰ(基礎) 1 ＊ 英語Ⅱ(会話) 1 ＊ 英語Ⅲ(読解) 選 (1) 英語Ⅳ(総合) 選 (1)
表現技法Ⅰ(読解・分析) 1 表現技法Ⅱ(討議・発表) 1
心理学 2 法と人権 選 (2) ＊ 生活環境論 選 (2) 国際社会論 選 (1)
倫理学 1 現代社会論 2 文学と人間 選 (1)
生態学 選 (1)

9科目 5科目 3科目 3科目
（選択1科目） （選択1科目） （選択2科目） （選択3科目）

人間関係論 1 生涯発達論 選 (1) 生命倫理 選 (1) 健康管理概論 2
医療概論 選 (2) 公衆衛生学実習 1
公衆衛生学 2

形態機能学Ⅰ 2 形態機能学Ⅱ 2 形態機能学実習Ⅰ 1 形態機能学実習Ⅱ 1
微生物学 2 病理学 2 病態診療学Ⅰ 2
微生物学実験 1 生化学Ⅱ 2
生化学Ⅰ 2 生化学実験 1

食品科学Ⅰ 2 食品科学Ⅱ 2 食品衛生学 2
調理学 2 食品科学実験Ⅰ 1 食品衛生学実験 1
調理学実習Ⅰ 1 調理学実習Ⅱ 1

5科目 8科目 9科目 4科目
（選択1科目） （選択2科目）

管理栄養士論 管理栄養士論 1
基礎栄養学 基礎栄養学 2 基礎栄養学実験 1

応用栄養学Ⅰ 2 応用栄養学Ⅱ 2

栄養教育論Ⅰ 2 栄養教育論Ⅱ 2

臨床栄養学Ⅰ 2

給食経営管理論Ⅰ 2 給食経営管理論Ⅱ 2
給食経営管理論実習Ⅰ 1

総合演習
地域連携ケア論Ⅰ 1 地域連携ケア論Ⅱ 1

栄養教育論
臨床栄養学
統合科目
臨地実習

1科目 2科目 5科目 5科目
（選択1科目）

15科目 15科目 17科目 12科目
（選択1科目） （選択2科目） （選択4科目） （選択3科目）

1. 「選」は選択科目。単位数の（数字）は選択科目、その他は必修科目である。
2. 選択科目のうち、「※」の給食経営管理論実習Ⅲと公衆栄養学実習Ⅱは選択必修科目である。

4. 「＊」科目は、栄養教諭一種免許取得申請に必要な科目にも該当。

科目区分
１年次 ２年次

単位 単位 単位 単位

基
礎
教
育

基
礎
教
育
科
目

全
コ
ー
ス
共
通

学習と思考力

小　計
（内選択科目計）

12 6 5 3

言語と表現力

人間と社会

人体の構造と
機能及び疾病の

成り立ち

食べ物と健康

社会・環境
と健康

小　計
（内選択科目計）

8 12 14

公衆栄養学

給食経営管理論

統合科目

専
門
科
目

全
コ
ー
ス
共
通

応用栄養学

栄養教育論

臨床栄養学

臨地実習

臨床栄養
コース

3. 【通】は通年科目。通年科目の単位数は該当年次の後期に単位数が記載されている（通年科目の前期の単位数には数字を記載していない）。

合　計 21 21 27 18

専
門
教
育

専
門
基
礎
科
目

全
コ
ー
ス
共
通

小　計
（内選択科目計）

1 3 8 9

6
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臨床栄養コース　履修モデル

（127単位履修モデル）

前 期 後 期 前 期 後 期

8

6
（選択2）

12 必修
（選択7） 17

26 選択
（選択9） 9

保健医療福祉行政論 1
11

（選択4）
病態診療学Ⅱ 2

20

食品科学実験Ⅱ 1
13 必修

40
2科目 1科目 44 選択

（選択4） 4
管理栄養士論 管理栄養士総合演習【通】 管理栄養士総合演習【通】 1 2
基礎栄養学 3

応用栄養学Ⅲ 2 応用栄養学実習 1
免疫と栄養 選 (1)

8
（選択1）

栄養教育論Ⅲ 2 栄養教育論実習 1
7

臨床栄養学Ⅱ 2 臨床栄養学Ⅲ 2 臨床栄養学Ⅳ 2 11
臨床栄養学実習Ⅰ 1 臨床栄養学実習Ⅱ 1 臨床栄養学実習Ⅲ 1
公衆栄養学Ⅰ 2 公衆栄養学Ⅱ 2 5

公衆栄養学実習Ⅰ 1

5
総合演習 総合演習Ⅰ 1 総合演習Ⅱ 1 2

地域連携ケア論Ⅲ 1 地域連携ケア論Ⅳ 1 4

給食経営管理論実習Ⅱ 1
給食経営管理論実習Ⅲ 【通】 選 ※ 給食経営管理論実習Ⅲ 【通】 選 (1) ※
臨床栄養学実習Ⅳ【通】 臨床栄養学実習Ⅳ【通】 2 4

（選択1）
栄養教育論 栄養カウンセリング演習 選 (1) 必修
臨床栄養学 栄養サポートチーム論 選 (1) 49
統合科目 卒業研究【通】 選 卒業研究【通】 選 (2) 6 選択
臨地実習 臨床栄養学実習Ⅴ【通】 選 臨床栄養学実習Ⅴ【通】 選 (2) （選択6） 6

9科目 7科目 8科目 7科目 57 必修選択
（選択1科目） （選択1科目） （選択3科目） （選択4科目） （選択8） 1

11科目 8科目 8科目 7科目 127 合計
（選択1科目） （選択1科目） （選択3科目） （選択4科目） （選択21） 126以上

区　分
３年次 4年次 単位計

（内選択計）

卒業必要
単位数単位 単位 単位 単位

基
礎
教
育

基
礎
教
育
科
目

小　計 0 0 0 0

全
コ
ー
ス
共
通

学習と思考力

言語と表現力

人間と社会

1 0 0

全
コ
ー
ス
共
通

社会・環境と健康

人体の構造と
機能及び疾病の

成り立ち

食べ物と健康

専
門
教
育

専
門
基
礎
科
目

公衆栄養学

給食経営管理論

合　計 16 10

統合科目

専
門
科
目

全
コ
ー
ス
共
通

応用栄養学

栄養教育論

臨床栄養学

臨地実習

臨床栄養
コース

3. 【通】は通年科目。通年科目の単位数は該当年次の後期に単位数が記載されている（通年科目の前期の単位数には数字を記載していない）。

4 10

小　計
（内選択科目計）

13 9 4 10

小　計 3

41



Ⅱ-９ オフィスアワー 

栄養学科 
 

 教員が特定の曜日・時間を定め、学生からの授業や学生生活全般に関する質問、相談に応じるシス

テムです。 

 面接を希望する学生は、各教員の実施方法を確認のうえ、面談希望教員と連絡を取り面談日を調整

してください。 

 未決定の教員は、決定後、掲示にてお知らせします。 

 

時時間間帯帯（（①①②②方方式式））  

①１週間のうち、一定期間を教員の個々のスケジュールにより決定しています。 

②特に時間を設定していません。 

 

面面談談方方式式（（aabb方方式式））  

a オープン方式：学生は自由に教員を訪問することができます。 

b アポイント方式：学生が各教員とアポイントを取ったうえで訪問することができます。 

（メールアドレスを参考にしてください。） 

 

分野 職位 氏名 曜日 時間帯 
面談 
方式 

メールアドレス 研究室 

専門基礎 
分野 

教授 
（学長） 小林

コバヤシ

 清一

セイイチ

 月～金 ② b 
koba 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 

1213 

学長室 
4101 

基礎教育 
分野 

教授 
（図書館長） 松尾

マツオ

 文子

フミコ

 月～金 ② b 
fmatsuo 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 1221 

教授 末光

スエミツ

 厚夫

アツオ

 月～金 ② a 
sue 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 1314 

社会・環境と 
健康 

教授 濱岡

ハマオカ

 直裕

ナオヒロ

 月～金 ② b 
hamaoka 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 5308 

人体の構造と 
機能及び 

疾病の成り立ち 

教授 千葉

ちば

 仁志

ヒトシ

 月～金 ② b 
chiba-h 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 5302 

准教授 金髙

キンタカ

 有里

ユリ

 月～金 ② b 
kintaka 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 5307 

講師 津久井

ツクイ

 隆行

タカユキ

 月～金 ② b 
tsukui 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 5103 

食べ物と健康 

教授 
（学部長） 荒川

アラカワ

 義人

ヨシヒト

 月～金 ② a 
arakawa 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 5303 

教授 坂本

サカモト

 恵

メグミ

 月～金 ② a 
sakamoto 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 5105 

基礎栄養学 准教授 松川

マツカワ

 典子

ノリコ

 月～金 ② a 
matsukawa 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 5310 

応用栄養学 教授 千葉

チバ

 昌樹

マサキ

 月～金 ② a 
machi 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 5309 

栄養教育論 教授 百々瀬

モモセ

 いづみ

イヅミ

 月～金 ② a 
momose 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 5311 
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Ⅱ-９ オフィスアワー 

栄養学科 
 

 教員が特定の曜日・時間を定め、学生からの授業や学生生活全般に関する質問、相談に応じるシス

テムです。 

 面接を希望する学生は、各教員の実施方法を確認のうえ、面談希望教員と連絡を取り面談日を調整

してください。 

 未決定の教員は、決定後、掲示にてお知らせします。 

 

時時間間帯帯（（①①②②方方式式））  

①１週間のうち、一定期間を教員の個々のスケジュールにより決定しています。 

②特に時間を設定していません。 

 

面面談談方方式式（（aabb方方式式））  

a オープン方式：学生は自由に教員を訪問することができます。 

b アポイント方式：学生が各教員とアポイントを取ったうえで訪問することができます。 

（メールアドレスを参考にしてください。） 

 

分野 職位 氏名 曜日 時間帯 
面談 
方式 

メールアドレス 研究室 

専門基礎 
分野 

教授 
（学長） 小林

コバヤシ

 清一

セイイチ

 月～金 ② b 
koba 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 

1213 

学長室 
4101 

基礎教育 
分野 

教授 
（図書館長） 松尾

マツオ

 文子

フミコ

 月～金 ② b 
fmatsuo 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 1221 

教授 末光

スエミツ

 厚夫

アツオ

 月～金 ② a 
sue 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 1314 

社会・環境と 
健康 

教授 濱岡

ハマオカ

 直裕

ナオヒロ

 月～金 ② b 
hamaoka 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 5308 

人体の構造と 
機能及び 

疾病の成り立ち 

教授 千葉

ちば

 仁志

ヒトシ

 月～金 ② b 
chiba-h 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 5302 

准教授 金髙

キンタカ

 有里

ユリ

 月～金 ② b 
kintaka 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 5307 

講師 津久井

ツクイ

 隆行

タカユキ

 月～金 ② b 
tsukui 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 5103 

食べ物と健康 

教授 
（学部長） 荒川

アラカワ

 義人

ヨシヒト

 月～金 ② a 
arakawa 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 5303 

教授 坂本

サカモト

 恵

メグミ

 月～金 ② a 
sakamoto 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 5105 

基礎栄養学 准教授 松川

マツカワ

 典子

ノリコ

 月～金 ② a 
matsukawa 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 5310 

応用栄養学 教授 千葉

チバ

 昌樹

マサキ

 月～金 ② a 
machi 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 5309 

栄養教育論 教授 百々瀬

モモセ

 いづみ

イヅミ

 月～金 ② a 
momose 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 5311 

 

  

オフィスアワー 

 

分野 職位 氏名 曜日 時間帯 
面談 
方式 

メールアドレス 研究室 

臨床栄養学 

教授 久保

クボ

 ちづる

チヅル

 月～金 ② a 
c-kubo 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 5305 

教授 岡本

オカモト

 智子

トモコ

 月～金 ② b 
okamoto 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 5306 

公衆栄養学 講師 槌本

ツチモト

 浩司

コウジ

 月～金 ② b 
tsutimoto 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 5106 

給食経営 
管理論 

教授 
（栄養学科長） 山部

ヤマベ

 秀子

シュウコ

 月～金 ② a 
yamabe 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 5107 

講師 渡辺

ワタナベ

 いつみ

イツミ

 月～金 ② a 
wtanabe 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 5104 

教職課程 

教授 所

トコロ

 伸一

シンイチ

 
月～水、
金 

② a 
tokoro 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 5312 

教授 小島

コジマ

 康次

ヤスジ

 月～金 ② b 
ykojima 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 5304 

 

助教 岩部

イワベ

 万衣子

マイコ

 月～金 ② a 
iwabe 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 

5102 
研究室 

助教 安彦

アビコ

 裕実

ヒロミ

 月～金 ② a 
abiko 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 

5101 
共同 
研究室 

助教 村尾

ムラオ

 咲音

サト

 月～金 ② a 
murao 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 

5101 
共同 
研究室 

助手 樋田

ヒダ

 真弓

マユミ

 月～金 ② a 
abe-m 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 

5102 
研究室 

助手 米田

ヨネタ

 美央

ミオ

 月～金 ② a 
yoneta 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 

5102 
研究室 

助手 大山

オオヤマ

 達也

タツヤ

 月～金 
9:00 
～18:00 

a 
oyama 
@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp 

5101 
共同 
研究室 

※助教 岩部万衣子は、2021年 9月 30日まで休業のため不在となります。 
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Ⅱ-10 2021年度学事暦

栄養学科　１年次 栄養学科　２年次 栄養学科　３年次
（編入３年次含む）

栄養学科　４年次
（編入４年次含む）

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

木 金 土

4/1 前期ガイダンス
4/1 前期授業開始
4/13 健康診断

５
月

日 月 火 水

４
月

4/5～9
 新入生ガイダンス
4/12 健康診断
4/12 前期授業開始

9/30 後期ガイダンス

３
月

９
月

10/1 後期授業開始

この他に全学行事として避難訓練

9/30 後期ガイダンス

10/1 後期授業開始

12/27～1/7 冬期休業12/27～1/7 冬期休業12/27～1/7 冬期休業

3/4 入学試験
3/8 学位記授与式

11/1 後期ガイダンス
11/1 後期授業開始

８
月

11
月

7
月

10
月

６
月

１
月

２
月

12/27～1/7 冬期休業

12
月

2/7～10 後期定期試験
2/17～18 後期追試験
2/21～22,24 後期再試験
2/25～3/31 春期休業

全学行事
行　事　内　容

8/6 前期授業終了
8/10～13 前期定期試験
8/19～20 前期追試験
8/23～25 前期再試験
8/30～9/29 夏期休業

8/5～6 前期追試験
8/10～12 前期再試験
8/30～9/29 夏期休業

8/3～6 前期定期試験
8/12～13 前期追試験
8/16～18 前期再試験
※定期試験：編入生のみ別途掲示

8/23～9/29 夏期休業

8/2～10/29 臨地実習

4/1 前期ガイダンス
4/1 前期授業開始
4/12 健康診断

6/14～18 臨地実習

7/30 前期授業終了7/21 前期授業終了
7/27～30 前期定期試験

4/1 前期ガイダンス
4/1 前期授業開始
4/13 健康診断

5/17～21 栄養教育実習

11/6
 ｸﾞﾛｰｱｯﾌﾟｾﾚﾓﾆｰ

3/8 学位記授与式

4/3 入学式

5/1 創立記念日

5/14 体育大会

9/25
 前期学位授与式

10/9 大学祭準備
10/10～11 大学祭

1/11～12 後期定期試験
1/17 後期追再試験

2/4 入学試験

9/30 後期ガイダンス

10/1 後期授業開始

2/7～10 後期定期試験
2/17～18 後期追試験
2/21～22,24 後期再試験
2/25～3/31 春期休業

2/7～10 後期定期試験
2/17～18 後期追試験
2/21～22,24 後期再試験
2/25～3/31 春期休業

11/6
 ｸﾞﾛｰｱｯﾌﾟｾﾚﾓﾆｰ

11/6（編入生のみ）
 ｸﾞﾛｰｱｯﾌﾟｾﾚﾓﾆｰ
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Ⅲ シ ラ バ ス 
 



必修 選択

学びの理解 講義 1 前 1 〇久保　ちづる、木津　由美子、飯田　直弘

論理的思考 講義 1 前 2 崔　昌鳳

情報処理 演習 1 前 1 末光　厚夫

統計分析法 演習 1 後 1 末光　厚夫

情報リテラシー 演習 1 後 1 末光　厚夫

津久井　隆行

松川　典子

基礎化学 講義 1 前 2 津久井　隆行

英語Ⅰ（基礎）A 演習 1 前 1 松尾　文子

英語Ⅰ（基礎）B 演習 1 前 1 大西　三佳子

David　Flenner

Peter　Reemst

表現技法Ⅰ(読解・分析) A・C 演習 1 前 1 高木　維

表現技法Ⅰ(読解・分析) B 演習 1 前 1 安永　立子

表現技法Ⅱ(討議・発表) A・C 演習 1 後 1 高木　維

表現技法Ⅱ(討議・発表) B 演習 1 後 1 安永　立子

心理学 講義 1 前 2 小島　康次

倫理学 講義 1 前 1 村上　友一

生態学 講義 1 前 1 立澤　史郎

スポーツ科学と運動 演習 1 後 1 岡野　なお子

スポーツ理論 講義 1 後 1 平間　康允

地域社会文化論 講義 1 後 2 澤井　玄

法と人権 講義 1 後 2 神元　隆賢

生涯発達論 講義 1 後 1 小島　康次

人間関係論 講義 1 前 1 小島　康次

特別総合科目 演習 1～4 通 1 〇山部　秀子

形態機能学Ⅰ 講義 1 前 2 金髙　有里

形態機能学Ⅱ 講義 1 後 2 金髙　有里

有機化学 講義 1 前 2 津久井　隆行

微生物学 講義 1 後 2 濱岡  直裕

微生物学実験 実験 1 後 1 濱岡  直裕、髙島 郁夫

生化学Ⅰ 講義 1 後 2 森山  隆則

食品科学Ⅰ 講義 1 前 2 松川　典子、荒川　義人

食品科学Ⅱ 講義 1 後 2 荒川　義人

食品科学実験Ⅰ 実験 1 後 1 荒川　義人、松川　典子

調理学 講義 1 前 2 坂本　恵

調理学実習Ⅰ 実習 1 前 1 坂本　恵

調理学実習Ⅱ 実習 1 後 1 坂本　恵

管理栄養士論 講義 1 前 1 〇久保　ちづる、〇岡本　智子、〇槌本　浩司、〇渡辺　いつみ

基礎栄養学 講義 1 後 2 松川　典子

食育農場演習 演習 1 通 1 〇百々瀬　いづみ

地域連携ケア論Ⅰ 講義 1 後 1 針金　佳代子、〇槌本　浩司、〇百々瀬　いづみ、小川　克子

英語Ⅲ(読解) 演習 2 前 1 松尾　文子

英語Ⅳ(総合) 演習 2 後 1 松尾　文子

社会貢献と活動 演習 2 前 1 神内　秀之介

生活環境論 講義 2 前 2 江本　匡

現代社会論 講義 2 前 2 翁 康健

国際社会論 講義 2 後 1 翁 康健

教育学 講義 2 後 1 所　伸一

文学と人間 講義 2 後 1 畠山　瑞樹

生命倫理 講義 2 前 1 森口　眞衣

医療概論 講義 2 前 2 〇千葉　仁志

健康管理概論 講義 2 後 2 小林　清一

公衆衛生学 講義 2 前 2 濱岡  直裕

公衆衛生学実習 実習 2 後 1 濱岡  直裕

形態機能学実習Ⅰ 実習 2 前 1 金髙 有里

形態機能学実習Ⅱ 実習 2 後 1 金髙 有里

病理学 講義 2 前 2 小林　清一

生化学Ⅱ 講義 2 前 2 津久井　隆行

生化学実験 実験 2 前 1 津久井　隆行

病態診療学Ⅰ 講義 2 後 2 〇千葉　仁志

生物学A・B 講義 1 前

1

ページ科目担当者

1

科目名
授業
形態

受講
年次

学期
単位

英語Ⅱ(会話) 演習 1 後

46

49

51

53

55

57

59

61

63

65

68

70

72

74

76

79

81

83

85

87

89

91

93

95

97

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

128

131

133

135

137

139

142

144

145

147

149

151

153

155

157

159

161

163

165

167

必修 選択

学びの理解 講義 1 前 1 〇久保　ちづる、木津　由美子、飯田　直弘

論理的思考 講義 1 前 2 崔　昌鳳

情報処理 演習 1 前 1 末光　厚夫

統計分析法 演習 1 後 1 末光　厚夫

情報リテラシー 演習 1 後 1 末光　厚夫

津久井　隆行

松川　典子

基礎化学 講義 1 前 2 津久井　隆行

英語Ⅰ（基礎）A 演習 1 前 1 松尾　文子

英語Ⅰ（基礎）B 演習 1 前 1 大西　三佳子

David　Flenner

Peter　Reemst

表現技法Ⅰ(読解・分析) A・C 演習 1 前 1 高木　維

表現技法Ⅰ(読解・分析) B 演習 1 前 1 安永　立子

表現技法Ⅱ(討議・発表) A・C 演習 1 後 1 高木　維

表現技法Ⅱ(討議・発表) B 演習 1 後 1 安永　立子

心理学 講義 1 前 2 小島　康次

倫理学 講義 1 前 1 村上　友一

生態学 講義 1 前 1 立澤　史郎

スポーツ科学と運動 演習 1 後 1 岡野　なお子

スポーツ理論 講義 1 後 1 平間　康允

地域社会文化論 講義 1 後 2 澤井　玄

法と人権 講義 1 後 2 神元　隆賢

生涯発達論 講義 1 後 1 小島　康次

人間関係論 講義 1 前 1 小島　康次

特別総合科目 演習 1～4 通 1 〇山部　秀子

形態機能学Ⅰ 講義 1 前 2 金髙　有里

形態機能学Ⅱ 講義 1 後 2 金髙　有里

有機化学 講義 1 前 2 津久井　隆行

微生物学 講義 1 後 2 濱岡  直裕

微生物学実験 実験 1 後 1 濱岡  直裕、髙島 郁夫

生化学Ⅰ 講義 1 後 2 森山  隆則

食品科学Ⅰ 講義 1 前 2 松川　典子、荒川　義人

食品科学Ⅱ 講義 1 後 2 荒川　義人

食品科学実験Ⅰ 実験 1 後 1 荒川　義人、松川　典子

調理学 講義 1 前 2 坂本　恵

調理学実習Ⅰ 実習 1 前 1 坂本　恵

調理学実習Ⅱ 実習 1 後 1 坂本　恵

管理栄養士論 講義 1 前 1 〇久保　ちづる、〇岡本　智子、〇槌本　浩司、〇渡辺　いつみ

基礎栄養学 講義 1 後 2 松川　典子

食育農場演習 演習 1 通 1 〇百々瀬　いづみ

地域連携ケア論Ⅰ 講義 1 後 1 針金　佳代子、〇槌本　浩司、〇百々瀬　いづみ、小川　克子

英語Ⅲ(読解) 演習 2 前 1 松尾　文子

英語Ⅳ(総合) 演習 2 後 1 松尾　文子

社会貢献と活動 演習 2 前 1 神内　秀之介

生活環境論 講義 2 前 2 江本　匡

現代社会論 講義 2 前 2 翁 康健

国際社会論 講義 2 後 1 翁 康健

教育学 講義 2 後 1 所　伸一

文学と人間 講義 2 後 1 畠山　瑞樹

生命倫理 講義 2 前 1 森口　眞衣

医療概論 講義 2 前 2 〇千葉　仁志

健康管理概論 講義 2 後 2 小林　清一

公衆衛生学 講義 2 前 2 濱岡  直裕

公衆衛生学実習 実習 2 後 1 濱岡  直裕

形態機能学実習Ⅰ 実習 2 前 1 金髙 有里

形態機能学実習Ⅱ 実習 2 後 1 金髙 有里

病理学 講義 2 前 2 小林　清一

生化学Ⅱ 講義 2 前 2 津久井　隆行

生化学実験 実験 2 前 1 津久井　隆行

病態診療学Ⅰ 講義 2 後 2 〇千葉　仁志

生物学A・B 講義 1 前

1

ページ科目担当者

1

科目名
授業
形態

受講
年次

学期
単位

英語Ⅱ(会話) 演習 1 後

必修 選択

学びの理解 講義 1 前 1 〇久保　ちづる、木津　由美子、飯田　直弘

論理的思考 講義 1 前 2 崔　昌鳳

情報処理 演習 1 前 1 末光　厚夫

統計分析法 演習 1 後 1 末光　厚夫

情報リテラシー 演習 1 後 1 末光　厚夫

津久井　隆行

松川　典子

基礎化学 講義 1 前 2 津久井　隆行

英語Ⅰ（基礎）A 演習 1 前 1 松尾　文子

英語Ⅰ（基礎）B 演習 1 前 1 大西　三佳子

David　Flenner

Peter　Reemst

表現技法Ⅰ(読解・分析) A・C 演習 1 前 1 高木　維

表現技法Ⅰ(読解・分析) B 演習 1 前 1 安永　立子

表現技法Ⅱ(討議・発表) A・C 演習 1 後 1 高木　維

表現技法Ⅱ(討議・発表) B 演習 1 後 1 安永　立子

心理学 講義 1 前 2 小島　康次

倫理学 講義 1 前 1 村上　友一

生態学 講義 1 前 1 立澤　史郎

スポーツ科学と運動 演習 1 後 1 岡野　なお子

スポーツ理論 講義 1 後 1 平間　康允

地域社会文化論 講義 1 後 2 澤井　玄

法と人権 講義 1 後 2 神元　隆賢

生涯発達論 講義 1 後 1 小島　康次

人間関係論 講義 1 前 1 小島　康次

特別総合科目 演習 1～4 通 1 〇山部　秀子

形態機能学Ⅰ 講義 1 前 2 金髙　有里

形態機能学Ⅱ 講義 1 後 2 金髙　有里

有機化学 講義 1 前 2 津久井　隆行

微生物学 講義 1 後 2 濱岡  直裕

微生物学実験 実験 1 後 1 濱岡  直裕、髙島 郁夫

生化学Ⅰ 講義 1 後 2 森山  隆則

食品科学Ⅰ 講義 1 前 2 松川　典子、荒川　義人

食品科学Ⅱ 講義 1 後 2 荒川　義人

食品科学実験Ⅰ 実験 1 後 1 荒川　義人、松川　典子

調理学 講義 1 前 2 坂本　恵

調理学実習Ⅰ 実習 1 前 1 坂本　恵

調理学実習Ⅱ 実習 1 後 1 坂本　恵

管理栄養士論 講義 1 前 1 〇久保　ちづる、〇岡本　智子、〇槌本　浩司、〇渡辺　いつみ

基礎栄養学 講義 1 後 2 松川　典子

食育農場演習 演習 1 通 1 〇百々瀬　いづみ

地域連携ケア論Ⅰ 講義 1 後 1 針金　佳代子、〇槌本　浩司、〇百々瀬　いづみ、小川　克子

英語Ⅲ(読解) 演習 2 前 1 松尾　文子

英語Ⅳ(総合) 演習 2 後 1 松尾　文子

社会貢献と活動 演習 2 前 1 神内　秀之介

生活環境論 講義 2 前 2 江本　匡

現代社会論 講義 2 前 2 翁 康健

国際社会論 講義 2 後 1 翁 康健

教育学 講義 2 後 1 所　伸一

文学と人間 講義 2 後 1 畠山　瑞樹

生命倫理 講義 2 前 1 森口　眞衣

医療概論 講義 2 前 2 〇千葉　仁志

健康管理概論 講義 2 後 2 小林　清一

公衆衛生学 講義 2 前 2 濱岡  直裕

公衆衛生学実習 実習 2 後 1 濱岡  直裕

形態機能学実習Ⅰ 実習 2 前 1 金髙 有里

形態機能学実習Ⅱ 実習 2 後 1 金髙 有里

病理学 講義 2 前 2 小林　清一

生化学Ⅱ 講義 2 前 2 津久井　隆行

生化学実験 実験 2 前 1 津久井　隆行

病態診療学Ⅰ 講義 2 後 2 〇千葉　仁志

生物学A・B 講義 1 前

1

ページ科目担当者

1

科目名
授業
形態

受講
年次

学期
単位

英語Ⅱ(会話) 演習 1 後



必修 選択

学びの理解 講義 1 前 1 〇久保　ちづる、木津　由美子、飯田　直弘

論理的思考 講義 1 前 2 崔　昌鳳

情報処理 演習 1 前 1 末光　厚夫

統計分析法 演習 1 後 1 末光　厚夫

情報リテラシー 演習 1 後 1 末光　厚夫

津久井　隆行

松川　典子

基礎化学 講義 1 前 2 津久井　隆行

英語Ⅰ（基礎）A 演習 1 前 1 松尾　文子

英語Ⅰ（基礎）B 演習 1 前 1 大西　三佳子

David　Flenner

Peter　Reemst

表現技法Ⅰ(読解・分析) A・C 演習 1 前 1 高木　維

表現技法Ⅰ(読解・分析) B 演習 1 前 1 安永　立子

表現技法Ⅱ(討議・発表) A・C 演習 1 後 1 高木　維

表現技法Ⅱ(討議・発表) B 演習 1 後 1 安永　立子

心理学 講義 1 前 2 小島　康次

倫理学 講義 1 前 1 村上　友一

生態学 講義 1 前 1 立澤　史郎

スポーツ科学と運動 演習 1 後 1 岡野　なお子

スポーツ理論 講義 1 後 1 平間　康允

地域社会文化論 講義 1 後 2 澤井　玄

法と人権 講義 1 後 2 神元　隆賢

生涯発達論 講義 1 後 1 小島　康次

人間関係論 講義 1 前 1 小島　康次

特別総合科目 演習 1～4 通 1 〇山部　秀子

形態機能学Ⅰ 講義 1 前 2 金髙　有里

形態機能学Ⅱ 講義 1 後 2 金髙　有里

有機化学 講義 1 前 2 津久井　隆行

微生物学 講義 1 後 2 濱岡  直裕

微生物学実験 実験 1 後 1 濱岡  直裕、髙島 郁夫

生化学Ⅰ 講義 1 後 2 森山  隆則

食品科学Ⅰ 講義 1 前 2 松川　典子、荒川　義人

食品科学Ⅱ 講義 1 後 2 荒川　義人

食品科学実験Ⅰ 実験 1 後 1 荒川　義人、松川　典子

調理学 講義 1 前 2 坂本　恵

調理学実習Ⅰ 実習 1 前 1 坂本　恵

調理学実習Ⅱ 実習 1 後 1 坂本　恵

管理栄養士論 講義 1 前 1 〇久保　ちづる、〇岡本　智子、〇槌本　浩司、〇渡辺　いつみ

基礎栄養学 講義 1 後 2 松川　典子

食育農場演習 演習 1 通 1 〇百々瀬　いづみ

地域連携ケア論Ⅰ 講義 1 後 1 針金　佳代子、〇槌本　浩司、〇百々瀬　いづみ、小川　克子

英語Ⅲ(読解) 演習 2 前 1 松尾　文子

英語Ⅳ(総合) 演習 2 後 1 松尾　文子

社会貢献と活動 演習 2 前 1 神内　秀之介

生活環境論 講義 2 前 2 江本　匡

現代社会論 講義 2 前 2 翁 康健

国際社会論 講義 2 後 1 翁 康健

教育学 講義 2 後 1 所　伸一

文学と人間 講義 2 後 1 畠山　瑞樹

生命倫理 講義 2 前 1 森口　眞衣

医療概論 講義 2 前 2 〇千葉　仁志

健康管理概論 講義 2 後 2 小林　清一

公衆衛生学 講義 2 前 2 濱岡  直裕

公衆衛生学実習 実習 2 後 1 濱岡  直裕

形態機能学実習Ⅰ 実習 2 前 1 金髙 有里

形態機能学実習Ⅱ 実習 2 後 1 金髙 有里

病理学 講義 2 前 2 小林　清一

生化学Ⅱ 講義 2 前 2 津久井　隆行

生化学実験 実験 2 前 1 津久井　隆行

病態診療学Ⅰ 講義 2 後 2 〇千葉　仁志

生物学A・B 講義 1 前

1
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1

科目名
授業
形態

受講
年次

学期
単位

英語Ⅱ(会話) 演習 1 後

必修 選択

食品科学Ⅲ 講義 2 後 2 松川　典子、津久井　隆行

食品衛生学 講義 2 前 2 濱岡  直裕

食品衛生学実験 実験 2 前 1 濱岡  直裕、髙島　郁夫

基礎栄養学実験 実験 2 前 1 松川　典子

応用栄養学Ⅰ 講義 2 前 2 〇千葉　昌樹

応用栄養学Ⅱ 講義 2 後 2 〇千葉　昌樹、金髙 有里

スポーツ栄養学総論 講義 2 後 1 〇千葉　昌樹、松本　恵

栄養教育論Ⅰ 講義 2 前 2 〇百々瀬　いづみ

栄養教育論Ⅱ 講義 2 後 2 〇百々瀬　いづみ、八島　絵美

食育実践演習 演習 2 通 1 〇百々瀬　いづみ

臨床栄養学Ⅰ 講義 2 後 2 〇久保　ちづる

給食経営管理論Ⅰ 講義 2 前 2 〇山部　秀子、〇渡辺　いつみ

給食経営管理論Ⅱ 講義 2 後 2 〇山部　秀子、〇渡辺　いつみ

給食経営管理論実習Ⅰ 実習 2 後 1 〇山部　秀子、〇渡辺　いつみ

地域連携ケア論Ⅱ 講義 2 前 1 針金　佳代子、〇槌本　浩司、〇千葉　昌樹、小川　克子

保健医療福祉行政論 講義 3 後 1 〇千葉　昌樹

病態診療学Ⅱ 講義 3 前 2 〇千葉　仁志、小林　清一

食品科学実験Ⅱ 実験 3 前 1 荒川　義人

応用栄養学Ⅲ 講義 3 前 2 〇千葉　昌樹

応用栄養学実習 実習 3 後 1 〇千葉　昌樹

免疫と栄養 講義 3 後 1 小林　清一

スポーツ栄養学（基礎） 講義 3 前 1 東郷　将成

スポーツ栄養学（応用） 講義 3 後 1 松本　恵

スポーツ栄養学演習 演習 3 通 1 千葉　昌樹、槌本　浩司、松本　恵

栄養教育論Ⅲ 講義 3 前 2 〇百々瀬　いづみ

栄養教育論実習 実習 3 後 1 〇百々瀬　いづみ

栄養カウンセリング演習 演習 3 前 1 〇岡本　智子

食生活論 講義 3 前 2 菅原　千鶴子、山際　睦子

食育指導論 講義 3 後 2 山際　睦子、菅原　千鶴子

臨床栄養学Ⅱ 講義 3 前 2 〇久保　ちづる

臨床栄養学Ⅲ 講義 3 後 2 〇岡本　智子

臨床栄養学実習Ⅰ 実習 3 前 1 〇久保　ちづる

臨床栄養学実習Ⅱ 実習 3 後 1 〇久保　ちづる

公衆栄養学Ⅰ 講義 3 前 2 〇槌本　浩司

公衆栄養学Ⅱ 講義 3 後 2 〇槌本　浩司

公衆栄養学実習Ⅰ 実習 3 後 1 〇槌本　浩司

総合演習Ⅰ 演習 3 前 1 〇山部　秀子、〇渡辺　いつみ、〇久保　ちづる、〇槌本　浩司

英語文献講読演習 演習 3 後 1 松川　典子、荒川　義人、津久井　隆行

地域連携ケア論Ⅲ 講義 3 前 1 針金　佳代子、〇槌本　浩司、〇岡本　智子、小川　克子

給食経営管理論実習Ⅱ 実習 3 前 1 〇山部　秀子、〇渡辺　いつみ

食品機能学 講義 4 前 2 松川　典子

管理栄養士総合演習 演習 4 通 1

坂本　恵、荒川　義人、〇岡本　智子、〇久保　ちづる、
〇千葉　仁志、〇千葉　昌樹、濱岡　直裕、〇百々瀬　いづみ、
〇山部　秀子、金髙　有里、松川　典子、津久井　隆行、
〇槌本　浩司、〇渡辺　いつみ

臨床栄養学Ⅳ 講義 4 前 2 〇岡本　智子

臨床栄養学実習Ⅲ 実習 4 前 1 〇岡本　智子

栄養サポートチーム論 演習 4 後 1 〇岡本　智子、〇久保　ちづる、看護学科教員

地域栄養活動演習 演習 4 前 1 〇槌本　浩司

総合演習Ⅱ 演習 4 前 1

〇百々瀬　いづみ、荒川　義人、〇岡本　智子、〇久保　ちづる、
坂本　恵、〇千葉　仁志、〇千葉　昌樹、濱岡　直裕、
〇山部　秀子、金髙　有里、松川　典子、津久井　隆行、
〇槌本　浩司、〇渡辺　いつみ

卒業研究 演習 4 通 2

坂本　恵、荒川　義人、〇岡本　智子、〇久保　ちづる、
〇千葉　仁志、〇千葉　昌樹、〇百々瀬　いづみ、〇山部　秀子、
金髙 有里、松川　典子、津久井　隆行、〇槌本　浩司、
〇渡辺　いつみ

地域連携ケア論Ⅳ 講義 4 後 1
針金　佳代子、〇槌本　浩司、〇岡本　智子、〇百々瀬　いづみ、
小川　克子、新任教員

給食経営管理論実習Ⅲ 実習 4 通 1※ 〇山部　秀子、〇渡辺　いつみ

公衆栄養学実習Ⅱ 実習 4 通 1※ 〇槌本　浩司

臨床栄養学実習Ⅳ 実習 4 通 2 〇久保　ちづる、〇岡本　智子

臨床栄養学実習Ⅴ 実習 4 通 2 〇久保　ちづる、〇岡本　智子

※　選択必修：どちらかの科目を必ず履修すること。他の選択科目で代替えは出来ません。
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175

177

179

181

182

184

186

188

190

192

194

196

199

201

203

205

207

209

211

212

213

214

216

218

220

222

224

226

228

230

232

235

238

241

243

245

247

249

251

253

255

257

259

261

263

266

268

269

270

271

必修 選択

学びの理解 講義 1 前 1 〇久保　ちづる、木津　由美子、飯田　直弘

論理的思考 講義 1 前 2 崔　昌鳳

情報処理 演習 1 前 1 末光　厚夫

統計分析法 演習 1 後 1 末光　厚夫

情報リテラシー 演習 1 後 1 末光　厚夫

津久井　隆行

松川　典子

基礎化学 講義 1 前 2 津久井　隆行

英語Ⅰ（基礎）A 演習 1 前 1 松尾　文子

英語Ⅰ（基礎）B 演習 1 前 1 大西　三佳子

David　Flenner

Peter　Reemst

表現技法Ⅰ(読解・分析) A・C 演習 1 前 1 高木　維

表現技法Ⅰ(読解・分析) B 演習 1 前 1 安永　立子

表現技法Ⅱ(討議・発表) A・C 演習 1 後 1 高木　維

表現技法Ⅱ(討議・発表) B 演習 1 後 1 安永　立子

心理学 講義 1 前 2 小島　康次

倫理学 講義 1 前 1 村上　友一

生態学 講義 1 前 1 立澤　史郎

スポーツ科学と運動 演習 1 後 1 岡野　なお子

スポーツ理論 講義 1 後 1 平間　康允

地域社会文化論 講義 1 後 2 澤井　玄

法と人権 講義 1 後 2 神元　隆賢

生涯発達論 講義 1 後 1 小島　康次

人間関係論 講義 1 前 1 小島　康次

特別総合科目 演習 1～4 通 1 〇山部　秀子

形態機能学Ⅰ 講義 1 前 2 金髙　有里

形態機能学Ⅱ 講義 1 後 2 金髙　有里

有機化学 講義 1 前 2 津久井　隆行

微生物学 講義 1 後 2 濱岡  直裕

微生物学実験 実験 1 後 1 濱岡  直裕、髙島 郁夫

生化学Ⅰ 講義 1 後 2 森山  隆則

食品科学Ⅰ 講義 1 前 2 松川　典子、荒川　義人

食品科学Ⅱ 講義 1 後 2 荒川　義人

食品科学実験Ⅰ 実験 1 後 1 荒川　義人、松川　典子

調理学 講義 1 前 2 坂本　恵

調理学実習Ⅰ 実習 1 前 1 坂本　恵

調理学実習Ⅱ 実習 1 後 1 坂本　恵

管理栄養士論 講義 1 前 1 〇久保　ちづる、〇岡本　智子、〇槌本　浩司、〇渡辺　いつみ

基礎栄養学 講義 1 後 2 松川　典子

食育農場演習 演習 1 通 1 〇百々瀬　いづみ

地域連携ケア論Ⅰ 講義 1 後 1 針金　佳代子、〇槌本　浩司、〇百々瀬　いづみ、小川　克子

英語Ⅲ(読解) 演習 2 前 1 松尾　文子

英語Ⅳ(総合) 演習 2 後 1 松尾　文子

社会貢献と活動 演習 2 前 1 神内　秀之介

生活環境論 講義 2 前 2 江本　匡

現代社会論 講義 2 前 2 翁 康健

国際社会論 講義 2 後 1 翁 康健

教育学 講義 2 後 1 所　伸一

文学と人間 講義 2 後 1 畠山　瑞樹

生命倫理 講義 2 前 1 森口　眞衣

医療概論 講義 2 前 2 〇千葉　仁志

健康管理概論 講義 2 後 2 小林　清一

公衆衛生学 講義 2 前 2 濱岡  直裕

公衆衛生学実習 実習 2 後 1 濱岡  直裕

形態機能学実習Ⅰ 実習 2 前 1 金髙 有里

形態機能学実習Ⅱ 実習 2 後 1 金髙 有里

病理学 講義 2 前 2 小林　清一

生化学Ⅱ 講義 2 前 2 津久井　隆行

生化学実験 実験 2 前 1 津久井　隆行

病態診療学Ⅰ 講義 2 後 2 〇千葉　仁志

生物学A・B 講義 1 前

1

ページ科目担当者

1

科目名
授業
形態

受講
年次

学期
単位

英語Ⅱ(会話) 演習 1 後



栄養教諭一種免許取得に必要な教職科目

必修 選択

教職概論 講義 1 前 2 所　伸一、前田　賢次

教育原理 講義 1 後 1 所　伸一

教育制度論 講義 1 後 1 高嶋　真之

教育課程論 講義 2 前 1 若菜　博

教育方法論 講義 2 前 1 倉賀野　志郎

道徳教育論 講義 2 前 1 塚本　智宏

特別活動・総合的学習指導論 講義 2 後 1 桑原　清

生徒指導論 講義 2 後 1 桑原　清

特別支援教育概論 講義 3 後 1 小島　康次、今野　邦彦

教育心理学 講義 3 前 2 小島　康次

教育相談論 講義 3 後 2 川俣　智路

栄養教育実習事前・事後指導 実習 4 通 1 所　伸一、〇百々瀬　いづみ

栄養教育実習 実習 4 通 1 所　伸一、〇百々瀬　いづみ

教職実践演習 演習 4 後 2 所　伸一、〇百々瀬　いづみ

（注）1．科目の責任者は科目担当者の先頭記載者
　　　2．〇印は学科所属の専任教員で医師、管理栄養士、栄養士、臨床検査技師を経験している実務経験者

科目担当者 ページ科目名
授業
形態

受講
年次

学期
単位
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273

275

277

279

281

282

284

286

288

290
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294

296

297



栄養教諭一種免許取得に必要な教職科目

必修 選択

教職概論 講義 1 前 2 所　伸一、前田　賢次

教育原理 講義 1 後 1 所　伸一

教育制度論 講義 1 後 1 高嶋　真之

教育課程論 講義 2 前 1 若菜　博

教育方法論 講義 2 前 1 倉賀野　志郎

道徳教育論 講義 2 前 1 塚本　智宏

特別活動・総合的学習指導論 講義 2 後 1 桑原　清

生徒指導論 講義 2 後 1 桑原　清

特別支援教育概論 講義 3 後 1 小島　康次、今野　邦彦

教育心理学 講義 3 前 2 小島　康次

教育相談論 講義 3 後 2 川俣　智路

栄養教育実習事前・事後指導 実習 4 通 1 所　伸一、〇百々瀬　いづみ

栄養教育実習 実習 4 通 1 所　伸一、〇百々瀬　いづみ

教職実践演習 演習 4 後 2 所　伸一、〇百々瀬　いづみ

（注）1．科目の責任者は科目担当者の先頭記載者
　　　2．〇印は学科所属の専任教員で医師、管理栄養士、栄養士、臨床検査技師を経験している実務経験者

科目担当者 ページ科目名
授業
形態

受講
年次

学期
単位 授業科目 

学びの理解 
担当教員 久保 ちづる、木津 由美子、飯田 直弘 

Understanding of Study at Tertiary Level 
対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 ◎ 〇 〇     

授業目的 
大学（高等教育）での学びの出発点として、学士力「文化・社会に関する知識・理解」「社会人に必要な汎用的
技能」「態度・志向性」「創造的思考力」を修得する意義、および専門職業人としての学習態度や倫理観、職業
観を身につける重要性を認識する。 

到達目標 

1. 学業を中心とした大学生活全般の自己管理力と自律的な学習態度を培う。 
2. 社会人として、医療人として求められる社会的責任と行動、職業観の形成を促す。 
3. 現代の保健医療に係る課題と医療人としての社会的貢献のあり方について考える。 
4. 医療人としての看護職と管理栄養士の役割と連携を理解し、共同体意識を形成する。 
5. 4年間の大学生活での目標を確認し、自己の課題と学習計画を考える。 
6. コミュニケーション・スキル、論理的思考と問題解決力を修得する意義を理解する。 
7. 社会人・職業人としての汎用的スキルの意味と活用するための基礎を理解する。 

テキスト なし 
参考書 なし 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況を提出物および授業参加態度等により総合的に評価する。
最終の評価点数は、各教員の評定を総合して行う。 

レポート 80％ 
小テスト  
提出物 20% 
その他  

履修上の 
留意事項 

参考文献は随時、提示する。 
レポートの課題と提出方法は、各教員の講義最終時に提示する。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
(木津) 

学習の主題 ガイダンス 本科目の目的・目標、学習内容と方法、履修上の留意事項につ
いての説明 大学での学び方 

授業内容 1. 大学（高等教育）教育の目的と共通能力「学士力」の育成 
2. 自律的学習の実践：「学習活動の手引き」 

事前・事後学習 事前にシラバスを読み、履修上の疑問点を明らかにしておく。 

2 
(木津) 

学習の主題 学士力と本学教育理念「人間力」 

授業内容 
・人間力とは 
・社会人・医療人に求められる資質・能力とは 
・学ぶ力とは：「感じる」「表現する」「伝える」「共有する」 

事前・事後学習 受講後、「本学で学ぶ意義」について A6 版用紙 250 字程度にまとめる。 

3 
(木津) 

学習の主題 学ぶ力の体験学習「いのち」「人が社会で生きること」 

授業内容 
・DVD「赤ちゃんの運命を決めるもの」の視聴 
・個別学習：・DVD 内容について「感じたこと」「考えたこと」 
・グループ学習：「表現する」「伝える」「共有する」 

事前・事後学習 「いのち」「人が社会で生きること」に関して、自己の学びを指定用紙にま
とめる。 

4 
(飯田) 

学習の主題 大学（高等教育）で学ぶこと（１） 

授業内容 
・コミュニケーション・スキルとは 
・論理的思考力とは 
・問題解決力とは 

事前・事後学習 高校と大学の学びはどのような点が違うのかを考える。 

 

栄
養
学
科

一

年

次
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

5 
(飯田) 

学習の主題 大学（高等教育）で学ぶこと（２） 
授業内容 ・汎用的スキルの活用について 

事前・事後学習 前回の授業で学んだことを復習し、将来汎用的スキルを活用する場面をシ
ミュ レーションする。 

6 
(久保) 

学習の主題 医療職と大学教育（１） 

授業内容 ・保健医療に係る現代の課題と医療職の役割 
・管理栄養士の役割 

事前・事後学習 医療職が大学で学ぶ意義について、自分の考えをまとめる。 

7 
(木津) 
(久保) 

学習の主題 医療職と大学教育（２） 

授業内容 
・看護職の役割 
・グループ学習：看護職と管理栄養士の役割の共通性と相違性、同じ大学で
学ぶ意義 
・グループ発表 

事前・事後学習 医療職が大学で学ぶ意義について、自分の考えをまとめる。 

8 
(木津) 
(久保) 

学習の主題 大学で学ぶ目標と課題の共有 

授業内容 
グループ学習 
・学びの目標をもつ：どんな看護職・管理栄養士になりたいか 
・目標実現のために為すべきこと、大切にすること 
グループ発表 

事前・事後学習 グループ学習からの学びをまとめる。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

5 
(飯田) 

学習の主題 大学（高等教育）で学ぶこと（２） 
授業内容 ・汎用的スキルの活用について 

事前・事後学習 前回の授業で学んだことを復習し、将来汎用的スキルを活用する場面をシ
ミュ レーションする。 

6 
(久保) 

学習の主題 医療職と大学教育（１） 

授業内容 ・保健医療に係る現代の課題と医療職の役割 
・管理栄養士の役割 

事前・事後学習 医療職が大学で学ぶ意義について、自分の考えをまとめる。 

7 
(木津) 
(久保) 

学習の主題 医療職と大学教育（２） 

授業内容 
・看護職の役割 
・グループ学習：看護職と管理栄養士の役割の共通性と相違性、同じ大学で
学ぶ意義 
・グループ発表 

事前・事後学習 医療職が大学で学ぶ意義について、自分の考えをまとめる。 

8 
(木津) 
(久保) 

学習の主題 大学で学ぶ目標と課題の共有 

授業内容 
グループ学習 
・学びの目標をもつ：どんな看護職・管理栄養士になりたいか 
・目標実現のために為すべきこと、大切にすること 
グループ発表 

事前・事後学習 グループ学習からの学びをまとめる。 

 

授業科目 
論理的思考 

担当教員 崔 昌鳳 
Introduction to Logic 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 ◎       

授業目的 
本科目は、学生諸君に人間の日常的活動のひとつである推論という営みについて理解を深めてもらい、それを
通じて、各自が様々な問題に対し論理的・批判的に考えるスキル及び、それを適切に表現する術を身につける
ことを目的とする。 

到達目標 
1. 様々な文章中に、どのような推論が含まれているかを見出し、明示的に書き換える技術を身につける。 
2. 様々な推論事例について、批判的に考察する技術を身につける。 
3. 論理的に正しい推論を自ら構成できるようになる。 

テキスト 必要に応じて資料を配付する。 

参考書 戸田山和久「論文の教室：レポートから卒論まで」（NHK 出版）  
野矢茂樹「新版   論理トレーニング」(産業図書) 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 70％ 

目標の到達状況を提出物と定期試験結果により総合的に評価する 
レポート  
小テスト  
提出物 30％ 
その他  

履修上の 
留意事項 

授業中に課題演習を課す。演習に取り組む際には、与えられた課題について自分で考えることが要求される。 
課題演習の「解答」を単に覚えるだけではほとんど学習効果は得られないものと心得ておいていただきたい。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 授業概要  -「論理的思考とはなにか」 
授業内容 授業内容及び成績評価法について概説する。 
事前・事後学習 講義内容をノートにまとめておくこと。 

2 

学習の主題 主張と根拠---情報の取捨選択 

授業内容 
資料に基づいて文章を作成する演習を行う。配布する資料には、種々雑多な
情報を載せているが、指定した内容の文章を書くために、自ら情報を取捨選
択する必要がある。 

事前・事後学習 講義時間内に課題文章を作成できなかった場合、次回までに書き上げてく
ること。 

3 

学習の主題 主張と根拠---論理的に正しい文章の書き方 

授業内容 第 2 回で作成した文章を題材に、論理的に正しい文章を書くために必要な
事柄について講義する。 

事前・事後学習 講義内容をふまえて、次回までに課題文章を修正し、書きあげてくること。 

4 

学習の主題 論理パズル その 1 

授業内容 
講義冒頭で演習問題を提示し、その解答をレポート用紙に記入してもらう。
解答には、答えだけではなく、なぜその答えが正しいのかについての考察を
含める必要がある。 

事前・事後学習 演習問題の解答を作成し、次回講義時に持参していくること。 

5 

学習の主題 論理パズル その２ 

授業内容 第 4 回で提示した演習問題を題材に、複雑な状況を表を用いて明晰化する
手法について解説する。 

事前・事後学習 講義内容をふまえて、演習問題への解答を再度、作成し、次回提出するこ
と。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
学習の主題 規範的規則と法則 
授業内容 規範的規則と法則の違いについて詳説する。 
事前・事後学習 この回はなし。 

7 

学習の主題 道徳言明を含む推論 

授業内容 「～は良い」、「～すべきである」、「～してはならない」といった形の結論を
もつ推論について詳説する。 

事前・事後学習 練習問題を配布するので、解答を記入したうえで次回、持参すること。 

8 
学習の主題 事実と意見 
授業内容 事実と意見の違いとこれらの関係について講義する。 
事前・事後学習 練習問題とその解答を配布するので、各自で問題に取り組むこと。 

9 
学習の主題 事実と意見   その 2 
授業内容 事実と意見を混在させることの危険性について、具体例をもとに講義する。 
事前・事後学習 練習問題とその解答を配布するので、各自で問題に取り組むこと。 

10 

学習の主題 接続関係・接続表現 

授業内容 代表的な接続関係と接続表現について講義し、そののち、課題問題に取り組
んでもらう。 

事前・事後学習 課題問題への解答を作成し、次回、提出すること。 

11 

学習の主題 接続関係・接続表現 

授業内容 様々な文章例を提示し、そこに現れる各文がどのような接続関係にあるの
か考察してもらう。 

事前・事後学習 練習問題を配布するので、解答を記入したうえで次回、持参すること。 

12 

学習の主題 誤謬推論 

授業内容 日常的に間違えやすい推論パターンを提示し、なぜ、それが間違っているの
かについて講義する。 

事前・事後学習 演習問題を配布するので、その回答を作成し、次回、提出すること。 

13 

学習の主題 演繹と仮説 

授業内容 仮説形成とその検証について概説し、演繹と推測の関連性について講義す
る。 

事前・事後学習 講義後、仮説形成型の推論事例を自分で構成してみること。 

14 

学習の主題 知識と論理 

授業内容 
以下のトピックについて講義を行う。 
1.「真であることを信じること」と「知っていること」の違い 
2. 知識論理パズル 

事前・事後学習 知識論理パズルの解答を作成し、次回、提出すること。 

15 

学習の主題 総合演習 

授業内容 第 1 回から第 14 回までの講義内容に関して理解を深めてもらうための課
題演習を行う。 

事前・事後学習 この回はなし。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
学習の主題 規範的規則と法則 
授業内容 規範的規則と法則の違いについて詳説する。 
事前・事後学習 この回はなし。 

7 

学習の主題 道徳言明を含む推論 

授業内容 「～は良い」、「～すべきである」、「～してはならない」といった形の結論を
もつ推論について詳説する。 

事前・事後学習 練習問題を配布するので、解答を記入したうえで次回、持参すること。 

8 
学習の主題 事実と意見 
授業内容 事実と意見の違いとこれらの関係について講義する。 
事前・事後学習 練習問題とその解答を配布するので、各自で問題に取り組むこと。 

9 
学習の主題 事実と意見   その 2 
授業内容 事実と意見を混在させることの危険性について、具体例をもとに講義する。 
事前・事後学習 練習問題とその解答を配布するので、各自で問題に取り組むこと。 

10 

学習の主題 接続関係・接続表現 

授業内容 代表的な接続関係と接続表現について講義し、そののち、課題問題に取り組
んでもらう。 

事前・事後学習 課題問題への解答を作成し、次回、提出すること。 

11 

学習の主題 接続関係・接続表現 

授業内容 様々な文章例を提示し、そこに現れる各文がどのような接続関係にあるの
か考察してもらう。 

事前・事後学習 練習問題を配布するので、解答を記入したうえで次回、持参すること。 

12 

学習の主題 誤謬推論 

授業内容 日常的に間違えやすい推論パターンを提示し、なぜ、それが間違っているの
かについて講義する。 

事前・事後学習 演習問題を配布するので、その回答を作成し、次回、提出すること。 

13 

学習の主題 演繹と仮説 

授業内容 仮説形成とその検証について概説し、演繹と推測の関連性について講義す
る。 

事前・事後学習 講義後、仮説形成型の推論事例を自分で構成してみること。 

14 

学習の主題 知識と論理 

授業内容 
以下のトピックについて講義を行う。 
1.「真であることを信じること」と「知っていること」の違い 
2. 知識論理パズル 

事前・事後学習 知識論理パズルの解答を作成し、次回、提出すること。 

15 

学習の主題 総合演習 

授業内容 第 1 回から第 14 回までの講義内容に関して理解を深めてもらうための課
題演習を行う。 

事前・事後学習 この回はなし。 

 

授業科目 
情報処理 

担当教員 末光 厚夫 
Information Processing 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 演習 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 ◎       

授業目的 
本科目では、基礎的な情報処理能力とコンピュータリテラシーを習得し、専門科目に適用できることを目指す。
演習を通じて、ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトの使い方とインターネットを活用
した情報収集やコミュニケーションの方法を学ぶ。 

到達目標 1．PCの基礎的な使い方、電子メールやインターネットの活用法を習得する。 
2．Word、Excel、PowerPointの基本的操作を習得する。 

テキスト 授業時に資料を配付する。 
参考書 富士通エフ・オー・エム「よくわかるWord2019 & Excel2019 & PowerPoint2019」（FOM出版） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 60% 

4回のレポート（40%）で PCの基礎的な使い方と、Word、Excel、PowerPoint
の基本的操作が身についているか評価する。定期試験（60%）では、PCを
使用した実技試験を通して、Word、Excel、PowerPointの習熟度を評価す
る。 

レポート 40% 
小テスト  
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 事前学習は特に必要ないが、授業で習った内容については、次週までに習得できるように復習しておくこと。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 PCの基礎的な使い方 

授業内容 
本科目の目的と構成について理解し、各回の位置づけを確認する。 
授業で使用する PCの基礎的な操作方法（PCの起動と終了、マウス・キー
ボードの操作、ファイルの保存など）を学ぶ。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

2 

学習の主題 電子メールの利用とタイピング 

授業内容 1．電子メールの利用方法を習得する。 
2．タイピングの方法を学ぶ。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

3 

学習の主題 インターネットの活用とマナー 

授業内容 1．ブラウザを利用したインターネット検索の方法を学ぶ。 
2．インターネットを使用する際のマナーを理解する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。指定する期日までに課題を完成して提出する。 

4 

学習の主題 Wordの基本（１） 

授業内容 1．Wordの基礎知識を習得する。 
2．文字入力の仕方を理解する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

5 

学習の主題 Wordの基本（２） 

授業内容 文書作成における基本的操作（文字のコピー・移動、配置、装飾、書式）を
理解する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

6 

学習の主題 Wordの基本（３） 

授業内容 グラフィック機能（オンライン画像、図、図形、ワードアート）を使用した
文書作成の仕方を理解する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 

学習の主題 Wordの基本（４） 

授業内容 1．表を使用した文書作成の仕方を理解する。 
2．学習したWordの機能を活用して文書を作成する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。指定する期日までに課題を完成して提出する。 

8 

学習の主題 Excelの基本（１） 

授業内容 1．Excelの基礎知識を習得する。 
2．データ入力の仕方を理解する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

9 

学習の主題 Excelの基本（２） 

授業内容 1．表の作成の仕方を理解する。 
2．表計算機能（四則計算、関数など）を理解する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

10 
学習の主題 Excelの基本（３） 
授業内容 グラフ（棒グラフ、円グラフなど）の作成の仕方を理解する。 
事前・事後学習 講義内容を復習する。 

11 

学習の主題 Excelの基本（４） 

授業内容 1．データベース機能を理解する。 
2．学習した Excelの機能を活用してデータ処理を行う。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。指定する期日までに課題を完成して提出する。 

12 

学習の主題 PowerPointの基本（１） 

授業内容 1．PowerPointの基礎知識を習得する。 
2．スライド作成の基礎を理解する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

13 

学習の主題 PowerPointの基本（２） 

授業内容 テキスト、オンライン画像、図、図形、表、SmartArtを使用したスライド
の作成の仕方を理解する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

14 
学習の主題 PowerPointの基本（３） 
授業内容 画面切り替え、アニメーション、スライドショーの機能を理解する。 
事前・事後学習 講義内容を復習する。 

15 

学習の主題 PowerPointの基本（４） 

授業内容 
1．プレゼンテーションのやり方の基本を理解する。 
2．学習した PowerPointの機能を活用して、プレゼンテーション用の資料
を作成する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。指定する期日までに課題を完成して提出する。 

 

 

栄
養
学
科

一

年

次

54



学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 

学習の主題 Wordの基本（４） 

授業内容 1．表を使用した文書作成の仕方を理解する。 
2．学習したWordの機能を活用して文書を作成する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。指定する期日までに課題を完成して提出する。 

8 

学習の主題 Excelの基本（１） 

授業内容 1．Excelの基礎知識を習得する。 
2．データ入力の仕方を理解する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

9 

学習の主題 Excelの基本（２） 

授業内容 1．表の作成の仕方を理解する。 
2．表計算機能（四則計算、関数など）を理解する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

10 
学習の主題 Excelの基本（３） 
授業内容 グラフ（棒グラフ、円グラフなど）の作成の仕方を理解する。 
事前・事後学習 講義内容を復習する。 

11 

学習の主題 Excelの基本（４） 

授業内容 1．データベース機能を理解する。 
2．学習した Excelの機能を活用してデータ処理を行う。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。指定する期日までに課題を完成して提出する。 

12 

学習の主題 PowerPointの基本（１） 

授業内容 1．PowerPointの基礎知識を習得する。 
2．スライド作成の基礎を理解する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

13 

学習の主題 PowerPointの基本（２） 

授業内容 テキスト、オンライン画像、図、図形、表、SmartArtを使用したスライド
の作成の仕方を理解する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

14 
学習の主題 PowerPointの基本（３） 
授業内容 画面切り替え、アニメーション、スライドショーの機能を理解する。 
事前・事後学習 講義内容を復習する。 

15 

学習の主題 PowerPointの基本（４） 

授業内容 
1．プレゼンテーションのやり方の基本を理解する。 
2．学習した PowerPointの機能を活用して、プレゼンテーション用の資料
を作成する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。指定する期日までに課題を完成して提出する。 

 

 

授業科目 
統計分析法 

担当教員 末光 厚夫 
Statistical-analytical Method 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 演習 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 ◎       

授業目的 
収集したデータの特徴を明らかにするための統計分析の手法について学ぶとともに、コンピュータを使用して
統計分析を実行する方法を学ぶ。演習を通じて、特徴の数値化、各種データのグラフ化、統計的推定・統計的
検定などの統計処理、調査データの処理方法などについて習得する。 

到達目標 
1．統計学の体系について理解し、データの種類と特性について理解する。 
2．記述統計学の基礎を理解し、Excelを使用した統計処理方法を習得する。 
3．推測統計学の基礎を理解し、Excelを使用した統計処理方法を習得する。 
4．調査データの処理方法の基礎を習得する。 

テキスト 授業時に資料を配付する。 

参考書 
1．白砂堤津耶「例題で学ぶ初歩からの統計学」（日本評論社） 
2．菅民郎「Excelで学ぶ統計解析入門」（オーム社） 
3．石村園子「すぐわかる確率・統計」（東京図書） 
4．上田拓治「44の例題で学ぶ統計的検定と推定の解き方」（オーム社） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 60% 

毎回の講義において、講義内容の理解度を評価するために、提出物（40%）
として、演習課題を課す。定期試験（60%）では、統計学の基礎知識の理解
度を評価するとともに、一部実技試験を通して、Excelを使用した統計処理
方法の習熟度も評価する。 

レポート  
小テスト  
提出物 40% 
その他  

履修上の 
留意事項 

統計分析法の学習と Excelを使用したデータ処理方法の修得は表裏一体であることから、繰り返し練習するこ
と。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 統計学とは 

授業内容 本科目の構成と指針について説明し、統計学発展の歴史、目的と有用性、統
計分析手法の体系などを概説したうえで、各回の位置づけを確認する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

2 

学習の主題 記述統計学の基礎（１） 

授業内容 
各種調査で収集したデータの種類を理解し、それらの性質について学ぶ。
Excel を使用してデータから度数分布表やヒストグラムを作成する方法な
どを習得する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

3 

学習の主題 記述統計学の基礎（２） 

授業内容 
分布の中心を表す代表値、ばらつきを表す四分位範囲、箱ひげ図と異常値の
識別、偏差、分散、標準偏差などの考え方について理解し、Excelを使用し
た計算方法も習得する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

4 

学習の主題 記述統計学の基礎（３） 

授業内容 変動係数、Zスコア、偏差値、分布の歪度、尖度などについて学び、Excel
の分析ツールを使用して記述統計量を算出する方法も習得する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

5 

学習の主題 推測統計学への準備（１） 

授業内容 
統計的推定・検定のための準備として、確率の考え方を理解する。確率、確
率変数、確率分布、確率変数の平均値、分散、確率変数の標準化などの考え
方を理解し、Excelを使用した計算方法を習得する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

6 

学習の主題 推測統計学への準備（２） 

授業内容 重要な確率分布（二項分布、正規分布、標準正規分布、ｔ分布、χ2分布、
F分布など）の特徴と適用する分析手法、計算方法を理解する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

7 

学習の主題 推測統計学への準備（３） 

授業内容 
母集団と標本、母数と統計量の理解、さらに標本を得るための標本抽出につ
いて学ぶ。正規母集団、母数、統計量と標本分布、推定量と推定値、中心極
限定理などの概念を理解する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

8 

学習の主題 統計的推定の基礎（１） 

授業内容 
統計量から母数を統計的に推定する方法を学ぶ。推定のための用語、点推定
と区間推定、信頼係数と信頼区間の考え方、推定方法などについて理解す
る。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

9 

学習の主題 統計的推定の基礎（２） 

授業内容 
正規母集団の母平均の推定（母分散既知／未知）、小標本における母平均の
推定、母分散の推定、母比率の推定などについて理解し、Excelを使用した
推定の計算方法を習得する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

10 

学習の主題 統計的検定の基礎（１） 

授業内容 
ある仮説が正しいか否かを無作為抽出した標本に基づいて統計的に判断す
る検定の考え方を学ぶ。帰無仮説、対立仮説、有意水準、棄却域、臨界値、
p値、仮説の採択および棄却、片側検定と両側検定などについて理解する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

11 

学習の主題 統計的検定の基礎（２） 

授業内容 
第Ⅰ種の過誤と第Ⅱ種の過誤の考え方を学ぶ。母平均の検定、母平均の差の
検定、母分散の検定などについて理解し、Excelを使用した検定の計算方法
を習得する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

12 

学習の主題 統計的検定の基礎（３） 

授業内容 等分散の検定、母比率の検定、母比率の差の検定などについて理解し、Excel
を使用した検定の計算方法を習得する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

13 

学習の主題 相関分析 

授業内容 
2変数間の関係を分析する手法を学ぶ。相関図、相関係数、クラーメルの連
関係数、順位相関係数、無相関の検定、独立性の検定などについて理解し、
それぞれの統計処理の手順を習得する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

14 

学習の主題 調査データの集計と分析 

授業内容 
Excelを使用した調査データの入力方法、ピボットテーブルによるクロス集
計表の作成の手順を学ぶ。また、作成したデータを用いて、グラフ化や検定
などの統計処理を行い、統計分析の手法の一連の手順を確認する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

15 

学習の主題 SPSS統計パッケージの活用 

授業内容 Excel に入力されたデータを SPSS 統計パッケージで活用し分析するため
の基本的な手順と出力結果の見方について学ぶ。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

5 

学習の主題 推測統計学への準備（１） 

授業内容 
統計的推定・検定のための準備として、確率の考え方を理解する。確率、確
率変数、確率分布、確率変数の平均値、分散、確率変数の標準化などの考え
方を理解し、Excelを使用した計算方法を習得する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

6 

学習の主題 推測統計学への準備（２） 

授業内容 重要な確率分布（二項分布、正規分布、標準正規分布、ｔ分布、χ2分布、
F分布など）の特徴と適用する分析手法、計算方法を理解する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

7 

学習の主題 推測統計学への準備（３） 

授業内容 
母集団と標本、母数と統計量の理解、さらに標本を得るための標本抽出につ
いて学ぶ。正規母集団、母数、統計量と標本分布、推定量と推定値、中心極
限定理などの概念を理解する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

8 

学習の主題 統計的推定の基礎（１） 

授業内容 
統計量から母数を統計的に推定する方法を学ぶ。推定のための用語、点推定
と区間推定、信頼係数と信頼区間の考え方、推定方法などについて理解す
る。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

9 

学習の主題 統計的推定の基礎（２） 

授業内容 
正規母集団の母平均の推定（母分散既知／未知）、小標本における母平均の
推定、母分散の推定、母比率の推定などについて理解し、Excelを使用した
推定の計算方法を習得する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

10 

学習の主題 統計的検定の基礎（１） 

授業内容 
ある仮説が正しいか否かを無作為抽出した標本に基づいて統計的に判断す
る検定の考え方を学ぶ。帰無仮説、対立仮説、有意水準、棄却域、臨界値、
p値、仮説の採択および棄却、片側検定と両側検定などについて理解する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

11 

学習の主題 統計的検定の基礎（２） 

授業内容 
第Ⅰ種の過誤と第Ⅱ種の過誤の考え方を学ぶ。母平均の検定、母平均の差の
検定、母分散の検定などについて理解し、Excelを使用した検定の計算方法
を習得する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

12 

学習の主題 統計的検定の基礎（３） 

授業内容 等分散の検定、母比率の検定、母比率の差の検定などについて理解し、Excel
を使用した検定の計算方法を習得する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

13 

学習の主題 相関分析 

授業内容 
2変数間の関係を分析する手法を学ぶ。相関図、相関係数、クラーメルの連
関係数、順位相関係数、無相関の検定、独立性の検定などについて理解し、
それぞれの統計処理の手順を習得する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

14 

学習の主題 調査データの集計と分析 

授業内容 
Excelを使用した調査データの入力方法、ピボットテーブルによるクロス集
計表の作成の手順を学ぶ。また、作成したデータを用いて、グラフ化や検定
などの統計処理を行い、統計分析の手法の一連の手順を確認する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

15 

学習の主題 SPSS統計パッケージの活用 

授業内容 Excel に入力されたデータを SPSS 統計パッケージで活用し分析するため
の基本的な手順と出力結果の見方について学ぶ。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 
 

授業科目 
情報リテラシー 

担当教員 末光 厚夫 
Information Literacy 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 演習 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

○ ◎       

授業目的 コンピュータや情報通信ネットワーク及び情報社会に関する知識や理論を学習し、情報の発信、加工、収集・
分析の基礎能力を身につけることを目的とする。 

到達目標 

1．情報倫理について理解する。 
2．情報通信とセキュリティについて理解する。 
3．情報発信のリテラシーを習得する。 
4．情報加工のリテラシーを習得する 
5．情報収集・分析のリテラシーを習得する。 

テキスト 授業時に資料を配付する。 

参考書 

1．大内東編「文系学生がまなぶ情報学」（コロナ社） 
2．富士通エフ・オー・エム「情報モラル ＆ セキュリティ〈改訂版〉」（FOM出版） 
3．千貫りこ「これからはじめる HTML ＆ CSS」（技術評論社） 
4．広野忠敏他「できる Access 2016」（インプレス） 
5．豊田秀樹「紙を使わないアンケート調査入門」（東京図書） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

レポート課題により、本講義で学ぶ情報倫理、情報通信と情報セキュリテ
ィ、情報発信・加工・収集・分析のリテラシーに関する内容の理解度を評価
する。 

レポート 100% 
小テスト  
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 事前学習は特に必要ないが、授業で習った内容が十分な理解となるように復習しておくこと。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 情報リテラシーについて 

授業内容 本科目の目的と構成について理解し、各回の位置づけを確認する。また、情
報社会の概要について学ぶ。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

2 

学習の主題 著作権の保護と情報倫理 

授業内容 著作権の基礎を理解し、デジタル時代の著作権保護について考える。また、
情報を取り扱う上で遵守すべきルールやマナーを学ぶ。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

3 

学習の主題 HTMLによるWebページの作成 

授業内容 HTML の基礎を理解する。Web ページを作成するための HTML の書き方
を学び、実際にWebページの作成を行う。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

4 

学習の主題 スタイルシートの活用 

授業内容 色やサイズ、レイアウトなどWebページのスタイル（見栄え）を指定する
ためのスタイルシートの書き方を学ぶ。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

5 

学習の主題 Webサーバーの仕組みとその構築 

授業内容 Web サーバーがどのように動作しているかその仕組みを理解する。また、
Webサーバーを構築する方法についても学ぶ。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。指定する期日までに課題を完成して提出する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 

学習の主題 デジタルデータの仕組み 

授業内容 アナログとデジタルの関係について理解し、デジタルデータがどのように
作成され、どのように利用されているか学ぶ。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

7 

学習の主題 デジタルデータの加工・編集 

授業内容 デジタルデータの種類について理解し、画像や音などのデータを加工・編集
する方法について学ぶ。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

8 

学習の主題 情報通信ネットワークの歴史と仕組み 

授業内容 情報通信ネットワークの成り立ちについて学び、インターネットを実現す
る情報通信の仕組みの基礎を理解する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

9 

学習の主題 情報管理と情報セキュリティ 

授業内容 情報を安全に管理する方法と、PCやスマートフォンなどの情報機器を利用
する際に起こりうる脅威とその対策について理解する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

10 

学習の主題 データベースソフトの基本操作 

授業内容 データベースソフトの基本操作を学ぶ。データベースの作成方法、クエリを
用いたデータの抽出、追加・削除・更新のやり方を習得する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

11 

学習の主題 データベースソフトの活用 

授業内容 データベースソフトを用いて、実社会におけるデータ管理の事例を対象と
して簡単なデータ管理システムを構築する方法を学ぶ。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

12 

学習の主題 情報リテラシーの総合実践（１）Webアンケート調査 

授業内容 
アンケート調査の基礎を理解する。また、回答をWeb上で行うことのでき
るアンケートページの作成方法と、Web で行った回答結果を PC に取り込
む方法を学ぶ。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

13 
学習の主題 情報リテラシーの総合実践（２）アンケートの作成 
授業内容 調査したいテーマを決めて、アンケートのWebページを作成する。 
事前・事後学習 講義内容を復習する。指定する期日までに課題を完成して提出する。 

14 

学習の主題 情報リテラシーの総合実践（３）アンケートの実施と集計・分析 

授業内容 
作成したアンケートのWebページを用いて、実際にアンケート調査を実施
する。続いて、回答結果を PCに取り込み、集計および分析を行い、結果報
告のためのプレゼン資料を作成する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。指定する期日までに課題を完成して提出する。 

15 

学習の主題 情報リテラシーの総合実践（４）アンケート結果の報告 

授業内容 作成したプレゼン資料を用いて、実施したアンケート調査の結果報告を行
う。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 

学習の主題 デジタルデータの仕組み 

授業内容 アナログとデジタルの関係について理解し、デジタルデータがどのように
作成され、どのように利用されているか学ぶ。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

7 

学習の主題 デジタルデータの加工・編集 

授業内容 デジタルデータの種類について理解し、画像や音などのデータを加工・編集
する方法について学ぶ。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

8 

学習の主題 情報通信ネットワークの歴史と仕組み 

授業内容 情報通信ネットワークの成り立ちについて学び、インターネットを実現す
る情報通信の仕組みの基礎を理解する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

9 

学習の主題 情報管理と情報セキュリティ 

授業内容 情報を安全に管理する方法と、PCやスマートフォンなどの情報機器を利用
する際に起こりうる脅威とその対策について理解する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

10 

学習の主題 データベースソフトの基本操作 

授業内容 データベースソフトの基本操作を学ぶ。データベースの作成方法、クエリを
用いたデータの抽出、追加・削除・更新のやり方を習得する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

11 

学習の主題 データベースソフトの活用 

授業内容 データベースソフトを用いて、実社会におけるデータ管理の事例を対象と
して簡単なデータ管理システムを構築する方法を学ぶ。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

12 

学習の主題 情報リテラシーの総合実践（１）Webアンケート調査 

授業内容 
アンケート調査の基礎を理解する。また、回答をWeb上で行うことのでき
るアンケートページの作成方法と、Web で行った回答結果を PC に取り込
む方法を学ぶ。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

13 
学習の主題 情報リテラシーの総合実践（２）アンケートの作成 
授業内容 調査したいテーマを決めて、アンケートのWebページを作成する。 
事前・事後学習 講義内容を復習する。指定する期日までに課題を完成して提出する。 

14 

学習の主題 情報リテラシーの総合実践（３）アンケートの実施と集計・分析 

授業内容 
作成したアンケートのWebページを用いて、実際にアンケート調査を実施
する。続いて、回答結果を PCに取り込み、集計および分析を行い、結果報
告のためのプレゼン資料を作成する。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。指定する期日までに課題を完成して提出する。 

15 

学習の主題 情報リテラシーの総合実践（４）アンケート結果の報告 

授業内容 作成したプレゼン資料を用いて、実施したアンケート調査の結果報告を行
う。 

事前・事後学習 講義内容を復習する。 

 

授業科目 
生物学  Ａ・Ｂ 

担当教員 津久井 隆行／松川 典子 
※担当教員は、クラス別 Biology 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

  ◎ 〇     

授業目的 
生命体の特性、生殖と発生、外部からの刺激の受容や内部環境の維持について理解し、広く生命現象に関する
知識を修得する。特に、ヒトの体の構造および機能に関して学び、体の各部分の機能の低下と病気との関係に
ついて理解する。また、栄養素について学び、どのように体内で利用されているのかについて理解する。 

到達目標 

1. 生物の基本単位である細胞の構造や機能、および、細胞が集まって形成される組織や器官について理解す
る。 

2. 生命活動に必要な栄養素や、体内で起こる物質代謝について理解する。 
3. 生物が受精によって遺伝物質を親から子に伝えるしくみや、受精卵が分化する過程について理解する。 
4. 再生医療とはどのような医療なのかについて理解する。 

テキスト 「新体系看護学全書 基礎科目 生物学」（メヂカルフレンド社） 
参考書 「レーヴン／ジョンソン 生物学」上・下（培風館） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 70% 

目標の到達状況を小テストおよび定期試験により総合的に評価する。 
レポート  
小テスト 30% 
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 

重要な内容については配布資料やスライドで解説するが、その他の内容についてもテキストの十分な読み込み
が必要。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 細胞に関する基礎知識 

授業内容 

ガイダンス 
本科目の目的・目標、学習の内容、評価方法と基準、履修上の留意点の説明 
生物を構成する最小の単位である細胞について以下の点から理解する。 
・細胞の構造と機能  ・細胞の増殖（細胞分裂） 
細胞に水が出入りするしくみについて理解する。 
・浸透圧とそれに伴う様々な現象 

事前・事後学習 事前にシラバスを読み、履修上の疑問点を明らかにしておく。 
授業内容の予習・復習をする。 

2 

学習の主題 個体の成り立ち－分化  生体内の物質の流れと働き (1) 

授業内容 
分化した細胞が多数集まって形成される組織について特徴を理解する。 
生命活動における同化のしくみについて以下の点から理解する。 
・物質代謝と酵素  ・栄養素  ・消化のみちすじ 

事前・事後学習 授業内容の予習・復習をし、次回までにレポートを完成させる。 

3 

学習の主題 生体内の物質の流れと働き (2) 

授業内容 生命活動における異化のしくみついて以下の点から理解する。 
・肺によるガス交換  ・腎臓の構造と働き ( 尿の生成） 

事前・事後学習 授業内容の予習・復習をする。 
講義開始時に前回の内容に関する小テストを行う。 

4 

学習の主題 からだの恒常性の維持 (1) 
授業内容 内部環境としての体液の働きについて理解する。 

事前・事後学習 授業内容の予習・復習をする。 
講義開始時に前回の内容に関する小テストを行う。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

5 

学習の主題 からだの恒常性の維持 (2) 

授業内容 
生物はどのようにして体内の環境を一定の状態に維持しているのかについ
て以下の点から理解する。 
・神経系とその働き  ・内分泌系とその働き 

事前・事後学習 授業内容の予習・復習をする。 
講義開始時に前回の内容に関する小テストを行う。 

6 

学習の主題 外的刺激の受容 

授業内容 
生物が環境の変化を受け取り、それに反応するしくみについて以下の点か
ら理解する。 
・刺激と反応  ・感覚器とその働き（視覚と聴覚） 

事前・事後学習 授業内容の予習・復習をする。 
講義開始時に前回の内容に関する小テストを行う。 

7 

学習の主題 生殖と発生 

授業内容 
生物が受精のために配偶子を形成するしくみについて理解する。 
・配偶子の形成－減数分裂 
ヒトの発生と再生医療について理解する。 

事前・事後学習 授業内容の予習・復習をする。 
講義開始時に前回の内容に関する小テストを行う。 

8 

学習の主題 遺伝 

授業内容 

遺伝物質とはどのようなものなのか、遺伝物質によって何がつくられ、生命
活動ではどのように利用されているのかを以下の点から理解する。 
・遺伝物質の所在  ・ＤＮＡの構造  ・たんぱく質の合成 
ヒトの遺伝と、それに伴って生じる病気について理解する。 
・遺伝性疾患と酵素  ・伴性遺伝  ・染色体異常 

事前・事後学習 授業内容の復習をする。 
講義開始時に前回の内容に関する小テストを行う。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

5 

学習の主題 からだの恒常性の維持 (2) 

授業内容 
生物はどのようにして体内の環境を一定の状態に維持しているのかについ
て以下の点から理解する。 
・神経系とその働き  ・内分泌系とその働き 

事前・事後学習 授業内容の予習・復習をする。 
講義開始時に前回の内容に関する小テストを行う。 

6 

学習の主題 外的刺激の受容 

授業内容 
生物が環境の変化を受け取り、それに反応するしくみについて以下の点か
ら理解する。 
・刺激と反応  ・感覚器とその働き（視覚と聴覚） 

事前・事後学習 授業内容の予習・復習をする。 
講義開始時に前回の内容に関する小テストを行う。 

7 

学習の主題 生殖と発生 

授業内容 
生物が受精のために配偶子を形成するしくみについて理解する。 
・配偶子の形成－減数分裂 
ヒトの発生と再生医療について理解する。 

事前・事後学習 授業内容の予習・復習をする。 
講義開始時に前回の内容に関する小テストを行う。 

8 

学習の主題 遺伝 

授業内容 

遺伝物質とはどのようなものなのか、遺伝物質によって何がつくられ、生命
活動ではどのように利用されているのかを以下の点から理解する。 
・遺伝物質の所在  ・ＤＮＡの構造  ・たんぱく質の合成 
ヒトの遺伝と、それに伴って生じる病気について理解する。 
・遺伝性疾患と酵素  ・伴性遺伝  ・染色体異常 

事前・事後学習 授業内容の復習をする。 
講義開始時に前回の内容に関する小テストを行う。 

 

授業科目 
基礎化学 

担当教員 津久井 隆行 
Basic Chemistry 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

  ◎ 〇     

授業目的 

化学は、様々な物質の構造、性質、相互反応について研究する学問分野であり、自然科学の一部門である。栄
養学科の専門基礎教育科目や専門教育科目を学ぶには、生化学、生理学、栄養学、食品学などを学修するため
の化学の知識が必要である。基礎化学では物質の構造を学び、物質が何でできているかを理解する。また、有
機化合物の特徴や分類を理解し、有機化合物の性質などの基礎的な知識を修得する。さらに、物質量の概念、
様々な化学変化、化学反応について観察や実験を通して物質の構成や種類、性質、変化など化学の基礎的な知
識を修得する。 

到達目標 

1．基礎化学に不可欠な国際単位系について説明でき単位換算ができる。 
2．物質の基本的な成り立ちの概略を説明でき化学的な物質量（モル）を計算できる。 
3．元素の周期表の規則性を説明し主だった元素の記号及び原子量を説明できる。 
4．物質の状態の変化と性質について説明できる。 
5．化学反応と栄養価のエネルギー（熱量）について説明できる。 
6．物質量や溶液の濃度の基本的な考え方を示し説明できる。 
7．溶液の種類と性質について示し pH の定義について具体的にて説明できる。 
8．身近な有機化合物の本体について例をあげて説明できる。 

テキスト 教員が作成する配布資料 

参考書 北原重登 他「食を中心とした化学 第３版」（東京教学社） 
田中永一郎・松岡雅忠「まるわかり！基礎化学」（南山堂） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 70％ 

目標の到達状況を小テストおよび定期試験により総合的に評価する。 
レポート  
小テスト 30％ 
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 

1．授業前にテキスト・配布資料の該当ページに必ず目を通し予習する。 
2．授業後にはテキスト・配布資料の該当ページを必ず復習する。 
3．演習を取り入れた双方向的授業を推進することから質疑に積極的に参加する。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 ガイダンス・単位と有効数字 
授業内容 基礎化学を学ぶ目的及び国際単位の種類について解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

2 
学習の主題 物質の基本的な成り立ちについて 
授業内容 原子とその構造、分子について示し物質の分類を解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする 

3 
学習の主題 物質の基本的な成り立ちについて 
授業内容 元素の種類と周期表の規則性を示し原子の化学結合を解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

4 
学習の主題 化学的な物質量（モル）について 
授業内容 原子量、分子量、モルの求め方について解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

5 
学習の主題 物質の状態と性質について 
授業内容 個体、液体、気体の考え方について例を挙げて解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
学習の主題 物質の状態と性質について 
授業内容 溶解度、様々な溶液の濃度表記法、浸透圧について解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

7 
学習の主題 化学変化と栄養価の「熱」の関わりについて 
授業内容 化学反応における反応熱について解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

8 
学習の主題 化学変化と栄養価の「熱」の関わりについて 
授業内容 食物の反応熱について具体例を挙げて解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

9 
学習の主題 水溶液とコロイド溶液の性質について 
授業内容 電解質と非電解質の違いについて解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

10 
学習の主題 水溶液とコロイド溶液の性質について 
授業内容 酸と塩基の性質について解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

11 
学習の主題 水溶液とコロイド溶液の性質について 
授業内容 pH（水素イオン濃度指数）の定義について解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

12 
学習の主題 水溶液とコロイド溶液の性質について 
授業内容 酸性食品、アルカリ性食品と血液（尿）の pH について解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

13 
学習の主題 身近な有機物質の性質について 
授業内容 アルコールの仲間と性質について解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

14 
学習の主題 身近な有機物質の性質について 
授業内容 見た目も性質の異なる異性体について解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

15 
学習の主題 身近な有機物質の性質について 
授業内容 食品に見る生体物質について解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
学習の主題 物質の状態と性質について 
授業内容 溶解度、様々な溶液の濃度表記法、浸透圧について解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

7 
学習の主題 化学変化と栄養価の「熱」の関わりについて 
授業内容 化学反応における反応熱について解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

8 
学習の主題 化学変化と栄養価の「熱」の関わりについて 
授業内容 食物の反応熱について具体例を挙げて解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

9 
学習の主題 水溶液とコロイド溶液の性質について 
授業内容 電解質と非電解質の違いについて解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

10 
学習の主題 水溶液とコロイド溶液の性質について 
授業内容 酸と塩基の性質について解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

11 
学習の主題 水溶液とコロイド溶液の性質について 
授業内容 pH（水素イオン濃度指数）の定義について解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

12 
学習の主題 水溶液とコロイド溶液の性質について 
授業内容 酸性食品、アルカリ性食品と血液（尿）の pH について解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

13 
学習の主題 身近な有機物質の性質について 
授業内容 アルコールの仲間と性質について解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

14 
学習の主題 身近な有機物質の性質について 
授業内容 見た目も性質の異なる異性体について解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

15 
学習の主題 身近な有機物質の性質について 
授業内容 食品に見る生体物質について解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

 

授業科目 
英語Ⅰ（基礎）A 

担当教員 松尾 文子 
English Ⅰ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 演習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 ◎ 〇      

授業目的 英語の基礎的な知識を整理する。英語運用能力の向上に必要な４技能（読む・書く・聞く・話す）の中の、読 
む力と書く力の向上に努める。 

到達目標 
1. 英語の構文を理解する。 
2. 英語の構文理解をもとに、英語表現を読み取る。 
3. 学んだ表現を用いて、ある程度まとまった内容の英文を書く。 

テキスト Healthy Habits for a Better Life  John McConnell, Kiyoshi Yamauchi（成美堂, 2021） 
参考書 必要に応じて紹介する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 70% 

学んだことの理解度を測る中間試験と定期試験で 70%、授業で行うリスニ
ング小テストで 20%、授業の取り組み姿勢の 10%で評価する。 
中間・定期試験を未受験の場合は、評価の対象としない。 

レポート  
小テスト 20% 
提出物  
その他 10% 

履修上の 
留意事項 分からない語句はあらかじめ辞書で調べておく。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ガイダンス / Chapter 1: Sleep Is Important ①② 

授業内容 本科目の学習内容と方法、評価方法と基準、履修上の留意事項等について説
明する。/ ① vocabulary ② listening 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

2 

学習の主題 Chapter 1: Sleep Is Important ③～⑤ 
授業内容 ③ reading ④ grammar, writing ⑤ slash reading 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：文法項目を復習をする。 

3 

学習の主題 Chapter 2: Is Salt Bad for Us? ①～③ 
授業内容 ① vocabulary ② listening ③ reading 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。 
事後：語彙表現を復習する。 

4 

学習の主題 Chapter 2: Is Salt Bad for Us? ④⑤ / Chapter 3: Water Is Wonderful ①
② 

授業内容 ④ grammar, writing ⑤ slash reading ① vocabulary ② listening 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：文法事項と語彙表現を復習する。 

5 

学習の主題 Chapter 3: Water Is Wonderful ③～⑤ 
授業内容 ③ reading ④ grammar, writing ⑤ slash reading 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：文法事項を復習する。 

6 

学習の主題 Chapter 4: Hot Springs: A Miracle of Nature  ①～③ 
授業内容 ① vocabulary ② listening ③ reading 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：語彙表現を復習する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 

学習の主題 Chapter 4: Hot Springs: A Miracle of Nature  ④⑤ / 中間試験準備 
授業内容 ④ grammar, writing ⑤ slash reading / 中間試験に備えての質疑応答 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：文法事項を復習する。 

8 

学習の主題 中間試験 
授業内容 これまでに学んだ内容の理解度チェック 

事前・事後学習 事前：これまでの授業内容を復習する。 
事後：可能な範囲で自分の解答の正誤を確認する。 

9 

学習の主題 Chapter 5 :Healthy Lessons from the Blue Zones ①～③ 
授業内容 ① vocabulary ② listening ③ reading 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：語彙表現の復習をする。 

10 

学習の主題 Unit 5: Healthy Lessons from the Blue Zones  ④ ⑤  / Chapter 6: 
Unhealthy Habits ①② 

授業内容 ④ grammar, writing  ⑤ slash reading / ① vocabulary ② listening 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：文法事項と語彙表現を復習する。 

11 

学習の主題 Chapter 6: Unhealthy Habits ③～⑤ 
授業内容 ③ reading ④ grammar, writing ⑤ slash reading 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。 
事後：文法事項を復習する。 

12 

学習の主題 Chapter 7: Let’s Dance! ①～③ 
授業内容 ① vocabulary ② listening ③ reading 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：語彙表現を復習する。 

13 

学習の主題 Chapter 7: Let’s Dance! ④⑤ / Chapter 8: The Story of Sugar ①② 
授業内容 ④ grammar, writing ⑤ slash reading / ① vocabulary ② listening 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：分校事項と語彙表現を復習する。 

14 

学習の主題 Chapter 8: The Story of Sugar ③～⑤ 
授業内容 ③ reading ④ grammar, writing ⑤ slash reading 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：文法事項を復習する。 

15 

学習の主題 これまでの授業の振り返り 
授業内容 これまで学んだ内容の確認 
事前・事後学習 事前：これまでの授業内容を復習する。 

事後：期末試験の勉強をする。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 

学習の主題 Chapter 4: Hot Springs: A Miracle of Nature  ④⑤ / 中間試験準備 
授業内容 ④ grammar, writing ⑤ slash reading / 中間試験に備えての質疑応答 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：文法事項を復習する。 

8 

学習の主題 中間試験 
授業内容 これまでに学んだ内容の理解度チェック 

事前・事後学習 事前：これまでの授業内容を復習する。 
事後：可能な範囲で自分の解答の正誤を確認する。 

9 

学習の主題 Chapter 5 :Healthy Lessons from the Blue Zones ①～③ 
授業内容 ① vocabulary ② listening ③ reading 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：語彙表現の復習をする。 

10 

学習の主題 Unit 5: Healthy Lessons from the Blue Zones  ④ ⑤  / Chapter 6: 
Unhealthy Habits ①② 

授業内容 ④ grammar, writing  ⑤ slash reading / ① vocabulary ② listening 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：文法事項と語彙表現を復習する。 

11 

学習の主題 Chapter 6: Unhealthy Habits ③～⑤ 
授業内容 ③ reading ④ grammar, writing ⑤ slash reading 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。 
事後：文法事項を復習する。 

12 

学習の主題 Chapter 7: Let’s Dance! ①～③ 
授業内容 ① vocabulary ② listening ③ reading 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：語彙表現を復習する。 

13 

学習の主題 Chapter 7: Let’s Dance! ④⑤ / Chapter 8: The Story of Sugar ①② 
授業内容 ④ grammar, writing ⑤ slash reading / ① vocabulary ② listening 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：分校事項と語彙表現を復習する。 

14 

学習の主題 Chapter 8: The Story of Sugar ③～⑤ 
授業内容 ③ reading ④ grammar, writing ⑤ slash reading 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：文法事項を復習する。 

15 

学習の主題 これまでの授業の振り返り 
授業内容 これまで学んだ内容の確認 
事前・事後学習 事前：これまでの授業内容を復習する。 

事後：期末試験の勉強をする。 

 

授業科目 
英語Ⅰ（基礎）B 

担当教員 大西 三佳子 
English Ⅰ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 演習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

○ ◎ ○      

授業目的 英語の基礎的な知識を整理する。英語運用能力の向上に必要な４技能（読む・書く・聞く・話す）の中の、読 
む力と書く力の向上に努める。 

到達目標 
1. 英語の構文を理解する。 
2. 英語の構文理解をもとに、英語表現を読み取る。 
3. 学んだ表現を用いて、ある程度まとまった内容の英文を書く。 

テキスト  A.Tsuda, C. Valvona, T.Yamaton and A. Valvona 「A Matter of Taste<Into>」 （Nan’un-do,2020） 
参考書 必要に応じて紹介する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 60% 

授業時の態度や活動への貢献度、提出物、小テスト（以上で 40％）及び定
期テスト等のテスト（60％）の結果から総合的に判断します。 
その他は授業時の発表・ペアワークやグループ活動の取り組みの姿勢等を
評価します。 

レポート  
小テスト 20% 
提出物 10% 
その他 10% 

履修上の 
留意事項 授業時は必ず辞書を用意し、テストや提出物の準備を忘れないこと。 

実務経験を 
活かした教育内容 

加・米・英の国々で生活した者として、これらの国の人々の食生活の様子などを講義に織り交ぜながら教科書
の内容がより理解し易いように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ガイダンス・Unit 1 Energy-Providing Nutrients 

授業内容 本科目の学習内容と方法、評価方法と基準、履修上の留意事項等について説
明する。 

事前・事後学習 事前：テキストの内容確認・Unit 1 の予習 
事後：Unit2 の予習 

2 

学習の主題 Unit 2 Nutrition Science: A Brief History 

授業内容 
1. reading（栄養学：略史） 
2. grammar（時制） 
3. writing（基本的な重要構文） 

事前・事後学習 事前：テキストの内容確認 
事後：復習と小テストの準備 

3 

学習の主題 Unit 3 Staple Foods 

授業内容 
1. reading（主食） 
2. grammar（助動詞） 
3. writing（基本的な重要構文） 

事前・事後学習 事前：テキストの内容確認  
事後：復習と小テストの準備 

4 

学習の主題 Unit 4 The Cultural Heritage of Food 

授業内容 
1. reading（食の文化遺産） 
2. grammar（分詞） 
3. writing（基本的な重要構文） 

事前・事後学習 事前：テキストの内容確認  
事後：復習と小テストの準備 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

5 

学習の主題 Unit 5 The Art of the Bento Box 

授業内容 
1. reading（弁当箱のアート） 
2. grammar（接続詞） 
3. writing（基本的な重要構文） 

事前・事後学習 事前：テキストの内容確認  
事後：復習と小テストの準備 

6 

学習の主題 Unit 6 Kyushoku: The Japanese School Lunch 

授業内容 
1. reading（日本の給食制度） 
2. grammar( 受動態） 
3. writing（基本的な重要構文） 

事前・事後学習 事前：テキストの内容確認  
事後：小テストと発表の準備 

7 

学習の主題 Presentation 1 

授業内容 各々のグループがそれぞれのテーマについてデータをまとめ発表する。 
終了後、質疑応答の時間を設け、テーマへの理解を深める。 

事前・事後学習 事前：グループ毎の発表の準備 
事後：中間振り返りテストの準備 

8 
学習の主題 中間振り返りテスト 
授業内容 これまでに学んだ内容の定着度チェック(Unit 2,3,4,5,6) 
事前・事後学習 事前：中間振り返りテストの学習       事後：Unit 7 の予習 

9 

学習の主題 Unit 7 Kodomo Shokudo 

授業内容 
1. reading（こども食堂） 
2. grammar（不定詞） 
3. writing（基本的な重要構文） 

事前・事後学習 事前：テキストの内容確認 
事後：復習と小テストの準備 

10 

学習の主題 Unit 9 Halal Food 

授業内容 
1. reading（ハラルフード） 
2. grammar（関係詞） 
3. writing（基本的な重要構文） 

事前・事後学習 事前：テキストの内容確認 
事後：復習と小テストの準備 

11 

学習の主題 Unit 13 Sugar Tax 

授業内容 
1. reading（砂糖税） 
2. grammar（前置詞） 
3. writing（基本的な重要構文） 

事前・事後学習 事前：テキストの内容確認  
事後：復習と小テストの準備 

12 

学習の主題 Unit 14 Antioxidants 

授業内容 
1. reading（抗酸化物質） 
2. grammar（比較級・最上級） 
3. writing（基本的な重要構文） 

事前・事後学習 事前：テキストの内容確認  
事後：復習と小テストの準備 

13 

学習の主題 Unit15 Genetically Modified Food 

授業内容 
1. reading（遺伝子組み換え食品） 
2. grammar（名詞・冠詞） 
3. writing（基本的な重要構文） 

事前・事後学習 事前：テキストの内容確認  
事後：小テストと発表の準備 

 

  

栄
養
学
科

一

年

次

66



学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

5 

学習の主題 Unit 5 The Art of the Bento Box 

授業内容 
1. reading（弁当箱のアート） 
2. grammar（接続詞） 
3. writing（基本的な重要構文） 

事前・事後学習 事前：テキストの内容確認  
事後：復習と小テストの準備 

6 

学習の主題 Unit 6 Kyushoku: The Japanese School Lunch 

授業内容 
1. reading（日本の給食制度） 
2. grammar( 受動態） 
3. writing（基本的な重要構文） 

事前・事後学習 事前：テキストの内容確認  
事後：小テストと発表の準備 

7 

学習の主題 Presentation 1 

授業内容 各々のグループがそれぞれのテーマについてデータをまとめ発表する。 
終了後、質疑応答の時間を設け、テーマへの理解を深める。 

事前・事後学習 事前：グループ毎の発表の準備 
事後：中間振り返りテストの準備 

8 
学習の主題 中間振り返りテスト 
授業内容 これまでに学んだ内容の定着度チェック(Unit 2,3,4,5,6) 
事前・事後学習 事前：中間振り返りテストの学習       事後：Unit 7 の予習 

9 

学習の主題 Unit 7 Kodomo Shokudo 

授業内容 
1. reading（こども食堂） 
2. grammar（不定詞） 
3. writing（基本的な重要構文） 

事前・事後学習 事前：テキストの内容確認 
事後：復習と小テストの準備 

10 

学習の主題 Unit 9 Halal Food 

授業内容 
1. reading（ハラルフード） 
2. grammar（関係詞） 
3. writing（基本的な重要構文） 

事前・事後学習 事前：テキストの内容確認 
事後：復習と小テストの準備 

11 

学習の主題 Unit 13 Sugar Tax 

授業内容 
1. reading（砂糖税） 
2. grammar（前置詞） 
3. writing（基本的な重要構文） 

事前・事後学習 事前：テキストの内容確認  
事後：復習と小テストの準備 

12 

学習の主題 Unit 14 Antioxidants 

授業内容 
1. reading（抗酸化物質） 
2. grammar（比較級・最上級） 
3. writing（基本的な重要構文） 

事前・事後学習 事前：テキストの内容確認  
事後：復習と小テストの準備 

13 

学習の主題 Unit15 Genetically Modified Food 

授業内容 
1. reading（遺伝子組み換え食品） 
2. grammar（名詞・冠詞） 
3. writing（基本的な重要構文） 

事前・事後学習 事前：テキストの内容確認  
事後：小テストと発表の準備 

 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

14 

学習の主題 Presentation 2 

授業内容 各々のグループがそれぞれのテーマについてデータをまとめ発表する。 
終了後、質疑応答の時間を設けテーマへの理解を深める。 

事前・事後学習 事前：グループごとの発表の準備 
事後：期末振り返りテストの準備 

15 
学習の主題 期末振り返りテスト 
授業内容 これまで学んだ内容の定着度チェック （Unit 7, 9, 13, 14, 15） 
事前・事後学習 事前：期末振り返りテストの学習        事後：期末考査の準備 
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授業科目 
英語Ⅱ（会話） 

担当教員 David Flenner / Peter Reemst 
※担当教員は、クラス別 English Ⅱ (Conversation) 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 演習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 ◎ 〇      

授業目的 The purpose of this course is to build basic and intermediate English skills for communicating with 
patients/clients. 

到達目標 
1. Building confidence in order to communicate with patients/clients in English 
2. Improving students’ knowledge of language used in the field of nutrition 
3. Building an awareness of the needs of English speaking patients/clients 

テキスト Bob Jones & Brent Simmonds 「Eat Well」 (Brand New Edition) (Perceptia Press) 
参考書 なし 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

1．Worksheets   30% 
2．Class Participation(Attendance and Question Response)  10% 
3．Mid-Term Test    30% 
4．Final Test    30% 

レポート  
小テスト 60％ 
提出物 30％ 
その他 10％ 

履修上の 
留意事項 Students are expected to participate in conversation and exercises 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 Orientation 
授業内容 Classroom Language and Instruction / Introductory Unit 
事前・事後学習 Pre-Study Unit 1 

2 
学習の主題 Unit 1 
授業内容 The Food You Need 
事前・事後学習 Worksheet 1 

3 
学習の主題 Unit 2 
授業内容 Do You Ever Skip Breakfast? 
事前・事後学習 Worksheet 2 

4 
学習の主題 Unit 3 
授業内容 Let’s Go For Whole Grains 
事前・事後学習 Worksheet 3 

5 
学習の主題 Unit 4 
授業内容 Vegetarian, Protein, & Tofu 
事前・事後学習 Worksheet 4 

6 
学習の主題 Unit 5 
授業内容 Get Your Vits & Minerals 
事前・事後学習 Worksheet 5 

7 
学習の主題 Unit 6 
授業内容 Fats: Good or Bad? 
事前・事後学習 Worksheet 6 

8 
学習の主題 Mid-Term Test 
授業内容 Review / Test 1: Units 1-6 
事前・事後学習 Pre-Study Unit 7 
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授業科目 
英語Ⅱ（会話） 

担当教員 David Flenner / Peter Reemst 
※担当教員は、クラス別 English Ⅱ (Conversation) 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 演習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 ◎ 〇      

授業目的 The purpose of this course is to build basic and intermediate English skills for communicating with 
patients/clients. 

到達目標 
1. Building confidence in order to communicate with patients/clients in English 
2. Improving students’ knowledge of language used in the field of nutrition 
3. Building an awareness of the needs of English speaking patients/clients 

テキスト Bob Jones & Brent Simmonds 「Eat Well」 (Brand New Edition) (Perceptia Press) 
参考書 なし 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

1．Worksheets   30% 
2．Class Participation(Attendance and Question Response)  10% 
3．Mid-Term Test    30% 
4．Final Test    30% 

レポート  
小テスト 60％ 
提出物 30％ 
その他 10％ 

履修上の 
留意事項 Students are expected to participate in conversation and exercises 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 Orientation 
授業内容 Classroom Language and Instruction / Introductory Unit 
事前・事後学習 Pre-Study Unit 1 

2 
学習の主題 Unit 1 
授業内容 The Food You Need 
事前・事後学習 Worksheet 1 

3 
学習の主題 Unit 2 
授業内容 Do You Ever Skip Breakfast? 
事前・事後学習 Worksheet 2 

4 
学習の主題 Unit 3 
授業内容 Let’s Go For Whole Grains 
事前・事後学習 Worksheet 3 

5 
学習の主題 Unit 4 
授業内容 Vegetarian, Protein, & Tofu 
事前・事後学習 Worksheet 4 

6 
学習の主題 Unit 5 
授業内容 Get Your Vits & Minerals 
事前・事後学習 Worksheet 5 

7 
学習の主題 Unit 6 
授業内容 Fats: Good or Bad? 
事前・事後学習 Worksheet 6 

8 
学習の主題 Mid-Term Test 
授業内容 Review / Test 1: Units 1-6 
事前・事後学習 Pre-Study Unit 7 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

9 
学習の主題 Unit 7 
授業内容 The Obesity Epidemic 
事前・事後学習 Worksheet 7 

10 
学習の主題 Unit 8 
授業内容 Water: The Source Of Life 
事前・事後学習 Worksheet 8 

11 
学習の主題 Unit 9 
授業内容 How Was School Lunch? 
事前・事後学習 Worksheet 9 

12 
学習の主題 Unit 10 
授業内容 Food For Small Mouths 
事前・事後学習 Worksheet 10 

13 
学習の主題 Unit 11 
授業内容 Food For Senior Citizens 
事前・事後学習 Worksheet 11 

14 
学習の主題 The Curse of Malnutrition 
授業内容 Unit 12 
事前・事後学習 Worksheet 12 

15 
学習の主題 まとめ Final Test 
授業内容 Review/Test 2: Units 7-12 
事前・事後学習 Not Applicable 
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授業科目 
表現技法Ⅰ（読解・分析）A・C 

担当教員 高木 維 Presentation Skills I 
(Reading Comprehension and Analyses) 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 演習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 ◎       

授業目的 
本科目は、大学および社会において求められる一般的な作文技術の習得を目的とする。文章表現の面では、い
わゆる文学作品的な美文ではなく、学術的表現を用いて、文法ミスのない平易な文を書くことを目指す。内容
構成の面では、三部構成に則り、論拠・出典を明確にしたレポートの作成を目指す。 

到達目標 
1. レポートにふさわしい表現で、文法ミスのない文を書く技能を身に付ける。 
2. 他人発の情報を的確に利用し、出典を明示する技能を身に付ける。 
3. 三部構成の重要性を理解し、レポートの構成を考える能力を身に付ける。 
4. レポートを作成するための全体的なプロセスを把握する。 

テキスト なし 

参考書 奥田統己、神成洋、佐々木冠、本間徹夫、山崎哲永 共著「読みやすく考えて調べて書く」（学術図書出版） 
河野哲也「レポート・論文の書き方入門」（慶應義塾大学出版会） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  目標の到達状況を下記の方法で評価する。 

レポート・その他の提出物・授業態度により総合的に評価する。 
・レポート（50%）：中間レポート・期末レポートの得点 
・提出物（30％）：課題①・課題②の取り組み 
・授業態度（20％）：講義内活動への取り組みの姿勢 

レポート 50％ 
小テスト  
提出物 30％ 
その他 20％ 

履修上の 
留意事項 

講義内活動を踏まえてレポートを執筆していくため、一度の欠席によって課題への取り組みが困難になること
が予想される。そのため、欠席した場合は、教員にメールを送って講義資料・講義スライドを PC で受け取
る、というフォローアップが不可欠である。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ガイダンス／文体 

授業内容 ・本科目の目的、評価基準 
・レポート（論説文）にふさわしい文体 

事前・事後学習 ・宿題に取り組む 

2 

学習の主題 段落構成①／論説文の語彙 

授業内容 ・段落構成の概要と、例示・対比の段落 
・レポートにおいて避けるべき表現 

事前・事後学習 ・宿題に取り組む 

3 

学習の主題 段落構成②／文法ミス 

授業内容 ・意見・論述の段落 
・レポートにおいて頻出する文法ミス 

事前・事後学習 ・課題①（レポートらしい文体の段落を PCで執筆）に取り掛かる 

4 

学習の主題 引用文① 

授業内容 ・引用文献欄の書きかた 
・引用文の示しかた 

事前・事後学習 ・課題①を提出する 

5 

学習の主題 引用文② 

授業内容 ・文献の内容を短くまとめる方法 
・複数の資料を、1つの段落にまとめる活動 

事前・事後学習 ・課題②（引用文を含む段落を PCで執筆）に取り掛かる 
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授業科目 
表現技法Ⅰ（読解・分析）A・C 

担当教員 高木 維 Presentation Skills I 
(Reading Comprehension and Analyses) 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 演習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 ◎       

授業目的 
本科目は、大学および社会において求められる一般的な作文技術の習得を目的とする。文章表現の面では、い
わゆる文学作品的な美文ではなく、学術的表現を用いて、文法ミスのない平易な文を書くことを目指す。内容
構成の面では、三部構成に則り、論拠・出典を明確にしたレポートの作成を目指す。 

到達目標 
1. レポートにふさわしい表現で、文法ミスのない文を書く技能を身に付ける。 
2. 他人発の情報を的確に利用し、出典を明示する技能を身に付ける。 
3. 三部構成の重要性を理解し、レポートの構成を考える能力を身に付ける。 
4. レポートを作成するための全体的なプロセスを把握する。 

テキスト なし 

参考書 奥田統己、神成洋、佐々木冠、本間徹夫、山崎哲永 共著「読みやすく考えて調べて書く」（学術図書出版） 
河野哲也「レポート・論文の書き方入門」（慶應義塾大学出版会） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  目標の到達状況を下記の方法で評価する。 

レポート・その他の提出物・授業態度により総合的に評価する。 
・レポート（50%）：中間レポート・期末レポートの得点 
・提出物（30％）：課題①・課題②の取り組み 
・授業態度（20％）：講義内活動への取り組みの姿勢 

レポート 50％ 
小テスト  
提出物 30％ 
その他 20％ 

履修上の 
留意事項 

講義内活動を踏まえてレポートを執筆していくため、一度の欠席によって課題への取り組みが困難になること
が予想される。そのため、欠席した場合は、教員にメールを送って講義資料・講義スライドを PC で受け取
る、というフォローアップが不可欠である。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ガイダンス／文体 

授業内容 ・本科目の目的、評価基準 
・レポート（論説文）にふさわしい文体 

事前・事後学習 ・宿題に取り組む 

2 

学習の主題 段落構成①／論説文の語彙 

授業内容 ・段落構成の概要と、例示・対比の段落 
・レポートにおいて避けるべき表現 

事前・事後学習 ・宿題に取り組む 

3 

学習の主題 段落構成②／文法ミス 

授業内容 ・意見・論述の段落 
・レポートにおいて頻出する文法ミス 

事前・事後学習 ・課題①（レポートらしい文体の段落を PCで執筆）に取り掛かる 

4 

学習の主題 引用文① 

授業内容 ・引用文献欄の書きかた 
・引用文の示しかた 

事前・事後学習 ・課題①を提出する 

5 

学習の主題 引用文② 

授業内容 ・文献の内容を短くまとめる方法 
・複数の資料を、1つの段落にまとめる活動 

事前・事後学習 ・課題②（引用文を含む段落を PCで執筆）に取り掛かる 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 

学習の主題 報告型レポート／読解 

授業内容 ・文献の内容紹介が目的となるレポートの構成 
・資料読解と引用文の作成 

事前・事後学習 ・課題②を提出する 

7 

学習の主題 アウトライン／表記 

授業内容 ・レポート執筆の準備に必要なアウトラインの作成 
・レポートにおいて避けるべき文字遣い（漢字・数字・記号） 

事前・事後学習 ・アウトラインを完成させ、中間レポートを執筆する 

8 

学習の主題 論述型レポート／文献調査 

授業内容 ・事実に基づいて意見を提示するレポートの構成 
・期末レポートのテーマ告知と文献調査の方法 

事前・事後学習 ・中間レポートを提出する 

9 
学習の主題 論点整理 
授業内容 ・論点（何について論じるのか）の説明に必要となるもの 
事前・事後学習 ・ワークノートを用いて、文献調査・論点整理を進める 

10 
学習の主題 考察 
授業内容 ・自説の正しさを論証するために必要となるもの 
事前・事後学習 ・引き続き、ワークノートを用いて考察を進める 

11 

学習の主題 個人相談①／結論 

授業内容 ・アウトラインにかんする個人相談・教員のチェック 
・レポートの結論の書きかた 

事前・事後学習 ・アウトラインを完成させ、持参する 

12 

学習の主題 個人相談②／序論 

授業内容 ・アウトラインにかんする個人相談・教員のチェック 
・レポートの序論の書きかた 

事前・事後学習 ・アウトラインを完成させ、持参する。また、期末レポートの執筆に取り組
む 

13 

学習の主題 推敲 

授業内容 ・批判的にレポートを読むための演習 
・期末レポート（初稿）の推敲 

事前・事後学習 ・期末レポート（初稿）を書き上げ、持参する 

14 
学習の主題 さまざまな構成 
授業内容 ・投稿規定から、レポート全体の構成を想定するグループワーク 
事前・事後学習 ・期末レポート（最終稿）を 2部印刷し、提出する 

15 

学習の主題 総括 

授業内容 ・期末レポート（最終稿）の読み合い 
・後期に執筆するレポートのテーマ発表 

事前・事後学習 ・後期に向け、告知されたテーマについて情報を集める 
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授業科目 
表現技法Ⅰ（読解・分析）B 

担当教員 安永 立子 Presentation Skills I 
(Reading Comprehension and Analyses) 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 演習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 ◎       

授業目的 言語表現とは何か、という理論的な側面を学び、日本語表現に関する学術的な基礎知識を習得する。そのうえ
で、 知的活動でも職業生活や社会生活でも必要となる実践的な日本語の運用能力を身につける。 

到達目標 
1. 言語表現に関する基本的な学術用語を理解する。 
2. 日本語による文章作成の基本的な能力を身につける。 
3. 文章を書く際の発想力、構成力を学習し、適宜応用できる。 

テキスト なし 
参考書 授業時間内にその都度紹介する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  目標の到達状況を下記の方法で評価する。 

毎回の講義で提出を課す小課題に対して、4 点満点で採点し、60 点満点と
して評価する（３分の１以上の欠席は評価の対象外）。授業に対する取り組
み姿勢についても、採点に適宜加味する。授業内、また事後学習として課す
実作レポートをその都度採点し、合計を 40 点満点に換算して、100 点満点
で上記の目標の達成度を評価する。なお、授業内で課す 3 回の実作レポー
トを 2 回以上提出できなかった場合は評価の対象としない。 

レポート 40% 
小テスト  
提出物 30% 

その他 30% 

履修上の 
留意事項 授業に欠席した場合は、欠席日のワークシートを必ず受け取ること。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 オリエンテーション／本科目の説明と履修上の注意 
レポートについて ／適切な文を書くためのエクササイズ 

授業内容 

本科目の目的、学習内容と方法、評価方法と基準、履修上の留意点につい
て、説明する。  
表現方法を学ぶにあたって、レポートを書くとはどういうことか、概略を学
ぶ｡ 
「非文」「悪文」の例を学生各自が添削し、正しい文についての理解を深め
る｡ 

事前・事後学習 事前にシラバスを読み、本科目履修についての疑問等を明らかにしておく。
授業時間に使用したワークシートを見直し、学習内容の習得に努めること。 

2 

学習の主題 論文の文体を理解する。 

授業内容 間違いやすい語彙の知識を確認する。話し言葉と書き言葉の違いについて
判断できる能力を身につける。論述に適した文体について学ぶ。 

事前・事後学習 授業時間に使用したワークシートを見直し、学習内容の習得に努めること。 

3 

学習の主題 説明的文章の方法（１） 

授業内容 知識や情報を伝えるためには、何が重要か理解する。読者をどのように想定
するかについて学ぶ。 

事前・事後学習 授業時間に使用したワークシートを見直し、学習内容の習得に努めること。 

4 

学習の主題 説明的文章の方法（２）／説明文の製作 

授業内容 言語の抽象化能力とカテゴリー理論について学ぶ。講義をもとに説明文を
書く。 

事前・事後学習 授業時間内に書き上げられなかった場合は次週に提出すること ( 評価は
下がるが、採点対象とする）。 

5 
学習の主題 レポートの基本的構成／発想から文章へ (1) 
授業内容 レポートの基本構成とレポートの種類について学ぶ。 
事前・事後学習 授業時間に使用したワークシートを見直し、学習内容の習得に努めること。 
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授業科目 
表現技法Ⅰ（読解・分析）B 

担当教員 安永 立子 Presentation Skills I 
(Reading Comprehension and Analyses) 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 演習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 ◎       

授業目的 言語表現とは何か、という理論的な側面を学び、日本語表現に関する学術的な基礎知識を習得する。そのうえ
で、 知的活動でも職業生活や社会生活でも必要となる実践的な日本語の運用能力を身につける。 

到達目標 
1. 言語表現に関する基本的な学術用語を理解する。 
2. 日本語による文章作成の基本的な能力を身につける。 
3. 文章を書く際の発想力、構成力を学習し、適宜応用できる。 

テキスト なし 
参考書 授業時間内にその都度紹介する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  目標の到達状況を下記の方法で評価する。 

毎回の講義で提出を課す小課題に対して、4 点満点で採点し、60 点満点と
して評価する（３分の１以上の欠席は評価の対象外）。授業に対する取り組
み姿勢についても、採点に適宜加味する。授業内、また事後学習として課す
実作レポートをその都度採点し、合計を 40 点満点に換算して、100 点満点
で上記の目標の達成度を評価する。なお、授業内で課す 3 回の実作レポー
トを 2 回以上提出できなかった場合は評価の対象としない。 

レポート 40% 
小テスト  
提出物 30% 

その他 30% 

履修上の 
留意事項 授業に欠席した場合は、欠席日のワークシートを必ず受け取ること。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 オリエンテーション／本科目の説明と履修上の注意 
レポートについて ／適切な文を書くためのエクササイズ 

授業内容 

本科目の目的、学習内容と方法、評価方法と基準、履修上の留意点につい
て、説明する。  
表現方法を学ぶにあたって、レポートを書くとはどういうことか、概略を学
ぶ｡ 
「非文」「悪文」の例を学生各自が添削し、正しい文についての理解を深め
る｡ 

事前・事後学習 事前にシラバスを読み、本科目履修についての疑問等を明らかにしておく。
授業時間に使用したワークシートを見直し、学習内容の習得に努めること。 

2 

学習の主題 論文の文体を理解する。 

授業内容 間違いやすい語彙の知識を確認する。話し言葉と書き言葉の違いについて
判断できる能力を身につける。論述に適した文体について学ぶ。 

事前・事後学習 授業時間に使用したワークシートを見直し、学習内容の習得に努めること。 

3 

学習の主題 説明的文章の方法（１） 

授業内容 知識や情報を伝えるためには、何が重要か理解する。読者をどのように想定
するかについて学ぶ。 

事前・事後学習 授業時間に使用したワークシートを見直し、学習内容の習得に努めること。 

4 

学習の主題 説明的文章の方法（２）／説明文の製作 

授業内容 言語の抽象化能力とカテゴリー理論について学ぶ。講義をもとに説明文を
書く。 

事前・事後学習 授業時間内に書き上げられなかった場合は次週に提出すること ( 評価は
下がるが、採点対象とする）。 

5 
学習の主題 レポートの基本的構成／発想から文章へ (1) 
授業内容 レポートの基本構成とレポートの種類について学ぶ。 
事前・事後学習 授業時間に使用したワークシートを見直し、学習内容の習得に努めること。 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 

学習の主題 資料の集め方／引用書誌情報の記し方／「問題提起のある文章」を組み立て
る 

授業内容 
レポート作成に当たって、どのように資料を収集するか学ぶ。また、レポー
ト 内に引用する資料について、その引用の方法や書誌情報の記し方につい
て学ぶ。さらに、「問題提起のある文章」の構成を理解する。 

事前・事後学習 授業時間に使用したワークシートを見直し、学習内容の習得に努めること。 

7 

学習の主題 レポート実作②「問題提起のある文章」の作成に向けての個人指導 

授業内容 レポート実作②「問題提起のある文章」の作成に向けて、個人指導を行う。 
＊情報処理室で授業実施予定 

事前・事後学習 次回授業開始時間までに、レポート実作②「問題提起のある文章」を提出す
る。 

8 

学習の主題 レポート実作②「問題提起のある文章」の提出／発想から文章へ（２）／賛
否両論を想定する 

授業内容 様々なところから発想した観点を文章に発展させる技法を身につける。賛
否両論が可能な文を考えることで、論理的な文章の構築を学ぶ。 

事前・事後学習 
授業開始時間までに、レポート実作②「問題提起のある文章」を提出する。
提出できなかった場合は次週提出すること ( 評価は下がるが、採点対象と
する）。 

9 

学習の主題 論文の構造／賛否両方の論を書いてみる 

授業内容 ある論題に対して、賛否両方の視点から文章を構成してみることで、論理の
骨格を理解する。 

事前・事後学習 授業時間に使用したワークシートを見直し、学習内容の習得に努めること。 

10 

学習の主題 レポートにおける「事実」と「意見」の区別／段落について／中心文と展開
文 

授業内容 
レポートの記述において、「事実」と「意見」をどのように区別して扱うか
について学ぶ。また、段落とそれを構成する中心文、展開文の概念を理解す
る。 

事前・事後学習 授業時間に使用したワークシートを見直し、学習内容の習得に努めること。 

11 

学習の主題 レポート実作③「主張文」の作成に向けての個人指導 

授業内容 レポート実作③「主張文」の作成に向けて、個人指導を行う。 
＊情報処理室で授業実施予定 

事前・事後学習 次回授業開始時間までに、レポート実作③「主張文」を提出する。 

12 

学習の主題 レポート実作③「主張文」の提出／他人の文章に対する批判を構築する 
授業内容 他人の文章の論理構造を読み解き、批判を構築する方法を身につける。 

事前・事後学習 授業開始時間までに、レポート実作③「主張文」を提出する。提出できなか
った場合は次週提出すること ( 評価は下がるが、採点対象とする）。 

13 
学習の主題 論理的文章の基本 
授業内容 要約の方法を確認する。論文の文体を身につける。 
事前・事後学習 授業時間に使用したワークシートを見直し、学習内容の習得に努めること。 

14 
学習の主題 情報を整理する 
授業内容 データの読み取りの基本を学ぶ。論文の論理構築の方法を理解する。 
事前・事後学習 授業時間に使用したワークシートを見直し、学習内容の習得に努めること。 

15 

学習の主題 敬語と手紙・メール文の基本 

授業内容 日常的な言語によるコミュニケーションの訓練として、敬語を学ぶ。その運
用 例として、手紙、またはメール文を書いてみる。 

事前・事後学習 授業時間に使用したワークシートを見直し、学習内容の習得に努めること。 
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授業科目 
表現技法Ⅱ（討議・発表）A・C 

担当教員 高木 維 Presentation Skills Ⅱ 
(Academic Presentation) 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 演習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 ◎       

授業目的 
本科目は、大学および社会において求められるプレゼンテーション技術の習得を目的とする。レポート執筆の
過程では討議を行い、他者の見解・批判を取り込んで更に考察を進める。最終的に、レポートの口頭発表会を
体験することによって、分かりやすいスピーチ・資料とはどういったものかを理解する。 

到達目標 
1. 討議において、肯定的・批判的意見を出す技能を身に付ける。 
2. レポートの内容を短くまとめ、発表する技能を身に付ける。 
3. レポートとは異なる、発表時の配布資料を作成する技能を身に付ける。 

テキスト なし 

参考書 奥田統己、神成洋、佐々木冠、本間徹夫、山崎哲永 共著「読みやすく考えて調べて書く」（学術図書出版） 
河野哲也「レポート・論文の書き方入門」（慶應義塾大学出版会） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  目標の到達状況を下記の方法で評価する。 

提出物、発表・討論の内容により総合的に評価する。 
・レポート（30%）：レポートの得点 
・提出物（40％）：課題①・課題②・発表資料の取り組み 
・授業態度（30％）：講義内活動への取り組みの姿勢 

レポート 30％ 
小テスト  
提出物 40％ 
その他 30％ 

履修上の 
留意事項 

前期と同様、欠席した場合は、教員にメールを送って講義資料を PC で受け取る、というフォローアップが不
可欠である。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ガイダンス／リサーチクエスチョン 

授業内容 ・後期の到達目標・注意事項の説明 
・リサーチクエスチョンの考えかた・絞り込みかた 

事前・事後学習 ・夏休み中に情報を収集し、テーマを選んでおく 
・利用すべき文献・そのコピーを手元に控えておく 

2 

学習の主題 図表 
授業内容 ・レポートにおける図表の利用のしかた 

事前・事後学習 ・状況調査を続行する 
・課題①（図表の利用について）に取り掛かる 

3 

学習の主題 資料の作成 
授業内容 ・討議・発表で利用する、配布資料のまとめかた 

事前・事後学習 ・状況調査・考察を続け、資料にまとめる 
・課題①を提出する 

4 

学習の主題 討議 

授業内容 ・一般的な討議の流れ 
・討議の練習 

事前・事後学習 ・状況調査・考察を続け、資料にまとめる 

5 
学習の主題 討議の実践① 
授業内容 ・現時点での状況調査結果・考察を資料にまとめ、グループで討議 
事前・事後学習 ・討議に利用する資料を指定の枚数印刷し、持参する 

6 
学習の主題 討議の実践② 
授業内容 ・現時点での状況調査結果・考察を資料にまとめ、グループで討議 
事前・事後学習 ・討議の結果をプリントにまとめる（課題②） 
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授業科目 
表現技法Ⅱ（討議・発表）A・C 

担当教員 高木 維 Presentation Skills Ⅱ 
(Academic Presentation) 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 演習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 ◎       

授業目的 
本科目は、大学および社会において求められるプレゼンテーション技術の習得を目的とする。レポート執筆の
過程では討議を行い、他者の見解・批判を取り込んで更に考察を進める。最終的に、レポートの口頭発表会を
体験することによって、分かりやすいスピーチ・資料とはどういったものかを理解する。 

到達目標 
1. 討議において、肯定的・批判的意見を出す技能を身に付ける。 
2. レポートの内容を短くまとめ、発表する技能を身に付ける。 
3. レポートとは異なる、発表時の配布資料を作成する技能を身に付ける。 

テキスト なし 

参考書 奥田統己、神成洋、佐々木冠、本間徹夫、山崎哲永 共著「読みやすく考えて調べて書く」（学術図書出版） 
河野哲也「レポート・論文の書き方入門」（慶應義塾大学出版会） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  目標の到達状況を下記の方法で評価する。 

提出物、発表・討論の内容により総合的に評価する。 
・レポート（30%）：レポートの得点 
・提出物（40％）：課題①・課題②・発表資料の取り組み 
・授業態度（30％）：講義内活動への取り組みの姿勢 

レポート 30％ 
小テスト  
提出物 40％ 
その他 30％ 

履修上の 
留意事項 

前期と同様、欠席した場合は、教員にメールを送って講義資料を PC で受け取る、というフォローアップが不
可欠である。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ガイダンス／リサーチクエスチョン 

授業内容 ・後期の到達目標・注意事項の説明 
・リサーチクエスチョンの考えかた・絞り込みかた 

事前・事後学習 ・夏休み中に情報を収集し、テーマを選んでおく 
・利用すべき文献・そのコピーを手元に控えておく 

2 

学習の主題 図表 
授業内容 ・レポートにおける図表の利用のしかた 

事前・事後学習 ・状況調査を続行する 
・課題①（図表の利用について）に取り掛かる 

3 

学習の主題 資料の作成 
授業内容 ・討議・発表で利用する、配布資料のまとめかた 

事前・事後学習 ・状況調査・考察を続け、資料にまとめる 
・課題①を提出する 

4 

学習の主題 討議 

授業内容 ・一般的な討議の流れ 
・討議の練習 

事前・事後学習 ・状況調査・考察を続け、資料にまとめる 

5 
学習の主題 討議の実践① 
授業内容 ・現時点での状況調査結果・考察を資料にまとめ、グループで討議 
事前・事後学習 ・討議に利用する資料を指定の枚数印刷し、持参する 

6 
学習の主題 討議の実践② 
授業内容 ・現時点での状況調査結果・考察を資料にまとめ、グループで討議 
事前・事後学習 ・討議の結果をプリントにまとめる（課題②） 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 

学習の主題 アウトラインの作成／個人相談① 

授業内容 ・討議結果を踏まえ、レポートのアウトラインを作成 
・アウトラインにかんする、教員のチェック・個人相談 

事前・事後学習 ・課題②（討議結果のまとめ）を提出する 
・アウトラインを作成し、持参する 

8 

学習の主題 序論・結論／個人相談② 

授業内容 ・序論・結論の書きかた 
・アウトラインにかんする、教員のチェック・個人相談 

事前・事後学習 ・アウトラインを作成し、持参する 
・相談結果をもとに、レポートを次週までに完成させる 

9 

学習の主題 口頭発表／原稿作成 

授業内容 ・発表時に気を付けるべきこと 
・発表時間内に収まる原稿作成 

事前・事後学習 ・レポートを提出する 

10 

学習の主題 口頭発表の練習 ／ 質疑応答 

授業内容 ・口頭発表用の原稿を持参し、グループで発表練習をする 
・発表会における、一般的な質問のしかた、回答のしかた 

事前・事後学習 ・発表用原稿を作成し、持参する 
・レポート発表会の発表資料データをメールで送信する 

11 

学習の主題 発表会① 
授業内容 ・発表時間 4-5 分、質疑応答 5 分までの発表を行う 

事前・事後学習 ・配布用の発表資料を準備し、発表に備える 
・聴衆側は資料に目を通し、質疑に備える 

12 

学習の主題 発表会② 
授業内容 ・発表時間 4-5 分、質疑応答 5 分までの発表を行う 

事前・事後学習 ・配布用の発表資料を準備し、発表に備える 
・聴衆側は資料に目を通し、質疑に備える 

13 

学習の主題 発表会③ 
授業内容 ・発表時間 4-5 分、質疑応答 5 分までの発表を行う 

事前・事後学習 ・配布用の発表資料を準備し、発表に備える 
・聴衆側は資料に目を通し、質疑に備える 

14 

学習の主題 発表会④ 
授業内容 ・発表時間 5 分、質疑応答 5 分までの発表を行う 

事前・事後学習 ・配布用の発表資料を準備し、発表に備える 
・聴衆側は資料に目を通し、質疑に備える 

15 

学習の主題 総括 

授業内容 ・レポート・発表資料の返却、前期・後期の総括 
・講義内容を復習する練習問題 

事前・事後学習 なし 
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授業科目 
表現技法Ⅱ（討議・発表）B 

担当教員 安永 立子 Presentation Skills Ⅱ  
Academic Presentation) 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 演習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 ◎       

授業目的 
様々な場面で必要とされる「プレゼンテーション力」を養い、人間関係を構築するコミュニケーションのあり
方を学習する。また、多人数の前で話す能力を身につけるとともに、的確な情報伝達の方法を学習する。さら
に、自分の主張を論理的に表現する方法を学び、複数人による討議を有意義に進行させることができる。 

到達目標 
1. 日本語による発表や討論のための基本的な方法論を身につける。 
2. 発話による他人とのコミュニケーションを円滑に行うために、必要な知識を習得する。 
3. 複数人による討議に際して、論理的な議論を行うことを可能にする。 

テキスト なし 
参考書 授業時間内にその都度紹介する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  目標の到達状況を下記の方法で評価する。 

毎回の講義への積極的な参加に対して、4 点満点で採点し、60 点満点とし
て評価する（３分の１以上の欠席は評価の対象外）。授業内での口頭発表及
び、その準備のために作成する課題と事後の振り返り課題をその都度採点
し、合計を 40 点満点に換算して、100 点満点で上記の目標の達成度を評価
する。なお、授業内で課す 3 回の口頭発表のうち、2 回以上実施できなかっ
た場合は評価の対象としない。 
その他：口頭発表、授業への取り組み姿勢 

レポート  
小テスト  
提出物 40％ 

その他 
60％ 

履修上の 
留意事項 授業に欠席した場合は、欠席日のワークシートを必ず受け取ること。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 「口頭発表」について学ぶ。 

授業内容 
ガイダンス : 本科目の目的、学習内容と方法、評価方法と基準、履修上の
留意点について、説明する。  
口頭による発表の特徴と留意点について学習する。次回のスピーチ原稿を
作成する。 

事前・事後学習 事前にシラバスを読み、履修上の疑問点を確認しておく。 
担当者は次週のスピー チのリハーサルをしておく。 

2 

学習の主題 実践 (A)3 分間スピーチ (1) 

授業内容 １対多のコミュニケーション実践として、スピーチをする。 
自分の伝達したいメッセージを相手に伝える工夫を考える。 

事前・事後学習 クラスメートによる相互批評から自分の発表の反省点を考える。 
担当者は次週のスピーチのリハーサルをしておく。 

3 

学習の主題 実践 (A)3 分間スピーチ (2) 

授業内容 １対多のコミュニケーション実践として、スピーチをする。 
自分の伝達したいメッセージを相手に伝える工夫を考える。 

事前・事後学習 クラスメートによる相互批評から自分の発表の反省点を考える。 
プレゼンテーションを行う発表主題を決める。 

4 

学習の主題 「プレゼンテーション」について学ぶ。プレゼンテーション発表用資料、及
び、発表原稿の作成。 

授業内容 
プレゼンテーションの方法と留意点について学習する。自分が行う発表に
必要な視覚的資料及び、発表原稿を作成する。 
＊情報処理室で授業実施予定 

事前・事後学習 プレゼンテーションに必要な視覚的資料及び、発表原稿を作成する。 
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授業科目 
表現技法Ⅱ（討議・発表）B 

担当教員 安永 立子 Presentation Skills Ⅱ  
Academic Presentation) 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 演習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 ◎       

授業目的 
様々な場面で必要とされる「プレゼンテーション力」を養い、人間関係を構築するコミュニケーションのあり
方を学習する。また、多人数の前で話す能力を身につけるとともに、的確な情報伝達の方法を学習する。さら
に、自分の主張を論理的に表現する方法を学び、複数人による討議を有意義に進行させることができる。 

到達目標 
1. 日本語による発表や討論のための基本的な方法論を身につける。 
2. 発話による他人とのコミュニケーションを円滑に行うために、必要な知識を習得する。 
3. 複数人による討議に際して、論理的な議論を行うことを可能にする。 

テキスト なし 
参考書 授業時間内にその都度紹介する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  目標の到達状況を下記の方法で評価する。 

毎回の講義への積極的な参加に対して、4 点満点で採点し、60 点満点とし
て評価する（３分の１以上の欠席は評価の対象外）。授業内での口頭発表及
び、その準備のために作成する課題と事後の振り返り課題をその都度採点
し、合計を 40 点満点に換算して、100 点満点で上記の目標の達成度を評価
する。なお、授業内で課す 3 回の口頭発表のうち、2 回以上実施できなかっ
た場合は評価の対象としない。 
その他：口頭発表、授業への取り組み姿勢 

レポート  
小テスト  
提出物 40％ 

その他 
60％ 

履修上の 
留意事項 授業に欠席した場合は、欠席日のワークシートを必ず受け取ること。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 「口頭発表」について学ぶ。 

授業内容 
ガイダンス : 本科目の目的、学習内容と方法、評価方法と基準、履修上の
留意点について、説明する。  
口頭による発表の特徴と留意点について学習する。次回のスピーチ原稿を
作成する。 

事前・事後学習 事前にシラバスを読み、履修上の疑問点を確認しておく。 
担当者は次週のスピー チのリハーサルをしておく。 

2 

学習の主題 実践 (A)3 分間スピーチ (1) 

授業内容 １対多のコミュニケーション実践として、スピーチをする。 
自分の伝達したいメッセージを相手に伝える工夫を考える。 

事前・事後学習 クラスメートによる相互批評から自分の発表の反省点を考える。 
担当者は次週のスピーチのリハーサルをしておく。 

3 

学習の主題 実践 (A)3 分間スピーチ (2) 

授業内容 １対多のコミュニケーション実践として、スピーチをする。 
自分の伝達したいメッセージを相手に伝える工夫を考える。 

事前・事後学習 クラスメートによる相互批評から自分の発表の反省点を考える。 
プレゼンテーションを行う発表主題を決める。 

4 

学習の主題 「プレゼンテーション」について学ぶ。プレゼンテーション発表用資料、及
び、発表原稿の作成。 

授業内容 
プレゼンテーションの方法と留意点について学習する。自分が行う発表に
必要な視覚的資料及び、発表原稿を作成する。 
＊情報処理室で授業実施予定 

事前・事後学習 プレゼンテーションに必要な視覚的資料及び、発表原稿を作成する。 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

5 

学習の主題 プレゼンテーション発表用資料、及び、発表原稿の作成／スピーチのまとめ
と反省 

授業内容 自分が行う発表に必要な視覚的資料を作成する。 
＊情報処理室で授業実施予定 

事前・事後学習 プレゼンテーションに必要な視覚的資料及び、発表原稿を作成する。 
次週発表者はリハーサルをしておくこと。 

6 

学習の主題 実践 (B) プレゼンテーション (1) 

授業内容 視覚資料を使用した口頭発表の実践として、プレゼンテーションを行う。 
自分の主張を相手に理解してもらう発表のしかたを学ぶ。 

事前・事後学習 発表者はプレゼンテーションの振り返りシートを作成し、次週に提出。 
次週発表者はリハーサルをしておくこと。 

7 

学習の主題 実践 (B) プレゼンテーション (2) 

授業内容 視覚資料を使用した口頭発表の実践として、プレゼンテーションを行う。 
自分の主張を相手に理解してもらう発表のしかたを学ぶ。 

事前・事後学習 発表者はプレゼンテーションの振り返りシートを作成し、次週に提出。 
次週発表者はリハーサルをしておくこと。 

8 

学習の主題 実践 (B) プレゼンテーション (3) 

授業内容 視覚資料を使用した口頭発表の実践として、プレゼンテーションを行う。 
自分の主張を相手に理解してもらう発表のしかたを学ぶ。 

事前・事後学習 発表者はプレゼンテーションの振り返りシートを作成し、次週に提出。 
次週発表者はリハーサルをしておくこと。 

9 

学習の主題 実践 (B) プレゼンテーション (4) 

授業内容 視覚資料を使用した口頭発表の実践として、プレゼンテーションを行う。 
自分の主張を相手に理解してもらう発表のしかたを学ぶ。 

事前・事後学習 発表者はプレゼンテーションの振り返りシートを作成し、次週に提出。 
担当するディベート論題について知識を蓄積する。 

10 

学習の主題 発表者はプレゼンテーションの振り返りシートを作成し、次週に提出。 
担当するディベート論題について知識を蓄積する。 

授業内容 

ディベートについての基本的な知識を学習し、実践に向けての計画を立て
る。  
各チームごとに、役割分担を決定し、ディベート論題についての情報収集を
行う。 
＊情報処理室で授業実施予定 

事前・事後学習 ディベートチーム内で作業を分担し、必要な調査を行う。 
ディベートチーム内で分担し、立論や反対尋問等を作成する。 

11 

学習の主題 ディベートの構築／プレゼンテーションのまとめと反省 

授業内容 
各チームごとに、論点の整理、全体の原稿作成、役割分担の確認、などを行
う。 
＊情報処理室で授業実施予定 

事前・事後学習 次回以降のディベート本番に向けてリハーサルをしておく。 

12 

学習の主題 実践 (C) ディベート (1) 

授業内容 ２チームがディベートを実践し、他チームは判定をする。 
論理的に論争すること、論理を評価することを学習する。 

事前・事後学習 次回以降のディベート本番に向け、担当チームはリハーサルをしておく。 

13 

学習の主題 実践 (C) ディベート (2) 

授業内容 ２チームがディベートを実践し、他チームは判定をする。 
論理的に論争すること、論理を評価することを学習する。 

事前・事後学習 次回以降のディベート本番に向け、担当チームはリハーサルをしておく。 

14 

学習の主題 実践 (C) ディベート (3) 

授業内容 ２チームがディベートを実践し、他チームは判定をする。 
論理的に論争すること、論理を評価することを学習する。 

事前・事後学習 次回以降のディベート本番に向け、担当チームはリハーサルをしておく。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

15 

学習の主題 実践 (C) ディベート (4) ディベートのまとめと反省 

授業内容 ２チームがディベートを実践し、他チームは判定をする。 
論理的に論争すること、論理を評価することを学習する。 

事前・事後学習 後期の講義全体を振り返り、発表・討議の際に注意すべき点を確認しておく
こと。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

15 

学習の主題 実践 (C) ディベート (4) ディベートのまとめと反省 

授業内容 ２チームがディベートを実践し、他チームは判定をする。 
論理的に論争すること、論理を評価することを学習する。 

事前・事後学習 後期の講義全体を振り返り、発表・討議の際に注意すべき点を確認しておく
こと。 

 

授業科目 
心理学 

担当教員 小島 康次 
Psychology 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

○ ◎ ○ ○     

授業目的 

心理学は、私たち人間の「こころ」を科学的に理解しようとする学問です。心理学の研究対象には、外から見 
えない心の働きや、他者から観察できる行動など、さまざまな現象が含まれます。具体的には、私たちが目や 
耳を通して外の世界を知覚するしくみ、知覚された情報に基づいて考えたり行動したりするプロセス、そこで 
生じる感情や動機づけ、そして一人ひとり異なるように見える性格、他者とのかかわりや集団の中の人間行動 
など、多岐にわたります。心理学はこれまで、そうした問題に対する答えを実験や観察、調査、テストなど科 
学的方法を用いて積み重ねてきました。心のメカニズムを科学的な方法で知ることによって、他者の心と行動 
をより良く理解し、自分自身の心と行動をより良くコントロールできるようになると考えられるのです。 

到達目標 心のメカニズムを客観的な方法によって知ることの重要性を理解し、社会生活における応用について学ぶ。 
テキスト 梅本尭夫・大山正編著「心理学への招待ーこころの科学を知るー［改訂版］」（サイエンス社） 
参考書 適宜指示する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 100％ 

講義内容の理解、獲得した知識について確認する｡ 
レポート  
小テスト  
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 事後学習としてテキストの該当する章の末尾にある “WORKS” を各自でやっておくこと。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 第１章：歴史と方法① 
授業内容 1.1 心理学の歴史～ 1.3 心理学の成立 
事前・事後学習 テキストの当該箇所を予習し、配布プリント、ノートを復習すること。 

2 
学習の主題 第 1 章：歴史と方法② 
授業内容 1.4 20 世紀初頭の動向～ 1.6 心理学の方法 
事前・事後学習 テキストの当該箇所を予習し、配布プリント、ノートを復習すること。 

3 
学習の主題 第２章：感覚と知覚 
授業内容 2.1 感覚と知覚～ 2.3 知覚 
事前・事後学習 テキストの当該箇所を予習し、配布プリント、ノートを復習すること。 

4 
学習の主題 第３章：記憶① 
授業内容 3.1 記憶の意義～ 3.5 感覚記憶 
事前・事後学習 テキストの当該箇所を予習し、配布プリント、ノートを復習すること。 

5 
学習の主題 第３章：記憶② 
授業内容 3.6 短期記憶～ 3.9 日常の記憶〔小テスト 1〕 
事前・事後学習 テキストの当該箇所を予習し、配布プリント、ノートを復習すること。 

6 
学習の主題 第４章：学習① 
授業内容 4.1 学習の意味と定義～ 4.3 社会的学習 
事前・事後学習 テキストの当該箇所を予習し、配布プリント、ノートを復習すること。 

7 
学習の主題 第４章：学習② 
授業内容 4.4 自立的学習～ 4.6 学習の神経メカニズム 
事前・事後学習 テキストの当該箇所を予習し、配布プリント、ノートを復習すること。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 第５章：思考と言語① 
授業内容 5.1 問題解決～ 5.4 概念 
事前・事後学習 テキストの当該箇所を予習し、配布プリント、ノートを復習すること。 

9 
学習の主題 第５章：思考と言語② 
授業内容 5.5 推理～ 5.7 思考の障害 
事前・事後学習 テキストの当該箇所を予習し、配布プリント、ノートを復習すること。 

10 
学習の主題 第６章：情動と動機づけ 
授業内容 6.1 情動とは何か～ 6.6 動機づけ〔小テスト 2〕 
事前・事後学習 テキストの当該箇所を予習し、配布プリント、ノートを復習すること。 

11 
学習の主題 第７章：発達 
授業内容 7.1 発達心理学の成立と展開～ 7.5 まとめ 
事前・事後学習 テキストの当該箇所を予習し、配布プリント、ノートを復習すること。 

12 

学習の主題 第８章：性格① 
授業内容 8.1 性格の定義、8.2 性格の理論 

事前・事後学習 テキストの当該箇所を予習し、配布プリント、ノートを復習すること。テキ
ス トの当該箇所を予習し、配布プリント、ノートを復習すること。 

13 
学習の主題 第８章：性格② 
授業内容 8.3 性格の類型論～ 8.5 性格の評価と測定 
事前・事後学習 テキストの当該箇所を予習し、配布プリント、ノートを復習すること。 

14 

学習の主題 第９章：社会行動① 

授業内容 9.1 他者の存在と他者との関係の意味、9.2 対人関係の機制と関係成立の要
因 

事前・事後学習 テキストの当該箇所を予習し、配布プリント、ノートを復習すること。 

15 
学習の主題 第９章：社会行動② 
授業内容 9.3 人間関係と集団、9.4 社会的ネットワークの意義〔小テスト 3〕 
事前・事後学習 テキストの当該箇所を予習し、配布プリント、ノートを復習すること。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 第５章：思考と言語① 
授業内容 5.1 問題解決～ 5.4 概念 
事前・事後学習 テキストの当該箇所を予習し、配布プリント、ノートを復習すること。 

9 
学習の主題 第５章：思考と言語② 
授業内容 5.5 推理～ 5.7 思考の障害 
事前・事後学習 テキストの当該箇所を予習し、配布プリント、ノートを復習すること。 

10 
学習の主題 第６章：情動と動機づけ 
授業内容 6.1 情動とは何か～ 6.6 動機づけ〔小テスト 2〕 
事前・事後学習 テキストの当該箇所を予習し、配布プリント、ノートを復習すること。 

11 
学習の主題 第７章：発達 
授業内容 7.1 発達心理学の成立と展開～ 7.5 まとめ 
事前・事後学習 テキストの当該箇所を予習し、配布プリント、ノートを復習すること。 

12 

学習の主題 第８章：性格① 
授業内容 8.1 性格の定義、8.2 性格の理論 

事前・事後学習 テキストの当該箇所を予習し、配布プリント、ノートを復習すること。テキ
ス トの当該箇所を予習し、配布プリント、ノートを復習すること。 

13 
学習の主題 第８章：性格② 
授業内容 8.3 性格の類型論～ 8.5 性格の評価と測定 
事前・事後学習 テキストの当該箇所を予習し、配布プリント、ノートを復習すること。 

14 

学習の主題 第９章：社会行動① 

授業内容 9.1 他者の存在と他者との関係の意味、9.2 対人関係の機制と関係成立の要
因 

事前・事後学習 テキストの当該箇所を予習し、配布プリント、ノートを復習すること。 

15 
学習の主題 第９章：社会行動② 
授業内容 9.3 人間関係と集団、9.4 社会的ネットワークの意義〔小テスト 3〕 
事前・事後学習 テキストの当該箇所を予習し、配布プリント、ノートを復習すること。 

 

授業科目 
倫理学 

担当教員 村上 友一 
Ethics 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

◎ 〇  〇     

授業目的 生命倫理を考える上で必要な、倫理的な思考力を養うとともに、生命倫理で扱われる諸問題を掘り下げて思考
するための基礎力を養う。 

到達目標 
1. 決定主体である自己の成立基盤を理解する。 
2. 倫理的な問題に対して自分自身で考える力を養成する。 
3. 自分自身の考えを正しく表現する力を養い、コミュニケーション能力の向上をはかる。 

テキスト 特に指定しない。 
参考書 授業内で紹介する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  目標の到達状況を下記の方法で評価する。 

レポート 50％、提出物 25％、その他（取り組み姿勢）25％によって評価す
る。 
なお、その他には、「授業内で行われる議論への積極的な参加姿勢」も含ま
れる。 

レポート 50% 
小テスト  
提出物 25% 
その他 25% 

履修上の 
留意事項 

本講義では自分で考え、それを文章化する時間を設ける（上記、提出物）。 
この時間は私語を認めるので、友人とのコミュニケーションを通して自分の考えを深めて欲しい。 
講義がすべて終了した後にレポートが課される。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ガイダンス 

授業内容 生命倫理や現代社会において重視される自己決定権の背後に自由主義があ
ることを確認する。 

事前・事後学習 講義ノートを見返して、復習して次回の授業にのぞむこと。 

2 

学習の主題 自由主義の帰結 

授業内容 自由主義を突き詰めると、社会規範の多くが浸食されるほか、いくつかの問
題 が生じることを確認する。 

事前・事後学習 講義ノートを見返して、復習して次回の授業にのぞむこと。 

3 

学習の主題 カントのリバタリアニズム批判 

授業内容 カントの哲学的立場から「自由主義」を批判的に見たときに、何が得られ、
何が失われるかを見ておく。 

事前・事後学習 講義ノートを見返して、復習して次回の授業にのぞむこと。 

4 

学習の主題 自己決定の成立基盤としての平等 

授業内容 リバタリアンが考えるように平等が自由を破壊するのではなく、むしろ平
等が 自由を保障することを確認する。 

事前・事後学習 講義ノートを見返して、復習して次回の授業にのぞむこと。 

5 
学習の主題 平等概念の再検討（1） 
授業内容 平等概念は複雑であるので、これを分析・整理しておく。 
事前・事後学習 講義ノートを見返して、復習して次回の授業にのぞむこと。 

6 

学習の主題 平等概念の再検討（2） 

授業内容 いくつかの事例について考えることを通して、平等と不平等の理解を深め
る。 

事前・事後学習 講義ノートを見返して、復習して次回の授業にのぞむこと。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 

学習の主題 自己と共同体の関係を問い直す 

授業内容 自己決定の主体である個人がどのような存在であるのかを、これまでの考
察を 整理しつつ解明していく。 

事前・事後学習 講義ノートを見返して、復習して次回の授業にのぞむこと。 

8 

学習の主題 自己の成立基盤としての共同体：国家・家族・自己 

授業内容 
インフォームド・コンセントの主体となるべき個人のあり方を明確にし、そ
れによってインフォームド・コンセントを別の角度からとらえる視点を提
供する。 

事前・事後学習 レポートに備えて、理解を整理し、不明な点を明確にすること。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 

学習の主題 自己と共同体の関係を問い直す 

授業内容 自己決定の主体である個人がどのような存在であるのかを、これまでの考
察を 整理しつつ解明していく。 

事前・事後学習 講義ノートを見返して、復習して次回の授業にのぞむこと。 

8 

学習の主題 自己の成立基盤としての共同体：国家・家族・自己 

授業内容 
インフォームド・コンセントの主体となるべき個人のあり方を明確にし、そ
れによってインフォームド・コンセントを別の角度からとらえる視点を提
供する。 

事前・事後学習 レポートに備えて、理解を整理し、不明な点を明確にすること。 

 

授業科目 
生態学 

担当教員 立澤 史郎 
Ecology 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 〇 ◎ 〇     

授業目的 ヒトを含む生物と環境との関わりを科学的に理解し、環境問題を科学的・総合的・多視的にとらえる基盤とし
て、生態学（生態科学）の基礎を学ぶ。 

到達目標 ・「２つの自然」「３つの生態学」について理解し説明できる。 
・地球環境問題について生態学的観点（食物連鎖・生物濃縮など）から解説・議論することができる。 

テキスト ありません 

参考書 
1. 日本生態学会編「生態学入門［第 2版］（東京化学同人） 
2. 鷲谷いづみ , 矢原徹一著「保全生態学入門―遺伝子から景観まで」（文一総合出版） 
3. 大塚柳太郎ほか著「人類生態学［第 2 版］」（東京大学出版会） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  目標の到達状況を毎回のコメントペーパー、レポート、および受講状況を合

わせて総合的に評価します。 
レポート 40％ 
提出物 40％：コメントペーパー 
その他 20％：受講状況 

レポート 40％ 
小テスト  
提出物 40％ 
その他 20％ 

履修上の 
留意事項 

・高校「生物」教科書（特に生態・環境の項）を読み返しておくことが望ましい。 
・講義の内容および順序は受講生の理解度や関心等により変更する場合があります。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ガイダンス・序論 1（生物進化と「2つの自然」） 

授業内容 
生態学が自然の家計学・経済学であることを学ぶ。また、ヒトを含む生物の
進化が、生物と環境（「内なる自然」と「外なる自然」）の相互作用で生じて
きたことを学ぶ。 

事前・事後学習 事前学習：過去に学んだ「進化」「適応」について復習しておくこと。  
事後には講義・討論の内容を復習すること。 

2 

学習の主題 序論 2（生物の集団現象を学ぶ三つの視点） 

授業内容 生物の集団現象を学ぶ際に、個体群、群集、生態系という 3 つの視点があ
ることを理解する。また「保全」と「愛護」の違いを理解する。 

事前・事後学習 事前学習：個体群、群集、生態系の構成要素がどう違うのか、考えてみる。 
事後には講義・討論の内容を復習すること。 

3 

学習の主題 個体群生態学 1（理論） 

授業内容 個体数の変動の過程や要因の理論（研究例）を学ぶ。またそれが、鳥獣害問
題の解決・軽減につながることを理解する。 

事前・事後学習 事前に身の回りやメディアで見聞きする生物個体群に関係するニュースを
調べる。 事後には講義内容を復習し、具体的事例の調査を進めること。 

4 

学習の主題 個体群生態学 2（鳥獣害問題の事例） 
授業内容 個体群生態学の事例、特に鳥獣害の被害・管理問題の実例を学ぶ。 

事前・事後学習 事前に身の回りやメディアで見聞きする鳥獣害問題等に関係するニュース
を調べる。 事後には講義内容を復習し、具体的事例の調査を進めること。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

5 

学習の主題 群集生態学 1（理論） 

授業内容 群集（種数）の変化やその要因の理論（研究例）を学ぶ。またそれが、生物
多様性保全や外来種問題と関係することを理解する。 

事前・事後学習 事前に身の回りやメディアで見聞きする生物群集に関係するニュースを調
べる。 事後には講義内容を復習し、具体的事例の調査を進めること。 

6 

学習の主題 群集生態学 2（生物多様性問題の事例） 
授業内容 群集生態学の応用事例、特に生物多様性問題・外来種問題の実例を学ぶ。 

事前・事後学習 
事前に身の回りやメディアで見聞きする生物多様性や外来種問題に関係す
るニュースを調べる。 事後には講義内容を復習し、具体的事例の調査を進
めること。 

7 

学習の主題 生態系生態学 1（理論） 

授業内容 生態系における物質やエネルギーの循環の理論（研究例）を学ぶ。またそれ
が、人類の生存環境の問題と深く関わることを理解する。 

事前・事後学習 
事前に身の回りやメディアで見聞きする生物生態系に関係するニュースを
調べる。 
事後には講義内容を復習し、具体的事例の調査を進めること。 

8 

学習の主題 生態系生態学 2（環境・公害問題の事例） 
授業内容 生態系生態学の応用事例、特に環境・郊外問題の実例を学ぶ。 

事前・事後学習 事前に身の回りやメディアで見聞きする環境・公害問題に関係するニュー
スを調べる。 事後には講義内容を復習し、具体的事例の調査を進めること。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

5 

学習の主題 群集生態学 1（理論） 

授業内容 群集（種数）の変化やその要因の理論（研究例）を学ぶ。またそれが、生物
多様性保全や外来種問題と関係することを理解する。 

事前・事後学習 事前に身の回りやメディアで見聞きする生物群集に関係するニュースを調
べる。 事後には講義内容を復習し、具体的事例の調査を進めること。 

6 

学習の主題 群集生態学 2（生物多様性問題の事例） 
授業内容 群集生態学の応用事例、特に生物多様性問題・外来種問題の実例を学ぶ。 

事前・事後学習 
事前に身の回りやメディアで見聞きする生物多様性や外来種問題に関係す
るニュースを調べる。 事後には講義内容を復習し、具体的事例の調査を進
めること。 

7 

学習の主題 生態系生態学 1（理論） 

授業内容 生態系における物質やエネルギーの循環の理論（研究例）を学ぶ。またそれ
が、人類の生存環境の問題と深く関わることを理解する。 

事前・事後学習 
事前に身の回りやメディアで見聞きする生物生態系に関係するニュースを
調べる。 
事後には講義内容を復習し、具体的事例の調査を進めること。 

8 

学習の主題 生態系生態学 2（環境・公害問題の事例） 
授業内容 生態系生態学の応用事例、特に環境・郊外問題の実例を学ぶ。 

事前・事後学習 事前に身の回りやメディアで見聞きする環境・公害問題に関係するニュー
スを調べる。 事後には講義内容を復習し、具体的事例の調査を進めること。 

 

授業科目 
スポーツ科学と運動 

担当教員 岡野 なお子 
Sports Science and Exercise 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 演習 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

◎ 〇  〇   〇  

授業目的 
本授業は、身体を動かすことを通し、スポーツの楽しさ、仲間とのコミュニケーション、自他の体調の変化の
「気づき」などを知り、社会生活に必要な「協調性」やあらゆる場面に自ら対応していく「積極性」を身につ
けることを目的とします。 

到達目標 医療人として豊かな人間性、社会生活に必要なマナーや社会性を身につける。 
テキスト 特になし 
参考書 特になし 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況を実技参加への意欲・積極性と受講態度、安全性の評価
（70％）と技能評価（30％）を総合して評価する。 

レポート  
小テスト  
提出物  
その他 100％ 

履修上の 
留意事項 

全授業回数の 2/3 以上の出席回数が必要。安全にスポーツを行う為に運動着、運動しやすい靴を着用するこ
と。土足厳禁。時間厳守。授業中の無断退室・飲食・勝手な行動を禁ずる。規則厳守。シラバスに記載されて
いるスポーツ種目の順番、実施回数、種目等は履修者人数によって変更する場合ある。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ガイダンス レクリエーション 

授業内容 
授業内容と目的、授業内容の構成、受講の諸注意の説明、評価方法について
理解する。 
軽い運動で身体をほぐす。 

事前・事後学習 シラバスを読む。 実技授業に参加できるだけの基礎体力づくりと健康管理
を日頃から心がける。 軽い運動が出来るような服装をすること。 

2 

学習の主題 ソフトバレーボール① 

授業内容 基本ルールについて 
ボール操作とコントロール 

事前・事後学習 ソフトバレーボールを文献やインターネットなどで予習 

3 
学習の主題 ソフトバレーボール② 
授業内容 基本練習～攻撃編 
事前・事後学習 ソフトバレーボールを文献やインターネットなどで予習 

4 
学習の主題 ソフトバレーボール③ 
授業内容 基本練習～守備編 
事前・事後学習 ソフトバレーボールを文献やインターネットなどで予習 

5 
学習の主題 ソフトバレーボール④ 
授業内容 リーグ戦① 
事前・事後学習 ソフトバレーボールを文献やインターネットなどで予習 

6 
学習の主題 ソフトバレーボール⑤ 
授業内容 リーグ戦② 
事前・事後学習 ソフトバレーボールを文献やインターネットなどで予習 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 ソフトバレーボール⑥ 
授業内容 リーグ戦③ 
事前・事後学習 ソフトバレーボールを文献やインターネットなどで予習 

8 

学習の主題 バドミントン① 

授業内容 各ストロークの基本練習①  
ハーフコートでシングルスゲーム練習 

事前・事後学習 バドミントンを文献やインターネットなどで予習 

9 

学習の主題 バドミントン② 

授業内容 各ストロークの基本練習② 
ハーフコートでシングルスゲーム練習 

事前・事後学習 バドミントンを文献やインターネットなどで予習 

10 

学習の主題 バドミントン③ 

授業内容 ルールの説明  
ダブルスゲーム 

事前・事後学習 バドミントンを文献やインターネットなどで予習 

11 
学習の主題 バドミントン④ 
授業内容 ダブルスゲーム 
事前・事後学習 バドミントンを文献やインターネットなどで予習 

12 
学習の主題 生涯スポーツ（ボッチャ） 
授業内容 生涯スポーツについて説明、ボッチャのルール説明 
事前・事後学習 文献やインターネットなどで予習 

13 
学習の主題 バドミントン⑤／ボッチャ① 
授業内容 ダブルスゲーム 
事前・事後学習 バドミントンを文献やインターネットなどで予習 

14 
学習の主題 バドミントン⑥／ボッチャ② 
授業内容 ダブルスゲーム 
事前・事後学習 バドミントンを文献やインターネットなどで予習 

15 
学習の主題 まとめ 
授業内容 ソフトバレーボール、バドミントンゲーム 
事前・事後学習 半期で実施した各実技種目等の復習 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 ソフトバレーボール⑥ 
授業内容 リーグ戦③ 
事前・事後学習 ソフトバレーボールを文献やインターネットなどで予習 

8 

学習の主題 バドミントン① 

授業内容 各ストロークの基本練習①  
ハーフコートでシングルスゲーム練習 

事前・事後学習 バドミントンを文献やインターネットなどで予習 

9 

学習の主題 バドミントン② 

授業内容 各ストロークの基本練習② 
ハーフコートでシングルスゲーム練習 

事前・事後学習 バドミントンを文献やインターネットなどで予習 

10 

学習の主題 バドミントン③ 

授業内容 ルールの説明  
ダブルスゲーム 

事前・事後学習 バドミントンを文献やインターネットなどで予習 

11 
学習の主題 バドミントン④ 
授業内容 ダブルスゲーム 
事前・事後学習 バドミントンを文献やインターネットなどで予習 

12 
学習の主題 生涯スポーツ（ボッチャ） 
授業内容 生涯スポーツについて説明、ボッチャのルール説明 
事前・事後学習 文献やインターネットなどで予習 

13 
学習の主題 バドミントン⑤／ボッチャ① 
授業内容 ダブルスゲーム 
事前・事後学習 バドミントンを文献やインターネットなどで予習 

14 
学習の主題 バドミントン⑥／ボッチャ② 
授業内容 ダブルスゲーム 
事前・事後学習 バドミントンを文献やインターネットなどで予習 

15 
学習の主題 まとめ 
授業内容 ソフトバレーボール、バドミントンゲーム 
事前・事後学習 半期で実施した各実技種目等の復習 

 

授業科目 
スポーツ理論 

担当教員 平間 康允 
Sports Theory 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 〇  ◎     

授業目的 
看護師・養護教諭・保健師・栄養士・管理栄養士は，患者・生徒・クライアント等の健康を預かる大切な役割
を担っている。そして、その健康の保持増進に影響を及ぼすとされるのが運動（スポーツ）である。本科目で
は、健康を含めた対象者の QOL に大きく関わる運動やスポーツについて自ら学び体験し、知識を構築するだ
けで なく、自身の運動習慣確立の第一歩とする事を目的とする。 

到達目標 

1. 「健康とスポーツ ( 体力 ) との関連」や「栄養と睡眠」について理解する。 
2. 「心身のつながりとスポーツとの関連」や「動機づけ」のメカニズムについて理解する。 
3. 「トレーニング理論」と「運動プログラムの組み方」や「コンディションのセルフチェック法」について理
解する。 

4. 「スポーツを取り巻く社会変化」について理解する。 
テキスト プリントを配布 

参考書 

1. 杉原隆著「運動指導の心理学」（大修館書店） 
2. （特非）日本トレーニング指導者協会編著「JATI トレーニング指導者テキスト【理論編】」 
（ベースボールマガ ジン社） 

3. （特非）日本トレーニング指導者協会編著「JATI トレーニング指導者テキスト【実践編】」 
（ベースボールマガ ジン社） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 100% 

目標の到達状況を受験条件（講義出席回数 2/3 以上）を満たした学生に対
し、筆記試験にて 100％評価する。 

レポート  
小テスト  
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 

他者の学習の妨げとなるような私語や携帯電話の使用、飲食等を禁じる（飲み物は蓋付のもので、飲む時以外 
は机の上に置かなければ可）。禁止行為に対しては注意・指摘するが、改善が見られない場合は途中退室を命
じることがある。大学生として節度ある受講態度を心掛けつつ、受講者間において講義内容に関する自由闊達
な 議論が展開されることを望む。尚、シラバスに記載されている内容や順番は状況により変更する場合があ
る。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ・ガイダンス 
・「こころとからだ」のつながり 

授業内容 
講義の目的と内容構成、受講の諸注意、評価方法、講義の進め方について理
解する。 
スポーツ理論を学ぶ上で基本となる「心身の関連」について理解する。 

事前・事後学習 シラバスを読む。 

2 

学習の主題 ・スポーツと動機づけについて 

授業内容 
いわゆる“モチベーション”の正体を知り、その維持向上のメカニズムを学
習 する。スポーツ活動における成功（失敗）体験が人に及ぼす影響や自己
コントロール法について理解する。 

事前・事後学習 「やる気」と「モチベーション」の違いを理解し、自分の精神を自己コント
ロールする訓練を行う。 

3 

学習の主題 ・フィードバックについて 

授業内容 運動学習における「フィードバック構造」について学習し、運動上達のメカ
ニズムを理解する。フィードバックの効用を実験を通して体感する。 

事前・事後学習 フィードバックを、自己の向上だけでなく、他者とのコミュニケーションに
も活用する。 

  

栄
養
学
科

一

年

次

87



学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

4 

学習の主題 ・コーチングについて 

授業内容 
コーチングの基礎を学習し、医療従事者、運動指導者に限らず、誰もが一度
は遭遇する「他者を“コーチング”する場面」で力を発揮できるように準備す
る。 

事前・事後学習 学習したコーチングスキルを日常生活で使えるようになる。 

5 

学習の主題 ・コンディショニングの基本について 

授業内容 より良いスポーツ活動のために必要なコンディショニングは、心身のセル
フチェックを行うことから始まる。 

事前・事後学習 自身の状態を確認し、以降のトレーニングにつなげる。 

6 

学習の主題 ・トレーニング理論と運動処方について 

授業内容 トレーニングの原則（運動 - 栄養 - 休養（超回復））について学習し、ト
レーニング計画作成の基本を理解する。 

事前・事後学習 簡単なトレーニングメニューの作成や、一定期間のトレーニング計画の立
案をする。 

7 

学習の主題 ・各年代の体力特性および適正な運動処方について 

授業内容 年代別の体力特性について触れ、ジュニア期を中心に、人の発育発達に応じ
た適切な運動選択の方法について学習する。 

事前・事後学習 ”いつ“、“何”を基準に、“どのような”運動を行えば良いのかを考え、理解す
る。 

8 

学習の主題 ・スポーツと社会（オリンピック、ドーピング、人種、DNA） 
・総括 

授業内容 
スポーツに纏わる様々な社会問題を通して、今後のスポーツ界はどうなっ
ていくのか、56 年ぶりの自国開催となった「東京五輪 2020」を振り返りな
がら考察する。 

事前・事後学習 オリンピックの歴史やスポーツ界の闇について知り、未来のスポーツ界に
ついて思いをはせる。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

4 

学習の主題 ・コーチングについて 

授業内容 
コーチングの基礎を学習し、医療従事者、運動指導者に限らず、誰もが一度
は遭遇する「他者を“コーチング”する場面」で力を発揮できるように準備す
る。 

事前・事後学習 学習したコーチングスキルを日常生活で使えるようになる。 

5 

学習の主題 ・コンディショニングの基本について 

授業内容 より良いスポーツ活動のために必要なコンディショニングは、心身のセル
フチェックを行うことから始まる。 

事前・事後学習 自身の状態を確認し、以降のトレーニングにつなげる。 

6 

学習の主題 ・トレーニング理論と運動処方について 

授業内容 トレーニングの原則（運動 - 栄養 - 休養（超回復））について学習し、ト
レーニング計画作成の基本を理解する。 

事前・事後学習 簡単なトレーニングメニューの作成や、一定期間のトレーニング計画の立
案をする。 

7 

学習の主題 ・各年代の体力特性および適正な運動処方について 

授業内容 年代別の体力特性について触れ、ジュニア期を中心に、人の発育発達に応じ
た適切な運動選択の方法について学習する。 

事前・事後学習 ”いつ“、“何”を基準に、“どのような”運動を行えば良いのかを考え、理解す
る。 

8 

学習の主題 ・スポーツと社会（オリンピック、ドーピング、人種、DNA） 
・総括 

授業内容 
スポーツに纏わる様々な社会問題を通して、今後のスポーツ界はどうなっ
ていくのか、56 年ぶりの自国開催となった「東京五輪 2020」を振り返りな
がら考察する。 

事前・事後学習 オリンピックの歴史やスポーツ界の闇について知り、未来のスポーツ界に
ついて思いをはせる。 

 

授業科目 
地域社会文化論 

担当教員 澤井 玄 
Community Culture Theory 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 〇 ◎ 〇     

授業目的 

「節分にまくのは落花生」「赤飯には甘納豆が入っている」のは普通だろうか、変わっているのだろうか。い
ずれも北海道の習慣で、全国的なものではない。この授業では、本学の所在する北海道の気候や人柄・食文化・
習慣などを客観化することを通じて、自分の「普通」が他者にとっても「普通」とは限らないことを理解する。
そして「自分は正しい」だけでなく「他者も正しい」ことを認められる思考を身に付けたい。またアイヌ文化
についても適宜触れていきたい。 

到達目標 北海道の地域特性を理解するとともに、地域・時代・環境により、正しいこと、当たり前のことは不変ではな
いことを理解する。 

テキスト 特にない、毎回資料を配布する。 

参考書 
必要に応じて紹介する。可能であれば『なにこれ！？北海道学』池田貴夫著（北海道新聞社 2013年）を見て
おくとよい。また本講義にかかわる事項以外にも、日刊の総合新聞（webではなく紙の）にできるだけ毎日、
目を通すこと。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 50% 目標の到達状況を試験等の結果・提出物・その他授業への取り組み姿勢など

により総合的に評価する。 
講義に取り上げる事項に関わるアンケートを複数回実施する。これも提出
物として評価する。欠席回数が授業回数の 1/3 を超えた場合は試験の受験
資格を失う。 
＜遠隔授業となった場合の評価方法については別途指示する＞ 

レポート  
小テスト  
提出物 40% 
その他 10% 

履修上の 
留意事項 

授業中の私語・許可を得ない入退出等、授業の進行の妨げとなる行為は厳禁する。 
上記に違反する者は学生証を提示させ、繰り返し注意を受ける者については以後の出席を認めない場合がある
ので十分注意のこと。 

実務経験を 
活かした教育内容 

道内各地で調査の機会があり、地域ごとに方言・産物・食生活等に差異・特色があることから、履修生たちの
地元の特色も聞き出しながら授業展開を行っていく。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 イントロダクション 

授業内容 

・私たちの「正しい」は世界中で正しいのだろうか。例：「命は唯一無二」
なのか。 
・NHK スペシャル『ヤノマミ』ビデオ前半視聴。 
・『地球の食卓』（TOTO出版）から世界の食生活を垣間見る。 
・初回アンケート（生活の中でのカルチャーショック） 

事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 

2 

学習の主題 地域・文化で異なる「当たり前」 

授業内容 
・『世界の食卓』続き。 
・増加する在日外国人。習慣の違い。 
・NHK スペシャル『ヤノマミ』ビデオ後半視聴。 
・地域・文化に関するアンケート。 

事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 

3 

学習の主題 命は「唯一無二」のものか？ 

授業内容 
・前回アンケート結果報告。 
・ヤノマミ族の新生児を「天に返す」行為について。 
・世界各地・各時代の人口抑制（堕胎・間引き）。 

事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 

4 

学習の主題 親子・家族とは何か 

授業内容 ・生物学的な親子と社会学的な親子。  ・様々な親子のあり方。 
・どこまでが家族か。        ・「家族」に関するアンケート。 

事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 
  

栄
養
学
科

一

年

次

89



学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

5 

学習の主題 日本の家族像 

授業内容 
・江戸時代～現代の日本の家族像の変化。 
・「我が子」か「神の子」か。 
・誕生から死亡までの日本の儀礼・習慣。 

事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 

6 

学習の主題 家族・家庭とは何か 

授業内容 
・家族団欒（だんらん）の誕生と、家庭の食卓の変遷。明治からサザエさん 
・ちびまる子ちゃん、そして現代。 
・家庭内教育の場としての食卓・団欒。 

事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 

7 

学習の主題 現代の家族と食卓 

授業内容 
・家族のあり方の変化。 
・『家族の勝手でしょ』（岩村暢子・新潮社）にみる孤食・個食・勝手食い・
バラバラ食いなど 
・家庭内教育機会の減少。 

事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 

8 

学習の主題 日本人の身体観 

授業内容 
・文化としての身体。 
・日本人の身体観・体に関する諺。 
・現代医療に必要な、文化による身体観の相違への理解。 

事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 

9 

学習の主題 伝統的生活文化（伝統医療）と現代医療 

授業内容 ・現代医療と伝統医療の対立と共存。 
・民間治療・まじないのアンケート。 

事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 

10 

学習の主題 方言と意思疎通 

授業内容 
・方言のために医療従事者が病状把握を誤る現状。「はらあんべ（腹塩梅）
ニヤニヤすってや」など 
・臨床方言学の提唱。 

事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 

11 

学習の主題 北海道の自然と歴史 

授業内容 ・北海道の自然環境 
・北海道に歴史は無いのか、明治時代以前から考える。 

事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 

12 

学習の主題 明治から現代の北海道 

授業内容 ・本州からの移住 
・故地からの伝統継承と新しい生活 

事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 

13 
学習の主題 北海道に住む人々の習慣・考え方 
授業内容 ・北海道人の気質・習慣・食文化・消費動向など 
事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 

14 

学習の主題 アイヌ民族の今 
北海道の疾病と特徴 

授業内容 ・アイヌ民族の現状 
・北海道に多い病気・少ない病気とその要因 

事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 

15 
学習の主題 講義のまとめ 
授業内容 ・これまでの講義のまとめ。 
事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

5 

学習の主題 日本の家族像 

授業内容 
・江戸時代～現代の日本の家族像の変化。 
・「我が子」か「神の子」か。 
・誕生から死亡までの日本の儀礼・習慣。 

事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 

6 

学習の主題 家族・家庭とは何か 

授業内容 
・家族団欒（だんらん）の誕生と、家庭の食卓の変遷。明治からサザエさん 
・ちびまる子ちゃん、そして現代。 
・家庭内教育の場としての食卓・団欒。 

事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 

7 

学習の主題 現代の家族と食卓 

授業内容 
・家族のあり方の変化。 
・『家族の勝手でしょ』（岩村暢子・新潮社）にみる孤食・個食・勝手食い・
バラバラ食いなど 
・家庭内教育機会の減少。 

事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 

8 

学習の主題 日本人の身体観 

授業内容 
・文化としての身体。 
・日本人の身体観・体に関する諺。 
・現代医療に必要な、文化による身体観の相違への理解。 

事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 

9 

学習の主題 伝統的生活文化（伝統医療）と現代医療 

授業内容 ・現代医療と伝統医療の対立と共存。 
・民間治療・まじないのアンケート。 

事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 

10 

学習の主題 方言と意思疎通 

授業内容 
・方言のために医療従事者が病状把握を誤る現状。「はらあんべ（腹塩梅）
ニヤニヤすってや」など 
・臨床方言学の提唱。 

事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 

11 

学習の主題 北海道の自然と歴史 

授業内容 ・北海道の自然環境 
・北海道に歴史は無いのか、明治時代以前から考える。 

事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 

12 

学習の主題 明治から現代の北海道 

授業内容 ・本州からの移住 
・故地からの伝統継承と新しい生活 

事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 

13 
学習の主題 北海道に住む人々の習慣・考え方 
授業内容 ・北海道人の気質・習慣・食文化・消費動向など 
事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 

14 

学習の主題 アイヌ民族の今 
北海道の疾病と特徴 

授業内容 ・アイヌ民族の現状 
・北海道に多い病気・少ない病気とその要因 

事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 

15 
学習の主題 講義のまとめ 
授業内容 ・これまでの講義のまとめ。 
事前・事後学習 配付資料を復習しておくこと。 

 

授業科目 
法と人権 

担当教員 神元 隆賢 
Law and Human Rights 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

◎ 〇 ◎ 〇     

授業目的 

わが国の基礎法にしてすべての法律の根本を定義する根本規範である日本国憲法の内容は、総論、人権保障、
統治機構に分けられる。この授業は、第 1 ～ 11 回では人権保障に関する問題をとりあげ、具体的事例を踏
まえて学習することにより、社会生活を営むうえで必要な人権の基礎知識と法的思考を身につけることを目的
とする。第 12 ～ 14 回では医療と人権に関する諸問題を学習することにより、医療人として必要な法知識を
身につけることを目的とする。 

到達目標 
1. 日本国憲法のうちの人権論に関する主要な判例および学説を理解したうえで、社会や世論で問題（話題）と
されている事象について、現代憲法学の観点から議論をすることができる。 

2. 医療人としての職務と人権、そして法との関わりを、具体的な事例を通じて理解したうえで、法的・倫理的
課題を克服するための一つの視角を得る。 

テキスト 初宿正典他「いちばんやさしい憲法入門（第 6版）」（有斐閣アルマ、2020年） 

参考書 
1. 芦部信喜（高橋和之補訂）「憲法（第 7版）」（岩波書店、2019年） 
2. 戸松秀典「憲法」（弘文堂、2015年） 
3. 小川富之他「ロードマップ法学」（一学舎、2016年） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 60％ 目標の到達状況を下記の方法で評価する。 

原則、この授業は対面で実施するが、コロナ禍の状況下にあることを踏ま
え、対面授業の実施が困難である場合にはオンライン授業で実施する。授業
途中でコロナ感染状況が変化し、対面授業とオンライン授業が切り替わっ
た場合には、評価方法はオンライン授業のものを採用する。 
【対面授業】授業への 2/3 以上への出席を必要条件とし、原則として、宿
題型のレポート、授業 15回目に実施する小テスト、学期末の定期試験によ
って成績を評価する。評価割合は左記参照。定期試験を受験しなかった場合
は、評価の対象としない。追試験は定期試験に限り実施する。 
【オンライン授業】授業 15 回目で宿題型レポートを課し、その点数のみ
(100%)で評価する。 

レポート 20％ 
小テスト 20％ 
提出物  

その他  

履修上の 
留意事項 

【対面授業】PowerPoint と教科書を併用して行い、冒頭で PowerPoint データをエクスポートした印刷物も
配布する。過去の印刷物の再配布は行わない。ただし、下記メールアドレスまで、学籍番号、氏名、第何回の
印刷物が欲しいかを明記したうえでメールしてもらえれば、該当する PDF データを添付して返信する。
kanmoto@hgu.jp 
【オンライン授業】MP4動画と印刷用 PDF文書ファイルをMicrosoft Teamsで配布して行う。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 ガイダンス、法学入門（１） 
授業内容 ・授業の概要、方法、成績評価方法の説明   ・法とは何か 
事前・事後学習 事前にシラバスを読んでおく。 

2 
学習の主題 法学入門（２） 
授業内容 ・憲法、民法、刑法の機能   ・判例と学説 
事前・事後学習 法とは何かを簡単に整理しておく。 

3 
学習の主題 外国人の権利 
授業内容 ・外国人に参政権（選挙権、被選挙権）を認める余地はあるか 
事前・事後学習 外国人参政権について調べて、自分の考えを整理しておく。 

4 
学習の主題 プライバシー権 
授業内容 ・プライバシー権保護の重要性   ・名誉毀損とは   ・「宴のあと」事件 
事前・事後学習 テキストの該当部分を熟読しておく。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

5 
学習の主題 表現の自由（１）プライバシー権との調和 
授業内容 ・名誉毀損における真実性の証明による不処罰 
事前・事後学習 前回の授業内容を復習しておく。 

6 
学習の主題 表現の自由（２）ポルノの権利 
授業内容 ・わいせつ文書等頒布罪   ・許容される性表現の限界 
事前・事後学習 前回の授業内容を復習しておく。 

7 
学習の主題 法の下の平等 
授業内容 ・平等権の意味   ・尊属殺人罪違憲判決事件 
事前・事後学習 テキストの該当部分を熟読しておく。 

8 
学習の主題 信教の自由 
授業内容 ・神戸高専剣道実技拒否事件   ・オウム真理教解散命令事件 
事前・事後学習 テキストの該当部分を熟読しておく。 

9 
学習の主題 生存権 
授業内容 ・「健康で文化的な最低限度の生活」とは 
事前・事後学習 テキストの該当部分を熟読しておく。 

10 
学習の主題 教育権 
授業内容 ・家永教科書裁判   ・旭川学テ事件 
事前・事後学習 テキストの該当部分を熟読しておく。 

11 
学習の主題 死刑制度 
授業内容 ・死刑存置論   ・死刑廃止論 
事前・事後学習 死刑の存廃について、自分の考えを整理しておく。 

12 

学習の主題 人の始期・終期 

授業内容 ・胎児と人、人と死体を区別する法的基準 
・人はいつから「人」として法的に保護されるか 

事前・事後学習 とくになし。 

13 

学習の主題 自己決定権（１）被害者の同意 

授業内容 
・自殺、自殺関与、同意殺人（死に同意した者の殺害）の違法性 
・同意傷害（負傷に同意した者の傷害）における傷害罪の成否 
・医療行為と傷害 

事前・事後学習 とくになし。 

14 

学習の主題 自己決定権（２）安楽死・尊厳死 

授業内容 死期が切迫した患者の苦痛を除去するための殺害、延命治療中止は許容さ
れるか 

事前・事後学習 前回の授業内容を復習し、安楽死・尊厳死の是非について、自分の考えを整
理しておく。 

15 
学習の主題 授業のまとめ 
授業内容 ・これまでの総括   ・定期試験に向けて   ・定期試験直前小テスト 
事前・事後学習 授業全体を振り返って、疑問点をまとめておく。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

5 
学習の主題 表現の自由（１）プライバシー権との調和 
授業内容 ・名誉毀損における真実性の証明による不処罰 
事前・事後学習 前回の授業内容を復習しておく。 

6 
学習の主題 表現の自由（２）ポルノの権利 
授業内容 ・わいせつ文書等頒布罪   ・許容される性表現の限界 
事前・事後学習 前回の授業内容を復習しておく。 

7 
学習の主題 法の下の平等 
授業内容 ・平等権の意味   ・尊属殺人罪違憲判決事件 
事前・事後学習 テキストの該当部分を熟読しておく。 

8 
学習の主題 信教の自由 
授業内容 ・神戸高専剣道実技拒否事件   ・オウム真理教解散命令事件 
事前・事後学習 テキストの該当部分を熟読しておく。 

9 
学習の主題 生存権 
授業内容 ・「健康で文化的な最低限度の生活」とは 
事前・事後学習 テキストの該当部分を熟読しておく。 

10 
学習の主題 教育権 
授業内容 ・家永教科書裁判   ・旭川学テ事件 
事前・事後学習 テキストの該当部分を熟読しておく。 

11 
学習の主題 死刑制度 
授業内容 ・死刑存置論   ・死刑廃止論 
事前・事後学習 死刑の存廃について、自分の考えを整理しておく。 

12 

学習の主題 人の始期・終期 

授業内容 ・胎児と人、人と死体を区別する法的基準 
・人はいつから「人」として法的に保護されるか 

事前・事後学習 とくになし。 

13 

学習の主題 自己決定権（１）被害者の同意 

授業内容 
・自殺、自殺関与、同意殺人（死に同意した者の殺害）の違法性 
・同意傷害（負傷に同意した者の傷害）における傷害罪の成否 
・医療行為と傷害 

事前・事後学習 とくになし。 

14 

学習の主題 自己決定権（２）安楽死・尊厳死 

授業内容 死期が切迫した患者の苦痛を除去するための殺害、延命治療中止は許容さ
れるか 

事前・事後学習 前回の授業内容を復習し、安楽死・尊厳死の是非について、自分の考えを整
理しておく。 

15 
学習の主題 授業のまとめ 
授業内容 ・これまでの総括   ・定期試験に向けて   ・定期試験直前小テスト 
事前・事後学習 授業全体を振り返って、疑問点をまとめておく。 

 

授業科目 
生涯発達論 

担当教員 小島 康次 
Lifelong Development 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 ◎  ○     

授業目的 

人間の一生は、その個人だけにとどまらず、育児等を通じて、次の世代に受け継がれていくものです。生涯に
わたる成長・発達は、子の世代に対する教育を通じた文化の継承をも含むものなのです。発達とは、自らが子
として成長することだけを指すのではなく、親として子を育てることもまた、成長であり発達なのだと考えら
れます。このような世代間の関係は、それぞれ人の生涯における成長・発達の過程であり課題であると考えら
れます。この授業では、人間の発達を生涯発達ととらえる立場に立って、ライフ・サイクル、世代間発達をテ
ーマに講義を進めていきます。 

到達目標 
人間の成長、とくに、精神的成長を青年期にとどまらず、老年期までの生涯にわたって続くものとして理解す
ること、また、それは個々人のうちで完結するものではなく対人関係の中で実現されるものであることを理解
すること。 

テキスト 使用しない。適宜、プリント資料を配布する。 
参考書 澤田瑞也編「人間関係の発達心理学１：人間関係の生涯発達」（培風館） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

到達目標に関するレポート 2 本により評価する（詳細はガイダンスにて説
明する） 

レポート 100％ 
小テスト  
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 事後学習として、ノートを整理し前の講義との繋がりを確認しておくこと。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 エリクソンの生涯発達論 
授業内容 発達課題と心理社会的危機；エリクソンの生涯と理論成立の背景 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

2 
学習の主題 乳児期の課題と心理－社会的危機 
授業内容 基本的信頼 vs. 不信；母子関係の成立と愛着 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

3 
学習の主題 幼児期の課題と心理－社会的危機 
授業内容 自律性 vs. 恥・疑惑、自主性 vs. 罪悪感；母子分離と対人関係の拡張 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

4 
学習の主題 児童期の課題と心理－社会的危機 
授業内容 勤勉性 vs. 劣等感；同年齢集団における競争と協同 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

5 
学習の主題 青年期の課題と心理－社会的危機 
授業内容 自我同一性の獲得 vs. 拡散；生の受容と責任の自覚、モラトリアム 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

6 

学習の主題 成人期前期の課題と心理－社会的危機 
授業内容 親密性 vs. 孤立；他者を受容すること、同一性の再確認 

事前・事後学習 
事後、配布プリントを読み、ノートを整理する  
最終回に提出する課題を提示する ( テーマ「受講して自分について考えた
こと」) 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 成人期中期の課題と心理－社会的危機 
授業内容 世代性 vs. 停滞；子の世代への慈しみと親の世代の世話 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

8 
学習の主題 老年期の課題と心理－社会的危機 
授業内容 統合性 vs. 絶望；人生をあるがまま受け入れる、死の受容 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 成人期中期の課題と心理－社会的危機 
授業内容 世代性 vs. 停滞；子の世代への慈しみと親の世代の世話 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

8 
学習の主題 老年期の課題と心理－社会的危機 
授業内容 統合性 vs. 絶望；人生をあるがまま受け入れる、死の受容 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

 

授業科目 
人間関係論 

担当教員 小島 康次 
Human Relations 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

◎    ○ ○     

授業目的 
健康に関連する人間の行動特性について学修する。健康と行動の関わり、健康行動支援のための人間関係など、 
行動科学に基づいた行動特性について理解する。健康の生物心理社会モデル、禁煙行動、飲酒行動、睡眠・休
養・ストレス行動などについて理解し、行動変容を支援する方法を修得する。 

到達目標 

1. 対自・対他・対象関係を説明できる。 
2. コミュニケーションの構成要素と過程を説明できる。◎ 
3. 集団の特性を説明できる。 
4. 健康の生物心理社会モデルについて説明できる。 
5. 人間の行動（喫煙・飲酒・睡眠・休養・ストレス等）について説明し、支援について説明できる。 

テキスト 資料を配布する。 

参考書 
1. 参考書：齊藤勇「図解雑学人間関係の心理学」（ナツメ社）2003 
2. 参考書：齊藤勇「人間関係の心理学」（誠信書房）2007 
3. 参考書：石川ひろの他「人間関係論」〔第 3版〕（医学書院）2018 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 100% 

目標の到達状況を定期の筆記試験により評価する。 
レポート  
小テスト  
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 予習・復習を必要とする。不明な点は積極的に質問し、理解度を深めること。 

実務経験を 
活かした教育内容 実務経験者の立場から、依存症者の心理などを講義に織り交ぜながら、行動特性について説明します。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 人間関係の中の自己と他者 
授業内容 人間関係論とは、自己認知、対人認知 

事前・事後学習 人間関係の発達に関する理論（例：エリクソンの発達段階論）について参考
図書等を調べ、ノートを作成しておくこと 

2 

学習の主題 対人関係と役割 
授業内容 対人関係の成立、対人関係の維持と崩壊、対人葛藤と対処、社会的役割 

事前・事後学習 社会心理学の対人関係に関する事項（囚人のジレンマ、対人葛藤のバイア
ス、原因の貴族理論）について参考書を調べ、ノートを作成しておくこと 

3 

学習の主題 態度と対人行動 
授業内容 態度と態度変化、説得的コミュニケーション、攻撃性、援助行動 

事前・事後学習 行動と信念の変化に関する社会心理学的知見（認知的不協和理論、援助行動
の抑制、攻撃行動の変化）について調べ、ノートを作成しておくこと 

4 

学習の主題 集団と個人 

授業内容 集団の特性、集団での課題遂行、集団での問題解決と意思決定、リーダーシ
ップ 

事前・事後学習 集団が個人に及ぼす影響に関する社会心理学的知見（同調性、社会的手抜
き、役割理論、PM理論）について調べ、ノートを作成しておくこと 

5 

学習の主題 コミュニケーション 

授業内容 コミュニケーションとは、対人コミュニケーション、マスコミュニケーショ
ン、ICTの発達とコミュニケーション 

事前・事後学習 
コミュニケーションのチャネルによる特徴、映像メディアと活字メディア
の相違、コミュニケーションの障害、インターネットなどソーシャルメディ
アの出現による新たな問題などについて調べ、ノートを作成しておくこと 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 

学習の主題 カウンセリングと心理療法 

授業内容 カウンセリングと心理療法の理論と技法、クライエント中心療法、認知行動
療法 

事前・事後学習 フロイトの精神分析に関する参考書に目を通し、無意識の理論、抑圧の理
論、自我の役割、防衛機制などについて調べ、ノートを作成しておくこと 

7 

学習の主題 コーチング 
授業内容 コーチングの理論と技法、コーチングの歴史、コーチングの効用と限界 

事前・事後学習 
コーチングとトレーニングの違いについて、コーチングとカウンセリング
の違いについて、また、コーチとメンター、コーチとカウンセラーの違いに
ついても考察し、ノートを作成しておくこと 

8 

学習の主題 アサーティブ・コミュニケーション 
授業内容 アサーションの理論と技法、自己表現のタイプ、アサーティブな問題解決法 

事前・事後学習 アサーティブな自己表現とノンアサーティブな自己表現の違いについて考
察し、ノートを作成しておくこと 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 

学習の主題 カウンセリングと心理療法 

授業内容 カウンセリングと心理療法の理論と技法、クライエント中心療法、認知行動
療法 

事前・事後学習 フロイトの精神分析に関する参考書に目を通し、無意識の理論、抑圧の理
論、自我の役割、防衛機制などについて調べ、ノートを作成しておくこと 

7 

学習の主題 コーチング 
授業内容 コーチングの理論と技法、コーチングの歴史、コーチングの効用と限界 

事前・事後学習 
コーチングとトレーニングの違いについて、コーチングとカウンセリング
の違いについて、また、コーチとメンター、コーチとカウンセラーの違いに
ついても考察し、ノートを作成しておくこと 

8 

学習の主題 アサーティブ・コミュニケーション 
授業内容 アサーションの理論と技法、自己表現のタイプ、アサーティブな問題解決法 

事前・事後学習 アサーティブな自己表現とノンアサーティブな自己表現の違いについて考
察し、ノートを作成しておくこと 

 

授業科目 
特別総合科目 

担当教員 山部 秀子 他 
Study with Extracurricular Activities 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1年・通年 選択・必修 選択 

授業形態 演習 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

◎ 〇  〇     

授業目的 
本学は、人間力を根幹とした医療人の育成という教育理念に基づき、専門職業人としての資質の向上を目指し
ている。本科目では、学生自らが健康、社会・環境、栄養、保健医療福祉に関する課題を掲げ、課外活動に積
極的に参加、学修を積み重ねることで管理栄養士としての専門科目を履修する際の基盤をつくることをねらい
とする。 

到達目標 
１）自己の人間力を育成しかつ専門職業人としての資質向上につながる活動に計画的・主体的に参加すること
ができる。 
２）活動内容と学びを保健医療福祉の視点から記述できる。 
３）活動を通して、専門職業人（管理栄養士）の役割について考えることができる。 

テキスト なし 
参考書 なし 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  評価のためには、以下の３点が必要となる。 

１）学習のねらいに合致した自主的活動が授業の 30時間相当あること。
２）活動がポートフォリオにまとめられていること。 
３）各活動の学びがレポートにまとめられていること。 
提出されたポートフォリオ（上記３点含む）から総合的に評価する。 
詳細は、ガイダンスで説明する。 

レポート  
小テスト  
提出物 100％ 
その他  

履修上の 
留意事項 

・必ずガイダンスを受講してください。 
・本科目は、1年次または 2年次で履修することが推奨されます。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（山部） 

学習の主題 科目ガイダンス 

授業内容 ①学修のねらいと学修の進め方 
②単位認定の方法 

事前・事後学習  

2～15 
学習の主題 自主的活動 
授業内容 各種活動とポートフォリオの作成 
事前・事後学習  
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授業科目 
形態機能学Ⅰ 

担当教員 金髙 有里 
Anatomy and Physiology Ⅰ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 〇 ◎     

授業目的 
人体の構造と機能について基本的な解剖学的および生理学的知識を修得する。人体の構造と構成、細胞、組織、
器官についての概略を踏まえて、体液・血液、循環器系、消化器系、呼吸器系、泌尿器系等についての構造、
機能、調節機構について学修し、栄養学との関連について理解する。 

到達目標 人体を構成する各器官の構造と機能を理解し、栄養学との関係を説明できる。 
テキスト 志村 二三夫「解剖生理学 人体の構造と機能 第 3 版」 (栄養科学イラストレイテッド) 羊土社 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況を定期試験（80％）、提出物またはレポート（20％）の結果
により総合的に評価する。 

レポート 80％ 
小テスト  
提出物 10% 
その他  

履修上の 
留意事項 

形態機能学Ⅱと一体の科目として学修すること。  
生化学や基礎栄養学，病理学の理解へと続く科目として学修すること。  
学んだことを自分の体のことと結びつけて理解すること。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 ガイダンス 
授業内容 形態機能学について 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

2 
学習の主題 細胞と組織 
授業内容 細胞の構造と機能、組織、器官、個体 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

3 
学習の主題 体液と血液① 
授業内容 水と体液、細胞内液と外液、血液 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

4 
学習の主題 体液と血液② 
授業内容 血球、血漿、血液凝固・線溶系 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

5 
学習の主題 循環器系① 
授業内容 血液循環・分布、心臓の構造、心周期 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

6 
学習の主題 循環器系② 
授業内容 体循環、肺循環、動脈、静脈、毛細血管、血圧、血流、リンパ系 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

7 
学習の主題 呼吸器系 
授業内容 気道、肺、胸郭、呼吸運動、呼吸機能、ガス交換・運搬 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

8 
学習の主題 消化器系① 
授業内容 口腔咽頭、食道、胃、小腸、大腸、唾液腺、肝臓、胆嚢、膵臓 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 
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授業科目 
形態機能学Ⅰ 

担当教員 金髙 有里 
Anatomy and Physiology Ⅰ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 〇 ◎     

授業目的 
人体の構造と機能について基本的な解剖学的および生理学的知識を修得する。人体の構造と構成、細胞、組織、
器官についての概略を踏まえて、体液・血液、循環器系、消化器系、呼吸器系、泌尿器系等についての構造、
機能、調節機構について学修し、栄養学との関連について理解する。 

到達目標 人体を構成する各器官の構造と機能を理解し、栄養学との関係を説明できる。 
テキスト 志村 二三夫「解剖生理学 人体の構造と機能 第 3 版」 (栄養科学イラストレイテッド) 羊土社 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況を定期試験（80％）、提出物またはレポート（20％）の結果
により総合的に評価する。 

レポート 80％ 
小テスト  
提出物 10% 
その他  

履修上の 
留意事項 

形態機能学Ⅱと一体の科目として学修すること。  
生化学や基礎栄養学，病理学の理解へと続く科目として学修すること。  
学んだことを自分の体のことと結びつけて理解すること。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 ガイダンス 
授業内容 形態機能学について 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

2 
学習の主題 細胞と組織 
授業内容 細胞の構造と機能、組織、器官、個体 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

3 
学習の主題 体液と血液① 
授業内容 水と体液、細胞内液と外液、血液 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

4 
学習の主題 体液と血液② 
授業内容 血球、血漿、血液凝固・線溶系 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

5 
学習の主題 循環器系① 
授業内容 血液循環・分布、心臓の構造、心周期 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

6 
学習の主題 循環器系② 
授業内容 体循環、肺循環、動脈、静脈、毛細血管、血圧、血流、リンパ系 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

7 
学習の主題 呼吸器系 
授業内容 気道、肺、胸郭、呼吸運動、呼吸機能、ガス交換・運搬 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

8 
学習の主題 消化器系① 
授業内容 口腔咽頭、食道、胃、小腸、大腸、唾液腺、肝臓、胆嚢、膵臓 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

9 
学習の主題 消化器系② 
授業内容 消化管の運動、分泌、消化、吸収 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

10 
学習の主題 栄養素の代謝① 
授業内容 栄養素とエネルギー 糖質の代謝 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

11 
学習の主題 栄養素の代謝② 
授業内容 脂質の代謝、タンパク質の代謝 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

12 
学習の主題 泌尿器系 
授業内容 腎臓、膀胱、尿生成・排泄 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

13 
学習の主題 生体防御① 
授業内容 異物、解毒、皮膚・粘膜、自然免疫 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

14 
学習の主題 生体防御② 
授業内容 獲得免疫 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

15 
学習の主題 まとめ 
授業内容 全体のまとめと復習 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 
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授業科目 
形態機能学Ⅱ 

担当教員 金髙 有里 
Anatomy and Physiology Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 〇 〇 ◎     

授業目的 
形態機能学Ⅰで学修した器官系列に加え、運動器、神経系、感覚器系、内分泌系、生殖器系等の各器官の構造
と機能について学修する。生殖・発生・成長・老化について生体機能の協調・調節の仕組みを総合的に学修す
る。これらと形態機能学Ⅰで学修した内容を総合して、生体のホメオスタシスについて特に栄養との関係を中
心に理解する。 

到達目標 
1. 運動器系の各器官の構造と機能を説明できる。 
2. 神経系、感覚器系、内分泌系について、生体情報系として説明できる。 
3. 生殖・発生・成長・老化について説明できる。 
4．生体のホメオスタシスについて説明できる。 

テキスト 志村 二三夫「解剖生理学 人体の構造と機能 第 3 版」 (栄養科学イラストレイテッド) 羊土社 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80％ 

目標の到達状況を定期試験（80％）、提出物またレポート（20％）の結果に
より総合的に評価する。 

レポート  
小テスト  
提出物 20％ 
その他  

履修上の 
留意事項 

形態機能学Ⅰと一体の科目として学修すること。  
生化学や基礎栄養学、病理学の理解へと続く科目として学修すること。  
学んだことを自分の体のことと結びつけて理解すること。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 運動器系（１） 
授業内容 運動の仕組み、骨の構造と機能、骨格、関節 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

2 
学習の主題 運動器系（２） 
授業内容 骨格筋の構造と機能、全身の骨格筋 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

3 
学習の主題 神経系（１） 
授業内容 神経細胞、グリア細胞、興奮、伝導、シナプス 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

4 
学習の主題 神経系（２） 
授業内容 中枢神経系、大脳、視床と視床下部、脳幹、小脳、脊髄 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

5 
学習の主題 神経系（３） 
授業内容 末梢神経系、脳神経、脊髄神経、自律神経系 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

6 
学習の主題 感覚器系（１） 
授業内容 感覚の一般的性質、視覚、聴覚 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

7 
学習の主題 感覚器系（２） 
授業内容 平衡感覚、味覚、嗅覚、体性感覚、内蔵感覚、痛覚 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 
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授業科目 
形態機能学Ⅱ 

担当教員 金髙 有里 
Anatomy and Physiology Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 〇 〇 ◎     

授業目的 
形態機能学Ⅰで学修した器官系列に加え、運動器、神経系、感覚器系、内分泌系、生殖器系等の各器官の構造
と機能について学修する。生殖・発生・成長・老化について生体機能の協調・調節の仕組みを総合的に学修す
る。これらと形態機能学Ⅰで学修した内容を総合して、生体のホメオスタシスについて特に栄養との関係を中
心に理解する。 

到達目標 
1. 運動器系の各器官の構造と機能を説明できる。 
2. 神経系、感覚器系、内分泌系について、生体情報系として説明できる。 
3. 生殖・発生・成長・老化について説明できる。 
4．生体のホメオスタシスについて説明できる。 

テキスト 志村 二三夫「解剖生理学 人体の構造と機能 第 3 版」 (栄養科学イラストレイテッド) 羊土社 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80％ 

目標の到達状況を定期試験（80％）、提出物またレポート（20％）の結果に
より総合的に評価する。 

レポート  
小テスト  
提出物 20％ 
その他  

履修上の 
留意事項 

形態機能学Ⅰと一体の科目として学修すること。  
生化学や基礎栄養学、病理学の理解へと続く科目として学修すること。  
学んだことを自分の体のことと結びつけて理解すること。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 運動器系（１） 
授業内容 運動の仕組み、骨の構造と機能、骨格、関節 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

2 
学習の主題 運動器系（２） 
授業内容 骨格筋の構造と機能、全身の骨格筋 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

3 
学習の主題 神経系（１） 
授業内容 神経細胞、グリア細胞、興奮、伝導、シナプス 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

4 
学習の主題 神経系（２） 
授業内容 中枢神経系、大脳、視床と視床下部、脳幹、小脳、脊髄 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

5 
学習の主題 神経系（３） 
授業内容 末梢神経系、脳神経、脊髄神経、自律神経系 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

6 
学習の主題 感覚器系（１） 
授業内容 感覚の一般的性質、視覚、聴覚 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

7 
学習の主題 感覚器系（２） 
授業内容 平衡感覚、味覚、嗅覚、体性感覚、内蔵感覚、痛覚 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 内分泌系（１） 
授業内容 ホルモンの種類、分泌、受容体、視床下部・下垂体 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

9 
学習の主題 内分泌系（２） 
授業内容 甲状腺、副甲状腺、膵臓、副腎、性腺、消化管、脂肪、その他 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

10 
学習の主題 生殖・発生・成長・老化 
授業内容 生殖器系の構造と機能、受精と発生、成長、老化 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

11 
学習の主題 ホメオスタシス（１） 
授業内容 エネルギー出納、摂食行動、エネルギー消費、発熱と熱放散、体温 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

12 
学習の主題 ホメオスタシス（２） 
授業内容 エネルギー代謝異常、肥満とやせ、メタボリックシンドローム 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

13 
学習の主題 ホメオスタシス（３） 
授業内容 血糖調節、糖尿病 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

14 
学習の主題 ホメオスタシス（４） 
授業内容 サーカディアンリズム、体内時計、食事 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 

15 
学習の主題 まとめ 
授業内容 全体のまとめと復習 
事前・事後学習 テキストと配付プリントを読んでおくこと 
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授業科目 
有機化学 

担当教員 津久井 隆行 
Organic Chemistry 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 2単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 〇  ◎     

授業目的 

自然の動植物や人類にとって、その生命維持や生活を支える基本としての有機化合物とは不可分の関係にあ
る。具体的には、たんぱく質、炭水化物、脂質、ビタミンは有機化合物である。これらの構造、官能基とその
反応性、立体構造等を学修する。さらに様々な有機反応について学修し、生体を構成する、あるいは生命現象
に深く関与する基本的な有機化合物について理解を深め、生化学に関わる基本物質についての知識を修得し、
生命現象を化学的に理解する。 

到達目標 

1. 有機化学と生化学・栄養学との関連性を説明できる。 
2. 有機化合物における炭素の特殊性について説明できる。 
3. 炭素の基本骨格による分類とその種類・構造・名称・性質について説明できる。 
4. 有機化合物の官能基の種類と物質の名称について説明できる。 
5. 異性体と生体物質との関連について説明できる。 
6. 栄養素を具体的に挙げの構造や特性の概略について説明できる。 

テキスト 熊谷仁 他「初歩の有機化学」（アイ・ケイコーポレション）及び、教員が作成する配布資料 
参考書 菅原二三男 監訳「マクマリー生物有機化学 生化学編」（丸善） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 70％ 

目標の到達状況を小テストおよび定期試験により総合的に評価する。 
レポート  
小テスト 30％ 
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 

1. 授業前にテキスト・配布資料の該当ページに必ず目を通し予習する。 
2. 授業後にはテキスト・配布資料の該当ページを必ず復習する。 
3. 演習を取り入れた双方向的授業を推進することから質疑に積極的に参加する。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 有機化学とは 
授業内容 有機化学の定義を示し生化学・栄養学との関連について理解する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

2 

学習の主題 有機化合物における炭素の特殊性について 

授業内容 
炭素が多様な共有結合を形成することについて示し炭化水素の分類を理解
する。 
不斉炭素と異性体について示し命名法について理解する。 

事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

3 
学習の主題 炭素の基本骨格による分類とその種類・構造・名称・性質について 
授業内容 単結合炭化水素（アルカン）の種類・構造・名称・性質について 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

4 
学習の主題 炭素の基本骨格による分類とその種類・構造・名称・性質について 
授業内容 二重結合炭化水素（アルケン）の種類・構造・名称・性質について 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

5 
学習の主題 炭素の基本骨格による分類とその種類・構造・名称・性質について 
授業内容 三重結合炭化水素（アルキン）の種類・構造・名称・性質について 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

6 
学習の主題 炭素の基本骨格による分類とその種類・構造・名称・性質について 
授業内容 環状炭化水素（芳香族化合物）の種類・構造・名称・性質について 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

  

栄
養
学
科

一

年

次

102



授業科目 
有機化学 

担当教員 津久井 隆行 
Organic Chemistry 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 2単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 〇  ◎     

授業目的 

自然の動植物や人類にとって、その生命維持や生活を支える基本としての有機化合物とは不可分の関係にあ
る。具体的には、たんぱく質、炭水化物、脂質、ビタミンは有機化合物である。これらの構造、官能基とその
反応性、立体構造等を学修する。さらに様々な有機反応について学修し、生体を構成する、あるいは生命現象
に深く関与する基本的な有機化合物について理解を深め、生化学に関わる基本物質についての知識を修得し、
生命現象を化学的に理解する。 

到達目標 

1. 有機化学と生化学・栄養学との関連性を説明できる。 
2. 有機化合物における炭素の特殊性について説明できる。 
3. 炭素の基本骨格による分類とその種類・構造・名称・性質について説明できる。 
4. 有機化合物の官能基の種類と物質の名称について説明できる。 
5. 異性体と生体物質との関連について説明できる。 
6. 栄養素を具体的に挙げの構造や特性の概略について説明できる。 

テキスト 熊谷仁 他「初歩の有機化学」（アイ・ケイコーポレション）及び、教員が作成する配布資料 
参考書 菅原二三男 監訳「マクマリー生物有機化学 生化学編」（丸善） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 70％ 

目標の到達状況を小テストおよび定期試験により総合的に評価する。 
レポート  
小テスト 30％ 
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 

1. 授業前にテキスト・配布資料の該当ページに必ず目を通し予習する。 
2. 授業後にはテキスト・配布資料の該当ページを必ず復習する。 
3. 演習を取り入れた双方向的授業を推進することから質疑に積極的に参加する。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 有機化学とは 
授業内容 有機化学の定義を示し生化学・栄養学との関連について理解する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

2 

学習の主題 有機化合物における炭素の特殊性について 

授業内容 
炭素が多様な共有結合を形成することについて示し炭化水素の分類を理解
する。 
不斉炭素と異性体について示し命名法について理解する。 

事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

3 
学習の主題 炭素の基本骨格による分類とその種類・構造・名称・性質について 
授業内容 単結合炭化水素（アルカン）の種類・構造・名称・性質について 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

4 
学習の主題 炭素の基本骨格による分類とその種類・構造・名称・性質について 
授業内容 二重結合炭化水素（アルケン）の種類・構造・名称・性質について 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

5 
学習の主題 炭素の基本骨格による分類とその種類・構造・名称・性質について 
授業内容 三重結合炭化水素（アルキン）の種類・構造・名称・性質について 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

6 
学習の主題 炭素の基本骨格による分類とその種類・構造・名称・性質について 
授業内容 環状炭化水素（芳香族化合物）の種類・構造・名称・性質について 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 有機化合物の官能基の種類と物質の名称 
授業内容 官能基の種類と性質１：アルコール、エーテル、フェノールなどについて 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

8 
学習の主題 有機化合物の官能基の種類と物質の名称 
授業内容 官能基の種類と性質２：アルデヒド、ケトンその他について 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

9 
学習の主題 糖・アミノ酸の異性体と立体化学について 
授業内容 D-、L-異性体とα-、β-異性体について理解する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

10 
学習の主題 糖・アミノ酸の異性体と立体化学について 
授業内容 糖とアミノ酸の種類を理解する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

11 
学習の主題 生化学と有機化学の関連について（1） 
授業内容 炭水化物の概略について理解する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

12 
学習の主題 生化学と有機化学の関連について（2） 
授業内容 アミノ酸とたんぱく質の概略について理解する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

13 
学習の主題 生化学と有機化学の関連について（3） 
授業内容 脂質の概略について理解する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

14 
学習の主題 生化学と有機化学の関連について（4） 
授業内容 ビタミン・ミネラルの概略について理解する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

15 
学習の主題 生化学と有機化学の関連について（5） 
授業内容 核酸の概略について理解する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 
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授業科目 
微生物学 

担当教員 濱岡 直裕 
Microbiology 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 ◯  ◎     

授業目的 
人間は様々な場面で微生物と関わりを持っていることを学修する。微生物学の歴史や分類、性質等について理 
解する。また、人体と有毒物質との相互関係を理解し、病原微生物の感染から発症、その防御機構について学 
修する。 

到達目標 

1. 微生物とヒトの関わりを説明できる。 
2. 微生物の種類、性質、生理と代謝について説明できる。 
3. 微生物と食品の関係を説明できる。 
4. 感染症、免疫について説明できる。 
5. 滅菌・消毒について説明できる。 
6. 微生物のバイオテクノロジー応用について説明できる。 

テキスト 「微生物学 第 3 版」小林秀光・白石淳 編(化学同人) 
参考書 栄養科学イラストレイテッド微生物学 (羊土社) 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80% 

目標の到達状況を定期試験、小テスト、その他で評価する。 
その他：授業中の積極的参加、取り組み姿勢など 

レポート  
小テスト 10% 
提出物  
その他 10% 

履修上の 
留意事項 各授業の前後に各 1 時間の予習・復習を必要とする。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 微生物概論 
授業内容 オリエンテーション、微生物の歴史 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

2 

学習の主題 微生物基礎（1） 
授業内容 微生物の種類と性質 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

3 

学習の主題 微生物基礎（2） 
授業内容 微生物の生理と代謝 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

4 

学習の主題 食品微生物（1） 
授業内容 微生物と食品 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

5 

学習の主題 食品微生物（2） 
授業内容 微生物を利用した食品 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 
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授業科目 
微生物学 

担当教員 濱岡 直裕 
Microbiology 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 ◯  ◎     

授業目的 
人間は様々な場面で微生物と関わりを持っていることを学修する。微生物学の歴史や分類、性質等について理 
解する。また、人体と有毒物質との相互関係を理解し、病原微生物の感染から発症、その防御機構について学 
修する。 

到達目標 

1. 微生物とヒトの関わりを説明できる。 
2. 微生物の種類、性質、生理と代謝について説明できる。 
3. 微生物と食品の関係を説明できる。 
4. 感染症、免疫について説明できる。 
5. 滅菌・消毒について説明できる。 
6. 微生物のバイオテクノロジー応用について説明できる。 

テキスト 「微生物学 第 3 版」小林秀光・白石淳 編(化学同人) 
参考書 栄養科学イラストレイテッド微生物学 (羊土社) 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80% 

目標の到達状況を定期試験、小テスト、その他で評価する。 
その他：授業中の積極的参加、取り組み姿勢など 

レポート  
小テスト 10% 
提出物  
その他 10% 

履修上の 
留意事項 各授業の前後に各 1 時間の予習・復習を必要とする。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 微生物概論 
授業内容 オリエンテーション、微生物の歴史 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

2 

学習の主題 微生物基礎（1） 
授業内容 微生物の種類と性質 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

3 

学習の主題 微生物基礎（2） 
授業内容 微生物の生理と代謝 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

4 

学習の主題 食品微生物（1） 
授業内容 微生物と食品 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

5 

学習の主題 食品微生物（2） 
授業内容 微生物を利用した食品 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 

学習の主題 病原微生物（1） 
授業内容 感染機構、細菌 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

7 

学習の主題 病原微生物（2） 
授業内容 真菌、ウイルス、原虫 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

8 

学習の主題 病原微生物（3） 
授業内容 新興・再興感染症、抗生物質 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

9 

学習の主題 滅菌・消毒 
授業内容 滅菌法、消毒法 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

10 

学習の主題 免疫学（1） 
授業内容 抗原 ･ 抗体反応 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

11 

学習の主題 免疫学（2） 
授業内容 免疫の種類、予防接種 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

12 

学習の主題 免疫学（3） 
授業内容 アレルギー、自己免疫疾患 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

13 

学習の主題 バイオテクノロジー（1） 
授業内容 微生物とバイオテクノロジー ( 基礎 ) 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

14 

学習の主題 バイオテクノロジー（2） 
授業内容 微生物とバイオテクノロジー ( 応用 ) 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

15 

学習の主題 微生物学の応用 
授業内容 微生物に関する最近の話題 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 
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授業科目 
微生物学実験 

担当教員 濱岡 直裕、髙島 郁夫 
Microbiology Experiment 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 実験 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 〇  ◎   〇  

授業目的 
微生物学で学修した内容を基礎として、微生物学の実験技術の基礎を学修するとともに、実験を通して、微生
物の特徴を理解する。微生物の観察や測定等の実験によってヒトと微生物の関わりを学び、医療現場、介護現
場、食生活などにおける微生物の有用性や危険性などを理解し、管理栄養士として医療・介護の現場において
必要な応用力を身につける。 

到達目標 
1. 微生物を扱うための基本的技術を修得している。 
2. 医療における微生物の有用性や危険性について説明できる。 
3. 食品加工、食生活における微生物の有用性や危険性について説明できる。 

テキスト 杉山章、岸本満、和泉秀彦編「食品衛生学実験 - 安全を支える衛生検査のポイント -」（みらい）  
適宜、資料を配付する 

参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況をレポート、提出物、その他で評価する。 
その他：授業時の取り組み姿勢、発表など 

レポート 40% 
小テスト  
提出物 20% 
その他 40% 

履修上の 
留意事項 実験にあたっては予習・復習を必ず行うこと 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 微生物学的基礎技術 
授業内容 実験の基本的注意、培地の作製 
事前・事後学習 実習後に 1 時間程度の復習を要する。 

2 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 菌数の測定（1） 
授業内容 生野菜の生菌数の測定 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

3 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 菌数の測定（2） 
授業内容 乳酸菌飲料の生菌数の測定 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

4 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 菌数の測定(3) 
授業内容 生野菜、乳酸菌飲料の生菌数の判定と菌数計算 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

5 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 菌数測定(4) 
授業内容 手指の細菌検査と手洗いの評価(1)  
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

6 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 菌数測定（5） 
授業内容 手指の細菌検査と手洗いの評価(2) 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

7 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 菌数測定（6） 
授業内容 落下細菌（1） 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 
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授業科目 
微生物学実験 

担当教員 濱岡 直裕、髙島 郁夫 
Microbiology Experiment 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 実験 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 〇  ◎   〇  

授業目的 
微生物学で学修した内容を基礎として、微生物学の実験技術の基礎を学修するとともに、実験を通して、微生
物の特徴を理解する。微生物の観察や測定等の実験によってヒトと微生物の関わりを学び、医療現場、介護現
場、食生活などにおける微生物の有用性や危険性などを理解し、管理栄養士として医療・介護の現場において
必要な応用力を身につける。 

到達目標 
1. 微生物を扱うための基本的技術を修得している。 
2. 医療における微生物の有用性や危険性について説明できる。 
3. 食品加工、食生活における微生物の有用性や危険性について説明できる。 

テキスト 杉山章、岸本満、和泉秀彦編「食品衛生学実験 - 安全を支える衛生検査のポイント -」（みらい）  
適宜、資料を配付する 

参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況をレポート、提出物、その他で評価する。 
その他：授業時の取り組み姿勢、発表など 

レポート 40% 
小テスト  
提出物 20% 
その他 40% 

履修上の 
留意事項 実験にあたっては予習・復習を必ず行うこと 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 微生物学的基礎技術 
授業内容 実験の基本的注意、培地の作製 
事前・事後学習 実習後に 1 時間程度の復習を要する。 

2 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 菌数の測定（1） 
授業内容 生野菜の生菌数の測定 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

3 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 菌数の測定（2） 
授業内容 乳酸菌飲料の生菌数の測定 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

4 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 菌数の測定(3) 
授業内容 生野菜、乳酸菌飲料の生菌数の判定と菌数計算 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

5 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 菌数測定(4) 
授業内容 手指の細菌検査と手洗いの評価(1)  
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

6 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 菌数測定（5） 
授業内容 手指の細菌検査と手洗いの評価(2) 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

7 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 菌数測定（6） 
授業内容 落下細菌（1） 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 菌数測定（7） 
授業内容 落下細菌（2）単染色、顕微鏡観察 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

9 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 コロニー観察とグラム染色(1) 
授業内容 標準菌のコロニー観察とグラム染色 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

10 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 コロニー観察とグラム染色(2) 
授業内容 落下細菌のグラム染色 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

11 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 大腸菌群の検査（1） 
授業内容 食品中の大腸菌群数の検査 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

12 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 大腸菌群の検査（2） 
授業内容 食品中の糞便系大腸菌群の検査、最確数の算出 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

13 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 大腸菌群の検査（3） 
授業内容 食品中の大腸菌の検査（1）IMViC試験 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

14 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 大腸菌群の検査（4） 
授業内容 食品中の大腸菌の検査（1）最確数の算出 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

15 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 芽胞形成菌の検査 
授業内容 芽胞染色 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 
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授業科目 
生化学Ⅰ 

担当教員 森山 隆則 
Biochemistry Ⅰ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 〇  ◎     

授業目的 
人体を構成する細胞の構造と機能、ヒトの体を構成し外から摂取しなければならないアミノ酸、たんぱく質、
糖質、脂質、核酸、酵素、ビタミン及びミネラルの化学構造と機能について学修する。生体のエネルギー源と
代謝、生体酸化、酵素の性質や作用等について理解する。 

到達目標 

1. アミノ酸・たんぱく質・糖質・脂質の機能を構造・性質にもとづき説明できる。 
2. 核酸の機能を構造・性質にもとづき説明できる。 
3. 酵素の定義、構成、性質、生理学的及び栄養学的意義について説明できる。 
4. ビタミンの種類と分類について補酵素としての役割及び欠乏症について説明できる。 
5. 体を構成するミネラルを理解し、必須なミネラルを示し欠乏症について説明できる。 
6. 糖質代謝とエネルギー産生について理解し脂質・たんぱく質との関連を説明できる。 

テキスト 
1. 薗田淳「栄養科学イラストレイテッド 生化学 改定第 3 版」(羊土社) 
2. 薗田淳「栄養科学イラストレイテッド演習版 生化学ノート 改定第 3 版」(羊土社) 
その他、教員が作成する配布資料 

参考書 遠藤克己、三輪一智「生化学ガイドブック改定第 3 版」(南江堂) 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 70% 

目標の到達状況を定期試験（70％）、小テスト（20％）その他（10％）で評
価する。 
その他：授業時の発表、取組み姿勢 

レポート  
小テスト 20% 
提出物  
その他 10% 

履修上の 
留意事項 

1. 授業前にテキスト・配布資料の該当ページに必ず目を通し予習する。 
2. 授業後にはテキスト・配布資料の該当ページを必ず復習する。 
3. テキスト「生化学ノート」の課題については指示ある毎に期日内に提出する。 
4. 双方向的授業を推進することから質疑に積極的に参加する。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験の立場から、生体成分などの講義を織り交ぜながら、生化学について理解しやすいように授業を行い
ます。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 生化学とは 
授業内容 生化学を学ぶ目的、単位・専門用語の理解 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

2 
学習の主題 生命と細胞 
授業内容 生命の最小単位である細胞の構造と小器官の役割 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

3 
学習の主題 たんぱく質とは 
授業内容 アミノ酸・たんぱく質の定義・構造式・生化学的性質 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

4 
学習の主題 たんぱく質の種類 
授業内容 たんぱく質の構造・機能からみた種類 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

5 
学習の主題 糖質とは 
授業内容 糖質の定義・構造式（異性体）・生化学的性質 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

6 
学習の主題 糖質の種類 
授業内容 糖質の分類（単糖類・ニ糖類・多糖類） 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 
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授業科目 
生化学Ⅰ 

担当教員 森山 隆則 
Biochemistry Ⅰ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 〇  ◎     

授業目的 
人体を構成する細胞の構造と機能、ヒトの体を構成し外から摂取しなければならないアミノ酸、たんぱく質、
糖質、脂質、核酸、酵素、ビタミン及びミネラルの化学構造と機能について学修する。生体のエネルギー源と
代謝、生体酸化、酵素の性質や作用等について理解する。 

到達目標 

1. アミノ酸・たんぱく質・糖質・脂質の機能を構造・性質にもとづき説明できる。 
2. 核酸の機能を構造・性質にもとづき説明できる。 
3. 酵素の定義、構成、性質、生理学的及び栄養学的意義について説明できる。 
4. ビタミンの種類と分類について補酵素としての役割及び欠乏症について説明できる。 
5. 体を構成するミネラルを理解し、必須なミネラルを示し欠乏症について説明できる。 
6. 糖質代謝とエネルギー産生について理解し脂質・たんぱく質との関連を説明できる。 

テキスト 
1. 薗田淳「栄養科学イラストレイテッド 生化学 改定第 3 版」(羊土社) 
2. 薗田淳「栄養科学イラストレイテッド演習版 生化学ノート 改定第 3 版」(羊土社) 
その他、教員が作成する配布資料 

参考書 遠藤克己、三輪一智「生化学ガイドブック改定第 3 版」(南江堂) 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 70% 

目標の到達状況を定期試験（70％）、小テスト（20％）その他（10％）で評
価する。 
その他：授業時の発表、取組み姿勢 

レポート  
小テスト 20% 
提出物  
その他 10% 

履修上の 
留意事項 

1. 授業前にテキスト・配布資料の該当ページに必ず目を通し予習する。 
2. 授業後にはテキスト・配布資料の該当ページを必ず復習する。 
3. テキスト「生化学ノート」の課題については指示ある毎に期日内に提出する。 
4. 双方向的授業を推進することから質疑に積極的に参加する。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験の立場から、生体成分などの講義を織り交ぜながら、生化学について理解しやすいように授業を行い
ます。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 生化学とは 
授業内容 生化学を学ぶ目的、単位・専門用語の理解 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

2 
学習の主題 生命と細胞 
授業内容 生命の最小単位である細胞の構造と小器官の役割 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

3 
学習の主題 たんぱく質とは 
授業内容 アミノ酸・たんぱく質の定義・構造式・生化学的性質 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

4 
学習の主題 たんぱく質の種類 
授業内容 たんぱく質の構造・機能からみた種類 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

5 
学習の主題 糖質とは 
授業内容 糖質の定義・構造式（異性体）・生化学的性質 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

6 
学習の主題 糖質の種類 
授業内容 糖質の分類（単糖類・ニ糖類・多糖類） 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 脂質とは 
授業内容 脂質の定義・構造式・生化学的性質 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

8 
学習の主題 脂質の種類 
授業内容 脂質の分類 ( 単純脂質・複合脂質・誘導脂質 ) 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

9 
学習の主題 核酸とは 
授業内容 核酸の構成、遺伝子及びたんぱく質合成との関連 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

10 
学習の主題 酵素とは 
授業内容 酵素の定義・性質・生体における生理学的役割 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

11 
学習の主題 ビタミンとは 
授業内容 ビタミンの化学構造、機能、分類 ( 水溶性・脂溶性 )・欠乏症 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

12 
学習の主題 ミネラルとは 
授業内容 ミネラルの構造と機能、種類と欠乏症 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

13 
学習の主題 糖質の代謝 
授業内容 解糖系とクエン酸回路 (TCA サイクル ) 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

14 
学習の主題 糖新生 
授業内容 グリコーゲンの代謝とペントースリン酸回路 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 

15 
学習の主題 糖代謝の意義 
授業内容 解糖と糖新生の調節、脂質、たんぱく質との関連 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習をする。 
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授業科目 
食品科学Ⅰ 

担当教員 松川 典子、荒川 義人 
Food ScienceⅠ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 〇 〇 ◎    〇 

授業目的 

食品の分類には、生産様式、原料、主要栄養素、食習慣、その他の分類があること、また、食品の機能性につ
いて学修する。一次機能は生命維持に関わる栄養成分、二次機能は食欲や満足感に影響する嗜好成分であり、
三次機能は、消化管内で作用する機能、消化管で吸収後の標的組織での生理機能調節に関わる成分であり、そ
れぞれの特性を理解する。また新規食品やその成分が健康に与える影響や疾病予防に対する役割などを理解す
る。 

到達目標 

1．食品の種類と分類を説明できる。 
2．食品の機能について、成分と一次、二次、三次機能の関係を説明でき、機能を効果的に活用できる知識を

修得している。 
3．食品成分の変化、成分間反応の基礎を理解し、栄養価、安全性、嗜好性などの面で適切に食品を扱う能力

を身につけている。 
テキスト 中河原 俊治 編著「食べ物と健康Ⅱ 第 2 版 食品の機能」（三共出版） 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80％ 

目標の到達状況を定期試験、その他で評価する。 
その他：授業時の発表、取組み姿勢 

レポート  
小テスト  
提出物  
その他 20％ 

履修上の 
留意事項 

各授業の前後に１～２時間の予習・復習を要する。授業時間ごとに不明な点は質問紙に記入、提出する。 
調理学や基礎栄養学などとの関連があるので、系統的な科目として学修する。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（松川） 

学習の主題 食品の分類、機能 
授業内容 食品とは ( 種類、分類など ) 、食品成分と機能性 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

2 
（松川） 

学習の主題 食品の一次機能（１) 
授業内容 水分、炭水化物の種類と性質① 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

3 
（松川） 

学習の主題 食品の一次機能（２) 
授業内容 炭水化物の種類と性質② 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

4 
（松川） 

学習の主題 食品の一次機能（３) 
授業内容 炭水化物の加熱変化、たんぱく質の種類と性質① 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

5 
（松川） 

学習の主題 食品の一次機能（４) 
授業内容 たんぱく質の種類と性質②、たんぱく質の変化、酵素 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

6 
（松川） 

学習の主題 食品の一次機能（５) 
授業内容 脂質の種類と性質① 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

7 
（松川） 

学習の主題 食品の一次機能（６) 
授業内容 脂質の種類と性質②、脂質の変化 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 
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授業科目 
食品科学Ⅰ 

担当教員 松川 典子、荒川 義人 
Food ScienceⅠ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 〇 〇 ◎    〇 

授業目的 

食品の分類には、生産様式、原料、主要栄養素、食習慣、その他の分類があること、また、食品の機能性につ
いて学修する。一次機能は生命維持に関わる栄養成分、二次機能は食欲や満足感に影響する嗜好成分であり、
三次機能は、消化管内で作用する機能、消化管で吸収後の標的組織での生理機能調節に関わる成分であり、そ
れぞれの特性を理解する。また新規食品やその成分が健康に与える影響や疾病予防に対する役割などを理解す
る。 

到達目標 

1．食品の種類と分類を説明できる。 
2．食品の機能について、成分と一次、二次、三次機能の関係を説明でき、機能を効果的に活用できる知識を

修得している。 
3．食品成分の変化、成分間反応の基礎を理解し、栄養価、安全性、嗜好性などの面で適切に食品を扱う能力

を身につけている。 
テキスト 中河原 俊治 編著「食べ物と健康Ⅱ 第 2 版 食品の機能」（三共出版） 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80％ 

目標の到達状況を定期試験、その他で評価する。 
その他：授業時の発表、取組み姿勢 

レポート  
小テスト  
提出物  
その他 20％ 

履修上の 
留意事項 

各授業の前後に１～２時間の予習・復習を要する。授業時間ごとに不明な点は質問紙に記入、提出する。 
調理学や基礎栄養学などとの関連があるので、系統的な科目として学修する。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（松川） 

学習の主題 食品の分類、機能 
授業内容 食品とは ( 種類、分類など ) 、食品成分と機能性 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

2 
（松川） 

学習の主題 食品の一次機能（１) 
授業内容 水分、炭水化物の種類と性質① 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

3 
（松川） 

学習の主題 食品の一次機能（２) 
授業内容 炭水化物の種類と性質② 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

4 
（松川） 

学習の主題 食品の一次機能（３) 
授業内容 炭水化物の加熱変化、たんぱく質の種類と性質① 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

5 
（松川） 

学習の主題 食品の一次機能（４) 
授業内容 たんぱく質の種類と性質②、たんぱく質の変化、酵素 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

6 
（松川） 

学習の主題 食品の一次機能（５) 
授業内容 脂質の種類と性質① 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

7 
（松川） 

学習の主題 食品の一次機能（６) 
授業内容 脂質の種類と性質②、脂質の変化 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
（松川） 

学習の主題 食品の一次機能（７) 
授業内容 無機質の種類と性質 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

9 
（松川） 

学習の主題 食品の一次機能（８) 
授業内容 ビタミンの種類と性質 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

10 
（荒川） 

学習の主題 食品の二次機能（１) 
授業内容 色素成分の種類と性質 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

11 
（荒川） 

学習の主題 食品の二次機能（２) 
授業内容 呈味成分の種類と性質 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

12 
（荒川） 

学習の主題 食品の二次機能（３) 
授業内容 香気・臭い成分の種類と性質 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

13 
（荒川） 

学習の主題 食品の二次機能（４) 
授業内容 食品の物性とおいしさの評価 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

14 
（松川） 

学習の主題 食品の三次機能（１) 
授業内容 非栄養成分、生体での機能発現 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

15 
（松川） 

学習の主題 食品の三次機能（２) 
授業内容 疾病予防と食品成分 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 
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授業科目 
食品科学Ⅱ 

担当教員 荒川 義人 
Food Science Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 〇 〇 ◎    〇 

授業目的 
日常摂取する食品を生物起源によって植物性食品、動物性食品、その他の食品に分類し、それぞれに分類され
る食品の種類と成分的特性について、また、それらの代表的な加工品について学修する。多様な食品の種類や 
成分特性に関する知識を系統的に理解する。また、食品成分表の構成と内容についても理解する。 

到達目標 1. 様々な食品の種類や機能性に関する知識を系統的に理解し、説明できる。 
2. 食品の特性を食事設計や栄養教育などの管理栄養士業務に活用できる能力を身につけている。 

テキスト 荒川 義人 編著「食べ物と健康Ⅰ 第 2 版 食品の分類と成分」（三共出版） 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80％ 

目標の到達状況を定期試験、その他で評価する。 
その他：授業時の発表、取組み姿勢 

レポート  
小テスト  
提出物  
その他 20％ 

履修上の 
留意事項 

各授業の前後に１～２時間の予習・復習を要する。授業時間ごとに不明な点は質問紙に記入、提出する。 
食品科学Ⅰ、調理学の基礎を身に付け、身近にある多様な食品に関心をもって受講する。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 人間と食品 
授業内容 食文化と食生活、食生活と健康、食料と環境問題 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

2 
学習の主題 食品の分類と成分 
授業内容 食品の分類、植物性食品 (1) 穀類 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

3 
学習の主題 食品の分類と成分 
授業内容 植物性食品 (2) いも類、豆類 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

4 
学習の主題 食品の分類と成分 
授業内容 植物性食品 (3) 種実類、野菜類＜１＞ 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

5 
学習の主題 食品の分類と成分 
授業内容 植物性食品 (4) 野菜類＜２＞ 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

6 
学習の主題 食品の分類と成分 
授業内容 植物性食品 (5) 果実類 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

7 
学習の主題 食品の分類と成分 
授業内容 植物性食品 (6)  きのこ類・藻類 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

8 
学習の主題 食品の分類と成分 
授業内容 動物性食品 (1) 肉類 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 
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授業科目 
食品科学Ⅱ 

担当教員 荒川 義人 
Food Science Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 〇 〇 ◎    〇 

授業目的 
日常摂取する食品を生物起源によって植物性食品、動物性食品、その他の食品に分類し、それぞれに分類され
る食品の種類と成分的特性について、また、それらの代表的な加工品について学修する。多様な食品の種類や 
成分特性に関する知識を系統的に理解する。また、食品成分表の構成と内容についても理解する。 

到達目標 1. 様々な食品の種類や機能性に関する知識を系統的に理解し、説明できる。 
2. 食品の特性を食事設計や栄養教育などの管理栄養士業務に活用できる能力を身につけている。 

テキスト 荒川 義人 編著「食べ物と健康Ⅰ 第 2 版 食品の分類と成分」（三共出版） 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80％ 

目標の到達状況を定期試験、その他で評価する。 
その他：授業時の発表、取組み姿勢 

レポート  
小テスト  
提出物  
その他 20％ 

履修上の 
留意事項 

各授業の前後に１～２時間の予習・復習を要する。授業時間ごとに不明な点は質問紙に記入、提出する。 
食品科学Ⅰ、調理学の基礎を身に付け、身近にある多様な食品に関心をもって受講する。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 人間と食品 
授業内容 食文化と食生活、食生活と健康、食料と環境問題 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

2 
学習の主題 食品の分類と成分 
授業内容 食品の分類、植物性食品 (1) 穀類 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

3 
学習の主題 食品の分類と成分 
授業内容 植物性食品 (2) いも類、豆類 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

4 
学習の主題 食品の分類と成分 
授業内容 植物性食品 (3) 種実類、野菜類＜１＞ 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

5 
学習の主題 食品の分類と成分 
授業内容 植物性食品 (4) 野菜類＜２＞ 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

6 
学習の主題 食品の分類と成分 
授業内容 植物性食品 (5) 果実類 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

7 
学習の主題 食品の分類と成分 
授業内容 植物性食品 (6)  きのこ類・藻類 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

8 
学習の主題 食品の分類と成分 
授業内容 動物性食品 (1) 肉類 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

9 
学習の主題 食品の分類と成分 
授業内容 動物性食品 (2) 魚介類 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

10 
学習の主題 食品の分類と成分 
授業内容 動物性食品 (3) 乳類 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

11 
学習の主題 食品の分類と成分 
授業内容 動物性食品 (4) 卵類  その他の食品（1）油脂類  
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

12 
学習の主題 食品の分類と成分 
授業内容 その他の食品（2） 甘味料、調味料、香辛料、嗜好飲料 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

13 
学習の主題 食品の分類と成分 
授業内容 その他の食品 (3) 微生物利用食品 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

14 
学習の主題 食品成分表の理解 
授業内容 日本食品標準成分表の概要、2015 年版（七訂）の構成など（1） 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

15 
学習の主題 食品成分表の理解 まとめ 
授業内容 2015 年版（七訂）の構成など（2）、復習問題 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 
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授業科目 
食品科学実験Ⅰ 

担当教員 荒川 義人、松川 典子 
Food Science Laboratory Ⅰ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 実験 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 〇 〇 ◎   〇 〇 

授業目的 
食品科学実験に関する基礎知識、基本的操作を身につけ、食品の一般成分である水分、アミノ酸、たんぱく質、
糖質 ( 単糖類、オリゴ糖、多糖類 )、脂質、灰分などの定量分析および、定性分析を学修する。実験の結果を
レポートに整理するとともに、食品成分の特性や食品成分表に記載されている成分値についても理解する。 

到達目標 
1. 食品科学実験の基本操作を身に付けている。 
2. 食品成分の特性について説明できる。 
3. 食品の一般成分分析法を修得し、食品成分表の記載値の根拠を説明できる。 

テキスト 津久井亜紀夫 編著 荒川義人他著「食べものと健康Ⅳ 食品学実験・実習」（樹村房）  
その他にテーマごとにプリントを配布する。 

参考書 なし 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況をレポート、その他で評価する。 
その他：授業時の実験操作を進める姿勢 

レポート 60％ 
小テスト  
提出物  
その他 40％ 

履修上の 
留意事項 

レポートは、実験テーマごとに内容 ( 結果・考察 ) をまとめたものを、指定期日までに提出する。 
レポート作成時、とくに食品科学Ⅰのテキストで実験内容に該当する箇所の復習を含め２時間程度を要する。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（荒川） 
（松川） 

学習の主題 実験の基礎知識 
授業内容 ガイダンス、実験器具及びデータの取り扱い 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

2 
（松川） 

学習の主題 基礎実験（1） 
授業内容 糖の定性 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

3 
（松川） 

学習の主題 基礎実験（2） 
授業内容 たんぱく質の定性 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

4 
（松川） 

学習の主題 基礎実験（3） 
授業内容 有機酸の定量 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

5 
（荒川） 

学習の主題 一般成分分析（1） 
授業内容 水分と灰分の定量① 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

6 
（荒川） 

学習の主題 一般成分分析（2） 
授業内容 水分と灰分の定量② 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 
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授業科目 
食品科学実験Ⅰ 

担当教員 荒川 義人、松川 典子 
Food Science Laboratory Ⅰ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 実験 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 〇 〇 ◎   〇 〇 

授業目的 
食品科学実験に関する基礎知識、基本的操作を身につけ、食品の一般成分である水分、アミノ酸、たんぱく質、
糖質 ( 単糖類、オリゴ糖、多糖類 )、脂質、灰分などの定量分析および、定性分析を学修する。実験の結果を
レポートに整理するとともに、食品成分の特性や食品成分表に記載されている成分値についても理解する。 

到達目標 
1. 食品科学実験の基本操作を身に付けている。 
2. 食品成分の特性について説明できる。 
3. 食品の一般成分分析法を修得し、食品成分表の記載値の根拠を説明できる。 

テキスト 津久井亜紀夫 編著 荒川義人他著「食べものと健康Ⅳ 食品学実験・実習」（樹村房）  
その他にテーマごとにプリントを配布する。 

参考書 なし 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況をレポート、その他で評価する。 
その他：授業時の実験操作を進める姿勢 

レポート 60％ 
小テスト  
提出物  
その他 40％ 

履修上の 
留意事項 

レポートは、実験テーマごとに内容 ( 結果・考察 ) をまとめたものを、指定期日までに提出する。 
レポート作成時、とくに食品科学Ⅰのテキストで実験内容に該当する箇所の復習を含め２時間程度を要する。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（荒川） 
（松川） 

学習の主題 実験の基礎知識 
授業内容 ガイダンス、実験器具及びデータの取り扱い 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

2 
（松川） 

学習の主題 基礎実験（1） 
授業内容 糖の定性 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

3 
（松川） 

学習の主題 基礎実験（2） 
授業内容 たんぱく質の定性 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

4 
（松川） 

学習の主題 基礎実験（3） 
授業内容 有機酸の定量 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

5 
（荒川） 

学習の主題 一般成分分析（1） 
授業内容 水分と灰分の定量① 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

6 
（荒川） 

学習の主題 一般成分分析（2） 
授業内容 水分と灰分の定量② 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
（荒川） 

学習の主題 一般成分分析（3） 
授業内容 たんぱく質の定量① 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

8 
（荒川） 

学習の主題 一般成分分析（4） 
授業内容 たんぱく質の定量② 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

9 
（荒川） 

学習の主題 一般成分分析（5） 
授業内容 脂質の定量 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

10 
（荒川） 

学習の主題 一般成分分析（6） 
授業内容 無機質の定量 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

11 
（荒川） 

学習の主題 一般成分分析（7） 
授業内容 糖質の定量 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

12 
（荒川） 

学習の主題 一般成分分析（8） 
授業内容 ビタミンの定量 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

13 
（松川） 

学習の主題 でんぷんの性質 
授業内容 でんぷんの種類と糊化温度の違い確認 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

14 
（松川） 

学習の主題 油脂の性質 
授業内容 油脂の性質（融点測定・酸価の測定） 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

15 
（松川） 

学習の主題 食品の色素の性質 
授業内容 食品に含まれる脂溶性、水溶性色素の性質確認 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 
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授業科目 
調理学 

担当教員 坂本 恵 
Cookery Science 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 〇 〇 ◎    〇 

授業目的 

人間と食品について、食文化と食生活の歴史的変遷、食生活と健康、食料と環境問題を含め理解する。さらに
食物のおいしさは調理方法、個人の嗜好性、環境など様々な要因によって影響を受けていることを理解する。
また、食品の備えている特性が調理過程において理化学的、組織学的、物性学的に変化することを学修し、調
理理論を理解する。実践の場において、管理栄養士として栄養指導、食事管理などを行うための基礎的な知識
を身につける。 

到達目標 
1. 食文化と食生活の歴史的変遷、食料と環境問題、食生活と健康について説明できる。 
2. 食事における調理の役割について説明できる。 
3. 調理操作による食品の変化について説明できる。 
4. 食文化や食習慣に配慮した食事計画と調理操作について理解している。 

テキスト 1. 大越ひろ・高橋智子編著 「四訂 健康・調理の科学」（建帛社） 
2. 日本食品成分表 2021 八訂 栄養計算ソフト・電子版付（医歯薬出版） 

参考書 1.山﨑清子他「NEW調理と理論」（同文書院） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 60% 

目標の到達状況を小テスト（40％）および定期試験（60％）の結果により
総合的に評価する。 
 

レポート     
小テスト 40% 
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 同時期に開講されている調理学実習Ⅰと関連している。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 食生活の変遷 
授業内容 食文化と食生活の歴史的変遷、食料と環境問題 
事前・事後学習 シラバスの確認・テキストと配布プリントを復習する。 

2 
学習の主題 調理の目的 
授業内容 調理の目的と役割 
事前・事後学習 授業の前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

3 
学習の主題 食事設計と健康 
授業内容 食事の意義と役割、食事設計、食品成分表の理解と活用 
事前・事後学習 授業の前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

4 
学習の主題 食事設計と健康 
授業内容 対象者に適した献立作成の基本的な考え方 
事前・事後学習 授業の前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

5 
学習の主題 食事設計と健康 
授業内容 料理様式と食事構成 
事前・事後学習 授業の前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

6 
学習の主題 おいしさと健康（1） 
授業内容 おいしさを感じるからだの仕組みと健康への影響 
事前・事後学習 授業の前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

7 
学習の主題 おいしさと健康（2） 
授業内容 おいしさに関与する要因とおいしさを構成している食べ物の成分 
事前・事後学習 授業の前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 
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授業科目 
調理学 

担当教員 坂本 恵 
Cookery Science 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 〇 〇 ◎    〇 

授業目的 

人間と食品について、食文化と食生活の歴史的変遷、食生活と健康、食料と環境問題を含め理解する。さらに
食物のおいしさは調理方法、個人の嗜好性、環境など様々な要因によって影響を受けていることを理解する。
また、食品の備えている特性が調理過程において理化学的、組織学的、物性学的に変化することを学修し、調
理理論を理解する。実践の場において、管理栄養士として栄養指導、食事管理などを行うための基礎的な知識
を身につける。 

到達目標 
1. 食文化と食生活の歴史的変遷、食料と環境問題、食生活と健康について説明できる。 
2. 食事における調理の役割について説明できる。 
3. 調理操作による食品の変化について説明できる。 
4. 食文化や食習慣に配慮した食事計画と調理操作について理解している。 

テキスト 1. 大越ひろ・高橋智子編著 「四訂 健康・調理の科学」（建帛社） 
2. 日本食品成分表 2021 八訂 栄養計算ソフト・電子版付（医歯薬出版） 

参考書 1.山﨑清子他「NEW調理と理論」（同文書院） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 60% 

目標の到達状況を小テスト（40％）および定期試験（60％）の結果により
総合的に評価する。 
 

レポート     
小テスト 40% 
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 同時期に開講されている調理学実習Ⅰと関連している。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 食生活の変遷 
授業内容 食文化と食生活の歴史的変遷、食料と環境問題 
事前・事後学習 シラバスの確認・テキストと配布プリントを復習する。 

2 
学習の主題 調理の目的 
授業内容 調理の目的と役割 
事前・事後学習 授業の前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

3 
学習の主題 食事設計と健康 
授業内容 食事の意義と役割、食事設計、食品成分表の理解と活用 
事前・事後学習 授業の前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

4 
学習の主題 食事設計と健康 
授業内容 対象者に適した献立作成の基本的な考え方 
事前・事後学習 授業の前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

5 
学習の主題 食事設計と健康 
授業内容 料理様式と食事構成 
事前・事後学習 授業の前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

6 
学習の主題 おいしさと健康（1） 
授業内容 おいしさを感じるからだの仕組みと健康への影響 
事前・事後学習 授業の前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

7 
学習の主題 おいしさと健康（2） 
授業内容 おいしさに関与する要因とおいしさを構成している食べ物の成分 
事前・事後学習 授業の前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 おいしさと健康（3） 
授業内容 おいしさの評価方法、食品の嗜好機能と健康 
事前・事後学習 授業の前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

9 
学習の主題 調味と味覚 
授業内容 調味操作の基本、味の相互作用 
事前・事後学習 授業の前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

10 
学習の主題 調理操作（1） 
授業内容 非加熱調理操作 
事前・事後学習 授業の前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

11 
学習の主題 調理操作（2） 
授業内容 加熱調理操作 
事前・事後学習 授業の前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

12 
学習の主題 食品の調理特性と健康（1） 
授業内容 炭水化物を多く含む食品の調理特性 
事前・事後学習 授業の前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

13 
学習の主題 食品の調理特性と健康（2） 
授業内容 たんぱく質を多く含む食品の調理特性① 
事前・事後学習 授業の前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

14 
学習の主題 食品の調理特性と健康（3） 
授業内容 たんぱく質を多く含む食品の調理特性② 
事前・事後学習 授業の前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

15 
学習の主題 食品の調理特性と健康（4） 
授業内容 ビタミン・ミネラルを多く含む食品の調理特性 
事前・事後学習 授業の前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 
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授業科目 
調理学実習Ⅰ 

担当教員 坂本 恵 
Cookery Science Practicum Ⅰ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 〇 〇 ◎   〇 〇 

授業目的 

調理学で学んだ理論を基礎として、食事計画から提供までの過程を体系的に学修する。調理操作における食品
の化学的変化や調理技術について実習を通して修得するとともに、おいしい食事とはどのような食事なのか、
またどのように提供する事が重要なのか等について考え、実践する能力や技術を身につける。さらに管理栄養
士として現場において食事を提供するための留意点や安全な食事提供におけるリスク管理について、実習を通
して修得する。 

到達目標 
1．食材に適した取り扱い方や調理操作ができる。 
2．調理技術を習得し日常生活で実践できる。 
3．調理機器を適切に使用することができる。 
4．衛生や安全管理を理解し、調理することができる。 

テキスト 
1．松崎政三他 「調理の基礎とサイエンス」（学際企画） 
2.「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） 
3. 日本食品成分表 2021 八訂 栄養計算ソフト・電子版付（医歯薬出版） 
※その他プリント配布 

参考書 1．大越ひろ・高橋智子編著「四訂 健康・調理の科学」（建帛社） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

実習内容に関する提出物（50％）、小テスト（30％）、その他（20％）の結
果を総合的に評価する 
その他：授業時の取組み姿勢 

レポート  
小テスト 30% 
提出物 50% 
その他 20% 

履修上の 
留意事項 

1．同時期に開講されている調理学と関連している。欠席・遅刻・私語は厳禁。 
2．食材入取等の事情により授業内容を入れ替えることがあります。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 ガイダンス 
授業内容 調理学実習Ⅰの目的と授業のすすめ方 
事前・事後学習 事前にシラバスを読み、授業の目的、到達目標を把握しておく。 

2 

学習の主題 調理の基本 

授業内容 調理に応じた野菜の切り方、包丁の安全な扱い方、食品の目安量と重量、計
量方法 

事前・事後学習 テキストの該当箇所を予習しておく。配布プリントを復習し提出物を作成
する。 

3 
学習の主題 日本料理（1） 
授業内容 日本料理の特徴   米の調理（炊飯）、だしの取り方、塩分濃度の測定 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関する提出物を作成する。 

4 
学習の主題 日本料理（2） 
授業内容 乾物の調理 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関する提出物を作成する。 

5 
学習の主題 日本料理（3） 
授業内容 米の調理（炊き込み飯）、汁物調理 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関する提出物を作成する。 

6 
学習の主題 日本料理（4） 
授業内容 魚の調理、野菜の調理 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関する提出物を作成する。 
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授業科目 
調理学実習Ⅰ 

担当教員 坂本 恵 
Cookery Science Practicum Ⅰ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 〇 〇 ◎   〇 〇 

授業目的 

調理学で学んだ理論を基礎として、食事計画から提供までの過程を体系的に学修する。調理操作における食品
の化学的変化や調理技術について実習を通して修得するとともに、おいしい食事とはどのような食事なのか、
またどのように提供する事が重要なのか等について考え、実践する能力や技術を身につける。さらに管理栄養
士として現場において食事を提供するための留意点や安全な食事提供におけるリスク管理について、実習を通
して修得する。 

到達目標 
1．食材に適した取り扱い方や調理操作ができる。 
2．調理技術を習得し日常生活で実践できる。 
3．調理機器を適切に使用することができる。 
4．衛生や安全管理を理解し、調理することができる。 

テキスト 
1．松崎政三他 「調理の基礎とサイエンス」（学際企画） 
2.「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） 
3. 日本食品成分表 2021 八訂 栄養計算ソフト・電子版付（医歯薬出版） 
※その他プリント配布 

参考書 1．大越ひろ・高橋智子編著「四訂 健康・調理の科学」（建帛社） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

実習内容に関する提出物（50％）、小テスト（30％）、その他（20％）の結
果を総合的に評価する 
その他：授業時の取組み姿勢 

レポート  
小テスト 30% 
提出物 50% 
その他 20% 

履修上の 
留意事項 

1．同時期に開講されている調理学と関連している。欠席・遅刻・私語は厳禁。 
2．食材入取等の事情により授業内容を入れ替えることがあります。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 ガイダンス 
授業内容 調理学実習Ⅰの目的と授業のすすめ方 
事前・事後学習 事前にシラバスを読み、授業の目的、到達目標を把握しておく。 

2 

学習の主題 調理の基本 

授業内容 調理に応じた野菜の切り方、包丁の安全な扱い方、食品の目安量と重量、計
量方法 

事前・事後学習 テキストの該当箇所を予習しておく。配布プリントを復習し提出物を作成
する。 

3 
学習の主題 日本料理（1） 
授業内容 日本料理の特徴   米の調理（炊飯）、だしの取り方、塩分濃度の測定 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関する提出物を作成する。 

4 
学習の主題 日本料理（2） 
授業内容 乾物の調理 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関する提出物を作成する。 

5 
学習の主題 日本料理（3） 
授業内容 米の調理（炊き込み飯）、汁物調理 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関する提出物を作成する。 

6 
学習の主題 日本料理（4） 
授業内容 魚の調理、野菜の調理 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関する提出物を作成する。 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 日本料理（5） 
授業内容 魚の調理、揚げ物調理、吸油量 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関する提出物を作成する。 

8 
学習の主題 日本料理（6） 
授業内容 麺の調理、卵の調理 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関する提出物を作成する。 

9 
学習の主題 日本料理（7） 
授業内容 バランス（主食・主菜・副菜）を考えた献立実習 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関する提出物を作成する。 

10 
学習の主題 西洋料理（1） 
授業内容 西洋料理の特徴   挽き肉調理 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関する提出物を作成する。 

11 
学習の主題 西洋料理（2） 
授業内容 米の調理（ピラフ）、小麦粉の調理 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関する提出物を作成する。 

12 
学習の主題 西洋料理（3） 
授業内容 魚の調理、野菜の調理 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関する提出物を作成する。 

13 
学習の主題 中国料理（1） 
授業内容 鶏ガラスープ（湯）の取り方、肉の調理 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関する提出物を作成する。 

14 
学習の主題 中国料理（2） 
授業内容 肉の調理、小麦粉の調理 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関する提出物を作成する。 

15 
学習の主題 まとめ 
授業内容 調理学実習のまとめ 
事前・事後学習 前回まで配布したプリントを復習する。 
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授業科目 
調理学実習Ⅱ 

担当教員 坂本 恵 
Cookery Science Practicum Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 〇 〇 ◎   〇 〇 

授業目的 
調理学、調理学実習Ⅰで学修した調理理論、調理技術、安全な食事の提供などの基礎的知識に基づいて、より
高度な調理技術や技能を修得し、特別な日に提供される食事などへ発展させる。具体的には季節の食材を選定
した旬の料理や行事食、あるいは北海道における郷土食を取りいれた献立の調理、安全でおいしい食事の提供
技能や技術を修得する。 

到達目標 
1. 調理操作や盛り付けを効率よく展開することができる。 
2. 食物の栄養特性や嗜好性をふまえた調理操作を理解し実践できる。 
3. 食文化や食習慣に配慮した食事を提供できる力を身につけている。 
4. 衛生や安全管理を理解し、食品を調理し、食事を提供することができる。 

テキスト 
1. 松崎政三他「調理の基礎とサイエンス」（学際企画） 
2.「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） 
3. 日本食品成分表 2021 八訂 栄養計算ソフト・電子版付（医歯薬出版） 
その他プリント配布 

参考書 1.大越ひろ・高橋智子編著「四訂 健康・調理の科学」（建帛社） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

実習内容に関する提出物（60％）、小テスト（30％）、その他（10％）の結
果を総合的に評価する 
その他：授業時の取組み姿勢 

レポート  
小テスト 30% 
提出物 60% 
その他 10% 

履修上の 
留意事項 

1. 前期に開講された調理学、調理学実習Ⅰと関連している。 
2. 食材入取等の事情により授業内容を入れ替えることがあります。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 ガイダンス 
授業内容 調理学実習Ⅱの目的と授業のすすめ方 
事前・事後学習 事前にシラバスを読み、授業の目的・到達目標を把握しておくこと。 

2 
学習の主題 日本料理（1） 
授業内容 旬の食材を使用した調理 ① 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関するレポートを作成する。 

3 
学習の主題 日本料理（2） 
授業内容 旬の食材を使用した調理 ② 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関するレポートを作成する。 

4 
学習の主題 日本料理（郷土料理） 
授業内容 北海道の郷土料理 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関するレポートを作成する。 

5 
学習の主題 日本料理（道産食材） 
授業内容 北海道の食材を使用した調理 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関するレポートを作成する。 

6 
学習の主題 西洋料理（1） 
授業内容 世界の料理 ① 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関するレポートを作成する。 
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授業科目 
調理学実習Ⅱ 

担当教員 坂本 恵 
Cookery Science Practicum Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 〇 〇 ◎   〇 〇 

授業目的 
調理学、調理学実習Ⅰで学修した調理理論、調理技術、安全な食事の提供などの基礎的知識に基づいて、より
高度な調理技術や技能を修得し、特別な日に提供される食事などへ発展させる。具体的には季節の食材を選定
した旬の料理や行事食、あるいは北海道における郷土食を取りいれた献立の調理、安全でおいしい食事の提供
技能や技術を修得する。 

到達目標 
1. 調理操作や盛り付けを効率よく展開することができる。 
2. 食物の栄養特性や嗜好性をふまえた調理操作を理解し実践できる。 
3. 食文化や食習慣に配慮した食事を提供できる力を身につけている。 
4. 衛生や安全管理を理解し、食品を調理し、食事を提供することができる。 

テキスト 
1. 松崎政三他「調理の基礎とサイエンス」（学際企画） 
2.「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） 
3. 日本食品成分表 2021 八訂 栄養計算ソフト・電子版付（医歯薬出版） 
その他プリント配布 

参考書 1.大越ひろ・高橋智子編著「四訂 健康・調理の科学」（建帛社） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

実習内容に関する提出物（60％）、小テスト（30％）、その他（10％）の結
果を総合的に評価する 
その他：授業時の取組み姿勢 

レポート  
小テスト 30% 
提出物 60% 
その他 10% 

履修上の 
留意事項 

1. 前期に開講された調理学、調理学実習Ⅰと関連している。 
2. 食材入取等の事情により授業内容を入れ替えることがあります。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 ガイダンス 
授業内容 調理学実習Ⅱの目的と授業のすすめ方 
事前・事後学習 事前にシラバスを読み、授業の目的・到達目標を把握しておくこと。 

2 
学習の主題 日本料理（1） 
授業内容 旬の食材を使用した調理 ① 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関するレポートを作成する。 

3 
学習の主題 日本料理（2） 
授業内容 旬の食材を使用した調理 ② 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関するレポートを作成する。 

4 
学習の主題 日本料理（郷土料理） 
授業内容 北海道の郷土料理 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関するレポートを作成する。 

5 
学習の主題 日本料理（道産食材） 
授業内容 北海道の食材を使用した調理 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関するレポートを作成する。 

6 
学習の主題 西洋料理（1） 
授業内容 世界の料理 ① 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関するレポートを作成する。 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 西洋料理（2） 
授業内容 世界の料理 ② 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関するレポートを作成する。 

8 
学習の主題 西洋料理（3） 
授業内容 世界の料理 ③ 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関するレポートを作成する。 

9 
学習の主題 中国料理（1） 
授業内容 溜菜と蒸菜の調理 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関するレポートを作成する。 

10 
学習の主題 中国料理（2） 
授業内容 特殊材料と調味料を使用した調理 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関するレポートを作成する。 

11 
学習の主題 行事食（1） 
授業内容 行事食   クリスマス料理 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関するレポートを作成する。 

12 
学習の主題 行事食（2） 
授業内容 行事食   正月料理 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関するレポートを作成する。 

13 
学習の主題 行事食（3） 
授業内容 行事食   ひな祭りの料理 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおく。実習内容に関するレポートを作成する。 

14 
学習の主題 献立評価 
授業内容 作成献立による各班での調理実習と評価 
事前・事後学習 作成した献立内容を把握する。献立内容に関するレポートを作成する。 

15 
学習の主題 まとめ 
授業内容 調理学実習のまとめ 
事前・事後学習 前回まで配布したプリントを復習する。 
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授業科目 
管理栄養士論 

担当教員 久保 ちづる、岡本 智子、槌本 浩司、 
渡辺 いつみ Introduction to Registered Dietetics 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

◎  〇 〇     

授業目的 

管理栄養士に必要な能力を養成する学修体系の理解と学修目標を明確に示し、社会的・職業自立に関する導入
科目である。現代社会における健康増進・維持のための食事管理や栄養指導など、管理栄養士の使命や役割、
さらに専門職として不可欠な職業意識、倫理観について学修する（久保 4/8）。また、北海道における地域の特
徴や課題について、各職場で働く管理栄養士による講義などにより理解を深め、各自が理想とする管理栄養士
像を明確にする（髙橋 4/8）。 

到達目標 
1. 管理栄養士の社会的使命や役割について理解している。 
2. 管理栄養士の仕事、職業意識、倫理観について理解している。 
3. 臨床の場、福祉、介護の場などにおける管理栄養士の業務、課題等について理解している。 
4. 自分の目標とする管理栄養士について説明することができる。 

テキスト 資料を配布する。 
参考書 なし 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  目標の到達状況を下記の点から評価、60点以上を合格とする。 

①課題レポート(60点) 
目的：管理栄養士の職務や役割の理解と各自の学修目標を明確にする 
内容：各分野の講師による管理栄養士による講義を元に自分が目的と

する管理栄養士像について述べるなどの点からレポートを作成
しているか評価する 

②その他グループワークレポート(40点) 
グループワークにおける意見や課題の考察をおこなうなど積極的な成
果を評価する 

レポート 60% 
小テスト  
提出物  

その他 
40% 

履修上の 
留意事項 

管理栄養士の職域は広いので、臨床の場で働く先生の講義は貴重である。積極的に授業に参加して理解を深め 
よう。授業を聴く態度は本学学生としての資質が試される場でもあることを自覚すること。 特別講師の先生
については授業の順序が入れ替わることがある。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、臨床の場における栄養食事管理や栄養指導、地域社会における栄養の指導などについ
て実践した事例などをあげ、管理栄養士の職務、役割について理解しやすい授業を行う。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
(久保) 

学習の主題 ガイダンス 
授業内容 管理栄養士の社会的役割、臨床の場における管理栄養士の役割 
事前・事後学習 配布資料により事後学習をすること 

2 
(渡辺) 

学習の主題 給食経営管理分野 
授業内容 給食運営・マネジメントについて 
事前・事後学習 配布資料により事前・事後学習をすること 

3 
(岡本) 

学習の主題 臨床栄養学分野 
授業内容 傷病者の栄養管理について 
事前・事後学習 配布資料により事前・事後学習をすること 

4 
(槌本) 

学習の主題 公衆栄養学分野 
授業内容 地域や職場などでの健康と栄養について 
事前・事後学習 配布資料により事前・事後学習をすること 

5 
(久保) 

学習の主題 管理栄養士の仕事① 
授業内容 病院管理栄養士 
事前・事後学習 配布資料により事前・事後学習をすること 

6 
(久保) 

学習の主題 管理栄養士の仕事② 
授業内容 福祉施設の管理栄養士の仕事 
事前・事後学習 配布資料により事前・事後学習をすること 

  

栄
養
学
科

一

年

次

122



授業科目 
管理栄養士論 

担当教員 久保 ちづる、岡本 智子、槌本 浩司、 
渡辺 いつみ Introduction to Registered Dietetics 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

◎  〇 〇     

授業目的 

管理栄養士に必要な能力を養成する学修体系の理解と学修目標を明確に示し、社会的・職業自立に関する導入
科目である。現代社会における健康増進・維持のための食事管理や栄養指導など、管理栄養士の使命や役割、
さらに専門職として不可欠な職業意識、倫理観について学修する（久保 4/8）。また、北海道における地域の特
徴や課題について、各職場で働く管理栄養士による講義などにより理解を深め、各自が理想とする管理栄養士
像を明確にする（髙橋 4/8）。 

到達目標 
1. 管理栄養士の社会的使命や役割について理解している。 
2. 管理栄養士の仕事、職業意識、倫理観について理解している。 
3. 臨床の場、福祉、介護の場などにおける管理栄養士の業務、課題等について理解している。 
4. 自分の目標とする管理栄養士について説明することができる。 

テキスト 資料を配布する。 
参考書 なし 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  目標の到達状況を下記の点から評価、60点以上を合格とする。 

①課題レポート(60点) 
目的：管理栄養士の職務や役割の理解と各自の学修目標を明確にする 
内容：各分野の講師による管理栄養士による講義を元に自分が目的と

する管理栄養士像について述べるなどの点からレポートを作成
しているか評価する 

②その他グループワークレポート(40点) 
グループワークにおける意見や課題の考察をおこなうなど積極的な成
果を評価する 

レポート 60% 
小テスト  
提出物  

その他 
40% 

履修上の 
留意事項 

管理栄養士の職域は広いので、臨床の場で働く先生の講義は貴重である。積極的に授業に参加して理解を深め 
よう。授業を聴く態度は本学学生としての資質が試される場でもあることを自覚すること。 特別講師の先生
については授業の順序が入れ替わることがある。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、臨床の場における栄養食事管理や栄養指導、地域社会における栄養の指導などについ
て実践した事例などをあげ、管理栄養士の職務、役割について理解しやすい授業を行う。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
(久保) 

学習の主題 ガイダンス 
授業内容 管理栄養士の社会的役割、臨床の場における管理栄養士の役割 
事前・事後学習 配布資料により事後学習をすること 

2 
(渡辺) 

学習の主題 給食経営管理分野 
授業内容 給食運営・マネジメントについて 
事前・事後学習 配布資料により事前・事後学習をすること 

3 
(岡本) 

学習の主題 臨床栄養学分野 
授業内容 傷病者の栄養管理について 
事前・事後学習 配布資料により事前・事後学習をすること 

4 
(槌本) 

学習の主題 公衆栄養学分野 
授業内容 地域や職場などでの健康と栄養について 
事前・事後学習 配布資料により事前・事後学習をすること 

5 
(久保) 

学習の主題 管理栄養士の仕事① 
授業内容 病院管理栄養士 
事前・事後学習 配布資料により事前・事後学習をすること 

6 
(久保) 

学習の主題 管理栄養士の仕事② 
授業内容 福祉施設の管理栄養士の仕事 
事前・事後学習 配布資料により事前・事後学習をすること 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
(久保) 

学習の主題 学校栄養教諭の仕事について③ 
授業内容 学校栄養教諭の仕事 
事前・事後学習 配布資料により事前・事後学習をすること 

8 
(久保)  
(岡本) 

学習の主題 まとめ 
授業内容 自分の目指す管理栄養士についてレポートとしてまとめる。 
事前・事後学習 配布資料による事前・事後学習をすること 
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授業科目 
基礎栄養学 

担当教員 松川 典子 
Basic Nutrition 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   ◎     

授業目的 
栄養とは何か、栄養の概念、栄養学の歴史について学修する。また、食物の摂取に関連する摂食調節、消化・
吸収について理解する。栄養素の体内動態や消化吸収、生物学的利用、たんぱく質、糖質、脂質の栄養や体内
代謝、ビタミン、ミネラルの栄養学的機能について理解する。さらに、水・電解質の栄養的意義について理解
する。 

到達目標 
1. 栄養、栄養素の概念と意義を説明できる。 
2. 摂食行動とその調節の仕組みについて説明できる。 
3. 各栄養素の消化吸収及び代謝のメカニズム、他の栄養素との関係を説明できる。 

テキスト 川端輝江著「基礎栄養学 栄養素のはたらきを理解するために」（アイ・ケイコーポレーション） 
参考書 奥恒之、柴田克己編「基礎栄養学」（南江堂） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 70％ 

授業内で前回の内容に関する小テストを実施し、全体の授業内容に関する
定期試験を実施することで学習到達度を評価する。 

レポート  
小テスト 30％ 
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 各回の授業内容を参照し、予習してから授業に臨むこと。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、栄養学の基礎知識に新しい知見も加えながら栄養素の機能や体内動態について理解し
やすいよう講義を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 栄養学の概念（1） 
授業内容 栄養の定義、栄養と病気、栄養素の種類と働き 
事前・事後学習 シラバス、テキスト p2～10を読んでおくこと。 

2 
学習の主題 栄養学の概念（2）、摂食行動 
授業内容 栄養学の歴史 空腹感と食欲、栄養感覚、食事のリズムとタイミング 
事前・事後学習 テキスト p13～27を読んでおくこと。小テストの内容を理解しておくこと。 

3 
学習の主題 消化・吸収（1） 
授業内容 消化器系の構造と機能、消化吸収の基本概念 
事前・事後学習 テキスト p30～37を読んでおくこと。小テストの内容を理解しておくこと。 

4 
学習の主題 消化・吸収（2） 
授業内容 消化調節、膜消化・吸収 
事前・事後学習 テキスト p38～48を読んでおくこと。小テストの内容を理解しておくこと。 

5 
学習の主題 たんぱく質の栄養（1） 
授業内容 たんぱく質・アミノ酸の体内代謝 
事前・事後学習 テキスト p51～57を読んでおくこと。小テストの内容を理解しておくこと。 

6 
学習の主題 たんぱく質の栄養（2） 
授業内容 たんぱく質と他の栄養素との関係 
事前・事後学習 テキスト p59～67を読んでおくこと。小テストの内容を理解しておくこと。 

7 
学習の主題 糖質の栄養（1） 
授業内容 糖質の体内代謝、血糖値とその調節 
事前・事後学習 テキスト p70～78を読んでおくこと。小テストの内容を理解しておくこと。 
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授業科目 
基礎栄養学 

担当教員 松川 典子 
Basic Nutrition 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   ◎     

授業目的 
栄養とは何か、栄養の概念、栄養学の歴史について学修する。また、食物の摂取に関連する摂食調節、消化・
吸収について理解する。栄養素の体内動態や消化吸収、生物学的利用、たんぱく質、糖質、脂質の栄養や体内
代謝、ビタミン、ミネラルの栄養学的機能について理解する。さらに、水・電解質の栄養的意義について理解
する。 

到達目標 
1. 栄養、栄養素の概念と意義を説明できる。 
2. 摂食行動とその調節の仕組みについて説明できる。 
3. 各栄養素の消化吸収及び代謝のメカニズム、他の栄養素との関係を説明できる。 

テキスト 川端輝江著「基礎栄養学 栄養素のはたらきを理解するために」（アイ・ケイコーポレーション） 
参考書 奥恒之、柴田克己編「基礎栄養学」（南江堂） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 70％ 

授業内で前回の内容に関する小テストを実施し、全体の授業内容に関する
定期試験を実施することで学習到達度を評価する。 

レポート  
小テスト 30％ 
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 各回の授業内容を参照し、予習してから授業に臨むこと。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、栄養学の基礎知識に新しい知見も加えながら栄養素の機能や体内動態について理解し
やすいよう講義を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 栄養学の概念（1） 
授業内容 栄養の定義、栄養と病気、栄養素の種類と働き 
事前・事後学習 シラバス、テキスト p2～10を読んでおくこと。 

2 
学習の主題 栄養学の概念（2）、摂食行動 
授業内容 栄養学の歴史 空腹感と食欲、栄養感覚、食事のリズムとタイミング 
事前・事後学習 テキスト p13～27を読んでおくこと。小テストの内容を理解しておくこと。 

3 
学習の主題 消化・吸収（1） 
授業内容 消化器系の構造と機能、消化吸収の基本概念 
事前・事後学習 テキスト p30～37を読んでおくこと。小テストの内容を理解しておくこと。 

4 
学習の主題 消化・吸収（2） 
授業内容 消化調節、膜消化・吸収 
事前・事後学習 テキスト p38～48を読んでおくこと。小テストの内容を理解しておくこと。 

5 
学習の主題 たんぱく質の栄養（1） 
授業内容 たんぱく質・アミノ酸の体内代謝 
事前・事後学習 テキスト p51～57を読んでおくこと。小テストの内容を理解しておくこと。 

6 
学習の主題 たんぱく質の栄養（2） 
授業内容 たんぱく質と他の栄養素との関係 
事前・事後学習 テキスト p59～67を読んでおくこと。小テストの内容を理解しておくこと。 

7 
学習の主題 糖質の栄養（1） 
授業内容 糖質の体内代謝、血糖値とその調節 
事前・事後学習 テキスト p70～78を読んでおくこと。小テストの内容を理解しておくこと。 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 糖質の栄養（2） 
授業内容 糖質のエネルギー源としての作用、他の栄養素との関係 
事前・事後学習 テキスト p79～82を読んでおくこと。小テストの内容を理解しておくこと。 

9 
学習の主題 脂質の栄養（1） 
授業内容 脂質の体内代謝、貯蔵エネルギーとしての作用 
事前・事後学習 テキスト p85～93を読んでおくこと。小テストの内容を理解しておくこと。 

10 

学習の主題 脂質の栄養（2） 

授業内容 コレステロール代謝の調節、摂取する脂質の量と質の評価、他の栄養素との
関係 

事前・事後学習 テキスト p94～99を読んでおくこと。小テストの内容を理解しておくこと。 

11 

学習の主題 ビタミンの栄養（1） 
授業内容 ビタミンの構造と機能、代謝と栄養学的機能、脂溶性ビタミン 

事前・事後学習 テキスト p102～118を読んでおくこと。小テストの内容を理解しておくこ
と。 

12 

学習の主題 ビタミンの栄養（2） 
授業内容 水溶性ビタミン、ビタミンの相対生体利用率、他の栄養素との関係 

事前・事後学習 テキスト p119～124を読んでおくこと。小テストの内容を理解しておくこ
と。 

13 

学習の主題 ミネラルの栄養 
授業内容 ミネラルの分類と機能、他の栄養素との関係 

事前・事後学習 テキスト p127～141を読んでおくこと。小テストの内容を理解しておくこ
と。 

14 

学習の主題 水・電解質の栄養 
授業内容 水の出納・体内調節、電解質の代謝 

事前・事後学習 テキスト p145～150を読んでおくこと。小テストの内容を理解しておくこ
と。 

15 

学習の主題 エネルギー代謝 
授業内容 エネルギー代謝の概念、エネルギー消費量およびその測定法 

事前・事後学習 テキスト p152～166を読んでおくこと。小テストの内容を理解しておくこ
と。 

 

栄
養
学
科

一

年

次

125



授業科目 
食育農場演習 

担当教員 百々瀬 いづみ 
Seminar in Food Education and Farming 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1年次・通年 選択・必修 選択 

授業形態 演習 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇  〇 ◎     

授業目的 
札幌伝統野菜並びに北海道を代表とする作物の栽培・収穫・加工・販売の一連の流れを経験し、伝統野菜の地
域にまつわる背景や、作物の栄養学的特徴、加工特性といった食育へ展開する上で必要となる基本的な知識・
技術を修得する。また、栽培に係る農作業の大変さを体験することで食物を大切にする心を育む。 

到達目標 
1．札幌伝統野菜や北海道を代表とする作物の歴史的背景について説明できる。 
2．収穫した作物の特徴を活かしたレシピの考案が出来る。 
3．収穫した作物の品種的特徴や食品成分上における特徴について説明できる。 
4．上記 1～3について適切な媒体を作成し食育へ展開する技能を身につける。 

テキスト なし 
※適宜プリントを配布する。 

参考書 有村利治「ステップアップ北の家庭菜園」（北海道新聞社） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況を提出物・授業態度により総合的に評価する。 
・提出物（50％）：レシピ・生育記録 
・授業態度（50％）：演習内活動への取り組みの姿勢 

レポート  
小テスト  
提出物 50％ 
その他 50％ 

履修上の 
留意事項 

・農作業にあたっては各自汚れても良い服装、靴（長靴推奨）を準備すること。また、基本的な農作業に関し
ては担当教員より指導するが、作物の日常管理（除草や水やり等）は各自で行う。 
・天候や生育状況により授業内容が前後もしくは変更となる場合がある。 
・履修人数によってはグループ分けをして活動を行う場合がある。 

実務経験を 
活かした教育内容 

地域で食育、栄養教育を行ってきた実務経験を活かして、農作物の栽培・収穫・加工・販売の一連の流れを 
体験できるようサポートしていきます。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ガイダンス 

授業内容 農作業にあたっての栽培基礎解説、栽培作物の品種的特徴、栽培スケジュー
ル、収穫物の活用に関する説明を行う。 

事前・事後学習 復習として配布プリントを熟読しておくこと。 

2 

学習の主題 栽培準備 

授業内容 
農作業に使用する器具の使用方法や注意点に関して説明を行う。 
栽培予定地の土壌を採取し、pHの測定を行い、石灰の散布量を算出する。
また、栽培面積を元に必要肥料量を算出する。 

事前・事後学習 復習として配布プリントを熟読しておくこと。 

3・４ 

学習の主題 栽培開始・収穫物の特徴を活かしたレシピの立案 

授業内容 畝立てやマルチングを行い、播種または定植作業を行う。また、収穫物の特
徴を活かしたレシピの作成を行う。 

事前・事後学習 予習として畝立てやマルチングといった作業とはどういったものか調べて
おくこと。 

5 

学習の主題 田植え 

授業内容 田植え作業を行い、主要穀物の１つである「米」の生産過程について理解を
深める。尚、水田へは大学バスを利用する。 

事前・事後学習 復習として配布プリントを熟読しておくこと。 
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授業科目 
食育農場演習 

担当教員 百々瀬 いづみ 
Seminar in Food Education and Farming 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1年次・通年 選択・必修 選択 

授業形態 演習 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇  〇 ◎     

授業目的 
札幌伝統野菜並びに北海道を代表とする作物の栽培・収穫・加工・販売の一連の流れを経験し、伝統野菜の地
域にまつわる背景や、作物の栄養学的特徴、加工特性といった食育へ展開する上で必要となる基本的な知識・
技術を修得する。また、栽培に係る農作業の大変さを体験することで食物を大切にする心を育む。 

到達目標 
1．札幌伝統野菜や北海道を代表とする作物の歴史的背景について説明できる。 
2．収穫した作物の特徴を活かしたレシピの考案が出来る。 
3．収穫した作物の品種的特徴や食品成分上における特徴について説明できる。 
4．上記 1～3について適切な媒体を作成し食育へ展開する技能を身につける。 

テキスト なし 
※適宜プリントを配布する。 

参考書 有村利治「ステップアップ北の家庭菜園」（北海道新聞社） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況を提出物・授業態度により総合的に評価する。 
・提出物（50％）：レシピ・生育記録 
・授業態度（50％）：演習内活動への取り組みの姿勢 

レポート  
小テスト  
提出物 50％ 
その他 50％ 

履修上の 
留意事項 

・農作業にあたっては各自汚れても良い服装、靴（長靴推奨）を準備すること。また、基本的な農作業に関し
ては担当教員より指導するが、作物の日常管理（除草や水やり等）は各自で行う。 
・天候や生育状況により授業内容が前後もしくは変更となる場合がある。 
・履修人数によってはグループ分けをして活動を行う場合がある。 

実務経験を 
活かした教育内容 

地域で食育、栄養教育を行ってきた実務経験を活かして、農作物の栽培・収穫・加工・販売の一連の流れを 
体験できるようサポートしていきます。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ガイダンス 

授業内容 農作業にあたっての栽培基礎解説、栽培作物の品種的特徴、栽培スケジュー
ル、収穫物の活用に関する説明を行う。 

事前・事後学習 復習として配布プリントを熟読しておくこと。 

2 

学習の主題 栽培準備 

授業内容 
農作業に使用する器具の使用方法や注意点に関して説明を行う。 
栽培予定地の土壌を採取し、pHの測定を行い、石灰の散布量を算出する。
また、栽培面積を元に必要肥料量を算出する。 

事前・事後学習 復習として配布プリントを熟読しておくこと。 

3・４ 

学習の主題 栽培開始・収穫物の特徴を活かしたレシピの立案 

授業内容 畝立てやマルチングを行い、播種または定植作業を行う。また、収穫物の特
徴を活かしたレシピの作成を行う。 

事前・事後学習 予習として畝立てやマルチングといった作業とはどういったものか調べて
おくこと。 

5 

学習の主題 田植え 

授業内容 田植え作業を行い、主要穀物の１つである「米」の生産過程について理解を
深める。尚、水田へは大学バスを利用する。 

事前・事後学習 復習として配布プリントを熟読しておくこと。 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

６・7・8 

学習の主題 栽培管理・収穫物を使用した加工品の試作・媒体作成・販売 

授業内容 
栽培する農作物の特性に従って管理（間引き、追肥等）を行う。また、収穫
物の特徴を活かしたレシピを元に試作を行い、販売にあたって必要な媒体
の作成、作製した加工品の販売を行う。 

事前・事後学習 復習として配布プリントを熟読しておくこと。 

9 

学習の主題 収穫① 

授業内容 収穫適期を迎えた作物の収穫、選別、保存する上で必要な下処理を行う。収
穫作業後、残渣をきれいに取り除き、堆肥場への移動を行う。 

事前・事後学習 復習として配布プリントを熟読しておくこと。 

10 

学習の主題 稲刈り 

授業内容 稲刈り作業を行い、主要穀物の１つである「米」の生産過程について理解を
深める。尚、水田へは大学バスを利用する。 

事前・事後学習 復習として配布プリントを熟読しておくこと。 

11 

学習の主題 収穫② 

授業内容 収穫適期を迎えた作物の収穫、選別、保存する上で必要な下処理を行う。収
穫作業後、残渣をきれいに取り除き、堆肥場への移動を行う。 

事前・事後学習 復習として配布プリントを熟読しておくこと。 

12・13 
14・15 

学習の主題 収穫物の特徴を活かしたレシピの立案・加工品の試作・媒体作成・販売 

授業内容 収穫物の特徴を活かしたレシピの作成し、レシピを元に試作、販売にあたっ
て必要な媒体の作成、作製した加工品の販売を行う。 

事前・事後学習 復習として配布プリントを熟読しておくこと。 
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授業科目 
地域連携ケア論Ⅰ 

担当教員 針金 佳代子、槌本 浩司、 
百々瀬 いづみ、小川 克子 Theory of Community-based Care I 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 〇 〇   〇 ◎  

授業目的 

「地域連携ケア論Ⅰ～Ⅳ」では、１～４年次を通じて、地域の生活と健康との関連、地域の健康課題と社
会資源、保健医療福祉チームに係る他職種の理解と連携方法、事例からの学びを通して管理栄養士の専門性
や役割理解を深めることを目的とする。そのうち、1年次の本科目では、地域で生活するさまざまな健康レ
ベル、発達段階にある人々に話を聞く、または関わることから、地域で生活する人々が持つ個別性や多様性
を理解する。同時に、その人々の生活にどの様なことが影響を及ぼしているかを社会的要因も含めて考え
る。 

到達目標 
・生活や地域の捉え方を学び、地域で生活する人々の個別性や多様性を理解する。 
・地域で生活する人々の健康や生活には、地域の自然環境や文化・社会的な要素が影響していることを理解す
る。 

・地域で生活する人々が抱える生活や健康上の課題を地域の特性と関連づけて理解できる。 
テキスト 開講時に提示する 
参考書 開講時に提示する 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

各回、授業内容に応じた小レポートを予定している。その取り組み姿勢と、
記載内容で目標の到達状況を評価する。詳細は授業の中で説明する。 

レポート  
小テスト  
提出物 100％ 
その他  

履修上の 
留意事項 自分の生活と結びつけながら理解すること。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（針金） 

学習の主題 授業ガイダンス 
授業内容 ガイダンス。「生活」とは。 

事前・事後学習 授業前にシラバスを読んでおくこと。授業後には、配付資料を確認し、内
容を復習すること。 

２ 
（針金） 

学習の主題 生活者とは Ⅰ 
授業内容 生活を構造的に見てみよう（自分を知る、家族を知る）。 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

３ 
（小川） 

学習の主題 生活者とは Ⅱ 
授業内容 「生活の成立要件」について知る。  

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

４ 
（百々瀬） 

学習の主題 地域で暮らす住民からの講話 Ⅰ 
授業内容 町内会長から見た、町内で暮らす人の生活と課題 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

５ 
（百々瀬） 

学習の主題 地域で暮らす住民からの講話 Ⅱ 

授業内容 地域における生活者（子育て中、就業者、障がい者等）による町内での生
活や課題 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

６ 
（槌本） 

学習の主題 生活に影響を及ぼす社会的要因とは Ⅰ 
授業内容 地域で暮らし続けるために必要な要件について気づきの共有（その１） 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

７ 
（小川） 

学習の主題 生活に影響を及ぼす社会的要因とは Ⅱ 
授業内容 地域で暮らし続けるために必要な要件について気づきの共有（その２） 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

８ 
（槌本） 

学習の主題 生活に影響を及ぼす社会的要因とは Ⅲ 
授業内容 地域で暮らす生活者の生活と健康課題との関係について気づきの共有 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 
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授業科目 
英語Ⅲ（読解） 

担当教員 松尾 文子 
English Ⅲ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2 年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 演習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 ◎       

授業目的 
1. 一般的な英語表現形式の確認を行い、読解能力を強化する。 
2. 医療・看護・福祉分野の文献を読む。 
3. 本文を通して、今日的なテーマに対する興味を持つ。 

到達目標 
1. 英文の内容を正確に把握する。 
2. テキストを通じて英語の表現力を高める。 
3. テキストを通じて、語彙力を高める。 

テキスト Food for Thought: Eating for Health and Happiness Shinobu Sunaga et al. (2015. 南雲堂） 
参考書 必要に応じて紹介する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 70% 

学んだことの理解度を測る中間試験と定期試験で 70%、授業で行う小テス
トで 20%、授業の取り組み姿勢の 10%で評価する。 
中間・定期試験を未受験の場合は、評価の対象としない。 

レポート  
小テスト 20% 
提出物  
その他 10% 

履修上の 
留意事項 分からない語句はあらかじめ辞書で調べておく。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ガイダンス Unit 1: Counting Calories 

授業内容 本科目の学習内容と方法、評価方法と基準、履修上の留意事項等を説明す
る。/ conversation, reading, exercises 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。 
事後 : 語彙表現を復習する。 

2 

学習の主題 Unit 2: A New Sports Tradition 
授業内容 conversation, reading, exercises 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：語彙表現を復習する。 

3 

学習の主題 Unit 3: As American as Apple Pie 
授業内容 conversation, reading, exercises 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：語彙表現を復習する。 

4 

学習の主題 Unit 4: Use as Directed 
授業内容 conversation, reading, exercises 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：語彙表現を復習する。 

5 

学習の主題 Unit 5: The End of Home Cooking? 
授業内容 conversation, reading, exercises 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：語彙表現を復習する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 

学習の主題 Unit 6: Just Follow the Recipe 
授業内容 conversation, reading, exercises 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：語彙表現を復習する。 

7 

学習の主題 Unit 7: Supplemental Health 
授業内容 conversation, reading, exercises 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：語彙表現を復習する。 

8 

学習の主題 中間試験 
授業内容 これまでに学んだ内容の理解度チェック 

事前・事後学習 事前：これまでの授業内容を復習する。 
事後：可能な範囲で自分の解答の正誤を確認する。 

9 

学習の主題 Unit 8: Time for Tea 
授業内容 conversation, reading, exercises 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：語彙表現を復習する。 

10 

学習の主題 Unit 9: Fresh from the Garden 
授業内容 conversation, reading, exercises 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：語彙表現を復習する。 

11 

学習の主題 Unit 10: Local Delicacies 
授業内容 conversation, reading, exercises 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：語彙表現を復習する。 

12 

学習の主題 Unit 11: Trick or Treat! 
授業内容 conversation, reading, exercises 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：語彙表現を復習する。 

13 

学習の主題 Unit 12: Giving Thanks 
授業内容 conversation, reading, exercises 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：語彙表現を復習する。 

14 

学習の主題 Unit 13: Turkey and All the Trimmings 
授業内容 conversation, reading, exercises 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：語彙表現を復習する。 

15 

学習の主題 これまでの授業の振り返り 
授業内容 これまで学んだ内容の確認 

事前・事後学習 事前：これまでの授業内容を復習する。  
事後：期末試験の勉強をする。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 

学習の主題 Unit 6: Just Follow the Recipe 
授業内容 conversation, reading, exercises 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：語彙表現を復習する。 

7 

学習の主題 Unit 7: Supplemental Health 
授業内容 conversation, reading, exercises 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：語彙表現を復習する。 

8 

学習の主題 中間試験 
授業内容 これまでに学んだ内容の理解度チェック 

事前・事後学習 事前：これまでの授業内容を復習する。 
事後：可能な範囲で自分の解答の正誤を確認する。 

9 

学習の主題 Unit 8: Time for Tea 
授業内容 conversation, reading, exercises 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：語彙表現を復習する。 

10 

学習の主題 Unit 9: Fresh from the Garden 
授業内容 conversation, reading, exercises 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：語彙表現を復習する。 

11 

学習の主題 Unit 10: Local Delicacies 
授業内容 conversation, reading, exercises 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：語彙表現を復習する。 

12 

学習の主題 Unit 11: Trick or Treat! 
授業内容 conversation, reading, exercises 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：語彙表現を復習する。 

13 

学習の主題 Unit 12: Giving Thanks 
授業内容 conversation, reading, exercises 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：語彙表現を復習する。 

14 

学習の主題 Unit 13: Turkey and All the Trimmings 
授業内容 conversation, reading, exercises 

事前・事後学習 事前：テキストの予習をする。  
事後：語彙表現を復習する。 

15 

学習の主題 これまでの授業の振り返り 
授業内容 これまで学んだ内容の確認 

事前・事後学習 事前：これまでの授業内容を復習する。  
事後：期末試験の勉強をする。 

 

 

授業科目 
英語Ⅳ（総合） 

担当教員 松尾 文子 
English Ⅳ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2 年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 演習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 ◎       

授業目的 1. 英語の４技能を含む総合的な語学能力の向上を目指す。 
2. 英語のプレゼンテーションを通じて、英語の運用能力の向上を目指す。 

到達目標 
1. 英文の内容を正確に把握できる。 
2. 専門領域の文献を読むことができる。 
3. 自分の考えをまとめて英語で口頭発表できるようにする。 

テキスト Stay Healthy  Paul Stapleron（センゲージラーニング 2016） 
参考書 授業中に指示する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 70% 

学んだことの理解度を測る定期試験 70%、Unit ごとの Pre-reading activity
の提出物 20%、授業の取り組み姿勢の 10%で評価する。 
定期試験を未受験の場合は、評価の対象としない。 

レポート  
小テスト  
提出物 20% 
その他 10% 

履修上の 
留意事項 

分からない語句はあらかじめ辞書で調べておく。また，テキスト（授業中に配布する資料）で取り上げる 
トピックに関して、自らの視点で考える。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ガイダンス / Chapter 1:  Healthy Japan 

授業内容 本科目の学習内容と方法、評価方法と基準、履修上の留意点等を説明する。
/ 本テキストが編まれた背景を考える。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

2 

学習の主題 Chapter 1: Healthy Japan 
授業内容 本テキストが編まれた背景を考える。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

3 

学習の主題 Chapter 2: Health and Evolutionary Psychology 
授業内容 我々の体が環境と相互作用しながら発達してきたことを考える。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

4 

学習の主題 Chapter 2: Health and Evolutionary Psychology 
授業内容 我々の体が環境と相互作用しながら発達してきたことを考える。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

5 

学習の主題 Chapter 4: Race and Health 

授業内容 我々の体が環境と相互作用しながら発達してきたことを理解することが、
病気の治療や予防に役立つことを考える。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

6 

学習の主題 Chapter 4: Race and Health 
授業内容 我々の体が環境と相互作用しながら発達してきたことを考える。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 

学習の主題 Chapter 7: The World’s Most Common Disease 
授業内容 健康や医療分野の最新の知見の一端に触れる。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

8 

学習の主題 Chapter 7: The World’s Most Common Disease 
授業内容 健康や医療分野の最新の知見の一端に触れる。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

9 

学習の主題 Chapter 8: Instant Noodles 
授業内容 即席麺が健康に及ぼす影響を学ぶ。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

10 

学習の主題 Chapter 8: Instant Noodles 
授業内容 即席麺が健康に及ぼす影響を学ぶ。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

11 

学習の主題 Chapter 9: Supplements 
授業内容 サプリメントが健康に及ぼす影響を学ぶ。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

12 

学習の主題 Chapter 9: Supplements 
授業内容 サプリメントが健康に及ぼす影響を学ぶ。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

13 

学習の主題 Chapter 15: The New Nutrition 
授業内容 栄養に関する新たな発見が長寿につながる可能性があることを学ぶ。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

14 

学習の主題 Chapter 15: The New Nutrition 
授業内容 栄養に関する新たな発見が長寿につながる可能性があることを学ぶ。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

15 

学習の主題 これまでの授業の振り返り 
授業内容 これまで学んだ内容の確認 

事前・事後学習 事前：これまでの授業内容を復習する。 
事後：期末試験の勉強をする。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 

学習の主題 Chapter 7: The World’s Most Common Disease 
授業内容 健康や医療分野の最新の知見の一端に触れる。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

8 

学習の主題 Chapter 7: The World’s Most Common Disease 
授業内容 健康や医療分野の最新の知見の一端に触れる。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

9 

学習の主題 Chapter 8: Instant Noodles 
授業内容 即席麺が健康に及ぼす影響を学ぶ。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

10 

学習の主題 Chapter 8: Instant Noodles 
授業内容 即席麺が健康に及ぼす影響を学ぶ。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

11 

学習の主題 Chapter 9: Supplements 
授業内容 サプリメントが健康に及ぼす影響を学ぶ。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

12 

学習の主題 Chapter 9: Supplements 
授業内容 サプリメントが健康に及ぼす影響を学ぶ。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

13 

学習の主題 Chapter 15: The New Nutrition 
授業内容 栄養に関する新たな発見が長寿につながる可能性があることを学ぶ。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

14 

学習の主題 Chapter 15: The New Nutrition 
授業内容 栄養に関する新たな発見が長寿につながる可能性があることを学ぶ。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

15 

学習の主題 これまでの授業の振り返り 
授業内容 これまで学んだ内容の確認 

事前・事後学習 事前：これまでの授業内容を復習する。 
事後：期末試験の勉強をする。 

 

授業科目 
社会貢献と活動 

担当教員 神内 秀之介 
Volunteer and Social Responsibility 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 演習 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

◎ 〇 〇      

授業目的 

『地域共生社会』という新しい地域福祉の概念が地域包括ケアシステムの構築のその先に謳われている。地域 
共生社会が目指すのは、対象者ごとの保険・医療・福祉サービスを「縦割り」から「丸ごと」へ、支援者と被
支援者という二律対抗軸からの脱却へと転換していくことにある。  
医療・保健・福祉の枠組が変更される中で、ボランティアの意義を踏まえ、多種多様なボランティア活動が地
域にどう関わって、どう地域を変え、支えているのかについて学ぶ。 
特に本学に関連する保険、医療、栄養、福祉などの領域で、地域でのボランティア活動の具体例を通して、当
事者や地域ニーズを知り、地域住民・事業所・専門職等との連携などについて学ぶ。 
また、専門職としてのボランティアを考える際の「プロボノ」などの新しい概念についても専門職となった将
来を見据え理解を深め自身の受け止め方について考察する。 

到達目標 

1. ボランティア活動の意義を正しく理解するとともに、ボランティア活動を通して当事者のニーズを把握で
きること。 

2. 当事者のニーズに対して、専門職のあり方やネットワークの構成などの要件について学び、ボランティア
の役割・あり方・限界などについて理解できること。 

3. 現代社会のボランティアの多様性を理解し、これからの社会に求められているボランティア像を自分なり
に描くことができること。 

テキスト 内容に沿った資料を随時配布する。 

参考書 
1. 柴田謙治・原田正樹・名賀亨編「ボランティア論～「広がり」から「深まり」へ～」（みらい）2010 
2. 佐谷恭・中谷健一・藤木穣「つながりの仕事術「コワーキング」を始めよう」（洋泉社）2012 
3. 岩見太市著「地域家族の時代」（筒井書房）2012 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 50％ 

目標の到達状況を下記の方法で評価する。 
講義の際のレポートや発表、グループワークでの役割遂行など授業態度を
点数化し、50%を上限として評価します。並びに定期試験も 50%を上限と
し、授業態度・試験の得点を合わせて総合的に評価します。 

レポート 30％ 
小テスト  
提出物  
その他 20％ 

履修上の 
留意事項 グループワーク（演習）、ゲストスピーカーを多用します。また、ボランティア実践を予定しています。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ボランティアとは？ 

授業内容 
オリエンテーション 
自分のボランティア経験を発表 
ボランティアに対する自分なりの理解 

事前・事後学習 ボランティア経験を振り返ること 

2 

学習の主題 ボランティア活動の沿革 

授業内容 諸外国でのボランティア活動の歴史と我が国でのボランティア活動の歩み
を学ぶ。 

事前・事後学習 北海道で活動しているボランティア団体で 20 年以上続いている団体をひ
とつ挙げること 

3 
学習の主題 ボランティア活動の内容 
授業内容 ボランティア活動の内容を、領域別、対象別、方法別に検討する。 
事前・事後学習 自分がしてみたいボランティア活動を考えること 

4 
学習の主題 社会福祉協議会とボランティア 
授業内容 社協の幅広いボランティア活動について学ぶ。 
事前・事後学習 社協の仕事を HP で確認すること 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

5 

学習の主題 医療・高齢・障碍福祉とボランティア 
授業内容 医療・高齢者福祉や障碍者福祉の分野でのボランティア活動について学ぶ。 

事前・事後学習 医療・高齢者福祉や障碍者福祉で実際に行われているボランティア活動を
ひとつ挙げること 

6 
学習の主題 児童福祉とボランティア 
授業内容 児童分野でのボランティア活動について学ぶ。 
事前・事後学習 児童分野で実際に行われているボランティア活動をひとつ挙げること 

7 
学習の主題 NPO・NGOとボランティア 
授業内容 NPOや NGOのボランティア活動、国際ボランティアなどについて学ぶ。 
事前・事後学習 ボランティアを主体的な活動としている NPO団体を 2つ挙げること 

8 

学習の主題 企業・労働組合とボランティア 

授業内容 企業の CSR、労働組合のボランティアの取組、様々な組織の社会貢献活動
について学ぶ。 

事前・事後学習 企業の CSRレポートをひとつは HPで確認すること 

9 

学習の主題 環境・災害ボランティア 
授業内容 環境ボランティア、災害ボランティアについて学ぶ。 

事前・事後学習 環境ボランティア、災害ボランティアに取り組む団体をそれぞれひとつ挙
げること 

10 
学習の主題 ボランティア実習 
授業内容 １日ボランティア体験をする。 
事前・事後学習 実習先の情報を HP で調べること 

11 
学習の主題 ボランティア体験を振り返る 
授業内容 ボランティア体験から得られた知見を発表し振り返る。 
事前・事後学習 ボランティア体験をまとめておくこと 

12 
学習の主題 ボランティアのコーディネート 
授業内容 ボランティアをコーディネートする技術について学ぶ。 
事前・事後学習 『ボラナビ』を読んでおくこと 

13 
学習の主題 ボランティア組織の運営 
授業内容 ボランティア組織の立ち上げ、運営、資金、ＰＲなどについて学ぶ。 
事前・事後学習 助成金情報を調べること 

14 
学習の主題 現代社会とボランティア 
授業内容 現代社会におけるボランティアのあり方をディスカッションする。 
事前・事後学習 現代社会で支援が必要な人について考察すること 

15 

学習の主題 私たちのボランティア論 

授業内容 自分たちが理想的と考えるボランティアのあり方をまとめ、プレゼンテー
ションする（具体的なボランティア提供を前提として）。 

事前・事後学習 ボランティアのための事業について企画すること 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

5 

学習の主題 医療・高齢・障碍福祉とボランティア 
授業内容 医療・高齢者福祉や障碍者福祉の分野でのボランティア活動について学ぶ。 

事前・事後学習 医療・高齢者福祉や障碍者福祉で実際に行われているボランティア活動を
ひとつ挙げること 

6 
学習の主題 児童福祉とボランティア 
授業内容 児童分野でのボランティア活動について学ぶ。 
事前・事後学習 児童分野で実際に行われているボランティア活動をひとつ挙げること 

7 
学習の主題 NPO・NGOとボランティア 
授業内容 NPOや NGOのボランティア活動、国際ボランティアなどについて学ぶ。 
事前・事後学習 ボランティアを主体的な活動としている NPO団体を 2つ挙げること 

8 

学習の主題 企業・労働組合とボランティア 

授業内容 企業の CSR、労働組合のボランティアの取組、様々な組織の社会貢献活動
について学ぶ。 

事前・事後学習 企業の CSRレポートをひとつは HPで確認すること 

9 

学習の主題 環境・災害ボランティア 
授業内容 環境ボランティア、災害ボランティアについて学ぶ。 

事前・事後学習 環境ボランティア、災害ボランティアに取り組む団体をそれぞれひとつ挙
げること 

10 
学習の主題 ボランティア実習 
授業内容 １日ボランティア体験をする。 
事前・事後学習 実習先の情報を HP で調べること 

11 
学習の主題 ボランティア体験を振り返る 
授業内容 ボランティア体験から得られた知見を発表し振り返る。 
事前・事後学習 ボランティア体験をまとめておくこと 

12 
学習の主題 ボランティアのコーディネート 
授業内容 ボランティアをコーディネートする技術について学ぶ。 
事前・事後学習 『ボラナビ』を読んでおくこと 

13 
学習の主題 ボランティア組織の運営 
授業内容 ボランティア組織の立ち上げ、運営、資金、ＰＲなどについて学ぶ。 
事前・事後学習 助成金情報を調べること 

14 
学習の主題 現代社会とボランティア 
授業内容 現代社会におけるボランティアのあり方をディスカッションする。 
事前・事後学習 現代社会で支援が必要な人について考察すること 

15 

学習の主題 私たちのボランティア論 

授業内容 自分たちが理想的と考えるボランティアのあり方をまとめ、プレゼンテー
ションする（具体的なボランティア提供を前提として）。 

事前・事後学習 ボランティアのための事業について企画すること 

 

 

授業科目 
生活環境論 

担当教員 江本 匡 
Environmental Life Science 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 2単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 〇 ◎ 〇     

授業目的 
人間を取り巻く自然および社会・文化的な環境をシステムという視点から再考し、それらの相互関係を深く認 
識するとともに、現在、システムで進行している様々な問題点を深く理解し、人の健康と生活の充実、健全な 
社会の発展という面から、課題に柔軟に対応できる能力の涵養を目的とする。 

到達目標 

1. 自然環境、生活環境と健康との関わりの概略を説明できる。 
2. 生活全般をカテゴリー化した構造をもとにヘルスプロモーションの概念を説明できる。 
3. ストレスと免疫低下、病気との関係が概説できる。 
4. 生活習慣病を生体リズムの乱れ、後天性の代謝障害の面からも理解できる。 
5. 情報の授受、利活用と健康の関わりが説明できる。 
6. 地球温暖化の危険性、環境保全の重要性を認識し、保全活動を実践できる。 

テキスト 佐々木胤則編著「変化する環境と健康 改訂版」（三共出版） 
参考書 テキストの章末を参照する。最新の文献は講義中に適時提示する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 50% 

目標の到達状況を、課題(事前課題)の完成度、授業への取り組み姿勢、期末
試験により評価し、それぞれの評価割合は、課題 30％、取り組み姿勢 20％、
定期試験 50％とする。なお、評価は 5段階評価とし、総合で 60％以上を単
位認定の基準とする。 

レポート  
小テスト  
提出物 30% 
その他 20% 

履修上の 
留意事項 

授業終了時に、次の講義に関わる課題を提示する。課題は、予習として講義までに作成しておき、授業に基づ
いて追加・修正したものを終了時に提出することとします。 

実務経験を 
活かした教育内容 実務経験をもとに具体的な事例を示しながら理解を深めてもらいたいと考えています。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 環境科学としての生活環境と健康について 

授業内容 
自然環境は生命活動が加わって時間と共に相互にゆっくりと変化してきた
が、有史からは人間活動の影響を受けて、急速に変化した健康への考え方に
ついて概要する。 

事前・事後学習 事前にシラバスを読み、履修上の疑問点を確認しておく。 文明・近代史を
環境と人との相互関係から捉え、文明発祥地の盛衰理由を考える。(第 1章) 

2 

学習の主題 生活環境と健康の構造、ヘルスプロモーションについて 

授業内容 
健康に関わる社会・生活環境を７つの領域に、さらに公的責任分野と自己責
任分野に分けて構造化し、ヘルスプロモーションの基礎的概念について概
説する。 

事前・事後学習 総論の健康の捉え方を読み、WHO がこの数十年に取り組んできた活動を
整理する。（第 1章、第２章) 

3 

学習の主題 環境と健康に関わる近年の動向 

授業内容 
健康に関わる事項として、感染症との戦い、増え続ける生活習慣病、環境破
壊による健康被害、増大する心の病、困窮する健康福祉体制の現在に至る状
況を整理し、今後の方向を探る。 

事前・事後学習 第２章「環境と健康」に関する近年の動向を読み、将来につながる問題点を
あげる。 

4 

学習の主題 環境に対する調節・適応とストレス刺激 

授業内容 環境刺激に対する調節・適応という事象を調節の局面から取り上げ、調節・
適応の負の作用として、生活習慣病やアレルギー疾患増大について考える。 

事前・事後学習 生活環境における具体的なストレス場面を分類して記述してみる。(第３章) 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

5 

学習の主題 生活環境におけるストレスとメンタルヘルス 

授業内容 構成概念とされるストレスとストレス刺激の違いを明確にし、刺激に対す
る脳のホメオスタシス機能からメンタルヘルスについて解説する。 

事前・事後学習 心理学で提唱されている心の構造と脳機能との関係を調べる。(第 3章) 

6 

学習の主題 水・空気の汚染と健康問題の変遷 

授業内容 
生命にとっての水や空気の役割を改めて解説し、近代産業によって引き起
こされた環境汚染と健康被害の実情を取り上げ、自然との調和という面か
ら生活環境整備を考える。 

事前・事後学習 水俣病の発生から今日の救済に至るまで経緯と問題点をまとめる。(第４章) 

7 

学習の主題 生活環境におけるリスクとリスクマネジメント 

授業内容 日常生活におけるリスク、特に化学物質による環境汚染を健康リスク、福利
リスクの面からとらえ、安全管理の手法を基に対策を探る。 

事前・事後学習 リスクアセスメントについて調べる。(第５章) 

8 

学習の主題 感染症と生体防御、免疫システムについて 

授業内容 非自己から自己を守る免疫を生体防御システムとして概説し、ストレスを
免疫システムのバランスを崩す因子ととらえ、病気との関連を考察する。 

事前・事後学習 最近のがんの免疫療法研究について調べる。(第６章) 

9 

学習の主題 生活のグローバル化と新興感染症について 

授業内容 グローバル化に伴って拡大する重篤な感染症、特に新興感染症について特
性を概説し、予防や対策について考える。(第７章) 

事前・事後学習 新型インフルエンザの発生から現在に至る状況を調べる。 

10 

学習の主題 放射線の特性と健康影響について 

授業内容 放射線の特性とその健康影響の概要を理解して、放射性物質の管理につい
て考える。 

事前・事後学習 放射線によるヒトへの影響について調べる。(第８章) 

11 

学習の主題 生活環境の変化とアレルギーについて 

授業内容 文明病とされるアレルギーについて、アトピー素因と生活環境の変化、アレ
ルギー発症のメカニズムから論説する。 

事前・事後学習 アレルギーの発症メカニズムと化学物質過敏症について調べる。(第９章) 

12 

学習の主題 生活リズムと生体リズム、生活習慣病について 

授業内容 からだのリズムと生体リズム、生活リズムとの関連をとらえ、代謝リズムの
破綻として生活習慣病を再考する。 

事前・事後学習 好ましい生活習慣の各項目について理由を研究成果から説明する。(第１０
章) 

13 

学習の主題 生活環境における癒しと植物や風景 

授業内容 
人の生活圏の拡大、大規模開発によって生物種が急速に減少して多様性を
失うことの問題点を解説し、それらを保護・保全しようという活動につなが
る癒しとビオトープについて考える。 

事前・事後学習 生物多様性を失うことの問題点を調べる。(第１１章) 

14 

学習の主題 社会・生活環境における情報の利活用と予防原則について考える。 

授業内容 
社会活動の拡大や生活環境の整備には、情報の共有が大きな役割を果たし
ている。情報伝達の歪みや不均衡、錯誤は QOL や心身の健康にも関連し
ていることを概説し、利活用の方向を探る。 
予防原則の考え方を理解する。 

事前・事後学習 OA機器とメンタルヘルスとの関係を調べる。(第１２章) 
予防原則の適用事例について調べる。(第１３章) 

15 

学習の主題 地球温暖化の進行と健康問題について 
授業内容 人為活動による地球温暖化が急速に進んでいることの観測データや今後の

推測を紹介し、気候変動に伴う生活環境の変化が人の健康に与える影響を
検討し、対応を提案する。また、リスクへの対応について考え方を理解す
る。 

事前・事後学習 地球シミュレーションが行っている温暖化予測と生物種への影響について
まとめる。(第１４章) 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

5 

学習の主題 生活環境におけるストレスとメンタルヘルス 

授業内容 構成概念とされるストレスとストレス刺激の違いを明確にし、刺激に対す
る脳のホメオスタシス機能からメンタルヘルスについて解説する。 

事前・事後学習 心理学で提唱されている心の構造と脳機能との関係を調べる。(第 3章) 

6 

学習の主題 水・空気の汚染と健康問題の変遷 

授業内容 
生命にとっての水や空気の役割を改めて解説し、近代産業によって引き起
こされた環境汚染と健康被害の実情を取り上げ、自然との調和という面か
ら生活環境整備を考える。 

事前・事後学習 水俣病の発生から今日の救済に至るまで経緯と問題点をまとめる。(第４章) 

7 

学習の主題 生活環境におけるリスクとリスクマネジメント 

授業内容 日常生活におけるリスク、特に化学物質による環境汚染を健康リスク、福利
リスクの面からとらえ、安全管理の手法を基に対策を探る。 

事前・事後学習 リスクアセスメントについて調べる。(第５章) 

8 

学習の主題 感染症と生体防御、免疫システムについて 

授業内容 非自己から自己を守る免疫を生体防御システムとして概説し、ストレスを
免疫システムのバランスを崩す因子ととらえ、病気との関連を考察する。 

事前・事後学習 最近のがんの免疫療法研究について調べる。(第６章) 

9 

学習の主題 生活のグローバル化と新興感染症について 

授業内容 グローバル化に伴って拡大する重篤な感染症、特に新興感染症について特
性を概説し、予防や対策について考える。(第７章) 

事前・事後学習 新型インフルエンザの発生から現在に至る状況を調べる。 

10 

学習の主題 放射線の特性と健康影響について 

授業内容 放射線の特性とその健康影響の概要を理解して、放射性物質の管理につい
て考える。 

事前・事後学習 放射線によるヒトへの影響について調べる。(第８章) 

11 

学習の主題 生活環境の変化とアレルギーについて 

授業内容 文明病とされるアレルギーについて、アトピー素因と生活環境の変化、アレ
ルギー発症のメカニズムから論説する。 

事前・事後学習 アレルギーの発症メカニズムと化学物質過敏症について調べる。(第９章) 

12 

学習の主題 生活リズムと生体リズム、生活習慣病について 

授業内容 からだのリズムと生体リズム、生活リズムとの関連をとらえ、代謝リズムの
破綻として生活習慣病を再考する。 

事前・事後学習 好ましい生活習慣の各項目について理由を研究成果から説明する。(第１０
章) 

13 

学習の主題 生活環境における癒しと植物や風景 

授業内容 
人の生活圏の拡大、大規模開発によって生物種が急速に減少して多様性を
失うことの問題点を解説し、それらを保護・保全しようという活動につなが
る癒しとビオトープについて考える。 

事前・事後学習 生物多様性を失うことの問題点を調べる。(第１１章) 

14 

学習の主題 社会・生活環境における情報の利活用と予防原則について考える。 

授業内容 
社会活動の拡大や生活環境の整備には、情報の共有が大きな役割を果たし
ている。情報伝達の歪みや不均衡、錯誤は QOL や心身の健康にも関連し
ていることを概説し、利活用の方向を探る。 
予防原則の考え方を理解する。 

事前・事後学習 OA機器とメンタルヘルスとの関係を調べる。(第１２章) 
予防原則の適用事例について調べる。(第１３章) 

15 

学習の主題 地球温暖化の進行と健康問題について 
授業内容 人為活動による地球温暖化が急速に進んでいることの観測データや今後の

推測を紹介し、気候変動に伴う生活環境の変化が人の健康に与える影響を
検討し、対応を提案する。また、リスクへの対応について考え方を理解す
る。 

事前・事後学習 地球シミュレーションが行っている温暖化予測と生物種への影響について
まとめる。(第１４章) 

 

授業科目 
現代社会論 

担当教員 翁 康健    
Issues in Modern Society 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 〇 ◎ 〇     

授業目的 激変し続ける現代社会において、その変化に主体的に対応する必要がある。現代を生きる、医療人としての最
低限の社会的常識を理解することがこの授業の目的である。 

到達目標 
1. 現代社会の諸問題を理解し、自らの対処法が模索できる。 
2. 地域社会・家族・学校など身近な制度の仕組みを理解し、問題を発見し、対処法を模索できる。 
3. 現代社会を動かす仕組みを理解し、その対処方法を模索できる。 

テキスト 特に指定しない。適宜プリントを配布する。 
参考書 適宜紹介する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 60％ 

定期試験（60％）と講義内で数回実施するミニ・レポート（40％）から目
標の到達状況を評価する。 

レポート  
小テスト  
提出物 40％ 
その他  

履修上の 
留意事項 

・講義中に他の受講者の妨げとなる行為があった場合、講義室からの退出を命じることがある。 
・講義の進捗状況によって講義計画を変更する場合がある。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 イントロダクション 

授業内容 
・講義の概要、方法、評価の説明 
・現代社会の捉え方（社会学的な視点） 
・日常生活の違和感を大切に 

事前・事後学習 
・講義内で実施するミニ・レポートで講義内容を整理 
（全講義内で数回実施予定） 
・キーワードを指示するのでそれに関連する新聞記事を読む 

2 

学習の主題 選挙はなぜ存在するのか？国民国家としての日本 

授業内容 
・近代国民国家とは何か？ 
・政党政治と選挙制度 
・基本的な人権と国民 

事前・事後学習 
・講義内で実施するミニ・レポートで講義内容を整理 
（全講義内で数回実施予定） 
・キーワードを指示するのでそれに関連する新聞記事を読む 

3 

学習の主題 なぜお金がないと、生活できないのか？  資本主義社会とは？ 

授業内容 
・命の値段？  なぜ、働かなければいけないのか？ 
・国民所得と豊かさの関係（正規雇用と非正規雇用の違い） 
・格差社会を読み解く 

事前・事後学習 
・講義内で実施するミニ・レポートで講義内容を整理 
（全講義内で数回実施予定） 
・キーワードを指示するのでそれに関連する新聞記事を読む 

4 

学習の主題 結婚!?  そして、家族？  家族とは何か？ 

授業内容 ・晩婚・非婚時代  －  結婚していないイイ女の４つの条件 
・核家族が標準か？  いろいろある世界の家族形態 

事前・事後学習 
・講義内で実施するミニ・レポートで講義内容を整理 
（全講義内で数回実施予定） 
・キーワードを指示するのでそれに関連する新聞記事を読む 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

5 

学習の主題 戦後日本家族の変化をホームドラマから観る!!  
自営業の大家族から郊外の核家族へ（１） 

授業内容 
・三丁目の夕日の世界  家父長制の直系家族   
雷親父と優しいおふくろさん 

・大家族、近所づきあい、ライフ・サイクル 

事前・事後学習 
・講義内で実施するミニ・レポートで講義内容を整理 
（全講義内で数回実施予定） 

・キーワードを指示するのでそれに関連する新聞記事を読む 

6 

学習の主題 戦後日本家族の変化をホームドラマから観る!!  
自営業の大家族から郊外の核家族へ（２） 

授業内容 ・大都市郊外の友愛的な核家族へ 
・郊外化、ライフ・コースへ 

事前・事後学習 
・講義内で実施するミニ・レポートで講義内容を整理 
（全講義内で数回実施予定） 

・キーワードを指示するのでそれに関連する新聞記事を読む 

7 

学習の主題 現代家族の諸問題 ― 

授業内容 ・結婚、子育てとキャリア 
・日本のジェンダー問題 

事前・事後学習 
・講義内で実施するミニ・レポートで講義内容を整理 
（全講義内で数回実施予定） 

・キーワードを指示するのでそれに関連する新聞記事を読む 

8 

学習の主題 「コミュニティ」って何？① 

授業内容 ・地域社会の変化と人口移動、過疎と過密 
・郊外化、エスニック・タウン、限界集落 

事前・事後学習 
・講義内で実施するミニ・レポートで講義内容を整理 
（全講義内で数回実施予定） 

・キーワードを指示するのでそれに関連する新聞記事を読む 

9 
学習の主題 地域起こし、コミュニティの再生の事例 
授業内容 ・「地方再生」の時代 
事前・事後学習 ・Ｉターン者と地元 

10 

学習の主題 格差社会の行方  －  学歴社会？ 

授業内容 ・ワーキング・プアー 
・下流老人、貧困高校生 

事前・事後学習 
・講義内で実施するミニ・レポートで講義内容を整理 
（全講義内で数回実施予定） 

・キーワードを指示するのでそれに関連する新聞記事を読む 

11 

学習の主題 無縁社会の行方 

授業内容 ・地縁・血縁社会の崩壊 
・孤独死をどう防ぐか？ 

事前・事後学習 
・講義内で実施するミニ・レポートで講義内容を整理 
（全講義内で数回実施予定） 

・キーワードを指示するのでそれに関連する新聞記事を読む 

12 

学習の主題 「モダニゼーション（近代化）」とは何？ 家族・地域社会の変動の元 

授業内容 ・世界の国々を多くの方法で分類する 
・アジアの中の日本について理解する 

事前・事後学習 
・講義内で実施するミニ・レポートで講義内容を整理 
（全講義内で数回実施予定） 

・キーワードを指示するのでそれに関連する新聞記事を読む 

13 

学習の主題 世俗化と反世俗化 

授業内容 ・宗教の衰退とファンダメンタリスト（原理主義者）？ 
・スピリチャリズムって何？ 

事前・事後学習 
・講義内で実施するミニ・レポートで講義内容を整理 
（全講義内で数回実施予定） 

・キーワードを指示するのでそれに関連する新聞記事を読む 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

5 

学習の主題 戦後日本家族の変化をホームドラマから観る!!  
自営業の大家族から郊外の核家族へ（１） 

授業内容 
・三丁目の夕日の世界  家父長制の直系家族   
雷親父と優しいおふくろさん 

・大家族、近所づきあい、ライフ・サイクル 

事前・事後学習 
・講義内で実施するミニ・レポートで講義内容を整理 
（全講義内で数回実施予定） 

・キーワードを指示するのでそれに関連する新聞記事を読む 

6 

学習の主題 戦後日本家族の変化をホームドラマから観る!!  
自営業の大家族から郊外の核家族へ（２） 

授業内容 ・大都市郊外の友愛的な核家族へ 
・郊外化、ライフ・コースへ 

事前・事後学習 
・講義内で実施するミニ・レポートで講義内容を整理 
（全講義内で数回実施予定） 

・キーワードを指示するのでそれに関連する新聞記事を読む 

7 

学習の主題 現代家族の諸問題 ― 

授業内容 ・結婚、子育てとキャリア 
・日本のジェンダー問題 

事前・事後学習 
・講義内で実施するミニ・レポートで講義内容を整理 
（全講義内で数回実施予定） 

・キーワードを指示するのでそれに関連する新聞記事を読む 

8 

学習の主題 「コミュニティ」って何？① 

授業内容 ・地域社会の変化と人口移動、過疎と過密 
・郊外化、エスニック・タウン、限界集落 

事前・事後学習 
・講義内で実施するミニ・レポートで講義内容を整理 
（全講義内で数回実施予定） 

・キーワードを指示するのでそれに関連する新聞記事を読む 

9 
学習の主題 地域起こし、コミュニティの再生の事例 
授業内容 ・「地方再生」の時代 
事前・事後学習 ・Ｉターン者と地元 

10 

学習の主題 格差社会の行方  －  学歴社会？ 

授業内容 ・ワーキング・プアー 
・下流老人、貧困高校生 

事前・事後学習 
・講義内で実施するミニ・レポートで講義内容を整理 
（全講義内で数回実施予定） 

・キーワードを指示するのでそれに関連する新聞記事を読む 

11 

学習の主題 無縁社会の行方 

授業内容 ・地縁・血縁社会の崩壊 
・孤独死をどう防ぐか？ 

事前・事後学習 
・講義内で実施するミニ・レポートで講義内容を整理 
（全講義内で数回実施予定） 

・キーワードを指示するのでそれに関連する新聞記事を読む 

12 

学習の主題 「モダニゼーション（近代化）」とは何？ 家族・地域社会の変動の元 

授業内容 ・世界の国々を多くの方法で分類する 
・アジアの中の日本について理解する 

事前・事後学習 
・講義内で実施するミニ・レポートで講義内容を整理 
（全講義内で数回実施予定） 

・キーワードを指示するのでそれに関連する新聞記事を読む 

13 

学習の主題 世俗化と反世俗化 

授業内容 ・宗教の衰退とファンダメンタリスト（原理主義者）？ 
・スピリチャリズムって何？ 

事前・事後学習 
・講義内で実施するミニ・レポートで講義内容を整理 
（全講義内で数回実施予定） 

・キーワードを指示するのでそれに関連する新聞記事を読む 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

14 

学習の主題 「グローバリーゼーション」って何？ 激変する現代の元 

授業内容 ・どこにある「純国産」 
・世界の宗教と移民問題について 

事前・事後学習 これまでのノートのまとめをする。予備試験を実施する。 

15 

学習の主題 まとめ 

授業内容 ・現代の社会変動とその対処方法 
・期末試験の概要 

事前・事後学習 これまでの授業の復習および疑問点の整理： 
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授業科目 
国際社会論 

担当教員 翁 康健 
International Sociology 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 〇 ◎ 〇     

授業目的 

世界の地理や文化を理解するとともに、急変していく世界の情勢や社会、経済の中での国際的視野の拡大を図
ることを目的とする。具体的には主権国家の意味について考え、異文化間、民族間、文明間の社会問題を理解
し、国家間のマネジメント・コミュニケーションと交渉力の重要性について考える。また、グローバリゼーシ
ョンの進展のなかで、人々の生活に与える影響や保健医療の問題などについて国際的な視点で考え、国際活動
と共存のあり方について学習する。 

到達目標 国際的な時事問題を理解できる社会人を目指す。 
テキスト 適宜指示をする。また、時事問題に関しては、視聴覚教材を利用する予定。 
参考書 なし 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況をレポート（50％）、提出物（30％）、その他（20％）で評
価する。 
その他には、授業内での発表が含まれる。 

レポート 50％ 
小テスト  
提出物 30％ 
その他 20％ 

履修上の 
留意事項 

・講義中に他の受講者の妨げとなる行為があった場合、学生証の提示や講義室からの退出を命じる可能性があ
る。 
・講義の進捗状況によって講義計画を変更する場合がある。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 世界の地理を知る ① 
授業内容 いくつかの方法で世界を分類する 
事前・事後学習 アジアの国々を調べる 

2 
学習の主題 世界の地理を知る ② 
授業内容 日本は世界の中でどのような立場にあるのかを理解する 
事前・事後学習 多くの種類の世界地図を調べる 

3 
学習の主題 世界の宗教を知る 
授業内容 世界の三大宗教について理解する 
事前・事後学習 宗教について新聞記事を調べる 

4 
学習の主題 人の流れをめぐる問い：移民問題を考える ① 
授業内容 自由化か 規制か：移民問題を考える 
事前・事後学習 移民について新聞記事を調べる 

5 
学習の主題 人の流れをめぐる問い：移民問題を考える ② 
授業内容 格差をめぐる問い：競争か 格差か 
事前・事後学習 格差について新聞記事を調べる 

6 
学習の主題 統治をめぐる問い ① 
授業内容 多文化か ナショナルか 
事前・事後学習 統治について新聞記事を調べる 

7 
学習の主題 統治をめぐる問い ② 
授業内容 グローバリゼーションの功罪を考える 
事前・事後学習 グローバリゼーションについて新聞記事を調べる 
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授業科目 
国際社会論 

担当教員 翁 康健 
International Sociology 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 〇 ◎ 〇     

授業目的 

世界の地理や文化を理解するとともに、急変していく世界の情勢や社会、経済の中での国際的視野の拡大を図
ることを目的とする。具体的には主権国家の意味について考え、異文化間、民族間、文明間の社会問題を理解
し、国家間のマネジメント・コミュニケーションと交渉力の重要性について考える。また、グローバリゼーシ
ョンの進展のなかで、人々の生活に与える影響や保健医療の問題などについて国際的な視点で考え、国際活動
と共存のあり方について学習する。 

到達目標 国際的な時事問題を理解できる社会人を目指す。 
テキスト 適宜指示をする。また、時事問題に関しては、視聴覚教材を利用する予定。 
参考書 なし 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況をレポート（50％）、提出物（30％）、その他（20％）で評
価する。 
その他には、授業内での発表が含まれる。 

レポート 50％ 
小テスト  
提出物 30％ 
その他 20％ 

履修上の 
留意事項 

・講義中に他の受講者の妨げとなる行為があった場合、学生証の提示や講義室からの退出を命じる可能性があ
る。 
・講義の進捗状況によって講義計画を変更する場合がある。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 世界の地理を知る ① 
授業内容 いくつかの方法で世界を分類する 
事前・事後学習 アジアの国々を調べる 

2 
学習の主題 世界の地理を知る ② 
授業内容 日本は世界の中でどのような立場にあるのかを理解する 
事前・事後学習 多くの種類の世界地図を調べる 

3 
学習の主題 世界の宗教を知る 
授業内容 世界の三大宗教について理解する 
事前・事後学習 宗教について新聞記事を調べる 

4 
学習の主題 人の流れをめぐる問い：移民問題を考える ① 
授業内容 自由化か 規制か：移民問題を考える 
事前・事後学習 移民について新聞記事を調べる 

5 
学習の主題 人の流れをめぐる問い：移民問題を考える ② 
授業内容 格差をめぐる問い：競争か 格差か 
事前・事後学習 格差について新聞記事を調べる 

6 
学習の主題 統治をめぐる問い ① 
授業内容 多文化か ナショナルか 
事前・事後学習 統治について新聞記事を調べる 

7 
学習の主題 統治をめぐる問い ② 
授業内容 グローバリゼーションの功罪を考える 
事前・事後学習 グローバリゼーションについて新聞記事を調べる 

 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 まとめ 
授業内容 国際人とは何か？ について自分の考えを持つ 
事前・事後学習 これまでの授業の復習 

 栄
養
学
科

二

年

次

143



授業科目 
教育学 

担当教員 所 伸一 
Education 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

◎ 〇 〇      

授業目的 人間の可能性と社会における教育の役割について歴史と現状から知見を提供するとともに、生涯学習社会にお
ける家庭教育や学校教育及び市民教育の課題と解決方向についてヒントを示す。 

到達目標 受講者自身が今後経験する生涯学習の場面において自立した学習者として成長していく手がかりを得ること。 
テキスト 使用しない。適宜、プリント資料を配布する。  
参考書 なし 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

学校教育と家庭教育、生涯教育、地域生活における現状と課題を中心に、中
間と講義末にレポート提出を課す。その論証度と構成力による。 
授業態度及びレポート時や講義後の感想文などを「その他」対象とし、理解
の努力を評価する。 

レポート 70% 
小テスト  
提出物  
その他 30% 

履修上の 
留意事項 授業中または復習により生じた疑問はその都度担当教員に質問すること（出席カード余白の利用も可） 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 近代の教育思想（1） 
授業内容 ルソーの「子供の発見」、発達の思想、充実した生涯の提起 
事前・事後学習 事後に、配布プリントを読み、ノートをまとめる 

2 
学習の主題 近代の教育思想（2） 
授業内容 市民革命とコンドルセの家庭観・学校観・学問観。 
事前・事後学習 事後に、配布プリントを読み、ノートをまとめる 

3 
学習の主題 「新教育」の思想 
授業内容 学びの転換：デューイの思想と実験。子供研究の始まり 
事前・事後学習 事後に、配布プリントを読み、ノートをまとめる 

4 
学習の主題 近代学校のあゆみ 
授業内容 ルターの義務就学論。アダム・スミスの公教育観。国家の学校政策関与 
事前・事後学習 事後に、配布プリントを読み、ノートをまとめる 

5 
学習の主題 日本の文明化と教育 
授業内容 西洋からの学び。福沢諭吉の一身独立の思想 
事前・事後学習 事後に、配布プリントを読み、ノートをまとめる 

6 
学習の主題 日本の学校制度の成立 
授業内容 森有礼の啓蒙と国家主義。鑑三の諭吉批判。ルソーと大正自由教育 
事前・事後学習 事後に、配布プリントを読み、ノートをまとめる 

7 
学習の主題 戦後日本の教育 
授業内容 「真の個人主義」、「高度成長」と競争教育、市民育成棚上げ 
事前・事後学習 事後に、配布プリントを読み、ノートをまとめる 

8 
学習の主題 教育環境の変化と青年 
授業内容 「冷戦」以後の世界と青年。能力観・学校観の転換への期待 
事前・事後学習 事後に、配布プリントを読み、ノートをまとめる 
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授業科目 
教育学 

担当教員 所 伸一 
Education 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

◎ 〇 〇      

授業目的 人間の可能性と社会における教育の役割について歴史と現状から知見を提供するとともに、生涯学習社会にお
ける家庭教育や学校教育及び市民教育の課題と解決方向についてヒントを示す。 

到達目標 受講者自身が今後経験する生涯学習の場面において自立した学習者として成長していく手がかりを得ること。 
テキスト 使用しない。適宜、プリント資料を配布する。  
参考書 なし 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

学校教育と家庭教育、生涯教育、地域生活における現状と課題を中心に、中
間と講義末にレポート提出を課す。その論証度と構成力による。 
授業態度及びレポート時や講義後の感想文などを「その他」対象とし、理解
の努力を評価する。 

レポート 70% 
小テスト  
提出物  
その他 30% 

履修上の 
留意事項 授業中または復習により生じた疑問はその都度担当教員に質問すること（出席カード余白の利用も可） 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 近代の教育思想（1） 
授業内容 ルソーの「子供の発見」、発達の思想、充実した生涯の提起 
事前・事後学習 事後に、配布プリントを読み、ノートをまとめる 

2 
学習の主題 近代の教育思想（2） 
授業内容 市民革命とコンドルセの家庭観・学校観・学問観。 
事前・事後学習 事後に、配布プリントを読み、ノートをまとめる 

3 
学習の主題 「新教育」の思想 
授業内容 学びの転換：デューイの思想と実験。子供研究の始まり 
事前・事後学習 事後に、配布プリントを読み、ノートをまとめる 

4 
学習の主題 近代学校のあゆみ 
授業内容 ルターの義務就学論。アダム・スミスの公教育観。国家の学校政策関与 
事前・事後学習 事後に、配布プリントを読み、ノートをまとめる 

5 
学習の主題 日本の文明化と教育 
授業内容 西洋からの学び。福沢諭吉の一身独立の思想 
事前・事後学習 事後に、配布プリントを読み、ノートをまとめる 

6 
学習の主題 日本の学校制度の成立 
授業内容 森有礼の啓蒙と国家主義。鑑三の諭吉批判。ルソーと大正自由教育 
事前・事後学習 事後に、配布プリントを読み、ノートをまとめる 

7 
学習の主題 戦後日本の教育 
授業内容 「真の個人主義」、「高度成長」と競争教育、市民育成棚上げ 
事前・事後学習 事後に、配布プリントを読み、ノートをまとめる 

8 
学習の主題 教育環境の変化と青年 
授業内容 「冷戦」以後の世界と青年。能力観・学校観の転換への期待 
事前・事後学習 事後に、配布プリントを読み、ノートをまとめる 

 

授業科目 
文学と人間 

担当教員 畠山 瑞樹 
Literature and Humanity 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 〇 ◎      

授業目的 

文学に触れたとき、その展開や登場人物に様々な感情を抱くのは、異なる世界を知り得るからです。作品を作
り出した作者の価値観、登場人物に投影された多様な生き方・考え方に触れることは、他を受容し自己の感性
を高め、豊かな人間性を育むことに繋がります。 
この講義では、日本の伝統的な文学や文化を通して、現代にも通じる人間・社会・時代の様々な構成要素につ
いて考察します。古典文学は「古文」ではなく「作品」です。多くの魅力的な文学作品の読解を通じ、体系的
に基礎的な知識や教養を身に付けるとともに、自ら考え表現する力の基礎を培うことを目的とします。 

到達目標 1．日本の文学や伝統文化についての、基礎的な知識・教養を身に付けることができる。 
2．文学・文化と人間との関わりについて、自ら考え表現することができる。 

テキスト なし（プリント配布） 
参考書 講義時適宜紹介する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  最終レポート 50％＋各回提出小レポート 50％。最終レポート未提出の場合

は評価対象としない。各回提出小レポートは、①講義内容の整理と確認②自
らの考察の表現化③出席確認のため、随時実施する。 
評価の観点は到達目標に示した 2 点。講義内容を理解し、日本の文学や伝
統文化に関する知識をどれだけ身に付けることができているか、それらを
基に自らの考察を深め意見を表現できているかを評価する。 

レポート 50％ 
小テスト  
提出物 50％ 
その他  

履修上の 
留意事項 

１．古典文学作品を多く読むことになるため留意すること。 
２．進度により、講義で扱う作品および扱う回を入れ替える場合がある。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 ガイダンス 
授業内容 講義概要・評価方法についての説明 古典文学読解の基本 
事前・事後学習 小レポートで講義内容を整理し理解を深める。 

2 
学習の主題 古典文学読解① 上代の文学作品を読む 
授業内容 生と死・結婚と離婚・穢れについて考える（『古事記』） 
事前・事後学習 小レポートで講義内容を整理し理解を深める。 

3 
学習の主題 古典文学読解② 中古の文学作品を読むⅠ 
授業内容 小さ子・いじめについて考える（『竹取物語』『落窪物語』） 
事前・事後学習 小レポートで講義内容を整理し理解を深める。 

4 
学習の主題 古典文学読解③ 中古・中世の文学作品を読む 
授業内容 疫病・災害について考える（『大鏡』『方丈記』）  
事前・事後学習 小レポートで講義内容を整理し理解を深める。 

5 
学習の主題 古典文学読解④ 中古の文学作品を読むⅡ 
授業内容 男と女・個性について考える（『堤中納言物語』『とりかへばや』） 
事前・事後学習 小レポートで講義内容を整理し理解を深める。 

6 
学習の主題 日本人と昔話Ⅰ 
授業内容 享受について考える（「浦島太郎」「桃太郎」ほか） 
事前・事後学習 小レポートで講義内容を整理し理解を深める。 

7 
学習の主題 古典文学読解⑤ 中世・近世の文学作品を読む 
授業内容 宗教・娯楽について考える（説話・御伽草子・黄表紙） 
事前・事後学習 小レポートで講義内容を整理し理解を深める。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 日本人と昔話Ⅱ  
授業内容 日本について考える（牽牛織女伝説・義経伝説） 
事前・事後学習 小レポートで講義内容を整理し理解を深める。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 日本人と昔話Ⅱ  
授業内容 日本について考える（牽牛織女伝説・義経伝説） 
事前・事後学習 小レポートで講義内容を整理し理解を深める。 

 

授業科目 
生命倫理 

担当教員 森口 眞衣 
Bioethics 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

  ◎      

授業目的 
現代の生命倫理に関する一般的問題について、自身の日常的な経験と倫理的判断の関係を理解することによ
り、基本的な視点や方法を身につける。また、人や生命についての概念の曖昧さを実感し、立場によって異な
る見解を受け入れ尊重できる姿勢を養う必要性はどこにあるのか、倫理的議論が展開された歴史的背景を理解
することにより、倫理原則と基礎理論、判断の基準、生命の尊厳についての理解を深める。 

到達目標 
我々が日常生活で無意識に直面している倫理的問題に対し、自分が適切だと考える判断を下すことができ、さ
らにその判断の理由を述べることができるようになる。また、ひとりの人間として自分だけでなく他者の立場
も尊重すること、価値観に基づく見解や判断を提示することの重要性を理解できるようになる。 

テキスト 特に指定しない。スライドと配布資料を用いて展開する。 
参考書 必要があればそのつど紹介する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 40% 毎回の講義終了時、授業内容と関連する日常経験や仮想事例を用いた思考

実験によるアンケートレポート形式の復習課題（30％）、および授業内容に
関するリアクションコメント（30％）の提出を課す。試験では課題内容を
踏まえ設問要求に応えた自身の意見を展開できているかという観点で評価
する。 

レポート 30% 
小テスト  
提出物 30% 
その他  

履修上の 
留意事項 

倫理的判断の提示には自分の考えを適切な言葉で述べることが重要になる。授業中の課題では文章を書く機会 
を多く設定しているので、日常生活においても自分の意見を適切な文章で述べられるよう意識すること。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 日常と倫理的判断の関係 

授業内容 
倫理的判断は人々の立場や主張の方向性と密接な関係があることを踏ま
え、多様性を尊重するという目的に沿う生命倫理での使いどころを理解す
る。 

事前・事後学習 講義内容の振り返り、復習課題とリアクションコメントの提出 

2 

学習の主題 倫理的判断に必要な具体的原則 

授業内容 
日常生活や臨床現場で求められる倫理的判断の根拠や着眼点となる倫理原
則について、その必要性と内容を学んだうえで、実際の適用の難しさを考え
る。 

事前・事後学習 講義内容の振り返り、復習課題とリアクションコメントの提出 

3 

学習の主題 命の判断：それは「人」ですか？ 

授業内容 判断主体となる自己の曖昧さを、医学や科学技術の進歩によって新たに出
現した様々な「人」を決める判断基準を通して理解する。 

事前・事後学習 講義内容の振り返り、復習課題とリアクションコメントの提出 

4 

学習の主題 命の判断：いまは「健康」ですか？ 

授業内容 人が「老いる」とはどういうことか、「健康」と「病気」はどう違うのか、
人間の身体におきる様々な変化の境界について考える。 

事前・事後学習 講義内容の振り返り、復習課題とリアクションコメントの提出 

5 

学習の主題 命の判断：これも「殺害」ですか？ 

授業内容 科学的医学の発展に伴う「生命」概念の問題を、生殖医療の背景となる歴史
的・社会的な側面での変遷を通して理解する。 

事前・事後学習 講義内容の振り返り、復習課題とリアクションコメントの提出 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 

学習の主題 命の判断：どれが「食物」ですか？ 

授業内容 人が生きるうえで「よいもの」を目指した努力の結果「悪いもの」が作り出
されてしまうのはなぜなのか、善悪の価値づけについて考える。 

事前・事後学習 講義内容の振り返り、復習課題とリアクションコメントの提出 

7 

学習の主題 命の判断：どちらが「大切」ですか？ 

授業内容 社会では「人の命を守る」ことを目標としながら実際には逆のことが起きて
しまう矛盾について、歴史的・理論的変遷の決着点を通して理解する。 

事前・事後学習 講義内容の振り返り、復習課題とリアクションコメントの提出 

8 

学習の主題 他者の価値観尊重とは 

授業内容 
これまでの考察の結果をふりかえり、自分の判断と他者の判断の相違点や
新たな気づきの分析を通して、医療人として多様な価値観の理解が患者理
解に有益となる可能性を考察する。 

事前・事後学習 講義内容の振り返り、復習課題とリアクションコメントの提出 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 

学習の主題 命の判断：どれが「食物」ですか？ 

授業内容 人が生きるうえで「よいもの」を目指した努力の結果「悪いもの」が作り出
されてしまうのはなぜなのか、善悪の価値づけについて考える。 

事前・事後学習 講義内容の振り返り、復習課題とリアクションコメントの提出 

7 

学習の主題 命の判断：どちらが「大切」ですか？ 

授業内容 社会では「人の命を守る」ことを目標としながら実際には逆のことが起きて
しまう矛盾について、歴史的・理論的変遷の決着点を通して理解する。 

事前・事後学習 講義内容の振り返り、復習課題とリアクションコメントの提出 

8 

学習の主題 他者の価値観尊重とは 

授業内容 
これまでの考察の結果をふりかえり、自分の判断と他者の判断の相違点や
新たな気づきの分析を通して、医療人として多様な価値観の理解が患者理
解に有益となる可能性を考察する。 

事前・事後学習 講義内容の振り返り、復習課題とリアクションコメントの提出 

 

授業科目 
医療概論 

担当教員 千葉 仁志 
Introduction to Medical Care 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 2単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇   ◎   〇 〇 

授業目的 

医学・医療全体について理解することを目的とする。医療を支える医療関係職種、チーム医療、医療施設や医
療関係施設など現代医療システムを学修する。さらに、現代医療がたどってきた歴史、医療保険制度、医療政
策、医療経済等の社会的背景を理解する。社会環境の変遷に伴う社会の医療に対するニーズの変化を理解し、
医療、保健、福祉などに共通する基礎的知識を学び、社会において、専門職業人としての管理栄養士の責務に
ついて学修する。 

到達目標 
1．医療の成り立ちについて理解している。 
2．医学、看護、福祉に関わる他職種の役割・機能を理解している。 
3．チーム医療、医療施設、医療関係施設など現代医療システムを理解している。 
4．管理栄養士として医療、保健、福祉における責任と役割を説明できる。 

テキスト 小橋 元、近藤 克則、黒田 研二、千代 豪昭編集「学生のための医療概論（第 4版）」（医学書院） 
毎回の授業で配布するプリント 

参考書 なし 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 50% 

目標到達状況を、授業時間に行う小テスト（前回の授業内容の理解度に関す
る試験）と定期試験（全体の授業内容の理解度に関する試験）により評価す
る。試験では、到達目標に挙げた医療に関する理解度を測るほか、管理栄養
士の責任と役割を説明できるかという観点で評価する。 

レポート  
小テスト 50% 
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 

医療人としての管理栄養士の役割を学ぶ科目であることを自覚し、自主的な学修態度で授業に臨み、実践の場
において、多職種と連携・協働するための基礎能力を養おう。この授業によって医療全体のイメージを持つこ
とができます。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、医師としての臨床経験を講義に織り交ぜながら、医療の実状と課題について理解しや
すいように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 ガイダンス、医療概論について 
授業内容 医学と医療について 
事前・事後学習 各授業の前後に 1時間～2時間の予習・復習を要する。 

2 
学習の主題 医療倫理 
授業内容 医療従事者と生命倫理 
事前・事後学習 各授業の前後に 1時間～2時間の予習・復習を要する。 

3 
学習の主題 医療を支える職種 
授業内容 医療関係職種とチーム医療 
事前・事後学習 各授業の前後に 1時間～2時間の予習・復習を要する。 

4 
学習の主題 医療の歴史 
授業内容 医学と医療の歴史と未来展望 
事前・事後学習 各授業の前後に 1時間～2時間の予習・復習を要する。 

5 
学習の主題 保健医療サービスの供給体制 
授業内容 医療施設、医療関連施設、公衆衛生サービス 
事前・事後学習 各授業の前後に 1時間～2時間の予習・復習を要する。 

6 
学習の主題 日本の保健医療制度 
授業内容 医療政策と医療計画、医療と経済、災害医療、医療安全 
事前・事後学習 各授業の前後に 1時間～2時間の予習・復習を要する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 健康について 
授業内容 健康の定義と概念、健康格差、健康の決定因子とヘルスプロモーション 
事前・事後学習 各授業の前後に 1時間～2時間の予習・復習を要する。 

8 
学習の主題 プライマリー・ケア 
授業内容 地域の保健医療福祉の機能 
事前・事後学習 各授業の前後に 1時間～2時間の予習・復習を要する。 

9 
学習の主題 医療サービスと医学診断 
授業内容 正確な診断の必要性について 
事前・事後学習 各授業の前後に 1時間～2時間の予習・復習を要する。 

10 
学習の主題 老化・精神保健、リハビリテーション 
授業内容 老化とは、精神保健と福祉、障害者施策の課題 
事前・事後学習 各授業の前後に 1時間～2時間の予習・復習を要する。 

11 
学習の主題 ノーマライゼーション 
授業内容 ノーマライゼーションにおける医療従事者の役割 
事前・事後学習 各授業の前後に 1時間～2時間の予習・復習を要する。 

12 
学習の主題 医療を考える 
授業内容 患者中心の医療 
事前・事後学習 各授業の前後に 1時間～2時間の予習・復習を要する。 

13 
学習の主題 チーム医療の方法論 
授業内容 チーム医療の実践、チーム医療における管理栄養士の役割 
事前・事後学習 各授業の前後に 1時間～2時間の予習・復習を要する。 

14 

学習の主題 ターミナル・ケア 

授業内容 終末期とは、ターミナル・ケアの目的  
尊厳死、ターミナル・ケアの課題 

事前・事後学習 各授業の前後に 1時間～2時間の予習・復習を要する。 

15 
学習の主題 Quality of Life（生活の質） 
授業内容 生活の質とは、緩和医療 
事前・事後学習 各授業の前後に 1時間～2時間の予習・復習を要する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 健康について 
授業内容 健康の定義と概念、健康格差、健康の決定因子とヘルスプロモーション 
事前・事後学習 各授業の前後に 1時間～2時間の予習・復習を要する。 

8 
学習の主題 プライマリー・ケア 
授業内容 地域の保健医療福祉の機能 
事前・事後学習 各授業の前後に 1時間～2時間の予習・復習を要する。 

9 
学習の主題 医療サービスと医学診断 
授業内容 正確な診断の必要性について 
事前・事後学習 各授業の前後に 1時間～2時間の予習・復習を要する。 

10 
学習の主題 老化・精神保健、リハビリテーション 
授業内容 老化とは、精神保健と福祉、障害者施策の課題 
事前・事後学習 各授業の前後に 1時間～2時間の予習・復習を要する。 

11 
学習の主題 ノーマライゼーション 
授業内容 ノーマライゼーションにおける医療従事者の役割 
事前・事後学習 各授業の前後に 1時間～2時間の予習・復習を要する。 

12 
学習の主題 医療を考える 
授業内容 患者中心の医療 
事前・事後学習 各授業の前後に 1時間～2時間の予習・復習を要する。 

13 
学習の主題 チーム医療の方法論 
授業内容 チーム医療の実践、チーム医療における管理栄養士の役割 
事前・事後学習 各授業の前後に 1時間～2時間の予習・復習を要する。 

14 

学習の主題 ターミナル・ケア 

授業内容 終末期とは、ターミナル・ケアの目的  
尊厳死、ターミナル・ケアの課題 

事前・事後学習 各授業の前後に 1時間～2時間の予習・復習を要する。 

15 
学習の主題 Quality of Life（生活の質） 
授業内容 生活の質とは、緩和医療 
事前・事後学習 各授業の前後に 1時間～2時間の予習・復習を要する。 

 

授業科目 
健康管理概論 

担当教員 小林 清一 
Health Science 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   ◎     

授業目的 
健康を保持・増進するための健康の概念および健康増進や疾病予防の考え方、またその取組について学習し、
生活や社会と健康の関わりについて理解する。具体的には健康の概念、健康水準と健康指標を理解したうえで、
健康を阻害する各種リスク要因についての知識と健康増進を進めるための方法、技法等を修得する。また、わ
が国における集団、地域に関する法律に基づいた健康管理体制についても学習する。 

到達目標 

1. 健康の概念と健康指標や健康阻害要因について説明できる。 
2. 疫学指標について説明できる。 
3. 健康日本 21（第二次） の概要、課題や目標を説明できる。 
4. 健康増進と健康づくりの個別的アプローチについて説明できる。 
5. 健康管理の方法や健康管理チームにおける各スタッフの役割について説明できる。 

テキスト 尾島俊之、堤 明純「基礎から学ぶ健康管理概論 改訂第５版」（南江堂） 
参考書 「厚生の指標・増刊  国民衛生の動向」(最新版)（厚生労働統計協会） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80％ 

定期試験：到達目標に関する定期試験を実施し、学習到達度を評価する。 
その他：授業での積極的発言や取り組み姿勢を評価する。 

レポート  
小テスト  
提出物  
その他 20％ 

履修上の 
留意事項 

最新の健康情報や健康問題に敏感となると共に、正しい情報かどうか、疑問点などをテキストや参考書及び授
業のなかで解決する姿勢が大切である。また、該当部分についてテキスト等で事前に予習し、授業後には配付
されたパワーポイントレジュメに添付された復習問題を解いて理解度を確認することが重要である。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、健康管理事例などを講義に織り交ぜながら、健康管理について理解しやすいように授
業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ガイダンス、健康の概念 

授業内容 講義スケジュール 
WHOによる健康の定義とその変遷、健康意識調査 

事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配付レジュメにて復習する。 

2 

学習の主題 健康管理と健康度評価 

授業内容 健康管理とプライマリ・ヘルスケア 
健康度の判定指標と健康阻害要因、国際疾病分類 

事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配付レジュメにて復習する。 

3 
学習の主題 健康の現状 
授業内容 健康の現状を調べる統計調査、日本の健康観と国民健康づくり運動の変遷 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配付レジュメにて復習する。 

4 

学習の主題 疫学指標と人口統計 

授業内容 罹患率と有病率、死亡率と致命率、相対危険と寄与危険、 
オッズとオッズ比、平均寿命と平均余命 

事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配付レジュメにて復習する。 

5 

学習の主題 健康増進・健康づくり行政 

授業内容 健康増進の基本概念、健康づくりの必要性と健康日本 21 
特定健診・特定保健指導制度の概要 

事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配付レジュメにて復習する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
学習の主題 社会保障制度 
授業内容 国民皆保険制度、社会保障の３大制度、社会保険の種類、保険診療制度 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配付レジュメにて復習する。 

7 
学習の主題 食生活と健康づくり 
授業内容 国民健康・栄養調査、日本人の食事摂取基準（2020年版）、食生活指針 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配付レジュメにて復習する。 

8 
学習の主題 生活習慣と健康づくり（１） 
授業内容 健康寿命延伸の３大阻害要因、認知症と生活習慣、運動基準と身体活動基準 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配付レジュメにて復習する。 

9 
学習の主題 生活習慣と健康づくり（２） 
授業内容 休養指針、睡眠指針、メンタルヘルスとストレスチェック制度 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配付レジュメにて復習する。 

10 

学習の主題 生活習慣病と健康管理 

授業内容 生活習慣病の疫学、喫煙と生活習慣病、受動喫煙と改正健康増進法、 
アルコール依存症とスクリーニングテスト 

事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配付レジュメにて復習する。 

11 

学習の主題 保健医療情報と保健指導 

授業内容 健診データ・保健医療情報の活用、メタボリックシンドローム、脂肪肝、 
アルコール性肝障害、特定保健指導の実際 

事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配付レジュメにて復習する。 

12 

学習の主題 年齢別健康管理～母子保健～ 

授業内容 母子保健法と母子保健手帳、妊婦健康診査、B型肝炎母子感染防止対策と 
HBワクチンの定期接種化、健やか親子 21、妊婦と胎児の健康指標 

事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配付レジュメにて復習する。 

13 

学習の主題 年齢別健康管理～高齢者保健～、地域保健 

授業内容 高齢者の健康課題と健康診査、介護サービスの概要、 
保健所と市町村保健センター、地域包括ケアシステム 

事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配付レジュメにて復習する。 

14 

学習の主題 年齢別健康管理～学校保健～ 

授業内容 学校保健推進施策、養護教諭と栄養教諭、学校感染症、食物アレルギー、 
保健室と学校医 

事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配付レジュメにて復習する。 

15 

学習の主題 職域保健/定期試験ガイダンス 

授業内容 
一般健康診断と特殊健康診断、トータル・ヘルス・プロモーション、 
健康管理室と産業医の役割、健康管理活動における栄養士・管理栄養士定期
試験ガイダンス、例題集（模範解答＆解説付き）と定期試験過去問の配付 

事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配付レジュメにて復習する。 
例題を自ら解答し、模範解答により自己採点する。解説を熟読し理解する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
学習の主題 社会保障制度 
授業内容 国民皆保険制度、社会保障の３大制度、社会保険の種類、保険診療制度 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配付レジュメにて復習する。 

7 
学習の主題 食生活と健康づくり 
授業内容 国民健康・栄養調査、日本人の食事摂取基準（2020年版）、食生活指針 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配付レジュメにて復習する。 

8 
学習の主題 生活習慣と健康づくり（１） 
授業内容 健康寿命延伸の３大阻害要因、認知症と生活習慣、運動基準と身体活動基準 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配付レジュメにて復習する。 

9 
学習の主題 生活習慣と健康づくり（２） 
授業内容 休養指針、睡眠指針、メンタルヘルスとストレスチェック制度 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配付レジュメにて復習する。 

10 

学習の主題 生活習慣病と健康管理 

授業内容 生活習慣病の疫学、喫煙と生活習慣病、受動喫煙と改正健康増進法、 
アルコール依存症とスクリーニングテスト 

事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配付レジュメにて復習する。 

11 

学習の主題 保健医療情報と保健指導 

授業内容 健診データ・保健医療情報の活用、メタボリックシンドローム、脂肪肝、 
アルコール性肝障害、特定保健指導の実際 

事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配付レジュメにて復習する。 

12 

学習の主題 年齢別健康管理～母子保健～ 

授業内容 母子保健法と母子保健手帳、妊婦健康診査、B型肝炎母子感染防止対策と 
HBワクチンの定期接種化、健やか親子 21、妊婦と胎児の健康指標 

事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配付レジュメにて復習する。 

13 

学習の主題 年齢別健康管理～高齢者保健～、地域保健 

授業内容 高齢者の健康課題と健康診査、介護サービスの概要、 
保健所と市町村保健センター、地域包括ケアシステム 

事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配付レジュメにて復習する。 

14 

学習の主題 年齢別健康管理～学校保健～ 

授業内容 学校保健推進施策、養護教諭と栄養教諭、学校感染症、食物アレルギー、 
保健室と学校医 

事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配付レジュメにて復習する。 

15 

学習の主題 職域保健/定期試験ガイダンス 

授業内容 
一般健康診断と特殊健康診断、トータル・ヘルス・プロモーション、 
健康管理室と産業医の役割、健康管理活動における栄養士・管理栄養士定期
試験ガイダンス、例題集（模範解答＆解説付き）と定期試験過去問の配付 

事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配付レジュメにて復習する。 
例題を自ら解答し、模範解答により自己採点する。解説を熟読し理解する。 

 

授業科目 
公衆衛生学 

担当教員 濱岡 直裕 
Public Health 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   ◎     

授業目的 
公衆衛生の概念、公衆衛生・予防医学の歴史について学修する。また、生態系、環境と健康の関わりについて
理解する。健康状態、疾病の状況の測定、評価等の基準となる疫学の概念について学修し、疫学指標や疫学の
方法、スクリーニング、根拠にもとづいた保健対策とは何かを理解する。また、がん、循環器疾患、代謝疾患、
感染症等の主要疾患の疫学と予防対策の現状、さらに衛生、栄養関連法規について学修する。 

到達目標 
1. 公衆衛生の概念、健康の定義について説明できる。 
2. 健康に関する多くの要因とその解析手段について考え方と方法を説明できる。 
3. 保健、医療、福祉、介護制度について説明できる。 
4. 関係法規について説明できる。 

テキスト 「社会・環境と健康 [改定 第６版 ]」辻一郎・吉池信男編集（南江堂） 

参考書 
「管理栄養士講座 三訂 公衆衛生学 [ 第 3版 ]」伊藤ちぐさ・松村康弘編著（建帛社） 
「カレント社会・環境と健康 公衆衛生学 [ 第 3版 ]」北田善三・須藤尚編著（建帛社） 
厚生の指標増刊 国民衛生の動向 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80% 

目標の到達状況を定期試験（80％）、小テスト（10％）、その他（10％）で
評価する。 
その他：授業中の積極的参加、取り組み姿勢など 

レポート  
小テスト 10% 
提出物  
その他 10% 

履修上の 
留意事項 各授業の前後に各 1時間の予習・復習を必要とする。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 社会と健康 
授業内容 健康の概念、公衆衛生の概念、公衆衛生・予防医学の歴史 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

2 

学習の主題 環境と健康 
授業内容 生態系と人間生活、環境衛生 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

3 

学習の主題 統計資料（1） 
授業内容 保健統計、人口動態統計 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

4 

学習の主題 統計資料（2） 
授業内容 生命表、その他の保健統計 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

5 

学習の主題 健康状態・疾病の測定と評価（1） 
授業内容 疫学の概念 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 

学習の主題 健康状態・疾病の測定と評価（2） 
授業内容 疫学の方法 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

7 

学習の主題 生活習慣の現状と対策（1） 
授業内容 生物心理社会モデル、健康日本 21、身体活動 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

8 

学習の主題 生活習慣の現状と対策（2） 
授業内容 喫煙、飲酒、睡眠・休養・ストレス 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

9 

学習の主題 主要疾患の疫学と予防（1） 
授業内容 がん、循環器疾患、代謝疾患、骨・関節疾患 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

10 

学習の主題 主要疾患の疫学と予防（2） 
授業内容 感染症、精神疾患、自殺・不慮の事故・虐待等 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

11 

学習の主題 保健・医療・福祉の制度（1） 

授業内容 社会保障の概念、行政の仕組み、医療制度、衛生及び栄養の関連法規につい
て 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

12 

学習の主題 保健・医療・福祉の制度（2） 
授業内容 福祉制度、地域保健、母子保健 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

13 

学習の主題 保健・医療・福祉の制度（3） 
授業内容 成人保健、高齢者保健・介護 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

14 

学習の主題 保健・医療・福祉の制度（4） 
授業内容 産業保健、学校保健、国際保健 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

15 

学習の主題 これからの公衆衛生 
授業内容 社会の変貌と公衆衛生、公衆衛生の倫理 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 

学習の主題 健康状態・疾病の測定と評価（2） 
授業内容 疫学の方法 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

7 

学習の主題 生活習慣の現状と対策（1） 
授業内容 生物心理社会モデル、健康日本 21、身体活動 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

8 

学習の主題 生活習慣の現状と対策（2） 
授業内容 喫煙、飲酒、睡眠・休養・ストレス 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

9 

学習の主題 主要疾患の疫学と予防（1） 
授業内容 がん、循環器疾患、代謝疾患、骨・関節疾患 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

10 

学習の主題 主要疾患の疫学と予防（2） 
授業内容 感染症、精神疾患、自殺・不慮の事故・虐待等 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

11 

学習の主題 保健・医療・福祉の制度（1） 

授業内容 社会保障の概念、行政の仕組み、医療制度、衛生及び栄養の関連法規につい
て 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

12 

学習の主題 保健・医療・福祉の制度（2） 
授業内容 福祉制度、地域保健、母子保健 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

13 

学習の主題 保健・医療・福祉の制度（3） 
授業内容 成人保健、高齢者保健・介護 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

14 

学習の主題 保健・医療・福祉の制度（4） 
授業内容 産業保健、学校保健、国際保健 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

15 

学習の主題 これからの公衆衛生 
授業内容 社会の変貌と公衆衛生、公衆衛生の倫理 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

 

授業科目 
公衆衛生学実習 

担当教員 濱岡 直裕 
Public Health Practicum 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 実習 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 ◎  ◯   ◯  

授業目的 
公衆衛生学で学修したことを基礎として、公衆衛生行政についての理解を深める。科学的根拠に基づいた健康
情報の収集や提示方法について実習する。実際に行われている事業等を通して公衆衛生行政を理解する。さら
に、具体的な生活環境項目等を測定し、日常生活との関連、健康阻害要因となるものとの関連について、デー
タの解析を行う。科学的根拠にもとづいて説明することができる能力を身につける。 

到達目標 
1. 公衆衛生において健康増進、疾病予防を推進する際に必要とされる法規・施策について説明できる。 
2. 公衆衛生における統計データの扱い方について説明できる。 
3. データを解析し、科学的に説明することができる。 

テキスト 日本疫学会監修「はじめて学ぶやさしい疫学（改訂第３版）」（南江堂） 

参考書 厚生の指標増刊  国民衛生の動向  
角野猛・須崎尚編著「公衆衛生学実験・実習」（建帛社） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況をレポート（20％）、小テスト（50％）、提出物（20％）、そ
の他（10％）で評価する。 
その他：授業時の取組み姿勢、発表 

レポート 20% 
小テスト 50% 
提出物 20% 
その他 10% 

履修上の 
留意事項 実習にあたっては予習・復習を必ず行うこと 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 保健統計（1） 
授業内容 統計の基礎 ( データの種類・記述 ) 
事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後に配布問題を解答し復習する。 

2 
学習の主題 保健統計（2） 
授業内容 相関と回帰 ( 推定と検定 ) 
事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後に配布問題を解答し復習する。 

3 
学習の主題 保健統計（3） 
授業内容 人口静態統計について 
事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後に配布問題を解答し復習する。 

4 
学習の主題 保健統計（4） 
授業内容 人口動態統計について 
事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後に配布問題を解答し復習する。 

5 
学習の主題 疫学研究（1） 
授業内容 疫学とは ( 疫学の定義 ) 
事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後に配布問題を解答し復習する。 

6 
学習の主題 疫学研究（2） 
授業内容 疫学の指標 
事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後に配布問題を解答し復習する。 

7 
学習の主題 疫学研究（3） 
授業内容 疫学研究の方法 ( 分類 ) 
事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後に配布問題を解答し復習する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 疫学研究（4） 
授業内容 疫学研究の手順 
事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後に配布問題を解答し復習する。 

9 
学習の主題 疫学研究（5） 
授業内容 医学への応用 
事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後に配布問題を解答し復習する。 

10 
学習の主題 疫学研究（6） 
授業内容 健康と疫学 
事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後に配布問題を解答し復習する。 

11 
学習の主題 健康と食リスク（1） 
授業内容 公衆衛生関係法規 
事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後に配布問題を解答し復習する。 

12 
学習の主題 健康と食リスク（2） 
授業内容 ＧＢＤ ( Global Burden of Disease)Study の理解と応用 
事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後に配布問題を解答し復習する。 

13 
学習の主題 健康と食リスク（3） 
授業内容 健康と食由来リスクの国際比較 
事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後に配布問題を解答し復習する。 

14 
学習の主題 健康と食リスク（4） 
授業内容 健康と食由来リスクに関するデータ解析について 
事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後に配布問題を解答し復習する。 

15 
学習の主題 健康と食リスク（5） 
授業内容 食リスクについての科学的根拠に基づく考察 
事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後に配布問題を解答し復習する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 疫学研究（4） 
授業内容 疫学研究の手順 
事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後に配布問題を解答し復習する。 

9 
学習の主題 疫学研究（5） 
授業内容 医学への応用 
事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後に配布問題を解答し復習する。 

10 
学習の主題 疫学研究（6） 
授業内容 健康と疫学 
事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後に配布問題を解答し復習する。 

11 
学習の主題 健康と食リスク（1） 
授業内容 公衆衛生関係法規 
事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後に配布問題を解答し復習する。 

12 
学習の主題 健康と食リスク（2） 
授業内容 ＧＢＤ ( Global Burden of Disease)Study の理解と応用 
事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後に配布問題を解答し復習する。 

13 
学習の主題 健康と食リスク（3） 
授業内容 健康と食由来リスクの国際比較 
事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後に配布問題を解答し復習する。 

14 
学習の主題 健康と食リスク（4） 
授業内容 健康と食由来リスクに関するデータ解析について 
事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後に配布問題を解答し復習する。 

15 
学習の主題 健康と食リスク（5） 
授業内容 食リスクについての科学的根拠に基づく考察 
事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後に配布問題を解答し復習する。 

 

授業科目 
形態機能学実習Ⅰ 

担当教員 金髙 有里 
Anatomy and Physiology Practicum 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 実習 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 〇 〇 ◎   〇  

授業目的 形態機能学Ⅰ・Ⅱで学修した基礎的な知識に基づき、実験・測定や標本観察を通して、各臓器・器官（血液、
心臓、肺、腎臓、など）の形態、体内での位置および組織構造図と機能について理解する。 

到達目標 1. 解剖学と生理学に関する基本的手技を修得している。 
2. 測定・観察した事実に基づいて人体の構造と機能について説明できる。 

テキスト 森田 規之、他編「人体の構造と機能 解剖生理学実習」 (栄養科学シリーズ NEXT)講談社、プリント 
参考書 なし 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

取り組み姿勢（10％）、レポート（90％）の結果から目標の到達状況を総合
的に評価する。 

レポート 90% 
小テスト  
提出物  
その他 10% 

履修上の 
留意事項 

形態機能学Ⅰ・Ⅱおよび形態機能学実習Ⅱと関連付けて学修すること。  
機器・標本は貴重なものばかりなので、取り扱いは指示に従って丁寧にすること。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 オリエンテーション 

授業内容 
形態機能学実習の進め方  
実験・観察での留意事項  
記録・レポート作成について 

事前・事後学習 配布プリント・教科書をよく読むこと 

2 
学習の主題 人体の構造と組成（1） 
授業内容 人体・骨格・臓器模型の観察・記録 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

3 
学習の主題 人体の構造と組成（2） 
授業内容 解剖標本室の見学・標本観察・記録 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

4 
学習の主題 人体の構造と組成（3） 
授業内容 身体計測（身長、体重、体組成、ウェスト周囲長、皮厚など） 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

5 
学習の主題 人体の構造と組成（4） 
授業内容 身体計測データの解析 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

6 
学習の主題 人体の構造と組成（5） 
授業内容 人体計測データのまとめ・発表 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

7 
学習の主題 血液（1） 
授業内容 血球標本の観察・記録 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

8 
学習の主題 血液（2） 
授業内容 血球数計測、ヘモグロビン測定、血球浸透圧抵抗 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

9 
学習の主題 心臓・血管（1） 
授業内容 心臓・血管の全体模型および組織標本の観察・記録 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

10 
学習の主題 心臓・血管（2） 
授業内容 心音、心電図、血圧測定 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

11 
学習の主題 呼吸（1） 
授業内容 肺・気管の全体模型および組織標本の観察・記録 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

12 
学習の主題 呼吸（2） 
授業内容 呼吸数、呼吸機能の測定 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

13 
学習の主題 腎臓・尿（1） 
授業内容 腎臓の全体模型および組織標本の観察・記録 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

14 
学習の主題 腎臓・尿（2） 
授業内容 尿の量、浸透圧、各種成分の測定 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

15 
学習の主題 まとめ 
授業内容 学んだ知識・手技のまとめと発表 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

 

栄
養
学
科

二

年

次

158



学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

9 
学習の主題 心臓・血管（1） 
授業内容 心臓・血管の全体模型および組織標本の観察・記録 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

10 
学習の主題 心臓・血管（2） 
授業内容 心音、心電図、血圧測定 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

11 
学習の主題 呼吸（1） 
授業内容 肺・気管の全体模型および組織標本の観察・記録 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

12 
学習の主題 呼吸（2） 
授業内容 呼吸数、呼吸機能の測定 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

13 
学習の主題 腎臓・尿（1） 
授業内容 腎臓の全体模型および組織標本の観察・記録 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

14 
学習の主題 腎臓・尿（2） 
授業内容 尿の量、浸透圧、各種成分の測定 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

15 
学習の主題 まとめ 
授業内容 学んだ知識・手技のまとめと発表 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

 

授業科目 
形態機能学実習Ⅱ 

担当教員 金高 有里 
Anatomy and Physiology Practicum Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 〇 〇 ◎   〇  

授業目的 
形態機能学Ⅱで学修した基礎的な知識に基づき、実験・測定や標本観察を通して、各臓器・器官(消化管、肝
臓、膵臓、脂肪組織、骨、骨格筋、中枢および末梢神経、感覚器、内分泌腺など）の形態、体内での位置およ
び組織構造図と機能について理解する。これらと形態機能学実習 I で学修した知識・手技を組み合わせて、食
事や運動習慣の介入効果を総合的に検証する。 

到達目標 
1. 解剖学と生理学に関する基本的手技を修得している。 
2. 測定・観察した事実に基づいて人体の構造と機能について説明できる。 
3. 各種機能の評価法とその活用について説明できる。 

テキスト 森田 規之、他編「人体の構造と機能 解剖生理学実習」 (栄養科学シリーズ NEXT)講談社、プリント 
参考書 なし 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

取り組み姿勢（10％）、レポート（90％）の結果から目標の到達状況を総合
的に評価する。 

レポート 90% 
小テスト  
提出物  
その他 10% 

履修上の 
留意事項 

形態機能学Ⅰ・Ⅱ及び形態機能学実習Ⅰと関連付けて学修すること。  
機器・標本は貴重なものばかりなので、取り扱いは指示に従って丁寧にすること。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 消化吸収（1） 
授業内容 消化管の標本観察・記録 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

2 
学習の主題 消化吸収（2） 
授業内容 アミラーゼ反応 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

3 
学習の主題 栄養素代謝（1） 
授業内容 肝臓、膵臓、脂肪組織の標本観察・記録 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

4 
学習の主題 栄養素代謝（2） 
授業内容 臓器グリコーゲン測定 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

5 
学習の主題 栄養素代謝（3） 
授業内容 血糖測定、経口糖負荷試験 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

6 
学習の主題 エネルギー代謝・体温（1） 
授業内容 間接熱量計（呼気分析）、運動負荷 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

7 
学習の主題 エネルギー代謝・体温（2） 
授業内容 体温と皮膚温測定、寒冷刺激 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 エネルギー代謝・体温（3） 
授業内容 汗腺観察、温熱刺激、発汗試験 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

9 
学習の主題 エネルギー代謝・体温（4） 
授業内容 体温日内変動、生活活動記録のまとめ 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

10 
学習の主題 介入実習（1） 
授業内容 体格、運動・身体能力の測定、生活習慣の改善（介入）目標設定 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

11 
学習の主題 感覚（1） 
授業内容 味覚（甘味、塩味、うま味、酸味、苦味）試験 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

12 
学習の主題 感覚（2） 
授業内容 皮膚感覚（触覚、痛覚、温覚、冷覚）試験 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

13 
学習の主題 神経 
授業内容 反射機能、神経組織観察 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

14 
学習の主題 介入実習（2） 
授業内容 介入後の体格、運動・身体能力などの測定 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

15 
学習の主題 まとめ 
授業内容 学んだ知識・手技のまとめ 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 エネルギー代謝・体温（3） 
授業内容 汗腺観察、温熱刺激、発汗試験 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

9 
学習の主題 エネルギー代謝・体温（4） 
授業内容 体温日内変動、生活活動記録のまとめ 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

10 
学習の主題 介入実習（1） 
授業内容 体格、運動・身体能力の測定、生活習慣の改善（介入）目標設定 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

11 
学習の主題 感覚（1） 
授業内容 味覚（甘味、塩味、うま味、酸味、苦味）試験 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

12 
学習の主題 感覚（2） 
授業内容 皮膚感覚（触覚、痛覚、温覚、冷覚）試験 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

13 
学習の主題 神経 
授業内容 反射機能、神経組織観察 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

14 
学習の主題 介入実習（2） 
授業内容 介入後の体格、運動・身体能力などの測定 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

15 
学習の主題 まとめ 
授業内容 学んだ知識・手技のまとめ 
事前・事後学習 配付プリント・教科書をよく読むこと 

 

授業科目 
病理学 

担当教員 小林 清一 
Pathology 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 〇  ◎     

授業目的 
病気はヒトの生体の構造、機能や代謝が様々な原因によって正常範囲を逸脱した状態である。病理学では病気
になった原因や、病気になった患者の身体に生じている変化について理解し、病変の名称やその原因の発生プ
ロセス、さらに各臓器における代表的な病変・病気について学修する学問である。また、管理栄養士の立場か
ら他のメディカルスタッフと連携するための病理学的基礎力を身に付けることも重要である。 

到達目標 
１．各種臓器に生じる多彩な病変の共通事項を説明できる。 
２．代表的な病変の発生機序や経時的変化を説明できる。 
３．疾患を臓器別に大別でき、病名から疾患の概要を説明できる。 

テキスト 渡辺照男編集「カラーで学べる病理学  第 5版」（ヌーヴェルヒロカワ） 
参考書 小林正伸「なるほどなっとく病理学  病態形成の基本的なしくみ」（南山堂） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 60% 定期試験：到達目標に関する定期試験を実施し、学習到達度を評価する。 

提出物：毎回、レジュメの復習問題を自分で解答し、配付された解答用紙に
解答を記入して期日までに提出する。 
正答率などを評価する。  
その他：授業での積極的発言や取り組み姿勢を評価する。 

レポート  
小テスト  
提出物 20% 
その他 20% 

履修上の 
留意事項 

病変の特徴や発生のしくみを学ぶためには、正常組織の構造や機能を理解していることが前提となるので、形
態機能学での学習内容を十分に再確認したうえで受講すること。また、配付されたパワーポイントレジュメに
添付された復習問題を自分で解いて理解度を確認することが重要である。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、剖検や病理診断事例などを講義に織り交ぜながら、病気の原因や発症機序について理
解しやすいように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 科目ガイダンス／病理学概論／細胞・組織の障害（１） 
授業内容 病理学とは。病理学を学ぶ意義、疾病の種類と発症要因、変性 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配布レジュメにて復習する。 

2 
学習の主題 細胞・組織の障害（２）再生と修復 
授業内容 萎縮と肥大、細胞死、分化と増殖、再生と化生 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配布レジュメにて復習する。 

3 
学習の主題 循環障害 
授業内容 ショック、充血とうっ血、虚血、側副循環、出血、血栓症と塞栓症、水腫 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配布レジュメにて復習する。 

4 
学習の主題 炎症 
授業内容 炎症の特徴、急性炎症、炎症マーカー、慢性炎症と肉芽組織、特異性炎 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配布レジュメにて復習する。 

5 
学習の主題 生体防御機構と免疫系／免疫異常 
授業内容 自然免疫と獲得免疫、免疫担当細胞の種類と機能、免疫疾患の種類 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配布レジュメにて復習する。 

6 

学習の主題 腫瘍 

授業内容 腫瘍の分類、上皮性腫瘍と非上皮性腫瘍、良性腫瘍と悪性腫瘍、 
癌の進行度、癌遺伝子 

事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配布レジュメにて復習する。 

7 
学習の主題 先天異常 
授業内容 遺伝疾患の分類と遺伝様式、先天異常の発症機序、染色体異常、出生診断 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配布レジュメにて復習する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 循環器系疾患 
授業内容 心疾患、血管疾患 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配布レジュメにて復習する。 

9 
学習の主題 呼吸器系疾患 
授業内容 上気道疾患、肺疾患、胸膜疾患 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配布レジュメにて復習する。 

10 
学習の主題 消化器系疾患 
授業内容 食道・胃・小腸・大腸疾患 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配布レジュメにて復習する。 

11 
学習の主題 肝・胆・膵疾患/内分泌系疾患-1 
授業内容 肝臓・胆嚢/胆管・膵臓疾患、下垂体疾患 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配布レジュメにて復習する。 

12 
学習の主題 内分泌系疾患-2/代謝性疾患 
授業内容 甲状腺・副甲状腺・副腎疾患、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配布レジュメにて復習する。 

13 
学習の主題 血液疾患 
授業内容 赤血球疾患、白血球疾患、血小板疾患、凝固異常 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配布レジュメにて復習する。 

14 
学習の主題 泌尿器疾患、生殖器疾患 
授業内容 腎・尿路疾患、男性・女性生殖器疾患、乳腺疾患 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配布レジュメにて復習する。 

15 

学習の主題 神経系疾患、運動器疾患/定期試験ガイダンス 

授業内容 中枢神経・末梢神経疾患、骨・関節・筋疾患 
定期試験ガイダンス、復習問題の解答用紙配付 

事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配布レジュメにて復習する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 循環器系疾患 
授業内容 心疾患、血管疾患 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配布レジュメにて復習する。 

9 
学習の主題 呼吸器系疾患 
授業内容 上気道疾患、肺疾患、胸膜疾患 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配布レジュメにて復習する。 

10 
学習の主題 消化器系疾患 
授業内容 食道・胃・小腸・大腸疾患 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配布レジュメにて復習する。 

11 
学習の主題 肝・胆・膵疾患/内分泌系疾患-1 
授業内容 肝臓・胆嚢/胆管・膵臓疾患、下垂体疾患 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配布レジュメにて復習する。 

12 
学習の主題 内分泌系疾患-2/代謝性疾患 
授業内容 甲状腺・副甲状腺・副腎疾患、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配布レジュメにて復習する。 

13 
学習の主題 血液疾患 
授業内容 赤血球疾患、白血球疾患、血小板疾患、凝固異常 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配布レジュメにて復習する。 

14 
学習の主題 泌尿器疾患、生殖器疾患 
授業内容 腎・尿路疾患、男性・女性生殖器疾患、乳腺疾患 
事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配布レジュメにて復習する。 

15 

学習の主題 神経系疾患、運動器疾患/定期試験ガイダンス 

授業内容 中枢神経・末梢神経疾患、骨・関節・筋疾患 
定期試験ガイダンス、復習問題の解答用紙配付 

事前・事後学習 事前に該当部分をテキストで予習し、配布レジュメにて復習する。 

 

授業科目 
生化学Ⅱ 

担当教員 津久井 隆行 
Biochemistry Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 〇  ◎     

授業目的 
アミノ酸、たんぱく質、糖質、脂質の代謝について学修する。さらに、生体調節物質を網羅して理解する。代
謝により生成される物質について学修し、個体の恒常性とその調節機構について理解する。生体調節物質とし
て重要なホルモン・活性ペプチドの生理作用、さらに遺伝子工学および免疫システムや血液・尿について学修
する。 

到達目標 

1. 糖質代謝について概略を説明し、関連する代謝系について説明できる。 
2. 脂質代謝について概略を説明し、リポ蛋白質の種類を説明できる。 
3. たんぱく質代謝の概略を説明し、終末代謝産物について説明できる。 
4. 代表的なアミノ酸代謝の概略と生成物について説明できる。 
5. 遺伝情報の概略と遺伝子操作（修飾）について説明できる。 
6. ホルモン・活性ペプチドの生理作用と恒常性について説明できる。 
7. 生体防御機構の概略を示し免疫グロブリンの種類について説明できる。 

テキスト 
1. 薗田淳「栄養科学イラストレイテッド 生化学 第 3 版」（羊土社） 
2. 薗田淳「栄養科学イラストレイテッド演習版 生化学ノート 第 3 版」（羊土社） 
※教員が作成する配布資料 

参考書 遠藤克己、三輪一智「生化学ガイドブック改定第 3 版」（南江堂） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 70% 

目標の到達状況を小テストおよび定期試験により総合的に評価する。 
レポート  
小テスト 30% 
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 

1. 授業前にテキスト・配布資料の該当ページに必ず目を通し予習する。 
2. 授業後にはテキスト・配布資料の該当ページを必ず復習する。 
3. 双方向的授業を推進することから質疑に積極的に参加する。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 異化と同化 
授業内容 糖質・脂質・たんぱく質の異化、同化及び排泄の流れについて 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

2 
学習の主題 糖質の代謝① 
授業内容 外から摂取した糖質の運命と代謝について 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

3 
学習の主題 糖質の代謝② 
授業内容 糖新生と血糖値の調節について 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

4 
学習の主題 脂質の代謝① 
授業内容 摂取された脂質の運命と代謝について 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

5 
学習の主題 脂質の代謝② 
授業内容 脂質の体内輸送や蓄積について 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
学習の主題 タンパク質の分解とアミノ酸代謝① 
授業内容 タンパク質の分解とアミノ酸プール 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

7 
学習の主題 タンパク質の分解とアミノ酸代謝② 
授業内容 主たるアミノ酸の代謝と産生される物質 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

8 
学習の主題 生体エネルギー学 
授業内容 生体エネルギーと関連酵素について 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

9 
学習の主題 中間代謝 
授業内容 中間代謝の概要とその制御について 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

10 
学習の主題 ヌクレオチドの代謝 
授業内容 核酸成分の代謝とプリン体・プリミジン体の分解 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

11 
学習の主題 遺伝子発現とその制御① 
授業内容 遺伝子発現と調節機構について 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

12 
学習の主題 遺伝子発現とその制御② 
授業内容 遺伝子の発現や調節に影響する要因について 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

13 
学習の主題 個体の調節機構とホメオスタシス① 
授業内容 各種ホルモンの生理作用と恒常性 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

14 
学習の主題 個体の調節機構とホメオスタシス② 
授業内容 ホルモン様の生理活性物質の種類と生理作用 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

15 
学習の主題 生体防御機構 
授業内容 免疫機構についての概略と免疫グロブリン 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
学習の主題 タンパク質の分解とアミノ酸代謝① 
授業内容 タンパク質の分解とアミノ酸プール 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

7 
学習の主題 タンパク質の分解とアミノ酸代謝② 
授業内容 主たるアミノ酸の代謝と産生される物質 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

8 
学習の主題 生体エネルギー学 
授業内容 生体エネルギーと関連酵素について 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

9 
学習の主題 中間代謝 
授業内容 中間代謝の概要とその制御について 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

10 
学習の主題 ヌクレオチドの代謝 
授業内容 核酸成分の代謝とプリン体・プリミジン体の分解 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

11 
学習の主題 遺伝子発現とその制御① 
授業内容 遺伝子発現と調節機構について 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

12 
学習の主題 遺伝子発現とその制御② 
授業内容 遺伝子の発現や調節に影響する要因について 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

13 
学習の主題 個体の調節機構とホメオスタシス① 
授業内容 各種ホルモンの生理作用と恒常性 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

14 
学習の主題 個体の調節機構とホメオスタシス② 
授業内容 ホルモン様の生理活性物質の種類と生理作用 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

15 
学習の主題 生体防御機構 
授業内容 免疫機構についての概略と免疫グロブリン 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

 

授業科目 
生化学実験 

担当教員 津久井 隆行 
Biochemical Experiment 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 実験 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 〇  ◎   〇  

授業目的 
生化学Ⅰ・生化学Ⅱで学修したアミノ酸、たんぱく質、糖質、脂質、核酸、酵素の定性法や定量法などについ
て実習を通して学修する。様々な汎用機器と分析機器の原理と構造を理解し、それらを扱う知識と技術を修得
し、実験を通して、生命活動を支える細胞や生体物質の構造および生理機能等についての知識を修得する。ま
た食物として外界から取り込んだ物質の利用、代謝とその調節について理解する。 

到達目標 

1. ピペット操作や汎用機器の取扱いが正確にできる。 
2. 分光光度計の構造・性能を説明でき、物質の定量ができる。 
3. pHの定義を説明でき、pHの調節ができる。 
4. 酵素活性に及ぼす温度、pH 及び基質濃度の影響について説明できる。 
5. 血液中の主要な成分とそれらを定量する方法について説明できる。 
6. 電気泳動の原理や種類について説明できる。 
7. 遺伝子の性質を知り基本的取扱いができる。 

テキスト 山本克博「はじめてみよう生化学実験」（三共出版） 
※その他、教員が作成する配付資料 

参考書 なし 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況をレポート、その他で評価する。 
その他：実習への取組み姿勢 

レポート 70% 
小テスト  
提出物  
その他 30% 

履修上の 
留意事項 

1. 生化学Ⅰの講義及び他の科目と関連付けて実験内容を理解する。 
2. 実験の進行中の不明な点は必ず質問する。 
3. 実験レポートの提出期限を守る。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 ガイダンス 
授業内容 実験室の準備と実験器具の取扱い上の注意事項の説明 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

2 
学習の主題 分光光度計 
授業内容 分光光度計の原理と使用方法 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

3 
学習の主題 pHメーター 
授業内容 pHメーターの使用方法と緩衝液の調製 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

4 
学習の主題 酵素活性測定 1 
授業内容 酵素（LDH）の測定と至適 pH 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

5 
学習の主題 酵素活性測定 2 
授業内容 酵素（アルカリフォスファターゼ）の測定と Km値の算出 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

6 
学習の主題 血液成分分析１－１ 
授業内容 血中総タンパク質・アルブミンの測定 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 血液成分分析１－２ 
授業内容 血中遊離アミノ酸の測定 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

8 
学習の主題 血液成分分析１－３ 
授業内容 血中タンパク質の電気泳動 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

9 
学習の主題 血液成分分析２－１ 
授業内容 血中遊離脂肪酸およびリン脂質の測定 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

10 
学習の主題 血液成分分析２－２ 
授業内容 血中リポタンパク質の電気泳動 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

11 
学習の主題 血液成分分析３ 
授業内容 血中尿酸量の測定 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

12 
学習の主題 血液成分分析４ 
授業内容 血清カルシウムの測定 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

13 
学習の主題 核酸 
授業内容 核酸抽出と遺伝子検査について 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

14 
学習の主題 遺伝子多型 
授業内容 アルデヒドデヒドロゲナーゼ２の遺伝子多型検査 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

15 
学習の主題 総括 
授業内容 各項目の実験のポイントの確認 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 血液成分分析１－２ 
授業内容 血中遊離アミノ酸の測定 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

8 
学習の主題 血液成分分析１－３ 
授業内容 血中タンパク質の電気泳動 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

9 
学習の主題 血液成分分析２－１ 
授業内容 血中遊離脂肪酸およびリン脂質の測定 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

10 
学習の主題 血液成分分析２－２ 
授業内容 血中リポタンパク質の電気泳動 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

11 
学習の主題 血液成分分析３ 
授業内容 血中尿酸量の測定 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

12 
学習の主題 血液成分分析４ 
授業内容 血清カルシウムの測定 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

13 
学習の主題 核酸 
授業内容 核酸抽出と遺伝子検査について 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

14 
学習の主題 遺伝子多型 
授業内容 アルデヒドデヒドロゲナーゼ２の遺伝子多型検査 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

15 
学習の主題 総括 
授業内容 各項目の実験のポイントの確認 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習して下さい。 

 

授業科目 
病態診療学Ⅰ 

担当教員 千葉 仁志 
Fundamentals of Clinical Medicine Ⅰ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 〇  ◎     

授業目的 

栄養・食生活と関連する疾患の成因・病態生理・症候と診断 (病態評価)、治療法について学修する。それらを
人体の構造や機能と関連づけて理解する。疾患の原因、病態評価、治療の考え方について学修し、疾患の診断
と治療の概要を理解する。具体的には疾患別の病態・検査・治療の概要について、栄養・代謝・内分泌系の疾
患、消化器系の疾患、循環器系の疾患について学修する。それ以外の系統疾患については 3 年次前期の病態診
療学Ⅱで学修する。 

到達目標 臨床の現場において、管理栄養士として他のメディカルスタッフと連携して、食事の提供や栄養指導を行うた
めの基礎的知識を身につけている。 

テキスト 田中 明編「臨床医学 疾病の成り立ち 改訂第 2 版（栄養科学イラストレイテッド）」（羊土社）、 
及び毎回の授業で配布するプリント 

参考書 
詳細なものとして「なるほどなっとく！内科学」（浅野嘉延、南山堂）、 
「看護のための臨床病態学・第 3 版」（浅野嘉延、吉山直樹、南山堂）。 
知識の整理・確認に適したものとして「レビューブック管理栄養士」（メディックメディア）。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 100% 中間試験（40 点）と定期試験（60 点）の合計得点で 60 点以上を合格の最

低基準とする。中間試験は前半（総論）の範囲を対象に授業時間内に行う。
定期試験は中間試験より後の授業（各論）範囲を対象に定期試験期間中に行
う。試験形式は多肢選択式とする。試験では重要疾患の病態・検査・治療に
関する基礎的知識が確実に身についているかという観点で評価する。 

レポート  
小テスト  
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 

解剖学、生理学、生化学の基礎科目の理解が出来ていることを前提として、病態、検査、診断、治療について
学修する。必要に応じて基礎科目を復習すること。情報量が多いので毎回の予習・復習（各 30 分以上）は必
須である。知識を定着させるには反復学習が必要である。学習に十分な時間をかけることが大切である。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、医師として重要と判断する事項や理解が難しい事項については特に丁寧に授業を行
い、理解を助けます。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 ガイダンス・診断のための身体診察と検査 
授業内容 病態診療学Ⅰについて、問診と診察 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

2 
学習の主題 診断のための身体診察と検査 
授業内容 全身状態の測定と全身症候   
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

3 
学習の主題 診断のための身体診察と検査 
授業内容 その他の症候と病態   
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

4 
学習の主題 診断のための身体診察と検査 
授業内容 臨床検査の種類と特性、基準値 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

5 
学習の主題 診断のための身体診察と検査 
授業内容 生化学検査   
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

6 
学習の主題 診断のための身体診察と検査 
授業内容 一般検査（尿・便）、血液学的検査、免疫検査、腫瘍マーカー 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 診断のための身体診察と検査   
授業内容 微生物検査、生理検査、画像検査、病理検査 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

8 
学習の主題 疾患治療の概要 
授業内容 対症療法と原因療法、EBM、治療計画・実施・評価、様々な治療方法 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

9 
学習の主題 前半のまとめと評価 
授業内容 中間試験、解答と解説 
事前・事後学習 レジメ・教科書による事前学習 10 時間・事後学習 2 時間程度必要とする。 

10 
学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 栄養・代謝疾患の病態・成因・症状・診断・治療の概要  
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

11 
学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 内分泌疾患の病態・成因・症状・診断・治療の概要  
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

12 
学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 消化器系疾患の病態・成因・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

13 
学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 肝胆膵疾患の病態・成因・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

14 
学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 動脈硬化、虚血性心疾患の病態・成因・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

15 
学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 高血圧、不整脈、血管疾患の病態・成因・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 診断のための身体診察と検査   
授業内容 微生物検査、生理検査、画像検査、病理検査 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

8 
学習の主題 疾患治療の概要 
授業内容 対症療法と原因療法、EBM、治療計画・実施・評価、様々な治療方法 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

9 
学習の主題 前半のまとめと評価 
授業内容 中間試験、解答と解説 
事前・事後学習 レジメ・教科書による事前学習 10 時間・事後学習 2 時間程度必要とする。 

10 
学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 栄養・代謝疾患の病態・成因・症状・診断・治療の概要  
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

11 
学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 内分泌疾患の病態・成因・症状・診断・治療の概要  
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

12 
学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 消化器系疾患の病態・成因・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

13 
学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 肝胆膵疾患の病態・成因・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

14 
学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 動脈硬化、虚血性心疾患の病態・成因・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

15 
学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 高血圧、不整脈、血管疾患の病態・成因・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

 

授業科目 
食品科学Ⅲ 

担当教員 松川 典子、津久井 隆行 
Food Science Ⅲ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2 年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 〇 〇 ◎    〇 

授業目的 
調理・加工、保存中の食品成分の変化について、起きる条件や機構を理解し、加工、保存の具体的方法に関わ
る知識の修得を図る。関連して食品の包装、規格、表示について学修し、管理栄養士に求められる適切な食品
の管理選択能力、それを基礎とした食教育の実践力を身につける。 

到達目標 
1．調理・加工、保存中の食品成分変化と栄養に関する知識、表示の見方を修得し、食品の管理能力を身につ
けている。 

2．食品の情報を適切に判断し、正しい食品の選択を促す能力を身につけている。 
テキスト 舩津保浩他  編著「食べ物と健康Ⅲ  第 2 版  食品加工と栄養」（三共出版） 
参考書 なし 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80％ 

定期試験 80％、小テスト 20％として、目標の到達状況を総合的に評価す
る。 

レポート  
小テスト 20％ 
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 

各授業の前後に１～２時間の予習・復習を要する。 
食品科学Ⅰ、Ⅱの知識を身に付け、発展的な科目として学修する。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

 

1 
（松川） 

学習の主題 食料生産と栄養 
授業内容 食料生産の現状と課題、生産条件と栄養 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

2 
（松川） 

学習の主題 食品加工と栄養 
授業内容 食品加工の意義と目的、食品加工の方法、三次加工食品とその利用 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

3 
（松川） 

学習の主題 加工食品とその利用（１） 
授業内容 穀類、いも類とでんぷん類、砂糖と甘味類、豆類 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

4 
（松川） 

学習の主題 加工食品とその利用（２） 
授業内容 野菜類、果実類、きのこ類、藻類 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

5 
（松川） 

学習の主題 加工食品とその利用（３） 
授業内容 魚介類、肉類、卵類、乳類 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

6 
（松川） 

学習の主題 加工食品とその利用（４） 
授業内容 油脂類、菓子類、し好飲料、調味料と香辛料 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

7 
（松川） 

学習の主題 食品流通・保存と栄養 
授業内容 食品流通の概略、食品保存の方法 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

8 
（松川） 

学習の主題 加工および保存中の成分変化（１） 
授業内容 脂質の変化、たんぱく質の変化、糖質の変化 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

9 
（松川） 

学習の主題 加工および保存中の成分変化（２） 
授業内容 ビタミンの変化、保存条件による食品成分変化 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

10 
（津久井） 

学習の主題 器具と容器包装（１） 
授業内容 容器の材料の形態と安全基準、包装による品質変化 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

11 
（津久井） 

学習の主題 器具と容器包装（２） 
授業内容 素材による環境汚染、包装リサイクル 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

12 
（津久井） 

学習の主題 食品の表示（１） 
授業内容 食品表示と法律、食品の国内規格と国際規格、各種表示の概要（１） 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

13 
（津久井） 

学習の主題 食品の表示（２） 
授業内容 各種表示の概要（２）、食品表示の課題（１） 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

14 
（津久井） 

学習の主題 食品の表示（３） 
授業内容 表示の監視 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

15 
（松川） 

学習の主題 まとめ 
授業内容 食品をめぐる最近の話題 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

9 
（松川） 

学習の主題 加工および保存中の成分変化（２） 
授業内容 ビタミンの変化、保存条件による食品成分変化 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

10 
（津久井） 

学習の主題 器具と容器包装（１） 
授業内容 容器の材料の形態と安全基準、包装による品質変化 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

11 
（津久井） 

学習の主題 器具と容器包装（２） 
授業内容 素材による環境汚染、包装リサイクル 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

12 
（津久井） 

学習の主題 食品の表示（１） 
授業内容 食品表示と法律、食品の国内規格と国際規格、各種表示の概要（１） 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

13 
（津久井） 

学習の主題 食品の表示（２） 
授業内容 各種表示の概要（２）、食品表示の課題（１） 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

14 
（津久井） 

学習の主題 食品の表示（３） 
授業内容 表示の監視 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

15 
（松川） 

学習の主題 まとめ 
授業内容 食品をめぐる最近の話題 
事前・事後学習 テキスト関連部分と配付プリントを確認する。 

 

授業科目 
食品衛生学 

担当教員 濱岡 直裕 
Food Hygiene and Safety 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

◯ ◯  ◎   ◯ ◯ 

授業目的 
食品衛生行政と関連法規について、目的と概要を学修し、食品に起因する健康被害の原因と予防対策について
理解する。食中毒の原因物質と発生状況、食中毒の定義、分類、感染症、食品の汚染、食品添加物のメリット・
デメリットなどの知識を修得し、さらに食品衛生管理 HACCPの概念、食品工場、家庭における衛生管理、残
留農薬、国際標準化機構等について理解する。 

到達目標 
1. 食品に含まれる可能性がある健康障害要因 ( リスク ) とその対応策について理解している。 
2. 食品衛生行政の概要とその役割を理解している。 
3. 食品の安全性問題を理解するとともに衛生管理の仕組みについて理解している。 

テキスト 「イラスト食品の安全性」小塚諭編（東京教学社） 
参考書 栄養科学イラストレイテッド食品衛生学（羊土社） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80% 

目標の到達状況を定期試験（80％）、小テスト（10％）、その他（10％）で
評価する。 
その他：授業中の積極的参加、取り組み姿勢など 

レポート  
小テスト 10% 
提出物  
その他 10% 

履修上の 
留意事項 各授業の前後に各 1 時間の予習・復習を必要とする。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 食品衛生概論 
授業内容 食品衛生とは 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

2 

学習の主題 関係法規 
授業内容 食品衛生法と食品安全基本法、食品衛生行政組織、食品衛生と国際機関 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

3 

学習の主題 微生物 
授業内容 食品と微生物 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

4 

学習の主題 食品の変質 
授業内容 食品の変質とその防止 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

5 

学習の主題 食中毒 
授業内容 食中毒の定義と概要、細菌性食中毒 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

6 

学習の主題 食中毒 
授業内容 ウイルス性食中毒、自然毒食中毒、マイコトキシン中毒 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 

学習の主題 寄生虫・衛生動物 
授業内容 寄生虫とその疾患、衛生動物 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

8 

学習の主題 食品汚染（1） 
授業内容 有害金属、動物用医薬品・飼料添加物 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

9 

学習の主題 食品汚染（2） 
授業内容 農薬、その他の有害物質 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

10 

学習の主題 食品添加物（1） 
授業内容 食品添加物の概念、安全性評価 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

11 

学習の主題 食品添加物（2） 
授業内容 主な添加物の種類と特徴 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

12 

学習の主題 食品の器具・容器包装 
授業内容 器具・容器包装の概要、各製品別の概要 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

13 

学習の主題 食品衛生対策（1） 
授業内容 食品保健行政、食品の安全性問題 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

14 

学習の主題 食品衛生対策（2） 
授業内容 HACCP システムによる衛生管理 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

15 

学習の主題 食品衛生学の将来展望 
授業内容 最近の食品衛生に関する話題 
事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す

る。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 

学習の主題 寄生虫・衛生動物 
授業内容 寄生虫とその疾患、衛生動物 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

8 

学習の主題 食品汚染（1） 
授業内容 有害金属、動物用医薬品・飼料添加物 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

9 

学習の主題 食品汚染（2） 
授業内容 農薬、その他の有害物質 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

10 

学習の主題 食品添加物（1） 
授業内容 食品添加物の概念、安全性評価 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

11 

学習の主題 食品添加物（2） 
授業内容 主な添加物の種類と特徴 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

12 

学習の主題 食品の器具・容器包装 
授業内容 器具・容器包装の概要、各製品別の概要 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

13 

学習の主題 食品衛生対策（1） 
授業内容 食品保健行政、食品の安全性問題 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

14 

学習の主題 食品衛生対策（2） 
授業内容 HACCP システムによる衛生管理 

事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す
る。 

15 

学習の主題 食品衛生学の将来展望 
授業内容 最近の食品衛生に関する話題 
事前・事後学習 事前にテキストを読み予習し、事後にテキスト中と配布する問題を解答す

る。 

 

授業科目 
食品衛生学実験 

担当教員 濱岡 直裕、髙島 郁夫 
Food Hygiene and Safety Practicum 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 実験 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 〇  ◎   〇 〇 

授業目的 

食品衛生学にもとづいて、食品衛生を行うために必要な技術や技能を修得する。食品の変質・腐敗・酸敗の判
定法、身の回りの環境などの測定法を修得する。また、細菌検査等の実験結果から、食品衛生法や他の法律に
規定された基準などにもとづいた汚染の状況を判定する方法を修得する。安全管理対策について、実験を通し
て学修する。管理栄養士として食事を提供する場面における品質管理や衛生問題に対応する能力を身につけ
る。 

到達目標 
1. 食品衛生実験の基本操作を身につけている。 
2. 食品の衛生管理法について説明できる。 
3. 各種検査法の原理や特徴について説明できる。 
4. 食品の安全管理対策について説明できる。 

テキスト 杉山章・岸本満・和泉秀彦編「食品衛生学実験 - 安全を支える衛生検査のポイント -」（みらい）  
適宜、資料を配付する 

参考書 なし 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況をレポート（40％）、提出物（20％）、その他（40％）で評
価する。 
その他：授業時の取り組み姿勢、発表など 

レポート 40% 
小テスト  
提出物 20% 
その他 40% 

履修上の 
留意事項 実験にあたっては予習・復習を必ず行うこと 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 製造環境の検査（1） 
授業内容 手指の細菌検査、グローブジュース法 
事前・事後学習 実習後に 1 時間程度の復習を要する。 

2 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 製造環境の検査（2） 
授業内容 環境の細菌検査、拭き取り法 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

3 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 製造環境の検査（3） 
授業内容 環境の清浄度検査、ATP法 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

4 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 食品中の水分の検査 
授業内容 水分活性の測定 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

5 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 寄生虫の検査 
授業内容 魚類のアニサキスの検査 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

6 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 食品の変敗の検査 
授業内容 油脂の酸価・過酸化物価の測定 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

7 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 食品の腐敗度の検査(1) 
授業内容 魚肉の揮発性塩基性窒素の測定 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 食品の腐敗度の検査(2) 
授業内容 ヒスタミンの検査 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

9 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 芽胞の検査 
授業内容 芽胞形成菌の耐熱性の検査 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

10 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 水道水の検査（1） 
授業内容 水道水の一般細菌・大腸菌の検査 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

11 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 水道水の検査（2） 
授業内容 残留塩素 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

12 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 牛乳の検査 
授業内容 比重・酸素・脂肪分の検査 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

13 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 食品添加物試験(1) 
授業内容 着色料の検査 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

14 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 食品添加物試験(2) 
授業内容 漂白剤の検査 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

15 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 食品添加物試験(3) 
授業内容  発色剤の検査 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 食品の腐敗度の検査(2) 
授業内容 ヒスタミンの検査 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

9 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 芽胞の検査 
授業内容 芽胞形成菌の耐熱性の検査 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

10 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 水道水の検査（1） 
授業内容 水道水の一般細菌・大腸菌の検査 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

11 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 水道水の検査（2） 
授業内容 残留塩素 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

12 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 牛乳の検査 
授業内容 比重・酸素・脂肪分の検査 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

13 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 食品添加物試験(1) 
授業内容 着色料の検査 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

14 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 食品添加物試験(2) 
授業内容 漂白剤の検査 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

15 
（濱岡） 
（髙島） 

学習の主題 食品添加物試験(3) 
授業内容  発色剤の検査 
事前・事後学習 実習前後に各 1 時間程度の予習・復習を要する。 

 

授業科目 
基礎栄養学実験 

担当教員 松川 典子 
Basic Nutrition Experiment 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 実験 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   ◎     

授業目的 
基礎栄養学で学んだ知識にもとづき、栄養学の基礎となる消化・吸収、栄養素の体内動態や代謝、エネルギー
代謝の理解を目的として実験を行う。初めに、実験に用いられる機器とその原理を修得する。ビタミン、ミネ
ラルの体内動向、消化酵素、糖質や脂質の体内動向について自分自身、または動物実験を通して測定する。個
人の栄養状態把握に必要な装置や方法について理解し、測定等の技術を修得する。 

到達目標 1. 基本的な実験操作を行うことができる。 
2. 栄養素を定性、定量することで各栄養素の消化及び代謝機構を説明できる。 

テキスト 配布プリント 

参考書 川端輝江著「基礎栄養学 栄養素のはたらきを理解するために」（アイ・ケイコーポレーション）  
奥恒之、柴田克己編「基礎栄養学」（南江堂） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

実験毎のレポートとその他（成果発表の内容）から目標の到達状況を評価す
る。 

レポート 80％ 
小テスト  
提出物  
その他 20％ 

履修上の 
留意事項 基礎栄養学等関連科目を復習してから臨むこと 

実務経験を 
活かした教育内容 食品分析、動物実験の実務経験を活かし、食品一般成分や組織成分の分析法を教授する。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 ガイダンス 
授業内容 実験オリエンテーション、器具類の名称及び使用法、試薬の調製法 
事前・事後学習 1 年次の基礎栄養学を復習しておくこと。シラバスを読んでおくこと。 

2 
学習の主題 糖質の消化 
授業内容 糖質の定性反応 
事前・事後学習 配布プリンを読んでおくこと。糖質定性実験のレポート作成。 

3 
学習の主題 糖質の測定 
授業内容 糖質の定量 ( 未知試料の測定・データ集計 ) 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。糖質定量実験のレポート作成。 

4 
学習の主題 たんぱく質の消化（1） 
授業内容 ペプシン・トリプシンによるたんぱく質の消化 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。たんぱく質消化実験のレポート作成。 

5 
学習の主題 たんぱく質の消化（2） 
授業内容 たんぱく質の検出と定量 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。たんぱく質消化実験のレポート作成。 

6 

学習の主題 たんぱく質の消化（3） 
授業内容 非たんぱく態窒素化合物の測定 

事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。非たんぱく態窒素化合物の測定実験のレ
ポート作成。 

7 
学習の主題 脂質の消化（1） 
授業内容 リパーゼによる脂質の消化 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。脂質消化実験のレポート作成。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 脂質の消化（2） 
授業内容 TG の測定 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。TG 測定のレポート作成。 

9 
学習の主題 脂質の消化（3） 
授業内容 総コレステロールの測定 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。総コレステロール測定のレポート作成。 

10 
学習の主題 ビタミンの栄養（1） 
授業内容 ビタミン C の定量 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。ビタミン C 定量実験のレポート作成 

11 

学習の主題 ビタミンの栄養（2） 
授業内容 ビタミン A・D・E の定性 

事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。ビタミン A・D・E の定性実験のレポート
作成。 

12 
学習の主題 ミネラルの栄養 
授業内容 ナトリウムの定量 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。ナトリウム定量実験のレポート作成。 

13 
学習の主題 糖質の代謝 
授業内容 血糖の測定 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。血糖測定実験のレポート作成。 

14 

学習の主題 水・電解質の代謝 
授業内容 尿中ナトリウム・カリウムの測定 

事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。尿中ナトリウム・カリウム測定実験のレポ
ー ト作成。 

15 
学習の主題 まとめ 
授業内容 成果発表 
事前・事後学習 パワーポイントで発表用資料を作成しておくこと。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 脂質の消化（2） 
授業内容 TG の測定 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。TG 測定のレポート作成。 

9 
学習の主題 脂質の消化（3） 
授業内容 総コレステロールの測定 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。総コレステロール測定のレポート作成。 

10 
学習の主題 ビタミンの栄養（1） 
授業内容 ビタミン C の定量 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。ビタミン C 定量実験のレポート作成 

11 

学習の主題 ビタミンの栄養（2） 
授業内容 ビタミン A・D・E の定性 

事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。ビタミン A・D・E の定性実験のレポート
作成。 

12 
学習の主題 ミネラルの栄養 
授業内容 ナトリウムの定量 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。ナトリウム定量実験のレポート作成。 

13 
学習の主題 糖質の代謝 
授業内容 血糖の測定 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。血糖測定実験のレポート作成。 

14 

学習の主題 水・電解質の代謝 
授業内容 尿中ナトリウム・カリウムの測定 

事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。尿中ナトリウム・カリウム測定実験のレポ
ー ト作成。 

15 
学習の主題 まとめ 
授業内容 成果発表 
事前・事後学習 パワーポイントで発表用資料を作成しておくこと。 

 

授業科目 
応用栄養学Ⅰ 

担当教員 千葉 昌樹 
Applied NutritionⅠ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎ 〇   

授業目的 
健康増進や疾病予防に寄与する栄養素の機能やエネルギー代謝の知識にもとづき、健康への影響に関するリス
ク管理や栄養状態の評価・判定の基本的な考え方や方法について理解する。さらに、栄養ケア・マネジメント
の基礎と食事摂取基準の基本的な考え方や指標の定義、各指標の活用方法について修得する。身体状況や栄養
状態に応じた栄養ケアについて学修する。 

到達目標 
1. 栄養ケア・マネジメントの基本的な考え方、方法を説明できる。 
2. 食事摂取基準の基本的な考え方、各指標についての定義、活用方法を説明できる。 
3. 身体状況や栄養状態等に基づいた栄養アセスメントのための食事調査について説明できる。 
4. 対象に適切な調査の方法を説明できる。 

テキスト 伊藤 貞嘉、佐々木 敏 監修「日本人の食事摂取基準〈2020 年版〉」（第一出版） 
栢下 淳、上西 一弘 編「栄養化学イラストレイテッド 応用栄養学」（羊土社） 

参考書 佐々木 敏 著「食事摂取基準入門―そのこころを読む」（同文書院） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 40% 

授業内容に応じた日常経験や実際の事例に関するレポート(30%)、や小テス
ト(30%)、定期試験(40%)、の結果を総合して、目標の到達状況を評価する。 

レポート 30% 
小テスト 30% 
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 

栄養教育、公衆栄養学、臨床栄養学の基盤となる授業である。積極的に復習・質問等によって知識を定着させ
ること。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、栄養教育、公衆栄養、臨床(福祉)栄養などの基盤となる栄養ケア・マネジメントにつ
いて、食事摂取基準の基本を講義に織り交ぜながら、理解しやすいように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 ガイダンス 
授業内容 応用栄養学とは 
事前・事後学習 教科書、参考資料を事前に確認する。 

2 

学習の主題 食事摂取基準（1） 

授業内容 食事摂取基準の概要  
食事摂取基準の目的、歴史、意義 

事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

3 

学習の主題 食事摂取基準（2） 

授業内容 食事摂取基準における各指標の定義、策定プロセス 基礎代謝、身体活動レ
ベル、推定エネルギー必要量 

事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

4 
学習の主題 食事摂取基準（3） 
授業内容 食事摂取基準活用の基礎理論（1） 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

5 
学習の主題 食事摂取基準（4） 
授業内容 食事摂取基準活用の基礎理論（2） 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
学習の主題 食事摂取基準（5） 
授業内容 食事摂取基準活用の各論（1） 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

7 
学習の主題 食事摂取基準（6） 
授業内容 食事摂取基準活用の各論（2） 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

8 
学習の主題 食事摂取基準（7） 
授業内容 食事摂取基準活用の各論（3） 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

9 
学習の主題 食事摂取基準（8） 
授業内容 食事摂取基準活用の各論（4） 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

10 
学習の主題 食事摂取基準（9） 
授業内容 食事摂取基準活用の各論（5） 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

11 

学習の主題 栄養ケア・マネジメント計画（1） 

授業内容 
栄養ケア・マネジメント計画 
短期・中期・長期の栄養ケア・マネジメント目標 
目標にそった栄養ケア・マネジメント計画について 

事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

12 

学習の主題 栄養ケア・マネジメント計画（2） 

授業内容 栄養ケア・マネジメント計画におけるモニタリング  
計画実施後の経過のモニタリング、必要な計画の見直し 

事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

13 

学習の主題 栄養アセスメント指標 

授業内容 栄養アセスメント指標 
主観的アセスメント、客観的アセスメントの理解と活用 

事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

14 
学習の主題 食事調査 
授業内容 食事調査データの活用、食事調査法について 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

15 

学習の主題 食行動・食環境 

授業内容 
食事の摂取について  
食行動、食環境について 
環境と食習慣の関連、食行動と食環境の評価 

事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
学習の主題 食事摂取基準（5） 
授業内容 食事摂取基準活用の各論（1） 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

7 
学習の主題 食事摂取基準（6） 
授業内容 食事摂取基準活用の各論（2） 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

8 
学習の主題 食事摂取基準（7） 
授業内容 食事摂取基準活用の各論（3） 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

9 
学習の主題 食事摂取基準（8） 
授業内容 食事摂取基準活用の各論（4） 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

10 
学習の主題 食事摂取基準（9） 
授業内容 食事摂取基準活用の各論（5） 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

11 

学習の主題 栄養ケア・マネジメント計画（1） 

授業内容 
栄養ケア・マネジメント計画 
短期・中期・長期の栄養ケア・マネジメント目標 
目標にそった栄養ケア・マネジメント計画について 

事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

12 

学習の主題 栄養ケア・マネジメント計画（2） 

授業内容 栄養ケア・マネジメント計画におけるモニタリング  
計画実施後の経過のモニタリング、必要な計画の見直し 

事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

13 

学習の主題 栄養アセスメント指標 

授業内容 栄養アセスメント指標 
主観的アセスメント、客観的アセスメントの理解と活用 

事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

14 
学習の主題 食事調査 
授業内容 食事調査データの活用、食事調査法について 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

15 

学習の主題 食行動・食環境 

授業内容 
食事の摂取について  
食行動、食環境について 
環境と食習慣の関連、食行動と食環境の評価 

事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

 

授業科目 
応用栄養学Ⅱ 

担当教員 千葉 昌樹、金高 有里 
Applied Nutrition Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎ 〇   

授業目的 

ライフステージごとに身体状況や栄養状態に応じた栄養ケアが必要である。成長・発達・加齢の概念について
学修し、成長、発達・加齢に伴う身体的・精神的変化と栄養について理解する。具体的には、妊娠期・授乳期、
新生児期、乳児期、成長期（幼児期、学童期、思春期）における生理学的な特徴を理解し、各ライフステージ
の栄養アセスメントと栄養ケアについて理解する。栄養状況は生活環境や食生活からも影響を受けているの
で、それらの要因も考慮した栄養管理の基本について理解する。 

到達目標 1. ライフステージごとの身体特性、栄養状況を説明できる。 
2. 各ライフステージにおける栄養アセスメントおよび栄養ケアを考えることができる。 

テキスト 伊藤 貞嘉、佐々木 敏 監修「日本人の食事摂取基準〈2020 年版〉」（第一出版） 
栢下 淳、上西 一弘 編「栄養化学イラストレイテッド 応用栄養学」（羊土社） 

参考書 佐々木 敏 著「食事摂取基準入門 - そのこころを読む」（同文書院） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 50% 

授業内容に応じた日常経験や実際の事例に関するレポート(20%)、や小テス
ト(30%)、定期試験(50%)、の結果を総合して、目標の到達状況を評価する。 

レポート 20% 
小テスト 30% 
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 各回の授業内容を参照し、予習してから授業に臨むこと 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、ライフステージ別の身体状況や栄養状態に応じた栄養ケアなどを講義に織り交ぜなが
ら、栄養ケア・マネジメントについて理解しやすいように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（千葉） 

学習の主題 発育・発達と栄養（1） 
授業内容 成長・発達・加齢の概念、加齢と形態の変化、食機能の変化 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

2 
（千葉） 

学習の主題 発育・発達と栄養（2） 
授業内容 年齢別食事摂取基準と食品構成 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

3 
（千葉） 

学習の主題 妊娠期の栄養（1） 
授業内容 女性、妊娠期の栄養の特徴 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

4 
（千葉） 

学習の主題 妊娠期の栄養（2） 
授業内容 妊娠期の疾患と栄養ケア・マネジメント 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

5 
（千葉） 

学習の主題 授乳期の栄養（1） 
授業内容 授乳期の特性、栄養の特徴 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

6 
（千葉） 

学習の主題 授乳期の栄養（2） 
授業内容 授乳期の疾患と栄養ケア・マネジメント 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

7 
（千葉） 

学習の主題 新生児・乳児期の栄養（1） 
授業内容 新生児・乳児期の特性、栄養と代謝 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
（千葉） 

学習の主題 新生児・乳児期の栄養（2） 
授業内容 新生児・乳児期の栄養アセスメントと栄養ケア 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

9 
（金高） 

学習の主題 成長・発達期（総論） 
授業内容 成長期の食事摂取基準と献立 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

10 
（金高） 

学習の主題 成長・発達期（幼児期）（1） 
授業内容 幼児期の特性、栄養の特徴、集団給食 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

11 
（金高） 

学習の主題 成長・発達期（幼児期）（2） 
授業内容 幼児期の栄養アセスメントと栄養ケア 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

12 
（金高） 

学習の主題 成長・発達期（学童期）（1） 
授業内容 学童期の特性、栄養の特徴、学校給食 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

13 
（金高） 

学習の主題 成長・発達期（学童期）（2） 
授業内容 学童期の栄養アセスメントと栄養ケア 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

14 
（金高） 

学習の主題 成長・発達期（思春期）（1） 
授業内容 思春期の特性、生活習慣の特徴 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

15 
（金高） 

学習の主題 成長・発達期（思春期）（2） 
授業内容 思春期の栄養アセスメントと栄養ケア 
事前・事後学習 教科書、参考資料、配付資料の見直しを行い、テストに備える。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
（千葉） 

学習の主題 新生児・乳児期の栄養（2） 
授業内容 新生児・乳児期の栄養アセスメントと栄養ケア 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

9 
（金高） 

学習の主題 成長・発達期（総論） 
授業内容 成長期の食事摂取基準と献立 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

10 
（金高） 

学習の主題 成長・発達期（幼児期）（1） 
授業内容 幼児期の特性、栄養の特徴、集団給食 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

11 
（金高） 

学習の主題 成長・発達期（幼児期）（2） 
授業内容 幼児期の栄養アセスメントと栄養ケア 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

12 
（金高） 

学習の主題 成長・発達期（学童期）（1） 
授業内容 学童期の特性、栄養の特徴、学校給食 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

13 
（金高） 

学習の主題 成長・発達期（学童期）（2） 
授業内容 学童期の栄養アセスメントと栄養ケア 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

14 
（金高） 

学習の主題 成長・発達期（思春期）（1） 
授業内容 思春期の特性、生活習慣の特徴 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

15 
（金高） 

学習の主題 成長・発達期（思春期）（2） 
授業内容 思春期の栄養アセスメントと栄養ケア 
事前・事後学習 教科書、参考資料、配付資料の見直しを行い、テストに備える。 

 

授業科目 
スポーツ栄養学総論 

担当教員 千葉 昌樹、松本 恵 
Introduction to Sports Nutrition 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎    

授業目的 スポーツ栄養とは何か、基本的な考え方と実際にスポーツ選手ヘのサポート方法について学ぶ。 

到達目標 スポーツ実施者の実態や栄養サポートの実際について理解する。 
スポーツ栄養コースの概要とスポーツ栄養の基本を理解する。 

テキスト 特になし 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

到達目標の達成度をレポートで評価する 
レポート 100 
小テスト  
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 具体的事例を示しながら学修を進めるため、スポーツ栄養全体のイメージ像を掴むこと。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（千葉） 

学習の主題 スポーツ栄養について 
授業内容 授業およびスポーツ栄養コースガイダンス。 
事前・事後学習 事前にシラバスを読んでおく。配付資料を確認し、内容を復習する。 

2 
（松本） 

学習の主題 スポーツ栄養の基礎Ⅰ                

授業内容 スポーツ栄養の基本である栄養素摂取とパフォーマンスの関係について学
ぶ。 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。配付資料を確認し、内容を復習する。 

3 
（松本） 

学習の主題 スポーツ栄養の基礎Ⅱ                
授業内容 スポーツ栄養の基本であるケガや病気に必要な栄養学的サポートを学ぶ。 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。配付資料を確認し、内容を復習する。 

4 
（千葉） 

学習の主題 特別講師によるスポーツ栄養の実際Ⅰ 
授業内容 特別講師からスポーツ栄養の実際を学ぶ。 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。配付資料を確認し、内容を復習する。 

5 
（千葉） 

学習の主題 特別講師によるスポーツ栄養の実際Ⅱ 
授業内容 特別講師からスポーツ栄養の実際を学ぶ。 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。配付資料を確認し、内容を復習する。 

6 
（松本） 

学習の主題 スポーツ選手の栄養サポートの実際Ⅰ        
授業内容 栄養サポートの事例を通じてサポートの方法を学ぶ。 
事前・事後学習 業前に前回の学習内容を確認する。配付資料を確認し、内容を復習する。 

7 
（松本） 

学習の主題 スポーツ選手の栄養サポートの実際Ⅱ         
授業内容 栄養サポートの事例を通じてサポートの方法を学ぶ。 
事前・事後学習 業前に前回の学習内容を確認する。配付資料を確認し、内容を復習する。 

8 
（松本） 

学習の主題 スポーツ選手の栄養サポートの実際Ⅲ        
授業内容 栄養サポートの事例を通じてサポートの方法を学ぶ。 
事前・事後学習 業前に前回の学習内容を確認する。配付資料を確認し、内容を復習する。 
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授業科目 
栄養教育論Ⅰ 

担当教員 百々瀬 いづみ 
Nutrition Education Ⅰ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

  〇   ◎ 〇 〇   

授業目的 

栄養教育の概念、栄養教育の目的・目標について理解する。また、栄養教育のための論理的基礎としての行動
科学と栄養教育について理解する。行動科学の理論とモデルについて学修し、行動変容技法についての概念や
方法を理解する。さらに、栄養カウンセリング方法や技法を修得する。また、組織・環境づくり、食環境と栄
養教育について学修し、対象者に対応した栄養評価、適切な栄養教育の方法を選択し、栄養教育計画を「計画・
立案・実施・評価」するための栄養教育方法を修得する。 

到達目標 
1. 栄養教育の意義や特性を理解し健康保持・増進のための栄養教育の重要性について説明できる。 
2. 対象者に対応した栄養評価、適切な栄養教育方法を選択するための知識を身につけている 。 
3. 栄養教育プログラムを計画・立案・実施・評価するための方法と技術について説明できる。 
4. 栄養教育と食環境づくりについて、関連法規等をふまえて説明できる。 

テキスト 池田小夜子、斎藤トシ子、川野因著「サクセス管理栄養士講座 栄養教育論」（第一出版） 
※その他、適宜プリントを配布する。 

参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 70% 

目標の到達状況を下記の視点から評価する。 
定期試験：70％ 
小テスト：30％ 

レポート  
小テスト 30% 
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 

興味・関心を抱き、目標をもって自ら意欲的に学習すること。  
各授業前・後に、予習（テキストを読む）、復習を１～２時間程要する。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、地域での栄養教育の実際（方法、課題等）を講義に織り交ぜながら、栄養教育の概念
や目的、必要な技法等を理解しやすいように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ガイダンス、栄養教育の概念 
授業内容 「栄養教育論」ガイダンス、栄養教育の定義・目的・目標 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

2 

学習の主題 栄養教育の歴史・社会的背景(1) 
授業内容 栄養教育の誕生と歴史的背景について 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

3 

学習の主題 栄養教育の歴史・社会的背景(2) 
授業内容 栄養教育の誕生と歴史的背景、現代の課題について 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

4 

学習の主題 栄養教育の対象、栄養教育の機会・場（1） 
授業内容 栄養教育の対象とは何か、栄養教育の場とは何か。 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

5 

学習の主題 栄養教育の機会・場（2） 
授業内容 栄養教育の場とは何か。 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 
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授業科目 
栄養教育論Ⅰ 

担当教員 百々瀬 いづみ 
Nutrition Education Ⅰ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

  〇   ◎ 〇 〇   

授業目的 

栄養教育の概念、栄養教育の目的・目標について理解する。また、栄養教育のための論理的基礎としての行動
科学と栄養教育について理解する。行動科学の理論とモデルについて学修し、行動変容技法についての概念や
方法を理解する。さらに、栄養カウンセリング方法や技法を修得する。また、組織・環境づくり、食環境と栄
養教育について学修し、対象者に対応した栄養評価、適切な栄養教育の方法を選択し、栄養教育計画を「計画・
立案・実施・評価」するための栄養教育方法を修得する。 

到達目標 
1. 栄養教育の意義や特性を理解し健康保持・増進のための栄養教育の重要性について説明できる。 
2. 対象者に対応した栄養評価、適切な栄養教育方法を選択するための知識を身につけている 。 
3. 栄養教育プログラムを計画・立案・実施・評価するための方法と技術について説明できる。 
4. 栄養教育と食環境づくりについて、関連法規等をふまえて説明できる。 

テキスト 池田小夜子、斎藤トシ子、川野因著「サクセス管理栄養士講座 栄養教育論」（第一出版） 
※その他、適宜プリントを配布する。 

参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 70% 

目標の到達状況を下記の視点から評価する。 
定期試験：70％ 
小テスト：30％ 

レポート  
小テスト 30% 
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 

興味・関心を抱き、目標をもって自ら意欲的に学習すること。  
各授業前・後に、予習（テキストを読む）、復習を１～２時間程要する。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、地域での栄養教育の実際（方法、課題等）を講義に織り交ぜながら、栄養教育の概念
や目的、必要な技法等を理解しやすいように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ガイダンス、栄養教育の概念 
授業内容 「栄養教育論」ガイダンス、栄養教育の定義・目的・目標 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

2 

学習の主題 栄養教育の歴史・社会的背景(1) 
授業内容 栄養教育の誕生と歴史的背景について 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

3 

学習の主題 栄養教育の歴史・社会的背景(2) 
授業内容 栄養教育の誕生と歴史的背景、現代の課題について 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

4 

学習の主題 栄養教育の対象、栄養教育の機会・場（1） 
授業内容 栄養教育の対象とは何か、栄養教育の場とは何か。 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

5 

学習の主題 栄養教育の機会・場（2） 
授業内容 栄養教育の場とは何か。 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 

学習の主題 栄養教育のための論理的基礎（1） 
授業内容 行動科学とは何か 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

7 

学習の主題 栄養教育のための論理的基礎（2） 
授業内容 行動科学の理論とモデル(1） 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

8 

学習の主題 栄養教育のための論理的基礎（3） 
授業内容 行動科学の理論とモデル(2） 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

9 

学習の主題 栄養教育のための論理的基礎（4） 
授業内容 行動科学の理論とモデル（3) 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

10 

学習の主題 栄養教育のための論理的基礎（5） 
授業内容 行動科学の理論とモデル（4） 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

11 

学習の主題 栄養教育のための論理的基礎（6） 
授業内容 行動科学の理論とモデル（5） 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

12 

学習の主題 栄養教育のための論理的基礎（7） 
授業内容 栄養カウンセリング(1) 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

13 

学習の主題 栄養教育のための論理的基礎（8） 
授業内容 栄養カウンセリング(2) 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

14 

学習の主題 栄養教育のための論理的基礎（9） 
授業内容 食環境づくりとの関連(1) 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

15 

学習の主題 栄養教育のための論理的基礎（10）と栄養教育論Ⅰのまとめ 
授業内容 食環境づくりとの関連(2)と栄養教育論Ⅰのまとめ 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 
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授業科目 
栄養教育論Ⅱ 

担当教員 百々瀬 いづみ、八島 絵美 
Nutrition Education Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

     ◎ 〇 〇   

授業目的 

栄養教育論Ⅰの基礎をふまえて、栄養教育マネジメントについて学修する。健康・食物摂取に影響する要因を
アセスメント、優先課題を決定、栄養教育の目標（学習目標、行動目標、環境目標、結果目標）を設定、栄養
教育計画表を作成する、栄養教育実施のために必要なコミュニケーション技術やプレゼンテーション技術を修
得し、栄養教育の評価の設定、適切な教育媒体を用いることやその効果等について、栄養教育マネジメントを
行うための知識や技術を修得する。授業の後半では、栄養教育対象者のライフステージに応じた栄養教育の方
法のうち、主に高齢者や成人に対する栄養教育について学修する。 

到達目標 

1．個人や地域（教育対象者）の健康・栄養状態・食環境等をアセスメントし、課題抽出ができる。 
2．対象者に対応した栄養評価、適切な栄養教育法を選択し、栄養教育プログラムを計画・立案・実施するこ
とができる。 

3．栄養教育計画の評価について説明できる。 
4．高齢者への栄養教育の方法について説明できる。 

テキスト 栄養教育論Ⅰと同じものを使用する。その他の資料を配付する。 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 70％ 

目標の達成状況を下記の視点から評価する 
小テスト(八島 10％)、提出物（八島 10%、百々瀬 10％） 
定期試験（八島 50％、百々瀬 20%） 

レポート  
小テスト 10％ 
提出物 20％ 
その他  

履修上の 
留意事項 

参加型の学習により、実践的な授業を行う、積極的な参加や発言を求める。  
授業外学修のために 1～2 時間程度必要である。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、地域での栄養教育の実際(方法、課題等)を講義に織り交ぜながら理解しやすいように
授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
(八島) 

学習の主題 ガイダンス－栄養教育マネジメントとは－ 
授業内容 栄養教育マネジメントとは 健康・食物摂取に影響する要因について 

事前・事後学習 （事前学習）授業に関する部分をよく読むこと（60 分程度） 
（事後学習）配布したプリントを見直すこと（60 分程度） 

2 
(八島) 

学習の主題 栄養教育マネジメント（1） 
授業内容 栄養教育のためのアセスメント (1) 

事前・事後学習 （事前学習）授業に関する部分をよく読むこと（60 分程度） 
（事後学習）配布したプリントを見直すこと（60 分程度） 

3 
(八島) 

学習の主題 栄養教育マネジメント（2） 
授業内容 栄養教育のためのアセスメント (2) 

事前・事後学習 （事前学習）授業に関する部分をよく読むこと（60 分程度） 
（事後学習）配布したプリントを見直すこと（60 分程度） 

4 
(八島) 

学習の主題 栄養教育マネジメント（3） 
授業内容 栄養教育目標の設定・栄養教育計画立案(1) 

事前・事後学習 （事前学習）授業に関する部分をよく読むこと（60 分程度） 
（事後学習）配布したプリントを見直すこと（60 分程度） 

5 
(八島) 

学習の主題 栄養教育マネジメント（4） 
授業内容 栄養教育計画立案(2) 

事前・事後学習 （事前学習）授業に関する部分をよく読むこと（60 分程度） 
（事後学習）配布したプリントを見直すこと（60 分程度） 
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授業科目 
栄養教育論Ⅱ 

担当教員 百々瀬 いづみ、八島 絵美 
Nutrition Education Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

     ◎ 〇 〇   

授業目的 

栄養教育論Ⅰの基礎をふまえて、栄養教育マネジメントについて学修する。健康・食物摂取に影響する要因を
アセスメント、優先課題を決定、栄養教育の目標（学習目標、行動目標、環境目標、結果目標）を設定、栄養
教育計画表を作成する、栄養教育実施のために必要なコミュニケーション技術やプレゼンテーション技術を修
得し、栄養教育の評価の設定、適切な教育媒体を用いることやその効果等について、栄養教育マネジメントを
行うための知識や技術を修得する。授業の後半では、栄養教育対象者のライフステージに応じた栄養教育の方
法のうち、主に高齢者や成人に対する栄養教育について学修する。 

到達目標 

1．個人や地域（教育対象者）の健康・栄養状態・食環境等をアセスメントし、課題抽出ができる。 
2．対象者に対応した栄養評価、適切な栄養教育法を選択し、栄養教育プログラムを計画・立案・実施するこ
とができる。 

3．栄養教育計画の評価について説明できる。 
4．高齢者への栄養教育の方法について説明できる。 

テキスト 栄養教育論Ⅰと同じものを使用する。その他の資料を配付する。 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 70％ 

目標の達成状況を下記の視点から評価する 
小テスト(八島 10％)、提出物（八島 10%、百々瀬 10％） 
定期試験（八島 50％、百々瀬 20%） 

レポート  
小テスト 10％ 
提出物 20％ 
その他  

履修上の 
留意事項 

参加型の学習により、実践的な授業を行う、積極的な参加や発言を求める。  
授業外学修のために 1～2 時間程度必要である。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、地域での栄養教育の実際(方法、課題等)を講義に織り交ぜながら理解しやすいように
授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
(八島) 

学習の主題 ガイダンス－栄養教育マネジメントとは－ 
授業内容 栄養教育マネジメントとは 健康・食物摂取に影響する要因について 

事前・事後学習 （事前学習）授業に関する部分をよく読むこと（60 分程度） 
（事後学習）配布したプリントを見直すこと（60 分程度） 

2 
(八島) 

学習の主題 栄養教育マネジメント（1） 
授業内容 栄養教育のためのアセスメント (1) 

事前・事後学習 （事前学習）授業に関する部分をよく読むこと（60 分程度） 
（事後学習）配布したプリントを見直すこと（60 分程度） 

3 
(八島) 

学習の主題 栄養教育マネジメント（2） 
授業内容 栄養教育のためのアセスメント (2) 

事前・事後学習 （事前学習）授業に関する部分をよく読むこと（60 分程度） 
（事後学習）配布したプリントを見直すこと（60 分程度） 

4 
(八島) 

学習の主題 栄養教育マネジメント（3） 
授業内容 栄養教育目標の設定・栄養教育計画立案(1) 

事前・事後学習 （事前学習）授業に関する部分をよく読むこと（60 分程度） 
（事後学習）配布したプリントを見直すこと（60 分程度） 

5 
(八島) 

学習の主題 栄養教育マネジメント（4） 
授業内容 栄養教育計画立案(2) 

事前・事後学習 （事前学習）授業に関する部分をよく読むこと（60 分程度） 
（事後学習）配布したプリントを見直すこと（60 分程度） 

 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
(八島) 

学習の主題 栄養教育マネジメント（5） 
授業内容 栄養教育の方法 

事前・事後学習 （事前学習）授業に関する部分をよく読むこと（60 分程度） 
（事後学習）配布したプリントを見直すこと（60 分程度） 

7 
(八島) 

学習の主題 栄養教育マネジメント（6） 
授業内容 栄養教育の実施 

事前・事後学習 （事前学習）授業に関する部分をよく読むこと（60 分程度） 
（事後学習）配布したプリントを見直すこと（60 分程度） 

8 
(八島) 

学習の主題 栄養教育マネジメント（7） 
授業内容 栄養教育の評価(1) 

事前・事後学習 （事前学習）授業に関する部分をよく読むこと（60 分程度） 
（事後学習）配布したプリントを見直すこと（60 分程度） 

9 
(八島) 

学習の主題 栄養教育マネジメント（8） 
授業内容 栄養教育の評価(2) 

事前・事後学習 （事前学習）授業に関する部分をよく読むこと（60 分程度） 
（事後学習）配布したプリントを見直すこと（60 分程度） 

10 
(八島) 

学習の主題 栄養教育マネジメントのまとめ 
授業内容 栄養教育マネジメントのまとめ(小テスト) 

事前・事後学習 （事前学習）授業に関する部分をよく読むこと（60 分程度） 
（事後学習）配布したプリントを見直すこと（60 分程度） 

11 
(百々瀬) 

学習の主題 ライフステージに応じた栄養教育（1） 
授業内容 発達段階、場に応じた栄養教育の方法とは 

事前・事後学習 （事前学習）授業に関する部分をよく読むこと（60 分程度） 
（事後学習）配布したプリントを見直すこと（60 分程度） 

12 
(百々瀬) 

学習の主題 ライフステージに応じた栄養教育（2） 
授業内容 高齢者を対象とした栄養教育の場と栄養教育の方法（1） 

事前・事後学習 （事前学習）授業に関する部分をよく読むこと（60 分程度） 
（事後学習）配布したプリントを見直すこと（60 分程度） 

13 
(百々瀬) 

学習の主題 ライフステージに応じた栄養教育（3） 
授業内容 高齢者を対象とした栄養教育の場と栄養教育の方法（2) 

事前・事後学習 （事前学習）授業に関する部分をよく読むこと（60 分程度） 
（事後学習）配布したプリントを見直すこと（60 分程度） 

14 
(百々瀬) 

学習の主題 ライフステージに応じた栄養教育（4） 
授業内容 高齢者を対象とした栄養教育の場と栄養教育の方法（3) 

事前・事後学習 （事前学習）授業に関する部分をよく読むこと（60 分程度） 
（事後学習）配布したプリントを見直すこと（60 分程度） 

15 
(百々瀬) 

学習の主題 ライフステージに応じた栄養教育（5） 
授業内容 成人を対象とした栄養教育の場と栄養教育の方法（1） 

事前・事後学習 （事前学習）授業に関する部分をよく読むこと（60 分程度） 
（事後学習）配布したプリントを見直すこと（60 分程度） 
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授業科目 
食育実践演習 

担当教員 百々瀬いづみ 
Practical Seminar in Food Education 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・通年 選択・必修 選択 

授業形態 演習 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇  〇 ◎  ◎  〇 

授業目的 札幌伝統野菜並びに北海道を代表とする作物の栄養学的特徴、加工特性等を知り、それらを活かした食育を 
企画し、実際に地域住民を対象に食育を行い、食育の知識、技術を向上させる。 

到達目標 
1．札幌伝統野菜や北海道を代表とする作物の栄養学的特徴、加工特性等について説明できる。 
2．大学農場で収穫された作物の特徴を活かしたレシピの考案、提供が出来る。 
3．２を使った食育を企画し、実際に効果的な食育を展開できる。 
4．プレゼンテーション技術、コミュニケーション技術が向上する。 

テキスト なし 
参考書 適宜、紹介する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況を提出物・授業態度により総合的に評価する。 
・提出物（50％）：食育関連資料（企画書・レシピ・講話資料等） 
・授業態度（50％）：演習への取り組みの姿勢 

レポート  
小テスト  
提出物 50％ 
その他 50％ 

履修上の 
留意事項 履修人数によって食育の実践回数やグループ人数を検討します。 

実務経験を 
活かした教育内容 

地域で食育、栄養教育を行ってきた実務経験を活かして、地域住民にとって効果的な食育を実践できるよう 
にサポートしていきます。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
 

学習の主題 演習ガイダンス、食育とは 
授業内容 授業のガイダンスを行う。食育の概要について説明する。 
事前・事後学習 事前にシラバスを読み、履修上の疑問点を明らかにしておくこと。 

２ 
学習の主題 食育①の準備 Ⅰ 
授業内容 食育の企画を行う 
事前・事後学習 事前に食育のイメージを膨らませておくこと。 

３・４ 
学習の主題 食育①の準備 Ⅱ 
授業内容 食育に必要な媒体作成、調理品の試作等を行う 
事前・事後学習 事前に準備に必要な事柄をイメージしておくこと。 

５ 

学習の主題 食育①の準備 Ⅲ 
授業内容 食育のリハーサル 

事前・事後学習 事前にリハーサルに必要な事柄をイメージしておくこと。 
事後には、個人で振り返りをしておこくと。 

６ 
学習の主題 食育①の準備 Ⅳ 
授業内容 リハーサルの振り返り、修正等 
事前・事後学習 実践(本番)に向けて必要な準備や心構えをしておくこと。 

７・８ 

学習の主題 食育①の実践 
授業内容 地域で食育を実践する。 

事前・事後学習 事前に食育に必要な事柄をイメージしておくこと。 
事後には、個人で振り返りをしておくこと。 
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授業科目 
食育実践演習 

担当教員 百々瀬いづみ 
Practical Seminar in Food Education 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・通年 選択・必修 選択 

授業形態 演習 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇  〇 ◎  ◎  〇 

授業目的 札幌伝統野菜並びに北海道を代表とする作物の栄養学的特徴、加工特性等を知り、それらを活かした食育を 
企画し、実際に地域住民を対象に食育を行い、食育の知識、技術を向上させる。 

到達目標 
1．札幌伝統野菜や北海道を代表とする作物の栄養学的特徴、加工特性等について説明できる。 
2．大学農場で収穫された作物の特徴を活かしたレシピの考案、提供が出来る。 
3．２を使った食育を企画し、実際に効果的な食育を展開できる。 
4．プレゼンテーション技術、コミュニケーション技術が向上する。 

テキスト なし 
参考書 適宜、紹介する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況を提出物・授業態度により総合的に評価する。 
・提出物（50％）：食育関連資料（企画書・レシピ・講話資料等） 
・授業態度（50％）：演習への取り組みの姿勢 

レポート  
小テスト  
提出物 50％ 
その他 50％ 

履修上の 
留意事項 履修人数によって食育の実践回数やグループ人数を検討します。 

実務経験を 
活かした教育内容 

地域で食育、栄養教育を行ってきた実務経験を活かして、地域住民にとって効果的な食育を実践できるよう 
にサポートしていきます。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
 

学習の主題 演習ガイダンス、食育とは 
授業内容 授業のガイダンスを行う。食育の概要について説明する。 
事前・事後学習 事前にシラバスを読み、履修上の疑問点を明らかにしておくこと。 

２ 
学習の主題 食育①の準備 Ⅰ 
授業内容 食育の企画を行う 
事前・事後学習 事前に食育のイメージを膨らませておくこと。 

３・４ 
学習の主題 食育①の準備 Ⅱ 
授業内容 食育に必要な媒体作成、調理品の試作等を行う 
事前・事後学習 事前に準備に必要な事柄をイメージしておくこと。 

５ 

学習の主題 食育①の準備 Ⅲ 
授業内容 食育のリハーサル 

事前・事後学習 事前にリハーサルに必要な事柄をイメージしておくこと。 
事後には、個人で振り返りをしておこくと。 

６ 
学習の主題 食育①の準備 Ⅳ 
授業内容 リハーサルの振り返り、修正等 
事前・事後学習 実践(本番)に向けて必要な準備や心構えをしておくこと。 

７・８ 

学習の主題 食育①の実践 
授業内容 地域で食育を実践する。 

事前・事後学習 事前に食育に必要な事柄をイメージしておくこと。 
事後には、個人で振り返りをしておくこと。 

 

 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

9 
学習の主題 食育①の評価 
授業内容 実施後の報告、評価を討議形式で行う 
事前・事後学習 振り返り、評価で得られたことを、次に活かすように心がけること。 

10・11 
学習の主題 食育②の準備 Ⅰ 
授業内容 食育の企画、食育媒体の作成、調理品の試作等を行う 
事前・事後学習 事前に準備に必要な事柄をイメージしておくこと。 

12 

学習の主題 食育②の準備 Ⅱ  
授業内容 リハーサル 

事前・事後学習 事前にリハーサルに必要な事柄をイメージしておくこと。 
事後には、個人で振り返りをしておくこと。 

13 
学習の主題 食育②の準備 Ⅲ 
授業内容 リハーサルの振り返り、修正 
事前・事後学習 実践(本番)に向けて必要な準備や心構えをしておくこと。 

14 

学習の主題 食育②の実践 
授業内容 地域で食育を実践する。 

事前・事後学習 事前に食育に必要な事柄をイメージしておくこと。 
事後には、個人で振り返りをしておくこと。 

15 
学習の主題 食育②の評価、授業のまとめ 
授業内容 実施後の報告、評価を討議形式で行う。 
事前・事後学習 振り返り、評価で得られたことを、次に活かすように心がけること。 
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授業科目 
臨床栄養学Ⅰ 

担当教員 久保 ちづる 
Clinical Nutrition Ⅰ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇  〇 〇 ◎    

授業目的 

傷病者の病態や栄養状態にもとづいて、適切な栄養管理を行なうために必要な基礎的な知識や技術を修得す
る。臨床栄養の概念、意義と目的について学修する。医療保険制度・介護保険制度の基本、医療及び福祉・介
護における栄養管理の意義、管理栄養士の役割と職業倫理、チーム医療等について理解する。また、傷病者・
要介護者の栄養アセスメントの意義と目的を理解し、栄養ケア・マネジメントについて必要な知識および手順
について理解する。さらに、臨床における食事の種類や食事箋、栄養教育、病態に応じた栄養ケアプロセスに
おける記録法について、多職種で共有する POS の記録法、栄養管理計画書作成について学修する。 

到達目標 

1. 臨床・介護分野における臨床栄養の意義と目的および管理栄養士の役割を理解し、説明できる。 
2. 医療専門職として職業倫理及び医療保険制度を理解し、説明できる。 
3. 傷病者の栄養管理の流れや栄養評価法について理解し、説明できる。 
4. 傷病者の必要栄養量の設定方法の基本を理解し、説明できる。 
5. 栄養ケア記録法の基本を理解し、説明できる。 

テキスト 本田佳子、土江節子、曽根博仁 編「栄養科学イラストレイテッド 臨床栄養学 基礎編 改訂第 2 版」 
（羊土社） 

参考書 「日本食品成分表 2020（七訂）栄養計算ソフト・電子版付」（医歯薬出版） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80％ 

到達目標に関わる定期試験を実施し評価する。 
目標の到達状況を提出された課題等の内容で評価する。 

レポート  
小テスト  
提出物 20％ 
その他  

履修上の 
留意事項 各授業の前後に１～２時間の予習・復習を要する。形態機能学・病態診療学と連動させて学修すること。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から臨床現場での事例などを講義に織り交ぜながら、栄養管理の一連の流れや診療報酬食事
療養費について理解しやすいように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 臨床栄養学の概念（1） 
授業内容 臨床栄養管理とは、傷病者の栄養管理の意義と目的 
事前・事後学習 シラバス、教科書の確認をする。 

2 
学習の主題 臨床栄養学の概念（2） 
授業内容 臨床栄養管理における管理栄養士の役割、医療保険制度、医の倫理 
事前・事後学習 授業内容について復習する。疑問点をまとめる。 

3 
学習の主題 臨床栄養学の概念（3） 
授業内容 医療・福祉・介護制度と臨床栄養管理、介護保険制度 
事前・事後学習 授業内容について復習する。疑問点をまとめる。 

4 
学習の主題 臨床栄養学の概念（4） 
授業内容 臨床栄養管理の仕組み、チーム医療の概要、クリニカルパス 
事前・事後学習 授業内容について復習する。疑問点をまとめる。 

5 
学習の主題 栄養ケア・マネジメント（1） 
授業内容 栄養ケア・マネジメントとは、栄養ケア・マネジメントの流れ 
事前・事後学習 授業内容について復習する。疑問点をまとめる。 

6 
学習の主題 栄養ケア・マネジメント（2） 
授業内容 栄養スクリーニングとアセスメント 
事前・事後学習 授業内容について復習する。疑問点をまとめる。 
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授業科目 
臨床栄養学Ⅰ 

担当教員 久保 ちづる 
Clinical Nutrition Ⅰ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇  〇 〇 ◎    

授業目的 

傷病者の病態や栄養状態にもとづいて、適切な栄養管理を行なうために必要な基礎的な知識や技術を修得す
る。臨床栄養の概念、意義と目的について学修する。医療保険制度・介護保険制度の基本、医療及び福祉・介
護における栄養管理の意義、管理栄養士の役割と職業倫理、チーム医療等について理解する。また、傷病者・
要介護者の栄養アセスメントの意義と目的を理解し、栄養ケア・マネジメントについて必要な知識および手順
について理解する。さらに、臨床における食事の種類や食事箋、栄養教育、病態に応じた栄養ケアプロセスに
おける記録法について、多職種で共有する POS の記録法、栄養管理計画書作成について学修する。 

到達目標 

1. 臨床・介護分野における臨床栄養の意義と目的および管理栄養士の役割を理解し、説明できる。 
2. 医療専門職として職業倫理及び医療保険制度を理解し、説明できる。 
3. 傷病者の栄養管理の流れや栄養評価法について理解し、説明できる。 
4. 傷病者の必要栄養量の設定方法の基本を理解し、説明できる。 
5. 栄養ケア記録法の基本を理解し、説明できる。 

テキスト 本田佳子、土江節子、曽根博仁 編「栄養科学イラストレイテッド 臨床栄養学 基礎編 改訂第 2 版」 
（羊土社） 

参考書 「日本食品成分表 2020（七訂）栄養計算ソフト・電子版付」（医歯薬出版） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80％ 

到達目標に関わる定期試験を実施し評価する。 
目標の到達状況を提出された課題等の内容で評価する。 

レポート  
小テスト  
提出物 20％ 
その他  

履修上の 
留意事項 各授業の前後に１～２時間の予習・復習を要する。形態機能学・病態診療学と連動させて学修すること。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から臨床現場での事例などを講義に織り交ぜながら、栄養管理の一連の流れや診療報酬食事
療養費について理解しやすいように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 臨床栄養学の概念（1） 
授業内容 臨床栄養管理とは、傷病者の栄養管理の意義と目的 
事前・事後学習 シラバス、教科書の確認をする。 

2 
学習の主題 臨床栄養学の概念（2） 
授業内容 臨床栄養管理における管理栄養士の役割、医療保険制度、医の倫理 
事前・事後学習 授業内容について復習する。疑問点をまとめる。 

3 
学習の主題 臨床栄養学の概念（3） 
授業内容 医療・福祉・介護制度と臨床栄養管理、介護保険制度 
事前・事後学習 授業内容について復習する。疑問点をまとめる。 

4 
学習の主題 臨床栄養学の概念（4） 
授業内容 臨床栄養管理の仕組み、チーム医療の概要、クリニカルパス 
事前・事後学習 授業内容について復習する。疑問点をまとめる。 

5 
学習の主題 栄養ケア・マネジメント（1） 
授業内容 栄養ケア・マネジメントとは、栄養ケア・マネジメントの流れ 
事前・事後学習 授業内容について復習する。疑問点をまとめる。 

6 
学習の主題 栄養ケア・マネジメント（2） 
授業内容 栄養スクリーニングとアセスメント 
事前・事後学習 授業内容について復習する。疑問点をまとめる。 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 栄養ケア・マネジメント（3） 
授業内容 栄養アセスメントにもとづいた評価と判定 
事前・事後学習 授業内容について復習する。疑問点をまとめる。 

8 
学習の主題 栄養ケア・マネジメント（4） 
授業内容 栄養ケア計画・必要栄養量の算出 
事前・事後学習 授業内容について復習する。疑問点をまとめる。 

9 
学習の主題 栄養ケア・マネジメント（5） 
授業内容 栄養ケア計画・栄養投与方法 1(経口摂取・病院食) 
事前・事後学習 授業内容について復習する。疑問点をまとめる。 

10 
学習の主題 栄養ケア・マネジメント（6） 
授業内容 栄養ケア計画・栄養投与方法 2(経口摂取・食形態) 
事前・事後学習 授業内容について復習する。疑問点をまとめる。 

11 
学習の主題 栄養ケア・マネジメント（7） 
授業内容 栄養管理ケア計画・栄養投与方法 3(経管栄養・経静脈栄養) 
事前・事後学習 授業内容について復習する。疑問点をまとめる。 

12 
学習の主題 栄養ケア・マネジメント（8） 
授業内容 経過記録作成、ＰＯＭＲ 
事前・事後学習 授業内容について復習する。疑問点をまとめる。 

13 
学習の主題 栄養ケア・マネジメント（9） 
授業内容 経過記録作成、ＳＯＡＰ 
事前・事後学習 授業内容について復習する。疑問点をまとめる。 

14 
学習の主題 栄養ケア・マネジメント（10） 
授業内容 薬と栄養・食物の相互作用 
事前・事後学習 授業内容について復習する。疑問点をまとめる。 

15 
学習の主題 臨床栄養教育 
授業内容 臨床栄養教育の基本 
事前・事後学習 授業内容を復習し、定期試験の準備をする。 
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授業科目 
給食経営管理論Ⅰ 

担当教員 山部 秀子、渡辺 いつみ 
Nutrition and Food Service Management Ⅰ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

◎   〇 〇    

授業目的 
特定給食施設における給食の意義・役割を理解し、特定多数の人々の健康や栄養状態の維持・増進・改善、生
活の向上を目標とした栄養・食事管理を効率的、効果的に継続して実施していくためのシステムおよびマネジ
メントについて学修する。 

到達目標 
1. 給食における管理栄養士の役割について説明できる。 
2. 給食を提供する施設と関連法規について説明できる。 
3. 利用者の栄養食事管理サイクルについて説明できる。 
4. 給食の品質、生産、安全・衛生、施設・設備、人事管理について説明できる。 

テキスト 三好恵子他編著「給食経営管理論」（第一出版） 
参考書 ※必要に応じプリントを配布する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80% 目標の達成状況を下記の点から評価し 60 点以上を合格とする 

①小テスト（10 点） 
学習の主題ごとに内容の把握状況を小テストで確認する 

②授業への姿勢（10 点） 
グループワークにおける事例への考察、取り組みについて成果報告か
ら評価する 

③定期試験（80 点） 
学習到達目標について定期試験を実施、到達度を評価する 

レポート  
小テスト 10% 
提出物  

その他 10% 

履修上の 
留意事項 

管理栄養士業務の基盤となる授業となる、小テストで理解度を確認する。事前、事後には教科書や配布された
プリントを読んで予習復習をすること。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、給食経営管理システムについて、事例、取り組んだ内容などをもとに具体例を取り入
れ、理解しやすい授業を行う。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
(山部) 

学習の主題 給食の概念 

授業内容 
給食経営管理の概念 
特定給食施設の目的と役割 
給食経営の資源 

事前・事後学習 教科書で事前学修・講義資料などで事後学習を行う。 

2 
（山部） 

学習の主題 給食施設の概要 

授業内容 給食と給食施設 
特定給食施設の種類と関連法規、管理栄養士の役割 

事前・事後学習 教科書で事前学修・講義資料などで事後学習を行う。 

3 
（山部） 

学習の主題 給食経営管理の理論 
授業内容 給食経営管理におけるとマネジメントサイクル 
事前・事後学習 教科書で事前学修・講義資料などで事後学習を行う。 

4 
（山部） 

学習の主題 給食施設の組織 

授業内容 給食施設における経営理念と組織形態  
能力開発・組織管理、マネジメントの基本 

事前・事後学習 教科書で事前学修・講義資料などで事後学習を行う。 

5 
（山部） 

学習の主題 給食の経営管理 

授業内容 給食運営にかかわる費用構成  
原価管理・費用分析の方法 

事前・事後学習 教科書で事前学修・講義資料などで事後学習を行う。 
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授業科目 
給食経営管理論Ⅰ 

担当教員 山部 秀子、渡辺 いつみ 
Nutrition and Food Service Management Ⅰ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

◎   〇 〇    

授業目的 
特定給食施設における給食の意義・役割を理解し、特定多数の人々の健康や栄養状態の維持・増進・改善、生
活の向上を目標とした栄養・食事管理を効率的、効果的に継続して実施していくためのシステムおよびマネジ
メントについて学修する。 

到達目標 
1. 給食における管理栄養士の役割について説明できる。 
2. 給食を提供する施設と関連法規について説明できる。 
3. 利用者の栄養食事管理サイクルについて説明できる。 
4. 給食の品質、生産、安全・衛生、施設・設備、人事管理について説明できる。 

テキスト 三好恵子他編著「給食経営管理論」（第一出版） 
参考書 ※必要に応じプリントを配布する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80% 目標の達成状況を下記の点から評価し 60 点以上を合格とする 

①小テスト（10 点） 
学習の主題ごとに内容の把握状況を小テストで確認する 

②授業への姿勢（10 点） 
グループワークにおける事例への考察、取り組みについて成果報告か
ら評価する 

③定期試験（80 点） 
学習到達目標について定期試験を実施、到達度を評価する 

レポート  
小テスト 10% 
提出物  

その他 10% 

履修上の 
留意事項 

管理栄養士業務の基盤となる授業となる、小テストで理解度を確認する。事前、事後には教科書や配布された
プリントを読んで予習復習をすること。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、給食経営管理システムについて、事例、取り組んだ内容などをもとに具体例を取り入
れ、理解しやすい授業を行う。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
(山部) 

学習の主題 給食の概念 

授業内容 
給食経営管理の概念 
特定給食施設の目的と役割 
給食経営の資源 

事前・事後学習 教科書で事前学修・講義資料などで事後学習を行う。 

2 
（山部） 

学習の主題 給食施設の概要 

授業内容 給食と給食施設 
特定給食施設の種類と関連法規、管理栄養士の役割 

事前・事後学習 教科書で事前学修・講義資料などで事後学習を行う。 

3 
（山部） 

学習の主題 給食経営管理の理論 
授業内容 給食経営管理におけるとマネジメントサイクル 
事前・事後学習 教科書で事前学修・講義資料などで事後学習を行う。 

4 
（山部） 

学習の主題 給食施設の組織 

授業内容 給食施設における経営理念と組織形態  
能力開発・組織管理、マネジメントの基本 

事前・事後学習 教科書で事前学修・講義資料などで事後学習を行う。 

5 
（山部） 

学習の主題 給食の経営管理 

授業内容 給食運営にかかわる費用構成  
原価管理・費用分析の方法 

事前・事後学習 教科書で事前学修・講義資料などで事後学習を行う。 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
（山部） 

学習の主題 食材料の管理 

授業内容 食材料開発の動向、安全保障の仕組み、流通方法、 
食材管理、帳票、購入方法 

事前・事後学習 教科書で事前学修・講義資料などで事後学習を行う。 

7 
（山部） 

学習の主題 栄養・食事管理（1） 
授業内容 食事摂取基準について 
事前・事後学習 教科書で事前学修・講義資料などで事後学習を行う。 

8 
（山部） 

学習の主題 栄養・食事管理（2） 
授業内容 給食施設における栄養・食事管理 
事前・事後学習 教科書で事前学修・講義資料などで事後学習を行う。 

9 
（山部） 

学習の主題 給食システム 

授業内容 給食システムについて 
給食システムの構築（構造、施設設備、従事者、食材、原価） 

事前・事後学習 教科書で事前学修・講義資料などで事後学習を行う。 

10 
（渡辺） 

学習の主題 給食システム 

授業内容 厨房設備の基本 
オペレーションシステムに応じた設備、作業動線、ゾーニング 

事前・事後学習 教科書で事前学修・講義資料などで事後学習を行う。 

11 
（渡辺） 

学習の主題 品質管理 

授業内容 品質管理の意義と方法  
大量調理の特性 

事前・事後学習 教科書で事前学修・講義資料などで事後学習を行う。 

12 
（渡辺） 

学習の主題 生産管理 

授業内容 生産管理 
作業管理（作業の分類・労働生産性・作業管理と労務管理） 

事前・事後学習 教科書で事前学修・講義資料などで事後学習を行う。 

13 
（渡辺） 

学習の主題 安全・衛生管理 

授業内容 
安全・衛生管理 
衛生管理の意義と目的 ( 衛生管理と法律 )、食中毒の特徴と対応 
HACCP の概要 

事前・事後学習 教科書で事前学修・講義資料などで事後学習を行う。 

14 
（渡辺） 

学習の主題 施設・設備管理 

授業内容 施設・設備管理  
設備・食器食具・食環境 

事前・事後学習 教科書で事前学修・講義資料などで事後学習を行う。 

15 
（山部） 

学習の主題 給食経営管理のまとめ 
授業内容 総合的な給食運営について 
事前・事後学習 教科書で事前学修・講義資料などで事後学習を行う。 
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授業科目 
給食経営管理論Ⅱ 

担当教員 山部 秀子、渡辺 いつみ 
Nutrition and Food Service Management Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   ◎ 〇    

授業目的 
給食におけるマーケティング理論の活用、給食組織の運営管理について学修する。さらに、給食施設における
利用者のアセスメント情報にもとづいた栄養・食事管理の目標を立て、食事摂取基準を活用した給食施設の給
与栄養目標量の決定、喫食者の嗜好をふまえた食品構成の立案、献立への展開を学修する。 

到達目標 
1．各給食施設の特徴を理解し、給食計画に必要な情報、分析について説明することができる。 
2．給食を運営するための組織や経営資源を総合的に判断し、給食管理のトータルマネジメントについて説明
できる。 

3．対象者に合わせた食事計画を作成できる。 

テキスト 1．三好恵子他編著「給食経営管理論」（第一出版） 
※必要に応じて資料配布。 

参考書 

日本人の食事摂取基準（第一出版）又は厚生労働省 HP からもダウンロード可能  
鈴木久乃他編著「対象者別給食献立」（建帛社） 
宮澤節子「食材別料理集」（同文書院） 
食品成分表（各自が現在所持している成分表で良い） 
その他 給食献立集などを参考とする 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 40% 目標の達成状況を下記の点から評価し、60 点以上を合格とする 

①試験 40 点 
学修内容について試験を行い、学修到達度を評価する 

②提出物 50 点 
課題の作成(期日の厳守、内容について提示された事柄にそって適切に
作成されているか) 

③その他 10 点 
授業・課題への取組み姿勢 

レポート  
小テスト  
提出物 50% 

その他 10％ 

履修上の 
留意事項 

授業や課題には積極的に取り組み、不明な点は曖昧にせず調べること。食事計画等は課題作成によって理解度
を測る。課題作成のためには授業以外に多くの時間が必要となる。課題提出期日を厳守すること。またインタ
ーネット等の情報は安易に使用しないこと。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、栄養・食事管理における実務例、また献立作成等で配慮すべき事柄などについて具体
例や実践例をあげて理解しやすい授業を行う。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（山部） 

学習の主題 給食とマーケティング 

授業内容 給食とマーケティング  
給食におけるマーケティングの意義、目的、機能 

事前・事後学習 教科書を読み事前学修、事後は学修した内容の整理・確認する。 

2 
（山部） 

学習の主題 給食施設の組織 

授業内容 
給食施設における組織について、給食の委託化について 
人事管理・原価管理、委託と契約 ( 目的、種類、関連法規 )、外食産業、
代行契約の整備 

事前・事後学習 教科書を読み事前学修、事後は学修した内容の整理・確認する。 

3 
（山部） 

学習の主題 給食施設の栄養・食事管理（1） 
授業内容 ライフステージ別の食事計画、調理計画 
事前・事後学習 教科書を読み事前学修、事後は学修した内容の整理・確認する。 
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授業科目 
給食経営管理論Ⅱ 

担当教員 山部 秀子、渡辺 いつみ 
Nutrition and Food Service Management Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   ◎ 〇    

授業目的 
給食におけるマーケティング理論の活用、給食組織の運営管理について学修する。さらに、給食施設における
利用者のアセスメント情報にもとづいた栄養・食事管理の目標を立て、食事摂取基準を活用した給食施設の給
与栄養目標量の決定、喫食者の嗜好をふまえた食品構成の立案、献立への展開を学修する。 

到達目標 
1．各給食施設の特徴を理解し、給食計画に必要な情報、分析について説明することができる。 
2．給食を運営するための組織や経営資源を総合的に判断し、給食管理のトータルマネジメントについて説明
できる。 

3．対象者に合わせた食事計画を作成できる。 

テキスト 1．三好恵子他編著「給食経営管理論」（第一出版） 
※必要に応じて資料配布。 

参考書 

日本人の食事摂取基準（第一出版）又は厚生労働省 HP からもダウンロード可能  
鈴木久乃他編著「対象者別給食献立」（建帛社） 
宮澤節子「食材別料理集」（同文書院） 
食品成分表（各自が現在所持している成分表で良い） 
その他 給食献立集などを参考とする 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 40% 目標の達成状況を下記の点から評価し、60 点以上を合格とする 

①試験 40 点 
学修内容について試験を行い、学修到達度を評価する 

②提出物 50 点 
課題の作成(期日の厳守、内容について提示された事柄にそって適切に
作成されているか) 

③その他 10 点 
授業・課題への取組み姿勢 

レポート  
小テスト  
提出物 50% 

その他 10％ 

履修上の 
留意事項 

授業や課題には積極的に取り組み、不明な点は曖昧にせず調べること。食事計画等は課題作成によって理解度
を測る。課題作成のためには授業以外に多くの時間が必要となる。課題提出期日を厳守すること。またインタ
ーネット等の情報は安易に使用しないこと。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、栄養・食事管理における実務例、また献立作成等で配慮すべき事柄などについて具体
例や実践例をあげて理解しやすい授業を行う。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（山部） 

学習の主題 給食とマーケティング 

授業内容 給食とマーケティング  
給食におけるマーケティングの意義、目的、機能 

事前・事後学習 教科書を読み事前学修、事後は学修した内容の整理・確認する。 

2 
（山部） 

学習の主題 給食施設の組織 

授業内容 
給食施設における組織について、給食の委託化について 
人事管理・原価管理、委託と契約 ( 目的、種類、関連法規 )、外食産業、
代行契約の整備 

事前・事後学習 教科書を読み事前学修、事後は学修した内容の整理・確認する。 

3 
（山部） 

学習の主題 給食施設の栄養・食事管理（1） 
授業内容 ライフステージ別の食事計画、調理計画 
事前・事後学習 教科書を読み事前学修、事後は学修した内容の整理・確認する。 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

4 
（山部） 

学習の主題 給食施設の栄養・食事管理（2） 

授業内容 食事摂取基準の活用・献立作成について ① 
アセスメントと栄養食事管理計画 

事前・事後学習 教科書を読み事前学修、事後は学修した内容の整理・確認する。 

5 
（山部） 

学習の主題 給食施設の栄養・食事管理（3） 

授業内容 各施設における給食経営管理の特徴と要点 ①  
医療施設・高齢者施設について 

事前・事後学習 教科書を読み事前学修、事後は学修した内容の整理・確認する。 

6 
（山部） 

学習の主題 給食施設の栄養・食事管理（4） 

授業内容 各施設における給食経営管理の特徴と要点 ②  
障害者福祉施設給食・学校給食・保育所給食・事業所給食について 

事前・事後学習 教科書を読み事前学修、事後は学修した内容の整理・確認する。 

7 
（山部） 

学習の主題 給食施設の危機管理 

授業内容 危機管理・情報管理 
インシデント・アクシデントレポート、災害時のための貯蔵と献立 

事前・事後学習 教科書を読み事前学修、事後は学修した内容の整理・確認する。 

8 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 給食施設の栄養・食事管理（5） 
授業内容 食事摂取基準の活用・献立作成について ② 
事前・事後学習 教科書を読み事前学修、事後は学修した内容の整理・確認する。 

9 
（渡辺） 

学習の主題 食事提供と管理（1） 
授業内容 対象者別食事計画・献立作成 ①  
事前・事後学習 教科書を読み事前学修、事後は学修した内容の整理・確認する。 

10 
（渡辺） 

学習の主題 食事提供と管理（2） 
授業内容 対象者別食事計画・献立作成 ②  
事前・事後学習 教科書を読み事前学修、事後は学修した内容の整理・確認する。 

11 
（渡辺） 

学習の主題 大量調理技法（1） 
授業内容 大量調理における献立管理・品質管理の計画・検討 
事前・事後学習 教科書を読み事前学修、事後は学修した内容の整理・確認する。 

12 
（渡辺） 

学習の主題 大量調理技法（2） 
授業内容 大量調理における献立管理・品質管理の計画・検討・分析・評価 
事前・事後学習 教科書を読み事前学修、事後は学修した内容の整理・確認する。 

13 
（渡辺） 

学習の主題 大量調理技法（3） 

授業内容 大量調理業務における、食材料管理・生産管理・衛生管理・安全管理の計画・
検討① 

事前・事後学習 教科書を読み事前学修、事後は学修した内容の整理・確認する。 

14 
（渡辺） 

学習の主題 大量調理技法（4） 

授業内容 大量調理業務における、食材料管理・生産管理・衛生管理・安全管理の計画・
検討② 

事前・事後学習 教科書を読み事前学修、事後は学修した内容の整理・確認する。 

15 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 給食経営管理のまとめ 
授業内容 総合的な給食経営管理について 
事前・事後学習 教科書を読み事前学修、事後は学修した内容の整理・確認する。 
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授業科目 
給食経営管理論実習Ⅰ 

担当教員 山部 秀子、渡辺 いつみ Nutrition and Food Service Management 
PracticumⅠ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎  〇  

授業目的 

給食経営管理論Ⅰ・給食経営管理論Ⅱで学修した知識を基礎として、実際に対象者を想定した献立作成、生産
管理、品質管理、衛生管理計画等を立案し、食材購入から大量調理、提供、評価等の給食経営管理システムを
実習する。実習を通して食材管理、食材購入計画、献立と食数に応じた食材料の発注・購入・検収・保管など
を修得する。実習によって給食の計画・生産・提供・評価のサイクルを一巡し、給食経営管理システムを運用
して、特定多数の人々に給食を提供するための実践的な知識、能力を身につける。 

到達目標 
1．特定多数を対象とした食事計画に基づき、食材の調達、大量調理、食事・食情報提供、食事摂取状況把握、
評価など、一連の給食の運営と管理の流れを説明できる。 

2．給食経営管理論実習Ⅱ臨地実習に備え、給食を運営するために必要な知識・技術について説明できる。 
テキスト 資料及び実習ノート等を配布する。 

参考書 大量調理衛生マニュアル（厚生労働省）  
調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル（文部科学省） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 10% 目標の到達状況を下記の点から評価し 60 点以上を合格とする。 

①安全衛生試験 10 点 衛生管理の知識の修得度評価 
②その他 90 点(配点割合は以下の通り) 
・グループワークにおける帳票類の作成と提出および各自の役割担当へ
の積極的参加と成果への評価 40 点 
・作成献立 10 点 
・実習作業中の取り組み評価 30 点 
・自己評価 10 点 実習における自己評価 

レポート  
小テスト  
提出物  

その他 90% 

履修上の 
留意事項 

体調管理（各自が厳しく自己管理）を行い実習に備えること。特に作業中のリスク管理、安全管理を徹底し、 
周囲の動きに気を配り器具・機械の取り扱いを行うこと。 
＊グループに分けて、ローテーションしながら授業を進めるので、順番については、変更する場合があります。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、衛生管理を基本とした栄養食事管理、栄養教育等を含む総合的な給食の運営について、
実践的に実習を構築して、学内ではあるが実践力を養えるような授業を行う。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 ガイダンス 

授業内容 
給食経営管理論実習について 
学内調理施設、設備、調理器具、食器などについて 
実習書に基づき、実際の内容について学修する 

事前・事後学習 教科書で事前学修、講義資料などで事後学習を行う。 

2 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 実習準備 

授業内容 
献立決定、各実習における分担業務について 
献立価格管理、帳票、発注書作成、食事調査票作成 
栄養教育媒体、リーフレット、パンフレット等作成 
大量調理実習における要点、留意点にてついて、実習手順の確認 

事前・事後学習 打ち合わせ等で事前学修、実習後評価整理等を行う。 
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授業科目 
給食経営管理論実習Ⅰ 

担当教員 山部 秀子、渡辺 いつみ Nutrition and Food Service Management 
PracticumⅠ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎  〇  

授業目的 

給食経営管理論Ⅰ・給食経営管理論Ⅱで学修した知識を基礎として、実際に対象者を想定した献立作成、生産
管理、品質管理、衛生管理計画等を立案し、食材購入から大量調理、提供、評価等の給食経営管理システムを
実習する。実習を通して食材管理、食材購入計画、献立と食数に応じた食材料の発注・購入・検収・保管など
を修得する。実習によって給食の計画・生産・提供・評価のサイクルを一巡し、給食経営管理システムを運用
して、特定多数の人々に給食を提供するための実践的な知識、能力を身につける。 

到達目標 
1．特定多数を対象とした食事計画に基づき、食材の調達、大量調理、食事・食情報提供、食事摂取状況把握、
評価など、一連の給食の運営と管理の流れを説明できる。 

2．給食経営管理論実習Ⅱ臨地実習に備え、給食を運営するために必要な知識・技術について説明できる。 
テキスト 資料及び実習ノート等を配布する。 

参考書 大量調理衛生マニュアル（厚生労働省）  
調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル（文部科学省） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 10% 目標の到達状況を下記の点から評価し 60 点以上を合格とする。 

①安全衛生試験 10 点 衛生管理の知識の修得度評価 
②その他 90 点(配点割合は以下の通り) 
・グループワークにおける帳票類の作成と提出および各自の役割担当へ
の積極的参加と成果への評価 40 点 
・作成献立 10 点 
・実習作業中の取り組み評価 30 点 
・自己評価 10 点 実習における自己評価 

レポート  
小テスト  
提出物  

その他 90% 

履修上の 
留意事項 

体調管理（各自が厳しく自己管理）を行い実習に備えること。特に作業中のリスク管理、安全管理を徹底し、 
周囲の動きに気を配り器具・機械の取り扱いを行うこと。 
＊グループに分けて、ローテーションしながら授業を進めるので、順番については、変更する場合があります。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、衛生管理を基本とした栄養食事管理、栄養教育等を含む総合的な給食の運営について、
実践的に実習を構築して、学内ではあるが実践力を養えるような授業を行う。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 ガイダンス 

授業内容 
給食経営管理論実習について 
学内調理施設、設備、調理器具、食器などについて 
実習書に基づき、実際の内容について学修する 

事前・事後学習 教科書で事前学修、講義資料などで事後学習を行う。 

2 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 実習準備 

授業内容 
献立決定、各実習における分担業務について 
献立価格管理、帳票、発注書作成、食事調査票作成 
栄養教育媒体、リーフレット、パンフレット等作成 
大量調理実習における要点、留意点にてついて、実習手順の確認 

事前・事後学習 打ち合わせ等で事前学修、実習後評価整理等を行う。 
  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

3・4 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 給食提供（1）給食運営演習(1) 
授業内容 学内の大量調理施設において実習 ① 
事前・事後学習 各担当者との事前打ち合せ、実習後はノートの整理等で事後学習を行う。 

5・6 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 給食提供（2）給食運営演習(2) 
授業内容 学内の大量調理施設において実習 ② 
事前・事後学習 各担当者との事前打ち合せ、実習後はノートの整理等で事後学習を行う。 

7・8 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 給食提供（3）給食運営演習(3) 
授業内容 学内の大量調理施設において実習 ③ 
事前・事後学習 各担当者との事前打ち合せ、実習後はノートの整理等で事後学習を行う。 

9・10 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 給食提供（4）給食運営演習(4) 
授業内容 学内の大量調理施設において実習 ④ 
事前・事後学習 各担当者との事前打ち合せ、実習後はノートの整理等で事後学習を行う。 

11・12 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 給食提供（5）給食運営演習(5) 
授業内容 学内の大量調理施設において実習 ⑤ 
事前・事後学習 各担当者との事前打ち合せ、実習後はノートの整理等で事後学習を行う。 

13・14 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 給食提供（6）給食運営演習(6) 
授業内容 学内の大量調理施設において実習 ⑥ 
事前・事後学習 各担当者との事前打ち合せ、実習後はノートの整理等で事後学習を行う。 

15 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 報告会 

授業内容 給食経営管理論実習の成果報告会  
給食の評価、課題発見、解決方法等報告を行う 

事前・事後学習 発表準備、発表後は自己評価、実習ノートの整理等を行う。 
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授業科目 
地域連携ケア論Ⅱ 

担当教員 針金 佳代子、槌本 浩司、千葉 昌樹、 
小川 克子 Theory of Community-based Care II 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・２年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 〇 〇 〇  〇 ◎  

授業目的 

「地域連携ケア論Ⅰ～Ⅳ」では、１～４年次を通じて、地域の生活と健康との関連、地域の健康課題と社会
資源、保健医療福祉チームに係る他職種の理解と連携方法、事例からの学びを通して管理栄養士の専門性や役
割理解を深めることを目的とする。そのうち、2年次の本科目では、 
地域連携ケア論Ⅰで学んだ内容をもとに、住み慣れた地域で人々が自分らしく生活し続けるためには、どの様
な社会資源が整うと良いのか考え、地域で生活する人々の生活および健康上の課題を解決するために、地域に
はどのような社会資源があるのか、どのような支援やサービス、システムがあるのかを理解する。その中で、
人々の生活を支える専門職の専門性と役割について理解を深める。  

到達目標 

・「地域で生活するということ」とそれに影響する要因、地域住民の抱える生活・健康上の課題について、地
域連携ケア論Ⅰでの学びを振り返る。 

・地域に存在する社会資源、サービス、システムについて理解する。 
・地域で活動する保健医療福祉分野の専門職の役割、専門性、業務内容を理解する。 
・地域包括ケアシステムについて理解する。 
・地域でその人らしく生活するためにどのような社会資源が必要なのか考察する。 

テキスト 開講時に提示する 
参考書 開講時に提示する 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

各回、授業内容に応じた小レポートを予定している。その取り組み姿勢と、
記載内容で目標の到達状況を評価する。詳細は授業の中で説明する。 

レポート  
小テスト  
提出物 100％ 
その他  

履修上の 
留意事項 地域連携ケア論Ⅰと一体の科目として学習すること 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（針金） 

学習の主題 授業ガイダンス 

授業内容 ガイダンス。「地域連携ケア論Ⅰ」の振り返り。地域の健康課題とはなに
か。地域に存在する社会資源とサービスについて 

事前・事後学習 授業前にシラバスを読んでおくこと。授業後には、配付資料を確認し、内
容を復習すること。 

２ 
（槌本） 

学習の主題 地域包括ケアシステムとは 
授業内容 「地域包括ケアシステム」について理解する 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

３ 
（千葉） 

学習の主題 保健医療福祉における専門職の役割   
授業内容 保健医療福祉における各種の専門職とその役割について理解する  

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

４ 
（小川） 

学習の主題 地域における生活者を支える専門職からの講話 Ⅰ 
授業内容 専門職者からの見た地域と生活者と健康課題についてⅠ 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

５ 
（小川） 

学習の主題 地域における生活者を支える専門職からの講話 Ⅱ 
授業内容 地域包括支援センターの機能と役割について 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

６ 
（槌本） 

学習の主題 地域における生活者を支える専門職の専門性と役割についてⅠ 

授業内容 地域における生活者を支える専門職の専門性と地域包括ケアの中における
役割について気づきの共有（その１） 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

７ 
（千葉） 

学習の主題 地域における生活者を支える専門職の専門性と役割についてⅡ 

授業内容 地域における生活者を支える専門職の専門性と地域包括ケアの中における
役割について気づきの共有（その２） 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

８ 
（針金） 

学習の主題 地域における生活者を支える専門職の専門性と役割について Ⅲ 

授業内容 地域における生活者を支える専門職の専門性と地域包括ケアの中における
役割について気づきの共有（その３） 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 
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授業科目 
保健医療福祉行政論 

担当教員 千葉 昌樹 
Health ＆ Welfare Administration 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇  〇 ◎  

授業目的 
住民の健康と福祉の向上を目的とする保健医療福祉行政サービスの基本的要素である保健医療福祉行政財政
の理念および仕組みについて学修する。また、保健医療福祉の社会的適用は、政治や行政による政策が中心で
あることを理解するとともに、その基盤である行政の仕組みや法規を理解する。さらに、人間の健康と生命を
保持・増進する社会システムとしての医療の提供体制の現状について理解する。 

到達目標 
1. 保健医療福祉行政の理念と仕組みについて説明できる。 
2. 保健医療福祉制度の変遷等について説明できる。 
3. 保健医療福祉行政に係る法体系や仕組みの概要について説明できる。 

テキスト 図説 国民衛生の動向 2020／2021（一般財団法人 厚生労働統計協会） 

参考書 国民衛生の動向 2020／2021（一般財団法人 厚生労働統計協会）、藤内修二他編「保健医療福祉行政論」（医学
書院） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 50％ 

到達目標の達成度を定期試験、提出物等の内容で総合的に評価する。 
 レポート：現在、保健・医療・福祉行政で起きている課題など 
 その他：授業への取り組み姿勢 

レポート 40％ 
小テスト  
提出物  
その他 10％ 

履修上の 
留意事項 既習の関連科目を復習して臨むこと。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、保健・医療・福祉行政の理念や仕組み現状と課題について、理解しやすいように授業
を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 保健医療福祉行政について 
授業内容 わが国の社会保障の動向と衛生行政の体系 
事前・事後学習 テキストの該当項目を読んでおく 

2 
学習の主題 保健医療福祉に関する指標 
授業内容 衛生の主要指標 
事前・事後学習 身近な保健医療福祉行政について考える 

3 
学習の主題 保健・医療・福祉の動向（１） 
授業内容 保健・医療の基盤形成と政策と施策 
事前・事後学習 テキストの該当項目を読んでおくこと 

4 
学習の主題 保健・医療・福祉の動向（２） 
授業内容 社会福祉の基盤形成と政策・施策 
事前・事後学習 テキストの該当項目を読んでおくこと 

5 
学習の主題 医療保険・介護保険 
授業内容 医療提供体制、介護保険制度について 
事前・事後学習 テキストの該当項目を読んでおくこと 

6 
学習の主題 公衆衛生行政施策と推進 
授業内容 計画の策定・推進・評価について 
事前・事後学習 テキストの該当項目を見ておくこと 

7 
学習の主題 地域保健行政と活動 
授業内容 保健所の役割と機能、市町村保健センターの役割 
事前・事後学習 在自分が生活している地域の行政単位について考える 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 労働衛生・健康危機管理 
授業内容 行政組織、法制、対策、労働環境の改善・医療事故等の危機管理 
事前・事後学習 健康危機管理を必要とする場面を考えておく 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 労働衛生・健康危機管理 
授業内容 行政組織、法制、対策、労働環境の改善・医療事故等の危機管理 
事前・事後学習 健康危機管理を必要とする場面を考えておく 

 

授業科目 
病態診療学Ⅱ 

担当教員 千葉 仁志、小林 清一 
Fundamentals of Clinical Medicine Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 〇  ◎     

授業目的 
病態診療学Ⅰをふまえて、さらに、神経系疾患、呼吸器系疾患、運動器疾患、皮膚系疾患、血液系疾患、免疫、
アレルギー系疾患、婦人科系疾患、小児科系疾患などの病態・検査・診断・治療の概要を学修する。また免疫
と栄養状態の関連について、生体防御システムと栄養、アレルギー疾患、感染症と生体防御について理解する。 

到達目標 臨床の現場において、管理栄養士として他のメディカルスタッフと連携して、食事の提供や栄養指導を行うた
めの基礎的知識を身につけている。 

テキスト 
授業のレジメは、イラストと写真を多用し、分かりやすさを最優先にまとめてある。 
学生はテキストの田中 明 編「＜栄養科学イラストレイテッド＞ 臨床医学 疾病の成り立ち（改訂第 2 版）」
（羊土社）を参照しながらレジメ中心に学修を進める。 

参考書 
詳しいものとして、浅野嘉延 編「なるほどなっとく！内科学」（南山堂）、浅野嘉延、吉山直樹 編「看護のた
めの臨床病態学（第 3 版）」（南山堂）。 
知識の整理・確認に適したものとして「レビューブック管理栄養士」（メディックメディア）。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 100% 

中間試験（千葉担当分 100 点満点）と定期試験（小林担当分 40 点満点）の
成績を加算し、総合得点の 60％以上を取得することを合格の基準とする。
試験は、多肢選択式で、重要疾患についてのレジメで示す基礎的知識が確実
に身についているかという観点から評価する。 

レポート  
小テスト  
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 

解剖学、生理学、生化学の基礎科目の理解が出来ていることを前提として、病態、検査、診断、治療について
学修を行う。個々の必要に応じて基礎科目の復習を行うこと。授業の情報量が多いので毎回の予習・復習は必
須である。更に反復学習を行うことによって知識が定着する。学習に十分な時間をかけることが必要である。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、医師として重要と判断する事項や理解が難しい事項については特に丁寧に授業を行
い、理解を助けます。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（千葉） 

学習の主題 ガイダンス 
授業内容 病態診療学Ⅱについて 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

2 
（千葉） 

学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 神経・精神系疾患の病態・成因・症状・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

3 
（千葉） 

学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 呼吸器系疾患の病態・成因・症状・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

4 
（千葉） 

学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 運動器系 ( 骨格系 ) の病態・成因・症状・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

5 
（千葉） 

学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 皮膚系疾患の病態・成因・症状・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

6 
（千葉） 

学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 血液・造血器系疾患の病態・成因・症状・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

7 
（千葉） 

学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 婦人科系疾患の病態・成因・症状・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
（千葉） 

学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 小児科系疾患の病態・成因・症状・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

9 
（千葉） 

学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 眼・耳鼻咽喉科系疾患の病態・成因・症状・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

10 
（千葉） 

学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 加齢・疾患に伴う変化、病態・成因・症状・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

11 
（千葉） 

学習の主題 前半のまとめ、評価 
授業内容 中間試験（1～10 回までの出題範囲）、解答、解説 
事前・事後学習 レジメ、教科書による事前学習 10 時間、事後学習 2 時間程度必要とする。 

12 
（小林） 

学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 アレルギー疾患の病態・成因・症状・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

13 
（小林） 

学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 自己免疫疾患の病態・成因・症状・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

14 
（小林） 

学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 感染症の病態・成因・症状・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

15 
（小林） 

学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 輸血療法・血液型不適合妊娠の病態・症状・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
（千葉） 

学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 小児科系疾患の病態・成因・症状・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

9 
（千葉） 

学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 眼・耳鼻咽喉科系疾患の病態・成因・症状・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

10 
（千葉） 

学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 加齢・疾患に伴う変化、病態・成因・症状・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

11 
（千葉） 

学習の主題 前半のまとめ、評価 
授業内容 中間試験（1～10 回までの出題範囲）、解答、解説 
事前・事後学習 レジメ、教科書による事前学習 10 時間、事後学習 2 時間程度必要とする。 

12 
（小林） 

学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 アレルギー疾患の病態・成因・症状・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

13 
（小林） 

学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 自己免疫疾患の病態・成因・症状・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

14 
（小林） 

学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 感染症の病態・成因・症状・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

15 
（小林） 

学習の主題 疾患別の病態と治療の概要 
授業内容 輸血療法・血液型不適合妊娠の病態・症状・診断・治療の概要 
事前・事後学習 教科書による事前・事後学習に各 30 分程度必要とする。 

 

授業科目 
食品科学実験Ⅱ 

担当教員 荒川 義人 
Food Science Laboratory Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 実験 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 〇 〇 ◎   〇 〇 

授業目的 
植物性食品や動物性食品に含まれる特徴的な成分を分離、精製する。多様な食品を実験試料として扱い、食品
個々の特性を理解するとともに、食品の生産・加工・流通と栄養について、生産条件、食品加工の意義、食品
の流通・貯蔵や加工にともなう食品の成分の変化（栄養価、嗜好性、安全性）との関わりについて理解する。 

到達目標 
1. 食品成分の定性・定量、同定に関わる手法を身に付けている。 
2. 食品個々の成分特性について理解している。 
3. 貯蔵や調理・加工にともなう成分変化と、栄養価、嗜好性、安全性の関係について理解している。 

テキスト 津久井亜紀夫 編著 荒川義人他著「食べ物と健康Ⅳ 食品学実験・実習」（樹村房） 
※他にテーマごとにプリントを配布する。 

参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況をレポート（60％）、その他（40％）で評価する。 
その他：授業時の実験操作を進める姿勢 

レポート 60％ 
小テスト  
提出物  
その他 40％ 

履修上の 
留意事項 

レポートは、実験テーマごとに内容（結果・考察）をまとめたものを、指定期日までに提出する。  
レポート作成時、とくに食品科学Ⅰ、Ⅱのテキストで実験内容に該当する箇所の復習を含め２時間程度を要す
る。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 植物性食品の特性（1） 
授業内容 小麦粉のでんぷん、グルテンの分離 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

2 

学習の主題 植物性食品の特性（2） 
授業内容 小麦粉のでんぷん、グルテンの定性 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

3 

学習の主題 植物性食品の特性（3） 
授業内容 野菜のクロロフィルの定性 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

4 

学習の主題 植物性食品の特性（4） 
授業内容 野菜のクロロフィル、カロテノイドの分離と定性 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

5 

学習の主題 植物性食品の特性（5） 
授業内容 果実の糖分と有機酸の定量（糖酸比の算出） 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

6 

学習の主題 植物性食品の特性（6） 
授業内容 海藻のグルタミン酸の抽出 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 

学習の主題 植物性食品の特性（7） 
授業内容 海藻のグルタミン酸の定性 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

8 

学習の主題 動物性食品の特性（1） 
授業内容 牛乳のカゼイン、乳糖の分離 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

9 

学習の主題 動物性食品の特性（2） 
授業内容 牛乳のカゼイン、乳糖の定性 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

10 

学習の主題 食品の鮮度（１） 
授業内容 野菜のビタミンＣの減少～アスコルビナーゼの影響 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

11 

学習の主題 食品の鮮度（２） 
授業内容 牛乳の鮮度判定試験 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

12 

学習の主題 食品の鮮度（３） 
授業内容 鶏卵の鮮度判定試験 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

13 

学習の主題 食品の着色（１） 
授業内容 アミノ・カルボニル反応 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

14 

学習の主題 食品の着色（２） 
授業内容 酵素的褐変反応 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

15 

学習の主題 官能検査 
授業内容 味覚、嗅覚による食品の評価方法 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 

学習の主題 植物性食品の特性（7） 
授業内容 海藻のグルタミン酸の定性 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

8 

学習の主題 動物性食品の特性（1） 
授業内容 牛乳のカゼイン、乳糖の分離 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

9 

学習の主題 動物性食品の特性（2） 
授業内容 牛乳のカゼイン、乳糖の定性 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

10 

学習の主題 食品の鮮度（１） 
授業内容 野菜のビタミンＣの減少～アスコルビナーゼの影響 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

11 

学習の主題 食品の鮮度（２） 
授業内容 牛乳の鮮度判定試験 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

12 

学習の主題 食品の鮮度（３） 
授業内容 鶏卵の鮮度判定試験 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

13 

学習の主題 食品の着色（１） 
授業内容 アミノ・カルボニル反応 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

14 

学習の主題 食品の着色（２） 
授業内容 酵素的褐変反応 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

15 

学習の主題 官能検査 
授業内容 味覚、嗅覚による食品の評価方法 

事前・事後学習 配布プリントと実験テキスト、及び指示する食品科学関連資料で実験内容
を確認する。 

 

授業科目 
応用栄養学Ⅲ 

担当教員 千葉 昌樹 
Applied Nutrition Ⅲ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎ 〇   

授業目的 

応用栄養学Ⅰ・応用栄養学Ⅱを基礎として、ライフステージにおいては成人期、高齢期の栄養管理について学
修する。成人期の生理的変化と生活習慣の変化や更年期の生理的変化をふまえた成人期の栄養アセスメントと
栄養ケアについて理解する。さらに、高齢期の生理的特徴である摂食機能や身体活動レベルの低下等をふまえ、
低栄養の予防と対応、脱水、認知症、フレイルティ等の高齢期の栄養アセスメント、栄養ケアについて学修す
る。また、運動やスポーツ、ストレスや特殊な環境における身体状況について理解し、対応する栄養ケアにつ
いて、さらに休養と睡眠科学についても学修する。 

到達目標 
1. 各ライフステージの身体特性、栄養状況を理解し、それぞれの栄養ケアについて説明できる。 
2. 運動、ストレス、特殊環境下での身体への影響を理解し、栄養ケアを考えることができる。 
3. 休養・睡眠科学に基づいた行動療法を考えることができる。 

テキスト 伊藤 貞嘉、佐々木 敏 監修「日本人の食事摂取基準〈2020 年版〉」（第一出版） 
栢下 淳、上西 一弘 編「栄養化学イラストレイテッド 応用栄養学」（羊土社） 

参考書 佐々木 敏 著「食事摂取基準入門 - そのこころを読む」（同文書院） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 40% 

目標の到達状況を下記の方法で評価する。 
授業内容に応じた日常経験や実際の事例に関するレポート(20%)、や小テス
ト(40%)、定期試験(40%)、の結果を総合して評価する。 

レポート 20% 
小テスト 40% 
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 各回の授業内容を参照し、予習してから授業に臨むこと 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、ライフステージ別や特殊環境の身体状況や栄養状態に応じた栄養ケアなどを講義に織
り交ぜながら、栄養ケア・マネジメントについて理解しやすいように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 成人期の栄養（1） 
授業内容 成人期の特性、栄養上の特徴、生活習慣病 
事前・事後学習 教科書、参考資料を事前に確認する。 

2 
学習の主題 成人期の栄養（2） 
授業内容 生活習慣病と栄養ケア 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

3 
学習の主題 壮年期の栄養 
授業内容 壮年期の特性、栄養ケア 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

4 
学習の主題 更年期の栄養 
授業内容 更年期の特性、更年期障害、更年期の栄養ケア 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

5 
学習の主題 高齢期の栄養（1） 
授業内容 高齢期の特性、栄養の特徴 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

6 
学習の主題 高齢期の栄養（2） 
授業内容 高齢期の栄養障害と栄養ケア 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

7 
学習の主題 ライフステージ別食事摂取基準 
授業内容 各ライフステージの食事摂取基準 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 運動と栄養（1） 
授業内容 運動時のエネルギー補給 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

9 
学習の主題 運動と栄養（2） 
授業内容 健康増進と運動 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

10 
学習の主題 スポーツと栄養 
授業内容 スポーツ種目と栄養 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

11 
学習の主題 ストレスと栄養（1） 
授業内容 ストレスの基本的知識、ストレスと栄養 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

12 
学習の主題 ストレスと栄養（2） 
授業内容 ストレスの実態と対処法 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

13 
学習の主題 特殊環境と栄養 
授業内容 特殊環境下における栄養 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

14 
学習の主題 休養と睡眠 
授業内容 休養、睡眠科学と行動療法 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

15 
学習の主題 危機管理時の栄養 
授業内容 災害時を中心とした栄養・食生活 
事前・事後学習 教科書、参考資料、配付資料の見直しを行い、テストに備える。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 運動と栄養（1） 
授業内容 運動時のエネルギー補給 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

9 
学習の主題 運動と栄養（2） 
授業内容 健康増進と運動 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

10 
学習の主題 スポーツと栄養 
授業内容 スポーツ種目と栄養 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

11 
学習の主題 ストレスと栄養（1） 
授業内容 ストレスの基本的知識、ストレスと栄養 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

12 
学習の主題 ストレスと栄養（2） 
授業内容 ストレスの実態と対処法 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

13 
学習の主題 特殊環境と栄養 
授業内容 特殊環境下における栄養 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

14 
学習の主題 休養と睡眠 
授業内容 休養、睡眠科学と行動療法 
事前・事後学習 教科書を中心に予習復習を行う。 

15 
学習の主題 危機管理時の栄養 
授業内容 災害時を中心とした栄養・食生活 
事前・事後学習 教科書、参考資料、配付資料の見直しを行い、テストに備える。 

 

授業科目 
応用栄養学実習 

担当教員 千葉 昌樹 
Applied Nutrition Practicum 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 実習 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎ 〇  〇 

授業目的 

応用栄養学Ⅰ・応用栄養学Ⅱ・応用栄養学Ⅲを基礎として、各ライフステージにおける身体状況や栄養状態に
応じた栄養ケアについて実習する。提示された個人 ( 集団 ) に対して、栄養アセスメント、栄養ケア計画作
成、評価のデザイン、評価結果のフィードバックなどを実習する。作成した栄養ケア計画についてはプレゼン
テーションを行い、目標の設定やモニタリング方法等の説明や質疑応答等を通して、プログラムの評価や改善
点などを確認し、栄養ケア・マネジメントについて実習する。 

到達目標 各ライフステージの特徴をふまえ、アセスメント、栄養ケア計画の作成、評価のデザイン、評価結果のフィー
ドバックなど栄養ケア・マネジメントができる。食事摂取基準を活用できる。 

テキスト 東 愛子、原田まつ子、牧野登志子、白尾美佳 編「応用栄養学実習」（講談社） 

参考書 1. 女子栄養大学出版部「調理のためのベーシックデータ」 
2. 女子栄養大学出版部「七訂食品成分表 2016」 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況を下記の方法で評価する。 
授業内容に応じた事例をもとに、行なった実習に関するレポート(40%)、や
提出物 (60%)、の結果を総合して評価する。 

レポート 40% 
小テスト  
提出物 60% 
その他  

履修上の 
留意事項 

応用栄養学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲで学んだことを復習すること。 
小グループ学習を行うので、各自積極的に取り組むこと。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、ライフステージ別の身体状況や栄養状態などに応じた栄養ケア・マネジメントを、応
用栄養学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲで学んだことを活用して、小グループによる授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 栄養ケア・マネジメントと青年期・壮年期の栄養(1) 
授業内容 ガイダンス、青年期・壮年期の栄養ケア計画、献立作成 
事前・事後学習 教科書、参考資料を事前に確認する。 

2 
学習の主題 栄養ケア・マネジメントと青年期・壮年期の栄養(2) 
授業内容 青年期・壮年期の栄養ケア計画、献立作成 
事前・事後学習 教科書、参考資料を中心に予習復習を行う。 

3 
学習の主題 栄養ケア・マネジメントと青年期・壮年期の栄養(3) 
授業内容 青年期・壮年期の食事、調理実習、試食、評価 
事前・事後学習 教科書、参考資料を中心に予習復習を行う。 

4 
学習の主題 学童期・思春期の栄養 (1) 
授業内容 学童期・思春期の食事、栄養ケア計画、献立作成 
事前・事後学習 教科書、参考資料を中心に予習復習を行う。 

5 
学習の主題 学童期・思春期の栄養 (2) 
授業内容 成壮年期の食事、調理実習、試食、評価 
事前・事後学習 教科書、参考資料を中心に予習復習を行う。 

6 
学習の主題 妊娠・授乳期の栄養（1） 
授業内容 妊娠・授乳期の栄養ケア計画、献立作成 
事前・事後学習 教科書、参考資料を中心に予習復習を行う。 

7 
学習の主題 妊娠・授乳期の栄養（2） 
授業内容 妊娠・授乳期の食事、調理実習、試食、評価 
事前・事後学習 教科書、参考資料を中心に予習復習を行う。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 乳児期・離乳期・幼児期の栄養（1） 
授業内容 乳児期、幼児期の栄養ケア計画、献立作成 
事前・事後学習 教科書、参考資料を中心に予習復習を行う。 

9 
学習の主題 乳児期・離乳期・幼児期の栄養（2） 
授業内容 乳児期、幼児期の食事、調理実習、試食、評価 
事前・事後学習 教科書、参考資料を中心に予習復習を行う。 

10 
学習の主題 高齢期の栄養（1） ケースメソッド 
授業内容 高齢期の栄養ケアマネジメント、アセスメント、献立作成 
事前・事後学習 教科書、参考資料を中心に予習復習を行う。 

11 
学習の主題 高齢期の栄養（2） 
授業内容 高齢期の栄養ケアマネジメント、評価、栄養補助食品 
事前・事後学習 教科書、参考資料を中心に予習復習を行う。 

12 
学習の主題 ライフステージと栄養管理 
授業内容 総評：各ライフステージの栄養ケア計画にもとづいた食事について 
事前・事後学習 教科書、参考資料を中心に予習復習を行う。 

13 
学習の主題 スポーツと栄養 
授業内容 栄養と運動についての問題点や課題について 
事前・事後学習 教科書、参考資料を中心に予習復習を行う。 

14 
学習の主題 食形態と調理科学 
授業内容 食形態と調理、評価 
事前・事後学習 参考資料、配布資料を中心に予習復習を行う。 

15 
学習の主題 災害時の食生活と栄養 
授業内容 災害時の食事、防災食、評価 
事前・事後学習 参考資料、配付資料を中心に予習復習を行う。 

 

栄
養
学
科

三

年

次

208



学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 乳児期・離乳期・幼児期の栄養（1） 
授業内容 乳児期、幼児期の栄養ケア計画、献立作成 
事前・事後学習 教科書、参考資料を中心に予習復習を行う。 

9 
学習の主題 乳児期・離乳期・幼児期の栄養（2） 
授業内容 乳児期、幼児期の食事、調理実習、試食、評価 
事前・事後学習 教科書、参考資料を中心に予習復習を行う。 

10 
学習の主題 高齢期の栄養（1） ケースメソッド 
授業内容 高齢期の栄養ケアマネジメント、アセスメント、献立作成 
事前・事後学習 教科書、参考資料を中心に予習復習を行う。 

11 
学習の主題 高齢期の栄養（2） 
授業内容 高齢期の栄養ケアマネジメント、評価、栄養補助食品 
事前・事後学習 教科書、参考資料を中心に予習復習を行う。 

12 
学習の主題 ライフステージと栄養管理 
授業内容 総評：各ライフステージの栄養ケア計画にもとづいた食事について 
事前・事後学習 教科書、参考資料を中心に予習復習を行う。 

13 
学習の主題 スポーツと栄養 
授業内容 栄養と運動についての問題点や課題について 
事前・事後学習 教科書、参考資料を中心に予習復習を行う。 

14 
学習の主題 食形態と調理科学 
授業内容 食形態と調理、評価 
事前・事後学習 参考資料、配布資料を中心に予習復習を行う。 

15 
学習の主題 災害時の食生活と栄養 
授業内容 災害時の食事、防災食、評価 
事前・事後学習 参考資料、配付資料を中心に予習復習を行う。 

 

授業科目 
免疫と栄養 

担当教員 小林 清一 
Immunity and Nutrition 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   ◎     

授業目的 免疫学の基礎的概念を理解すると共に、免疫系の形成や維持及び免疫疾患発症に関与する腸管免疫系のしくみ
を学び、食品中の機能性成分が、どのような科学的根拠に基づいて免疫機能に影響を及ぼすのかを学修する。 

到達目標 
1. 免疫系の基礎的概念と免疫ネットワークについて説明できる。 
2. 食物アレルギーの分類、発症機序、病態及び治療法について説明できる。 
3. 免疫系に影響する機能性食品成分について科学的根拠を持って説明できる。 

テキスト 特に指定しない。 
参考書 一般社団法人日本食品安全協会編「保健機能食品学」 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  レポート：免疫と栄養に関する任意のテーマについてのレポートを課し、テ

ーマ選定理由、レポートの体裁や内容などを評価する。 
小テスト：毎回最後の 10分間で授業内容に関する小テストを行い、正答率
を評価する。 
 

レポート 60％ 
小テスト 40％ 
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 

形態機能学や病理学などのテキストにて、既に学習した免疫系の知識を再確認したうえで受講すること。教員
が作成したパワーポイント資料に基づいて授業を行う。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、免疫・アレルギー疾患事例などを講義に織り交ぜながら、免疫と栄養/栄養素との関
係について理解しやすいように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 科目ガイダンス / 免疫系を構成する免疫担当細胞と免疫ネットワーク 
授業内容 自然免疫と獲得免疫、細胞性免疫と液性免疫、免疫担当細胞、サイトカイン 

事前・事後学習 事前に主題の関連部分を他のテキスト等で確認し、配布プリントにて復習
する。 

2 

学習の主題 免疫反応と免疫検査 
授業内容 抗原抗体反応、細胞性免疫反応、免疫検査の基本的知識 

事前・事後学習 事前に主題の関連部分を他のテキスト等で確認し、配布プリントにて復習
する。 

3 

学習の主題 栄養免疫学の概要 
授業内容 栄養免疫学の現状、腸管免疫の概要 

事前・事後学習 事前に主題の関連部分を他のテキスト等で確認し、配布プリントにて復習
する。 

4 

学習の主題 食物アレルギー 
授業内容 食物アレルギーの実態、分類と発症機序、アナフィラキシー、 

事前・事後学習 事前に主題の関連部分を他のテキスト等で確認し、配布プリントにて復習
する。 

5 

学習の主題 疾患と栄養 
授業内容 免疫機能に影響を及ぼす栄養素とその効果 

事前・事後学習 事前に主題の関連部分を他のテキスト等で確認し、配布プリントにて復習
する。 

6 

学習の主題 腫瘍免疫と生体応答調節剤（BRM） 
授業内容 腫瘍免疫のしくみ、癌免疫療法の歴史と最新治療薬 

事前・事後学習 事前に主題の関連部分を他のテキスト等で確認し、配布プリントにて復習
する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 

学習の主題 保健機能性食品制度 
授業内容 保健機能食品と機能性表示食品、特定保健用食品 

事前・事後学習 事前に主題の関連部分を他のテキスト等で確認し、配布プリントにて復習
する。 

8 

学習の主題 生体機能を修飾する機能性食品成分 
授業内容 ビタミン様物質と抗酸化食品成分 

事前・事後学習 事前に主題の関連部分を他のテキスト等で確認し、配布プリントにて復習
する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 

学習の主題 保健機能性食品制度 
授業内容 保健機能食品と機能性表示食品、特定保健用食品 

事前・事後学習 事前に主題の関連部分を他のテキスト等で確認し、配布プリントにて復習
する。 

8 

学習の主題 生体機能を修飾する機能性食品成分 
授業内容 ビタミン様物質と抗酸化食品成分 

事前・事後学習 事前に主題の関連部分を他のテキスト等で確認し、配布プリントにて復習
する。 

 

授業科目 
スポーツ栄養学（基礎） 

担当教員 東郷 将成 
Sports Nutrition(Basic) 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎    

授業目的 スポーツ選手・実施者に必要な食事・栄養素の役割と重要性について学ぶ。 
到達目標 スポーツ選手・実施者に必要な食事量や栄養素の種類や量、役割について理解する。 
テキスト 開講時に提示します。 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80％ 

到達目標の達成度を試験、レポート内容で評価する。 
レポート 20％ 
小テスト  
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 1、2年次で履修した「基礎栄養学」、「応用栄養学」、「形態機能学」の復習をしておくこと。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 スポーツ実施時のエネルギー、エネルギー代謝 
授業内容 スポーツ・運動に必要なエネルギー供給とその代謝について学ぶ。 
事前・事後学習 事前にシラバスを読んでおく。テキストを確認し、内容を復習する。 

2 
学習の主題 スポーツとたんぱく質 
授業内容 スポーツに必要なたんぱく質の栄養・摂取方法等について学ぶ。 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。テキストを確認し、内容を復習する。 

3 
学習の主題 スポーツと脂質 
授業内容 スポーツに必要な脂質の栄養・摂取方法等について学ぶ。 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。テキストを確認し、内容を復習する。 

4 
学習の主題 スポーツと炭水化物 
授業内容 スポーツに必要な炭水化物の栄養・摂取方法等について学ぶ。 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。テキストを確認し、内容を復習する。 

5 
学習の主題 スポーツとビタミン 
授業内容 スポーツに必要なビタミンの栄養・摂取方法等について学ぶ。 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。テキストを確認し、内容を復習する。 

6 
学習の主題 スポーツとミネラル 
授業内容 スポーツに必要なミネラルの栄養・摂取方法等について学ぶ。 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。テキストを確認し、内容を復習する。 

7 
学習の主題 スポーツと水分 
授業内容 スポーツに必要な水分の摂取方法等について学ぶ。 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。テキストを確認し、内容を復習する。 

8 
学習の主題 スポーツと補食・サプリメント 
授業内容 スポーツに必要な補食やサプリメントの摂取方法等について学ぶ。 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。テキストを確認し、内容を復習する。 
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授業科目 
スポーツ栄養学（応用） 

担当教員 松本 恵 
Sports Nutrition (Applied) 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎    

授業目的 最新スポーツ栄養学を用いてコンディショニング方法を学ぶ。 

到達目標 スポーツ選手を対象として、コンディション維持・調整と課題に対する対応が分かるようになる。 
スポーツ選手の栄養サポートに活用、実践できる知識を身に付ける。 

テキスト 開講時に提示します。 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80％ 

到達目標の達成度を試験、レポート内容で評価する。 
レポート 20％ 
小テスト  
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 実務経験をもとに具体的事例を示しながら理解を深める。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 スポーツ選手の栄養アセスメント 
授業内容 栄養アセスメントの考え方、方法について 
事前・事後学習 事前にシラバスを読んでおく。テキストを確認し、内容を復習する。 

2 
学習の主題 スポーツ選手のウエイトコントロール Ⅰ 
授業内容 体重増量時の食事管理について 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。テキストを確認し、内容を復習する。 

3 
学習の主題 スポーツ選手のウエイトコントロール Ⅱ 
授業内容 体重減量時の食事管理について 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。テキストを確認し、内容を復習する。 

4 
学習の主題 怪我と栄養対策 
授業内容 怪我が起こるメカニズムと栄養対策法について 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。テキストを確認し、内容を復習する。 

5 
学習の主題 心身のスタミナと栄養対策・リカバリー 
授業内容 精神的スタミナと肉体的スタミナのメカニズムと栄養対策法について 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。テキストを確認し、内容を復習する。 

6 
学習の主題 スポーツ選手に多い栄養障害（女性アスリートの主な特徴） 
授業内容 スポーツ選手が抱える栄養障害の特徴と対策について 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。テキストを確認し、内容を復習する。 

7 
学習の主題 ジュニアスポーツ選手の栄養管理 
授業内容 成長期のジュニアスポーツ選手の食事・栄養管理の考え方 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。テキストを確認し、内容を復習する。 

 
 
8 

学習の主題 サプリメントとエルゴジェニックエイド 

授業内容 サプリメント、エルゴジェニックエイド摂取の考え方。ドーピングとの関連
について 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。テキストを確認し、内容を復習する。 
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授業科目 
スポーツ栄養学（応用） 

担当教員 松本 恵 
Sports Nutrition (Applied) 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎    

授業目的 最新スポーツ栄養学を用いてコンディショニング方法を学ぶ。 

到達目標 スポーツ選手を対象として、コンディション維持・調整と課題に対する対応が分かるようになる。 
スポーツ選手の栄養サポートに活用、実践できる知識を身に付ける。 

テキスト 開講時に提示します。 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80％ 

到達目標の達成度を試験、レポート内容で評価する。 
レポート 20％ 
小テスト  
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 実務経験をもとに具体的事例を示しながら理解を深める。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 スポーツ選手の栄養アセスメント 
授業内容 栄養アセスメントの考え方、方法について 
事前・事後学習 事前にシラバスを読んでおく。テキストを確認し、内容を復習する。 

2 
学習の主題 スポーツ選手のウエイトコントロール Ⅰ 
授業内容 体重増量時の食事管理について 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。テキストを確認し、内容を復習する。 

3 
学習の主題 スポーツ選手のウエイトコントロール Ⅱ 
授業内容 体重減量時の食事管理について 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。テキストを確認し、内容を復習する。 

4 
学習の主題 怪我と栄養対策 
授業内容 怪我が起こるメカニズムと栄養対策法について 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。テキストを確認し、内容を復習する。 

5 
学習の主題 心身のスタミナと栄養対策・リカバリー 
授業内容 精神的スタミナと肉体的スタミナのメカニズムと栄養対策法について 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。テキストを確認し、内容を復習する。 

6 
学習の主題 スポーツ選手に多い栄養障害（女性アスリートの主な特徴） 
授業内容 スポーツ選手が抱える栄養障害の特徴と対策について 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。テキストを確認し、内容を復習する。 

7 
学習の主題 ジュニアスポーツ選手の栄養管理 
授業内容 成長期のジュニアスポーツ選手の食事・栄養管理の考え方 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。テキストを確認し、内容を復習する。 

 
 
8 

学習の主題 サプリメントとエルゴジェニックエイド 

授業内容 サプリメント、エルゴジェニックエイド摂取の考え方。ドーピングとの関連
について 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。テキストを確認し、内容を復習する。 

 

授業科目 
スポーツ栄養学演習 

担当教員 千葉 昌樹、槌本 浩司、松本 恵 
Seminar in Sports Nutrition 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3年次・通年 選択・必修 選択 

授業形態 演習 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎  〇 〇 

授業目的 スポーツ選手を対象に食事を適切に管理できるようになるために、実践を通じてスキルを修得する。 

到達目標 スポーツ選手の栄養管理に必要な食し調査や体調管理・測定方法を体験し、方法を知る。 
調査・測定結果をもとに、スポーツ選手の栄養管理の体験、実践を通じてスキルを身に付ける。 

テキスト 開講時に提示します。 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

到達目標の達成度を提出物等の内容で総合的に評価する。 
 レポート：見学に関する内容 
 提出物：献立、調査データ、栄養教育用資料 
 その他：授業への取り組み姿勢 

レポート 10％ 
小テスト  
提出物 80％ 
その他 10％ 

履修上の 
留意事項 具体的な事例に関わりながら、栄養サポートの方法について理解を深める。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（槌本） 

学習の主題 ガイダンス。食事調査、体組成測定方法 
授業内容 演習のガイダンスと、食事調査、体組成測定の方法について 
事前・事後学習 事前にシラバスを読んで、授業全体の流れを確認しておくこと。 

２・３ 
（槌本） 

学習の主題 食事調査、体組成測定の実施 
授業内容 調査、測定方法を演習する。 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。演習にしっかり取り組む。 

４・５ 
（槌本） 

学習の主題 食事調査、体組成測定のデータ処理・解析 
授業内容 調査、測定データの読み取り方を学ぶ。 
事前・事後学習 演習にしっかり取り組む。 

６・７ 
（槌本） 

学習の主題 スポーツ選手の栄養サポートの見学・参加  
授業内容 栄養サポートの実際の見学を行う。 
事前・事後学習 これまでの授業内容、資料を確認する。 

８～11 
（千葉） 

学習の主題 スポーツ選手のための食事（献立作成と調理） 
授業内容 スポート選手に必要な食事内容、調理方法を学ぶ。 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。課題にしっかり取り組む。 

12・13 
（千葉） 

学習の主題 スポーツ選手の栄養サポート 
授業内容 スポート選手の栄養マネジメントを行う。 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。課題にしっかり取り組む。 

14・15 
（松本） 

学習の主題 スポーツ選手の栄養管理計画、発表 

授業内容 スポート選手の栄養サポートの計画、立案、発表、ディスカッションを
行う。 

事前・事後学習 課題にしっかり取り組む。 
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授業科目 
栄養教育論Ⅲ 

担当教員 百々瀬 いづみ 
Nutrition Education Ⅲ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎ 〇   

授業目的 
教育対象者のライフステージ ( 発達段階と場 ) に合わせた栄養教育について学修する。妊婦・授乳婦、新生
児・乳児、幼児、児童・生徒、成人など各対象者に対応した栄養教育と場について理解する。さらに、不特定
多数の集団を対象とする栄養教育の方法や、障がい者、運動実施者を対象とした栄養教育の場と栄養教育の方
法について理解する。 

到達目標 
1. 教育対象者の各ライフステージに合わせた栄養教育方法について説明できる。 
2. 教育対象者のライフスタイルに合わせた栄養教育方法について説明できる。 
3. 障がい者、運動実施者（健康運動実施者、アスリート）の栄養教育方法について説明できる。 
4．不特定多数の集団を対象とした栄養教育の方法について説明できる。 

テキスト 
栄養教育論Ⅰ・Ⅱと同じテキストを使用 
（池田小夜子、斎藤トシ子、川野因「サクセス管理栄養士講座 栄養教育論」（第一出版）） 
※その他、適宜プリントを配布する。 

参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 70% 

目標の達成状況を下記の視点から評価する。 
定期試験 70％ 
小テスト 30％ 

レポート  
小テスト 30% 
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 

関連科目で修得した知識の統合を図り、栄養教育の実践力を高めよう。  
各授業の前・後に予習・復習を１～２時間程要する。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、地域での栄養教育の実際（方法、課題等）を講義に織り交ぜながら、ライフステージ
別の栄養教育の方法について理解しやすいように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ガイダンス、対象集団に合わせた栄養教育とは 

授業内容 
授業ガイダンス 
対象集団に合わせた栄養教育（栄養アセスメントと課題の選択、優先順位、
栄養教育計画、評価など、栄養教育論Ⅰ・Ⅱの振り返り） 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

2 

学習の主題 ライフステージに応じた栄養教育（1） 
授業内容 妊婦・授乳婦を対象とした栄養教育の場と栄養教育の方法(1)  

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

3 

学習の主題 ライフステージに応じた栄養教育（2） 
授業内容 妊婦・授乳婦・新生児・乳児を対象とした栄養教育の場と栄養教育の方法 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

4 

学習の主題 ライフステージに応じた栄養教育（3） 
授業内容 乳児を対象とした栄養教育の場と栄養教育の方法（離乳食） 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

5 

学習の主題 ライフステージに応じた栄養教育（4） 
授業内容 幼児を対象とした栄養教育の場と栄養教育の方法 

事前・事後学習 
テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 
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授業科目 
栄養教育論Ⅲ 

担当教員 百々瀬 いづみ 
Nutrition Education Ⅲ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎ 〇   

授業目的 
教育対象者のライフステージ ( 発達段階と場 ) に合わせた栄養教育について学修する。妊婦・授乳婦、新生
児・乳児、幼児、児童・生徒、成人など各対象者に対応した栄養教育と場について理解する。さらに、不特定
多数の集団を対象とする栄養教育の方法や、障がい者、運動実施者を対象とした栄養教育の場と栄養教育の方
法について理解する。 

到達目標 
1. 教育対象者の各ライフステージに合わせた栄養教育方法について説明できる。 
2. 教育対象者のライフスタイルに合わせた栄養教育方法について説明できる。 
3. 障がい者、運動実施者（健康運動実施者、アスリート）の栄養教育方法について説明できる。 
4．不特定多数の集団を対象とした栄養教育の方法について説明できる。 

テキスト 
栄養教育論Ⅰ・Ⅱと同じテキストを使用 
（池田小夜子、斎藤トシ子、川野因「サクセス管理栄養士講座 栄養教育論」（第一出版）） 
※その他、適宜プリントを配布する。 

参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 70% 

目標の達成状況を下記の視点から評価する。 
定期試験 70％ 
小テスト 30％ 

レポート  
小テスト 30% 
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 

関連科目で修得した知識の統合を図り、栄養教育の実践力を高めよう。  
各授業の前・後に予習・復習を１～２時間程要する。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、地域での栄養教育の実際（方法、課題等）を講義に織り交ぜながら、ライフステージ
別の栄養教育の方法について理解しやすいように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ガイダンス、対象集団に合わせた栄養教育とは 

授業内容 
授業ガイダンス 
対象集団に合わせた栄養教育（栄養アセスメントと課題の選択、優先順位、
栄養教育計画、評価など、栄養教育論Ⅰ・Ⅱの振り返り） 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

2 

学習の主題 ライフステージに応じた栄養教育（1） 
授業内容 妊婦・授乳婦を対象とした栄養教育の場と栄養教育の方法(1)  

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

3 

学習の主題 ライフステージに応じた栄養教育（2） 
授業内容 妊婦・授乳婦・新生児・乳児を対象とした栄養教育の場と栄養教育の方法 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

4 

学習の主題 ライフステージに応じた栄養教育（3） 
授業内容 乳児を対象とした栄養教育の場と栄養教育の方法（離乳食） 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

5 

学習の主題 ライフステージに応じた栄養教育（4） 
授業内容 幼児を対象とした栄養教育の場と栄養教育の方法 

事前・事後学習 
テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 
 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 

学習の主題 ライフステージに応じた栄養教育（5） 
授業内容 児童を対象とした栄養教育の場と栄養教育の方法 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

7 

学習の主題 ライフステージに応じた栄養教育（6） 
授業内容 生徒を対象とした栄養教育の場と栄養教育の方法 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

8 

学習の主題 ライフステージに応じた栄養教育（7） 
授業内容 成人を対象とした栄養教育の場と方法(1)(食事バランスガイド)  

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

9 

学習の主題 ライフステージに応じた栄養教育（8） 
授業内容 成人を対象とした栄養教育の場と方法(2)(休養指導)  

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

10 

学習の主題 ライフステージに応じた栄養教育（9） 
授業内容 成人を対象とした栄養教育の場と方法(運動・身体活動) 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

11 

学習の主題 アスリートを対象とした栄養教育 
授業内容 アスリートを対象とした栄養教育の場と方法 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要 する 

12 

学習の主題 障がい・障がい児を対象とした栄養教育 
授業内容 障がい・障がい児を対象とした栄養教育の場と栄養教育の方法 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

13 

学習の主題 不特定多数の集団を対象とした栄養教育 
授業内容 不特定多数の集団を対象とした栄養教育の場と栄養教育の方法 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

14 

学習の主題 食環境づくりと栄養教育 
授業内容 栄養教育のための食環境づくり 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 

15 

学習の主題 栄養教育論Ⅲのまとめ 

授業内容 ライフステージ、ライフスタイルに応じた栄養教育と食環境づくりに 
ついてのまとめ 

事前・事後学習 テキストの関連ページを読むなど、授業の前後に１時間程度の予習・復習を
要する 
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授業科目 
栄養教育論実習 

担当教員 百々瀬 いづみ 
Nutrition Education Practicum 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎ ◎  〇 

授業目的 

栄養教育論Ⅰ・栄養教育論Ⅱ・栄養教育論Ⅲで学修した基礎的な知識にもとづき、課題を設定し栄養評価を行
う。データを分析・評価したうえで、根拠に基づいた指導目標を設定し、実践的な栄養教育の実習を行う。適
切な栄養教育方法を選択し、栄養教育計画を作成、ロールプレイおよび、地域で実際に栄養教育を実施する。
同時に栄養教育に有効な指導媒体の作成、発表後のグループディスカッションなどを通して実施した栄養教育
の評価を行い、栄養教育をマネジメントする能力を身につける。 

到達目標 
1．コンピューター等を用いて、栄養情報の分析、評価ができる。 
2．対象者の特性に対応した栄養教育プログラムを立案、指導媒体の作成ができる。 
3．栄養教育を実施・評価し、プログラムの修正案を提示できる。 

テキスト 無し 
参考書 ※適宜プリントを配布する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  目標の達成状況を下記の視点から評価する。 

※提出物 
1）自己の食事内容・生活リズム・身体活動状況等の記録、自己分析 
2）個別栄養教育指導案、個別栄養教育後の評価（自己・他者評価） 
3）各種食事調査法の結果と考察 
4）集団教育のデータ解析、教育計画 
5）栄養教育（実践）の計画と評価 
※その他：討議の際の積極性・協調性、自他評価の取り組み姿勢、発表時

の態度等により総合的に評価する。 

レポート  
小テスト  
提出物 80% 

その他 20% 

履修上の 
留意事項 

関連科目で修得した知識を実習に応用する。 授業で行うグループ討議には積極的に参加し、課題に取り組み
ながら実践力を高めよう。 

実務経験を 
活かした教育内容 

学生が取り組む栄養教育の準備や実施後の評価に当たっては、実務経験者の立場から、地域の実情を踏まえた
助言･指導を行いながら授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 授業ガイダンス、栄養教育(実践)の準備（1） 
授業内容 授業ガイダンス、栄養教育(実践)の準備（計画、教育媒体作成等） 
事前・事後学習 既修科目（栄養教育論Ⅰ～Ⅲ等）における関連事項の復習を要する。 

2 
学習の主題 不特定多数の集団向け教育媒体の作成（1） 
授業内容 不特定多数の集団に向けた効果的な教育媒体を考案する（1） 
事前・事後学習 グループ作業のため、事前の関連学修と事後に打ち合わせ等を要する。  

3 
学習の主題 栄養教育(実践)の準備（2） 
授業内容 栄養教育(実践)の準備（料理の試作等） 
事前・事後学習 グループ作業のため、事前の関連学修と事後に打ち合わせ等を要する。 

4 
学習の主題 栄養教育(実践)の準備（3） 
授業内容 教育媒体作成、試作結果の振り返り、栄養教育練習等 
事前・事後学習 グループ作業のため、事前の関連学修と事後に打ち合わせ等を要する。 

5 

学習の主題 食物摂取頻度調査 
授業内容 食物摂取頻度調査の実施、自己の評価 

事前・事後学習 授業前に関連事項の学修を要する。 
時間内に終了しない場合、事後学習とする。 

6 

学習の主題 24 時間思い出し法 
授業内容 食事調査(24 時間思い出し法)の実施、自己の評価 

事前・事後学習 授業前に関連事項の学修を要する。  
時間内に終了しない場合、事後学習とする。 
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授業科目 
栄養教育論実習 

担当教員 百々瀬 いづみ 
Nutrition Education Practicum 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎ ◎  〇 

授業目的 

栄養教育論Ⅰ・栄養教育論Ⅱ・栄養教育論Ⅲで学修した基礎的な知識にもとづき、課題を設定し栄養評価を行
う。データを分析・評価したうえで、根拠に基づいた指導目標を設定し、実践的な栄養教育の実習を行う。適
切な栄養教育方法を選択し、栄養教育計画を作成、ロールプレイおよび、地域で実際に栄養教育を実施する。
同時に栄養教育に有効な指導媒体の作成、発表後のグループディスカッションなどを通して実施した栄養教育
の評価を行い、栄養教育をマネジメントする能力を身につける。 

到達目標 
1．コンピューター等を用いて、栄養情報の分析、評価ができる。 
2．対象者の特性に対応した栄養教育プログラムを立案、指導媒体の作成ができる。 
3．栄養教育を実施・評価し、プログラムの修正案を提示できる。 

テキスト 無し 
参考書 ※適宜プリントを配布する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  目標の達成状況を下記の視点から評価する。 

※提出物 
1）自己の食事内容・生活リズム・身体活動状況等の記録、自己分析 
2）個別栄養教育指導案、個別栄養教育後の評価（自己・他者評価） 
3）各種食事調査法の結果と考察 
4）集団教育のデータ解析、教育計画 
5）栄養教育（実践）の計画と評価 
※その他：討議の際の積極性・協調性、自他評価の取り組み姿勢、発表時

の態度等により総合的に評価する。 

レポート  
小テスト  
提出物 80% 

その他 20% 

履修上の 
留意事項 

関連科目で修得した知識を実習に応用する。 授業で行うグループ討議には積極的に参加し、課題に取り組み
ながら実践力を高めよう。 

実務経験を 
活かした教育内容 

学生が取り組む栄養教育の準備や実施後の評価に当たっては、実務経験者の立場から、地域の実情を踏まえた
助言･指導を行いながら授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 授業ガイダンス、栄養教育(実践)の準備（1） 
授業内容 授業ガイダンス、栄養教育(実践)の準備（計画、教育媒体作成等） 
事前・事後学習 既修科目（栄養教育論Ⅰ～Ⅲ等）における関連事項の復習を要する。 

2 
学習の主題 不特定多数の集団向け教育媒体の作成（1） 
授業内容 不特定多数の集団に向けた効果的な教育媒体を考案する（1） 
事前・事後学習 グループ作業のため、事前の関連学修と事後に打ち合わせ等を要する。  

3 
学習の主題 栄養教育(実践)の準備（2） 
授業内容 栄養教育(実践)の準備（料理の試作等） 
事前・事後学習 グループ作業のため、事前の関連学修と事後に打ち合わせ等を要する。 

4 
学習の主題 栄養教育(実践)の準備（3） 
授業内容 教育媒体作成、試作結果の振り返り、栄養教育練習等 
事前・事後学習 グループ作業のため、事前の関連学修と事後に打ち合わせ等を要する。 

5 

学習の主題 食物摂取頻度調査 
授業内容 食物摂取頻度調査の実施、自己の評価 

事前・事後学習 授業前に関連事項の学修を要する。 
時間内に終了しない場合、事後学習とする。 

6 

学習の主題 24 時間思い出し法 
授業内容 食事調査(24 時間思い出し法)の実施、自己の評価 

事前・事後学習 授業前に関連事項の学修を要する。  
時間内に終了しない場合、事後学習とする。 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 

学習の主題 個別栄養教育(1) 
授業内容 個別栄養教育（ロールプレイ）の準備(指導案作成、栄養教育準備) 

事前・事後学習 授業前に関連事項の学修を要する。 
時間内に終了しない場合、事後学習とする。 

8 

学習の主題 栄養教育（実践）の準備(4) 
授業内容 栄養教育（実践）のリハーサル(1)、振り返り 

事前・事後学習 授業前に関連事項の学修を要する。 
時間内に終了しない場合、事後学習とする。 

9 

学習の主題 栄養教育（実践）の準備(5) 
授業内容 栄養教育（実践）のリハーサル(2)、振り返り 

事前・事後学習 授業前に関連事項の学修を要する。 
時間内に終了しない場合、事後学習とする。 

10 

学習の主題 栄養教育（実践）の準備(6) 
授業内容 栄養教育（実践）のリハーサル(3)、振り返り 

事前・事後学習 授業前に関連事項の学修を要する。 
時間内に終了しない場合、事後学習とする。 

11 
学習の主題 不特定多数の集団向け教育媒体の作成（2） 
授業内容 不特定多数の集団に向けた効果的な教育媒体の作成、中間発表 
事前・事後学習 グループ作業のため、事前の関連学修と事後に打ち合わせ等を要する。 

12 
学習の主題 栄養教育の実践 
授業内容 地域において栄養教育を実践する 
事前・事後学習 グループ作業のため、事前の関連学修と事後に打ち合わせ等を要する。 

13 

学習の主題 個別栄養教育（2） 
授業内容 カウンセリング技法を用いた個別栄養教育（ロールプレイ） 

事前・事後学習 授業前に関連事項の学修を要する。 
時間内に終了しない場合、事後学習とする。 

14 
学習の主題 集団栄養教育（1） 
授業内容 集団栄養教育のためのデータ分析、課題の抽出、栄養教育計画作成 
事前・事後学習 グループ作業のため、事前の関連学修と事後に打ち合わせ等を要する。 

15 

学習の主題 栄養教育（実践）の振り返り、集団栄養教育計画発表 
授業内容 栄養教育（実践）結果の振り返り、集団栄養教育方法の発表 

事前・事後学習 グループ作業のため、事前の関連学修と事後に打ち合わせ等を要する。 
時間内に終了しない場合、事後学習とする。 
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授業科目 
栄養カウンセリング演習 

担当教員 岡本 智子 
Practical Seminar of Nutrition Counseling 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3 年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 演習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

  〇 〇 ◎ 〇   

授業目的 

栄養教育においては対象者自身が自らの課題に気づき、行動変容により課題を解決しようとする（主体性をも
つこと）個々人に合わせた支援が求められている。またその支援は一方向ではなく双方向の関わりにより、対
象者との信頼関係を構築しながら継続したフォローが必要となる。そのためには栄養カウンセリング理論を把
握した上で、その技法（スキル）を習得し、カウンセリングマインドを身につけた対応が必要となる。この授
業では対象者の行動療法を行うために基本的なカウンセリング理論のもと、演習を中心に、個別だけではなく
集団栄養教育へとどのように応用すればよいか具体的なスキルを体得することを目的とする 

到達目標 
管理栄養士として、人々の疾病の予防・治療や健康維持・増進とって欠かすことのできない栄養教育を行う上
での必要な知識と技術を学び実践できる能力を身につけ、対象者にあわせた栄養カウンセリングができ、栄養
教育・栄養サポートができるようになる。 

テキスト 1．小松啓子・大谷貴実子編「栄養科学シリーズ NEXT 栄養カウンセリング論 第 2 版」 
（講談社サイエンティフィック） 

参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況を下記の方法で評価する。 
演習時の参加状況（授業態度を含む）、課題の実践状況とそのレポート、提
出物により評価する。 
その他：課題の実践状況 

レポート 50% 
小テスト  
提出物 20% 
その他 30% 

履修上の 
留意事項 演習の授業なので、学んだことを実践して次の授業に望むこと。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から対象者に合わせたカウンセリング法を体得できるよう“わかる”から“できる”ようトレー
ニングを繰り返していく。また演習により体感できたことを自らの言葉で話せるよう、結果、対象者への伝え
たいことを言葉で伝えられるよう授業を行う 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ガイダンス（科目の目的） 

授業内容 この演習の目的、この授業の全体の流れ、一回ごとの授業の流れ、次回まで
の課題の実践方法、レポート提出の方法について 

事前・事後学習 指示したテキストの該当部分を読んでおく 

2 

学習の主題 栄養カウンセリングの効果と栄養教育に必要なカウンセリングスキル①傾
聴その１ 

授業内容 栄養教育におけるカウンセリングの位置づけとカウンセリングスキルの実
践 

事前・事後学習 指示したテキストの該当部分を読んでおく、学んだスキルを実践し、その実
践結果をレポートする 

3 

学習の主題 栄養教育に必要なカウンセリングスキル②傾聴その２ 
授業内容 栄養教育におけるカウンセリングスキルの実践 

事前・事後学習 指示したテキストの該当部分を読んでおく、学んだスキルを実践し、その実
践結果をレポートする 

4 

学習の主題 栄養教育に必要なカウンセリングスキル③承認その１ 
授業内容 栄養教育におけるカウンセリングスキルの実践 

事前・事後学習 指示したテキストの該当部分を読んでおく、学んだスキルを実践し、その実
践結果をレポートする 
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授業科目 
栄養カウンセリング演習 

担当教員 岡本 智子 
Practical Seminar of Nutrition Counseling 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3 年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 演習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

  〇 〇 ◎ 〇   

授業目的 

栄養教育においては対象者自身が自らの課題に気づき、行動変容により課題を解決しようとする（主体性をも
つこと）個々人に合わせた支援が求められている。またその支援は一方向ではなく双方向の関わりにより、対
象者との信頼関係を構築しながら継続したフォローが必要となる。そのためには栄養カウンセリング理論を把
握した上で、その技法（スキル）を習得し、カウンセリングマインドを身につけた対応が必要となる。この授
業では対象者の行動療法を行うために基本的なカウンセリング理論のもと、演習を中心に、個別だけではなく
集団栄養教育へとどのように応用すればよいか具体的なスキルを体得することを目的とする 

到達目標 
管理栄養士として、人々の疾病の予防・治療や健康維持・増進とって欠かすことのできない栄養教育を行う上
での必要な知識と技術を学び実践できる能力を身につけ、対象者にあわせた栄養カウンセリングができ、栄養
教育・栄養サポートができるようになる。 

テキスト 1．小松啓子・大谷貴実子編「栄養科学シリーズ NEXT 栄養カウンセリング論 第 2 版」 
（講談社サイエンティフィック） 

参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況を下記の方法で評価する。 
演習時の参加状況（授業態度を含む）、課題の実践状況とそのレポート、提
出物により評価する。 
その他：課題の実践状況 

レポート 50% 
小テスト  
提出物 20% 
その他 30% 

履修上の 
留意事項 演習の授業なので、学んだことを実践して次の授業に望むこと。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から対象者に合わせたカウンセリング法を体得できるよう“わかる”から“できる”ようトレー
ニングを繰り返していく。また演習により体感できたことを自らの言葉で話せるよう、結果、対象者への伝え
たいことを言葉で伝えられるよう授業を行う 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ガイダンス（科目の目的） 

授業内容 この演習の目的、この授業の全体の流れ、一回ごとの授業の流れ、次回まで
の課題の実践方法、レポート提出の方法について 

事前・事後学習 指示したテキストの該当部分を読んでおく 

2 

学習の主題 栄養カウンセリングの効果と栄養教育に必要なカウンセリングスキル①傾
聴その１ 

授業内容 栄養教育におけるカウンセリングの位置づけとカウンセリングスキルの実
践 

事前・事後学習 指示したテキストの該当部分を読んでおく、学んだスキルを実践し、その実
践結果をレポートする 

3 

学習の主題 栄養教育に必要なカウンセリングスキル②傾聴その２ 
授業内容 栄養教育におけるカウンセリングスキルの実践 

事前・事後学習 指示したテキストの該当部分を読んでおく、学んだスキルを実践し、その実
践結果をレポートする 

4 

学習の主題 栄養教育に必要なカウンセリングスキル③承認その１ 
授業内容 栄養教育におけるカウンセリングスキルの実践 

事前・事後学習 指示したテキストの該当部分を読んでおく、学んだスキルを実践し、その実
践結果をレポートする 

 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

5 

学習の主題 栄養教育に必要なカウンセリングスキル④承認その２ 
授業内容 栄養教育におけるカウンセリングスキルの実践 

事前・事後学習 指示したテキストの該当部分を読んでおく、学んだスキルを実践し、その実
践結果をレポートする 

6 

学習の主題 栄養教育に必要なカウンセリングスキル⑤質問その１ 
授業内容 栄養教育におけるカウンセリングスキルの実践 

事前・事後学習 指示したテキストの該当部分を読んでおく、学んだスキルを実践し、その実
践結果をレポートする 

7 

学習の主題 栄養教育に必要なカウンセリングスキル⑤質問その２ 
授業内容 栄養教育におけるカウンセリングスキルの実践 

事前・事後学習 指示したテキストの該当部分を読んでおく、学んだスキルを実践し、その実
践結果をレポートする 

8 

学習の主題 栄養教育に必要なカウンセリングの流れ 
授業内容 栄養教育におけるカウンセリングスキルの実践 

事前・事後学習 指示したテキストの該当部分を読んでおく、学んだスキルを実践し、その実
践結果をレポートする 

9 

学習の主題 ライフステージと食行動の特徴（妊娠・授乳期・学童期の食行動） 
授業内容 心の状態と食行動を理解する 

事前・事後学習 指示したテキストの該当部分を読んでおく、学んだスキルを実践し、その実
践結果をレポートする 

10 

学習の主題 ライフステージと食行動の特徴（青年期・成人・壮年期の食行動） 

授業内容 この時期の体の変化、生活スタイルの特徴を捉え、食行動を理解し、コミュ
ニケーションの取り方を学び、実践する。 

事前・事後学習 指示したテキストの該当部分を読んでおく、学んだスキルを実践し、その実
践結果をレポートする 

11 

学習の主題 ライフステージと食行動の特徴（高齢期の食行動） 

授業内容 この時期の身体の変化、生活スタイルの特徴を捉え、食行動を理解する。ま
た高齢者とのコミュニケーションの取り方を学び実践する 

事前・事後学習 指示したテキストの該当部分を読んでおく、学んだスキルを実践し、その実
践結果をレポートする 

12 

学習の主題 カウンセリングに必要な食行動理論について（その１） 

授業内容 摂食障害における食行動（高度肥満）のカウンセリングについて理解と実践
をする 

事前・事後学習 指示したテキストの該当部分を読んでおく、学んだスキルを実践し、その実
践結果をレポートする 

13 

学習の主題 カウンセリングに必要な食行動理論について（その２） 

授業内容 摂食障害における食行動（神経性食欲不振症・神経性過食症）のカウンセリ
ングについて理解と実践をする 

事前・事後学習 指示したテキストの該当部分を読んでおく、学んだスキルを実践し、その実
践結果をレポートする 

14 

学習の主題 集団栄養教育におけるグループアプローチ 
授業内容 グループディスカッションにおいての役割について理解と実践をする 

事前・事後学習 指示したテキストの該当部分を読んでおく、学んだスキルを実践し、その実
践結果をレポートする 

15 
学習の主題 まとめ 
授業内容 これまでの授業を振り返る。 
事前・事後学習 授業全体を振り返り、まとめる。レポートの提出 
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授業科目 
食生活論 

担当教員 菅原 千鶴子、山際 睦子 
Dietary Life 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 2単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   ◎ 〇  〇  

授業目的 

わが国の、特に子どもの食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
いて講義する。また、栄養教諭の職務内容、氏名、役割、専門性を知らせると共に、食文化の継承、行事食・
地場産品の活用の意義について触れる。さらに学校給食の歴史と役割を論じると共に、食に関する指導の課題
の分析を行い、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有効な食の指導の
あり方について論じる。 

到達目標 
1. 児童生徒の職をめぐる現状、課題を踏まえ、指導の必要性、学校給食の意義等を学ぶ。 
2. 日本の食生活の豊かさと問題性の文化史背景を学ぶ。 
3. 栄養教諭としての使命、役割や職務内容を理解し、教育に関わる専門性と栄養に関する専門性を横断的に
身に付け、児童、生徒への指導ができる知識と指導法を養う。 

テキスト 
金田雅代編者「四訂栄養教諭論」（建帛社） 
文部科学省「食に関する指導の手引き 第二次改訂版」 
文部科学省「小学校学習指導要領」 

参考書 毎日新聞「いただきますからはじめよう～みんなの食育講座～」（寿郎社） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 70％ 

目標の到達状況を試験、小テスト、提出物、その他で評価する。 
その他：授業時の発表、取組み姿勢。 

レポート  
小テスト  
提出物 20％ 
その他 10％ 

履修上の 
留意事項 食生活をとおして地域、社会への理解を深めて欲しい。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（菅原） 

学習の主題 社会の変化と児童・生徒の食の問題 
授業内容 朝食抜き、孤食、偏食など 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った情報収集と文献検索を行う 
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

2 
（菅原） 

学習の主題 食の問題（その 2） 
授業内容 改善・解決のための学校・自治体取り組みの例など 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った情報収集と文献検索を行う 
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

3 
（菅原） 

学習の主題 食事の役割と形。 
授業内容 人間の共同作業と食事。家族的共食、外食、社会的共食。集団給食。 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った情報収集と文献検索を行う 
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

4 
（菅原） 

学習の主題 食文化とは 
授業内容 食習慣の形成、食事とマナー。農耕、宗教、祝日と食事。 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った情報収集と文献検索を行う 
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

5 
（菅原） 

学習の主題 食材の多様化、調理保存の発達。 
授業内容 日本の食文化の特徴とは 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った情報収集と文献検索を行う 
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 
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授業科目 
食生活論 

担当教員 菅原 千鶴子、山際 睦子 
Dietary Life 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 2単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   ◎ 〇  〇  

授業目的 

わが国の、特に子どもの食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
いて講義する。また、栄養教諭の職務内容、氏名、役割、専門性を知らせると共に、食文化の継承、行事食・
地場産品の活用の意義について触れる。さらに学校給食の歴史と役割を論じると共に、食に関する指導の課題
の分析を行い、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有効な食の指導の
あり方について論じる。 

到達目標 
1. 児童生徒の職をめぐる現状、課題を踏まえ、指導の必要性、学校給食の意義等を学ぶ。 
2. 日本の食生活の豊かさと問題性の文化史背景を学ぶ。 
3. 栄養教諭としての使命、役割や職務内容を理解し、教育に関わる専門性と栄養に関する専門性を横断的に
身に付け、児童、生徒への指導ができる知識と指導法を養う。 

テキスト 
金田雅代編者「四訂栄養教諭論」（建帛社） 
文部科学省「食に関する指導の手引き 第二次改訂版」 
文部科学省「小学校学習指導要領」 

参考書 毎日新聞「いただきますからはじめよう～みんなの食育講座～」（寿郎社） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 70％ 

目標の到達状況を試験、小テスト、提出物、その他で評価する。 
その他：授業時の発表、取組み姿勢。 

レポート  
小テスト  
提出物 20％ 
その他 10％ 

履修上の 
留意事項 食生活をとおして地域、社会への理解を深めて欲しい。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（菅原） 

学習の主題 社会の変化と児童・生徒の食の問題 
授業内容 朝食抜き、孤食、偏食など 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った情報収集と文献検索を行う 
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

2 
（菅原） 

学習の主題 食の問題（その 2） 
授業内容 改善・解決のための学校・自治体取り組みの例など 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った情報収集と文献検索を行う 
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

3 
（菅原） 

学習の主題 食事の役割と形。 
授業内容 人間の共同作業と食事。家族的共食、外食、社会的共食。集団給食。 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った情報収集と文献検索を行う 
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

4 
（菅原） 

学習の主題 食文化とは 
授業内容 食習慣の形成、食事とマナー。農耕、宗教、祝日と食事。 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った情報収集と文献検索を行う 
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

5 
（菅原） 

学習の主題 食材の多様化、調理保存の発達。 
授業内容 日本の食文化の特徴とは 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った情報収集と文献検索を行う 
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
（菅原） 

学習の主題 食の産業の発達 
授業内容 食の安全 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った情報収集と文献検索を行う 
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

7 
（菅原） 

学習の主題 「食と健康」の課題の高まり 
授業内容 世界の食糧生産・人口と日本・アジアの食糧需給の動向 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った情報収集と文献検索を行う 
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

8 
（菅原） 

学習の主題 中間まとめ 
授業内容 「私」の中の食文化一発表と討論 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った情報収集と文献検索を行う 
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

9 
（山際） 

学習の主題 学校給食の歴史と課題① 
授業内容 救貧事業からすべての児童、生徒の教育の一環へ 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った情報収集と文献検索を行う 
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

10 
（山際） 

学習の主題 学校給食の歴史と課題② 
授業内容 食育の課題の広がり 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った情報収集と文献検索を行う 
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

11 
（山際） 

学習の主題 「栄養教諭」の制度化と現状 
授業内容 審議会答申、法令、規則など 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った情報収集と文献検索を行う 
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

12 
（山際） 

学習の主題 学校給食と栄養教諭の役割 
授業内容 給食計画協力、衛生保持、食の教育の企画など 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った情報収集と文献検索を行う 
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

13 
（山際） 

学習の主題 地域社会と食育① 
授業内容 郷土食・行事食の伝統。地域おこし、多文化への対応 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った情報収集と文献検索を行う 
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

14 
（山際） 

学習の主題 地域社会と食育② 
授業内容 環境・資源問題と食の課題。「地産地消」の理念と食育 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った情報収集と文献検索を行う 
事後 授業後に 30分～1時間程度復習のを行う 

15 
（山際） 

学習の主題 まとめ 
授業内容 これからの食生活と私たち：授業のまとめ発表 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った情報収集と文献検索を行う 
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 
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授業科目 
食育指導論 

担当教員 山際 睦子、菅原 千鶴子 
Nutrition Education in Syokuiku 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 2単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   ◎ 〇    

授業目的 
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。指導案の実践的な作成と発表、模擬授業などの体験を通して、食に関す
る指導法を獲得する。 

到達目標 
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の作成、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、あるいは、家庭、地域との連携、調整の重要性を広く横断的
にとらえる力を養う。 

テキスト 授業開始時に提示 
参考書 「食に関する指導の手引」（文部科学省） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 50% 

目標の到達状況を試験、提出物、その他で評価する。 
提出物：授業内容に応じたレポート等 3回（20％） 
その他：プレゼンテーション 10％  

授業時の取組み姿勢 20％ 

レポート  
小テスト  
提出物 20% 
その他 30% 

履修上の 
留意事項 関連科目で習得した知識の統合を図り、食育指導の実践力を高めること。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（菅原） 

学習の主題 学校における食に関する指導の課題と方向性 

授業内容 「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」等の各資料
から食の指導の課題を掘り起こす 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った収集と文献検索を行う  
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

2 
（菅原） 

学習の主題 児童、生徒の発達に応じた食に関する指導① 

授業内容 栄養教諭の問題分析・教材理解に立って教育・指導内容が児童・生徒の発達
に応じて構成される。 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った収集と文献検索を行う  
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

3 
（山際） 

学習の主題 児童、生徒の発達に応じた食に関する指導② 
授業内容 幼稚園の場合、小学校（低学年、高学年）の場合、家庭に伝える場合など 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った収集と文献検索を行う  
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

4 
（山際） 

学習の主題 学習指導要領と食に関する指導の全体計画 

授業内容 学習指導要領の意義と食育のあり方を理解し、食に関する指導の全体計画
の策定を行う方法を学ぶ。実際に全体計画を作成する。 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った収集と文献検索を行う  
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

5 
（山際） 

学習の主題 食に関する指導案（参考例とプレゼンテーション方法） 

授業内容 実践例を参照し、指導案の役割を学び、板書および各種の掲示方法を学ぶ。 
漫画・アニメ等による啓蒙や教育の例など 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った収集と文献検索を行う  
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 
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授業科目 
食育指導論 

担当教員 山際 睦子、菅原 千鶴子 
Nutrition Education in Syokuiku 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 2単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   ◎ 〇    

授業目的 
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。指導案の実践的な作成と発表、模擬授業などの体験を通して、食に関す
る指導法を獲得する。 

到達目標 
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の作成、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、あるいは、家庭、地域との連携、調整の重要性を広く横断的
にとらえる力を養う。 

テキスト 授業開始時に提示 
参考書 「食に関する指導の手引」（文部科学省） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 50% 

目標の到達状況を試験、提出物、その他で評価する。 
提出物：授業内容に応じたレポート等 3回（20％） 
その他：プレゼンテーション 10％  

授業時の取組み姿勢 20％ 

レポート  
小テスト  
提出物 20% 
その他 30% 

履修上の 
留意事項 関連科目で習得した知識の統合を図り、食育指導の実践力を高めること。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（菅原） 

学習の主題 学校における食に関する指導の課題と方向性 

授業内容 「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」等の各資料
から食の指導の課題を掘り起こす 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った収集と文献検索を行う  
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

2 
（菅原） 

学習の主題 児童、生徒の発達に応じた食に関する指導① 

授業内容 栄養教諭の問題分析・教材理解に立って教育・指導内容が児童・生徒の発達
に応じて構成される。 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った収集と文献検索を行う  
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

3 
（山際） 

学習の主題 児童、生徒の発達に応じた食に関する指導② 
授業内容 幼稚園の場合、小学校（低学年、高学年）の場合、家庭に伝える場合など 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った収集と文献検索を行う  
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

4 
（山際） 

学習の主題 学習指導要領と食に関する指導の全体計画 

授業内容 学習指導要領の意義と食育のあり方を理解し、食に関する指導の全体計画
の策定を行う方法を学ぶ。実際に全体計画を作成する。 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った収集と文献検索を行う  
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

5 
（山際） 

学習の主題 食に関する指導案（参考例とプレゼンテーション方法） 

授業内容 実践例を参照し、指導案の役割を学び、板書および各種の掲示方法を学ぶ。 
漫画・アニメ等による啓蒙や教育の例など 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った収集と文献検索を行う  
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
（山際） 

学習の主題 給食の時間における指導① 

授業内容 献立の特徴、食材の産地、調理方法などの紹介の方法と事例 
「給食での役割分担（もてなす気持ちを含む）」、マナーなど 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った収集と文献検索を行う  
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

7 
（山際） 

学習の主題 給食の時間における指導② 
授業内容 栄養的価値、素材の調達、調理の安全性、衛生の管理などの説明、指導 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った収集と文献検索を行う  
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

8 
（山際） 

学習の主題 中間まとめとグループ発表 
授業内容 模擬授業、相互討議 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った収集と文献検索を行う  
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

9 
（山際） 

学習の主題 家庭科、技術家庭科と理科、社会科における食に関する指導 

授業内容 家庭科、技術家庭科と理科、社会科における関連の授業と栄養教諭としての
協力 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った収集と文献検索を行う  
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

10 
（山際） 

学習の主題 体育科・保健体育科と道徳、特別活動における食に関する指導 

授業内容 
健康・保健・成長・体育と食の関係の指導。規律ある生活「ハレの日とケの
日」「食べ残し」などの意味と指導法。学校行事等における食の指導と掲示
法。 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った収集と文献検索を行う  
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

11 
（山際） 

学習の主題 中間まとめとグループ発表 
授業内容 模擬授業、相互討議 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った収集と文献検索を行う  
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

12 
（山際） 

学習の主題 生活科、総合的学習の時間における食に関する指導 

授業内容 「環境保護と農薬」「食品添加物の功罪」「食料自給率と国際関係」などの問
題の教材化 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った収集と文献検索を行う  
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

13 
（菅原） 

学習の主題 個別栄養相談指導等 

授業内容 個別栄養相談指導の意義と特徴。 
アレルギー等への対応、他の施設・専門家との協力。実例 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った収集と文献検索を行う  
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

14 
（山際） 

学習の主題 家庭、地域との連携、食環境のネットワーク 

授業内容 地域特性、食の国際化、「地産地消」の考え方と社会連携の態勢、指導への
取り組み 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った収集と文献検索を行う  
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 

15 
（山際） 

学習の主題 まとめグループ発表、模擬授業、相互検討 

授業内容 児童、学校、地域の特性を生かし、全体的な観点で指導案を作り、検討し合
う。 

事前・事後学習 事前 授業計画に沿った収集と文献検索を行う  
事後 授業後に 30分～1時間程度の復習を行う 
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授業科目 
臨床栄養学Ⅱ 

担当教員 久保 ちづる 
Clinical Nutrition Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎  〇  

授業目的 

栄養・食事療法と栄養補給法について学修する。経口栄養補給法の目的、食事の形態、治療食の分類、食品選
択と献立作成について学修する。保健機能食品と特別用途食品の治療への活用や薬と栄養・食事の相互作用に
ついての知識を修得する。さらに、経腸栄養補給法、静脈栄養補給法の目的や適応疾患について理解し、経腸
栄養管理、中心静脈栄養と抹消静脈栄養、輸液の種類と成分、栄養補給量の算定等を学び、在宅静脈栄養管理
や栄養補給におけるリフィーディングシンドロームや感染症との関わりについても理解する。またチーム医療
の種類、管理栄養士の役割（栄養評価及び栄養計画の基本）を学ぶ。 

到達目標 

1．栄養・食事療法における栄養補給法の種類について説明できる。 
2．科学的根拠に基づいた栄養食事療法の原則を説明できる。 
3．保健機能食品と特別用途食品の活用について、食事との相互作用をふまえ説明できる。 
4．薬と食事の相互作用について説明できる。 
5．経腸栄養・静脈栄養補給法について説明できる。 
6．栄養補給におけるリーフディングシンドローム、感染症などについて説明できる。 
7．チーム医療における管理栄養士の役割を説明できる。 

テキスト 「visual 栄養学テキスト・臨床栄養学Ⅱ各論」（中山書店） 
参考書 なし 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80% 

到達目標に関わる定期試験を実施し評価する。 
目標の到達状況を提出された課題等で内容を評価する。 

レポート  
小テスト  
提出物 20% 
その他  

履修上の 
留意事項 

各授業の前後に 1～2 時間の予習・復習を要する。 形態機能学、病態診療学を基盤として系統的に学修する科
目である。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から臨床現場での症例などを講義に織り交ぜながら疾患別の栄養管理について栄養評価、栄
養計画、実施、経過観察、再評価など理解しやすいように具体的に授業を進めます。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 栄養・食事療法（1） 
授業内容 栄養補給法について 
事前・事後学習 シラバス、教科書の確認をする。 

2 
学習の主題 栄養・食事療法（2） 
授業内容 病院食について(一般食・特別食) 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

3 
学習の主題 疾患別治療食 1 
授業内容 代謝・内分泌疾患① 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

4 
学習の主題 疾患別治療食（2） 
授業内容 代謝・内分泌疾患② 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

5 
学習の主題 疾患別治療食（3） 
授業内容 先天性代謝異常 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

6 
学習の主題 疾患別治療食（4） 
授業内容 消化器疾患① 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 
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授業科目 
臨床栄養学Ⅱ 

担当教員 久保 ちづる 
Clinical Nutrition Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎  〇  

授業目的 

栄養・食事療法と栄養補給法について学修する。経口栄養補給法の目的、食事の形態、治療食の分類、食品選
択と献立作成について学修する。保健機能食品と特別用途食品の治療への活用や薬と栄養・食事の相互作用に
ついての知識を修得する。さらに、経腸栄養補給法、静脈栄養補給法の目的や適応疾患について理解し、経腸
栄養管理、中心静脈栄養と抹消静脈栄養、輸液の種類と成分、栄養補給量の算定等を学び、在宅静脈栄養管理
や栄養補給におけるリフィーディングシンドロームや感染症との関わりについても理解する。またチーム医療
の種類、管理栄養士の役割（栄養評価及び栄養計画の基本）を学ぶ。 

到達目標 

1．栄養・食事療法における栄養補給法の種類について説明できる。 
2．科学的根拠に基づいた栄養食事療法の原則を説明できる。 
3．保健機能食品と特別用途食品の活用について、食事との相互作用をふまえ説明できる。 
4．薬と食事の相互作用について説明できる。 
5．経腸栄養・静脈栄養補給法について説明できる。 
6．栄養補給におけるリーフディングシンドローム、感染症などについて説明できる。 
7．チーム医療における管理栄養士の役割を説明できる。 

テキスト 「visual 栄養学テキスト・臨床栄養学Ⅱ各論」（中山書店） 
参考書 なし 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80% 

到達目標に関わる定期試験を実施し評価する。 
目標の到達状況を提出された課題等で内容を評価する。 

レポート  
小テスト  
提出物 20% 
その他  

履修上の 
留意事項 

各授業の前後に 1～2 時間の予習・復習を要する。 形態機能学、病態診療学を基盤として系統的に学修する科
目である。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から臨床現場での症例などを講義に織り交ぜながら疾患別の栄養管理について栄養評価、栄
養計画、実施、経過観察、再評価など理解しやすいように具体的に授業を進めます。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 栄養・食事療法（1） 
授業内容 栄養補給法について 
事前・事後学習 シラバス、教科書の確認をする。 

2 
学習の主題 栄養・食事療法（2） 
授業内容 病院食について(一般食・特別食) 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

3 
学習の主題 疾患別治療食 1 
授業内容 代謝・内分泌疾患① 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

4 
学習の主題 疾患別治療食（2） 
授業内容 代謝・内分泌疾患② 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

5 
学習の主題 疾患別治療食（3） 
授業内容 先天性代謝異常 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

6 
学習の主題 疾患別治療食（4） 
授業内容 消化器疾患① 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 疾患別治療食（5） 
授業内容 消化器疾患② 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

8 
学習の主題 疾患別治療食（6） 
授業内容 循環器疾患 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

9 
学習の主題 疾患別治療食（7） 
授業内容 腎疾患① 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

10 
学習の主題 疾患別治療食（8）経腸栄養補給法 
授業内容 腎疾患②  
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

11 
学習の主題 疾患別治療食（9） 
授業内容 褥瘡、摂食嚥下障害 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

12 
学習の主題 経管・経静脈栄養補給法 
授業内容 対象傷病者、投与方法、リフィーディングシンドローム、感染症について 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

13 

学習の主題 栄養剤、栄養食品 

授業内容 経口・非経口栄養法に用いられる栄養剤・栄養食品と栄養管理法（使用器材
と投与ルートについて） 

事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

14 
学習の主題 保健機能食品など 
授業内容 保健機能食品と特別用途食品の活用と疾患治療 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

15 
学習の主題 チーム医療 
授業内容 チーム医療の種類と管理栄養士の役割（栄養評価、栄養計画の基本） 
事前・事後学習 授業内容の復習と課題の確認、試験準備をする。 
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授業科目 
臨床栄養学Ⅲ 

担当教員 岡本 智子 
Clinical Nutrition Ⅲ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎  〇  

授業目的 

栄養障害、肥満と代謝疾患、消化器疾患、循環器疾患、腎・尿路系疾患、神経疾患、摂食障害、呼吸器系疾患、
血液系疾患、筋・骨格系疾患等について、疾患・病態別の栄養ケア・マネジメント（栄養スクリーニング・ア
セスメント、栄養ケア・計画立案、実施、評価、フィードバック）の方法を学修する。栄養管理計画立案に必
要な情報収集と理由、さらに情報にもとづく栄養評価、栄養診断、栄養ケア計画作成とその根拠、モニタリン
グ、評価計画の作成により患者の QOL を損なわない栄養補給や食事について理解する。また、栄養サポート
チーム（ＮＳＴ）などチーム医療におけるにおける管理栄養士の活動について学修する。 

到達目標 
1. 栄養障害、肥満と代謝疾患、消化器系疾患、循環器疾患、腎・尿路系疾患、神経系疾患、呼吸器系疾患、血 
液系疾患、筋・骨格系疾患について理解し、栄養管理の知識と技術を修得している。 

2. 低栄養・摂食障害についての理解と栄養管理の知識と技術を修得している。 
テキスト Visual 栄養学テキストシリーズ 臨床栄養学 各論 中山書店（初版第２刷） 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80% 

目標の到達状況を試験 80％、課題レポート 20％により評価する 
レポート 20% 
小テスト  
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 

各授業の前後に１～２時間の予習・復習を要する。 形態機能学・病態診療学で学修した内容とも連動してい
ることを理解し、予習をすること。 

実務経験を 
活かした教育内容 

修得した栄養管理の知識や技術が、実際の臨床の現場で具体的にどのように活用され、活かされているのか、
その結果として栄養サポートを受けた患者の状態がどのように変化していくのか、疾患ごとに症例を踏まえ、
臨床現場をイメージさせながら授業を進める 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ガイダンス（授業内容 進め方、事前事後学習の仕方など） 
授業内容 疾患・病態別及び栄養サポートチーム(ＮＳＴ)での栄養管理の概念 

事前・事後学習 シラバス、教科書を確認して授業の準備をする。授業の内容をまとめ、復
習、予習をする 

2 
学習の主題 NST 介入における栄養管理（1） 
授業内容 NST 活動の組織と栄養管理の流れ（ 管理栄養士の役割 他職種の役割） 
事前・事後学習 配布資料を確認して授業の内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

3 

学習の主題 NST 介入における栄養管理（2） 

授業内容 NST おける管理栄養士の役割と栄養管理の実際（低栄養 栄養障害・栄養
評価等） 

事前・事後学習 配布資料を確認して授業の内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

4 

学習の主題 疾患・病態別栄養管理（1） 

授業内容 消化器疾患の栄養ケア・マネジメント 消化器疾患上部（口腔内・食道・胃・
十二指腸等） 

事前・事後学習 配布資料を確認して授業の内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

5 

学習の主題 疾患・病態別栄養管理（2） 

授業内容 消化器疾患の栄養ケア・マネジメント 消化器疾患下部（炎症性腸疾患等、
便性のコントロール(便秘・下痢等)） 

事前・事後学習 配布資料を確認して授業の内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

6 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（3） 
授業内容 消化器疾患の栄養ケア・マネジメント（肝・胆・膵疾患等） 
事前・事後学習 配布資料を確認して授業の内容を復習する。教科書を確認し予習する。 
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授業科目 
臨床栄養学Ⅲ 

担当教員 岡本 智子 
Clinical Nutrition Ⅲ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎  〇  

授業目的 

栄養障害、肥満と代謝疾患、消化器疾患、循環器疾患、腎・尿路系疾患、神経疾患、摂食障害、呼吸器系疾患、
血液系疾患、筋・骨格系疾患等について、疾患・病態別の栄養ケア・マネジメント（栄養スクリーニング・ア
セスメント、栄養ケア・計画立案、実施、評価、フィードバック）の方法を学修する。栄養管理計画立案に必
要な情報収集と理由、さらに情報にもとづく栄養評価、栄養診断、栄養ケア計画作成とその根拠、モニタリン
グ、評価計画の作成により患者の QOL を損なわない栄養補給や食事について理解する。また、栄養サポート
チーム（ＮＳＴ）などチーム医療におけるにおける管理栄養士の活動について学修する。 

到達目標 
1. 栄養障害、肥満と代謝疾患、消化器系疾患、循環器疾患、腎・尿路系疾患、神経系疾患、呼吸器系疾患、血 
液系疾患、筋・骨格系疾患について理解し、栄養管理の知識と技術を修得している。 

2. 低栄養・摂食障害についての理解と栄養管理の知識と技術を修得している。 
テキスト Visual 栄養学テキストシリーズ 臨床栄養学 各論 中山書店（初版第２刷） 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80% 

目標の到達状況を試験 80％、課題レポート 20％により評価する 
レポート 20% 
小テスト  
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 

各授業の前後に１～２時間の予習・復習を要する。 形態機能学・病態診療学で学修した内容とも連動してい
ることを理解し、予習をすること。 

実務経験を 
活かした教育内容 

修得した栄養管理の知識や技術が、実際の臨床の現場で具体的にどのように活用され、活かされているのか、
その結果として栄養サポートを受けた患者の状態がどのように変化していくのか、疾患ごとに症例を踏まえ、
臨床現場をイメージさせながら授業を進める 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ガイダンス（授業内容 進め方、事前事後学習の仕方など） 
授業内容 疾患・病態別及び栄養サポートチーム(ＮＳＴ)での栄養管理の概念 

事前・事後学習 シラバス、教科書を確認して授業の準備をする。授業の内容をまとめ、復
習、予習をする 

2 
学習の主題 NST 介入における栄養管理（1） 
授業内容 NST 活動の組織と栄養管理の流れ（ 管理栄養士の役割 他職種の役割） 
事前・事後学習 配布資料を確認して授業の内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

3 

学習の主題 NST 介入における栄養管理（2） 

授業内容 NST おける管理栄養士の役割と栄養管理の実際（低栄養 栄養障害・栄養
評価等） 

事前・事後学習 配布資料を確認して授業の内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

4 

学習の主題 疾患・病態別栄養管理（1） 

授業内容 消化器疾患の栄養ケア・マネジメント 消化器疾患上部（口腔内・食道・胃・
十二指腸等） 

事前・事後学習 配布資料を確認して授業の内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

5 

学習の主題 疾患・病態別栄養管理（2） 

授業内容 消化器疾患の栄養ケア・マネジメント 消化器疾患下部（炎症性腸疾患等、
便性のコントロール(便秘・下痢等)） 

事前・事後学習 配布資料を確認して授業の内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

6 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（3） 
授業内容 消化器疾患の栄養ケア・マネジメント（肝・胆・膵疾患等） 
事前・事後学習 配布資料を確認して授業の内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（4） 
授業内容 肥満と代謝疾患の栄養ケア・マネジメント（肥満と肥満症） 
事前・事後学習 配布資料を確認して授業の内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

8 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（5） 
授業内容 肥満と代謝疾患の栄養ケア・マネジメント（糖尿病） 
事前・事後学習 配布資料を確認して授業の内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

9 

学習の主題 疾患・病態別栄養管理（6） 

授業内容 肥満と代謝疾患の栄養ケア・マネジメント（脂質異常症・高尿酸血症・痛風
等・甲状腺機能亢進症 

事前・事後学習 配布資料を確認して授業の内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

10 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（7） 
授業内容 循環器疾患の栄養ケア・マネジメント（高血圧・虚血性心疾患・心不全等） 
事前・事後学習 配布資料を確認して授業の内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

11 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（8） 
授業内容 呼吸器疾患栄養のケア・マネジメント（COPD・慢性呼吸不全等） 
事前・事後学習 配布資料を確認して授業の内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

12 

学習の主題 疾患・病態別栄養管理（9） 

授業内容 腎・尿路系疾患の栄養ケア・マネジメント（慢性腎臓病・慢性腎不全・糖尿
病腎症等） 

事前・事後学習 配布資料を確認して授業の内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

13 

学習の主題 疾患・病態別栄養管理（10） 

授業内容 摂食障害関連疾患の栄養ケア・マネジメント （神経性やせ症、神経性過食
症等） 

事前・事後学習 配布資料を確認して授業の内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

14 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（11） 
授業内容 血液系疾患栄養のケア・マネジメント（貧血・その他の貧血等） 
事前・事後学習 配布資料を確認して授業の内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

15 
学習の主題 まとめ 
授業内容 患者の QOL と食事管理について 
事前・事後学習 これまでの内容を確認し、試験の準備をする。 
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授業科目 
臨床栄養学実習Ⅰ 

担当教員 久保 ちづる 
Clinical Nutrition Practicum Ⅰ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎  ◎  

授業目的 
臨床栄養学Ⅰの基礎的な知識に基づいて、傷病者や要介護者の栄養の評価・判定方法について実習する。問診、
観察、身体計測、臨床検査、栄養食事調査等による栄養アセスメントの方法を実習する。栄養アセスメントに
もとづいて、栄養量の算定を行い、栄養ケア計画の目標を設定し、栄養投与量や栄養補給法などの計画を作成
する。また、病院食提供についての仕組み、一般食の基準と献立作成、調理までの流れを実習する。 

到達目標 
1. 栄養評価ツールを使用し栄養評価表を作成することができる。 
2. 病院食の基準を理解し、一般食の献立作成と調理ができる。 
3. 対象者に対応した適切な栄養評価、栄養量の設定ができ、栄養投与方法が選択できる。 
4. 多職種で共有できる報告書の作成ができる（ＳＯＡＰ形式）。 

テキスト 本田佳子編「トレーニーガイド栄養食事療法の実習・栄養ケアマネジメント 第 12 版」（医歯薬出版） 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

到達目標への到達度をレポート 40％、提出物 40％（症例評価 10％、献立
作成・展開 15％、発表作成物 15％）、その他 20％（グループ討議 5％、発
表 5％、調理実習 10％）)で評価する。 

レポート 40％ 
小テスト  
提出物 40％ 
その他 20％ 

履修上の 
留意事項 

各授業の前後に１～２時間の予習・復習を要する。  
興味を持って、積極的に授業に参加すること。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から臨床現場での症例を織り交ぜながら、献立作成、展開、調理実習を行い治療食の味、形
態、食感、彩りなどを体験し、理解を深めるように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 ガイダンス 
授業内容 ガイダンス . 栄養アセスメント(1)栄養アセスメントの方法 
事前・事後学習 シラバス、教科書の確認をする。 

2 
学習の主題 栄養アセスメント（2） 
授業内容 アセスメントキットを用いての計測、ニィハイ測定、体組成・骨密度測定 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

3 
学習の主題 栄養アセスメント（2） 
授業内容 摂取栄養量の把握 
事前・事後学習 授業内容について復習する。課題をまとめ期日までに提出する。 

4 
学習の主題 栄養アセスメント（3） 
授業内容 栄養評価発表 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

5 
学習の主題 病院食の特徴と種類（1） 
授業内容 病院食の仕組み、一般食の基準と献立作成方法献立作成 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

6 
学習の主題 病院食の特徴と種類（2） 
授業内容 献立作成 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

7 
学習の主題 病院食の特徴と種類（3） 
授業内容 献立作成・調理実習準備 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 
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授業科目 
臨床栄養学実習Ⅰ 

担当教員 久保 ちづる 
Clinical Nutrition Practicum Ⅰ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎  ◎  

授業目的 
臨床栄養学Ⅰの基礎的な知識に基づいて、傷病者や要介護者の栄養の評価・判定方法について実習する。問診、
観察、身体計測、臨床検査、栄養食事調査等による栄養アセスメントの方法を実習する。栄養アセスメントに
もとづいて、栄養量の算定を行い、栄養ケア計画の目標を設定し、栄養投与量や栄養補給法などの計画を作成
する。また、病院食提供についての仕組み、一般食の基準と献立作成、調理までの流れを実習する。 

到達目標 
1. 栄養評価ツールを使用し栄養評価表を作成することができる。 
2. 病院食の基準を理解し、一般食の献立作成と調理ができる。 
3. 対象者に対応した適切な栄養評価、栄養量の設定ができ、栄養投与方法が選択できる。 
4. 多職種で共有できる報告書の作成ができる（ＳＯＡＰ形式）。 

テキスト 本田佳子編「トレーニーガイド栄養食事療法の実習・栄養ケアマネジメント 第 12 版」（医歯薬出版） 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

到達目標への到達度をレポート 40％、提出物 40％（症例評価 10％、献立
作成・展開 15％、発表作成物 15％）、その他 20％（グループ討議 5％、発
表 5％、調理実習 10％）)で評価する。 

レポート 40％ 
小テスト  
提出物 40％ 
その他 20％ 

履修上の 
留意事項 

各授業の前後に１～２時間の予習・復習を要する。  
興味を持って、積極的に授業に参加すること。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から臨床現場での症例を織り交ぜながら、献立作成、展開、調理実習を行い治療食の味、形
態、食感、彩りなどを体験し、理解を深めるように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 ガイダンス 
授業内容 ガイダンス . 栄養アセスメント(1)栄養アセスメントの方法 
事前・事後学習 シラバス、教科書の確認をする。 

2 
学習の主題 栄養アセスメント（2） 
授業内容 アセスメントキットを用いての計測、ニィハイ測定、体組成・骨密度測定 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

3 
学習の主題 栄養アセスメント（2） 
授業内容 摂取栄養量の把握 
事前・事後学習 授業内容について復習する。課題をまとめ期日までに提出する。 

4 
学習の主題 栄養アセスメント（3） 
授業内容 栄養評価発表 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

5 
学習の主題 病院食の特徴と種類（1） 
授業内容 病院食の仕組み、一般食の基準と献立作成方法献立作成 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

6 
学習の主題 病院食の特徴と種類（2） 
授業内容 献立作成 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

7 
学習の主題 病院食の特徴と種類（3） 
授業内容 献立作成・調理実習準備 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 病院食の特徴と種類（4） 
授業内容 調理実習 
事前・事後学習 授業内容について復習する。課題をまとめ期日までに提出する。 

9 
学習の主題 食品交換表の使い方 
授業内容 糖尿病食品交換表、腎臓病食品交換表の使い方 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

10 
学習の主題 栄養評価（1） 
授業内容 栄養評価方法の実際：臨床検査値の読み方、栄養摂取量の把握 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

11 
学習の主題 栄養評価（2） 
授業内容 症例に基づく栄養評価方法の実際：アセスメント、栄養診断 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

12 
学習の主題 栄養ケア計画（1） 
授業内容 症例に基づく栄養計画の実際１：栄養量の設定 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

13 
学習の主題 栄養ケア計画（2） 
授業内容 症例に基づく栄養計画の実際２：栄養ケア計画書の作成 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

14 
学習の主題 栄養ケア計画（3） 
授業内容 症例に基づく診療記録の実際３：経過記録作成 ( ＰＯＭＲ ) 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

15 
学習の主題 栄養ケア計画（4） 
授業内容 症例に基づく診療記録の実際４：経過記録作成 ( ＳＯＡＰ ) 
事前・事後学習 授業内容について復習する。課題をまとめ期日までに提出する。 
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授業科目 
臨床栄養学実習Ⅱ 

担当教員 久保 ちづる 
Clinical Nutrition Practicum Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎  ◎  

授業目的 

傷病者に対する適切な栄養学的治療手段について実習する。病院食の種類と特徴を理解し、提示された症例に
ついて、栄養ケア計画の作成に必要な情報を整理し、栄養アセスメントを行い、栄養ケア計画を作成する。基
本食から特別食への献立の展開を実習し、献立を作成、調理実習を行う。試食、食事の評価を通して対象者の
QOL を考慮した栄養ケア計画等について理解する。また、高齢者や障害者の食事、嚥下障害者の栄養ケア計
画、栄養教育、食事介助の方法等はベッドサイドを想定して実習する。 

到達目標 
1. 基本的な疾患症例を対象に栄養アセスメント、栄養ケア計画の作成ができる。 
2. 病態に合わせた献立作成を展開食として作成することが出来る。 
3. 対象者の QOL を考慮し、栄養ケア計画および献立の評価ができる。 
4. 栄養障害をともなう症例の栄養ケア・マネジメントができる。 

テキスト 本田佳子編「トレーニーガイド栄養食事療法の実習・栄養ケアマネジメント 第 12 版」（医歯薬出版） 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

到達目標への到達度をレポート 40％、提出物 40％（症例評価 10％、献立
作成・展開 15％、発表作成物 15％）、その他 20％（グループ討議 5％、発
表 5％、調理実習 10％）)で評価する。 

レポート 40％ 
小テスト  
提出物 40％ 
その他 20％ 

履修上の 
留意事項 

各授業の前後に１～２時間の予習・復習を要する。  
興味を持って、積極的に授業に参加してほしい。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から臨床現場での症例を織り交ぜながら、より難易度の高い疾患別献立作成、展開、調理実
習を行い治療食の味、形態、食感、彩りなどを体験し、理解を深めるように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 病院食について（1） 
授業内容 特別食の基準と種類 
事前・事後学習 シラバス、教科書の確認をする。 

2 
学習の主題 病院食について（2） 
授業内容 基本食から特別食への展開方法 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

3 
学習の主題 エネルギーコントロール食（1） 
授業内容 症例の栄養ケア計画作成と献立作成 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

4 
学習の主題 エネルギーコントロール食（2） 
授業内容 献立作成 
事前・事後学習 授業内容を復習し、課題に取り組む。 

5 
学習の主題 エネルギーコントロール食（3） 
授業内容 栄養ケア計画と献立の評価、調理実習準備 
事前・事後学習 授業内容を確認し、課題に取り組む。 

6 
学習の主題 エネルギーコントロール食（4） 
授業内容 調理実習 
事前・事後学習 授業内容を復習し、課題を期日までに提出する。 

7 
学習の主題 たんぱくコントロール食（1） 
授業内容 症例の栄養ケア計画作成と献立作成 
事前・事後学習 授業内容を復習し、課題に取り組む。 
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授業科目 
臨床栄養学実習Ⅱ 

担当教員 久保 ちづる 
Clinical Nutrition Practicum Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎  ◎  

授業目的 

傷病者に対する適切な栄養学的治療手段について実習する。病院食の種類と特徴を理解し、提示された症例に
ついて、栄養ケア計画の作成に必要な情報を整理し、栄養アセスメントを行い、栄養ケア計画を作成する。基
本食から特別食への献立の展開を実習し、献立を作成、調理実習を行う。試食、食事の評価を通して対象者の
QOL を考慮した栄養ケア計画等について理解する。また、高齢者や障害者の食事、嚥下障害者の栄養ケア計
画、栄養教育、食事介助の方法等はベッドサイドを想定して実習する。 

到達目標 
1. 基本的な疾患症例を対象に栄養アセスメント、栄養ケア計画の作成ができる。 
2. 病態に合わせた献立作成を展開食として作成することが出来る。 
3. 対象者の QOL を考慮し、栄養ケア計画および献立の評価ができる。 
4. 栄養障害をともなう症例の栄養ケア・マネジメントができる。 

テキスト 本田佳子編「トレーニーガイド栄養食事療法の実習・栄養ケアマネジメント 第 12 版」（医歯薬出版） 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

到達目標への到達度をレポート 40％、提出物 40％（症例評価 10％、献立
作成・展開 15％、発表作成物 15％）、その他 20％（グループ討議 5％、発
表 5％、調理実習 10％）)で評価する。 

レポート 40％ 
小テスト  
提出物 40％ 
その他 20％ 

履修上の 
留意事項 

各授業の前後に１～２時間の予習・復習を要する。  
興味を持って、積極的に授業に参加してほしい。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から臨床現場での症例を織り交ぜながら、より難易度の高い疾患別献立作成、展開、調理実
習を行い治療食の味、形態、食感、彩りなどを体験し、理解を深めるように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 病院食について（1） 
授業内容 特別食の基準と種類 
事前・事後学習 シラバス、教科書の確認をする。 

2 
学習の主題 病院食について（2） 
授業内容 基本食から特別食への展開方法 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

3 
学習の主題 エネルギーコントロール食（1） 
授業内容 症例の栄養ケア計画作成と献立作成 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

4 
学習の主題 エネルギーコントロール食（2） 
授業内容 献立作成 
事前・事後学習 授業内容を復習し、課題に取り組む。 

5 
学習の主題 エネルギーコントロール食（3） 
授業内容 栄養ケア計画と献立の評価、調理実習準備 
事前・事後学習 授業内容を確認し、課題に取り組む。 

6 
学習の主題 エネルギーコントロール食（4） 
授業内容 調理実習 
事前・事後学習 授業内容を復習し、課題を期日までに提出する。 

7 
学習の主題 たんぱくコントロール食（1） 
授業内容 症例の栄養ケア計画作成と献立作成 
事前・事後学習 授業内容を復習し、課題に取り組む。 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 たんぱくコントロール食（2） 
授業内容 献立作成 
事前・事後学習 授業内容を復習し、課題に取り組む。 

9 
学習の主題 たんぱくコントロール食（3） 
授業内容 栄養ケア計画と献立の評価、調理実習準備 
事前・事後学習 授業内容を復習し、課題に取り組む。 

10 
学習の主題 脂たんぱくコントロール食（4） 
授業内容 調理実習 
事前・事後学習 授業内容を復習し、課題を期日までに提出する。 

11 
学習の主題 嚥下障害（1） 
授業内容 嚥下障害の実際：食事介助等の機器、器具を使用する 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

12 
学習の主題 嚥下障害（2） 
授業内容 栄養障害を有するＮＳＴ介入症例の栄養ケア計画作成と献立作成 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

13 
学習の主題 嚥下障害（3） 
授業内容 献立作成、調理実習準備 
事前・事後学習 授業内容を復習し、課題に取り組む。 

14 
学習の主題 嚥下障害（4） 
授業内容 調理実習 
事前・事後学習 授業内容を復習し、課題に取り組む。 

15 
学習の主題 特殊食品・濃厚流動・栄養補助食品 
授業内容 使い方と効果・試飲と試食 
事前・事後学習 授業内容を復習し、課題を期日までに提出する。 
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授業科目 
公衆栄養学Ⅰ 

担当教員 槌本 浩司 
Public Health NutritionⅠ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 〇  ◎  ◎   

授業目的 

公衆栄養の概念と公衆栄養活動の歴史と生態系保全、地域づくり、ヘルスプロモーション、自己管理能力、疾
病予防、少子高齢化における健康増進などの活動について学修する。健康・栄養問題の現状と課題について、
社会環境と健康栄養問題や健康状態、食事、食生活、食環境の変化等について理解する。また、我が国におけ
る栄養政策についての関連法規、管理栄養士制度について学修する。さらに、諸外国の健康・栄養問題の現状
と課題、対策について学修する。 

到達目標 

1．公衆栄養の概念について説明できる。 
2．地域づくりのための公衆栄養活動について説明できる。 
3．国民栄養と健康の現状と課題を理解し、説明できる。 
4．健康増進計画における栄養政策について説明できる。 
5．諸外国の健康・栄養問題を理解し、説明できる。 

テキスト 1．加島浩子、森脇弘子編「ウエルネス公衆栄養学」（医歯薬出版） 
2．他にテーマごとにプリントを配布する。 

参考書 
1．佐々木敏著「わかりやすい EBN と栄養疫学」（同文書院） 
2．「国民健康・栄養の現状」（第一出版）※最新版 
3. 伊藤 貞嘉、佐々木 敏 監修「日本人の食事摂取基準〈2020 年版〉」（第一出版） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 60% 

目標の到達状況を定期試験、小テスト、その他で評価する。 
その他：授業への積極的参加、取り組み姿勢 

レポート  
小テスト 30% 
提出物  
その他 10% 

履修上の 
留意事項 

各授業の前後に、１～2 時間の予習・復習を要します。偶数回の授業時に小テスト（ノート等資料持ち込み可）
を実施します。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、実際的なヘルスプロモーションの概念を中心に、法規、管理栄養士・栄養士制度、職
業倫理、調査、健康づくり施策について理解しやすいように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 公衆栄養学とは何か 
授業内容 公衆栄養の概念と意義 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書を読んでおくこと。健康増進法の全文を読んでおく
こと。  
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。  
また、授業で紹介する関係法令、通知を可能な限り読み、整理しておくこ
と。 

2 

学習の主題 日本人の健康・栄養課題（1） 
授業内容 国民健康・栄養調査等国の実態把握方法 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
また、国民健康・栄養調査に用いられる統計用語と統計手法を学んでおくこ
と。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。  
また、授業で紹介する関係法令、統計手法を可能な限り読み、整理しておく
こと。 
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授業科目 
公衆栄養学Ⅰ 

担当教員 槌本 浩司 
Public Health NutritionⅠ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 〇  ◎  ◎   

授業目的 

公衆栄養の概念と公衆栄養活動の歴史と生態系保全、地域づくり、ヘルスプロモーション、自己管理能力、疾
病予防、少子高齢化における健康増進などの活動について学修する。健康・栄養問題の現状と課題について、
社会環境と健康栄養問題や健康状態、食事、食生活、食環境の変化等について理解する。また、我が国におけ
る栄養政策についての関連法規、管理栄養士制度について学修する。さらに、諸外国の健康・栄養問題の現状
と課題、対策について学修する。 

到達目標 

1．公衆栄養の概念について説明できる。 
2．地域づくりのための公衆栄養活動について説明できる。 
3．国民栄養と健康の現状と課題を理解し、説明できる。 
4．健康増進計画における栄養政策について説明できる。 
5．諸外国の健康・栄養問題を理解し、説明できる。 

テキスト 1．加島浩子、森脇弘子編「ウエルネス公衆栄養学」（医歯薬出版） 
2．他にテーマごとにプリントを配布する。 

参考書 
1．佐々木敏著「わかりやすい EBN と栄養疫学」（同文書院） 
2．「国民健康・栄養の現状」（第一出版）※最新版 
3. 伊藤 貞嘉、佐々木 敏 監修「日本人の食事摂取基準〈2020 年版〉」（第一出版） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 60% 

目標の到達状況を定期試験、小テスト、その他で評価する。 
その他：授業への積極的参加、取り組み姿勢 

レポート  
小テスト 30% 
提出物  
その他 10% 

履修上の 
留意事項 

各授業の前後に、１～2 時間の予習・復習を要します。偶数回の授業時に小テスト（ノート等資料持ち込み可）
を実施します。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、実際的なヘルスプロモーションの概念を中心に、法規、管理栄養士・栄養士制度、職
業倫理、調査、健康づくり施策について理解しやすいように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 公衆栄養学とは何か 
授業内容 公衆栄養の概念と意義 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書を読んでおくこと。健康増進法の全文を読んでおく
こと。  
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。  
また、授業で紹介する関係法令、通知を可能な限り読み、整理しておくこ
と。 

2 

学習の主題 日本人の健康・栄養課題（1） 
授業内容 国民健康・栄養調査等国の実態把握方法 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
また、国民健康・栄養調査に用いられる統計用語と統計手法を学んでおくこ
と。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。  
また、授業で紹介する関係法令、統計手法を可能な限り読み、整理しておく
こと。 

 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

3 

学習の主題 日本人の健康・栄養課題（2） 
授業内容 人口の動向・健康状態 

事前・事後学習 
事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する統計資料を可能な限り読み、整理しておくこと。 

4 

学習の主題 日本人の健康・栄養課題（3） 
授業内容 栄養素等摂取と食品摂取状況 

事前・事後学習 
事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。事後は講義内容を整理
し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておくこと。 
また、授業で紹介する資料、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限り読み、
整理しておくこと。 

5 

学習の主題 日本人の健康・栄養課題（4） 
授業内容 食生活・食環境の状況 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する資料、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限り読み、
整理しておくこと。 

6 

学習の主題 日本人の健康・栄養課題（5） 
授業内容 食料需給の状況 

事前・事後学習 
事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する資料を可能な限り読み、整理しておくこと。 

7 

学習の主題 日本の栄養政策（1） 
授業内容 公衆栄養活動の歴史 

事前・事後学習 
事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する資料を可能な限り読み、整理しておくこと。 

8 

学習の主題 日本の栄養政策（2） 
授業内容 栄養関連の主要な法律・制度 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書、健康増進法施行規則を読んでおくこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する関係法令、資料を可能な限り読み、整理しておくこ
と。 

9 

学習の主題 日本の栄養政策（3） 
授業内容 健康増進計画 （健康日本 21） 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書、健康増進計画（健康日本 21）を読んで
おくこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する関係法令、統計手法、資料を可能な限り読み、整理し
ておくこと。 

10 

学習の主題 日本の栄養政策（4） 
授業内容 食事の指針（食事摂取基準、食事バランスガイド、食生活指針、等） 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、用語、EBN と栄養疫学を可能な限り読み、整
理しておくこと。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

11 

学習の主題 日本の栄養政策（5） 
授業内容 栄養対策を担う人材（管理栄養士制度、地域資源） 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する関係法令、通知、資料を可能な限り整理しておくこ
と。 

12 

学習の主題 自治体の栄養政策 
授業内容 都道府県、政令市等と市町村の役割 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する関係法令、資料を可能な限り読み、整理しておくこ
と。 

13 

学習の主題 諸外国の健康・栄養課題と対策（1） 
授業内容 国際機関や先進国の課題と対策 

事前・事後学習 
事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料を可能な限り読み、整理しておくこと。 

14 

学習の主題 諸外国の健康・栄養課題と対策（2） 
授業内容 開発途上国の課題と対策 

事前・事後学習 
事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料を可能な限り読み、整理しておくこと。 

15 

学習の主題 まとめ 
授業内容 本講のまとめ、これからの公衆栄養について 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書、いままで自分で整理した記録を読んでお
く 
こと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認すること。 
また、授業で紹介する関係法令、文献、用語、EBN と栄養疫学を整理して
おくこと。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

11 

学習の主題 日本の栄養政策（5） 
授業内容 栄養対策を担う人材（管理栄養士制度、地域資源） 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する関係法令、通知、資料を可能な限り整理しておくこ
と。 

12 

学習の主題 自治体の栄養政策 
授業内容 都道府県、政令市等と市町村の役割 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する関係法令、資料を可能な限り読み、整理しておくこ
と。 

13 

学習の主題 諸外国の健康・栄養課題と対策（1） 
授業内容 国際機関や先進国の課題と対策 

事前・事後学習 
事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料を可能な限り読み、整理しておくこと。 

14 

学習の主題 諸外国の健康・栄養課題と対策（2） 
授業内容 開発途上国の課題と対策 

事前・事後学習 
事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料を可能な限り読み、整理しておくこと。 

15 

学習の主題 まとめ 
授業内容 本講のまとめ、これからの公衆栄養について 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書、いままで自分で整理した記録を読んでお
く 
こと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認すること。 
また、授業で紹介する関係法令、文献、用語、EBN と栄養疫学を整理して
おくこと。 

 

 

授業科目 
公衆栄養学Ⅱ 

担当教員 槌本 浩司 
Public Health Nutrition Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 〇  〇  ◎  ◎ 

授業目的 

公衆栄養学Ⅰを基礎として、さらに公衆栄養マネジメント、公衆栄養プログラムについて学修する。栄養疫学 
の概要、地域栄養活動の関連と疫学調査法、データの扱い等を修得し、地域の健康・栄養施策計画立案、実践、 
評価、フィードバックなどについて学修し、データを解析して課題の抽出までの知識・技術を修得する。さら 
に、課題とその要因について、理論モデルと疫学データを用いて分析することを学修する。また、専門職とし
て、 得られた情報に関する管理、個人情報保護、倫理的配慮を身につける。 

到達目標 

1. 公衆栄養マネジメントのツールとしてプリシードプロシードモデルを用いた公衆栄養計画と評価計画の策
定プロセスについて説明できる。 

2. 食事調査の方法と特徴、活用について説明できる。 
3. 健康と食事などの因果関係を把握する研究デザインを説明できる。 
4. 実態の分析に基づいた公衆栄養プログラムを策定できる。 
5. 計画の適切な評価方法を提案 ( プロセス評価と結果評価 ) することができる。 

テキスト 1．加島浩子、森脇弘子編「ウエルネス公衆栄養学」（医歯薬出版） 
2．他にテーマごとにプリントを配布する。 

参考書 
1．佐々木敏著「わかりやすい EBN と栄養疫学」（同文書院） 
2．「国民健康・栄養の現状」（第一出版）※最新版 
3. 伊藤 貞嘉、佐々木 敏 監修「日本人の食事摂取基準〈2020 年版〉」（第一出版） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 60% 

目標の到達状況を定期試験、小テスト、その他で評価する。 
その他：授業への積極的参加、取り組み姿勢 

レポート  
小テスト 30% 
提出物  
その他 10% 

履修上の 
留意事項 

各授業の前後に、１～2 時間の予習・復習を要します。偶数回の授業時に小テスト（ノート等資料持ち込み可）
を実施します。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、実践で必要な栄養疫学に基づく地域診断に関することに併せ、地域の住民や集団にお
ける健康・栄養状態及び社会・生活環境の特徴に基づいた公衆栄養活動について理解しやすいように授業を行
います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 公衆栄養マネジメントの概念 
授業内容 健康行動理論モデル 

事前・事後学習 
事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 事後は講義内容を整
理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておくこと。 
また、授業で紹介する文献、資料を可能な限り読み、整理しておくこと。 

2 

学習の主題 公衆栄養アセスメント（1） 
授業内容 食事調査の方法 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。また、国民健康・栄養
調査に用いられる統計用語と統計手法を学んでおくこと。事後は講義内容
を整理し教科書や配布資料の要点を確認し整理しておくこと。 
また、授業で紹介する文献、資料、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限
り読み、整理しておくこと。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

3 

学習の主題 公衆栄養アセスメント（2） 
授業内容 栄養疫学 ① 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。また、国民健康・栄養
調査に用いられる統計用語と統計手法を学んでおくこと。事後は講義内容
を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておくこと。 
また、授業で紹介する文献、資料、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限
り読み、整理しておくこと。 

4 

学習の主題 公衆栄養アセスメント（3） 
授業内容 栄養疫学 ② 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限
り読み、整理しておくこと。 

5 

学習の主題 公衆栄養アセスメント（4） 
授業内容 栄養疫学 ③ 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限
り読み、整理しておくこと。 

6 

学習の主題 公衆栄養アセスメント（5） 
授業内容 食事評価法 ( 個人 ) 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
また、国民健康・栄養調査に用いられる統計用語と統計手法を学んでおくこ
と。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限り読み、
整理しておくこと。 

7 

学習の主題 公衆栄養アセスメント（6） 
授業内容 食事評価法 ( 集団 ) 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
また、国民健康・栄養調査に用いられる統計用語と統計手法を学んでおくこ
と。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限り読み、
整理しておくこと。 

8 

学習の主題 公衆栄養計画（1） 
授業内容 国の栄養計画へのエビデンスの活用 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
また、国民健康・栄養調査に用いられる統計用語と統計手法を学んでおくこ
と。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限り読み、
整理しておくこと。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

3 

学習の主題 公衆栄養アセスメント（2） 
授業内容 栄養疫学 ① 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。また、国民健康・栄養
調査に用いられる統計用語と統計手法を学んでおくこと。事後は講義内容
を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておくこと。 
また、授業で紹介する文献、資料、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限
り読み、整理しておくこと。 

4 

学習の主題 公衆栄養アセスメント（3） 
授業内容 栄養疫学 ② 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限
り読み、整理しておくこと。 

5 

学習の主題 公衆栄養アセスメント（4） 
授業内容 栄養疫学 ③ 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限
り読み、整理しておくこと。 

6 

学習の主題 公衆栄養アセスメント（5） 
授業内容 食事評価法 ( 個人 ) 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
また、国民健康・栄養調査に用いられる統計用語と統計手法を学んでおくこ
と。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限り読み、
整理しておくこと。 

7 

学習の主題 公衆栄養アセスメント（6） 
授業内容 食事評価法 ( 集団 ) 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
また、国民健康・栄養調査に用いられる統計用語と統計手法を学んでおくこ
と。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限り読み、
整理しておくこと。 

8 

学習の主題 公衆栄養計画（1） 
授業内容 国の栄養計画へのエビデンスの活用 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
また、国民健康・栄養調査に用いられる統計用語と統計手法を学んでおくこ
と。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限り読み、
整理しておくこと。 

 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

9 

学習の主題 公衆栄養計画（2） 
授業内容 自治体の栄養計画への健診等のデータ活用 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
また、国民健康・栄養調査に用いられる統計用語と統計手法を学んでおくこ
と。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限り読み、
整理しておくこと。 

10 

学習の主題 公衆栄養計画（3） 
授業内容 行動科学モデルの活用 

事前・事後学習 
事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料を可能な限り読み、整理しておくこと。 

11 

学習の主題 公衆栄養計画（4） 
授業内容 食環境と食教育プログラム 

事前・事後学習 
事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料を可能な限り読み、整理しておくこと。 

12 

学習の主題 公衆栄養計画（5） 
授業内容 ソーシャルマーケティングの活用 

事前・事後学習 
事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料を可能な限り読み、整理しておくこと。 

13 

学習の主題 公衆栄養計画（6） 
授業内容 評価計画 

事前・事後学習 
事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料を可能な限り読み、整理しておくこと。 

14 

学習の主題 まとめ（1） 
授業内容 公衆栄養アセスメント及び公衆栄養計画のまとめ (１) 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書、いままで自分で整理した記録を読んでお
くこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認すること。 
また、授業で紹介する関係法令、文献、用語、EBN と栄養疫学を整理して
おくこと。 

15 

学習の主題 まとめ（2） 
授業内容 公衆栄養アセスメント及び公衆栄養計画のまとめ (２) 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書、いままで自分で整理した記録を読んでお
くこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認すること。 
また、授業で紹介する関係法令、文献、用語、EBN と栄養疫学を整理して
おくこと。 
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授業科目 
公衆栄養学実習Ⅰ 

担当教員 槌本 浩司 
Public Health Nutrition Practicum Ⅰ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 ◎    ◎   

授業目的 

公衆栄養学Ⅰ・公衆栄養学Ⅱを基礎として、地域における効果的な公衆栄養活動について実習を通して学修す
る。地域における健康課題を既存のデータを解析して抽出し、課題の中から優先的課題を選定し、地域の目標
を設定、優先すべき取り組みについてソーシャルマーケティングの方法などを応用して、具体的かつ魅力的な
事業計画の立案、評価の作成方法についても設定する。グループディスカッションを取り入れ、これらの事業
計画について相互評価等を行い、実習を通して地域住民の健康課題に対応する栄養活動を実践する能力を身に
つける。 

到達目標 

1. 健康行動理論モデルを説明できる。 
2. 健康・食生活上の課題とその要因の分析について、健康行動理論を用いて説明できる。 
3. 課題と要因の中から、優先すべき取り組みを選定することができる。 
4. 診断や評価のための技術として、調査票の設計や集計・分析を行うことができる。 
5. 調査結果に基づいて、公衆栄養教育プログラムを立案することができる。 

テキスト 1．加島浩子、森脇弘子編「ウエルネス公衆栄養学」（医歯薬出版） 
2．他にテーマごとにプリントを配布する。 

参考書 
1．佐々木敏著「わかりやすい EBN と栄養疫学」（同文書院） 
2．「国民健康・栄養の現状」（第一出版）※最新版 
3. 伊藤 貞嘉、佐々木 敏 監修「日本人の食事摂取基準〈2020 年版〉」（第一出版） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 50% 

目標の到達状況を試験、小テスト、その他で評価する。 
その他：実習時の積極性等 20％、報告書（成果発表を含む）20％ 

レポート  
小テスト 10% 
提出物  
その他 40% 

履修上の 
留意事項 

各授業の前後に、１～2 時間の予習・復習を要します。偶数回の授業時に小テスト（ノート等資料持ち込み可）
を実施します。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、地域住民の健康課題に対し、ヘルスプロモーションの概念に基づく公衆栄養活動の実
践について理解しやすいように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 オリエンテーション 
授業内容 栄養計画プログラムについて 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する関係法令、通知、資料を可能な限り読み、整理してお
くこと。 

2 

学習の主題 公衆栄養アセスメント（1） 
授業内容 食事調査法 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は実習内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。  
また、授業で紹介する関係法令、通知、資料を可能な限り読み、整理してお
くこと。 
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授業科目 
公衆栄養学実習Ⅰ 

担当教員 槌本 浩司 
Public Health Nutrition Practicum Ⅰ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3 年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 ◎    ◎   

授業目的 

公衆栄養学Ⅰ・公衆栄養学Ⅱを基礎として、地域における効果的な公衆栄養活動について実習を通して学修す
る。地域における健康課題を既存のデータを解析して抽出し、課題の中から優先的課題を選定し、地域の目標
を設定、優先すべき取り組みについてソーシャルマーケティングの方法などを応用して、具体的かつ魅力的な
事業計画の立案、評価の作成方法についても設定する。グループディスカッションを取り入れ、これらの事業
計画について相互評価等を行い、実習を通して地域住民の健康課題に対応する栄養活動を実践する能力を身に
つける。 

到達目標 

1. 健康行動理論モデルを説明できる。 
2. 健康・食生活上の課題とその要因の分析について、健康行動理論を用いて説明できる。 
3. 課題と要因の中から、優先すべき取り組みを選定することができる。 
4. 診断や評価のための技術として、調査票の設計や集計・分析を行うことができる。 
5. 調査結果に基づいて、公衆栄養教育プログラムを立案することができる。 

テキスト 1．加島浩子、森脇弘子編「ウエルネス公衆栄養学」（医歯薬出版） 
2．他にテーマごとにプリントを配布する。 

参考書 
1．佐々木敏著「わかりやすい EBN と栄養疫学」（同文書院） 
2．「国民健康・栄養の現状」（第一出版）※最新版 
3. 伊藤 貞嘉、佐々木 敏 監修「日本人の食事摂取基準〈2020 年版〉」（第一出版） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 50% 

目標の到達状況を試験、小テスト、その他で評価する。 
その他：実習時の積極性等 20％、報告書（成果発表を含む）20％ 

レポート  
小テスト 10% 
提出物  
その他 40% 

履修上の 
留意事項 

各授業の前後に、１～2 時間の予習・復習を要します。偶数回の授業時に小テスト（ノート等資料持ち込み可）
を実施します。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、地域住民の健康課題に対し、ヘルスプロモーションの概念に基づく公衆栄養活動の実
践について理解しやすいように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 オリエンテーション 
授業内容 栄養計画プログラムについて 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は講義内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する関係法令、通知、資料を可能な限り読み、整理してお
くこと。 

2 

学習の主題 公衆栄養アセスメント（1） 
授業内容 食事調査法 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は実習内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。  
また、授業で紹介する関係法令、通知、資料を可能な限り読み、整理してお
くこと。 

 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

3 

学習の主題 公衆栄養アセスメント（2） 
授業内容 食事調査解析 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読み、必要な資料を準備しておくこと。 
また、国民健康・栄養調査に用いられる統計用語と統計手法を学んでおくこ
と。 
事後は実習内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく 
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限
り読み、整理しておくこと。 

4 

学習の主題 公衆栄養アセスメント（3） 
授業内容 食事評価法① 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は実習内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限
り読み、整理しておくこと。 
また、国民健康・栄養調査に用いられる統計用語と統計手法を学んでおくこ
と。 

5 

学習の主題 公衆栄養アセスメント（4） 
授業内容 食事評価法② 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読み、必要な資料を準備しておくこと。 
事後は実習内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限
り読み、整理しておくこと。 

6 

学習の主題 公衆栄養アセスメント（5） 
授業内容 栄養疫学の文献について、文献検索 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読んでおくこと。 
事後は実習内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限
り読み、整理しておくこと。 

7 

学習の主題 公衆栄養アセスメント（6） 
授業内容 栄養疫学の文献紹介・発表① 

事前・事後学習 
事前学習として、教科書、参考書を見て、必要な資料を準備しておくこと。 
事後は実習内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料を可能な限り読み、整理しておくこと。 

8 

学習の主題 公衆栄養アセスメント（7） 
授業内容 栄養疫学の文献紹介・発表② 

事前・事後学習 
事前学習として、教科書、参考書を読み、必要な資料を準備しておくこと。 
事後は実習内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料を可能な限り読み、整理しておくこと。 

9 

学習の主題 公衆栄養計画案作成（1） 
授業内容 PPM を用いた自治体の健康課題と食事要因の特定 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読み、必要な資料を準備しておくこと。 
事後は実習内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限
り読み、整理しておくこと。 

 

  

栄
養
学
科

三

年

次

239



学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

10 

学習の主題 公衆栄養計画案作成（2） 
授業内容 PPM を用いた食事要因に関連因子の特定 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読み、必要な資料を準備しておくこと。 
事後は実習内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限
り読み、整理しておくこと。 

11 

学習の主題 公衆栄養計画案作成（3） 
授業内容 自治体の既存の栄養プログラムの把握と課題整理 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読み、必要な資料を準備しておくこと。 
事後は実習内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限
り読み、整理しておくこと。 

12 

学習の主題 公衆栄養計画案作成（4） 
授業内容 自治体の栄養プログラム作成 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読み、必要な資料を準備しておくこと。 
事後は実習内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限
り読み、整理しておくこと。 

13 

学習の主題 公衆栄養計画案作成（5） 
授業内容 自治体の栄養プログラムの評価計画作成 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読み、必要な資料を準備しておくこと。 
事後は実習内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限
り読み、整理しておくこと。 

14 

学習の主題 栄養計画プログラム発表 
授業内容 作成した栄養計画プログラムを発表する 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読み、必要な資料を準備しておくこと。 
事後は実習内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限
り読み、整理しておくこと。 

15 

学習の主題 まとめ 
授業内容 発表の事後指導とまとめ 

事前・事後学習 
事前学習として、教科書、参考書、いままで整理した記録を読んでおくこ
と。 
事後は実習内容を整理し、教科書、配布資料、実習成果物の要点を確認する
こと。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

10 

学習の主題 公衆栄養計画案作成（2） 
授業内容 PPM を用いた食事要因に関連因子の特定 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読み、必要な資料を準備しておくこと。 
事後は実習内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限
り読み、整理しておくこと。 

11 

学習の主題 公衆栄養計画案作成（3） 
授業内容 自治体の既存の栄養プログラムの把握と課題整理 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読み、必要な資料を準備しておくこと。 
事後は実習内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限
り読み、整理しておくこと。 

12 

学習の主題 公衆栄養計画案作成（4） 
授業内容 自治体の栄養プログラム作成 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読み、必要な資料を準備しておくこと。 
事後は実習内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限
り読み、整理しておくこと。 

13 

学習の主題 公衆栄養計画案作成（5） 
授業内容 自治体の栄養プログラムの評価計画作成 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読み、必要な資料を準備しておくこと。 
事後は実習内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限
り読み、整理しておくこと。 

14 

学習の主題 栄養計画プログラム発表 
授業内容 作成した栄養計画プログラムを発表する 

事前・事後学習 

事前学習として、教科書、参考書を読み、必要な資料を準備しておくこと。 
事後は実習内容を整理し、教科書や配布資料の要点を確認し、整理しておく
こと。 
また、授業で紹介する文献、資料、統計手法、EBN と栄養疫学を可能な限
り読み、整理しておくこと。 

15 

学習の主題 まとめ 
授業内容 発表の事後指導とまとめ 

事前・事後学習 
事前学習として、教科書、参考書、いままで整理した記録を読んでおくこ
と。 
事後は実習内容を整理し、教科書、配布資料、実習成果物の要点を確認する
こと。 

 

授業科目 
総合演習Ⅰ 

担当教員 山部 秀子、渡辺 いつみ、久保 ちづる、 
槌本 浩司 Practical Seminar of NutritionⅠ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 演習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

◎   〇   〇 〇 

授業目的 

臨地実習の概要について学修する。各臨地実習 ( 給食経営管理論実習Ⅱ・Ⅲ、臨床栄養学実習Ⅳ・Ⅴ、公衆栄
養学実習Ⅱ ) の意義や目的と施設概要、実習内容について学修する。また、臨地実習に臨むにあたり、必要と
なる知識・技能・態度について理解する。それらの学修をふまえて、臨地実習 ( 給食経営管理論実習Ⅱ ) の
事前準備を行う。実習の目的に合わせ、基礎知識の整理と復習、臨地実習施設への訪問、施設指導者との打ち
合わせ、実習課題の設定、実習課題に対する評価の設定などを実習に備えて進める。臨地実習終了後は臨地実
習の成果発表を行い、実習で修得した知識や技術を共有し、定着させる。 

到達目標 

1．各臨地実習の意義・目的・実習施設の特徴を説明できる。 
2．各臨地実習における自主課題の設定とその理由を説明できる。 
3．社会人として施設 ( 学校・介護施設・福祉施設・病院・保健所・保健センター等 ) において入所者・地域
住民・関係者に対応できる態度を身につけている。 

4．実習内容の報告、研究活動の報告を成果として発表、説明できる。 
テキスト 臨地実習について資料配布(実習要項など)、課題設定に関する資料、実習ノート。 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  目標達成状況を下記の点から評価し 60 点以上を合格とする 

①提出物 20 点：[実習の目的、課題の提出）  
②その他 80 点：配分は下記の通り 

実習施設指導者の評価 30 点 
実習ノートの内容が的確に記載されている 30 点 
実習報告等による実習目標、課題の達成度について（発表含む）20 点 

レポート  
小テスト  
提出物 20％ 
その他 80％ 

履修上の 
留意事項 

臨地実習は学生として学ぶとともに、社会人としての責任ある態度が求められる。事前学習において積極的に
学び十分に準備を整えること。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から臨地実習(給食経営管理論、臨床栄養、公衆栄養)について具体的な説明、準備などの指
導をおこない、臨地実習へ安心して臨めるよう授業をおこなう。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 オリエンテーション 

授業内容 臨地実習について 
臨地実習の概要 

事前・事後学習 臨地実習要項を読んでおくこと、事後は臨地実習の目的等についてまとめ
ること。 

2 
（久保） 

 

学習の主題 臨床栄養学臨地実習 
授業内容 臨床栄養学実習Ⅳ、臨床栄養学実習Ⅴについて 

事前・事後学習 臨地実習要項を読み、疑問点等を明確にしておく、事後は目的や内容を
まとめる。 

3 
（槌本） 

 

学習の主題 公衆栄養学臨地実習 
授業内容 公衆栄養学実習Ⅱについて 

事前・事後学習 臨地実習要項を読み、疑問点等を明確にしておく、事後は目的や内容を
まとめる。 

4 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 給食経営管理論臨地実習 
授業内容 給食経営管理論実習Ⅱ、給食経営管理論実習Ⅲについて 

事前・事後学習 臨地実習要項を読み、疑問点等を明確にしておく、事後は目的や内容を
まとめる。 

5 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 臨地実習における実習課題の意義と目的 
授業内容 自主課題の設定と取り組みについて 

事前・事後学習 臨地実習要項を読み自己の実習課題を明らかにしておく、事後は課題
を精査する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 給食経営管理論実習Ⅱ 臨地実習の事前準備・施設訪問 
授業内容 施設訪問と挨拶、実習・課題等についての打ち合わせについて 

事前・事後学習 実習の目的、課題等をまとめて授業に臨む、事後は実習の具体的準備に取り
かかる。 

7 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 給食経営管理論実習Ⅱ 臨地実習の事前準備・施設訪問 
授業内容 施設指導者との連絡、相談、報告 ( 課題・準備するものなど ) 

事前・事後学習 事前に施設訪問への準備をする、事後は面接等の内容を整理し教員へ報告
をする。 

8 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 実習課題について（1） 
授業内容 自主課題決定、課題評価項目設定① 
事前・事後学習 課題決定・整理・計画等の準備、決定後の内容精査等を行う。 

9 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 実習課題について（2） 
授業内容 自主課題決定、課題評価項目設定② 
事前・事後学習 課題決定・整理・計画等の準備、決定後の内容精査等を行う。 

10 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 実習課題について（3） 
授業内容 自主課題決定、課題評価項目設定について施設指導者との打ち合わせ 
事前・事後学習 施設指導者との面談の準備・資料作成、面談後は内容の精査。 

11 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 実習課題について（4） 
授業内容 最終確認（基礎知識の確認・実習準備・必要な物等） 

事前・事後学習 臨地実習要項を読み準備の確認をする、事後はすべての準備を最終確認す
る。 

12 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 成果発表準備（1） 
授業内容 成果報告会準備 ( 資料整理等 ) 
事前・事後学習 成果発表のための実習ノート整理、成果発表内容を整理する。 

13 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 成果発表準備（2） 
授業内容 発表スライド作成 
事前・事後学習 スライド作成に向け実習ノート整理、スライドの精査をする。 

14 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 成果発表 
授業内容 成果報告会 
事前・事後学習 事前にスライドを読み込む、事後は評価を整理する。 

15 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 臨地実習総合評価 
授業内容 臨地実習における課題・評価について 
事前・事後学習 各自の実習ノート整理、総合評価結果を整理する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 給食経営管理論実習Ⅱ 臨地実習の事前準備・施設訪問 
授業内容 施設訪問と挨拶、実習・課題等についての打ち合わせについて 

事前・事後学習 実習の目的、課題等をまとめて授業に臨む、事後は実習の具体的準備に取り
かかる。 

7 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 給食経営管理論実習Ⅱ 臨地実習の事前準備・施設訪問 
授業内容 施設指導者との連絡、相談、報告 ( 課題・準備するものなど ) 

事前・事後学習 事前に施設訪問への準備をする、事後は面接等の内容を整理し教員へ報告
をする。 

8 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 実習課題について（1） 
授業内容 自主課題決定、課題評価項目設定① 
事前・事後学習 課題決定・整理・計画等の準備、決定後の内容精査等を行う。 

9 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 実習課題について（2） 
授業内容 自主課題決定、課題評価項目設定② 
事前・事後学習 課題決定・整理・計画等の準備、決定後の内容精査等を行う。 

10 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 実習課題について（3） 
授業内容 自主課題決定、課題評価項目設定について施設指導者との打ち合わせ 
事前・事後学習 施設指導者との面談の準備・資料作成、面談後は内容の精査。 

11 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 実習課題について（4） 
授業内容 最終確認（基礎知識の確認・実習準備・必要な物等） 

事前・事後学習 臨地実習要項を読み準備の確認をする、事後はすべての準備を最終確認す
る。 

12 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 成果発表準備（1） 
授業内容 成果報告会準備 ( 資料整理等 ) 
事前・事後学習 成果発表のための実習ノート整理、成果発表内容を整理する。 

13 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 成果発表準備（2） 
授業内容 発表スライド作成 
事前・事後学習 スライド作成に向け実習ノート整理、スライドの精査をする。 

14 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 成果発表 
授業内容 成果報告会 
事前・事後学習 事前にスライドを読み込む、事後は評価を整理する。 

15 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 臨地実習総合評価 
授業内容 臨地実習における課題・評価について 
事前・事後学習 各自の実習ノート整理、総合評価結果を整理する。 

 

授業科目 
英語文献講読演習 

担当教員 松川 典子、荒川 義人、津久井 隆行 
Readings in English Nutritional Articles 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 演習 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 ◎  〇     

授業目的 基本的な栄養学・食品学の英単語を理解する。また英語論文などの文献検索方法を習得し、最新の栄養科学論
文に触れることで将来、管理栄養士として必要な英語力を身につける。 

到達目標 
1. 基本的な栄養学の単語を理解する。 
2. 基本的な食品学の単語を理解する。 
3. 英語論文などの文献検索ができる。 
4. 栄養学関連の科学論文を読み要約できる。 

テキスト 教員の配布資料 

参考書 清水雅子「はじめての栄養単語」（講談社サイエンティフィック） 
阿部祚子／正木美知子「英語で読む 21世紀の健康」（講談社） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況をレポート、その他で評価する。 
その他：授業時の発表、取組み姿勢 

レポート 70% 
小テスト  
提出物  
その他 30% 

履修上の 
留意事項 

１．授業前に配布資料の該当ページに目を通し予習する。 
２．授業後には配布資料の配布資料の該当ページに目を通し復習する。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（松川） 

学習の主題 オリエンテーションと英語文献検索方法 
授業内容 英語文献検索方法について理解する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習すること。 

2 
（松川） 

学習の主題 基本的な栄養学英語（１） 
授業内容 基本的な栄養学英単語について解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習すること。 

3 
（松川） 

学習の主題 基本的な栄養学英語（２） 
授業内容 基本的な栄養学英単語について解説する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習すること。 

4 
（松川） 

学習の主題 食品機能学関連の科学論文の要約（１） 
授業内容 自分で検索した食品機能学論文を要約し発表する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習すること。 

5 
（松川） 

学習の主題 食品機能学関連の科学論文の要約（2） 
授業内容 自分で検索した食品機能学論文を要約し発表する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習すること。 

6 
（津久井） 

学習の主題 食品科学論文の要約（１） 
授業内容 食品科学論文を要約し発表する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習すること。 

7 
（津久井） 

学習の主題 食品科学論文の要約（２） 
授業内容 食品科学論文を要約し発表する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習すること。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
（津久井） 

学習の主題 食品科学論文の要約（３） 
授業内容 食品科学論文を要約し発表する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習すること。 

9 
（津久井） 

学習の主題 食品科学論文の要約（４） 
授業内容 食品科学論文を要約し発表する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習すること。 

10 
（津久井） 

学習の主題 食品科学論文の要約（５） 
授業内容 食品科学論文を要約し発表する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習すること。 

11 
（荒川） 

学習の主題 栄養学関連科学論文の要約（１） 
授業内容 栄養学関連科学論文を要約し発表する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習すること。 

12 
（荒川） 

学習の主題 栄養学関連科学論文の要約（２） 
授業内容 栄養学関連科学論文を要約し発表する 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習すること。 

13 
（荒川） 

学習の主題 栄養学関連科学論文の要約（３） 
授業内容 栄養学関連科学論文を要約し発表する 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習すること。 

14 
（荒川） 

学習の主題 栄養学関連科学論文の要約（４） 
授業内容 栄養学関連科学論文を要約し発表する 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習すること。 

15 
（荒川） 

学習の主題 栄養学関連科学論文の要約（５） 
授業内容 栄養学関連科学論文を要約し発表する 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習すること。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
（津久井） 

学習の主題 食品科学論文の要約（３） 
授業内容 食品科学論文を要約し発表する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習すること。 

9 
（津久井） 

学習の主題 食品科学論文の要約（４） 
授業内容 食品科学論文を要約し発表する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習すること。 

10 
（津久井） 

学習の主題 食品科学論文の要約（５） 
授業内容 食品科学論文を要約し発表する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習すること。 

11 
（荒川） 

学習の主題 栄養学関連科学論文の要約（１） 
授業内容 栄養学関連科学論文を要約し発表する。 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習すること。 

12 
（荒川） 

学習の主題 栄養学関連科学論文の要約（２） 
授業内容 栄養学関連科学論文を要約し発表する 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習すること。 

13 
（荒川） 

学習の主題 栄養学関連科学論文の要約（３） 
授業内容 栄養学関連科学論文を要約し発表する 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習すること。 

14 
（荒川） 

学習の主題 栄養学関連科学論文の要約（４） 
授業内容 栄養学関連科学論文を要約し発表する 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習すること。 

15 
（荒川） 

学習の主題 栄養学関連科学論文の要約（５） 
授業内容 栄養学関連科学論文を要約し発表する 
事前・事後学習 プリント内容は必ず予習・復習すること。 

 

授業科目 
地域連携ケア論Ⅲ 

担当教員 針金 佳代子、槌本 浩司、岡本 智子、 
小川 克子 Theory of Community-based Care III 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・３年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 〇 〇 〇  〇 ◎  

授業目的 

「地域連携ケア論Ⅰ～Ⅳ」では、１～４年次を通じて、地域の生活と健康との関連、地域の健康課題と社会
資源、保健医療福祉チームに係る他職種の理解と連携方法、事例からの学びを通して管理栄養士の専門性や役
割理解を深めることを目的とする。そのうち、３年次の本科目では、 
地域連携ケア論Ⅰ・Ⅱでの内容をもとに、他職種・機関との連携・協働の必要性について学修する。 他職種・
機関の機能と役割を復習し、それらが連携・協働して活動を展開する必要性と、その様なシステムを構築する
までのプロセス、そのプロセスにおける必要な要素について実際の活動例をもとに学修する。その学修を通し
て、保健医療チームにおける他職種の理解と共に、保健医療におけるチームアプローチの重要性を理解し、自
身がめざす職業の専門性、役割について考察する。また、当事者である生活者が地域の課題解決のプロセスに
参画することの必要性についても考察する。 

到達目標 

・地域の課題を解決する支援について理解する。 
 ・保健医療福祉チームにおける多職種・機関との連携・協働について理解する。 
 ・住民の健康な生活を支える各種法律、制度（介護保険、健康保険制度、障害者総合支援法等）を 

理解する。 
・地域の健康課題を解決していくために必要なパートナーシップについて理解する。 
・地域で生活する人々が、課題解決のプロセスに主体的に参加する必要性を理解する。 

テキスト 開講時に提示する 
参考書 開講時に提示する 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況を下記の方法で評価する。 
各回、授業内容に応じた小レポートを予定している。その取り組み姿勢と、
記載内容で評価する。詳細は授業の中で説明する。 

レポート  
小テスト  
提出物 100% 
その他  

履修上の 
留意事項 地域連携ケア論Ⅰ・Ⅱと一体の科目として学習すること。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（針金） 

学習の主題 授業ガイダンス 

授業内容 ガイダンス。「地域連携ケア論Ⅱ」の振り返り。生活を支える専門職の専門
性と役割とは何か 

事前・事後学習 授業前にシラバスを読んでおくこと。授業後には、配付資料を確認し、内
容を復習すること。 

２ 
（槌本） 

学習の主題 多職種・機関との連携・協働 

授業内容 保健医療福祉チームにおける各保健医療専門職者、多機関の役割、連携、
協働の必要性を理解する 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

３ 
（岡本） 

学習の主題 多職種・機関との連携・協働に参画している専門職者からの講話   
授業内容 多職種・機関との連携・協働の実際について 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

４ 
（小川） 

学習の主題 地域ケアを支える各民生委員・民生児童委員からの講話 

授業内容 民生委員・民生児童委員の役割と多職種・機関との連携・協働の実際につ
いて 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

５ 
（槌本） 

学習の主題 住民の健康な生活を支える各種法律、制度  
授業内容 介護保険、健康保険制度、障害者総合支援法などについて理解する 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

６ 
（小川） 

学習の主題 住民参画とパートナーシップ 

授業内容 住民が地域の課題解決のために専門職と協働し、専門職が住民とパートナ
ーシップを築くことの重要性について 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

７ 
（岡本） 

学習の主題 保健医療福祉チームにおける多職種と住民とのパートナーシップについて 
Ⅰ 

授業内容 保健医療福祉チームにおける多職種と住民とのパートナーシップについ
て。自分自身が目指す職業の専門性について気づきの共有（その１） 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

８ 
（針金） 

学習の主題 保健医療福祉チームにおける多職種と住民とのパートナーシップについて 
Ⅱ 

授業内容 保健医療福祉チームにおける多職種と住民とのパートナーシップについ
て。自分自身が目指す職業の専門性について気づきの共有（その２） 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

４ 
（小川） 

学習の主題 地域ケアを支える各民生委員・民生児童委員からの講話 

授業内容 民生委員・民生児童委員の役割と多職種・機関との連携・協働の実際につ
いて 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

５ 
（槌本） 

学習の主題 住民の健康な生活を支える各種法律、制度  
授業内容 介護保険、健康保険制度、障害者総合支援法などについて理解する 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

６ 
（小川） 

学習の主題 住民参画とパートナーシップ 

授業内容 住民が地域の課題解決のために専門職と協働し、専門職が住民とパートナ
ーシップを築くことの重要性について 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

７ 
（岡本） 

学習の主題 保健医療福祉チームにおける多職種と住民とのパートナーシップについて 
Ⅰ 

授業内容 保健医療福祉チームにおける多職種と住民とのパートナーシップについ
て。自分自身が目指す職業の専門性について気づきの共有（その１） 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

８ 
（針金） 

学習の主題 保健医療福祉チームにおける多職種と住民とのパートナーシップについて 
Ⅱ 

授業内容 保健医療福祉チームにおける多職種と住民とのパートナーシップについ
て。自分自身が目指す職業の専門性について気づきの共有（その２） 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

 

授業科目 
給食経営管理論実習Ⅱ 

担当教員 山部 秀子、渡辺 いつみ Field Practice in Nutrition and Food Service 
Management Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   ◎ ◎  〇 〇 

ねらい 
給食業務を行うために必要な、食事の計画や調理を含めた給食サービス提供に関する技術を修得するために実
践の場で学修する。給食の運営に必要な給食費、献立作成、材料発注、検収、食数管理、調理作業、配膳など
の基本的業務に関する実務を理解する。学校、高齢者・介護施設等において実習し、それぞれの施設の特徴に
あわせた給食の運営について、管理栄養士の業務や役割を実践の場で学修する。 

実習目標 
1．給食の運営に必要な給食費、献立作成、材料発注、検収、食数管理、調理作業、配膳などの基本的業務に
ついて具体的に説明できる。 

2．施設の特徴に応じた給食の運営について具体的に説明できる。 
実習内容  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 

100% 

目標の達成状況を下記の点から評価し、60 点以上を合格とする 
①提出物 20 点：（実習の目的、課題の提出）  
②その他 80 点(配点は以下の通り) 
・実習施設指導者の評価 30 点 
・実習ノートの内容が的確に記載されている 30 点 
・実習報告書内容(目的や課題の達成について) 
評価（発表含む）20 点 

レポート 
小テスト 
提出物 

その他 

履修上の 
留意事項 

1．臨地実習はオリエンテーション、臨地実習、事後指導の３つの括りで実施する。 
2．本実習は総合演習Ⅰにおいて、事前準備等を行い、成果発表をおこなう。 
3．給食経営管理論や関連科目で学修したことが基礎となるため、事前に学修すること。 
4．社会人として実践の場で責任を果たすことを自覚し、自己管理を厳しく行うこと。 
5．不明な点等については調べる(質問する等を含む)、問題点を明確にし、正しい知識を取得しておくこと。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から臨地実習への準備、実習内容、注意点などについて具体的に授業を行い、各自が安心し
て実習に取り組めるよう指導する。また実習施設においては施設職員、管理栄養士などの実務指導者から実践
的な指導を受けることによって管理栄養士の業務が具体的に理解できる授業である。 

実習方法 

具体的内容についてはオリエンテーションで説明する。 
1．オリエンテーション 
臨地実習の進め方について 
2．実習 
施設 ( 小学校、特別養護老人ホーム等 ) における実習 (45 時間 ) 
3．実習ノート等の提出、総合演習Ⅰにおいて成果発表 

実習施設 高齢者福祉施設等の給食提供施設 

 

栄
養
学
科

三

年

次

247



栄
養
学
科

三

年

次

248



授業科目 
食品機能学 

担当教員 松川 典子 
Food Functional Science 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 2単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 〇  ◎    〇 

授業目的 
近年、食品は 3つの機能性から評価され、とくに生理機能については、健康維持・増進、疾病の予防・症状の
改善を目的とした食品成分の活用、あるいは食品開発などの側面から注目されている。本講義では、生理機能
に関与する食品成分について、その効果、作用機序を教授し、管理栄養士に求められる食品の生理機能に関す
る知識の修得、その種の情報を適切に判断するための能力を最新エビデンスに基づき身につける。 

到達目標 
1. 機能性食品に対する行政上の位置づけ、法的規制、表示等を説明できる。 
2. 生理機能を発揮する食品成分の種類、作用のメカニズムを説明できる。 
3. 新たな開発が進む様々な機能性食品を科学的に説明できる。 

テキスト 青柳康夫「食品機能学」（建帛社） 
※その他、配布プリント 

参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80％ 

目標の到達状況を宿題型のレポートと、講義最終回に実施するまとめの試
験によって評価する。 

レポート 20％ 
小テスト  
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 関連科目の内容を復習した上で授業に臨むこと 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、食品機能学の基礎知識に加え、これまでの研究成果などを織り交ぜ、機能性食品やそ
のメカニズムについて理解しやすいように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 食品機能学 
授業内容 食品機能学の講義概論、ガイダンス 

事前・事後学習 食べ物の成り立ち・食品科学を復習しておくこと。シラバスを読んでおくこ
と。 

2 
学習の主題 機能性食品 
授業内容 保健機能食品の制度、対象食品について 
事前・事後学習 テキストを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

3 
学習の主題 栄養表示基準 
授業内容 食品表示法について 
事前・事後学習 テキストを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

4 
学習の主題 栄養機能食品 
授業内容 栄養機能食品の制度、対象食品について 
事前・事後学習 テキストを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

5 
学習の主題 特定保健用食品 
授業内容 特定保健用食品の制度、対象食品について 
事前・事後学習 テキストを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

6 
学習の主題 抗酸化性機能成分 
授業内容 活性酸素、抗酸化メカニズム、抗酸化を有する食品について 
事前・事後学習 テキストを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

7 
学習の主題 難消化性・微生物活性機能 1 
授業内容 食物繊維の働きについて 
事前・事後学習 テキストを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 難消化性・微生物活性機能 2 
授業内容 難消化性炭水化物の働きについて 
事前・事後学習 テキストを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

9 
学習の主題 脂質代謝関連機能 
授業内容 中鎖脂肪酸・植物ステロールの機能について 
事前・事後学習 テキストを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

10 
学習の主題 食品中の味成分 
授業内容 味覚、味物質について 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

11 
学習の主題 食品中の香り成分 
授業内容 嗅覚、香り成分について 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

12 
学習の主題 食品中の色素成分 
授業内容 色素成分とそれらを含む食品について 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

13 
学習の主題 血糖値上昇阻害機能 
授業内容 血糖値上昇抑制成分の種類と作用機構について 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

14 
学習の主題 血圧上昇阻害機能 
授業内容 血圧上昇抑制成分の種類と作用機構について 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

15 
学習の主題 アレルギー起因食品・試験 
授業内容 アレルギー起因食材、表示制度について、全体のまとめ 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。14回目までの内容を復習しておくこと。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 難消化性・微生物活性機能 2 
授業内容 難消化性炭水化物の働きについて 
事前・事後学習 テキストを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

9 
学習の主題 脂質代謝関連機能 
授業内容 中鎖脂肪酸・植物ステロールの機能について 
事前・事後学習 テキストを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

10 
学習の主題 食品中の味成分 
授業内容 味覚、味物質について 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

11 
学習の主題 食品中の香り成分 
授業内容 嗅覚、香り成分について 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

12 
学習の主題 食品中の色素成分 
授業内容 色素成分とそれらを含む食品について 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

13 
学習の主題 血糖値上昇阻害機能 
授業内容 血糖値上昇抑制成分の種類と作用機構について 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

14 
学習の主題 血圧上昇阻害機能 
授業内容 血圧上昇抑制成分の種類と作用機構について 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

15 
学習の主題 アレルギー起因食品・試験 
授業内容 アレルギー起因食材、表示制度について、全体のまとめ 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。14回目までの内容を復習しておくこと。 

 

授業科目 

管理栄養士総合演習 

担当教員 

坂本 恵、荒川 義人、岡本 智子、 
久保 ちづる、千葉 仁志、千葉 昌樹、 
濱岡 直裕、百々瀬 いづみ、山部 秀子、 
金髙 有里、松川 典子、津久井 隆行、 
槌本 浩司、渡辺 いつみ 

Practical Seminar of Registered Dietetics 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4年次・通年 選択・必修 必修 

授業形態 演習 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   ◎ ◎ ◎ 〇 〇 

授業目的 
専門教育科目の学修を通し、４年間で修得してきた管理栄養士に必要な基礎教育科目と専門教育科目の関連性
を理解したうえで、食と健康に関する問題点や疑問点を明確にし、修得した各科目を横断的かつ総合的に判断
し、問題解決する能力を身につける。また、４年間の成果の総仕上げと位置づけ、修得した知識と技術を統合
し、管理栄養士として社会で活躍できる実践力を再確認し、補足する。 

到達目標 
1. 専門基礎科目・専門科目における学修目標を習得している。 
2. 各科目を横断して、問題解決できる総合的な能力を身につけている。 
3. 卒業後の置かれた立場で、管理栄養士として、職務を実践できる基礎的な知識と技術を身につけている。 
4. 管理栄養士国家試験合格のための総合力を修得する。 

テキスト 資料を配布する。 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

到達状況を小テストおよび取り組み姿勢により総合的に評価する。 
模擬試験、補講等を実施するので必ず出席すること。  
その他：取り組み姿勢 

レポート  
小テスト 70% 
提出物  
その他 30% 

履修上の 
留意事項 

管理栄養士の国家試験の対策として重要な科目である。必ず出席し努力を継続して実力アップをはかること。
模擬試験などの成績は変動するが、点数より努力を継続することが国家試験合格の道となる。補講等は必ず受
講する事が基本事項である。臨地実習や就活などで欠席する場合は必ずその旨を教員に連絡すること。進捗状
況等により補講内容等の順序が変更になることがある。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（坂本） 

学習の主題 ガイダンス 
授業内容 管理栄養士総合演習について 
事前・事後学習 国家試験について事前学修、事後は自分の勉強法について計画を立てる 

2 
（松川） 

学習の主題 管理栄養士に必要な基礎的な知識について 

授業内容 管理栄養士の仕事と国家試験のための知識の関連について 
専門科目の知識の確認と補講（基礎栄養学） 

事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

3 
（濱岡） 

学習の主題 専門基礎科目の知識の確認 
授業内容 専門基礎科目の補講（社会環境と健康） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

4 
（千葉仁） 

学習の主題 専門基礎科目の知識の確認 
授業内容 専門基礎科目の補講（人体の構造と機能及び疾病の成り立ち） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

5 
（金髙） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門基礎科目の補講（人体の構造と機能及び疾病の成り立ち） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

6 
（津久井） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門基礎科目の補講（人体の構造と機能及び疾病の成り立ち） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

 

栄
養
学
科

四

年

次

251



学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
（荒川） 

学習の主題 専門基礎科目の知識の確認 
授業内容 専門基礎科目の補講（食べ物と健康） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

8 
（千葉昌） 
（百々瀬） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（応用栄養学、栄養教育論） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

9 
（岡本） 
（久保） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（臨床栄養学） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

10 
（槌本） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講 ( 公衆栄養学 ) 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

11 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（給食経営管理論） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

12 
（久保） 
（岡本） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（臨床栄養学） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

13 
（久保） 
（岡本） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（臨床栄養学） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

14 
（槌本） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（公衆栄養学） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

15 
（山部） 
（渡辺）  

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（給食経営管理論） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各 1 時間ほど要する 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
（荒川） 

学習の主題 専門基礎科目の知識の確認 
授業内容 専門基礎科目の補講（食べ物と健康） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

8 
（千葉昌） 
（百々瀬） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（応用栄養学、栄養教育論） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

9 
（岡本） 
（久保） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（臨床栄養学） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

10 
（槌本） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講 ( 公衆栄養学 ) 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

11 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（給食経営管理論） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

12 
（久保） 
（岡本） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（臨床栄養学） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

13 
（久保） 
（岡本） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（臨床栄養学） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

14 
（槌本） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（公衆栄養学） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

15 
（山部） 
（渡辺）  

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（給食経営管理論） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各 1 時間ほど要する 

 

授業科目 
臨床栄養学Ⅳ 

担当教員 岡本 智子 
Clinical Nutrition Ⅳ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎  〇  

授業目的 

内分泌疾患、電解質異常、がん、手術・周術期患者の管理、クリティカルケア、摂食機能の障害、身体・知的
障害、乳幼児・小児疾患、妊産婦・授乳婦の疾患、老年症候群等の疾患等について病態別栄養ケア・マネジメ
ント（栄養スクリーニング、栄養アセスメント、栄養ケア計画、実施、評価、フィードバック）の方法を修得
する。栄養管理計画作成に必要な情報収集と理由、情報にもとづく栄養評価、栄養診断、栄養ケア計画の作成
とその根拠、モニタリング、評価・計画の作成について学修する。さらに、チーム医療における管理栄養士の
役割（実践症例の栄養評価及び栄養計画の作成・マネジメント）、他専門職との連携等について具体的に理解
を深める。 

到達目標 

1．臨床栄養学Ⅱ、Ⅲにあげた到達目標を達成したうえで、さらに今回学修した疾患について知識を積み上げ
て修得している。 

2．がんの化学療法と栄養管理の問題点、解決法等を考えることができる。 
3．高齢者の栄養管理における問題点と解決法等を考えることができる 
4．妊娠期・周産期の栄養管理と問題点、解決等を考えることができる。 
5．クリティカルケアにおける栄養管理について説明できる。 
6．食物アレルギーについて理解でき具体的な食事の管理を中心とした栄養管理ができる 

テキスト 開講時に提示する 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況を下記の方法で評価する。 
課題レポート：50％ 
小テスト：30％ 
その他：20％ 授業態度で評価する 

レポート 50% 
小テスト 30% 
提出物  
その他 20% 

履修上の 
留意事項 各授業の前後に１～２時間の予習・復習を要する。興味を持って、積極的に授業に参加してほしい。 

実務経験を 
活かした教育内容 

高度な栄養管理が必要な疾患を臨床の現場をイメージさせながら、症例をもとに講義を進め、また具体的な栄
養ケアが実践できるように課題を出しながら、技術やスキルを身につけていくように授業を進めていく 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 疾患・病態別栄養管理（1） 

授業内容 臨床栄養学Ⅲの振り返り、この授業の目的、授業の流れ、次回までの課題の
実践方法、レポート提出について 

事前・事後学習 シラバス、教科書を確認して授業の準備をする。授業内容を確認し復習し、
予習する。 

2 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（2） 
授業内容 内分泌疾患（甲状腺・副甲状腺・副腎） 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

3 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（3） 
授業内容 Ⅰ型糖尿病、小児糖尿病 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

4 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（4） 
授業内容 小児の疾患における栄養管理 先天性代謝異常  
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

5 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（5） 
授業内容 妊産婦の疾患：妊娠高血圧、妊娠糖尿病 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（6） 
授業内容 症候・症状の原因、鑑別法と栄養障害の評価（フィジカルアセスメント） 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

7 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（７） 
授業内容 肝臓・膵臓疾患 代償期・非代償期の栄養管理 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

8 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（8） 
授業内容 がんの栄養管理 ：化学療法、放射線療法、悪液質 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

9 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（9） 
授業内容 がんの栄養管理とチーム医療（緩和ケアチーム） 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

10 

学習の主題 疾患・病態別栄養管理（10） 

授業内容 高齢者の栄養管理 1：ロコモティブシンドローム、サルコペニア、フレイル
ティ、認知症、骨粗しょう症 

事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

11 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（11） 
授業内容 高齢者の栄養管理とチーム医療 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

12 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（12） 
授業内容 周術期における栄養管理 電解質異常、アシドーシス・アルカローシス 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

13 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（13） 
授業内容 クリティカルケア：ICU・CCU における栄養管理とチーム医療 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

14 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（14） 
授業内容 摂食機能障害、身体・知的障害 口蓋裂・顎裂 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

15 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（15） 
授業内容 食物アレルギー  
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（6） 
授業内容 症候・症状の原因、鑑別法と栄養障害の評価（フィジカルアセスメント） 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

7 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（７） 
授業内容 肝臓・膵臓疾患 代償期・非代償期の栄養管理 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

8 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（8） 
授業内容 がんの栄養管理 ：化学療法、放射線療法、悪液質 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

9 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（9） 
授業内容 がんの栄養管理とチーム医療（緩和ケアチーム） 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

10 

学習の主題 疾患・病態別栄養管理（10） 

授業内容 高齢者の栄養管理 1：ロコモティブシンドローム、サルコペニア、フレイル
ティ、認知症、骨粗しょう症 

事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

11 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（11） 
授業内容 高齢者の栄養管理とチーム医療 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

12 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（12） 
授業内容 周術期における栄養管理 電解質異常、アシドーシス・アルカローシス 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

13 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（13） 
授業内容 クリティカルケア：ICU・CCU における栄養管理とチーム医療 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

14 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（14） 
授業内容 摂食機能障害、身体・知的障害 口蓋裂・顎裂 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

15 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（15） 
授業内容 食物アレルギー  
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

 

授業科目 
臨床栄養学実習Ⅲ 

担当教員 岡本 智子 
Clinical Nutrition Practicum Ⅲ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎  ◎ 〇 

授業目的 

提示された合併症を伴う複雑な困難症例について、栄養ケア計画の作成に必要な情報を整理し、栄養アセスメ
ントを行う。栄養アセスメントの総合評価として徴候・症状等の基礎データを整理し、プロブレムリスト作成
する。それらをふまえて栄養ケア計画を作成するとともに、モニタリング、評価・計画の作成、チーム医療に
おける栄養管理の展開と手順について実習を通して理解する。提示された症例についての栄養ケア計画から評
価、チーム医療における展開について、プレゼンテーションを行う。発表後はグループディスカッションによ
って、臨床現場における実践力、応用力を養う。 

到達目標 

1. 栄養ケアプロセスが理解できる基本的な疾患症例について栄養アセスメント、栄養ケア計画の作成する
ことができる。 
2. 基本的な疾患症例や合併症を伴う疾患、また病態の変化にあわせた栄養障害疾患症例を対象にについて栄
養アセスメント・栄養診断、栄養ケア計画作成し、モニタリング・評価が実施できる。 
3. 対象者の QOL を考慮し、栄養ケア計画作成と栄養、食事療法を実践すべき献立の評価を行なうことが出
来る。 
4. 提示症例の栄養評価、ケア計画をチーム医療の場で根拠に基づいて説明することができる。 
5. 提示症例について、口頭及びポスターなどで症例報告のプレゼンテーションができる。 
 

テキスト 栄養管理プロセス 国際標準化のための栄養ケアプロセス用語マニュアル 日本栄養士会 
※授業時、あらためて提示する。 

参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況を下記の方法で評価する。 
課題レポート 50％ 
その他：発表 50％で評価する。 

レポート 50％ 
小テスト  
提出物  
その他 50％ 

履修上の 
留意事項 各授業の前後に１～２時間の予習・復習を要する。興味を持って、積極的に授業に参加してほしい。 

実務経験を 
活かした教育内容 

修得した栄養管理の知識や技術が、実際の臨床の現場で具体的にどのように活用され、活かされているのか、
その結果として栄養サポートを受けた患者の状態がどのように変化していくのか、疾患ごとに症例を踏まえ、
臨床現場をイメージさせながら授業を進める 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 ガイダンス 授業の目的 
授業内容 職業倫理 守秘義務 栄養ケア・マネジメントについて  
事前・事後学習 シラバス、教科書を確認して授業の準備をする 

2 
学習の主題 栄養ケアプロセス（栄養アセスメント、栄養診断、評価、モニタリング）  
授業内容 病棟に行く準備 栄養評価 患者への説明など  
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

3 
学習の主題 糖尿病と栄養管理（1） 
授業内容 長期コントロール不良糖尿病患者の栄養食事指導１ 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

4 
学習の主題 糖尿病と栄養管理（2） 
授業内容 長期コントロール不良糖尿病患者の栄養食事指導２プレゼンテーション 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

5 

学習の主題 糖尿病と栄養管理（3） 

授業内容 長期コントロール不良糖尿病患者の栄養食事指導３評価とディスカッショ
ン 

事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
学習の主題 消化器術後栄養管理（1） 
授業内容 胃がん切除後おける栄養管理 ① 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

7 
学習の主題 消化器術後の栄養管理（2） 
授業内容 胃がん切除における栄養管理 ②プレゼンテーション ディスカッション 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

8 
学習の主題 低栄養と栄養管理（1） 
授業内容 低栄養（PEM）：褥瘡併発症例の栄養管理１ 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

9 
学習の主題 低栄養と栄養管理（2） 
授業内容 低栄養（PEM）：褥瘡併発症例の栄養管理２プレゼンテーション 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

10 
 

学習の主題 低栄養と栄養管理（3） 
授業内容 低栄養（PEM）：褥瘡併発症例の栄養管理３評価とディスカッション 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

11 
学習の主題 肝硬変症と栄養管理（1） 
授業内容 低栄養：肝硬変症例の栄養管理 ① 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

12 
学習の主題 肝硬変症と栄養管理（2） 
授業内容 低栄養：肝硬変症例の栄養管理 ②のまとめとプレゼンテーション 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

13 
学習の主題 肝硬変症と栄養管理（3） 
授業内容 低栄養：肝硬変症例の栄養管理 ③評価とディスカッション 
事前・事後学習 これまでの内容を確認し、試験の準備をする。 

14 

学習の主題 栄養投与方法 

授業内容 栄養投与方法の確認：濃厚流動 . 輸液の実際 ( シミュレーター、ポンプ、
輸液セット ) 

事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

15 

学習の主題 栄養投与方法 

授業内容 栄養投与方法の確認：濃厚流動 . 輸液の実際 ( シミュレーター、ポンプ、
輸液セット ) 

事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
学習の主題 消化器術後栄養管理（1） 
授業内容 胃がん切除後おける栄養管理 ① 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

7 
学習の主題 消化器術後の栄養管理（2） 
授業内容 胃がん切除における栄養管理 ②プレゼンテーション ディスカッション 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

8 
学習の主題 低栄養と栄養管理（1） 
授業内容 低栄養（PEM）：褥瘡併発症例の栄養管理１ 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

9 
学習の主題 低栄養と栄養管理（2） 
授業内容 低栄養（PEM）：褥瘡併発症例の栄養管理２プレゼンテーション 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

10 
 

学習の主題 低栄養と栄養管理（3） 
授業内容 低栄養（PEM）：褥瘡併発症例の栄養管理３評価とディスカッション 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

11 
学習の主題 肝硬変症と栄養管理（1） 
授業内容 低栄養：肝硬変症例の栄養管理 ① 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

12 
学習の主題 肝硬変症と栄養管理（2） 
授業内容 低栄養：肝硬変症例の栄養管理 ②のまとめとプレゼンテーション 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

13 
学習の主題 肝硬変症と栄養管理（3） 
授業内容 低栄養：肝硬変症例の栄養管理 ③評価とディスカッション 
事前・事後学習 これまでの内容を確認し、試験の準備をする。 

14 

学習の主題 栄養投与方法 

授業内容 栄養投与方法の確認：濃厚流動 . 輸液の実際 ( シミュレーター、ポンプ、
輸液セット ) 

事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

15 

学習の主題 栄養投与方法 

授業内容 栄養投与方法の確認：濃厚流動 . 輸液の実際 ( シミュレーター、ポンプ、
輸液セット ) 

事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

 

授業科目 
栄養サポートチーム論 

担当教員 岡本 智子、久保 ちづる、 
看護学科教員 Theory of Nutrition Support Team 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 演習 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 〇  ◎ 〇 

授業目的 栄養サポートチーム(ＮＳＴ)の活動現場を知り、チーム医療連携における専門職としての基本的な知識、技術、
態度を学ぶ。 

到達目標 

ＮＳＴ活動におけるチーム医療連携の意義を説明できる。 
ＮＳＴのケアを必要とする対象者に対して管理栄養士としてアセスメント、栄養計画立案、評価を行うことが
できる。 
チームとして機能するために、他職種とのコミニュニケーションの重要性を理解する。 
課題にむけて専門職種間で連携するための役割を理解し行動に結び付けることができる。 

テキスト  
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

到達目標の達成度をレポート、課題内容(提出物)で評価する。 
レポート 20％ 
小テスト  
提出物 80％ 
その他  

履修上の 
留意事項 具体的症例の提示と多職種での検討 

実務経験を 
活かした教育内容 実務経験をもとに具体的事例を示しながら理解を深める。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 チーム医療の理解についてⅠ 
授業内容 ガイダンス。チーム医療とは何か。 
事前・事後学習 事前にシラバスを読んでおく。 

2 

学習の主題 チーム医療の理解についてⅡ 

授業内容 専門職が共労することの意義を考える。チーム医療に関わる診療報酬につ
いて。 

事前・事後学習 配付資料を確認し、内容を復習する。 

3 
学習の主題 チーム医療の理解についてⅢ 
授業内容 チーム医療における各職種の役割(管理栄養士の役割を知るなど) 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。課題にしっかり取り組む。 

4 
学習の主題 栄養サポートチームの活動を理解するⅠ 
授業内容 栄養障害のある傷病者の栄養アセスメントと栄養計画について学ぶ。 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。課題にしっかり取り組む。 

5 
学習の主題 栄養サポートチームの活動を理解するⅡ 
授業内容 傷病者の栄養摂取方法について知識を深める(経口、経腸、経静脈) 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。課題にしっかり取り組む。 

6 
学習の主題 症例に基づく栄養管理を学ぶⅠ 
授業内容 グループで困難症例に対する栄養評価と栄養ケア計画を立案する。 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。課題にしっかり取り組む。 

7 
学習の主題 症例に基づく栄養管理を学ぶ 
授業内容 グループごとに症例栄養ケア計画について発表準備を行う。 
事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を確認する。課題にしっかり取り組む。 

  

栄
養
学
科

四

年

次

257



学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 症例に基づく栄養管理を学ぶ 
授業内容 グループごとの発表とディスカッション。教員からのアドバイス。 
事前・事後学習 これまでの授業内容、資料を整理する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 症例に基づく栄養管理を学ぶ 
授業内容 グループごとの発表とディスカッション。教員からのアドバイス。 
事前・事後学習 これまでの授業内容、資料を整理する。 

 

授業科目 
地域栄養活動演習 

担当教員 槌本 浩司 
Community Nutritional Program Practicum 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 演習 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 〇  〇  ◎   

授業目的 

地域栄養活動の基本は、地域に住む全ての人々の健康・生活の質向上という目的をもって、地域の活動体を組
織し、健康の保持・増進に他職種と連携して取り組むことである。地域栄養活動における各種サービスやプロ
グラムの調整、社会資源の活用、栄養情報の管理、コミュニケーションの管理の仕組みについて、実際の事例
をもとに学修する。また、札幌市等の公表データをもとに、アセスメント、課題抽出、目標設定、媒体作成、
模擬活動等を通して実践力を身につける。 

到達目標 

1. 健康増進プログラムの対象・目的を理解している。 
2. 集団の食事評価についての方法を説明できる。 
3. 地域、職場等における食生活改善プログラムを作成できる。 
4. 統計的なデータをもとに、集団を評価することができる。 
5. プレゼンテーション力を身につけている。 

テキスト 1．加島浩子、森脇弘子編「ウエルネス公衆栄養学」（医歯薬出版） 
2．他にテーマごとにプリントを配布する。 

参考書 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会 監修「食事調査マニュアル」（南山堂）  
※その他、開講時に掲示する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況をレポート、提出物、その他で評価する。 
その他：課題、活動に取り組む姿勢 20％ 

活動報告発表（内容含む）20％ 

レポート 30% 
小テスト  
提出物 30% 
その他 40% 

履修上の 
留意事項 

実践的な学修であり学外の方々に接する機会等がある、社会人としての基本的姿勢、礼儀をもって対応するこ
とは勿論、十分に事前学修、知識の整理をしておくことが必要である。 活動報告等に要する授業時間の割り
振りは履修者数により変動することがある。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、地域における健康栄養マネジメント全般の内容を演習に織り交ぜながら、地域栄養活
動の実践について理解しやすいように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 ガイダンス 
授業内容 地域栄養活動とは 
事前・事後学習 事前にプリントや教科書を読んでおく 

2 
学習の主題 地域における健康・栄養活動① 
授業内容 活動の実践と展開の方法について 
事前・事後学習 事前配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

3 
学習の主題 地域における健康・栄養活動② 
授業内容 活動の目的、地域の診断について、情報の収集について 
事前・事後学習 事前配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

4 
学習の主題 参考資料等からデータを読む① 
授業内容 札幌市等の公表資料などから必要なデータを読みとる 
事前・事後学習 事前配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

5 
学習の主題 参考資料等からデータを読む② 
授業内容 公表データを例に、データの読み方、扱い方について学ぶ 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

6 
学習の主題 地域栄養活動、事業計画案作成事前準備について 
授業内容 対象、課題、グループ等の決定について 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 地域栄養活動、事業計画案作成 
授業内容 事業計画プログラム ( 調査、アセスメント、評価アンケート ) 等の作成 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

8 
学習の主題 地域栄養活動演習① 
授業内容 事業プログラムの実践 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

9 
学習の主題 地域栄養活動演習② 
授業内容 事業プログラムの実践、結果のまとめ 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

10 
学習の主題 発表資料、配布資料作成 
授業内容 地域における活動をまとめ、報告書作成、発表資料作成 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

11 
学習の主題 活動報告① 
授業内容 地域栄養活動についてのグループ発表 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

12 
学習の主題 活動報告② 
授業内容 地域栄養活動についてのグループ発表 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

13 
学習の主題 活動報告③ 
授業内容 地域栄養活動についてのグループ発表 
事前・事後学習 事前配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

14 
学習の主題 活動報告④ 
授業内容 地域栄養活動についてのグループ発表 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

15 
学習の主題 まとめ 
授業内容 活動報告についての総評、地域活動の課題について 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 地域栄養活動、事業計画案作成 
授業内容 事業計画プログラム ( 調査、アセスメント、評価アンケート ) 等の作成 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

8 
学習の主題 地域栄養活動演習① 
授業内容 事業プログラムの実践 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

9 
学習の主題 地域栄養活動演習② 
授業内容 事業プログラムの実践、結果のまとめ 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

10 
学習の主題 発表資料、配布資料作成 
授業内容 地域における活動をまとめ、報告書作成、発表資料作成 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

11 
学習の主題 活動報告① 
授業内容 地域栄養活動についてのグループ発表 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

12 
学習の主題 活動報告② 
授業内容 地域栄養活動についてのグループ発表 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

13 
学習の主題 活動報告③ 
授業内容 地域栄養活動についてのグループ発表 
事前・事後学習 事前配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

14 
学習の主題 活動報告④ 
授業内容 地域栄養活動についてのグループ発表 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

15 
学習の主題 まとめ 
授業内容 活動報告についての総評、地域活動の課題について 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

 

授業科目 

総合演習Ⅱ 

担当教員 

百々瀬 いづみ、荒川 義人、岡本 智子、
久保 ちづる、坂本 恵、千葉 仁志、 
千葉 昌樹、濱岡 直裕、山部 秀子、 
金髙 有里、松川 典子、津久井 隆行、 
槌本 浩司、渡辺 いつみ 

Practical Seminar of Nutrition Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 演習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

 〇 〇 〇 〇 〇 ◎ ◎ 

授業目的 

卒業にあたり、各専門分野を横断して、専門分野で修得した基礎知識や技術に加え、臨地実習を通して実践的
に修得した知識・技術、管理栄養士としての役割の理解をふまえて、グループワークで課題に取り組み、知識・
技術を統合し、応用・活用して課題解決を図るとともに、この過程を通してコミュニケーション能力、お互い
の知識・技術の交換や役割分担等、基礎的能力に加えてさらに各自が管理栄養士としての能力を高めることを
目的とする。複数の教員の指導により各専門分野の知識を統合して演習形式で学修を進める。 

到達目標 管理栄養士として活動できる基礎的な能力に加えて活用・応用できる能力が身についている。 
テキスト 資料を配布する。 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  目標の達成状況を下記の視点から評価する。 

・提出物：分野ごとに課題に沿った資料作成を課す。 
（レポート・プレゼンテーション資料等） 

・その他：授業時の発表、取り組み姿勢を評価する。 
 

レポート  
小テスト  
提出物 50% 
その他 50% 

履修上の 
留意事項 

1. 各分野の苦手、理解不足などを解消するために事前に自習して、積極的にとりくむこと。 
2. 目標を共有し、メンバーが役割を分担しチームワークで成果を出すように考えることが必要です。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
 (百々瀬) 

(坂本) 
(松川) 

学習の主題 ガイダンス、フードサイエンスⅠ 
授業内容 総合演習の概要 
事前・事後学習 事前・事後学習に各 1 時間ほど要する 

2・３ 
(津久井) 
(金髙) 
(荒川) 

学習の主題 フードサイエンスⅡ 

授業内容 食品機能開発について  
健康増進・疾病予防と食品の機能 

事前・事後学習 事前・事後学習に各 1 時間ほど要する 
４・５ 
(槌本) 
(濱岡) 
(山部) 
(渡辺) 

学習の主題 栄養疫学 

授業内容 データの収集、管理、応用について 
EBM にもとづいた評価、治療について、具体的なデータの扱い方 

事前・事後学習 事前・事後学習に各 1 時間ほど要する 
6～8 

(百々瀬) 
(久保) 

(千葉(仁)) 
 (千葉(昌))  

学習の主題 栄養教育 

授業内容 ライフステージと栄養教育 
根拠にもとづいた栄養教育の実施、事例研究 

事前・事後学習 事前・事後学習に各 1 時間ほど要する 

9～12 
(久保) 
(岡本) 

(千葉(仁)) 
(山部) 
(渡辺) 

学習の主題 臨床栄養学 

授業内容 
疾患・病態別栄養ケア・マネジメント 
根拠にもとづいた栄養管理 
事例研究 
NST の実践、末期患者、高齢者、障害者等の栄養管理 

事前・事後学習 事前・事後学習に各 1 時間ほど要する 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

13～15 
(千葉(昌)) 

 (坂本) 
 (百々瀬) 

(槌本) 

学習の主題 地域社会における栄養活動 

授業内容 地域社会における栄養活動 
根拠にもとづいた地域の評価、栄養活動 

事前・事後学習 事前・事後学習に各 1 時間ほど要する 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

13～15 
(千葉(昌)) 

 (坂本) 
 (百々瀬) 

(槌本) 

学習の主題 地域社会における栄養活動 

授業内容 地域社会における栄養活動 
根拠にもとづいた地域の評価、栄養活動 

事前・事後学習 事前・事後学習に各 1 時間ほど要する 

 

授業科目 

卒業研究 

担当教員 

坂本 恵、荒川 義人、岡本 智子、 
久保 ちづる、千葉 仁志、千葉 昌樹、 
百々瀬 いづみ、山部 秀子、金髙 有里、 
松川 典子、津久井 隆行、槌本 浩司、 
渡辺 いつみ 

Graduation Study 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4年次・通年 選択・必修 選択 

授業形態 演習 単位数 2単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 〇  ◎    〇 

授業目的 
管理栄養士としての専門分野において修得した知識等を総合的に活用し、研究課題を設定、研究計画作成、資
料の収集、実験や資料の分析、報告書の作成、デスカッションなどを繰り返しながら、最終的な成果を発表す
るとともに論文を作成する。社会で求められる専門職業人としての研究能力を修得する。 

到達目標 
1. 研究テーマについて専門的に追求し、研究成果を口頭で発表するとともに論文にまとめる。 
2. 卒業研究を通して、発想力、分析力、問題解決能力を身につける。 
3. 実験・調査・ゼミ活動、発表を通してコミュニケーション力、プレゼンテーション力を身につける。 
4. 事象について、多くの人に理解されるような客観的な見解をまとめ、記述ができる力を身につける。 

テキスト 資料を配布する。各自のテーマが決定してから、ゼミ等を通して参考書等を検索する。 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況を下記の方法で評価する。 
提出物：研究テーマに関するレポートと調査計画書 10％ 
その他：研究に対する取組姿勢 40％、口頭発表 10％、 

研究論文内容 40％ 

レポート  
小テスト  
提出物 10% 
その他 90% 

履修上の 
留意事項 

卒業研究は各自がテーマを決定し、予備研究、本研究等を通して科学研究の方法を学びながら、研究論文完成
へつなげてゆく。ゼミ発表、実験、調査、研究発表、論文作成について各自が積極的にとりくむ必要性から、
研究内容によって個別対応になることがある。各自、授業外学習時間は必須である。進捗状況により内容が前
後することがある。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 オリエンテーション 
授業内容 卒業研究とは、研究テーマの検討について 
事前・事後学習 事前学習として研究テーマについて調べておくこと 

2 
学習の主題 研究方法について 
授業内容 研究方法の検討、文献検索について 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

3 
学習の主題 研究計画について 
授業内容 文献資料収集、研究計画作成について 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

4 
学習の主題 研究計画検討① 
授業内容 研究テーマに沿った研究計画を作成し、検討する 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

5 
学習の主題 研究計画検討② 
授業内容 研究テーマに沿った研究計画を作成、検討する 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

6 
学習の主題 研究計画書確定 
授業内容 研究テーマに沿った研究計画書を確定する 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 

学習の主題 研究活動① 

授業内容 研究計画に基づき、テーマに沿った予備調査・実験等の準備を含む研究活動
等 

事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

8 
学習の主題 研究活動② 
授業内容 テーマに沿った予備調査・実験等の準備を含む研究活動等 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

9 
学習の主題 研究活動③ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

10 
学習の主題 研究活動④ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

11 
学習の主題 研究活動⑤ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

12 
学習の主題 研究活動⑥ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

13 
学習の主題 研究活動⑦ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

14 
学習の主題 研究活動⑧ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

15 
学習の主題 研究活動⑨ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理・分析等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

16 

学習の主題 研究活動⑩ 

授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理・分析等）、ゼミ内の中
間報告準備 

事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

17 
学習の主題 研究活動⑪ 
授業内容 ゼミ内、研究中間報告 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

18 
学習の主題 研究活動⑫ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理・分析等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

19 
学習の主題 研究活動⑬ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理・分析等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

20 
学習の主題 研究活動⑭ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理・分析等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

21 
学習の主題 研究活動⑮ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理・分析等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 

学習の主題 研究活動① 

授業内容 研究計画に基づき、テーマに沿った予備調査・実験等の準備を含む研究活動
等 

事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

8 
学習の主題 研究活動② 
授業内容 テーマに沿った予備調査・実験等の準備を含む研究活動等 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

9 
学習の主題 研究活動③ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

10 
学習の主題 研究活動④ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

11 
学習の主題 研究活動⑤ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

12 
学習の主題 研究活動⑥ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

13 
学習の主題 研究活動⑦ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

14 
学習の主題 研究活動⑧ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

15 
学習の主題 研究活動⑨ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理・分析等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

16 

学習の主題 研究活動⑩ 

授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理・分析等）、ゼミ内の中
間報告準備 

事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

17 
学習の主題 研究活動⑪ 
授業内容 ゼミ内、研究中間報告 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

18 
学習の主題 研究活動⑫ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理・分析等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

19 
学習の主題 研究活動⑬ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理・分析等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

20 
学習の主題 研究活動⑭ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理・分析等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

21 
学習の主題 研究活動⑮ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理・分析等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

22 

学習の主題 研究活動⑯ 

授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理・分析等から結果・考察
作成） 

事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

23 

学習の主題 研究活動⑰ 

授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理・分析等から結果・考察
作成） 

事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

24 
学習の主題 研究報告会準備① 
授業内容 発表スライドの作成 
事前・事後学習 事前・事後学習に 1 ～ 2 時間程度要する 

25 
学習の主題 研究報告会準備② 
授業内容 発表スライドについて、ゼミ発表 
事前・事後学習 事前・事後学習に 1 ～ 2 時間程度要する 

26 
学習の主題 研究報告会 
授業内容 研究成果報告会 
事前・事後学習 事前・事後学習に 1 ～ 2 時間程度要する 

27 
学習の主題 卒業研究論文作成① 
授業内容 成果発表会等の結果をふまえ論文を作成する 
事前・事後学習 成果報告会における指摘事項の再確認をしておくこと 

28 
学習の主題 卒業研究論文作成② 
授業内容 卒業研究論文の作成 
事前・事後学習 作成した内容の確認、今後の予定の確認と以降の作成に 3 時間程度要する 

29 
学習の主題 卒業研究論文作成③ 
授業内容 卒業研究論文の作成 
事前・事後学習 引き続き内容確認、作成に 3 時間程度要する 

30 
学習の主題 卒業研究論文作成④ 
授業内容 卒業研究論文の完成 
事前・事後学習 作成した内容について読み込み、確認し提出するため３時間程度要する 
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授業科目 
地域連携ケア論Ⅳ 

担当教員 針金 佳代子、槌本 浩司、岡本 智子、 
百々瀬 いづみ、小川 克子、他 Theory of Community-based Care IV 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・４年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 〇 〇 〇  〇 ◎ 〇 

授業目的 

「地域連携ケア論Ⅰ～Ⅳ」では、１～４年次を通じて、地域の生活と健康との関連、地域の健康課題と社会
資源、保健医療福祉チームに係る他職種の理解と連携方法、事例からの学びを通して管理栄養士の専門性や役
割理解を深めることを目的とする。そのうち、４年次の本科目では、地域連携ケア論Ⅰ～Ⅲで学んだ内容を活
用しながら、提示された事例が、住み慣れた地域社会で自分らしく生活するために、どのような支援やシステ
ムが必要なのかを具体的に考え、解決策を提示する。その過程で、学生自身が目指す専門職の立場から、どの
ような役割を担うことができるかについて考察を深める 

到達目標 
・地域で生活する人々の視点で、事例の生活上、および健康上の課題を明らかにできる。 
・事例の課題解決のために必要な支援や地域ケアシステム・ネットワークについて提言できる。 
・専門職としての多職種連携のあり方を通して、自己の課題を考察できる。 

テキスト 開講時に提示する 
参考書 開講時に提示する 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況を下記の方法で評価する。 
各回、授業内容に応じた小レポートを予定している。その取り組み姿勢と、
記載内容で評価する。詳細は授業の中で説明する。 

レポート  
小テスト  
提出物 100％ 
その他  

履修上の 
留意事項 地域連携ケア論Ⅰ～Ⅲと一体の科目として学習すること。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（針金） 

学習の主題 授業ガイダンス 

授業内容 ガイダンス。「地域連携ケア論Ⅰ～Ⅲ」の振り返り。地域における生活者の
健康課題と健康生活を支える専門職の専門性と役割について 

事前・事後学習 授業前にシラバスを読んでおくこと。授業後には、配付資料を確認し、内
容を復習すること。 

２ 
（槌本） 

学習の主題 地域における生活者の支援 Ⅰ 
授業内容 地域における生活者の事例紹介 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

３ 
（岡本） 

学習の主題 地域における生活者の支援 Ⅱ 
授業内容 地域における生活者の健康課題の発見についてⅠ 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

４ 
（百々瀬） 

学習の主題 地域における生活者の支援 Ⅲ  
授業内容 地域における生活者の健康課題の発見についてⅡ 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

５ 
（小川） 

学習の主題 地域における生活者の支援 Ⅳ 
授業内容 事例が抱える健康課題解決のための支援についてⅠ 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 
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授業科目 
地域連携ケア論Ⅳ 

担当教員 針金 佳代子、槌本 浩司、岡本 智子、 
百々瀬 いづみ、小川 克子、他 Theory of Community-based Care IV 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・４年次・後期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 1単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

〇 〇 〇 〇  〇 ◎ 〇 

授業目的 

「地域連携ケア論Ⅰ～Ⅳ」では、１～４年次を通じて、地域の生活と健康との関連、地域の健康課題と社会
資源、保健医療福祉チームに係る他職種の理解と連携方法、事例からの学びを通して管理栄養士の専門性や役
割理解を深めることを目的とする。そのうち、４年次の本科目では、地域連携ケア論Ⅰ～Ⅲで学んだ内容を活
用しながら、提示された事例が、住み慣れた地域社会で自分らしく生活するために、どのような支援やシステ
ムが必要なのかを具体的に考え、解決策を提示する。その過程で、学生自身が目指す専門職の立場から、どの
ような役割を担うことができるかについて考察を深める 

到達目標 
・地域で生活する人々の視点で、事例の生活上、および健康上の課題を明らかにできる。 
・事例の課題解決のために必要な支援や地域ケアシステム・ネットワークについて提言できる。 
・専門職としての多職種連携のあり方を通して、自己の課題を考察できる。 

テキスト 開講時に提示する 
参考書 開講時に提示する 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況を下記の方法で評価する。 
各回、授業内容に応じた小レポートを予定している。その取り組み姿勢と、
記載内容で評価する。詳細は授業の中で説明する。 

レポート  
小テスト  
提出物 100％ 
その他  

履修上の 
留意事項 地域連携ケア論Ⅰ～Ⅲと一体の科目として学習すること。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（針金） 

学習の主題 授業ガイダンス 

授業内容 ガイダンス。「地域連携ケア論Ⅰ～Ⅲ」の振り返り。地域における生活者の
健康課題と健康生活を支える専門職の専門性と役割について 

事前・事後学習 授業前にシラバスを読んでおくこと。授業後には、配付資料を確認し、内
容を復習すること。 

２ 
（槌本） 

学習の主題 地域における生活者の支援 Ⅰ 
授業内容 地域における生活者の事例紹介 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

３ 
（岡本） 

学習の主題 地域における生活者の支援 Ⅱ 
授業内容 地域における生活者の健康課題の発見についてⅠ 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

４ 
（百々瀬） 

学習の主題 地域における生活者の支援 Ⅲ  
授業内容 地域における生活者の健康課題の発見についてⅡ 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

５ 
（小川） 

学習の主題 地域における生活者の支援 Ⅳ 
授業内容 事例が抱える健康課題解決のための支援についてⅠ 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

６ 
（槌本） 

学習の主題 地域における生活者の支援 Ⅴ 
授業内容 事例が抱える健康課題解決のための支援についてⅡ 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

７ 
（岡本） 

学習の主題 地域における生活者の支援 Ⅵ 
授業内容 事例が抱える健康課題解決のために必要な支援やシステムについて 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

８ 
（針金） 

学習の主題 地域における生活者の支援 Ⅶ 
授業内容 専門職としての多職種連携のあり方と自己の課題について 

事前・事後学習 授業前に前回の学習内容を復習すること。授業後には、内容を復習するこ
と。 

 

栄
養
学
科

四

年

次

267



授業科目 
給食経営管理論実習Ⅲ 

担当教員 山部 秀子、渡辺 いつみ Field Practice in Nutrition and Food Service 
Management Ⅲ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4 年次・通年 選択・必修 選択必修 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎ 〇 〇 ◎ 

ねらい 

給食の運営や関連の資材（設備、食材、人材、情報、資金等）を総合的に判断して、栄養面、安全面、経済面
全般のマネジメント能力を実践の場において養い、マーケティングの原理、給食の組織や運営管理等が実践の
場でどのように活用されているのか等を実践的に学修し、学内で学んだ知識と技術の統合を図る。また施設利
用者の特徴を考慮したうえで喫食状況の把握、栄養・食事管理、食材管理、作業管理の分析、衛生管理、衛生
教育、経営分析等を通して課題を発見し、問題解決のための検討などについて実践の場で学修する。さらに他
部署・部門、多職種との連携をはかるための方法や管理栄養士の役割を学修する。 

実習目標 
1. 高齢者施設における栄養ケア・マネジメントの基礎的知識、技術について説明できる。 
2. 高齢者の栄養管理において重要な課題をあげ、その解決のため計画を立案できる。 
3. 多職種連携における管理栄養士の役割を説明できる。 
4. 高齢者の通所介護の概要について説明できる。 

実習内容 実習ノートを配布する。必要に応じて資料を配布する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 

100％ 

目標の到達状況を下記の方法で評価する。 
提出物：20 点（実習の目的、自主課題、施設課題） 
その他：施設指導者の評価 30 点 
実習ノートの内容 30 点  
実習報告書実習の目的、課題の達成度について（発表含む）20 点 

レポート 
小テスト 
提出物 
その他 

履修上の 
留意事項 

臨地実習で身につけた知識や技術をさらに定着させ、より深く管理栄養士の業務を理解するために、積極的に
取り組むこと。高齢者施設の概要や食事などについて、今まで学修したことを復習、整理しておくこと。高齢
者の特徴や対応等についても十分事前学習して臨むこと。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、臨地実習において学修する内容や準備について具体的に指導する。また臨地実習では
実務を行っている施設職員や管理栄養士の実践的な指導により、管理栄養士としての職務や役割等について実
習を通して実践的に学ぶことが出来る。 

実習方法 

実習内容についてはオリエンテーションで説明する。 
 
1．オリエンテーション  
給食経営管理学Ⅲ臨地実習について  
事前準備  
実習施設指導者との事前打ち合わせ  
実習施設管内概要の把握 
課題（自主課題または実習施設からの提示課題）の準備 

 
2．実習 
実習施設（特別養護老人ホーム、介護福祉施設等）における実習 ( 45 時間 ) 

 
3．事後指導  
実習成果のまとめ  
実習報告会の準備  
実習報告会での発表 

実習施設 札幌市内の特別養護老人ホーム、介護老人福祉施設等の給食提供施設 
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授業科目 
給食経営管理論実習Ⅲ 

担当教員 山部 秀子、渡辺 いつみ Field Practice in Nutrition and Food Service 
Management Ⅲ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4 年次・通年 選択・必修 選択必修 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   〇 ◎ 〇 〇 ◎ 

ねらい 

給食の運営や関連の資材（設備、食材、人材、情報、資金等）を総合的に判断して、栄養面、安全面、経済面
全般のマネジメント能力を実践の場において養い、マーケティングの原理、給食の組織や運営管理等が実践の
場でどのように活用されているのか等を実践的に学修し、学内で学んだ知識と技術の統合を図る。また施設利
用者の特徴を考慮したうえで喫食状況の把握、栄養・食事管理、食材管理、作業管理の分析、衛生管理、衛生
教育、経営分析等を通して課題を発見し、問題解決のための検討などについて実践の場で学修する。さらに他
部署・部門、多職種との連携をはかるための方法や管理栄養士の役割を学修する。 

実習目標 
1. 高齢者施設における栄養ケア・マネジメントの基礎的知識、技術について説明できる。 
2. 高齢者の栄養管理において重要な課題をあげ、その解決のため計画を立案できる。 
3. 多職種連携における管理栄養士の役割を説明できる。 
4. 高齢者の通所介護の概要について説明できる。 

実習内容 実習ノートを配布する。必要に応じて資料を配布する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 

100％ 

目標の到達状況を下記の方法で評価する。 
提出物：20 点（実習の目的、自主課題、施設課題） 
その他：施設指導者の評価 30 点 
実習ノートの内容 30 点  
実習報告書実習の目的、課題の達成度について（発表含む）20 点 

レポート 
小テスト 
提出物 
その他 

履修上の 
留意事項 

臨地実習で身につけた知識や技術をさらに定着させ、より深く管理栄養士の業務を理解するために、積極的に
取り組むこと。高齢者施設の概要や食事などについて、今まで学修したことを復習、整理しておくこと。高齢
者の特徴や対応等についても十分事前学習して臨むこと。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、臨地実習において学修する内容や準備について具体的に指導する。また臨地実習では
実務を行っている施設職員や管理栄養士の実践的な指導により、管理栄養士としての職務や役割等について実
習を通して実践的に学ぶことが出来る。 

実習方法 

実習内容についてはオリエンテーションで説明する。 
 
1．オリエンテーション  
給食経営管理学Ⅲ臨地実習について  
事前準備  
実習施設指導者との事前打ち合わせ  
実習施設管内概要の把握 
課題（自主課題または実習施設からの提示課題）の準備 

 
2．実習 
実習施設（特別養護老人ホーム、介護福祉施設等）における実習 ( 45 時間 ) 

 
3．事後指導  
実習成果のまとめ  
実習報告会の準備  
実習報告会での発表 

実習施設 札幌市内の特別養護老人ホーム、介護老人福祉施設等の給食提供施設 

 

授業科目 
公衆栄養学実習Ⅱ 

担当教員 槌本 浩司 
Public Health Nutrition Practicum Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4 年次・通年 選択・必修 選択必修 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

   ◎  〇 〇 ◎ 

ねらい 

保健所や保健センター等において、地域保健活動における各所の役割や機能、地域住民を対象とした栄養管理
に関わる管理栄養士の業務を実践的に学修する。国の健康増進施策等が地方公共団体でどのように計画、施策
化、実践されているのかを学修する。また、住民への栄養・食生活の改善に関する事業を実践の場で体験し、
様々な栄養関連サービスを必要とする人々に気づき、地域診断の結果から地域の優先的な健康・栄養課題を明
確にし、課題解決にむけたプログラムの作成・実施・評価などについて学修し、実践活動の場で今まで修得し
た知識および技術の統合を図る。 

実習目標 

1. 公衆衛生行政を理解している。 
2. 住民の健康増進事業を通して栄養改善業務および栄養行政の概要を把握し説明できる。 
3. 地域保健活動・健康づくり対策を理解している。 
4. 地域保健活動・健康づくり対策が多職種連携により行われていることを理解している。 
5. 地域栄養計画の立案、活動の進め方、評価、健康増進事業、地区組織の育成を体得している。 

実習内容 保健所または保健センターにおける実習 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 

100% 
目標の到達状況を下記の方法で評価する。 
実習先の評価 40％、 
実習記録 20％、 
報告書（成果発表を含む）40％ 

レポート 
小テスト 
提出物 
その他 

履修上の 
留意事項 

1. 臨地実習はオリエンテーション、臨地実習、事後指導の３つの括りで実施する。 
2. 実習の準備・事後の整理は協力して行うこと。 
3. 実習保健所管内および保健センターの概要を把握しておくこと。 
4. 自身の実習課題を明確化し、到達目標を立て、効果的な実習となるよう臨むこと。 
5. 事前学習ノートの整理、報告書の作成は速やかに行い提出すること。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、地域における健康増進施策など、公衆栄養活動の実践に必要な知識について理解しや
すいように授業を行います。 

実習方法 

実習内容についてはオリエンテーションで説明します。 
 
1．オリエンテーション  
公衆栄養学臨地実習について  
事前準備 実習施設指導者との事前打ち合わせ  
実習施設管内概要の把握 
課題（自主課題または実習施設からの提示課題）の準備 

 
2．実習 
実習施設（保健所、保健センター）における実習（45 時間） 

 
3．事後指導  
実習成果のまとめ  
実習報告会の準備  
実習報告会での発表 

実習施設 北海道保健所、札幌保健所・保健センター 
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授業科目 
臨床栄養学実習Ⅳ 

担当教員 久保 ちづる、岡本 智子 
Field Practice in Clinical Nutrition Ⅳ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4 年次・通年 選択・必修 必修 

授業形態 実習 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

        

ねらい 

傷病者の病態や栄養状態の特徴に基づいた栄養状態の評価・判定を行い適切な栄養管理について、実践の場で
学修する。施設組織内の栄養部門の概要や位置づけ、疾患やライフステージにより栄養管理が異なること、チ
ーム医療・多職種の連携を経験し、地域医療や在宅医療等についても学修する。学内で修得した知識や技術を
臨床の場で統合して、課題発見・気づき、どのような対応が必要なのかなどの課題解決を通して、臨床におけ
る管理栄養士としての様々な活動を学び、卒業後臨床の現場において実践・応用できる能力を身につける。 

実習目標 

1. 実践活動の場において、専門職業人としての職業倫理、社会的使命について説明できる。 
2. 実践活動の場において、課題発見・問題解決への取り組みを行うことができる。 
3. 栄養管理業務において、適切なマネジメントを行うための専門的な知識や技術について説明できる。 
4. チーム医療における管理栄養士の役割について説明できる。 
5. 地域医療や在宅医療の概要について説明できる。 

実習内容  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 

100% 
目標の到達状況を下記の方法で評価する。 
提出物：実習ノート 20％  
その他：実習指導施設指導者の評価 40％、発表 40％ 

レポート 
小テスト 
提出物 
その他 

履修上の 
留意事項 

1．臨地実習はオリエンテーション、臨地実習、事後指導の３つの括りで実施する。 
2．オリエンテーションは重要である、施設等の特徴を学修しておくこと。 
3．実習課題については実習施設指導者に相談、検討すること。 
4．実習記録の記入・整理・報告は速やかに行い、提出すること。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から臨床現場での実習生指導時の経験を織り交ぜながら、充実した臨地実習ができるように
必要とされる知識、技術、礼儀、コミュニケーション力について指導します。 

実習方法 

1．オリエンテーション  
臨床栄養学実習について 
事前準備 
臨床栄養学実習施設との事前打ち合わせの概要・その他 
実習における留意事項 

 
2．実習 
実習施設 ( 医療施設 ) における実習 (90 時間 ) 

 
3．事後指導  
実習成果のまとめ 
実習報告会の準備 
実習報告会の発表 

実習施設 札幌市内医療施設等 
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授業科目 
臨床栄養学実習Ⅳ 

担当教員 久保 ちづる、岡本 智子 
Field Practice in Clinical Nutrition Ⅳ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4 年次・通年 選択・必修 必修 

授業形態 実習 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

        

ねらい 

傷病者の病態や栄養状態の特徴に基づいた栄養状態の評価・判定を行い適切な栄養管理について、実践の場で
学修する。施設組織内の栄養部門の概要や位置づけ、疾患やライフステージにより栄養管理が異なること、チ
ーム医療・多職種の連携を経験し、地域医療や在宅医療等についても学修する。学内で修得した知識や技術を
臨床の場で統合して、課題発見・気づき、どのような対応が必要なのかなどの課題解決を通して、臨床におけ
る管理栄養士としての様々な活動を学び、卒業後臨床の現場において実践・応用できる能力を身につける。 

実習目標 

1. 実践活動の場において、専門職業人としての職業倫理、社会的使命について説明できる。 
2. 実践活動の場において、課題発見・問題解決への取り組みを行うことができる。 
3. 栄養管理業務において、適切なマネジメントを行うための専門的な知識や技術について説明できる。 
4. チーム医療における管理栄養士の役割について説明できる。 
5. 地域医療や在宅医療の概要について説明できる。 

実習内容  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 

100% 
目標の到達状況を下記の方法で評価する。 
提出物：実習ノート 20％  
その他：実習指導施設指導者の評価 40％、発表 40％ 

レポート 
小テスト 
提出物 
その他 

履修上の 
留意事項 

1．臨地実習はオリエンテーション、臨地実習、事後指導の３つの括りで実施する。 
2．オリエンテーションは重要である、施設等の特徴を学修しておくこと。 
3．実習課題については実習施設指導者に相談、検討すること。 
4．実習記録の記入・整理・報告は速やかに行い、提出すること。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から臨床現場での実習生指導時の経験を織り交ぜながら、充実した臨地実習ができるように
必要とされる知識、技術、礼儀、コミュニケーション力について指導します。 

実習方法 

1．オリエンテーション  
臨床栄養学実習について 
事前準備 
臨床栄養学実習施設との事前打ち合わせの概要・その他 
実習における留意事項 

 
2．実習 
実習施設 ( 医療施設 ) における実習 (90 時間 ) 

 
3．事後指導  
実習成果のまとめ 
実習報告会の準備 
実習報告会の発表 

実習施設 札幌市内医療施設等 

 

授業科目 
臨床栄養学実習Ⅴ 

担当教員 久保 ちづる、岡本 智子 
Field Practice in Clinical Nutrition Ⅴ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4 年次・通年 選択・必修 選択 

授業形態 実習 単位数 2 単位 

学科ディプロ
マポリシー 

DP1-1 DP1-2 DP2 DP3 DP4-1 DP4-2 DP5 DP6 

        

ねらい 

傷病者の病態や栄養状態の特徴に基づいた栄養状態の評価・判定を行い適切な栄養管理について、実践の場で
学修する。施設組織内の栄養部門の概要や位置づけ、疾患やライフステージにより栄養管理が異なること、チ
ーム医療・多職種の連携を経験し、ＮＳＴで介入する合併症を伴う複雑な症例についても学修する。学内で修
得した知識や技術を臨床の場で統合して、課題発見・気づき、どのような対応が必要なのかなどの課題解決を
通して、臨床における管理栄養士としての様々な活動を学び、卒業後臨床の現場において実践・応用できる能
力を身につける。 

実習目標 

1. 実践活動の場において、専門職業人としての職業倫理、社会的使命について説明できる。 
2. 実践活動の場において、課題発見・問題解決への取り組みを行うことができる。 
3. 栄養管理業務において、適切なマネジメントを行うための専門的な知識や技術について説明できる。 
4. チーム医療における管理栄養士の役割について説明できる。 
5. 複雑な症例について栄養評価、栄養計画の作成ができる。 

実習内容  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 

100% 
目標の到達状況を下記の方法で評価する。 
提出物：実習ノート 20％ 
その他：実習指導施設指導者の評価 40％、発表 40％ 

レポート 
小テスト 
提出物 
その他 

履修上の 
留意事項 

1. 臨地実習はオリエンテーション、臨地実習、事後指導の３つの括りで実施する。 
2. オリエンテーションは重要である、施設等の特徴を学修しておくこと。 
3. 実習課題については実習施設指導者に相談、検討すること。 
4. 実習記録の記入・整理・報告は速やかに行い、提出すること。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から臨床現場での実習生指導時の経験を織り交ぜながら、充実した臨地実習ができるように
必要とされる知識、技術を課題症例のについて指導します。 

実習方法 

患者の栄養評価、栄養計画、栄養療法の実施及び経過観察などについて、実習施設指導者の指示に従い、臨床
現場での実際業務について体験し学ぶ。 
 
１．オリエンテーション 
臨床栄養学実習について 
事前準備 
臨床栄養学実習施設との事前打ち合わせの概要・その他 
実習における留意事項 

 
２．実習 
実習施設（医療施設）における実習（90 時間） 

 
３．事後指導 
実習成果のまとめ 
実習報告会の準備 
実習報告会の発表 

実習施設 札幌市内医療施設等 
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授業科目 
教職概論 

担当教員 所 伸一、前田 賢次 
Introduction to Teaching Profession 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 2単位 

授業目的 

（1）栄養教諭の仕事を知り、専門へのあこがれや自覚をもつ。 
（2）学校教師というものに期待されてきた役割とそれをめぐる対立など現在の教職制度の概要を知り、社会
的な責任のある素晴らしい専門職であることを学ぶ。 

（3）職業準備としてだけではない教職課程の意義、教師の仕事の内実と成立条件と職場の構造、学び続ける
教師として育つことへの期待などを教育学の新しい接近法から学ぶ。 

到達目標 
教師の仕事・地位などへの歴史的・社会的期待の存在と共に、その仕事そのもののおもしろさ、難しさ、子供
とともに得られる喜びなどを知り、文明的に高度化する社会において学び続ける姿勢と方法を身につけた教師
を目指す自覚を育む。 

テキスト 講義時に資料を配布する。 

参考書 

1. 岩田・高野編「教職論」（学文社） 
2. 姉崎・大野・近藤編「教職への道しるべ」（八千代出版） 
3.「小学校学習指導要領」（文部科学省） 
4.「中学校学習指導要領」（文部科学省） 
5.「学び続ける教師の養成」（大阪大学出版会）他 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 50% 

提出物：毎回講義終了に提出される振り返りシート  
その他：講義中に設ける討論の参加度 

レポート  
小テスト  
提出物 20% 
その他 30% 

履修上の 
留意事項 授業中または復習により生じた疑問はその都度担当教員に質問をすること 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（所） 

学習の主題 始めに 
授業内容 栄養教諭とは何か、および本講概要 
事前・事後学習 事後学習：講義ノートのまとめ 

2 
（所） 

学習の主題 教師とは何か 
授業内容 歴史の経験と世界の動向から 
事前・事後学習 事後学習：講義資料の復習と推薦図書の読書 

3 
（前田） 

学習の主題 教師の具体的な仕事について 

授業内容 教師の一日のタイムスケジュールや校務分掌等の業務全般について把握す
る 

事前・事後学習 事後学習：講義ノートのまとめ 

4 
（前田） 

学習の主題 現代の求められる教師像と現実の間で 
授業内容 教師の資質として求められていることと現実としての教師の困難について 
事前・事後学習 事後学習：講義ノートのまとめ 

5 
（前田） 

学習の主題 教員の資質形成デザインに見る教員の養成・採用・研修をめぐって 
授業内容 教員の資質形成施策の概要について把握する 
事前・事後学習 事後学習：講義ノートのまとめ 

6 
（前田） 

学習の主題 教育のライフコースとライフステージについて 
授業内容 教師になっていくとはどういうことか、二つの視点から考える 
事前・事後学習 事後学習：講義ノートのまとめ 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
（前田） 

学習の主題 学校における栄養教諭の位置と可能性 
授業内容 カリキュラムマネージメントの視点から 
事前・事後学習 事後学習：講義ノートのまとめ 

8 
（前田） 

学習の主題 栄養教諭の教育実践事例 
授業内容 食育に関わって知識獲得と態度形成を実現する教育実践について学ぶ 
事前・事後学習 課題ワークシートの作成 

9 
（前田） 

学習の主題 保護者との連携の必要性と具体的事例 
授業内容 学校・教師と保護者との関係づくりの事例について学ぶ 
事前・事後学習 課題ワークシートの作成 

10 
（前田） 

学習の主題 教師の同僚性と協働の具体的事例 
授業内容 チーム学校と同僚性の二つの視点から教師の協働について考える 
事前・事後学習 小レポート 

11 
（前田） 

学習の主題 地域や学校外の人材や諸機関との協働の具体的事例 
授業内容 開かれた教育課程開発の具体的事例について学ぶ 
事前・事後学習 小レポート 

12 
（前田） 

学習の主題 学校での安全と安心を保障するための取り組み事例 
授業内容 復興教育や食育の事例から学ぶ 
事前・事後学習 小レポート 

13 
（所） 

学習の主題 教職の制度、教師の責任 1 
授業内容 種類と制度、地位の保障と「公僕」性 
事前・事後学習 事後学習：資料の理解と感想・意見のまとめ 

14 
（所） 

学習の主題 教職の制度、教師の責任 2 
授業内容 創造性（自由）と責任、教化は避けられるか 
事前・事後学習 事後学習：資料の理解と感想・意見のまとめ 

15 
（所） 

学習の主題 まとめ 
授業内容 専門・技能の獲得と人間力形成への期待 
事前・事後学習 大学生活への新たな観点についてまとめること 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
（前田） 

学習の主題 学校における栄養教諭の位置と可能性 
授業内容 カリキュラムマネージメントの視点から 
事前・事後学習 事後学習：講義ノートのまとめ 

8 
（前田） 

学習の主題 栄養教諭の教育実践事例 
授業内容 食育に関わって知識獲得と態度形成を実現する教育実践について学ぶ 
事前・事後学習 課題ワークシートの作成 

9 
（前田） 

学習の主題 保護者との連携の必要性と具体的事例 
授業内容 学校・教師と保護者との関係づくりの事例について学ぶ 
事前・事後学習 課題ワークシートの作成 

10 
（前田） 

学習の主題 教師の同僚性と協働の具体的事例 
授業内容 チーム学校と同僚性の二つの視点から教師の協働について考える 
事前・事後学習 小レポート 

11 
（前田） 

学習の主題 地域や学校外の人材や諸機関との協働の具体的事例 
授業内容 開かれた教育課程開発の具体的事例について学ぶ 
事前・事後学習 小レポート 

12 
（前田） 

学習の主題 学校での安全と安心を保障するための取り組み事例 
授業内容 復興教育や食育の事例から学ぶ 
事前・事後学習 小レポート 

13 
（所） 

学習の主題 教職の制度、教師の責任 1 
授業内容 種類と制度、地位の保障と「公僕」性 
事前・事後学習 事後学習：資料の理解と感想・意見のまとめ 

14 
（所） 

学習の主題 教職の制度、教師の責任 2 
授業内容 創造性（自由）と責任、教化は避けられるか 
事前・事後学習 事後学習：資料の理解と感想・意見のまとめ 

15 
（所） 

学習の主題 まとめ 
授業内容 専門・技能の獲得と人間力形成への期待 
事前・事後学習 大学生活への新たな観点についてまとめること 

 

授業科目 
教育原理 

担当教員 所 伸一 
Principles of Education 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1単位 

授業目的 
近代教育思想の精髄を欧米・日本ともに紹介し、明治以降の教育課題と方法の模索を概観する。現代に至るま
での人間像と教育内容・学力観の変遷を示し、戦前・戦後の「新教育」の試みも取り上げる。学力低下問題、
学校と地域・家庭との関わり、食育・環境教育等の必要を社会の動きと共に取り上げ、その理想の模索を伝え
る。これらを通して教育に可能なことを考えていく。折にふれて、意見交流の場を設ける。 

到達目標 
教育に関する歴史や思想を概観し、教育学的な視点から人間の特質や人間らしさの本質を把握し、人間の発達
を社会の発展との関連で捉え、教育の本質と目的を学修する。これからの教育の在り方を考えるために、歴史
の中での教育、学校教育の意義、高学歴社会の現実と課題、社会生活の豊かさと教育の課題、国際化の時代と
教育、現代社会と教師など、現代の教育活動が直面する諸問題を理解する。 

テキスト 講義時に資料を配布する。 

参考書 
1．古沢・米田編「教育史」（学文社）     2．木村元「学校の戦後史」（岩波新書） 
3．門脇厚同「子供の社会力」（岩波新書） 4．門脇厚同「社会力を育てる」（岩波新書） 
5．「小学校学習指導要領」（文部科学省）  6．「中学校学習指導要領」（文部科学省） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 50% 

提出物：毎回講義終了に提出される振り返りシート 
その他：講義中に設ける討論の参加度 

レポート  
小テスト  
提出物 20% 
その他 30% 

履修上の 
留意事項 授業中または復習により生じた疑問はその都度担当教員に質問をすること 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 教育の理念 
授業内容 現代に生きる教育思想：コメニウス、ペスタロッチ、デューイ他 
事前・事後学習 事後学習：講義のまとめ。教材の古典を自分で手に取ってみる 

2 

学習の主題 教育の歴史 1 

授業内容 日本の公教育の開始から戦前まで：国作り・学校作りと人格の独立の葛藤
（「学制」と福沢諭吉、夏目漱石、内村鑑三、他） 

事前・事後学習 事後学習：講義のまとめ。教材の古典を自分で手に取ってみる 

3 
学習の主題 教育の歴史 2 
授業内容 日本の「新教育」と戦後の教育課程：新しい人格像と地域学校作りの模索 
事前・事後学習 事後学習：講義教材の内容と現状を付き合わせ自分の言葉にしてみること 

4 
学習の主題 日本の課題 
授業内容 学力 1- 学習指導要領と変遷 
事前・事後学習 事後学習：講義のまとめ 

5 
学習の主題 グループ討議 
授業内容 戦後日本が目指した教育とは何であったか 
事前・事後学習 事後学習：自分の感想と意見をまとめる 

6 
学習の主題 日本の課題 
授業内容 学力 2- 学力低下問題、地域・家庭と学習意欲。各地の取り組み事例 
事前・事後学習 事後学習：自分の感想と意見をまとめる 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 日本の課題 
授業内容 総合的な教育主題ーキャリア教育・食育・環境教育・グローバル教育、他 
事前・事後学習 事後学習：新しい課題と自分の学習・研究の方針をまとめる 

8 
学習の主題 まとめとグループ討議 
授業内容 教育の本質と教育の仕事を考える 
事前・事後学習 事後学習：討論を通して自身の見方を深め、まとめること 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 日本の課題 
授業内容 総合的な教育主題ーキャリア教育・食育・環境教育・グローバル教育、他 
事前・事後学習 事後学習：新しい課題と自分の学習・研究の方針をまとめる 

8 
学習の主題 まとめとグループ討議 
授業内容 教育の本質と教育の仕事を考える 
事前・事後学習 事後学習：討論を通して自身の見方を深め、まとめること 

 

授業科目 
教育制度論 

担当教員 高嶋 真之 
System of Education 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・1年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1単位 

授業目的 

学校教育は国家的な事業であり、教育法・制度・政策のもとで実施されている。この講義では、まず現代日本
の学校教育制度、教育行財政の仕組みのうち、基本的な要素を取り上げて概観し、それらの制度等の意義を確
認するとともに、あわせて課題についても検討する。また、学校教育に関わる課題に対して、現在行われてい
る学校づくり、教育実践の取り組み事例を紹介し、学校改善や教育活動を進める際にしてもつべき視点や方法
を考察する。 

到達目標 
教育に関する法制、教育政策の形成過程、文部科学省・地方教育委員会など、教育行政の基本的な組織、およ
び最近の教育政策（制度改革）について学び、これらの政策・制度の意義および現在生じている課題について
理解する。また、今日の教育政策と教育改革、地域や学校レベルでの取り組みを知り、学校と教育をよりよく
するために求められること、また学校と教職員がなすべきこと、なしうることを具体的に構想する。 

テキスト 1．横井敏郎「教育行政学：子ども・若者の未来を拓く（第３版）」（八千代出版） 

参考書 1．小玉・鈴木・降旗編著「持続可能な未来のための教育制度論」（学文社） 
2．川口洋誉、中山弘之編著「未来を創る教育制度論」（北樹出版） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  小テストは基本事項の理解度を測ります。 

提出物は、小レポートです。講義内容に関しどんな考察をしたかを論じても
らいます。 
レポートの評価基準は、①自分の言葉で考察しているか②論理的に主張を
展開できているか、です。 

レポート  
小テスト 50% 
提出物 50% 
その他  

履修上の 
留意事項 

講義内容について理解の定着を図るために、前回の講義内容について感想レポートの提出を求めるか、理解 
度を測るための小テストを行います。特に講義後の復習を重視して、次の講義にのぞんでください。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 日本国憲法に定める教育を受ける権利と学校設置者 
授業内容 教育権、学校設置者、義務教育制度などの基本事項について学びます。 
事前・事後学習 授業後も講義資料をよく読み復習すること。 

2 
学習の主題 教育基本法 - 制定の理念と平成 18 年改正 
授業内容 教育基本法の理念と、その内容をめぐる議論について学びます。 
事前・事後学習 授業後も講義資料をよく読み復習すること。 

3 
学習の主題 教育機会の保障をめぐる現状と課題（不登校、夜間中学を例に） 
授業内容 夜間中学の事例から教育を受ける権利とは何かを考えます。 
事前・事後学習 授業後も講義資料をよく読み復習すること。 

4 
学習の主題 教育委員会制度 - 設置理念と変遷、その必要性 
授業内容 教育委員会制度の狙いや抱える課題について学びます。 
事前・事後学習 授業後も講義資料をよく読み復習すること。 

5 

学習の主題 学習指導要領と教科書制度（検定と採択） 

授業内容 学習指導要領に伴う教科書の検定の事例から運営のあり方について考えま
す。 

事前・事後学習 授業後も講義資料をよく読み復習すること。 

6 

学習の主題 教育財政（学校事務、業務の民間委託：学校給食の例） 

授業内容 教育と学校に関わるお金の問題を学校事務職員の仕事に着目して考えま
す。 

事前・事後学習 授業後も講義資料をよく読み復習すること。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 

学習の主題 学校経営（教師の役割、学校安全と事故：いじめ・体罰ほかを事例に） 

授業内容 アレルギー事故など子どもの生命に関わる事故をいかに防ぐかを考えま
す。 

事前・事後学習 授業後も講義資料をよく読み復習すること。 

8 
学習の主題 教育制度の未来：「チームとしての学校」コミュニティ・スクール 
授業内容 これからの学校の在り方を転換させうる二つの動向について考えます。 
事前・事後学習 授業後も講義資料をよく読み復習すること。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 

学習の主題 学校経営（教師の役割、学校安全と事故：いじめ・体罰ほかを事例に） 

授業内容 アレルギー事故など子どもの生命に関わる事故をいかに防ぐかを考えま
す。 

事前・事後学習 授業後も講義資料をよく読み復習すること。 

8 
学習の主題 教育制度の未来：「チームとしての学校」コミュニティ・スクール 
授業内容 これからの学校の在り方を転換させうる二つの動向について考えます。 
事前・事後学習 授業後も講義資料をよく読み復習すること。 

 

授業科目 
教育課程論 

担当教員 若菜 博 
Curriculum Development 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1単位 

授業目的 
1. 講義を中心とし、必要に応じて討論、調べ学習、小レポート等の時間を設ける。 
2. 教育の本質や目的を考えながら、児童・生徒の学習に必要な内容を体系的に組織する教育課程編成のあり
方について学ぶ。 

到達目標 
今日の教育のあり方をめぐる課題に即しながら、教育課程編成をめぐる状況や法制について学ぶ。また、教育 
課程改革と編成に関わる歴史的変遷に触れる。以上の学習を通して教育課程編成の意義を理解するとともに、 
教育課程編成の実際を知ることが到達目標となる。 

テキスト なし 

参考書 
1．柴田義松著「教育課程論第二版」（学文社） 
2．「小学校学習指導要領」（文部科学省） 
3．「中学校学習指導要領」（文部科学省） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 70% 

到達目標の理解度が評価の基準となる。 
レポート  
小テスト  
提出物 30% 
その他  

履修上の 
留意事項 不明な点は積極的に質問し、理解度を深めること。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 教育課程とは何か 
授業内容 学習指導要領と教育課程、教育課程とカリキュラム 
事前・事後学習 教育課程とは何かについて、ノート等にまとめる。 

2 
学習の主題 教育課程における学習指導要領の位置づけと歴史的変遷 
授業内容 教育課程の基準性 
事前・事後学習 配布資料等を読み、ノート等にまとめる。 

3 
学習の主題 教育課程編成 / カリキュラム構成という視点 
授業内容 学習指導要領の教育課程基準性と大枠の枠組みに基づいて：学年配置 
事前・事後学習 配布資料等を読み、ノート等にまとめる。 

4 
学習の主題 教え・学びを創るという視点から見たカリキュラム/ 教える側から見た、学 

ぶ側から見たカリキュラム 
授業内容 地域・学校でのカリキュラムを検討する。 
事前・事後学習 配布資料等を読み、ノート等にまとめる。 

5 
学習の主題 教育課程編成の方法と実践(1) 
授業内容 教科の枠という視点から見た教育課程編成 
事前・事後学習 配布資料等を読み、ノート等にまとめる。 

6 
学習の主題 教育課程編成の方法と実践(2) 
授業内容 教科の枠にこだわらない教育課程編成 
事前・事後学習 配布資料等を読み、ノート等にまとめる。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 

学習の主題 何を育成するのかの視点に基づくカリキュラムを目指して 

授業内容 自然存在、共同体、歴史的・社会的存在としての人間の視点からカリキュラ
ムを検討する。 

事前・事後学習 配布資料等を読み、ノート等にまとめる。 

8 

学習の主題 教育課程に基づいての、教え学びを発展させるカリキュラムを創るという
視点 

授業内容 「食の自己管理能力」「望ましい食習慣」など、子どもたちが学び発展させ
るカリキュラムの検討をする。 

事前・事後学習 配布資料等を読みノート等にまとめ、試験に備える。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 

学習の主題 何を育成するのかの視点に基づくカリキュラムを目指して 

授業内容 自然存在、共同体、歴史的・社会的存在としての人間の視点からカリキュラ
ムを検討する。 

事前・事後学習 配布資料等を読み、ノート等にまとめる。 

8 

学習の主題 教育課程に基づいての、教え学びを発展させるカリキュラムを創るという
視点 

授業内容 「食の自己管理能力」「望ましい食習慣」など、子どもたちが学び発展させ
るカリキュラムの検討をする。 

事前・事後学習 配布資料等を読みノート等にまとめ、試験に備える。 

 

授業科目 
教育方法論 

担当教員 倉賀野 志郎 
Teaching Methods 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2 年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1 単位 

授業目的 1. 講義を中心とし、必要に応じて討論、小レポート等（出席をかねて）の時間を設ける。 
2. 教育の本質や目的を考えながら、児童・生徒の学びや、教育内容・教材・授業から教育方法を学ぶ 

到達目標 
教育方法の基礎となる理論や、授業実践事例を学ぶとともに、教えで必要とされる授業実践の基礎を身につけ
る。授業における学習者の学びの世界の広がりを学び、その学びの自己対峙を援助する教育内容や教材、それ
らの授業としての構成や教育方法を学ぶ。 

テキスト なし 
参考書 1.「小学校学習指導要領」（文部科学省） 2.「中学校学習指導要領」（文部科学省） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80% 

その他：受講中の様子や小レポート等 20％を加味して評価する。 
いずれも、到達目標の理解度が評価の基準となる。 

レポート  
小テスト  
提出物  
その他 20% 

履修上の 
留意事項 

各講義の最後に時間をとり、講義内容に対応させた形で簡単な事後学習としての小レポート等を記載します。 
内容に応じては、次回以降の講義の参考にする場合があります。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 働きかけ・働きかけられる“教え”と“学び”の全体枠 
授業内容 今日の教育課題と学習指導要領 
事前・事後学習 “教育”は、“教え育てる”だが、学ぶ側の局面の考察も実例をあげて考える。 

2 
学習の主題 子どものとらえる学びの世界を広げる教育方法 
授業内容 とりわけマチガイ・誤繆に着目して 
事前・事後学習 学ぶ側からのとらえ方としてマチガイ等の実例を考える。 

3 
学習の主題 知ったつもりでいる教育内容への問い直しによる教育方法 
授業内容 教えの視点からの学問的探究と実践との関わりと教育内容 
事前・事後学習 そのマチガイの実例に対して、どのように説明していくのかを考える。 

4 
学習の主題 教えと学びとの視点変換と授業方法 
授業内容 学ぶ立場から教える立場へ 
事前・事後学習 教える側として、知ったつもりを問い直すことを具体例をあげて考える。 

5 
学習の主題 学びの自己対峙を支援する授業方法と教材研究 
授業内容 とりわけ「問い」に着目して 
事前・事後学習 内容を一つ選定して、学びを深めるための「問い」の実例を考える。 

6 
学習の主題 教育方法と教具の活用 
授業内容 教具を授業計画の中で活用するかを具体例に即して 
事前・事後学習 一つの教具に着目して授業等の、どの場面で導入するのかを考える。 

7 
学習の主題 とりわけ情報機器の操作の利用 
授業内容 調べる、表現する：授業計画での情報機器、電子黒板の利用等 
事前・事後学習 情報に関して“Fact”と“Fake”との二面があることを実例を挙げて考える。 

8 

学習の主題 “教え・学びを創る” 教育内容と教材 
授業内容 授業への組み方から教育方法を考える 

事前・事後学習 方法を、自己との対峙支援と、他の考え方との繋ぐ二つの面に着目して整
理。 

 

教
職
課
程

281



授業科目 
道徳教育論 

担当教員 塚本 智宏 
Moral Education 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1単位 

授業目的 
道徳教育とは、人間が本来、人間としてよりよく生きたいという願いやよりよい生き方を求め実践する人間の
育成を目指し、その基盤となる道徳性を養う教育活動であり、学校教育の中核となるものである。本講義では、
道徳・道徳教育の歴史や理論の研究をふまえ、学校現場における道徳教育の実際について学習することを通じ、
「道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度」を育てる具体的な在り方について学ぶものとする。 

到達目標 
1. 近代以降の欧米と日本の道徳・道徳教育に関する歴史と理論について理解する。 
2. 現代日本の道徳教育の制度・しくみの現状と改革の課題について理解する。 
3. 現代日本の学校における道徳教育の実践あるいは授業実践について考察し、道徳教育の教材・教科書の活
用とともに新たな指導法の開発・修得を行う。 

テキスト 「小学校学習指導要領特別の教科道徳編」（廣済堂あかつき） 
「中学校学習指導要領特別の教科道徳編」（教育出版） 

参考書 毎回の授業で適宜関係資料等を配布する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80% 

レポート、試験、発表、授業態度〈学習意欲〉等をベースに総合的に評価す
る。 

レポート 20% 
小テスト  
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 配布された資料や論文を熟読すること 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 道徳とは何か 道徳教育の現状 
授業内容 現代日本の道徳・道徳教育の現状と課題 
事前・事後学習 授業の前後に配布資料の予習復習などをすること 

2 
学習の主題 道徳・道徳教育の歴史と理論 
授業内容 近代以降の欧米と日本における道徳・道徳教育の歴史と理論について学ぶ 
事前・事後学習 授業の前後に配布資料の予習復習などをすること 

3 

学習の主題 道徳教育の指導計画、学校教育に占める位置 

授業内容 学校における道徳教育の位置並びに道徳教育の指導計画の実際について学
ぶ 

事前・事後学習 授業の前後に配布資料の予習復習などをすること 

4 
学習の主題 道徳教育の指導計画、生徒指導と道徳教育の課題 
授業内容 道徳教育と学級・学年・全学年の生徒指導の課題との密接な関わりを学ぶ 
事前・事後学習 授業の前後に配布資料の予習復習などをすること 

5 
学習の主題 学習指導案の研究と作成１（小学校における実践例と研究） 
授業内容 児童の発達段階・児童の現状に適しい教材の選択・考える道徳授業をつくる 
事前・事後学習 授業の前後に配布資料の予習復習などをすること 

6 
学習の主題 学習指導案の研究と作成２（中学校における実践例と研究） 
授業内容 生徒の発達段階・生徒の現状に適しい教材の選択・考える道徳授業をつくる 
事前・事後学習 授業の前後に配布資料の予習復習などをすること 
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授業科目 
道徳教育論 

担当教員 塚本 智宏 
Moral Education 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1単位 

授業目的 
道徳教育とは、人間が本来、人間としてよりよく生きたいという願いやよりよい生き方を求め実践する人間の
育成を目指し、その基盤となる道徳性を養う教育活動であり、学校教育の中核となるものである。本講義では、
道徳・道徳教育の歴史や理論の研究をふまえ、学校現場における道徳教育の実際について学習することを通じ、
「道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度」を育てる具体的な在り方について学ぶものとする。 

到達目標 
1. 近代以降の欧米と日本の道徳・道徳教育に関する歴史と理論について理解する。 
2. 現代日本の道徳教育の制度・しくみの現状と改革の課題について理解する。 
3. 現代日本の学校における道徳教育の実践あるいは授業実践について考察し、道徳教育の教材・教科書の活
用とともに新たな指導法の開発・修得を行う。 

テキスト 「小学校学習指導要領特別の教科道徳編」（廣済堂あかつき） 
「中学校学習指導要領特別の教科道徳編」（教育出版） 

参考書 毎回の授業で適宜関係資料等を配布する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80% 

レポート、試験、発表、授業態度〈学習意欲〉等をベースに総合的に評価す
る。 

レポート 20% 
小テスト  
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 配布された資料や論文を熟読すること 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 道徳とは何か 道徳教育の現状 
授業内容 現代日本の道徳・道徳教育の現状と課題 
事前・事後学習 授業の前後に配布資料の予習復習などをすること 

2 
学習の主題 道徳・道徳教育の歴史と理論 
授業内容 近代以降の欧米と日本における道徳・道徳教育の歴史と理論について学ぶ 
事前・事後学習 授業の前後に配布資料の予習復習などをすること 

3 

学習の主題 道徳教育の指導計画、学校教育に占める位置 

授業内容 学校における道徳教育の位置並びに道徳教育の指導計画の実際について学
ぶ 

事前・事後学習 授業の前後に配布資料の予習復習などをすること 

4 
学習の主題 道徳教育の指導計画、生徒指導と道徳教育の課題 
授業内容 道徳教育と学級・学年・全学年の生徒指導の課題との密接な関わりを学ぶ 
事前・事後学習 授業の前後に配布資料の予習復習などをすること 

5 
学習の主題 学習指導案の研究と作成１（小学校における実践例と研究） 
授業内容 児童の発達段階・児童の現状に適しい教材の選択・考える道徳授業をつくる 
事前・事後学習 授業の前後に配布資料の予習復習などをすること 

6 
学習の主題 学習指導案の研究と作成２（中学校における実践例と研究） 
授業内容 生徒の発達段階・生徒の現状に適しい教材の選択・考える道徳授業をつくる 
事前・事後学習 授業の前後に配布資料の予習復習などをすること 

 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 学習指導案の研究と作成３（道徳教育の課題と指導法） 
授業内容 道徳教育の課題にあわせて様々な道徳教育指導法があることを学ぶ 
事前・事後学習 授業の前後に配布資料の予習復習などをすること 

8 
学習の主題 まとめと道徳教育の展望 
授業内容 改革をめざす現代の道徳教育の内容・方法の課題と展望を明らかにする 
事前・事後学習 授業の前後に配布資料の予習復習などをすること 
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授業科目 
特別活動・総合的学習指導論 

担当教員 桑原 清 Extra curricular activities and  
Integrated learning 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2 年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1 単位 

授業目的 
この授業では、学校という場で日常生起している事象や取り組まれている実践を素材として、学級活動、学校
行事等の指導のあり方の探究とともに、主体的・対話的で深い学習にとって大きな役割を果たす「総合的な学
習」を学んでいく。この授業は、討議や実践分析を前提としているので、積極的な授業参加が必要とされる。  

到達目標 
子どもが学校、学級および家庭、地域で生き生きと活動している状況、そうした子どもを総体として理解し、
あわせて学級活動、学校行事等の指導について理解し、身につけ、学校や家庭・地域で起こっている事象につ
いて、教科および総合的な学習の観点から実践的に分析することができるようにする。それらを教育実習や学
校支援ボランティア等に生かせるようにする。 

テキスト 
1.「小学校学習指導要領」（文部科学省） 
2.「中学校学習指導要領」（文部科学省）その他、毎回、資料を配布する。 
なお、「小学校学習指導要領」「中学校学習指導要領」は、文部科学省のホームページから閲覧、ダウンロー 
ドすることができるので、必要に応じそちらを活用されたい。 

参考書 授業中に適宜紹介する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 50% 

レポート：授業でのミニレポート（考察に関するもの） 
その他：授業参加状況（毎回授業終了後提出の考察シート） 

レポート 30% 
小テスト  
提出物  
その他 20% 

履修上の 
留意事項 

授業の進め方として、授業終了後、次回の授業に関する準備を行うことになる。そのための予習課題や簡単な
プレゼンテーションが必要になる。資料と課題指示は授業中に配布・伝達するので、必ずプリント等を受領す
ること。なお、やむを得ず欠席する場合は、欠席者本人にのみプリント配布、授業の説明を行うので、このこ
とも十分に承知しておくこと。なお、授業展開次第でテーマ・内容が変更になる場合があることを了解させた
い。 
なお、レポート、授業における提起された事柄に対する意見・感想について Line 等を用いてフィードバック
いくことになることを承知されたい。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 ガイダンス 
授業内容 特別活動、総合的な学習とはどういうものか 
事前・事後学習 勉強・授業というものについて考えてくること。次の授業課題の準備。 

2 
学習の主題 学級会・班活動の果たす役割 
授業内容 子どもの居場所と子どもが伸びる活動 
事前・事後学習 次の授業課題を準備しておくこと。 

3 
学習の主題 児童会活動・生徒会活動・クラブ活動 
授業内容 子どもの自主性・自立（律）性の発達 
事前・事後学習 次の授業課題を準備しておくこと。 

4 
学習の主題 キャリア教育の考察 
授業内容 自分にとって仕事とは、生きていくということはどういうことか考える 
事前・事後学習 次の授業課題を準備しておくこと。 

5 
学習の主題 学習論に関する言説 
授業内容 日本の学習論・学力論の歴史 
事前・事後学習 次の授業課題を準備しておくこと。 
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授業科目 
特別活動・総合的学習指導論 

担当教員 桑原 清 Extra curricular activities and  
Integrated learning 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2 年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1 単位 

授業目的 
この授業では、学校という場で日常生起している事象や取り組まれている実践を素材として、学級活動、学校
行事等の指導のあり方の探究とともに、主体的・対話的で深い学習にとって大きな役割を果たす「総合的な学
習」を学んでいく。この授業は、討議や実践分析を前提としているので、積極的な授業参加が必要とされる。  

到達目標 
子どもが学校、学級および家庭、地域で生き生きと活動している状況、そうした子どもを総体として理解し、
あわせて学級活動、学校行事等の指導について理解し、身につけ、学校や家庭・地域で起こっている事象につ
いて、教科および総合的な学習の観点から実践的に分析することができるようにする。それらを教育実習や学
校支援ボランティア等に生かせるようにする。 

テキスト 
1.「小学校学習指導要領」（文部科学省） 
2.「中学校学習指導要領」（文部科学省）その他、毎回、資料を配布する。 
なお、「小学校学習指導要領」「中学校学習指導要領」は、文部科学省のホームページから閲覧、ダウンロー 
ドすることができるので、必要に応じそちらを活用されたい。 

参考書 授業中に適宜紹介する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 50% 

レポート：授業でのミニレポート（考察に関するもの） 
その他：授業参加状況（毎回授業終了後提出の考察シート） 

レポート 30% 
小テスト  
提出物  
その他 20% 

履修上の 
留意事項 

授業の進め方として、授業終了後、次回の授業に関する準備を行うことになる。そのための予習課題や簡単な
プレゼンテーションが必要になる。資料と課題指示は授業中に配布・伝達するので、必ずプリント等を受領す
ること。なお、やむを得ず欠席する場合は、欠席者本人にのみプリント配布、授業の説明を行うので、このこ
とも十分に承知しておくこと。なお、授業展開次第でテーマ・内容が変更になる場合があることを了解させた
い。 
なお、レポート、授業における提起された事柄に対する意見・感想について Line 等を用いてフィードバック
いくことになることを承知されたい。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 ガイダンス 
授業内容 特別活動、総合的な学習とはどういうものか 
事前・事後学習 勉強・授業というものについて考えてくること。次の授業課題の準備。 

2 
学習の主題 学級会・班活動の果たす役割 
授業内容 子どもの居場所と子どもが伸びる活動 
事前・事後学習 次の授業課題を準備しておくこと。 

3 
学習の主題 児童会活動・生徒会活動・クラブ活動 
授業内容 子どもの自主性・自立（律）性の発達 
事前・事後学習 次の授業課題を準備しておくこと。 

4 
学習の主題 キャリア教育の考察 
授業内容 自分にとって仕事とは、生きていくということはどういうことか考える 
事前・事後学習 次の授業課題を準備しておくこと。 

5 
学習の主題 学習論に関する言説 
授業内容 日本の学習論・学力論の歴史 
事前・事後学習 次の授業課題を準備しておくこと。 

 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
学習の主題 アクティブ ･ ラーニングについて 
授業内容 世界から見た授業改革の動向と総合的学習の位置について 
事前・事後学習 次の授業課題を準備しておくこと。 

7 

学習の主題 「総合的な学習」授業計画の作成 

授業内容 身のまわり、世界および日本で取り組んでいることを素材として〔チョコレ
ートから世界を考える、その他〕 

事前・事後学習 次の授業課題を準備しておくこと。 

8 
学習の主題 教科・総合的学習と関連させた特別活動のあり方 
授業内容 教科横断的・総合的な学習と子どもの成長 
事前・事後学習 試験準備・課題を完成させること。 
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授業科目 
生徒指導論 

担当教員 桑原 清 
Student Life Guidance 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1単位 

授業目的 
この授業では、学校における日常生活や取り組み実践を素材としつつ、1）子どもが学校や学級で生き生き活
動している状況の理解に導き、2）教師の学級作りの理念や方法を身につけ学校や地域の課題を実践的に分析
できるよう、討議に参加していただき、3）教育実習や地域ボランティア活動等で学んだことを生かす生徒指
導へと展開する。  

到達目標 
授業の到達目標及びテーマ：子どもが学校や学級で生き生きと活動している状況、そうした子どもを総体とし
て理解し、あわせて学級づくりの理念や方法を理解し、身につけ、学校や家庭・地域で起こっている事象につ
いて実践的に分析することができるようにする。それを踏まえて教育実習や学校支援ボランティア等で学んだ
ことを生かせるようにする 

テキスト 
「生徒指導提要」（文部科学省）その他、毎回、資料を配布する。 
なお、「生徒指導提要」は、文部科学省のホームページで閲覧、ダウンロードすることができるので、必要に 
応じそちらを活用されたい。 

参考書 授業中に適宜紹介する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 50％ 

レポート：授業でのミニレポート（考察に関するもの） 
その他：授業参加状況（毎回授業終了後提出の考察シート） 

レポート 30％ 
小テスト  
提出物  
その他 20％ 

履修上の 
留意事項 

授業の進め方として、授業終了後、次回の授業に関する準備を行うことになる。そのための予習課題や簡単な
プレゼンテーションが必要になる。資料と課題指示は授業中に配布・伝達するので、必ずプリント等を受領す
ること。なお、やむを得ず欠席する場合は、欠席者本人にのみプリント配布、授業の説明を行うので、このこ
とも十分に承知しておくこと。なお、授業展開次第でテーマ・内容が変更になる場合があることを了解させた
い。 
なお、レポート、授業における提起された事柄に対する意見・感想について Line 等を用いてフィードバック
いくことになることを承知されたい。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 生徒指導とは何か（原理と位置づけ） 

授業内容 生徒指導の定義（教科・道徳、特別活動等との関連） 
教師の指導的役割（教える－教えられるの関係含む） 

事前・事後学習 
自分にとって学校とはどのようなものであったかを Power Point1 ページ
にまとめておく。また、次の授業主題にかかわるプレゼンテーションの準備
しておくこと。 

2 
学習の主題 生徒指導の方法と体制 
授業内容 集団指導と個別指導。学級作りの観点と方法。校内の各体制の分担。 
事前・事後学習 次の授業主題にかかわるプレゼンテーションの準備しておくこと。 

3 
学習の主題 体罰、ゼロトレランス（不寛容）と生徒指導 
授業内容 校則、懲戒とゼロトレランスの「効果」。子供の人権と生徒指導。 
事前・事後学習 次の授業主題にかかわるプレゼンテーションの準備しておくこと。 

4 
学習の主題 子ども・青年の「居場所」と生徒指導 
授業内容 生徒に寄り添った理解。生活習慣＝学びの基礎の確立。「自立」励ます観点。 
事前・事後学習 次の授業主題にかかわるプレゼンテーションの準備しておくこと。 

5 

学習の主題 情報通信技術（ICT）と生徒指導 

授業内容 ICT に関わるトラブルと基礎知識。ルールの指導法。生徒指導における ICT 
の活用 

事前・事後学習 次の授業主題にかかわるプレゼンテーションの準備しておくこと。 
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授業科目 
生徒指導論 

担当教員 桑原 清 
Student Life Guidance 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・2年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1単位 

授業目的 
この授業では、学校における日常生活や取り組み実践を素材としつつ、1）子どもが学校や学級で生き生き活
動している状況の理解に導き、2）教師の学級作りの理念や方法を身につけ学校や地域の課題を実践的に分析
できるよう、討議に参加していただき、3）教育実習や地域ボランティア活動等で学んだことを生かす生徒指
導へと展開する。  

到達目標 
授業の到達目標及びテーマ：子どもが学校や学級で生き生きと活動している状況、そうした子どもを総体とし
て理解し、あわせて学級づくりの理念や方法を理解し、身につけ、学校や家庭・地域で起こっている事象につ
いて実践的に分析することができるようにする。それを踏まえて教育実習や学校支援ボランティア等で学んだ
ことを生かせるようにする 

テキスト 
「生徒指導提要」（文部科学省）その他、毎回、資料を配布する。 
なお、「生徒指導提要」は、文部科学省のホームページで閲覧、ダウンロードすることができるので、必要に 
応じそちらを活用されたい。 

参考書 授業中に適宜紹介する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 50％ 

レポート：授業でのミニレポート（考察に関するもの） 
その他：授業参加状況（毎回授業終了後提出の考察シート） 

レポート 30％ 
小テスト  
提出物  
その他 20％ 

履修上の 
留意事項 

授業の進め方として、授業終了後、次回の授業に関する準備を行うことになる。そのための予習課題や簡単な
プレゼンテーションが必要になる。資料と課題指示は授業中に配布・伝達するので、必ずプリント等を受領す
ること。なお、やむを得ず欠席する場合は、欠席者本人にのみプリント配布、授業の説明を行うので、このこ
とも十分に承知しておくこと。なお、授業展開次第でテーマ・内容が変更になる場合があることを了解させた
い。 
なお、レポート、授業における提起された事柄に対する意見・感想について Line 等を用いてフィードバック
いくことになることを承知されたい。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 生徒指導とは何か（原理と位置づけ） 

授業内容 生徒指導の定義（教科・道徳、特別活動等との関連） 
教師の指導的役割（教える－教えられるの関係含む） 

事前・事後学習 
自分にとって学校とはどのようなものであったかを Power Point1 ページ
にまとめておく。また、次の授業主題にかかわるプレゼンテーションの準備
しておくこと。 

2 
学習の主題 生徒指導の方法と体制 
授業内容 集団指導と個別指導。学級作りの観点と方法。校内の各体制の分担。 
事前・事後学習 次の授業主題にかかわるプレゼンテーションの準備しておくこと。 

3 
学習の主題 体罰、ゼロトレランス（不寛容）と生徒指導 
授業内容 校則、懲戒とゼロトレランスの「効果」。子供の人権と生徒指導。 
事前・事後学習 次の授業主題にかかわるプレゼンテーションの準備しておくこと。 

4 
学習の主題 子ども・青年の「居場所」と生徒指導 
授業内容 生徒に寄り添った理解。生活習慣＝学びの基礎の確立。「自立」励ます観点。 
事前・事後学習 次の授業主題にかかわるプレゼンテーションの準備しておくこと。 

5 

学習の主題 情報通信技術（ICT）と生徒指導 

授業内容 ICT に関わるトラブルと基礎知識。ルールの指導法。生徒指導における ICT 
の活用 

事前・事後学習 次の授業主題にかかわるプレゼンテーションの準備しておくこと。 
  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
学習の主題 いじめ問題と生徒指導 
授業内容 暴力やいじめの構造と解決法の模索。学校内の協力と専門機関との連携 
事前・事後学習 次の授業主題にかかわるプレゼンテーションの準備しておくこと。 

7 
学習の主題 課題をかかえる児童・生徒と生徒指導 
授業内容 発達障害の基本的理解と対応。問題行動の理解と対応 
事前・事後学習 次の授業主題にかかわるプレゼンテーションの準備しておくこと。 

8 
学習の主題 教職員の体制と生徒指導 
授業内容 学級通信の役割。教員の連携。地域との協力。「自立」の見守り 
事前・事後学習 試験準備・課題を完成させること 

 

教
職
課
程

287



授業科目 
特別支援教育概論 

担当教員 小島 康次、今野 邦彦 
Introduction to special education 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1単位 

授業目的 

発達過程、すなわち幼児期から思春期（青年期前期）にかけて生じる様々な障害について、発達と教育の視点
から、その態様と対処の仕方を学んでいく。健常な児童・生徒にも個人差があるように、特別な支援を要する
子ども達はより幅広い個人差がみられるのである。そうした児童・生徒の多様性を前提としたインクルーシブ
教育が現在求められている。 
心理的障害に対しては、カウンセリングマインドに基づく受容的働きかけを、また、発達障害に対しては主に
行動療法的な働きかけの重要性を学び、特別な支援を要する幼児・児童ならびに生徒が違和感なく普通学級に
とけ込める支援のあり方について学ぶ。 
他にも、様々な障害のある子どもや、障害はないが特別な教育的ニーズのある子どもの特性や支援の方法を学
ぶ。その際、特別支援教育のシステム、特別支援学校・特別支援学級・通級による指導などの教育の場、様々
な教育課程、個別の指導計画・個別の教育支援計画の意義を理解する。 
また、特別支援教育の最大の特徴である自立行動について、基礎的な知識を学ぶ。 

到達目標 

１．障害をもつ子どもに対する教育現場における支援のあり方について理解する。 
２．臨床心理学・障害児心理学の基礎的な理論・技法を学ぶ。 
３．視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱等を含む様々な障害のある幼児、児童及び生徒の学習
上又は生活上の困難について基礎的な知識を学習する。 
４．特別支援を要する子ども達の特徴を個性ととらえるインクルーシブ教育について学ぶ。 

テキスト 使用しない。（適宜、プリントを配布する。） 

参考書 １．「子どもの心と学校臨床」13 号、特集：学校コミュニティと学校トラウマへの支援 
２．その他 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

到達目標に関するレポートにより評価する。 
レポート 100% 
小テスト  
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 事後学習として、前の講義との繋がりを確認しておくこと。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（小島） 

学習の主題 教育の場における問題行動とは何か 
授業内容 インクルーシブ教育へのイントロダクション 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理すること 

2 
（小島） 

学習の主題 臨床心理の考え方 
授業内容 認知行動療法、来談者中心療法、精神分析 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理すること 

3 
（小島） 

学習の主題 発達段階による心理社会的危機 
授業内容 それに対処する学級体制の構築 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理すること 

4 
（小島） 

学習の主題 幼児・児童の問題 
授業内容 学習障害 (LD)・発達障害 (ADHD)・自閉症スペクトラム 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理すること 
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授業科目 
特別支援教育概論 

担当教員 小島 康次、今野 邦彦 
Introduction to special education 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1単位 

授業目的 

発達過程、すなわち幼児期から思春期（青年期前期）にかけて生じる様々な障害について、発達と教育の視点
から、その態様と対処の仕方を学んでいく。健常な児童・生徒にも個人差があるように、特別な支援を要する
子ども達はより幅広い個人差がみられるのである。そうした児童・生徒の多様性を前提としたインクルーシブ
教育が現在求められている。 
心理的障害に対しては、カウンセリングマインドに基づく受容的働きかけを、また、発達障害に対しては主に
行動療法的な働きかけの重要性を学び、特別な支援を要する幼児・児童ならびに生徒が違和感なく普通学級に
とけ込める支援のあり方について学ぶ。 
他にも、様々な障害のある子どもや、障害はないが特別な教育的ニーズのある子どもの特性や支援の方法を学
ぶ。その際、特別支援教育のシステム、特別支援学校・特別支援学級・通級による指導などの教育の場、様々
な教育課程、個別の指導計画・個別の教育支援計画の意義を理解する。 
また、特別支援教育の最大の特徴である自立行動について、基礎的な知識を学ぶ。 

到達目標 

１．障害をもつ子どもに対する教育現場における支援のあり方について理解する。 
２．臨床心理学・障害児心理学の基礎的な理論・技法を学ぶ。 
３．視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱等を含む様々な障害のある幼児、児童及び生徒の学習
上又は生活上の困難について基礎的な知識を学習する。 

４．特別支援を要する子ども達の特徴を個性ととらえるインクルーシブ教育について学ぶ。 
テキスト 使用しない。（適宜、プリントを配布する。） 

参考書 １．「子どもの心と学校臨床」13 号、特集：学校コミュニティと学校トラウマへの支援 
２．その他 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

到達目標に関するレポートにより評価する。 
レポート 100% 
小テスト  
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 事後学習として、前の講義との繋がりを確認しておくこと。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（小島） 

学習の主題 教育の場における問題行動とは何か 
授業内容 インクルーシブ教育へのイントロダクション 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理すること 

2 
（小島） 

学習の主題 臨床心理の考え方 
授業内容 認知行動療法、来談者中心療法、精神分析 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理すること 

3 
（小島） 

学習の主題 発達段階による心理社会的危機 
授業内容 それに対処する学級体制の構築 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理すること 

4 
（小島） 

学習の主題 幼児・児童の問題 
授業内容 学習障害 (LD)・発達障害 (ADHD)・自閉症スペクトラム 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理すること 

 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

5 
（今野） 

学習の主題 知的障害・心身障害の理解 

授業内容 知的障害、肢体不自由、病弱、重症の心身障害のある子どもの特性と支援の
方法の理解 

事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理すること 

6 
（今野） 

学習の主題 視覚・聴覚障害の理解と支援 

授業内容 視覚障害、聴覚障害、その他の特別な教育的ニーズのある子どもの特性と支
援の方法の理解 

事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理すること 

7 
（今野） 

学習の主題 特別支援教育制度と実際の理解 
授業内容 特別支援教育の制度と教育過程、教育計画の理解 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理すること 

8 
（今野） 

学習の主題 自立活動の意義、実際と指導者の問題 
授業内容 自立活動の意義、目標、内容、方法、指導者に関する問題の理解 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理すること 
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授業科目 
教育心理学 

担当教員 小島 康次 
Educational Psychology 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 2単位 

授業目的 
発達の諸要因や原理、学習との関係、学習や発達の個人差について理解する。乳幼児期・学童期・青年期に焦
点を当て、各時期における認知能力・社会的能力をどのようなものか学修する。さらに、教授学習の方法、課
程、動機付けなどを学修する。また、障害のある子どもの心身の発達と学習過程についても学修する。 

到達目標 
現代日本の教育の現状はどのようなものなのか、また理想の教育はどのようなものかという問題を考えるた
め、新たな視点として「教育に対する心理学的な考え方」を学生が培うことを授業の到達目標とする。具体的
には、学童・青年の学習や発達についての基礎的事項と理論を理解し、教育現場で生じる様々な問題について
「心理学的な考え方」ができることを目指す。 

テキスト 使用しない 

参考書 
1. 桜井茂男編「たのしく学べる教育心理学」（図書文化） 
2. 鎌原雅彦・竹綱誠一郎「やさしい教育心理学」（有斐閣アルマ） 
3. 下山晴彦編「教育心理学Ⅱ―発達と臨床援助の心理学―」（東京大学出版会） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

到達目標に関する小テスト（3回）により評価する。 
レポート  
小テスト 100% 
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 事後学習として、ノートを整理し前の講義との繋がりを確認しておくこと。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 教育心理学とは 
授業内容 教育心理学はいかなる学問か、その歴史 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

2 
学習の主題 発達と教育 
授業内容 発達の一般的特徴、発達に関与する要因、発達段階と発達課題 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

3 
学習の主題 認知と言語の発達 
授業内容 認知と言語の発達とそれに関与する要因 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

4 
学習の主題 学習のメカニズム 
授業内容 学習の基礎としての条件付けと学習理論 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

5 
学習の主題 記憶のメカニズム 
授業内容 記憶の仕組みと記憶の個人差〔小テスト 1〕 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

6 
学習の主題 人格の発達と適応 
授業内容 人格の発達のあり方とそれに関与する要因、人格評価とは 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

7 
学習の主題 向社会的行動と道徳性の発達 
授業内容 向社会性と道徳性の発達とそれに関与する要因 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 
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授業科目 
教育心理学 

担当教員 小島 康次 
Educational Psychology 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 2単位 

授業目的 
発達の諸要因や原理、学習との関係、学習や発達の個人差について理解する。乳幼児期・学童期・青年期に焦
点を当て、各時期における認知能力・社会的能力をどのようなものか学修する。さらに、教授学習の方法、課
程、動機付けなどを学修する。また、障害のある子どもの心身の発達と学習過程についても学修する。 

到達目標 
現代日本の教育の現状はどのようなものなのか、また理想の教育はどのようなものかという問題を考えるた
め、新たな視点として「教育に対する心理学的な考え方」を学生が培うことを授業の到達目標とする。具体的
には、学童・青年の学習や発達についての基礎的事項と理論を理解し、教育現場で生じる様々な問題について
「心理学的な考え方」ができることを目指す。 

テキスト 使用しない 

参考書 
1. 桜井茂男編「たのしく学べる教育心理学」（図書文化） 
2. 鎌原雅彦・竹綱誠一郎「やさしい教育心理学」（有斐閣アルマ） 
3. 下山晴彦編「教育心理学Ⅱ―発達と臨床援助の心理学―」（東京大学出版会） 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

到達目標に関する小テスト（3回）により評価する。 
レポート  
小テスト 100% 
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 事後学習として、ノートを整理し前の講義との繋がりを確認しておくこと。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 教育心理学とは 
授業内容 教育心理学はいかなる学問か、その歴史 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

2 
学習の主題 発達と教育 
授業内容 発達の一般的特徴、発達に関与する要因、発達段階と発達課題 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

3 
学習の主題 認知と言語の発達 
授業内容 認知と言語の発達とそれに関与する要因 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

4 
学習の主題 学習のメカニズム 
授業内容 学習の基礎としての条件付けと学習理論 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

5 
学習の主題 記憶のメカニズム 
授業内容 記憶の仕組みと記憶の個人差〔小テスト 1〕 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

6 
学習の主題 人格の発達と適応 
授業内容 人格の発達のあり方とそれに関与する要因、人格評価とは 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

7 
学習の主題 向社会的行動と道徳性の発達 
授業内容 向社会性と道徳性の発達とそれに関与する要因 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 動機付けと学習意欲 
授業内容 内発的動機づけと自己効力感による動機づけと無気力 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

9 
学習の主題 授業における教授・学習過程 
授業内容 学習指導の理論、効果的な授業とは 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

10 
学習の主題 個人差と学習指導法 
授業内容 学習者特性と適正処遇交互作用(ATI)、個に応じた教育とは〔小テスト２〕 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

11 
学習の主題 教師と学級集団 
授業内容 教師と子ども関係、学級集団の特徴と機能 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

12 
学習の主題 教育評価とは 
授業内容 教育評価とは、その意義と方法、テスト理論とは 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

13 
学習の主題 様々な教育評価の特徴 
授業内容 教育評価の一般的手順と各種方法の長所と短所 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

14 

学習の主題 学校における障害と支援 

授業内容 学童期・青年期における知的障害・学習障害（LD）の学習の過程の理解と
支援 

事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 

15 
学習の主題 様々な障害と支援 
授業内容 自閉症スペクトラム（自閉症、LD、ADHD）理解と支援〔小テスト２〕 
事前・事後学習 事後、配布プリントを読み、ノートを整理する 
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授業科目 
教育相談論 

担当教員 川俣 智路 
Educational Counseling 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 2単位 

授業目的 

いじめ、不登校、児童虐待等、学習指導以外での学校・教師に課せられている課題にたいしていくための教育
相談・カウンセリングの理論の基本的な理解と、必要な能力（方法）の土台の形成を行っていく。 
教師だけで教育活動を行うことが困難な時代であるという認識のもと、スクールカウンセラー、スクールソー
シャルワーカー、医療機関等、他の発達援助職・機関との連携についても理解を深めるような学びを行ってい
く。 

到達目標 
○いじめ、不登校など、教育相談に関わる教育課題、教育相談の歴史・理論についての理解を深める。 
○教師として必要なカウンセリング・子ども理解の思想と方法を模擬体験も通して理解・形成する。 
○学習活動の中で分析・討論・発表等の教師として必要な能力の形成を行う。 

テキスト 特に使用せず、資料を配付します。 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 55% 

成績評価は試験の結果が 55％、授業の中で短時間のワークを行い、その結
果と学んだことを小レポートとして３回提出（15％× 3 回）してもらい、
その結果から判断します。 

レポート 45% 
小テスト  
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 

簡単な体験ワークや、学びを深めるためのアクティビティを実施する予定です。こうしたペア、グループでの
活動に不安がある場合には、初回の授業までに教員に申し出てください。授業の達成目標と評価基準が変わら
ない範囲で、配慮できる可能性があります。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 教育相談とは何か 
授業内容 教育相談の役割について概観します 

事前・事後学習 教育相談の役割とは何か自分のイメージを考えて受講してください。／参
考資料を購読してください。 

2 
学習の主題 子どもの心と発達 
授業内容 子どもの心の発達、そしてその理解の方法の基礎について学びます 
事前・事後学習 参考資料を読んでくること／次回の講義の課題に取り組むこと 

3 
学習の主題 聴き取ること～模擬カウンセリング～ 
授業内容 話を聴く、その効果と方法について体験的に学びます 
事前・事後学習 参考資料に目を通して受講すること／振り返りレポートの作成 

4 
学習の主題 相談を受けるとは？ 
授業内容 相談を受けることの専門性について学びます 
事前・事後学習 参考資料に目を通して受講すること／参考資料を読むこと 

5 

学習の主題 いじめについて考える 

授業内容 いじめ問題についてその概論を学ぶとともに、いじめに取り組む実践につ
いて学ぶ 

事前・事後学習 講義の課題を読んでくること／振り返りレポートの作成 

6 

学習の主題 不登校について考える 

授業内容 不登校についてその概論を学ぶとともに、不登校に取り組む実践について
学ぶ 

事前・事後学習 講義の課題を読んでくること／参考資料を読むこと 
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授業科目 
教育相談論 

担当教員 川俣 智路 
Educational Counseling 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・3年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 2単位 

授業目的 

いじめ、不登校、児童虐待等、学習指導以外での学校・教師に課せられている課題にたいしていくための教育
相談・カウンセリングの理論の基本的な理解と、必要な能力（方法）の土台の形成を行っていく。 
教師だけで教育活動を行うことが困難な時代であるという認識のもと、スクールカウンセラー、スクールソー
シャルワーカー、医療機関等、他の発達援助職・機関との連携についても理解を深めるような学びを行ってい
く。 

到達目標 
○いじめ、不登校など、教育相談に関わる教育課題、教育相談の歴史・理論についての理解を深める。 
○教師として必要なカウンセリング・子ども理解の思想と方法を模擬体験も通して理解・形成する。 
○学習活動の中で分析・討論・発表等の教師として必要な能力の形成を行う。 

テキスト 特に使用せず、資料を配付します。 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 55% 

成績評価は試験の結果が 55％、授業の中で短時間のワークを行い、その結
果と学んだことを小レポートとして３回提出（15％× 3 回）してもらい、
その結果から判断します。 

レポート 45% 
小テスト  
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 

簡単な体験ワークや、学びを深めるためのアクティビティを実施する予定です。こうしたペア、グループでの
活動に不安がある場合には、初回の授業までに教員に申し出てください。授業の達成目標と評価基準が変わら
ない範囲で、配慮できる可能性があります。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 教育相談とは何か 
授業内容 教育相談の役割について概観します 

事前・事後学習 教育相談の役割とは何か自分のイメージを考えて受講してください。／参
考資料を購読してください。 

2 
学習の主題 子どもの心と発達 
授業内容 子どもの心の発達、そしてその理解の方法の基礎について学びます 
事前・事後学習 参考資料を読んでくること／次回の講義の課題に取り組むこと 

3 
学習の主題 聴き取ること～模擬カウンセリング～ 
授業内容 話を聴く、その効果と方法について体験的に学びます 
事前・事後学習 参考資料に目を通して受講すること／振り返りレポートの作成 

4 
学習の主題 相談を受けるとは？ 
授業内容 相談を受けることの専門性について学びます 
事前・事後学習 参考資料に目を通して受講すること／参考資料を読むこと 

5 

学習の主題 いじめについて考える 

授業内容 いじめ問題についてその概論を学ぶとともに、いじめに取り組む実践につ
いて学ぶ 

事前・事後学習 講義の課題を読んでくること／振り返りレポートの作成 

6 

学習の主題 不登校について考える 

授業内容 不登校についてその概論を学ぶとともに、不登校に取り組む実践について
学ぶ 

事前・事後学習 講義の課題を読んでくること／参考資料を読むこと 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 特別支援教育について考える 
授業内容 特別支援教育の概要、主な発達障害について学びます 
事前・事後学習 講義の課題を読んでくること／参考資料を読むこと 

8 
学習の主題 特別支援教育の実践 
授業内容 実際に学習場面においてどのように支援ができるかを体験的に学びます 
事前・事後学習 講義の課題を読んでくること／関連する資料を読むこと 

9 
学習の主題 授業での学びを支援する 
授業内容 実際に学習場面の支援について分析し、実際的な方法について学びます 
事前・事後学習 参考資料を読んでくること／振り返りレポートを書くこと 

10 
学習の主題 担任としての教育相談 
授業内容 教育相談の機能から見た担任教員の役割について学ぶ 
事前・事後学習 参考資料を読んでくること／関連する内容の論文を読むこと 

11 
学習の主題 スクールカウンセラーの仕事とは 
授業内容 スクールカウンセラーの業務、教育相談との連携について学びます 
事前・事後学習 参考資料を読んでくること／関連する内容の論文を読むこと 

12 
学習の主題 児童虐待とスクール・ソーシャルワーク 
授業内容 児童虐待の現状、対応方法をソーシャルワークの役割を学ぶ 
事前・事後学習 参考資料を読んでくること／関連する内容の論文を読むこと 

13 
学習の主題 事例検討の方法 
授業内容 教育相談のための事例検討の方法について学びます 
事前・事後学習 参考資料を読んでくること／関連する内容の論文を読むこと 

14 
学習の主題 やってみよう模擬事例検討 
授業内容 模擬事例を用いて、事例検討の方法について学びます 
事前・事後学習 参考資料を読んでくること／関連する内容の論文を読むこと 

15 
学習の主題 まとめ 
授業内容 教育相談の意義とその役割について総括的に理解する 
事前・事後学習 参考資料を読んでくること／関連する内容の論文を読むこと 
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授業科目 
栄養教育実習事前・事後指導 

担当教員 所 伸一、百々瀬 いづみ 
Guidance for Nutrition Teaching Practicum 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4 年次・通年 選択・必修 選択 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

授業目的 
事前指導：栄養教諭の実習の意義や目的を理解し、実習に臨む基本姿勢の構築を図る。実習に関する報告書等
の作成方法をはじめとし、実習効果を高める技術を体得させる。事後指導：実習報告書を作成し、課題ならび
に成果を抽出してまとめる。実習報告会を行い、プレゼンテーションができる能力の養成を図る。 

到達目標 
事前指導：栄養教育実習生として遵守すべき義務等について理解するとともに、その責任を自覚した上で、意
欲的に栄養教育実習に参加することができる。事後指導：栄養教育実習を通して得られた知識と経験を振り返
り、教員免許取得までにさらに習得することが必要な知識や技能、課題等を理解している。 

テキスト 適宜、資料等を配布する 
参考書 適宜、提示する 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  目標の達成状況を下記の点から評価する。 

・提出物：指導案・レポート等の提出物（30％） 
・その他：模擬授業・実習成果報告等のプレゼンテーション（60％） 

受講態度（討論等への参加態度等）（10％） 
 

レポート  
小テスト  
提出物 30% 
その他 70% 

履修上の 
留意事項 

充実した栄養教育実習とするための事前学習・準備を周到に行って欲しい。実習後には、振り返りを十分に行
い、栄養教諭としての資質向上を目指して積極的に取り組んで欲しい。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 栄養教育実習オリエンテーション 
授業内容 栄養教育実習の意義や目的、マナー、教育実習に必要な知識の確認･ 整理等 
事前・事後学習 既習の関連科目の復習 

2 
学習の主題 学校現場の実態について 
授業内容 学校現場の状況や実習に向けて取り組むべきことなど 
事前・事後学習 実習に向けて学びたい事項（質問事項）の整理 

3 
学習の主題 栄養教育実習に向けた模擬指導（給食前指導）ガイダンス・準備Ⅰ 
授業内容 指導テーマの検討・指導案作成 
事前・事後学習 指導案作成方法の振り返り 

4 
学習の主題 給食前指導の準備Ⅱ 
授業内容 教育教材の作成 
事前・事後学習 教材作成準備・栄養教育の事前練習 

5 
学習の主題 模擬給食前指導と討論Ⅰ 
授業内容 栄養教育内容の発表と全体討論での修正点の確認 
事前・事後学習 栄養教育の事前練習 

6 
学習の主題 模擬給食前指導と討論Ⅱ 
授業内容 栄養教育内容の発表と全体討論での修正点の確認 
事前・事後学習 栄養教育の事前練習 

7 
学習の主題 討論 給食前指導の振り返り・研究授業（45 分間食指導）ガイダンス・準備

Ⅰ 
授業内容 指導テーマの検討・指導案作成 
事前・事後学習 指導案作成方法の振り返り 
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授業科目 
栄養教育実習事前・事後指導 

担当教員 所 伸一、百々瀬 いづみ 
Guidance for Nutrition Teaching Practicum 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4 年次・通年 選択・必修 選択 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

授業目的 
事前指導：栄養教諭の実習の意義や目的を理解し、実習に臨む基本姿勢の構築を図る。実習に関する報告書等
の作成方法をはじめとし、実習効果を高める技術を体得させる。事後指導：実習報告書を作成し、課題ならび
に成果を抽出してまとめる。実習報告会を行い、プレゼンテーションができる能力の養成を図る。 

到達目標 
事前指導：栄養教育実習生として遵守すべき義務等について理解するとともに、その責任を自覚した上で、意
欲的に栄養教育実習に参加することができる。事後指導：栄養教育実習を通して得られた知識と経験を振り返
り、教員免許取得までにさらに習得することが必要な知識や技能、課題等を理解している。 

テキスト 適宜、資料等を配布する 
参考書 適宜、提示する 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  目標の達成状況を下記の点から評価する。 

・提出物：指導案・レポート等の提出物（30％） 
・その他：模擬授業・実習成果報告等のプレゼンテーション（60％） 

受講態度（討論等への参加態度等）（10％） 
 

レポート  
小テスト  
提出物 30% 
その他 70% 

履修上の 
留意事項 

充実した栄養教育実習とするための事前学習・準備を周到に行って欲しい。実習後には、振り返りを十分に行
い、栄養教諭としての資質向上を目指して積極的に取り組んで欲しい。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 栄養教育実習オリエンテーション 
授業内容 栄養教育実習の意義や目的、マナー、教育実習に必要な知識の確認･ 整理等 
事前・事後学習 既習の関連科目の復習 

2 
学習の主題 学校現場の実態について 
授業内容 学校現場の状況や実習に向けて取り組むべきことなど 
事前・事後学習 実習に向けて学びたい事項（質問事項）の整理 

3 
学習の主題 栄養教育実習に向けた模擬指導（給食前指導）ガイダンス・準備Ⅰ 
授業内容 指導テーマの検討・指導案作成 
事前・事後学習 指導案作成方法の振り返り 

4 
学習の主題 給食前指導の準備Ⅱ 
授業内容 教育教材の作成 
事前・事後学習 教材作成準備・栄養教育の事前練習 

5 
学習の主題 模擬給食前指導と討論Ⅰ 
授業内容 栄養教育内容の発表と全体討論での修正点の確認 
事前・事後学習 栄養教育の事前練習 

6 
学習の主題 模擬給食前指導と討論Ⅱ 
授業内容 栄養教育内容の発表と全体討論での修正点の確認 
事前・事後学習 栄養教育の事前練習 

7 
学習の主題 討論 給食前指導の振り返り・研究授業（45 分間食指導）ガイダンス・準備

Ⅰ 
授業内容 指導テーマの検討・指導案作成 
事前・事後学習 指導案作成方法の振り返り 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 研究授業の準備Ⅱ 
授業内容 教材作成準備・栄養教育の事前練習 
事前・事後学習 栄養教育の事前練習 

9 
学習の主題 模擬研究授業（45 分間食指導) と討論Ⅰ 
授業内容 栄養教育内容の発表と全体討論での修正点の確認 
事前・事後学習 栄養教育の事前練習 

10 
学習の主題 模擬研究授業（45 分間食指導）と討論Ⅱ 
授業内容 栄養教育内容の発表と全体討論での修正点の確認 
事前・事後学習 栄養教育の事前練習 

11 
学習の主題 栄養教育実習の振り返り、報告（報告書・発表会）準備 
授業内容 教育実習の振り返り、履修カルテの記入、報告書・報告会準備 
事前・事後学習 栄養教育実習の振り返り 

12 
学習の主題 実習報告書作成Ⅰ 
授業内容 実習記録（報告書）の作成 
事前・事後学習 栄養教育実習の振り返り 

13 
学習の主題 実習報告書作成Ⅱ 
授業内容 実習記録（報告書）の作成（完成） 
事前・事後学習 報告会からの学びと全体討論、課題の明確化 

14 
学習の主題 実習成果報告会準備 
授業内容 実習成果の発表に向けてプレゼンテーション資料の作成、発表準備 
事前・事後学習 発表準備 

15 

学習の主題 実習報告会 

授業内容 栄養教育実習の成果を発表する。発表を参考に、自身の課題や課題解決の方
向性についてまとめる 

事前・事後学習 発表準備 
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授業科目 
栄養教育実習 

担当教員 所 伸一、百々瀬 いづみ 
Nutrition Teaching Practicum 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4年次・通年 選択・必修 選択 

授業形態 実習 単位数 1単位 

ねらい 
栄養教諭として、児童・生徒の健やかな成長と長い生涯にわたる健康維持の基礎づくりのために、適正な食習 
慣ならびに自己管理ができるように、学校現場（小学校）において、実習を行う。講義や演習を通して学んだ 
知識や技術を基礎として、児童・生徒に対し給食を教材とした栄養教育・食育を実践する。 

実習目標 
１）児童との関わりを通して、児童の実態や課題を把握することができる。 
２）栄養教諭の心構えや態度を学修し、栄養教諭に求められる役割を理解する。 
３）学校給食管理の実際を把握し、生きた教材としての給食と食に関する指導の一体化について理解する。 

実習内容 ・学校現場において、観察・参加・実習を通じて、学校教育（学校給食経営管理を含む）の実際を学ぶ。 
・給食時や教科・特別活動において、食に関する指導（指導案の作成、研究授業の実施など）を体験する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  目標の達成状況を下記の点から評価する。 

・提出物：実習ノート・自主課題等の記録（40％） 
実習報告書（30％） 

・その他：実習施設指導者の評価（30％） 
 

レポート  
小テスト  
提出物 70％ 
その他 30％ 

履修上の 
留意事項 

1．本実習は、「栄養教育実習事前・事後指導」において、実習前に必要なオリエンテーションや事前準備等を
行い、実習後に成果発表等を行う。 

2．教職関連科目で学修したことが基礎となるため、事前にしっかり振り返りをしておくこと。 
実務経験を 

活かした教育内容  

実習方法 小学校で 1週間（5日間：45時間）。 
日程や具体的内容等は「栄養教育実習事前・事後指導」のオリエンテーションで説明する。 

実習施設 札幌市内の小学校（予定） 
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授業科目 
栄養教育実習 

担当教員 所 伸一、百々瀬 いづみ 
Nutrition Teaching Practicum 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4年次・通年 選択・必修 選択 

授業形態 実習 単位数 1単位 

ねらい 
栄養教諭として、児童・生徒の健やかな成長と長い生涯にわたる健康維持の基礎づくりのために、適正な食習 
慣ならびに自己管理ができるように、学校現場（小学校）において、実習を行う。講義や演習を通して学んだ 
知識や技術を基礎として、児童・生徒に対し給食を教材とした栄養教育・食育を実践する。 

実習目標 
１）児童との関わりを通して、児童の実態や課題を把握することができる。 
２）栄養教諭の心構えや態度を学修し、栄養教諭に求められる役割を理解する。 
３）学校給食管理の実際を把握し、生きた教材としての給食と食に関する指導の一体化について理解する。 

実習内容 ・学校現場において、観察・参加・実習を通じて、学校教育（学校給食経営管理を含む）の実際を学ぶ。 
・給食時や教科・特別活動において、食に関する指導（指導案の作成、研究授業の実施など）を体験する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  目標の達成状況を下記の点から評価する。 

・提出物：実習ノート・自主課題等の記録（40％） 
実習報告書（30％） 

・その他：実習施設指導者の評価（30％） 
 

レポート  
小テスト  
提出物 70％ 
その他 30％ 

履修上の 
留意事項 

1．本実習は、「栄養教育実習事前・事後指導」において、実習前に必要なオリエンテーションや事前準備等を
行い、実習後に成果発表等を行う。 

2．教職関連科目で学修したことが基礎となるため、事前にしっかり振り返りをしておくこと。 
実務経験を 

活かした教育内容  

実習方法 小学校で 1週間（5日間：45時間）。 
日程や具体的内容等は「栄養教育実習事前・事後指導」のオリエンテーションで説明する。 

実習施設 札幌市内の小学校（予定） 

 

授業科目 
教職実践演習 

担当教員 所 伸一、百々瀬 いづみ 
Seminar on Teaching Practice 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4 年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 演習 単位数 2 単位 

授業目的 これまでの教職課程で学んだ理論と実践の有機的な統合を図るため、講義により学びを深めるほか事例研究
（討論）、年間指導計画の立案や教材研究、栄養教育の実践等を行う。 

到達目標 教員としての使命感、責任感、社会性や対人関係能力について理解する。 
栄養教諭としての指導力等について自ら確認し、課題探究とその解決策に向けて取り組む。 

テキスト 適宜、資料等の配布し、教科書等を貸与する 
参考書 適宜、提示する 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  目標の達成状況を下記の点から評価する。 

・提出物：指導案・レポート等の提出物（30％） 
・その他：討議、演習、実践等への参加態度（30％）、 

プレゼンテーション（40％） 
 

レポート  
小テスト  
提出物 30％ 
その他 70％ 

履修上の 
留意事項 栄養教諭課程の総まとめの演習と心得、栄養教諭としての資質向上を目指して積極的に取り組んで欲しい。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 ガイダンス（科目の趣旨・ねらい） 
授業内容 討論「履修カルテ」を活用したこれまでの学修の振り返り 
事前・事後学習 履修カルテの記入と記載内容の振り返り 

2 
学習の主題 討論 栄養教育実習からの事例研究 
授業内容 教科指導の分析・グループ討論 
事前・事後学習 栄養教育実習での学びの振り返り 

3 
学習の主題 発表・討論 
授業内容 「第 2 回グループ討議」発表と全体討論 
事前・事後学習 討論内容を踏まえて、気づき･ 学びの振り返り 

4 
学習の主題 討論 栄養教育実習からの事例研究 
授業内容 生徒指導の分析・グループ討論 
事前・事後学習 栄養教育実習での学びの振り返り 

5 
学習の主題 発表・討論 
授業内容 「第 4 回グループ討議」発表と全体討論 
事前・事後学習 討論内容を踏まえて、気づき・学びの振り返り 

6 
学習の主題 講義 学校現場の実際Ⅰ 
授業内容 学校栄養教諭による地域連携の実際 
事前・事後学習 講師から学びたい事項（質問事項）の整理 

7 
学習の主題 討論 
授業内容 「第 6 回講義」からの学び 
事前・事後学習 第 6 回講義での学びの振り返り 

8 
学習の主題 演習「年間指導計画」作成～立案に向けた情報収集・グループ討論 
授業内容 グループ討論による年間指導計画の作成 
事前・事後学習 「年間指導計画」作成方法の振り返り 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

9 
学習の主題 演習「年間指導計画」立案（完成）と教材研究 
授業内容 グループ討論による年間指導計画の作成と教材作成 
事前・事後学習 「年間指導計画」と「教材作成」方法の振り返り 

10 
学習の主題 演習 教材作成（個人作業） 
授業内容 栄養教育（発表用）に必要な教材の作成 
事前・事後学習 「教材作成方法」の振り返り 

11 
学習の主題 演習 教材作成・発表（グループ内での発表・修正作業） 
授業内容 栄養教育（発表用）に必要な教材の作成と討論による修正 
事前・事後学習 「教材作成方法」の振り返り 

12 
学習の主題 演習 教材を活用した栄養教育の計画・指導案作成 
授業内容 作成した教材を活用した栄養教育計画と、指導案の作成 
事前・事後学習 栄養教育の手法と、指導案作成方法の振り返り 

13 
学習の主題 演習 教材を活用した栄養教育のグループ内発表 
授業内容 グループ討論による栄養教育内容の発表と修正 
事前・事後学習 栄養教育の事前練習 

14 
学習の主題 演習 栄養教育の模擬発表（1 グループの発表）と全体討論 
授業内容 栄養教育内容の発表と全体討論での修正点の確認 
事前・事後学習 栄養教育の事前練習 

15 
学習の主題 演習 栄養教育の模擬発表（2 グループの発表）と全体討論 
授業内容 栄養教育内容の発表と全体討論での修正点の確認 
事前・事後学習 栄養教育の事前練習 

16 
学習の主題 演習 栄養教育の模擬発表（3 グループの発表）と全体討論 
授業内容 栄養教育内容の発表と全体討論での修正点の確認 
事前・事後学習 栄養教育の事前練習 

17 
学習の主題 討論 栄養教育の模擬発表の振り返り・改善案について 
授業内容 栄養教育の発表内容全体を振り返り・改善方法等について討論 
事前・事後学習 栄養教育内容の振り返り 

18 
学習の主題 演習 栄養教育の準備Ⅰ（教材の作成・変更等） 
授業内容 栄養教育の実践に向け教材の作成･ 変更・練習等 
事前・事後学習 栄養教育の実践に向けた準備 

19 
学習の主題 演習 栄養教育の準備Ⅱ（グループ内練習等） 
授業内容 グループ内での栄養教育の練習等 
事前・事後学習 栄養教育の実践に向けた準備 

20 
学習の主題 実践 児童会館等における栄養教育の実践（1 グループ） 
授業内容 1 グループは栄養教育の実践／他グループは発表の観察 
事前・事後学習 実践結果の振り返り 

21 
学習の主題 実践 児童会館等における栄養教育の実践（2 グループ） 
授業内容 ２グループは栄養教育の実践／他グループは発表の観察 
事前・事後学習 実践結果の振り返り 

22 
学習の主題 実践 児童会館等における栄養教育の実践（3 グループ） 
授業内容 ３グループは栄養教育の実践／他グループは発表の観察 
事前・事後学習 実践結果の振り返り 

23 
学習の主題 討論 栄養教育実践の評価・改善について 
授業内容 全グループの栄養教育実践結果の報告と改善点について討論 
事前・事後学習 実践結果の振り返り 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

9 
学習の主題 演習「年間指導計画」立案（完成）と教材研究 
授業内容 グループ討論による年間指導計画の作成と教材作成 
事前・事後学習 「年間指導計画」と「教材作成」方法の振り返り 

10 
学習の主題 演習 教材作成（個人作業） 
授業内容 栄養教育（発表用）に必要な教材の作成 
事前・事後学習 「教材作成方法」の振り返り 

11 
学習の主題 演習 教材作成・発表（グループ内での発表・修正作業） 
授業内容 栄養教育（発表用）に必要な教材の作成と討論による修正 
事前・事後学習 「教材作成方法」の振り返り 

12 
学習の主題 演習 教材を活用した栄養教育の計画・指導案作成 
授業内容 作成した教材を活用した栄養教育計画と、指導案の作成 
事前・事後学習 栄養教育の手法と、指導案作成方法の振り返り 

13 
学習の主題 演習 教材を活用した栄養教育のグループ内発表 
授業内容 グループ討論による栄養教育内容の発表と修正 
事前・事後学習 栄養教育の事前練習 

14 
学習の主題 演習 栄養教育の模擬発表（1 グループの発表）と全体討論 
授業内容 栄養教育内容の発表と全体討論での修正点の確認 
事前・事後学習 栄養教育の事前練習 

15 
学習の主題 演習 栄養教育の模擬発表（2 グループの発表）と全体討論 
授業内容 栄養教育内容の発表と全体討論での修正点の確認 
事前・事後学習 栄養教育の事前練習 

16 
学習の主題 演習 栄養教育の模擬発表（3 グループの発表）と全体討論 
授業内容 栄養教育内容の発表と全体討論での修正点の確認 
事前・事後学習 栄養教育の事前練習 

17 
学習の主題 討論 栄養教育の模擬発表の振り返り・改善案について 
授業内容 栄養教育の発表内容全体を振り返り・改善方法等について討論 
事前・事後学習 栄養教育内容の振り返り 

18 
学習の主題 演習 栄養教育の準備Ⅰ（教材の作成・変更等） 
授業内容 栄養教育の実践に向け教材の作成･ 変更・練習等 
事前・事後学習 栄養教育の実践に向けた準備 

19 
学習の主題 演習 栄養教育の準備Ⅱ（グループ内練習等） 
授業内容 グループ内での栄養教育の練習等 
事前・事後学習 栄養教育の実践に向けた準備 

20 
学習の主題 実践 児童会館等における栄養教育の実践（1 グループ） 
授業内容 1 グループは栄養教育の実践／他グループは発表の観察 
事前・事後学習 実践結果の振り返り 

21 
学習の主題 実践 児童会館等における栄養教育の実践（2 グループ） 
授業内容 ２グループは栄養教育の実践／他グループは発表の観察 
事前・事後学習 実践結果の振り返り 

22 
学習の主題 実践 児童会館等における栄養教育の実践（3 グループ） 
授業内容 ３グループは栄養教育の実践／他グループは発表の観察 
事前・事後学習 実践結果の振り返り 

23 
学習の主題 討論 栄養教育実践の評価・改善について 
授業内容 全グループの栄養教育実践結果の報告と改善点について討論 
事前・事後学習 実践結果の振り返り 

 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

24 
学習の主題 講義 「学校現場の実際Ⅱ（特別支援学校で栄養教諭の役割）」 
授業内容 学校栄養教諭による特別支援学校における業務の実際 
事前・事後学習 講師から学びたい事項（質問事項）の整理 

25 
学習の主題 討論 「第 24 回の講義からの学び」 
授業内容 「第 24 回の講義」からの学び 
事前・事後学習 第 24 回講義での学びの振り返り 

26 
学習の主題 演習 特別支援学校における栄養教育の計画・指導案作成 
授業内容 グループ討論による指導計画、指導案の作成 
事前・事後学習 「指導計画・指導案」作成方法の振り返り 

27 
学習の主題 演習 特別支援学校における栄養教育のグループ内発表 
授業内容 グループ討論による栄養教育内容の発表と修正 
事前・事後学習 栄養教育の事前練習 

28 
学習の主題 演習 特別支援学校における栄養教育の模擬発表 
授業内容 栄養教育内容の発表と全体討論での修正点の確認 
事前・事後学習 栄養教育の事前練習 

29 
学習の主題 討論 特別支援学校における栄養教育のあり方について 
授業内容 現場の栄養教諭を交えて、栄養教育のあり方について討論する 
事前・事後学習 第 24 回講義での学びの振り返り 

30 
学習の主題 討論 「教職実践演習の振り返り」、履修カルテの記入・自己評価 
授業内容 履修カルテを活用して、自己の学び（達成状況）や課題を振り返る 
事前・事後学習 履修カルテの記入、自己評価 

 

教
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Ⅳ 規 程 

（学則・教務に関する諸規程） 
 



札幌保健医療大学学則 

  

第１章 総則 

  

第１節 目 的 

（目 的） 

第１条 札幌保健医療大学（以下「本学」という。）は、教育基本法及び学校教育法並びに建学の精神

に則り、専門の学術の理論及び応用を深く研究・教授し、保健医療における有為な人材を養成、社会

の発展に貢献することを目的とする。 

（自己点検・評価等） 

第２条 本学は、その教育研究の向上を図り、前条の目的を達成するため、教育研究活動等の状況等に

ついて自ら点検及び評価（以下「自己点検・評価」という。）を行い、その結果について公表する。 

２ 自己点検・評価に関し必要な事項は別に定める。 

３ 第１項の自己点検・評価に加え教育研究等の総合的な評価について、学校教育法施行令第 40条に定

める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた認証評価機関による評価を受ける。 

（教育内容等の改善のための組織的改善） 

第３条 本学は、授業の内容および方法の改善を図るための組織的な研修を行うものとする。 

２ 前項の教育内容等の改善に関し必要な事項は、別に定める。 

（情報公開） 

第４条 本学は、教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる

方法により、積極的に情報公開する。 

２ 前項の情報公開に関し必要な事項は別に定める。 

第２節 組 織 

（学部及び学科） 

第５条 本学に、次の学部及び学科を置く。 

   保健医療学部 看護学科 

                   栄養学科 

２ 学科の入学定員及び収容定員は、次の通りとする。 

  

学部名 学科名 入学定員 収容定員 

保健医療学部 看護学科 100名 400名 

栄養学科 80 名 320名 

 

３ 大学及び学科の教育上の目的 

（１）大学 

   本学の教育理念である「人間力教育」を根幹に、「豊かな感性」、「高潔な精神」、「確かな知

力」を培い、「他者との共存」ができる人間力を有し、多様化する保健医療の進展と地域のニーズに

対応できる実践力を備えるとともに、将来にわたり保健医療の専門性を追求し続ける保健医療専門職

者を育成する。 

（２）看護学科 

  看護学科では、本学の教育目的に則り、社会人としての人間力を涵養するとともに、看護学とこれ

に関連する保健医療福祉の幅広い知識・技術を体系的に理解し、看護を実践できる能力、多職種と連

携し協働できる能力、さらに将来にわたり成長し続ける基礎的な能力を有する看護専門職者を育成す

る。  
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札幌保健医療大学学則 

  

第１章 総則 

  

第１節 目 的 

（目 的） 

第１条 札幌保健医療大学（以下「本学」という。）は、教育基本法及び学校教育法並びに建学の精神

に則り、専門の学術の理論及び応用を深く研究・教授し、保健医療における有為な人材を養成、社会

の発展に貢献することを目的とする。 

（自己点検・評価等） 

第２条 本学は、その教育研究の向上を図り、前条の目的を達成するため、教育研究活動等の状況等に

ついて自ら点検及び評価（以下「自己点検・評価」という。）を行い、その結果について公表する。 

２ 自己点検・評価に関し必要な事項は別に定める。 

３ 第１項の自己点検・評価に加え教育研究等の総合的な評価について、学校教育法施行令第 40条に定

める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた認証評価機関による評価を受ける。 

（教育内容等の改善のための組織的改善） 

第３条 本学は、授業の内容および方法の改善を図るための組織的な研修を行うものとする。 

２ 前項の教育内容等の改善に関し必要な事項は、別に定める。 

（情報公開） 

第４条 本学は、教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる

方法により、積極的に情報公開する。 

２ 前項の情報公開に関し必要な事項は別に定める。 

第２節 組 織 

（学部及び学科） 

第５条 本学に、次の学部及び学科を置く。 

   保健医療学部 看護学科 

                   栄養学科 

２ 学科の入学定員及び収容定員は、次の通りとする。 

  

学部名 学科名 入学定員 収容定員 

保健医療学部 看護学科 100名 400名 

栄養学科 80 名 320名 

 

３ 大学及び学科の教育上の目的 

（１）大学 

   本学の教育理念である「人間力教育」を根幹に、「豊かな感性」、「高潔な精神」、「確かな知

力」を培い、「他者との共存」ができる人間力を有し、多様化する保健医療の進展と地域のニーズに

対応できる実践力を備えるとともに、将来にわたり保健医療の専門性を追求し続ける保健医療専門職

者を育成する。 

（２）看護学科 

  看護学科では、本学の教育目的に則り、社会人としての人間力を涵養するとともに、看護学とこれ

に関連する保健医療福祉の幅広い知識・技術を体系的に理解し、看護を実践できる能力、多職種と連

携し協働できる能力、さらに将来にわたり成長し続ける基礎的な能力を有する看護専門職者を育成す

る。  

（３）栄養学科  

  栄養学科では、本学の教育目的に則り、社会人としての人間力を涵養するとともに、栄養学とこれ

に関連する保健医療福祉の幅広い知識・技術を体系的に理解し、栄養の管理・指導を実践できる能

力、多職種と連携し協働できる能力、さらに将来にわたり成長し続ける基礎的な能力を有する栄養専

門職者を育成する。 

（図書館） 

第６条 本学に、図書館を置く。 

２ 図書館に関し必要な事項は、別に定める。 

第３節 職員組織 

（職員） 

第７条 本学に、学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、及びその他必要な職員を置く。 

（事務局） 

第８条 本学に、事務局を置く。 

２ 事務局の事務を統括し職員を指揮監督するため、事務局長を置く。 

３ 事務局に関し必要な事項は、別に定める。 

第４節 評議会及び教授会 

（評議会） 

第９条 本学に、評議会を置く。 

２ 評議会の組織等については、別に定める。 

３ 評議会は、次の各号に掲げる事項について、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

（１）大学の管理運営の重要事項に関すること 

（２）大学の将来構想に関すること 

（３）学則その他重要な規程の制定及び改廃に関すること 

（４）教員の人事計画に関すること 

（５）教員の採用、退職及び昇任等に関すること 

（６）学生の入学に関すること 

（７）学生の奨学金に関すること 

４ 評議会に関し必要な事項は、別に定める。 

（教授会） 

第 10 条 学部に教授会を置く。 

２ 教授会の組織等については別に定める。 

３ 教授会は、次の各号に掲げる事項について、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

（１）学生の入学及び卒業に関すること 

（２）学位の授与に関すること 

４ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長（以下

「学長等」という。）がつかさどる次の各号に掲げる教育研究に関する事項について審議し、及び学

長等の求めに応じ、意見を述べることができる。 

（１）教育・研究の基本方針に関すること  

（２）教育課程の編成に関すること 

（３）学則その他学部運営に関する規程等の制定及び改廃に関すること 

（４）学生の指導及び賞罰に関すること 

（５）学生の除籍に関すること 

（６）学生の奨学金に関すること 

（７）入学試験要項に関すること 
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（８）教員の教育研究業績の審査に関すること 

第５節 学年、学期及び休業日 

（学年） 

第 11 条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月 31日に終わる。 

（学期） 

第 12 条 学年を次の２期に分ける。 

   前期 ４月１日から９月 30日まで 

   後期 10 月１日から翌年３月 31 日まで 

（休業日） 

第 13 条 休業日は、次の通りとする。 

（１）日曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178 号）に定める日 

（３）本学の創立記念日 

（４）夏期休業 

（５）冬期休業 

（６）春期休業 

２ 学長は、必要があると認める場合は、前項の休業日を変更し、又は臨時の休業日を定めることがで

きる。 

３ 学長は、必要があると認める場合は、休業日においても臨時の授業日を設けることができる。 

第２章 学部通則 

第１節 修業年限及び在学年限 

（修業年限） 

第 14 条 学部の修業年限は、４年とする。 

（最長在学年限） 

第 15 条 学生は８年を超えて在学することができない。 

第２節 入 学 

（入学の時期） 

第 16 条 入学の時期は、学年の始めとする。 

（入学資格） 

第 17 条 本学に入学することの出来る者は、次の各号の一に該当する者とする。 

（１）高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

（２）通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者 

（３）外国において、学校教育における 12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の

指定した者 

（４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課

程を修了した者 

（５）文部科学大臣の指定した者 

（６）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学

入学資格検定に合格した者を含む。) 

（７）専修学校の高等課程（修業年限３年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を満た

す者に限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者 

（８）本学において、個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認め

られた者で、18 歳に達した者 

（入学の出願） 
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（８）教員の教育研究業績の審査に関すること 

第５節 学年、学期及び休業日 

（学年） 

第 11 条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月 31日に終わる。 

（学期） 

第 12 条 学年を次の２期に分ける。 

   前期 ４月１日から９月 30日まで 

   後期 10 月１日から翌年３月 31 日まで 

（休業日） 

第 13 条 休業日は、次の通りとする。 

（１）日曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178 号）に定める日 

（３）本学の創立記念日 

（４）夏期休業 

（５）冬期休業 

（６）春期休業 

２ 学長は、必要があると認める場合は、前項の休業日を変更し、又は臨時の休業日を定めることがで

きる。 

３ 学長は、必要があると認める場合は、休業日においても臨時の授業日を設けることができる。 

第２章 学部通則 

第１節 修業年限及び在学年限 

（修業年限） 

第 14 条 学部の修業年限は、４年とする。 

（最長在学年限） 

第 15 条 学生は８年を超えて在学することができない。 

第２節 入 学 

（入学の時期） 

第 16 条 入学の時期は、学年の始めとする。 

（入学資格） 

第 17 条 本学に入学することの出来る者は、次の各号の一に該当する者とする。 

（１）高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

（２）通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者 

（３）外国において、学校教育における 12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の

指定した者 

（４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課

程を修了した者 

（５）文部科学大臣の指定した者 

（６）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学

入学資格検定に合格した者を含む。) 

（７）専修学校の高等課程（修業年限３年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を満た

す者に限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者 

（８）本学において、個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認め

られた者で、18 歳に達した者 

（入学の出願） 

第 18 条 本学への入学を志願する者は、入学願書に所定の入学検定料及び別に定める書類を添えて願い

出なければならない。 

（入学者の選考） 

第 19 条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。 

（入学手続き及び入学許可） 

第 20 条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに所定の書類を提出する

とともに、所定の入学料を納付しなければならない。 

２ 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 

第３節 教育課程及び履修方法等 

（教育課程の編成） 

第 21 条 本学は、学部・学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育

課程を編成する。 

（授業科目） 

第 22 条 授業科目は、基礎教育科目、専門基礎科目、専門科目及び教職に関する科目とする。 

２ 各授業科目を必修科目、選択必修科目、選択科目に分け、各年次に配当する。 

（授業の方法） 

第 22 条の２ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらを併用して行

うものとする。  

２ 授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより多様なメディアを高度に利用して当該授業を行う

教室等以外の場所で行うことができる。 

（履修の要件） 

第 23 条 学部・学科における履修の要件については、別表１、別表２、別表３及び別表４のとおりとす

る。 

２ 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として修得すべき単位数につ

いて、１年間または１学期に履修科目として登録することができる単位数の上限は、別に定める。 

（単位計算方法） 

第 24 条 授業科目の単位計算方法は、１単位の授業科目を 45時間の学修を必要とする内容をもって構

成することとし、授業の方法に応じ次の基準によるものとする。 

（１）講義・演習については、15時間から 30 時間の範囲内で定める時間の授業をもって１単位とする。 

（２）実験・実習及び実技については、45 時間の実験・実習又は実技をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業研究等の授業科目については、その学修の成果を考慮して単位数を

定めることができる。 

（単位の授与） 

第 25 条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。 

（他大学等における授業科目の履修等） 

第 26 条 教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学等との協議に基づき、学生に当該他大学又

は短期大学等の授業科目を履修させることができる。 

２ 学長は、前項の規定により履修した授業科目について修得した単位については、60単位を限度とし

て卒業要件単位として認めることができる。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第 27 条 教育上有益と認めるときは、短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学

大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 

２ 前項により与えることができる単位数は、前条により本学において修得したものとみなす単位数と

合わせて 60 単位を超えないものとする。 
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（入学前の既修得単位等の認定） 

第 28 条 教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目

について修得した単位（科目等履修により修得した単位を含む。）を、本学における授業科目の履修

により修得したものとみなすことができる。 

２ 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定する学修を、本学

における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 

３ 前２項により修得したものとみなし、本学において修得した単位以外のものについては、合わせて

60 単位を超えないものとする。 

（本学以外での履修の許可） 

第 29 条 本学学生にして、前２条に定める大学等で授業科目の履修を希望する者は、学長の許可を得な

ければならない。 

（本学以外で履修した科目及び単位の取り扱い） 

第 30 条 本学以外で修得した科目及び単位の取り扱いに関する詳細は、別に定める。 

（成績） 

第 31 条 授業科目の成績評価は、秀（100点～90点以上）・優（90 点未満～80 点以上）・良（80点未

満～70点以上）・可（70点未満～60点以上）・不可（60点未満）の５種をもって表わし、可以上を

合格とする。 

（その他） 

第 32 条 この節に定めるもののほか、授業科目の種類・単位数及び履修方法等については、別に定め

る。 

第４節 休学・転学・留学・退学・除籍・再入学及び復籍 

（休学） 

第 33 条 疾病その他特別の理由により２カ月以上修学することができない者は、学部長の許可を得て休

学することができる。 

２ 疾病のため修学することが適当でないと認められるものについては、学部長は休学を命ずることが

できる。 

（休学期間） 

第 34 条 休学期間は、１年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、１年を限度として休学期間

の延長を認めることができる。 

２ 休学期間は、通算して４年を超えることができない。 

３ 休学期間は、第 15条の在学期間に参入しない。 

４ 休学期間中にその理由が消滅した場合は、学部長の許可を得て復学することができる。 

（転学） 

第 35 条 他の大学への入学又は転入学を志願しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。 

（留学） 

第 36 条 外国の大学又は短期大学で学修することを志願する者は、学部長の許可を得て留学することが

できる。 

２ 前項の許可を得て留学した期間は、第 41 条に定める在学期間に含めることができる。 

３ 第 26条の規定は、外国の大学又は短期大学へ留学する場合に準用する。 

（退学） 

第 37 条 病気その他やむを得ない理由で退学しようとする者は、保証人連署の上、退学願を提出し、学

長の許可を受けなければならない。 

（除籍） 

第 38 条 次の各号の一に該当する者は、学長が除籍する。 
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（入学前の既修得単位等の認定） 

第 28 条 教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目

について修得した単位（科目等履修により修得した単位を含む。）を、本学における授業科目の履修

により修得したものとみなすことができる。 

２ 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定する学修を、本学

における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 

３ 前２項により修得したものとみなし、本学において修得した単位以外のものについては、合わせて

60 単位を超えないものとする。 

（本学以外での履修の許可） 

第 29 条 本学学生にして、前２条に定める大学等で授業科目の履修を希望する者は、学長の許可を得な

ければならない。 

（本学以外で履修した科目及び単位の取り扱い） 

第 30 条 本学以外で修得した科目及び単位の取り扱いに関する詳細は、別に定める。 

（成績） 

第 31 条 授業科目の成績評価は、秀（100点～90点以上）・優（90 点未満～80 点以上）・良（80点未

満～70点以上）・可（70点未満～60点以上）・不可（60点未満）の５種をもって表わし、可以上を

合格とする。 

（その他） 

第 32 条 この節に定めるもののほか、授業科目の種類・単位数及び履修方法等については、別に定め

る。 

第４節 休学・転学・留学・退学・除籍・再入学及び復籍 

（休学） 

第 33 条 疾病その他特別の理由により２カ月以上修学することができない者は、学部長の許可を得て休

学することができる。 

２ 疾病のため修学することが適当でないと認められるものについては、学部長は休学を命ずることが

できる。 

（休学期間） 

第 34 条 休学期間は、１年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、１年を限度として休学期間

の延長を認めることができる。 

２ 休学期間は、通算して４年を超えることができない。 

３ 休学期間は、第 15条の在学期間に参入しない。 

４ 休学期間中にその理由が消滅した場合は、学部長の許可を得て復学することができる。 

（転学） 

第 35 条 他の大学への入学又は転入学を志願しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。 

（留学） 

第 36 条 外国の大学又は短期大学で学修することを志願する者は、学部長の許可を得て留学することが

できる。 

２ 前項の許可を得て留学した期間は、第 41 条に定める在学期間に含めることができる。 

３ 第 26条の規定は、外国の大学又は短期大学へ留学する場合に準用する。 

（退学） 

第 37 条 病気その他やむを得ない理由で退学しようとする者は、保証人連署の上、退学願を提出し、学

長の許可を受けなければならない。 

（除籍） 

第 38 条 次の各号の一に該当する者は、学長が除籍する。 

（１）授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

（２）第 15 条に定める在学年限を超えた者 

（３）第 34 条第２項に定める休学期間を超えてなお修学できない者 

（４）死亡又は長期間にわたり行方不明の者 

（編入学及び再入学） 

第 39 条 本学に他大学等から編入学を志願する者又は、やむを得ない理由で本学を退学した者で、その

後２年以内に再入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考の上、学長が相当年次

に入学を許可することがある。 

２ 前項により、入学を許可された者の既に履修した科目及び単位数の取り扱い並びに修業年限は、学

長が決定する。 

３ 第 46条に規定する懲戒処分により退学した者は、再入学することはできない。 

４ 編入学及び再入学に関する規程は別に定める。 

(転学科）  

第 40 条 所属する学科から他学科へ変更することを志願する者があるときは、その学科に欠員がある場

合に限り、選考の上、学長が相当年次に転学科を許可することがある。 

２ 転学科に関する規程は、別に定める。 

（復籍） 

第 41 条 第 38 条第１号に該当する事由により除籍された者で、未納の授業料等に相当する金額を納付

して復籍を願い出た者に対しては、学長が許可することがある。 

２ 前項により復籍を許可された者に対し必要な事項は、学長が決定する。 

第５節 卒業及び学位等 

（卒業） 

第 42 条 本学に４年以上在学し、別表１及び別表３に定める授業科目及び単位数を修得した者について

は、学長が卒業を認定する。 

（学位の授与） 

第 43 条 前条により卒業を認定された者には、次の学位を授与する。 

   保健医療学部 看護学科  学士（看護学） 

                   栄養学科  学士（栄養学） 

（免許及び資格の取得） 

第 44 条 看護学科の学生で第 42条に定める卒業要件を満たした者は、保健師助産師看護師法に基づ

き、看護師国家試験受験資格を取得する。 

２ 看護学科の学生で保健師国家試験受験資格を希望する者は、第１項の規定を満たし、かつ別表１に

定める保健師に関する科目を履修し、必要な単位を修得しなければならない。 

３ 栄養学科の学生で第 42 条に定める卒業要件を満たした者は、栄養士法並びに同法施行規則に基づ

き、栄養士免許証が交付され、また管理栄養士国家試験受験資格を取得する。 

４ 栄養学科の学生で第３項の規定を満たし、かつ別表４に定める栄養教諭養成課程を履修し、免許状

授与に必要な単位数を修得した者は、教育職員免許法並びに同法施行規則の規定に基づき、栄養教諭

一種免許状が授与される。 

第６節 賞 罰 

（表彰） 

第 45 条 学生として表彰に価する行為があった者は、学長が表彰することができる。 

（懲戒） 

第 46 条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、学長が懲戒する。 

２ 前項の懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。 
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３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。 

（１）性行不良で改善の見込みがない者 

（２）正当な理由がなくて出席が常でない者 

（３）本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 

第７節 科目等履修生等 

（科目等履修生）  

第 47 条 本学の学生以外の者で、一又は複数の授業科目の履修を希望する者があるときは、各学科等の

教育研究に支障がない場合に限り、選考のうえ、科目等履修生として学長が受入を許可することがあ

る。 

２ 科目等履修生に関する規程は、別に定める。 

第８節 入学検定料、入学金及び授業料並びに教職課程履修費等 

（納付金） 

第 48 条 入学検定料、入学金及び授業料並びに教職課程履修費及び栄養教育実習費の金額は、別表５及

び別表６のとおりとする。 

（授業料の納付） 

第 49 条 授業料は、年額の二分の一ずつを次の２期に分けて納付することができる。 

区 分 納 期 

前期（４月から９月まで） ４月中 

後期（10 月から翌年３月まで） 10 月中 

（復学の場合の授業料） 

第 50 条 前期又は後期の中途において、復学した者は、復学した月から当該期末までの授業料を復学し

た月に納付しなければならない。 

（前期で卒業する場合の授業料） 

第 51 条 前期で卒業する者の授業料は年額の二分の一を納付するものとする。 

（退学及び停学の場合の授業料） 

第 52 条 学期の中途で退学した者、又は停学を命じられた者の該当期分の授業料は徴収する。 

（休学の場合の授業料） 

第 53 条 前期又は後期の中途で休学を許可され、又は命ぜられた者についての休学期間の授業料は徴収

しない。 

（納付した授業料等） 

第 54 条 納付した入学検定料、入学金、及び授業料は、特別の事情がある場合を除き返戻しない。 

第３章 改正及び細則 

（改正） 

第 55 条 本学則の改正は、教授会及び評議会を経て理事長が行う。 

（その他） 

第 56 条 学部規程のほか、本学則施行についての細則その他必要な事項は、別に定める。 

附 則 

  この学則は、平成 25年４月１日から施行する。 

附 則  

  この学則は、平成 26年 10 月１日から施行する。  

附 則  

  この学則は、平成 27年４月１日から施行する。  

附 則  

  この学則は、平成 29年４月１日から施行する。 
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３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。 

（１）性行不良で改善の見込みがない者 

（２）正当な理由がなくて出席が常でない者 

（３）本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 

第７節 科目等履修生等 

（科目等履修生）  

第 47 条 本学の学生以外の者で、一又は複数の授業科目の履修を希望する者があるときは、各学科等の

教育研究に支障がない場合に限り、選考のうえ、科目等履修生として学長が受入を許可することがあ

る。 

２ 科目等履修生に関する規程は、別に定める。 

第８節 入学検定料、入学金及び授業料並びに教職課程履修費等 

（納付金） 

第 48 条 入学検定料、入学金及び授業料並びに教職課程履修費及び栄養教育実習費の金額は、別表５及

び別表６のとおりとする。 

（授業料の納付） 

第 49 条 授業料は、年額の二分の一ずつを次の２期に分けて納付することができる。 

区 分 納 期 

前期（４月から９月まで） ４月中 

後期（10 月から翌年３月まで） 10 月中 

（復学の場合の授業料） 

第 50 条 前期又は後期の中途において、復学した者は、復学した月から当該期末までの授業料を復学し

た月に納付しなければならない。 

（前期で卒業する場合の授業料） 

第 51 条 前期で卒業する者の授業料は年額の二分の一を納付するものとする。 

（退学及び停学の場合の授業料） 

第 52 条 学期の中途で退学した者、又は停学を命じられた者の該当期分の授業料は徴収する。 

（休学の場合の授業料） 

第 53 条 前期又は後期の中途で休学を許可され、又は命ぜられた者についての休学期間の授業料は徴収

しない。 

（納付した授業料等） 

第 54 条 納付した入学検定料、入学金、及び授業料は、特別の事情がある場合を除き返戻しない。 

第３章 改正及び細則 

（改正） 

第 55 条 本学則の改正は、教授会及び評議会を経て理事長が行う。 

（その他） 

第 56 条 学部規程のほか、本学則施行についての細則その他必要な事項は、別に定める。 

附 則 

  この学則は、平成 25年４月１日から施行する。 

附 則  

  この学則は、平成 26年 10 月１日から施行する。  

附 則  

  この学則は、平成 27年４月１日から施行する。  

附 則  

  この学則は、平成 29年４月１日から施行する。 

附 則 

  この学則は、平成 30年４月１日から施行する。 

附 則  

  この学則は、平成 30年 10 月１日から施行する。 

附 則  

１ この学則は、2019 年４月１日から施行する。 

２ 2019年 3月 31 日以前に入学した学生の第 23条第 1項に規定する別表 4の保健医療学部栄養学科教

職に関する履修要件は、なお従前の例による。 

附 則   

  この学則は、2020 年４月１日から施行する。 

附 則   

１ この学則は、2021年 4月 1日から施行する。 

２ 2021年 3月 31 日以前に入学した学生の第 23条第 1項に規定する別表第 3については、なお従前の

例による。 
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別表１ 保健医療学部看護学科教育課程 

科目区分 授業科目の名称 卒業要件 
単位数 授業

形態 
備考 

必修 選択 自由 

基
礎
教
育
科
目 

学習と 

思考力 

学びの理解 

必修科目 14単

位及び選択科

目 10単位以

上、計 24単位

以上履修 

1   講義  

生物学  1  講義  

化学  1  講義  

論理的思考 2   講義  

情報処理 1   演習  

統計分析法 1   演習  

小計（６科目） 5 2 0   

言語と 

表現力 

英語Ⅰ（基礎） 1   演習  

英語Ⅱ（会話） 1   演習  

英語Ⅲ（読解）  1  演習  

英語Ⅳ（総合）  1  演習  

表現技法Ⅰ（読解・分析） 1   演習  

表現技法Ⅱ（討議・発表） 1   演習  

小計（６科目） 4 2 0   

人間と 

社会 

心理学 2   講義  

倫理学 1   講義  

現代社会論 2   講義  

生態学  1  講義  

生活環境論  2  講義  

教育学  1  講義  

文学と人間  1  講義  

スポーツ科学と運動  1  演習  

法と人権  2  講義  

地域社会文化論  2  講義  

国際社会論  1  講義  

社会貢献と活動  1  演習  

小計（12科目） 5 12 0   

基礎教育 計 14 16 0   

専
門
基
礎
科
目 

個人と 

健康 

形態機能学Ⅰ 

必修科目 23 単

位及び選択科

目４単位以上、

計 27 単位以上

履修 

2   講義  

形態機能学Ⅱ 2   講義  

感染免疫学 2   講義  

病態学 2   講義  

薬理学 2   講義  

栄養代謝学 2   講義  

生涯発達論 1   講義  

臨床心理学 1   講義  

疾病治療論Ⅰ 2   講義  

疾病治療論Ⅱ 2   講義  

小計（10科目） 18 0 0   

社会と 

健康 

環境保健論 1   講義  

社会福祉論 2   講義  

疫学  2  講義 ※ 

保健医療福祉行政論Ⅰ 1   講義  

保健医療福祉行政論Ⅱ  2  講義 ※ 

保健統計学Ⅰ 1   演習  

保健統計学Ⅱ  1  演習 ※ 

生命倫理  1  講義  

小計（８科目） 5 6 0   

専門基礎科目 計 23 6 0   

専
門
科
目 

看護の 

基本 

看護学概論  2   講義  

看護技術総論  1   演習  

援助関係論  1   演習  

看護技術論Ⅰ  2   演習  

看護技術論Ⅱ  2   演習  

看護技術論Ⅲ  1   演習  

健康教育論  2   講義  

地域保健医療看護論  1   演習  

看護倫理  1   講義  

看護理論  1   講義  

看護基礎実習Ⅰ  1   実習  

看護基礎実習Ⅱ  2   実習  

小計（12科目）  17 0 0   
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専
門
科
目 

人間の発

達段階と

看護活動 

成人看護学概論 

必修科目 67単

位及び選択科

目６単位以

上、計 73単位

以上履修 

1   講義  

成人看護活動論Ⅰ 2   講義  

成人看護活動論Ⅱ 1   演習  

成人看護活動論Ⅲ 1   講義  

成人看護実習Ⅰ 3   実習  

成人看護実習Ⅱ 3   実習  

小計（６科目） 11 0 0   

高齢者看護学概論 1   講義  

高齢者看護活動論Ⅰ 1   演習  

高齢者看護活動論Ⅱ 1   講義  

高齢者看護実習 4   実習  

小計（４科目） 7 0 0   

小児看護学概論 2   講義  

小児看護活動論Ⅰ 1   演習  

小児看護活動論Ⅱ 1   講義  

小児看護実習 2   実習  

小計（４科目） 6 0 0   

母性看護学概論 2   講義  

母性看護活動論Ⅰ 1   演習  

母性看護活動論Ⅱ 1   講義  

母性看護実習 2   実習  

小計（４科目） 6 0 0   

精神看護学概論 2   講義  

精神看護活動論Ⅰ 1   演習  

精神看護活動論Ⅱ 1   講義  

精神看護実習 2   実習  

小計（４科目） 6 0 0   

看護の統

合と探究 

在宅看護論Ⅰ 2   講義  

在宅看護論Ⅱ 1   演習  

医療安全論 2   講義  

看護学研究法 2   講義  

看護課題研究 2   演習  

リハビリテーション看護論  2  講義  

がん看護論  2  講義  

クリティカル看護論  2  講義  

慢性看護論  2  講義 ※ 

終末期看護論  1  講義  

家族看護論  1  講義 ※ 

国際看護論  1  講義 ※ 

看護管理論  1  講義  

看護教育論  1  講義  

在宅看護実習 2   実習  

看護総合実習 2   実習  

実践総合演習 1   演習  

小計（17科目） 14 13 0   

専門科目 計 67 13 0   

公衆衛生 

看護学 

公衆衛生看護学概論 

公衆衛生看護活動論Ⅰ 

公衆衛生看護活動論Ⅱ 

公衆衛生看護活動論Ⅲ 

公衆衛生看護管理論 

公衆衛生看護実習Ⅰ 

公衆衛生看護実習Ⅱ 

公衆衛生看護実習Ⅲ 

  

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

 

講義 

講義 

演習 

講義 

講義 

実習 

実習 

実習 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

小計（８科目）  0 12 0   

合計（101科目）  104 47 0   

 ※印は保健師国家試験受験資格取得希望者のうち選抜された履修許可者のみ必修 

別表２ 保健医療学部看護学科養護教諭二種免許取得に必要な科目 

授業科目の名称 
単位数 

授業形態 備考 
必修 選択 自由 

情報管理論  １  講義  

スポーツ理論  １  講義  
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別表３ 保健医療学部栄養学科教育課程 

科目区分 授業科目の名称 卒業要件 
単位数 授業

形態 
備考 

必修 選択 自由 

基
礎
教
育
科
目 

学
習
と
思
考
力 

学びの理解 

必修科目 17 単

位及び選択科

目 9単位以上、

計 26 単位以上

修得 

1   講義  

論理的思考 2   講義  

情報処理 1   演習  

統計分析法 1   演習  

情報リテラシー 1   演習 ※ 

生物学  1  講義  

基礎化学 2   講義  

小計(７科目) 8 1 0 －  

言
語
と
表
現
力 

英語Ⅰ(基礎) 1   演習  

英語Ⅱ(会話) 1   演習  

英語Ⅲ(読解)  1  演習  

英語Ⅳ(総合)  1  演習  

表現技法Ⅰ(読解・分析) 1   演習  

表現技法Ⅱ(討議・発表) 1   演習  

小計(６科目) 4 2 0 －  

人
間
と
社
会 

心理学 2   講義  

倫理学 1   講義  

生態学  1  講義  

スポーツ科学と運動  1  演習 ※ 

スポーツ理論  1  講義 ※ 

地域社会文化論  2  講義  

社会貢献と活動  1  演習  

生活環境論  2  講義  

現代社会論 2   講義  

国際社会論  1  講義  

法と人権  2  講義 ※ 

教育学  1  講義  

文学と人間  1  講義  

小計(13科目) 5 13 0 －  

基礎教育科目 計 17 16 0 －  

専
門
基
礎
科
目 

社
会
・
環
境
と
健
康 

生涯発達論 

必修科目 40 単

位及び選択科

目４単位以上、

計 44 単位以上

修得 

 1  講義  

人間関係論 1   講義  

生命倫理  1  講義  

医療概論  2  講義  

健康管理概論 2   講義  

公衆衛生学 2   講義  

公衆衛生学実習 1   実習  

保健医療福祉行政論 1   講義  

特別総合科目  1  演習  

小計(９科目) 7 5 0 －  

人
体
の
構
造
と
機
能
及
び
疾
病
の
成
り
立
ち 

形態機能学Ⅰ 2   講義  

形態機能学Ⅱ 2   講義  

形態機能学実習Ⅰ 1   実習  

形態機能学実習Ⅱ 1   実習  

有機化学  2  講義  

病理学 2   講義  

微生物学 

微生物学実験 

2 

1 
  講義 

実験 
 

生化学Ⅰ 2   講義  

生化学Ⅱ 2   講義  

生化学実験 1   実験  

病態診療学Ⅰ 2   講義  

病態診療学Ⅱ 2   講義  

小計(13科目) 20 2 0 －  

食
べ
物
と
健
康 

食品科学Ⅰ 2   講義  

食品科学Ⅱ 2   講義  

食品科学Ⅲ  2  講義  

食品科学実験Ⅰ 1   実験  

食品科学実験Ⅱ 

食品機能学 
1 

 

2 
 実験 

講義 
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専
門
基
礎
科
目 

食
べ
物
と
健
康 

食品衛生学 

食品衛生学実験 

 

2 

1 
  講義 

実験 
 

調理学 2   講義  

調理学実習Ⅰ 1   実習  

調理学実習Ⅱ 1   実習  

小計(11科目) 13 4 0 －  

専門基礎教育科目 計 40 11 0 －  

専
門
科
目 

管
理
栄 

養
士
論 

管理栄養士論 

必修科目 49 単

位及び選択必

修科目「給食経

営管理論実習

Ⅲ」又は「公衆

栄養学実習Ⅱ」

のうち１単位

並びに選択科

目６単位以上、

計 56 単位以上

修得 

1   講義  

管理栄養士総合演習 1   演習  

小計(２科目) 2 0 0 －  

基
礎 

栄
養
学 

基礎栄養学 2   講義  

基礎栄養学実験 1   実験  

小計(２科目) 3 0 0 －  

応
用
栄
養
学 

応用栄養学Ⅰ 2   講義  

応用栄養学Ⅱ 2   講義  

応用栄養学Ⅲ 2   講義  

応用栄養学実習 1   実習  

免疫と栄養  1  講義  

スポーツ栄養学総論  1  講義  

スポーツ栄養学（基礎）  1  講義  

スポーツ栄養学（応用）  1  講義  

スポーツ栄養学演習  1  演習  

小計(９科目) 7 5 0 －  

栄
養
教
育
論 

栄養教育論Ⅰ 2   講義  

栄養教育論Ⅱ 2   講義  

栄養教育論Ⅲ 2   講義  

栄養教育論実習 1   実習  

栄養カウンセリング演習  1  演習  

食生活論  2  講義 ※ 

食育指導論  2  講義 ※ 

食育農場演習  1  演習  

食育実践演習  1  演習  

小計(９科目) 7 7 0 －  

臨
床
栄
養
学 

臨床栄養学Ⅰ 2   講義  

臨床栄養学Ⅱ 2   講義  

臨床栄養学Ⅲ 2   講義  

臨床栄養学Ⅳ 2   講義  

臨床栄養学実習Ⅰ 1   実習  

臨床栄養学実習Ⅱ 1   実習  

臨床栄養学実習Ⅲ 1   実習  

栄養サポートチーム論  1  演習  

小計(８科目) 11 1 0 －  

公
衆
栄
養
学 

公衆栄養学Ⅰ 2   講義  

公衆栄養学Ⅱ 2   講義  

公衆栄養学実習Ⅰ 1   実習  

地域栄養活動演習  1  演習  

小計(４科目) 5 1 0 －  

給
食
経
営 

管
理
論 

給食経営管理論Ⅰ 2   講義  

給食経営管理論Ⅱ 2   講義  

給食経営管理論実習Ⅰ 1   実習  

小計(３科目) 5 0 0 －  

総
合 

演
習 

総合演習Ⅰ 1   演習  

総合演習Ⅱ 1   演習  

小計(２科目) 2 0 0 －  

統
合 

科
目 

英語文献講読演習  1  演習  

卒業研究  2  演習  

地域連携ケア論Ⅰ 1   講義  

地域連携ケア論Ⅱ 1   講義  

地域連携ケア論Ⅲ 1   講義  

地域連携ケア論Ⅳ 1   講義  

小計(６科目) 4 3 0 －  

臨
地
実
習 

給食経営管理論実習Ⅱ 1   実習  

給食経営管理論実習Ⅲ  1  実習  

公衆栄養学実習Ⅱ  1  実習  

臨床栄養学実習Ⅳ 2   実習  

臨床栄養学実習Ⅴ  2  実習  

小計(５科目) 3 4 0 －  

専門科目 計 49 21 0 －  

合計(109科目) 106 48   －  

※印は栄養教諭一種免許状授与に必要な科目 
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別表４ 保健医療学部栄養学科教職に関する科目 

授業科目の名称 
単位数 

授業形態 備考 
必修 選択 自由 

教職概論   ２ 講義  

教育原理   １ 講義  

教育制度論   １ 講義  

教育心理学   ２ 講義  

特別支援教育概論   １ 講義  

教育課程論   １ 講義  

道徳教育論   １ 講義  

特別活動・総合的学習指導論   １ 講義  

教育方法論   １ 講義  

生徒指導論   １ 講義  

教育相談論   ２ 講義  

栄養教育実習事前・事後指導   １ 実習  

栄養教育実習   １ 実習  

教職実践演習   ２ 演習  

 

別表５ 保健医療学部看護学科及び栄養学科入学検定料、入学金及び授業料    

① 入学検定料            （単位：円） 

試 験 区 分 金  額 

学校推薦型選抜入学・一般選抜入学・総合型選抜入学・編入学 30,000 

社会人入学 30,000 

大学入試センター利用入学 10,000 

② 入学金及び授業料                  （単位：円） 

項 目 学  科 金  額 備  考 

入学金 両学科共通 300,000 入学時のみ 

授業料 
看護学科 1,500,000 

２期分納可 
栄養学科 1,050,000 

 

別表６ 保健医療学部栄養学科教職課程履修費及び栄養教育実習費 

                         （単位：円） 

項  目 金  額 納入区分 納入時期 

教職課程履修費 20,000 １年次以降 前期授業料納入時 

栄養教育実習費 10,000 ４年次 同 上 
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札幌保健医療大学保健医療学部履修規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、札幌保健医療大学学則（以下「学則」という。）第 32条の規定に基づき、授業科

目（以下「科目」という。）の履修方法などに関して必要な事項を定めるものとする。 

（科目及び単位数） 

第２条 保健医療学部（以下「本学部」という。）における科目は、学則第 22条に規定する「基礎教育

科目」、「専門基礎科目」及び「専門科目」とする。それぞれの科目の単位数、必修・選択科目につい

ては、学則別表１及び別表３のとおりとする。 

（卒業に必要な単位数） 

第３条 本学部において卒業に必要な単位数は、次表のとおりとする。（計 124単位以上） 

（１） 看護学科 

科目区分 必修単位 選択単位 

基礎教育科目 14 単位 10 単位以上 

専門基礎科目 23 単位 ４単位以上 

専門科目 67 単位 ６単位以上 

卒業に必要な単位数 104単位 20 単位以上 

 

（２） 栄養学科 

科目区分 必修単位 選択単位 

基礎教育科目 17 単位 ９単位以上 

専門基礎科目 40 単位 ４単位以上 

専門科目 49 単位 ７単位以上 

※選択必修１単位含む 

卒業に必要な単位数 106単位 20 単位以上 

 

２ 養護教諭二種免許取得申請に必要となる学則別表２に掲げる科目の単位数は、卒業に必要な単位数

には含まないものとする。 

３ 栄養教諭一種免許取得に必要となる学則別表４に掲げる科目の単位数は、卒業に必要な単位数には

含まないものとする。 

（授業期間） 

第４条 毎学年の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め 35 週以上とする。 

（授業方法） 

第５条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらを併用して行うも

のとする。 

２ 授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより多様なメディアを高度に利用して当該授業を行う

教室等以外の場所で行うことができる。 

（履修登録の方法及び登録時期） 

第６条 履修する科目は、指定された期間に所定の様式にて履修登録をしなければならない。 

２ 後期のみの授業科目についても、原則として、学年初めの指定された期間に登録するものとする。 
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３ 前項に関わらず、次の者については、後期の指定された期間に履修登録することができる。 

（１）前期に休学し、後期に復学する者 

（２）学則第 36条により留学した者で、後期に本学における履修を再開する者 

（３）前期末で卒業を目指した者が、学則第 42条の規定を満たすことができずに、後期に履修する者 

４ 履修登録の訂正は、各期確認訂正期間に限り認めるものとする。 

 （休学及び退学による履修登録の取扱い） 

第７条 履修登録後の各学期途中で休学又は退学した場合は、その開講学期に履修登録したすべての科

目を評定不能の取扱いとする。 

（科目の履修制限） 

第８条 次に該当する場合、その科目の履修を認めない。 

（１）既に単位を修得した科目 

（２）授業時間が重複する科目 

（３）休学中の場合 

（４）在籍する学年より上級学年に配当されている科目 

（５）学費未納の場合 

（履修登録単位数の上限） 

第９条 学則第 23 条第２項の規定に基づく卒業の要件として修得すべき単位数について、１年間に履修

科目として登録することができる単位数の上限を看護学科は 40単位、栄養学科は 48 単位とする。ただ

し、編入学をした者については、この限りではない。 

２ 養護教諭二種免許取得申請に必要となる学則別表２に掲げる科目の単位数は、前項の履修登録単位

数の上限、看護学科の 40単位には含まないものとする。  

３ 栄養教諭一種免許取得に必要となる学則別表４に掲げる科目の単位数は、第１項の履修登録単位数

の上限、栄養学科の 48単位には含まないものとする。 

４ 再履修する科目の単位数は、第１項の履修登録単位数の上限、看護学科の 40 単位、栄養学科の 48

単位には含まないものとする。   

（大学が認める特段の理由による欠席の取扱い）  

第 10 条 大学が認める特段の理由による欠席とは、次表の欠席事由に該当し、かつ必要な手続きを行っ

た者について、補講等の配慮を受けることができる欠席のことをいい、欠席を許可する日数は、次表の

とおりとする。  

 

欠席事由 提出期限 必要添付書類等 許可日数 

災害、公共交通機関の

障害 

授業の場合は、原則５日以

内、試験の場合は、指定さ

れた日時までに、欠席届を

提出 

・被災（罹災）証明書 

・事故証明書 

・遅延証明書 

当該日のみ 

忌引き ・会葬礼状のはがき等 

・保証人による証明書

（要押印） 

・配偶者  ７日以内 

・一親等（父母、子） 

７日以内 

・二親等(祖父母、兄弟

姉妹）   ３日以内 
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３ 前項に関わらず、次の者については、後期の指定された期間に履修登録することができる。 

（１）前期に休学し、後期に復学する者 

（２）学則第 36条により留学した者で、後期に本学における履修を再開する者 

（３）前期末で卒業を目指した者が、学則第 42条の規定を満たすことができずに、後期に履修する者 

４ 履修登録の訂正は、各期確認訂正期間に限り認めるものとする。 

 （休学及び退学による履修登録の取扱い） 

第７条 履修登録後の各学期途中で休学又は退学した場合は、その開講学期に履修登録したすべての科

目を評定不能の取扱いとする。 

（科目の履修制限） 

第８条 次に該当する場合、その科目の履修を認めない。 

（１）既に単位を修得した科目 

（２）授業時間が重複する科目 

（３）休学中の場合 

（４）在籍する学年より上級学年に配当されている科目 

（５）学費未納の場合 

（履修登録単位数の上限） 

第９条 学則第 23 条第２項の規定に基づく卒業の要件として修得すべき単位数について、１年間に履修

科目として登録することができる単位数の上限を看護学科は 40単位、栄養学科は 48 単位とする。ただ

し、編入学をした者については、この限りではない。 

２ 養護教諭二種免許取得申請に必要となる学則別表２に掲げる科目の単位数は、前項の履修登録単位

数の上限、看護学科の 40単位には含まないものとする。  

３ 栄養教諭一種免許取得に必要となる学則別表４に掲げる科目の単位数は、第１項の履修登録単位数

の上限、栄養学科の 48単位には含まないものとする。 

４ 再履修する科目の単位数は、第１項の履修登録単位数の上限、看護学科の 40 単位、栄養学科の 48

単位には含まないものとする。   

（大学が認める特段の理由による欠席の取扱い）  

第 10 条 大学が認める特段の理由による欠席とは、次表の欠席事由に該当し、かつ必要な手続きを行っ

た者について、補講等の配慮を受けることができる欠席のことをいい、欠席を許可する日数は、次表の

とおりとする。  

 

欠席事由 提出期限 必要添付書類等 許可日数 

災害、公共交通機関の

障害 

授業の場合は、原則５日以

内、試験の場合は、指定さ

れた日時までに、欠席届を

提出 

・被災（罹災）証明書 

・事故証明書 

・遅延証明書 

当該日のみ 

忌引き ・会葬礼状のはがき等 

・保証人による証明書

（要押印） 

・配偶者  ７日以内 

・一親等（父母、子） 

７日以内 

・二親等(祖父母、兄弟

姉妹）   ３日以内 

感染症等による出席停

止（感染症とその出

席停止期間は、別に

定める。） 

・医師の診断書 

・登校許可証明書（感

染症用）等 

医師の診断書により出

席停止を必要とされ

た期間に限る。 

その他教務委員会が認

めた事由 

欠席事由を証明できる

書類等 

欠席事由を証明できる

書類等から判断でき

る期間にかぎる 

（天候による休講措置）  

第 11 条 天候による非常事態に伴う学生の休講措置の条件については、別に定める。  

（先修条件） 

第 12 条 履修に必要な条件として、あらかじめ単位を修得しておかなければならない科目を別に定め

る。 

（試験） 

第 13 条 履修した科目については、試験を行う。試験の詳細は、札幌保健医療大学試験規程に定める。 

２ 次の各号の一つに該当する者は、受験資格を有しないため、「失格」の取扱いとする。 

（１）授業料その他納付金が未納の者 

（２）授業出席時間数が、その授業実施時間数の３分の２未満の者 

（成績評語） 

第 14 条 単位は、学則第 25 条に基づいて授与され、その成績評語は「秀（Ｓ）・優（Ａ）・良

（Ｂ）・可（Ｃ）・不可（Ｄ）」の５種をもって表示するものとする。 

２ 失格科目は「失格（Ｐ）」、単位認定科目は「認定（Ｎ）」、評定不能科目は「評定不能（Ｗ）」

と表示するものとする。 

（進級要件） 

第 15 条 進級要件は、別に定める。 

（看護師国家試験受験資格の取得） 

第 16 条 看護師の国家試験受験資格を取得しようとする者は、看護学科の課程を履修し、卒業に必要な

単位（124単位）を修得しなければならない。 

（保健師国家試験受験資格の取得） 

第 17 条 保健師の国家試験受験資格を取得しようとする者は、卒業に必要な単位数の他に、公衆衛生看

護学科目の全て（12単位）を修得すること。なお、専門基礎科目及び専門科目の選択科目のうち、「疫

学」「保健医療福祉行政論Ⅱ」「保健統計学Ⅱ」「慢性看護論」「家族看護論」「国際看護論」の単位

は必ず修得することとし、合計 137 単位以上を修得しなければならない。 

２ 保健師国家試験受験資格取得のための履修希望者は、公衆衛生看護学履修生審査会で審査し、教授

会にて学長が決定する。履修希望者は、次の各号の基準をすべて満たしていなければ申請することがで

きない。 

（１）保健師への興味・関心及び学習意欲が認められること。 

（２）２年次までの必修科目の全ての単位を修得していること。 

（３）２年次までの専門科目（必修）の全科目成績評価においてＧＰＡが原則として 2.5 以上であるこ

と。 
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（４）学業生活が全般に安定し、成業の見込みがあること。 

（養護教諭二種免許の取得） 

第 18 条 養護教諭二種免許を取得しようとする者は、保健師国家試験に合格し、保健師免許を取得して

いなければならない。 

２ 保健師国家試験受験資格に必要な科目のほかに養護教諭免許取得の申請に必要な科目のすべて

（「法と人権」「スポーツ科学と運動」「スポーツ理論」「英語Ⅰ」「英語Ⅱ」「情報処理」「情報管

理論」）を修得していなければならない。 

 （栄養士の取得） 

第 19 条 栄養士の資格を取得しようとする者は、本学が別表１に定めた所定の科目について、必要な単

位を修得しなければならない。 

 （管理栄養士国家試験受験資格の取得） 

第 20 条 管理栄養士の国家試験受験資格を取得しようとする者は、本学が別表２に定めた所定の科目に

ついて、必要な単位を修得しなければならない。 

 （栄養教諭一種免許状の取得）  

第 21 条 栄養教諭一種免許状の取得に関する規程は別に定める。 

 （食品衛生管理者及び食品衛生監視員の任用資格の取得） 

第 22 条 食品衛生管理者及び食品衛生監視員の任用資格を取得しようとする者は、学則の定める栄養学

科の卒業に必要な科目の単位を修得しなければならない。 

２ 前項に定める単位の中には「有機化学」の２単位を含まなければならない。 

 （単位認定の時期） 

第 23 条 単位認定の時期は各開講学期末とする。したがって、単位認定の時期に在学していない者の単

位認定は行わない。 

２ 各学期途中で休学又は退学した場合は、その開講学期に履修登録したすべての科目を評定不能の取

扱いとする。 

 （卒業の認定） 

第 24 条 学則第 42条の規定に基づき、大学に４年以上在学し、所定の科目を履修し、看護学科におい

ては 124 単位以上、栄養学科においては 126単位以上を修得した者については、教授会を経て、学長が

卒業を認定する。 

２ 学生の卒業時期は、学期末あるいは学年末とする。 

 （補則） 

第 25 条 この規程に定めるほか、履修に関して必要な事項は、教授会を経て学長が別に定める。 

 （改廃） 

第 26 条 この規程の改廃は、教授会を経て学長が行う。 

附 則 

  この規程は、平成 25年４月１日から施行する。 

附 則  

  この規程は、平成 26年４月１日から施行する。  

附 則  

  この規程は、平成 26年９月１日から施行する。  
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（４）学業生活が全般に安定し、成業の見込みがあること。 

（養護教諭二種免許の取得） 

第 18 条 養護教諭二種免許を取得しようとする者は、保健師国家試験に合格し、保健師免許を取得して

いなければならない。 

２ 保健師国家試験受験資格に必要な科目のほかに養護教諭免許取得の申請に必要な科目のすべて

（「法と人権」「スポーツ科学と運動」「スポーツ理論」「英語Ⅰ」「英語Ⅱ」「情報処理」「情報管

理論」）を修得していなければならない。 

 （栄養士の取得） 

第 19 条 栄養士の資格を取得しようとする者は、本学が別表１に定めた所定の科目について、必要な単

位を修得しなければならない。 

 （管理栄養士国家試験受験資格の取得） 

第 20 条 管理栄養士の国家試験受験資格を取得しようとする者は、本学が別表２に定めた所定の科目に

ついて、必要な単位を修得しなければならない。 

 （栄養教諭一種免許状の取得）  

第 21 条 栄養教諭一種免許状の取得に関する規程は別に定める。 

 （食品衛生管理者及び食品衛生監視員の任用資格の取得） 

第 22 条 食品衛生管理者及び食品衛生監視員の任用資格を取得しようとする者は、学則の定める栄養学

科の卒業に必要な科目の単位を修得しなければならない。 

２ 前項に定める単位の中には「有機化学」の２単位を含まなければならない。 

 （単位認定の時期） 

第 23 条 単位認定の時期は各開講学期末とする。したがって、単位認定の時期に在学していない者の単

位認定は行わない。 

２ 各学期途中で休学又は退学した場合は、その開講学期に履修登録したすべての科目を評定不能の取

扱いとする。 

 （卒業の認定） 

第 24 条 学則第 42条の規定に基づき、大学に４年以上在学し、所定の科目を履修し、看護学科におい

ては 124 単位以上、栄養学科においては 126単位以上を修得した者については、教授会を経て、学長が

卒業を認定する。 

２ 学生の卒業時期は、学期末あるいは学年末とする。 

 （補則） 

第 25 条 この規程に定めるほか、履修に関して必要な事項は、教授会を経て学長が別に定める。 

 （改廃） 

第 26 条 この規程の改廃は、教授会を経て学長が行う。 

附 則 

  この規程は、平成 25年４月１日から施行する。 

附 則  

  この規程は、平成 26年４月１日から施行する。  

附 則  

  この規程は、平成 26年９月１日から施行する。  

附 則 

  この規程は、平成 27年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は、平成 28年４月１日から施行する。 

附 則  

  この規程は、平成 29年４月１日から施行する。 

附 則  

  この規程は、平成 30年４月１日から施行する。 

附 則  

   この規程は、平成 30年 10 月１日から施行する。 

附 則  

  この規程は、2019 年４月１日から施行する。 

附 則  

  この規程は、2019 年６月１日から施行する。 

附 則  

  この規程は、2020 年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、2021年 4月１日から施行する。 

２ 2021年 3月 31 日以前に入学した学生の第 3 条第 1 項第 2号、第 9条第 1項、同条第 3項、同条第４

項、第 19条、第 20条及び第 24 条については、なお従前の例による。 
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講
義
・
演
習

実
験
・
実
習

人間関係論 1 講義

公衆衛生学 2 講義

保健医療福祉行政論 1 講義

小計(３科目) 4 0

形態機能学Ⅰ 2 講義

形態機能学Ⅱ 2 講義

形態機能学実習Ⅰ 1 実習

形態機能学実習Ⅱ 1 実習

病理学 2 講義

生化学Ⅰ 2 講義

生化学Ⅱ 2 講義

生化学実験 1 実習

病態診療学Ⅰ 2 講義

病態診療学Ⅱ 2 講義

小計(10科目) 14 3

食品科学Ⅰ 2 講義

食品科学Ⅱ 2 講義

食品科学実験Ⅰ 1 実験

食品科学実験Ⅱ 1 実験

食品衛生学 2 講義

食品衛生学実験 1 実験

小計(６科目) 6 3

基礎栄養学 2 講義

基礎栄養学実験 1 実験

応用栄養学Ⅰ 2 講義

応用栄養学Ⅱ 2 講義

応用栄養学Ⅲ 2 講義

応用栄養学実習 1 実習

臨床栄養学Ⅰ 2 講義

臨床栄養学Ⅱ 2 講義

臨床栄養学実習Ⅰ 1 実習

臨床栄養学実習Ⅱ 1 実習

小計(10科目) 12 4

栄養教育論Ⅰ 2 講義

栄養教育論実習 1 実習

公衆栄養学Ⅰ 2 講義

公衆栄養学Ⅱ 2 講義

公衆栄養学実習Ⅰ 1 実習

小計(５科目) 6 2

授業科目及び単位数

(保健医療学部栄養学科)

教育内容 授業科目の名称

単位数
授
業
形
態

備　　考

社
会
生
活
と
健
康

人
体
の
構
造
と
機
能

食
品
と
衛
生

栄
養
と
健
康

栄
養
の
指
導
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講
義
・
演
習

実
験
・
実
習

授業科目及び単位数

(保健医療学部栄養学科)

教育内容 授業科目の名称

単位数
授
業
形
態

備　　考

調理学 2 講義

調理学実習Ⅰ 1 実習

調理学実習Ⅱ 1 実習

給食経営管理論Ⅰ 2 講義

給食経営管理論Ⅱ 2 講義

給食経営管理論実習Ⅰ 1 実習

給食経営管理論実習Ⅱ 1 実習

小計(７科目) 6 4

48 16合計(41科目)

給
食
の
運
営

321



講
義
・
演
習

実
験
・
実
習

自
由

人間関係論 1 講義

健康管理概論 2 講義

公衆衛生学 2 講義

公衆衛生学実習 1 実習

保健医療福祉行政論 1 講義

小計(５科目) 6 1 0

形態機能学Ⅰ 2 講義

形態機能学Ⅱ 2 講義

形態機能学実習Ⅰ 1 実習

形態機能学実習Ⅱ 1 実習

病理学 2 講義

微生物学 2 講義

微生物学実験 1 実習

生化学Ⅰ 2 講義

生化学Ⅱ 2 講義

生化学実験 1 実習

病態診療学Ⅰ 2 講義

病態診療学Ⅱ 2 講義

小計(12科目) 16 4 0

食品科学Ⅰ 2 講義

食品科学Ⅱ 2 講義

食品科学実験Ⅰ 1 実験

食品科学実験Ⅱ 1 実験

食品衛生学 2 講義

食品衛生学実験 1 実験

調理学 2 講義

調理学実習Ⅰ 1 実習

調理学実習Ⅱ 1 実習

小計(９科目) 8 5 0

30 10 0

基礎栄養学 2 講義

基礎栄養学実験 1 実験

小計(２科目) 2 1 0

応用栄養学Ⅰ 2 講義

応用栄養学Ⅱ 2 講義

応用栄養学Ⅲ 2 講義

応用栄養学実習 1 実習

小計(４科目) 6 1 0
栄養教育論Ⅰ 2

授業科目及び単位数

(保健医療学部栄養学科)

教育内容 授業科目の名称 備　　考

授
業
形
態

単位数

基
礎

栄
養
学

応
用
栄
養
学

専
門
分
野

専
門
基
礎
分
野

専門基礎分野　合計(26科目)

社
会
・
環
境
と
健
康

人
体
の
構
造
と
機
能
及
び
疾
病
の
成
り
立
ち

食
べ
物
と
健
康
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講
義
・
演
習

実
験
・
実
習

自
由

授業科目及び単位数

(保健医療学部栄養学科)

教育内容 授業科目の名称 備　　考

授
業
形
態

単位数

栄養教育論Ⅰ 2 講義

栄養教育論Ⅱ 2 講義

栄養教育論Ⅲ 2 講義

栄養教育論実習 1 実習

小計(４科目) 6 1 0

臨床栄養学Ⅰ 2 講義

臨床栄養学Ⅱ 2 講義

臨床栄養学Ⅲ 2 講義

臨床栄養学Ⅳ 2 講義

臨床栄養学実習Ⅰ 1 実習

臨床栄養学実習Ⅱ 1 実習

臨床栄養学実習Ⅲ 1 実習

小計(７科目) 8 3 0

公衆栄養学Ⅰ 2 講義

公衆栄養学Ⅱ 2 講義

公衆栄養学実習Ⅰ 1 実習

小計(３科目) 4 1 0

給食経営管理論Ⅰ 2 講義

給食経営管理論Ⅱ 2 講義

給食経営管理論実習Ⅰ 1 実習

小計(３科目) 4 1 0

総合演習Ⅰ 1 演習

総合演習Ⅱ 1 演習

小計(２科目) 2 0 0

給食経営管理論実習Ⅱ◆ 1 実習

給食経営管理論実習Ⅲ※ 実習

公衆栄養学実習Ⅱ※ 実習

臨床栄養学実習Ⅳ 2 実習

小計(４科目) 0 4 0

32 12

62 22

1

合計(55科目)

※は選択必修科目である。

◆給食の運営に係る校外実習

栄
養
教
育
論

臨
床
栄
養
学

公
衆
栄
養
学

給
食
経
営

管
理
論

総
合
演
習

臨
地
実
習

専
門
分
野

専門分野　合計(29科目)
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札幌保健医療大学保健医療学部履修に関する細則 

（趣旨） 

第１条 この細則は、札幌保健医療大学学則（以下「学則」という。）第 32条及び札幌保健医療大学保

健医療学部履修規程（以下「履修規程」という。）第 12 条に基づき、授業科目（以下「科目」とい

う。）の履修などに関して必要な事項を定めるものとする。 

（先修条件） 

第２条 各臨地実習に係る科目についての履修に必要な条件は、次のとおりとする。 

（１）看護学科 

① 平成 25 年度及び平成 26 年度入学生については、次表のとおりとする。 

科 目 先修条件 

看護基礎実習Ⅱ 看護基礎実習Ⅰ及び看護学概論、看護技術総論、看護技術論Ⅰ・Ⅱ・

Ⅲの科目すべての単位を修得、若しくは修得見込みであること。 

成人看護実習Ⅰ 看護基礎実習Ⅱ、３年次前期までに開講している成人看護学の科目

すべての単位を修得、若しくは修得見込みであること。 成人看護実習Ⅱ 

高齢者看護実習 看護基礎実習Ⅱ、３年次前期までに開講している高齢者看護学の科

目すべての単位を修得、若しくは修得見込みであること。 

小児看護実習 看護基礎実習Ⅱ、３年次前期までに開講している小児看護学の科目

すべての単位を修得、若しくは修得見込みであること。 

母性看護実習 看護基礎実習Ⅱ、３年次前期までに開講している母性看護学の科目

すべての単位を修得、若しくは修得見込みであること。 

精神看護実習 ４年次前期までに開講している精神看護学の科目すべての単位を修

得、若しくは修得見込みであること。 

在宅看護実習 ４年次前期までに開講している在宅看護論の科目すべての単位を修

得、若しくは修得見込みであること。 

看護総合実習 成人看護実習、高齢者看護実習、小児看護実習、母性看護実習の科

目すべての単位を修得、若しくは修得見込みであること。 

公衆衛生看護実習 I 精神看護実習、在宅看護実習、看護総合実習及び４年次前期までに

開講している公衆衛生看護学の科目すべての単位を修得、若しくは

修得見込みであること。 

公衆衛生看護実習Ⅱ 

公衆衛生看護実習Ⅲ 

 

② 平成 27 年度以降入学生については、次表のとおりとする。 

科 目 先修条件 

看護基礎実習Ⅱ ２年次前期までに開講している専門基礎科目の必修科目すべての単

位を修得していること。看護基礎実習Ⅰ及び看護学概論、看護技術

総論、看護技術論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、援助関係論の科目すべての単位を修

得、若しくは修得見込みであること。 

成人看護実習Ⅰ ２年次までに開講している専門基礎科目及び専門科目の必修科目す

べての単位を修得していること。３年次前期に開講している成人看

護活動論Ⅲの単位を修得、若しくは修得見込みであること。 
成人看護実習Ⅱ 
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札幌保健医療大学保健医療学部履修に関する細則 

（趣旨） 

第１条 この細則は、札幌保健医療大学学則（以下「学則」という。）第 32条及び札幌保健医療大学保

健医療学部履修規程（以下「履修規程」という。）第 12 条に基づき、授業科目（以下「科目」とい

う。）の履修などに関して必要な事項を定めるものとする。 

（先修条件） 

第２条 各臨地実習に係る科目についての履修に必要な条件は、次のとおりとする。 

（１）看護学科 

① 平成 25 年度及び平成 26 年度入学生については、次表のとおりとする。 

科 目 先修条件 

看護基礎実習Ⅱ 看護基礎実習Ⅰ及び看護学概論、看護技術総論、看護技術論Ⅰ・Ⅱ・

Ⅲの科目すべての単位を修得、若しくは修得見込みであること。 

成人看護実習Ⅰ 看護基礎実習Ⅱ、３年次前期までに開講している成人看護学の科目

すべての単位を修得、若しくは修得見込みであること。 成人看護実習Ⅱ 

高齢者看護実習 看護基礎実習Ⅱ、３年次前期までに開講している高齢者看護学の科

目すべての単位を修得、若しくは修得見込みであること。 

小児看護実習 看護基礎実習Ⅱ、３年次前期までに開講している小児看護学の科目

すべての単位を修得、若しくは修得見込みであること。 

母性看護実習 看護基礎実習Ⅱ、３年次前期までに開講している母性看護学の科目

すべての単位を修得、若しくは修得見込みであること。 

精神看護実習 ４年次前期までに開講している精神看護学の科目すべての単位を修

得、若しくは修得見込みであること。 

在宅看護実習 ４年次前期までに開講している在宅看護論の科目すべての単位を修

得、若しくは修得見込みであること。 

看護総合実習 成人看護実習、高齢者看護実習、小児看護実習、母性看護実習の科

目すべての単位を修得、若しくは修得見込みであること。 

公衆衛生看護実習 I 精神看護実習、在宅看護実習、看護総合実習及び４年次前期までに

開講している公衆衛生看護学の科目すべての単位を修得、若しくは

修得見込みであること。 

公衆衛生看護実習Ⅱ 

公衆衛生看護実習Ⅲ 

 

② 平成 27 年度以降入学生については、次表のとおりとする。 

科 目 先修条件 

看護基礎実習Ⅱ ２年次前期までに開講している専門基礎科目の必修科目すべての単

位を修得していること。看護基礎実習Ⅰ及び看護学概論、看護技術

総論、看護技術論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、援助関係論の科目すべての単位を修

得、若しくは修得見込みであること。 

成人看護実習Ⅰ ２年次までに開講している専門基礎科目及び専門科目の必修科目す

べての単位を修得していること。３年次前期に開講している成人看

護活動論Ⅲの単位を修得、若しくは修得見込みであること。 
成人看護実習Ⅱ 

高齢者看護実習 ２年次までに開講している専門基礎科目及び専門科目の必修科目す

べての単位を修得していること。３年次前期に開講している高齢者

看護活動論Ⅱの単位を修得、若しくは修得見込みであること。 

小児看護実習 ２年次までに開講している専門基礎科目及び専門科目の必修科目す

べての単位を修得していること。３年次前期に開講している小児看

護活動論Ⅱの単位を修得、若しくは修得見込みであること。 

母性看護実習 ２年次までに開講している専門基礎科目及び専門科目の必修科目す

べての単位を修得していること。３年次前期に開講している母性看

護活動論Ⅱの単位を修得、若しくは修得見込みであること。 

精神看護実習 ４年次前期までに開講している精神看護学の科目（精神看護学概

論、精神看護活動論Ⅰ、精神看護活動論Ⅱ）すべての単位を修得、

若しくは修得見込みであること。 

在宅看護実習 ３年次の臨地実習すべての単位を修得見込みであること。４年次前

期までに開講している在宅看護論の科目（在宅看護論Ⅰ、在宅看護

論Ⅱ）すべての単位を修得、若しくは修得見込みであること。 

看護総合実習 成人看護実習、高齢者看護実習、小児看護実習、母性看護実習の科

目すべての単位を修得、若しくは修得見込みであること。 

公衆衛生看護実習 I 精神看護実習、在宅看護実習、看護総合実習及び４年次前期までに

開講している公衆衛生看護学の科目（公衆衛生看護学概論、公衆衛

生看護活動論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、公衆衛生看護管理論）すべての単位を修

得、若しくは修得見込みであること。 

公衆衛生看護実習Ⅱ 

公衆衛生看護実習Ⅲ 

 

（２）栄養学科 

  各臨地実習に係る科目の履修については、次表の先修条件となっている科目の単位を修得していな

ければならない。 

科 目 先修条件（単位を修得していなければならない科目） 

給食経営管理論実習Ⅱ 給食経営管理論Ⅰ 

給食経営管理論Ⅱ 

給食経営管理論実習Ⅰ 

公衆栄養学実習Ⅱ 公衆栄養学Ⅰ 

公衆栄養学Ⅱ 

公衆栄養学実習Ⅰ 

給食経営管理論実習Ⅲ 給食経営管理論実習Ⅱ 

臨床栄養学実習Ⅳ 

臨床栄養学実習Ⅴ 

臨床栄養学Ⅰ 

臨床栄養学Ⅱ 

臨床栄養学実習Ⅰ 

臨床栄養学Ⅲ 

臨床栄養学実習Ⅱ 

給食経営管理論実習Ⅱ 
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２ 前項の科目以外で履修に必要な条件がある科目は、次のとおりとする。 

（１）看護学科の「実践総合演習」の履修は、看護総合実習が不合格又は未履修の場合、履修すること

ができない。 

（２）看護学科のうち、平成 25 年度及び平成 26 年度入学生の「看護課題研究」の履修は、３年次の領

域別実習を７単位以上不合格になった場合、当該実習科目の単位修得後でなければ履修することができ

ない。 

（３）看護学科のうち、平成 25 年度及び平成 26 年度入学生の「看護総合実習」の履修は、３年次の領

域別実習を７単位以上不合格になった場合、次年度以降履修となる。 

（４）看護学科のうち、平成 27 年度入学生の「看護総合実習」の履修は、３年次の領域別実習不合格科

目と追実習科目を合算して７単位以上になった場合、次年度以降となる。 

（５）看護学科のうち、平成 27 年度以降入学生において、下表の科目の履修は、先修条件となっている

科目を修得していなければならない。 

科 目 先修条件（単位を修得していなければならない科目） 

成人看護活動論Ⅰ 

成人看護活動論Ⅱ 

成人看護学概論 

成人看護活動論Ⅲ 成人看護活動論Ⅰ 

成人看護活動論Ⅱ 

高齢者看護活動論Ⅰ 高齢者看護学概論 

高齢者看護活動論Ⅱ 高齢者看護活動論Ⅰ 

小児看護活動論Ⅰ 小児看護学概論 

小児看護活動論Ⅱ 小児看護活動論Ⅰ 

母性看護活動論Ⅰ 母性看護学概論 

母性看護活動論Ⅱ 母性看護活動論Ⅰ 

精神看護活動論Ⅰ 精神看護学概論 

精神看護活動論Ⅱ 精神看護活動論Ⅰ 

公衆衛生看護活動論Ⅰ 公衆衛生看護学概論 

公衆衛生看護活動論Ⅱ 

公衆衛生看護管理論 

公衆衛生看護活動論Ⅲ 公衆衛生看護活動論Ⅰ 

公衆衛生看護活動論Ⅱ 

公衆衛生看護管理論 

看護課題研究 看護学研究法 

 

（追実習） 

第３条 臨地実習における追実習とは、「大学が認める特段の理由による欠席」等により、やむを得ず

実習を欠席した場合、当該科目を修得するために行う実習をいう。 

２ 追実習を受けようとする学生は、「授業欠席届」と「欠席理由を明らかにする証明書類」を当該科

目の実習終了後５日以内に学務課に提出する。 

３ 前項の所定の手続きにより教務委員会で認められた場合、各科目１回限り実習することができる。 
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２ 前項の科目以外で履修に必要な条件がある科目は、次のとおりとする。 

（１）看護学科の「実践総合演習」の履修は、看護総合実習が不合格又は未履修の場合、履修すること

ができない。 

（２）看護学科のうち、平成 25 年度及び平成 26 年度入学生の「看護課題研究」の履修は、３年次の領

域別実習を７単位以上不合格になった場合、当該実習科目の単位修得後でなければ履修することができ

ない。 

（３）看護学科のうち、平成 25 年度及び平成 26 年度入学生の「看護総合実習」の履修は、３年次の領

域別実習を７単位以上不合格になった場合、次年度以降履修となる。 

（４）看護学科のうち、平成 27 年度入学生の「看護総合実習」の履修は、３年次の領域別実習不合格科

目と追実習科目を合算して７単位以上になった場合、次年度以降となる。 

（５）看護学科のうち、平成 27 年度以降入学生において、下表の科目の履修は、先修条件となっている

科目を修得していなければならない。 

科 目 先修条件（単位を修得していなければならない科目） 

成人看護活動論Ⅰ 

成人看護活動論Ⅱ 

成人看護学概論 

成人看護活動論Ⅲ 成人看護活動論Ⅰ 

成人看護活動論Ⅱ 

高齢者看護活動論Ⅰ 高齢者看護学概論 

高齢者看護活動論Ⅱ 高齢者看護活動論Ⅰ 

小児看護活動論Ⅰ 小児看護学概論 

小児看護活動論Ⅱ 小児看護活動論Ⅰ 

母性看護活動論Ⅰ 母性看護学概論 

母性看護活動論Ⅱ 母性看護活動論Ⅰ 

精神看護活動論Ⅰ 精神看護学概論 

精神看護活動論Ⅱ 精神看護活動論Ⅰ 

公衆衛生看護活動論Ⅰ 公衆衛生看護学概論 

公衆衛生看護活動論Ⅱ 

公衆衛生看護管理論 

公衆衛生看護活動論Ⅲ 公衆衛生看護活動論Ⅰ 

公衆衛生看護活動論Ⅱ 

公衆衛生看護管理論 

看護課題研究 看護学研究法 

 

（追実習） 

第３条 臨地実習における追実習とは、「大学が認める特段の理由による欠席」等により、やむを得ず

実習を欠席した場合、当該科目を修得するために行う実習をいう。 

２ 追実習を受けようとする学生は、「授業欠席届」と「欠席理由を明らかにする証明書類」を当該科

目の実習終了後５日以内に学務課に提出する。 

３ 前項の所定の手続きにより教務委員会で認められた場合、各科目１回限り実習することができる。 

４ 追実習は原則として履修登録した年度内の全実習終了後、実習施設との調整可能な期間に実施す

る。但し、調整が不可能な場合は次年度に実施する。 

５ 追実習の期間及び日程、内容は当該科目欠席日数および学習状況により決定する。 

６ 単位認定のためには、原則３分の２以上の出席が必要である。 

７ 評価は、通常の単位認定評価と同様とする。 

（再実習） 

第４条 臨地実習における再実習とは、不合格（60点未満）となった実習科目について当該科目を修得

するために行う実習をいう。 

２ 再実習は、履修登録した当該年度内に行うことはできない。 

３ 当該年度内に単位が修得できなかった実習科目は、次年度に再履修登録を行い実習に臨まなければ

ならない。 

４ 単位認定のためには、原則３分の２以上の出席が必要である。 

５ 評価は、通常の単位認定評価と同様とする。 

（進級要件） 

第５条 進級要件は、次のとおりとする。ただし、看護学科については、平成 28 年度入学生から適用す

る。 

（１）看護学科 

① ２年次に進級するためには、１年以上在学し、１年次に配当されている専門基礎科目及び専門科目

の必修科目のすべてを修得しなければならない。 

② ３年次に進級するためには、２年以上在学し、基礎教育科目の必修科目と選択科目７単位以上、２

年次に配当されている専門基礎科目及び専門科目の必修科目のすべてを修得しなければならない。 

③ ４年次に進級するためには、３年以上在学し、３年次に配当されている必修科目を 22単位以上修得

していなければならない。 

（２）栄養学科 

① ２年次に進級するためには、１年以上在学していなければならない。 

② ３年次に進級するためには、２年以上在学し、基礎教育科目の必修科目 17単位以上、選択科目 6 単

位以上、専門基礎科目及び専門科目の必修科目 54単位以上を修得していなければならない。 

③ ４年次に進級するためには、３年以上在学し、専門基礎教育科目及び専門科目 77 単位以上を修得し

ていなければならない。ただし、編入学をした者については、この限りではない。 

（細則の改廃） 

第６条 この細則の改廃は、教授会を経て学長が行う。 

 附 則 

この細則は、平成 29年４月１日から施行する。 

 附 則 

   この細則は、平成 29 年 10月 25 日に一部改正のうえ、平成 29年４月１日から施行する。 

 附 則 

   この細則は、平成 30 年４月１日から施行する。ただし、第５条第１項第２号②に定めた条文の適

用は、平成 29年度入学生からとする。 

 附 則  
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   この細則は、2019年４月 1日から施行する。 

 附 則 

１ この細則は、2021 年４月１日から施行する。 

２ 2021 年３月 31 日以前に入学した学生の第５条第２号②及び③については、なお従前の例による。 
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   この細則は、2019年４月 1日から施行する。 

 附 則 

１ この細則は、2021 年４月１日から施行する。 

２ 2021 年３月 31 日以前に入学した学生の第５条第２号②及び③については、なお従前の例による。 

札幌保健医療大学教職課程履修規程

（目 的）

第１条 この規程は、札幌保健医療大学学則（以下「学則」という。）第 条第 項に基づき、本学に

おける教育職員免許状授与の所要資格を取得させるための課程（以下「教職課程」という。）の履修及

び教員免許状取得に関する必要な事項を定める。

（免許状の種類）

第２条 本学において取得できる学科の教育免許状の種類は次の表のとおりとする。

学科 免許状の種類

保健医療学部栄養学科 栄養教諭一種免許状

（科目及び単位数）

第３条 教員免許状を取得しようとする者は、次の表に定める単位を修得しなければならない。

免許状の種類 栄養に係る教育に関す

る科目 
教職に関する科目 教員免許法施行規則第

66 条の 6 に定める科目 
栄養教諭一種免許状 ４単位 １８単位 ８単位 

２ 教職課程の科目及び単位数は、別表第１のとおりである。

（履修の資格）

第４条 栄養学科教職課程の栄養教育実習を履修するためには、教職課程に係る科目のうち 年次まで

に配当されているすべての必修科目の単位を修得していなければならない。

（栄養教育実習の停止及び取消）

第５条 栄養学科教職課程の栄養教育実習を履修しようとする者が、学業成績、性行及び生活態度等に

おいて、栄養教育実習生としての適格性を欠くと認められる場合には、教務委員長は教職課程委員会の

議を経て、当該学生の栄養教育実習の停止及び取消しを行うことがある。

（履修登録及び履修費等）

第６条 教職課程を履修する学生は、所定の用紙に履修する授業科目名を記載して履修登録を行わなけ

ればならない。

２ 栄養学科の教職課程を履修する学生は、学則第 条別表 に定める教職課程履修費及び栄養教育実

習費を所定の期限までに納付しなければならない。

３ 前項に定める費用を所定の期限までに納付しないときは、教職課程を履修しない又は履修を取りや

めたものとみなす。

４ 履修登録後における既納の教職課程履修費及び栄養教育実習費の返還は行わない。

（改 廃）

第７条 この規程の改廃は、教授会を経て学長が行う。

附則

この規程は、平成 年４月１日から施行する。

附則

１ この規程は、 年 月 日から施行する。

２ 年 月 日以前に入学した学生の第３条第２項に規定する教職課程の科目及び単位数は、なお

従前の例による。
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別表第１ 栄養教諭一種免許状取得に必要な科目及び単位数（（２２００１１９９年年度度以以降降入入学学生生対対象象））

（保健医療学部 栄養学科）

栄養に係る教育に関する科目（４単位）

免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する開設授業科目

各科目に含める必要事項

単

位

数

授業科目

単位数及び
教職におけ
る必修・選
択の別

必修 選択

栄養教諭の役割及び職務内容に関する事項

幼児、児童及び生徒の栄養に係る課題に関する事項

食生活に関する歴史的及び文化的事項

食生活論

食に関する指導の方法に関する事項 食育指導論

教職に関する科目（１８単位）

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する開設授業科目

科目 各科目に含める必要事項

単

位

数

授業科目

単位数及び教
職における必
修・選択の別

必修 選択

教
育
の
基
礎
理
論
に
関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 教育原理

教職の意義及び教育の役割・職務内容（チーム学

校運営への対応を含む。）
教職概論

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学

校と地域との連携及び学校安全への対応を含

む。）

教育制度論

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 教育心理学

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対

する理解
特別支援教育概論

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・

マネジメントを含む。）
教育課程論

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
内
容
及
び

生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

道徳、総合的な学習の時間及び特別活動に関する

内容

道徳教育論

特別活動・総合的学習指導

論

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用

を含む。）
教育方法論

生徒指導の理論及び方法 生徒指導論

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識

を含む。）の理論及び方法
教育相談論

教

育

実

践

に

関

す

る

科
目 栄養教育実習

栄養教育実習事前・事後指

導

栄養教育実習

教職実践演習 教職実践演習
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教員免許法施行規則第６６条の６に定める科目（８単位）

免許法施行規則に定める科目及び単位数 左記に対応する開設授業科目

科目

単

位

数

授業科目

単位数及び
教職におけ
る必修・選
択の別

必修 選択

日本国憲法 法と人権

体育
スポーツ理論

スポーツ科学と運動

外国語コミュニケーション
英語Ⅰ（基礎）

英語Ⅱ（会話）

情報機器の操作
情報処理

情報リテラシー
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別表第１ 栄養教諭一種免許状取得に必要な科目及び単位数（（２２００１１８８年年度度以以前前入入学学生生対対象象））

（保健医療学部 栄養学科）

栄養に係る教育に関する科目（４単位）

免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する開設授業科目

各科目に含める必要事項

単

位

数

授業科目

単位数及び
教職におけ
る必修・選
択の別

必修 選択

・栄養教諭の役割及び職務内容に関する事項

・幼児、児童及び生徒の栄養に係る課題に関する事項

・食生活に関する歴史的及び文化的事項

食生活論

・食に関する指導の方法に関する事項 食育指導論

教職に関する科目（１８単位）

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する開設授業科目

科目 各科目に含める必要事項

単

位

数

授業科目

単位数及び
教職におけ
る必修・選

択の別

必修 選択

教
職
の
意
義
等
に

関
す
る
科
目

・教職の意義及び教員の役割

・教員の職務内容（研修、服務及び身分保障等

を含む。）

・進路選択に資する各種の機会の提供等

教職概論

教
育
の
基
礎
理
論
に
関
す

る
科
目

・教育の理念並びに教育に関する歴史及び思

想
教育原理

・幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習

の過程

（障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発

達及び学習の過程を含む。）

教育心理学

・教育に関する社会的、制度的又は経営的事

項
教育制度論

教
育
課
程
に
関

す
る
科
目

・教育課程の意義及び編成の方法 教育課程論

・道徳及び特別活動に関する内容
道徳教育論

特別活動論

・教育の方法及び技術（情報機器及び教材の

活用を含む。）
教育方法論

生
徒
指
導
及
び
教

育
に
関
す
る
科
目

・生徒指導の理論及び方法 生徒指導論

・教育相談（カウンセリングに関する基礎的

な知識を含む。）の理論及び方法
教育相談論

栄養教育実習

栄養教育実習事前・事後指

導

栄養教育実習

教職実践演習 教職実践演習
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別表第１ 栄養教諭一種免許状取得に必要な科目及び単位数（（２２００１１８８年年度度以以前前入入学学生生対対象象））

（保健医療学部 栄養学科）

栄養に係る教育に関する科目（４単位）

免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する開設授業科目

各科目に含める必要事項

単

位

数

授業科目

単位数及び
教職におけ
る必修・選
択の別

必修 選択

・栄養教諭の役割及び職務内容に関する事項

・幼児、児童及び生徒の栄養に係る課題に関する事項

・食生活に関する歴史的及び文化的事項

食生活論

・食に関する指導の方法に関する事項 食育指導論

教職に関する科目（１８単位）

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する開設授業科目

科目 各科目に含める必要事項

単

位

数

授業科目

単位数及び
教職におけ
る必修・選

択の別

必修 選択

教
職
の
意
義
等
に

関
す
る
科
目

・教職の意義及び教員の役割

・教員の職務内容（研修、服務及び身分保障等

を含む。）

・進路選択に資する各種の機会の提供等

教職概論

教
育
の
基
礎
理
論
に
関
す

る
科
目

・教育の理念並びに教育に関する歴史及び思

想
教育原理

・幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習

の過程

（障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発

達及び学習の過程を含む。）

教育心理学

・教育に関する社会的、制度的又は経営的事

項
教育制度論

教
育
課
程
に
関

す
る
科
目

・教育課程の意義及び編成の方法 教育課程論

・道徳及び特別活動に関する内容
道徳教育論

特別活動論

・教育の方法及び技術（情報機器及び教材の

活用を含む。）
教育方法論

生
徒
指
導
及
び
教

育
に
関
す
る
科
目

・生徒指導の理論及び方法 生徒指導論

・教育相談（カウンセリングに関する基礎的

な知識を含む。）の理論及び方法
教育相談論

栄養教育実習

栄養教育実習事前・事後指

導

栄養教育実習

教職実践演習 教職実践演習

教員免許法施行規則第６６条の６に定める科目（８単位）

免許法施行規則に定める科目及び単位数 左記に対応する開設授業科目

科目

単

位

数

授業科目

単位数及び
教職におけ
る必修・選
択の別

必修 選択

日本国憲法 法と人権

体育
スポーツ理論

スポーツ科学と運動

外国語コミュニケーション
英語Ⅰ（基礎）

英語Ⅱ（会話）

情報機器の操作
情報処理

情報リテラシー
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札幌保健医療大学試験規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、札幌保健医療大学保健医療学部履修規程第 13条の規定に基づき実施する試験に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（受験資格） 

第２条 学生は、各学期に履修登録した授業科目（以下「科目」という。）についてのみ、受験するこ

とができる。 

２ 次の各号の一つに該当する者は、受験資格を有しない。 

（１）授業料その他納付金が未納の者 

（２）授業出席時間数が、その授業実施時間数の３分の２未満の者 

（受験資格の喪失） 

第３条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該科目の受験資格を失う。 

（１）学生証を携帯していない者 

（２）試験開始後 20分を超えて遅刻した者 

（３）試験監督者の指示に従わない者 

（４）試験において不正行為を行った者 

（５）追試験・再試験についての必要な手続きを終了していない者 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、同号に該当する者に対しては、当該科目の試験のみに有効とする

仮学生証による受験を認める。仮学生証の交付を受けようとする者は、速やかに学務課において手続

きを行うこととする。 

（試験の種類） 

第４条 試験の種類は、「定期試験」、「追試験」及び「再試験」とする。 

２ 「定期試験」は、指定された期間の学期末に行う。ただし、科目責任者が必要と認める場合には、

適宜行うことができる。なお、手続き及び実施は、科目責任者の責任下で行う。 

３ 「追試験」は、定期試験を大学が認める特段の理由又は、やむを得ない事由により試験を受験でき

なかった者で、かつ必要な手続きを行った者に対して行う。追試験は、原則として有料とし、各科目

１回限りとする。なお、追試験の受験許可は、教務委員会で審議のうえ、認められる。 

４ 「再試験」は、定期試験等又は追試験において不合格となり、必要な手続きを行った者に対して行

う。再試験は、有料とし、原則として各科目１回限りとする。ただし、定期試験（定期試験に相当す

る試験を含む）又は、追試験を受験しなかった者は、再試験の手続きを行うことができない。 

（試験方法） 

第５条 試験は、筆記、口述、レポート、実技等の方法により行う。 

（試験時間） 

第６条 試験時間は、原則として 60分とする。 

（試験監督） 

第７条 試験監督は、複数体制とする。原則として、当該科目の担当教員が試験監督主任となる。 

２ 試験監督者は、試験場において試験を厳正かつ円滑に実施する義務とこれに伴う権限を有する。 

（成績評価） 
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札幌保健医療大学試験規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、札幌保健医療大学保健医療学部履修規程第 13条の規定に基づき実施する試験に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（受験資格） 

第２条 学生は、各学期に履修登録した授業科目（以下「科目」という。）についてのみ、受験するこ

とができる。 

２ 次の各号の一つに該当する者は、受験資格を有しない。 

（１）授業料その他納付金が未納の者 

（２）授業出席時間数が、その授業実施時間数の３分の２未満の者 

（受験資格の喪失） 

第３条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該科目の受験資格を失う。 

（１）学生証を携帯していない者 

（２）試験開始後 20分を超えて遅刻した者 

（３）試験監督者の指示に従わない者 

（４）試験において不正行為を行った者 

（５）追試験・再試験についての必要な手続きを終了していない者 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、同号に該当する者に対しては、当該科目の試験のみに有効とする

仮学生証による受験を認める。仮学生証の交付を受けようとする者は、速やかに学務課において手続

きを行うこととする。 

（試験の種類） 

第４条 試験の種類は、「定期試験」、「追試験」及び「再試験」とする。 

２ 「定期試験」は、指定された期間の学期末に行う。ただし、科目責任者が必要と認める場合には、

適宜行うことができる。なお、手続き及び実施は、科目責任者の責任下で行う。 

３ 「追試験」は、定期試験を大学が認める特段の理由又は、やむを得ない事由により試験を受験でき

なかった者で、かつ必要な手続きを行った者に対して行う。追試験は、原則として有料とし、各科目

１回限りとする。なお、追試験の受験許可は、教務委員会で審議のうえ、認められる。 

４ 「再試験」は、定期試験等又は追試験において不合格となり、必要な手続きを行った者に対して行

う。再試験は、有料とし、原則として各科目１回限りとする。ただし、定期試験（定期試験に相当す

る試験を含む）又は、追試験を受験しなかった者は、再試験の手続きを行うことができない。 

（試験方法） 

第５条 試験は、筆記、口述、レポート、実技等の方法により行う。 

（試験時間） 

第６条 試験時間は、原則として 60分とする。 

（試験監督） 

第７条 試験監督は、複数体制とする。原則として、当該科目の担当教員が試験監督主任となる。 

２ 試験監督者は、試験場において試験を厳正かつ円滑に実施する義務とこれに伴う権限を有する。 

（成績評価） 

第８条 学則第 31条に基づき、次のとおり成績評価を行う。成績評価は、秀（100点～90点以上・優

（90点未満～80点以上）・良（80点未満～70点以上）・可（70点未満～60点以上）・不可（60点未

満）の５種類をもって表わし、可以上を合格とする。 

２ 追試験の成績評価は、定期試験と同様の取扱いとする。ただし、再試験の場合は成績評価の上限を

可（60点）とする。 

（成績通知） 

第９条 成績は、各期末に本人・保護者（保証人）等に通知する。 

（受験者の義務） 

第 10条 受験者は、次の各号に定める事項を厳守しなければならない。 

（１）試験場においては、試験監督者の指示に従うこと。 

（２）試験開始後 20分以内の遅刻者は、試験監督者の入室許可を得ること。 

（３）学生証を机上に提示すること。 

（４）解答に先立って、学籍番号及び氏名を記入すること。 

（５）試験開始後、30分経過するまでは、退出を認めない。 

（６）配付された答案用紙は、必ず提出すること。 

（７）試験場においては、物品の貸借をしないこと。 

（不正行為者の取り扱い） 

第 11条 受験中に不正行為をした者及び試験監督者の指示に従わなかった者は、当該学期の履修科目の

すべてを不合格とし、かつ学則第 46条の定めるところにより懲戒を行う。 

（改廃） 

第 12条 この規程の改廃は、教授会を経て学長が行う。 

附 則 

  この規程は、平成 25年４月 1日から施行する。 

附 則  

  この規程は、平成 26年４月１日から施行する。  

附 則 

  この規程は、平成 27年４月１日から施行する。 

附 則  

  この規程は、平成 29年４月１日から施行する。 

附 則  

  この規程は、平成 30年４月１日から施行する。 

附 則  

  この規程は、平成 30年 10月１日から施行する。 
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札幌保健医療大学における成績評価の異議申し立てに関する規程

（目的）

第１条 この規程は、札幌保健医療大学保健医療学部の学生が履修した授業科目に係る成績評価

（以下、「評価」という）に対して、異議申し立てを行う場合に必要な事項を定めることを目的と

する。

（異議申し立て事由）

第２条 学生は、当該学期に履修した授業科目の評価について疑義のある場合は、具体的理由を付

して異議を申し立てることができる。ただし、評価の基準に関する申し立ては認めない。

（評価に関する問い合わせ）

第３条 学生は、評価に対する異議申し立てを行う前に、当該科目の科目責任者に問い合わせを行

う。問い合わせの方法は、別紙様式１により学務課を通して行う。

（問い合わせの期限）

第４条 前条に規定する問い合わせは、評価が提示されてから 日以内に行う。

（科目責任者の責務）

第５条 第 条の規定により問い合わせを受けた科目責任者は、原則 日以内に、評価について別

紙様式１に必要事項を記入し学務課に提出する。学務課は受領した当該書類を速やかに学生に提示

する。

（評価に関する異議申し立て）

第６条 前条に規定する科目責任者からの説明又は回答に対し異議がある場合は、回答を受けてか

ら速やかに別紙様式１により、教務部長に異議申し立てを行う。

２ 学生から異議申し立てを受領した場合は、科目責任者に異議申し立て内容の審議を行うことを

報告する。

（異議申し立て内容の審議）

第７条 教務部長は、前条に規定する異議申し立てを受けた場合、教務委員会にて評価に関する審

議を行う。

２ 教務委員会は必要に応じて、科目責任者と当該学生から意見を聞く。

３ 教務委員会は評価に関する審議を行い、その結果を教授会に報告する。

（調査結果の通知）

第８条 調査の結果は、異議申し立てを行った学生と科目責任者に次の様式により通知する。

（１）異議申し立てを行った学生 別紙様式２

（２）科目責任者 別紙様式３

（改廃）

第９条 この規程の改廃は、教授会を経て学長が行う。

附則

この規程は 年 月 日から施行する。
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札幌保健医療大学における成績評価の異議申し立てに関する規程

（目的）

第１条 この規程は、札幌保健医療大学保健医療学部の学生が履修した授業科目に係る成績評価

（以下、「評価」という）に対して、異議申し立てを行う場合に必要な事項を定めることを目的と

する。

（異議申し立て事由）

第２条 学生は、当該学期に履修した授業科目の評価について疑義のある場合は、具体的理由を付

して異議を申し立てることができる。ただし、評価の基準に関する申し立ては認めない。

（評価に関する問い合わせ）

第３条 学生は、評価に対する異議申し立てを行う前に、当該科目の科目責任者に問い合わせを行

う。問い合わせの方法は、別紙様式１により学務課を通して行う。

（問い合わせの期限）

第４条 前条に規定する問い合わせは、評価が提示されてから 日以内に行う。

（科目責任者の責務）

第５条 第 条の規定により問い合わせを受けた科目責任者は、原則 日以内に、評価について別

紙様式１に必要事項を記入し学務課に提出する。学務課は受領した当該書類を速やかに学生に提示

する。

（評価に関する異議申し立て）

第６条 前条に規定する科目責任者からの説明又は回答に対し異議がある場合は、回答を受けてか

ら速やかに別紙様式１により、教務部長に異議申し立てを行う。

２ 学生から異議申し立てを受領した場合は、科目責任者に異議申し立て内容の審議を行うことを

報告する。

（異議申し立て内容の審議）

第７条 教務部長は、前条に規定する異議申し立てを受けた場合、教務委員会にて評価に関する審

議を行う。

２ 教務委員会は必要に応じて、科目責任者と当該学生から意見を聞く。

３ 教務委員会は評価に関する審議を行い、その結果を教授会に報告する。

（調査結果の通知）

第８条 調査の結果は、異議申し立てを行った学生と科目責任者に次の様式により通知する。

（１）異議申し立てを行った学生 別紙様式２

（２）科目責任者 別紙様式３

（改廃）

第９条 この規程の改廃は、教授会を経て学長が行う。

附則

この規程は 年 月 日から施行する。

成成績績評評価価にに関関すするる異異議議申申立立書書

提 出 日 年 月 日

学 部 学 科

学籍番号・氏名

学生連絡先 （電話番号） （メールアドレス）

科 目 名

科目責任者（科目担当教員）

※科目責任者以外の教員に確認したい場合は、教員名も記載してください

問い合わせ内容

科目責任者受理日 年 月 日

回答

評価訂正の有無 □ 評価の訂正を行う（学務課にて訂正の手続きを取ってください）

□ 評価の訂正は行わない

科目責任者回答日 年 月 日

科目責任者氏名

上記回答に異議がある場合は、以下記入し、速やかに学務課に提出してください。

上記回答に対して、 異議申立いたします。

提出日 年 月 日

学籍番号 学生氏名



年 月 日

所 属

学生氏名 様

札幌保健医療大学

教務部長 ○○ ○○

成績評価に関する異議申し立てに対する判断結果について（通知）

○○年〇○月○○月付けでなされた成績評価に関する異議申し立てについて、下記の通り判断

しましたので通知します。

記

１．担当教員名、科目名

・科目責任者名

・科目名

２．判断結果・理由

□ 判断結果・成績評価に関する科目担当教員の説明を妥当であると判断します。

□ 成績評価に関する貴殿の申し立てを妥当であると判断します。つきましては科目責任者に

成績評価の再考を求め、評価を訂正します。

（理由）



年 月 日

所 属

学生氏名 様

札幌保健医療大学

教務部長 ○○ ○○

成績評価に関する異議申し立てに対する判断結果について（通知）

○○年〇○月○○月付けでなされた成績評価に関する異議申し立てについて、下記の通り判断

しましたので通知します。

記

１．担当教員名、科目名

・科目責任者名

・科目名

２．判断結果・理由

□ 判断結果・成績評価に関する科目担当教員の説明を妥当であると判断します。

□ 成績評価に関する貴殿の申し立てを妥当であると判断します。つきましては科目責任者に

成績評価の再考を求め、評価を訂正します。

（理由）

年 月 日

所 属

教員氏名 様

札幌保健医療大学

教務部長 ○○ ○○

成績評価に関する異議申し立てに対する判断結果について（通知）

○○年〇○月○○月付けでなされた成績評価に関する異議申し立てについて、下記の通り判断

しましたので通知します。

記

１．担当教員名、科目名

・科目責任者名

・科目名

２．判断結果・理由

□ 判断結果・成績評価に関する科目責任者の説明を妥当であると判断します。

□ 成績評価に関する貴殿の申し立てを妥当であると判断します。つきましては科目責任者に

評価の再考を求め、成績を訂正します。

（理由）



札幌保健医療大学既修得単位認定規程 

（目的） 

第１条 この規程は、札幌保健医療大学（以下「本学」という。）学則第 28条の規定に基づき、本学に

入学した学生の既修得単位の認定の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。 

（申請手続） 

第２条 本学に入学した学生で既修得単位の認定を希望する学生は、入学時に次の書類を学務課へ提出

しなければならない。 

（１）既修得単位認定申請書 

（２）学業成績証明書（修得単位の単位数、授業時間数、単位修得・成績を証明できるもの）又は単位

修得証明書 

（３）在学時のシラバス（認定を受けようとする授業科目の内容を確認できるもの） 

（４）その他既修得単位認定に必要な書類 

（申請の時期） 

第３条 申請の時期は、本学に入学した年の４月に限るものとする。 

（既修得単位の認定基準等） 

第４条 認定を受けようとする授業科目及び単位数は、本学における授業科目及び単位数と同等以上と

認められるものでなければならない。 

２ 既修得単位として認定できる授業科目は、原則として本学の基礎教育科目・専門基礎科目に限るも

のとし、当該科目の単位数の範囲内で行う。 

３ 認定できる授業科目は、単位を取得後 10年以内のものとする。 

（認定方法） 

第５条 既修得単位の認定は、教授会を経て、学長が決定する。 

２ 既修得単位の認定の審査は、教務委員会において行なう。その際、必要に応じて授業科目担当教員

の意見を求めることができる。 

（申請者への通知） 

第６条 教務委員長は、既修得単位の認定結果について、既修得単位認定通知書により申請者へ通知す

る。 

（認定申請科目の履修） 

第７条 既修得単位の認定を受けようとする学生は、第２条により申請した授業科目の単位が認定され

るまでは、その授業科目を履修しなければならない。 

２ 申請した学生が希望した場合、担当教員が許可すれば認定後も聴講することができる。 

（履修科目の登録上限） 

第８条 認定した授業科目の単位数は、履修科目の登録上限に算入しない。 

（成績の表記） 

第９条 認定した授業科目の成績の表記は、「認定」とする。 

２ 認定した授業科目はＧＰＡ算出の対象科目としない。 

（修業年限） 

第 10条 第４条第１項の規定により既修得単位の認定を行った場合においても、修業年限の短縮は、行

わない。 
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（目的） 

第１条 この規程は、札幌保健医療大学（以下「本学」という。）学則第 28条の規定に基づき、本学に

入学した学生の既修得単位の認定の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。 

（申請手続） 

第２条 本学に入学した学生で既修得単位の認定を希望する学生は、入学時に次の書類を学務課へ提出

しなければならない。 

（１）既修得単位認定申請書 

（２）学業成績証明書（修得単位の単位数、授業時間数、単位修得・成績を証明できるもの）又は単位

修得証明書 

（３）在学時のシラバス（認定を受けようとする授業科目の内容を確認できるもの） 

（４）その他既修得単位認定に必要な書類 

（申請の時期） 

第３条 申請の時期は、本学に入学した年の４月に限るものとする。 

（既修得単位の認定基準等） 

第４条 認定を受けようとする授業科目及び単位数は、本学における授業科目及び単位数と同等以上と

認められるものでなければならない。 

２ 既修得単位として認定できる授業科目は、原則として本学の基礎教育科目・専門基礎科目に限るも

のとし、当該科目の単位数の範囲内で行う。 

３ 認定できる授業科目は、単位を取得後 10年以内のものとする。 

（認定方法） 

第５条 既修得単位の認定は、教授会を経て、学長が決定する。 

２ 既修得単位の認定の審査は、教務委員会において行なう。その際、必要に応じて授業科目担当教員

の意見を求めることができる。 

（申請者への通知） 

第６条 教務委員長は、既修得単位の認定結果について、既修得単位認定通知書により申請者へ通知す

る。 

（認定申請科目の履修） 

第７条 既修得単位の認定を受けようとする学生は、第２条により申請した授業科目の単位が認定され

るまでは、その授業科目を履修しなければならない。 

２ 申請した学生が希望した場合、担当教員が許可すれば認定後も聴講することができる。 

（履修科目の登録上限） 

第８条 認定した授業科目の単位数は、履修科目の登録上限に算入しない。 

（成績の表記） 

第９条 認定した授業科目の成績の表記は、「認定」とする。 

２ 認定した授業科目はＧＰＡ算出の対象科目としない。 

（修業年限） 

第 10条 第４条第１項の規定により既修得単位の認定を行った場合においても、修業年限の短縮は、行

わない。 

（改廃） 

第 11条 この規程の改廃は、教授会を経て学長が行う。 

附 則 

  この規程は、平成 25年４月１日から施行する。 

附 則  

  この規程は、平成 27年４月１日から施行する。 

附 則  

  この規程は、平成 29年４月１日から施行する。 

附 則  

   この規程は、平成 30年 10月１日から施行する。 

 

341



ＭＥＭＯ 



札幌保健医療大学

〒007-0894　札幌市東区中沼西4条2丁目1番15号

TEL（011）792-3350　FAX（011）792-3358
http://www.sapporo-hokeniryou-u.ac.jp


