
《専門科目》

科目名 　公衆衛生学Ⅱ

担当者氏名 　本藤　良

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 2年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

◎ 1-1 教養

◎ 2-2 知識・技能

○ 3-3 汎用的技能

○ 4-4 態度・志向性

◎ 5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

《授業の概要》 《テキスト》

　公衆衛生学Ⅱでは、人間集団における健康障害要因の発生
予防と社会保障・社会福祉に関する事項を主題に、①社会保
障と社会福祉概論、②疫学的解析手法およびその現状把握と
問題点、③予防医学に関連した疾病予防対策の現状、④保健
衛生に関連した衛生管理、⑤衛生行政対策としての地域保健
活動と保健医療制度に主点をおいて、以上に関連した衛生法
規を加えて授業を進めたい。

〈必携〉社会・環境と健康：公衆衛生学、2019年版、
　　　　柳川洋、箕輪眞澄編著、医歯薬出版株式会社
　　　　公衆衛生学ⅠとⅡで併用する。

《参考図書》
1）国民衛生の動向、（財）厚生労働統計協会、2019年版
2）公衆衛生マニュアル、柳川　洋、中村好一編集、
   南山堂、2019年版

《授業の到達目標》
　公衆衛生は、人間集団の疾病を予防し、健康の保持と増進
を図る科学である。その領域は広範にわたり、各専門職種領
域の相互間による実践活動を伴っている。
　本授業を通して、健康障害要因の発生には宿主、病因およ
び環境に関る広範な要因が関与する。それに関連した社会保
障と社会福祉に関する基本的知識と現状を習得し、公衆衛生
領域における栄養士としての役割の重要性を理解する。

《授業時間外学習》
①パーポイントを用いての講義のため、事前に講義資料（プ
　リント）を配布し、受講前の予習を義務付ける。
②授業終了後に、質疑応答の時間を設定し、教室で質問を受
　け付ける。
③栄養士職域における公衆衛生の重要性に関する設定課題に
　ついて、レポートを提出する。《成績評価の方法》

　定期試験での筆記試験(90%)および課題別レポート(10%)で
総合的に評価し、60点以上を合格とする。 《課題に対するフィードバック等》

　復習として、各自、配布資料（プリント）と教科書を基に
、講義ノートを整理する。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
社会保障と社会福祉
概論（1）

社会福祉の概念：社会福祉の歴史、児童・母子・高齢者福祉、社会福祉施設の現状、
社会福祉関連法規。配布資料と教科書を基に各講義項目の予習と復習に勉める。

2
社会保障と社会福祉
概論（2）

社会保障の概念：保健医療福祉行政、衛生行政の体系、保健・医療・福祉の関連法規
。

3
疫学(1)
疫学解析と評価

疫学の概念、健康障害の発生要因、疫学の対象と疫学研究方法の分類
〔準備学習〕配布資料と教科書を基に各講義項目の予習と復習に勉める。

4
疫学(2)
健康と疾病状態

疫学調査方法：観察研究と介入研究、記述疫学と分析疫学、症例対照研究、コホート
研究、バイアスと交絡、サーベランス、流行予測、スクリーニング。予習と復習。

5
疾病予防と健康管理(1) 感染症の疫学と予防対策：感染と発症、感染症の分類、感染症の発生要因、病原体・

宿主の感受性・感染経路、新興感染症、再興感染症、感染症の流行、関連法規。

6
疾病予防と健康管理(2) 感染症予防の基本原則：感染源対策、感染経路対策、感受性宿主対策、予防接種、滅

菌・殺菌・消毒、関連法規。予習と復習。

7
疾病予防と健康管理(3) 非感染症とその疫学：非感染症の発生要因、非感染症（悪性新生物、循環器系疾患、

呼吸器疾患など）の疫学と予防対策、関連法規。予習と復習。

8
疾病予防と健康管理(4) 健康管理の必要性と健康増進：予防医学の概念、スクリーニング検査の条件と評価、

国民健康づくり、国民健康栄養調査、健康増進法、食育基本法。予習と復習。

9
学校保健 学校保健の概要：学校保健安全法、学校保健行政の動向、学校保健関連法規。

予習と復習。

10
母子保健 母子保健の概要：母子保健活動と行政の動向、母子保健指標とその動向、母子保健の

国民運動計画、母子保健法、児童福祉法、児童虐待防止法。予習と復習。

11
成人・老人保健 成人・老人保健の概要、生活習慣病と保健対策、生活習慣病の現状と動向、がん対策

基本法、高齢者虐待防止法、高齢者医療確保法、介護保険法。課題レポートの提出。

12
産業保健 産業保健の概要、作業環境と健康、職業病と関連法規、産業保健の現状と動向、

労働基準法、労働安全衛生法。予習と復習。

13
精神保健 精神保健の歴史、精神保健福祉法、精神障害の現状、精神保健の問題点。

予習と復習。

14
地域保健と衛生行政 衛生行政と地域保健、衛生行政の役割、衛生行政組織と地域保健活動。

予習と復習。

15
保健医療の制度と法規 保健医療行政機構と法規、医療制度と医療行政、医療保障、衛生関連法規。



《専門科目》

科目名 　解剖生理学実習

担当者氏名 　雨宮　一彦

授業方法 実習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 2年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 2-2 知識・技能

◎ 3-3 汎用的技能

○ 4-4 態度・志向性

《授業の概要》 《テキスト》

栄養士として人々の健康維持、増進に役立つ専門知識・技能
を構築する基礎とするために、解剖生理学実習では人体模型
を用いて体の構造を理解すると共に、生理機能の測定などを
行い、人体の構造と働きの関係を体系的に学修する。
実習の中では、課題について各グループで調べ、討論を行い
、ジグソー法などで学生相互の解説やIT器機を用いて発表を
行う。

実習のためのプリントを配布する。

《参考図書》
山田哲夫 編著「解剖生理学実習」第一出版   2014
河合清   他著「解剖生理学実験」東京教学社 2014

《授業の到達目標》
人体を構成する骨格と主要部位の名称を示すことができる。
人体を構成する主要臓器の位置関係を示すことができる。
主要臓器の組織を観察し、主な構造を説明できる。
脈拍や血圧を正確に測定することができる。
脈拍や血圧が変動する要因を述べることができる。
人の各感覚を測定し、その機能を説明できる。
人の主な生理機能を述べることができる。

《授業時間外学習》
授業範囲を予め参考書で調べて予習し、授業終了後は授業の
収録映像などを利用して復習すること。
グループ発表を行う項目では自発的に専門用語の意味を調べ
、発表する内容を理解しておくこと。発表のため各項目につ
き60分以上は自己学習することが望ましい。

《成績評価の方法》
プリント・ノートの提出（50％）、レポート（25%)
実習に関する小テストなど（25％）
以上の点と実習に臨む態度を含め総合的に評価し、
総合評価60点以上を合格とする。

《課題に対するフィードバック等》
提出されたプリントやレポートの内容および小テストの結果
については確認、講評し、フィードバックする。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
解剖生理学実習とは 解剖生理学実習の意義　人体構造の概要

2
人体の全身骨格 骨格模型の観察とスケッチ（頭部　胸部）他

［準備学習］参考書を用いて骨格の用語を調べること

3
人体の部分骨格 骨格模型の観察とスケッチ（背部、腰部、四肢部）他

4
整理と発表（骨格） 骨格の名称と特徴について各班毎での発表と解説

［準備学習］各骨の特徴を調べ発表のシナリオを作成すること

5
人体の各部臓器 臓器モデルの作製と人体模型スケッチ

［準備学習］参考書を用いて臓器の用語を調べること

6
人体の臓器の関連性 臓器モデルの作製　

臓器の形態および機能について各班毎で調べる

7
整理と発表（臓器） 臓器の名称、位置、機能の特徴について各班毎での発表と解説

［準備学習］各臓器の特徴を調べ発表のシナリオを作成すること

8
臓器と組織の関連性 顕微鏡操作、胃、腸管の組織標本の顕微鏡観察とスケッチ

［準備学習］参考書を用いて細胞・組織の用語を調べること

9
顕微鏡的組織像 顕微鏡操作　肝臓　腎臓　味蕾の組織標本の顕微鏡観察とスケッチ

10
循環機能の実習 血圧測定、脈拍数の測定、聴診器による心音の聴取

［準備学習］参考書を用いて血圧の生理について調べること

11
皮膚感覚の実習 皮膚の感覚点　触圧点による二点弁別

12
重量感覚・敏捷性の実習 ウエーバーの法則　棒反応による反応時間

13
呼吸器系の実習 肺活量の測定

14
血液の実習 ABO式・Rh式血液型の判定法　浸透圧と溶血

15
視覚・皮膚反応の実習 盲点の観察　アルコールパッチテスト



《専門科目》

科目名 　生化学

担当者氏名 　八巻幸二

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 2年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 1-1 教養

◎ 2-2 知識・技能

○ 4-4 態度・志向性

○ 5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

《授業の概要》 《テキスト》

1年で学んだ基礎生化学を基礎として、主に糖質、たんぱく質
、脂質などの生体高分子の代謝を中心に学ぶ。

小野廣喜、千裕美、吉澤みな子、日比野久美子著「生化学ヒ
トのからだの構成と働きを学ぶために」化学同人

《参考図書》
イラストレイテッドリッピンコット生化学（丸善）

《授業の到達目標》
栄養士として、人々の健康維持、増進に役立つ基礎知識を習
得するために、必要とされる生体物質の性質と役割を学び、
生体内で起こる物質の変化、生命現象を総合的に理解する。 《授業時間外学習》

次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味等を調べ理解して
おくこと。授業後は復習をしっかり行い、確認しておくこと
。

《成績評価の方法》
定期試験での筆記試験（７０％）、レポ－ト（３０％）によ
って行う。 《課題に対するフィードバック等》

積極的に授業に参加すること。課題について、授業の時、解
説する。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
生化学、人体の構造 健康と栄養、人体

2
代謝の概要、生体のエネ
ルギ－

消化吸収、ATPの役割

3
たんぱく質（１） たんぱく質の構造と機能

4
たんぱく質（２） たんぱく質とアミノ酸の代謝

5
糖質（１） 糖質の構造と機能

6
糖質（２） 糖質の代謝

7
脂質（１） 脂質の構造と機能

8
脂質（２） 脂質の代謝

9
核酸、遺伝子（１） 核酸、遺伝子の構造

10
核酸、遺伝子（２） 核酸、遺伝子の機能と代謝

11
核酸、遺伝子（３） 核酸、遺伝子の機能と代謝

12
ビタミン（１） 水溶性ビタミン

13
ビタミン（２） 脂溶性ビタミン

14
個体の恒常性とその調節
機構

ホルモンの作用

15
免疫・アレルギ－ 免疫・アレルギ－



《専門科目》

科目名 　病理学

担当者氏名 　本藤　良

授業方法 講義 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 2年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

◎ 1-1 教養

◎ 2-2 知識・技能

○ 3-3 汎用的技能

○ 4-4 態度・志向性

◎ 5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

《授業の概要》 《テキスト》

　栄養士の職域は、健康増進を図る上での予防医学や疾病予
防などの医療領域にも深く係っている。特に、栄養指導面に
おいては病理学の基礎知識が必須となる。
　本授業では、①病理学とその意義、②病気の起因、病態、
経過とその特徴などに主点をおいて、身体の異常についての
基本
知識を加えて授業を進めたい。

〈必携〉「イラスト病理学-疾病のなりたち」、野々垣常正・　　　　
瀬木 和子著、東京教学社、第２版、2018

《参考図書》
1）病理学テキスト、渡邊 昌著、文光堂
2）病気の地図帳、山口和克監修、講談社
3) カラーで学べる・病理学、渡辺照男編集、ヌーブェルヒ
　 ロカワ、2016《授業の到達目標》

　病理学の授業を通して、「疾病のなりたち」に関する基本
的知識と専門用語を理解し、健康増進や疾病予防のための適
切な栄養指導などに役立てる。 《授業時間外学習》

①パーポイントを用いての講義のため、事前に講義資料（プ
　リント）を配布し、受講前の予習を義務付ける。
②授業終了後に、質疑応答の時間を設定し、教室で質問を受
　け付ける。
③課題別レポートを提出する。

《成績評価の方法》
 定期試験での筆記試験(90%)および課題別レポート(10%)で
総合的に評価し、60点以上を合格とする。 《課題に対するフィードバック等》

　復習として、各自、配布資料（プリント）と教科書および
参考書を基に講義ノートを整理する。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
病理学概論 病理学の歴史と発展、病理学の専門領域、病理診断法の概要、主要用語。

〔準備学習〕配布資料と教科書を基に各講義項目の予習と復習に勉める。

2
病因論(1)
病気の原因

病因の分類、体内要因（内因）と体外要因（外因）、先天異常と遺伝子異常、代謝障
害、医原病、老化、死の3徴候、脳死、主要専門用語。予習と復習。

3
病因論(2)
細胞・組織の障害と適応

退行性病変と進行性病変、変性、壊死、萎縮、アポトーシス、肥大と過形成、化成、
老化による各臓器の変性、主要専門用語。予習と復習。

4
代謝障害と疾患 脂質代謝異常と疾患、糖質代謝異常と疾患、たんぱく質代謝異常と疾患、無機質欠乏

症と疾患、主要専門用語。予習と復習。

5
循環障害と疾患 循環器系の概要、局所性の循環器障害、全身性の循環器障害、リンパ系の循環器障害

〔準備学習〕授業終了時に示す課題で、レポートを提出。予習と復習。

6
炎症と免疫
生体防御機構

炎症の類型、変質性炎、浸出性炎、増殖性炎、肉芽腫性炎、免疫関与細胞、自然免疫
と
獲得免疫、液性免疫と細胞性免疫、アレルギー、自己免疫疾患、膠原病。

7
腫瘍 腫瘍の定義と分類、腫瘍の発生機序、腫瘍の発生起因、良性腫瘍と悪性腫瘍、悪性腫

瘍の転移、腫瘍の診断と治療、主要専門用語。予習と復習。

8
器官系の臓器別、疾患の
病態特性、まとめ

循環器系と血液系、消化器系と呼吸器系、泌尿器系と内分泌系、生殖系、免疫系と神
経系、運動器系、一覧表にまとめて解説、学生アンケート。

9

10

11

12

13

14

15



《専門科目》

科目名 　食品衛生学

担当者氏名 　砂川　誠

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 2年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

◎ 2-2 知識・技能

○ 5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

《授業の概要》 《テキスト》

種々の微生物、化学物質、食品添加物等が食品にどのように
関係し、健康にどのように影響するのかを体系的に学習し、
正確な科学的知識を身につけ、健康危害の発生予防法及び関
連する法律と行政について習得する。

細貝祐太郎、松本昌男、廣末トシ子編「新食品衛生学要説」
医歯薬出版㈱　2019

《参考図書》
頻発事例からみる食品苦情と事故防止対策　諸角　聖　編集
代表　中央法規出版㈱ 2009
食品苦情事例集　厚生省生活衛生局監修　全国食品衛生監視
員協議会編　中央法規出版㈱ 1992《授業の到達目標》

食品衛生法の食品の定義と範囲及び食品衛生行政の概要につ
いて述べることができる。
食中毒の発生状況と起因物質（特に多発する細菌性食中毒菌
、ウィルス）の特性、中毒症状、予防対策について説明でき
る。
主な食品添加物の種類、特性、有効性について説明できる。
食品の安全性保持のため、衛生的取扱いを日常生活において
実践できる。

《授業時間外学習》
毎回の授業は、予習、講義、復習を含め概ね3時間の自己学習
が望ましい。
毎回の受講後にノートを整理し、次回の授業範囲を予習し、
専門用語等の理解に努めること。
食品による事故、事件が多いことから、新聞、テレビ等のマ
スコミによる食品関連の報道に注意すること。《成績評価の方法》

定期試験（60％）レポート（30%）小テスト（10%）で総合的
に評価し、60％以上を合格とする。 《課題に対するフィードバック等》

提出されたレポートは内容を確認し、次回の講義内に講評な
どでフィードバックします。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
食品衛生行政 食品衛生行政の概要、食品衛生法および関係法規

［準備学習］教科書P1～13及びP209を事前に読んでおくこと。

2
食品と微生物 食品に関係する微生物の分類、細菌の増殖と環境要因

［準備学習］教科書P26～30を事前に読んでおくこと。

3
食品の腐敗・変質・防止 微生物と食品の変質・腐敗および変質防止法

［準備学習］教科書P31～42を事前に読んでおくこと。

4
食中毒の概要 食中毒とは、食中毒の種類、食中毒発生状況

［準備学習］教科書P43～51を事前に読んでおくこと。

5
感染型細菌性食中毒 感染型食中毒菌（サルモネラ属菌、腸炎ビブリオ、病原大腸菌、カンピロバクター、

ウェルシュ菌）その他の細菌　［準備学習］教科書P52～72を事前に読んでおくこと。

6
毒素型細菌性食中毒
ウィルス性食中毒

毒素型食中毒菌（ブドウ球菌、ボツリヌス菌、セレウス菌）
ノロウィルス食中毒　［準備学習］教科書P52～72を事前に読んでおくこと。

7
動物性自然毒による食中
毒

動物性自然毒（ふぐ、有毒魚、貝類）
［準備学習］教科書P72～80を事前に読んでおくこと。

8
植物性自然毒による食中
毒

植物性自然毒（キノコ、有毒植物、じゃがいも）
［準備学習］教科書P80～88を事前に読んでおくこと。

9
食品と感染症・寄生虫症 赤痢、コレラ、腸チフス、野菜・魚介類・食肉と寄生虫

[準備学習］教科書P93～116を事前に読んでおくこと。

10
有害物質による食品汚染
カビと食物

化学性中毒と農薬・金属等による汚染  カビの分類、カビ毒（アフラトキシン）
[準備学習］教科書P88～91、P117～135、P163～172を事前に読んでおくこと。

11
食品添加物（総論） 食品添加物の概念、食品添加物に関わる規制、安全性評価

［準備学習］教科書P137～143を事前に読んでおくこと。

12
食品添加物（各論） 主な食品添加物（甘味料、殺菌料、酸化防止剤、着色料、保存料など）

［準備学習］教科書P143～155を事前に読んでおくこと。

13
食品衛生対策(規格基準) 食品一般の規格基準、微生物学的基準、化学的基準

［準備学習］教科書P14～23、P216～231を事前に読んでおくこと。

14
食品衛生対策(施設・設備
の衛生)

施設・設備の衛生　食品の衛生的取扱い、食中毒予防三原則
［準備学習］教科書P185～195を事前に読んでおくこと。

15
食品衛生対策(安全性) 安全性（リスク分析・リスク評価）、ＨＡＣＣＰシステム、ISO

［準備学習］教科書P196～203を事前に読んでおくこと。



《専門科目》

科目名 　臨床栄養学各論

担当者氏名 　塩原　明世

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 2年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 1-1 教養

◎ 2-2 知識・技能

○ 3-3 汎用的技能

《授業の概要》 《テキスト》

臨床栄養学総論において、栄養と関連深い疾患の概要、成因
、
症状、合併症、診断、治療法の基本的項目を学んだことを基
礎
に、臨床栄養学各論では、栄養学の臨床への実践的展開の方
法
として、栄養食事療法の原則や実際について理解し、病態か
ら
臨床検査結果、栄養素へのつながりについての基本を修得す
る。

田中　明他著「新版　臨床栄養学」建帛社 最新刊

《参考図書》
授業内で紹介する。

《授業の到達目標》
栄養食事療法の原則や実際について概説できる。
各病態の臨床検査結果、栄養素とのつながりについて概説で
きる。《授業時間外学習》 《授業時間外学習》

教科書に記載されていない内容についても触れるので、ノー
ト
をとり整理すること。毎回の確認テストを行うので、予習復
習
により知識の定着を図ること。（範囲については第1回目に配
布）《成績評価の方法》

定期試験および各授業での確認テストの結果(70％)、授業参
加態度
(30％)にて判定し、60点以上を合格とする。

《課題に対するフィードバック等》
毎回の確認テストは採点後返却されるので、活用して知識の
定着を図ること。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
治療食の基礎知識
消化器疾患

治療食の意義と分類、
胃・十二指腸疾患患者に対する栄養食事療法の原則、栄養アセスメントについて学ぶ
。

2
消化器疾患（下部消化管
）

腸疾患患者に対する栄養食事療法の原則、栄養アセスメントについて学ぶ。
確認テストを行うので、予習復習すること。

3
代謝性疾患（肥満） 肥満に対する栄養食事療法の原則、栄養アセスメントについて学ぶ。

確認テストを行うので、予習復習すること。

4
代謝性疾患（糖尿病） 糖尿病患者に対する栄養食事療法の原則、栄養アセスメントについて学ぶ。

確認テストを行うので、予習復習すること。

5
代謝性疾患（脂質異常症
）

脂質異常症患者に対する栄養食事療法の原則、栄養アセスメントについて学ぶ。
高尿酸血症、痛風患者に対する栄養食事療法の原則、栄養アセスメントについて学ぶ
。

6
循環器疾患（動脈硬化症
）

動脈硬化症、虚血性心疾患に対する栄養食事療法の原則、栄養アセスメントについて
学
ぶ。　確認テストを行うので、予習復習すること。

7
循環器疾患（高血圧） 高血圧症に対する栄養食事療法の原則、栄養アセスメントについて学ぶ。

確認テストを行うので、予習復習すること。

8
腎臓疾患（腎炎） 腎炎、ネフローゼ症候群などの腎臓病患者に対する栄養食事療法の原則、栄養アセス

メントについて学ぶ。　　確認テストを行うので、予習復習すること。

9
腎臓疾患（慢性腎臓病） 慢性腎不全、透析療法などCKDの患者に対する栄養食事療法の原則、栄養アセスメント

について学ぶ。　　確認テストを行うので、予習復習すること。

10
肝臓疾患（肝炎） 肝炎に対する栄養食事療法の原則、栄養アセスメントについて学ぶ。

確認テストを行うので、予習復習すること。

11
肝臓疾患（肝硬変） 脂肪肝、肝硬変などの肝臓病患者に対する栄養食事療法の原則、栄養アセスメントに

つ
いて学ぶ。　　確認テストを行うので、予習復習すること。

12
血液疾患 鉄欠乏製貧血、巨赤芽球性貧血ほかに対する栄養食事療法の原則、栄養アセスメント

に
ついて学ぶ。　　確認テストを行うので、予習復習すること。

13
アレルギー アレルギー患者に対する栄養食事療法の原則、栄養アセスメントについて学ぶ。

確認テストを行うので、予習復習すること。

14
心身症・骨疾患 神経性食欲不振症・神経性大食症・骨粗鬆症に対する栄養食事療法の原則、栄養アセ

ス
メントについて学ぶ。　　確認テストを行うので、予習復習すること。

15
薬剤の種類と効能 各疾患の治療手段として用いられている薬剤の種類と効能について学ぶ。

確認テストを行うので、予習復習すること。



《専門科目》

科目名 　臨床栄養学実習Ⅰ

担当者氏名 　塩原　明世

授業方法 実習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 2年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 2-2 知識・技能

◎ 3-3 汎用的技能

○ 4-4 態度・志向性

《授業の概要》 《テキスト》

個々の病態に即した栄養補給を行うことを目的とし、臨床栄
養
学各論で学んだ理論を元に、傷病者の栄養状態を正確に把握
し
、治療食を計画・立案できる能力・技術を身につける。

長浜　幸子他「実践臨床栄養学実習」第一出版　2017
日本糖尿病学会編「糖尿病治療のための食品交換表」文光堂
黒川清監修「腎臓病食品交換表　第9版」医歯薬出版　2016

《参考図書》
玉川和子ほか「臨床調理」医歯薬出版　最新刊
女子栄養大学出版部「調理のためのベーシックデータ」最新
刊

《授業の到達目標》
一般食の献立が食品構成から作成できる。
一般食の献立から各治療食への展開献立の作成ができる。
食品交換表(糖尿病・腎臓病)について理解・使用ができる。 《授業時間外学習》

ノートを作成すること。各回の課題を期限内に提出すること
。

《成績評価の方法》
各回の献立・ノート等提出物（70％）、小テスト・授業・実
習
態度（30％）等総合的に評価し、60点以上を合格とする。

《課題に対するフィードバック等》
臨床栄養学各論と連動するため、同時履修が望ましい。
提出された献立は添削してフィードバックします。修正して
提
出すること。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
臨床栄養学の基礎知識 病院における栄養士の役割と業務治療食について、入院時食事療養制度について学ぶ

。
*入院時食事療養制度については第2回にテストを実施するので、自習しておくこと。

2
一般治療食の基礎 病院食の食種、献立作成のポイント,常食から全粥食、軟菜食への展開食の献立を作成

する。

3
一般治療食の実習 常食、全粥食、五分粥食についての調理実習

〔準備学習〕事前に献立の調理法を確認し、班で相談すること。

4
摂食機能と形態食につい
て

嚥下困難食、高齢者の低栄養対策、特殊食品について学ぶ。
〔準備学習〕高齢者の特徴について、予習しておくこと。

5
摂食機能と形態食の実習 流動食、ミキサー食、きざみ食、一口大きざみ食を実習し、とろみ剤の調理実習、低

栄
養適応栄養剤について学ぶ。　〔準備学習〕実習記録を作成して提出すること。

6
エネルギーコントロール
食

エネルギーコントロール食の食事療法、エネルギーコントロール食の献立を作成する
。
〔準備学習〕糖尿病の交換表について、指定箇所を学習して臨むこと。

7
糖尿病の食事療法（１） 糖尿病の病態と食事療法の必要性, 糖尿病の献立から塩分制限へ展開献立を作成する

。
〔準備学習〕展開献立課題を提出すること。

8
糖尿病の食事療法（２）  糖尿病食、糖尿病塩分制限食、糖尿病性腎症食の調理実習、 糖尿病性腎症食の献立

を作成する。　　〔準備学習〕展開献立課題を提出すること。

9
たんぱく質コントロール
食（１）

腎臓病の献立作成のポイント、低たんぱく食と特殊食品, 腎臓病食の献立を作成する
。
（交換表を使って）〔準備学習〕腎臓病交換表について、指定箇所を学習して臨むこ
と10

たんぱく質コントロール
食（２）

たんぱく質コントロール食の調理実習、特殊食品の利用効果を検討する。
〔準備学習〕献立作成の課題を提出すること。

11
脂質コントロール食（１
）

脂質コントロール食の献立作成のポイントを学ぶ。
脂質コントロール食の献立を作成する。

12
アセスメント モデル症例について各班で検討する。

〔準備学習〕アセスメントについて1年時の復習をしておくこと。

13
自主献立作成 モデル症例について献立を作成し、発注書を作成する。

〔準備学習〕班毎に価格調査、実習手順などを分担して作成し、当日の実習に備える
。

14
脂質コントロール食（２
）

脂質コントロール食の調理実習　　〔準備学習〕予め中性脂肪コントロール、コレス
テロールコントロールのポイントを整理して臨む。

15
班献立実施、評価 第13回に作成した班献立を実施し、相互評価する。

〔準備学習〕事前に配布された各班の献立を検討し、当日の評価に臨む。



《専門科目》

科目名 　栄養指導実習Ⅰ

担当者氏名 　田中　晴美

授業方法 実習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 2年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 2-2 知識・技能

◎ 3-3 汎用的技能

《授業の概要》 《テキスト》

栄養指導では対象者が健康増進に向けた食生活や行動変容を
自発的に行うことができるよう動機付け、対象者のQOLの構築
に貢献するような指導計画の立案が不可欠である。対象者の
実態把握により問題点を明らかにし、ニーズに適した効果的
な栄養指導が展開できる技術を身につける。

片井加奈子他編「栄養科学NEXTシリーズ栄養教育論実習」講
談社サイエンティフィク、奥嶋 佐知子「食品の栄養とカロリ
ー事典」女子栄養大学出版部

《参考図書》
「日本食品成分表」医歯薬出版

《授業の到達目標》
個人及び集団の栄養指導を行うため、実態把握や計画作成が
できる。栄養指導の実施・評価をすることができる。

《授業時間外学習》
課題については授業時間内に収まるよう時間を設けているが
、終了できない場合は授業時間外の時間を使い効率よく進め
る。また、発表に際しては、十分に準備する必要があること
から、授業時間外の時間を使って練習等を入念に行う。

《成績評価の方法》
レポート(50%)、発表(30%)、実習態度（20％）等総合的に評
価し、60点以上を合格とする。 《課題に対するフィードバック等》

課題プリントおよびレポートが期限内に提出できたか、また
内容がふさわしいか確認し、不十分な場合は指示通り作成で
きるよう再提出とする。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
栄養教育・指導の概要 栄養教育・指導の意義と展開

準備学習：栄養指導論で学んだ栄養指導の意義について復習しておくこと。

2
栄養評価（栄養状態把握
）

栄養状態、健康状態の把握
準備学習：身体状況の把握、身体計測方法について予習しておくこと。

3
栄養評価（生活実態調査
）

生活実態調査、消費エネルギー量算定
準備学習：一日分の生活活動記録をつけておくこと。

4
栄養評価（食事調査） 食事調査、栄養価算定

準備学習：食事調査の意義および栄養価算定の方法について予習しておくこと。

5
栄養教育・指導（食事摂
取基準の求め方）

食事摂取基準の求め方
準備学習：日本人の食事摂取基準2015年版の使い方を予習しておくこと。

6
栄養教育・指導（栄養・
食品比率評価）

栄養・食品比率評価
準備学習：PFC比などを使った評価法について予習しておくこと。

7
栄養教育・指導（指導計
画作成）

栄養教育・指導計画作成
準備学習：栄養教育・指導計画の作成方法について予習しておくこと。

8
栄養教育・指導（評価、
報告書作成）

個人栄養教育・指導、評価、報告書作成
準備学習：個人栄養教育・指導の評価と報告書の作成について予習しておくこと。

9
栄養教育計画（計画立案
）

集団栄養教育・指導のためのテーマ検討及び計画立案
準備学習：集団栄養教育・指導の方法について予習しておくこと。

10
栄養教育計画（教材の検
討）

集団栄養教育・指導に適した教材の検討
準備学習：集団栄養教育・指導の目的について予習しておくこと。

11
教材作成作業（指導媒体
の作成）

集団栄養教育・指導内容に適した指導媒体の作成
準備学習：指導媒体の作成について予習しておくこと。

12
教材作成作業（発表準備
）

模擬集団栄養教育・指導の発表準備
準備学習：模擬集団栄養指導の発表方法について予習しておくこと。

13
発表（模擬集団指導１） 模擬集団栄養教育・指導（１）

準備学習：模擬集団栄養指導を実施するための事前練習を行っておくこと。

14
発表（模擬集団指導２） 模擬集団栄養教育・指導（２）

準備学習：模擬集団栄養指導を実施するための事前練習を行っておくこと。

15
評価 模擬集団栄養指導評価、報告書作成

準備学習：模擬集団栄養指導の評価方法、報告書作成について予習しておくこと。



《専門科目》

科目名 　公衆栄養学概論

担当者氏名 　アミール　喜代子

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 2年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

◎ 2-2 知識・技能

○ 3-3 汎用的技能

《授業の概要》 《テキスト》

公衆栄養学の概念、栄養政策・制度、公衆栄養活動の理論的
根拠および実践活動についての基本的な知識を学ぶ。

芦川修二　監修　「エスカベーッシック　公衆栄養学概論」
同文書院

《参考図書》
藤沢良知・原　正俊　編　「新　公衆栄養学」第一出版
山本　茂ほか編　「栄養科学シリーズNEXT　公衆栄養学」講
談社

《授業の到達目標》
①公衆栄養の概念、栄養政策・制度、公衆栄養活動の基本に
ついて説明できる。
②人々のQOLの向上、健康の維持・増進のために適切な食生活
の指導について説明できる。

《授業時間外学習》
該当授業内容学習部を事前に読んでおく。

《成績評価の方法》
筆記試験(90%)、授業の取り組み態度(10%)等により総合評価
し、60点以上を合格とする。 《課題に対するフィードバック等》

授業内で必要に応じフィードバックを行う。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
第1章　公衆栄養の概念（
公衆栄養とは）

公衆栄養の概念
[準備学習]　テキストの第1章p１－4を事前に読んでおくこと

2
公衆栄養の概念（歴史） 公衆栄養活動の歴史

[準備学習]　テキストの第1章p4－15を事前に読んでおくこと

3
第2章　我が国の健康栄養
問題（変遷）

国民の健康状態の変遷
[準備学習]　テキストの第2章p17－25を事前に読んでおくこと

4
我が国の健康栄養問題（
少子化）

少子化社会の現状と栄養・健康政策
準備学習]　テキストの第2章p26－31を事前に読んでおくこと

5
我が国の健康栄養問題（
高齢化）

高齢化社会の現状と栄養・健康政策
[準備学習]　テキストの第2章p32－36を事前に読んでおくこと

6
我が国の健康栄養問題（
食生活）

我が国の食生活の変遷
[準備学習]　テキストの第2章p36－48を事前に読んでおくこと

7
我が国の健康栄養問題（
食料需給）

食糧需要と自給率食の安全安心・食品表示法
[準備学習]　テキストの第2章p48－60を事前に読んでおくこと

8
第3章　公衆栄養マネジメ
ント(概念）

公衆栄養マネジメントの概念
[準備学習]　テキストの第3章p63－72を事前に読んでおくこと

9
公衆栄養マネジメント　
（展開）

スクリーニング、アセスメント、プログラム計画　　　　　　　　　　　　　　　　　
[準備学習]　テキストの第3章p73－89を事前に読んでおくこと

10
第4章　栄養疫学 栄養疫学の概要・栄養疫調査の内容

[準備学習]　テキストの第4章p91－104を事前に読んでおくこと

11
第5章　我が国の栄養・食
糧政策（行政）

公衆栄養活動と関連行政
[準備学習]　テキストの第5章p105－112を事前に読んでおくこと

12
我が国の栄養・食糧政策
（健康づくり）

健康づくり運動施策の変遷　　
[準備学習]　テキストの第5章p113－121を事前に読んでおくこと

13
我が国の栄養・食糧政策
（ガイドライン）

栄養・健康指導のガイドライン　　　　　　　　　
[準備学習]　テキストの第5章p122－132を事前に読んでおくこと

14
第6章　諸外国の健康・栄
養政策(課題)

世界の健康・栄養問題の現状　　
[準備学習]　テキストの第6章p135－144を事前に読んでおくこと

15
諸外国の健康・栄養政策(
国際機関)

世界の健康・栄養問題の現状
[準備学習]　テキストの第6章p145－152を事前に読んでおくこと



《専門科目》

科目名 　給食管理実習

担当者氏名 　大　雅世

授業方法 実習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 2年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

◎ 2-2 知識・技能

○ 3-3 汎用的技能

○ 5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

《授業の概要》 《テキスト》

給食管理の実際を実施に修練し、将来給食施設の栄養士とし
ての具備すべき知識及び技能全般を学習する。
①実習は集中授業で行う。②献立課題を提出する。③指定さ
れた期日に細菌検査を実施する。

「調理のためのベーシックデータ第5版」女子栄養大学出版部

《参考図書》
日本食品成分表2018七訂　医歯薬出版
実力養成のための給食管理論　学研書院

《授業の到達目標》
栄養士として給食の目的を達成するために、給食施設の衛生
管理、設備管理ができる。また、食材料管理、栄養管理がで
きる。 《授業時間外学習》

栄養士になるための給食管理論の栄養管理、給食作業管理、
衛生管理、帳票の管理、調査・研究、を事前に読むこと。ま
た、包丁は研いで手入れをしておくこと。

《成績評価の方法》
献立・レポート課題提出40%、包丁、切り方の確認30％　確認
テスト・観察記録等30%で総合的に評価し、60点以上で合格と
する。

《課題に対するフィードバック等》
必要に応じて習熟度を確認し、不十分な部分をフィードバッ
クすることで理解を深める。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
校内実習の意味と目的 校内実習の意味と目的を正しく理解する

2
試作の方法
食材の切り方

予定献立決定までの試作方法
包丁の確認、食材の切り方確認

3
集団調理室の使用説明 集団調理室について

厨房内説明と機器類の安全な使用方法

4
作業計画（Plan）
マネージメント

給食を提供するためのマネージメントサイクル(Plan→Do→Check→Act)
栄養管理計画、献立計画、試作、発注計画、出庫計画、

5
作業計画（Plan）
計画

栄養教育媒体、アンケート計画

6
給食の実施（Do）
帳票

発注、出庫、検収、保管、喫食室準備、衛生管理、

7
給食の実施
調理に関すること

調理および大量調理技術

8
給食の実施（Do）
提供に関すること

盛り付け、検食、保存食、配膳、喫食

9
給食の実施（Do）
衛生に関すること

食器回収、残食確認、食器洗浄・消毒、片付け

10
実施後の検証（Check）
確認

帳票管理

11
実施後の検証（Check）
調査

調査・研究（アンケート集計等）

12
実施後の検証（Check）
評価

まとめ、（評価・反省）

13
帳票類の演習（１）
報告

報告書の作成

14
帳票類の演習（２）
棚卸

棚卸し業務と帳簿の整理

15
報告書の作成と改善（
Act)

栄養管理報告書の作成



《専門科目》

科目名 　校外実習

担当者氏名 　古俣　智江

授業方法 実習 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 2年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 1-1 教養

○ 2-2 知識・技能

○ 3-3 汎用的技能

○ 4-4 態度・志向性

◎ 5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

《授業の概要》 《テキスト》

栄養士が果たすべき専門領域に関する能力を養うこと、栄養
士に必要とされる知識、技能、態度及び考え方の総合的能力
を養うこと、栄養の指導や給食の運営を行うために必要な能
力を養うことが栄養士の養成で重要なことである。栄養士と
して具備すべき知識及び技能を修得するために、事前研修・
事後研修（講義）、学外実習（実習）を通して、給食業務を
行うために必要な給食サービス提供を学ぶ。

プリントを配布する。

《参考図書》
（公社）日本栄養士会、（社）全国栄養士養成施設協会編「
臨地実習及び校外実習の実際」（公社）日本栄養士会、（社
）全国栄養士養成施設協会　2013

《授業の到達目標》
栄養士業務を理解する。
実践を通して栄養士としての素養を理解できる。
学内での事前・事後研修（講義）と学外実習（実習）を通し
て、給食業務のための知識と技能を総合的に身につけること
ができる。

《授業時間外学習》
栄養士業務に必要な知識及び技能をしっかりと確認し、実習
の目的を明確にして臨むよう、事前研修での講義内容（専門
用語、計算方法等）の予習復習は必ずすること。授業中に1年
次の学習内容及び前回の授業内容に係る確認テストを実施す
ることがあるので復習しておくこと。授業時間外に実習指導
（事前・事後）があるため必ず出席すること。《成績評価の方法》

事前学習の理解度10％、観察記録10％、実習施設からの評価
20％、実習（履修）期間の提出物20％、実習への取り組み状
況40％を考慮して総合的に評価し、60％以上を合格とする。

《課題に対するフィードバック等》
実習実施の可否については履修の手引きを充分理解し欠格事
項のない様にすること。礼儀作法、一般常識は正しく身に付
けておくこと。提出物は期限を厳守し提出すること。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
校外実習について 校外実習の意義と目的、実習の心構えと留意点

学習内容をノートを用いて復習すること。

2
給食の運営の基礎知識 給食の運営に係る関連法規

学習内容について予習するとともに、ノート、関連書籍を用いて復習すること。

3
給食の運営のための衛生
管理

HACCP、大量調理施設衛生管理マニュアル
学習内容について予習するとともに、ノート、関連書籍を用いて復習すること。

4
給食の運営のための施設
・食材料・器具

施設設備の構造と管理の概要、食材料・調理済み食品、器具類の管理
学習内容について予習するとともに、ノート、関連書籍を用いて復習すること。

5
実習施設の特徴（病院・
福祉施設）

病院・福祉施設などの概要と栄養士業務の理解
学習内容について予習するとともに、ノート、関連書籍を用いて復習すること。

6
実習施設の特徴（事業所
・自衛隊）

事業所・自衛隊などの概要と栄養士業務の理解
学習内容について予習するとともに、ノート、関連書籍を用いて復習すること。

7
実習施設の特徴（学校・
保育所）

学校・保育所などの概要と栄養士業務の理解
学習内容について予習するとともに、ノート、関連書籍を用いて復習すること。

8
実習関係書類及び日誌に
ついて

実習関係書類及び実習日誌等の取り扱い
学習内容について予習するとともに、ノート、関連書籍を用いて復習すること。

9
実習関係書類及び日誌の
書き方・重要事項

実習関係書類の取り扱い（書類・日誌等の書き方他）、実習における重要項目の確認
実習関係書類は丁寧に記入しておくこと。

10
事前研修の振り返り
施設別演習（個人）

重要項目の確認、研究課題の設定
実習施設の特徴をふまえ、個人・グループで実習における研究課題を考えておくこと
。

11
実習における留意点につ
いて

校外実習における留意点の確認
校外実習ににおける留意点をノート、プリント、関連書籍を用いて確認しておくこと
。

12
提出物・施設別演習（個
人及びグループ）

実習施設への提出物作成における留意点、研究課題への取り組み
個人・グループで設定して研究課題を進めておくこと。

13
事後研修について
施設別演習（総合）

事後研修について、実習の心構えと留意点の再確認、研究課題への取り組み
校外実習ににおける留意点をノート、プリント、関連書籍を用いて確認しておくこと
。

14
校外実習 実習施設において10日間の実習

意欲的、積極的に実習に取り組むこと。

15
事後研修・実習報告会及
び報告書の作成

実習報告会における校外実習のまとめ、実習報告書の作成及び発表
実習日誌のまとめと報告書の作成を行うこと。



《専門科目》

科目名 　教育心理学

担当者氏名 　馬場　和久

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 2年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

◎ 2-2 知識・技能

○ 3-3 汎用的技能

○ 4-4 態度・志向性

《授業の概要》 《テキスト》

教育場面において基礎となる「人間理解」を促進するために
、教育心理学の基礎的知識を身につけ、本講義で得られた知
識・技能を実際の生活場面や教育場面（教育実習）で子ども
の姿に結びつけながら、より具体的に人間の心身の発達およ
び学習の過程を理解する方法を身につける。

講義時に資料を配付します。

《参考図書》
本郷一夫・八木成和編著「シードブック教育心理学」建帛社　
２００８
鎌原雅彦・竹綱誠一郎編著「やさしい教育心理学」有斐閣ア
ルマ２００５

《授業の到達目標》
（１）人間の心身の発達の過程や諸様相について説明できる
。（２）学習と動機づけ、評価と指導について説明できる。
（３）運動、言語、認知、社会性、道徳性の発達について説
明できる。（４）パーソナリティについて説明できる。（５
）不登校問題やいじめ問題について論じることができる。（
６）社会や集団への適応について説明できる。（７）発達障
害について分類、説明できる。

《授業時間外学習》
シラバスに示された「準備」や次時までの課題に取り組んで
おく。また、授業後は配付資料等をもとに要点を復習してお
く。

《成績評価の方法》
定期試験を５０％、授業内のレポートや課題の内容を２５％
、授業内の発表・討議・姿勢を２５％で配点し、総合評価６
０点以上を合格とする。

《課題に対するフィードバック等》
授業テーマごとに提出されたレポートや課題の内容を確認し
、授業時の講評等でフィードバックしていく。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
教育心理学の意義 教育心理学の定義、歴史、意義、目的

［復習］教育心理学について、今日の学修を復習しておく。

2
人間の発達 人間の心身の発達とその段階、特徴　心身の発達上の課題　発達理解の意義

［準備］自分史についてまとめてくる。

3
学習意欲を高めるための
動機づけ

内発的動機づけ　外発的動機づけ　欲求の種類と段階
［準備］動機づけと欲求の種類について調べておく。

4
知能と学力 知能と学力の解釈　知能についての歴史、測定法

［準備］知能検査の方法について調べておく。

5
学習指導 学習の定義、形態、概念、メカニズム　学習過程を説明する基礎理論 

［準備］学習理論と学習過程について調べておく。

6
道徳性の発達 道徳性の解釈と道徳教育の必要性　学校における道徳教育

［準備］道徳性の解釈と必要性について調べておく。

7
学習評価の方法と理解 相対評価と絶対評価　評価の各種方法と課題

［準備］学習評価の方法について調べておく。

8
パーソナリティの理解 パーソナリティに関する理論と代表的な検査法

［準備］パーソナリティの検査法について調べておく。

9
社会性の形成 心身の発達の理解を踏まえた向社会的行動　社会性の育成　役割取得能力

［準備］向社会的行動について調べておく。

10
社会性の発達 身体面、運動面、言語面、認知面の発達の過程　社会性の発達

［準備］幼児期、幼少期における言語面や運動面、認知面の発達について調べておく
。

11
不登校の問題 不登校の実態　不登校に陥る心理的要因・対応

［準備］不登校を解消するための方法についてまとめてくる。

12
いじめ問題 いじめの定義と構造　いじめ問題の解消に向けた取組

［準備］いじめ問題を解消するための方法や取組についてまとめてくる。

13
発達障害とその支援 自閉症スペクトラム、注意欠陥多動性障害、学習障害の特徴と支援の在り方

［準備］発達障害の種類とその内容について調べておく。

14
学級集団における心理 心身の発達に対する外的及び内的要因と相互作用　学級集団の機能

［準備］学級集団の中で自分自身が成長した点についての経験をまとめてくる。

15
これからの特別支援教育 障害者差別解消法　インクルーシブ教育と合理的配慮についての理解

［準備］合理的配慮について調べておく。



《専門科目》

科目名 　教育方法

担当者氏名 　馬場　和久

授業方法 講義 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 2年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 2-2 知識・技能

◎ 3-3 汎用的技能

○ 4-4 態度・志向性

《授業の概要》 《テキスト》

学校における「食育」指導体制の要として、栄養教諭に求め
られる食に関する指導と学校給食の管理について一体的に学
ぶ。特に食に関する指導にあたっては、関係する教科や学級
活動の授業が主体的・対話的で深い学びとなるよう、確かな
実践力を身に付ける。さらに情報機器及び教材の活用に関す
る知識と具体的な技能を修得する。

講義時に資料を配付します。

《参考図書》
金田雅代・著　三訂「栄養教諭論」（理論と実際）（建帛社
）
藤澤良知・他著「よくわかる栄養教諭」（食育の基礎知識）
（同文書院）《授業の到達目標》

(1)栄養教諭の制度を理解し、求められる資質能力を修得する
。(2)食育に関する教科等の指導案を作成するなど指導方法に
ついて修得し、実践力を身につける。(3)食育における個別指
導について理解し、説明できる。(4)食育における教材や環境
整備、給食だよりの作成等の実践力を身につける。(5)食育に
おける家庭や地域との連携の在り方を説明できる。(6)情報機
器等を活用した教材を作成することができる。

《授業時間外学習》
授業で課題として指示された学習指導案づくりや食育だより
等の教材作成及び最終課題レポートの作成について、計画的
に取り組み、発表できるように準備を進めておく。また、授
業では、テーマについて自らの考えが発表できるように準備
をしておく。

《成績評価の方法》
授業内レポートと課題提出３０％　討議・発表・姿勢３０％　
最終課題提出４０％で評価し、総合得点６０％以上を合格と
する。

《課題に対するフィードバック等》
提出された課題レポートや発表内容については、授業時の講
評等でフィードバックしていく。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
食育に関する制度 食育に関する法令　栄養教諭の制度と役割、教育方法の基礎的理解

［準備］食育基本法や栄養教諭の制度について調べておく。

2
教科指導と食育 教科指導における食育　食育の全体計画と年間指導計画

［準備］教科指導における食育の実践例を調べておく。

3
学級活動と食育 学級活動における食育　給食の時間の指導　個別の指導

［準備］食育に関する学級担任の役割について調べておく。

4
食育におけるｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸ
ﾞ（学習指導要領）

学習指導要領　主体的・対話的で深い学び　学習指導案の作成の仕方　
［準備］新学習指導要領の趣旨について調べておく。

5
食育におけるｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸ
ﾞ（学習指導案）

学習指導案の発表と討議　指導と評価　
［準備］テーマに沿った学習指導案を作成してくる。

6
給食だよりの作成 給食だよりの意義　作成した給食だよりの発表　討議

［準備］給食だよりを作成し、発表の準備をしてくる。

7
食育環境と教材作成 食育教材の意義　効果的な食育環境　作成した食育教材の発表　　　　

［準備］食育教材を作成し、発表の準備をしてくる。

8
栄養教諭としての資質の
向上

食育における個別指導　家庭・地域との連携　栄養教諭に求められる資質能力
［準備］栄養教諭に求められる資質能力について自分の考えをまとめてくる。

9
＊ ＊

10
＊ ＊

11
＊ ＊

12
＊ ＊

13
＊ ＊

14
＊ ＊

15
＊ ＊



《専門科目》

科目名 　栄養教育実習

担当者氏名 　塩原　明世

授業方法 実習 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 2年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 2-2 知識・技能

○ 3-3 汎用的技能

○ 4-4 態度・志向性

◎ 5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

《授業の概要》 《テキスト》

栄養教諭として、学校における給食の時間や食に関わる学校
行事への参観、補助、また、食に関する指導計画への参画な
どの実践に触れる機会を通して、栄養教諭に期待される多様
な業務や役割について理解を深める。加えて、本学での実習
の事前事後指導と併せ、大学と実習校における理論と実践の
融合を図りながら、栄養教諭としてより資質の高い能力を身
につける。

田中信他著「栄養教諭養成における実習の手引　第二版」東
山書房
文部科学省「食に関する指導の手引き」

《参考図書》
授業内で紹介します。

《授業の到達目標》
栄養教諭教育実習の目標を設定できる。
指導案の作成ができる。
模擬授業が計画通りに実施できる。
教員との良好なコミュニケーションが取れる。
実習内容が適正に記録できる。
実習を振り返り、報告書にまとめることができる。

《授業時間外学習》
特に事前準備を入念に行うことが重要となることから、児童
・生徒の実態や学校給食について十分な情報を収集し、整理
しておくこと。栄養の専門家であることを意識し、恥ずかし
くないような知識を習得するよう努めること。

《成績評価の方法》
実習(60%)、報告書等(30%)、発表(10%)を総合的に評価し、60
点以上を合格とする。 《課題に対するフィードバック等》

作成指導案、報告書等はフィードバックします。より良い内
容に修正すること。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
事前指導
栄養教育実習の基礎事項

教育実習の法的根拠

2
栄養教育実習の意義 栄養教育実習の意義、理想の教師像

〔準備学習〕テキストの該当箇所を学んでおく

3
栄養教育実習の準備と心
得：目標設定

栄養教育実習の意義の明確化、目標設定
〔準備学習〕実習校について教育方針等を調査しておく

4
栄養教育実習の準備と心
得：ビジネスマナー

一般的な注意事項、教育実習の形態と関わり方

5
指導案の作成 対象を設定して、具体的指導内容を作成する。

〔準備学習〕1年次に学んだ指導案の書き方を復習しておくこと

6
模擬授業 作成した指導案に基づき、模擬授業を行う。

〔準備学習〕指導内容に沿って媒体等作成しておく

7
栄養教育実習の準備と心
得：実習記録

教育実習日誌の書き方

8
教育実習 小・中学校において1週間の実習

9
教育実習 小・中学校において1週間の実習

10
教育実習 小・中学校において1週間の実習

11
事後指導
実習記録の整理

提出物（実習ノートや指導案等）の整理

12
自己評価 自己評価をふまえた問題点の整理

〔準備学習〕実習日誌の当該ページを記録する

13
報告書作成 今後の課題の明確化と報告書の作成

〔準備学習〕書式に従って報告書を作成する

14
発表（１） 実習内容の発表

15
発表（２） 実習内容の発表



《専門科目》

科目名 　フードコーディネート論

担当者氏名 　古俣　智江

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 2年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 1-1 教養

◎ 2-2 知識・技能

○ 3-3 汎用的技能

○ 4-4 態度・志向性

《授業の概要》 《テキスト》

フードコーディネートは、食べることに関わるさまざまな場
において、食物自体のおいしさ、雰囲気、感情など多岐にわ
たる条件を調整して、満足のいく場面を演出することである
。
この授業では、食物のおいしさについての知識を持ち、喫食
者が食に対して何を求めているかの要望を察知してコーディ
ネートする基礎的な知識を修得する。

日本フードスペシャリスト協会編「三訂フードコーディネー
ト論　第２版」建帛社　2012

《参考図書》
日本フードスペシャリスト協会編「2014年度版　フードスペ
シャリスト資格認定試験　過去問題集」建帛社　2014

《授業の到達目標》
メニュープランニング、食卓・食空間を含めた「食」のコー
ディネートができる。
フードコーディネートに関係する基礎的知識を身につける。 《授業時間外学習》

授業中に前回の授業内容に係る確認テストを実施することが
あるので、テキスト、ノート、プリントおよびフードスペシ
ャリスト資格認定試験過去問題集を用いて学習内容を復習し
ておくこと。授業中に示す課題についてレポートを作成する
こと。

《成績評価の方法》
定期試験70％、課題30％により評価し、総合評価60点以上を
合格とする。 《課題に対するフィードバック等》

フードコーディネートについての知識を身につけるとともに
フードスペシャリスト資格認定試験合格に向けて学習に取り
組むこと。課題については授業等でフィードバックする。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
フードコーディネートの
基本理念

おいしさの本質、おいしさとフードコーディネート
学習内容についてテキストおよび過去問題集を用いて復習すること。

2
日本及び外国の食事の文
化

食事とは、食のタブーと宗教、特別な日の食事、外国の食事
学習内容についてテキストおよび過去問題集を用いて復習すること。

3
日本の食事の文化 日本の食事の歴史

学習内容についてテキストおよび過去問題集を用いて復習すること。

4
食卓のコーディネート テーブルコーディネートの要点、各料理の食卓のコーディネート

学習内容についてテキストおよび過去問題集を用いて復習すること。

5
食卓のサービスとマナー サービスとマナーの基本、パーティー、プロトコル

学習内容についてテキストおよび過去問題集を用いて復習すること。

6
各料理における食卓のサ
ービスとマナー

各料理のサービスとマナー
学習内容についてテキストおよび過去問題集を用いて復習すること。

7
メニュープランニング メニュープランニングの要件、料理様式とメニュー開発の基礎

学習内容についてテキストおよび過去問題集を用いて復習すること。

8
食空間のコーディネート 食事空間のコーディネートの基礎

学習内容についてテキストおよび過去問題集を用いて復習すること。

9
フードマネジメントサー
ビス（ビジネス）

フードサービスビジネスの動向と特性、マネジメントの基本、フードサービスの起業
学習内容についてテキストおよび過去問題集を用いて復習すること。

10
フードマネジメントサー
ビス（計画）

投資計画、収支計画の作成、損益分岐点売上高について
学習内容についてテキストおよび過去問題集を用いて復習すること。

11
食企画の実践コーディネ
ート

食企画の流れ、食企画に必要な基礎スキル、食企画の実践現場
学習内容についてテキストおよび過去問題集を用いて復習すること。

12
フードコーディネートの
実際

料理、メニュー、食卓、食空間からの検討
学習内容についてテキストおよび過去問題集を用いて復習すること。

13
試験対策（基礎） フードスペシャリスト資格認定試験対策

学習内容についてテキストおよび過去問題集を用いて復習すること。

14
試験対策（応用） フードスペシャリスト資格認定試験対策

学習内容についてテキストおよび過去問題集を用いて復習すること。

15
試験対策（総合）
重要項目の振り返り

フードスペシャリスト資格認定試験対策、重要項目の振り返り
学習内容についてテキストおよび過去問題集を用いて復習すること。


