
《専門科目 栄養に関する総合的な科目》

◎

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　栄養学特論Ⅰ

担当者氏名 　アミール　喜代子

授業方法 講義 単位・必選 2・必修 開講年次・開講期 1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

すでに学んだ基礎栄養学の内容について、復習やさらに高度で
詳細な知識を学び、栄養の専門家としての知識を修得する。

田村　明　他著　「イラスト基礎栄養学」第2版　東京教学社

田村　明　他著　「イラスト栄養学総論」第7版　東京教学社

①各種栄養素の機能と特性について説明できる。
②消化・吸収によって食物から得られた栄養素の代謝について
説明できる。
③栄養素の異化・同化について総合的に説明できる。。 各該当授業内容部を教科書で良く読んでおく。

課題レポート(80%)、練習問題(20%)等を総合評価し、60点以上
を合格とする。

練習問題では、閲覧日や内容不足部分を記載し、返却して再度
理解を深めるように促す。

週 テーマ 学習内容など

1
栄養の概念(栄養と健康） 栄養の定義、栄養と健康・疾病、

〔準備学習〕テキストの第1章p1-7を事前に読んでおくこと

2
栄養の概念(食物と健康) 栄養学の歴史、遺伝形質と栄養の相互作用

〔準備学習〕テキストの第1章p8-12を事前に読んでおくこと

3
食物の摂取 空腹感と食欲、食事のリズムとタイミング

〔準備学習〕テキストの第2章p13-20を事前に読んでおくこと

4
消化吸収と栄養素の体内
動態(消化器管)

消化・吸収の定義、消化器系の構造と機能、
〔準備学習〕テキストの第3章p21-27を事前に読んでおくこと

5
消化吸収と栄養素の体内
動態(消化)

膜消化・吸収、栄養素別消化・吸収
〔準備学習〕テキストの第3章p28-31を事前に読んでおくこと

6
消化・吸収と栄養素の体
内動態(吸収)

吸収後の経路、生物学的利用度
〔準備学習〕テキストの第3章p32-38を事前に読んでおくこと

7
たんぱく質の栄養(代謝) たんぱく質代謝の特徴、アミノ酸プール

〔準備学習〕テキストの第4章p40-43を事前に読んでおくこと

8
たんぱく質の栄養(栄養管
理)

たんぱく質の栄養管理
〔準備学習〕テキストの第4章p44-48を事前に読んでおくこと

9
たんぱく質の栄養(栄養
価)

たんぱく質の栄養価、アミノ酸の補足効果
〔準備学習〕テキストの第4章p49-53を事前に読んでおくこと

10
糖質の栄養(代謝) 食後の糖質代謝、血糖の調節機構

〔準備学習〕テキストの第5章p53-58を事前に読んでおくこと

11
糖質の栄養（特性) エネルギー源としての糖質の特性

〔準備学習〕テキストの第5章p59-61を事前に読んでおくこと

12
糖質の栄養(調節) 他の栄養素との関連

〔準備学習〕テキストの第5章p62-65を事前に読んでおくこと

13
脂質の栄養(代謝) 脂質の体内代謝、コレステロール代謝の調節

〔準備学習〕テキストの第6章p67-70を事前に読んでおくこと

14
脂質の栄養(特性) 摂取する脂質の量と質

〔準備学習〕テキストの第6章p71-73事前に読んでおくこと

15
脂質の栄養(調節) 他の栄養素との関連

〔準備学習〕テキストの第章6p74-77を事前に読んでおくこと



《専門科目 栄養に関する総合的な科目》

◎

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　栄養学特論Ⅱ

担当者氏名 　アミール　喜代子

授業方法 講義 単位・必選 2・必修 開講年次・開講期 1年・後期

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

すでに学んだ基礎栄養学の内容について、復習やさらに高度で
詳細な知識を学び、栄養の専門家としての知識を修得する。

田村　明　他著　「イラスト基礎栄養学」第2版　東京教学社

田村　明　他著　「イラスト栄養学総論」第7版　東京教学社
日本人の食事摂取基準（２０１５版）　第一出版

①各種栄養素の機能と特性について説明できる。
②栄養素の消化・吸収・代謝について説明できる。
③食物から得られた栄養素の異化・同化されることについて総
合的に説明できる。 各該当授業内容部を教科書で良く読んでおく。

課題レポート(80%)、練習問題(20%)等を総合評価し、60点以上
を合格とする。

練習問題では、閲覧日や内容不足部分を記載し、返却して再度
理解を深めるように促す。

週 テーマ 学習内容など

1
ビタミンの栄養(種類) ビタミンの種類と構造、ビタミンの生理機能

〔準備学習〕テキストの第7章p80-88まで事前に読んでおくこと

2
ビタミンの栄養(機能) ビタミンの栄養学的機能

〔準備学習〕テキストの第7章p88-92まで事前に読んでおくこと

3
ビタミンの栄養(調節) 他の栄養素との関連

〔準備学習〕テキストの第7章p93-96まで事前に読んでおくこと

4
ミネラル(無機質)の栄養
(種類)

ミネラルの分類と栄養学的機能
〔準備学習〕テキストの第8章p100-102まで事前に読んでおくこと

5
ミネラル(無機質)の栄養
（機能)

酵素反応、鉄代謝と栄養
〔準備学習〕テキストの第8章p103-109まで事前に読んでおくこと

6
ミネラル(無機質)の栄養
(調節)

他の栄養素との関係
〔準備学習〕テキストの第8章110-113まで事前に読んでおくこと

7
水・電解質の栄養学的意
義(特徴)

体内での水の働き、水分バランス
〔準備学習〕テキストの第9章p114-116まで事前に読んでおくこと

8
水・電解質の栄養学的意
義(代謝)

水・電解質の代謝
〔準備学習〕テキストの第9章p117-119まで事前に読んでおくこと

9
エネルギー代謝(定義) エネルギー代謝の概念・定義

〔準備学習〕テキストの第10章p124-126まで事前に読んでおくこと

10
エネルギー代謝(消費量) エネルギー消費量

〔準備学習〕テキストの第10章p127-130まで事前に読んでおくこと

11
エネルギー代謝(特性) 臓器別エネルギー代謝

〔準備学習〕テキストの第10章p131-136まで事前に読んでおくこと

12
推定エネルギー必要量 日本人の食事摂取基準（２０１５版）におけるエネルギー摂取の意義

13
推定平均必要量 日本人の食事摂取基準（２０１５版）におけるエネルギー摂取の意義

14
推奨量、目安量、目標量 日本人の食事摂取基準（２０１５版）におけるエネルギー摂取の意義

15
耐容上限量 日本人の食事摂取基準（２０１５版）におけるエネルギー摂取の意義



《専門科目 食物に関する科目》

◎

○

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　食品学特論Ⅰ

担当者氏名 　田中　章男

授業方法 講義 単位・必選 2・必修 開講年次・開講期 1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

4-4 態度・志向性

5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

食品学総論で学んだ内容をより深く、しかも詳細に学ぶ。 資料を配布する。

田中章男著「食品中の亜硝酸塩および硝酸塩と関連する健康問
題」犀書房　2009

特論として、食べ物と健康との関連に重点を置き、管理栄養士
に必要な専門的知識をさらに深める。

目的意識を持ち、講義で何を学ぶかをあらかじめ参考種などで
調べて理解する。

次に基準で評価する。レポート（70％）、授業態度（30％）。
総合評価を60点以上とする。

質問時に対する回答はオフィスアワーを利用して実施してい
る。

週 テーマ 学習内容など

1
本講座で学ぶこと 講義の概要、講義の進め方などについて理解する。

パワーポイントで説明する。

2
食品と微生物 食品における微生物と健康との関わりについて理解する。

[準備学習]事前に配布した資料で予習しておくこと。

3
食品の安全性 食品の安全性の確保や食品中の化学物質の安全評価（ADI等）について理解する。

[準備学習]事前に配布した資料で予習しておくこと。

4
食品中の植物性自然毒 青酸配糖体、アルカロイド、ジギタリス、キノコの有害成分、マイコトキシン等につい

て理解する。[準備学習]事前に配布した資料で予習しておくこと。

5
食品中の動物性自然毒 魚類（フグ毒、シガテラ毒等）、貝毒（麻痺性、下痢性）等について理解する。

[準備学習]事前に配布した資料で予習しておくこと。

6
食品中の変異原、発がん
性物質

食物と発がんとの関係、多環芳香族炭化水素、ニトロソアミン、アフラトキシン等につ
いて理解する。[準備学習]事前に配布した資料で予習しておくこと。

7
食品中の抗変異原、坑発
がん性物質

アスコルビン酸、ポリフェノール、タンニン酸、クロロゲン酸等について理解する。
[準備学習]事前に配布した資料で予習しておくこと。

8
食品中の変質（１） 変敗、酵素、化学的活性物質について理解する。

[準備学習]事前に配布した資料で予習しておくこと。

9
食品中の変質（２） 酵素による変質、加工・調理時に生成する有害性有機化合物などについて理解する。

[準備学習]事前に配布した資料で予習しておくこと。

10
食品中のアレルギー性の
物質と疾患

アレルギー、食事性のアレルギー、食事性のアレルギー症状、アレルギー様食中毒等を
理解する。[準備学習]事前に配布した資料で予習しておくこと。

11
食品中の人為的な汚染物
質

有機ハロゲン化合物、金属、内分泌攪乱化学物質、放射性物質等を理解する。
[準備学習]事前に配布した資料で予習しておくこと。

12
遺伝子組換え食品 遺伝子組み換え食品の概要、種類、表示、展望等について理解する。

[準備学習]事前に配布した資料で予習しておくこと。

13
食品中有害物質の作用と
代謝

食品中異物の体内代謝動態や代謝の機構等について理解する。
[準備学習]事前に配布した資料で予習しておくこと。

14
食品添加物の有用性と安
全性

指定と基準、安全性、表示、種類等について理解する。
[準備学習]事前に配布した資料で予習しておくこと。

15
食品と行政 食品成分の表示と規格、食品安全上の問題等について理解する。

[準備学習]事前に配布した資料で予習しておくこと。



《専門科目 食物に関する科目》

◎

○

○

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　食品学特論Ⅱ

担当者氏名 　根岸　由紀子

授業方法 講義 単位・必選 2・必修 開講年次・開講期 1年・後期

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

　食品は、食材であり、健康的な生活のために、正しい知識と
情報をもって扱わなくてはいけない。食の専門家として、管理
栄養士に必要な専門知識を深めるよう、食品やその成分、機能
を詳細に解説する。

〈必携〉国崎直道著「食べ物と健康ー食品の栄養成分と加工」
同文書院

資料を配布する（食品成分表の改定等）。

　食品の成分および機能についての情報を正しく理解し、詳細
に学ぶことにより、食物（調理品）あるいは商品を利用する生
活と健康への関わり方への正しい見方、アドヴァイスができる
ようになる。 食品に関するTVおよび新聞記事にも目を通すことを常にするこ

と。

授業態度（25％）、授業時のミニテスト（前回のまとめ）
（25％）および定期試験成績（50％）で総合的に評価する。

必要に応じて授業内でフィードバックを行います。

週 テーマ 学習内容など

1
食品と健康 食品とは？

食品の栄養成分の定義

2
食品の栄養（１） 栄養素の生化学

エネルギー代謝

3
食品の栄養（２） 炭水化物

糖類

4
食品の栄養（３） たんぱく質

脂質

5
食品の栄養（４） アミノ酸

アミノ酸価

6
食品の栄養（５） ビタミン類

7
食品の栄養（６） ミネラル類

8
成分表示と包装
機能性食品

機能性食品

9
味成分 味成分の種類

食品添加物

10
香り成分と消臭 腐敗と変質

酵素的消臭、化学的消臭

11
植物性食品（１） 穀類の種類、加工法、成分、機能性成分

12
植物性食品（２） 豆類、野菜、果実類の種類、加工法、成分、機能性成分

13
動物性食品 種類、加工法、成分、機能性成分

14
加工食品類 種類、加工法、成分、機能性成分

15
食品成分表の利用 食品成分表の改定

食品成分表の利用方法



《専門科目 食物に関する科目》

◎

○

○

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　調理科学特論Ⅰ

担当者氏名 　高柳　茂代

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1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

　この授業では、食物の美味しさに関わる知覚的要因を構築す
る科学的変化（味・香り・色）と物理的変化（テクスチャー）
について理解を深める。素材を中心とする食品別及び食品成分
別の調理性について、食卓に供される料理を離れず、具体的に
食品との関連を蜜にして、各成分の調理過程における変化及び
役割、物理的性質など理解して実践できる力を習得する。

渋川祥子・杉山久仁子著「新訂調理科学－その理論と実際」
同文書院

「系統的調理学」河村フジ子　家政教育社
「調理学」畑江敬子・香西みどり編　東京化学同人

調理における水の役割、水の三態の特徴について説明できる。
調理過程における蛋白質の変化について説明できる。
調理過程における澱粉、糖、油脂、ビタミン、無機質、ペクチ
ンの調理上の特性について説明できる。
美味しさを左右する食物の味、香り、色の調理上の変化につい
て説明できる。
調理科学に興味をもち課題を見つけ解決する手段を予測できる

毎回の授業について予習、復習（概ね3時間）の自己学習が望
ましい。次回の授業範囲を図書館の参考書などを用いて専門用
語を調べておくこと。
管理栄養士国家試験過去問題集を利用するので、練習問題に取
り組むこと。

全体で100％とし、筆記試験（70％、定期試験）を基本とし、
レポート（10％）小テスト（10％）課題（10％）などの提出を
考慮して総合的に評価して60点以上を合格とする。 提出された課題（試験やレポート等）は内容を確認し、コメン

トを記載し、翌週以降の授業内で返却します。

週 テーマ 学習内容など

1
水（食物の味と水） 調理における水の役割、おいしさと水のあり方、自由水と結合水

2
水（水の三態と調理） 調理における水の三態の特徴、役割

3
蛋白質(調理と蛋白質） 蛋白質の種類、構造、調理と蛋白質、蛋白質の変性

準備学習：予めテキストP88～P91を読んでおくこと。

4
蛋白質（調理による植物
性蛋白質の変化)

小麦蛋白質、豆蛋白質の調理性と機能特性
準備学習：予めテキストP64～P73、P126を読んでおくこと。

5
蛋白質（調理による動物
性蛋白質の変化）

肉蛋白質、魚蛋白質の調理性と機能特性
準備学習：予めテキストP103～P111、P118～P119を読んでおくこと。

6
蛋白質（調理によ卵蛋白
質の変化）

卵蛋白質の調理性と機能特性
準備学習：予めテキストP91～P96を読んでおくこと。

7
澱粉 澱粉の種類、構造、糊化、老化、調理特性

準備学習：予めテキストP51～P54を読んでおくこと。

8
糖 糖の種類、調理操作による組織・物性の変化、役割と利用法

準備学習：予めテキストP79～P83を読んでおくこと。

9
油脂 油脂の種類、安定性、調理上の特性

準備学習：予めテキストP130～P133を読んでおくこと。

10
ビタミン、無機質 ビタミン、無機質の分類、安定性、調理操作での変化

準備学習：予めテキストP155～P160を読んでおくこと。

11
ペクチン、その他類似物
質

ペクチンの種類、調理上の特性、その他類似物質の調理上の特性
準備学習：予めテキストP54～P57を読んでおくこと。

12
色 野菜・果物の色、調理上の変化

準備学習：予めテキストP145～P154を読んでおくこと。

13
味と香り 食物の味、香り、食品の香りの生成過程

準備学習：予めテキストP3～P8、P155を読んでおくこと。

14
食品の保存 食品の変質、原因、保存

準備学習：予めテキストP165～P178を読んでおくこと。

15
全講座の包括的解説 講義内容の包括



《専門科目 臨床栄養に関する科目》

○

◎

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　臨床栄養学特論Ⅰ

担当者氏名 　市原　幸文

授業方法 講義 単位・必選 2・必修 開講年次・開講期 1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

臨床現場における管理栄養士には、傷病者の身体状況を把握
し、食事や薬剤の摂取状況を含めた栄養アセスメントを行い、
その結果に基づき患者個々に、国際標準化された「栄養診断」
を設定し、栄養ケアプランの作成、実施、モニタリング、評価
からなる、栄養ケアプロセス（NCP)の展開が求められている。
本科目では、病態の特徴・臨床症状などを踏まえ、適切な栄養
管理ができるように、各疾患について栄養学的視点から学ぶ。

最新臨床栄養学ー新ガイドライン対応ー
井上修二・上原誉志夫・岡純・田中弥生　編　光生館刊
必要に応じて適宜プリントを配布する。

新しい臨床栄養学　後藤昌義・瀧下修一　共著　南江堂刊
在宅高齢者食事ケアガイド　在宅チーム医療栄養管理研究会編

疾患・病態別の栄養ケアプロセスができるようになるため、①
臨床審査や臨床検査の結果などを基に病態の特徴が説明でき
る。➁各病態時の栄養状態のアセスメントに基づき「栄養診
断」ができる。③栄養アセスメントに基づいた栄養補給の方
法。食事療法のプランが作成できる。④個々の症例にあった栄
養食事指導の計画案が作成できる。⑤さらにモニタリングや評
価の方法を身につけることができる。

【事前予習】事前に、テキストを中心に授業予定箇所の関連臓
器の構造や機能、疾病の成因、診断法、病態の特徴、一般的治
療など解剖生理学や臨床栄養学などで学んだ知識を含めて目を
通しておく。
【事後学修】配布プリントや関連科目のテキストの要点をノー
トにまとめ復習する。

小テスト（10％）　レポート（10％）定期試験（80％）
総合評価60点以上を合格とする。

課題（小テスト、レポート、定期試験）は個々にアドバイスを
記入して返却し、フィードバックする。

週 テーマ 学習内容など

1
臨床における栄養ケアプ
ロセスの概要

栄養スクリーニング、栄養アセスメント(身体計測、臨牀審査、臨床検査、食事調査）
栄養診断の理解、栄養ケアプランの作成、栄養ケアの実施、栄養教育、モニタリング

2
栄養食事療法と栄養補給
法（１）

経口栄養補給法、経腸栄養補給法
授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。

3
栄養食事療法と栄養補給
法（２）

経静脈栄養補給法
授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。

4
消化器疾患（１） 消化性潰瘍、胃食道逆流症、胃切除後症候群の成因、病態と栄養ケア・マネジメント

授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。

5
消化器疾患（２） 炎症性腸疾患（ｸﾛｰﾝ病、潰瘍性大腸炎、たんぱく漏出性胃腸症、腸閉塞）の成因、病態

と栄養ｹｱ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ　　事前・事後の学修を必ず行うこと。

6
消化器疾患（３） 急性肝炎、慢性肝炎の成因、病態と栄養ケア・マネジメント

授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。

7
消化器疾患（４） 肝硬変の病態と栄養ケア・マネジメント

授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。

8
消化器疾患（５） 脂肪肝、ｱﾙｺｰﾙ性肝障害、非ｱﾙｺｰﾙ性脂肪性肝炎の成因、病態と栄養ｹｱ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。

9
消化器疾患（６） 胆石症、胆嚢炎、胆管炎の成因、病態と栄養ケア・マネジメント

授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。

10
消化器疾患（７） 急性膵炎、慢性膵炎の成因、病態と栄養ケア・マネジメント

授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。

11
代謝性疾患（１） メタボリックシンドロームの成因、病態と栄養ケア・マネジメント

授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。

12
代謝性疾患（２） 肥満・肥満症の成因、病態と栄養ケア・マネジメント

授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。

13
代謝性疾患（３） 糖尿病の成因、病態、症状と糖尿病合併症

授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。

14
代謝性疾患（４） 糖尿病の診断、ｺﾝﾄﾛｰﾙ基準、運動療法、薬物療法（経口血糖降下薬、ｲﾝｽﾘﾝ療法）

授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。

15
代謝性疾患（５） 糖尿病の栄養ケア・マネジメント

授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。



《専門科目 食物に関する科目》

○

◎

○

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　調理科学特論Ⅱ

担当者氏名 　高柳　茂代

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・後期

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

　この授業では、調理と食品（調理科学特論Ⅰ）で学習したこ
とを踏まえて調理科学の総括となるような調理操作を学ぶ。調
理を科学的な視点でとらえ、内容を身近にする為に実際の事例
をあげ、個々の食品や種々の調理操作の特徴を整理し、調理機
器類の特性も含めて、効果的な利用方法について習得する。

渋川祥子・杉山久仁子著「新訂調理科学－その理論と実際」同
文書院

「調理学」畑江敬子・香西みどり編　東京化学同人
「系統的調理学」河村フジ子　家政教育社

非加熱調理操作（調理方法）の特徴と効果的な利用方法につい
て説明できる。
加熱操作の特徴と加熱の原理について説明できる。
種々の加熱調理操作（煮る、蒸す、焼く、揚げる、炒める）の
特徴と効果的な利用方法について説明できる。
調理科学に興味を持ち、実際の調理での思考力、応用力を身に
つける事ができる。

毎回の授業について予習、復習（概ね3時間）の自己学習が望
ましい。次回の授業範囲を図書館の参考書などを用いて専門用
語を調べておくこと。
管理栄養士国家試験過去問題集を使用するので、練習問題に取
り組むこと。

全体え100％とし、筆記試験（70％、定期試験）を基本とし、
レポート（10％）小テスト（10％）課題（10％）などの提出を
考慮して総合的に評価し、60点以上を合格とする。 提出された課題（試験やレポート等）は内容を確認し、コメン

トを記載し、翌週以降の授業内で返却します。

週 テーマ 学習内容など

1
非加熱操作
非加熱器具、洗浄・浸漬

非加熱器具の機能、洗浄・浸漬の目的、方法
準備学習：予めテキストP18を読んでおくこと。

2
切る・つぶす 目的、包丁の運動方向、包丁面と摩擦の関係

準備学習：予めテキストP18～P19を読んでおくこと。

3
混合・攪拌 （１）液体と液体（２）液体と固体（３）液体と気体（４）固体と固体の混合・攪拌

準備学習：予めテキストP134～P135を読んでおくこと。

4
冷却 ゼラチン・寒天のゲル化のメカニズム、ゾル⇔ゲルの特徴、副材料、添加物の影響

準備学習：予めテキストP83～P87を読んでおくこと。

5
冷却・生食調理 カラギーナンのゲル化のメカニズム、ゾル⇔ゲルの特徴、生食調理

準備学習：予めテキストP86、P116～P117を読んでおくこと。

6
加熱操作、加熱器具 加熱操作の特徴、加熱器具、エネルギー源

準備学習：予めテキストP21～P26、P40～P48を読んでおくこと。

7
加熱の原理 加熱の原理、伝熱方法

準備学習：予めテキストP21～P26を読んでおくこと。

8
香辛料・ハーブ 香辛料、ハーブの種類、各種香辛料加熱香気のガスクロマトグラフィーの特徴

9
ゆでる・煮る操作
（水量、火力、添加物）

切断、水量、火力の関係、添加物による成分の変化と特徴
準備学習：予めテキストP25～P27を読んでおくこと。

10
ゆでる・煮る操作
（鍋の材質、圧力鍋）

鍋の材質による煮物の特徴、圧力鍋による組織変化
準備学習：予めテキストP37～P39、P122～P125を読んでおくこと。

11
蒸す 蒸し物における加熱の原理

準備学習：予めテキストP95～P97を読んでおくこと。

12
焼く 焼き物における加熱の原理

準備学習：予めテキストP28～P32を読んでおくこと。

13
揚げる 揚げ物における加熱の原理、揚げ油の変質機構

準備学習：予めテキストP32～P33、P133、P135～P139を読んでおくこと。

14
炒める 炒め物における加熱の原理、加熱による油脂の変質機構

準備学習：予めテキストP138を読んでおくこと。

15
全講座の包括的解説 講義内容の包括



《専門科目 臨床栄養に関する科目》

○

◎

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　臨床栄養学特論Ⅱ

担当者氏名 　市原　幸文

授業方法 講義 単位・必選 2・必修 開講年次・開講期 1年・後期

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

臨床現場における管理栄養士には、傷病者の身体状況を把握
し、食事や薬剤の摂取状況を含めた栄養アセスメントを行い、
その結果に基づき患者個々に、国際標準化された「栄養診断」
を設定し、栄養ケアプランの作成、実施、モニタリング、評価
からなる、栄養ケアプロセス（NCP)の展開が求められている。
本科目では、病態の特徴・臨床症状などを踏まえ、適切な栄養
管理ができるように、各疾患について栄養学的視点から学ぶ。

最新臨床栄養学ー新ガイドライン対応ー
井上修二・上原誉志夫・岡純・田中弥生　編　光生館刊
必要に応じて適宜プリントを配布する。

新しい臨床栄養学　後藤昌義・瀧下修一　共著　南江堂刊
在宅高齢者食事ケアガイド　在宅チーム医療栄養管理研究会編

疾患・病態別の栄養ケアプロセスができるようになるため、①
臨床審査や臨床検査の結果などを基に病態の特徴が説明でき
る。➁各病態時の栄養状態のアセスメントに基づき「栄養診
断」ができる。③栄養アセスメントに基づいた栄養補給の方
法。食事療法のプランが作成できる。④個々の症例にあった栄
養食事指導の計画案が作成できる。⑤さらにモニタリングや評
価の方法を身につけることができる。

【事前予習】事前に、テキストを中心に授業予定箇所の関連臓
器の構造や機能、疾病の成因、診断法、病態の特徴、一般的治
療など解剖生理学や臨床栄養学などで学んだ知識を含めて目を
通しておく。
【事後学修】配布プリントや関連科目のテキストの要点をノー
トにまとめ復習する。

小テスト（10％）レポート10％　定期試験（80％）
総合評価60点以上を合格とする。

課題（小テスト、レポート、定期試験）は個々にアドバイスを
記入して返却し、フィードバックする。

週 テーマ 学習内容など

1
代謝性疾患（６） 脂質異常症の成因、病態と栄養ケア・マネジメント

授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。

2
代謝性疾患（７） 高尿酸血症、痛風の成因、病態と栄養ケア・マネジメント

授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。

3
代謝性疾患（８） 甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症、副甲状腺疾患、副腎疾患の成因、病態と栄養ケ

ア・マネジメント　　　事前・事後の学修を必ず行うこと。

4
循環器疾患（１） 高血圧症の成因、病態と栄養ケア・マネジメント

授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。

5
循環器疾患（２） 動脈硬化症の成因、病態と栄養ケア・マネジメント

授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。

6
循環器疾患（３） 狭心症、心筋梗塞、心不全の成因、病態と栄養ケア・マネジメント

授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。

7
循環器疾患（４） 脳血管障害の成因、病態と栄養ケア・マネジメント

授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。

8
腎臓疾患（１） 糸球体腎炎症候群、ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群、急性腎不全の成因、病態と栄養ｹｱ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。

9
腎臓疾患（２） 慢性腎臓病、糖尿病性腎症の成因、病態と栄養ケア・マネジメント

授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。

10
腎臓疾患（３） 透析療法の方法、原理と栄養ケア・マネジメント

授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。

11
血液疾患 栄養性貧血（鉄欠乏性・巨赤芽球性貧血）、白血病の成因、病態と栄養ｹｱ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。

12
運動器（骨格系）の疾患 骨粗鬆症、骨軟化症、くる病、変形性関節症、ｻﾙｺﾍﾟﾆｱ、廃用性筋委縮の成因、病態と

栄養ケア・マネジメント　　　　事前・事後の学修を必ず行うこと。

13
免疫アレルギー性疾患 膠原病、自己免疫疾患、食物アレルギー成因、病態、症状と糖尿病合併症

授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。

14
小児疾患 小児疾患、先天性代謝異常の成因、病態と栄養ケア・マネジメント

授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。

15
高齢者疾患 廃用症候群、褥瘡、咀嚼・嚥下障害などの成因、病態と栄養ケア・マネジメント

授業前にテキストの該当箇所を読み、専門用語等を調べ、授業後は必ず復讐すること。



《専門科目 公衆栄養に関する科目》

◎

○

○

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　食生活特論

担当者氏名 　塩原　明世

授業方法 講義 単位・必選 2・必修 開講年次・開講期 1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

健康寿命をいかに長くするか、ＱＯＬをいかに高めるかは大き
な課題であり、食生活や健康管理がその基本といえる。食生活
は様々な環境による影響を受けやすいことから、食生活にかか
わり合う諸要因に配慮する必要もある。これらの知識を理解し
、Evidenceに基づいた食生活改善や栄養教育の展開ができるよ
う、基本的な知識を身につける。

渡邊智子他「食べ物と健康　食事設計と栄養・調理」南江堂，
2015

授業時に紹介する。

生活習慣病を予防する食生活が理解できる。
日本の食文化、主な行事と伝承料理等が説明できる。
調理操作による組織・物性と栄養成分の変化が説明できる。
テーブルコーディネイトと各国の料理様式が説明できる。
ライフスキル(生きる力)を育む食生活教育が実践できる。
環境型社会の構築について説明できる。

ノートを作成し、見やすくまとめ、必ず復習を行うこと。日頃
から食生活に関心を持ち、自発的に調理を実践すること。

授業態度（30％）、課題提出（70％）より総合的に評価し、60
点以上を合格とする。。

提出課題については、授業内で口頭にてフィードバックするも
のとする。

週 テーマ 学習内容など

1
食事設計の基礎知識 食事設計とは何かを学ぶ

2
食べ物と健康の関わり：
生活習慣病

日本の食生活の現状と課題について学ぶ
Evidenceに基づく生活習慣病を予防する食生活について学ぶ

3
食べ物と健康の関わり：
美味しさ

美味しさ、咀嚼、嚥下、テクスチャーの関係を学ぶ

4
日本の食文化 料理、作法と文化の伝承について考える

*身近な日本の食文化について調査し報告すること

5
日本の行事と食 わが国における主な行事と伝承料理等について学ぶ

*自分の暮らす地域の行事食について調査し報告すること（学外調査あり）

6
調理操作と栄養 調理操作による組織・物性と栄養成分の変化について学ぶ

*調理科学で学んだ内容を復習しておくこと

7
食品成分の理解：植物性
食品

食品成分表と食事摂取基準について学ぶ
*事前にテキストを読み、予習しておくこと

8
食品成分の理解：動物性
食品

食品成分表と食事摂取基準について学ぶ
*事前にテキストを読み、予習しておくこと

9
献立作成と栄養：食品構
成

食品構成の作成について学ぶ
*課題を実施し、提出すること

10
献立作成と栄養：献立作
成

献立作成の条件と手順について学ぶ
*課題を実施し、提出すること

11
食卓構成と食事環境 テーブルコーディネイトと各国の料理様式について学ぶ

*関心を持った国の食卓様式について調査し報告すること

12
食行動と食育 食の持つ役割、ライフスキル(生きる力)を育む食生活教育について学ぶ

13
食環境の変化と食生活：
食品ロス

環境型社会の構築に向けて、飽食時代の食品ロスについて学ぶ
*身近な外食産業を取り上げ、食品ロスについて調査報告すること

14
食環境の変化と食生活：
地産地消の意義

グリーンコンシューマー10原則、エコロジカル･フットプリントについて学ぶ
*身近な取り組みについて調査報告すること

15
食の安心･安全と食生活 食品安全基本法と関連した情報機関、食品の安全性と二次機能について学ぶ



《専門科目 保健衛生に関する科目》

◎

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　健康科学特論

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 1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

様々な統計資料、健康施策から、人々の生活における「健康」
の概念を明らかにし、理解する。

柳川　洋、尾島俊之　編「基礎から学ぶ健康管理概論改訂第4
版」南江堂

藤沢良知・原　正俊編　「新　公衆栄養学」　第一出版
古畑　公、田中弘之　編「エスカベーシック公衆栄養学概論
2018/2019」同文書院

①様々な統計資料からの内容を説明できる。
②その背景となる社会状況説明できる。
③対応する健康施策の結果と展望を説明できる。

当該授業内容を事前に読んでおく。

課題レポート(85%)、練習問題(15%)等を総合評価し、60点以上
を合格とする。

授業中に必要に応じてフィードバックする。

週 テーマ 学習内容など

1
社会と健康 健康の定義、健康管理、健康阻害要因

準備学習：テキストのp 1-14を読んでおく

2
疫学 健康指標、健康研究方法、健康判定

準備学習：テキストのp 15-32を読んでおく

3
統計学 統計とは、推定、検定、解析

準備学習：テキストの33-44を読んでおく

4
人口統計 国勢調査、日本の特性、現状と将来

準備学習：テキストのp 45-52を読んでおく

5
保健統計指標 人口動態統計、人口静態統計、平均余命

準備学習：テキストのp 53-74を読んでおく

6
国民の健康づくり 施策、健康日本21、健康増進法

テキストのp 75-102を読んでおく

7
健康管理方法 方法のプロセス、健康教育、疾病の早期発見

準備学習：テキストのp 103-115を読んでおく

8
生活習慣病 概念、ストレス、喫煙・飲酒

準備学習：テキストのp 117-142を読んでおく

9
主要疾患の疫学と予防対
策

疾患の危険因子、癌、う歯
準備学習：テキストのp 143-155を読んでおく

10
保健予防体系 保健所、保健師、栄養士

準備学習：テキストのp 156-159を読んでおく

11
社会保障制度・高齢者／
成人の健康管理

保健指導、健康増進、介護・医療
準備学習：テキストのp 161-180を読んでおく

12
母子の健康管理 母子健康手帳、児童福祉、母子保護法

準備学習：テキストのp 181-190を読んでおく

13
学校の健康管理 健康診断、給食、栄養教育

準備学習：テキストのp 191-200を読んでおく

14
職場の健康管理 健康診断、環境管理、職業病予防

準備学習：テキストのp 201-213を読んでおく

15
トピックス 健康に関する調査と発表



《専門科目 栄養教育に関する科目》

◎

○

○

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　給食管理特論

担当者氏名 　藤井　茂

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1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

給食経営管理の基礎となる給食の運営や、栄養食事管理システ
ム、さらに栄養・食事管理のＰＤＣＡサイクルを回すために必
要な内容について講義を行う。

富岡和夫，富田教代 編著　エッセンシャル給食経営管理論
-給食のトータルマネージメント-　第４版　医歯薬出版

給食施設のための献立作成マニュアル　第９版　医歯薬出版

学生が、給食の現場において食事の提供を介した栄養管理を担
う管理栄養士として活躍するために、給食の運営及び経営管理
に関する基本的な知識を身につける。

１．事前に給食計画論、給食実務論の復習を必ず行うこと。
２．給食管理実習や校外実習と授業内容を関連づけて整理する
こと。

試験80％、ノート・レポート等提出物20％

必要に応じて理解度の確認を行い、不十分な部分をフィード
バックする。

週 テーマ 学習内容など

1
総論 Ⅰ 給食の概要　給食の歴史　給食システム

[事前学習] 給食経営管理論 P1-P11

2
総論 Ⅱ 給食施設の特徴と関係法規

[事前学習] 給食経営管理論 P1-P11

3
経営管理Ⅰ 経営管理と献立　経営管理の概要

[事前学習] 給食経営管理論 P59-P66

4
経営管理Ⅱ 給食とマーケティング　給食経営と組織

[事前学習] 給食経営管理論 P66-P81

5
栄養・食事管理 Ⅰ 栄養管理の概要　栄養・食事のアセスメント

[事前学習] 給食経営管理論 P85-P88

6
栄養・食事管理 Ⅱ 食事の計画

[事前学習] 給食経営管理論 P85-P105

7
栄養・食事管理 Ⅲ 栄養・食事計画の実施、評価、改善

[事前学習] 給食経営管理論 P107-P109

8
品質管理 給食経営における品質と品質管理　給食の品質基準と献立の標準化等　PDCAサイクル

[事前学習] 給食経営管理論 P115-P127

9
会計・原価管理 財務諸表と経営分析　給食の原価　損益分岐点分析等

[事前学習] 給食経営管理論 P129-P144

10
食材管理 食材料の選択と管理　食材料の開発と流通　購買方法と検収手法　食材料の保管等

[事前学習] 給食経営管理論 P147-P160

11
生産（調理）管理 生産管理の意義　生産計画と人員配置　生産（調理）と提供等

[事前学習] 給食経営管理論 P163-P184

12
安全・衛生管理 Ⅰ 安全・衛生管理の概要　安全管理の実際

[事前学習] 給食経営管理論 P187-P205

13
安全・衛生管理 Ⅱ 衛生管理の実際　事故・災害時対策

[事前学習] 給食経営管理論 P207-P213

14
施設・設備管理 生産（調理）施設・設備設計　環境関連設備　大量調理機器の種類と機能等

[事前学習] 給食経営管理論 P221-P243

15
人事・事務管理 人事管理　事務管理

[事前学習] 給食経営管理論 P245-P253



《専門科目 栄養教育に関する科目》

◎

○

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　栄養カウンセリング

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 1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

疾病構造の変化に伴い、医療は治療から予防へとシフトし、栄
養教育も従来の指導型から支援、サポート型へと変化してい
る。
クライアントの身体面、心理面、社会面を合わせて総合的にア
プローチし、管理栄養士に求められるカウンセリングの基本的
技法を習得する。

小松啓子・大谷貴美子編「栄養科学シリーズNEXT栄養カウンセ
リング論」講談社

授業内で紹介する。

行動変容ステージが理解できる。
栄養カウンセリング技法を活用できる。
個人への行動変容を促す栄養カウンセリングが計画できる。
集団への栄養カウンセリングが計画できる。 演習に必要な準備を十分に行い、授業に臨むこと。対象者を

しっかりと把握し、食行動の特徴を踏まえたうえで、さまざま
な状況に対処できるようにしておくこと。自発的学習を怠らな
いこと。

課題提出40％、試験50％、授業態度10％を総合的に評価し、60
点以上を合格とする。

提出課題については、授業中に口頭でフィードバックする。

週 テーマ 学習内容など

1
栄養カウンセリングとは 行動の変化ステージと介入法を学ぶ。

2
栄養カウンセリングの基
礎

栄養カウンセリングの基本的態度（ラポールの形成，課題の明確化，目標の共有，クラ
イエント中心など）を学ぶ。

3
栄養カウンセリング理論 行動変容の理論（トランスセオレティカルモデルなど）の活用を学ぶ。

4
栄養カウンセリング技法 面接によるアセスメント技法（傾聴，受容，要約，開かれた質問，閉ざされた質問，沈

黙への対応）について学ぶ。

5
栄養カウンセリングと疾
患

栄養カウンセリングに関係が深い疾患と保健行動について学ぶ。

6
食行動への影響因子 食行動に影響を及ぼす要因について学ぶ。食行動と学習、ストレス

7
ライフステージと食行
動：妊娠期・授乳期

妊娠期・授乳期の食行動について学ぶ。
〔準備学習〕妊娠期・授乳期の特徴を復習しておくこと。

8
ライフステージと食行
動：乳幼児期

乳幼児期の食行動について学ぶ。
〔準備学習〕乳幼児期の特徴を復習しておくこと。

9
ライフステージと食行
動：学童期、青年期

学童期、青年期の食行動について学ぶ。
〔準備学習〕学童期、青年期の特徴を復習しておくこと。

10
ライフステージと食行
動：成人・壮年期

成人・壮年期の食行動について学ぶ。
〔準備学習〕成人・壮年期の特徴を復習しておくこと。

11
ライフステージと食行
動：高齢期

高齢期の食行動について学ぶ。
〔準備学習〕高齢期の特徴を復習しておくこと。

12
栄養カウンセリング演
習：肥満

個人栄養教育における行動療法の応用について学ぶ。
〔準備学習〕肥満について復習しておくこと。

13
栄養カウンセリング演
習：脂質異常症

個人栄養教育における行動療法の応用について学ぶ。
〔準備学習〕脂質異常症について復習しておくこと。

14
栄養カウンセリング演
習：糖尿病

集団栄養教育におけるグループアプローチについて学ぶ。
〔準備学習〕糖尿病について復習しておくこと。

15
栄養カウンセリング演
習：高血圧

集団栄養教育におけるグループアプローチについて学ぶ。
〔準備学習〕高血圧について復習しておくこと。



《専門科目 栄養に関する演習・実験・実習科目》

○

◎

◎

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　調理学実習

担当者氏名 　古俣　智江

授業方法 実習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1年・後期

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

食べ物をおいしく調理する技術を深めるには、その理論があ
る。栄養士・管理栄養士として喫食者に食事を提供するうえ
で、調理技術の基礎になる知識を理解しておくことが必要であ
る。
この授業では、調理学および調理学実習Ⅰ・Ⅱでふまえた知
識・調理技術の基礎および応用を修得する。
。

プリントを配布する。

（社）全国調理師養成施設協会「改訂　調理用語辞典」調理栄
養教育公社　1999
鈴木たねこ・大野智子「魚とつきあう健康法‐現代海洋薬膳の
すすめ‐」農山漁村文化協会　1997

人々の健康維持・増進に役立つ食生活に関する必要な知識およ
び技術を理解する。
様々な職域で活用できる調理の基礎および応用を活用すること
ができる。
季節の旬の食材を取り入れ、日本料理を主として、食器、盛り
付け、色彩などにも配慮することができる。

各回の実習後には実習内容等を実習ノートにまとめるとともに
調理技術の復習もしておくこと。授業中に示す課題についてレ
ポートを作成すること。

定期試験30％、実習ノート40％、実技試験10％、レポート
10％、観察記録10％により評価し、総合評価60点以上を合格と
する（ただし、実習ノートについては各回全項目の記載が必要
であり、全項目の記載をもって60点とする）。

指定の実習衣などを着用したうえで、衛生に注意し、常に実践
力を身につけるように真剣に積極的な態度で臨むこと。課題に
ついては授業等でフィードバックする。

週 テーマ 学習内容など

1
焼き物の種類 多様な食材を使用した献立

実習ノートのまとめ、調理技術の向上を図ると共に指示献立の予習をしてくること。

2
魚介類の生食での調理の
工夫

鰹を使用した調理の工夫
実習ノートのまとめ、調理技術の向上を図ると共に指示献立の予習をしてくること。

3
松花堂弁当 松花堂弁当における美しい盛り付け方法

実習ノートのまとめ、調理技術の向上を図ると共に指示献立の予習をしてくること。

4
寿司の調理 寿司の種類、鰯のおろし方

実習ノートのまとめ、調理技術の向上を図ると共に指示献立の予習をしてくること。

5
揚げ物の調理 揚げ物の応用（変わり揚げ）

実習ノートのまとめ、調理技術の向上を図ると共に指示献立の予習をしてくること。

6
蒸し物の調理 蒸し物調理の応用

実習ノートのまとめ、調理技術の向上を図ると共に指示献立の予習をしてくること。

7
煮物の調理 煮物調理の基本

実習ノートのまとめ、調理技術の向上を図ると共に指示献立の予習をしてくること。

8
焼き物の調理 幽庵焼きの特徴

実習ノートのまとめ、調理技術の向上を図ると共に指示献立の予習をしてくること。

9
外国料理の調理 イカのおろし方、パエリアの調理

実習ノートのまとめ、調理技術の向上を図ると共に指示献立の予習をしてくること。

10
魚介類および小麦粉を用
いた調理

炊き込みピラフの調理、スポンジ生地の調理
実習ノートのまとめ、調理技術の向上を図ると共に指示献立の予習をしてくること。

11
行事食『正月』 伝統の正月料理、新おせち料理

実習ノートのまとめ、調理技術の向上を図ると共に指示献立の予習をしてくること。

12
懐石料理 日本料理の形式、睦月の懐石

実習ノートのまとめ、調理技術の向上を図ると共に指示献立の予習をしてくること。

13
郷土料理 近県の郷土料理

実習ノートのまとめ、調理技術の向上を図ると共に指示献立の予習をしてくること。

14
行事食『ひな祭り』 五大節句、行事食『ひな祭り』の調理

実習ノートのまとめ、調理技術の向上を図ると共に指示献立の予習をしてくること。

15
実習の振り返り 調理技術の確認、調理における衛生観念の確認、実習の振り返り

実習ノートのまとめ、調理技術の向上を図ること。



《専門科目 栄養に関する演習・実験・実習科目》

◎

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　臨床栄養管理実習

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 1年・後期

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

病院等医療機関における栄養士・管理栄養士業務を行うため
に、栄養ケア・栄養マネジメントの理念とシステムを理解し、
概説できるように学習する。また、疾患の特徴、診断、治療
法、栄養管理について基本的知識と技術を習得する。

渡邉早苗他著「新しい臨床栄養管理」医歯薬出版株式会社
2010

授業の中で紹介する。

病院実習を行う事前学修として、各病態に対する栄養管理がで
きることを目標とする。

症例検討を行うため、臨床検査値や各疾患における食事療法に
ついて十分に復習しておくこと。

レポート（70％）、実習態度（30％）を総合的に評価し、60点
以上を合格とする。

症例検討では、臨床検査値と症例の関連を理解できるよう繰り
返し授業内で扱う。提出されたレポートについては、授業内で
必要に応じてフィードバックする。

週 テーマ 学習内容など

1
人体への栄養補給方法
（栄養素と機能）

食品の栄養素と機能
準備学習：食品の栄養素と機能について予習しておくこと。

2
人体への栄養補給方法
（栄養補給方法）

人体への栄養補給方法
準備学習：人体への栄養補給方法について予習しておくこと。

3
臨床栄養管理の実際（医
療施設）

医療施設・介護福祉施設と栄養管理システム
準備学習：医療施設・介護福祉施設と栄養管理システムについて予習しておくこと。

4
臨床栄養管理の実際（栄
養アセスメント）

栄養アセスメントと栄養量の算出
準備学習：栄養アセスメントと栄養量の算出方法について予習しておくこと。

5
臨床栄養管理の実際
（チーム医療）

チーム医療の意義・役割・実際
準備学習：臨床におけるチーム医療について予習しておくこと。

6
臨床栄養管理の実際（栄
養記録）

栄養記録の種類及びその方法
準備学習：栄養記録の種類及びその方法について予習しておくこと。

7
ベッドサイドでの栄養管
理（栄養障害）

栄養障害
準備学習：栄養障害の栄養管理方法について予習しておくこと。

8
ベッドサイドでの栄養管
理（代謝疾患）

代謝疾患
準備学習：代謝疾患の栄養管理方法について予習しておくこと。

9
ベッドサイドでの栄養管
理（消化器疾患）

消化器疾患
準備学習：消化器疾患の栄養管理方法について予習しておくこと。

10
ベッドサイドでの栄養管
理（循環器疾患）

循環器疾患
準備学習：循環器疾患の栄養管理方法について予習しておくこと。

11
ベッドサイドでの栄養管
理（腎疾患）

腎疾患
準備学習：腎疾患の栄養管理方法について予習しておくこと。

12
ベッドサイドでの栄養管
理（摂食機能障害）

摂食機能障害
準備学習：摂食機能障害の栄養管理方法について予習しておくこと。

13
外来患者（個人）への栄
養管理と栄養食事指導

外来患者（個人）への栄養管理と栄養食事指導
準備学習：外来患者（個人）への栄養管理と栄養食事指導について予習しておくこと。

14
外来患者（集団）への栄
養管理と栄養食事指導

外来患者（集団）への栄養管理と栄養食事指導
準備学習：外来患者（集団）への栄養管理と栄養食事指導について予習しておくこと。

15
QOLの向上 在宅医療・介護における栄養食事指導

準備学習：在宅医療・介護における栄養食事指導について予習しておくこと。



《専門科目 栄養に関する演習・実験・実習科目》

◎

○

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　臨床調理学実習

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 1年・後期

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

食事療法の一環として、病者の病態や栄養状態に応じ、適切な
調理ならびに状況対応ができるようになることを目的とする。
特に生活習慣病や低栄養状態についての栄養療法を具体的に身
につける。

芦川修貮編「管理栄養士・栄養士になるための臨床栄養学実習
食事療養実務入門」学建書院　2018

玉川和子ほか著「臨床調理」最新刊　医歯薬出版
本田佳子「トレーニーガイド　栄養食事療法の実習」医歯薬出
版

栄養補給方法の選択ができる。
治療食の献立作成がスムーズにできる。
対象者に適した形態で調理ができる。

ノート作成をすること。日常的に自宅での調理を積極的に行う
こと。
各テーマにおける課題は、提出期限までに実施提出すること。

各テーマの課題ならびにノート提出（70％）、実習態度(30％)
等総合的に評価し、60点以上を合格とする。

提出課題はフィードバックします。修正して提出すること。

週 テーマ 学習内容など

1
臨床調理の目的と意義 疾病治療に適した献立を忠実に調理する意義や方法について学ぶ

*短期大学で学んだことを復習して臨むこと

2
栄養補給法、経腸栄養法 栄養補給の方法の選択と、経腸栄養の実際について

*課題を整理して提出すること

3
調味料等の効果的利用法
(実習）

塩分制限食の具体的手法について学ぶ
*事前にテキストの塩分コントロールの項を予習して臨むこと

4
調味料等の効果的利用法
(献立作成）

学んだ手法を用いて、塩分コントロール食への献立の展開を行う
*課題を仕上げて提出すること

5
ｴﾈﾙｷﾞｰｺﾝﾄﾛｰﾙのための調
理法（実習）

エネルギー制限食の具体的手法について学ぶ
*事前にテキストのエネルギーコントロールの項を予習して臨むこと

6
ｴﾈﾙｷﾞｰｺﾝﾄﾛｰﾙのための調
理法（献立作成）

学んだ手法を用いて、エネルギーコントロール食への献立の展開を実施する
*課題を仕上げて提出すること

7
たんぱく質ｺﾝﾄﾛｰﾙのため
の調理法（実習）

たんぱく質コントロール食の具体的手法について学ぶ
*事前にテキストのたんぱく質コントロールの項を予習して臨むこと

8
たんぱく質ｺﾝﾄﾛｰﾙのため
の調理法（献立作成）

学んだ手法を用いて、たんぱく質コントロール食への献立の展開を実施する
*課題を仕上げて提出すること

9
脂質ｺﾝﾄﾛｰﾙのための調理
法（実習）

脂質コントロール食の具体的手法について学ぶ
*事前にテキストの脂質コントロール食の項を予習して臨むこと

10
脂質ｺﾝﾄﾛｰﾙのための調理
法（献立作成）

学んだ手法を用いて、脂質コントロール食への献立の展開を実施する
*課題を仕上げて提出すること

11
介護食の献立と調理（実
習）

摂食に障害のある人、介護食の具体的手法について学ぶ
*事前にテキストの介護食の項を予習して臨むこと

12
介護食の献立と調理（献
立作成）

学んだ手法を用いて、介護食への献立の展開を実施する
*課題を仕上げて提出すること

13
班献立の計画 これまで学んだ手法を用いて、モデル症例に対応した献立を作成する

*課題を仕上げて提出すること

14
食物アレルギーのための
調理法

食物アレルギーのための食事の具体的手法について学ぶ
*事前にテキストの食物アレルギーの項を予習して臨むこと

15
班献立の実施・評価 計画した献立を実施し、相互評価する

*事前にお互いの献立を検討し、評価に臨む



《専門科目 栄養に関する演習・実験・実習科目》

○

◎

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　栄養情報処理演習

担当者氏名 　中平　浩介

授業方法 演習 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1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

コンピュータの基本的な概念と利用について、知識と操作技術
を習得する。インターネットを中心としたＩＴの説明、ＯＳの
概念、セキュリティの重要性について理解し実践的なスキルを
修得する。また、データ分析に必要な統計リテラシーについて
修得する

大石博雄　活用事例でわかる！「統計リテラシー」　noa出版

情報セキュリティについて説明できる
エクセルの基礎的な操作ができる
インターネットを使って情報検索ができる
データの分析ができる
代表的な検定方法について説明できる

時間内に終わらない課題については、次の授業までに完成させ
ておくこと。テキストを熟読すること。
毎回の授業について予習、復習（概ね2時間）の自己学修が望
ましい

課題提出（30%）、小テスト（30%）、レポート提出（40%）を
総合的に評価し、60%以上を合格とする

実施した小テストについてはフィードバックを行う

週 テーマ 学習内容など

1
本学コンピュータシステ
ムの概要

本学ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑの利用方法、ﾈｯﾄﾜｰｸを利用するための留意点、個人用ﾌｫﾙﾀﾞ、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ
の扱い、Office365

2
情報倫理、インターネッ
ト、統計

情報社会におけるｾｷｭﾘﾃｨ、最もシンプルな統計、統計を使いこなすための力
準備学習：テキストSection０、STEP1-3を読んでおくこと

3
パソコン操作、物語と統
計

ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗ、ﾌｧｲﾙ操作、ﾌｫﾙﾀﾞ操作、物語と統計のプロセス
準備学習：テキストSection１、STEP1-6を読んでおくこと

4
統計の活用事例（顧客分
析）

統計の活用事例を確認、顧客分析
準備学習：テキストSection２、STEP1を読んでおくこと

5
統計の活用事例（天気と
売上）

天気と売上の関係、データの読み取り、来店者数と降水量
準備学習：テキストSection２、STEP2を読んでおくこと

6
統計の活用事例（仕入れ
計画）

仕入れ計画体験、売上推移、販売個数の変動の要因、気温、天気予報
準備学習：テキストSection２、STEP2を読んでおくこと

7
統計の活用事例（品質管
理）

品質管理図、基準値と管理限界値、サンプリングによる品質管理
準備学習：テキストSection２、STEP3を読んでおくこと

8
統計の活用事例（サプリ
メントの効果）

新商品のモニター調査体験、モニター調査計画、ヒストグラム、t検定
準備学習：テキストSection２、STEP4を読んでおくこと

9
統計の活用事例（統計に
もとづく商品陳列）

セット販売、クロスマーチャンダイジング体験、分散分析、F検定
準備学習：テキストSection２、STEP5を読んでおくこと

10
データを数値やグラフで
要約

データの数値による表現、データの視覚的な表現
準備学習：テキストSection３、STEP1を読んでおくこと

11
データのばらつきの大き
さや格差を測る指標

階級、度数、度数分布表、分散と標準偏差
準備学習：テキストSection３、STEP2を読んでおくこと

12
できごとを確率で考える
（確率）

確率と統計の関係
準備学習：テキストSection３、STEP1を読んでおくこと

13
できごとを確率で考える
（統計）

起こりうる可能性
準備学習：テキストSection３、STEP2を読んでおくこと

14
できごとを確率で考える
（期待値）

期待できる結果、期待値
準備学習：テキストSection３、STEP3を読んでおくこと

15
できごとを確率で考える
（分布）

正規分布、確率分布、標本調査と検定
準備学習：テキストSection３、STEP4を読んでおくこと



《専門科目 栄養に関する演習・実験・実習科目》

◎

○

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　臨地実習

担当者氏名 　アミール　喜代子

授業方法 実習 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・後期

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

特定給食施設において、喫食対象者のニーズや給食条件、栄
養・食事計画、献立、サービスのあり方など給食を運営し管理
していくために必要な事項について体験学習する。また、学内
における事前指導として体験学習に必要な事項を講義・演習等
により学修する。

各回に配付するプリント等をテキストとする。

（社）日本栄養士会、（社)全国栄養士養成施設協会編「臨
地・校外実習の実際―改正栄養士法の施行にあたって―」
（http:www.dietitian.or.jp/）

①実践現場において管理栄養士業務を体験し、管理栄養士に求
められる知識・技能を説明できる。
②事前準備・現場における実習・事後報告までの過程から自己
点検・評価を説明できる。 各回の授業内容に相当する科目の教科書等を用い、事前に十分

な予習をして授業に臨むこと。礼儀作法やマナー、手紙の書き
方について参考書を用いて学習しておくこと。

事前学習のへの取り組み20％、実習施設からの評価40％、実習
（履修）期間の提出物20％、実習への取り組み状況20％等によ
り実習終了後、総合的に評価し、60点以上を合格とする。 提出物については、閲覧日やコメントを記載し、返却して再度

理解を促す。

週 テーマ 学習内容など

1
臨地実習について 臨地実習の意義と目的、概要、心構え

2
実習施設の概要 病院の概要と管理栄養士・栄養士業務の把握

3
栄養アセスメント 検査データの読み方の練習、正常値チェック

準備学習：臨床栄養学・実習テキストを予習する

4
POSに基づいた栄養指導 SOAP形式の記録練習

準備学習：臨床栄養学・実習テキストを予習する

5
栄養指導ロールプレイ 個人、集団を対象とした栄養指導ロールプレイ、評価、修正

準備学習：臨床栄養学・実習テキストを予習する

6
衛生および安全管理 衛生管理、安全管理について（HACCP他）

準備学習：臨床栄養学・実習テキストを予習する

7
発注および検収
嗜好および残食調査

発注、検収について嗜好調査、残食調査
準備学習：臨床栄養学・実習テキストを予習する

8
献立作成のための確認
事項

調理データの整理（食材重量、調味％、調味料配合割合）
準備学習：臨床栄養学・実習テキストを予習する

9
NSTについて
疾患と特別食

栄養サポートチーム（NST）の活動とその意義
準備学習：臨床栄養学・実習テキストを予習（疾患と特別食のポイントの整理）

10
各種交換表について 各種交換表の復習

準備学習：臨床栄養学・実習テキストを予習する（疾患と特別食のポイントの整理）

11
献立作成 常食から特別食への展開

準備学習：臨床栄養学・実習テキストを予習する

12
実習関係書類について 実習関係書類の取扱い（書類・日誌等の書き方等）

13
自主課題について
(計画）

実習施設の特徴を理解・自主課題の計画

14
自主課題について
(設定）

自主課題の設定・事前学習計画

15
実習現場での態度につい
て

臨地実習における心構え、留意点及び重要事項の確認



《専門関連科目》

◎

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　臨床心理学特論

担当者氏名 　森下　剛

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・後期

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

本授業では、臨床心理学に関する基礎的な理論を理解し、心理
検査法や知能検査法を通して具体的な知識と技術と知識を身に
つける。また、食と健康の観点から、健康行動理論を理解し、
食行動障害及び摂食障害についても理解を深める。

毎回プリントは配布し、テキストとします。

畑栄一・土井由利子編　2009　行動科学－健康づくりのための
理論と応用　改訂第二版，南江堂．

①管理栄養士に必要な精神疾患に関する知識を修得する
②心理アセスメントについて演習を通して理解する
③交流分析・健康行動理論について理解する

授業に関する論文の収集・講読を授業時間外学習の課題として
出します。

授業内のレポート40％、総括レポート60％で評価する。総合評
価60点以上を合格とする。

レポートについてはコメントを付与してフィードバックする。

週 テーマ 学習内容など

1
臨床心理学への招待・心
身症

臨床心理学と心身症に関する理解

2
不安症・強迫症 不安症・強迫症の理解

3
摂食障害 摂食障害群の理解

4
心理アセスメントⅠ 質問紙法による性格検査の実施と解釈

5
心理アセスメントⅡ コラージュ療法の実施と解釈

6
心理アセスメントⅢ 風景構成法の実施と解釈

7
交流分析・家族療法 交流分析・家族療法の理解

8
健康行動理論 健康行動理論の理解

9
/ /

10
/ /

11
/ /

12
/ /

13
/ /

14
/ /

15
/ /



《専門関連科目》

◎

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　色彩計画演習

担当者氏名 　有原　穂波

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1年・後期

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

味覚の他にも､心のこもった季節感豊かな料理や彩りよく盛ら
れた食卓は､食欲をそそり食生活を豊かにする｡
数多い料理の材料を色彩造形の観点から､美しく盛られた食卓
に仕上げていくにはどのようにしたら良いかの基礎を身につけ
る｡

授業内で適宜プリント・資料等を配布する。

埼玉県美術教育連盟「美術表現と鑑賞　埼玉県版」埼玉書籍

色彩の基礎的な要素を説明できる。
対比や配色を工夫して着彩できる。
自分の思いを色の効果を利用して表現することができる。

課題ごとに必要な事前学習内容を伝える。
それに基づき、各自で図書館の参考書も活用して予習・復習
（概ね3時間）するようにすること。また、授業には積極的な
態度で受講すること。

授業で製作した作品60％、課題レポート40％を資料とし、学期
末に総合的に評価する。

指定された材料・用具(絵の具､パレット､筆､水入れ､色鉛筆､ス
ケッチブック､色紙､糊､他〈必要により事前に連絡〉)を持参す
ること｡

週 テーマ 学習内容など

1
色彩の働き・効果につい
て

食材､調理､食器､盛付け等の色彩感覚が味覚に大きく影響することを踏まえ 色彩の基本
を学ぶ(色の体系や色の3要素)

2
色彩の基礎（１） 色彩の基本や調子の分類などについて知り､実技で確認する

3
色彩の基礎（２） 色彩の基本や調子の分類などについて知り､実技で確認する

4
色彩構成（１） 円や長方形､三角形などの抽象形を基に美的な構成を行う

色相環を中心とした配色と色の調和について実技で確認する

5
色彩構成（２） 色相環を中心とした配色と色の調和について実技で確認する

色と感情､色の対比を基に､組合せの効果を体験する

6
色彩構成（３） 色相環を中心とした配色と色の調和について実技で確認する

7
彩りを考えたお弁当づく
りの計画

和食・洋食・中華料理の各分野の料理を具体的に考え、彩りを意識したお弁当を計画す
る

8
お弁当づくり（１） 計画したお弁当を、紙粘土を用いて立体的に表現する。その際、素材の特徴を意識して

形作り、色彩に関しても本物に忠実に再現できるよう着色も行う

9
お弁当づくり（２） お弁当の内容の色味や色彩がもたらす影響等も意識し、お弁当箱も制作する

10
色彩の感情 色彩の与える感情や、色同士の組み合わせから得られる効果等について実技で確認する

11
色彩の対比（１） 色彩の与える感情や、色同士の組み合わせから得られる効果等について実技で確認する

12
色彩の対比（２） 色彩の与える感情や、色同士の組み合わせから得られる効果等について実技で確認する

13
美術館での色彩等に関す
る企画展の鑑賞

近隣の美術館で､実際の美術作品を鑑賞する

14
色彩についてのまとめ これまでの実技課題等を振り返り、色彩効果についてまとめる

15
授業内容のまとめ
レポート作成・提出

本授業で学んだ色彩効果を意識し、その知識を応用したレポート課題に取り組む。



《専門関連科目》

◎

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　英語コミュニケーション

担当者氏名 　大野　満奈

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1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

重要構文を含んだ英文を読解し、使用頻度の高い語彙や有益な
イディオムを学習する。単語の感覚を養い、文章表現に慣れる
ための練習問題を解いていく。

D. E. Bramley・河合忠仁著「基礎からはじめるコミュニケー
ション英作文 How to be a Communicator」松柏社 2004

John A. Carey 編「忙しい人のための英文ビジネスレター文例
集」語研 2004年

基本的な文法知識を復習・強化するとともに、英文読解・作文
力を高めることにより、社会の成員に求められる英語コミュニ
ケーション能力を習得することを目標とする。

各人は毎回少しずつ翻訳や練習問題を担当し、発表する。（英
和辞典持参）次回の授業範囲を予習し、単語や熟語の意味等を
調べ理解しておくこと。

レポート70％と、受講態度30％で期末に総合的に判定する。

レポート提出後の講評を行う。

週 テーマ 学習内容など

1
同意・賛同する表現/接続
詞の使用法

Unit 1. What do you think about studying English in Britain?

2
内容を確認する表現/不定
詞の使用法

Unit 2. What about our air ticket?

3
相手の不安等を取り除く
表現/接続詞の使用法

Unit 3. You may laugh at me, but...

4
相手の信頼を得る表現、
副詞節/名詞節の使用法

Unit 4. Finally we've entered Britain!

5
動作･状態･感情を強める
表現/受動態の使用法

Unit 5. The exhibits were just too wonderful for words!

6
相手の理解･同意を求める
表現/現在分詞の使用

Unit 6. Are they all British?

7
気持ちを表す表現/代名詞
の使用法

Unit 7. I'm staying at kind of a boarding house.

8
相手に依頼する表現/不定
詞の使用法

Unit 8. I went to Oxford street to do some shopping.

9
初対面のときに使う表現/
接続詞の使用法

Unit 9. Do many Korean people speak English?

10
習慣や過去の経験回数を
尋ねる表現/関係代名詞

Unit 10. I drank half a pint of Guinness.

11
援助を差し伸べる表現/完
了形の使用法

Unit 11. What's your favorite food in England?

12
期待を表す表現/不定詞の
使用法

Unit 12. What are you going to do in Edinburgh?

13
確信を表す表現/助動詞の
使用法

Unit 13. I'll prepare Thai food for everyone.

14
驚きを表す表現/副詞の使
用法

Unit 14. Why do you raise vegetables at home?

15
追加説明や言い換えの表
現/現在完了形の使用法

Unit 15. I'd like to come back to Britain one day.



《専門関連科目》

○

○

◎

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　外国文献講読

担当者氏名 　田中　章男

授業方法 演習 単位・必選 1・必修 開講年次・開講期 1年・後期

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

4-4 態度・志向性

5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

食品に関する英文による文献を和訳し語学力を身につけると共
に、英語による食品関連の語彙力を高める。

毎回の授業で資料(文献）を配布する。

特になし

外国文献を講読することによって、基本的な文法力と食品に関
する英語を習得させることを目標とする。

次回の授業資料をその都度配布するので、よく意味を調べてお
くこと。（英和辞書持参）

提出物70％、受講態度30％により期末に評価する。
総合評価を60点以上とする。

特になし

週 テーマ 学習内容など

1
Composition of
EnglishReport

How to Learn The Foreign Report

2
Preservative Sorbic Acid in Wine

3
Artificial Sweetening
Agent

Saccharin in Soft Drinks

4
Sterilizing Agent Hydrogen Peroxide in Fish Products and Noodles(Japanese)

5
Color Development
Agent Ⅰ

Nitrite in Foods

6
Color Development
AgentⅡ

Nitrate in Meat Products and Cheeses

7
FungicideⅠ Thiabendazole in Grape-Fruits,Orange,Lemon and Banana

8
FungicideⅡ 2-Phenyl Phenol in Varius Citrus Fruits

9
FungicideⅢ Diphenyl(Biphenyl) in  Grape-Fruits,Orange and Lemon

10
Fungus Toxin Patulin and Penicillic Acid in Grains

11
Vitamin Nicotinamide in Meat and Meat Products

12
Nitrite in Various
Milks

Distribution of Nitrite in Human,Cow and Market Milks

13
Nitrite and Nitrate in
Chicken egg

Behaviour of Nitrite and Nitrate in Chicken Egg with Special Reference to The
Turnover in Laying Hens

14
Nitrite and Nitrate in
Plant Material

Metabolism of Nitrite and Nitrate in Plant Material derived from Chemical
Fertilizer

15
Nitrite in The Blood
of Mice

Fate of Nitrite Flux in The Blood of Mice



《専門関連科目》

◎

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　人間と社会Ａ

担当者氏名 　専任教員

授業方法 テュートリアル 単位・必選 1・必修 開講年次・開講期 1年・通年(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

4-4 態度・志向性

ﾃｭｰﾀが提示するｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｼｰﾝから各自が問題点を探り、自己学
習で情報を収集しｸﾞﾙｰﾌﾟで討論する。このｱｸﾃｨﾌﾞな学習の過程
で問題発見・解決能力や論理的な思考力、コミュニケーション
能力、プレゼンテーション能力などを身につける。また、ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ内で役割を持つことで、思考の幅が拡大すると共に、他者の
立場を尊重する態度なども身につける。このﾃｭｰﾄﾘｱﾙ教育によ
り社会人としての教養を身につける。

大野誠「敦照のこころ」現代書林 1995

課題に応じて紹介します。

目的意識を持った職業人として社会に貢献できる人になるため
に、本学の建学の精神を理解し教育方針を遵守した学生生活を
送り、いかなる状況においても現状を適切に分析し、問題点を
的確に捉えて問題解決を図る能力を身につける。 全員が自分の考えを発言するので事前学習が前提となります。

その際、分担した内容についてノートにまとめること。また発
表での質疑に回答できるように十分調べておくこと。

①建学の精神および教育方針に基づく学習態度により総合的に
評価する。（５０％）
②自己学習の成果および討議中の態度、発表能力などの観察記
録による。 （３０％）
③レポート。（２０％）

提出されたノート（レポート）を総括しクラスでフィードバッ
クを行う。

週 テーマ 学習内容など

1
第１クール第１回 第１クール第１回～第４回まで、一つのオープニングシーンについて進める。

第１回は、主に自己学習の発表やスモールグループ討議において問題発見を目指す。

2
第１クール第２回 第２回目以降は、スモールグループ・デイスカッションや発表を通して、問題解決に向

けた議論や発表さらに質疑を通して議論を深める。

3
第１クール第３回 第３回目以降は、グループ発表や議論を深め、問題解決を目指す。

4
第１クール第４回 第４回目は、第１クールのまとめを行い、プロダクトを提出する。

5
第２クール第１回 第２クール第１回～第４回まで、一つのオープニングシーンについて進める。

第１回は、主に自己学習の発表やスモールグループ討議において問題発見を目指す。

6
第２クール第２回 第２回目以降は、スモールグループ・デイスカッションや発表を通して、問題解決に向

けた議論や発表さらに質疑を通して議論を深める。

7
第２クール第３回 第３回目以降は、グループ発表や議論を深め、問題解決を目指す。

8
第２クール第４回 第４回目は、第２クールのまとめを行い、プロダクトを提出する。

9

10

11

12

13

14

15



《専門関連科目》

○

◎

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　外国事情

担当者氏名 　大野　博之、田中　章男、雨宮　一彦

授業方法 演習 単位・必選 2・必修 開講年次・開講期 1年・後期

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

3-3 汎用的技能

進展する国際化の中で、広い視野を持ち、国を越えて相互に理
解し合うことが大きな課題となってきており、本授業では、国
際社会で自分の意思や考えを伝えるコミュニケーション能力を
養う。

＜必携＞　大野誠著「敦照のこころ」現代書林1995

様々な体験的学習を通して、我が国の伝統的のある歴史や文化
を身につけ、研修地横浜における異文化を理解しながら、国際
社会の中の歴史的な発展を認識する。

実施前の調査、準備、実際にどのように成果を上げるか日頃か
ら学習する

事前、事後の学習状況、受講態度、研修中の活動状況や学習の
過程50％、レポートや発表などに見られる学習状況や成果50％
により2年前期末に評価する。 毎回の授業内容を記録したノートを確認し、内容が不十分な場

合は改めて作成し再提出させる。

週 テーマ 学習内容など

1
横浜における外国文化に
おける調査研修の目的

研修の目的を理解する
日本人から見た外国、外国人から見た日本を調査する

2
外国文化と伝統文化につ
いて①

外国文化と日本の伝統文化との異文化の接点について理解を深めるための調査をする

3
外国文化と伝統文化につ
いて②

外国文化と日本の伝統文化との異文化の接点について理解を深めるための調査をする

4
外国文化と伝統文化につ
いて③

調査内容を発表し、異文化への理解を深める

5
学外研修におけるテーマ
検討

自己の研修テーマを考察し決定する

6
学外研修スケジュール① 研修地での研修スケジュールを作成する

7
学外研修スケジュール② 研修地での研修スケジュール決定・発表

8
報告発表のためのスライ
ド作成準備①

自己の研修課題テーマについて深く調査し、発表のための準備を行う。

9
報告発表のためのスライ
ド作成準備②

自己の研修課題テーマについて深く調査し、発表のための準備を行う。

10
報告発表のためのスライ
ド作成準備③

自己の研修課題テーマについて深く調査し、発表のための準備を行う。

11
学外研修の実際 学外研修　横浜にて実施する

12
研修のまとめ① 報告スライドのまとめとレポート提出

13
研修のまとめ② 発表報告するためのスライドリハーサル

14
報告発表会 研修地で得た課題テーマについて発表

15
反省会 研修の成果をふりかえる反省



《専門関連科目》

○

◎

○

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　特別研究

担当者氏名 　専任教員

授業方法 その他 単位・必選 4・必修 開講年次・開講期 1年・通年(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

各特別研究の領域から各々がテーマを定めて論文を書く。各領
域の指導教員が論文の調査や研究指導を行う。電子文書により
作成を行い、1年次のテーマ設定から、参考文献収集、研究方
法の選択、研究計画の策定を経て調査研究を行う。また、中間
発表、領域内での発表を行い、論文を学位授与機構に提出す
る。学内では、論文と抄録、PPを提出する。優秀な論文は学会
発表様式で行う卒業研究発表会で発表する。

必要に応じプリント等を配布する。

本学の「卒業研究抄録集」
本学の「研究紀要」
ほか、各領域の指導教員が指示する。

教養教育やその基礎の上に立った専門教育の集大成として、問
題発見・解決能力、情報活用能力、プレゼンテーション能力、
コンピテンシーを養うために、研究課題を設け、研究内容、方
法、計画を考えて調査や実験を行い、その結果を論文にまとめ
る力を身につける。

各人が課題を追究するため、積極的に指導教員と議論するよう
心がけること。
毎回の授業について参考文献等を用いて概ね１時間の自己学習
をすることが望ましい。

1)論文取組みへの真摯さ、研究心、研究の進め方、論文の内容
と書き方等総合的に評価する。
2)学内審査により優秀な論文に推薦されたものは卒業研究発表
会で発表する。

各領域の指導教員により実施日が変更となることがあるため、
日程は十分に把握すること。

週 テーマ 学習内容など

1
研究・卒業論文概要 研究の取り組み方　論文の構成　研究・論文作成の倫理

2
研究課題の設定(1) 研究課題の選択についてのディスカッション

3
研究課題の設定(2) 研究候補課題に関する既報論文の収集

4
研究課題の設定(3) 研究課題の選定と確認

5
研究方法の設定(1) 研究課題に沿った研究方法の選定と参考文献の収集

6
研究方法の設定(2) 研究課題に沿った研究方法の選定と参考文献の収集

7
研究方法の設定(3) 研究課題と研究方法の検討とディスカッション

8
研究方法の設定(4) 研究課題と研究方法の検討とディスカッション

9
研究方法の設定(5) 研究課題と研究方法の研究班でのプレゼンテーション

10
研究計画(1) 研究計画の作成

11
研究計画(2) 研究計画の作成

12
研究計画(3) 研究計画の作成

13
調査・研究準備(1) 研究資料の収集　研究準備　アンケート内容などの検討

14
調査・研究準備(2) 研究資料の収集　研究準備　アンケート内容などの検討

15
調査・研究準備(3) 研究資料の収集　実験などの準備　アンケート用紙などの構成と作成



《専門関連科目》

○

◎

○

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　特別研究

担当者氏名 　専任教員

授業方法 その他 単位・必選 4・必修 開講年次・開講期 1年・通年(後期)

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

各特別研究の領域から各々がテーマを定めて論文を書く。各領
域の指導教員が論文の調査や研究指導を行う。電子文書により
作成を行い、1年次のテーマ設定から、参考文献収集、研究方
法の選択、研究計画の策定を経て調査研究を行う。また、中間
発表、領域内での発表を行い、論文を学位授与機構に提出す
る。学内では、論文と抄録、PPを提出する。優秀な論文は学会
発表様式で行う卒業研究発表会で発表する。

必要に応じプリント等を配布する。

本学の「卒業研究抄録集」
本学の「研究紀要」
ほか、各領域の指導教員が指示する。

教養教育やその基礎の上に立った専門教育の集大成として、問
題発見・解決能力、情報活用能力、プレゼンテーション能力、
コンピテンシーを養うために、研究課題を設け、研究内容、方
法、計画を考えて調査や実験を行い、その結果を論文にまとめ
る力を身につける。

各人が課題を追究するため、積極的に指導教員と議論するよう
心がけること。
毎回の授業について参考文献等を用いて概ね１時間の自己学習
をすることが望ましい。

1)論文取組みへの真摯さ、研究心、研究の進め方、論文の内容
と書き方等総合的に評価する。
2)学内審査により優秀な論文に推薦されたものは卒業研究発表
会で発表する。

各領域の指導教員により実施日が変更となることがあるため、
日程は十分に把握すること。

週 テーマ 学習内容など

1
調査・研究準備(4) 研究資料の収集　実験などの準備　アンケート用紙などの構成と作成

2
調査・研究準備(5) 研究資料の収集　実験などの準備　アンケート用紙などの構成と作成

3
調査・研究準備(6) 研究資料の収集　実験などの準備　アンケート用紙などの構成と作成

4
調査・研究準備(7) 研究資料の収集　実験などの準備　アンケート用紙などの構成と作成

5
調査研究活動(1) 実験・調査・アンケート集計などでの研究を実施

6
調査研究活動(2) 実験・調査・アンケート集計などでの研究を実施

7
調査研究活動(3) 実験・調査・アンケート集計などでの研究を実施

8
調査研究活動(4) 実験・調査・アンケート集計などでの研究を実施

9
調査研究活動(5) 実験・調査・アンケート集計などでの研究を実施

10
調査研究活動(6) 実験・調査・アンケート集計などでの研究を実施

11
調査研究活動(7) 実験・調査・アンケート集計などでの研究を実施

12
調査研究活動(8) 実験・調査・アンケート集計などでの研究を実施

13
調査研究活動(9) 実験・調査・アンケート集計などでの研究を実施

14
調査研究活動(10) 実験・調査・アンケート集計などでの研究を実施

15
調査研究活動(11) 実験・調査・アンケート集計などでの研究を実施



《専門科目 栄養に関する演習・実験・実習科目》

○

○

◎

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　解剖生理学実験

担当者氏名 　雨宮　一彦

授業方法 実験 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1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

4-4 態度・志向性

5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

栄養士、管理栄養士として人々の健康の維持増進を担うための
基礎知識と技術を理解するために、実験をとおして人体の構造
と機能について、循環器系・呼吸器系・筋骨格系・消化器系お
よび血液系について系統的に学修する。
実験の中では課題についてグループで調べ、討論を行い、ジグ
ソー法などで学生相互の解説を行い理解を深める。

各実験の項目ごとに資料を配布します。

川村一男 編著　新訂　解剖生理学実験 建帛社　2002
穐吉敏夫 編著　解剖生理学・実験編 金原出版　2003
金澤寛明 著はじめての解剖生理学　講義と実習 南江堂 2013

人体の器官系の構造および機能について、概要を説明できる。
実施した実験の目的と方法について説明できる。
実験から得られた結果を解析し、説明できる。
実験で得た結果を文献等を参照し、考察することができる。 実験操作が滞りなく実施できるように、あらかじめ参考書など

で当該項目の内容を調べておくこと。

実験の結果を解析し、判定する小レポート(40％)
実験の目的,方法,結果,考察が記述されたレポート(60％)
実験に取り組む意欲、姿勢を含めて総合的に評価し、
60%以上を合格とする。

提出されたレポート類は内容を確認し講評などでフィードバッ
クします。

週 テーマ 学習内容など

1
解剖生理学実験とは 解剖生理学実験の意義と目的

2
循環器系の測定法 循環器系の概要と実験の目的・方法について

3
循環器系に関する実験 心音の聴取、心拍数の計測、簡易心電図検査法

4
運動器系の測定法 運動器系の概要と実験の目的・方法について

5
運動器系に関する実験 安静時と収縮時の筋電図の変化

6
呼吸器系の測定法 呼吸器系の概要と実験の目的・方法について

7
呼吸器系に関する実験 スパイロメーターを用いた肺活量および一秒率の測定

8
血液系の測定法 血液系の概要と実験の目的・方法について

9
血液型に関する実験 血液型の検査

10
貧血に関する実験 末梢血液中の赤血球数と白血球数の測定

11
血液細胞の測定法 血液細胞の種類と特徴　血液塗抹標本の作製

12
血液像に関する実験 血液塗抹標本の観察、

13
組織標本の観察 臓器の組織標本の観察

14
消化器系の測定法 消化器系の概要と実験の目的・方法について

15
消化器系の実験 唾液による炭水化物の消化実験



《専門科目 栄養に関する演習・実験・実習科目》

○

○

◎

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　栄養教育実習

担当者氏名 　塩原　明世

授業方法 実験 単位・必選 1・必修 開講年次・開講期 1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

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

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」

授業内で紹介する。

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。

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。

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。

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。

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


