
《専門科目 栄養に関する総合的な科目》

科目名 　ライフステージ栄養学Ⅰ

担当者氏名 　藤井　茂

授業方法 講義 単位・必選 2・必修 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》

「応用栄養学（短大１年次）」で学習したライフステージ毎
の特性および栄養上の留意点に対する理解をさらに深め、管
理栄養士として必要な栄養マネジメントの知識を習得する。

多賀正樹ほか 「サクセス管理栄養士講座7 応用栄養学」第一
出版 最新刊

《参考図書》
厚生労働省「日本人の食事摂取基準 2020年版」 第一出版
中坊幸弘・木戸康弘編「栄養科学シリーズNEXT 応用栄養学 3 
版」講談社サイエンティフィック2009

《授業の到達目標》
検査値や食事摂取基準について正しく理解することが出来る
。
検査値や食事摂取基準を正しく運用することができる。
栄養学の進歩に対応できる問題発見・解決能力を身につけて
いる。

《授業時間外学習》
テキストをよく読み予習・復習を確実に行うこと。小テスト
を実施する。

《成績評価の方法》
定期試験（70％）小テスト・授業態度（30％より総括的に評
価する。 《課題に対するフィードバック等》

各自ノートを作成して、授業内容の記録やテキストの練習問
題に取り組み理解を深める。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
栄養マネジメント（1） 栄養管理の概念について学習する

2
栄養マネジメント（2） 栄養アセスメントの指標について学習する

*短期大学で学修した内容について復習しておくこと

3
栄養マネジメント（3） 検査値の読み方について学習する

*短期大学で学修した内容について復習しておくこと

4
栄養マネジメント（4） 栄養ケア・プログラムについて学習する

*短期大学で学修した内容について復習しておくこと

5
栄養マネジメント（5） 栄養管理の評価デザインについて学習する

6
栄養環境への適応 代謝の統合、飢餓と低栄養について学習する

7
栄養素必要量の科学的根
拠

日本人の食事摂取基準(2015 年版)について学習する

8
発育・発達・加齢（1） 成長・発達による変化と栄養について学習する

9
発育・発達・加齢（2） 加齢と老化について学習する

10
母性栄養（1） 妊娠と妊娠母体の変化について学習する

11
母性栄養（2） 妊娠期の栄養について学習する

12
乳児期の栄養 乳児の成長と発達、代謝異常、乳児期の栄養について学習する

13
幼児期の栄養 幼児期の身体状況の変化、幼児期の栄養について学習する

14
学童期の栄養 学童期の身体状況の変化、学童期の栄養について学習する

15
思春期の栄養 思春期の身体状況の変化、思春期の栄養について学習する



《専門科目 栄養に関する総合的な科目》

科目名 　ライフステージ栄養学Ⅱ

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 2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

○ 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》

様々な栄養状態の評価・判定を学び、ライフステージごとに
生理的・栄養的特徴、栄養アセスメント、栄養管理の実際を
学ぶ。特殊栄養学として、生体リズム・運動・ストレス応答
等と栄養とのかかわりを学ぶ。

多賀正樹ほか「サクセス管理栄養士講座7　応用栄養学」第一
出版

《参考図書》
②厚生労働省「日本人の食事摂取基準」策定検討会報告書　
「日本人の食事摂取基準　2020年版」　第一出版

《授業の到達目標》
生活習慣病を予防する生活について理解、実践できる。
健康寿命を深遠出来る知識態度を身に着ける。
スポーツと栄養の関係を理解し、活用できる。
特殊環境下での栄養について理解する。

《授業時間外学習》
テキストをよく読み予習・復習を確実に行い、練習問題に取
り組み理解を深める。

《成績評価の方法》
定期試験（70％）、小テスト・授業態度（30％）で評価する
。 《課題に対するフィードバック等》

各自ノートを作成して、授業内容の記録や小テストを実施す
る。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
成人期の栄養（1） 成人期の身体状況の変化、成人期の栄養について学習する

2
成人期の栄養（2） 生活習慣病のリスクについて学習する

3
成人期の栄養（3） 生活習慣病の危険因子と疾病の関連について学習する

4
更年期の栄養 更年期の身体機能の変化および栄養状態の変化について学習する

5
高齢期の栄養（1） 高齢期の身体状況の変化、生体組織の加齢変化について学習する

6
高齢期の栄養（2） 高齢期の栄養上の特性について学習する

7
高齢期の栄養（3） 介護予防について学習する

8
生体リズムと栄養 生体リズムついて学習する

9
運動・スポーツと栄養（1
）

エネルギー代謝、健康づくりのための身体活動について学習する

10
運動・スポーツと栄養（2
）

運動と五大栄養素について学習する

11
ストレス応答と栄養 ストレスに対する生体の反応と栄養の関係について学習する

12
高温・低温環境と栄養 高圧および低圧環境と栄養について学習する

13
無重力環境と栄養 無重力と循環器、健康障害と栄養について学習する

14
管理栄養士国家試験対策
（1）

管理栄養士国家試験で扱われる最新データを読み込む

15
管理栄養士国家試験対策
（2）

応用力試験対策



《専門科目 栄養に関する総合的な科目》

科目名 　栄養生理学

担当者氏名 　雨宮　一彦

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 2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

○ 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・管理栄養士として生体機能の保持・増進と栄養の関
連性を人体の生理学的側面から学習する。

適宜プリントを配布する。

《参考図書》
わかりやすい人体の構造と機能　中山書店 2013

《授業の到達目標》
消化・吸収機能を説明することができる。
血液循環について説明できる。
呼吸機能について説明できる。
免疫機構について説明できる。
尿の生成と排泄機構について説明できる。

《授業時間外学習》
予め短大で学んだ解剖生理学について参考書等を用いて
復習しておくこと。自己学習は概ね60分以上が望ましい。

《成績評価の方法》
定期試験(80%) レポート（10％) および提示された課題解決
に臨む学習態度（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》
提出されたレポートなどは内容を確認して各自にフィードバ
ックします。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
栄養生理学とは 栄養生理学の意義

準備学習：短大時代の解剖生理学の教科書を読んでおくこと。

2
消化器官 消化管の構造

準備学習：参考書で消化器の構造を調べておくこと。

3
消化酵素 消化液の分泌と調節

準備学習：参考書で吸収機構を調べておくこと。

4
消化器付属器官 肝臓機能

準備学習：参考書で肝臓の構造を調べておくこと。

5
呼吸 ガス交換

準備学習：参考書で呼吸器の構造を調べておくこと。

6
血液組織 血液の組成

準備学習：参考書で血液について調べておくこと。

7
血液の生理作用 血液凝固

準備学習：参考書で血液凝固についてを調べておくこと。

8
循環器 心臓と血管の構造

準備学習：参考書で心臓の構造を調べておくこと。

9
循環生理 脈拍と血圧および調節機能

準備学習：参考書で血液の流れについてを調べておくこと。

10
胎児循環 胎児の血液循環

準備学習：参考書で胎児の血液の流れを調べておくこと。

11
免疫の基礎 自己・非自己

準備学習：参考書で免疫について調べておくこと。

12
免疫と血液型 ABO式血液型　Rh式血液型

準備学習：参考書で血液型について調べておくこと。

13
免疫反応 アレルギー

準備学習：参考書で免疫機構について調べておくこと。

14
泌尿器系 腎臓の構造と機能

準備学習：参考書で腎臓の構造を調べておくこと。

15
排泄機構 再吸収と腎不全

準備学習：参考書で尿の生成と排泄について調べておくこと。



《専門科目 栄養に関する総合的な科目》

科目名 　栄養免疫学

担当者氏名 　田中　章男、雨宮　一彦

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 2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

○ 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》

生命を維持するために必要な生体防御機構である免疫と栄養
素、栄養状態との関わりは深い。近年、免疫機能を高める食
品成分への関心も高まっているので、免疫の基本的な仕組み
について学習し、アレルギーや感染と免疫との関わりを理解
する。

プリント等を配布する。

《参考図書》
酒井徹　他　編著　「管理栄養士講座　感染と生体防御」　
　　　　　　　　　　建帛社

《授業の到達目標》
免疫器官・免疫担当細胞の種類を概説することができる。
自然免疫と獲得免疫について概説することができる。
種々のアレルギーの成因について概説することができる。
低栄養状態での免疫機能について説明することができる。

《授業時間外学習》
授業内容を理解したうえで、各自興味のある論文を検索し、
内容を把握して発表できるように準備する。

《成績評価の方法》
レポート(80%)、授業中の課題解決への態度等(20%)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》

授業内容に対する質問には随時対応する。
担当の論文抄読準備に対する支援。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
免疫システム（１） 免疫とは・免疫の基本メカニズム

準備学習：免疫に関する参考書の「概要」を読んでおくこと。

2
免疫システム（２） 免疫に関わる器官と組織

準備学習：免疫に係る臓器について調べておくこと。

3
免疫に関わる細胞 リンパ球、顆粒球、単球

準備学習：免疫に係る血液細胞について調べておくこと。

4
自然免疫（1） 自然免疫に関与する液性成分

準備学習：自然免疫について調べておくこと。

5
自然免疫（2） 細胞免疫のシステム

準備学習：自然免疫について調べておくこと。

6
獲得免疫（1） 獲得免疫とはなにか。自己と非自己の識別

準備学習：獲得免疫について調べておくこと。

7
獲得免疫（2） 液性免疫

準備学習：液性免疫について調べておくこと。

8
獲得免疫（3） 細胞性免疫

準備学習：細胞免疫について調べておくこと。

9
粘膜免疫系 粘膜免疫系とは腸管免疫系

準備学習：局所免疫について調べておくこと。

10
アレルギー疾患 アレルギー疾患の成立機序と食物アレルギーの成因

準備学習：アレルギーについて調べておくこと。

11
免疫の異常と疾患 自己免疫疾（患免疫不全症）

準備学習：免疫疾患について調べておくこと。

12
免疫能と栄養素 免疫能と栄養素の関わり

準備学習：免疫と食に関する本を読んでおくこと。

13
ライフステージと免疫能 ライフステージにおける免疫能の変化

準備学習：免疫と年齢に関する本を読んでおくこと。

14
免疫関連文献の検索 栄養と免疫に関する文献の検索とディスカッション

準備学習：免疫に関する文献を検索しておくこと。

15
免疫関連文献の抄読と発
表

栄養と免疫に関する文献の報告とディスカッション
準備学習：免疫に関する文献を読んでおくこと。



《専門科目 栄養に関する総合的な科目》

科目名 　管理栄養士講座Ａ

担当者氏名 　塩原　明世、冨重　慶子、本藤　良、田中　章男、雨宮　一彦、藤井　茂、砂川　誠

授業方法 講義 単位・必選 2・必修 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

○ 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》

管理栄養士は傷病者に対する療養のための栄養指導や個人の
健康の保持増進のための栄養指導などを行う専門家である。
将来、管理栄養士を目指す学生として管理栄養士に関連する
分野全般の要点を整理し、専門科目を系統的に理解し、栄養
士資格を基盤に更に実力をつけることを目的とする。

プリント等を配布する。

《参考図書》
（公社)日本栄養士会　栄養指導・情報センター編
管理栄養士　国家試験　問題と解答　2019 第一出版 2019

《授業の到達目標》
人の構造と機能・疾病の成立の各項目について説明できる。
食べ物と健康の各項目について説明できる。
基礎、応用栄養学の各項目について説明できる。
臨床栄養学の各項目について説明できる。
給食経営管理について説明できる。
栄養教育論について説明できる。

《授業時間外学習》
各授業に関連する学習項目について予習すること。
提示された課題について復習すること。
終了した項目に関連した国試既出問題などを中心に復習する
こと。各授業について予習および復習を（概ね3時間）自己学
習することが望ましい。

《成績評価の方法》
定期試験(70%)および小テストや課題等(30%)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》

授業の進行についてはテーマが前後することもある。
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
ックする。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
人体の構造・機能・疾病
の成り立ち(雨宮）

解剖生理学：血液・循環器系

2
人体の構造・機能・疾病
の成り立ち(雨宮)

解剖生理学：消化器系

3
人体の構造・機能・疾病
の成り立ち（雨宮）

解剖生理学：細胞と免疫

4
人体の構造・機能・疾病
の成り立ち（雨宮）

解剖生理学：免疫と感染症

5
人体の構造・機能・疾病
の成り立ち病理:(本藤)

病理学：疾患診断の概要

6
人体の構造・機能・疾病
の成り立ち病理：(本藤)

病理学：疾患治療の概要

7
食べ物と健康
食品学：（田中(章）

食品成分の化学構造と性質

8
食べ物と健康
食品衛生学（砂川）

食品の安全性

9
給食経営管理論（藤井） 給食における栄養・食事管理

10
基礎栄養学（富重） エネルギー代謝

11
応用栄養学（富重） 食事摂取基準の科学的根拠

12
栄養教育論（富重） 食行動変容と栄養教育

13
臨床栄養学
（塩原）

疾患・病態別栄養マネジメント（免疫・アレルギー）

14
臨床栄養学
（塩原）

食事療法、栄養補給法の方法

15
栄養学を中心とした振り
返り（塩原）

各項目について要点の整理



《専門科目 栄養に関する総合的な科目》

科目名 　管理栄養士講座Ｂ

担当者氏名 　塩原　明世、冨重　慶子、本藤　良、雨宮　一彦、藤井　茂

授業方法 講義 単位・必選 2・必修 開講年次・開講期 2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

○ 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》

管理栄養士は傷病者に対する療養のための栄養指導や個人の
健康の保持増進のための栄養指導などを行う専門家である。
将来、管理栄養士を目指す学生として管理栄養士に関連する
分野全般の要点を整理し、専門科目を系統的に理解し、栄養
士資格を基盤に更に実力をつけることを目的とする。

プリント等を配布する。

《参考図書》
（公社)日本栄養士会　栄養指導・情報センター編
管理栄養士　国家試験　問題と解答　2019 第一出版 2019

《授業の到達目標》
人の構造と機能・疾病の成立の各項目について説明できる。
社会・環境と健康の各項目について説明することができる。
食べ物と健康の各項目について説明することができる。
臨床栄養学の各項目について説明することができる。
公衆栄養学の各項目について説明することができる。
栄養管理について説明することができる。

《授業時間外学習》
各授業に関連する学習項目について予習すること。
提示された課題について復習すること。
終了した項目に関連した国試既出問題などを復習すること。
各授業について予習および復習を（概ね3時間）自己学習する
ことが望ましい。

《成績評価の方法》
定期試験(70%)および小テストや課題等(30%)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》

授業の進行についてはテーマが前後することもある。
提出されたレポート類は内容を確認し講評等でフィードバッ
クする。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
人体の構造・機能・疾病
の成り立ち(雨宮)

解剖生理学：呼吸器系、神経系

2
人体の構造・機能・疾病
の成り立ち(雨宮)

解剖生理学：泌尿器系、内分泌系

3
人体の構造・機能・疾病
の成り立ち(雨宮)

生理学：免疫とワクチン

4
人体の構造・機能・疾病
の成り立ち(雨宮)

生理学：管理栄養士と院内感染症予防

5
社会・環境と健康
(本藤)

環境問題、健康・疾病・行動に関わる統計

6
社会・環境と健康
(本藤)

保健・医療・福祉・介護の制度

7
食べ物と健康(藤井) 食品の規格、生産、加工と流通

8
食べ物と健康(藤井) 食品の機能性

9
臨床栄養学(塩原) 疾患・病態別栄養マネジメント（腎・尿路疾患）

10
ライフステージ栄養学(塩
原)

乳幼児・小児疾患

11
公衆栄養学(富重) 公衆栄養プログラム

12
公衆栄養学(富重) 健康・栄養問題の現状と課題

13
応用力問題(塩原) ライフステージ別栄養管理

14
応用力問題(塩原) 疾病別栄養管理

15
全項目の振り返り(塩原) 各項目について要点の整理



《専門科目 人体の仕組みに関する科目》

科目名 　生化学特論

担当者氏名 　田中　政巳

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》

基礎生化学、生化学で学んだ知識を基礎として生体構成物質
の構造、機能および代謝、さらに遺伝情報、生体防御などに
ついて、さらに知識を得るとともに理解を深める。

健康・栄養科学シリーズ
生化学　人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
石堂一巳、福渡　努　編　南江堂

《参考図書》
リッピンコットイラストレイテッド生化学、丸善
レーニンジャー　新生化学　上下、廣川書店

《授業の到達目標》
栄養士、管理栄養士として活躍するために
　１．生体内の各物質とその代謝を系統的に関連づけて理解　　　　
する。
　２．より科学的な栄養指導ができるよう、生命現象の高度　　　　
な専門知識を身につける。　　　　　　　　　　　　　　３
．管理栄養士国家試験に合格できる生化学領域の学力　　　　　
を身につける。

《授業時間外学習》
教科書や図書館に蔵書する参考書及び作成したノートを用い
て予習と復習を行い、重要な事項を整理すること。
毎回の授業について、概ね3時間の自己学習することが望まし
い。

《成績評価の方法》
定期試験(70%)と授業内課題及び小テスト(30%)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》

提出された授業内課題や小テストは次回の授業でフィードバ
ックすることを原則としている。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
細胞の構造と機能 細胞の基本構造と機能、生体膜、細胞の増殖と分化

2
糖質 単糖類、少糖類、多糖類

3
脂質 脂質の分類

4
タンパク質、アミノ酸 タンパク質の分類、構造、機能、アミノ酸の構造、

5
核酸 核酸の構造、DNA、RNA、遺伝子、ゲノム

6
酵素 酵素の分類と性質、酵素反応速度論、酵素活性の調節

7
ビタミン ビタミンの種類、脂溶性ビタミン、水溶性ビタミン

8
ミネラル ミネラルの分類、微量ミネラル

9
糖質代謝 糖の吸収、解糖系、クエン酸回路、糖新生

10
脂質代謝 脂肪酸の代謝、コレステロール、ステロイドホルモンの生合成、脂質の輸送

11
アミノ酸代謝 タンパク質の分解、アミノ酸の分解、尿素回路

12
核酸代謝 プリンおよびピリミジンの合成と分解

13
生体のエネルギー源と代
謝

異化と同化、ATPの役割

14
遺伝情報 ゲノムと遺伝子、遺伝子発現、遺伝子操作、疾患と遺伝子

15
生体防御 免疫、体液性免疫、細胞性免疫



《専門科目 人体の仕組みに関する科目》

科目名 　解剖生理学特論

担当者氏名 　雨宮　一彦

授業方法 講義 単位・必選 2・必修 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》

栄養士・管理栄養士として、人々の健康維持・増進や疾病の
予防を実践できるようになるために、体の構造と機能の関連
性と生命現象を学ぶ。

適宜、資料を配布する。

《参考図書》
人体の構造と機能　医歯薬出版　2015
Visual栄養学テキスト人体の構造と機能および疾病の成り立
ちⅠ・解剖生理学　中山書店　2016

《授業の到達目標》
人体の構成について説明することができる。
人体の機能について説明することができる。
人体の主な臓器と機能の関連性を説明することができる。 《授業時間外学習》

予め図書館などの参考書で調べ予習しておくこと。
課題を発表をする時には調べた事項が正しいか発表前に参考
書などで確認し、簡潔明瞭な発表を準備すること。
各項目について約60分の自己学習時間を確保することが望ま
しい。

《成績評価の方法》
レポート（70%)、小テスト（10%）、提示された課題解決に臨
む態度など（20%）を含め、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》
小テストでは添削し、形成的評価として全体的または個別に
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
解剖生理学の意義と歴史 解剖生理学とは　解剖生理学特論を学ぶにあたっての基礎　解剖学の歴史

準備学習：参考書で解剖学の歴史を読んでおくこと。

2
細胞と組織 細胞・組織の構造と機能

準備学習：細胞の基本的な事項について調べておくこと

3
骨格と筋 骨格と筋の構造と機能

準備学習：基本的な骨格について調べておくこと

4
循環器系 心臓の構造と機能　生後の血液循環経路と胎児血液循環の比較

準備学習：基本的な心臓機能について調べておくこと

5
刺激伝導系 刺激伝導（伝達）系と心電図　血圧調節

準備学習：基本的な刺激伝達について調べておくこと

6
血液と体液 血液成分と機能　リンパ系

準備学習：基本的な血液構成について調べておくこと

7
呼吸器系 肺の構造と機能　呼吸運動　ガス交換機構

準備学習：基本的な肺の構造について調べておくこと

8
消化器系 消化器系の構成と関連性　消化管の構造と機能

準備学習：基本的な消化器の構成について調べておくこと

9
消化器系と付属臓器 消化と吸収　肝臓と門脈　胆のうと胆汁

準備学習：基本的な消化液について調べておくこと

10
腎・尿路系 腎の構造と機能　尿の生成

準備学習：基本的な泌尿経路について調べておくこと

11
尿の生成 尿細管の構造　再吸収　クリアランス

準備学習：尿の生成の基本事項について調べておくこと

12
内分泌系 内分泌器官　ホルモンの種類　性周期

準備学習：基本的なホルモンについて調べておくこと

13
中枢神経系 神経系の構造と機能　中枢神経

準備学習：神経系の基本経路について調べておくこと

14
抹消神経系 交感神経と副交感神経

準備学習：自律神経の基本的事項について調べておくこと

15
感覚器系 感覚の種類と特徴　体性感覚　深部感覚

準備学習：基本的な感覚器について調べておくこと



《専門科目 人体の仕組みに関する科目》

科目名 　病態生理学

担当者氏名 　本藤　良

授業方法 講義 単位・必選 2・必修 開講年次・開講期 2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

○ 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》

　病態生理学は、人間の各疾病における発病起因と対応処置
原則を学ぶ基礎医学と位置付けられている。病態生理学では
、病気の成り立ち、①人体の機能障害とその異常起因、②各
疾病に関する発病経過の病態生理学的特性に主題を置き、管
理栄養士国家試験問題提出基準を指標に授業を進めたい。

1) 疾病の成り立ち①、病態生理学、山内豊明編集、メディカ 
   出版、2018

《参考図書》
1)系統看護学講座・専門基礎４：病理学、坂本穆彦著、医学
書　院、2018
2)カラーで学べる・病理学、渡辺照男編集、ヌーヴェルヒロ
  カワ、2018《授業の到達目標》

　主要疾病に対応する病態生理学的基礎知識を学び、管理栄
養士として、人々の健康維持・増進、疾病予防のための栄養
指導が可能な基本知識を習得する。 《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。

《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
総合評価する。 《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）、教科書、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
疾病と生理機能 疾病に対応する生理機能と環境に対する応答。疾病、病態と症状、徴候との関連性。

2
血液の異常 貧血、白血病、出血素因、血栓症。

3
心臓機能の異常（1） 心電図、心臓のリズム障害。

4
心臓機能の異常（2） 虚血性心疾患（心筋梗塞、狭心症）。

5
血圧の調節異常 高血圧症、動脈硬化症。

6
消化機能の異常（1） 胃炎、胃潰瘍、下痢。

7
消化機能の異常（2） 胃がん、大腸がん、便秘。

8
肝臓機能の異常 肝炎、肝硬変、肝がん。

9
腎臓機能の異常 腎炎、ネフローゼ、腎不全。

10
内分泌機能の異常（1） 下垂体、副腎、腎臓。

11
内分泌機能の異常（2） 甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症、糖尿病。

12
代謝機能の異常（1） 先天性代謝異常。

13
代謝機能の異常（2） 高脂血症。

14
薬物の作用とその働き 薬物の基本型、受容体。

15
薬物療法 循環器系に作用する薬物、消化器系に作用する薬物。



《専門科目 人体の仕組みに関する科目》

科目名 　病理学特論

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・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

○ 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》

　病態生理学は、人間の各疾病における発病起因と対応処置
原則を学ぶ基礎医学と位置付けられている。病態生理学では
、病気の成り立ち、①人体の機能障害とその異常起因、②各
疾病に関する発病経過の病態生理学的特性に主題を置き、管
理栄養士国家試験問題提出基準を指標に授業を進めたい。

1) 疾病の成り立ち①、病態生理学、山内豊明編集、メディカ 
   出版、2018

《参考図書》
1)系統看護学講座・専門基礎４：病理学、坂本穆彦著、医学
書　院、2018
2)カラーで学べる・病理学、渡辺照男編集、ヌーヴェルヒロ
  カワ、2018《授業の到達目標》

　主要疾病に対応する病態生理学的基礎知識を学び、管理栄
養士として、人々の健康維持・増進、疾病予防のための栄養
指導が可能な基本知識を習得する。 《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。

《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
総合評価する。 《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）、教科書、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
疾病と生理機能 疾病に対応する生理機能と環境に対する応答。疾病、病態と症状、徴候との関連性。

2
血液の異常 貧血、白血病、出血素因、血栓症。

3
心臓機能の異常（1） 心電図、心臓のリズム障害。

4
心臓機能の異常（2） 虚血性心疾患（心筋梗塞、狭心症）。

5
血圧の調節異常 高血圧症、動脈硬化症。

6
消化機能の異常（1） 胃炎、胃潰瘍、下痢。

7
消化機能の異常（2） 胃がん、大腸がん、便秘。

8
肝臓機能の異常 肝炎、肝硬変、肝がん。

9
腎臓機能の異常 腎炎、ネフローゼ、腎不全。

10
内分泌機能の異常（1） 下垂体、副腎、腎臓。

11
内分泌機能の異常（2） 甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症、糖尿病。

12
代謝機能の異常（1） 先天性代謝異常。

13
代謝機能の異常（2） 高脂血症。

14
薬物の作用とその働き 薬物の基本型、受容体。

15
薬物療法 循環器系に作用する薬物、消化器系に作用する薬物。



《専門科目 食物に関する科目》

科目名 　食品加工貯蔵学特論

担当者氏名 　根岸　由紀子

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 2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

《授業の概要》 《テキスト》

　食品は、加工することにより「食物」となる。また、加工
の意義は、貯蔵、保蔵することでもあり、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く身につ
け、さらに食品の加工法とその成分変化および機能性を詳細
に理解することを目的とする。

新版「食品加工学概論」国崎直道他編著　同文書院
食品成分表（いずれの出版所のでも良い）

《参考図書》
必要な資料は配布する。

《授業の到達目標》
　食品の成分および機能についての情報を正しく理解したう
えで、、詳細に学ぶことにより、食物（調理品）あるいは商
品を利用する場合の正しい見方、アドヴァイスができるよう
になる。食品を扱ううえで大切な微生物殺菌や制御、保存原
則を身につける。

《授業時間外学習》
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。

《成績評価の方法》
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。 《課題に対するフィードバック等》

必要に応じて授業内でフィードバックを行なう。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
食品加工の目的 加工の目的

食品を食物に変える意義

2
食品と微生物 発酵と腐敗の違い

東南アジアの食文化

3
水分活性と水分 食品の水分の意味

水分活性と物質

4
食品とｐH pHのコントロール

5
食品と温度 殺菌の意義

乾燥、

6
殺菌による貯蔵・保存技
術

殺菌方法
法規

7
食品添加物 添加物の種類

関係法規

8
食品の表示と規格
機能性食品

表示義務
特定保健用食品と機能性食品

9
包装素材 包装の意味

素材の種類と利点と欠点

10
食品の物性 加工による変化

調理との関係

11
農産物 種類、加工法、成分、機能性成分

12
畜産物 種類、加工法、成分、機能性成分

13
水産加工品 種類、加工法、成分、機能性成分

14
油脂
甘味料

種類、加工法、成分、機能性成分

15
発酵食品 微生物の有効利用

微生物と伝統食品（食文化も含む）



《専門科目 公衆栄養に関する科目》

科目名 　公衆栄養学特論

担当者氏名 　和田　アツ子

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 2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

○ 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》

栄養士が行う公衆衛生活動は、いかなる職域で展開する場合
であっても、栄養士の存在意義を高め、社会貢献により医療
職としての社会的評価の向上につながる大切な活動である。
公衆栄養学特論では、栄養士養成課程で学んだ広範な知識を
活用して、地域の栄養問題を解決し、住民の健康の保持・増
進に資するための知識と技術を学ぶ。

「公衆栄養学」古畑　公・松村康弘・鈴木三枝　編著　光生
館

《参考図書》
国民健康・栄養の現状　　　　　（第一出版）
国民衛生の動向　　　　　　　　（厚生労働統計協会）
日本人の食事摂取基準

《授業の到達目標》
地域や職域等の健康・栄養問題、ニーズを明らかにし、効果
的
効率的な公衆栄養プログラムをマネジメントすることができ
る

《授業時間外学習》
各回の授業前に教科書で内容を確認し、ノートに整理してお
く。内容により予習シートを配布する。また授業終了後には
講義の内容や配布した資料を確認する。

《成績評価の方法》
定期試験（筆記80%）と発表、学習成果の確認等（20%）を総
合的に評価する。
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》
学習成果の確認や演習シートを回収後、評価し翌週以降解説
する。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
わが国の健康栄養問題
（１）

社会環境と健康栄養問題
事前学習：該当部分の教科書をノートに整理

2
わが国の健康栄養問題
（２）

食事の変化、食環境の変化
事前学習：該当部分の教科書をノートに整理

3
わが国の健康・栄養政策
（１）

公衆栄養関連法規、２１世紀の国民健康づくり運動の展開
事前学習：該当部分の教科書をノートに整理

4
わが国の健康・栄養政策
（２）

国民健康・栄養調査
事前学習：該当部分の教科書をノートに整理

5
わが国の健康・栄養政策
（３）

食生活指針と食事バランスガイドの活用
事前学習：該当部分の教科書をノートに整理

6
わが国の健康・栄養政策
（４）

運動・休養・睡眠指針の活用
事前学習：該当部分の教科書をノートに整理

7
わが国の健康・栄養政策
（５）

食品表示制度
事前学習：該当部分の教科書をノートに整理

8
栄養疫学
（１）

栄養疫学の役割、公衆栄養活動への応用
事前学習：該当部分の教科書をノートに整理

9
栄養疫学
（２）

食事摂取量の測定方法
事前学習：該当部分の教科書をノートに整理

10
公衆栄養マネジメント
（１）

公衆栄養マネジメントの考え方、理論モデル
事前学習：該当部分の教科書をノートに整理

11
公衆栄養マネジメント
（２）

公衆栄養アセスメントの目的と方法
事前学習：該当部分の教科書をノートに整理

12
公衆栄養マネジメント
（３）

プログラムの目標設定と計画
事前学習：該当部分の教科書をノートに整理

13
公衆栄養マネジメント
（４）

プログラムの実施・モニタリング・評価
事前学習：該当部分の教科書をノートに整理

14
公衆栄養プログラムの展
開

地域特性、食環境づくり、地域集団に対応したプログラムの実際
事前学習：該当部分の教科書をノートに整理

15
諸外国の健康・栄養問題 現状と課題、国際機関の取り組み、諸外国の取り組み

事前学習：該当部分の教科書をノートに整理



《専門科目 栄養教育に関する科目》

科目名 　栄養教育特論

担当者氏名 　冨重　慶子

授業方法 講義 単位・必選 2・必修 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

《授業の概要》 《テキスト》

管理栄養士国家試験出題基準に基づき、管理栄養士として必
要な栄養教育の意義及び目的に応じた理論と技法について理
解する。また、社会・生活環境や健康・栄養状態の特徴に基
づいた栄養教育の展開についての基礎的な事柄を理解する。

（社）日本栄養士養成施設協会、（社）日本栄養士会監修、
管理栄養士国家試験教科研究会編「栄養教育論」第一出版

《参考図書》

《授業の到達目標》
管理栄養士は国民のQOLを向上させていくことが大きな役割で
ある。本授業により、栄養教育の法的根拠や食行動変容に関
する踏まえ、栄養教育の計画、方法、実施、評価することが
でき、栄養教育の場で活用できる知識を習得する。

《授業時間外学習》
毎回授業の最初に前回授業内容に係る小テストを管理栄養士
国家試験問題より3問程度出題するので、復習をしておくこと
。

《成績評価の方法》
定期試験（筆記）

《課題に対するフィードバック等》
小テストの正答率を踏まえ、特に重要な点については授業内
で改めて解説し、理解を促す。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
栄養教育の概念 栄養教育の概念・定義

テキスト該当部分を事前に読む。

2
栄養指導・栄養教育の歴
史

戦前・戦後の栄養指導・栄養教育の変遷
「栄養教育の概念」小テストのため復習およびテキスト該当部分を読む。

3
栄養教育の目的および目
標

栄養教育とQOL、食知識の理解と定着
「栄養指導・栄養教育の歴史」小テストの準備およびテキスト該当部分を読む。

4
栄養教育の対象および場 ライフスタイルからみた対象の捉え方、地域保健の場

「栄養教育の目的および目標」小テストの準備およびテキスト該当部分を読む。

5
栄養教育の法的根拠 栄養士法・健康増進法・地域保健法、介護保険法・学校給食法・食育基本法について

「栄養教育の対象および場」小テストの準備およびテキスト該当部分を読む。

6
食行動変容と栄養教育（
１）

行動科学からみた食行動変容の機序
「栄養教育の法的根拠」小テストの準備およびテキスト該当部分を読む。

7
食行動変容と栄養教育（
２）

個人の態度・個人間の関係と行動変容に関する理論の応用
「食行動変容と栄養教育（１）」小テストの準備およびテキスト該当部分を読む。

8
食行動変容と栄養教育（
３）

集団や社会の行動変容に関する理論の応用
「食行動変容と栄養教育（２）」小テストの準備およびテキスト該当部分を読む。

9
栄養教育のためのアセス
メント

栄養アセスメント、情報収集の方法
「食行動変容と栄養教育（３）」小テストの準備およびテキスト該当部分を読む。

10
栄養教育計画 カリキュラムの立案

「栄養教育のためのアセスメント」小テストの準備およびテキスト該当部分を読む。

11
栄養教育の方法 栄養教育方法の選択、学習形態

「栄養教育計画」小テストの準備およびテキスト該当部分を読む。

12
栄養教育の実施 連携、栄養教育実習者、実施

「栄養教育の方法」小テストの準備およびテキスト該当部分を読む。

13
栄養教育の評価 評価の種類、デザイン、フィードバック

「栄養教育の実施」小テストの準備およびテキスト該当部分を読む。

14
食環境づくりにおける栄
養教育

食物・情報のアクセス面での展開
「栄養教育の評価」小テストの準備およびテキスト該当部分を読む。

15
栄養教育の国際的動向 先進国・開発途上国における栄養教育

「食環境づくりにおける栄養教育」小テストの準備およびテキスト該当部分を読む。



《専門科目 保健衛生に関する科目》

科目名 　公衆衛生学特論

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

○ 1-1 教養

◎ 2-2 知識・技能

《授業の概要》 《テキスト》

　社会・環境は常に変化しており、それがどのように健康に
影響を与えるのか、健康を維持するには、感染予防などの取
り組みを幅広く理解するため、保健統計、疫学、主要疾患、
社会保障制度を学ぶ。

資料を配布する。

《参考図書》
社会・環境と健康：公衆衛生学、2015年版　梁川　洋、箕輪
眞澄　編著、医歯薬出版㈱
「国民衛生の動向」（財）厚生労働統計協会　2019/2020年版

《授業の到達目標》
　人間の健康を保持・増進するための社会や環境はどうある
べきか、社会や環境と健康のかかわりについての高度知識を
身につける。 《授業時間外学習》

特定の教科書は使用しないので、よくノートを取ること。
次回の授業範囲を予習しておくこと

《成績評価の方法》
定期試験（60％）レポート（20%）授業態度（20%）で総合的
に評価する。 《課題に対するフィードバック等》

社会生活とかかわりの深い科目であるので、社会情勢に関心
を持つことが望ましい。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
公衆衛生の果たす役割 健康の概念、保健医療の現状と国際社会の保健問題

公衆衛生の概念、公衆衛生・予防医学の歴史

2
環境と健康 生態系と人々の生活、環境衛生（上下水道）、廃棄物処理

3
環境汚染と健康影響(1) 地球環境の変化と健康影響、環境保全の現状、環境評価

4
環境汚染と健康影響(2) 健康被害（公害）の発生要因と防止対策、空気の汚染と大気汚染、水の衛生と水質汚

濁、

5
健康に関わる統計 人口静態統計、人口動態統計、生命表、傷病統計

健康水準・健康指標

6
健康と疾病の疫学(1) 疫学の概念、疫学の指標、疫学の方法

7
健康と疾病の疫学(2) スクリーニング、疫学研究と倫理

8
感染症の疫学 感染症の現状と動向、感染症予防　疾病の分類、疾病量の把握

性感染症、院内感染症、日和見感染症の疫学と予防

9
非感染症の疫学(1)主要疾
患の疫学と予防対策

がんの疫学と予防、ライフスタイルと有害因子、循環器疾患の疫学と予防、循環器疾
患、代謝疾患、骨・関節疾患

10
非感染症の疫学(2)
生活習慣病

生活習慣病の現状と対策、身体活動、運動、喫煙、飲酒、睡眠、休養、ストレス、歯
科保健、健康日本21（第2次）

11
母子保健 母子保健対策、母子保健事業、母子手帳、母子保健行政

12
学校保健
産業保健

学校保健の概要、学校保健管理、学校保健管理、学校保健行政
労働と健康、職業と健康障害、労働災害、職業病

13
高齢者保健
精神保健

高齢者の保健と医療、老人保健施設と老人福祉施設、介護制度
精神保健医療行政、自殺予防

14
保健・医療・福祉制度 地域保健、保健・医療サービスの現状、医療制度、医療費、福祉制度

15
行政のしくみ 衛生行政、世界保健機関、国際協力、関係法律



《専門科目 保健衛生に関する科目》

科目名 　食品衛生学特論

担当者氏名 　砂川　誠

授業方法 講義 単位・必選 2・必修 開講年次・開講期 2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

《授業の概要》 《テキスト》

　食品の安全安心の確認のためには何が必要なのか。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す
るのか、健康にどのように影響するのか、その発生予防法に
ついて習得する。

資料を配布する。

《参考図書》
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㈱　2015
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《授業の到達目標》

管理栄養士として、総合的な衛生管理ができる高度な専門知
識を身につける。

《授業時間外学習》
食品衛生学で学んだことを踏まえ、次回の授業範囲を予習し
ておくこと。

《成績評価の方法》
定期試験（60％）レポート（20%）授業態度（20%）で総合的
に判断する。 《課題に対するフィードバック等》

マスコミ等の食品関連問題の報道に注意すること。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
食品と微生物 食品中のミクロフローラ、細菌の増殖と環境要因

2
食品の変質と防止 微生物学的・化学的変質の機序と防止法

3
食中毒の概要 食中毒とは、食中毒の種類、食中毒発生状況

4
細菌性食中毒（１） サルモネラ、腸炎ビブリオ、病原大腸菌による食中毒

5
細菌性食中毒（２） ブドウ球菌、ボツリヌス菌、セレウス菌、ウェルシュ菌による食中毒

6
細菌性食中毒（３）
ウィルス性食中毒

カンピロバクター、ノロウィルスによる食中毒

7
自然毒食中毒 動物性自然毒、植物性自然毒による食中毒

8
化学性食中毒 食品の有害化学物質による汚染（水質汚濁・農薬）と食中毒

9
カビ毒による食品汚染 食品汚染カビ、カビ毒（アフラトキシン、フザリウムトキシン）

10
食品と感染症 経口感染症、人畜共通感染症、寄生虫感染症

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

12
食品添加物（各論） 栄養強化剤、甘味料、殺菌料、酸化防止剤、着色料、発色剤、漂白剤、保存料等

13
食品の器具・容器包装 陶磁器・金属・プラスチック等製品の衛生、台所用洗剤

14
食品衛生対策 食品の衛生的取扱い、食中毒予防三原則、　安全性（リスク分析）、ＨＡＣＣＰの概

念

15
食品衛生行政 食品衛生行政の概要、食品衛生法の概要、食品の規格基準、表示の規制、食品衛生関

係法規



《専門科目 保健衛生に関する科目》

科目名 　有害微生物学特論

担当者氏名 　雨宮　一彦

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 2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

◎ 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》

食に携わる栄養士・管理栄養士として、人の健康を阻害する
病原微生物（特に食を介して感染する微生物）によっておこ
る疾病とその予防についての知識を持つことは必要である。
講義では病原微生物の特徴と感染予防について学習する。

適宜プリントを配布する。

《参考図書》
武谷健二・小池聖淳「疾病のなりたちと回復の促進３微生物
学」医学書院2019

《授業の到達目標》
病原微生物の種類と分類を述べることができる。
病原微生物による疾病を理解する。
食を介して感染する疾病について説明できる。
主な感染症の特徴を理解する。
主な感染症とその予防について説明できる。

《授業時間外学習》
プリントを活用し、図書館の参考書などで予め調べておくこ
と。各項目ごとに60分ほどの自己学習時間を確保することが
望ましい。

《成績評価の方法》
レポート（80%）、提示された課題解決に臨む態度など（20%
）で総合的に評し、60点以上を合格とする。 《課題に対するフィードバック等》

提出されたレポートは確認し発表や講評の形でフィードバッ
クします。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
有害微生物とは何か 病原（有害）微生物の歴史　病原微生物と病気の関連性の発見

準備学習：身近に存在する微生物について予め調べておくこと

2
微生物の分類と性質 ウイルス、リケッチア、クラミジア、細菌、真菌、原虫の形態と特徴

準備学習：身近に存在する微生物の名前について予め調べておくこと

3
病原(有害)微生物の感染 病原微生物の感染様式と発病

準備学習：感染について予め調べておくこと

4
細菌感染症(腸内細菌科) 食水系感染症と原因微生物

準備学習：「細菌とは何か」を予め調べておくこと。

5
細菌感染症(リケッチア) 接触感染症と原因微生物

準備学習：「リケッチア」の名前を予め調べておくこと。

6
細菌感染症
(日和見病原体)

日和見感染と原因微生物
準備学習：院内感染について予め調べておくこと。

7
細菌感染症(嫌気性菌) クロストリジウム属菌による感染症と原因微生物

準備学習：嫌気性菌について予め調べておくこと。

8
人と動物に共通な感染症 クラミジア、リケッチア

準備学習：人獣共通感染症について予め調べておくこと。

9
腸管ウイルス感染症 ノロウイルス、肝炎ウイルス

準備学習：「ウイルスとは何か」を予め調べておくこと。

10
呼吸器ウイルス感染症
性感染症（STD)

インフルエンザ、ヘルペスウイルス　ヒトパピローマウイルス
準備学習：インフルエンザの予防について予め調べておくこと。

11
真菌の食品汚染と真菌症
マイコトキシン

食品汚染とカビ毒　人の真菌症
準備学習：「カビとは何か」を調べておくこと。

12
感染症の予防 消毒薬　滅菌の種類

準備学習：身近に行っている消毒法について調べておくこと。

13
感染症の間接的予防 ワクチンと血清療法

準備学習：今までに接種した予防接種について調べておくこと。

14
微生物の検査 病原（有害）微生物の鑑別

準備学習：有害微生物の要点を振り返っておくこと。

15
感染症の治療と薬剤耐性 抗生物質の発見　抗ウイルス薬　薬剤耐性

準備学習：身近な薬剤について調べておくこと。



《専門関連科目》

科目名 　人間と社会Ｂ

担当者氏名 　塩原　明世

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 2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

《授業の概要》 《テキスト》

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.

《参考図書》
課題に応じて紹介します。

《授業の到達目標》
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。

《授業時間外学習》
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。

《成績評価の方法》
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％）

《課題に対するフィードバック等》
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。

《授業計画》

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》

科目名 　外国事情

担当者氏名 　大野　博之、塩原　明世

授業方法 演習 単位・必選 2・必修 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

◎ 3-3 汎用的技能

《授業の概要》 《テキスト》

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

《参考図書》

《授業の到達目標》
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。 《授業時間外学習》

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

《成績評価の方法》
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。

《課題に対するフィードバック等》
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。

《授業計画》

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》

科目名 　特別研究

担当者氏名 　塩原　明世、古俣　智江、雨宮　一彦

授業方法 その他 単位・必選 4・必修 開講年次・開講期 2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

《授業の概要》 《テキスト》

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。

《参考図書》
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。

《授業の到達目標》
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。

《授業時間外学習》
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。

《成績評価の方法》
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。

《課題に対するフィードバック等》
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。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
調査研究活動(12) 実験・調査・アンケート集計などでの研究を実施

2
調査研究活動(13) 実験・調査・アンケート集計などでの研究を実施

3
調査研究活動(14) 実験・調査・アンケート集計などでの研究を実施

4
調査研究活動(15) 実験・調査・アンケート集計などでの研究を実施

5
調査・研究ﾃﾞｰﾀの解析(1) 実験・調査・アンケート集計等のデータの解析

6
調査・研究ﾃﾞｰﾀの解析(2) 実験・調査・アンケート集計等のデータの解析

7
調査・研究ﾃﾞｰﾀの解析(3) 実験・調査・アンケート集計等のデータの解析

8
調査・研究ﾃﾞｰﾀの解析(4) 実験・調査・アンケート集計等のデータの解析

9
調査・研究ﾃﾞｰﾀの解析(5) 実験・調査・アンケート集計等のデータの解析

10
研究論文の作成(1) 研究論文の構成を考える

11
研究論文の作成(2) 研究論文の構成を考える

12
研究論文の作成(3) 研究論文の序論の構成を考える

13
研究論文の作成(4) 研究論文執筆に必要な参考文献を収集し抄読をする。

14
研究論文の作成(5) 研究論文執筆にあたって論文構成のディスカッションを行う

15
研究論文の作成(6) 研究論文での研究方法と研究材料などについて執筆する。



《専門関連科目》

科目名 　特別研究

担当者氏名 　塩原　明世、古俣　智江、雨宮　一彦

授業方法 その他 単位・必選 4・必修 開講年次・開講期 2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

《授業の概要》 《テキスト》

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。

《参考図書》
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。

《授業の到達目標》
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。

《授業時間外学習》
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。

《成績評価の方法》
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。

《課題に対するフィードバック等》
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。

《授業計画》

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



《専門関連科目》

科目名 　社会福祉特論

担当者氏名 　加藤　隆芳

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

○ 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》

社会福祉という言葉には、制度・法律・事業・活動・実践の
早退としての「実態概念としての社会福祉」と、制度やサー
ビスがめざすべき目的・理念・信念としての「目的概念とし
ての社会福祉」がある。本科目では、この差異に留意しなが
ら、それぞれの内容について正確に捉えることを目的とする
。そして、社会福祉分野で求められる栄養士・管理栄養士の
専門性と役割について理解を深める。

ワークシート・プリントを配布する。

《参考図書》
●鈴木幸雄編著「改訂　現代の社会福祉」中央法規，2018  
●直島正樹・原田旬也編著「図解で学ぶ保育 社会福祉」萌文
書林 2015　●社会福祉の動向編集委員会「社会福祉の動向
2018」中央法規出版,2017　●渡部伸監修「障害のある子が将
来にわたって受けられるサービスのすべて」自由国民社,2019

《授業の到達目標》
①社会福祉の意義について理解している
②社会福祉の制度や実施体系について理解している
③対人援助職として社会福祉を学ぶ必要性が説明できる
④対人援助職としての栄養士・管理栄養士の社会福祉分野で
の役割について説明できる

《授業時間外学習》
幅広い知識の習得が必要となるので、毎回の予習・復習が重
要となる。
授業時に配布するワークシート・プリントを活用し、専門用
語や制度の仕組みについて常に学習しておくこと。

《成績評価の方法》
授業の到達目標に基づき，ワークシート・小レポート20%，グ
ループワーク・発表20％、定期試験60％で評価する。
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》
グループワークやレポートから、社会の一構成員として、（
管理）栄養士として、社会福祉の重要性について学修できる
ようフィードバックしていきます。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
社会福祉と食 社会福祉の概要・人が生きるための社会福祉と食の関係

復習：ワークシート・プリント

2
現代社会の変化と社会福
祉，社会保障

社会保障の現状と課題
予習：ワークシート・プリント　復習：ワークシート・プリント

3
高齢者福祉 高齢者を取り巻く状況と制度

予習：ワークシート・プリント　復習：ワークシート・プリント

4
児童家庭福祉 児童家庭福祉の対象とその状況

予習：ワークシート・プリント　復習：ワークシート・プリント

5
障害者福祉 障害者福祉の現状と課題

予習：ワークシート・プリント　復習：ワークシート・プリント

6
地域福祉と貧困問題 地域福祉の内容と現状・貧困問題についての理解

予習：ワークシート・プリント　復習：ワークシート・プリント

7
社会福祉専門職と援助 社会福祉従事者の専門職性と援助アプローチ

予習：ワークシート・プリント　復習：ワークシート・プリント

8
社会福祉分野における栄
養士・栄養教諭

社会福祉分野における栄養士の役割について
予習：ワークシート・プリント　復習：ワークシート・プリント

9

10

11

12

13

14

15


