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目次 栄養専攻 
 

授 業 科 目            担当者              ページ 

専門教育科目 

社会生活と健康 

公衆衛生学               早乙女 千恵子            １ 

社会福祉概論              小野澤 昇              ２ 

人体の構造と機能 

解剖学                 早乙女 千恵子            ３ 

生理学                 早乙女 千恵子            ４ 

生化学                 小山  孝              ５ 

生化学実験               小山  孝              ６ 

運動生理学               永井 真紀              ７ 

食品と衛生 

食品学総論               木村 祐美              ８ 

食品学各論               木村 祐美              ９ 

食品学実験               木村 祐美             １０ 

食品加工学実習             橋本 まさ子            １１ 

食品衛生学               小山  孝             １２ 

食品衛生学実験             小山  孝             １３ 

栄養と健康 

栄養学総論               渡邉  靜             １４ 

栄養学各論               渡邉  靜             １５ 

栄養学各論実習             渡邉  靜             １６ 

臨床栄養学概論Ⅰ            渡邉  靜             １７ 

臨床栄養学概論Ⅱ            渡邉  靜             １８ 

臨床栄養学実習             渡邉  靜             １９ 

栄養の指導 

栄養指導論Ⅰ              尾上 治子             ２０ 

栄養指導論Ⅱ              高橋 雅子             ２１ 

栄養指導論実習Ⅰ            尾上 治子             ２２ 

栄養指導論実習Ⅱ            高橋 雅子             ２３ 

公衆栄養学概論             神保 京子             ２４ 

給食の運営 

調理学                 高橋 雅子             ２５ 

調理学実習Ⅰ              高橋 雅子             ２６ 

調理学実習Ⅱ              神保 京子             ２８ 

給食計画実務論             神保 京子             ３０ 

校内実習                井野 文枝             ３１ 

校外実習                神保 京子             ３２ 

教養教育科目 

学科教養科目 

現代社会と食              金井 尚之（オムニバス）      ３３ 

卒業研究                松本 昭彦（オムニバス）      ３５ 

基礎ゼミ                松本 昭彦・伊藤 恭滋       ３６ 



専攻教養科目 

生活と文学               松本 昭彦             ３７ 

現代社会と経済             金井 尚之             ３８ 

化学の基礎と有機化学          田口 哲男             ３９ 

数学の活用               佐藤  功             ４０ 

スポーツ栄養学             永井 真紀             ４１ 

スポーツ栄養学実習           永井 真紀             ４２ 

キャリアプラン（公務員受験対策を含む） 田口 哲男             ４３ 

英語コミュニケーション         高橋 栄作             ４４ 

情報処理演習Ⅰ             外山  哲             ４６ 

情報処理演習Ⅱ             外山  哲             ４７ 

学科共修科目 

生活学概論               木村 祐美             ４８ 

人間関係論               木村 祐美             ４９ 

地域文化論               木部 克彦             ５０ 

生活と環境               木村 祐美             ５１ 

生活と情報社会             木部 克彦             ５２ 

スポーツ健康学             竹内 利文              ５３ 

社会貢献活動（ボランティア）      天宮 陽子             ５４ 

職業体験活動（インターンシップ）    神保 京子             ５５ 

教職科目 

栄養に係る教育に関する科目 

学校栄養指導論             尾上 治子             ５６ 

教育の基礎的理解に関する科目 

教育原理と教育システム         峯川 一郎             ５７ 

教師論                 吉原 隆志             ５８ 

教育心理学               音山 若穂             ５９ 

特別支援教育概論            甲賀 崇史             ６０ 

教育課程論               峯川 一郎             ６１ 

道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目 

 道徳・総合的な学習・特別活動      田口 哲男             ６２ 

教育方法                松本 昭彦             ６３ 

生徒指導法               吉原 隆志             ６４ 

教育実践に関する科目 

教育実習事前事後指導          松本 昭彦・永井 真紀       ６５ 

教職実践演習（栄養）           松本 昭彦・永井 真紀              ６６ 

教職教養科目 

日本国憲法               金井 尚之             ６８ 

保健体育                永井 真紀             ６９ 

 

 

 

アクティブ・ラーニングの内容 

Ａ ＝ ディスカッション、ディベート  Ｃ ＝ プレゼンテーション 

Ｂ ＝ グループワーク                  Ｄ ＝ 実習、フィールドワーク 
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1教職必修
教職教養科目

日本国憲法 2 教職必修

保健体育 2

教職必修

教職実践演習（栄養） 2 教職必修

教育実践に関する科目

教育実習事前事後指導 1 教職必修

栄養教育実習 1

教職必修

生徒指導法 2 教職必修

道徳、総合的な学習の
時間等の内容及び生徒
指導、教育相談等に関
する科目

道徳・総合的な学習・特別活動 1 教職必修

教育方法 1

特別支援教育概論 1 教職必修

教育課程論 1 教職必修

教
　
　
職
　
　
科
　
　
目

栄養に係る教育に関す
る科目

学校栄養指導論 2 教職必修 1

教育の基礎的理解に関
する科目

教育原理と教育システム 1 教職必修

教師論 2 教職必修

教育心理学 1 教職必修

選択

社会貢献活動(ボランティア) 1 選択

職業体験活動(インターンシップ) 1 選択

学科共修科目

生活学概論 2 選択

人間関係論 2

生活と環境 2 選択

生活と情報社会 2 選択

スポーツ健康学 1

情報処理演習Ⅱ 1 選択／教必

選択

地域文化論 2 選択

英語コミュニケーション 2 選択／教必

情報処理演習Ⅰ 1 選択／教必

スポーツ栄養学実習 1 選択

キャリアプラン(公務員受験対策を含む) 2 選択

数学の活用 2 選択

スポーツ栄養学 2 選択

1 卒業必修

化学の基礎と有機化学 2 選択

必修

学科教養科目

現代社会と食 2

専攻教養科目

生活と文学 2

卒業必修

卒業研究 1 卒業必修

選択

現代社会と経済 2 選択

基礎ゼミ

給食の運営

調理学 2 必修

調理学実習Ⅰ 2

給食計画実務論 2 必修

校内実習 2 必修

校外実習 2

必修

必修

調理学実習Ⅱ 2 必修

必修

必修

栄養指導論実習Ⅰ 1 必修栄養の指導

栄養指導論Ⅰ 2 必修

栄養指導論Ⅱ 2

栄養指導論実習Ⅱ 1 必修

公衆栄養学概論 2

必修

臨床栄養学概論Ⅰ 2 必修

臨床栄養学概論Ⅱ 2 必修

必修

栄養学各論 2 必修

食品衛生学実験 1 必修

栄養と健康

栄養学総論 2

食品加工学実習 1
食品と衛生

食品学総論 2

栄養学各論実習 1

臨床栄養学実習 1

必修

食品衛生学 2 必修

必修

食品学実験 1 必修

必修

食品学各論 2

生化学実験 1 必修

運動生理学 2 必修

必修

生化学 2 必修

必修

人体の構造と機能

解剖学 2 必修

生理学 2

社会生活と健康
公衆衛生学 2 必修

社会福祉概論 2

別表第２の１(栄養専攻教育課程)
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別表第２の２(栄養士養成教育課程)

区
分

教育内容 科　　　　目
履修方法と単位数 選択／必修

の別
年
次講義 演習 実験／実習

必修

生化学 2 必修

必修

人体の構造と機能

解剖学 2 必修

生理学 2

社会生活と健康
公衆衛生学 2 必修

社会福祉概論

必修

食品学各論 2

生化学実験 1 必修

運動生理学 2 必修

必修

食品衛生学 2 必修

必修

食品学実験 1 必修

栄養と健康

栄養学総論 2

食品加工学実習 1
食品と衛生

食品学総論 2

栄養学各論実習 1

臨床栄養学実習 1

必修

栄養学各論 2 必修

食品衛生学実験 1 必修

必修

臨床栄養学概論Ⅰ 2 必修

臨床栄養学概論Ⅱ 2 必修

必修

必修

栄養指導論実習Ⅰ 1 必修栄養の指導

栄養指導論Ⅰ 2 必修

栄養指導論Ⅱ 2

栄養指導論実習Ⅱ 1 必修

公衆栄養学概論 2 必修

必修

調理学実習Ⅱ 2 必修
給食の運営

調理学 2 必修

調理学実習Ⅰ 2

給食計画実務論 2 必修

校内実習 2 必修

校外実習 2 必修

学科教養科目

現代社会と食 2

専攻教養科目

生活と文学 2

卒業必修

卒業研究 1 卒業必修

選択

現代社会と経済 2 選択

基礎ゼミ 1 卒業必修

化学の基礎と有機化学 2 選択

数学の活用 2 選択

スポーツ栄養学 2 選択

スポーツ栄養学実習 1 選択

キャリアプラン(公務員受験対策を含む) 2 選択

英語コミュニケーション 2 選択／教必

情報処理演習Ⅰ 1 選択／教必

職業体験活動(インターンシップ) 1

情報処理演習Ⅱ 1 選択／教必

選択

地域文化論 2 選択

2 選択

生活と情報社会 2 選択

選択

修　得　す　べ　き　単　位　数 ６８単位以上

スポーツ健康学 1 選択

社会貢献活動(ボランティア) 1 選択

学科共修科目

生活学概論 2 選択

人間関係論 2

生活と環境
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別表第２の２(栄養士養成教育課程)

区
分

教育内容 科　　　　目
履修方法と単位数 選択／必修

の別
年
次講義 演習 実験／実習

必修

生化学 2 必修

必修

人体の構造と機能

解剖学 2 必修

生理学 2

社会生活と健康
公衆衛生学 2 必修

社会福祉概論

必修

食品学各論 2

生化学実験 1 必修

運動生理学 2 必修

必修

食品衛生学 2 必修

必修

食品学実験 1 必修

栄養と健康

栄養学総論 2

食品加工学実習 1
食品と衛生

食品学総論 2

栄養学各論実習 1

臨床栄養学実習 1

必修

栄養学各論 2 必修

食品衛生学実験 1 必修

必修

臨床栄養学概論Ⅰ 2 必修

臨床栄養学概論Ⅱ 2 必修

必修

必修

栄養指導論実習Ⅰ 1 必修栄養の指導

栄養指導論Ⅰ 2 必修

栄養指導論Ⅱ 2

栄養指導論実習Ⅱ 1 必修

公衆栄養学概論 2 必修

必修

調理学実習Ⅱ 2 必修
給食の運営

調理学 2 必修

調理学実習Ⅰ 2

給食計画実務論 2 必修

校内実習 2 必修

校外実習 2 必修

学科教養科目

現代社会と食 2

専攻教養科目

生活と文学 2

卒業必修

卒業研究 1 卒業必修

選択

現代社会と経済 2 選択

基礎ゼミ 1 卒業必修

化学の基礎と有機化学 2 選択

数学の活用 2 選択

スポーツ栄養学 2 選択

スポーツ栄養学実習 1 選択

キャリアプラン(公務員受験対策を含む) 2 選択

英語コミュニケーション 2 選択／教必

情報処理演習Ⅰ 1 選択／教必

職業体験活動(インターンシップ) 1

情報処理演習Ⅱ 1 選択／教必

選択

地域文化論 2 選択

2 選択

生活と情報社会 2 選択

選択

修　得　す　べ　き　単　位　数 ６８単位以上

スポーツ健康学 1 選択

社会貢献活動(ボランティア) 1 選択

学科共修科目

生活学概論 2 選択

人間関係論 2

生活と環境
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※1

備考１）栄養士と栄養教諭二種免許を重複取得する場合は、別表第２の２(栄養士養成教育課程)と本表の合計９２単位を

備考２）別表２の２(栄養士養成教育課程)において本表中の※印を付した科目を選択した場合は、その科目数を教職に関

　  　する科目から除くことができる。

体育 保健体育 2教育職員免許

法別表第一備

考第四号の規

定する科目

日本国憲法

8

日本国憲法 2

外国語コミュニケーション 英語コミュニケーション ※2

情報機器の操作 2
情報処理演習Ⅰ ※1

情報処理演習Ⅱ

小　　　　　　　計 14 小　　計 16

栄養教育実習 1

教職実践演習 2 教職実践演習（栄養） 2

教育実践
に関する科
目

栄養教育実習 2
教育実習事前事後指導 1

2
教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知
識を含む。）の理論及び方法

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用
を含む。）

教育方法 1

道徳、総合
的な学習の
時間等の指
導法及び生
徒指導、教
育相談等に
関する科目

道徳、総合的な学習の時間及び特別活動に関す
る内容

3

道徳・総合的な学習・
特別活動

1

生徒指導の理論及び方法
生徒指導法（教育相談
を含む）

2

教育の基礎
的理解に関
する科目教
職の意義等
に関する科
目

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に
対する理解

特別支援教育概論 1

1

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム
学校運営への対応を含む。）

教師論 2

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項
（学校と地域との連携及び学校安全への対応を
含む。）

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

5

教育原理と教育システム（教

育に関する社会的、制度的又

は経営的事項を含む）

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 教育心理学 1

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラ
ム・マネジメントを含む。）

教育課程論 1

 別表第２の３(栄養教諭養成教育課程)

設置する科目 左の各科目に含めることが必要な事項 単位数
科目と履修方法、単位数

1
幼児、児童及び生徒の栄養に係る課題に関する事項

食生活に関する歴史的及び文化的事項並びに食
に関する指導の方法に関する事項

年
次科目名 講義 演習 実習・実験

栄養に係る教
育に関する科
目

栄養教諭の役割及び職務内容に関する事項

2 学校栄養指導論 2



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 早乙女　千恵子 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回 B

第4回 B

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回 B

第12回

第13回

第14回

第15回

教員の助言

教科書
参考文献・図書

1

プライマリヘルスケアやヘルスプロモーションの概念を理解し、生活習慣病の予防や改善、栄養指導がで
きるようになる。
感染症を理解するとともに感染性食中毒の予防や対策ができるようになる。

栄養士として必要な公衆衛生の知識と実践力を身につける。
公衆衛生現場での健康教育、指導、管理職としての経験をいかし、実践力が身につくような教育を行う。

公衆衛生学

事前学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。

『わかりやすい公衆衛生学』　（清水忠彦・佐藤拓代　、ヌーベルヒロカワ）

提出物は確認後返却する。

筆記試験（60％）、レポート、課題（20％）、授業による向上的変化（20％）

日頃から健康や保健医療にかかわる最新の情報を得る。

ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

必修

2年次

公衆衛生および健康の概念について学ぶ。公衆衛生の歴史について学ぶ。

健康と環境、疫学的方法

母子保健

前期

○

事後：講義等の振り返りを行う。事前：次回のテーマについて調べる。

授業計画

ヘルスプロモーション②および精神保健福祉

難病対策および健康教育とヘルスプロモーション①

生活習慣病

事前事後
学修

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

成績評価

人口問題、人口動態統計、健康状態と受療状況について学ぶ。

現代の健康影響の諸相について学ぶ。

社会の変貌と公衆衛生について学ぶ。

健康に影響を与える労働環境、労働衛生管理、職業病とその対策について学ぶ。

ヘルスプロモーションの進め方について学ぶ。　精神保健福祉の新たな課題について学ぶ。

難病の定義と地域支援ネットワークおよび健康教育とヘルスプロモーションの定義について学ぶ。

生活習慣病の概念と現状、健康づくり施策、生活習慣改善と健康について学ぶ。

学校保健制度、学校保健の対象と関係職員、学校における感染症予防、学校給食等について学ぶ。

歴史的経過、統計からみた母子保健、母子保健の現状、母子保健の新たな課題について学ぶ。

地域保健法、医療サービスの供給体制、保健・医療従事者、ヘルスサービスの方向を学ぶ。

地域保健活動（ヘルスサービスの構造）

医療・介護の保障制度

学校保健

これからの公衆衛生

産業保健

厚生の指標　増刊　「国民衛生の動向　2018/2019」

公衆衛生とは

生活環境の保全

食品保健と栄養

感染症とその予防

健康の指標

医療保障、医療保険、高齢者医療制度、国民医療費、介護保険について学ぶ。

地球環境、生活環境について学ぶ。　ごみ・廃棄物の処理について学ぶ。

食中毒とその予防、国民の栄養について学ぶ。

感染症、感染症予防対策、主要な感染症について学ぶ。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 小野澤　昇 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A

第2回 A

第3回 A

第4回 A B

第5回 A B

第6回 A B

第7回 A B

第8回 A B

第9回 A B

第10回 A B

第11回 A B

第12回 A B

第13回 A B

第14回 A

第15回 A B

教員の助言

参考文献・図書

2

社会福祉は私たちの生活と密接な関係があり、近年、社会福祉に関する知識や援助技術は福祉や医療、保育教育の
場等においてに強く求められてきている。授業では社会福祉の基本的な理念や制度、福祉に関するサービス等につい
て理解するとともに、社会福祉の現状と問題点について栄養に携わる専門職としてどのように受け止めたら良いかを
考えながら理解を深めていく。

・社会福祉とはどのようなことか、私たちの生活実態をふまえ、生活に密着した活動であることを知る。
・社会保障制度とはどのような仕組みで、私たちの生活にどのように結びついているのかについて､社会保険制度など
と関連づけて知る。
・国の社会福祉制度について学び、もしこうした制度がなかったら私たちの生活はどうなるのかを考える。
・栄養士の活躍の場として，社会福祉施設や病院などは大きな割合を締めている現状を踏まえ、社会福祉の概略や課
題を理解する。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

オリエンテーション

社会福祉概論 ○ 1年次

前期 必修

社会福祉の分野　　①　子ども・家庭の福祉について

社会福祉の分野　　②　高齢者の福祉、介護保険等について

社会福祉の仕組み　③　社会福祉の実施体制と利用制度

社会福祉の仕組み　④　社会福祉の施設と支える人材

社会福祉の仕組み　①　社会保障制度と社会保険

社会福祉の仕組み　②　社会福祉の制度の仕組み

社会福祉の仕組み　③　社会福祉の法体系

私たちの生活と社会福祉－社会福祉の特徴とニーズ

社会福祉の成り立ち

事前事後
学修

事前： 事後：

社会福祉に関して新聞やテレビのニュースやテキス
ト等を参考に現実に社会の動向に関⼼を持ち、授
業の内容と関連づけて問題意識を持つこと。

授業内で課す振り返りのための課題を整理し、授業
ノートを作成すること。

事前学習に要する学習時間：概ね　５０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね　５０分を目安とする。

社会福祉における相談援助の方法

社会福祉の動向と課題、 まとめ

社会福祉の分野　　③　障害者の福祉について

社会福祉の分野　　④　生活困窮者の福祉について

社会福祉における利用者保護と支える人材

教科書
『書名　　初めて学ぶ社会福祉』（著作者　松本峰雄、小野澤昇、出版社　建帛社　　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

授業内で紹介する。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

○提出物ごとに返却し、教室で解説する
○定期試験の解答例等を試験終了後に示す

成績評価 筆記試験（60％）、レポート、課題（30％）、授業による向上的変化（10％）

栄養士として活動してゆくために「社会福祉論」の学習は必要とされる最も基礎的な学習課題です。意欲的
に授業中に取り組むことを期待します。授業中の私語や許可無くスマートフォンの操作は他の学生の学ぶ
権利を侵害することになるため固く禁じます。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 早乙女　千恵子 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回 B

第4回

第5回

第6回 B

第7回

第8回

第9回 B

第10回

第11回

第12回 B

第13回

第14回

第15回 B

教員の助言
教科書

参考文献・図書

3

後期 必修

栄養士として必要な解剖学の基礎を学修する。
公衆衛生現場での教育、指導、管理職としての経験をいかして実践力が身につくような教育を行う。

栄養を理解する為の解剖学として人体の構造とりわけ各器官、器官系の構造の学術的知見を身につける。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

解剖学 ○ 1年次

生殖器系（男性生殖器系、女性生殖器系）の構成について学ぶ。

骨格系

骨（頭蓋骨、体幹骨、上肢骨と下肢骨、胸郭、骨盤）・軟骨・関節・靭帯の構造について学ぶ。

筋肉系と運動機能

筋肉系の構成（骨格筋・心筋・平滑筋）、筋線維の種類について学ぶ。

呼吸器系

気道（鼻腔・咽頭・喉頭・気管・気管支）、肺、胸郭の構造について学ぶ。

腎・尿路系

腎臓、尿管、膀胱、尿道の構成について学ぶ。

生殖器系

消化器系の構成、咀嚼の機構、嚥下の機構について学ぶ。

血液・造血器・リンパ系

血液・造血器・リンパ系について学ぶ。骨髄・造血幹細胞・各血球について学ぶ。

循環器系 

循環器系の構成について学ぶ。心臓、・血管（動脈系、静脈系）の構成について学ぶ。

栄養を理解するための解剖学 

栄養と生命、人体の構造と栄養、人体の器官系の役割と栄養について学ぶ。

細胞と組織

細胞の構造、人体組織の構造、器官の構造について学ぶ

消化器系

事前事後
学修

事前：次回のテーマについて調べる。 事後：講義等の振り返りを行う。

事前学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。

感覚器系の構成と各感覚器の構造について学ぶ。

免疫系

免疫系の臓器（骨髄、胸腺、脾臓、リンパ節等）の構成と免疫系細胞について学ぶ。

皮膚組織、体温調節

皮膚組織の構造（表皮、真皮、皮下組織、皮膚付属器）、皮膚の血管と神経について学ぶ。

内分泌系

主な内分泌腺と分泌される主なホルモンについて学ぶ。

神経系

中枢神経系（脳・脊髄）と末梢神経系（脳神経・脊髄神経）の構成について学ぶ。

感覚器系

『解剖生理学』　　（編/志村二三夫他、羊土社）

「ぜんぶわかる　人体解剖図」　（坂井建雄、橋本尚詞　　成美堂出版）

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出物は確認後返却する。

成績評価 筆記試験（60％）、レポート、課題（20％）、授業による向上的変化（20％）

事前事後学修により確実に理解が深まるので、必ず実行する。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 早乙女　千恵子 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回 B

第4回

第5回

第6回 B

第7回

第8回

第9回 B

第10回

第11回

第12回 B

第13回

第14回

第15回 B

教員の助言
教科書

参考文献・図書

4

栄養を理解する為の生理学に向けて

栄養と生命、人体の構造と栄養、人体の器官系の役割と栄養について学ぶ。

細胞と組織

細胞の機能、人体組織の機能、器官の機能について学ぶ

消化器系

後期 必修

栄養士として必要な生理学の基礎を学修する。
公衆衛生現場での教育、指導、管理職としての経験をいかして実践力が身につくような教育を行う。

栄養を理解する為の生理学として人体の機能とりわけ各器官、器官系の機能の学術的知見を身につける。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

生理学 ○ 1年次

内分泌系

主な内分泌腺から分泌されるホルモンの特異的作用について学ぶ。

神経系

中枢神経系（脳・脊髄）と末梢神経系（脳神経・脊髄神経）の機能について学ぶ。

感覚器系

男性及び女性生殖器系の機能、女性の性周期と排卵機序、妊娠と分娩について学ぶ。

骨格系

骨のはたらき、骨・軟骨・関節・靭帯の機能、骨の成長、骨形成・骨吸収について学ぶ。

筋肉系と運動機能

筋肉系（骨格筋・心筋・平滑筋）の機能、赤筋と白筋について学ぶ。

呼吸器系

内呼吸と外呼吸、呼吸運動、ガス交換および血液ガス、呼吸機能の指標と調節について学ぶ。

腎・尿路系

腎臓、尿管、膀胱および尿道の機能、体液とその異常、ホルモンと腎臓の役割について学ぶ。

生殖器系

咀嚼及び嚥下の機構、消化管運動及び糞便形成と排便のしくみ、消化・吸収について学ぶ。

血液・造血器・リンパ系

血液・造血器・リンパ系および骨髄・造血幹細胞・各血球のはたらきについて学ぶ。

循環器系

循環器系の機能と心電図、心臓周期、血管のはたらき、血圧および循環系について学ぶ。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出物は確認後返却する。

成績評価 筆記試験（60％）、レポート、課題（20％）、授業による向上的変化（20％）

事前事後学修により確実に理解が深まるので、必ず実行する。

事前事後
学修

事前：次回のテーマについて調べる。 事後：講義等の振り返りを行う。

事前学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。

感覚器系の一般的性質及び特殊感覚、体性感覚、内臓感覚の受容器及び伝導路を学ぶ。

免疫系

免疫系の機能（体液性免疫、細胞性免疫）、免疫学的自己の確立と破綻について学ぶ。

皮膚組織、体温調節

皮膚組織の機能、体温調節について学ぶ。

『解剖生理学』　　（編/志村二三夫他、羊土社）

「ぜんぶわかる　人体解剖図」　（坂井建雄、橋本尚詞　　成美堂出版）



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 小山　孝 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

教員の助言

参考文献・図書

5

事前事後
学修

免疫機構とその特徴、アレルギー、自己免疫疾患と免疫不全

生体防御機構

情報伝達の機序と役割、情報伝達物質と細胞応答、ホルモンと生体調節

個体の調節機構とホメオスターシス

生命の基本原理、核酸の合成、タンパク質合成、遺伝子発現の調整、ＤＮＡの損傷と修復、遺伝子病、栄養と遺伝
子、遺伝子工学

糖質の基礎と分類

脂質

脂質の基礎と分類

タンパク質とアミノ酸

アミノ酸、ペプチド、タンパク質の基礎と分類、高次構造

生化学の基礎

生化学の基礎的学習

細胞の構造と機能
細胞の構造（細胞質、細胞内小器官、細胞骨格、生体膜、細胞同士の結合）と機能(チャネルとポンプ、受容体)

糖質

後期 必修

生化学は、医学、農学、そして栄養学などにおいて生命現象と病態を分子レベルで理解するための重要な
基礎的学問となっています。授業では生化学講義の実務経験を活かし栄養士に必要とされる栄養素の体
内での動態を把握するとともに生命活動を化学的手段によって学習していきます。

栄養士の知識として必要とされる生体における細胞・組織の構造と機能、各栄養素の基礎と代謝、遺伝子
の発現、生体の調節機構、そして生体防御機構などの基礎知識を習得することができます。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

生化学 ○ 1年次

『書名　生化学　』（著作者　園田 勝編、出版社　羊土社　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

毎田徹夫著「生化学テキスト」文光堂、池田和正著「図解 基礎生化学」オーム社、園田 勝編「栄養科学イ
ラストレイテッド 生化学ノート」羊土社、Trudy Mckee著「マッキー生化学」化学同人

タンパク質とアミノ酸の代謝
タンパク質の分解とアミノ酸プール、タンパク質の代謝、アミノ酸から合成される生体物質、アミノ酸の代謝異常

ヌクレオチドの代謝

ヌクレオチドの基礎と生合成、核酸の代謝

遺伝子発現とその調整

ビタミンの基礎、脂溶性・水溶性ビタミン、ミネラルの基礎

糖質の代謝
糖代謝の概要、糖質の消化と吸収、解糖系、クエン酸回路、糖新生、血糖値の調整、糖質代謝と疾病

脂質の代謝
脂肪代謝の概要、脂肪酸の生合成、ケトン体の生成、脂質の輸送と蓄積、エイコサノイドとコレステロールの代謝、脂
質の代謝異常

酵素

酵素の基礎と分類（性質、酵素反応速度論、酵素活性の調節）

核酸

核酸の基礎と種類、核酸と遺伝子

ビタミン、ミネラル

事後学習に要する学習時間：概ね９０分を目安とする。事前学習に要する学習時間：概ね９０分を目安とする。

教科書、ノート等により復習し不明な点は調べる。等により調べておく。

事後：各授業ごとに内容が大きく異なるので授業終了後、事前：教科書を利用して予習しておく。不明な点は参考書

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

小テスト及び質問等に対してはその都度、解答、解説を行います。

成績評価 筆記試験（90％）、授業による向上的変化（10％）

生化学は生命現象をはじめ生命の病態を理解するうえで最も基礎的な学問です。授業で解らないことはその
ままにせず参考文献などを活用し理解することが重要です。

教科書



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 小山　孝 単位 1単位 履修時期 授業形式 実験/実習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 D

第3回 D

第4回 D

第5回 D

第6回

第7回 D

第8回 D

第9回 D

第10回 D

第11回

第12回 D

第13回 D

第14回 B

第15回 C

教員の助言

参考文献・図書

6

生化学実験 ○ 2年次

試料からの水溶性ビタミンの抽出と定量

 酵素活性の測定

プロテアーゼ活性の測定

グリコーゲンの定量

試料からのグリコーゲンの抽出と定量

映像による学習

ＤＶＤによる生化学実験講義

糖類・アミノ酸・タンパク質の識別

各定性反応を利用し未知試料を識別する

水溶性ビタミンの定量

薄層クロマトグラフィー（ＴＬＣ）を用いた脂質の分離と定性

タンパク質の分離と定性Ⅰ

ＢＳＡを用いた検量線作成、次回実験の準備

タンパク質の分離と定性Ⅱ

試料からのアルブミン、グロブリンの分離と定量

実験の心構え

実験の心構えと生化学実験の基礎知識の講義

分光光度計の原理と測定

分光光度計の原理と試料液濃度の測定

脂質の分離と定性

前期 必修

生化学講義で学んだ知識について実験をとおし理論の確認を行うとともに、これまでの生化学実験の実務
経験を活かした授業方法を取り入れながら専門的な知識を習得します。

栄養代謝に係る糖質、脂質、タンパク質、消化酵素、血清タンパク質等の性質と機能について理解を深め
ていきます。各実験の目的、原理を理解するとともに得られた結果を文献等と比較検討することにより適切
な考察が行える能力を身につけていきます。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

事前事後
学修

事前：テキスト等を利用し実験内容を理解しておく。事後：実験内容はレポートにまとめ提出する。関連する必

要な事項は調べ考察に記載する。

事前学習に要する学習時間：概ね６０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね６０分を目安とする。

血清タンパク質の電気泳動法による分画と分析

実験のまとめ

パワーポイントによる実験のまとめ

プレゼンテーション

プレゼンテーションの実施

映像による学習

ＤＶＤによる生化学実験講義

ＤＮＡの抽出

試料からのＤＮＡ抽出、講義

タンパク質の電気泳動

教科書
『書名　生化学実験　』（著作者　本学編、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

『書名　　生理・生化学実験　』（著作者　阿左美章治編　、出版社　地人書館　）
田代操編「生化学実験」化学同人、津村ゆかり著「分析化学の基本と仕組み」秀和システム、飯田隆著「化学実験の基礎
知識」丸善出版

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

レポートの内容について必要の都度、解説していきます。

成績評価 レポート、課題（90％）、授業による向上的変化（10％）

実験ごとに目的、原理が異なるので予め実験テキスト、教科書等により予習しておく。実験ノートを作成し実験の詳細を
記録する。実験レポートの要は考察です。結果を考察することにより素晴らしい実験レポートとなります。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 永井　真紀 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 B

第2回 B

第3回

第4回

第5回 B

第6回

第7回

第8回 B

第9回 B C

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回 B

第15回 B

教員の助言

参考文献・図書

7

後期 必修

運動を行うことによって「ヒトのからだにはどのような変化が生じるのか、その現象と仕組」について学び、
「健康維持に運動はなぜ必要なのか」について理解する講義である。

・運動を行った際に生じる、身体内部の様々な生理学的変化の基本知識を理解している。
・運動と栄養の関連性など、様々な知識を一人ひとりが総合的にとらえる能力を養い、日常生活に寄与で
きる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

運動生理学 － 1年次

　身体組成と運動の効果

運動と栄養

　運動と食事

運動処方Ⅰ

　運動強度とは

身体機能Ⅲ

　運動と酸素摂取

身体機能Ⅳ

　運動と中心循環・抹消循環

身体機能Ⅴ

　運動時の糖質・脂質・蛋白質代謝とホルモン調整

身体機能Ⅰ

　骨格筋の構造と機能

身体機能Ⅱ

　トレーニングによる筋力の変化

運動生理学とは

　なぜ運動が必要なのか

運動とエネルギーⅠ

　運動のエネルギー消費のメカニズム

運動とエネルギーⅡ

事前事後
学修

事前： 事後：

健康と運動に関わる新聞やニュースを調べる 授業中に配布された資料を読み直す
事前学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね60分を目安とする。

　運動と体温調節

健康と運動Ⅰ

　健康維持と運動

健康と運動Ⅱ

　生活習慣病予防と運動

運動処方Ⅱ

　運動時間とエネルギー

運動と安産管理Ⅰ

　運動と水分

運動と安全管理Ⅱ

教科書
『書名　入門運動生理学　第4版』（勝田茂・和田正信・松永智編著、杏林書院）

『書名　運動生理学20講　第3版』（勝田茂・征矢英昭編著　朝倉書店）

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

教室で解説する

成績評価
筆記試験（50%）、レポート、課題（40％）、授業による向上的変化（10％）
＊レポート・課題の中には、毎時間、講義開始時に行う振り返りテストを含めます。
スポーツ、栄養、健康関連の新聞やニュースなどに関心を持ちましょう。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 木村　祐美 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回 A C

第12回

第13回

第14回

第15回 B C

教員の助言

参考文献・図書

8

後期 必修

食品成分と嗜好成分の化学、食品の保健機能性について学ぶ。また、これらの食品成分の科学的・酵素
的変化と物性について理解する。食品表示制度、食品の規格基準についても理解し、栄養士の基礎知識
を身に付ける。

食品の基本的な化学構造式の意味を理解し、分子レベルでの相互作用を理解・説明できる。
さまざまな食品成分とヒトとのつながりを理解し、活用できる。
食品のもつ保健機能成分について、正しく理解し、活用できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

食品学総論 － 1年次

　食品中の水の特性と水分活性、食品中の色素成分、

食品の二次機能２

　食品中の呈味成分と相互作用、芳香成分、酵素的反応と非酵素的反応、

食品の二次機能３

　官能評価の種類と方法、有毒・有害物質

食品の一次機能５

　ミネラルの特徴、ミネラルの栄養

食品の一次機能６

　核酸・核酸構成成分の特徴

食品の二次機能１

　脂質の構造と特徴、脂質の栄養

食品の一次機能３

　たんぱく質の構造と特徴、たんぱく質の栄養

食品の一次機能４

　ビタミンの特徴、ビタミンの栄養

ヒトと食べ物

　生体恒常性(ホメオスタシス)と食品、食文化と食生活及び健康、食生活と環境問題

食品の一次機能１

　炭水化物(糖質･食物繊維)の構造と特徴、炭水化物の栄養

食品の一次機能２

事前事後
学修

事前：授業回のテキストの章を読み込んでおく。 事後：テキストのチェック問題を復習し、正答できるようにする。

　　　　有機化学の学修から、化学構造式を理解しておく。 　　　 化学構造式を、栄養学、生化学の学修とつなげる。

事前学習に要する学習時間：概ね20分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね70分を目安とする。

　酸化、加熱による成分変化、相互作用による成分変化、酵素反応による変化他

食品の物性

　コロイド、レオロジー、テクスチャー、おいしさと物性の関係

食品表示と規格基準

　食品表示制度、食品の製造･加工･調理･保存基準、容器･包装の安全性

食品の三次機能１

　食品の機能特性、保健機能食品と特別用途食品

食品の三次機能２

　食品の生体機能調節因子、保健機能有効成分の考え方

食品成分と特性の変化

教科書
『書名 食品学Ⅰ食品の成分と機能を学ぶ』（著作者　水品義之ら、出版社　羊土社）2015年

栢野新市ら編、「食品学Ⅱ食品の分類と特性、加工を学ぶ」、羊土社、2016年

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

「栄養士実力認定試験」「管理栄養士国家試験」の課題レポートにコメントを付けて返却する。
課題レポートの解説をする。
積極的な質問等の発言を評価する。

成績評価 筆記試験（70％）、レポート、課題（20％）、授業による向上的変化（10％）

栄養学と食品学のつながりを理解する学修なので、専門用語をしっかり理解して覚える。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 木村　祐美 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回 A C

第15回 A C

教員の助言

参考文献・図書

9

前期 必修

　各種食品の3つの機能を理解する。食品の種類と分類、含まれる栄養素･機能成分や嗜好成分等の特性
を理解し、栄養士の基礎知識を身に付ける。また、食品の生産から加工、流通、貯蔵、調理を経て摂取さ
れるまでの過程における安全性や栄養素、嗜好性の変化について学ぶ。

各種食品の種類と性質、栄養･機能・嗜好成分について基礎知識を理解し、活用できる。
食品成分表を理解し、活用できる。
食品の加工技術について、基礎知識を理解している。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

食品学各論 － 2年次

　魚介類の食品学的特徴と成分、死後変化と鮮度、魚介加工食品

動物性食品３(乳類･卵類)

　乳類の種類と性質及び成分、乳製品、卵類の種類と性質及び成分

油脂類(植物油脂、動物油脂、加工油脂)

　植物性油脂と動物性油脂の特徴と成分、加工油脂

植物性食品５(きのこ類、海藻類)

　きのこ類の種類と性質及び成分、海藻類の種類と性質及び成分

動物性食品１(食肉類)

　肉類の種類と性質及び成分、食肉加工食品

動物性食品２(魚介類)

　豆類の種類と性質及び成分、でんぷんの種類と性質穀類の種類と性質及び成分、イモ類の種類と性質及び成分

植物性食品３(野菜類)

　野菜類の種類と性質及び成分

植物性食品４(果実類、種実類)

　果実類の種類と性質及び成分、種実類の種類と性質及び成分

食料確保の歴史と人間の知恵、食と食品の本質、食品の分類と食品成分表　

　分類の種類、食品成分表の理解(構成と内容、収載項目、数値の表示、利用上の注意)

植物性食品１(穀類、イモ類)

　穀類の種類と性質及び成分、イモ類の種類と性質及び成分

植物性食品２(豆類、でんぷん）

事前事後
学修

事前：　授業回のテキストの章を読み込んでおく。 事後：ﾃｷｽﾄのﾁｪｯｸ問題を復習し、正答できるようにする。

　　　　　専門用語を調べておく。 　　　　学修内容と食品学総論とのつながりを確認する。

事前学習に要する学習時間：概ね20分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね70分を目安とする。

　菓子の分類と特徴

調理加工食品類１(缶詰、瓶詰、レトルトパウチ)

　加工食品の分類と特徴、食品添加物

調理加工食品類２(冷凍食品、インスタント食品、新しい加工食品)

　最新の食品加工後術による食品

調味料・香辛料(食塩、砂糖及び甘味料、発酵調味料、香辛料)

　調味料の特徴と性質

嗜好飲料(お茶、アルコール飲料、清涼飲料）

　嗜好飲料の特徴と種類、アルコール飲料の種類と特徴

菓子類(和菓子、洋菓子、中華菓子、スナック菓子、あめ菓子他)

教科書
『書名 食品学Ⅱ食品の分類と特性、加工を学ぶ』（著作者　栢野新市ら、出版社　羊土社）2016年

水品善之ら編、「食品学Ⅰ食品の成分と機能を学ぶ」、羊土社、2015年

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

「栄養士実力認定試験」「管理栄養士国家試験」の課題レポートに点数とコメントを付けて返却する。
課題レポートの解説を掲示する。
積極的な質問等の発言を評価する。

成績評価 筆記試験（70％）、レポート、課題（20％）、授業による向上的変化（10％）

栄養計算や献立をたてるときの基礎知識になる学修なので、しっかり覚えること。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 木村　祐美 単位 1単位 履修時期 授業形式 実験/実習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 D

第3回 D

第4回

第5回 D

第6回 D

第7回 D

第8回 D

第9回

第10回 D

第11回 D

第12回 D

第13回 D

第14回 D

第15回

教員の助言

参考文献・図書

10

前期 必修

　食品の特定成分を基本的な成分分析実験で確認する。食品成分を定性または定量することにより、食品
の科学的知識を深める。
　食品に関わる基本的な実験操作を理解し、実験技術を身に付ける。

食品分析などの実験方法、実験器具の取り扱い、試薬の調整方法等の基本操作ができる。
食品成分の構造や特性の理論を、食品成分の定性・定量分析等の実験を行うことによって自分の目で確
認し、食品そのものの本質が理解できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

食品学実験 － 1年次

油脂の劣化１(中和滴定試薬の調整と標定)：油脂の劣化について(講義)

　　水酸化カリウム･エタノール溶液の調整

油脂の劣化２(酸化の測定)：サラダ油の酸価の測定

たんぱく質・アミノ酸：たんぱく質の定性反応、ペーパークロマトによるアミノ酸の抽出と分離

酸１（中和滴定試薬の調整と標定）：PHメーターによる測定、水酸化ナトリウム水溶液の調整

酸２（有機酸の定量）：中和滴定による食酢･レモン汁の有機酸定量

水分・水分活性：水分の定量･水分活性測定、食品中の水分について(講義)

色素抽出と定性試験：薄層クロマトによる脂溶性色素の分離と水溶性色素の変化観察

オリエンテーション：食品学実験の目的･内容･心構えについて(講義)

　実験器具の取り扱い･操作方法･洗浄法について、実験ノート･レポートの書き方

炭水化物１(でんぷん)：でんぷんの抽出、形状観察と酵素分解、ヨウ素・でんぷん反応

　　実験器具の操作及び洗浄法

炭水化物２(糖)：糖の定性及び官能試験、糖度計による測定、実験器具の操作及び洗浄法

事前事後
学修

事前：実験目的と実験操作を確認しておく。 事後：学修内容と食品学総論とのつながりを確認する。

　　　 　　　　

事前学習に要する学習時間：概ね15分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。

芳香成分：エステルの合成(梨、リンゴ、バナナの芳香成分)

食品成分表：日本食品標準成分表と定量法について(講義)

塩分１(沈殿滴定試薬の調整と標定）：塩分計による測定

　硝酸銀水溶液とクロム酸カリウム水溶液の調整

塩分２(調味料中の塩分定量)：モール法による醤油の塩分定量

　

卵・牛乳の鮮度：卵の比重測定･卵黄係数･ハウユニット、牛乳の煮沸試験･アルコールテスト･滴定酸度

教科書
『書名　身の回りの食品分析実験』（著作者　安藤達彦ら編著、出版社　三共出版）、2011年

高野克己ら著、「パソコンで学ぶ食品化学-目で見る食品成分とその変化」、三共出版、2005年

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

実験レポートにコメントを付けて返却する。
積極的な実験態度、質問等の発言を評価する。

成績評価
レポート、課題（90％）、授業による向上的変化（10％）
※実験態度が悪い場合は、減点の対象にすることがある。
実験は危険をともなうことがあるので、操作には集中して取り組み、器具の扱い等には注意すること。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 橋本 まさ子 単位 1単位 履修時期 授業形式 実験/実習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A

第2回 B D

第3回 B D

第4回 B D

第5回 B D

第6回 B D

第7回 B D

第8回 B D

第9回 B D

第10回 B D

第11回 B D

第12回 B D

第13回 B D

第14回 B D

第15回 A B D

教員の助言

参考文献・図書

11

後期 必修

食品学各論（加工学を含む）で学んだ加工・保蔵理論の実習偏として、食品素材を利用して実際に加工食
品を製造し、食品素材が持つ加工特性について理解を深める。
授業方法は、グループ学習を中心に実施する

生活の中で利用されている加工食品について、加工食品の意義、食品素材の生産、特性、加工、貯蔵に
係る技術・操作方法を総合的に理解する。
生産様式の異なる各食品の中から、代表的な加工食品を製造し、製造原理・製造技術を理解する。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

食品加工学実習 － 1年次

トマトケチャップ

果物類の加工

ジャム

果物類の加工

缶詰(温州ミカン他）

豆類の加工

豆腐

豆類の加工

納豆

野菜類の加工

そば　または　（まんじゅう）

穀類の加工

パン

いも類の加工

こんにゃく

オリエンテーション（授業の進め方、成績評価など）

実習内容の説明、食品加工の目的

穀類の加工

うどん

穀類の加工

事前事後
学修

事前：次回の実習内容を知っておく30分 事後：実習後ノート整理60分

次回の実習素材の性質を事前に調べておく 本日の実習についてレポートにまとめる

事前学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね60分を目安とする。

カテージチーズ

冷凍食品の利用

卵の加工

マヨネーズの製造　　　　まとめ

牛乳・乳製品の加工

アイスクリーム

牛乳・乳製品の加工

ヨーグルト

牛乳・乳製品の加工

教科書
『書名 　食品加工学実習・実験書　　』（著作者　吉田企世子、堀口恵子　、出版社　　羊土出版　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

実習後ノート提出を課します（授業中2回程度）。返却するので学習のまとめにすること。また、授業の振り
返り用に利用し授業内容の理解に役立てること

成績評価 筆記試験（　50　％）、ノート（　40　％）、授業による向上的変化（　10　％）

ノート整理は、毎回の実習後しておくと良い



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 小山　孝 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

教員の助言

参考文献・図書

12

前期 必修

食品を摂取することは人が生きるために必要不可欠です。人が健康であり続けるために食品は第一に安
全でなければなりません。食品衛生学では、食品衛生行政分野での経験を活かした食品関係法規、食品
衛生管理及び食品からの健康被害を未然に防ぐための実践的な食品衛生の基礎を学修します。

食品衛生に関する法規、食中毒、食品媒介感染症、寄生虫、添加物、残留有害物質、遺伝子組換え食
品、食品製造工程の衛生管理、食品表示等を学修します。これにより、食品の安全性の確保に必要となる
基礎知識を習得することができます。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

食品衛生学 ○ 1年次

人畜共通感染症、寄生虫症等

食品の汚染物質

カビ毒、化学物質、放射性物質、異物混入等

食品添加物（１）

添加物の概要

食中毒（３）

ウイルス性食中毒、化学物質による食中毒

食中毒（４）

自然毒による食中毒

食品を原因とする感染症

食品の変質、食品の変化により生ずる有害物質等

食中毒（１）

食中毒の概要

食中毒（２）

細菌性食中毒、　感染型食中毒、毒素型食中毒

食品衛生の概要

食品安全基本法、食品衛生法、健康増進法等

食品衛生行政組織

食品安全委員会、厚生労働省、食品衛生監視員、国際的組織等

食品の変質

事前事後
学修

事前：教科書に沿った内容を教科書等により予習する。事後：学修した内容を復習するとともに、関連する必要事

項について調べ記録する。

事前学習に要する学習時間：概ね６０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね６０分を目安とする。

食品衛生管理

HACCP、集団給食施設等の衛生管理

食品表示法

食品表示の役割、食品表示基準、保健機能食品表示等

食品添加物（２）

安全性評価、規格基準

残留農薬等

残留農薬、動物用医薬品、飼料添加物、ポジティブリスト制等

遺伝子組み換え食品

教科書
『書名　食品衛生学　』（著作者　田﨑達明他、出版社　　羊土社　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

「食品衛生学」（講談社）一戸正勝他、「食品衛生学」（化学同人）白石淳他　「食品の安全」（南山堂）有薗幸司

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

小テスト及び質問等に対してはその都度、解答、解説を行います。

成績評価 筆記試験（90％）、授業による向上的変化（10％）

普段から食品の衛生に関心を持ち、食品安全に関する報道、食品の購入時には食品の取扱いや食品表示について理解する
とともに必要に応じ専門書等により学修すること。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 小山　孝 単位 1単位 履修時期 授業形式 実験/実習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 D

第3回 D

第4回 D

第5回 D

第6回 D

第7回 D

第8回 B

第9回

第10回 D

第11回 D

第12回 D

第13回 D

第14回 D

第15回 B

教員の助言

参考文献・図書
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後期 必修

食品の安全確保を図るため、食品衛生行政検査の経験を活かしながら分析化学及び微生物学実験をとお
して食品の含有成分及び食品汚染等の試験検査技術を習得していきます。

食品衛生学実験をとおして、食品の衛生管理に必要な試験検査等を理解することにより、食品の規格基
準、健康危害となる要因等を理解することにより、食品事故の未然防止に繋げることができます。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

食品衛生学実験 ○ 2年次

微生物試験の基本

微生物実験の基本の講義、培地の作成

施設、調理器具の衛生管理

一般生菌数の測定

食品中の漂白剤、酸化防止剤

ヨウ素酸カリウムでんぷん紙法による定性試験

調理器具の残留物試験

でんぷん、タンパク質の残留試験

分析化学実験のまとめ

TLCによる着色料の同定試験

食品中の発色剤

ジアゾ化法による亜硝酸塩の測定

油脂の遊離脂肪酸

滴定法による酸価ACVの測定

食品衛生学実験の概要

分析化学実験の基本の講義

飲料水の衛生

残留塩素濃度の測定、硬度の測定等

食品中の着色料

事前事後
学修

事前：実験についてあらかじめ教科書により予習しておく。事後：実施した実験はレポートとしてまとめる。不明な点

不明な点は参考文献等により調べる。 があれば文献等により調べ考察等に記載する。

事前学習に要する学習時間：概ね６０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね９０分を目安とする。

市販食品等からの一般生菌数測定

食品の寄生虫検査

鮮魚介類等

微生物試験のまとめ

環境中の真菌・細菌、手洗いの効果

真菌、細菌数の測定

グラム染色による細菌の顕微鏡観察

食品中の細菌数測定

教科書
『書名　　食品・環境の衛生試験　』（著作者　桑原祥浩他　、出版社　朝倉書店　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

食品安全・衛生学実験（講談社ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ）岡崎眞他

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

レポートの内容について必要の都度、解説していきます。

成績評価 レポート、課題（90％）、授業による向上的変化（10％）

実験ごとに目的、原理が異なるため、予め実験方法を参考書等により予習し、実験ノートに詳細な記録を行
うこと。実験には危険が伴うことから、実験方法をよく理解し、準備を整えてから授業に臨むこと。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 渡邉  靜 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A

第2回

第3回 B

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回 B

第12回

第13回 B

第14回

第15回 A

教員の助言

参考文献・図書

14

前期 必修

臨床現場での経験を活かし栄養学の基礎知識と臨床がつながるように講義をする。学習の場において、ど
のよう な栄養素があるかについて栄養素の役割と必要量を学修する。消化管を通して、各栄養素の消化
及び体内への取り込まれ方について学修擦ることを目的とした内容である。。

栄養素の種類とその特徴を理解し、 各栄養素の消化・吸収と体内動態を説明できる。 各栄養素の栄養学
的意義・役割を理解し、水分代謝，エネルギー代謝等も理解している。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

栄養学総論 ○ 1年次

脂質の栄養

ビタミンの栄養１：脂溶性ビタミン

糖質の栄養２：糖質の働き，食物繊維

タンパク質の栄養１：タンパク質・アミノ酸

タンパク質の栄養２：アミノ酸の栄養価

消化・吸収２：消化・吸収の機構

糖質の栄養１：糖質の種類

栄養の概念，栄養と健康

栄養学の歴史，食事摂取基準

消化・吸収１：消化器の構造と機能

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

15回の授業終了後、授業ノートの提出（配布資料等の整理をする習慣をつける）を行い、授業の取り組み評価とする。
各栄養素について学修後、小テスト行い自ら答え合わせをすることで復習する。復習に取り組む姿勢を評価する。

成績評価
筆記試験（　80　％）、レポート、課題（　10　％）、授業による向上的変化（　10　％）

栄養学の基礎となる科目であることから、学修した内容について、十分に復習し理解を深めてほしい。

事前事後
学修

事前：入学時前の知識の整理や予習をする。 事後：各テーマにおいて学修後小テスト行う。復習をするこ
と。

事前学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。

水の働き

エネルギー代謝

ビタミンの栄養２：脂溶性ビタミン

ミネラルの栄養１：主要ミネラル

ミネラルの栄養１：微量ミネラル

教科書
『イラスト　基礎栄養学』（著作者　大口健司　　、出版社　東京教学者　）

『七訂食品成分表2019版』（女子栄養大学出版部）
日本人の食事摂取基準2020年版』（第一出版）、『臨床栄養（月刊誌）』（医歯薬出版）



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 渡邉  靜 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 C

第2回 A B

第3回

第4回

第5回 D

第6回

第7回 A

第8回

第9回 A

第10回

第11回 A

第12回

第13回 A

第14回

第15回 A

教員の助言

参考文献・図書

15

母性栄養２　　　　　　 妊娠期の栄養アセスメントと栄養ケアを考える

乳児期栄養１　　　　　 乳児期の特徴と栄養に必要な知識を学ぶ

オリエンテーション　　 授業ガイダンス、栄養ケア・マネジメント

生体と栄養　　　　　　 各ライフステージと栄養について

母性栄養１　　　　　　 母性の特徴と栄養に必要な知識を学ぶ

前期 必修

現場での実務経験から、人間のライフサイクルを通じて、特定の生活条件下にある各期の生理機能と栄養
素の代謝について理解をさせ、専門職としての栄養マネジメント能力を身に付けることを目的とした内容で
ある。

成長、発達、加齢に伴う身体的変化や栄養・食事について学び、各ライフステージ別の身体状況や栄養状
況に対応した栄養マネジメントができる知識を得、説明できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

栄養学各論 ○ 2年次

スポーツと栄養２　　　 スポーツ選手と栄養に必要な知識を学ぶ

環境と栄養　　　　　　  特殊環境と栄養の知識を学ぶ

高齢期栄養１　　　　　 高齢期の特徴と栄養に必要な知識を学ぶ

高齢期栄養２　　　　　 高齢期の栄養アセスメントと栄養ケアを考える

スポーツと栄養１　　　 運動と栄養に必要な知識を学ぶ

成人期栄養１　　　　　 成人期の特徴と栄養に必要な知識を学ぶ　

成人期栄養２　　　　　 成人期の栄養アセスメントと栄養ケアを考える

乳児期栄養２　　　　　 乳児期の栄養アセスメントと栄養ケアを考える

成長期栄養１　　　　　 成長期の特徴と栄養に必要な知識を学ぶ

成長期栄養２            成長期の栄養アセスメントと栄養ケアを考える

教科書
『イラスト　応用栄養学　第2版』（著作者　田村明　、出版社　東京数学社　）

『七訂食品成分表2018版』（女子栄養大学出版部）
日本人の食事摂取基準2015年版』（第一出版）

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

15回の授業終了後、授業ノートの提出（配布資料等の整理をする習慣をつける）を行い、授業の取り組み評価とする。
各ライフステージにおいて学修後、小テスト行い自ら答え合わせをすることで復習する。復習に取り組む姿勢を評価す
る。

成績評価 筆記試験（　60　％）、レポート、課題（　20　％）、授業による向上的変化（　20　％）

各ライフステージ別の身体状況や栄養状況の現状に関心を持つ。まずは自分自身を見つめ、自分の身体状況や栄養
状況を知ることから始め、知識を深める。栄養マネジメントに必要な専門知識を学修しよう。

事前事後
学修

事前：基礎栄養学、解剖生理学、生化学を復習すること 事後：各ライフステージにおいて学修後小テスト行う。復習
をすること。

事前学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 渡邉  靜 単位 1単位 履修時期 授業形式 実験/実習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回 D

第4回 D

第5回 B D

第6回 D

第7回 C D

第8回 D

第9回 D

第10回 D

第11回 D

第12回 B D

第13回 D

第14回 C D

第15回

教員の助言
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栄養学各論実習 ○ 2年次

妊娠・授乳期（３）　　　妊娠期・授乳期（３）　自主献立の試作・試食（調理実習室）

妊娠・授乳期（４） 　　妊娠期・授乳期（４）　自主献立の評価・発表（視聴覚教室）

乳児期　　　　　　　　　乳児期　アセスメント（演習）

妊娠・授乳期（１）　　　妊娠期・授乳期（１）　アセスメント（演習）

妊娠・授乳期（２）　　　妊娠期・授乳期（２）　自主献立作成

オリエンテーション　　 授業ガイダンス、栄養ケア・マネジメント

栄養アセスメント　　　　栄養アセスメント・食事摂取基準　　　

　成人（大学生）　　　　自分をアセスメントする（演習）

前期 必修

現場で栄養マネジメントしてきた経験を生かして、学生が栄養学各論で学んだ知識を基礎として各ライフス
テージについて栄養マネジメント（アセスメント，評価、栄養ケア計画、献立作成、調理技術、栄養教育）を
症例を使い演習し、調理実習や共食も行い、学修する内容である。

栄養学各論の講義において学習した各ライフステージにおける栄養マネジメントの知識を生かし、学生が
栄養食事計画の作成や献立作成、調理技術、栄養教育できる等の実践力を得、活用できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

事前事後
学修

事前：各ライフステージの復習テストを行い演習に入るの
で復習をする。パワーポイント操作ができること。

事後：課題演習の完成と整理をすること。返却された課題レ
ポートの再確認、修正をすること。

事前学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。

高齢期（４）　　　　　　高齢期（４）　アセスメント、自主献立の評価・発表（視聴覚教室）

まとめ　　　　　　　　　まとめ・自分をアセスメントする（課題）提出

　高齢期（１）　　　　　 高齢期（１）　アセスメント（演習）

高齢期（２）　　　　　  高齢期（２）　　自主献立作成

高齢期（３）　　　      高齢期（３）　自主献立の試作・試食（調理実習室）

幼児期　　　　　      　幼児期　アセスメント（演習）

乳児・幼児期            乳幼児・幼児期　調理実習（調理実習室）

教科書
『イラスト　応用栄養学　第2版』（著作者　田村明　、出版社　東京数学社　）

『七訂食品成分表2018版』（女子栄養大学出版部）、『調理のためのベーシックデータ第4部』
日本人の食事摂取基準2015年版』（第一出版）

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

15回の授業終了後、授業ノートの提出（配布資料等の整理をする習慣をつける）を行い、授業の取り組み評
価とする。各ライフステージにおいて学修後、小テスト行い自ら答え合わせをすることで復習する。返却さ
れた課題レポートの再確認、修正をする姿勢を評価する。

成績評価 レポート、課題（　60　％）、授業による向上的変化（　40　％）

栄養マネジメントの栄養食事計画、献立作成、調理、供食、実施、栄養教育、評価の一連の流れを学生期というライフス
テージにいる自らを症例として演習、実習することで体得してほしい。自宅でも学修し、深めてほしい。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 渡邉  靜 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 C

第2回

第3回 B

第4回 A

第5回

第6回

第7回 D

第8回

第9回

第10回 A

第11回 A

第12回 A

第13回 A

第14回 A

第15回 A

教員の助言
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後期 必修
臨床現場の経験を生かし、栄養士の役割と仕事を説明し、栄養と関連の深い各種疾患について、その病
理と栄養生理について理解させ、栄養士として疾病の回復に役立つ栄養マネジメントの知識を学修するこ
とを目的とした内容である。

各疾患の病態、成因、治療ガイドライン、栄養基準などを理解している。臨床栄養のおける栄養マネジメン
トの基礎知識と栄養ケアの知識を得、説明できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

臨床栄養学概論Ⅰ ○ 1年次

臨床栄養の基礎（６）　　　　栄養補給方法について

治療食の種類　　　　　　　　治療食の種類と医療保険制度

臨床栄養の基礎（３）　　　　臨床検査について

臨床栄養の基礎（４）　　　　食事調査と栄養量について

臨床栄養の基礎（５）　　　　栄養管理計画と栄養管理システム

臨床栄養の基礎（１）　　　　アセスメントの指標について

臨床栄養の基礎（２）　　　　臨床診査について

オリエンテーション　　　　　臨床栄養学のガイダンス

栄養アセスメント　　　　　　臨床栄養における栄養アセスメント

体のしくみと栄養　　　　　　身体の仕組みと消化・吸収　　

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

15回の授業終了後、授業ノートの提出（配布資料等の整理をする習慣をつける）を行い、授業の取り組み評価とする。
各疾患等において学修後、小テスト行い自ら答え合わせをすることで復習する。復習に取り組む姿勢を評価する。

成績評価
筆記試験（　60　％）、レポート、課題（　20　％）、授業による向上的変化（　20　％）

体のしくみと消化吸収を理解し、栄養補給法の基本を学ぼう。
各疾患の病態、成因、治療ガイドライン、栄養基準を学ぼう。

事前事後
学修

事前：基礎栄養学、解剖生理学、生化学を復習すること 事後：各テーマにおいて学修後小テスト行う。復習をするこ
と。

事前学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。

代謝性疾患と栄養ケア（３）　脂質異常症・動脈硬化症)

謝性疾患と栄養ケア（４）　循環器疾患（高血圧）

治療食について            　一般治療食について・食事基準と食品構成

代謝性疾患と栄養ケア（１）　栄養障害・肥満

代謝性疾患と栄養ケア（２）　糖尿病

教科書
『Ｎブックス　三訂　臨床栄養学管理　第４版』（著作者　渡邉早苗　、出版社　建帛社　）

『七訂食品成分表2018版』（女子栄養大学出版部）
日本人の食事摂取基準2020年版』（第一出版）、『臨床栄養（月刊誌）』（医歯薬出版）



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 渡邉  靜 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回 A

第4回 A D

第5回 D

第6回

第7回 A

第8回 A

第9回 A

第10回 A

第11回 A

第12回 A

第13回

第14回 A

第15回
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代謝性疾患（４）　　　　代謝性疾患と栄養ケア（高尿酸血症）

代謝性疾患（５）　　　　内分泌疾患・その他代謝性疾患と栄養ケア　

オリエンテーション　　　臨床栄養学のガイダンス、疾病別食事栄養ケア(1)

疾病別食事栄養ケア（２）　　　栄養代謝障害と栄養ケア

循環器疾患（２）　　　　循環器疾患と栄養ケア（動脈硬化症）

後期 必修

臨床現場の経験を生かし、栄養士の役割と仕事を説明し、栄養と関連の深い各種疾患について、その病
理と栄養生理について理解させ、栄養士として疾病の回復に役立つ栄養マネジメントの知識を学修するこ
とを目的とした内容である。

１年次の臨床栄養学概論Ⅰの続きとして、栄養マネジメントを必要とする疾患の病態、成因、治療ガイドラ
イン、栄養基準などを理解し、・病態別の知識、各栄養ケアの知識を得、活用できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

臨床栄養学概論Ⅱ ○ 2年次

ライフステージと疾患・まとめ

傷病者・要介護者の栄養アセスメント・まとめ

骨格疾患　　　　　　　　骨格疾患と栄養ケア（骨粗しょう症など）

老年症候群　　　　　　　咀嚼嚥下障害と栄養ケア　　

手術・術後の管理　　　治療食と栄養管理

消化器疾患（３）　　　　消化器疾患と栄養ケア（肝臓・胆のう・膵臓）

血液系疾患　　　　　　　血液系疾患と栄養ケア（貧血）

泌尿器系疾　　　　　　　泌尿器系疾患と栄養ケア(腎臓)

消化器疾患（１）　　　　消化器疾患と栄養ケア（口腔・胃・腸）

消化器疾患（２）　　　　消化器疾患と栄養ケア（小腸・大腸）

教科書 『Ｎブックス　三訂　臨床栄養学管理　第４版』（著作者　渡邉早苗　、出版社　建帛社　）

『七訂食品成分表2018版』（女子栄養大学出版部）、日本人の食事摂取基準2015年版』（第一出版）、『臨床栄養（月刊誌）』（医歯薬
出版）、日本糖尿病学会編『糖尿病食事療法のための食品交換表　第７版』（文光堂)、中尾俊之他編『腎臓病食品交換表　第９版』
（医歯薬出版)

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

15回の授業終了後、授業ノートの提出（配布資料等の整理をする習慣をつける）を行い、授業の取り組み評価とする。
各疾患等の学修後、小テストを行い自ら答え合わせをすることで復習する。復習に取り組む姿勢を評価する。

成績評価
筆記試験（　60　％）、レポート、課題（　20　％）、授業による向上的変化（　20　％）

体のしくみと消化吸収を理解し、栄養補給法の基本を学ぼう。
栄養マネジメントを必要とする疾患・病態の身近な人に関心を向けて学ぼう。

事前事後
学修

事前：臨床栄養学概論Ⅰを復習すること 事後：各疾患において学修後小テスト行う。復習をするこ
と。

事前学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 渡邉  靜 単位 1単位 履修時期 授業形式 実験/実習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 B D

第3回 D

第4回 D

第5回 D

第6回 D

第7回 D

第8回 D

第9回 A

第10回 D

第11回 D

第12回 D

第13回 B

第14回 D

第15回 C

教員の助言
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臨床栄養学実習 ○ 2年次

軟食実習　　　　　　　　実習：軟食の調製実習（調理実習室）

糖尿病・肥満症（１）　　演習：症例別２型糖尿病患者の食事管理

糖尿病・肥満症（２）　　糖尿病食事療法のための食品交換表の使い方等

一般食について　　　　　演習：一般治療食について(常食・軟食の献立展開)　

栄養法について　　　　　栄養法の実際

オリエンテーション　　　臨床栄養学実習のガイダンス

入院時食事療法基準・趣旨・業務についての説明

献立作成の基礎（１）　　食事・献立作成について（１）

献立作成の基礎（２）　　食事・献立作成について（２）　

後期 必修

臨床現場の経験を生かし、臨床栄養学概論Ⅰ・Ⅱで学んだ知識を基に病院管理、栄養士業務を理解し、
病態別に栄養食事計画や治療食の献立作成・調理・供食を演習・実習し、臨床の現場における栄養ケア・
マネジメント能力を学修することを目的とした内容である。

栄養マネジメントを必要とする疾患・病態別に栄養食事計画や治療食の献立作成・調理・供食を症例演習
や調理実習をし、臨床の現場における栄養ケア・マネジメント能力を得て活用できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

事前事後
学修

事前：各疾病において復習テストを行う、臨床栄養学概論Ⅰ・Ⅱを復
習すること。。パワーポイント操作ができること。

事後：課題演習の完成と整理をすること、返却された課題レ
ポートの再確認、修正をすること。

事前学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。

ナトリウムコントロール食（２）上記の実習：ナトリウムコントロール食の調製（調理実習室）

　まとめ　　　　　　　　　栄養教育他・まとめ(授業ファイル提出)

慢性腎臓病（１）　　　　演習：症例別慢性腎臓病の食事管理

慢性腎臓病（２）　　　　腎臓病食品交換表の使い方等

ナトリウムコントロール食（１）ナトリウムコントロール食の献立作成（ワークショップ）

エネルギーコントロール食（１）エネルギーコントロール食の献立作成（ワークショップ）

エネルギーコントロール食（２）上記の実習：エネルギーコントロール食の調製（調理実習室）

教科書
『Ｎブックス　三訂　臨床栄養学管理　第４版』（著作者　玉川和子、出版社　建帛社　）

『臨床栄養学実習書　第13版』（著作者　渡邉早苗　、出版社　医歯薬出版　）

『七訂食品成分表2018版』（女子栄養大学出版部）、日本人の食事摂取基準2015年版』（第一出版）、、日本糖尿病学会
編『糖尿病食事療法のための食品交換表　第７版』（文光堂)、中尾俊之他編『腎臓病食品交換表　第９版』（医歯薬出
版

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

15回の授業終了後、授業ノートの提出（配布資料等の整理をする習慣をつける）を行い、授業の取り組み評
価とする。各疾患等の学修後、小テストを行い自ら答え合わせをすることで復習する。復習に取り組む姿勢
を評価する。

成績評価 レポート、課題（　60　％）、授業による向上的変化（　40　％）

栄養マネジメントの栄養食事計画、献立作成、調理、供食、実施、栄養教育、評価の一連の流れを自ら演習、実習するこ
とで体得することが多い。学ぶべきことの多さを実感し、自主的な学習をして深めてほしい。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 尾上 治子 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回 B

第7回

第8回 B

第9回

第10回

第11回 B

第12回

第13回

第14回 B

第15回

教員の助言

参考文献・図書

20

前期 必修

栄養の指導を学修する際の基礎知識である関連の諸施策、栄養教育・指導のための理論的知識、栄養ケ
ア・マネジメントを学修する。効果的な栄養の教育・指導技法を身につけるための基礎を理解する。医療機
関における栄養指導の経験をいかして実践的な教育を行う。

①栄養教育・指導の基礎的知識を理解している。
②効果的な栄養教育技法の選択ができる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

栄養指導論Ⅰ ○ 1年次

６つの基礎食品、食品の表示制度（課題レポート提出①）

栄養教育のための理論的基礎①

日本人の食事摂取基準２０１５及び２０２０

栄養教育のための理論的知識②

栄養教育と行動科学・理論とモデル（ミニテスト②）

栄養教育の関連の諸施策① 

食生活指針、食事バランスガイド

栄養教育の関連の諸施策②

運動指導（健康づくりのための身体活動基準２０１３）休養指導について

栄養教育の関連の諸施策③

栄養教育の基礎としての理論　指導教材・媒体の特徴

栄養教育のための基礎知識② 

日本食品標準成分表の活用

栄養教育のための調査

国民健康・栄養調査（ミニテスト①）

栄養教育の概念

ガイダンス・栄養教育の目的、対象と機会

栄養教育の歴史と現状

栄養指導関連施策の変遷

栄養教育のための基礎知識①

事前事後
学修

事前：国民健康・栄養調査について調べる。 事後：授業の配布資料をファイルにまとめ、振り返る。

食品表示の食品表示ラベルを収集する。 ミニテストの振り返りを行う。
事前学習に要する学習時間：概ね４５分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね４５分を目安とする。

栄養スクーリング、栄養介入、計画と実施

栄養ケア・マネジメント③（ミニテスト③）

栄養教育プログラムの実施

栄養教育の評価、レシピコンテストについての課題説明

＊毎回ミニスピーチ

栄養教育のための理論的知識③

栄養カウンセリング（課題レポート提出②）

栄養ケア・マネジメント①

栄養ケアプロセス

栄養ケア・マネジメント②

教科書
『書名「新版ヘルス21栄養教育・栄養指導論」2017第一版第1刷』（著作者　辻とみ子他編、出版社　医歯薬出版）

『書名　めざせ栄養士・管理栄養士のまずはここからナビゲーション』（著作者　小野章史、出版社　医歯薬出版）

「七訂日本食品成分表2019」　（女子栄養大出版部）

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出レポートについては、評価して返却する。
ミニテストは採点・返却し、回答についての解説を行う。

成績評価
筆記試験（６０％）、レポート、課題（２０％）、ミニテスト（１０％）、
授業による向上的変化（１０％）
課題レポートは、計画的に作成し提出期限を厳守する。コミュニケーションスキルを高める。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 高橋　雅子 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 C

第2回

第3回

第4回 A

第5回 C

第6回

第7回 C

第8回 B

第9回 B

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回 C

教員の助言

参考文献・図書

21

前期 必修

管理栄養士として携わってきた栄養指導の経験を活かし、栄養指導論Ⅰ、栄養指導論実習Ⅰで学修したこ
とをさらに発展させ、ライフステージ・ライフスタイル別の効果的な栄養教育や指導方法を理解できる授業
を行う。

１　栄養教育・指導の基本的な要点について説明できる。
２　栄養教育・指導の実践に活かす技法を理解している。
３　ライフステージ別の栄養教育の特徴について理解し、具体的に説明できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

栄養指導論Ⅱ ○ 2年次

スーパーマーケット等での栄養教育

地域社会における栄養教育

栄養教育の進め方

傷病者および障害者の栄養教育

栄養教育の評価

高齢期の栄養教育

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※課題レポートの提出

スポーツ栄養

スポーツ実施時の栄養教育

消費者教育

離乳支援のポイント

学童期・思春期の栄養教育

学校における食育

成人期の栄養教育

ワーク・ライフ・バランス

オリエンテーション・復習

ライフステージ別の栄養教育について

妊娠・授乳期の栄養教育

より良い食習慣の定着

乳幼児期の栄養教育

事前事後
学修

事前：教科書を読み、事前課題に取り組む。 事後：授業のワークシートを完成させて提出する。

レポートの提出に向けて調べ学習をする。

事前学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね60分を目安とする。

ノーマライゼーションと栄養教育

産業給食施設の食育

働き盛りの健康教育　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※課題レポートの提出

在宅栄養指導・栄養指導の実践

プライマリー・ヘルスケア、ターミナル・ケア

栄養ケアプロセス　栄養診断

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※課題レポートの提出

臨床栄養教育

適正体重と栄養疾患

障害者（児）・児童福祉施設の食育

教科書
『書名　新版ヘルス21　栄養教育・栄養指導論　』（著作者　辻とみ子・堀田千津子、出版社　医歯薬出版　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

管理栄養士・栄養士必携データ・資料集2018年度版　（日本栄養士会）

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出された課題レポートは評価して返却する。
ワークシートは授業で解説する。

成績評価 筆記試験（70％）、レポート、課題（20％）、授業による向上的変化（10％）

課題レポートは計画的に作成し、提出期限を厳守する。研修会に参加し、最新の情報に接する。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 尾上　治子 単位 1単位 履修時期 授業形式 実験/実習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 B D

第3回 D

第4回

第5回

第6回 B

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回 B

第12回

第13回 B C

第14回 B C

第15回

教員の助言

参考文献・図書

22

後期 必修

栄養アセスメントを行う際の身体状況・栄養状態の実態を把握するための基礎を学修する。個人や集団の
問題点を見つけ解決策を立案する。さらに的確な栄養指導ができるよう実践的な知識と技術を身につけ
る。医療機関における栄養指導の経験をいかして実践的な教育を行う。

①栄養指導教育の基本を理解する。
②栄養アセスメントを行うための各種状況調査方法を身につけることができる。
③集団の栄養指導計画書・栄養指導媒体を作成し発表出来る。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

栄養指導論実習Ⅰ ○ 1年次

栄養価計算の基本・日本食品標準成分表の概要

栄養価計算Ⅱ

栄養価計算の実際

栄養価計算Ⅲ　　　　　

エクセル栄養君による栄養価計算

栄養素別食事摂取基準の算定　　ミニテスト①（食事摂取基準）　

食品構成　　　　　　　

食品構成の作成（課題レポート提出）

栄養価計算Ⅰ　　　　

対象者に合わせた食育実践活動、掲示板作成、栄養指導演習

栄養アセスメントⅠ　　

日本人の食事摂取基準、推定エネルギー必要量の算定（課題レポート提出）

栄養アセスメントⅡ　　

栄養指導実習の意義と目的、

栄養教育の進め方、栄養士業務を理解する

栄養指導基礎演習　　　

手ばかり・目ばかり、実態把握の基礎知識（調理実習室）

幼児対象の食育実践　　「明短子育て広場マンボウ」における実践

栄養指導実践例、栄養指導論実習のまとめ

定期試験は実施しない。科目ファイルの提出をする。

事前事後
学修

事前：課題レポートを計画的に作成する。 事後：課題レポート・ミニテストの振り返りをする。

食事摂取基準2020について調べる。 科目ファイルの整理をする。
事前学習に要する学習時間：概ね３０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね３０分を目安とする。

テーマに合った献立作成及び効果的な教材作り　

※集団栄養指導のテーマについて（課題レポート提出）

集団栄養指導実習Ⅰ　　集団栄養指導計画作成実習（一般）　　パワーポイント作成

集団栄養指導実習Ⅱ　　集団栄養指導計画作成実習（一般）・発表・評価　　　　　

（課題レポート提出）

栄養調査

ミニテスト②（栄養調査関連　調味料換算）

身体活動量調査　　　　

生活時間調査、身体活動評価、健康づくりのための運動

献立作成　　　　　　　

教科書
『書名　すぐわかる栄養指導実習』2015　著作者　田中ひさよ・熊谷秀子著、出版社　　萌文書林

『書名　七訂日本食品成分表2019版』　出版社　第一出版

『調理のためのベーシックデータ第４版』　（女子栄養大学出版部）

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

課題レポートは、評価して返却する。
ミニテストは採点し、基準点以下の場合は、再テストを行う。場合によっては個別支援を行う。

成績評価 レポート、課題（60％）、作品・発表（30％）、授業による向上的変化（10％）

課題レポートは、計画的に作成し提出期限を厳守する。食に関する情報を入手し講義への理解度を高める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 高橋　雅子 単位 1単位 履修時期 授業形式 実験/実習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 C

第2回 B

第3回 B C

第4回 B C

第5回

第6回 B C

第7回 C

第8回 B

第9回 B C

第10回 C D

第11回 B

第12回 B

第13回 C

第14回 C

第15回 C

教員の助言

参考文献・図書
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後期 必修

栄養指導論の学修を基礎に、管理栄養士としての経験を活かし、ライフステージ別の栄養教育の特徴を解
説する。後半は、栄養教育プログラムを立案し、対象者に適した指導媒体を活用しながら実際に模擬講座
を行う。

1　行動科学の基礎を理解し、カウンセリングに必要な技術について説明できる。
2　栄養教育計画や指導媒体の作成、ロールプレイ等の体験を通じて栄養指導のポイントを理解し、対象
者に合わせた的確な栄養の指導ができる。

授業計画　 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

栄養指導論実習Ⅱ ○ 2年次

保育所給食献立作成、食育支援の立案　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※課題レポートの提出

子育て支援「食育の実践」①

マンボウ親子クッキング、食育支援の技法　

子育て支援「食育の実践」②

マンボウ親子クッキング（実施）

給食施設における栄養教育①

食物アレルギー対応の食事提供 、   幼児期の栄養指導                   ※課題レポートの提出

給食施設における栄養教育②

保育所給食献立作成、幼児のおやつ

給食施設における栄養教育③

タイプ別コミュニケーション、生活習慣病とメタボリックシンドローム　　　　　　　　

栄養教育の方法と技術③

行動変容を促す栄養指導、個人栄養教育（成人期）　

栄養教育の方法と技術④

栄養教育プログラムの立案

オリエンテーション　

シラバスの説明、栄養教育の概念、レシピコンテスト　　　　　　　　　　　※課題レポートの提出

栄養教育の方法と技術①

カウンセリング技法、行動科学、自己分析

栄養教育の方法と技術②

事前事後
学修

事前：授業範囲の教科書を読んでまとめる。 事後：学内外の図書館等を活用し、栄養指導媒体や課題レ

ポートの作成に取り組む。

事前学習に要する学習時間：概ね　　分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね　　分を目安とする。

指導媒体づくり、発表練習

ライフスタイル・ライフステージ別健康教育

模擬講座の発表会、相互評価

ライフスタイル・ライフステージ別健康教育

模擬講座の発表会、相互評価

ライフスタイル・ライフステージ別健康教育

健康教育指導案の作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※課題レポートの提出

ライフスタイル・ライフステージ別健康教育

シナリオ作成、試作、指導媒体づくり

ライフスタイル・ライフステージ別健康教育

教科書
『書名　新版ヘルス21　栄養教育・栄養指導論　』（著作者　辻とみ子・堀田千津子、出版社　医歯薬出版　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

「すぐわかる栄養指導実習」田中ひさよ・熊谷秀子著　　萌文書林（2015）

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出物ごとに評価して返却し、授業で解説する。

成績評価
筆記試験（10％）、レポート、課題(20％）、作品・発表（50％）、授業による向上的変化
（20％）、
意欲的に栄養関連の情報収集を行い学修意識を高めることで、授業への理解を深めます。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 神保  京子 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A

第2回 B

第3回

第4回 A

第5回 B

第6回 A

第7回 B

第8回

第9回 B

第10回 A

第11回 B

第12回

第13回 B

第14回

第15回 A B C

教員の助言

参考文献・図書
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後期 必修

健康の維持増進と疾病の予防を目的に、健康と食の課題を改善するための栄養施策（法律・制度）や活動
推進の組織・役割・公衆栄養プログラム等について学修する。栄養指導員としての経験を活かし、健康づく
りや食育等の公衆栄養プログラムについて活動事例を参考に実践的な教育を行う。

日本の健康・栄養問題・食環境等についての変遷と現状を把握している。.
公衆栄養学活動のための政策や組織を理解している。
少子高齢社会における健康増進活動の推進について、総合的なマネジメントの必要性を説明できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

公衆栄養学概論 ○ 2年次

栄養疫学の概要・公衆栄養活動への応用

食事摂取量（各種調査の方法）

わが国の管理栄養士・栄養士制度

国民健康・栄養調査

国の健康増進基本方針と地方計画（健康増進法との関わり）

栄養政策・公衆栄養活動

公衆栄養関連法規

公衆栄養ガイダンス　公衆栄養学の概念　公衆栄養活動

健康・栄養問題の現状と課題

食事の変化・食生活の変化・食環境の変化

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出物ごとに評価し返却したうえで、授業の中で解説する

成績評価 筆記試験（60％）、レポート、課題（30％）、授業による向上的変化（10％）

公衆栄養関連の情報収集を行い、学修意識を高める。配布資料を活用し復習を行う。課題レポートは、計画的に作成し提出期限を厳守する。

事前事後
学修

事前：課題レポートを課すので、積極的な調べ学修を行
い授業準備をする。

事後：ミニテストを実施するので、授業内容の理解を

深める。

事前学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。

日本人の食事摂取基準（2015年版）

食環境整備　健康な食事（スマートミール）について

公衆栄養マネジメント・公衆栄養アセスメント

公衆栄養プログラムの展開

食環境整備・特別用途食品・保健用食品・栄養機能食品の活用・栄養成分表示の活用

教科書 『書名　ウエルネス公衆栄養学　2019年版』（前大道教子・森脇弘子・加藤弘子 編、医歯薬出版株式会社）

健康日本21（第2次）、国民健康・栄養調査、食事バランスガイド、栄養行政関係法規集



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 高橋　雅子 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 C

第2回 B

第3回

第4回

第5回 B

第6回

第7回 B

第8回

第9回

第10回 B D

第11回

第12回

第13回

第14回 B C

第15回 C

教員の助言

参考文献・図書
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非加熱調理と加熱調理

調理機器

調理器具や調理機器の取り扱い

植物性食品の調理科学

米と小麦の調理　　　　

オリエンテーション

調理の意義 　ＤＶＤ視聴

食べ物のおいしさ

美味しさを決める要因と評価の指標　食文化

調理操作

前期 必修

食品の成分や調理特性、調理中におこる科学的な変化について調理実習の予習・復習をしながら解説す
る。いわゆる「調理のこつ」は科学的根拠に基づいていることを理解する。管理栄養士としての経験を活か
し、栄養的にも優れ安全で嗜好性の高い調理ができる知識を学修する授業とする。

1　おいしさを構成する基本的要因を理解し、適正な評価ができる。
2　調理操作の特徴や食品材料の調理特性について説明ができる。
3  エネルギー源と加熱機器、調理器具の特性を理解し、適正な取り扱いができる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

調理学 ○ 1年次

調味料の調理特性と料理への応用

調理文化

料理様式と食文化

調理の基礎用語　ファイルを提出

油脂類の調理科学

油脂の調理特性、脂肪酸組成と酸化

ゲル化剤・とろみ剤の調理科学

ゲル化剤の扱いと特徴

調味料・香辛料・嗜好飲料

食肉類の調理、種類や部位による違い

動物性食品の調理科学

魚介類の調理、魚成分の特徴

動物性食品の調理科学

卵、牛乳、乳製品の調理　　

植物性食品の調理科学

いも類、豆類、種実類の調理

植物性食品の調理科学

野菜類、果実類、きのこ類、藻類の調理と色素変化

動物性食品の調理科学

教科書
『書名　調理学』（著作者　久木久美子・新田陽子・喜多野宣子　出版社　化学同人 2,100円）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

「調理と理論」山崎清子　同文書院2,808円、　「こつの科学」杉田浩一　柴田書店1,200円

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出されたワークシートは採点し、内容を解説する。

成績評価 筆記試験（80％）、レポート、課題（10％）、授業による向上的変化（10％）

調理学実習と重なる調理操作について、復習しながら受講する。

事前事後
学修

事前：教科書を読んで要点をまとめる。 事後：ワークシートを復習し、課題の調べ学習と配布

プリントは見出しをつけてファイルする。

事前学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね60分を目安とする。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 高橋　雅子 単位 2単位 履修時期 授業形式 実験/実習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 B D

第3回

第4回 B D

第5回 B D

第6回 D

第7回 D

第8回 D

第9回 D

第10回 D

第11回 D

第12回 D

第13回

第14回 D

第15回 D

麺のゆで方と供し方、めんつゆ
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調理学実習Ⅰ ○ 1年次

淡色・緑黄色野菜、いも類、

茹でる、和える、手ばかり、目測

丼物、味噌の種類、羹もの

丼物の調製、酢のもの、寒天の扱い

小麦粉、乳製品

包丁の構え方、食材の各種切り方

だしをひく

出しのとり方と調味、汁物、うま味

米類

飯を炊く、炊飯曲線

オリエンテーション　

調理の意義と目的、実習の心得、衛生管理、調味、評価方法、調理室の使い方、見学（白衣）

計量、切る

食品重量表、計量の方法、包丁・まな板の扱い、消毒、調味％

切る

通年 必修

栄養士として必要な調理の基礎能力を養うため、日本料理を中心として調理学の理論と手法を連動させて
学修する。管理栄養士としての指導経験を活かし、示範を行った後に学生実習・試食・評価・片付け・記録
までを行い、大量調理にも応用できる実践的な授業を行う。

１　調理の基本である食品の正しい計量や適切な調理器具の使用ができる。
２　実際の調理中におこる現象を調理学の理論に結びつけて説明できる。
３　各回の授業に組み込んだ切り方の実習や目測訓練を通して、基本的な調理技術が向上する。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

小麦粉の膨化、卵の調理特性

イースト生地の調製、卵の調理

麺の扱い、煮物の基本

すし、乾物

すし作りの基本、乾物の調理特性

炒める

火力の違いによる調理特性

実技試験

ホワイトソース、ドレッシングの作り方

肉

肉を焼く、薄切り肉、厚切り肉、中心温度、付け合せ

魚

魚を煮る、魚の下処理、味噌の役割、塩分の計算



第16回 B

第17回 C

第18回 D

第19回 D

第20回 D

第21回 B D

第22回 D

第23回 D

第24回 D

第25回 D

第26回 B

第27回 D

第28回 D

第29回 C

第30回 C D

<春のおもてなし弁当＞　相互評価

教員の助言
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研究発表

基本の各種切り方、研究テーマ<温泉卵を作ろう＞　　　※課題レポート提出

行事食、煎茶

もち米料理

蒸す

食事計画、和食のマナー

（研究課題）卵の調理特性を活かした調理、　単価計算

揚げる

素揚げ、衣揚げ、変わり揚げ

応用献立

正月料理Ⅱ

洋風献立

クリスマス料理

実技試験、研究献立の作成

食文化の継承　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　   ※課題レポート提出

外部講師による特別授業＜日本のこころ＞　　　　※実施日については変更の可能性あり

行事食

正月料理Ⅰ

行事食

卵の凝固温度と火力

焼く

照り焼き、和食の配膳

ぐんまの郷土料理

地産地消

日常生活でも調理の機会をとらえて復習し、知識や技術を定着させてください。

教科書
『書名　家庭料理技能検定公式ガイドブック3級』（出版社　女子栄養大学出版部2,400円）

日本食品成分表2018年度版　七訂（女子栄養大学出版部1,512円）

『書名　調理学実習』（著作者　香西みどり・綾部園子、出版社　光生館　2,800円）

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

研究献立の実習

事前事後
学修

事前学習に要する学習時間：概ね　分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね　分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

当日の振り返りシートで達成度や理解度を把握し、次週の授業内で解説する（全体）
毎回提出される「調理学実習ノート」を評価しコメントをつけて返却する（個人）

成績評価 筆記試験（20％）、レポート、課題（20％）、実技（50％）、授業による向上的変化（10％）

事前：配布されるレシピを参考に作業工程表を作成する。
包丁は砥いでおく

事後：調理学実習ノートを用いて授業の要点をまとめ、
調べ学習する。後期からは。1食分の単価計算をする。

細工寿司

共食の意義と食卓作法　　　　　　　　　　　　　　　　　※課題レポート提出

外部施設における和食のテーブルマナー　　　　　　※実施日については変更の可能性あり



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 神保　京子 単位 2単位 履修時期 授業形式 実験/実習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A B D

第2回 B D

第3回 B D

第4回 B D

第5回 B D

第6回 B D

第7回 B D

第8回 B D

第9回 B D

第10回 B D

第11回 B D

第12回 B D

第13回 B D

第14回 A B D

第15回 A B C D
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通年 必修

調理を栄養科学の視点でとらえ、食品の機能を健康と関連つけて理解し、臨床栄養や大量調理への展開
を学ぶ実習を行う。調理操作による食品の変化を、調理学や調理学実習Ⅰで学修した知識・技術に加え、
科学的・物理的視点や味覚・臭覚・テクスチャー等の感覚的視点で捉える方法を学ぶ。感覚的視点を養う
ために、管理栄養士としての経験から得た事例を参考に体験型の授業をする。
学んだ知識・技術を活かし、正確に素早く調理操作を行うことができる。
各料理の特有食材や調味パーセントを理解している。
大量調理に展開するために代替食品の選択や調理法の変更ができる。
調理操作の観察眼を意識ができる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

調理学実習Ⅱ ○ 2年次

きのこと調理　栽培できるきのこ

夏の食材と調理法　東洋医学と食材

油脂類と調理　固体と液体

海藻類と調理　世界の海藻摂取量

果物類と調理　果物摂取と健康

西洋料理の特徴　カトラリーの材質と機能

献立作成のポイント　食事バランスガイド

調理実習Ⅱの意義・目的、実習の心得、衛生管理

春の食材と調理法　旬

中国料理の特徴　食品名

西洋料理実技試験　基本のソースと切り方　　研究献立作成

献立作成の留意事項　主食・主菜・副菜・デザート　研究献立の調理

冷製調理　適温調理

常備菜　保存管理

調理器具の形状と調理熱源　鍋底　　



第16回 B D

第17回 B D

第１８回 B D

第19回 B D

第２０回 B D

第２１回 B D

第２２回 B D

第２３回 B D

第２４回 B D

第２５回 B D

第26回 B D

第２７回 B D

第２８回 B D

第２９回 A B D

第３０回 A B C D

教員の助言
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湿式加熱　スチームコンベクション

乾式加熱　オーブン料理

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

電磁誘導加熱と使用器具　専用器具

誘電加熱と使用器具

西洋料理テーブルマナー

実技試験　、研究献立の作成、

調味パーセントの変化（大量調理）　食育のための調理指導の技術

大型調理機器と家庭用調理器具の相違　物性変化

食材の劣化防止と保存期間　果物の追熟

中国料理のテーブルマナー　中国茶

冬の食材と調理法　根菜類

秋の食材と調理法　料理の演出

耐熱ガラス製品・陶磁器・表面加工製品　テフロン加工の補修

供食形態とマナー　食文化

教科書 『流れと要点がわかる調理学実習（豊富な献立と説明）』（香西みどり・綾部園子編　光生館）

「調理のためのベーシックデータ」(女子栄養大学出版部)・日本標準食品成分表

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出物ごとに評価し返却したうえで、授業の中で解説する。実技試験は、ルーブリック評価を導
入する。

成績評価
実技試験（50％）、レポート、課題（20％）、作品・発表・実技（10％）、
授業による向上的変化（20％）
調理操作の科学的根拠や作業の効率を考えながら実習に臨む。日常生活でも調理の機会を多くし、技術の上達に努める。

研究献立実習

事前事後
学修

事前：事前に配布される資料を参考に、清潔・安全・合理
的な調理方法やおいしく喫食する方法を考える。

事後：実習過程を振り返り、実習結果を考察する。
大量調理等への応用・発展をまとめる。

事前学習に要する学習時間：概ね　　分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね　　分を目安とする。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 神保  京子 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 オリエンテーション　給食の概念　栄養士の役割　給食関係法規と行政指導 A B

第2回 B

第3回 給食の調理管理、給食材料管理、給食の作業管理、新調理システム

第4回 安全・衛生管理、ＨＡＣＣＰによる衛生管理 C

第5回 大量調理衛生管理マニュアルに基づく衛生管理 C

第6回 衛生事故の予防と対策（インシデント・アクシデント） C

第7回 給食施設の設備管理（建物の位置・調理機器の用途と保守・採光換気・給排水・電化等） B

第8回 給食の組織管理と人事管理　給食の会計　原価管理 B

第9回 B

第10回 学校給食と栄養教育（目標・実施基準・学校給食法他関係法令等）

第11回 病院給食（目的・入院時食事療養制度・医療法等関係法令・院外調理）

第12回 保育所等児童福祉施設給食（目的・児童福祉最低基準・食事摂取基準の活用等）

第13回 高齢者福祉施設等給食（意義・特徴・関係法令）

第14回 事業所給食（勤労支援・健康管理・労働安全衛生法等）

第15回 給食施設の重要管理ポイントガイド A B C

教員の助言

参考文献・図書
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給食計画実務論 ○ 1年次

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出物ごとに評価し返却したうえで、授業の中で解説する。

成績評価 筆記試験（60%)レポート、課題（30％）、授業による向上的変化（10％）

専門用語等については、インターネットや文献等を活用して理解を深める。

栄養・食事計画　献立作成　提供形態　食事の評価　栄養管理報告書

給食の事務管理（帳票管理・コンピュータの利用と活用）

事前事後
学修

事前：課題レポートを課すので、積極的な調べ学修
を行い授業準備をする。

事後：ミニテストを実施するので、授業内容の理解を

深める。

事前学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。

前期 必修

管理栄養士の経験を活かし、多様な視点から将来有為な給食管理者となり得る栄養士養成教育を行う。
特定給食施設における給食管理の概念を理解し、給食運営の基本的な考え方や方法を学修する。給食業
務の関連法規、栄養管理、作業管理、品質管理、衛生管理、経営管理などの実際について学び、給食管
理者としての知識を身につける。
給食施設における給食の目的や栄養士の役割、関連法規を理解している。
大量調理衛生管理マニュアルに基づく衛生管理が実践できる。
給食業務を行うために必要な栄養管理や給食サービスの方法を理解している。
給食施設の種類ごとに給食管理の特性を説明できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

教科書
『給食の運営計画と実務』（芦川修貮編著、同文書院）
『給食施設のための献立作成マニュアル』（赤羽正之他著、医歯薬出版株式会社）
『イラストでみる はじめての大量調理』（殿塚婦美子・山本五十六著、学建書院）



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 井野　文枝 単位 2単位 履修時期 授業形式 実験/実習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回 B A

第4回 B A

第5回 B

第6回 D B

第7回 D B

第8回 D B

第9回 D B

第10回 D B

第11回 D B

第12回 D B

第13回 D B

第14回 D B

第15回 B

教員の助言

参考文献・図書
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オリエンテーション

授業目的や、計画－実施－評価までの一連の業務についてガイダンス

献立作成

個々に作成し提出

実施日9日間(昼食)分の献立選出。.(提出された中から選択)

通年 卒業必修

栄養学、調理学、衛生学などの基礎知識を活かし、校内の給食施設を使用し、特定給食業務を体験実習する。学生自
身が計画をたて各自の分担作業を果たしながら協力と責任の重要性を学び給食運営の手順、方法(①栄養・食事管理
②献立管理③生産管理④提供管理⑤食材管理⑥品質管理⑦安全．衛生管理)などを習得する。病院等での栄養士業
務，あわせて管理職の実務]経験のある教員が、その経験をいかして、実践に対応できる現実的な授業を行う

特定給食施設での給食業務の目的に沿って、栄養管理者として各職域で実力が十分発揮できるよう実践
力を身につける。また特定給食施設での食事提供は、対象者が多数(集団)で、なおかつ特定され継続的に
利用されるため、利用者の健康の保持・増進に寄与する役割を担う旨を認識し業務の遂行ができる栄養士
の育成

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

校内実習 ○ 2年次

調理実習　6回

栄養士班、調理班、分配班、栄養指導班、自習班に分かれ作業分担する

調理実習　7回

栄養士班、調理班、分配班、栄養指導班、自習班に分かれ作業分担する  (実習担当3-1 3-2 3-3班)

調理実習　8回

栄養士班、調理班、分配班、栄養指導班、自習班に分かれ作業分担する

調理実習　4回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

栄養士班、調理班、分配班、栄養指導班、自習班に分かれ作業分担する  (実習担当2-1 2-2 2-3班)

調理実習　5回

栄養士班、調理班、分配班、栄養指導班、自習班に分かれ作業分担する

調理実習　1回　　(以下9回の内、学生はローテーションし役割分担する。内調理実習は3回）

栄養士班、調理班、分配班、栄養指導班、自習班に作業分担する　(実習担当1-1 1-2 1-3班)

調理実習　2回

栄養士班、調理班、分配班、栄養指導班、自習班(栄養指導等の媒体づくり)に分かれ作業分担する

調理実習　3回

各班(1-1 1-2 1-3 2-1 2-2 2-3 3-1 3-2 3-3 )に割り当て、さらに献立内容を検討し変更等行い提出

試作、検食(試食)

班ごとに試作・検食を行い、再度献立の検討を行い最終チェックし、実施献立を決定する

実施献立表・発注表・出庫量表・作業指示書・検食簿用紙・卓上カード等作成

PCでの作業と手作業を班単位で行い、提出

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

毎回実習班には実習状況、実習態度について反省会と称し評価している。栄養指導班には発表前
にコメントをつけ返却する。検食簿は指導が必要と思われるケースにコメントする。

成績評価
筆記試験（　　％）、レポート、課題（30％）、作品・発表（　　％）、実技（50％）、
授業による向上的変化（20％）
資格習得への自覚と責任感をもち、実習に主体的に取り組んでほしい

 事前事後学
修 (授業外学

修)

事前： 事後：

担当するポジションの作業シュミレーション 調理技術の向上のため、自宅等で食事作りの実施
事前学習に要する学習時間：概ね20　　分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね　30　分を目安とする。

栄養士班、調理班、分配班、栄養指導班、自習班に分かれ作業分担する

調理実習　9回

栄養士班、調理班、分配班、栄養指導班、自習班に分かれ作業分担する

計画―実施―評価までの一連の業務を振り返り書類として提出(保存版)

                                          　　　前期・後期とも以上の内容　　(15回×2   全30回)

教科書
『書名　給食運営・経営管理実習のてびき　』（著作者　西川　貴子　　、出版社　医歯薬出版　　)　　　　　　　　　　　　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

『改訂新版　大量調理　―　品質管理と調理の実際　―』　　殿塚　婦美子　　学建書院　



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 神保  京子 単位 2単位 履修時期 授業形式 実験/実習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

A B

D

A B

D

A B C

６　レポートを提出させ、評価する

A B D

A B C

教員の助言

参考文献・図書
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１　実習計画の立案
　　病院・事業所等に受入を依頼し、学生の居住地、就職希望等を参考にしながら、配属を決定する

２　実習期間
　　夏季休業中の９月に１０日間

３　事前指導
　　4月下旬　実習の心得
　　７月上旬及び下旬の夏季休業前に実施

４　実習期間中、実習先への挨拶と視察を行う

５　反省会・報告会
　　実習終了後、施設別の反省会を実施し報告会を行う

通年 必修

給食業務を行うために必要な給食サービス提供について学ぶ。また、栄養士として具備すべき知識および
技術を体得する。現場での実習を通して栄養士としての自覚と実践力を養う。給食施設の管理経験を有す
る管理栄養士として、実習スケジュールや課題の取り組みなどについて実例で示す。

特定給食施設において給食業務を行うために必要な給食サービス提供の内容について理解している。
給食管理を行う栄養士として、必要な知識や技術を習得している。
現場実習を通して栄養士としての自覚と実践力を身に付けている。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

校外実習 ○ 2年次

教科書
『臨地・校外実習のてびき』（木戸紹子・福井富穂　編、化学同人）

『ガイドブック　臨地・校外実習』（土江節子他　医歯薬出版）

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

実習施設指導者からの評価及び事前事後の学習の取り組みを勘案する。実習後に提出される自己
評価については、面談し評価する。

成績評価 実習評価（50％）、レポート、課題（30％）、授業による向上的変化（20％）

自覚と責任を持ち、実習に主体的に取り組む

事前指導の内容
・	校外実習の目的、実習の心構え
・	実習単位履修条件、単位認定、所持品、連絡手続き
・	実習の心得
　　基礎知識の習得、身支度、言葉使い、実習先の施設訪問と打ち合わせ、実習直前の準備、実習中の心
得、実習後の報告等
・	実習レポートの書き方、お礼状の書き方、個人票、実習カードの書き方
・	実習後の報告
　　報告書の書き方、実習の自己評価、実習後のまとめ
・	実習施設での各自の学ぶテーマを考え、目的意識を持つ
・	各自の実習先の施設について詳しく学習し、全体の概要を把握しておく
・	栄養指導の媒体の種類と活用
・大量調理を体得するために大量調理の特徴を把握する

事後指導の内容
・	実習で何を学び、今後の課題として気付かされた項目、または理解できた項目をまとめる
・	実習中に生じたトラブルや未解決の問題について再考する
・	実習全体を振り返り、課題や目標を見直して今後の学習に役立てる
・	実習報告会では、実習の成果を一人ひとりが発表する

事前事後
学修

事前：給食計画実務論で学んだ給食施設の特徴を復習し、 事後：実習全体を振り返り、課題や目標を見直して今後の

自分の実習先給食施設について下調べをする。 学習に役立てる。

事前学習に要する学習時間：概ね　　分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね　　分を目安とする。



科目名 実務経験 専攻 共修 年次

担当者名 金井尚之（オムニバス） 単位 2単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 A

第3回 A

第4回

第5回

第6回 B D

第7回 B D

第8回

第9回 A

第10回 B

第11回 C

第12回

第13回

第14回 B D

第15回 B D
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現代社会と食 ○ 1年次

食農実習（農園）

　　　　　　　　　　　　  （土壌、肥料、堆肥、作物等について学び、実際に種まき、除草、植え替え等を行う。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　 （土壌、肥料、堆肥、作物等について学び、実際に種まき、除草、植え替え等を行う。）

第２章　ライフステージと食育　　　第１節　乳幼児期の食

　　　　　　　　　　　　（家庭〈家庭経営〉と食生活、食生活と心の病理について学ぶ。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　第３節　食育の推進・教育としての食育

　　　　　　　　　　　　  （食育基本法、食育推進基本計画を理解し、食育活動、地産地消について考える。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　（幼稚園教育要領、保育所保育指針、学習指導要領について学ぶ。）

第１章　食育の意義　　　　　　　　第１節　科目の意義

　　　　　　　　　　　　（科目設置の目的・意義、期待できる成果について学ぶ。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　第２節　現代日本人の食

　　　　　　　　　　　　（日本人の食生活（食の価値観を含む）、食の多様化について学ぶ。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

通年 卒業必修

「現代社会と食」の学修は、学位授与の要件としての「卒業研究」の基盤であり、年間の学修を通して「卒業
研究」のテーマを探究する。将来の職務において、安全な食と健康な食生活をリードするための知見や方
法を修得する。学校現場での教育、指導、管理職としての経験を生かして実学的な教育を行う。

食育に係わる幅広い知見の修得を通じて、自分自身の食（食生活）に行動変化を起こし、さらにその経験を
対象者の行動変化を促す指導力に発展させることを目標とする。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

　　　　　　　　　　　　（学校給食の目標と役割について学ぶ。）

収穫物の加工と調理実習

　　　　　　　　　　　　（作物の植物学的分類について学び、収穫及び調理の作業を行う。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　（作物の植物学的分類について学び、収穫及び調理の作業を行う。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　（家庭向けの「食育だより」を作成し、発表する。）　　　　　　　　　　　　

第２章　ライフステージと食育　　　第２節　学童期の食

　　　　　　　　　　　　（学童期の発育と食の課題について学び、食と心の健康の関係を理解する。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　（障害児の食、保育現場における障害児対応について学ぶ。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　（乳幼児期の学修を踏まえ家庭の食育について考える。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　（家庭向けの「食育だより」を作成する。）　　　　　　　　　　　　



第16回 A

第17回 A

第18回

第19回

第20回 A

第21回

第22回

第23回

第24回 B

第25回

第26回 B

第27回 B C

第28回 B C

第29回

第30回

教員の助言

参考文献・図書
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授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

第２章　ライフステージと食育　　　第３節　思春期・青年期の食

　　　　　　　　　　　　（思春期・青年期の嗜好・食習慣を知り、その課題を考える。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　第２節　食事指導の技術

　　　　　　　　　　　　（５歳児を対象として集団指導を想定し、「指導案」について学ぶ。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　（グループワークにより「指導案」「媒体づくり」「シナリオ」を作成する。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　（食品の健康増進機能の活用、食事療法、食の安全・衛生・経済について学ぶ。）

第４章　食生活の改善　　　　　　　第１節　食事指導

　　　　　　　　　　　　（世代別の食事摂取基準、食事指導の技法「幼児期」について学ぶ。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　（食育とコーチング、健康の自己把握と食生活について理解する。）

第３章　現代人の健康と食　　　　第１節　生活習慣と食

　　　　　　　　　　　　（「生活習慣病」の概要、リスクの回避、食事について理解する。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　第２節　食物アレルギー

　　　　　　　　　　　　（「食物アレルギー」の概要、アレルゲン、治療について理解する。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　第３節　　健康を支える食

　　　　　　　　　　　　（摂食障害を理解し、健康的な食生活について考える。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　第４節　勤労・子育て世代の食

　　　　　　　　　　　　（勤労・子育て世代の嗜好と食習慣を知り、その課題を考える。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　第５節　高齢期の食

　　　　　　　　　　　　（高齢者の生活と食の課題、加齢の個人差と食事について学ぶ。）

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

毎回ワークシートを回収して理解度を確認し、次回に返却する。その際、前回の振り返りを行う。

成績評価 レポート、課題（８０％）、作品・発表（１０％）、授業による向上的変化（１０％）

本学ならではの食育実践力を有した保育士、食のスペシャリストとしての栄養士を目指してほしい。

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　第２節　和食の継承

　　　　　　　　　　　（「和食の継承」と「郷土の伝統食」の意義について学ぶ。）

　　　　　　　　　　　

事前事後
学修

事前： 事後：

節のテーマについて調べる。 テキストペーパーを基に各自のノートをまとめる。
事前学習に要する学習時間：概ね１５分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね３０分を目安とする。

　　　　　　　　　　　　（両専攻混合のグループによる発表・評価を行う。①）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　（両専攻混合のグループによる発表・評価を行う。②）

第５章　食文化の継承　　　　　　　第１節　食の習慣とマナー

　　　　　　　　　　　　（マナーの意義、和食のマナー、家庭教育と食のマナーについて理解を深める。）　　　　　　　　　　　　

教科書 各授業担当者からテキストペーパー、ワークシートを配布します。

各授業担当者から指示します。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 松本　昭彦 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

・年間15時間以上の指導を受ける。

・「卒業研究」の進め方

　  研究テーマの設定（４月） 

  　卒業研究ゼミ主題検討会（５月）

　  卒業研究ゼミ中間発表（７月）

　  卒業研究レポート作成 → 提出（１２月）

　　

提出後「卒業研究発表会」に向けた準備（媒体作成等）

・卒業研究代表発表会（１月）

　　　全員の学生がポスター発表を行う。

教員の助言

参考文献・図書

35

・１年次の「現代社会と食」の学修の中から研究テーマを設定し、各々「卒業研究ゼ
ミ」に所属する。

・年間を通じてゼミ担当教員の指導、支援のもと「卒業研究レポート」（指定された書
式に基づく。文字数は２０００文字以上）を作成し提出する。

「卒業研究レポート」に基づいて、各ゼミから１名（１団体）が研究の成果を発表する。

通年 必修

１年次の「現代社会と食」の学修で探求したテーマをもとに卒業研究に取り組み、さらなる食育実践力を身
に付ける。そのことを通してディプロマポリシーに掲げる保育、幼児教育の分野での社会の期待に応えられ
る知見や方法を修得する。

卒業研究を通して、食育に関する知見の修得を、自己の食にかかわる行動変化に発展させ、さらに対象者
の行動変化を促す指導力に発展させることができるようになる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

卒業研究 － 2年次

成績・課題等に
対するﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 各ゼミ担当教員が適切に指導する。

成績評価
卒業研究レポート及び研究発表（ポスター発表）（８０％）、
ゼミを通じての向上的変化（１０％）、ゼミへの取り組み姿勢（１０％）
「卒業研究」は、本学生活学科の特色である食育の学修の完結として位置付けられており、この「卒業研究」の評価に
基づいて短期大学士の学位が授与される。そういったことを念頭に短大生活の集大成とすべく全力で取り組んでほし
い。

事前事後
学修

事前： 事後：

事前学習に要する学習時間：概ね　　分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね　　分を目安とする。

教科書
特に使用しない

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

各ゼミ担当教員から指示。



科目名 実務経験 専攻 共修 年次

担当者名 松本昭彦・伊藤恭滋　 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 D

第3回 A B

第4回 B D

第5回 A B

第6回 D

第7回 B D

第8回 B C

第9回 D

第10回
（こども）

キャリアデザインⅠ （教育実習への取組Ⅰ） D

第10回
（栄養）

キャリアプランⅠ （キャリアデザインの基礎Ⅰ） D

第11回
（こども）

キャリアデザインⅡ （教育実習への取組Ⅱ） D

第11回
（栄養）

キャリアプランⅡ （キャリアデザインの基礎Ⅱ） D

第12回 B D

第13回 B D

第14回 D

第15回 D

教員の助言

教科書

参考文献・図書
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学校生活を始めるために

履修登録、インターンシップ、ボランティア、マンボウ、学習計画の作成、学修の心得や注意事項など

学修を進める基本Ⅰ

アセスメントテスト

学修を進める基本Ⅱ

通年 卒業必修

大学生活を充実させるため、学修を進めるための基本的な知識･態度や「資料収集力」「読解力」「文章作
成力」「プレゼンテーション力」などの学修を進めるための基礎的な能力を身につけるとともに、卒業後の
キャリアプランをデザインするための参考となる知識を身につける。
大学での生活や学修を円滑に進めるための基本的な技能や知識･態度を身につける
学修を進める基礎的な能力である「資料収集力」「読解力」「文章作成力」「プレゼンテーション力」などを高
める
卒業後の進路選択に向けて必要な知識や方法、社会人としての基礎的素養を知る

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

基礎ゼミ － 1年次

社会人意識

社会人としてのマナー、生活習慣、基本的なスキルなど

就職内定報告会

就職内定報告会への参加と今後のキャリアプランの見直し

プレゼンテーション演習

学修のリフレクションと前期試験に向けて

今までの学修を振り返ってのまとめと前期試験に向けて

橘祭に向けて

大学祭の意義、学習成果の発表、模擬店の準備と損益シミュレーション

学修内容の発表Ⅰ

レポート文章の書き方、グラフ作成の基本、発表シナリオの作成など

学修内容の発表Ⅱ

発表シナリオによる簡単な発表演習とプレゼンテーションの基本

学修内容の発表Ⅲ

アセスメントテストをもとにした自己目標シートの作成、オフィスアワーなど

学修内容の収集と整理Ⅰ

講義の聴き方、ノートの作成、資料の検索・収集と整理、図書館の活用など

学修内容の収集と整理Ⅱ

講義の要約と再構成、アカデミックライティングの基本、比較分析など

なし

「大学 学びのことはじめ」ナカニシヤ出版、「ロジカル・プレゼンテーション」高田 貴久など

成績・課題等
に

対するﾌｨｰﾄﾞ

・相互評価などを活用して、自らフィードバックできるようにするとともに、コメントを伝
える。
・ワークシートをチェックして返却する。

成績認定
レポート、課題（20％）、作品・発表（20％）、実技（20％）、
授業による向上的変化（40％）
基本となる学修なので自分から発言するなど、主体的な学修を心がけてほしい。

今までのリフレクションと卒業研究

今までの大学生活を振り返ってのリフレクションと卒業研究に向けて

事前事後
学修

事前：グループでプレゼン等の構想や資料を作成する 事後：学修への取り組み方や自分のキャリアプランを見直
す　　　学んだことをもとにレポート等の課題に取り組む

事前学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね15分を目安とする。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 松本　昭彦 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 日本語の基礎 (1) ・ガイダンス　　・日本の文学と作家 D

・興味のある作家・作品調べの発表資料作成について

第2回 日本語の基礎 (2) ・漢字 （漢字の歴史や成り立ち、漢字の伝来、現代日本の漢字など） A D

・創作漢字を考えよう

第3回 日本語の基礎 (3) C D

・プレゼンテーションの構想を考える

第4回 日本語の基礎 (4) ・読解Ⅱ（説明的な文章の読解と再構成） D

・文学作品の鑑賞

第5回 日本語の基礎 (5) ・表現Ⅰ（わかりやすい文章のために、主述関係、呼応関係など） D

第6回 日本語の基礎 (6) ・表現Ⅱ（言葉の発達、わかりやすい話し方、適切な表現、発音など） A D

・レコメンデーションの基本と進め方

第7回 プレゼンテーションⅠ・選んだ作家・作品のレコメンデーション C D

・相互評価と修正

第8回 文学 (1) ・文学の常識（文学史：時代・作品・作者） D

・郷土の文学（詩、短歌・俳句、小説など）

第9回 文学 (2) ・古典文、漢文の鑑賞（漢詩、松尾芭蕉、井原西鶴など） A D

・古典文を参考にして作品を作ろう

第10回 文学 (3) ・現代文の鑑賞（夏目漱石、石川啄木など） A D

・現代の文学的な文章を参考にして作品を作ろう

第11回 プレゼンテーションⅡ

～

・選んだ作家・作品についてのプレゼンテーションと質疑応答Ⅰ～ Ⅳ C

第14回 ・担当の作家、作品発表についての振り返りとレポート作成 D

第15回 文学 (5) ・群馬の作家（山村暮鳥、萩原朔太郎など） B D

・授業のまとめ

教員の助言

教科書

参考文献・図書
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後期 選択

・各時代の文学作品や作家についてその特徴や人間性などに触れさせ感性を豊かにするとともに、学校で
の実務経験を活かした学修内容等により、社会生活の基礎となる日本語を正しく活用できるようにする。
・栄養や食に携わる者として、必要な表現力、読解力などの総合的な日本語活用力を発揮して、調べた文
学作品についてプレゼンテーションができるようにする。

・日本語の基礎である「話すこと」「書くこと」「聞くこと」「読むこと」の基礎的な知識や能力を高める
・各時代の文学作品や作家、郷土から生まれた文学作品や作者などについて、その特徴などを知る
・文学作品を味わうとともに、様々な視点から考察した内容のプレゼンテーションができる

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

生活と文学 ○ 1年次

なし

文部科学省「小学校・中学校・高等学校学習指導要領」、秋山虔、三好行雄「原色新日本文学史」文英堂、
「伝え方が9割」佐々木 圭一など

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

・ワークシートをチェックして返却する。
・発表の内容を確認し、必要に応じて補説する

成績評価 授業内でのプレゼンテーションⅠ及びⅡの内容（40％）、レポート（20％）、課題（20％）、恒常的変化（20％）

自分から調べて発表することが中心の学修なので、主体的・計画的に学習を進めることが必要である。自
分が興味を持った作家作品について、様々な視点からの自分なりの考えをまとめてほしい。

・創作した漢字を説明しよう

・読解Ⅰ（様々な文章の読み方と文章の要約）

事前事後
学修

事前：課題を発表資料にまとめる 事後：学修した内容を資料にまとめる

事前学習に要する学習時間：概ね３０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね６０分を目安とする。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 金井   尚之 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回 B

第4回

第5回

第6回 B C

第7回

第8回 A B

第9回

第10回 B C

第11回

第12回

第13回

第14回 B

第15回 B

教員の助言
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後期 選択

社会生活に必要な経済に関する基礎的な知識を学修する。身近な問題から経済活動について考え、消
費・生産・資本・市場・政府の役割などについて理解を深める。学校現場での教育、指導、管理職としての
経験を生かして実学的な教育を行う。

現代社会の経済変化に適切に対応していく能力と態度を身につける。社会における経済活動の理解を踏
まえ、自己責任や社会貢献の意義について主体的に考えるようになる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

現代社会と経済 ○ 1年次

生産者の行動原理（生産量と費用の関係から、価格による生産量の変化について考える。）

価格決定のメカニズム（市場のメカニズム、需要と供給と価格の関係について考える。）

貨幣とは何か（貨幣の役割を理解し、現代社会における利便性や今後について考える。）

所得とは何か（所得の大きさはどのように決まるのか、生産と所得との関係を理解する。）

消費者の行動原理（市場における消費者の行動と、社会全体への影響について考える。）

生産とは何か（モノをつくること、生産に必要な労働、土地、資本の役割を理解する。）

資本とは何か（生産要素のうち資本について、貨幣との関係、財としての分類を学ぶ。）

オリエンテーション（経済とは何か、経済学を学ぶ目的とは何かについて学ぶ。）

経済活動とは何か（財・サービスの生産・分配・消費の流れを理解する。）

消費とは何か（社会生活の中で欲求・消費・効用の関係を理解し、消費活動の本質を考える。）

事前事後
学修

事前： 事後：

各回のテーマについて調べる。 授業内容をレポートにまとめる。
事前学習に要する学習時間：概ね３０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね６０分を目安とする。

政府の役割（財政政策、社会保障政策、租税政策について学ぶ。）

中央銀行の役割（日本銀行の３つの役割、金融政策について学ぶ。）

独占の種類と特徴（どのように独占が発生するか、なぜ独占が規制されるのかを理解する。）

経済の大きさ（豊かさと景気循環、国内総生産ほか様々な経済指標の関係について学ぶ。）

経済成長とは何か（三面等価の原理、物価、為替レートについて理解する。）

教科書
書名『これだけはおさえたい経済学』（著作者　山田　久・半谷俊彦、出版社　実教出版）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

配布資料のほか講義の際に適宜紹介する。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出物ごとに「採点またはコメントをつけて返却する」、毎時間前時の振り返りを行う。

成績評価 レポート、課題（８０％）、作品・発表（１０％）、授業による向上的変化（１０％）

新聞等から社会の出来事に関心をもち、自分なりの意見をまとめる習慣をつける。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 田口 哲男 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A B

第2回 A B

第3回 A B

第4回 A B

第5回 A B

第6回 A B

第7回 A B

第8回 A B

第9回 A B

第10回 A B

第11回 A B

第12回 A B

第13回 A B

第14回 A B

第15回 A B

教員の助言
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前期 選択

高校現場での教育、指導、管理職としての経験を生かし、学生が能動的な学びになる授業展開を工夫す
る。化学の基礎な事項、特に理論化学、有機化学、高分子化学にかかる知識の習得を目指す。習得した
知識を活用するときのやり方としては、課題・問題に対して、はじめに個人で考えさせ、その後ペアまたは
少人数のグループによる意見交換を行い、知識の定着を図る。授業の最後に各個人にリフレクションシー
トを配布し、それを用いて振り返りを行う。

化学領域（理論化学、無機化学、有機化学、高分子化学）の基礎的事項についての知識・技能を理解する
とともに、習得した知識・技能を食品学や栄養学の専門的な科目において活用できることを目標とする。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

化学の基礎と有機化学 ○ 1年次

酸化・還元、酸化還元反応、イオン化傾向

無機物質（栄養に関係する非金属元素と金属元素）

化学の基礎法則と化学反応式の作り方

化学反応の量的な関係

酸と塩基、塩と中和、中和反応の量的関係

物質量とその計算

溶液の濃度と溶解度

ガイダンス（授業全体の概要説明）、化学の概要について

物質の構成

原子の構造、イオン生成、元素の周期表

事前事後
学修

事前：スクェア最新図説化学で、 事後：配付資料の中で講義をきいても理解できなかった

授業で予定されている分野の内容を確認する よく分からないところをチェックする

事前学習に要する学習時間：概ね40分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね50分を目安とする。

芳香族化合物

有機高分子化合物（糖質、脂質、タンパク質）

有機化学の特徴と構造、炭化水素

アルコールとエーテル、アルデヒドとケトン

カルボン酸とエステル、加水分解

教科書 書名『スクェア最新図説化学』（著作者監修 佐野博敏・花房昭静・山内薫・井上正之、出版社　第一学習社）

「管理栄養士の基礎化学」アイ・ケイコーポレーション

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

毎回、授業の内容を振り返るためのリフレクションシートを授業終了前に配布する。終了後、リ
フレクションシートを回収し、記載内容を確認してフィードバックする。なお、リフレクション
シートについては評価の対象とする。

成績評価 レポート、課題（20％）、授業による向上的変化（40％）、リフレクションシート（40％）

高校で化学を学んでいなくても意欲があれば大丈夫です。意欲がないと辛いです。履修の際は留意してくだ
さい。有機化学を中心に化学の基礎を学ぶので栄養の専門科目を理解する上で役立ちます。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 佐藤　功 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 A

第3回

第4回 B D

第5回

第6回

第7回 B

第8回

第9回 B C

第10回

第11回 B

第12回

第13回

第14回

第15回

教員の助言

参考文献・図書
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後期 選択

比の考え方を中心に置き、長年の数学教育に携わった経験を生かし、基礎・基本となる数学的
な考え方の基になる学修を到達度に応じて段階的に行う。栄養関係の学修や職務に必要とされ
る事項の修得を図る。

学生が数学的な考え方の良さに気づくことを目指す。
また、学生が今後の学修や校外実習、さらには栄養士としての職務等で必要とされる数学的な
能力を育てると共に、論理的な思考の基礎的な能力を育てる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

数学の活用 ○ 1年次

ａ：ｂ：ｃについて、Ｐ、Ｆ、Ｃを題材として扱うことで理解を深める。

６０°を折る。（六角返し等の作品製作）

分度器を使わずに６０°をどのようにしたら折れるか、個人またはグループで検討し発表する。

率についての理解

「〇〇率」について、いろいろな題材を扱うことで理解する。

割合と％および濃度Ⅱ

ａ：ｂの延長として、割合、％、濃度を捉える。

比としてのモルおよびモル濃度

ａ：ｂの延長として、モルを捉える。

ＰＦＣ比

a：bやa：b：cについての理解。三角形の辺の比の理解

比の応用：校舎の高さを測る。（個人またはグループ）

相似な図形の応用として校舎の高さを測り、レポートとして提出する。（相談可）

割合と％および濃度Ⅰ

ａ：ｂの延長として、割合、％、濃度を捉える。

ガイダンス：授業の概要説明

算数・数学の楽しさ：身近にある数学を知り、数学の良さを感じることができたか。

数の概念の拡張

なぜ、（－１）×（－１）＝１か？　　概数の理解

比の理解

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

レポート・課題については、添削し返却します。

成績評価
筆記試験（７０％）、レポート、課題（２０％）、作品・発表（　　％）、実技（　　％）、
授業による向上的変化（１０％）

事前事後
学修

事前：各回のテーマについて、用語の意味などをネット等
で確認しておくこと

事後：配付された資料等を基に「わかったこと」「気付いたこ
と」等を自分の言葉でまとめ、ファイルに綴じておくこと

事前学習に要する学習時間：概ね３０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね６０分を目安とする。

自然界とフィボナッチ数、黄金比、白銀比等

身近な数学の課題Ⅱ

身近な数学の課題Ⅲ

栄養に関わる計算への数学的アプローチⅠ

廃棄率等公式化されているものについて数学的に考察する。

栄養に関わる計算への数学的アプローチⅡ

身近な数学の課題Ⅰ

教科書
教科書なし（授業プリントを配付）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

図説　学力向上につながる数学の題材　東京法令出版、算数・数学なぜなぜ事典　日本評論社



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 永井　真紀 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 B D

第3回

第4回

第5回 B

第6回

第7回

第8回

第9回 B

第10回

第11回

第12回 B

第13回

第14回 B

第15回 B

教員の助言

参考文献・図書
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オリエンテーション

　スポーツ栄養学とは

身体組成と体脂肪・脂肪細胞の種類

　肥満の指標と身体組成　体脂肪の種類

エネルギー消費量と摂取量

前期 選択

スポーツ選手のパフォーマンスを向上させるための食事摂取法を学ぶ。さらに、 一般の人々に対して運動
と食事をどのように組み合わせれば、健康の維持増進につながるのについて、その基礎となる理論を科学
的視点から学ぶ。

・スポーツ選手の食事摂取法を理解している。
・一般人の健康維持増進につながる食事摂取法を理解している。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

スポーツ栄養学 － 2年次

脂質Ⅱ

　運動と脂質

脂質Ⅲ

　特殊な脂質(機能性脂質)

運動中の水分摂取法とスポーツドリンクの効果

　たんぱく質の摂取法①

たんぱく質Ⅲ

　たんぱく質の摂取法②

脂質Ⅰ

　脂質の種類と健康①

糖質Ⅲ

　糖尿病と運動・栄養

たんぱく質Ⅰ

　筋肉とたんぱく質

たんぱく質Ⅱ

　エネルギー消費量　エネルギー摂取量

糖質Ⅰ

　運動と糖質①

糖質Ⅱ

　運動と糖質②

教科書
『書名　スポーツ栄養学　科学の基礎から「なぜ？」にこたえる』（寺田　新著、東京大学出版会）

『書名　理論と実践　スポーツ栄養学』（鈴木志保子著　日本文芸社）

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

教室で解説する

成績評価
筆記試験（50%）、レポート、課題（40％）、授業による向上的変化（10％）
＊レポート・課題の中には、毎時間、講義開始時に行う振り返りテストを含めます。
スポーツ、栄養、健康関連の新聞やニュースなどに関心を持ちましょう。

事前事後
学修

事前： 事後：

スポーツや栄養に関わる新聞やニュースを調べる 授業中に配布された資料を読み直す
事前学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね60分を目安とする。

　発汗作用と体温調節　スポーツドリンクの効果

女子アスリートの食事

　貧血　月経異常　摂食障害　メンタル面

パフォーマンスと健康・サプリメント、ドーピング

　サプリメントの分類　エビデンスとエルゴジェニックエイド　ドーピング



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 永井　真紀 単位 1単位 履修時期 授業形式 実験/実習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 B

第3回 B

第4回 B

第5回 A B

第6回 B D

第7回 B D

第8回 A B C

第9回 B

第10回 B

第11回 A B

第12回 A B D

第13回 A B D

第14回 A B

第15回 A B C

教員の助言

参考文献・図書
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スポーツ栄養学実習 － 2年次

後期 選択

スポーツ選手の栄養管理についての理論と実践について学ぶ
①スポーツ選手に必要な各栄養素の生理的作用と栄養素の補給　②スポーツ選手の食事　③試合期とトレーニング期の食事
④ケーススタディ
*選手の実際を知ることを目的に、群馬県総合スポーツセンターでの見学実習を行う。

・スポーツ栄養学の基礎的な知識の習得と栄養管理の手法を身につける。
・アスリートの食事面、栄養面でのサポートにおける個別対応の必要性を理解する。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

オリエンテーション

　授業の目標と進め方、シラバス理解、成績評価の方法

スポーツ選手の食事Ⅰ

　種目別食事献立の基礎

スポーツ選手の食事Ⅱ

　目的別食事献立の基礎

スポーツ選手の食事Ⅲ

　食事のタイミング　試合前・当日・試合後の栄養管理

スポーツ選手の実際Ⅰ

　群馬県総合スポーツセンターでの見学実習（準備）

スポーツ選手の実際Ⅱ

　群馬県総合スポーツセンターでの見学実習

スポーツ選手の実際Ⅲ

　群馬県総合スポーツセンターでの見学実習

スポーツ選手の実際Ⅳ

　群馬県総合スポーツセンターでの見学実習（まとめ）

スポーツ栄養マネジメントⅠ

　スポーツ栄養マネジメントの概要①

スポーツ栄養マネジメントⅡ

　スポーツ栄養マネジメントの概要②

スポーツ栄養マネジメントⅢ

　ケーススタディによるスポーツ栄養マネジメントの実践　ケアプランの作成

スポーツ栄養マネジメントⅣ

　ケーススタディによるスポーツ栄養マネジメントの実践　ケアプランに基づく献立作成１

スポーツ栄養マネジメントⅤ

　ケーススタディによるスポーツ栄養マネジメントの実践　ケアプランに基づく献立作成２

スポーツ栄養マネジメントⅥ

　ケーススタディによるスポーツ栄養マネジメントの実践　スポーツ栄養マネジメント実習（グループ研究）発表準備

スポーツ栄養マネジメントⅦ

　ケーススタディによるスポーツ栄養マネジメントの実践　スポーツ栄養マネジメント実習（グループ研究）発表・評価

事前事後
学修

事前： 事後：

スポーツや栄養に関わる新聞やニュースを調べる 授業中に配布された資料を読み直す
事前学習に要する学習時間：概ね　分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね　分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

教室等で解説する

成績評価 レポート、課題（50％）、作品・発表（40％）、授業による向上的変化（10％）

スポーツ、栄養、健康関連の新聞やニュースなどに関心を持ちましょう。

教科書
特に指定しない

『書名　健康づくりと競技力向上のための　スポーツ栄養マネジメント』（鈴木志保子著、日本医療企画）　



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 田口  哲男 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A B

第2回 A B

第3回 A B

第4回 A B

第5回 A B

第6回 A B

第7回 A B

第8回 A B

第9回 A B

第10回 A B

第11回 A B

第12回 A B

第13回 A B

第14回 A B

第15回 A B

教員の助言

参考文献・図書
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キャリアプラン（公務員受験対策を含む） ○ 2年次

前期 選択

高校現場での教育、指導、管理職としての経験を生かし、学生が能動的な学びになる授業展開を工夫する。講義によ
り知識の習得を目指すとともに、習得した知識が深まるような場面設定（個人で考えた後にペアやグループで協働する
こと）により、基礎的・汎用的な能力を身に付ける。最後にリフレクションシートにより授業の振り返りを行う。

学生が、基礎学力や専門知識とは別に、企業や組織の中で、多様な人々とともに仕事を行っていく上で求
められる基礎的・汎用的な能力を理解し、身に付けるために、自分自身でワークに取り組んだ後にグルー
プで深めることで、思考力・判断力・表現力、協働性などの基礎的・汎用的な能力を身に付けること。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

ガイダンス（授業全体の概要説明）、働くということ

社会の変化と自己の特性を見つめる(VPI職業興味検査の実施)、思考を広げる

社会が求めるキャリアの能力特性、社会人基礎力について

社会に出てから必要な力を養う(1)　聴く力

協働するために必要な能力を養う(1)　グループワーク

よりよい職業選択とは 外部講師①ハローワーク前橋

社会に出てから必要な力を養う(2)　読む力

社会に出てから必要な力を養う(3)　書く力　文章（論文/ビジネス文）の書き方

社会に出てから必要な力を養う(4)　書く力　履歴書の作成の仕方

社会に出てから必要な力を養う(5)　話す力

協働するために必要な能力を養う(2)　プレゼンテーション

社会に出てから必要な力を養う(6)　外部講師②　面接への対応　ハローワーク前橋

知って役立つ労働法　外部講師③　前橋労働基準監督署

社会に出てから必要な力を養う(7)　課題の発見の仕方

協働するために必要な能力を養う(3)　グループワークで企業研究

事前事後
学修

事前：事前配付資料を参考にしてその概要を調べる 事後：リフレクションシートで書き忘れた内容について

まとめる。

事前学習に要する学習時間：概ね４０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね５０分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

毎回、授業の内容を振り返るためのリフレクションシートを授業終了前に配布する。終了後、リ
フレクションシートを回収し、記載内容を確認してフィードバックする。なお、リフレクション
シートを授業改善に活かすとともに、評価の対象とする。

成績評価 授業による向上的変化（６０％）、リフレクションシート（４０％）

社会に出たときに必要になる汎用的な能力について理解し、それを様々な場面で活用しながら育てることを
目標にします。選択科目なのでアクティブに授業に取り組みたい学生は是非受講してください。

教科書 講義のときに、スライド参考資料、演習問題、リフレクションシート、次回の概要を配付する



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 高橋  栄作 単位 2単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 B

第2回 A B

第3回 A B

第4回 A B

第5回 A B

第6回 A B

第7回 A B

第8回 A B

第9回 A B

第10回 A B

第11回 A B

第12回 A B

第13回 A B

第14回 A B

第15回 A B

44

英語コミュニケーション － 1年次

通年 選択/教必

地球温暖化による旱魃の被害、砂漠化による耕作地の縮小など食料確保の不安が加速しています。一方
で、伝統的な自国の料理を守りながら、国際的に食文化の交流を深めて、人のコミュニケーションの場に、
スポーツの舞台裏で食事が大きな役割を果たしています。そこでこの授業では「現代の食をめぐる話題」と
「英米の伝統的な祝祭と食文化」を英語を通して学んでいきます。

シンクロ・リーディング、スラッシュ・リーディングなどを用いて特にリスニング、スピーキング、リーディング
力を伸ばし、食料と食文化について外国人と情報交換できるようになることを目標とする。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

オリエンテーション、シンクロ・リーディング、スラッシュ・リーディングとはどのような英語学習なのか。

On Dietingについての会話文を学ぶ

Dietingという単語について日米での考え方の相違を学ぶ

スポーツと食に関連する会話文を学ぶ

アメリカの食文化の一つTailgate Partyについて学ぶ

Homemade Apple Pieについての会話文を学ぶ

食材としてのりんごの歴史を学ぶ

日本の食文化に関連する会話文を学ぶ

賞味期限と消費期限について学ぶ

Drive-Thruに関連する会話文を学ぶ

家庭の食卓の問題点について学ぶ

あるアジア料理に関する会話文を学ぶ

日本の食文化の移り変わりについて学ぶ

Supplementsに関連する会話文を学ぶ

Supplementsの是非について学ぶ



第16回 オリエンテーション、シャドーイングとはどのような英語学習法なのか。

第17回 お茶とコーヒーに関連する会話文を学ぶ

第18回 緑茶、紅茶などの相違について学ぶ

第19回 Vegetable Gardenに関連する会話文を学ぶ

第20回 マヨネーズの歴史について学ぶ

第21回 日本食に関する会話文を学ぶ

第22回 日本国内で提供される世界の料理について学ぶ

第23回 Halloweenに関連する会話文を学ぶ

第24回 Halloweenの歴史について学ぶ

第25回 Thanksgivingに関連する会話文を学ぶ

第26回 アメリカの年末行事について学ぶ

第27回 Christmasに関連する会話文を学ぶ

第28回 Roast Turkeyについて学ぶ

第29回 Saint Valentine's Day に関連する会話文を学ぶ

第30回 Saint Valentine's Day の歴史について学ぶ

教員の助言

参考文献・図書
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授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

事前事後
学修

事前：　教科書の英文を読み意味のわからない単語につ
いて調べる。　設問に解答する。				

事後：事後：学習した英文を読み返し、内容の理解を深め
る。新出語彙を覚える。学習した英語表現が定着するよう
に反復練習する。							

事前学習に要する学習時間：概ね　60　分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね　60　分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

小テストなどは返却して解答の根拠を説明する。

成績評価
筆記試験（50％）、レポート、課題（40％）、作品・発表（　　％）、実技（　　％）、
授業による向上的変化（10％）

英語学習は日々のコンスタントな学修の積み上げが必要です。毎日英語に触れるようにしましょ
う。
授業には辞書を必ず持参してください。

教科書
『Food for Thought Eating for Health and Happiness 現代の食を考える』（須永紫乃生他、南雲堂）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

授業内で紹介します。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 外山　哲 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 D

第2回 D

第3回 D

第4回 D

第5回 D

第6回 D

第7回 D

第8回 Wordの活用１　クリップアートとワードアート（挿入　編集　変更　移動　回転　透かしなど） D

　説明の後に、いくつかの演習課題に取り組み提出する。

第9回 Wordの活用１　スマートアートと図形描画（挿入　編集　描画　テーマの設定　グループ化 D

　　吹き出しなど）説明の後に、いくつかの演習課題に取り組み提出する。

第10回 Wordの活用２　段組み（ドロップギャップ　ページ罫線など） D

　説明の後に、いくつかの演習課題に取り組み提出する。

第11回 Wordの活用２　表紙　目次　ヘッダーフッターなど D

　説明の後に、いくつかの演習課題に取り組み提出する。

第12回 Wordの活用２　文字列の検索と置換　文書校正　テンプレートの利用　ハイパーリンクなど D

　説明の後に、いくつかの演習課題に取り組み提出する。

第13回 D

第14回 D

第15回 D

教員の助言

教科書
参考文献・図書

46

情報処理演習Ⅰ ○ 1年次

前期 選択/教必

ＩＴ社会において基本ツールであるワープロソフトの操作方法を学習するとともに、情報リテラシーと情報セ
キュリティ等を習得する。現場での教育、指導、管理職としての経験を生かして、社会人として多様な場面
で、目的に応じて相手が理解しやすく、高品質なデザインの文書作成ができるスキルを身に付ける。

①文字書式、段落書式を使いこなすことができる。　　　　　　⑤差込み印刷をすることができる。
②表組を用いた文書を作成できる。　　　　　　　　　　　　　　　⑥上記の①～④を活用して高品質の文書を作
成できる。
③テキストボックス、画像、クリップアートなどを挿入できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

この授業で学ぶこと。受講上の注意　　学内パソコン・ネットワーク使用上の注意点

Wordの画面構成、基本操作 (起動・終了・文書の作成・保存など)　　入力練習　漢字変換

文章の入力　　（文字の入力　変換　訂正　特殊な入力　書式設定　印刷設定　複写　削除

　　移動など）説明の後に、いくつかの演習課題に取り組み提出する。

Wordの活用１　　編集機能１（右揃え　中央揃え　フォントの変更　オートコレクト　均等割り

　付けなど）説明の後に、いくつかの演習課題に取り組み提出する。

Wordの活用１　　編集機能２（太字　ルビ　斜体　網掛けなど）

　説明の後に、いくつかの演習課題に取り組み提出する。

Wordの活用１　　表作成と編集１（表の挿入　行・列の挿入　列幅変更など）

　説明の後に、いくつかの演習課題に取り組み提出する。

第1～5回の内容を踏まえた演習問題に取り組み提出する

Wordの活用１　　表作成と編集２（表のスタイル　セル結合　縦書き　中央揃えなど）

　説明の後に、いくつかの演習課題に取り組み提出する。

第７～１２回の内容を踏まえた演習問題に取り組み提出する

Wordの活用３　葉書の作成　差し込み印刷　グラフの挿入など

　説明の後に、いくつかの演習課題に取り組み提出する。

初歩のＤＴＰ機能の活用　ＤＴＰ機能の基本操作　

　これまでに学んだ内容を応用して、表現豊かで説得力のある文書作品を完成させる。

事前事後
学修

事前：テーマごとに世の中に溢れる広告等との関連（配色、事後：授業時間内に課題が完成しない場合は、次回までに

フォント、表現等）を調べおくこと 課題を完成させておくこと。

事前学習に要する学習時間：概ね　　分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね６０分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

少人数で演習主体の授業なので操作がわからないときは積極的に質問する。課題を完成させて提
出することはもちろんだが、短時間で完成できることは大切である。

成績評価
筆記試験（　　％）、レポート、課題（　　％）、作品・発表（10％）、実技（80％）、
授業による向上的変化（10％）

自宅や学内において積極的にパソコンを使用し、技能を身につける。 授業時間内に完成できな
かった演習課題等は次回までに仕上げておく。
『30時間でマスター　Word＆Excel2013』　　　（出版社　実教出版）

毎回配布の資料、インターネット上の関連サイト



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 外山　哲 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 D

第2回 D

第3回 D

第4回 D

第5回 D

第6回 D

第7回 D

第8回 D

第9回 D

第10回 D

第11回 D

第12回 D

第13回 D

第14回 D

第15回 D

教員の助言

教科書
参考文献・図書

47

情報処理演習Ⅱ ○ 1年次

後期 選択/教必

ＩＴ社会において基本ツールとも言える表計算ソフトの操作方法を学習する。具体的には、関数の活用、グ
ラフ作成、データベース機能などを基礎から学習して、表計算ソフトを実務で活用できる能力を身に付け
る。現場での教育、指導、管理職としての経験を生かして、データ処理の過程で分析する能力の育成にも
重点を置く。
①基礎的関数を使いこなすことができる。
②各種グラフを作成できる。
③条件判定や検索などワークシートを活用できる。
④データベース機能を用いてデータ分析をすることができる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

ガイダンス この授業で学ぶこと。受講上の注意

　　簡単な表を作成　保存と呼び出し　行，列の削除・挿入・移動と演習課題

ワークシート活用１　　編集　列幅・行の高さの変更　平均の計算　計算式の複写と相対参照

　　表示形式の変更　文字位置の指定　便利なデータ入力　罫線等と演習課題

ワークシート活用２　　絶対参照　表示形式の変更２　文字属性の変更　最大・最小　データの

　　ｶｳﾝﾄ　四捨五入・切上・切捨　条件判定とネスト　条件付き書式　ｽﾊﾟｰｸﾗｲﾝ等と演習課題

第1回～3回の内容を踏まえた演習課題に取り組み提出する。

グラフ作成１　棒グラフ　積み上げグラフ　折れ線グラフ　円グラフなどとグラフ作成演習課題

グラフ作成２　３－Ｄグラフ　複合グラフ　ドーナッツグラフ　レーダーチャート

　散布図　絵グラフなどのグラフ作成と演習課題

第５回～６回の内容を踏まえた演習課題に取り組み提出する。

関数の応用　　順位付け（RANK LARGE SMALL)  文字列（LEN LEFT RIGHT MID VALUE

　 MOD)　　検索（VLOOKUP HLOOKUP INDEX)  などと演習課題

関数の応用　条件付き集計（COUNTIF(S)　SUMIF(S)　AVERAGEIF(S))　フラッシュフィル等

　と演習課題

データベース　　並べ替え　検索と置換　抽出　集計等と演習課題

データベース　　フィルター機能と演習課題

データベース　　クロス集計　　ピボットテーブルと演習課題

データベース　　ピボットテーブル活用とグラフと演習課題

３－D集計　WordとExcelの連携（埋め込み　リンク埋め込み）と演習課題

マクロ、VBAの初歩と演習課題

事前事後
学修

事前：各回のテーマごとに、専攻分野のどの領域で活用 事後：授業時間内に課題が完成しない場合は、次回までに

できるのか調べておくこと。 課題を完成させておくこと。

事前学習に要する学習時間：概ね　　分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね６０分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

少人数で演習主体の授業なので操作がわからないときは積極的に質問する。課題を完成させて提
出することはもちろんだが、短時間で作成できることが大切である。

成績評価
筆記試験（　　％）、レポート、課題（　　％）、作品・発表（10％）、実技（80％）、
授業による向上的変化（10％）

自宅や学内において積極的にパソコンを使用し、技能を身につける。 授業時間内に完成できな
かった演習課題等は次回までに仕上げておく。
『30時間でマスター　Word＆Excel2013』　　　（出版社　実教出版）

毎回配布の資料、インターネット上の関連サイト



科目名 実務経験 専攻 共修 年次

担当者名 木村　祐美 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回

第4回 B A C

第5回 A C

第6回

第7回 B A C

第8回 B A C

第9回

第10回 D

第11回 C

第12回

第13回 C

第14回

第15回

教員の助言

参考文献・図書
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生活学概論 － 1年次

前期 選択

　生活学は、家庭生活を中心とした人間生活における人と環境との相互作用について、人的、物的両面か
ら、自然・社会・人文の諸科学を基盤として研究し、生活の向上とともに人類の福祉に貢献する実践的総合
科学である。豊かな生活を実現するための課題について考察し、その生活課題の解決方法をさぐる。

生活課題解決の学びを通して、ジェネリックスキルを習得する。
人間生活の本質的な価値を追求し、豊かな生活を実現するためのシティズンシップを身につける。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

生活学の定義と現代社会の問題

　生活学の定義、生活学の諸領域と特性

環境と生活

　日本の自然環境と災害、防災・減災、生活とエコロジー

食生活

　食生活の安全・安心と問題点

衣生活Ⅰ

　被服の基本的機能とファッション、TPOに応じた服装容姿のマナー

衣生活Ⅱ

　衣生活の諸問題(柔軟仕上げ剤の香料、マイクロプラスティック　他)

住生活

　家庭生活と地域社会、ファミリーサイクルと住まい、地域コミュニティの構築、空き家問題と過疎化

保育・福祉

　少子高齢化の諸問題、ディスカッションゲーム「クロスロード」から家庭あり方を考察

エネルギー問題

　地球温暖化とエネルギー問題、サマータイムの導入について

消費生活Ⅰ

　消費生活と契約、悪徳商法

消費生活Ⅱ

　DVD「おいしいコーヒーの真実」の視聴

消費生活Ⅲ

　グローバル社会の功罪、フェアトレードとは(情報系実習室)

情報化社会とAI

　情報化社会とコミュニケーション、ICTとAIで変わる社会

持続可能な社会の実現

　生活水準の国際比較、日本の将来

キャリアデザイン

　自分の人生設計を考察、家族とは家庭とは

よりよい生活を目指して

　主体的で創造的な生活の実現に向けて、課題研究とレポート

事前事後
学修

事前：次回の授業の学修課題をまとめておく。 事後：ワークシートのｺﾒﾝﾄを次回授業の改善につなげる。

生活課題について、問題意識をもち、レポートしておく。 学修を自分自身の生活に活かし、行動変容を記録する。

事前学習に要する学習時間：概ね20分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね70分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

ワークシートに、コメントをつけて返却する。
グループワーク、ディスカッション等における、発言や質問等の積極性、学修の深化を判断して評価する。
学生の自己評価における学修ポートポートフォリオから、到達目標の達成度をはかる。

成績評価 レポート、課題（70％）、作品・発表（20％）、授業による向上的変化（10％）

時事問題に関心を持ち、21世紀の社会問題を自らの問題として考える習慣を持つ。

教科書
『書名　2019版くらしの豆知識』（著作者　国民生活センター、出版社 国民生活センター）、2019年

「家政学のじかん」編集委員会編、「今こそ家政学」、ナカニシヤ出版、2012年



科目名 実務経験 専攻 共修 年次

担当者名 木村　祐美 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 B C

第2回 B A

第3回

第4回 D

第5回 A C

第6回 A

第7回 B A

第8回

第9回 B A

第10回 A

第11回 B A

第12回 B A

第13回 B A

第14回

第15回 A

教員の助言

参考文献・図書
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人間関係論 － 1年次

前期 選択

　人間関係の基礎知識を学び、豊かな人間関係を育む力を身に付ける。家族、夫婦、親子、教師・学生、
職場の人間関係等、社会生活の中の代表的な人間関係を考察し、自と他の関係性やコミュニケーションの
あり方、現代社会における様々な諸相を学ぶ。
　人はさまざまな人間関係をもって生きること、人間関係の発達を理解する。

人間関係の基礎知識を理解する。
ショートエクササイズを通じて、ソーシャルスキルを身に付ける。
ストレスマネジメントと自己表現の方法を理解する。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

人間関係論の基本的視点

　人間関係の学び、コミュニケーションとは、自己開示と「マイビューティフルネーム」

自分と他者の関係性

　「ジョハリの窓」にみる関係性、自分と他者のコミュニケーション、傾聴の態度と「すごろくトーク」

人間関係の生涯発達及び国際比較

　「将来決定度チェック」、新生児期～老年期の人間関係、諸外国の人間関係

学童期の人間関係Ⅰ

　DVD「スタンド・バイ・ミー」の視聴

学童期の人間関係Ⅱ

　DVD「スタンド・バイ・ミー」から学童期の人間関係を考察

家族関係

　親子関係の特性、親子関係と子供の発達、親の７つのタイプ、「子育ての方針」

夫婦関係

　パートナーとしてあり方、夫婦関係の未来、「結婚の条件」

教師・学生関係

　教師は生きたモデル、学生の未熟性、自我同一性のゆらぎ

職場の人間関係

　「就職の条件」、リーダーシップとは、わたしのかかわり方(協調・競争・孤高)

ストレスマネジメント

　こころもメンテしよう(厚生労働省：若者を支えるメンタルヘルスより)、「思い込みチェック」

自己表現の仕方Ⅰ

　自己表現の特徴、3種類の自己表現（ディフェンシブ・アグレッシブ・アサーティブ）

自己表現の仕方Ⅱ

　アサーティブな表現とは、アサーション・トレーニングと「それはお断り」

協働の力を引き出す

　グループワーク「にぎやか商店街」、グループで目標を達成するために

モノとイメージのコミュニケーション

　第一印象の影響、心と物のつながり

よりよい人間関係とコミュニケーション

　よりよい人間関係と私、課題研究とレポート

事前事後
学修

事前：次回の授業の学修課題を把握し、まとめておく。 事後：ワークシートのｺﾒﾝﾄを次回授業の改善につなげる。

学修内容が活かしたコミュニケーションを考察する。 エクササイズの気づきをまとめ、レポートする。

事前学習に要する学習時間：概ね20分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね70分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

ワークシートに、コメントをつけて返却する。
グループワーク、ディスカッション等における、発言や質問等の積極性、学修の深化を判断して評価する。
学生の自己評価における学修ポートフォリオから、到達目標の達成度をはかる。

成績評価
レポート、課題（70％）、作品・発表（10％）、グループワークの取り組み（10％）、
授業による向上的変化（10％）
学修を活かして、よい人間関係、コミュニケーションづくりに努力する。

教科書
『書名　人を育む人間関係』（著作者　服部　祥子、出版社　医学書院）、2003年

佐藤康正編著「現代社会のコミュニケーション人間関係の基礎と生きる力を育てるための心理学」、学芸図書、2009年



科目名 実務経験 専攻 共修 年次

担当者名 木部  克彦 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 A

第3回

第4回 A

第5回 B

第6回 B

第7回 A

第8回

第9回 B

第10回 C

第11回

第12回 B

第13回

第14回 A

第15回 A

教員の助言

参考文献・図書

50

地域文化論 ○ 1年次

前期 選択

群馬の豊かな「食文化」を理解するための教員の講義と学生の語り合い。伝統の「おっきりこみ」をはじめ「粉食王国」
や「野菜王国」など誇る食文化の歴史と今日の姿を豊富な資料などにより学ぶ。郷土への愛情を食文化によって育む
ための情報の提供と学習。学生間の議論やスピーチなどを多用し、郷土の食文化や家庭料理文化を未来に継承する
意義や知識を身につける。

１、郷土の食文化や和食の特性を暮らしに生かす。　２、食育の進展への理解を深める。　３、食を通じた交
友を広げる。　４、料理知識の蓄積や腕前の上達を豊かな暮らしに直結させる。郷土や自分自身への明確
なプライドを育む。　５、食をはじめ多くの郷土文化を知り、貪欲に学習する。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

オリエンテーション～授業の目的・内容・進め方～　　　　付録「文章の書き方のコツ」

　群馬という地域における豊かな文化を、食文化を通して学ぶ意義と、その学習方法の説明。

群馬が誇る豊かな文化を歴史的に眺めましょう

　恐竜、旧石器、古墳、食、シルクカントリー、温泉王国……。みなさんはどう思いますか？

食文化が「人間の基本」だと言われる理由

　人類と火の出会い、料理の誕生、米の粒食や麦の粉食の始まり、人の進化と食文化の飛躍。

愛され続ける「お米」

　初めて米を食べた人、米の粒食圏と小麦の粉食圏、群馬が粉食王国を名乗る意義は？

粉食王国と「おっきりこみ」

　粉食王国の代表的存在「おっきりこみ」の魅力を。おっきりこみは、好きか嫌いか？

「おっきりこみ」「すき焼き」「焼きまんじゅう」の行方は

　群馬を代表する料理って本当は何だろう？　みなさんはどれが「郷土の味」だと思いますか？

発酵食品や飲料は「天からの贈り物」

　みそ・しょうゆ・チーズ・納豆・お酒……。発酵食品文化の歴史や魅力、みなさんの思い出は？

世界に誇る「和食文化」と、海外での人気

　ユネスコ無形文化遺産として世界が認める和食。その人気と、さまざまな「進化」の模様を。

調味料と薬味を使いこなす。群馬にしかない「誇る薬味」の存在

　日本が生んだ「世界的調味料」。群馬に残る豪華な「薬味文化」。みなさん愛用の調味料は？

みんなで語り合おう「忘れられないわが家の味」（ミニレポート）

　わが家の味についてレポートにまとめて、それを発表し合うことで手にする驚き・共感・感動。

家庭料理で、恋も、仕事も～家庭料理は「最高の頭脳労度」「最上質のオモテナシ」～

　なぜ料理が「最高の頭脳労働」と言われるのか。最も効果的な「オモテナシ」とはなにか。

『家庭料理が幸せを呼ぶ瞬間』掲載の明和短大学生の作文から、料理の威力を考える

　８作品の朗読劇ＤＶＤの鑑賞。学生にとって印象的だった作品の数々を語り合います。

野菜王国群馬の底力

　安中の梅、倉渕の佐藤さんのトマト、下仁田ねぎ、こんにゃく……。群馬の野菜はすごい。

海なし県ならではの川魚料理

　ニジマス・イワナへの原寛さんの情熱、アユ、コイ、ウナギ、ナマズ……。魚は好きですか？

群馬が「和食王国」「家庭料理王国」になる日

　進化し続ける和食や家庭料理。今こそ、群馬を家庭料理王国に。

事前事後
学修

事前：次回テーマのテキスト・関連記事・ネット情報を読み、 事後：授業での学習について短いレポートを作成。自分が

　自分なりの興味や質問点などをメモ書きしておく 関心を持った点や疑問を文献等で調べる。

事前学習に要する学習時間：概ね　45　分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね　45　分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

　ミニレポートなど学生の意見や考えなどを書いた提出物は、教員がコメントを添えて返却す
る。「前週の要点と復習」の時間を短く設けて教員と学生が討論、理解度を計る。希望する学生
からのラインによる質問を常時受け付け、速やかに回答し学び方を指導。

成績評価
筆記試験（60％）、レポート、課題（10％）、作品・発表（10％）、実技（　　％）、
授業による向上的変化（20％）
郷土を過小評価しないこと。「数えきれない文化的財産がある」の視点で、「宝物」を掘り起こそう。

教科書
『家庭料理が幸せを呼ぶ瞬間』（木部克彦、言視舎）　　　　　　　　　　　　　　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

『群馬の伝統食』（上毛新聞）、『聞き書　群馬の食事』（農文協）、『今夜も「おっきりこみ」』（言視舎）



科目名 実務経験 専攻 共修 年次

担当者名 木村　祐美 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回 B A C

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回 A C

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回 A C

第15回

教員の助言

参考文献・図書
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生活と環境 － 2年次

後期 選択

　私たちは地球温暖化に代表されるような、地球環境問題というグローバルな問題に直面している。複雑
多岐にわたる環境問題を“環境科学の視点”でとらえ、現代に生きる私たちが備えていくべき環境問題の基
礎知識を学ぶ。また、循環型社会の構築に向けて、自分自身の生活行動を省察する。

環境問題にはどのようなものがあるのか、環境問題を作り出している原因を説明できる。
循環型社会を構築するためには何をすべきであるか、５Rに配慮できる。
未来の環境問題を解決する生活スタイルを確立し、寄与できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

人間と環境

　世界の人口と有限な地球、環境問題の発生

公害発生と法規制

　日本の公害の歴史と法規制

水と生活環境

　地球に存在する水の循環、河川と下水道、水資源の活用、マイクロプラスティック問題

都市環境と自然

　ヒートアイランドの原因と対策、２０２０東京オリンピックにおける対策

酸性雨と大気汚染

　大気汚染の種類と影響、オゾン層の破壊と紫外線、臭気・振動等と健康問題

化学物質と環境問題

　環境中の化学物質、アレルギー疾患と化学物質過敏症、土壌汚染と健康

地球温暖化とCO２

　地球温暖化のメカニズム、産業構造の変化とエネルギー

地球温暖化の影響と対策

　地球温暖化がもたらしたもの、SDGSと地球温暖化

森林破壊と生物多様性

　森林破壊の現状と影響　レッドリストと生物多様性

放射線汚染

　放射線とは、放射線と健康問題

循環型社会の構築Ⅰ

　江戸のライフスタイル、５Rの考え方

循環型社会の構築Ⅱ

　循環型産業システム、廃棄物問題

群馬県の環境政策

　ECOぐんま、ぐんま３R宣言

前橋の自然環境と環境政策

　前橋の自然、「まえばし環境家族～目指せエコマスター～」の取り組み

環境問題と私たちの未来

　環境問題と持続可能な社会を目指して、課題研究とレポート

事前事後
学修

事前：次回の授業の学修課題を把握し、まとめておく。 事後：ワークシートのｺﾒﾝﾄを次回授業の改善につなげる。

環境問題に関心をもち、ナッジの活用を考察しておく。 学修内容を行動変容につなげ、レポートにまとめる。

事前学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね60分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

ワークシートに、コメントをつけて返却する。
グループワーク、ディスカッション等における、発言や質問等の積極性、学修の深化を判断して評価する。
学生の自己評価における学修ポートフォリオから、到達目標の達成度をはかる。

成績評価 レポート、課題（70％）、作品・発表（20％）、授業による向上的変化（10％）

循環型社会の構築のため、環境問題を解決する新たな生活スタイルを創造するよう努力する。

教科書
『書名　イラスト　私たちと環境』（著作者　太田和子ら著、出版社　東京教学社）、2018年

環境省編、「平成30年版環境白書 循環型社会白書/生物多様性白書」、日経印刷、2018年



科目名 実務経験 専攻 共修 年次

担当者名 木部  克彦 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 A

第3回

第4回 B

第5回 A

第6回

第7回 A

第8回 C

第9回

第10回 A

第11回 C

第12回

第13回

第14回 A

第15回 A

教員の助言

参考文献・図書
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生活と情報社会 ○ 2年次

後期 選択

　既存のマスメディア・インターネットネット・ＳＮＳ等による膨大な情報に潜む「危うさ」を理解するための実
例紹介。情報を適切に取捨選択し暮らしに生かすコツの紹介。情報発信に伴う「責任」意識を育むなど情
報社会を生きるのに欠かせない条件をみんなで考える。人生の充実に欠かせない「自己表現力」「プライ
ド」「人生観」「職業観」を高めるための議論やスピーチ。自己表現の達人たちを紹介する映像鑑賞など。

　１、情報の真偽を見分ける知識やコツを学ぶ。　２、情報の内側にある「見えない情報」を見抜く洞察力や
深い判断力を身につける。　３、人の胸の内を深く理解する「大人の力」を育む。　４、社会人・家庭人として
欠かせない豊かな表現力を手にする。　５、自己へのプライドと他者への優しさや協調性を育む。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

オリエンテーション～授業の目的・内容・進め方～　　　付録「文章の書き方のコツ」

　膨大な情報を簡単に入手、自分の主張も瞬時に世界に発信できる現代を豊かに生きるには。

情報洪水社会と「情報を捨てる勇気」

　すべてが必要な情報ではない。膨大な情報を選別し有効活用。偽ニュースや偽情報を見抜く。　

言論・表現の自由と、情報発信の「重い責任」

　「自由」の裏側で傷つく人がいかに多いか。情報の真偽を確認。間違った情報のひとり歩き。

「表現力」こそ、「社会の中で生きる人間」の基本

　ライン・インスタ・ツイッター・メール・ブログ……、何のために伝えるか。スマホ奴隷でいいの？

くるか？　キャッシュレス時代　　　

　長く続いた「貨幣時代」が急激に縮小。キャッシュレス決済の時代。これからどうなるか。

文章による表現力を磨くには

　24時間いつでもどこでも勉強できる環境。相手に読まれる文章の書き方について。

言葉による表現力を磨くには

　手頃で効果的な練習法。言葉の「美しさ」を保ちたい。敬語と、人へのまなざし。

「私が愛用するSNSのメリット・デメリット」について語り合おう（＝ミニレポート）

　上記のテーマでＡ４１～２枚のミニレポートを準備。披露し合い、いろんな感想を述べよう。

大人としての会話のために

　既存のメディアの有効活用法。「ね」「ん」「じゃ」はやめよう？。「知らないこと」を誇らないで。

言葉以上の「言葉」を磨く

　お金のかからない「笑顔習得法」。「非言語コミュニケーション」。「声にならない声」を聴く。

　「自己紹介スピーチ」をしてみよう（＝ミニレポート）

　原稿を書いて繰り返し読んで覚えて。あなたもスピーチの達人に。

隣に住んでる「自己表現の達人」たち

　ぶれない人生観と表現力の劇団座長。ダウン症画家・小柏龍太郎さんのＤＶＤ映像鑑賞。

自分の生き方を貫くふたりの女性

　若手落語家・林家つる子さんの情熱。看護師・カフェ経営・女性雀士西嶋ゆかりさんの夢。

失敗・挫折の「告白」と、失敗・挫折のススメ

　若い今だからこそ大胆なチャレンジを。失敗したっていいじゃないか。僕の失敗・挫折の告白。

「情報社会」の中、人生を精一杯、時に謙虚に、時に貪欲に、そして楽しく

　人生100年。みなさんにはあと「80年の人生」が。いろんなことに興味を持ち、楽しく生きよう。

事前事後
学修

事前：次回テーマのテキストを読む。そのテーマでネット 事後：授業で興味を持った事柄について、図書館の文献や

検索した記事などを読み、興味を持った点をメモ。 ネット検索で得た情報を熟読、短いレポートを書く。
事前学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

　ミニレポートなど学生の意見や考えなどを書いた提出物は、教員がコメントを添えて返却
する。「前週の要点と復習」の時間を短く設けて教員と学生が討論、理解度を計る。希望す
る学生からのラインによる質問を常時受け付け、速やかに回答し学び方を指導。

成績評価
筆記試験（60％）、レポート、課題（10％）、作品・発表（10％）、実技（　　％）、
授業による向上的変化（20％）

不要な情報を捨てる勇気と、自分で情報発信する「怖さ」「責任」を深く学ぼう。明日のために。

教科書
『情報を捨てる勇気と表現力』（木部克彦、言視舎）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

参考文献、映像作品、新聞等の記事など、授業の中で適時紹介します。



科目名 実務経験 専攻 共修 年次

担当者名 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回 D

第8回 D

第9回 D

第10回

第11回 D

第12回

第13回 B D

第14回 B D

第15回

教員の助言

参考文献・図書
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スポーツ健康学 ○ 2年次

後期 選択

・体育教育に携わった経験を活かし、自身の生活に応用可能である実践的な教育を行う
・健康・運動・身体活動に関する基礎的な事項を理解する

・からだについての気づきを体験し、身体のあり方について意識できる
・スポーツをとりまく諸問題について探求できるようになる

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

健康・運動・体組成について

健康・運動・食事について

スポーツ栄養についてー最新科学が支えるアスリートの食事ー

健康・運動・運動量について

スポーツの歴史と現在のあり方について

スポーツとその指導法について

①各年齢に応じた適正な運動と運動量について（実技）

②各年齢に応じた適正な運動と運動量について（実技）

様々なストレッチとその効果について（実技）

①ヨガとリラクゼーションについて

②ヨガとリラクゼーションについて（実技）

正しい立ち方および姿勢とその効果について

①身体的コミュニケーションについて（実技）

②身体的コミュニケーションについて（実技）

健康・運動に関する様々な最新研究の紹介

事前事後
学修

事前：図書館やインターネット等で関連する書籍及び資料
にあたり、健康ｽﾎﾟｰﾂに関する現代日本の状況を調べる。

事後：授業で学んだことをレポートにまとめる。

事前学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

・各回ごとに確認ミニテストを実施し、内容について授業内で触れる。

成績評価
筆記試験（60％）、レポート、課題（10％）、作品・発表（　　％）、実技（20％）、
授業による向上的変化（10％）
実技と表記のある回には体育館用のシューズを持参する。学んだことを実生活に活かせるよう意識して過ごす。

教科書
『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）



科目名 実務経験 専攻 共修 年次

担当者名 天宮  陽子 単位 1単位 履修時期 授業形式 実験/実習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

C

C

教員の助言

参考文献・図書
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社会貢献活動（ボランティア） － その他

通年 選択

自主的自発的に地域の人々や東日本大震災被災地の復興に貢献する学生の実践を、ボランティア実習
の科目の学外学修として評価して単位を与え、学生の社会参加や社会貢献活動の一層の活性化を促す。

実際のボランティア活動とその振り返りを通して、自主的自発的に地域社会貢献活動の一層の活性化の
ために寄与できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

１．履修条件

　（１）新年度の前期履修登録の際に「社会貢献活動（ボランティア）」を履修登録すること。

　（２）活動実績を確認できる活動記録書類(ボランティアカード)等を提出すること。

　（３）ボランティア活動が学生の本分に沿い、社会貢献の意義を有するものであること。

２．単位認定条件

　（１）新年度の前期履修登録の際に「社会貢献活動(ボランティア)」を履修登録した学生であること。ただ
し、「社会貢献活動(ボランティア)」は通年科目として扱い、後期末に単位認定を行う。

　（２）年間合計４０時間以上活動し、記録書類等の提出によって活動実績が確認できること。ただし、同一
のボランティアによる４０時間か、異なるボランティアを含む４０時間であるかは問わない。ボランティアの８
割以上は学外で実施すること。

　（３）後期に実施するボランティア報告会に参加して経験を共有し、同時に社会貢献の意義を明らかにす
ること。

３．その他付帯事項

　（１）ボランティアの参加については、本学の紹介によって参加するか、学生が直接学外団体等の紹介・
依頼を受けて参加するかの別は問題としない。

　（２）本学に学生の参加の依頼があったボランティアについては、学生課が学生に情報を告知する。

　（３）保険については「学生教育研究災害保険」を適用する。

以下の内容についてはガイダンスを実施する

①ボランティア活動の方法と注意について（4月実施）

　　ボランティア活動の開始

　　ボランティア活動の実施

②ボランティア活動の振り返り：中間報告（個別に対応の場合有り、7月、９月、12月実施）

③ボランティア活動の振り返り：報告会（1月実施）

※　在学中に1回のみの履修で1単位となる。

事前事後
学修

事前：ボランティアの活動先を決める。ボランティア募集
等の情報を集める。

事後：実践後、ボランティアの活動記録を作成する。報告会
にむけて資料をまとめる。

事前学習に要する学習時間：概ね15分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

ボランティア活動の体験後の課題について、対話を用いて振り返りのための支援を行う。

成績評価
レポート（50％）、発表（30％）、授業による向上的変化（20％）
※報告書が提出されない場合は、試験を受けなかったことと同様とし、単位認定しない。

ガイダンスに必ず参加すること。個々の学生によってボランティア活動が異なるため、不明な点や相談は個
別に受け付ける。

教科書
『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

随時紹介する。



科目名 実務経験 専攻 共修 年次

担当者名 神保  京子 単位 1単位 履修時期 授業形式 実験/実習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

A B

A B

A B C

教員の助言

参考文献・図書
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職業体験活動（インターンシップ） － その他

通年 選択

学外での就業体験を通して、授業で学んだ内容が現場ではどのように活用されているかを確認し、学修の
動機づけとする。また、社会の一員としてのマナーや責任感、仕事の厳しさ等を体験することにより、自己
啓発の機会を得る。さらに、キャリアに関連した就業体験をすることによって、仕事の具体的イメージを掴
み、自らの将来を考える一助とする。

社会常識（マナー・責任感）の必要性を理解している。
インターンシップの意義を説明できる。
授業の内容（知識・技術）が実社会で活かされていることを説明できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

１　履修条件
  （1）新年度の前期履修登録時に「職業体験活動（インターンシップ）」を履修登録すること。
　（2）活動実績を確認できる活動記録書類等を提出すること。
  （3）実際に働くことを通して就業についての理解を深めるとともに、職業観・勤労観・社会人としての
      マナーを学ぶことができる協力機関での体験であること。

２　単位認定条件
　（1）新年度の前期履修登録時に「職業体験活動（インターンシップ）」を履修登録した学生であること。
　　　 ただし、「職業体験活動（インターンシップ）」は、通年科目として扱い、後期末に単位認定を行う。
　（2）年間合計5日間（40時間）以上活動し、記録書類等の提出によって活動実績が確認できること。
  （3）後期に実施する「職業体験活動（インターンシップ）」報告会に参加して経験を共有し、職業体験の
　     意義を明らかにすること。

３　その他付帯事項

　　明和学園短期大学インターンシップ規定及びインターンシップ実施要項による。

４　ガイダンスの実施
  （１）ガイダンス　履修登録　概要説明　諸手続きなどについて
　　　 インターンシップとは・　心を伝えるコミュニケーションスキル
  （2）活動先と決定方法など（専門性を活かす業種や職種）
　　 　活動先と決定方法について（先輩の体験から学ぶ　専門性を活かす業種や職種）
　（３）履歴書提出（印象を大きく左右するインターンシップのための履歴書・社会人としての自覚と身に
     　付けたい言葉遣いなど）
　（４）事前指導
　　   事前訪問の目的と注意点・直前にすべきこと・活動中に気を付けること。
  （５）事後指導
　 　  活動先への礼状送付・報告会・レポート作成

５　事後指導の内容
　・活動全体を振り返り、校外実習施設の選定に活用できるように情報をまとめる。
　・自分が将来目指す専門職としての保育者や栄養士になるには、どんなスキルを得たらよいかを
　 考え、今後の学修につなげる。
  ・卒業後の進路を考える参考資料となるように活動記録を整理し保管する。また、報告会に備え
　 情報提供ができるようにする。

 
事前：インターンシップに対する理解を深めておく。 事後：インターンシップの経験をまとめ、自分の将来に

どのように活かすか考える。活動施設（協力機関）の情報収集をする。
事前学習に要する学習時間：概ね　　分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね　　分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

協力機関からの評価及び実習後に提出される自己評価をもとに、面談し評価する。

成績評価 実習評価（50％）、レポート、報告会の発表（30％）、授業による向上的変化（20％）

ガイダンスに必ず出席する。目的意識と具体的な目標をしっかり持って活動に臨むこと。

教科書

随時紹介する



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 尾上  治子 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回 B

第4回

第5回 B

第6回

第7回 B

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回 C A

第13回 C A

第14回

第15回 B

教員の助言

参考文献・図書
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学校栄養指導論 ○ 1年次

後期 教職必修

栄養教諭としての職務内容の重要性を理解し、栄養に係わる指導や食に関する指導のスペシャリストとし
て必要な知識を身につけ、指導の理論と実際を学ぶ。学校栄養職員としての経験をいかして実践的な教育
を行う。
1．児童・生徒を取り巻く食生活の問題について説明できる。
２．児童・生徒の望ましい食習慣の育成を理解している。
３．学校における食に関する指導の進め方を理解している。
４．食に関する指導の方法を身につけている。

. ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

栄養教諭の制度と役割

栄養教諭制度創設の経緯、配置、身分とその職務に関することを学ぶ。

学校給食の歴史と変遷

学校給食の教育的意義とその歴史、変遷を知ることで栄養教諭の職務を理解する。

学校給食法・食育の推進

児童生徒の食育についてをグループワークし、このステージの食育について考える

学校組織と栄養教諭

学校組織と栄養教諭の位置付けを理解し、委員会活動における栄養教諭の役割を考える。

学校給食と日本人の食生活

学校給食と食生活の関わりについてを考える。グループワークにてディスカッションする。

子どもの発達と食生活　　＊ミニテスト①　

子どもの食習慣と健康、身体の発達、食生活の課題、給食の役割を考える。

学習指導要領の意義と食育

学習指導要領の趣旨、体育・健康・食育に関する指導。

食に関する指導の全体計画

食に関する指導の全体計画の必要性・考え方・内容・作成手順を学ぶ。

食に関する指導の展開

年間指導計画に基づいた指導の成果。学習指導の評価方法を学ぶ。

給食の時間における食に関する指導①

給食の時間における指導方法を学び、５分間指導発表の指導案を作成する。

給食の時間における食に関する指導②

給食の時間における指導方法を学び、５分間指導発表の教材を作成する。

給食の時間における食に関する指導「発表」①

５分間指導発表、自己評価、相互評価を行う。

給食の時間における食に関する指導「発表」②

５分間指導発表、自己評価、相互評価を行う。

各教科等における食に関する指導①　＊ミニテスト

指導の内容と方法、参画の方法。家庭科・保健体育の指導の指導について。

各教科等における食に関する指導②　総合的な学習、特別活動について。

定期試験は実施しない。科目ファイルの提出をする。

事前事後
学修

事前：給食時における指導の演習の事前学習、指導案 事後：講義の振り返りと食に関する指導についての情報         

　　　　及び教材作成 　　　　収集

事前学習に要する学習時間：概ね４５分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね４５分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

〇提出レポートに評価をして返却する。
〇ワークシートを活用し、相互評価をしながら講義中に振り返る。

成績評価
レポート、課題（６０％）、作品・発表（２０％）授業による向上的変化（２０％）
　

課題レポートは、計画的に作成し提出期限を厳守する。学校給食に関する情報を入手し講義への理解度を高める。
児童・生徒の発達段階に応じた指導のあり方を考える。

教科書
『書名　四訂　栄養教諭論』（著作者 金田雅代、出版社 建帛社）

『書名「食に関する指導の手引き」第一次改訂版』（著作者　文部科学省監修、出版社　（株）東山書房　　　　　　　　　　　　　　）

　群馬県版「食に関する指導の手引き小学校・中学校」



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 峯川  一郎 単位 1単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A

第2回 A B

第3回 A

第4回 A B C

第5回 B

第6回 B C

第7回 B

第8回 A

教員の助言

参考文献・図書
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教育原理と教育システム ○ 1年次

後期 教職必修

学校現場での教育、指導、管理職としての経験を活かして次のような授業を行う。教育の基本概念を身に
付けるとともに、教育を成り立たせる諸要因とそれら相互の関係や教育の歴史、学校と地域との連携及び
学校安全に関する基礎的知識を身に付ける。また経営的観点、行政機関の目的など、多様な教育の理念
を過去から現代に至るまでの教育の変遷と合わせて理解する。

１．教育の基本的概念について説明できる。２．教育の歴史や思想を理解している。３．教育の各理念を
類別できる。4.社会的教育活動に寄与出来る。５．教育の地域連携活動に参加できる。６．プレゼンテー
ションソフトを使用して教育の基礎的内容について表現できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

はじめに。教育の理念

授業内容、自分の人生に影響した事を振り返り、教育的経験を考察する。

教育とは、人間とは。

人間の教育の可能性、教育が人間に与える大切さ、学ぶ意味や意義について考察する。

教育の在り方

経験的教育、系統的教育、組織的教育、意図的教育、計画的教育などについて自らの受け
た教育の経験を整理しながら学ぶ。

人間に与える教育の根幹的意味

カント、コメニウス、ランゲフェルト、ルソー、パスカルなどが教育について語った言葉を通じて
人間とはなにか、人間の教育の可能性について学ぶ。

教育が人間に及ぼす影響について（１回目）

成長を助ける教育、精神を育成する教育など、ルソー、ペスタロッチ、フルーベル、デュー
イ、パウルゼン、ジョン・ロック、デユルケーム、ソクラテス等の思想を通じて学ぶ。

教育が人間に及ぼす影響について（２回目）

社会を形つくるための教育、自覚の覚醒としての教育など、ルソー、ペスタロッチ、フルーベル
デューイ、パウルゼン、ジョン・ロック、デユルケーム、ソクラテス等の思想を通じて学ぶ。

日本の教育の変遷（１回目）

（１）前近代社会の教育体制（２）「学制」の成立と実利主義の教育（３）「改正教育令」と儒教教
　育思想の復活など、日本の教育の基盤を形作った理念や制度、教育の変遷について学ぶ。

日本の教育の変遷（２回目）及びまとめ

（４）「学校令」と国家主義教育の推進、（５）義務教育制度の確立と「教育勅語」、（６）大正期の
　　　教育運動など、日本の教育の変遷について学び、現在の日本の教育の現状についても
　　　考察する。

事前事後
学修

事前：教育の思想、歴史、制度などについて調べる。事後：講義の中の課題についてレポートにまとめる。

事前学習に要する学習時間：概ね４５分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね４５分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

○レポートごとにコメントと評価を付けて返却する。○教室で解説をする。

成績評価 筆記試験（５０％）、レポート、課題（３０％）、授業による向上的変化（２０％）

内容を暗記しようとするのではなく、自己の教育経験等を通じて「教育とは何か」を考察し、栄
養教諭としての教育的教養を身に付けていくように心がける。

教科書
教科書なし（講義用自作プリントや資料を配布）

『書名　新しい教育原理』（著作者　広岡義之編著、出版社　ミネルヴァ書房）



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 吉原　隆志 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A B

第2回 A C

第3回 A B

第4回 A C

第5回 A C

第6回 B C

第7回 A C

第8回 B C

第9回 A B

第10回 A C

第11回 B C

第12回 A C

第13回 B D

第14回 A C

第15回 A B

教員の助言

参考文献・図書
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教師論 ○ 1年次

前期 教職必修

教職の意義、教員の役割・資質能力、職務内容について身に付ける。
教職への意欲を高め、さらに適性を判断し、進路選択に資する教職の在り方を理解する。
学校現場での指導、教育、管理職の経験を生かして、実践的な教育を行う。

我が国における今日の学校教育や教職の社会的意義を理解できる。
教育の動向を踏まえ、今日の教員に求められる役割や資質能力を理解できる。
教員の職務内容の全体像や教員に課せられる服務上・身分上の義務を理解できる。
学校が内外の専門家等と連携・分担して対応する必要性について理解できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

今日の学校教育や教職の社会的意義を理解する。

今日の教員に求められる役割や資質能力を理解する。

印象に残っている先生(教師)について話し合う。

私にとっての理想の教師像について考え、教員の職務について理解する。

教師の役割や教職の意義について理解する。

教職公務員についての理解を深める。

聖職者としての教師の特徴、専門職としての教師の役割について理解する。

給食の時間の役割、栄養教諭が行っている学校給食の管理について理解する。

師範学校と教師の誕生、戦後の教員養成制度について理解する。

教諭の免許状について理解する。

法的に見た教師の役割、教師の仕事の特質、教師の仕事の具体的内容について理解する。

学級経営と学級担任、チームとしての組織的な対応について理解する。

学校の管理・運営、校長の職務権限、校長のリーダーシップについて理解する。

教頭の役割とリーダーシップについて理解する。

教師の勤務実態、教師の悩みと不安、教師の多忙感について理解する。

仕事の不安の軽減、職場環境の改善について理解する。

教師の資質・能力、教師の実践的指導力について理解する。

教員の職務から必然的に求められる資質能力について理解する。

教育公務員特例法第2１条、研修の意義について理解する。

教員研修の実施体系、研修の方法、初任者研修について理解する。

教員の配置、教員の任用、任命権者と服務監督者について理解する。

教員の服務、身分保障と分限について理解する。

教師と児童生徒との人間関係づくり、教師と保護者との信頼関係の構築について理解する。

教師と保護者との連携を図る手立てについて理解する。

マネジメントサイクルによる授業改善、多面的な授業評価について理解する。

模擬授業の体験をする。

学校が内外の専門家等と連携・分担して対応する必要性について理解する。

教師の使命、教師の魅力について理解する。

教職の意義及び教員の役割、職務内容についての理解を深める。

転換期の教師の魅力について理解する。

事前事後
学修

事前：教職の意義及び教員の役割、職務内容について調
べる。

事後：教職の意義及び教員の役割、職務内容についてレ
ポートにまとめる。

事前学習に要する学習時間：概ね４０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね５０分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出したレポートを採点し、コメントを付けて返却し、教室で解説する。

成績評価
筆記試験（60％）、レポート・課題（20％）、作品・発表（10％）、
授業による向上的変化（10％）
ディスカション、グループワークに積極的に参加しする。

教科書
毎時間、資料を配布する。

『書名 教職概論第４次改訂版』（著作者　佐藤　晴雄、出版社 学陽書房)



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 音山  若穂 単位 1単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回 B

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

教員の助言

参考文献・図書
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教育心理学 － 1年次

その他 教職必修

栄養教諭として教職に就くことを目標に、生徒の心身の発達及び学習の過程についての基本的な解説と、
集団づくりや主体的学習活動に関する実践力を身に付ける演習。

幼児、児童および生徒の心身の発達及び学習の過程について、基礎的な知識を身につけている。各発達
段階における心理的特性を踏まえた学習活動を支える指導の基礎となる考え方を理解している。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

発達の概念と教育における発達理解の意義、発達と相互作用、発達の理論

乳幼児期の発達

児童期～青年期前期の発達

学習の過程や学習の諸理論

主体的学びと動機付け、集団づくり、評価

主体的な学習活動とその指導

主体的学習指導の実際　指導案検討

指導案の作成と模擬授業

事前事後
学修

事前：　予告テーマについて調べる 事後：　課題についての振り返り

事前学習に要する学習時間：概ね　４５分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね４５分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

授業中にいくつかの課題を示し、全員での振り返りを行なう。

成績評価
筆記試験（　　％）、レポート、課題（８０％）、作品・発表（　　％）、実技（　　％）、
授業による向上的変化（４０％）
指導案作成では積極的にワークに参加する姿勢が求められます

教科書
『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

佐藤浩一「学習の支援と教育評価」北大路書房



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 甲賀　崇史 単位 1単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 A

第3回 A B

第4回 A B

第5回 A B

第6回 A B

第7回 A C

第8回 A

教員の助言

参考文献・図書
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知的障害の理解と援助

発達障害の理解と援助

指導計画の作成と記録及び評価

地域の専門機関等との連携及び個別の支援計画の作成

保護者や家族に対する理解と支援

特別支援教育概論 － 2年次

その他 必修

発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別の支援を必要とする児童及び障害はないが特別の教育的ニーズのあ
る児童に対する制度の理念や仕組み、心理的特性および学習の過程、ならびに配慮と支援の方法を理解する。

1. インクルーシブ教育システムを含めた特別支援教育に関する制度の理念や仕組みを理解している。
2. 発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別の支援を必要とする幼児・児童及び生徒の心身の発達、心理的特性
及び学習の過程を理解している。
3.関係機関や家庭と連携しながら支援体制を構築することの必要性を理解している 。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

障害児保育の歴史的変遷とインクルーシブ教育システムの理念

障害はないが特別の教育的ニーズのある幼児の学習上又は生活上の困難に対する支援の基本

肢体不自由・視覚・聴覚障害等の理解と援助

事前事後
学修

事前： 事後：

指示された教科書の範囲を読んでおく 授業中に配布された資料を読み直す
事前学習に要する学習時間：概ね15分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

教室で解説する

成績評価 筆記試験（50％）、レポート、課題（30％）、授業による向上的変化（20％）

教科書の代わりに資料を配布するので、ファイルに綴じて管理すること

教科書

ソーシャルインクルージョンのための障害児保育』（堀智晴・直島正樹・橋本好市、ミネルヴァ書房）



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 峯川  一郎 単位 1単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 B

第2回 B

第3回 A

第4回 B

第5回 B C

第6回 B

第7回 B C

第8回 A B

教員の助言

参考文献・図書
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教育課程論 ○ 2年次

前期 教職必修

学校現場での教育、指導、管理職としての経験を活かして次のような授業を行う。学校における教育課程
とは何かを知り、その役割・機能・意義を理解する。教育課程編成の基本原理及び学校の教育実践に即し
た教育課程編成の方法を理解する。教科・領域・学年をまたいでカリキュラムを把握し、学校教育課程全体
をマネジメントすることの意義を理解する。

１．学習指導要領について理解している。２．学習指導要領に基づいた教育課程の内容を類別できる。
３．授業実施のときに教育課程の意義に配慮できる。４．各学校の実情に合わせたカリキュラムマネジ
　メントと協調できる。５．学校の実情に配慮した教育課程が編成できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

：教育課程とは何か。学習指導要領を基準とした教育課程の定義と必要性を学ぶ。

：教育課程に関する法規、「教育基本法」「学校教育法」「学校教育法施行規則」「地方教育行
　政の組織及び運営に関する法律」「学習指導要領」などの法的位置づけを理解する。

：日本の教育課程の変遷、戦前の教育課程の有り様と戦後の教育課程の有り様とを比較して
　学ぶ。

：各学校における教育課程、小学校の教育課程・中学校の教育課程・高等学校の教育課程を
　比較しながら理解し、栄養教諭と教育課程がどのような関係あるかを学ぶ。

：現行の学習指導要領の特色のポイントを時代との関連で理解する。

：現行の学習指導要領における食育教育の位置づけや内容について具体的に理解し、栄養
　教諭としての教育的基礎知識を身につける。

：食育カリキュラムと実践例を通じて、栄養教諭として食に関する具体的なカリキュラムの組
　み立てを経験しながら理解する。

：教育課程の評価をどのように行うか、実践例を通じて具体的に学び理解する。

事前事後
学修

事前：各学校種ごとの教育課程の特徴や内容を調べる。事後：講義の中の課題についてレポートにまとめる。

事前学習に要する学習時間：概ね毎回４５分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね毎回４５分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

○レポートごとにコメントと評価を付けて返却する。○教室で解説をする。

成績評価 筆記試験（５０％）、レポート、課題（３０％）、授業による向上的変化（２０％）

内容を暗記しようとするのではなく、自己の教育経験等を通じて「教育課程とは何か」
を考察し、栄養教諭としての教育的知識を身に付けていくように心がける。

教科書
教科書なし（講義用自作プリントや資料を配布）

文部科学省「中学校（小学校）学習指導要領」
大津尚志・伊藤一雄・伊藤良高・中谷　彪　編「教育課程論のフロンティア」晃洋書房



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 田口  哲男 単位 1単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A B

第2回 A B

総合的な学習の時間にかかる改訂の趣旨及び要点について

第3回 A B

各学校で定める総合的な学習の時間の目標、内容及び育てたい資質・能力について

第４回 A B

第５回 A B

第６回 A B

第７回 A B

第８回 A B

教員の助言

参考文献・図書
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道徳・総合的な学習・特別活動 ○ 2年次

その他 教職必修

高校現場での教育、指導、管理職としての経験を生かし、学生が能動的な学びになる授業展開を工夫す
る。小学校・中学校の学習指導要領解説の総合的な学習の時間編、道徳編、特別活動編及び総則編を用
いて、授業の前半で講義による知識の習得を行う。次に習得した知識を踏まえながら課題に対して個人で
考える。その後、ペア及び少人数のグループによるディスカッションを行い、最後に班ごとに発表をさせる。
なお、授業の最後に各個人でリフレクションシートなどを用いて振り返りを行う。

学習指導要領改訂の経緯などを理解し、それを基盤に探究・特別活動・道徳についてそれぞれの学習過
程や見方考え方を知識として理解するとともに、育てたい資質・能力の三つの柱を育成する学習を指導で
きるようにする。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

学習指導要領改訂の経緯と基本方針、改訂の要点について

学力の三要素及び育成を目指す資質・能力とその明確化について

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善について

総合的な学習の時間の特質に応じた学習の在り方について

道徳教育の意義と原理・歴史や現代社会における課題

年間指導計画及び単元計画の作成の留意事項について

心の成長と道徳性の発達について

特別活動における学習の過程についての意義と実施上の課題について

教育課程における特別活動の位置付けと各教科の関連について

特別活動における課題解決のための学習過程を通して育成を目指す資質・能力について

（学級活動、児童会・生徒会活動、学校行事、部活動の扱い）

まとめ「考えるための技法」の活用について

事前事後
学修

事前：「高校生に確かな学力をつける」を精読して、教育
改革の背景や流れアクティブ・ラーニングの必要性を学ぶ

事後：

関連している分野の学習指導要領解説を精読する

事前学習に要する学習時間：概ね３０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね３０分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

筆記試験については、毎回授業の最後に配布するリフレクションシートの中から出題する。試験
では持ち込み不可なので、しっかり毎時間振り返ること。また「高校生に確かな学力をつける」
は課題とするのでしっかり読みレポート作成ができるようにする。

成績評価 筆記試験（40％）、課題（30％）、授業による向上的変化(リフレクションシート）（30％）

新学習指導要領の基盤になる部分を理解し、その上で今回の学習指導要領の柱である総合的な学
習の時間、特別活動、道徳の概要をつかみます。さらにアクティブ・ラーニングの手法を学びま
す。

教科書

『中学校学習指導要領 解説 総合的な学習の時間編、特別活動編、道徳編及び総則編（平成29年7月）』
（文部科学省）
『小学校学習指導要領 解説 総合的な学習の時間編、特別活動編、道徳編及び総則編（平成29年7月）』
（文部科学省）

「高校生に確かな学力をつける」田口哲男、学事出版



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 松本  昭彦 単位 1単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第１回 教育方法とは ・教育方法とは　

・教育方法の歴史的変遷とその特色　

第２回 学習指導の原理 ・学習指導要領、教育課程とは　　・新旧の学習指導要領 B

・学習指導の基礎的な技術と実際の指導

第３回 ＩＣＴ教育 ・教育工学と学校教育　　・情報活用能力の育成とプログラム学習 D

・学習指導要領に基づく情報機器を活用した指導

・新たな情報社会の課題と今後の対応

第４回 学習指導の形態と ・プログラム学習の実際 C B

教師の役割 ・学習評価の基本と教師の役割

・学習指導要領における授業構想や効果的な指導方法

第５回 授業づくりの基本 ・学習指導要領における各教科等の目標、内容と教育方法 C A

・指導計画と実際の指導

・総合的な学習の時間の意義と横断的・総合的な学習の方法

第６回 生徒指導と ・学校における生徒指導、道徳教育、特別活動

横断的・総合的な指導 ・現代の道徳的な課題と生徒指導

・総合的な学習の時間の意義と横断的・総合的な学習の方法

第７回 道徳教育と授業構想１・学校における道徳教育 C A
・現代の道徳的な課題と生徒指導

・食に関する指導の実際１

第８回 特別活動等と授業構想２・学校における生徒指導、道徳教育と特別活動 C A
・食に関する指導の実際２　　・評価と反省

　　　 簡単なコンピュータプログラムを作成する 　　　 発表等に向けて学んだ内容を補完して調べる

教員の助言

教科書

参考文献・図書
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教育方法 ○ 1年次

前期 教職必修

・未来の社会を担う子供たちの資質・能力を育成するために必要な教育の方法、教育の技術、学習評価、
情報機器及び教材の活用に関する基礎的な知識や技能を身につけさせる。
・現場での経験を生かして、各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の意義や関係を考えさせながら、横
断的・総合的な視点を踏まえた食育の学習が推進できるようにする。

・教育方法の理論や話法、板書などの指導技術、学習評価の意義や方法など、学習指導要領における目
標や内容を踏まえた基礎的な知識や技能を身につけている。
・対話的で深い学びや情報機器の活用に関する指導など、これからの子供たちに必要な資質・能力を育て
るために必要な指導方法が活用できる。
・授業で学んだ様々な教育方法や道徳教育、特別活動、総合的な学習の時間の意義を踏まえて計画を立
て、教師の役割を意識した指導をすることができる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

事前事後
学修

事前：学習方法の概要や利点をまとめて資料を作成する。事後：授業の内容についてワークシート等にまとめ
る。

　 　　食に関する指導の学習を構想する。
事前学習に要する学習時間：概ね１２０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね６０分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

・相互評価などを活用して、自らフィードバックできるようにするとともに、コメントを伝える。
・ワークシートをチェックして返却する。
・小テストの回答内容を確認し、必要に応じて補説する。

成績評価 様々な発表（６０％）、小テスト（２０％）、課題（２０％）

テーマについて自分から調べて発表することを重視する。基本的な授業の理解をもとに、様々な視点から
の斬新な発想で発表等に取り組んでほしい。

なし

「小学校（中学校）学習指導要領」・「幼稚園教育要領」・「生徒指導提要」「食に関する指導の手引き」「学制
百年史」文部科学省、「教育方法学（佐藤学著）」岩波書店など



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 吉原　隆志 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A D

第2回 B D

第3回 A D

第4回 B D

第5回 A D

第6回 B D

第7回 A D

第8回 A D

第9回 B D

第10回 A D

第11回 B D

第12回 A D

第13回 B D

第14回 A D

第15回 A D

教員の助言

参考文献・図書
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生徒指導法 ○ 2年次

後期 教職必修

生徒指導の理論及び方法について理解する。
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法を習得する。
学校現場での指導、教育、管理職の経験を生かして、実践的な教育を行う。

教職を目指す学生として生徒指導の意義の理解と技術の習得に努め、児童生徒の実態に応じた適切な指
導の在り方を理解している。
教育相談の意義や技法について理解している。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

生徒指導の意義と原理について理解する。

「構成的グループエンカウンター」の実習をする。

生徒指導の意義と課題、教育課程における位置付けについて理解する。

「カウンセリング１」の実習をする。

集団指導と個別指導の意義、集団指導・個別指導の方法原理について理解する。

「カウンセリング２」の実習をする。

学級経営と生徒指導との関係、生徒指導が機能するための学校経営について理解する。

「家庭教育の在り方」についての演習をする。

道徳教育・総合的な学習の時間・特別活動における生徒指導について理解する。

「望ましい子どもへの接し方」についての演習をする。

児童生徒理解の基本、児童生徒理解の資料とその収集について理解する。

「子どもに自信を持たせる支援」についての演習をする。

発達障害と思春期、広汎性発達障害の理解と指導について理解する。

「発達障害への対応」についての演習をする。

青年期の心理と発達について理解する。

「子どもの困難解決力の育成」についての演習をする。

学校における生徒指導体制について理解する。

「子どもの心を強くすること」についての演習をする。

教育相談の意義、教育相談の進め方について理解する。

「子どもの感情理解と対応」についての演習をする。

教育相談の進め方について理解する。

「アサーショントレーニング」についての演習をする。

生徒指導と教育相談について理解する。

「事例研究」についての演習をする。

個別の課題を抱える児童生徒への指導について理解する。

「問題行動への対応」についての実習をする。

いじめ問題の定義や構造、対応について理解する。

いじめ問題への対応についての演習をする。

不登校の定義やタイプ、対応について理解する。

不登校への対応についての演習をする。

事前事後
学修

事前：生徒指導の理論及び方法について調べる。 事後：生徒指導の理論及び方法についてレポートにまとめ
る。

事前学習に要する学習時間：概ね40分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね50分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出したレポートを採点し、コメントを付けて返却し、教室で解説する。

成績評価
筆記試験（60％）、レポート、課題（20％）、作品・発表（10％）、
授業による向上的変化（10％）
生徒指導の演習やカウンセリング実習に積極的に参加する。

教科書
『書名　生徒指導提要平成22年3月告示』（著作者　文部科学省、出版社　教育図書）

『書名　新生徒指導ガイド』（著作者　八並　光俊、出版社　図書文化社）



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 松本昭彦・永井真紀 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回 A B

第4回 A C

第5回 A C

第6回

第7回 A C

第8回 A C

第9回 A C

第10回 A C

第11回 A C

第12回 A C

第13回 D

第14回 D

第15回 B C

教員の助言

参考文献・図書
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教育実習事前事後指導 － 2年次

通年 教職必修

栄養教育実習を有意義なものにするために、教育実習の意義、事前準備、事後処理を含めた教育実習全
体の概要、及び事前段階、実習中、事後段階それぞれにおいて行わなければならない具体的事項や留意
点を学修する。

・学校教育現場で、栄養教諭の職務である「食」に関する指導と学校給食管理の基本を理解している。
・実習を通して資質を高め、子ども達の生涯にわたる健康づくりを支える大きな使命を担う方向性を見つけ
ることができる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

オリエンテーション（授業の目標と進め方、シラバス理解、成績評価の方法）

教育実習前の注意事項（大学の事前指導で学ぶこと、実習校との打ち合わせ等）

教育実習の課題と実習生としての自覚、教育実習の範囲と内容

教育実習の実際①

　学習指導案について　発問、板書の工夫、教材、教具

教育実習の実際②

　模擬授業（給食時５分間指導の相互発表）

教育実習の実際③

　模擬授業（給食時５分間指導の相互発表）

実習中の注意

　実習の具体的内容と観察ﾎﾟｲﾝﾄ、実習ﾉｰﾄの記載方法、心構え、守秘義務、評価方法

教育実習の実際④

　模擬授業（４５分授業TT）及び教材研究

教育実習の実際⑤

　模擬授業（４５分授業TT）及び教材研究

教育実習の実際⑥

　模擬授業（４５分授業TT）及び教材研究

教育実習の実際⑦

　模擬授業（４５分授業TT）及び教材研究

教育実習の実際⑧

　模擬授業（４５分授業TT）及び教材研究

教育実習の実際⑨

　模擬授業（４５分授業TT）及び教材研究

実習後とその他の注意事項

　実習ﾉｰﾄの提出、実習校への礼状、守秘義務等

実習の振り返り

　実習の反省、問題点の整理、今後の課題の明確化等

実習の報告会

　1年生合同

事前事後
学修

事前：学習指導要領と実習の手引きを熟読する 事後：

指導案、アンケート、教具・教材、食育だよりの作成等 授業中に配布された資料を読み直す

事前学習に要する学習時間：概ね40分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

教室等で解説する

成績評価 レポート、課題（30％）、作品・発表（50％）、授業による向上的変化（20％）

本科目は、学生一人ひとりの教育的効果を上げるために、教育実習の時期によって実習期間確定後、補講が入る場合があります。

教科書
『書名「食に関する指導の手引」第1次改訂版』（著作者　文部科学省）

栄養教育実習ﾉｰﾄ（明和学園短期大学作成）

『小学校（中学校）学習指導要領・学習指導要領解説」(著作者　文部科学省）　教育の実習の手引き（明和学園短期大学作成）



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 松本昭彦・永井真紀 単位 2単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回 A B

第4回 D

第5回 B

第6回 A B C

第7回

第8回 D

第9回

第10回 A C

第11回 A C

第12回 A C

第13回 A C

第14回 B C

第15回 B C

学校給食の献立を班別に作成し、献立及びプレゼンの内容によるコンテストを行う

66

教職実践演習（栄養） － 2年次

通年 教職必修

教職課程の個々の科目の履修により習得した専門的知識・技能を基に、栄養教諭としての使命感や責任
感、倫理観をもって児童生徒を理解し、栄養教育や栄養指導を著しい障害が生じることなく実践できる能力
を身に付ける。

・これまでの学修で得られた理論や知識を統合し、教育職としての自覚と認識を深めることができる。
・確かな教職実践力、指導力を有する栄養教諭の資質能力について構造的にとらえ、理解している。
・栄養教諭として教育に対する使命感、責任感を自覚することができる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

オリエンテーション　（趣旨、授業計画の説明、教職課程履修カルテについて、成績評価）

学校現場とは　（学校組織、運営、教育目標、学校生活等について（小学校・中学校））

栄養教諭・学校栄養職員の職務

学校給食の現状と目的および運営方法

　学校給食の運営の仕方　参観の観点整理

学校給食の現状①

　小学校の給食の時間参観

学校給食の現状②

　小学校の給食の時間参観

学校給食の現状③

　参観後の課題とまとめ

学習指導案①

　学習指導案について　発問、板書の工夫、教材、教具

学習指導案②

　学習指導案の作成

学校教育における栄養教諭の役割

　栄養教諭からの講話

模擬授業①

　指導案の作成と検討会を含む

模擬授業②

　指導案の作成と検討会を含む

模擬授業③

　指導案の作成と検討会を含む

実習後の報告

　感想と今後の課題について

給食コンテスト①

　学校給食の献立を班別に作成し、献立及びプレゼンの内容によるコンテストを行う

給食コンテスト②

　



第16回 A C

第17回 A

第18回 A B

第19回 A B C

第20回 B

第21回 A B C

第22回 B C

第23回 D

第24回 D

第25回 B D

第26回 B D

第27回 A B C

第28回 D

第29回 A C

第30回 A C

　発表②

教員の助言

参考文献・図書
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給食計画の実践

　調理①

給食計画の実践

　調理②

給食計画の実践

　提供準備

給食計画の実践

模擬授業④―指導案の検討―

　指導案の作成と検討会を含む

共同調理場での栄養士（栄養教諭）の働き

　校外実習経験者からの報告

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

まなびの振り返り

　まとめ①

まなびの振り返り

　発表①

まなびの振り返り

事前事後
学修

事前： 事後：履修カルテ「教職に係る自主的活動」「教職を目指す

学習指導案の作成、教材・教具の作成、調理の試作等 うえで課題、課題克服のための自主的な学習活動・学修内容」

事前学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

教室等で解説する

将来栄養教諭として学校現場に対応できる実践的な授業を展開します。

成績評価
レポート、課題（40％）、作品・発表（40％）、授業による向上的変化（20％）
＊レポート・課題の中には、学習指導案・給食献立・履修カルテが含まれます。
＊作品・発表の中には、模擬授業・給食提供等が含まれます。

　提供

給食計画の実践

　反省と課題研究

給食計画の実践：準備

　アンケート作成

給食計画の実践：準備

　アンケート結果の分析

給食計画の実践

　献立作成①

給食計画の実践

　献立作成②

給食計画の実践

　献立修正

教科書
『書名「食に関する指導の手引」第1次改訂版』（著作者　文部科学省）

『小学校（中学校）学習指導要領・学習指導要領解説」(著作者　文部科学省）　その他については適宜紹介する



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 金井  尚之 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 B

第3回 B

第4回

第5回 B

第6回 B C

第7回 B C

第8回 B C

第9回

第10回 A B

第11回

第12回

第13回 A B

第14回 A B

第15回 A B

教員の助言

参考文献・図書
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日本国憲法 ○ 1年次

前期 教職必修

日本国憲法の学修を通して、憲法の本質を理解し、社会生活における法的なものの見方や考え方を身に
つける。学校現場での教育、指導、管理職としての経験を生かして実学的な教育を行う。

憲法の本質を歴史的な観点から捉える。日本国憲法の規定が自身の生活の中でどのように機能している
かを理解し、社会生活において法的な視点からものを考えられるようになる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

オリエンテーション（法と法律、法と道徳、法の分類等について学ぶ。）

憲法の概念（憲法とは何か、憲法の特質について学ぶ。）

憲法の歴史（立憲主義の展開とその現代的意義について考える。）

日本国憲法の基本原理（国民主権、基本的人権の尊重、平和主義について考える。）

三権分立（権力分立の意味、統治機構の問題について考える。）

国会（立法権、国会の地位、構成、権能等について学ぶ。）

内閣（行政権、議院内閣制、内閣の組織と権能等について学ぶ。）

裁判所（司法権、裁判所の地位、構成、権能、裁判員制度等について学ぶ。）

平和主義①（憲法前文、憲法９条の解釈と意義について考える。）

平和主義②（安全保障問題、集団的自衛権等について考える。）

基本的人権（人権の概念、人権保障の歴史、人権の分類等について学ぶ。）

法の下の平等（自由と平等、自由主義と民主主義の関係について考える。）

精神的自由権（「表現の自由」と「知る権利」について考える。）

経済的自由権（「私有財産の保障」と「公共の福祉」の関係について考える。）

社会権（「教育を受ける権利」と「教育を受けさせる義務」について考える。）

事前事後
学修

事前： 事後：

各回のテーマについて調べる。 授業内容をレポートにまとめる。
事前学習に要する学習時間：概ね３０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね６０分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出物ごとに「採点またはコメントをつけて返却する」、毎時間前時の振り返りを行う。

成績評価 レポート、課題（８０％）、作品・発表（１０％）、授業による向上的変化（１０％）

新聞等から社会の出来事に関心をもち、自分なりの意見をまとめる習慣をつける。

教科書
書名『伊藤真の憲法入門』（著作者　伊藤真、出版社　日本評論社）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

配布資料のほか講義の際に適宜紹介する。



科目名 実務経験 専攻 栄養 年次

担当者名 永井　真紀 単位 2単位 履修時期 授業形式 実験/実習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 B

第3回 B

第4回 B D

第5回 B D

第6回 B D

第7回 B D

第8回 B D

第9回 B D

第10回 B D

第11回 B D

第12回 B D

第13回 B D

第14回 B D

第15回 B D
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保健体育 － 1年次

通年 教職必修

身体は、使用すれば発達し使用しなければ退化することを理解した上で、自分の体について積極的に考
え、必要性のある運動を生涯にわたって選択できる能力を養うための授業である。また、教員として、社会
人として生活するうえでの基礎となる「協働」についても意識を高める授業である。

・自分の体について、必要である運動について理解している
・協調性を持つ中で、個性を発揮しながら実技に参加できる

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

オリエンテーション

　授業の目標と進め方、シラバス理解、成績評価の方法

形態的能力及び機能的能力の測定と分析①

　自分自身の体について形態面(体組成) を測定し、結果を分析する

形態的能力及び機能的能力の測定と分析②
　自分自身の体について機能面(柔軟性・全身持久力・筋力・瞬発力など)を測定し、結果を分
析する
ネット型ゲーム　技術の習得およびルールの理解から実践形式まで

　バレーボール(基礎)

ネット型ゲーム　技術の習得およびルールの理解から実践形式まで

　バレーボール(発展)

ネット型ゲーム　技術の習得およびルールの理解から実践形式まで

　ソフトバレーボール(基礎)

ネット型ゲーム　技術の習得およびルールの理解から実践形式まで

　ソフトバレーボール(発展)

ネット型ゲーム　技術の習得およびルールの理解から実践形式まで

　バドミントン(基礎)

ネット型ゲーム　技術の習得およびルールの理解から実践形式まで

　バドミントン(発展)

ネット型ゲーム　技術の習得およびルールの理解から実践形式まで

　バドミントン(活用)

ネット型ゲーム　技術の習得およびルールの理解から実践形式まで

　インディアカ(基礎)

ネット型ゲーム　技術の習得およびルールの理解から実践形式まで

　インディアカ(発展)

ネット型ゲーム　技術の習得およびルールの理解から実践形式まで

　ソフトテニス(基礎)

ネット型ゲーム　技術の習得およびルールの理解から実践形式まで

　ソフトテニス(発展)

ネット型ゲーム　技術の習得およびルールの理解から実践形式まで

　ソフトテニス(活用)



第16回 B D

第17回 B D

第18回 B D

第19回 B D

第20回 B D

第21回 B D

第22回 B D

第23回 B D

第24回 B D

第25回 B D

第26回 B D

第27回 B

第28回 B

第29回 B D

第30回 D

教員の助言

参考文献・図書
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縄跳び

　おおなわとび　ひとりなわとび　ふたりなわとび　グループとび

形態的能力及び機能的能力の測定と分析③

　自分自身の体について形態面を測定し、結果を前期と比較し分析する

ネット型ゲーム　技術の習得およびルールの理解から実践形式まで

　ドッヂボール(基礎)

ネット型ゲーム　技術の習得およびルールの理解から実践形式まで

　ドッヂボール(発展)

ネット型ゲーム　技術の習得およびルールの理解から実践まで

　卓球(基礎)

ネット型ゲーム　技術の習得およびルールの理解から実践形式まで

　卓球(発展)

ベース型ゲーム　技術の習得およびルールの理解から実践形式まで

　キックベース(基礎)

ベース型ゲーム　技術の習得およびルールの理解から実践形式まで

　キックベース(発展)

成績評価 筆記試験（40％）、レポート、課題（20％）、実技（30％）、授業による向上的変化（10％）

運動靴(体育館用室内靴・グランド用屋外靴)と季節にあった運動着を準備する。

教科書
特に指定しない

必要に応じて随時紹介

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

形態的能力及び機能的能力の測定と分析④

　自分自身の体について機能面を測定し、結果を前期と比較し分析する

救急法

　日常生活で起こるけがや災害時に急病人やけが人を正しく救助する方法を学ぶ

骨の一生

　骨のリモデリング、運動と栄養と骨の関係について(骨密度測定を含む)

事前事後
学修

事前： 事後：

スポーツに関わる新聞やニュースを調べる 臨機に課すレポートを作成する

事前学習に要する学習時間：概ね15分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。

成績・課題
等に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

教室等で解説する

ゴール型ゲーム　技術の習得およびルールの理解から実践形式まで

　バスケットボール(基礎)

ゴール型ゲーム　技術の習得およびルールの理解から実践形式まで

　バスケットボール(発展)

ゴール型ゲーム　技術の習得およびルールの理解から実践形式まで

　ユニホック(基礎)

ゴール型ゲーム　技術の習得およびルールの理解から実践形式まで

　ユニホック(発展)




