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食物栄養学科の教育目的・目標・学習成果・３つのポリシー 

 

教育目的・目標 
１  広い教養を身につけ，自立・自律した生活者としての行動規範を身につける。 

２ 豊かな人間性と感性をもち、食に係わる基本的な知識・技術・方法を身につける。 

３ 人間尊重の精神と，食に係わる専門的な知識・技術・方法等を身につける。 

４ 倫理性をもった栄養士として、食や福祉に係わる広い分野で地域や社会に貢献できる。 

 

学習成果 

１ 自己および他者を理解でき、自立・自律した生活の知識・技術を身につけている。 

２ 豊かな人間性と感性をもち、食に係わる基本的な知識・技術・方法を身につけている。 

３ 人間尊重の精神と，食に係わる専門的な知識・技術・方法等を身につけている。 

４ 倫理性をもった栄養士として、地域や社会の福祉に貢献できる能力を身につけている。 

 

ディプロマ・ポリシー(卒業認定・学位授与方針) 

学科の教育目的・目標に鑑み、本学科所定の単位を修得し、次の成果が得られた学生に卒業を認定

し、短期大学士(食物栄養学)の学位を授与する。 

１ 自己および他者を理解し、自立・自律した生活者となることができる。 

２ 豊かな人間性と感性をもち、食に係わる基本的な知識・技術・方法が身についている。  

３ 人間尊重の精神をもち、食に係わる専門的な知識・技術・方法等を身につけ、地域に貢献できる 

基礎ができている。  

４ 栄養士として、食を通して健康や福祉の広い分野で貢献できる能力が身についている。 

 

成績評価の基準は、次のとおりである。 

評価 S A B C D 

評価の基準 完全にないしほ

ぼ完全に到達目

標を達成してい

る 

若干不十分な点

は認められるも

のの、到達目標

を達成している 

不十分な点は認

め ら れ る も の

の、到達目標を

達成している 

到達目標の最低

限を達成してい

る 

到達目標を達成

していない 

100 点法 100 点～90 点 89 点～80 点 79 点～70 点 69 点～60 点 59 点以下 

 

取得できる資格の取得要件は、次のとおりである。 

１ 栄養士を取得するには、卒業要件を満たし、その資格に必要な専門教育科目を履修し、単位を修得

する。 

２ その他の取得できる資格を取得するには、卒業要件を満たし、その資格に必要な専門教育科目と指

定された科目を履修し、単位を修得して資格認定試験受験資格を得る。そのうえで認定試験を受験

し、合格することで資格が取得できる。 

 

カリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針) 
１ 基礎教育科目は，広い教養を身につけ人間と生活を理解するための科目で編成し、建学の精神を学

ぶための科目とキャリアデザインを必修とする。 

２  専門教育科目は，栄養士資格を取得するための指定科目及び食と生活を豊かに実践するための科目

で編成する。 

3 栄養士以外の資格取得では、その資格を取得するために必要な専門科目（選択）で編成する。 

4 学生が主体的・能動的・協同的に学修に取り組むことができるように、シラバスにおいて授業内・

外の学修の明示をするとともに、学習内容の理解を深めるための学生と教員相互のチェックを積極

的に行い、学びを促進する。 
 



 
 

 

アドミッション・ポリシー(入学者受け入れの方針) 
高等教育に備える基礎学力を身につけ，食に係わる学習意欲が旺盛で，将来，社会で活躍することを

希望する学生を幅広く受け入れる。このため，次の点を重視する。 

1  食を通した健康と福祉に興味・関心をもつ人 

2  基本的なコミュニケーション能力をもつ人 

3  食の専門職としての知識・技術を学ぶために必要な基本的能力(国語・英語力など)をもつ人 

4  地域の健康や福祉の向上を図るために必要な基礎的知識(家庭・情報・理科の教科など)をもつ人 

 



学科の教育目的・目標に鑑み、本学科所定の単位を修得し、次の成果が得られた学生に卒業を認定し、短期大学士(食物栄養学)の

学位を授与する。

DP1

DP2 豊かな人間性と感性をもち、食に係わる基本的な知識・技術・方法が身についている。

DP3 人間尊重の精神をもち、食に係わる専門的な知識・技術・方法等を身につけ、地域に貢献できる基礎ができている。

DP4 栄養士として、食を通して健康や福祉の広い分野で貢献できる能力が身についている。

1年次前期 1年次後期 2年次前期 2年次後期
全人教育 生物学 法学 歴史学

キャリアデザイン 心理学 経済学 社会学
化学 英語Ⅱ
数学 情報処理Ⅱ

生活科学 生活技術
英語Ⅰ

情報処理Ⅰ
体育実技

食品衛生学 食品学Ⅰ 食品学Ⅱ 社会福祉概論
ライフステージと食生活 公衆衛生学

野外活動 子どもの保健 美容福祉Ⅱ
美容福祉Ⅰ 　　栄養とスポーツ

数学 生物学
生活科学 情報処理Ⅱ

情報処理Ⅰ 生活技術

解剖生理学Ⅰ 解剖生理学Ⅱ 解剖生理学実験 社会福祉概論
食品衛生学 食品学Ⅰ 生化学 公衆衛生学

食品衛生学実験 食品学実験Ⅰ 食品学Ⅱ 生化学実験
基礎栄養学 栄養化学実験 臨床栄養学 運動生理学
栄養化学 ライフステージと食生活 ライフステージ栄養学実習 給食管理実習Ⅱ(校外実習)

栄養指導論Ⅰ 栄養指導実習Ⅰ 栄養指導論Ⅱ
調理学 調理学実験 調理学実習Ⅲ

調理学実習Ⅰ 調理学

子どもの保健 食品の官能評価・鑑別論 栄養士実力養成演習
食物栄養特別演習

情報処理Ⅰ 情報処理Ⅱ

基礎栄養学 栄養化学実験 臨床栄養学 食品学実験Ⅱ
栄養化学 ライフステージと食生活 臨床栄養学実習 公衆栄養学

栄養指導論Ⅰ 栄養指導実習Ⅰ ライフステージ栄養学実習 給食管理実習Ⅱ(校外実習)

調理学実習Ⅰ 調理学 栄養指導論Ⅱ
調理学実習Ⅱ 調理学実験 栄養指導実習Ⅱ
給食管理Ⅰ 給食管理Ⅱ 給食管理実習Ⅰ

製菓実習 フードビジネス論 調理学実習Ⅲ 食物栄養学演習
フードスペシャリスト論 栄養とスポーツ フードコーディネート論

食品の消費と流通 食品の官能評価・鑑別論

子ども・高齢者と食育

食品の安全
栄養士実力養成演習
食物栄養特別演習

心理学 法学 社会学
経済学

食品衛生学 給食管理Ⅱ 臨床栄養学実習 公衆衛生学
食品衛生学実験 ライフステージ栄養学実習 食品学実験Ⅱ
調理学実習Ⅰ 栄養指導実習Ⅱ 公衆栄養学
調理学実習Ⅱ 給食管理実習Ⅰ 給食管理実習Ⅱ(校外実習)

給食管理Ⅰ

製菓実習 美容福祉Ⅰ 調理学実習Ⅲ 食物栄養学演習
フードスペシャリスト論 フードビジネス論 美容福祉Ⅱ 食品の官能評価・識別論

食品の消費と流通 栄養とスポーツ フードコーディネート論

野外活動 子ども・高齢者と食育

食品の安全
栄養士実力養成演習
食物栄養特別演習

PD4

食物栄養学科のカリキュラムツリー

【食物栄養学科のディプロマ・ポリシー】

自己および他者を理解し、自立・自律した生活者となることができる。

　DP2

PD1

PD3



1

2

3

4

学科の教育目的・目標に鑑み、本学科所定の単位を修得し、次の成果が得られた学生に卒業を認定し、短期大学士(食物栄
学位を授与する。

1

2 豊かな人間性と感性をもち、食に係わる基本的な知識・技術・方法が身についている。

3 人間尊重の精神をもち、食に係わる専門的な知識・技術・方法等を身につけ、地域に貢献できる基礎ができている。

4 栄養士として、食を通して健康や福祉の広い分野で貢献できる能力が身についている。

学年 学期 1 2 3 4
全人教育講座 16 1 1 前 ● 必修
キャリアデザイン 16 1 1 前 ● 必修
化学 30 2 1 前 ● 選択
生物学 30 2 1 後 ● ● 選択
数学 30 2 1 前 ● ● 選択
生活科学 30 2 1 前 ● ● 選択
歴史学 30 2 2 後 ● 選択
心理学 30 2 1 後 ● ● 選択
社会学 30 2 2 後 ● ● 選択
法学 30 2 2 前 ● ● 選択
経済学 30 2 2 前 ● ● 選択
英語Ⅰ 30 1 1 前 ● 選択
英語Ⅱ 30 1 1 後 ● 選択
情報処理Ⅰ 30 1 1 前 ● ● ● 選択
情報処理Ⅱ 30 1 1 後 ● ● ● 選択
生活技術 30 1 1 後 ● ● 選択
体育実技 30 1 1 前 ● 選択
社会福祉概論 30 2 2 後 ● ● 必修
公衆衛生学 30 2 2 後 ● ● ● 必修
解剖生理学Ⅰ 30 2 1 前 ● 必修
解剖生理学Ⅱ 30 2 1 後 ● 必修
解剖生理学実験 45 1 2 前 ● 選択
生化学 30 2 2 前 ● 必修
生化学実験 45 1 2 後 ● 選択
運動生理学 30 2 2 後 ● 必修
食品衛生学 30 2 1 前 ● ● ● 必修
食品衛生学実験 45 1 1 前 ● ● 選択
食品学Ⅰ 30 2 1 後 ● ● 必修
食品学Ⅱ 30 2 2 前 ● ● 必修
食品学実験Ⅰ 45 1 1 後 ● 選択
食品学実験Ⅱ(食品加工学実習含む) 45 1 2 後 ● ● 選択
基礎栄養学 30 2 1 前 ● ● 必修
栄養化学 30 2 1 前 ● ● 必修
栄養化学実験 45 1 1 後 ● ● 選択
臨床栄養学 30 2 2 前 ● ● 必修
臨床栄養学実習 45 1 2 前 ● ● 選択
ライフステージと食生活 30 2 1 後 ● ● ● 必修
ライフステージ栄養学実習 45 1 2 前 ● ● ● 選択
栄養指導論Ⅰ 30 2 1 前 ● ● 必修
栄養指導論Ⅱ 30 2 2 前 ● ● 必修
栄養指導実習Ⅰ 45 1 1 後 ● ● 必修
栄養指導実習Ⅱ 45 1 2 前 ● ● 必修
公衆栄養学 30 2 2 後 ● ● 必修
調理学 30 2 1 後 ● ● 必修
調理学実験 45 1 1 後 ● ● 必修
調理学実習Ⅰ 45 1 1 前 ● ● ● 必修
調理学実習Ⅱ 45 1 1 前 ● ● 必修
給食管理Ⅰ 30 2 1 前 ● ● 必修
給食管理Ⅱ 30 2 1 後 ● ● 必修
給食管理実習Ⅰ 45 1 2 前 ● ● 必修
給食管理実習Ⅱ(校外実習) 90 2 2 後 ● ● ● 必修
食物栄養学演習 30 1 2 後 ● ● 選択
調理学実習Ⅲ 45 1 2 前 ● ● ● 選択
製菓実習 45 1 1 前 ● ● 選択
フードスペシャリスト論 30 2 1 前 ● ● 選択
食品の官能評価・鑑別論 30 2 2 後 ● ● 選択
食品の消費と流通 30 2 1 前 ● ● 選択
フードコーディネート論 30 2 2 後 ● ● 選択
子ども・高齢者と食育 30 1 2 後 ● ● 選択
子どもの保健 30 1 1 後 ● ● 選択
野外活動 30 1 1 前 ● ● 選択
美容福祉Ⅰ 30 2 1 後 ● ● 選択
美容福祉Ⅱ 30 1 2 前 ● ● 選択
食品の安全 30 2 2 後 ● ● 選択
栄養とスポーツ 30 2 2 前 ● ● ● 選択
フードビジネス論 30 2 1 後 ● ● 選択
栄養士実力養成演習 30 1 2 後 ● ● ● 選択
食物栄養特別演習 30 1 2 後 ● ● ● 選択

教養基礎科目

栄養の
指導

  食物栄養学科のカリキュラムマップ

【食物栄養学科の教育目的・目標】

【食物栄養学科のディプロマ・ポリシー】

自己および他者を理解し、自立・自律した生活者となることができる。

広い教養を身につけ，自立・自律した生活者としての行動規範を身につける。
豊かな人間性と感性をもち、食に係わる基本的な知識・技術・方法を身につける。

人間尊重の精神と，食に係わる専門的な知識・技術・方法等を身につける。

倫理性をもった栄養士として、食や福祉に係わる広い分野で地域や社会に貢献できる。

●は、各科目がディプロマ・ポリシーの1～4のどれにあてはまるかを表している。

卒業要件
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０
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目

配当年次
区分 科目名 時間数 単位数

基
礎
教
育
科
目

食品と
衛生

社会生活と

健康

教養演習科目

専
門
教
育
科
目

基幹科目　

食
と
生
活
を
豊
か
に
実
践
す
る
た
め
の
科

目

た
だ
し
、

「

社
会
生
活
と
健
康
」
、

「

人
体
の
構
造
と
機
能
」
、

「

食
品
と

衛
生
」

の
講
義
科
目
は
必
修
。

3
分
野

の
実
験
科
目
は
4
単
位
以
上
履
修
す
る

こ
と
。

た
だ
し
、

「

栄
養
と
健
康
」
、

「

栄
養
の
指
導
」

お
よ

び
「

給
食
の
運
営
」

の
講
義
科
目
は
必
修
。

3
分
野
の
実
験
・
実
習
科
目
は
1
0
単
位
以
上
履
修
す

る
こ
と
。

合
計
6
2
単
位
以
上
修
得
す
る
こ
と
。

ディプロマ・ポリシー



　食物栄養学科

実務経験のある教員 授業科目名 配当年次

化学 1 2 単位

生化学 2 2 単位

生化学実験 2 1 単位

栄養化学 1 2 単位

栄養化学実験 1 1 単位

食品衛生学 1 2 単位

食品衛生学実験 1 1 単位

食品の安全 2 2 単位

公衆衛生学 2 2 単位

給食管理実習Ⅰ 2 1 単位

給食管理Ⅰ 1 2 単位

給食管理Ⅱ 1 2 単位

給食管理実習Ⅱ 2 2 単位

臨床栄養学 2 2 単位

臨床栄養学実習 2 1 単位

栄養指導論Ⅰ 1 2 単位

栄養指導実習Ⅰ 1 1 単位

基礎栄養学 1 2 単位

栄養指導論Ⅱ 2 2 単位

栄養指導実習Ⅱ 2 1 単位

解剖生理学Ⅱ 1 2 単位

解剖生理学実験 2 1 単位

菊池　芳子 子どもの保健 1 1 単位

半田　徹 運動生理学 2 2 単位

川田　容子 公衆栄養学 2 2 単位

岩崎　陸 栄養とスポーツ 2 2 単位

平賀　紀章 社会福祉概論 2 2 単位

合計 45 単位

渡部　誠　

実務経験のある教員による授業科目一覧

単位数

中村　強

土橋　典子

松田千鶴

布川　かおる

久保田浩美



食物栄養学科科目一覧

学年 学期 書名 著者名 出版社 価格

22F1BC01 全人教育講座 須賀 他 講義 16 1 1 前 必修 教科書使用しません

22F1BC02 キャリアデザイン 江田 演習 16 1 1 前 必修 教科書使用しません

22F1BL03 化学 中村 講義 30 2 1 前 選択 基礎からのやさしい化学―ヒトの健康と栄養を学ぶために 田島眞編 建帛社 2530

22F1BL04 生物学 安藤 講義 30 2 1 後 選択 教科書使用しません

22F1BL05 数学 渡部 講義 30 2 1 前 選択 教科書使用しません

22F1BL06 生活科学 中川 講義 30 2 1 前 選択 新版福祉のための家政学-自立した生活者を目指して- 中川英子 編著 建帛社 2530

22F2BL07 歴史学 江田 講義 30 2 2 後 選択 図説日本史通覧 帝国書院編集部 帝国書院 947

22F1BL08 心理学 杉本 講義 30 2 1 後 選択 教科書使用しません

22F2BL09 社会学 堀 講義 30 2 2 後 選択 教科書使用しません

22F2BL10 法学 永井 講義 30 2 2 前 選択 大学生が知っておきたい生活のなかの法律 細川幸一 慶応義塾大学出版会 1800

22F2BL11 経済学 森 講義 30 2 2 前 選択 教科書使用しません

22F1BP12 英語Ⅰ 駒場 演習 30 1 1 前 選択 Food for Thought（現代の食を考える） 須永紫乃生 南雲堂 1870

22F1BP13 英語Ⅱ 駒場 演習 30 1 1 後 選択 Food for Thought（現代の食を考える） 須永紫乃生 南雲堂 1870

22F1BP14 情報処理Ⅰ 堀 演習 30 1 1 前 選択 教科書使用しません

22F1BP15 情報処理Ⅱ 堀 演習 30 1 1 後 選択 教科書使用しません

22F1BP16 生活技術 百田 演習 30 1 1 後 選択 新版福祉のための家政学-自立した生活者を目指して- 中川英子 編著 建帛社 2300

22F1BP17 体育実技 河田 実技 30 1 1 前 選択 教科書使用しません

22F2SC18 社会福祉概論 平賀 講義 30 2 2 後 必修 六訂版　社会福祉概論　その基礎学習のために 西村昇・日開野博・山下正國 編著 中央法規出版 2860

22F2SC19 公衆衛生学 久保田 講義 30 2 2 後 必修 公衆衛生学202２/202３ 第12版 中村信也 編 同文書院 2860

22F1SC20 解剖生理学Ⅰ 黒須 講義 30 2 1 前 必修 栄養科学イラストレイテッド解剖生理学人体の構造と機能改訂第3版 志村二三夫・岡純・山田和彦 編 羊土社 2970

22F1SC21 解剖生理学Ⅱ 渡部 講義 30 2 1 後 必修 からだのしくみ事典 浅野伍朗 監修 成美堂出版 1650

22F2SE22 解剖生理学実験 渡部 実験 45 1 2 前 選択 教科書使用しません

22F2SC23 生化学 中村 講義 30 2 2 前 必修 生化学の基礎 岡純 曽根英行 沼田卓也 編 建帛社 2640

22F2SE24 生化学実験 中村 実験 45 1 2 後 選択 教科書使用しません

22F2SC25 運動生理学 半田 講義 30 2 2 後 必修 栄養科学イラストレイテッド運動生理学 麻見直美　・川中健太郎 編 羊土社 3080

22F1SC26 食品衛生学 久保田 講義 30 2 1 前 必修 栄養科学イラストレイテッド食品衛生学　改訂第2版 田崎達明編 羊土社 3080

22F1SE27 食品衛生学実験 久保田 実験 45 1 1 前 選択 食品衛生学実験－安全を支える衛生検査のポイント－ 杉山章・岸本満・和泉英彦 編 みらい 2750

22F1SC28 食品学Ⅰ 宇田 講義 30 2 1 後 必修 食品学 I　食品成分と機能を学ぶ 水品善之・菊崎泰枝・小西洋太郎 羊土社 2860

22F2SC29 食品学Ⅱ 大森 講義 30 2 2 前 必修 食物学概論 藤原葉子 編著 光生館 1980

22F1SE30 食品学実験Ⅰ 宇田 実験 45 1 1 後 選択 わかりやすい食品の基礎と機能性分析法 宇田靖・大石祐一 編著 アイ・ケイ コーポレーション 3080

22F2SE31 食品学実験Ⅱ(食品加工学実習含む) 宇田 実験 45 1 2 後 選択 教科書使用しません

22F1SC32 基礎栄養学 土橋 講義 30 2 1 前 必修 栄養科学イラストレイテッド基礎栄養学　第４版 田地陽一 編 羊土社 3080

22F1SC33 栄養化学 中村 講義 30 2 1 前 必修 化学基礎をひとつひとつわかりやすく 船越日出映著 ㈱学研プラス 1430

22F1SE34 栄養化学実験 中村 実験 45 1 1 後 選択 教科書使用しません

栄養科学シリーズNEXT「臨床栄養学概論」 友竹浩之・塚原丘美編 講談社 2860

栄養食事療法の実習 トレーニーガイド　栄養ケアマネジメント　第13版 本田佳子 医歯薬出版 2970

栄養食事療法の実習 トレーニーガイド　栄養ケアマネジメント　第13版 本田佳子 医歯薬出版 2970

糖尿病食事療法のための食品交換表　第7版 日本糖尿病学会 文光堂　　 990

22F1SC37 ライフステージと食生活 大森 講義 30 2 1 後 必修 食と健康の科学　第3版 稲山貴代・大森玲子 編著 建帛社 2420

22F2SE38 ライフステージ栄養学実習 藤澤 実習 45 1 2 前 選択 応用栄養学実習第４版 原田まつ子編 講談社 3080

22F2SC39 栄養指導論Ⅰ 布川 講義 30 2 1 前 必修 エスカベーシック栄養指導論　第2版 古畑 公・田中弘之 編著 同文書院 2095

22F2SC40 栄養指導論Ⅱ 土橋 講義 30 2 2 前 必修 エスカベーシック栄養指導論　第２版 藤沢由美子 同文書院 2095

22F2SC41 栄養指導実習Ⅰ 布川 実習 45 1 1 後 必修 栄養教育・指導演習ワークブック　第3版 山下静江編 みらい 2640

22F2SC42 栄養指導実習Ⅱ 土橋 実習 45 1 2 前 必修 栄養教育・指導演習ワークブック　第3版 山下静江編 みらい 2640

22F2SC43 公衆栄養学 川田 講義 30 2 2 後 必修 ウエルネス公衆栄養学 202２年版 加島浩子　森脇弘子　編 医歯薬出版 3080

22F1SC44 調理学 橋詰 講義 30 2 1 後 必修 調理を学ぶ　第3版 長尾慶子 編著 八千代出版 2640

22F1SC45 調理学実験 橋詰 実験 45 1 1 後 必修 Nブックス実験シリーズ 調理科学実験 第２版 長尾慶子・香西みどり 編著 建帛社 2090

22F1SC46 調理学実習Ⅰ 成田 実習 45 1 1 前 必修 教科書使用しません

22F1SC47 調理学実習Ⅱ 成田 実習 45 1 1 前 必修 流れと要点がわかる調理学実習 第3版 香西みどり・綾部園子 編著 光生館 3080

栄養科学シリーズNEXT 給食経営管理理論 第4版 幸林友男・他/編 講談社 3300

給食施設のための献立作成マニュアル 第9版 冨田教代 医歯薬出版 2860

八訂 食品成分表 2021 香川明夫監修 女子栄養大学出版部 1760

調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル 文部科学省スポーツ青少年局学校健康教育課 学健書院 1100

給食経営管理論 第４版 -給食のトータルマネジメント- 富岡和夫・冨田教代 編 医歯薬出版 3410

給食施設のための献立作成マニュアル 第9版 冨田教代 医歯薬出版 2860

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 2970

八訂 食品成分表 2021 香川明夫 監修 女子栄養大学出版部 1760

22F2SC51 給食管理実習Ⅱ(校外実習) 松田 実習 90 2 2 後 必修 宇都宮短期大学食物栄養学科給食管理実習（校外実習）てびき
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食物栄養学科科目一覧

22F2SP52 食物栄養学演習 中村 演習 30 1 2 後 選択 各担当教員がそれぞれ指示する

22F2SP53 調理学実習Ⅲ 成田 実習 45 1 2 前 選択 流れと要点がわかる調理学実習 第3版 香西みどり・綾部園子 編著 光生館 3080

22F1SP54 製菓実習 土橋 実習 45 1 1 前 選択 教科書使用しません

四訂　フードスペシャリスト論　第7版 日本フードスペシャリスト協会 編 建帛社 2200

フードスペシャリスト資格認定試験過去問題集2021年版 日本フードスペシャリスト協会 編 建帛社 1320

22F2SP56 食品の官能評価・鑑別論 橋詰 講義 30 2 2 後 選択 三訂食品の官能評価・鑑別演習 日本フードスペシャリスト協会 編 建帛社 2420

22F1SP57 食品の消費と流通 中川 講義 30 2 1 前 選択 四訂 食品の流通と消費 日本フードスペシャリスト協会 編 建帛社 2090

22F2SP58 フードコーディネート論 百田 講義 30 2 2 後 選択 三訂 フードコーディネート論 日本フードスペシャリスト協会 編 建帛社 2090

22F2SP59 子ども・高齢者と食育 百田他 演習 30 1 2 後 選択 教科書使用しません

22F1SP60 子どもの保健 菊池 演習 30 1 1 後 選択 子どもの保健 遠藤郁夫　編集 学建書院 1980

22F1SP61 野外活動 河田 演習 30 1 1 前 選択 キャンプ指導者入門 日本キャンプ協会指導者養成委員会 編 日本キャンプ協会

22F1SP62 美容福祉Ⅰ 川津・信夫 講義 30 2 1 後 選択 四訂 美容福祉概論： その知識と実践技術 学校法人山野学苑 中央法規出版 2860

22F2SP63 美容福祉Ⅱ 川津 演習 30 1 2 前 選択 日本メイクアップ技術検定公式テキスト3級2級 一般社団法人JMA 3960

22F2SP64 食品の安全 久保田 講義 30 2 2 後 選択 栄養科学イラストレイテッド　食品衛生学　改訂第２版 田崎達明編 羊土社 3080

22F2SP65 栄養とスポーツ 岩崎 講義 30 2 2 前 選択 教科書使用しません

22F1SP66 フードビジネス論 内藤 講義 30 2 1 後 選択 教科書使用しません

22F2SP67 栄養士実力養成演習 土橋 演習 30 1 2 後 選択 栄養士実力認定試験過去問題集-2017～2021年度実施分 全国栄養士養成施設協会編 建帛社 1290

22F2SP68 食物栄養特別演習 久保田 演習 30 1 2 後 選択 教科書使用しません
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科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1BC01 全人教育講座 1年 前期 講義 １ 
須賀・百田・中村・堀・ 

益川・小野・布川・阿久澤 

授業概要 

 本学の建学の精神である「全人教育(人間形成の教育)」について、オムニバス形式で学習していく。この講

座を通して、本学科の教育目標と学習成果及び 3 つのポリシーとの関係について学び、教育分野や各科目の大

切を理解していく。 

到達目標（学習の成果） 

１．本学の建学の精神、人間福祉学科・食物栄養学科の教育目標と学習成果及び3つのポリシーとの関係が説明

できる(知識)。 

２．学習の成果を理解し、各自の目的に合わせて学ぶ姿勢ができている(態度)。   

授業計画 

回 表 題 学習内容 担当教員 

１回 

学びを始めるに

あたり須賀学園

の「建学の精神」 

須賀学園の創設者「須賀栄子先生の生涯」と、本学の建学の精神「全

人教育(人間形成の教育)」について学ぶ。 
須賀 英之 

２回 生活教育① 

大学では、各自が履修する科目を選び、将来の夢に向かって学習し

ていく。充実した生活を送るために、生活とは何かを理解し、限ら

れた大学生活をどのように過ごすべきか、今の自己の生活時間の内

容を顧みることで課題を抽出する。 

百田 裕子 

３回 生活教育② 

コミュニケーションとは、他者とどのように関わるのかを考えなけ

ればならない。そのなかで、バーバルコミュニケーションとノンバ

ーバルコミュニケーションの違いを理解することはとても大切な

ことである。 

堀  圭三 

４回 健康教育 

人類の普遍的課題である「健康」の理解に焦点を当て、生命・健康

がいかにして保たれているか、何故人は病気になるのか、精神的・

身体的・社会的な側面から国内外の健康問題について学ぶ。 

益川 順子 

５回 学問教育 

大学で教養や専門職を目指すための学問の学び方を知る。講義を受

講するだけでなく、自ら文献や調査・分析、インターネット及び図

書館等を利活用し、科学的根拠に基づく知識・技術・方法等を学び、

応用していく大切さを理解する。 

中村 強 

６回 食育 

健康の維持・向上を図るために、栄養バランスや食事のタイミング

などの食生活を実践することはとても大切である。自己の食生活を

振り返るとともに、福祉や食の専門職として、食について学ぶ必要

性を理解し、支援するための学びの内容を習得する。 

布川かおる 

７回 福祉教育 

私たちが生活する地域は、どんなひとたちが生活しているのか、だ

れもが安心、安全、幸せに生活していくにはどんなことが大切かを

理解する。 

小野 篤司 

８回 芸術教育 

「音楽」によって養われる人間形成と感受性とは何かを理解し、彩

音祭賛歌をテーマに音楽で培う情操教育について学ぶ。充実した大

学生活を送るために、音楽教養を身につける。 

阿久澤政行 

準備学習(予習・復習について) 
予習：本学で福祉や食を学ぶ意識を常にもち、授業に臨むこと。 

復習：学んだことに対して図書やメディアを通して興味・関心を広げ、教養を身につけていくこと。 



成績評価の方法・基準 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①建学の精神と教育目

標・学習成果・3 つの

ポリシーとの関係の

理解 

②各自の目的に合わせ

て取り組む姿勢 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到

達目標を達成

している 

不十分な点は

認められるも

のの、到達目

標を達成して

いる 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 
成績の評価は、定期試験(レポート 50%)と各担当教員の授業内リアクションペーパー等を用いた評価(50%)の総

合評価とする。 

 

教科書 
使用しない。必要に応じて資料を配付する。 

 

参考書等 
・小原國芳 著,『全人教育論』，玉川大学出版部，1994年，1,680円 

・ショーン・コヴィー 著，『７つの習慣ティーンズ』，キングベアー出版，2014年，1,760円 

履修上の注意・学習支援 
・授業日程や教室が不規則になるので、日程変更等の掲示を確認すること。 

・不明なことがあれば、質問すること。 

オフィスアワー 
・教員のオフィスアワーについては、別途提示する。 

 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1BC02 キャリアデザイン １年 前期 講義 １ 江田 郁夫 

授業概要 
本授業では、広い教養を身につけ、自立・自律した生活者としての行動規範を身につけるために、自分自身

のキャリア（仕事を通じた人生）を設計・形成していく力を習得することを目的とする。具体的には、キャリ

ア設計に不可欠な基礎知識として、現代の社会・経済環境に関連する社会・経済動向をニュースや新聞記事等

をもとに学ぶ。あわせて自分らしい人生や職業・職場選択をより深く考えるために調べ学習等のアクティブ・

ラーニングも取り入れて、自身の将来設計をより明確化する。 

到達目標(学習の成果) 
１．現代の社会・経済動向を理解できる(知識)。 

２．アクティブ・ラーニングによって自分自身の将来設計をより明確なものとし、それらをもとにして自己お

よび他者を理解できる（技術・方法・態度）。 

３．自立・自律した生活者となることができる(技術)。  

授業計画 

回 表題 学習内容 

１回 自己理解を深める① ライフサイクルと発達課題について学ぶ。 

２回 自己理解を深める② 職業生活と社会参加について学ぶ（生きがいとは）。 

３回 社会理解を深める① こんにちの労働問題について学ぶ（この職場どこかおかし①）。 

４回 社会理解を深める② 働き方を考える（この職場どこかおかしい②）。 

５回 社会理解を深める③ 医療・介護・年金問題について学ぶ（もしもの時に備える）。 

６回 社会理解を深める③ 公的扶助と社会福祉について学ぶ（ノマライゼーションとは）。 

７回 社会人基礎力を身につける① 社会人基礎力について学ぶ（企業が求める人材とは）。 

８回 社会人基礎力を身につける② 
自己分析を通じて自分のアピールポイントについて考え、確認す

る（キャリア・プランシートを作成してみよう）。 

準備学習(予習・復習について) 
復習：毎回の授業ごとに自分自身の考えをまとめた課題を提出すること。 

予習・復習：興味・関心のある事項に関しては、より詳しく調査し、調査結果をまとめた調べ学習帳を提出す

ること。 

成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①現代の社会・経済動向の理解 

②自分の将来設計の明確化と自

己および他者の理解 

③自立・自律した生活者になる

ことへの態度 

完全にない

しほぼ完全

に到達目標

を達成して

いる 

若干不十分

な点は認め

られるもの

の、到達目

標を達成し

ている 

不十分な点

は認められ

るものの、

到達目標を

達成してい

る 

到達目標の

最低限を達

成している 

到達目標を

達成してい

ない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 



・定期試験（レポート課題）  60％ 

・授業内課題（毎回）     40％ 

教科書 
使用しない。毎回、プリント（レジュメ・関連資料等）を配付する。 

 

参考書等 
実教出版編修部，『2022 新政治・経済資料』三訂版，実教出版，2022年，990円 

履修上の注意・学習支援 
授業中に関連事項を質問するので積極的に発言すること。 

オフィスアワー 
授業後にも質問に対応する。その他、疑問があれば、オフィスアワーを利用すること。事前予約（i.eda@uj

c.ac.jp）の上、時間を設定する。具体的な時間は追って掲示する。 

実務経験の概要 
県立高等学校地歴科教諭として17年間、日本史・世界史等の教科教育や進路・生活指導全般を担当。そのほ

か、栃木県立文書館指導主事として6年間、歴史資料の調査・整理・展示等の業務に携わった。また、栃木県

立博物館学芸員として12年間、多様な資料の調査・展示・保存業務等を行った。以上の実務を通じて、歴史学

の前提となる史資料の特徴やその役割・重要性に関しての知見を深めることができた。 

[実務経験と授業科目との関連性] 
上記の教員経験や博物館での経験、とくに高校での進路・生活指導経験をいかして、より具体的でわかりや

すい講義を行うことができる。 

 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1BL03 化学 １年 前期 講義 ２ 中村 強 

授業概要  
栄養学、食品学、生化学の基礎として必要な化学の知識を習得することを目的とする。食品、栄養素、人体、

環境等に存在している物質の性質や働きを、構成元素や分子構造、元素間の結合様式、官能基の観点から理解

し、構造式や化学反応式を用いて説明できる力を養う。 

到達目標（学習の成果） 
食品や人体を構成している物質について、元素や分子の成立ちと名称の関係を理解する。また、化学式や構

造式、化学反応式を用いて基本的な物質の変化を表すことができる。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 
はじめに（食物栄養と化

学） 

オリエンテーション：食物栄養学科で何故化学の知識が必要なのか、代

表的な体内での化学反応を例に挙げて解説する。 

２回 物質の成り立ち（元素） 

物質の最小単位である元素について、食品や人体とかかわりの深いもの

を中心に、その名称、元素記号、それぞれの特性や元素間の類似性、相

違性について学ぶ。 

３回 物質の成り立ち（分子） 
物質の挙動や作用の基本である分子という概念を理解し、モル（mol）や

濃度の理解と基本的な計算の方法を学ぶ。 

４回 
化合物と化学式（無機化

学） 

食品や人体とかかわりの深い代表的な無機化合物を通じて、化合物と化

学式の概念を理解し、化学反応式の基本を学ぶ。 

５回 
化合物と化学式（有機化

学） 

食品や人体とかかわりの深い代表的な有機化合物について、その名称や

表示方法と構造、化学的性質との関係を体系的に学ぶ。 

６回 構造式と官能基① 
炭化水素、アルコール、アルデヒド、カルボン酸などの化合物について、

その構造と官能基の性質を学ぶ。 

７回 構造式と官能基② 
糖、脂質、アミノ酸、核酸などの化合物について、その構造と官能基の

性質を学ぶ。 

８回 化学結合 
分子を構成する元素間の結合について、共有結合、イオン結合、水素結

合などを中心に構造と性質の関係を学ぶ。 

９回 溶液 
分子が、水や有機溶媒に溶解する現象や、溶液としての挙動について学

ぶ。 

10回 イオン 電解質や有機化合物の、水溶液中での解離について学ぶ。 

11回 酸とアルカリ、ｐＨ 
水溶液中で解離した電解質や有機化合物の酸、アルカリとしての挙動、

および水溶液中の水素イオン濃度（ｐH）の概念について学ぶ。 

12回 酸化と還元 電解質や有機化合物の、酸化・還元について学ぶ。 

13回 化学反応① 無機化合物中心に、化学反応と化学反応式についての知識を整理する。 

14回 化学反応② 有機化合物について化学反応と化学反応式についての知識を整理する。 

15回 まとめ 
食品や人体を構成している物質を中心に、化学反応に関する知識を整理

する。 



準備学習(予習・復習について) 
１．授業前に教科書の該当部分をよく読み、予習してくること。 

２．授業終了後に、教科書、ミニテストやプリントの練習問題を復習して理解を深めておくこと。 

成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 
S A B C D 

期待している以

上である。 

十分に満足でき

る。 

やや努力を要す

る。 

努力を要する。 相当の努力を要

する。 

化学の基礎

的な理解 
ミニテスト

(30%) 

期末テスト

(70%) 

構造的・化学的

な側面から、物

質の変化を要領

よく説明するこ

とができる。そ

の知識は栄養化

学や生化学でも

十分な活用が期

待できる。 

構造的・化学的

な側面から、物

質の変化を十分

に説明すること

ができる。その

知識は栄養化学

や生化学でも十

分な活用が期待

できる。 

構造的・化学的

な側面から、物

質の変化につい

て良く説明する

ことができる。

その知識は栄養

化学や生化学で

も良く活用する

ことが期待でき

る。 

物質の変化を構

造的・化学的な

変化から、概要

的に説明するこ

とができる。そ

の知識は栄養化

学や生化学でも

概ね活用が期待

できる。 

物質の変化を構

造的・化学的な

変化に関し、理

解が不十分であ

る。栄養化学や

生化学でも活用

も期 待できな

い。 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

成績は上記の通り、ミニテストによる評価(30％)と期末テスト(70％)から評価する。 

 

教科書  
田島眞編，『基礎からのやさしい化学―ヒトの健康と栄養を学ぶために』，建帛社，2022年，2,530円 

必要の都度，プリントや練習問題を配付する。 

 

参考書等  
船越日出映 著，化学基礎をひとつひとつわかりやすく，学研プラス， 

履修上の注意・学習支援 

１．やむを得ず欠席した場合は、次週までに配付プリントなど（研究室にて個別に配付、またはインターネッ

ト、電子メールなどで閲覧）を自習しておくこと。 

２．出席・欠席にかかわらず、授業内容に関する質問を電子メール(t.nakamura@ujc.ac.jp)にて常時受け付け

るので、利用すること（質問に対する回答は、返信によるか次回以降の授業内で行う）。 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワーを利用すること。また、事前予約（t.nakamura@ujc.ac.jp）のうえ、時間を

設定し、具体的な時間帯は追って、返信、掲示する。 

[実務経験の概要] 

民間研究所では医薬品や食品の開発業務に従事した。主に各種疾患と栄養素との関連についての基礎的な研

究従事した。また、研究分野は動物実験などを用いた栄養学的な有効性に関する評価・検証であり、その過程

で栄養素や栄養学的効果、各種疾患での生理機能などの知識を習得した。 

加えて、学術業務にも従事し、医療機関や介護保険施設に出向き、栄養学的な諸問題について対応し、また開

発製品に関する口頭説明を実施し、現場での諸問題を把握することができた。 

次いで教員に転職し、管理栄養士養成施設（大学）、大学院博士前期・後期課程にて、多くの学生に対し、栄

養学的・生化学的な講義・研究指導を行ってきた。 
[実務経験と授業科目との関連性] 

栄養成分（アミノ酸、タンパク質、炭水化物、食物繊維、脂質、ビタミン、ミネラル）を中心に当該物質の

化学的な性質や変化、体内に摂取された後の化学的な挙動について専門的な知識に基づく実験を提供すること

ができる。 
 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1BL04 生物学 １年 後期 講義 ２ 安藤 哲  

授業概要  
本授業では、人と食と生命の関係を多様な視点から取り上げ、進化や DNA、食物連鎖と生物多様性、生態系

と環境等のキーワードを手がかりに、人間を含めた様々な生物学的諸現象と相互の関係性について理解を深め

ていく。 
到達目標（学習の成果） 

独立栄養生物が光合成で創りだす有機物、これが食の始まり。生物が生きているということは、単純には食

物連鎖の関係だが、私達はこれを社会化して食と呼んでいる。食は人が生命を持続するための第一の基盤であ

り、世界の文化や秩序も食と大きな関係をもって、それぞれの特徴を育んでいる。人の営みと嗜好にそって、

生物資源は、穀物や家畜、果実や蔬菜と呼ばれ、野生から創りだされ、累代育種され、改良されて、現代の豊

かな生活につながっていることに気づき、またその営みが地球環境と密接に連関していることを深く理解して、

教養ある豊かな生活者となる（知識）。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 
生命はエネルギーで

維持されている 

生命とはなにかについて、質問を通して理解を深め、また履修生の基礎知識

を確認する。DNAって何だろう、ウイルスは生命体かについて学ぶ。 

２回 
生物の成分構成、 

～灰ってなんだろう 

リービヒを知る、生命を維持している物質が酸化(燃焼)して灰になる、灰は

生命の由来を物語る。そして、次の生命を育む礎になる事を学ぶ。 

３回 光合成を学び直す 
光合成が、地球に生きる総ての生命を育む出発点、この素晴らしさ、凄さを

深く理解しよう。生物はなぜ多様なんだろう、そして CO₂の役割について学ぶ。 

４回 コメは粒１ 
稲が人間に執着されたわけ、インディカとジャポニカ、箸が立つには理由が

ある。ブドウ糖からデンプンも油脂もタンパク質もつくられる。 

５回 コメは粒２ 
アミロースとアミロペクチンが創り出す世界、加熱にも工夫が生まれること。

解糖系について学ぶ。 

６回 麦の溝１ 
コナから始まる小麦の不思議、グリアジンとグルテニンが育む欧米小麦文化。 

必須アミノ酸との関係について学ぶ。 

７回 麦の溝２ 
イースト菌ってなんだろう、アルコール発酵と Pan はつながっている、麦芽

の役割は。酵母と酵素ってなんだろう。 

８回 豆は荒れ地で育つ 
豆のたんぱく質はどこから、根粒菌の世界、タウゲとテンペと大三角形。 

メンデルは、なぜエンドウを研究素材にしたのだろうか。 

９回 家畜ってなに１ 
セルロースを利用できる動物は、人間に福音をもたらした。牛のげっぷに、

メタンが含まれるわけを学ぶ。 

10回 家畜ってなに２ 
品種と F1 (first filial generation)は大きな違い、文化も社会も変える。 

Layerと broilerは品種だろうか。鳥インフルエンザってなんだろう。 

11回 魚は陸に上がらず１ 
産卵は集団で、そして海水と淡水を行ったり来たりできるサケって、不思議

で厄介で大切な生き物。サクラマスの正体は。 

12回 魚は陸に上がらず２ 
乳酸発酵の華、世界に広がる「酸し(すし)」、そして石のように硬くて旨味た

っぷりのあれ。みんな微生物やカビからの賜りもの。 

13回 蔬菜の東西１ 
選抜淘汰や枝がわり、でも発見したり育んだりするのは人間の利害。生き物

として自立できるのだろうか。雑草には、肥料を与えてないぞ。 

14回 蔬菜の東西２ 
西のケールと東のブラシカ、どちらも同じ仲間、どちらも冬が旬なのは郷里

が同じだから。自家不和合性が人間に幸いをくれた。 

15回 堅果と漿果の戦略 
繁殖戦略は動物の食料となること、しかし種は生き残るたくみさ。 

糖で誘い、デンプンと油脂はしっかり護る。 



準備学習(予習・復習について) 
毎講義時に配付する資料をよく読み、不明な点を調べ、次講義中に行う質問に答えられるようにする。また、

課題を調べて提出する。 

成績評価の基準・方法 
評価の基準 

評価項目 S A B C D   

①生命、生物の理解 

②生態系と環境への理解 

 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到

達目標を達成

している 

不十分な点は

認められるも

のの、到達目

標を達成して

いる 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 
１．定期試験(筆記試験 90％)と課題提出(10％)で総合評価する。 

２．毎講義時に資料を配付する。 

教科書 
使用しない。毎授業時に資料を配付する。 

参考書等 
ジャレド・ダイアモンド著,『銃・病原菌・鉄』（上）1万 3000年にわたる人類史の謎、2012 年、草思社、

2,090円 

  

履修上の注意・学習支援 
１．授業内容は相互に関連するものが多いので、休むと理解が滞り易くなります。頑張って出席してください。 

２．座席は任意ですが、固定します。なお、前列から順次詰めて着席すること。 

オフィスアワー 
準備学習や復習を通して生じる疑問や、わからないことについては、原則授業後質問すること。 

事前予約（ando@ujc.ac.jp）のうえ時間を設定する。具体的な時間は追って連絡する。 

 
 

mailto:ando@ujc.ac.jp


科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1BL05 数学 １年 前期 講義 ２ 渡部 誠 

授業概要  
献立作成におけるエネルギーや栄養素の計算、調理学や食品学を学ぶために必要な濃度の計算など、物質の

性質や現象を表現したり理解するための数字の扱いを、栄養士の実践的な業務に関連させて習得することを目

的とする。さらに、集合、平均、有意差検定など、統計的な数値を取り扱うための概念についても学んでいく。 

到達目標（学習の成果） 
献立作成やレシピ理解、実験に必要な計算や数値処理を行うことができる（知識・技術）。 
基本的な統計手法を理解して様々な集団事象を科学的に解釈・表現することができる（技術）。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 はじめに（数字に慣れる） 
オリエンテーション：栄養の分野に登場する様々な数字を通して、

「数値化」の意味と効果について学ぶ。 

２回 さまざまな単位 
ｇ、ｍｇ、μｇなどの基本から、kcal、J、モルなど栄養化学や栄

養計算に関わる単位について学ぶ。 

３回 栄養計算 
食品成分表や加工食品の栄養表示を用いて、基本的な栄養計算のや

り方を学ぶ。 

４回 パーセント 調理や実験で使用する濃度の概念について学ぶ。 

５回 比例計算 希釈、濃縮、分配など比例の概念を利用した計算のやりかたを学ぶ。 

６回 「現象」を数字で理解する① 
具体的な調査データの整理を行い、起こっている現象を表すポイン

トを学ぶ。 

７回 「現象」を数字で理解する② 
具体的な実験データから、「近似直線」や「検量線」の使い方を習

得する。 

８回 中間まとめ ２～７回のまとめを行う。 

９回 「集団」を数字で理解する① 
集団事象について、集合とベン図という概念を用いて表す手法を学

ぶ。 

10回 「集団」を数字で理解する② 
集団事象について、標本、平均、分散という概念を用いて表す手法

を学ぶ。 

11回 「違い」を数字で理解する 
２つの集団事象の間に「違いがある」のか「違いがない」のか、検

定方法を学ぶ。 

12回 誤差について 集団事象を理解する上での「誤差」の概念について学ぶ。 

13回 食事摂取基準における数字 
食事摂取基準について、設定されている様々な数値の視点から理解

する。 

14回 国民健康栄養調査における数字 
国民健康栄養調査のデータを分析し、起こっている事象を表現して

みる。 

15回 まとめ ９～１４回のまとめを通して数学の考え方の必要性の理解を学ぶ。 

準備学習(予習・復習について) 
予習：前回の授業で指示された課題を行っておくこと。 

復習：授業終了後に、ミニテストを復習して理解を深めておくこと。 



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

①献立作成・レシピ理

解・実験に必要な計算

や数値処理能力 

②基本的な統計手法の

理解 

完全に、ないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到達

目標を達成し

ている。 

不十分な点は

認められるも

のの、到達目標

を達成してい

る。 

到達目標の

最低限を達

成している。 

到達目標を

達成してい

ない。 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

評価の方法：定期試験（期末に実施する筆記試験；60％）に授業内評価（授業時に実施する小テスト；40％）

を加味して総合評価とする。 

なお、授業時の小テストについては、その時間のうちに正解を提示し解説する。また、 期末の筆記試験につ 

いては試験終了後すみやかに正解を掲示する。 

教科書 
使用しない。都度プリントを配付する。 

履修上の注意・学習支援 
１．やむを得ず欠席した場合は、次週までに配付プリントなど（電子メールなどで配信）を自習しておくこと。 

２. 出席・欠席にかかわらず、授業内容に関する質問を電子メールにて常時受け付けるので、利用すること。 

３．パソコンスキルとして、エクセルの基本操作をできるようになっておくと良い。 

オフィスアワー 

質問などについて、オフィスアワーを利用することもできる（１号館１階講師教員センター:原則として授業

の前後 15分程度）。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1BL06 生活科学 １年 前期 講義 ２ 中川 英子 

授業概要 

本授業では、広い教養を身につけ、自立・自律した生活者としての行動規範を身につけるために、まず、①

生活とは何か，自立した生活者とはどういうことなのかについて考える。次に、②科学的生活知識について、

生活経営・食生活・被服生活・住生活、消費者問題や環境問題等の各生活領域から理解する。さらに、③学ん

だ知識について、アクティブ・ラーニング（図書館やインターネットを利用した調べ学習やワークシート作成）

により、理解を深めていく。 

到達目標（学習の成果） 
生活に関わる多様な知識を得て、アクティブ・ラーニングにより理解を深めていくことで、自己および他者

を理解でき、自立・自律した生活の知識を身につけることができるようになる。 

 また、豊かな人間性と感性をもち、生活に関する科学的根拠による基本的な知識・技術・方法が身についてい

る。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 
自立した生活者を目

指して 

a.自立した生活者を目指すためには、家政学の知識・技術が不可欠であるこ

とを学ぶ。 b.社会人として、家政学の重要性について学ぶ。ⅽ.生活につい

て、「発達と老化による身体と生活の変化」から、ライフステージ毎の課題を

考える。 

２回 家族の意義と機能 
a.家族の意義と機能およびその変化について学ぶ。b.ワークシートを通して

ファミリィ・アイデンテティについて理解する。 

３回 家族の変容 
a.家族の変容について、世帯構造、結婚と離婚、子育てをめぐる問題などか

ら学ぶ。b.調べ学習によりaからもたらせられる現代的課題について考える。 

４回 家族と法律 
a.家族に関する法律には民法、家族法(親族法・相続法)がある。これらの法

律から、結婚や離婚、相続などについて学ぶ。b.調べ学習によりaがもたらす

現代的課題について考える。 

５回 家計 
a.経済と家計、家計の構造等について学ぶ。b.ワークシート「家計簿を記帳

（EXEL表）」により、生活者にとって、家計についての知識が不可欠なこと

を理解する。 

６回 生活設計 
a.生涯、自立・自律した生活者として生きていくためには生活設計が必要な

ことを学ぶ。b.生活設計のシミュレーション作成により、自分自身の生涯の

生活を考える。 

７回 消費者問題 
a.今日の様々な消費者問題とその対処法（クーリング・オフなど）について

学ぶ。b.DVD『若者が被害にあいやすい問題商法』により悪質商法を理解する。 

８回 食品の分類と理解 

a.バランスの良い食生活のために食品の分類について学ぶ。 

b.賢い消費者になるために、ワークシート『あなたの商品知識を確認しよう』

を通じて、食料品の価格について理解する。 

９回 
栄養バランスと献立

作成 

a.栄養や食品の知識を活かした栄養バランスのよい献立作成方法学ぶ。b.ワ

ークシート『コンビニ食でもう一品加えるとしたら何がいいか考えてみまし

ょう』から、栄養バランスの理解を深める。 

10回 被服の役割と機能 

a.被服の役割と機能について、①被服着用の目的、②衣服内気候、③服装の

TPO などから学ぶ。b.被服の TPO について、調べ学習『礼装について、イン

ターネットから調べてみましょう』から理解する。 



11回 被服の素材 

a.被服の素材について、素材の種類や性能、加工の観点から学ぶ。b.ワーク

シート『被服の素材の性質や加工等について、一覧を作成してみましょう』

から理解する。 

12回 被服の選択 

a.被服の選択について、①既製服のサイズ表示、②ユニバーサルファッショ

ンとグリーンファッション、および、③衣料障害などの観点から学ぶ。b.TPO

や季節にあった自分の洋服をインターネットの通信販売から仮想購入するこ

とで、被服の選択方法について理解する。 

13回 住まいの役割と機能 

a.住まいの役割と機能について、①WHO・ICFの観点、②家族周期と空間の関

係などから学ぶ。b.ワークシート『あなたの住まいについて調べてみましょ

う』から住まいの役割と機能について理解する。 

14回 住まいの室内環境 
a.住まいの室内環境について、①光、②温度、③音などから学ぶ。 

b.快適な室内環境について、調べ学習を通して考える。 

15回 生活と環境 

a.持続可能な生活実現のために、SDGｓの観点から地球の温暖化・資源・エネ

ルギー問題について、考えていくことの重要性を理解する。b.SDGｓについて

インターネットで調べ、理解を深める。 

準備学習（予習・復習について） 
予習：受講にあたっては、各回の授業の内容について、あらかじめ自分自身の生活の実態を把握し、メモ等に

して整理しておくこと。 

復習：学んだことを日常生活に活かすこと。 

成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①自己および他者の理解

と、自立・自律した生活

者としての生活の理解 

②生活に関する科学的根

拠による基本的な知

識・技術・方法の理解 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到

達目標を達成

している 

不十分な点は

認められるも

のの、到達目

標を達成して

いる 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

定期試験(レポート) 50％と授業時課題の提出物（調べ学習・ワークシート）50％で総合評価する。 

教科書 
中川英子編著ほか，『新版福祉のための家政学－自立した生活者を目指して－』,建帛社,2017年,2,530円 

 

参考書等 
・中川英子編著ほか,『福祉のための家政学』,建帛社,2010年，2,310円        

・田﨑裕美・中川英子編著ほか,『生活支援のための調理実習（第 2版）』,建帛社,2017年,2,090円 

・中川英子編著ほか,『介護福祉のための家政学実習』，建帛社，2005年，2,090円 

・中川英子編著ほか,『介護福祉のための家政学』,建帛社，2004年，2,530円 

履修上の注意・学習支援 
 わからないことは、授業中に積極的に質問して理解しておくこと。 

オフィスアワー 
 疑問があれば、オフィスアワーを利用すること。事前予約（nakagawa@ujc.ac.jp）のうえ、時間を設定する。

具体的な時間帯は追って掲示する。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2BL07 歴史学 ２年 後期 講義 ２ 江田 郁夫 

授業概要 
「伝記のみが真の歴史である」。イギリスの著名な歴史家カーライル（1795～1881）がのこした言葉です。

伝記とは、個人の一生の出来事をまとめたもので、それだけが「真の歴史である」とは一体どういうことでし

ょうか？そこで今回は、日本の室町時代を生きた一人の武将、足利持氏（1398～1439）の生涯をつうじて、そ

の言葉のもつ意味を考えてみたいと思います。現代社会を生きる私たちにとって、歴史とは？ 

到達目標(学習の成果) 
１．歴史上の転換点を基礎知識として身につける（知識）。 

２．歴史をつうじて、人間尊重の精神と豊かな人間性を身につける（応用）。 

授業計画 

回 表題 学習内容 

１回 日本史と大河ドラマ 
「麒麟がくる」と明智光秀、「鎌倉殿の13人」と北条義時、「太

平記」と足利尊氏、それぞれの時代と内容を理解する。 

２回 地味な室町時代と足利将軍家１ 
鎌倉幕府と室町幕府、幕府と征夷大将軍、足利尊氏と栃木県足利

市との関連性について学ぶ。 

３回 地味な室町時代と足利将軍家２ 
ふたつに分かれた天皇家、京都と鎌倉で幕府はどこに、3代将軍足

利義満と「花の御所」京都室町第、それぞれの理由を考える。 

４回 地味な室町時代と足利将軍家３ 
京都の繁栄と日明貿易、北山文化と東山文化、アニメ「一休さ

ん」と禅僧一休宗純の関連性と相違点を学ぶ。 

５回 
もうひとつの幕府、鎌倉府と鎌

倉公方足利氏１ 

鎌倉幕府と鎌倉府のちがい、再興された鎌倉と鎌倉に集うひとび

と、それらと関連する鎌倉の史跡について学ぶ。 

６回 
もうひとつの幕府、鎌倉府と鎌

倉公方足利氏２ 

鎌倉公方足利氏とは、鎌倉府と関東・東北地方との関係は、それ

らと関連する鎌倉の史跡について学ぶ。 

７回 
もうひとつの幕府、鎌倉府と鎌

倉公方足利氏３ 

鎌倉公方に従った武士たち、栃木の武士宇都宮・小山氏らの反

乱、それらと関連する栃木の史跡について学ぶ。 

８回 ４代鎌倉公方足利持氏の生涯１ 

父の早世で12歳で４代目公方になった持氏、持氏の新政権を主導

したのは誰かについて考え、それらと関連する鎌倉の史跡につい

て学ぶ。 

９回 ４代鎌倉公方足利持氏の生涯２ 
持氏の自立と補佐役上杉禅秀の反乱、持氏の鎌倉脱出と復帰につ

いて学び、鎌倉の重要性を理解する。 

10回 ４代鎌倉公方足利持氏の生涯３ 
持氏政権の本格始動、禅秀の反乱の余波がつづく関東・東北地

方、それらと関連する栃木の史跡について学ぶ。 

11回 ４代鎌倉公方足利持氏の生涯４ 
持氏の北関東出陣と室町幕府との対立、風雲急を告げる那須地

方、それらと関連する栃木の史跡について学ぶ。 

12回 ４代鎌倉公方足利持氏の生涯５ 
幕府将軍足利義教の登場と持氏、活発化する持氏の活動と幕府の

思惑、それらと関連する栃木の史跡について学ぶ。 

13回 ４代鎌倉公方足利持氏の生涯６ 
持氏と補佐役上杉憲実との対立、室町幕府との対立のすえの持氏

の自害、それらと関連する鎌倉の史跡について学ぶ。 



14回 室町時代と現代社会１ 
享徳の乱・応仁の乱と室町幕府の衰退、茶の湯、水墨画、能・狂

言、連歌などの流行について学ぶ。 

15回 室町時代と現代社会２ 
ヒーロー不在の室町時代、大衆社会といわれる現代の原点？地方

の時代のはじまり？などの観点から現代社会を考える。 

準備学習(予習・復習について) 

１．毎授業時に配付するプリントをよく読んで、不明な点は調べ、次授業で行う質問に答えられるようにして

ください。  

２．授業中に紹介した参考文献を興味のある人はぜひ読んでみてください。 

成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①歴史を学ぶ姿勢 

②日本史上の転換点として室

町時代の特徴の理解 

②歴史における個人の役割と

社会との関係性の理解 

完全にない

しほぼ完全

に到達目標

を達成して

いる 

若干不十分

な点は認め

られるもの

の、到達目

標を達成し

ている 

不十分な点

は認められ

るものの、

到達目標を

達成してい

る 

到達目標の

最低限を達

成している 

到達目標を

達成してい

ない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

・定期試験（筆記試験）  70％ 

・授業内課題（毎回）   30％ 

 

教科書 
帝国書院編集部，『図説日本史通覧、帝国書院』，2022年度，947円 

 

参考書等 
適宜、講義中に紹介します。 

履修上の注意・学習支援 
授業中に関連事項をみなさんに質問しますので、積極的に発言してください。 

オフィスアワー 
授業後にも質問に対応する。その他、疑問があれば、オフィスアワーを利用すること。 

事前予約（i.eda@ujc.ac.jp）の上、時間を設定する。具体的な時間は追って掲示する。 

 

[実務経験の概要] 
県立高等学校地歴科教諭として17年間、日本史・世界史等の教科教育や進路・生活指導全般を担当。そのほ

か、栃木県立文書館指導主事として6年間、歴史資料の調査・整理・展示等の業務に携わった。また、栃木県

立博物館学芸員として12年間、多様な資料の調査・展示・保存業務等を行った。以上の実務を通じて、歴史学

の前提となる史資料の特徴やその役割・重要性に関しての知見を深めることができた。 

[実務経験と授業科目との関連性] 
上記の教員経験や博物館での経験、とくに高校での進路・生活指導経験をいかして、より具体的でわかりや

すい講義を行うことができる。 

 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1BL08 心理学 １年 後期 講義 ２ 杉本 太平 

授業の概要 

本講義では全人教育の教養科目の視点から、人間の社会生活と人間心理との関係を把握・洞察する基礎力を

培う。また、専門教育科目への導入として心理学の基礎を学修し、人間生活を「科学」する視点や方法につい

て理解する。さらに、専門職としての基本的な臨床心理学の知識・方法・態度を学ぶとともに、個々の特性を

生かすための自己洞察・自己覚知の意義を理解する。「行為法」という学習手法を体験し、体験‐認識‐洞察‐

人間知という思考方法を身につける。 

到達目標（学習の成果） 
１．人間理解や心理（成長・発達）について把握・洞察する基礎力を培う（DP1）。 

２．心理的支援の学習を食に関する実践等に応用することができる（DP1.2）。 

３．講義の学びを自分自身の生活と関連付けることができる（DP1.2）。 

４．自己理解・他者理解の基礎的な学びを活かして、より良い人間関係を形成できる（DP1.2）。 

５．講義の学びを専門職者としての学びや仕事に関連付けることができる（DP3）。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 人間の心理とは 生活の中の心理学「人間知」を学ぶ。 

２回 ことばと対人関係① 
様々な生活場面でのコミュニケーションの特徴や内容を理解する。

行為法の実践① 

３回 ことばと対人関係② 
乳幼児のコミュニケーション能力とことばの育ちを支援するための

方法を学ぶ。行為法の実践② 

４回 知能と発達 
知能概念と子ども発達との関連について、新生児の能力や発達障害、

情緒障害を例に人の知能の諸側面を理解する。 

５回 認知と記憶 
人は体験した出来事をどのように理解し記憶しているのかを理解す

る。行為法の実践③ 

６回 学習と動機 
こどもはなぜ「遊ぶ＝学ぶ」のか。「ほめる」と「しかる」を考える。

行為法の実践④ 

７回 感情と行動 
「イヤイヤ期」は「豊かな人間関係」の始まり。「愛され」体験と「自

己肯定」について考える。行為法の実践⑤ 

８回 性格と人格 
性格の基礎的な理論を理解し、さまざまな性格測定や人間理解のア

プローチの方法を知る。 

９回 個と集団 
個人と集団との関係性を、子どもと家庭を中心に、子ども集団・家

族集団・地域集団・職場集団などから理解する。 

10回 自分自身を知る 
自分史やコラージュなどの体験学習を通して、表現されたものから

心の世界を感じ取る。 

11回 人間知の研究 
専門職者として、「人間知」の文献研究や調査研究の進め方の基礎を

学ぶ。 

12回 カウンセリングとは カウンセリングの諸理論を学び、対人援助の基本的原則を理解する。 

13回 悩みの理由 
人が悩む時には大切な意味があることを理解するために、傾聴・共

感できるスキルを向上させる。行為法の実践⑦ 

14回 カウンセリングと援助 
カウンセリングの基本的な進め方を理解し、自分にできることとで

きないことが判断できる。行為法の実践⑧ 

15回 ストレスへの対処 
メンタルヘルスについて関心を持ち、ストレスを自己コントロール

できる力を向上させる。行為法の実践⑨ 

準備学習（予習・復習について） 
・授業内容を理解するために、授業内で提示した参考書を読むこと。 

・講義で学んだ内容と関連した身近な自己学修テーマを設定し、参考文献や引用文献を適切に選択し、レポー

ト作成期間中に読み込んでおくこと（最低 3 冊以上を基準とし、内容を熟読の上、レポートを作成する）こ

と。 



・学修した「援助技術」について日常生活の中で活用し、その結果を振り返る（反省・省察）こと。 

成績評価の基準・方法      

成績評価の基準 

 

成績は以下の３項目の総合評価とする。 

①授業内容の理解（20％：毎回の授業でコメントシートを提出する） 

②研究発表（30％：調査したことを要約し言語化できているかを評価する） 

③レポート（50％：調査したことを論理的にまとめ、考察の根拠となる知見「人間知＝理論・知識」の理解が

できているかを評価する） 

評価項目 S A B C D 

①心理学の基礎理解 

②援助理論・技術について

の基礎的理解 

③人間知の科学的なアプ

ローチと論述 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到

達目標を達成

している 

不十分な点は

認められるも

のの、到達目

標を達成して

いる 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していない 

100 点法 100 点～90 点 89 点～80 点 79 点～70 点 69 点～60 点 59 点以下 

教科書 

・特に定めない。毎回の本授業用に作成した資料を配付する。 

参考書等 

・春原由紀編著・杉本太平共著，『精神保健』，樹村房，2005年，1,900円 

・大坊郁夫・安藤清志・池田謙一編，『社会心理学パースペクティブ２』，誠信書房，1990年，3,864円 

・リタ．L．アトキンソン他著，内田一成監訳，『ヒルガードの心理学』，ブレーン出版，2002年，5,552円 

・國分康孝著，『カウンセリング心理学入門』，PHP新書，2000年，657円 

・河合隼雄著，『河合隼雄のカウンセリング心理学入門』，創元社，1999年，1,500円 

・社会福祉士養成講座編集委員会 編，『心理学理論と心理的支援 第 2版』，中央法規，2011年，2,310円 

履修上の注意・学習支援  

・行為法などの演習では積極的に参加すること。 

・疑問があれば授業内で解決できるように積極的に質問すること。 

・興味・関心が持てそうな[心理学]｢人間学｣などの書を図書館で探して読もう。 

・心理学理論を身の回りに起きていることと関連づけることを意識しよう。 

・疑問点・質問があるときは、科目担当者に相談すること。 

メールアドレス（sugimoto@kyowa-u.ac.jp） 研究室（5－202）  オフィスアワー（授業の前後） 

オフィスアワー 

疑問があれば、オフィスアワー（原則、講義終了後（開始前でも可）15 分間程度、5 号館 5-202（杉本研究

室）を利用すること。 

[実務経験の概要] 

１．文京区教育センタ－教育相談室 東京都文京区教育委員会教育相談専門員（心理）（1991年 4月～19998年

9月）として心理職の実務 

２．埼玉県複数市での幼児健康診査心理相談員（1997年 4月～現在に至る）としての心理職実務 

３.文教大学心理劇研究会主宰（1990 年 4月～2012 年 3月）及び日本人間関係学会関東地区会主宰（2010 年 4

月～2019 年 12 月）、人間関係・HRST 研究会主宰（2020 年 1 月～現在に至る）として行為法（心理劇）を

用いた研修会（看護師・介護士・臨床心理士・教員・一般会員など対人支援職者を対象とした研修）での

講師 

[実務経験と授業科目との関連性] 

 心理学・臨床心理学・発達心理学に関する理論学習と実務経験による実践的理解および援助技術や具体的な

方法論について行為法行為法を用いた独自のアクティブ・ラーニング手法「ﾋｭｰﾏﾝﾘﾚｰｼｮﾝ･ｽｷﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(Human 

Relation Skills Training)＝HRST」を開発し、その体験学習の展開に即した授業教材を作成している。また、

著書として「精神保健ー子どもと家族の援助のためにー」（共著）と「人間関係ハンドブック」を著わし、主と

して保育者養成のための精神保健に関する理論・実践・援助技術や、人間関係に関する（心理・臨床・発達・

教育・福祉）の理論・実践論・援助技術などの理論・根拠を教授している。 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2BL09 社会学 ２年 後期 講義 ２ 堀 圭三 

授業概要 
自立・自律した生活者として必要な、社会の仕組みについて理解を深めることを目的とする。現代社会の問

題、人と社会の関係などについて、具体的な事例を挙げながら講義をしていく。 

到達目標(学習の成果) 

１．授業の中で示した社会学の「テクニカルターム」について理解している。 

２．社会学のテクニカルタームを使い、身近な現象を説明することができる。 

３．以上により、自分自身や社会生活を考える態度を身につける。 

授業計画 

回 表題 学習内容 

１回 社科学小史 
19C 後半の、デュルケム、ジンメル、ウェーバーなどの社会学者が活躍

した時代背景について理解する。 

２回 社会学の考え方 
逆説思考、順機能、逆機能などのテクニカルタームを理解し、社会学的

なものの見方について理解する。 

３回 人と社会との関係① 社会システムの考え方として、パーソンズのＡＧＩＬ理論を理解する。 

４回 人と社会との関係② 社会規範や役割期待の相補性について理解する。 

５回 人と社会との関係③ 
社会集団の概念について理解し、primary group や基礎集団、官僚制に

ついて理解する。 

６回 現代社会の理解① 近代の人口動態、少子化、高齢化の実態について、統計から理解する。 

７回 現代社会の理解① 地域の概念、コミュニティの定義、都市生活の特徴について理解する。 

８回 現代社会の理解② 所得、教育、健康の社会的格差について理解する。 

９回 現代社会の理解③ 
ラベリング理論、マイノリティ、ジェンダーなど、社会のなかの偏見に

ついて理解する。 

10回 生活の理解① 
家族の概念、とくに核家族の定義、定位家族と生殖家族の考え方と性別

役割分業意識について理解する。 

11回 生活の理解② 
デュルケムの主著『自殺論』の考え方について理解する。自殺と個人主

義について社会学的に考える視点を理解する。 

12回 社会問題の理解① 
感情労働の概念の理解やウェーバーの「倫理」の概念から、働くことの

意味を考える。 

13回 社会問題の理解② 
社会の変化と「自己」の理解について、ミードの学説（社会的自我と内

なる会話）を理解する。 

14回 社会問題の理解③ 「共在」の概念とお互いに相手を尊重する儀礼的相互行為を理解する。 

15回 社会問題の理解④ 人間関係づくりの基礎となるコミュニケーションについて考える。 



準備学習(予習・復習について) 
授業で示された「学術用語」について、参考書等で調べておくこと。 

成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

1.テクニカルタームの定義

を記述できる。 

2.テクニカルタームを、範

例を使って説明できる。 

3.テクニカルタームを、自

身の問題意識と結び付け

ている。 

 

完全にない

しほぼ完全

に到達目標

を達成して

いる 

若干不十分

な点は認め

られるもの

の、到達目

標を達成し

ている 

不十分な点

は認められ

るものの、

到達目標を

達成してい

る 

到達目標の

最低限を達

成している 

到達目標を

達成してい

ない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

・定期試験（レポート課題）50％ 

・授業内課題（4回）    50％ 

教科書 
授業開始時にレジュメを配付する。 

 

参考書等 
・森下伸也，『社会学がわかる事典』，日本実業出版社，2000年、1,650円 

・森下伸也，『逆説思考』，光文社新書，2014年，726円 

 

履修上の注意・学習支援 
質問等がある場合は、電子メールで受け付ける。また、オフィスアワーでも受け付ける。 

 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワーを利用すること。事前予約(k3@ujc.ac.jp）のうえ、時間を設定する。具体

的な時間帯は追って掲示する。 

 

 

 



 

科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2BL10 法学 ２年 前期 講義 ２ 永井 紹裕 

授業概要 
具体的な例をもとに、日本国憲法を中心とした法律学の基本的な考え方について講義する。とりわけ、家族

やジェンダー、情報にまつわる身近な問題について多く取り上げたうえで、法的な観点からどのような解決が

考えられるかを見ていく。 

到達目標(学習の成果) 
１．憲法を中心とした法学一般について基本的な知識を身につける。 

２．法学の基本的な知識を具体的な事例に当てはめることができる。 

３．様々な社会的問題について法的な観点から考えることができる。 

授業計画 

回 表題 学習内容 

１回 イントロダクション 
講義の概要・進め方、講義の到達目標、成績評価の方法・基準

などについて知る。 

２回 家族関係における法① 
夫婦の家族関係を考えるうえで、法がどのように関わっている

かを理解する。 

３回 家族関係における法② 

子どもに関係する法的問題を横断的に考察し、子どもの法的地

位や権利について法がどのような考え方に基づいているかを理

解する。 

４回 学生生活と法① 
学生生活で直面する様々な問題が法的な観点からどのように扱

われるかを理解する。 

５回 学生生活と法② 
とりわけ大学生活において問題となりうる具体的な場面を想定

し、法的にどのような解決がなされうるかについて理解する。 

６回 社会生活と法① 契約 
具体的な事例を通じて契約を結ぶということがどのような責任

を生じさせるかなどについて理解する。 

７回 社会生活と法② 労働 労働の場面を通じて女性に関わる法的問題について理解する。 

８回 社会生活と法③ 刑事法 
自身が裁判員に選ばれた場面を想定し、刑事裁判の手続きや犯

罪と刑罰について理解する。 

９回 社会生活と法④ 不法行為 

自分が相手方に損害を生じさせてしまった場面を想定し、民事

的にどのような責任が生じるか（刑事責任との相違も含めて）

を理解する。 

10回 日本国憲法①  
日本国憲法の構造や基本的な思想、明治憲法との関係などを理

解する。 

11回 日本国憲法② 精神的自由権 
基本的人権の保障のうち、精神的自由権の保障の内容を理解す

る。 

12回 日本国憲法③ 経済的自由権 
基本的人権の保障のうち、経済的自由の保障の内容とともに、

精神的自由権との相違を理解する。 

13回 日本国憲法④ 社会権 
基本的人権の保障のうち、社会権の保障の内容とともに、社会

権が保障される意義を理解する。 



14回 日本国憲法⑤ 統治機構 
基本的人権の保障のために、国家権力がどのような仕組みにな

っているかを理解する。 

15回 これまでのまとめ 

これまでの学習を振り返るとともに、近時社会で問題となって

いることについて法的視点からどのように考えられうるかを理

解できるようにする。 

準備学習(予習・復習について) 
 授業毎に復習をすること。その際には、授業で扱った具体的な事件について自身で調べてどのような事案で

あったかを見直すとともに、レジュメや本を用いて、授業中十分理解できなかった部分を補うこと。日頃から

自身が関係しそうな問題（家族、知的所有権など）について関心をもち、法的な観点からどのような解決がな

されうるかについて考える癖をつけることが望ましい。 

成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①憲法を中心とした法学一般に

ついて基本的な知識の理解 

②法学の基本的な知識を具体的

な事例にへの適用 

③様々な社会的問題について法

的な観点からの考察 

完全にない

しほぼ完全

に到達目標

を達成して

いる 

若干不十分

な点は認め

られるもの

の、到達目

標を達成し

ている 

不十分な点

は認められ

るものの、

到達目標を

達成してい

る 

到達目標の

最低限を達

成している 

到達目標を

達成してい

ない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

・定期試験（筆記試験またはレポート課題）  70％ 

・授業内課題（３回）            30％ 

 

教科書 
 細川幸一，『大学生が知っておきたい生活のなかの法律』，慶応義塾大学出版会，2022年，1,980円 

 

参考書等 
 江藤祥平ほか，『大学生活と法学』，有斐閣，2022年，1,980円 

宍戸常寿ほか編，『法学入門』，有斐閣， 2021年， 1,870円 

 神野潔編，『教養のための憲法入門』，弘文堂， 2016年， 2,750円 

 

履修上の注意・学習支援 
 専門的な知識などは事前に知らなくてかまわないが、授業中出てきた用語でわからないものがあればすぐに

調べること。普段から世の中で起こっている事件や出来事に関心を持つこと（新聞等でニュースを確認するこ

と）。授業の内容や本の内容でわからないことがあれば、遠慮なく、授業前か授業後に直接質問するか、メー

ルで質問してください。わからないことを放置しないようにしてください。 

オフィスアワー 
質問等があれば、オフィスアワー（原則、講義終了後（開始前でも可）15分間程度、１号館１階「講師教員

センター」）を利用すること。 

 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2BL11 経済学 ２ 年 前期 講義 ２ 森 寛史 

授業概要 
社会の重要な仕組みであるヒト、モノ、カネの流れを理解していく上で必要となる経済学の基礎知識につい 

て学ぶ。私たちは経済社会の中で生活しており、自ら経済活動を行っている。生活においてだけでなく、仕事

をする上でも経済の知識は必要である。食や福祉という専門分野においても必要となる経済の講義を行う。 

到達目標(学習の成果) 
１．社会生活をしていくなかで、経済の仕組みがどうなっているのか理解する。 

２．複雑な経済問題がどれだけ私たちの生活に影響しているのかをできるだけ具体的に理解できるようにな

る。 

３．さまざまな経済的課題を経済学がどのような切り口から分析しているのかを理解する。 

授業計画 

回 表題 学習内容 

１回 経済とは、経済学とは 経済とは、経済学とはどのような特徴のある学問かについて考察 

２回 経済のしくみの概要 経済活動と経済循環について考察 

３回 家計･企業と市場の関係 家計や企業の役割、市場の働きについて考察 

４回 市場メカニズム 価格水準や生産水準がどう決まるのかについて考察 

５回 経済における政府の役割（１） 経済活動における政府の役割について考察（１） 

６回 経済における政府の役割（２） 経済活動における政府の役割について考察（２） 

７回 マクロ経済 
マクロ経済とは、GDP とは何か、GDP はどうきまるのかについて

考察 

８回 お金と金融（１） 通貨の機能について 

９回 お金と金融（２） 中央銀行の役割は何かについて考察 

10回 財政とは 財政と税の仕組みと現状について考察 

11回 貿易について（１） 貿易にはどのような利益があるのか考察 

12回 貿易について（２） 対外経済活動の広がりとグローバル化について考察 

13回 世界経済の課題について 世界が抱えている経済問題について俯瞰的に考察 

14回 経済のトピックス 労働法制等さまざまな政府の政策などについて考察 

15回 まとめ これまでの講義のまとめと補足並びに失業･雇用問題などについて 



準備学習(予習・復習について) 
予習：講義の中で指示する課題等について調べてくること。 

先行して資料は配付するので、高校時の「現代社会」などの教科書などで関連する事項について予習 

しておくと良い。新聞やニュースにより、日頃から経済について問題意識をもつこと。 

復習：授業終了後、配布資料により、講義内容が理解できているか復習のために確認すること。 

成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①経済学の対象についての

理解 

②私たちの生活と経済との

関係の理解 

③経済政策と日本経済との

関係の理解 

完全にない

しほぼ完全

に到達目標

を達成して

いる 

若干不十分

な点は認め

られるもの

の、到達目

標を達成し

ている 

不十分な点

は認められ

るものの、

到達目標を

達成してい

る 

到達目標の

最低限を達

成している 

到達目標を

達成してい

ない 

100点法 90点以上 80点以上 70点以上 69点以上 59点以下 

 

・定期試験（筆記試験） 70％ 

・レポート課題 20％ 

・授業小演習などに基づく発表の明確さ 10％ 

教科書 
特に使用しない。講義では資料を配付する。資料のプリントは、ほぼ毎回配付予定である。 

 

参考書等 
・林敏彦，『ハート＆マインド経済学入門』，有斐閣，1996年，1,980円 

・佐和隆光，『経済学とは何だろうか』，岩波書店 ，1982年，858円 

・福岡正夫，『経済学の考え方』，泉文堂 ，2017年，3,190円 

履修上の注意・学習支援 
質問等がある場合、その都度受け付ける。 

オフィスアワー 
授業時にまず問合せのこと。原則、講義の前後 10 分間程度、１号館１階「講師教員センター」に来るこ

と。 

 

 

 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1BP12 英語 I １年 前期 演習 １ 駒場 利男 

授業概要  
「現代の食を考える」ことをテーマとしたテキストを使用し、皆さんが意欲を持って学ぼうとしている食物、

栄養、料理と関連付けた英語学習を行う。「現代の食をめぐる話題」や「英米の伝統的な祝祭と食文化」に関わ

る身近な話題について季節感とともに学ぶ。四技能を総合的に学習しますが、主にリスニング力とリーディン

グ力を伸ばすための活動が中心となる。 

到達目標（学習の成果） 
１．食料と食文化に関連する英語の語彙や表現を理解できるようになる（理解）。 

２．英語のリズムを習得して、英語が自然に読めるようになる（技術・方法）。 

３．自分の身の回りの事柄について簡単な英語で表現できるようになる（応用）。 

授業計画   

回 表 題 学習内容 

１回 Unit 1 Counting Calories Conversation “On Dieting”, Reading “Dieting: Japan vs. America” 

２回 Unit 1 Counting Calories Exercise, 「あなたはダイエット派、それとも diet 派」 

３回 Unit 2 A New Sports Tradition Conversation “Before the Game”, Reading “The Tailgate Party” 

４回 Unit 2 A New Sports Tradition Exercise, “A Brief History of the Tailgate Party” 

５回 Unit 3 As American as Apple Pie Conversation “Homemade Apple Pie”, Reading “An Apple a Day” 

６回 Unit 3 As American as Apple Pie Exercise, 「フルーツの切り分け方」 

７回 Unit 4 Use as Directed Conversation “The Shimanto River and Sweetfish Dishes”,  
Reading “Best-before and Use-by Dates” 

８回 Unit 4 Use as Directed Exercise, 「食の安全」 

９回 Unit 5 The End of Home Cooking? Conversation “Drive-Thru”, Reading “Cooking for a Family vs. Eating 
Out” 

10回 Unit 5 The End of Home Cooking? Exercise, 「食べ方のマナー」 

11回 Unit 6 Just Follow the Recipe Conversation “Mother’s Curry”, Reading “Japanese Flavors and the 
Traditional Diet” 

12回 Unit 6 Just Follow the Recipe Exercise, 「いろいろな調理に関する表現」 

13回 Unit 7 Supplemental Health Conversation “Supplements”, Reading “Supplements: Pros and Cons” 

14回 Unit 7 Supplemental Health Exercise, 「サプリメント:食品、それとも医薬品」 

15回 Unit 8 Time for Tea Conversation “Coffee or Tea?”, Reading “Tea Time” 

準備学習（予習・復習について） 
予習：次回学習 Unitの下調べをし、Exerciseをやっておくこと。 

復習：学習した会話文や説明文などの英文を音読すること。小テストに備え学習事項の復習をすること。 



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目    S    A    B    C    D 

①語彙や表現の理解 

②英語の自然な音読 

③英語での自己表現 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到達

目標を達成し

ている 

不十分な点は

認められるも

のの、到達目標

を達成してい

る 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

  
成績は、定期試験(期末試験)50％と授業中の小テスト 50％の総合評価とする。 

教科書 
須永紫乃生他，『Food for Thought（現代の食を考える）』，南雲堂，2020年，1,870円 

 

参考書等 
英文法のテキスト(高校の時に使用したものなど) 

履修上の注意・学習支援 
予習・復習等の準備学習をきちんと行うこと（２つの Unitの学習終了ごとに小テストを実施する）。英語の

辞書（電子辞書可）を持ってくること。 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワー（原則、講義終了後（開始前でも可）15分間程度、１号館１階「講師教員セ

ンター」）を利用すること。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1BP13 英語Ⅱ １年 後期 演習 １ 駒場 利男 

授業概要 
 英語Ⅰと同じテキストを継続使用し、食物、栄養、料理と関連付けた英語学習を行う。「現代の食をめぐる話

題」や「英米の伝統的な祝祭と食文化」に関わる身近な話題について季節感とともに学ぶ。四技能を総合的に

学習しますが、主にリスニングとリーディングの力をさらに伸ばすための活動が中心となる。 

到達目標（学習の成果） 
１．食料と食文化に関連する英語の語彙や表現を理解できるようになる（知識）。 

２．英語のリズムを習得して、英語がより自然に読めるようになる（技術・方法）。 

３．自分の身の回りや社会の事柄について簡単な英語で表現できるようになる（応用）。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 Unit 8 Time for Tea Exercise, “Green Tea: Which One?” 

２回 Unit 9 Fresh from the Garden Conversation “Vegetable Garden”, Reading “On the History of Mayonnaise” 

３回 Unit 9 Fresh from the Garden Exercise, 「サラダと塩」 

４回 Unit 10 Local Delicacies Conversation “Japanese Delicacies”, Reading “Different National Cuisines” 

５回 Unit 10 Local Delicacies Exercise, 「フードマイレージ」 

６回 Unit 11 Trick or Treat Conversation “Halloween Barmbrack”, Reading “History of Halloween” 

７回 Unit 11 Trick or Treat Exercise, ｢ハロウイーンはどんなお祭りなの？｣ 

８回 Unit 12 Giving Thanks Conversation “Thanksgiving Break”, Reading “The American Holiday 
Rush:Thanksgiving to New Year’s” 

９回 Unit 12 Giving Thanks Exercise, 「クリスマスは家族と一緒に過ごすもの、それとも・・・」 

 10回 
Unit 13 Turkey and All the 
Trimmings Conversation “Christmas”, Reading “Recipe: Roast Turkey” 

11回 
Unit 13 Turkey and All the 
Trimmings Exercise, 「イギリスのクリスマス料理」 

12回 Unit 14 From Your Valentine Conversation “Saint Valentine’s Day”, Reading “St. Valentine” 

13回 Unit 14 From Your Valentine Exercise, 「チョコレートの歴史」 

14回 Unit 15 The Meaning of Easter Conversation “How to Make Hot Cross Buns”, Reading “Celebrating 
Easter” 

15回 Unit 15 The Meaning of Easter Exercise, 「イースターは何の日なの？」 

準備学習（予習・復習について） 
予習：次回学習 Unitの下調べをし、Exerciseをやっておくこと。 

復習：学習した会話文や説明文などの英文を音読すること。小テストに備え学習事項の復習をすること。 



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目    S    A    B    C    D 

①語彙や表現の理解 

②英語の自然な音読 

③英語での自己表現 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到達

目標を達成し

ている 

不十分な点は

認められるも

のの、到達目標

を達成してい

る 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していない 

 100点法 100点～90点   89点～80点   79点～70点   69点～60点   59点以下 

 

成績は、定期試験(期末試験)50％と授業中の小テスト 50％の総合評価とする。 

教科書 
須永紫乃生他，『Food for Thought（現代の食を考える）』，南雲堂， 2020年， 1,870円 

（英語Ⅰで使用した教科書を継続使用する。） 

 

参考書等 
英文法のテキスト(高校の時に使用したものなど) 

履修上の注意・学習支援 
予習・復習などの準備学習をきちんと行うこと（２つの Unitの学習終了ごとに小テストを実施する）。英語

の辞書（電子辞書可）を持ってくること。 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワー（原則、講義終了後（開始前でも可）15分間程度、１号館１階「講師教員セ

ンター」）を利用すること。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1BP14 情報処理Ⅰ １年 前期 演習 １ 堀 圭三 

授業概要 
人と生活を理解するために，情報化社会において必須である情報リテラシーを身につけることを目的とす

る。インターネットの利用方法，Googleアプリケーションの基本的な操作方法を学ぶ。また、情報モラルやネ

ットトラブルについて理解する。 

到達目標(学習の成果) 

１．情報リテラシーについて理解し、コンピュータを利用するにあたってのモラルを理解する（知識）。 

２．日本情報処理検定協会の日本語ワープロ検定2級（タイピング、文書デザイン）、表計算検定3級程度（四

則計算や関数の使い方）、プレゼンテーション3級程度の技術を身につける（技術）。 

３．以上により、社会生活でコンピュータを適切に使うことができる。 

授業計画 

回 表題 学習内容 

１回 
情報モラルとグーグルワークス

ペース基本操作① 

情報モラルやネットトラブルについて説明する。そして、本学発

行のユーザアカウントを用いてコンピュータシステムにログイン

し、基本的な操作方法を学ぶ。 

２回 
グーグルワークスペースの基本

操作② 

クラスルーム、ドライブ、meet などの利用方法を学ぶ。あわせ

て、スマートフォンとのリンクの方法を学ぶ。 

３回 
グーグルワークスペースの基本

操作 ドキュメント① 
ドキュメントの基本的機能を、文書作成を通して学ぶ。 

４回 
グーグルワークスペースの基本

操作 ドキュメント② 
文書作成を通して、段組み。表の挿入の方法を学ぶ。 

５回 
グーグルワークスペースの基本

操作 ドキュメント③ 

文書作成を通して、さまざまな表や写真、グラフの挿入の方法を

学ぶ。 

６回 
グーグルワークスペースの基本

操作 ドキュメント④ 
実際に、課題としてポスターの作成を行う（小テスト）。 

７回 
グーグルワークスペースの基本

操作 スプレットシート① 

表計算問題を通して、スプレッドシートの基本操作、四則計算を

学ぶ。 

８回 
グーグルワークスペースの基本

操作 スプレットシート② 

表計算問題を通して、基本関数（sum、average、min関数）を学

ぶ。 

９回 
グーグルワークスペースの基本

操作 スプレットシート③ 
表計算問題を通して、ROUND関数の使い方を学ぶ。 

10回 
グーグルワークスペースの基本

操作 スプレットシート④ 
表計算問題を通して、IF関数の使い方を学ぶ。 

11回 
グーグルワークスペースの基本

操作 スプレットシート⑤ 
表計算問題を通して、罫線や表示形式を学ぶ。 

12回 
グーグルワークスペースの基本

操作 スプレットシート⑥ 
実際に課題として、表計算問題を行う（小テスト）。 

13回 
グーグルワークスペースの基本

操作 スライド① 
プレゼンテーション問題を通して、文書作成を学ぶ。 



14回 
グーグルワークスペースの基本

操作 スライド② 

プレゼンテーション問題を通して、図形、写真の挿入と加工など

を学ぶ。 

15回 
グーグルワークスペースの基本

操作 スライド③ 

実際に課題として、プレゼンテーション問題を行う（小テス

ト）。あわせてタイピングの小テストを行う。 

準備学習(予習・復習について) 

予習：自宅でもクロムブックを使って、タイピングの練習を行う。 

復習：自宅でもクロムブックを使って、授業の振り返りを必ず行う。 

成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①タイピングの速度（600以上、500

以上、400以上、300以上） 

②文書デザイン課題の時間内作成 

③表計算課題の時間内作成 

④プレゼンテーション課題の時間内

作成 

完全にない

しほぼ完全

に到達目標

を達成して

いる。 

若干不十分

な点は認め

られるもの

の、到達目

標を達成し

ている。 

不十分な点

は認められ

るものの、

到達目標を

達成してい

る。 

到達目標の

最低限を達

成してい

る。 

到達目標を

達成してい

ない。 

100点法 90点以上 80点以上 70点以上 69点以上 59点以下 

 

・定期試験（指定した検定問題） 50％ 

・授業内小テスト（4回）     50％ 

 

教科書 
事前にレジュメを配付する。 

 

参考書等 
学研プラス編，『500円でわかる エクセル関数2016 (コンピュータムック500円シリーズ) Kindle版』, 

446円。 

 

履修上の注意・学習支援 

授業の最初に、タイピングの練習を行う。自宅でも練習し、タイピングの速度向上を目指す。 

 

オフィスアワー 

疑問があれば、オフィスアワーを利用すること。事前予約(k3@ujc.ac.jp）のうえ、時間を設定する。具体

的な時間帯は追って掲示する。 

 

 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1BP15 情報処理Ⅱ １年 後期 演習 １ 堀 圭三 

授業概要 
人と生活を理解するために，情報化社会において必須である情報リテラシーを身につけることを目的とす

る。インターネットの利用方法，Googleアプリケーションの基本的な操作方法を学ぶ。また、情報モラルやネ

ットトラブルについて理解する。 

到達目標(学習の成果) 

１．状況に応じて適切にソフトを選び、文書作成や表計算をすることができる（知識）。 

２．日本情報処理検定協会の日本語ワープロ検定初段程度（タイピング、文書デザイン）、表計算検定1級程

度（四則計算や関数の使い方）、プレゼンテーション検定1級程度の技術を身につける（技術）。 

３．以上により、社会生活でコンピュータを適切に使うことができる。 

授業計画 

回 表題 学習内容 

１回 
情報モラルとグーグルワークス

ペース基本操作① 

情報モラルやネットトラブルについて説明する。クラスルーム、

ドライブ、meet などの利用方法を学ぶ。あわせて、スマートフォ

ンとのリンクの方法を学ぶ。 

２回 
グーグルワークスペースの操作 

ドキュメント① 
ドキュメントの基本的機能を、文書作成を通して学ぶ。 

３回 
グーグルワークスペースの操作 

ドキュメント② 
文書作成を通して、段組み。表の挿入の方法を学ぶ。 

４回 
グーグルワークスペースの操作 

ドキュメント③ 

文書作成を通して、さまざまな表や写真、グラフの挿入の方法を

学ぶ。 

５回 
グーグルワークスペースの操作 

ドキュメント④ 
実際に、課題としてポスターの作成を行う（小テスト）。 

６回 
グーグルワークスペースの操作 

スプレットシート① 

表計算問題を通して、スプレッドシートの基本操作、四則計算を

学ぶ。 

７回 
グーグルワークスペースの操作 

スプレットシート② 

表計算問題を通して、基本関数（sum、average、min関数）を学

ぶ。 

８回 
グーグルワークスペースの操作 

スプレットシート③ 
表計算問題を通して、round関数の使い方を学ぶ。 

９回 
グーグルワークスペースの操作 

スプレットシート④ 
表計算問題を通して、if関数の使い方を学ぶ。 

10回 
グーグルワークスペースの操作 

スプレットシート⑤ 
表計算問題を通して、vlookup、dsum関数を学ぶ。 

11回 
グーグルワークスペースの操作 

スプレットシート⑥ 
表計算問題を通して、その他の関数、グラフ作成などを学ぶ。 

12回 
グーグルワークスペースの操作 

スプレットシート⑦ 
実際に課題として、表計算問題を行う（小テスト）。 

13回 
グーグルワークスペースの操作 

スライド① 
プレゼンテーション問題を通して、文書作成を学ぶ。 



14回 
グーグルワークスペースの操作 

スライド② 

プレゼンテーション問題を通して、図形、写真の挿入と加工など

を学ぶ。 

15回 
グーグルワークスペースの操作 

スライド③ 

実際に課題として、プレゼンテーション問題を行う（小テス

ト）。あわせてタイピングの小テストを行う。 

準備学習(予習・復習について) 
予習：自宅でもクロムブックを使って、タイピングの練習を行う。 

復習：自宅でもクロムブックを使って、授業の振り返りを必ず行う。 

成績評価の基準・方法 

成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①タイピングの速度（600以上、500 

以上、400以上、300以上） 

②文書デザイン課題の時間内作成 

③表計算課題の時間内作成 

④プレゼンテーション課題の時間内

作成 

完全にない

しほぼ完全

に到達目標

を達成して

いる 

若干不十分

な点は認め

られるもの

の、到達目

標を達成し

ている 

不十分な点

は認められ

るものの、

到達目標を

達成してい

る 

到達目標の

最低限を達

成している 

到達目標を

達成してい

ない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

・定期試験（指定した検定問題） 50％ 

・授業内小テスト（4回）     50％ 

 

教科書 
事前にレジュメを配付する。 

 

参考書等 
学研プラス編，『500円でわかる エクセル関数2016 (コンピュータムック500円シリーズ) Kindle版』, 

446円 

履修上の注意・学習支援 
授業の最初に、タイピングの練習を行う。自宅でも練習し、タイピングの速度向上を目指す。 

 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワーを利用すること。事前予約(k3@ujc.ac.jp）のうえ、時間を設定する。具体

的な時間帯は追って掲示する。 

 

 

 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1BP16 生活技術 １年 後期 演習 １ 百田 裕子 

授業概要  
食の専門職として対象者の健康的な食生活の支援をするためには、支援者自身が自立・自律した生活ができ

ることが求められる。本科目は、社会人として自立・自律した家事(被服・食・住)の必要性を学び、健康で快

適な生活を営むために必要な最低限の生活技術を学習する。快適な被服の選択・管理法、住生活環境の整え方

等を中心に、演習を通して学ぶ。 

到達目標（学習の成果） 
１．社会人として自立・自律した家事生活(被服・食・住)の必要性を理解し、説明できる。 

２．被服・住生活に関する基本的な技術の科学的根拠が説明できる(知識)。 

３. 演習を通して自己の心身の健康を考えた自立・自律した家事の実践ができるようになる(技術・方法・態度)。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 家事生活技術の必要性 

社会生活を営む上での生活行為と家事(被服・食・住生活)の大切さ、発達段

階に合わせた生活技術の自立過程を学ぶ。社会人として自立した生活者であ

ることの必要性を理解する。 

２回 包み方や結び方の基礎 
日本には、紙や風呂敷、のし袋などの包み方や、ひもの結び方などの伝統文

化がある。その意図するものや種類、マナー等を学ぶ。 

３回 
洗剤・洗浄剤の種類と

使用法 

洗剤・洗浄剤は生活のあらゆる場面で使われる。その種類と使用方法につい

て学ぶ。また、「生活排水」と「環境汚染」の実態を知り、持続可能な循環

型社会生活のために、どのように行動すべきかを考える。 

４回 部屋のレイアウト 
日本人の家屋は生活用品が多い。自分の家・部屋の間取りを見直し、理想の

部屋を考える。この演習を通して、快適な室内環境について学ぶ。 

５回 
TPO に合わせた被服の

選択法 

被服の役割と機能を理解する。布の素材と名称・特徴を知る。被服の品質表

示・サイズ表示を理解する。自己の体型特徴・足型を知り、TPO に合わせた

被服の選択ができるようになる。 

６回 部屋の掃除法 
掃除の目的を理解する。居室(和室・洋室)の汚れの特徴と掃除用具の種類・

使用方法を知る。実践を通して掃除方法を確認する。 

７回 水周りの掃除法 
水周り(台所・トイレ・浴室)の汚れの特徴と掃除方法を、実習を通して理解

する。 

８回 被服の修繕方法 被服の修繕・縫製の基礎を学ぶ。 

９回 ユニバーサルデザイン 生活の中のユニバーサルデザインについて学ぶ。 

10回 小物づくり 布の扱い方、縫製用具の種類・使用方法等を、小物づくりを通して学ぶ。 

11回 衣服の洗濯法 
素材の特徴、汚れの成分を学び、素材・汚れに合わせた洗濯方法を理解する。

一般衣料とウール製品の洗濯方法を、実践を通して学ぶ。 

12回 行事に合わせた室礼 行事に合わせた室礼の仕方について学ぶ。場面を想定した室礼を考案する。 

13回 衣服の管理(1) 素材や服種に合わせた衣服の管理方法(アイロンかけ、たたみ方等)を学ぶ。 

14回 衣服の管理(2) 
素材や服種に合わせた衣服の管理方法(防虫剤の種類と使用方法、収納の仕

方等)を学ぶ。 

15回 
災害等の緊急時の衣生

活・食・住生活 

居住地域のハザードマップを知る。災害等の緊急時の生活方法について学

ぶ。 

準備学習(予習・復習について) 
１．教科書に記載されている学習内容は、事前に教科書を読みこんでおくこと。 

２．日常生活の中で、家事に関するいろいろな情報に興味・関心をもち、新しい知識を取り入れること。 



成績評価の基準・方法 

成績評価の基準 
評価項目 S A B C D 

①家事生活技術の科学的

根拠の理解 

②家事生活技術の習得度 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到

達目標を達成

している 

不十分な点は

認められるも

のの、到達目

標を達成して

いる 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

成績は、定期試験(レポート・60%)と授業内評価(40%)の総合評価とする。 
・評価項目①について、授業内のワークシートやミニテストで評価する(40%) 

・評価項目②について、被服・住生活・災害時の生活に関するレポートを授業内に課す。調べた内容や実践内

容及び考察で評価する(各 20%)。   

教科書 
中川英子 編著，「新版 福祉のための家政学-自立した生活者を目指すために-」，建帛社，2017年，2,530円 

 

参考書等 
「家事の基本大事典」，成美堂出版，2015年，1,620円 

履修上の注意・学習支援 
１．「生活科学」を履修することが望ましい。 

２．実習内容に合わせて身支度をきちんとする。 

３．実習したことを日常生活の中で繰り返し実践し、理解を深めて技術を体得すること。 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワーを利用すること。具体的な時間帯は追って掲示する。メールでも質問に応じ

るので、momo@ujc.ac.jpあて連絡をすること。 

 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1BP17 体育実技 １年 前期 実技 １ 霜触 智紀 

授業概要  

運動は、栄養、休養と共に健康を維持・回復するために必要な要素である。ラジオ体操Ⅰ・Ⅱの基本的な運

動をすることで、身体のしくみとその効果を理解するとともに、ライフステージに合わせた運動・スポーツの

種類とその方法を、実践を通して理解する。生涯スポーツとして生活化できるよう学習する。 

到達目標（学習の成果） 
本授業は、生涯にわたって自己の心身の状態に適した運動・スポーツを生活の中に取り入れ、豊かなライフ

スタイルを形成できる能力を身につける（技術）。また、多くのスポーツを体験し、スポーツの楽しさを味わい

ながら、技術やルール・マナーを身につけ、体験したスポーツ活動ができるようになる（方法・態度）。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 体操、ストレッチ 
ラジオ体操第Ⅰ・第Ⅱの正確な動きを学ぶ。また身体の各部位のストレッ

チ体操を学ぶ。 

２回 手具運動① 
基礎技術として、ボール・縄の運動を展開することでその手具の基本的特

性を生かした運動体験を通してスキルポイントを学ぶ。 

３回 手具運動② 
基礎技術として、棒・フープの運動を展開することでその手具の基本的特

性を生かした運動体験を通してスキルポイントを学ぶ。 

４回 バスケットボール① 
基礎技術として、パス、ドリブル、シュートのスキルアップをめざし、ス

キルポイントを学ぶ。 

５回 バスケットボール② 
ゲームにおけるルール・マナーを学び、バスケットボールのチームゲーム

としての楽しさを学ぶ。 

６回 バドミントン① 
基礎技術として、フォアーハンドハンドストローク、バックハンドストロ

ーク、サーブのスキルアップをめざし、スキルポイントを学ぶ。 

７回 バドミントン② 
ゲームにおけるルール・マナーを学び、バドミントンのゲームの楽しさを

学ぶ。 

８回 テニス① 
基礎技術として、フォアーハンドハンドストローク、バックハンドストロ

ーク、サーブ、ボレーのスキルアップをめざし、スキルポイントを学ぶ。 

９回 テニス② ゲームにおけるルール・マナーを学び、テニスのゲームの楽しさを学ぶ。 

10回 
ターゲット・バード・ゴ

ルフ① 

基礎技術として、グリップ、アドレス、クラブスイングのスキルアップを

めざし、スキルポイントを学ぶ。 

11回 
ターゲット・バード・ゴ

ルフ② 

ゲームにおけるルール・マナーを学び、ターゲット・バード・ゴルフのゲ

ームの楽しさを学ぶ。 

12回 シャトルボール① 
基礎技術として、パス、ドリブル、シュートのスキルアップをめざし、ス

キルポイントを学ぶ。 

13回 シャトルボール② 
ゲームにおけるルール・マナーを学び、シャトルボールのチームゲームと

しての楽しさを学ぶ。 

14回 インディアカ① 
基礎技術として、パス、サーブのスキルアップをめざし、スキルポイント

を学ぶ。 

15回 インディアカ② 
ゲームにおけるルール・マナーを学び、インディアカのチームゲームとし

ての楽しさを学ぶ。 



準備学習(予習・復習について) 

予習：授業で行う体操・スポーツをスポーツ関係の本、インターネット等で事前に調べて理解を深めておく。 

復習：学んだスキルアップのポイント、ルール、マナーをまとめておく。  

成績評価の基準・方法 

成績評価の基準 

評価項目 S A B C D   

①運動・スポーツの基礎的

理解 

②積極的なスキルアップ

及び課題克服度 

③生涯スポーツに関する

基礎的理解 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到

達目標を達成

している 

不十分な点は

認められるも

のの、到達目

標を達成して

いる 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

１．積極的なスキルアップのための取り組み度及び課題克服度（60％） 

・体操やストレッチ、球技、ニュースポーツであるターゲット・バード・ゴルフやシャトル 

ボール、インディアカなどにおいて、スキルアップを目指している。 

・技術向上はもちろんのこと、ゲームにおけるルールやマナーについて理解している。 

２．レポート（40％） 

・生涯スポーツの重要性について具体的に述べていること。 

・生涯スポーツに対する自らの考えを表明できること。  

教科書 

使用しない。 

参考書等 

上杉尹宏・晴山紫恵子・川初清典 監修，『新版 生涯スポーツと運動の科学』，市村出版，2016年，3,080円 

履修上の注意・学習支援 

運動着・運動靴（グランド用、体育館用）は指定された服装を着用する。 

オフィスアワー 

質問があれば、オフィスアワーを利用すること。メールでも質問に応じるので、メールアドレスに連絡をす

ること。オフィスアワーの具体的な時間帯及びメールアドレスは追って掲示する。 

 
 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SC18 社会福祉概論 ２年 後期 講義 ２ 平賀 紀章 

授業概要 
現代ほど社会福祉（ソーシャルワーク）が必要な時代はないと言われている。この講義では、まず、社会福

祉を必要とする現代社会の構造や社会福祉の機能について理解する。次に、現代社会の同質性と異質性（＝多

様性）を理解するプロセスにおいて、社会福祉やニーズ発生のメカニズムを考えていく。そして、広い教養を

もった食の専門職を目指すために、身近な生活課題やそれらを解決する社会資源を取り上げる。関連する施策・

制度や援助の方法の実際を共有し、自らの考えなどを表明し実践につなげることで、現代社会の福祉について

学んでいく。 

到達目標（学習の成果） 
１．社会福祉やその制度の意義（背景・流れ）と体系（仕組み）を説明でき、人間の人権や尊厳を尊重できる。 
２．社会福祉援助技術や社会福祉・社会保障制度などの概要について理解し、説明できる（知識）。 
３．食の専門職として、知識を生かし、食の視点で社会福祉を実践できる態度を身につけている（方法、態度）。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 現代社会と社会福祉 
家族や地域社会の状況変化を理解したうえで、社会福祉の意義と必

要性を学ぶ。現代社会に何故社会福祉・社会保障が必要なのかを理

解してする。 

２回 社会福祉のあゆみ わが国と諸外国の社会福祉の歴史を理解する。その共通点と違いを

学ぶことによって、わが国の社会福祉の今後のあり方を考える。 

３回 社会福祉ニーズと把握方法 
社会福祉のニーズとその変容、及びニーズの把握方法の実際を学ぶ。

ニーズとはなにか？「要求」と「欲求」との違いや、ニーズの種類・

内容について理解する。 

４回 社会福祉サービスの概観① 
社会福祉が必要になりやすい状況や人々について理解する。その対

象者として、子ども、母子・父子家庭について学ぶ。その社会福祉

についての解決策を考える。 

５回 社会福祉サービスの概観② 障害者、高齢者を対象とした社会福祉について学ぶ。介護保険制度

や障害者総合支援制度等の社会福祉サービスについて学ぶ。 

６回 社会福祉サービスの供給方法 
施設福祉と居宅福祉のそのサービスの提供方法や実態について学

ぶ。また、近年ではその中間的な存在として「地域の中で」という

方法もある。その背景と実際について学ぶ。 

７回 地域福祉の概観 
地域福祉の推進組織や担い手を理解する。「地域包括ケアシステム

「地域共生社会」について理解を深め、食の専門職として実践すべ

きことを考える。 

８回 社会福祉専門職とその倫理 
社会福祉専門職制度(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士、お

よび保育士)とそれぞれの専門職倫理を学ぶ。食の専門職として、他

職種との連携のあり方を考える。 
９回 ソーシャルワークの方法 社会福祉専門職が日常業務で実践している方法（援助技術）を学ぶ。 

10回 社会福祉の法のしくみ 社会福祉の行政と公民組織や団体、社会福祉の財政について学ぶ。 

11回 社会保障の概念 社会福祉と社会保障の関係について学ぶ。社会保障がなぜ必要なの

か？あるいはどんな時に必要になってくるのかを理解する。 

12回 社会保障制度について① 「健康（医療）保険」「介護保険」「年金保険」の各制度の概要と内

容について理解する。 

13回 社会保障制度について② 「雇用保険」「労災保険」、「生活保護」制度について、その概要と流

れを学ぶ。 

14回 社会福祉に関する関連制度 「住宅」や「雇用」についての制度政策や関係機関について学ぶ。 

15回 近年の社会福祉の施策の動向 
「契約」に基づく福祉サービス提供のあり方、「応益（定率）」負担

の課題から福祉専門職の課題を知る。食の専門職として社会福祉の

実践について考える。 



準備学習（予習・復習について） 
・社会福祉について、教科書・参考書やメディア、新聞記事などを活用しながらそれらの仕組みを理解してみ

る。 

・そのうえで、これらの実態や制度等についての課題や問題点などについても調べてみる。 

成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①社会福祉やその制度と体

系の理解 
②社会福祉援助技術や社会

福祉・社会保障制度等の

概要の理解 
③食の視点で社会福祉を実

践できる応用力 

完全にない

しほぼ完全

に到達目標

を達成して

いる 

若干不十分

な点は認め

られるもの

の、到達目標

を達成して

いる 

不十分な点

は認められ

るものの、到

達目標を達

成している 

到達目標の

最低限を達

成している 

到達目標を

達成してい

ない 

100点法 100 点～90 点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 定期試験(筆記試験) 80％ 

定期試験(レポート) 20％（食を学ぶ「私」としての意見が表明できているかを評価する）  

教科書 
 西村昇・日開野博・山下正國 編著，『七訂版 社会福祉概論 その基礎学習のために』，中央法規出版， 

2022年, 2,860円 

 
参考書等 
・野崎 和義・ミネルヴァ書房編集部，『社会福祉小六法 2022』ミネルヴァ書房，2022年,1,980円 

・『国民の福祉と介護の動向 最新版』，厚生労働統計協会,2021年,2,400円 

・社会保障入門編集委員会，『社会保障入門』，中央法規出版,2022年,2,750円 

・鶴幸一郎・藤田孝典・石川久展・高端正幸 共著，『福祉は誰のために ソーシャルワークの未来図』, 

へるす出版新書，2019年，1,320円 

オフィスアワー 
・質問等があれば、オフィスアワー（原則出講日昼休み及び講義終了後 15分間、1号館 1階「講師教員センタ

ー」にて）を利用すること。 

・急な、あるいは期間外の質問等については、担当教員のメールに送信すること（メールアドレスは初講の際

にお示しする）。 

履修上の注意・学習支援 
・不明なことは、常に調べ、質問する習慣を身につけること。 
・必要な配慮等ある場合は事前（初講時でも可）に相談すること。 

[実務経験の概要]  
担当教員は社会福祉士、精神保健福祉士の資格を持ち、特別養護老人ホームの生活相談員や地域中核病院お

よび回復期リハビリテーション病院のソーシャルワーカーとして、サービス利用者・家族への相談業務に従事

してきた。 

[実務経験の概要と関連性] 
栄養士も社会福祉の一翼を担う専門職である。栄養士の活躍の場は、高齢者・児童福祉、医療、教育等多領

域に及ぶ。社会福祉概論の内容にとどまらず、ソーシャルワーカーを含め他職種との協働・連携の方法等につ

いても、実務経験に基づき、教授できる。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SC19 公衆衛生学 ２ 後期 講義 ２ 久保田 浩美 

授業の概要 
「公衆衛生」は、対象とする地域に住むすべての人々の QOL を向上させ、疾病を予防し、健康を維持・推

進することを目指しており、「公衆衛生学」は、保健、医療、福祉、教育、食など様々な分野において基礎とな

る学問領域である。栄養士実務においても、栄養を通じて人々の健康増進や疾病予防を図ることは大きな目標

であり、本授業ではそのために公衆衛生の基礎知識を習得することを目指す。具体的には、①保健・医療・福

祉制度や関連法規の概要を学ぶ。さらに、②疫学データなどから疾病の現状、および疾病と社会、環境、生活

習慣との関係を詳しく学ぶ。 
到 達 目 標(学習の成果) 
１．公衆衛生学の理念、健康、主要疾患について理解し、説明できる(知識)。 

２. 公衆衛生に関する関連法規、社会制度について理解し、説明できる(知識）。 

３. 疫学データを解釈し、説明できる(知識・思考)。 

４．社会や環境と健康との関係を理解するとともに、現状を解明するための科学的な考え方を身につける(知

識・思考・応用力)。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 公衆衛生学の概要 

公衆衛生学の必要性を理解する。健康の定義と健康を維持する上で

の生活や環境の役割を学ぶ。健康問題の変遷、公衆衛生と医療の歴

史を理解する。 

２回 保健統計 
健康の測定と健康指標、人口統計のデータの読み方を学び、現状と

課題を理解する。 

３回 疫学 
疫学の定義と特徴を学ぶ。疾病の分類と疾病量の把握方法を理解す

る。さらに、疫学の研究方法を理解する。 

４回 疫学予防と健康管理 
生活習慣と健康、疾病リスクと予防医学にについて学ぶ。健康管理

の方法と健康増進のための具体的取り組み方法を理解する。 

５回 
主な疾病とその予防に関する

疫学調査(1) 

がん、循環器疾患、代謝疾患、骨・関節疾患等とその予防方法を学

ぶ。 

６回 
主な疾病とその予防に関する

疫学調査(2) 

感染症とその予防方法を学ぶ。その他の疾患（慢性腎臓病、慢性閉

塞性肺疾患、認知症、難病等）について理解する。 

７回 環境と健康 
生態系と環境保全、地球環境問題、環境汚染と健康影響、環境衛生

について学ぶ。 

８回 精神保健 

主な精神疾患及び精神関連問題（自殺、虐待等）とその予防方法に

ついて学ぶ。精神保健福祉対策、精神障害者の社会復帰施策、地域

の精神保健福祉活動などについて学ぶ。 

９回 社会保障、保健行政、地域保健 

社会保障の定義と歴史、地域社会と保健行政等の実際を理解する。

地域保健活動について理解し、地域における健康危機管理について

学ぶ。 

10回 医療制度、福祉制度 

保健医療行政の概要と基礎知識を学ぶ。医療保険制度の仕組みを理

解する。医療保障・年金や社会福祉の仕組み、障害者福祉などにつ

いて理解する。 

11回 母子保健、成人保健 
母子保健の現状と課題について理解する。母子保健活動と行政につ

いて学ぶ。成人保健、生活習慣病の現状と予防方法などを学ぶ。 

12回 高齢者保健・医療・介護 
高齢者の生活と健康について学ぶ。高齢者の保健と医療、介護保険、

地域ケアシステム等について理解を深める。 

13回 学校保健 
学校保健の意味、組織と運営、学校保健教育について理解する。健

康診断や感染症対策などの学校保健安全対策について学ぶ。 

14回 産業保健 

働く人々の健康について学ぶ。労働災害・事故、職業病について理

解し、労働安全衛生対策、メンタルヘルス対策、過労死対策などに

ついても学ぶ。 



15回 国際保健・医療 

地球規模の健康問題、持続可能な開発目標（SDGs）とその達成に向

けた取り組みなどについて学ぶ。開発途上国の健康問題とその対策、

日本の保健医療の国際協力の在り方等について理解する。 

準備学習(予習・復習について) 
予習：次回内容について、教科書を予め読み、わからない用語があれば調べる。 

復習：学んだ内容について、特に専門用語の意味をしっかり理解するために、講義内容のポイント部分を必ず

復習する。また、授業中に実施したミニテストで間違えた個所やわからなかった個所は、その都度正解

を確認し、理解しておく。 

成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

 

評価項目 S A B C D 

基礎的な用

語の理解 

（45％） 

基礎的な用語

を理解し、正確

に説明できる。 

基礎的な用語を

概ね理解し、説

明できる。 

基礎的な用語に

ついて大体理解

し、説明できる。 

基礎的な用語に

ついて最低限理

解し、説明でき

る。 

基礎的な用語に

ついての理解が

不十分である。 

基礎的な内

容の理解 

（45％） 

基礎的な内容

について理解

し、内容の真偽

テ ス ト 等 で

90％以上正解

できる。 

基礎的な内容に

ついて概ね理解

し、内容の真偽

テスト等で 80％

以 上 正 解 で き

る。 

基礎的な内容に

ついて大体理解

し、内容の真偽

テスト等で 70％

以 上 正 解 で き

る。 

基礎的な内容に

ついて最低限理

解し、内容の真偽

テスト等で 60％

以上正解できる。 

基礎的な内容に

ついて理解が不

十分であり、内

容の真偽テスト

等で 60％未満の

正解率となる。 

統計データ

や疫学デー

タの解釈 

（10％） 

①データの意

味を理解し、②

正しく解釈で

きる。 

①及び②が概ね

できる。 

①及び②が大体

できる。 

①、②にやや不十

分な点がある。 

①、②のどちら

も不十分であ

る。 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

成績評価の方法 

ミニテスト(30%）及び定期試験（70%）により評価する。 

教科書 
中村信也編，『公衆衛生学 2022/2023 第 12版』，同文書院，2022年，2,860円 

 

参考書等 
・医療情報科学研究所編， 『公衆衛生がみえる 2020-2021』，株式会社メディックメディア，2020年， 

3,960円（※年度中に最新版が出版された場合はそれを参照することがより望ましい） 

・厚生労働省 HP：「分野別の政策一覧」「統計情報・白書」 

履修上の注意・学習支援 
参考となるプリントを授業中に配付する。 

第２回目以降、授業の初めに前回の講義内容に関するミニテストを実施し、理解度を確認する。 

必要な配慮のある場合は相談すること。 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワーを利用して質問すること。事前予約（h.kubota@ujc.ac.jp）のうえ、時間を設

定する。具体的な時間帯は追って掲示する。 

［実務経験の概要］ 
花王株式会社において研究員、主任研究員、上席主任研究員、あるいは主席研究員として、酵素研究、アレ

ルギーの予防に関わる研究、ノロウイルスの制御に関する研究、日用品（例えば、衣料用洗剤、住居用洗剤、

ハンドソープ、消毒剤、歯磨き粉、化粧品など）や食品の開発につながる微生物制御研究（殺菌・抗菌技術、

防腐・防黴技術、衛生管理等に必要な微生物試験方法や検査手法の研究）に従事してきた。また、微生物試験、

微生物検査、微生物学的安全性の評価等の実務にも深く関わってきた。 

［実務経験と授業科目との関連性］ 
生活者の実態を把握し、豊かで衛生的なくらし、あるいは安心安全な製品を提供するための上述の研究や評

価業務は、公衆衛生、食品衛生、およびその関連科目との関連性が非常に高く、実務経験を生かした講義が実

施できる。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1SC20 解剖生理学Ⅰ １ 前期 講義 ２ 黒須 祐作 

授業の概要 
人体は 60兆個もの細胞からできている。細胞が集まって、上皮組織、支持組織、筋組織、神経組織をつくり、

更に、複数の組織が集まって特定の機能をもった器官・器官系を形成し、それらが統合されて一人の人体を構

成している。生命の最小単位である細胞と組織・器官、皮膚、骨格と筋等について学ぶ。さらに細胞が生きて

いくうえで必要な栄養を摂取する消化器系、代謝に必要な酸素を摂取する呼吸器系、栄養素・酸素・老廃物を

運搬する循環器系等に理解していく。 

到 達 目 標(学習の成果) 
１．ヒトの身体を構成する各臓器各組織の名称と働きを理解し、説明できる。 

２. 臓器や組織を構成する細胞の構造と働きを理解し、説明できる。 

３. ヒトが生きて活動するためのエルネギーをどのように取り入れているのかを説明できる。 

これらを通して、生命と健康の貴重さを理解し、健康増進を図る力を身につける(食の専門職としての基礎的

な知識・技術・方法)。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 
解剖生理学につい

て 解剖生理学と生理学について、人体の大要を学ぶ。 

２回 細胞 細胞の構造と働きを学ぶ。 

３回 組織・器官① 
細胞からつくられる組織(上皮組織・支持組織・液状組織・筋組織・神経組織)
について学ぶ。 

４回 組織・器官② 器官(運動器系・循環器系・呼吸器系・消化器系・泌尿器系・生殖器系・内分泌

系・脳神経系・感覚器系)の働きを学ぶ。 

５回 皮膚と膜 皮膚の構造と働きを学ぶ。 

６回 骨格 骨の微細構造、骨格の構造と働きを学ぶ。 

７回 筋 筋肉の種類とその作用、および筋肉の収縮機構を学ぶ。 

８回 消化器① 口腔、食道、胃、十二指腸の構造と機能について学ぶ。 

９回 消化器② 空腸、回腸、大腸、直腸の構造と機能、および胃腸の運動について学ぶ。 

10回 消化器③ 肝臓、胆のう、すい臓の構造と機能、消化酵素と消化管ホルモンについて学ぶ。 

11回 消化器④ 吸収と消化、代謝、同化と異化について学ぶ。 

12回 循環① 心臓、心電図、交感神経と副交感神経による二重支配について学ぶ。 

13回 循環② 
肺循環、体循環、胎児循環、リンパ液の循環、および筋肉ポンプと呼吸ポンプ

について学ぶ。 

14回 血液 血液、造血器、血液型、凝固線溶系について学ぶ。 

15回 体液 体液量、血漿浸透圧、酸塩基平衡などの腎臓による制御を学ぶ。 

準備学習(予習・復習について) 
予習：次回内容(シラバス、または講師からの指示)について、教科書を予め読み、わからない用語について参

考書やインターネットで調べておくこと。 

復習：学んだ内容について、特に専門用語の意味をしっかり理解するために、講義の後に教科書や配付された

プリント、板書内容のポイント部分を必ず復習しておくこと。また、授業中に実施した小テストで間違

えた個所やわからなかった個所は、つど正解を確認し、理解しておくこと。 



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①各臓器各組織の名称と働

きの理解 

②細胞の構造と働きの理解 

③エネルギーの取り込みに

関する理解 

④生命と健康の貴重さの理

解と健康増進を図る方法

の習得度 

完全にない

しほぼ完全

に到達目標

を達成して

いる 

若干不十分

な点は認め

られるもの

の、到達目標

を達成して

いる 

不十分な点

は認められ

るものの、到

達目標を達

成している 

到達目標の

最低限を達

成している 

到達目標を

達成してい

ない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

小テスト（30%） 

定期試験(期末試験若しくは課題に基づくレポート)の提出（70％） 

教科書 
志村二三夫・岡 純・山田和彦 編，『栄養科学イラストレイテッド解剖生理学人体の構造と機能 改訂第 3

版』, 羊土社,2020年, 3,190円 

 

参考書 
津田謹輔・伏木亨・本田佳子 監修,福島光夫 編集，『ヴィジュアル栄養学テキスト 人体の構造と機能およ

び疾病の成り立ちⅠ 解剖生理学』,中山書店,2016年,2,970円 

履修上の注意・学習支援 
やむを得ず欠席した場合は、次週までに配付プリント等（研究室にて個別に配布、またはインターネット、

電子メールなどで閲覧）を自習しておくこと。また、出席・欠席にかかわらず、授業内容に関する質問を電子

メールにて常時受け付けるので、利用すること（質問に対する回答は、返信によるか次回以降の授業内で行う）。 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワー（原則、講義終了後（開始前でも可）15分間程度、１号館１階「講師教員セ

ンター」）を利用すること。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1SC21 解剖生理学Ⅱ １年 後期 講義 ２ 渡部 誠  

授業の概要 
解剖生理学Ⅰに続いて消化器、循環器・血液、泌尿器、内分泌、生殖器、免疫にかかわる各器官の構造と基

本的な機能について学ぶ。さらに、全身の恒常性を維持するためのホルモンの作用や代謝調節のしくみについ

て理解する。 
到達目標（学習の成果） 
１．体内の主要器官の名称、体内の位置、構造および主な働きについて理解し、説明できる。 
２．ホルモンや自律神経の作用による身体の恒常性の維持について理解する。 
３．循環器、呼吸器、消化器、肝、腎など代謝に関わる臓器の機能と栄養の関係について理解する。 

これらを通して、生命と健康の貴重さを理解し、健康増進を図る力を身につける(食の専門職としての 

基礎的な知識・技術・方法)。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 解剖生理学Ⅰの復習① 人体全体の仕組みについての理解を確認する。 

２回 解剖生理学Ⅰの復習② 筋肉、骨格、消化器についての理解を確認する。 

３回 神経系 神経系の構造と働きを学ぶ。 

４回 自律神経と感覚器 自律神経、および感覚器官の構造と働きについて学ぶ。 

５回 循環器・血液 心臓、血管、血液の構造と働きを理解する。 

６回 内分泌系① 血液を介した恒常性の維持、およびホルモンの概念について学ぶ。 

７回 内分泌系② 主なホルモンの種類、分泌器官と働きについて学ぶ。 

８回 免疫 免疫に関わる細胞とその働き、免疫やアレルギーの仕組みを学ぶ。 

９回 泌尿器・腎臓 腎臓の構造と働き、尿と生体の恒常性の維持の関係について学ぶ。 

10回 肝臓と代謝① 肝機能と生体の恒常性の維持の関係について学ぶ。 

11回 肝臓と代謝② 糖代謝とその異常について理解する。 

12回 呼吸器 呼吸器の構造と働きを理解する。 

13回 細胞と遺伝 細胞の構造と働き、遺伝の仕組みについて学ぶ。 

14回 受精と妊娠 受精と妊娠の成立・維持に関わる諸器官のはたらきを学ぶ 

15回 まとめ 各回で学んだことをまとめて復習する。 

準備学習(予習・復習について) 
予習：次回内容(シラバス、または講師からの指示)について、教科書を予め読み、わからない用語について参 

   書やインターネットで調べておくこと。 

復習：学んだ内容について、特に専門用語の意味をしっかり理解するために、講義の後に教科書や配付された

プリント、板書内容のポイント部分を必ず復習しておくこと。また、授業中に実施した小テストで間違

えた個所やわからなかった個所は、つど正解を確認し、理解しておくこと。 



成績評価の基準・方法 

成績評価の基準 

評価項目 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

①体内の主要器官の名称、

位置、構造および主な働

きについての理解 

②ホルモンや自律神経の作

用による恒常性の維持に

ついての理解 

③循環、呼吸、代謝と栄養

の関係についての理解 

完全に、ない

しほぼ完全

に到達目標

を達成して

いる 

若干不十分

な点は認め

られるもの

の、到達目標

を達成して

いる。 

不十分な点

は認められ

るものの、到

達目標を達

成している。 

到達目標の

最低限を達

成している。 

到達目標を

達成してい

ない。 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

評価の方法：定期試験（期末に実施する筆記試験；70％）に授業内評価（授業時に実施する小テスト；30％）

を加味して総合評価とする。 

なお、授業時の小テストについては、その時間のうちに正解を提示し解説する。また、 期末の筆記試験につ 

いては試験終了後すみやかに正解を掲示する。 

教科書 
浅野伍朗 監修，『からだのしくみ事典』，成美堂出版，2002年，1,650円 

 

参考書 
・津田謹輔・伏木亨・本田佳子監修，福島光夫編，『ヴィジュアル栄養学テキスト 人体の構造と機能および 

疾病の成り立ちⅠ 解剖生理学」』，中山書店，2016年，2,970円 

・清水茜著，『はたらく細胞（１）～（５）』，講談社シリウスコミックス，2015年～，各 748円 

履修上の注意・学習支援 
やむを得ず欠席した場合は、次週までに配付プリント等（個別に配付、またはインターネット、メールなど

で閲覧）を自習しておくこと。また、出席・欠席にかかわらず、授業内容に関する質問を電子メールにて常時

受け付けるので、利用すること（質問に対する回答は、返信によるか次回以降の授業内で行う）。 

オフィスアワー 
質問等があれば、オフィスアワー（原則、講義終了後（開始前でも可）15 分程度、１号館１階「講師教員セ

ンター」）利用すること。 

[実務経験の概要] 
1983年～2009年までテルモ株式会社において、また 2009年～2016年までネスレ日本株式会社において、計

33年間にわたり経腸栄養剤、流動食、サプリメントの研究開発、企画、製造、マーケティングに従事し、その

うちの 16 年間は事業責任者として指導的役割を担った。主な開発品目として、エンテルード（医薬品経腸栄養

剤）、テルミール 2.0、テルミールミニ、PG ソフト、ペプチーノ、アイソカルサポート、ペプタメン、アイソカ

ル HC ジェリー、アイソカルジュニア等があり、広く国内の医療現場や高齢者施設、在宅療養者において、経

口、経管、急性期、慢性期、高齢者、小児の各栄養補給に供してきた。これらの事業を通じて医療・介護の現

場における体のしくみとはたらき、疾病の成り立ちについて深く知見を深め、現場の医師、看護師、管理栄養

士に対して専門的な情報提供を継続的に行った。 

[実務経験と授業科目との関連性] 
基本的な体のしくみとはたらき、および疾病について、医療・介護の現場レベルで通用する専門的な知識を

提供することができる。とくに、栄養管理に関係する咀嚼嚥下、消化吸収、代謝、排泄に関連する領域では、

長年の管理栄養士や看護師への情報提供の経験を生かして、ポイントを絞ったわかりやすい講義を行うことが

できる。 

 
 

 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SE22 解剖生理学実験 ２年 前期 実験 １ 渡部 誠 

授業の概要 
解剖生理学で学習した生体内での各器官の構造や機能について実験・観察を通して理解する。骨格模型や臓

器模型により人体の構造、各臓器の大きさや位置関係を知るとともに、光学顕微鏡を用いる臓器・組織標本の

観察、スケッチを行い、臓器を構成する組織や細胞の微細構造を理解する。また、自身の体の身体計測や機能

テストによって、栄養管理とかかわりの深い身体機能への理解を深める。併せて、簡易栄養評価やトロミ剤・

流動食の使い方など、病院や高齢者施設等の栄養管理の現場に即した手法を学ぶ。 

到達目標（学習の成果） 
１．身体計測、体温、血圧、脈拍の測定を通じて、これらの数値の意味への理解を深める（知識・技術）。 
２．味覚テストや、液体へのとろみづけ、高齢者疑似体験などを通じて、疾病や高齢者の身体機能低下につい

て具体的に理解する（知識・技術）。 
３．顕微鏡標本の観察により、細胞の構造、血液の構造等を理解する（知識・技術）。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 解剖生理学Ⅰ・Ⅱの復習 人体の構造と仕組みに関する理解を再確認する。 

２回 骨格模型・臓器模型の観察 人体の構造、特に各臓器や骨格の大きさや位置関係を知る。 

３回 細胞の観察① 
人の血液や細胞標本の顕微鏡観察を行い、その特徴と機能との関係

を学ぶ。 

４回 細胞の観察② 人の血液や細胞標本の顕微鏡観察を行い、その特徴と機能との関係

を学ぶ。 

５回 身体計測 BMI や体脂肪測定の原理と意義を理解する。 

６回 バイタルサイン① 体温の意義とその測定法を理解する。 

７回 バイタルサイン② 血圧の意義とその測定法を理解する。 

８回 バイタルサイン③ 脈拍、呼吸の意義とその測定法を理解する。 

９回 味覚テスト 味覚テストを通じて、その方法と意義を理解する。 

10回 排尿と排便 排尿と排便について、正常と異常について学ぶ。自己の観察を通し

て、その判定方法を理解する。 

11回 臨床検査データの読み方 臨床検査データの読み方を理解し、代謝や疾病との関係を考える。 

12回 栄養評価 MNA🄬🄬を用いる簡易栄養評価手法について学ぶ。 

13回 咀嚼嚥下ととろみ剤 
咀嚼による食塊形成、嚥下障害の対応となるトロミ剤の使い方を学

ぶ。 

14回 市販流動食の試飲 
病院や高齢者施設で利用されている市販の様々な流動食を比較試飲

し、その特性や意義について学ぶ。 

15回 まとめ 
これまでの実験のまとめを通して、栄養士における解剖生理学の必

要性の理解を深める。 

準備学習(予習・復習について) 
予習：次回の実験内容について、1年次に履修した解剖生理学Ⅰ・Ⅱの内容について、よく復習しておくこと。 

復習：実験中に理解できなかった事項について、参考書等を用いて確認する。 



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

①身体計測値、体温、血

圧、脈拍などの数値の

意味の理解 

②疾病や加齢による身

体機能低下について

の理解 

③細胞の構造、血液の構

造の理解 

完全に、ないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到達

目標を達成し

ている 

不十分な点は

認められるも

のの、到達目標

を達成してい

る 

到達目標の

最低限を達

成している。 

到達目標を

達成してい

ない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

評価の方法：授業内レポート 100％とする。 

      毎回の授業（実験・観察）内容についてレポートの提出を求め、それに基づき授業内評価を行う。 

全１５回の授業内評価を総合して総合評価とする。 

教科書 
 使用しない。必要に応じてプリントを配付する。 

 

参考書 
浅野伍朗 監修，『からだのしくみ事典』，成美堂出版，2002年，1,650円 

履修上の注意・学習支援 
やむを得ず欠席した場合は，次週までに配布プリント等（個別に配付，またはインターネット，電子メール

などで閲覧）を自習しておくこと。また，出席・欠席にかかわらず，授業内容に関する質問を電子メールにて

常時受け付けるので，利用すること（質問に対する回答は，返信によるか次回以降の授業内で行う）。 

オフィスアワー 
質問などについて，オフィスアワーを利用することもできる（１号館１階講師教員センター；原則として授

業の前後 15分程度）。 

 [実務経験の概要] 
1983年～2009年までテルモ株式会社において，また2009年～2016年までネスレ日本株式会社において，計33

年間にわたり経腸栄養剤，流動食，サプリメントの研究開発，企画，製造，マーケティングに従事し，そのう

ちの16年間は事業責任者として指導的役割を担った。主な開発品目として，エンテルード（医薬品経腸栄養剤），

テルミール2.0，テルミールミニ，PGソフト，ペプチーノ，アイソカルサポート，ペプタメン，アイソカルHC

ジェリー，アイソカルジュニア等があり，広く国内の医療現場や高齢者施設，在宅療養者において，経口，経

管，急性期，慢性期，高齢者，小児の各栄養補給に供してきた。これらの事業を通じて医療・介護の現場にお

ける体のしくみとはたらき，疾病の成り立ちについて深く知見を深め，現場の医師，看護師，管理栄養士に対

して専門的な情報提供を継続的に行った。 

[実務経験と授業科目との関連性] 
基本的な体のしくみとはたらき，および疾病について，医療・介護の現場レベルで通用する専門的な知識を

提供することができる。とくに，栄養管理に関係する咀嚼嚥下，消化吸収，代謝，排泄に関連する領域では，

長年の管理栄養士や看護師への情報提供の経験を生かして，ポイントを絞ったわかりやすい実験を実施し，そ

の意義を的確に解説することができる。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SC23 生化学 ２年 前期 講義 ２ 中村 強 

授業概要  
栄養学の基礎である各種栄養素の、分子構造と特性、生体内での代謝について、および体全体の成長・発達

や恒常性の維持における栄養素の相互関係について学ぶ。特に、食物栄養と密接に関連する、各種栄養素の消

化吸収、分布、代謝および排泄にかかわる概念と専門用語を正確に理解する。 

到達目標（学習の成果） 
１．人体が良好な栄養状態を維持するために必要な、たんぱく質、脂質、糖質、ミネラル、ビタミン等の栄養

素の種類、名称、分子構造とその基本的な体内での役割を理解する。 

２．主要栄養素の食物内での存在形態、摂取後の消化吸収、分布、代謝および排泄の流れを理解する。 

３．体内でのエネルギー産生のしくみを理解する。 

４．体内での各種栄養素の相互変換やその調節のしくみについて、酵素やホルモンなどの概念を含めて理解す

る。 

５．遺伝子の発現から免疫に至る、生体の恒常性の維持のしくみを理解する。 

上記１～5を理解し、説明できるようになる。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 人体の構成 
細胞の構造と細胞内小器官のはたらき。 身体構成成分と食品構成成分の

違い 

２回 栄養素の種類と役割① アミノ酸・たんぱく質の分子構造と種類、体内でのはたらき 

３回 栄養素の種類と役割② 炭水化物・食物繊維の分子構造と種類、体内でのはたらき 

４回 栄養素の種類と役割③ 
中性脂肪、リン脂質、ステロール、脂肪酸の分子構造と種類、体内でのは

たらき 

５回 栄養素の種類と役割④ 核酸、ビタミン、ミネラルの分子構造と種類、体内でのはたらき 

６回 消化吸収、代謝排泄① アミノ酸・たんぱく質の消化吸収、代謝、排泄とその調節 

７回 消化吸収、代謝排泄② 炭水化物の消化吸収、代謝、排泄とその調節 

８回 消化吸収、代謝排泄③ 
中性脂肪、リン脂質、ステロール、脂肪酸の消化吸収、代謝、排泄とその

調節 

９回 消化吸収、代謝排泄④ 核酸、食物繊維、ビタミン、ミネラルの消化吸収、代謝、排泄とその調節 

10回 酵素① 酵素の基本的な概念：構造、触媒機能、特異性、活性 

11回 酵素② 酵素の種類、触媒する反応とその調節 

12回 生体エネルギーと代謝① グルコースからのエネルギー産生機構：解糖系とクエン酸回路 

13回 生体エネルギーと代謝② 脂肪酸からのエネルギー産生機構（ベータ酸化）、糖新生、脂肪酸合成 

14回 生体の恒常性維持 ホルモン、免疫、栄養素の出納、オートファジー 

15回 遺伝子発現とその制御 ＤＮＡからのたん白質への翻訳プロセスとその意義 

準備学習(予習・復習について) 
予習：次回内容（シラバス、または講師からの指示）について、教科書を予め読み、わからない用語について 

   参考書やインターネットで調べておく。 

復習：学んだ内容について、特に専門用語の意味をしっかり理解するために、講義の後に教科書や配布された 

プリント、板書内容のポイント部分を必ず復習しておくこと。また、授業中に実施した小テストで間違 

えた箇所やわからなかった箇所は、つど正解を確認し、理解しておくこと。 



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価目標 

評価基準 

期待している 

以上である。 

（Ｓ） 

十分に満足 

できる。 

（Ａ） 

やや努力を 

要する。 

（Ｂ） 

努力を 

要する。 

（Ｃ） 

相当の努力を

要する。 

（Ｄ） 

予習・復習 

（ミニテスト） 

30％ 

栄養素の生体

内における代

謝的変化や役

割を十分に理

解し、要領よく

説明すること

ができる。その

知識に基づい

て、生体での恒

常性も理解・説

明することが

できる。 

栄養素の生体

内における代

謝的変化や役

割を良く理解

し、説明するこ

とができる。そ

の知識に基づ

いて、生体での

恒常性も良く

理解している。 

栄養素の生体

内における代

謝的変化や役

割を良く理解

している。その

知識に基づい

て、生体での恒

常性も理解し

ている。 

栄養素の生体

内における代

謝的変化や役

割を概ね理解

している。その

知識に基づい

て、生体での恒

常性も概ね理

解している。 

栄養素の生体

内における代

謝的変化や役

割の理解は不

十分である。生

体での恒常性

についても理

解していない。 
全般的な 

理解度 

（期末テスト） 

70% 

 

成績は上記の通り、ミニテストによる評価(30％)と中間・期末テスト(70％)から評価する。 

 

教科書 
 岡純 曽根英行 沼田卓也 編，『生化学の基礎』，建帛社，2022年，2,640円 

必要の都度、プリントや練習問題を配付する。 

 

参考書等 
・津田謹輔・伏木亨・本田佳子監修，岡純・田中進 編集，「人体の構造と機能および疾病の成り立ちⅡ」生

化学，中山書店， 2016年，2,970円 

・浅野伍朗 監修，「からだのしくみ事典」，成美堂出版，2016年，1,650円 

履修上の注意・学習支援 
 やむを得ず欠席した場合は、次週までに配布プリント等（研究室にて個別に配布、またはインターネット、

電子メールなどで閲覧）を自習しておくこと。また、出席・欠席にかかわらず、授業内容に関する質問を電子

メールにて常時受け付けるので、利用すること（質問に対する回答は、返信によるか次回以降の授業内で行う）。 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワーを利用すること（事前予約（t.nakamura@ujc.ac.jp）のうえ、時間を設定す

る）。具体的な時間帯は追って掲示する。 

[実務経験の概要] 
1981 年から 2009 年までは、雪印乳業株式会社及びイーエヌ大塚製薬株式会社に勤務し、主に基礎研究所あ

るいは本社において医薬品経腸栄養剤、濃厚流動食の研究開発、企画、学術（製品企画・販売促進）などに従

事した。なかでも、研究所内での業務が長く、内容は医薬品開発における企画、安全性、有効性に関する研究

が主としている。さらには、動物等を用いた栄養学的有効性についての検証に関する業務を担当し、特に医薬

品開発に関連した厚生労働省への認可申請し、医薬品経腸栄養剤を上市し、加えて濃厚流動食の発売もしてき

た。次いで、これまでの経験を活かし、2010年に福岡女子大学の食・健康学科に教員として転職した。本学科

は管理栄養士の養成施設であり、基礎栄養学、生化学Ⅰ・Ⅱ、食事摂取基準論などの栄養学における基礎的科

目を中心とした講義を担当し、大学院では栄養学特論などの科目を担当し、かつ研究指導もしてきた。これま

での研究においては「食生活の改善による疾病予防や栄養治療」が主体であり、特に生活習慣病、さらには肝

機能障害や腎機能障害における予防・治療を中心とし、基礎のみならず応用研究として栄養学の進展に繋げた

いと考えている。 



[実務経験と授業科目との関連性] 
栄養成分（アミノ酸、タンパク質、炭水化物、食物繊維、脂質、ビタミン、ミネラル）を中心に当該物質の

化学的な性質や変化、体内に摂取された後の化学的な挙動について専門的な知識を提供することができる。と

くに、食品や人体を構成している物質について、長年の研究、開発の経験を生かして、ポイントを絞ったわか

りやすい講義を行うことができる。 
 

 
 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SE24 生化学実験 ２年 後期 実験 １ 中村 強 

授業概要 
 生体成分としてのたんぱく質、糖質、脂質、核酸、ミネラル、ビタミンについて動物材料（肝、血清など）

を試料として定性試験や定量分析を行い、これらの物質の特性や生体内での分布・挙動について理解を深める。

試薬の秤量や溶解、測定、検量線の作成などの基本実験手技とともに、試料からの抽出・分離、市販キットに

よる迅速測定など実践的な技術を修得する。 

到達目標（学習の成果） 
 たんぱく質・糖質の定性、定量反応について実験を通して理解する。脂質の抽出、定量反応について実験を

通して理解する。ビタミン・ミネラルの性状と分析方法の関連について、実験を通して理解する。実験計画の

立案、実施、結果のまとめ、考察の手順について理解し、実験ノートの作成を行う。食に係わる者として、栄

養素の抽出に関する基本的な知識・技術・方法を身につける。 
 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 オリエンテーション 各回の内容について学ぶ。実験器具の使い方を理解する。 

２回 基礎実験 秤量、ピペッティング、試薬液の調整方法を学ぶ 

３回 たんぱく質の定性反応 たんぱく質の定性反応の実験方法を学ぶ。 

４回 たんぱく質の定量 たんぱく質の定量方法を学び、測定する。 

５回 たんぱく質の消化 たんぱく質消化酵素によるたんぱく質の消化を学ぶ。 

６回 脂質の抽出 脂質の抽出方法を学ぶ。 

７回 脂質の定量 中性脂肪・コレステロールの定量を測定する。 

８回 脂質の消化 胆汁酸による脂質の可溶化を、実験を通して学ぶ。 

９回 糖質の定性実験 糖質(デンプンとグリコーゲン)の定性反応を、実験を通して学ぶ。 

10回 糖質の定量① 糖質(グリコーゲン)の定量を測定する。 

11回 糖質の定量② 糖質(グルコース・フルクトース・ショ糖)の定量を測定する。 

12回 糖質の消化 糖質消化酵素による糖質の消化を学ぶ。 

13回 核酸抽出・定量 核酸の抽出・定量方法を学ぶ。 

14回 ビタミンの定量 ビタミンの定量方法を学ぶ。 

15回 ミネラルの定量 ミネラルの定量方法を学ぶ。 

準備学習(予習・復習について) 
予習・復習 

：これまでに栄養化学や生化学で学習した、たんぱく質、脂質、糖質、ビタミン、ミネラルの基本的な性

状について、教科書やプリント、小テストを見直して復習しておく。 

課題・実験ノート 

：課題の解決、実験ノートの作成・提出を必須とする。課題は実験に関連した項目を課す。実験ノートは

実験目的を十分に理解し、実験結果に考察・結論を加えた実験ノートを作成し、指定の期日までに提出

する。  



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 

S A B C D   

期待している 

以上である 

十分に満足で

きる 

やや努力を要

する 

努力を要する 相当の努力を

要する 

①実験内容の予習と理解 

(10%) 

自ら進んで実

験 内容を 調

べ、また他人

にも要領よく

説明できる 

実験内容を十

分に理解し、

他人に説明す

ることができ

る 

理解にあいま

いな点がある

が、予習し、

他人にも概要

を説明できる 

実験内容を予

習しており、

不十分ながら

他人にも説明

ができる 

予習を実施し

ていない 

 

 

 

②実験中の自発的な行動

と内容の理解(20%) 

他人をリード

する態度で実

験を進めてい

る 

自発的に実験

を進めている 

 

 

手順書を見な

がら、内容を

理解し、実験

を進めている 

実験書をみな

がら正しく実

験している 

 

実験書をみて

も、正しく実

験を進めてい

ない 

③実験ノートの記述内容 

 (70%) 

実験の目的・

方法が理解さ

れ、それに基

づき十分な考

察がされてい

る 

実験の方法が

よ く理解 さ

れ、それに基

づき良く考察

がされている 

実験目的に沿

った適切なグ

ラフや図が記

載され、考察

されている 

実験結果がき

ちんと記載さ

れている。 

実験結果の記

載が不十分で

ある。未提

出・誤字脱字

が散見される 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

成績は上記の通り、予習・理解(10％)、実験中の自発的行動と内容の理解(20％)、実験ノートの記述内容(70％)

で、総合評価する。なお、実験最終日に「確認テスト」を実施する。 

 

教科書 
 使用しない。実験実施ごとにプリントを配付する。 

参考書等 
 林淳三編，浅野勉・木元幸一・倉沢新一・小畠義樹・藤森直江共著，『新訂 生化学実験』，建帛社， 

1998年，1,870円 

履修上の注意・学習支援 
 やむを得ず欠席した場合は、次週までに配布プリント等（研究室にて個別に配布、またはインターネット、

電子メールなどで閲覧）を自習しておくこと。また、出席・欠席にかかわらず、授業内容に関する質問を電子

メールにて常時受け付けるので、利用すること（質問に対する回答は、返信によるか次回以降の授業内で行う）。 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワーを利用すること。また、事前予約（t.nakamura@ujc.ac.jp）のうえ、時間を

設定し、具体的な時間帯は追って、返信、掲示する。 

[実務経験の概要] 
民間研究所では医薬品や食品の開発業務に従事した。主に各種疾患と栄養素との関連についての基礎的な研

究従事した。また、研究分野は動物実験などを用いた栄養学的な有効性に関する評価・検証であり、その過程

で栄養素や栄養学的効果、各種疾患での生理機能などの知識を習得した。 

加えて、学術業務にも従事し、医療機関や介護保険施設に出向き、栄養学的な諸問題について対応し、また

開発製品に関する口頭説明を実施し、現場での諸問題を把握することができた。 

次いで教員に転職し、管理栄養士養成施設（大学）、大学院博士前期・後期課程にて、多くの学生に対し、栄

養学的・生化学的な講義・研究指導を行ってきた。 

 
[実務経験と授業科目との関連性] 

栄養成分（アミノ酸、タンパク質、炭水化物、食物繊維、脂質、ビタミン、ミネラル）を中心に当該物質の

化学的な性質や変化、体内に摂取された後の化学的な挙動について専門的な知識に基づく実験を提供すること

ができる。 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SC25 運動生理学 ２年 後期 講義 ２ 半田 徹 

授業概要 
 運動時の体の各部分における筋肉・骨格系の構造と働き、およびそれらを動かすための神経、循環器、内分

泌のしくみと働きを理解する。運動とエネルギーや栄養素の代謝の関連性を学び、食事・運動・休養などの基

本的生活活動や環境変化に対する人体の適応について理解する。さらに、ウエイトマネジメントやサルコペニ

ア、リハビリテーションなど、健康の維持増進とかかわりの深い領域において運動と栄養のマネジメント方法

について学ぶ。 

到達目標（学習の成果） 
１．運動にかかわる筋・骨格系の構造と働きについて、理解し、説明できる（知識）。 
２．運動にかかわる神経、循環器、内分泌のしくみと働きについて、概要を理解できる（知識）。 
３．運動と関係の深い栄養素とその代謝について、理解し、説明できる（知識）。 
４．食事・運動・休養などの基本的生活活動や環境変化に対する人体の適応について理解し、説明できる。 
  高齢者におけるロコモティブシンドローム、フレイル、サルコペニア、嚥下障害について理解し、説明で 

きる（知識）。 
５．リハビリテーションの意義と栄養のかかわりについて理解し、説明できる（知識）。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 運動機能① 筋肉・関節・骨の構造と働きについて学ぶ。 

２回 運動機能② 神経・心臓・血液・ホルモンの働きについて学ぶ。 

３回 
運動と関係の深い栄養素と

代謝① 
エネルギー産生に対する三大栄養素の働きについて学ぶ。 

４回 
運動と関係の深い栄養素と

代謝② 
ビタミン・ミネラルの働きと運動との関係について学ぶ。 

５回 
運動の種類と身体への影響

① 

食事・運動・休養などの基本的生活活動がエネルギー消費、筋・骨格系

へ及ぼす影響について学ぶ。 

６回 
運動の種類と身体への影響

② 

環境変化に対する人体の適応について学ぶ。疲労と休養との関係につい

て学ぶ。 

７回 ボディコンポジション 体脂肪率測定の原理と意義について学ぶ。 

８回 ウエイトマネジメント 効率的に増量・減量するためのウエイトマネジメントについて学ぶ。 

９回 
筋力トレーニングとその効

果 
トレーニングの原理・原則、筋力トレーニングとその効果について学ぶ。 

10回 運動機能とサプリメント 運動機能に対するサプリメントの効果について学ぶ。 

11回 発達と運動 発育・発達と運動、子どもの筋力トレーニングについて学ぶ。 

12回 疾病と運動 運動による疾病の予防・改善効果とそのしくみについて学ぶ。 

13回 加齢と運動機能① ロコモティブシンドロームとフレイルについて学ぶ。 

14回 加齢と運動機能② サルコペニアと嚥下障害について学ぶ。 

15回 
リハビリテーションとその

意義 
加齢に伴う身体への影響、リハビリテーションとその意義について学ぶ。 

準備学習(予習・復習について) 
予習：1年次で履修した解剖生理学Ⅰ・Ⅱの内容についてよく復習しておくこと。  

復習：講義中に疑問に思ったこと、分からないことは参考書やインターネットで調べること。小テストで分か

らなかった点、間違えた点をよく確認しておくこと。 



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D   

①筋・骨格系の構造と働きに

関する理解 

②神経、循環器、内分泌のし

くみと働きに関する理解 

③人体の適応・高齢者の健康

問題に関する理解 

④リハビリテーションの意義

と栄養のかかわりに関する

理解 

完全にない

しほぼ完全

に到達目標

を達成して

いる 

若干不十分

な点は認め

られるもの

の、到達目標

を達成して

いる 

不十分な点

は認められ

るものの、到

達目標を達

成している 

到達目標の

最低限を達

成している 

到達目標を

達成してい

ない 

100点法 100 点～90 点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 
定期試験(筆記試験 60%)と授業内の小テスト(40%)の総合評価とする。 

教科書 
 麻見直美・川中健太郎／編，『栄養科学イラストレイテッド運動生理学』，羊土社，2019， 3,080円 

 

参考書等 
・石井直方 著，『究極のトレーニング最新スポーツと生理学と効率的カラダづくり，講談社，2007年、 

1,760円 

・山本義徳 著，『アスリートのための最新栄養学(上)，Next Publishing authors Press，2017年， 

3,960円 

・山本義徳 著，『アスリートのための最新栄養学(下)』，Next Publishing authors Pres，2017， 

3,080円 

履修上の注意・学習支援 
 やむを得ず欠席した場合は、次週までに配付プリント等を自習しておくこと。また、出席・欠席にかかわら

ず、授業内容に関する質問を電子メールにて常時受け付けるので、利用すること（質問に対する回答は、次回

以降の授業内で行う）。 

オフィスアワー 
質問等があれば、オフィスアワー（原則、講義終了後（開始前でも可）15 分程度、１号館１階「講師教員セ

ンター」）利用すること。 

［実務経験の概要］ 
 健康運動指導士、トレーニング指導士、CSCS、NSCA-CPT、JATAC-ATC として、健康増進センター、大学トレ

ーニングルームにおいてトレーナー、民間のスポーツクラブにおいてパーソナルトレーナーとしてトレーニン

グ相談、トレーニング指導に関する業務に従事してきた。 

［実務経験と授業科目との関連性］ 
現場におけるトレーニング相談、トレーニング指導の実務経験は、本科目の授業内容との関連性が非常に深

く、実務経験を生かした講義が実施できる。また、関連する科目とも深い関連性がある。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1SC26 食品衛生学 １年 前期 講義 ２ 久保田浩美 

授業概要 
食品に起因する様々な危害を防止し、健康の保持増進を図ることが食品衛生の目標である。この目標を栄養

士として達成するために、生物学・化学的な衛生の基礎知識、食品衛生関連の法規や行政等を学習する。すな

わち、食中毒の分類とその予防、食品の変質、環境汚染と食品汚染、食品添加物、食品表示および衛生管理な

どを中心に学習する。 

到達目標（学習の成果） 
１．栄養士としての活動に必要な衛生知識(基礎知識、リスクを低減する技術・方法)を習得する（知識）。 

２．その衛生知識を活用し、食品の安全性に関する情報について自ら評価・判断できるようになる（知識・思

考・応用）。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 食品衛生の目的と関連法規  
リスク分析、食品衛生法、食品安全基本法、国際規格、食品衛生行政、

国際機関などを学ぶ。 

２回 微生物の基礎 
微生物の起源、微生物の形態と構造、微生物の増殖（増殖条件、世代

時間）、微生物と食品との関り、消毒と殺菌などについて学ぶ。 

３回 食品の変質防止   
食品の腐敗、油脂の変質、鮮度・腐敗・酸敗の判定法、および変質の

防止方法などを学ぶ。 

４回 食中毒の概要     食中毒の概念、分類、発生状況を学ぶ。 

５回 細菌性食中毒（各論）(1) 
主な感染型食中毒菌の特徴、発生状況、臨床症状、原因食品、予防法

について学ぶ。 

６回 細菌性食中毒（各論）(2) 
主な毒素型食中毒菌の特徴、発生状況、臨床症状、原因食品、予防法

について学ぶ。 

７回 ウイルス性食中毒（各論） 
主なウイルス性食中毒の特徴、発生状況、臨床症状、原因食品、予防

法について学ぶ。 

８回 
食品による感染症、寄生虫食

中毒  

主な経口感染症、人獣共通感染症、食品を介して感染する寄生虫疾患

の特徴、発生状況、臨床症状、予防法について学ぶ。牛海綿状脳症（BSE）

についても理解する。 

９回 
動物性・植物性自然毒食中

毒、化学性食中毒  

自然毒と化学物質による食中毒の特徴、発生状況、臨床症状、原因食

品、予防法について学ぶ。さらに、食中毒原因調査と統計手段の方法

を学ぶ。 

10回 
環境・食品汚染  

カビ毒  

PCB、ダイオキシン、有害元素（水銀、カドミウム、ヒ素）、放射性物

質及びカビ毒などによる健康危害について学ぶ。 

11回 食品添加物 
食品添加物の定義、種類と用途、メリットとディメリット、1 日摂取

許容量（ADI）などについて学ぶ。 

12回 水の衛生 飲料水の水質および安全確保について学ぶ。 

13回 残留農薬、食品の容器包装  
残留農薬、動物用医薬品、ポジティブリスト制度について学ぶ。器具

や容器包装などに関わる安全性の問題について理解する。 

14回 
食品表示制度、新食品の安全

性 

食品表示制度について学ぶ。遺伝子組み換え食品、アレルゲンを含む

食品およびその表示についても理解する。 

15回 食品衛生管理 
食品衛生管理の重要性、HACCP および HACCP に沿った衛生管理につい

て学ぶ。 

準備学習(予習・復習について)  
予習：教科書の該当箇所を読んでおく。 

復習：学んだ内容について教科書、教科書のチェック問題、配付プリント等でポイントを確認し理解する。授

業中に実施したミニテストで間違えた箇所やわからなかった箇所について正解を確認し、理解する。 



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

 

評価項目 S A B C D 

基礎的な用

語の理解 

（40％） 

基礎的な用語を

理解し、説明で

きる。 

基礎的な用語を

概ね理解し、説

明できる。 

基礎的な用語に

ついて大体理解

し、説明できる。 

基礎的な用語に

ついて最低限は

理解し、説明で

きる。 

基礎的な用語に

ついて理解が不

十分である。 

基礎的な内

容の理解 

（50％） 

基礎的な内容に

ついて理解し、

内容の真偽テス

ト等で 90％以上

正解できる。 

基礎的な内容に

ついて概ね理解

し、内容の真偽

テスト等で 80％

以上正解でき

る。 

基礎的な内容に

ついて大体理解

し、内容の真偽

テスト等で 70％

以上正解でき

る。 

基礎的な内容に

ついてある程度

理解し、内容の

真偽テスト等で

60％以上正解で

きる。 

基礎的な内容に

ついて理解が不

十分であり内容

の真偽テスト等

で 60％未満の正

解率となる。 

統計データ

や情報の適

切な解釈と

判断 

（10％） 

①データの意味

を正しく解釈

し、②食品の安

全性に関し、自

ら評価・判断で

きる。 

①及び②が概ね

できている。 

 

①及び②が大体

できている。 

①、②において

やや不十分な点

がある。 

①、②のいずれ

も不十分であ

る。 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

成績評価の方法 

 ミニテスト（30%）及び定期試験（70%）により評価する。 

教科書  
田崎達明編，『栄養科学イラストレイテッド 食品衛生学 改訂第２版』，羊土社，2019年，3,080円） 

 

参考書等 
（公社）日本フードスペシャリスト協会 編，『三訂 食品の安全性 第２版』，2016年，建帛社，2,310円 

履修上の注意・学習支援 
参考となるプリントを授業中に配付する。 

第 2回目以降、授業の初めに前回の講義内容に関するミニテストを実施し、理解度を確認する。 

必要な配慮のある場合は相談すること。 

オフィスアワー 
疑問等があれば、オフィスアワーを利用すること。事前予約(h.kubota@ujc.ac.jp)のうえ、時間を設定する。

具体的な時間帯は追って掲示する。 

［実務経験の概要］ 
花王株式会社において研究員、主任研究員、上席主任研究員、あるいは主席研究員として、酵素研究、アレ

ルギーの予防に関わる研究、ノロウイルスの制御に関する研究、日用品（例えば、衣料用洗剤、住居用洗剤、

ハンドソープ、消毒剤、歯磨き粉、化粧品など）や食品の開発につながる微生物制御研究（殺菌・抗菌技術、

防腐・防黴技術、衛生管理等に必要な微生物試験方法や検査手法の研究）に従事してきた。また、微生物試験、

微生物検査、微生物学的安全性の評価等の実務にも深く関わってきた。 

［実務経験と授業科目との関連性］ 
生活者の実態を把握し、豊かで衛生的なくらし、あるいは安心安全な製品を提供するための上述の研究や評価

業務は、公衆衛生、食品衛生、およびその関連科目との関連性が非常に高く、実務経験を生かした講義が実施

できる。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1SE27 食品衛生学実験 １年 前期 実験 １ 久保田浩美 

授業概要 
 食品の安全に関わる基礎的な微生物実験、衛生化学実験を実施する。さらに実験を通して食品衛生学で学習

する内容についての理解を深めるとともに衛生管理の重要性を体感する。具体的には、①基礎的な微生物試験・

検査手法、観察手法を学ぶ。②市販食品や飲料水の細菌や化学物質の検査を実施する。③手指や環境の衛生検

査を実施する。④衛生状態を評価し、結果を考察する。⑤実験レポートの作成法を学ぶ。 

到達目標（学習の成果） 
１．食品衛生に関わる基礎知識、基本的な実験技術、検査手法および評価法を習得する。具体的には、 

①実験を通し、微生物の特性や衛生検査の意義を理解する（知識・思考）。 

②微生物を扱う基礎的な実験操作ができるようになる。（知識・技術・方法） 

③食品や飲料水の衛生検査手法を習得する（知識・技術・方法）。 

④手指、製造環境、生活環境等の衛生状態を把握するための実践的な検査手法を習得する（知識・技術・ 

方法）。 

２．実験レポートを作成し、得られた結果を考察する力を身につける（方法・思考）。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 
ガイダンス 

手指衛生 

実験の目的、概要を理解する。レポートの書き方を学ぶ。 

手指衛生状態（汚れ・細菌）を観察し、衛生的手洗いについて学ぶ。 

２回 微生物取扱いの基礎 
培地を調製する。主な実験機器、滅菌、無菌操作について理解する。培地、微

生物の増殖、コロニー形成について理解する。 

３回 清浄度検査 ふき取り検査法および ATP法よる手指や環境の清浄度検査を行う。 

４回 環境の微生物検査 
空気中の細菌（落下細菌、浮遊細菌）の検査、環境表面付着細菌の検査（スタ

ンプ法）を行う。微生物の簡易検出法や選択培地について理解する。 

５回 細菌数の測定(1) 
微生物の培養法、段階希釈による生菌数の算出法について理解する。塗抹平板

培養法により一般細菌数を測定する。 

６回 細菌数の測定(2） 
細菌数の様々な測定法について理解する。混釈平板培養法により一般細菌数を

測定する。 

７回 大腸菌群の検査 選択培地を用い大腸菌群を検査する。細菌性食中毒について理解を深める。 

８回 微生物の観察(1） 

微生物コロニーや細胞形態の観察法を理解する。光学顕微鏡を用いた微生物の

観察法について理解する。細菌及び酵母のコロニー観察と光学顕微鏡観察（単

染色）を行う。 

９回 微生物の観察(2） 
グラム染色法を理解する。グラム陰性及び陽性細菌の光学顕微鏡観察（グラム

染色）を行う。 

10回 食品の細菌検査(1） 食品の生菌数の測定及び大腸菌群の検査を行う。 

11回 食品の細菌検査(2） 
食品中から分離された細菌についてコロニー観察及び光学顕微鏡観察（グラム

染色）を行う。 

12回 水質検査(1) 飲料水の水質基準に関して理解を深める。上水の一般細菌数を測定する。 

13回 水質検査(2) 上水の残留塩素を測定する。 

14回 化学物質の検査 食物アレルギーについて理解し、食品中のアレルゲンを測定する。 

15回 まとめ 実験のまとめを行い、食品衛生検査の意義を考える。最終レポートを作成する。 

準備学習(予習・復習について) 
予習：当日の実験内容について配布プリント及び教科書の該当部分をしっかりと読み、事前に実験の目的を把

握し、実験操作をイメージしておく。 

復習：実験中に理解できなかったことについて教科書、配布資料、参考書等で確認する。実験レポートを完成

させる。 



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

 

評価項目 S A B C D 

意義、目的、

方法の理解 

（40％） 

①実験の意義や

目的を理解し、

実験に関わる基

礎知識、手法、

技術が十分身に

ついている。 

実験の意義や目

的を理解し、実

験に関わる基礎

知識、手法、技

術が概ね身につ

いている。 

実験の意義や目

的を理解し、実

験に関わる基礎

知識、手法、技

術が大体身につ

いている。 

①においてやや

不十分な点があ

る。 

①について不十

分である。 

適切な実験の

実施及びび結

果の考察   

（40％） 

①実験を適切に

実施することで

結果を導きだ

し、②それに対

して自ら考察

し、提案をする。 

①及び②が概ね

できている。 

 

①及び②が大体

できている。 

①、②にやや不

十分な点があ

る。 

①、②のいずれ

も不十分であ

る。 

レポート構成

（10％） 

①指示通りの内

容でレポートが

構成されてい

る。 

①が概ねできて

いる。 

①が大体できて

いる。 

①についてやや

不十分なところ

がある。 

①について不十

分である。 

専門用語の使

用・文章表現   

（10％） 

①専門用語を用

い、かつ②わか

りやすい文章で

書かれている 

①及び②が概ね

できている。 

 

①及び②が大体

できている。 

①、②にやや不

十分な点があ

る。 

①、②のいずれ

も不十分であ

る。 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

成績評価の方法 

実験レポート 100％で評価する。 

教科書 
杉山章・岸本満・和泉英彦編，『食品衛生学実験－安全を支える衛生検査のポイント－』，2016年，株式会社

みらい，2,750円 

参考書等 
 田崎達明編，『栄養科学イラストレイテッド 食品衛生学 改訂第２版』，2019年，羊土社，3,080円 

（※「食品衛生学」の教科書） 

日本フードスペシャリスト協会 編，『三訂 食品の安全性 第２版』，2018年，建帛社，2,310円 

履修上の注意・学習支援 

第 1回目に実験概要と教科書の関連ページを記載したプリントを配付する。各授業で必要な資料を配付する。 

指定された服装や保護具を着用すること。 

必要な配慮のある場合は事前に相談すること。 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワーを利用すること（事前予約のうえ、時間を設定する）。具体的な時間帯は追っ

て掲示する。 

［実務経験の概要］ 

花王株式会社において研究員、主任研究員、上席主任研究員、あるいは主席研究員として、酵素研究、アレ

ルギーの予防に関わる研究、ノロウイルスの制御に関する研究、日用品（例えば、衣料用洗剤、住居用洗剤、

ハンドソープ、消毒剤、歯磨き粉、化粧品など）や食品の開発につながる微生物制御研究（殺菌・抗菌技術、

防腐・防黴技術、衛生管理等に必要な微生物試験方法や検査手法の研究）に従事してきた。また、微生物試験、

微生物検査、微生物学的安全性の評価等の実務にも深く関わってきた。 

［実務経験と授業科目との関連性］ 

生活者の実態を把握し、豊かで衛生的なくらし、あるいは安心安全な製品を提供するための上述の研究や評

価業務は、公衆衛生、食品衛生、およびその関連科目との関連性が非常に高く、実務経験を生かした講義が実

施できる。食品衛生実験においては研究・評価の経験を生かした実践的な授業を実施できる。 

 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1SC28 食品学Ⅰ １年 後期 講義 ２ 宇田 靖  

授業の概要 
食生活を支える食品の中にはどのような成分が含まれているのかを学ぶ。食品成分の化学構造、変化、嗜好

性や健康機能など機能性について理解し、食生活習慣と健康とのかかわりについて学ぶ。さらに、食品の物性

についても学ぶ。 

到達目標（学習の成果） 
１．食品の主な成分と調理・加工における変化について理解し、説明できる（知識）。 

２．食品の嗜好（味、香り、色調、物性）を左右する成分について理解し、説明できる（知識）。 

３．食品の健康保持機能性を持つ成分について理解し、説明できる（知識）。 

以上により、自立・自律した生活者となるとともに、食に関する基本的知識を身につける。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 人間と食品 
食生活の変遷と食料生産の現状や生活習慣病における食品の役割につい

て学ぶ。また、食料自給率とフードマイレージの関係、地産地消の意義に

ついて理解を深めるとともに、食品ロスや環境問題についても学ぶ。 

２回 食品成分の化学① 
食品における水分(自由水と結合水)の意義と食品の鮮度や保存性など食品

の品質との関係について学ぶ。 

３回 食品成分の化学② 主要成分１: 炭水化物の種類と構造、分解など反応性について学ぶ。 

４回 食品成分の化学③ 主要成分１: 糖質の種類と食品中の調理加工に伴う変化について学ぶ。 

５回 食品成分の化学④ 主要成分２: 脂質の種類と構造、構成脂肪酸の特徴について学ぶ。 

６回 食品成分の化学⑤ 主要成分２: 脂質の酸化(熱酸化と自動酸化)とその制御法について学ぶ。 

７回 食品成分の化学⑥ 主要成分３: たんぱく質を構成するアミノ酸の種類と特徴について学ぶ。 

８回 食品成分の化学⑦ 主要成分３: たんぱく質の種類、構造、調理加工に伴う変性について学ぶ。 

９回 食品成分の化学⑧ 微量成分１: ミネラルの種類と食品における分布などについて学ぶ。 

10回 食品成分の化学⑨ 微量成分２: ビタミンの種類と機能性、酵素反応における役割を学ぶ。 

11回 食品成分の化学⑩ 微量成分３: 食品の呈味と香りに寄与する成分の特徴と食品の調理、加工

における変化や消長について学ぶ。 

12回 食品成分の化学⑪ 微量成分４: 食品の色素成分の種類、変色のしくみ、機能性について学ぶ。 

13回 食品成分の機能性① 食品成分の健康に関わる機能性:生活習慣病の発症と予防に関わる機能性

について学ぶ。 

14回 食品成分の機能性② 消化管内(口腔・胃、腸管)における機能性に関わる食品成分について学ぶ。 

15回 食品の物性 食品のレオロジー：エマルションとゲル形成ついて学ぶ。 

 

準備学習(予習・復習について) 
予習：授業計画で示された学習内容について教科書の範囲を読み込むこと。 

復習：配付した講義資料を必ず復習してよく理解すること。 

  



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D   

① 食品成分と調理・加工

での変化に関する理解 

 ②食品の嗜好成分の理解 

③ 食品の健康機能成分の

理解 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到

達目標を達成

している 

不十分な点は

認められるも

のの、到達目

標を達成して

いる 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 小試験 (10月予定) 40％と期末試験 60％を合わせた総合評価とする。 

教科書 
  水品善之・菊崎泰枝・小西洋太郎 編，『食品学 I 食品成分と機能を学ぶ 第４刷』，羊土社，2021年， 

2,860円 

履修上の注意・学習支援 
わからないことがあった場合は、随時質問すること。また、教科書や適切な資料を通して正しい理解をして

いくこと。 

オフィスアワー 
質問などはオフィスアワー（講義終了後の講義室で原則 15分間程度）で受けるので積極的に利用すること。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SC29 食品学Ⅱ ２年 前期 講義 ２ 大森 玲子  

授業の概要 
食品の分類と種類および各種食品の特徴について学ぶ。各種食品の特性や加工利用例を知って食品への関心

を高め、食生活に活用していく。食品の加工・保存の目的および意義を理解し，各種加工方法や製造原理を理

解していく。 

到達目標（学習の成果） 
１．各食品の基本的な性状や栄養特性について理解し、説明できる（知識）。 

２．食品の加工・調理による成分変化と加工品について理解し，説明できる（知識）。 

３．食品の品質表示や容器包装について理解し、説明できる。（知識）。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 
食品とは・食品の

分類 食品の様々な分類法を知る。日本と世界の食料需給について理解を深める。 

２回 植物性食品① 
穀類(米・小麦・大麦・トウモロコシ・そば・雑穀)の性状と栄養的・生理的・加

工特性を学ぶ。 

３回 植物性食品② 
いも類(さつまいも・じゃがいも・さといも・やまのいも・こんにゃく)の栄養的・

生理的特徴・加工特性と甘味類を学ぶ。 

４回 植物性食品③ 豆類(大豆・小豆・いんげん豆・えんどう・そらまめ・緑豆)の栄養的・生理的・

加工特性を学ぶ。 

５回 植物性食品④ 
種実類(栗・くるみ・ごま・落花生・アーモンド)及び野菜類(概要・種類と性状・

機能成分)の栄養的・生理的・加工特性を学ぶ。 

６回 植物性食品⑤ 果実類(概要・種類と性状・機能成分)ときのこ類(まつたけ・しいたけ・ほんしめ

じ・その他)の栄養的・生理的・加工特性を学ぶ。 

７回 植物性食品⑥ 藻類(褐藻類・紅藻類・緑藻類・藍藻類)の栄養的・生理的・加工特性を学ぶ。 

８回 動物性食品① 魚介類(赤身魚類・白身魚類・貝類・たこ・いか類・えび・かに類・その他の水産

動物)の栄養的・生理的・加工特性を学ぶ。 

９回 動物性食品② 肉類(種類と性状・利用部位の特徴)の栄養的・生理的・加工特性を学ぶ。 

10回 動物性食品③ 卵類(鶏卵を中心として、卵の性状・生理機能成分・鶏卵アレルギー)の栄養的・

生理的・加工特性を学ぶ。 

11回 動物性食品④ 乳類(飲用乳・発酵乳製品と乳酸菌・牛乳アレルギー)の栄養的・生理的・加工特

性を学ぶ。 

12回 各種食品① 油脂類(植物性油脂・動物性油脂・加工油脂)の栄養的・生理的・加工特性を学ぶ。 

13回 各種食品② 
嗜好飲料類(茶・コーヒー・ココア・酒類)・調味料(味噌・醤油・食酢他)及び香辛

料類(スパイシースパイス・シードスパイス・ハーブスパイス)を学ぶ。 

14回 各種食品③ 調理加工食品類(缶詰・びん詰・レトルト食品・パック食品)・新しい食品を学ぶ。 

15回 食品規格と表示 食品の包装として、食品の規格と表示法を学ぶ。 

準備学習(予習・復習について) 
予習：授業計画で示された教科書の範囲を読み込むこと。 

復習：小レポートを提示するので、調べてノートにまとめること。 



成績評価の基準・方法 
 成績評価の基準 

評価項目 S A B C D   

①各食品の基本的性状や栄
養特性についての理解 

②食品の加工・調理による
成分変化と加工品につい
ての理解 

③食品の品質表示や容器包
装についての理解 

完全にない
しほぼ完全
に到達目標
を達成して
いる 

若干不十分
な点は認め
られるもの
の、到達目標
を達成して
いる 

不十分な点
は認められ
るものの、到
達目標を達
成している 

到達目標の
最低限を達
成している 

到達目標を
達成してい
ない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

成績は、定期試験(筆記試験 60%)と授業内のレポート(40%)の総合評価とする。 

教科書 
藤原葉子 編著，『食物学概論』，光生館，2017年，1,980円 

 

参考書 
香川明夫 監修，『八訂 食品成分表 2021』，女子栄養大学出版部，1,650円 

履修上の注意・学習支援 
わからないことがあった場合は、質問や文献を通して正しい理解をしていくこと。 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワー（原則、講義終了後（開始前でも可）15 分間程度、１号館１階「講師教員セ

ンター」）を利用すること。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1SE30 食品学実験Ⅰ １年 後期 実験 １ 宇田 靖 

授業の概要 
食品成分表の成分値の測定に利用されている分析法のほか、機能性成分の分析法や機器分析法の基礎を理解

する。基本的な実験手法を理解し、実験方法と結果をきちんとレポートできる能力を養う。 
到 達 目 標(学習の成果) 
この実験を通じて、次の３つを目指す。 
１．食品成分に関する基礎実験技法を身につける知識・技法）。 
２．実験操作の理解とその正確な実行により精度のよい結果を得ること（知識・技法）。 
３．実験の流れを記録し、実験結果から考えられることなどをまとめてきちんと報告できるようにすること（応

用力）。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 
オリエンテーション及び一般

成分分析① 実験の心得、試薬濃度調整及び食品の水分・脂肪の定量（重量分析） 

２回 一般成分分析②  食品中の有機酸定量（中和滴定法） 

３回 一般成分分析③  食用油のけん化価測定（中和滴定法） 

４回 一般成分分析④ 食品及び飲用水中のカルシウム定量（キレート滴定法） 

５回 一般成分分析⑤ 食品の食塩定量（モール法：沈殿滴定法） 

６回 一般成分分析⑥ 食品中の鉄の定量（o-フェナントロリン法） 

７回 一般成分分析⑦ 食品中のリンの定量（バナドモリブデン酸法） 

８回 一般成分分析⑧ たんぱく質の定量（ケルダール法）  

９回 一般成分分析⑨ でんぷんの定量 (ソモギー・ネルソン法） 

10回 一般成分分析⑩ 緑茶のクロロフィル分解の評価 

11回 一般成分分析⑪ アミノ・カルボニル反応によるメラノイジン色素の形成の追跡 

12回 機能性成分分析① 野菜のポリフェノールオキシダーゼによる褐変反応の追跡 

13回 機能性成分分析② 野菜のポリフェノール類の定量（フォーリン・チオカルト法） 

14回 機能性成分分析③ 果実成分の DPPH ラジカル消去作用（抗酸化性の評価） 

15回 食品加工で起こる反応性分析 脂肪の酸化に伴うカロテノイドの退色の追跡 

準備学習(予習・復習について) 
予習：実験内容に関する方法について教科書を見て手順などを理解しておくこと。 

復習：実験で使用した器具や試薬を復習し、実験終了後のレポート課題をまとめて提出すること。  



成績評価方法・基準 
成績の評価基準 

評価項目 S A B C D   

① 基礎的実験技法の習得 

② 機能性成分分析の理解 

③ 実験内容に関するレポ

ートがきちんと書ける 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到

達目標を達成

している 

不十分な点は

認められるも

のの、到達目

標を達成して

いる 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していない 

100 点法 100 点～90 点 89 点～80 点 79 点～70 点 69 点～60 点 59 点以下 

毎週のレポート内容(100％)により評価する。 

教科書 
 宇田靖・大石祐一 編著,『わかりやすい食品の基礎と機能性分析法』，アイ・ケイコーポレーション(４版 

 ２刷,  2021年 3月, 3,080円 

履修上の注意・学習支援 
わからないことがあった場合は、随時質問すること。また、教科書や適切な資料を通して正しい理解をして

いくこと。 

オフィスアワー 
質問などはオフィスアワー（実験終了後の実験室で原則 15分間程度）で受けるので積極的に利用すること。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SE31 
食品学実験Ⅱ(食品

加工学実習含む) 
２年 後期 実験 １ 宇田 靖 

授業の概要 
食品の成分や特徴を利用した食品加工の原理と加工工程などについて実習を通して学ぶ。これまでに学んだ

食品に関する知識と技術を活用することができる能力を養う。なお、本科目はフードスペシャリスト認定受験

資格を得るための必修科目でもある。 

到 達 目 標(学習の成果) 
1. 食品加工の原理を具体的に把握できるようになる（知識）。 
2. 加工工程の重要な技術や食品を効果的に利用する手法に関する理解を深める (知識・技術) 。 
3. これらを通じて食品加工の知識と技術の基本を習得し、食品を取り扱う調理や加工の現場で工夫と応用が

できるようになる（応用力）。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 穀類の加工① 小麦粉でうどんと中華麺作りを学ぶ。 

２回 穀類の加工② 小麦粉でパン作りを学ぶ。 

３回 穀類の加工③ 米粉で菓子作りを学ぶ。 

４回 豆類の加工① 大豆で味噌作りを学ぶ。 

５回 豆類の加工② 大豆で豆腐作りを学ぶ。 

６回 豆類の加工③ 大豆で納豆作りを学ぶ。 

７回 畜産物の加工① こんにゃく粉でこんにゃく作りを学ぶ。  

８回 畜産物の加工② 豚肉でソーセージ作りを学ぶ。 

９回 野菜の加工① 牛乳でモッツアレラチーズ作りを学ぶ。 

10回 野菜の加工② タラ肉でかまぼこ作りを学ぶ。 

11回 野菜の加工③ 野菜でウスターソース作りを学ぶ。 

12回 果物の加工① 寒天でようかん作りを学ぶ。 

13回 果実加の工② みかんでシロップ漬作りを学ぶ 

14回 果実と乳の加工① レモンヨーグルトシャーベット作りとアイスクリームについて学ぶ 

15回 果実と乳の加工② イチゴムース作りとチョコレートについて学ぶ 

準備学習(予習・復習について) 
予習：調理学などの教科書や下記参考書から、加工対象食品の成分や特性、加工法について調べておくこと。 

復習：実習で加工したものと市販加工食品の色や味などの違いについても観察し、レポート課題をまとめて報

告すること。  



成績評価の基準・方法 
成績の評価基準 

評価項目 S A B C D   

 ①食品加工の原理の理解 

② 加工工程の技術の理解 

③ 加工体験から現場での

工夫と応用力 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到

達目標を達成

している 

不十分な点は

認められるも

のの、到達目

標を達成して

いる 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していない 

100 点法 100 点～90 点 89 点～80 点 79 点～70 点 69 点～60 点 59 点以下 

 毎時間に課すレポート内容（100％）により評価する。 

教科書：使用しない。実験当日に必要な資料を配付する。 

参考書：宮尾茂雄・北尾吾 編著,『四訂食品加工学』,建帛社, 2019 年 11 月, 2970 円 

履修上の注意・学習支援 
 日常食べている加工食品の品質表示等を確認し、安全性の高い加工品を作る技術を学んでいくこと。わから

ない点は、質問したり、調べたりして正しい理解をしていくこと。 

オフィスアワー 
質問などはオフィスアワー（原則、実験終了後 15分間程度、調理実験室）を設定するので積極的に利用する

こと。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1SC32 基礎栄養学 １年 前期 講義 ２ 土橋 典子 

授業概要 
ヒトの身体は摂取した栄養素と水で構成され、エネルギー源となって思考や運動ができる。本科目では、栄

養の定義と、消化・吸収と栄養素の体内動態、及び、五大栄養素の働きと体内代謝・機能について学習する。

さらに、水・電解質の栄養的意義やエネルギー代謝の基本について学ぶ。 

到達目標（学習の成果） 

１．栄養の定義と、消化・吸収と栄養素の体内動態について理解し、説明できる(知識)。 

２. 五大栄養素と各栄養素の種類や代謝・機能について理解し、説明できる(知識)。 

３. 水・電解質の栄養学的意義やエネルギー代謝について理解し、説明できる(知識)。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 栄養の概念 
栄養の定義を理解する。栄養素の種類と働きについて学ぶ。栄養学の

歴史を学び、栄養と現代の健康に関する課題を知る。 

２回 食物の摂取 

満腹感・空腹感と食欲との関係と摂食量を調整する神経との関係を学

ぶ。日内リズムの特徴と、健康であるための食事リズムについて理解

する。 

３回 
消化・吸収と栄養素の体内動

態 

消化器系の構造と機能、管腔内消化と膜消化・吸収、及び栄養素別の

消化・吸収と体内動態（水溶性栄養素と疎水性栄養素）等について理

解する。 

４回 炭水化物の栄養① 
炭水化物の分類を学ぶ。糖質の分類とエネルギー源としての作用、及

び食物繊維の分類とはたらきについて理解する。 

５回 炭水化物の栄養② 
血糖値の調節にかかわるホルモンとそのメカニズム、糖質の体内代謝、

及び糖質と他の栄養素との関係について理解する。 

６回 脂質の栄養① 
脂質の種類とはたらきについて学ぶ。脂質の体内代謝と他の栄養素と

の関係について理解する。 

７回 脂質の栄養② 
コレステロールについての理解を深める。脂質の臓器間輸送と脂肪酸

由来の生理活性物質について学ぶ。 

８回 たんぱく質の栄養① 
アミノ酸・たんぱく質の構造と機能について学ぶ。たんぱく質の合成

と分解、たんぱく質・アミノ酸の体内代謝について理解する。 

９回 たんぱく質の栄養② 
摂取するたんぱく質の栄養価の評価方法（生物学的評価法、化学的評

価法）と他の栄養素との関係について理解する。 

10回 ビタミンの栄養① ビタミンの構造と機能及び栄養学的機能について理解する。 

11回 ビタミンの栄養② ビタミンの生物学的利用度と他の栄養素との関係について理解する。 

12回 ミネラルの栄養① 
ミネラルの分類と栄養学的機能及び多量ビタミンのはたらきについて

理解する。 

13回 ミネラルの栄養② 
ミネラルの体内機能調節機構、酵素反応の賦活作用、生物学的利用度

等について学ぶ。 

14回 水・電解質の栄養的意義 生体内の水の分布と出納、電解質代謝と栄養について理解する。 

15回 エネルギー代謝 
基礎代謝の概念、エネルギー消費量、臓器別エネルギー代謝及びエネ

ルギー代謝の測定法について学ぶ。 



準備学習(予習・復習について) 
予習：授業計画で示された教科書の範囲を読み込むこと。 

復習：配付したレジュメの下に記載している課題をしておくこと。 

成績評価の方法・基準 
成績の評価基準 

評価項目 S A B C D   

①栄養の定義の理解 

②五大栄養素に関する基

礎的理解 

③水・電解質の基礎的理解 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到

達目標を達成

している 

不十分な点は

認められるも

のの、到達目

標を達成して

いる 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 
成績は、定期試験(筆記試験 70%)と授業内の小テスト(30%)の総合評価とする。  

教科書 

田地陽一 編著，『栄養科学イラストレイテッド基礎栄養学第４版』，羊土社，2020年，3,080円 

 

参考書等 
伊藤貞嘉,佐々木敏監修，『日本人の食事摂取基準 2020年版』，第一出版社，3,080円 

履修上の注意・学習支援 
 基礎栄養学は、公衆栄養学、臨床栄養学、応用栄養学などへ展開される基幹科目であるので、十分な理解が

必要になる。事前・事後学習をして、不明な点は質問をすること。 

理解度を確認するため、授業の前に小テストを数回実施、後に解説を行う。 

オフィスアワー 
疑問等があれば、オフィスアワーを利用すること（事前予約(dobashi@ujc.ac.jp)のうえ、時間を設定する）。

具体的な時間帯は追って掲示する。 

［実務経験の概要］ 
栄養士・管理栄養士として老人施設、病院、公的機関において病態栄養相談、栄養指導に関する業務に従事

してきた。現場における栄養相談、指導の実務経験は、本科目の授業内容との関連性が非常に深く、実務経験

を生かした講義が実施できる。 

［実務経験と授業の関連性］ 
 栄養素の消化、吸収、代謝を理解することは栄養指導の基礎となり、実践での力になる。栄養素が体の中で

どのような働きをするかを指導の中に活かすことができる講義を行う。 

 

 

https://www.yodosha.co.jp/yodobook/book/9784758113601/


科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1SC33 栄養化学 １年 前期 講義 ２ 中村 強 

授業概要 
 栄養素としてのアミノ酸、糖、脂肪酸、核酸、微量成分について、その構造や特性を、有機化学的なアプロ

ーチから理解する。また、体内でのエネルギー産生や物質の変換を起こす化学反応について学び、生化学で取

り扱う生体内での代謝や酵素反応を理解するための土台作りを行う。 

到達目標（学習の成果） 
１．人体の構成成分である、たんぱく質、核酸、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラル、食物繊維等の栄養素

について、その構成単位であるアミノ酸、糖、脂肪酸、微量元素などの化学的概念を用いて説明できるよ

うになる。 

２．主要栄養素やその構成成分に関わる体内での化学反応について理解し、その意義を説明できるようになる。

３．体内でのエネルギー産生のしくみを化学反応と関連させて理解する。 

４．各種の栄養成分の体内での相互変換や関わりを、化学的に理解する。 

５．食事摂取基準に収載されているエネルギーと各栄養素の意義を化学的に理解する。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 人体を構成する物質 人体を構成する様々な分子とその分布、栄養素との化学的な関連を理解する。 

２回 栄養とエネルギー 栄養の基本であるエネルギーを生み出す化学反応について理解する。 

３回 たんぱく質とアミノ酸① たんぱく質を構成する２０種のアミノ酸の化学的性質を理解する。 

４回 たんぱく質とアミノ酸② 
高分子としてのたんぱく質の化学的性質、及び体内での働きとの関係を理解

する。 

５回 単糖類、二糖類、多糖類 栄養に関連の深い六炭糖、五炭糖及びそのポリマーの化学的性質を理解する。 

６回 でんぷんと食物繊維 
食物中の代表的な多糖類であるでんぷんと食物繊維の化学的性質を理解す

る。 

７回 中性脂肪と脂肪酸 
エネルギー源である中性脂肪と、構成成分の各種脂肪酸の化学的性質を理解

する。 

８回 リン脂質とコレステロール 機能性脂質であるリン脂質とコレステロールの化学的性質を理解する。 

９回 水と電解質 生体内での水と各種電解質の役割と酸塩基平衡の意義を理解する。 

10回 脂溶性ビタミン ビタミンＡ，Ｄ，Ｅ，Ｋの化学的性質と体内での作用の関係を理解する。 

11回 水溶性ビタミン 
ビタミンＢ群及びビタミンＣの化学的性質と体内での作用の関係を理解す

る。 

12回 微量元素 鉄、亜鉛、銅などの微量元素の化学的性質と体内での作用の関係を理解する。 

13回 核酸 ＤＮＡ、ＲＮＡ、ＡＴＰ及び尿酸などの代謝産物の化学的性質を理解する。 

14回 
まとめ① 

栄養成分の相互作用 
各種の栄養成分の体内での相互変換や関わりを理解する。 

15回 
まとめ② 

食事摂取基準 

食事摂取基準に収載されているエネルギーと栄養素の意義を化学的に理解す

る。 

準備学習(予習・復習について) 
予習：次回内容（シラバス、または講師からの指示）について、教科書を予め読み、わからない用語について 

   参考書やインターネットで調べておく。 

復習：学んだ内容について、特に専門用語の意味をしっかり理解するために、講義の後に教科書や配布された 

プリント、板書内容のポイント部分を必ず復習しておくこと。 また、授業中に実施した小テストで 

間違えた箇所やわからなかった箇所は、つど正解を確認し、理解しておくこと。 



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 
S A B C D 

期待している

以上である 

十分に満足で

きる 

やや努力を要

する 

努力を要する 相当の努力を

要する 

①栄養化学の基

礎的な理解 
ミニテスト(30%) 

②栄養化学の全

般的な理解 

期末テスト(70%) 

栄養素の名称

や生理作用を

要領よく説明

することがで

きる。その知識

は生化学にお

いても、活用が

十分に期待で

きる 

栄養素の名称

や生理作用を

十分に説明す

ることができ

る。その知識は

生化学におい

ても、活用があ

る程度まで期

待できる 

栄養素の名称

や生理作用の

知識は十分で

ある。その知識

は生化学にお

いても、活用す

ることが期待

できる 

栄養素の名称

や生理作用の

知識は概ね十

分である。その

知識は生化学

においても、あ

る程度、活用す

ることが期待

できる 

栄養素の名称

や生理作用の

知識は不十分

である。その知

識は生化学に

おいても、活用

が期待できな

い 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

成績は上記の通り、ミニテストによる評価(30％)と期末テスト(70％)から評価する。  

教科書 
 船越日出映著，『著化学基礎をひとつひとつわかりやすく』,㈱学研プラス,2022年,1,430円 

また、都度プリントなどを配付する。 

 

参考書等 
 立屋敷哲著，『からだのなかの化学』，丸善出版，2017年，3,080円 

履修上の注意・学習支援 
 やむを得ず欠席した場合は、次週までに配布プリント等（研究室にて個別に配布、またはインターネット、

電子メールなどで閲覧）を自習しておくこと。また、出席・欠席にかかわらず、授業内容に関する質問を電子

メールにて常時受け付けるので、利用すること（質問に対する回答は、返信によるか次回以降の授業内で行う）。 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワーを利用すること（事前予約（t.nakamura@ujc.ac.jp）のうえ、時間を設定す

る）。具体的な時間帯は追って掲示する。 

[実務経験の概要] 
 1981年から2002年までは、雪印乳業株式会社生物科学研究所あるいは本社において、また2002年から2010年

まではイーエヌ大塚製薬株式会社開発研究所および本社に勤務し、主に医薬品経腸栄養剤、濃厚流動食の研究

開発、企画、学術（製品企画・販売促進）などに従事してきた。 

研究所では医薬品や食品の開発業務に従事し、特に各種疾患と栄養素との関連についての基礎的な研究、あ

るいはその成果を生かして医薬品あるいは食品の開発業務にも従事した。研究分野は、主に動物実験などを用

いた栄養学的な有効性に関する評価・検証であり、その成果として経腸栄養剤２品、濃厚流動食１品を製品化

するに至った。また、研究開発を通じて、栄養素や栄養学的効果、各種疾患における生理機能などの基本的な

知識を習得している。 

学術・企画での業務では、医療機関での患者や医療従事者、介護保険施設での入所者などを通じて、栄養学

的な諸問題について調査・研究するとともに、開発製品の有用性に関する口頭説明を通じ、各種現場も問題を

把握することができた。 

[実務経験と授業科目との関連性] 
栄養成分（アミノ酸、タンパク質、炭水化物、食物繊維、脂質、ビタミン、ミネラル）を中心に当該物質の

化学的な性質や変化、体内に摂取された後の化学的な挙動について専門的な知識を提供することができる。と

くに、食品や人体を構成している物質について、長年の製造、分析、開発の経験を生かして、ポイントを絞っ

たわかりやすい講義を行うことができる。 

 
 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1SE34 栄養化学実験 １年 後期 実験 １ 中村 強 

授業概要 
 栄養素としてのアミノ酸、糖、脂肪酸、核酸、微量成分の化学的な挙動について、濃度、温度、ｐＨなどの

変化との関係を、その分子構造と関連付けて実験的に理解する。また、化学反応や反応速度論について学び、

生化学で取り扱う生体内での代謝や酵素反応を理解するための土台作りを行う。 

到達目標（学習の成果） 
人体の構成成分である、たんぱく質、核酸、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラル、食物繊維等の栄養素に

ついて、その化学的な性質を観察し各栄養素の相違を理解する。 

たんぱく質、核酸、脂質、炭水化物などの高分子については構成単位であるアミノ酸、糖、脂肪酸などの低

分子との挙動の違いを実験的に理解する。栄養素の消化に作用する唾液、胃液、膵液、胆汁酸などの消化液と

その作用環境が、消化にどのように関わっているか、実験的に理解する。 

最後の総括として、自身の実験ノートを見ながらテストを実施し、理解度を確認する。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 オリエンテーション この実験のねらいと、栄養化学の復習をする。 

２回 カロリーを考える 様々な条件下で水分を加熱しながら、カロリーの概念を理解する。 

３回 たんぱく質の性質① 
たんぱく質材料が加熱、ｐＨの変化、塩の添加などにより受ける影響を観察

する。 

４回 たんぱく質の性質② たんぱく質材料の消化酵素による変化を観察する。 

５回 糖質の性質 糖質材料の種類による溶解性や消化酵素による変化を観察する。 

６回 食物繊維の性質 食物繊維の種類による溶解性や消化酵素による変化を観察する。 

７回 脂質の性質 
中性脂肪やリン脂質、コレステロールの溶解性や消化酵素による変化を観察

する。 

８回 核酸の性質 ＤＮＡを生物材料から抽出し、その溶解性や酵素による変化を観察する。 

９回 唾液のはたらき 自分自身の唾液を用いて、様々な栄養素への作用を観察する。 

10回 ミネラルの挙動 
鉄、カルシウムの挙動が共存する物質やｐＨの影響でどのように変化するか

観察する。 

11回 胆汁酸のはたらき 脂質を含む食品に対する、胆汁酸の乳化作用を観察する。 

12回 人工消化系を考える① 
市販のアミラーゼ、トリプシン、リパーゼ、及び胆汁酸の混合物を作成して、

さまざまな栄養素への作用を観察する。 

13回 人工消化系を考える② 
口腔内、胃内、小腸内での消化に必要な温度、ｐＨ、時間、及び消化液と食

物の量比について要素研究する。 

14回 人工消化系を考える③ 前回で作成した人工消化システムを用いて、実際の食品の消化を検証する。 

15回 確認テスト④ これまでの実験内容を確認するための小テストを実施する。 

準備学習(予習・復習について) 
予習・復習 

：これまでに栄養化学や生化学で学習した、たんぱく質、脂質、糖質、ビタミン、ミネラルの基本的な性状に

ついて、教科書やプリント、小テストを見直して復習しておく。 

課題・実験ノート 

：課題の解決、実験ノートの作成・提出を必須とする。課題は実験に関連した項目を課す。実験ノートは実験

目的を十分に理解し、実験結果に考察・結論を加えた実験ノートを作成し、指定の期日までに提出する。 



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 

S A B C D   

期待している 

以上である 

十分に満足で

きる 

やや努力を要

する 

努力を要する 相当の努力を

要する 

①実験内容の予習と理解 

(10%) 

自ら進んで実

験 内容を 調

べ、また他人

にも要領よく

説明できる 

実験内容を十

分に理解し、

他人に説明す

ることができ

る 

理解にあいま

いな点がある

が、予習し、

他人にも概要

を説明できる 

実験内容を予

習しており、

不十分ながら

他人にも説明

ができる 

予習を実施し

ていない 

 

 

 

②実験中の自発的な行動

と内容の理解(20%) 

他人をリード

する態度で実

験を進めてい

る 

自発的に実験

を進めている 

 

 

手順書を見な

がら、内容を

理解し、実験

を進めている 

実験書をみな

がら正しく実

験している 

 

実験書をみて

も、正しく実

験を進めてい

ない 

③実験ノートの記述内容 

 (70%) 

実験の目的・

方法が理解さ

れ、それに基

づき十分な考

察がされてい

る 

実験の方法が

よ く理解 さ

れ、それに基

づき良く考察

がされている 

実験目的に沿

った適切なグ

ラフや図が記

載され、考察

されている 

実験結果がき

ちんと記載さ

れている。 

実験結果の記

載が不十分で

ある。未提

出・誤字脱字

が散見される 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

成績は上記の通り、予習・理解(10％)、実験中の自発的行動と内容の理解(20％)、実験ノートの記述内容(70％)

で、総合評価とする。 

なお、実験最終日に「確認テスト」を実施する。 

 

教科書 
 使用しない。実験実施ごとにプリントを配付する。 

 

参考書等 
・立屋敷哲著，『からだのなかの化学』，丸善出版，2017年，3,080円   

・浅野伍朗 監修，『からだのしくみ事典』，成美堂出版，2016年，1,650円  

履修上の注意・学習支援 
やむを得ず欠席した場合は、次週までに配付プリント等（研究室にて個別に配布、またはインターネット、

電子メールなどで閲覧）を自習しておくこと。また、出席・欠席にかかわらず、授業内容に関する質問を電子

メールにて常時受け付けるので利用すること（質問に対する回答は、返信によるか次回以降の授業内で行う）。 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワーを利用すること。また、事前予約（t.nakamura@ujc.ac.jp）のうえ、時間を

設定し、具体的な時間帯は追って、返信、掲示する。 

[実務経験の概要] 
民間研究所では医薬品や食品の開発業務に従事した。主に各種疾患と栄養素との関連についての基礎的な研

究従事した。また、研究分野は動物実験などを用いた栄養学的な有効性に関する評価・検証であり、その過程

で栄養素や栄養学的効果、各種疾患での生理機能などの知識を習得した。 

加えて、学術業務にも従事し、医療機関や介護保険施設に出向き、栄養学的な諸問題について対応し、また

開発製品に関する口頭説明を実施し、現場での諸問題を把握することができた。 

次いで、管理栄養士養成施設（大学）、大学院博士前期・後期課程にて、多くの学生に対し、栄養学的・生化

学的な講義・研究指導を行ってきた。 

[実務経験と授業科目との関連性] 
栄養成分（アミノ酸、タンパク質、炭水化物、食物繊維、脂質、ビタミン、ミネラル）を中心に当該物質の

化学的な性質や変化、体内に摂取された後の化学的な挙動について専門的な知識に基づく実験を提供すること

ができる。 
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科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SC35 臨床栄養学 ２年 前期 講義 ２ 布川かおる 

授業概要  
患者の症状、病態、治療法に対応した適切な栄養管理は、治療の促進、合併症発症の抑制に有効であり、結

果として患者の早期退院、予後改善、医療費の削減に寄与する。疾患の原因・発生機序・病態生理・臨床症状・

臨床検査データ・診断・治療法などについて理解し、疾患の改善に欠くことのできない栄養療法について学ぶ。

また、適切な栄養管理を行うために、栄養アセスメント、栄養ケアプランの作成、実施、評価に関する栄養ケ

アマネジメントの考え方を理解し、管理栄養士が行う具体的な栄養状態の評価、判定、栄養補給、栄養教育、

などについて学び、修得する。 
到達目標（学習の成果） 

栄養指導業務に携わる栄養士として職場でのチームの一員として栄養管理を担うことができるように、疾患

に特有な「病態」を理解し、健康の増進、疾患の予防または治療の臨床栄養学的基盤および対策に関して基礎

的な知識を理解する(基礎的・専門的知識)。その知識をもとに、実践するための技術や方法を学習し、説明で

きるようになる(技術・方法)。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 

ガイダンス 

臨床栄養の概念   

栄養補給法 

医療・福祉・介護における臨床栄養の意義と目的を知る。栄養療法の必要性

を理解し、栄養補給法の種類、適応、方法を習得する。 

２回 

栄養障害 

消化器疾患①  

上部消化管 

栄養障害の成因と症状（PEM）胃炎、胃・十二指腸潰瘍の病態栄養と対策、上

部消化管の消化吸収機構や栄養素代謝における消化器の役割と疾患について

学習する。 

３回 
消化器疾患②  

下部消化管 

炎症性腸疾患の病態栄養と対策、下部消化管の消化吸収機構や栄養素代謝に

おける消化器の役割と疾患について学習する。 

４回 
消化器疾患③ 

肝・膵疾患 

肝炎、肝硬変、脂肪肝、膵炎の病態栄養と対策、消化吸収機構や栄養素代謝

における消化器の役割と疾患について学習する。 

５回 臨床検査 
確認テスト（消化器疾患） 

臨床検査の種類と栄養士に必要な臨床検査データの読み方を学習する。 

６回 代謝疾患①  
メタボリックシンドロームや肥満の評価、病態、合併症の病態栄養と対策、

脂肪組織やエネルギー代謝と疾患について学習する。 

７回 代謝疾患②  
糖尿病の病因、病態、合併症の病態栄養と治療法、血糖調節、インスリン、

グルカゴン、その他のホルモン作用と疾患について学習する。 

８回 代謝疾患③  脂質異常症の病態栄養と対策、リポ蛋白代謝と疾患について学習する。 

９回 循環器疾患① 
確認テスト（代謝疾患） 

高血圧症の病態栄養と対策、血圧調節系と疾患について学習する。 

10回 循環器疾患②  
動脈硬化症(虚血性心疾患，心不全)の病態栄養と対策、循環調節機構，疾患

について学習する。 

11回 腎疾患①  
確認テスト（循環器）慢性腎臓病の病態栄養と対策、電解質・酸塩基平衡・

水代謝調節機構と疾患について学習する。 

12回 腎疾患②  腎不全・透析の病態栄養と対策について学習する。  

13回 血液系疾患 確認テスト（腎）、貧血の背景および成因、症状について学習する。 

14回 筋・骨格筋疾患 
筋・骨格系疾患の成因と症状と対策、骨粗鬆症・サルコペニアについて学習

する。 

15回 アレルギー疾患  食物アレルギーの機序、症状、対策について学習する。 
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準備学習(予習・復習について) 
予習：「解剖生理学Ⅰ・Ⅱ」および「生化学」、「栄養化学」、「基礎栄養学」の学修内容を十分に復習してから臨

むこと。次回の内容（シラバス、または授業計画プリント）で示された教科書の範囲を読み込み、わか

らない用語について参考書やインターネットで調べておく。 
復習：学んだ内容について、分からなかった箇所を、講義の後に教科書や配布されたプリント、スライド内容

のポイント部分を必ず復習しておくこと。また、確認テストで間違えた箇所は、都度正解を確認し、理

解しておくこと。 
成績評価の基準・方法 

成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①疾患の理解 

②疾患の症状や検査

データの読み取り 

③各疾患の栄養療法

の理解 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到達

目標を達成し

ている 

不十分な点は

認められるも

のの、到達目標

を達成してい

る 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 
１．筆記試験   80％ 

２．課題（リアクションペーパー、ワークシート）・レポート 20％ 

教科書 
・友竹浩之・塚原丘美編，栄養科学シリーズ NEXT「臨床栄養学概論」，講談社，2,860円 

・本田佳子編，『栄養食事療法の実習 トレーニーガイド 栄養ケアマネジメント 第 13版』，医歯薬出版， 

2,970円 

 

参考書等 
・伊藤貞嘉・佐々木敏/監修，『日本人の食事摂取基準 2020年版』，第一出，2020年，3,080円  

・学会ガイドライン，ホームページ日本（糖尿病、日本高血圧、日本動脈硬化、病態栄養、腎臓）学会など）        

履修上の注意・学習支援 
１．疾患別病態をふまえたうえで、栄養療法を理解すること。  

２．学んだことを医療・福祉の現場でどのように応用していくか、常に考えながら学習すること。 

３．授業の内容で分からないことがあった場合は、担当教員に確認すること。 

オフィスアワー 
疑問等があれば、オフィスアワーを利用すること。事前予約(fukawa@ujc.ac.jp)のうえ、時間を設定する。

具体的な時間帯は追って掲示する。 
［実務経験の概要] 

総合病院で管理栄養士として、各病態の栄養管理・献立の工夫・患者および家族への個々の状態に合わせた

栄養指導業務に従事している。クリニック・診療所にて個別栄養相談や集団の栄養セミナーを行っている。病

態栄養専門管理栄養士、糖尿病療養指導士、カンバゼーションマップファシリテーターの資格を活用している。 

[実務経験と授業科目との関連性] 

管理栄養士として、医療施設での栄養管理や食事指導の支援の経験は本科目の授業内容との関連性が非常に

高く、現場での実務経験を生かした現場に即した指導・講義が実施できる。また、病院での食へのアセスメン

ト、実践は本科目の授業内容と関連性が非常に高く、医療現場での経験を活かした講義・演習が実施できる。 

 



 

科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SE36 臨床栄養学実習 ２年 前期 実習 １ 布川かおる 

授業概要  
疾病の予防、治療、健康維持の土台になるのは、よりよい栄養状態を維持することである。臨床栄養学の理

論をしっかり理解し、病態のガイドラインにあわせた食事療法を学ぶ。患者の体格・病状・摂食機能・食欲等

を考慮し、症例に合わせた適切な栄養補給法、栄養量を決定する方法を学び、ケアプランをもとに、疾患別の

美味しく満足できる治療食を作れるように献立作成や調理実習を行う。症例を用いて演習を行い、食事計画、

献立作成、調理実習の流れを学ぶ。実習は、班ごとに自主献立の調理実習を行う。でき上がった献立、料理に

対しての自己評価も行う。  

到達目標（学習の成果） 
臨床栄養学で学ぶ知識を基に各種疾患を正しく理解し、個々の病態に即した栄養・食事プランを実践する方

法を修得する(知識・技術)。傷病者の症状、病態に合わせて、食欲を加味した献立作成、調理ができるようにな

る（態度）。 病院給食を担える栄養士としての即戦力を身につける（応用力・実践力）。  
倫理性をもった栄養士として、地域や社会の福祉に貢献できる能力を身につける。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 
経口栄養補給法の種類 

流動食・軟食・常食 

流動食・軟食・常食の適応として、食事摂取基準と食品構成、献立作成上

の留意点を学び、献立の作成方法を学ぶ。 

２回 消化器疾患の治療食① 下痢・便秘の対策と胃・十二指腸潰瘍の食事療法と献立を学ぶ。 

３回 消化器疾患の治療食② 膵炎・胆石症の食事療法と献立を学ぶ。 

４回 軟食の調理実習 軟食の調理方法を学ぶ。 

５回 

消化器疾患まとめ 

内分泌・代謝異常の治

療食① 

軟菜食まとめ発表後、意見交換を通して軟菜食への理解を深める。内分泌・

代謝異常の治療食について学ぶ。糖尿病交換表の使用方法を学び、肥満糖

尿病献立作成をする。 

６回 
内分泌・代謝異常の治

療食② 
糖尿病・カーボカウントの食事療法と献立を学ぶ。 

７回 
内分泌・代謝異常の治

療食③ 
痛風・高尿酸血症の食事療法と献立を学ぶ 

８回 糖尿病食調理実習 糖尿病食の調理方法を学ぶ。 

９回 循環器疾患の治療食① 
糖尿病食まとめ発表後、意見交換を通して糖尿病食への理解を深める。循

環器疾患の食事療法と献立を学ぶ。 

10回 循環器疾患の治療食② 高血圧食・虚血性心疾患・心不全の食事療法と献立を学ぶ。 

11回 循環器調理実習 循環器疾患の調理方法を学ぶ。 

12回 腎疾患の治療食① 
循環器疾患まとめ発表後、意見交換を通して循環器疾患食への理解を深め

る。腎疾患の食事療法と献立を学ぶ。 

13回 腎疾患の治療食② 慢性腎不全の食事療法と献立を学ぶ。 

14回 腎臓食調理実習 腎臓病食(低たんぱく食)の調理方法を学ぶ。 

15回 まとめ・発表 腎臓病食まとめ発表後、意見交換を通して腎臓食への理解を深める。 



 

準備学習(予習・復習について) 
予習：各疾患の病態を理解したうえで授業に臨む。献立作成においては「給食管理実習」を確認しておく。実

習日までに献立内容を把握し手順を決めておき、各班購入食材リストを作り、食材を購入する。献立提

出期限を守れるよう前もって献立を考えてくること。 
復習：調理実習後は、実習発表ができるようにまとめておく。 

成績評価の基準・方法 

成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①症例のアセスメント 

②症例に合った栄養量

の算定 

③症例に合った献立作

成と食事計画通りの

実践 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

 

  

若干不十分な

点は認められ

るものの、到

達目標を達成

している 

  

不十分な点は

認められるも

のの、到達目

標を達成して

いる 

  

到達目標の最

低限を達成し

ている 

 

 

  

到達目標を達

成していない 

 

 

 

  
100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

1. レポート、献立など提出物 60% 

2. 実習・発表            40% 

教科書 
・本田佳子編，『栄養食事療法の実習 トレーニーガイド 栄養ケアマネジメント 第 13 版』，医歯薬出版，

2,970円 

・日本糖尿病学会編著，『糖尿病食事療法のための食品交換表第 第７版』，文光堂、990円 

・1年次に使用した食品成分表 

 

参考書等 
・伊藤貞嘉・佐々木敏 監修，『日本人の食事摂取基準 2020年版』，第一出版，3080年，3,080円 

・友竹浩之・塚原丘美編.栄養科学シリーズ NEXT「臨床栄養学概論」,講談社 2860円  

履修上の注意・学習支援 
実習の際には服装(白衣・帽子・実習室用上履き）、身だしなみをきちんとすること。必要に応じてプリント

をクラスルームにアップする。献立提出期限厳守のこと。本実習を欠席する場合でも、欠席した回の実習・学

習内容については、必ず次回までに欠席レポートを提出のこと。献立作成は栄養士のレベルに達するまでフォ

ローする。実習時間は短いが、迅速に時間内に適正な治療食を提供できるよう実習する。 

オフィスアワー 
疑問等があれば、オフィスアワーを利用すること。事前予約(fukawa@ujc.ac.jp)のうえ、時間を設定する。

具体的な時間帯は追って掲示する。 

［実務経験の概要] 

総合病院で管理栄養士として、各病態の栄養管理・献立の工夫・患者家族への栄養指導業務を従事している。

クリニック・診療所にて個別栄養相談や集団の栄養セミナーを行っている。糖尿病支援ネットワークにて糖尿

病患者向けの料理教室をおこなっている。 

[実務経験と授業科目との関連性] 

管理栄養士として、医療施設での栄養管理や食事指導の経験は本科目の授業内容との関連性が非常に高く、

現場での実務経験を生かした講義が実施できる。また、病院での食へのアセスメント、実践は本科目の授業内

容と関連性が非常に高く、医療現場での経験を活かした講義・実習が実施できる。取得している病態栄養専門

管理栄養士、糖尿病療養指導士の資格は本科目に生かすことができる。 

 
 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1SC37 
ライフステージ

と食生活 
１年 後期 講義 ２ 大森 玲子 

授業の概要 
健康なからだ作りとそれを維持するためには、ライフステージに合わせた食生活のあり方と適正な栄養の摂

取が不可欠である。本授業では、各ライフステージにおける身体機能の変化に伴う生理的特性について理解し、

栄養状態の評価・判定(アセスメント)の基本的な考え方を習得し、身体状況や栄養状態に応じた栄養管理の必

要性について学ぶ。 

到達目標（学習の成果） 
１．各ライフステージにおける身体機能の変化に伴う生理的特性について理解し、説明できる（知識）。 

２．栄養状態の評価・判定(アセスメント)の基本的な考え方について理解し、説明できる（知識）。 

３．身体状況や栄養状態に応じた栄養管理の必要性について理解し、説明できる（知識）。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 ライフステージと食生活 ライフステージを知る。ライフステージに合わせた食生活の必要性

を学ぶ。 

２回 母性の栄養 妊娠期及び授乳期の生理的特徴と栄養について学ぶ。 

３回 新生児期の栄養 乳児期の栄養を学ぶ。 

４回 幼児期の栄養 幼児期の栄養を学ぶ。 

５回 学童・思春期の栄養① 学童・思春期の栄養と小児生活習慣病を学ぶ。 

６回 学童・思春期の栄養② 学童・思春期の栄養の実態を調査結果から理解する。 

７回 思春期・青年期の栄養 思春期・青年期の栄養とメンタルについて学ぶ。 

８回 成人期の栄養と生活習慣病① 成人期の生理的特徴を理解する。 

９回 成人期の栄養と生活習慣病② 生活習慣病の背景要因を理解する。 

10回 成人期の栄養 生活習慣病の一次予防について学ぶ。 

11回 栄養指導の実際① 健康診断受診者の事例を通して、栄養指導の方法を学ぶ。 

12回 栄養指導の実際② 前週のまとめを発表しあい、栄養指導について理解を深める。 

13回 高齢期の栄養① 高齢期の栄養の特徴を学ぶ。 

14回 高齢期の栄養② 高齢期の栄養指導の実際を理解する。 

15回 環境と栄養 環境と栄養との関係を理解する。 

準備学習(予習・復習について) 
予習：前もって配付した資料やテキストを事前に読み込んでおくこと。また、新聞やインターネットで現代社

会の栄養に関する課題を意識して把握していくこと。 

復習：学んだ内容については、自己の生活の中で実践するとともに、現場で応用できるように復習しておくこ

と。 



成績評価方法・基準 
 成績の評価基準 

評価項目 S A B C D   

①各ライフステージの生理

的特性についての理解 

②栄養状態の評価・判定に

ついての理解 

③栄養管理の必要性につい

ての理解 

完全にない

しほぼ完全

に到達目標

を達成して

いる 

若干不十分

な点は認め

られるもの

の、到達目標

を達成して

いる 

不十分な点

は認められ

るものの、到

達目標を達

成している 

到達目標の

最低限を達

成している 

到達目標を

達成してい

ない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

成績は、定期試験(筆記試験 60%)と授業内のレポート(40%)の総合評価とする。 

教科書 
稲山貴代・大森玲子 編著，『食と健康の科学 第 3版』，建帛社，2021年，2,420円 

 

参考書 
桑守豊美・志塚ふじ子 編，『五訂 ライフステージ栄養学 理論と実習』，みらい，2015年，2,860円 

履修上の注意・学習支援 
わからないことがあった場合は、質問や文献を通して正しい理解をしていくこと。 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワー（原則、講義終了後（開始前でも可）15分間程度、１号館１階「講師教員セ

ンター」）を利用すること。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SE38 
ライフステージ 

栄養学実習 
２年 前期 実習 １ 藤澤 和子 

授業の概要 
人のライフステージにおいて、各ステージに見合った栄養（食事）を摂ることは、心身の健全な発育と発達、

健康の維持や増進に不可欠である。妊娠・授乳期、乳児期、幼児期、学童期、思春期、成人期、高齢期の生理

的特性を理解し必要な栄養をアセスメント、献立作成、調理、供食、評価をして栄養士としての栄養管理の方

法を学ぶ。 
到 達 目 標(学習の成果) 
１．各ライフステージの特性や生理的機能の変化を理解し、適切な栄養ケアマネージメント、具体的なケアプ

ランを作成できる基礎知識を身につけることができる（知識）。 
２．各ライフステージの食機能に応じた食材の選択、調理法を理解し、調理ができるようになる（実践・応用

力）。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 妊娠期・授乳期の食事① ライフステージの特性；妊娠期・授乳期の献立作成 

２回 妊娠期・授乳期の食事② 妊娠期・授乳期の調理実習；供食、評価 

３回 乳児期の食事① 
乳児期の月齢に応じた献立作成；離乳食の献立作成・食物アレルギー対応

の献立作成 

４回 乳児期の食事② 調乳実習・離乳食（初期）・（中期）調理実習；供食・評価 

５回 乳児期の食事③ 離乳食（後期)食物アレルギー対応の調理実習；供食・評価 

６回 乳児期の食事④ 離乳食(おやつ)調理実習；供食・評価 

７回 幼児期の食事⑤ 幼児食の献立作成・保育所給食の献立作成 

８回 幼児期の食事⑥ 幼児食の調理実習；供食・評価 

９回 学童期・思春期の食事① 学童期献立作成・学校給食献立作成・食育の媒体作成 

10回 学童期・思春期の食事② 学童・学校給食の調理実習；供食・評価、食育 

11回 成人期・更年期の食事① 成人期・更年期の生活習慣病予防の献立作成 

12回 成人期・更年期の食事② 成人期・更年期の調理実習；供食・評価 

13回 高齢期の食事① 高齢期の嚥下障害・骨粗鬆症予防の献立作成 

14回 高齢期の食事② 高齢期の調理実習；（嚥下障害・間食）・供食・評価 

15回 まとめ 各ステージの栄養管理方法・献立作成のまとめ 

準備学習(予習・復習について) 
予習：本講義前にライフステージに応じたマネージメントを予習すること。 

復習：学んだ内容については自己の生活の中で実践するとともに現場で応用できるように復習しておくこと。 



成績評価の基準・方法 

成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①各ステージの特性と生理的機

能の変化の理解 

②各ライフステージに合わせた

栄養ケアマネージメントとケ

アプラン作成の基礎的理解 

③各ライフステージに合わせた

食材の選択と調理法の理解及

び実践力 

１～３迄を

ほぼ完全に

到達目標を

達成してい

る 

若干不十分

な点は認め

られるもの

の、到達目標

を達成して

いる 

不十分な点

は認められ

るものの、到

達目標を達

成している 

到達目標の

最低限を達

成している 

到達目標

を達成し

ていない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 
実習レポート 100% 

教科書 

原田まつ子編，「 応用栄養学実習第 4版」，講談社，2021年，3,080円   

 

参考書 
森基子・玉川和子，「応用栄養学第 11版 ライフステージからみた人間栄養学」，2021年，3,190円 

履修上の注意・学習支援 
わからないことがあった場合は、質問や文献を通して正しい理解をしていくこと。 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワー（原則、講義終了後（開始前でも可）15分間程度、１号館１階「講師教員セ

ンター」）を利用すること。 
 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1SC39 栄養指導論Ⅰ １年 前期 講義 ２ 布川かおる 

授業概要 
栄養教育の意義・目的を学ぶ。、日本におけるこれまでの栄養指導の歴史と、現状及び課題を理解する。栄養

指導に関する法令と様々な栄養調査の結果より課題をみつける。栄養指導・教育に必要な基礎知識として、日

本人の食事摂取基準や日本食品成分表の活用方法、食事バランスガイド等について理解する。さらに、栄養指

導に関する諸施策や、栄養教育を必要としている個人や集団の特徴に見合った栄養教育の展開に必要な行動科

学理論、カウンセリングの基礎的な技法などの基礎理論を学ぶ。栄養指導・教育（相談）の方法と技術等につ

いて理解する。 

到達目標（学習の成果） 
１．栄養教育の意義・目的や、栄養指導の現状と課題を理解し、説明できる。 

２．個人、集団及び地域の栄養指導の基本的役割や栄養に関する各種統計・施策について理解し、説明できる

（知識）。 

３．社会・生活環境や健康・栄養状態の特徴に関して情報収集をする技法を知り、統計・調査を読み取り、活

用できる（技術・方法・応用） 

４．栄養教育の展開に必要な行動科学理論、カウンセリングの基礎的な技法を理解し、実践できる。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 栄養指導の概念 栄養指導の意義と目的・目標について理解する。 

２回 栄養指導の歴史１ 栄養指導の歴史（第二次世界大戦までの栄養指導）を学ぶ。 

３回 栄養指導の歴史２ 
栄養指導の歴史（第二次世界大戦以降の栄養指導）を学び、栄養指

導、政策の変遷について学ぶ。 

４回 栄養指導の現状と課題 栄養指導の現状を知り、今後の課題について学ぶ。 

５回 

栄養指導に関連する主な法令

（栄養指導の対象・食環境と栄

養指導） 

栄養士法について学ぶ。栄養士と管理栄養士の仕事、役割を知る。 

６回 
栄養調査(さまざまな栄養調査

法) 
様々な食事調査の方法と活用場面に応じた適切な選択について学

ぶ。 

７回 
栄養調査の結果(国民健康栄養

調査) 
国民健康栄養調査の目的・方法・法的根拠について学び、調査結果

より課題をみつける。 

８回 栄養指導・教育の方法と記述 
栄養教育プログラムの流れを学び、実施するためのスキルを習得す

る。 

９回 栄養指導に必要な基礎知識① 日本人の食事摂取基準（2020 年版）の概念と活用方法を学ぶ。 

10回 栄養指導に必要な基礎知識② 日本食品標準成分表 2020 の活用方法を学ぶ。 

11回 栄養指導に必要な基礎知識③ 食事バランスガイドの活用を学ぶ。 

12回 栄養指導関連の諸施策① 食育推進や健康増進の取り組みを学ぶ。 

13回 栄養指導関連の諸施策② 健康作りのための指針（食事・運動・休養）を学ぶ。 

14回 
栄養指導・教育（相談）の方法

と技術 
マネジメントサイクル、行動療法を学ぶ。 

15回 栄養指導の実際 実際に活躍されている栄養士さんの話を聞く。 



準備学習(予習・復習について) 
予習：教科書に記載されている学習内容は、事前に読み込んでおくこと。わからない言葉はインターネットな

どで事前に調べておくこと。 

復習：授業内で配付されたワークシートを仕上げ、わからなかったところを見直しておく。 

成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①栄養教育の意義・目的の理解 

②栄養指導の基本的役割や栄

養に関する各種統計・施策の

理解 

③栄養指導に必要な社会・生活

環境や健康・栄養状態等に関

する情報収集方法の理解 

④栄養教育の展開に必要な基

礎的理論の理解 

完全にない

しほぼ完全

に到達目標

を達成して

いる 

若干不十分

な点は認め

られるもの

の、到達目標

を達成して

いる 

不十分な点

は認められ

るものの、到

達目標を達

成している 

到達目標の

最低限を達

成している 

到達目標を

達成してい

ない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 
成績は、筆記試験 80％  課題レポート 20％ で総合評価する。 

教科書 
古畑 公・田中弘之 編著，『エスカベーシック 栄養指導論 第 2版』，同文書院，2020年，2,095円 

 

参考書等 
・伊藤貞嘉・佐々木敏 監修，『日本人の食事摂取基準 2020年版』，第一出版，2020年，3,080円 

・厚生労働省ホームページ 栄養・食育対策 

履修上の注意・学習支援 
学んだことを栄養指導の場でどのように実践していくか、考えながら学習すること。わからない点は、質問

して、正しく理解していくこと。 

オフィスアワー 
疑問等があれば、オフィスアワーを利用すること。事前予約(fukawa@ujc.ac.jp)のうえ、時間を設定する。

具体的な時間帯は追って掲示する。 

[実務経験の概要] 
管理栄養士として病院、診療所において病態栄養相談、母親学級を始め子ども向けの食育セミナー等栄養指

導に関する業務に従事してきた。また、糖尿病療養指導士、病態栄養専門管理栄養士として患者さんだけでな

く医療従事者に対する教育にも携わってきた。 

[実務経験と授業科目の関連性] 
 現場における集団、個別栄養指導の実務経験は、本科目との授業内容と関連性が非常に深く、実務経験を生

かした講義が実施できる。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SC40 栄養指導論Ⅱ ２年 前期 講義 ２ 土橋 典子 

授業概要 
栄養士として基本的事項を理解し、栄養指導実務に備える。 

１．ライフステージ別、病態別、給食における栄養指導の技術・方法を学ぶ。 

２．「アセスメント→計画→実践→評価→フイードバック」のマネジメントサイクルについて学ぶ。 

到達目標（学習の成果） 
１．各ライフステージにおける実際の栄養指導に必要な知識及び技術を身につける（知識）。 

２．ライフステージ別、病態別、給食における栄養指導ができる（応用力・実践力）。 

３．人間尊重の精神と基本的な知識・技術・方法から専門的な知識・技術・方法へと発展させる。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 栄養指導の技術と方法 
集団栄養指導の進め方、発表の方法について学ぶ。 

自分の食事についてふりかえる。 

２回 ライフステージ別の栄養指導① 
妊産婦・授乳婦の栄養指導、栄養特性、食事摂取基準について

学ぶ。 

３回 ライフステージ別の栄養指導② 乳児期の栄養指導、栄養特性について学ぶ。 

４回 ライフステージ別の栄養指導③ 調乳方法、調乳器具の消毒方法を学ぶ。 

５回 ライフステージ別の栄養指導④ 幼児期・保育所の栄養指導、栄養特性について学ぶ。 

６回 ライフステージ別の栄養指導⑤ 学童期・思春期の栄養指導、栄養特性について学ぶ。 

７回 ライフステージ別の栄養指導⑥ 
成人・高齢期の栄養指導、栄養特性について学ぶ。 

小テストを行う。 

８回 健康障害と栄養指導① 高齢期の栄養指導、栄養特性について学ぶ。 

９回 健康障害と栄養指導② 
消化・吸収、その他の疾患に対する栄養食事指導について学ぶ。 

小テストを行う。 

10回 給食における栄養指導① 入院時食事療法（病院給食）について学ぶ。 

11回 給食における栄養指導② 学校給食の栄養指導について学ぶ。 

12回 給食における栄養指導③ 児童福祉施設給食について学ぶ。 

13回 給食における栄養指導④ 事業所給食について学ぶ。 

14回 給食における栄養指導⑤ スポーツ栄養について学ぶ。 

15回 まとめ 
まとめを通してライフステージと病態に合わせた栄養指導に

ついて学びを深める。 

準備学習(予習・復習について) 
予習：教科書に記載されている学習内容は、事前に読み込んでおくこと。 

復習：単元ごとに小テスト、解説を行う。  



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D   

①各ライフステージにお

ける栄養指導について

の理解 

②ライフステージ別、病態

別、給食における栄養指

導の実践と応用 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到

達目標を達成

している 

不十分な点は

認められるも

のの、到達目

標を達成して

いる 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 
１．定期試験(筆記試験) 70％ 

２. 小テスト 30％ 

 

教科書 
藤沢由美子著，『エスカベーシック栄養指導論 第 2版』，同文書院，2020年，2,095円 

 

参考書等 
武見ゆかり・赤松利恵編，『栄養教育論 理論と実践』，医歯薬出版，2014年，2,640円 

履修上の注意・学習支援 
学外実習に備え、学んだ事を繰り返し復習すること。わからない点は、質問したり、調べたりして正しく理

解していくこと。 

オフィスアワー 
疑問等があれば、オフィスアワーを利用すること（事前予約(dobashi@ujc.ac.jp)のうえ、時間を設定する）。

具体的な時間帯は追って掲示する。 

［実務経験の概要］ 

栄養士・管理栄養士として病院、公的機関において病態栄養相談、栄養指導に関する業務に従事してきた。 

現場における栄養相談、指導の実務経験は、本科目の授業内容との関連性が非常に深く、実務経験を生かした

講義が実施できる。また、関連する科目とも深い関連性がある。 

［実務経験と科目との関連性］ 

実際に各ライフステージ別、各種疾患の栄養指導を医院、公的機関で行ってきた経験をもとに講義を行う。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SC41 栄養指導実習Ⅰ １年 後期 実習 １ 布川かおる 

授業概要 
栄養指導論Ⅰや基礎栄養学、給食管理等で学んだ知識をもとに、栄養士として対象者が健康増進に向けた行

動変容を自発的に行うことができるように動機づけ、対象者の QOL の構築に貢献できるような栄養指導を実践

するための技術や方法を学習していく。具体的には、栄養評価の方法、栄養教育・指導の方法と実践、栄養教

育計画の立案や実践方法を、演習を通して学習していく。グループワーク、ディスカッション、プレゼンテー

ションを通して栄養士に必要なコミュニケーション能力を養う。 

到達目標（学習の成果） 
１．栄養指導に関する基礎的な知識・技術・方法を理解し、栄養士としての栄養指導ができるスキルを身につ

け、応用できるようになる(技術・方法)。 

２．集団を対象とした栄養指導の計画を立て、実践できる（態度）。 

３．倫理性をもった栄養士として、地域や社会の福祉に貢献できる能力を身につける。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 栄養教育計画 
栄養士としての栄養教育・指導の意義を理解し、展開できる大切さを知る。 

栄養教育・指導のためのテーマ検討及び計画を立案する。 

２回 アセスメント① 身体計測の問診・計測・評価を通してアセスメントの基本を学ぶ。 

３回 アセスメント② 

生活実態調査（睡眠・活動係数・生活リズム）を行い、日常生活における活動係

数について把握し、自己の 1 日の生活活動記録をつけて消費エネルギー量を知

る。 

４回 アセスメント③ 摂取エネルギー、栄養素の算定を通して問題点の抽出方法を学ぶ。 

５回 栄養教育・指導① 食品成分表・食事摂取基準等を参考にして食事記録の評価、改善点を見つける。 

６回 栄養教育・指導② さまざまな栄養ツールを使用し評価方法を学ぶ。 

７回 
栄養情報の収集と

調査データの処理 
統計の基本の実際を学ぶ。 

８回 発表① 栄養指導発表、評価を通して理解を深める。 

９回 まとめ 反省、改善点を話し合う。意見交換を通して栄養指導の方法の理解を深める。 

10回 栄養教育計画② 
栄養教育・指導計画作成 集団栄養指導の実施内容に適した指導媒体を検討する

（題材設定・目標・指導の流れについて学ぶ）。 

11回 栄養教育計画③ 栄養指導媒体を検討し、作成する。 

12回 栄養教育計画⑤ 栄養指導媒体を作成の仕上げをする。 

13回 発表② 栄養指導の実施、実施のアンケート調査を行う。 

14回 まとめ（評価） 集団指導評価、報告書を作成し、その技術や方法を学ぶ。 

15回 校外実習報告会 発表会に参加し、栄養士の職場の実際を知り、プレゼンテーションの評価をする。 

準備学習(予習・復習について) 
予習：毎回の課題をきちんと行い、次の授業に臨み、段階的に理解を進めること。 

復習：栄養指導発表に際しては、資料を作り、事前練習を十分、行っておくこと。 



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①カウンセリング技法の

理解 

②調査計画・まとめと発表 

③集団に対する効果的な

媒体の作成 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到

達目標を達成

している 

不十分な点は

認められるも

のの到達目標

を達成してい

る 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していな 

い 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

１．レポート（50％） 実践を通してわかったことを自分の言葉で表現すること。 

２．発表  （50％） 

教科書 
 山下 静江・岩間 範子 編集，『栄養教育・指導実習ワークブック 第 3版』，みらい，2020年，2,640円 

 

参考書等 
・伊藤貞嘉・佐々木敏 監修，『日本人の食事摂取基準 2020年版』，第一出版，2020年，3,080円 

・古畑 公・田中弘之 編著，『エスカベーシック 栄養指導論 第 2版』，同文書院，2018年，2,095円  

履修上の注意・学習支援 
栄養指導の場で実際に行なっていく事を考え、準備・復習をして理解を深めること。わからないことがあっ

た場合は、質問や文献を通して正しい理解をしていくこと。 

オフィスアワー 
疑問等があれば、オフィスアワーを利用すること。事前予約(fukawa@ujc.ac.jp)のうえ、時間を設定する。

具体的な時間帯は追って掲示する。 

［実務経験の概要］ 

管理栄養士として病院、診療所において病態栄養相談、母親学級を始め子どもの食育セミナー等栄養指導に関

する業務に従事してきた。また、糖尿病療養指導士、病態栄養専門管理栄養士として患者さんだけでなく医療

従事者に対する教育にも携わってきた。 

［実務経験と授業科目との関連性］ 

 現場における集団、個別栄養指導の実務経験は、本科目との授業内容と関連性が非常に深く、実務経験を生

かした実習・演習指導をすることができる。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SC42 栄養指導実習Ⅱ ２年 前期 実習 １ 土橋  典子 

授業概要 
栄養指導を実施するために必要な技法について学修した知識をもとに、疑似個人・集団栄養指導を行うこと

により、指導方法を身につける。また、栄養指導計画作成に必要な情報を理解し、グループワークを通して、

対象者にわかりやすく伝える方法を学ぶ。 

到達目標（学習の成果） 
様々な栄養情報を整理し、正確に発信することができるようになる。各種栄養アセスメントを理解し、個々

に応じた栄養指導が実践できるようになる（実践力）。栄養士として専門的な知識・技術・方法を理解し、倫理

観をもって栄養指導ができるようになる（実践力・応用力）。 

倫理性をもった栄養士として、地域や社会の福祉に貢献できる能力を身につける。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 話し方の技術 

栄養士は指導対象者に自分のもっている考えや知識、技術を正しく伝える

ために、プレゼンテーション能力が求められる。限られた時間の中で自分

の考えを対象者にわかりやすく伝える方法を習得する。与えられた課題で

3分間の発表と評価を行う。 

２回 妊娠期の栄養教育・指導 
妊娠期の特徴を生理面、精神面から理解し、健康および体重管理の重要性

の理解を促し実践に結び付ける栄養教育・指導を行う力を習得する。 

３回 授乳期の栄養教育・指導 

授乳期は母体の回復とともに母乳分泌など母親自身の健康問題がある精

神面も不安定な時期であることを考慮したうえで栄養教・指導を行う力を

習得する。 

４回 
離乳期の乳児の母親への

栄養教育・指導 

離乳食の進め方を理解する。また、「授乳・離乳の支援ガイド」に示され

たガイドに沿った栄養指導・栄養教育を行う力を習得する。 

５回 発表① パワーポイント、紙、布などで作成した媒体を使って発表と評価を行う。 

６回 幼児期の栄養教育・指導 
幼児期の各年齢における食生活の現状・実態について理解する。 

さらに現場での実施を考慮した栄養教育・指導を行う力を習得する。 

７回 
食物アレルギー児への保

護者への栄養教育・指導 

乳幼児の食物アレルギーの特徴やアレルゲンとなる食品を理解し、発育に

必要な栄養の確保とアレルゲン除去の方法や工夫を理解する。 

８回 学童期の栄養教育・指導 
学童期に栄養の知識と望ましい食習慣の基礎づくりを定着させるような、

栄養教育・指導を行う力を習得する。 

９回 発表② パワーポイント、紙、布などで作成した媒体を使って発表と評価を行う。 

10回 思春期の栄養教育・指導 
思春期の身体変化について正しく理解し、望ましい食習慣の確立に向けて

指導する方法を学ぶ。 

11回 

成人期の栄養教育・指導 

対象者の階層化と保健指

導の準備 

成人期の欠食・中食・外食についての食育の実践を学ぶ。 

特定健診・保健指導のプロセスを通し、対象者への支援のあり方を学ぶ。 

特定健診受信者の階層化を行い、保健指導対象者の選定方法を習得する。 

12回 高齢期の栄養教育・指導 高齢者の健康寿命の延伸と栄養教育・指導について学ぶ。 

13回 発表③ パワーポイント、紙、布などで作成した媒体を使って発表と評価を行う。 

14回 食物へのアクセス 食料自給率向上への取り組みとしてのフードマイレージについて学ぶ。 

15回 情報へのアクセス 
栄養・食生活情報の検証―フードファデイズム情報をチエックし、理解を

深める。 



準備学習(予習・復習について) 
予習：栄養指導に必要な情報収集を行う。 

復習：発表に向けて十分な準備と練習を行う。 

成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D   

①各種栄養アセスメントの理

解と個々に応じた栄養指導

の基本的実践の習得度 

②栄養指導に必要な専門的知

識・技術・方法の理解 
 

完全にない

しほぼ完全

に到達目標

を達成して

いる 

若干不十分

な点は認め

られるもの

の、到達目標

を達成して

いる 

不十分な点

は認められ

るものの、到

達目標を達

成している 

到達目標の

最低限を達

成している 

到達目標を

達成してい

ない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 
１.媒体作り・発表（80％） 

２.レポート（20％）レポート作成では，実践を通してわかったことを自分の言葉で表現すること。 

教科書 
山下静江/編，『栄養教育・指導ワークブック第 3版』，みらい，2,620円 

 

参考書 
日本糖尿病学会編著，『糖尿病食事療法のための食品交換表第 第７版』，文光堂、2013年、990円 

履修上の注意・学習支援 
学んだことを栄養指導の現場でどのように活かしていくかを、考えながら学習すること。この科目に関する

自己で収集した資料や配付資料、発表内容はきちんとまとめておくこと。 

オフィスアワー 
疑問等があれば、オフィスアワーを利用すること（事前予約(dobashi@ujc.ac.jp)のうえ、時間を設定する）。

具体的な時間帯は追って掲示する。 

［実務経験の概要］  
栄養士・管理栄養士として老人福祉施設、病院、公的機関において病態栄養相談、栄養指導に関する業務に

従事してきた。 

［実務経験と授業科目との関連性］ 
現場における栄養相談、指導の実務経験を生かして、情報の収集から媒体作りおよび対象者によって指導の

方法が異なることなど、細かに指導できる。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SC43 公衆栄養学 ２年 後期 講義 ２ 川田 容子 

授業の概要 
日本の健康・栄養問題・食料の現状と課題を知り、公衆栄養政策の取り組み、公衆栄養プログラムの計画・

実施・評価をする手法まで学ぶ。 

到達目標（学習の成果） 
１．公衆栄養学の意義と目的を理解することができる (知識)。 

２．日本および諸外国の健康・栄養問題の現状と課題について理解し、説明できるようになる(知識・技術・方  

法)。 

３．食事摂取基準を活用できるようになる(知識・技術・方法)。 

４．公衆栄養のマネジメントやプログラムを理解し、活用できるようになる（知識・技術・方法・態度）。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 公衆栄養の概念・意義と目的 ガイダンス(授業のねらいと進め方・成績評価等) 
公衆栄養の意義と目的について学ぶ。 

２回 公衆栄養活動の歴史と今 公衆栄養活動の歴史、現在の公衆栄養活動について学ぶ。 

３回 健康・栄養問題の現状と課題① 社会環境と健康の課題について理解する。 

４回 健康・栄養問題の現状と課題② 社会環境と栄養問題の現状、食環境の変化について理解する。 

５回 健康・栄養問題の現状と課題③ 栄養・健康課題のアセスメント。諸外国の健康・理解する。 

６回 健康・食育対策と地方計画① 健康増進基本方針を理解、健康日本２１と地方計画を学ぶ。 

７回 健康・食育対策と地方計画② 食育基本法と地方計画を学ぶ。 

８回 栄養政策① 日本の公衆栄養活動と公衆栄養関連法規を学ぶ。 

９回 栄養政策② 公衆栄養活動実施のための指針・ツールを学ぶ。 

10回 食事摂取基準の活用① 食事摂取基準の考え方を理解する。 

11回 食事摂取基準の活用② 食事摂取基準の活用の方法を学ぶ。 

12回 栄養疫学① 栄養疫学の概要を知る。栄養疫学の指標を学ぶ。 

13回 栄養疫学② 栄養疫学のための食事調査方法を学ぶ。 

14回 公衆栄養マネジメント① 公衆栄養マネジメントの概念・プロセス・アセスメント方法を学ぶ。 

15回 公衆栄養マネジメント② 公衆栄養プログラムの計画・実施・評価方法を学ぶ。 

準備学習(予習・復習について) 

１． 授業計画で示された教科書の範囲を読み込むこと。 

２． 新聞やインターネットなどで公衆栄養に関する情報を常に得ていくこと。 

３．学んだことを復習し、正しい理解をしていくこと。  



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D   

①公衆栄養学の意義と目

的の理解 

②日本および諸外国の健

康・栄養問題の現状と課

題の理解 

③食事摂取基準の活用 

④公衆栄養のマネジメン

トやプログラムの理解

と活用 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到

達目標を達成

している 

不十分な点は

認められるも

のの、到達目

標を達成して

いる 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していない 

100 点法 100 点～90 点 89 点～80 点 79 点～70 点 69 点～60 点 59 点以下 

 
 成績は、レポート 30%、定期試験 70%の総合評価とする。 

教科書 
  加島浩子・森脇弘子 編，『ウエルネス公衆栄養学 2022年版』，医歯薬出版，2022年， 3,080円 

 

参考書 
 伊藤貞嘉・佐々木敏 監修，『日本人の食事摂取基準 2020年版』，第一出版，2020年，3,080円 

履修上の注意・学習支援 
１．目的意識を明確にして授業に望むこと。 
２．必要な内容はきちんとノートをとる。わからない点は積極的に質問すること。 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワー（原則、講義終了後（開始前でも可）15分間程度、１号館１階「講師教員セ

ンター」）を利用すること。 

［実務経験の概要］ 
市町村栄養士(管理栄養士)として公衆栄養行政に従事した。健康プランの策定・各種健康教育の企画実施等

の経験を活かし、実践的な講義ができる。 

［実務経験と授業科目との関連性］ 
公衆栄養活動の基本を踏まえ、実態調査・計画策定など実務経験から講義を行う。 

 
 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1SC44 調理学 １年 後期 講義 ２ 橋詰奈々世 

授業の概要 
「おいしさ」について基礎的な知識を学ぶと共に、調理過程における食品材料の化学的・物理的変化を知り、

食物の調理特性にあった調理操作について、部分的にグループワークを通して理解を深める。 

到 達 目 標(学習の成果) 
栄養士、そしてフードスペシャリスト受験資格を得るための必修科目である。おいしさは、食品の調理性や

調理操作・調理器具はもちろん、人間の五感と経験に関与することを理解する（基礎的知識）。調理学実験や調

理学実習と関連付けながら、その基本的知識を理解し説明できるとともに、おいしい料理、さらには喫食者に

最適な献立の作成ができるようになる(応用力)。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 調理学の概要 調理の意義を学ぶ。調理学と健康との関係を理解する。調理学の目的と範

囲を知る。 

２回 食品の調理性① 植物性食品（穀類）の調理性を学ぶ。 

３回 食品の調理性② 植物性食品(イモ類・豆類・種実類)の調理性を学ぶ。 

４回 食品の調理性③ 植物性食品（野菜類・果物類）の調理性を学ぶ。 

５回 食品の調理性④ 植物性食品（藻類・きのこ類・山菜類）の調理性を学ぶ。 

６回 食品の調理性⑤ 動物性食品（食肉）の調理性を学ぶ。 

７回 食品の調理性⑥ 動物性食品（魚介類）の調理性を学ぶ 

８回 食品の調理性⑦ 動物性食品(卵類・乳類)の調理性を学ぶ。 

９回 食品の調理性⑧ 成分抽出素材(でんぷん・油脂)の調理性を学ぶ。 

10回 食品の調理性⑨ 成分抽出素材(藻類抽出物・ゼラチン・その他)の調理性を学ぶ。 

11回 食品の調理性⑩ 調味料・香辛料・嗜好飲料の調理性を学ぶ。 

12回 調理操作 加熱操作・非加熱操作と調理器具を学ぶ。 

13回 調理と嗜好性 嗜好性に関する要因とその変動を知る。 

14回 
調理の設備・器具、エネ

ルギー源 
厨房施設，調理器具，食器・容器、エネルギー源について種類や特徴学ぶ。 

15回 食生活と調理 日本の食文化や食事計画について学ぶ。 

準備学習(予習・復習について) 
予習：配付した資料やテキストを事前に読み込んでおくこと。 

復習：学んだ内容については、自己の生活の中で確認したりしながら復習しておくこと。 



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

 
定期試験(筆記試験) 80%   小テスト 20%  

評価項目 S A B C D 

①食品の調理性につい

ての理解 

②調理操作についての

理解 

③調理と嗜好について

の理解 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到

達目標を達成

している 

不十分な点は

認められるも

のの到達目標

を達成してい

る 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していな 

い 

100点法 100～90点 89～80点 79～70点 69～60点 59点以下 

教科書 
長尾慶子 編著，『調理を学ぶ 第 3版』，八千代出版，2021年，2,640円 

 

参考書 

山崎清子・島田キミエ他 共著，『NEW 調理と理論 第二版』，2021年，同文書院，3,080円 

履修上の注意・学習支援 
わからないことがあった場合は、質問や文献を通して正しい理解をしていくこと。 

 新聞や広告を通して、おいしさの情報に興味・関心を持って常に収集していくこと。 

オフィスアワー 
疑問等があれば、オフィスアワーを利用すること。事前予約(hashizume@ujc.ac.jp)のうえ、時間を設定する。

具体的な時間帯は追って掲示する。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1SC45 調理学実験 １年 後期 実験 １ 橋詰奈々世 

授業の概要 
調理は安全で、栄養がありおいしい食品を提供することを目的とする。効率的でより良い調理を行うために

は、調理学ならびに実習を通して得た知識、疑問点などを実験に反映させ実施することにより再確認し、理解

する。この授業では調理学に関する基礎的実験方法を習得し、得られた実験計画法および結果を考察する力を

身につけ、実際の調理に利用する方法を結びつけられるようにする。 
到 達 目 標（学習の成果） 
  栄養士、そしてフードスペシャリスト受験資格を得るための必修科目である。食品は多くの複合成分で作ら

れ、調理過程における変化も複雑である。この調理現象を成分・物性測定や観察，官能検査等によって追及す

ることで、合理的で再現性のある調理条件を学び、調理がおいしく、効率よくできるようになる（基礎的知識）。

さらに、その知識・技術・方法を活かして、給食施設での調理やその他の食産業の品質管理や商品開発等に応

用できるようになる（応用力）。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 
オリエンテーション  

官能評価 

実験器具の使用法と実験データのまとめ方を知る。また、レポートの書き

方を学ぶ。官能評価の手法、統計法について学ぶ。2点比較法、順位法に

よる官能評価を行う。 

２回 米の調理性 
うるち米ともち米の吸水の特徴を学ぶ。調味料が米の吸水・炊飯に及ぼす

影響について学ぶ。 

３回 いもの調理性 いもの調理性について学ぶ。 

４回 小麦粉の調理性① グルテンの抽出とドウの形成（麺）について学ぶ。 

５回 小麦粉の調理性② 化学膨化剤が蒸しパンの品質に及ぼす影響について学ぶ。 

６回 野菜・果物の調理性 生野菜の放水・吸水を学ぶ。条件の異なる茹でものの色、食品の pH を知

る。果物の褐変を学ぶ。 

７回 肉の調理性 ハンバーグステーキの性状に及ぼす配合割合の影響を学ぶ。 

８回 魚の調理性 魚の鮮度判定と塩締め・酢締め、煮魚を作るときの調理条件を学ぶ。 

９回 卵の調理性 卵の鮮度判定法、全卵及び希釈卵液の凝固性について学ぶ。 

10回 
乳・乳製品および油脂の

調理性 
牛乳の酸による凝固、生クリームの起泡性を学ぶ。フレンチドレッシング

の乳化性に関わる材料と配合割合を学ぶ。  

11回 でんぷんの調理性 でんぷんの種類によるゾル・ゲルの違いを学ぶ。 

12回 寒天・ゼラチンの調理性 寒天・ゼラチンの性質を学ぶ。 

13回 だし汁 だし汁の抽出方法の違いによる比較と、調味による味の違いを知る。 

14回 砂糖の調理性 加熱による砂糖溶液の品質変化を学ぶ。 

15回 まとめ 実験のまとめ 

準備学習(予習・復習について) 
１．配付した資料やテキストを事前に読み込み、目的や実験方法を予め理解して実験に臨むこと。 

２．学んだ内容については、実験レポートをまとめながら復習しておくこと。 



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

  

実験レポート 100% （実験結果を分かりやすくまとめ、理論をもとに考察ができる）   

  

評価項目 S A B C D 

①食品の調理性につい

ての基礎的理解 

②実験結果をまとめと

理論的な考察力・応

用力 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到

達目標を達成

している 

不十分な点は

認められるも

のの到達目標

を達成してい

る 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していな 

い 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

教科書 
  長尾慶子・香西みどり編著，『Nブックス実験シリーズ 調理科学実験 第 2版』，建帛社，2018年， 

2,090円 

 

参考書 
・長尾慶子編著，『調理を学ぶ 第 3版』，八千代出版，2021年，2,640円 

・山崎聖子ら共著，『NEW 調理と理論 第二版』，2021年，3,080円 

履修上の注意・学習支援 
ユニフォームを着用すること。 

マニキュアやアクセサリーを取ること。 

わからないことがあった場合は、質問や文献を通して正しい理解をしていくこと。 
オフィスアワー 

疑問があれば、オフィスアワーを利用すること（事前予約 hashizume@ujc.ac.jp）のうえ、時間を設定する。

具体的な時間帯は追って掲示する。  
 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1SC46 調理学実習Ⅰ １年 前期 実習 １ 成田 亮子 

授業の概要 
本科目は、「調理学」「調理学実験」及び他科目で学んでいる「基礎栄養学」でまとめた調理理論を調理工程

の中で実践することにより食品の調理特性の理解を深め、基本的な調理操作を学ぶことを目的とする。実習は、

「調理学実験」で学んだ食品を中心に献立調理を行い、献立構成、食品の衛生、作業能率、和食の食卓構成、

和食の作法を学ぶ。呈味測定を行いながら各自の味覚も訓練することに努める。 

到 達 目 標(学習の成果) 
食事は栄養があり、おいしく安全に供され身体に効率的に吸収される。その実現のために下記の事項を習得

する。 
１．食品の調理特性を生かした和食の基本的な調理方法を習得する。合理的・衛生的かつ能率的な調理操作を

理解する。 
２．適正な味の調味を理解し、実践できる。 
３．包丁や調理器具の安全で基本的な使用法を理解する。和食の献立と食卓のコーディネート方法を理解する。 
４．倫理性をもった栄養士として、地域や社会の福祉に貢献できる能力を身につける。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 オリエンテーション 
授業計画と調理実習の心得、レポートのまとめ方 

調理の基本（特徴、調理法）日本料理の特徴（手法他） 

２回 だし汁・米の調理 親子どんぶり、汁物、青菜のお浸し 

３回 米の調理 炊き込みご飯、味噌汁、旨煮 

４回 小麦粉の調理 豆ご飯、汁物、天ぷら、即席漬け 

５回 いも・でんぷんの調理 さつま芋ご飯、汁物、かぼちゃのそぼろあんかけ、酢の物 

６回 豆腐・肉の調理 胚芽精米飯、汁物、鶏肉の竜田揚げ、和え物 

７回 砂糖・魚料理・卵の調理 赤飯、茶わん蒸し、いわしのかば焼き、ピーナツの砂糖衣 

８回 野菜・寒天を利用した調理 花寿司、うしお汁、果汁かん 

９回 正月料理(1) 祝肴(三ツ肴)、酢の物(紅白なます)、口取り(のし鶏)、すまし汁 

10回 正月料理(2) 口取り(三種)、焼き物(エビ)、雑煮 

11回 日本の食文化 日本茶の入れ方、菓子 

12回 自由献立(1) 自由献立に関する作業計画の立案（グループ演習） 

13回 自由献立(2) 自由献立の調理実習、包丁技術の確認 

14回 自由献立発表(1) 
自由献立に関するプレゼンテーションの作成（グループ演習） 

プレゼンテーション、発表方法の講義 

15回 自由献立発表(2) 
各班のプレゼンテーションの視聴、ディスカッションを通して、献立や

調理方法についての理解を深める。 

準備学習(予習・復習について) 
予習：前もって配付した資料や文献等を事前に読み込んでおくこと。 

基礎栄養学や調理学その他の専門科目で学んでいることと常に関連性を考えながら、実習に臨むこと。 

復習：自宅でも繰り返し、実践を通して調理操作や栄養バランスの基礎と調理法を理解していくこと。 



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①和食の調理に関する基本的

理解 
②包丁の使い方と基本的な切

り方を習得度 
③食品の調理性を生かした基

本な調理操作の習得度 
④合理的、衛生的な調理計画

の作成と実践力 

完全にない

しほぼ完全

に到達目標

を達成して

いる 

若干不十分

な点は認め

られるもの

の、到達目標

を達成して

いる 

不十分な点

は認められ

るものの、到

達目標を達

成している 

到達目標の

最低限を達

成している 

到達目標を

達成してい

ない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

１．提出物(計画表・ノート) 30%    

２. 実技試験        30% 

３. 自由献立（自由実習のグループ内、およびグループ間評価）30% 

４. 授業への取り組み    10％ 

教科書 
 使用しない。実習プリントを毎回配付する。 

 

参考書 
・香西みどり・綾部園子 編著，『調理学実習』，光生館，2017年，3,080円 

・千田真規子・松本睦子・土屋京子 共著，『新版 調理-実習と基礎理論-』，建帛社，2010年，3,850円 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワー（原則、講義終了後（開始前でも可）15分間程度、１号館１階「講師教員セ

ンター」）を利用すること。 
 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1SC47 調理学実習Ⅱ 1年 前期 実習 １ 成田 亮子 

授業の概要 
 調理学の理論および調理学実習Ⅰで学んだ知識や技術を基に、調理操作を把握し、基本調理から様々な応用

への発展が導ける食品材料の取り扱い、調理法の特徴、料理の組み合わせ、分量の把握、材料の標準的配合及

び調味パーセント等を学ぶ。西洋料理と中国料理の実習を行う。 

到 達 目 標(学習の成果) 
歴史、食文化を含めてそれぞれの特徴を日本料理と比較しながら、調理器具や食器、特殊食品・調味料・香

辛料、供卓方法やテーブルマナー等について学ぶ。一食分の食事形式の献立構成として実習し、献立の立て方、

食品の組み合わせ方、盛り付け方等を習得する(知識・技術・方法・応用力)。 
倫理性をもった栄養士として、地域や社会の福祉に貢献できる能力を身につける。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 オリエンテーション 授業の進め方、計画表・ノートの書き方について  

２回 西洋料理① ピラフ、コンソメスープ、ハンバーグステーキ 

３回 西洋料理② 鮭のムニエル、オニオングラタンスープ、人参サラダ 

４回 西洋料理③ マカロニグラタン、ポーチドエッグ、グリーンサラダ 

５回 西洋料理④ カレーライス、ポテトサラダ、ブラマンジェ 

６回 西洋料理⑤ スパゲッティミートソース、クラムチャウダー、コールスロー 

７回 西洋料理⑥ ピザ、ビシソワーズ、オレンジゼリー 

８回 中国料理① くらげの酢の物、麻婆豆腐、炒飯 

９回 中国料理② 辣白菜、酢豚、ワンタンスープ、白飯 

10回 中国料理③ きゅうりの炒め物、青椒肉絲、白菜と肉団子のスープ、牛乳かん、白飯 

11回 中国料理④ なすの和え物、もち米付き肉団子、春巻き、ザーサイのスープ 

12回 中国料理⑤ 焼き餃子、えびのチリソース炒め、トマトと卵のスープ、ゴマ団子 

13回 中国料理⑥ 棒棒鶏、青梗菜のあんかけ、酸辣湯、肉まん 

14回 実技試験 実技試験（西洋料理・中国料理の献立から、1食分を 1人で調理する） 

15回 まとめ 提出物のまとめをする。 

準備学習(予習・復習について) 
１．前もって配付した資料や文献等を事前に読み込んでおくこと。 

２．基礎栄養学や調理学その他の専門科目で学んでいることと常に関連性を考えながら、実習に臨むこと。 

３. 自宅でも繰り返し、実践を通して調理操作や栄養バランスの基礎と調理法を理解していくこと。 



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①西洋料理と中国料理

特徴の理解 

②食品の取り扱い方法

の理解 

③調理技術の習得度 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到

達目標を達成

している 

不十分な点は

認められるも

のの到達目標

を達成してい

る 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していな 

い 

100点法 100～90点 89～80点 79～70点 69～60点 59点以下 

 

１．提出物(計画表・ノート) 30%    

２. 実技試験（食品材料の取り扱い・調理技術・調理工程）70%  

教科書 
香西みどり・綾部園子 編著，『流れと要点がわかる調理学実習 第 3版』，光生館，2021年，3,080円 

 

参考書 
千田真規子・松本睦子・土屋京子 共著，『新版 調理-実習と基礎理論-』，建帛社，2010年，3,850円 

履修上の注意・学習支援 
清潔なユニフォームを着用する。アクセサリー、マニュキアは付けないこと。グループで分担を決めて協力

し合い、効率よく調理すること。わからない点は、質問したり調べたりして、調理理論と実際の操作方法を理

解していくこと。 
オフィスアワー 

疑問があれば、オフィスアワー（原則、講義終了後（開始前でも可）15分間程度、１号館１階「講師教員セ

ンター」）を利用すること。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1SC48 給食管理Ⅰ １年 前期 講義 ２ 松田千鶴 

授業概要 
給食は特定多数人が対象であり、常に対象者が満足する食事を提供し運営していかなければならない。給食

管理Ⅰでは、給食の概念、給食施設の特徴と関連法規について学習し、栄養士の仕事の内容を理解する。給食

システムについて学ぶ。給食の運営の中心となる管理項目(食材料・購買管理、生産・衛生管理、施設・設備の

保守管理等)、さらに、給食管理項目(栄養・食事管理、栄養食事のアセスメント、食事計画の方法、品質管理、

危機管理・リスク管理等)及び給食経営管理項目(人事・労務管理、会計・原価管理、情報管理等)の基本を学習

する。 

到達目標（学習の成果） 
給食施設の特徴と関連法規について学習し、給食の意義と目的について説明できるようになる。給食の運営

における管理項目(食材料・購買管理、生産・衛生管理、施設・設備の保守管理等)、給食管理項目(栄養・食事

管理、栄養食事のアセスメント、食事計画の方法、品質管理、危機管理・リスク管理等)及び給食経営管理項目

(人事・労務管理、会計・原価管理、情報管理等)の基本を理解し、大量調理衛生管理マニュアルに沿った衛生

管理および給食運営ができるようになる(技術)。栄養士として、給食を通して対象者の健康の保持・増進を担

い、人々の健康づくりに寄与できるようになる(応用)。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 
給食の定義と目的および

栄養士の役割について 

給食の運営，給食管理，給食経営管理を知る。管理栄養士・栄養士の使命 

と管理栄養士・ 栄養士における「栄養の指導」の本質的理解と給食の重

要性を学ぶ。さらに、専門職としての管理栄養士・栄養士の職業倫理や特

定給食施設について学習する。 

２回 

給食の概念と法的根拠、

管理栄養士・栄養士の役

割 

特定給食施設における給食の意義・役割を学ぶ。 給食施設の特徴と関連

法規を理解する。さらに、「健康増進法」におけるにおける給食施設と栄

養管理や特定給食施設に関する行政指導内容を理解する 

３回 給食システムについて 

給食システム（トータルシステム、サブシステム）と給食の目的に応じた

オペレーションシステムの特徴を学ぶ。クックチル，ニュークックチル，

クックフリーズ，真空調理システムの給食施設での活用法を知る。   

４回 給食経営管理の概念① 
給食経営として、献立の意義と目的、栄養・食事管理システムについて学

ぶ。給食管理の概要を理解する。 

５回 給食経営管理の概念② 
給食管理におけるマーケティングの活用の必要性を学ぶ。給食経営と組織

について理解する。 

６回 
給食の運営の中心となる

管理項目① 

食材料管理、購買管理および生産管理について学ぶ。給食における、食材

の流通、選択、購入計画から発注、検収に至る流れを知り、PDCA サイク

ルのもとで生産管理を理解する。 

７回 
給食の運営の中心となる

管理項目② 

衛生管理の法規に基づいた衛生管理、施設・設備管理、提供管理について 

学ぶ。大量調理施設衛生マニュアル、HACCPシステムを理解する。給食施

設内の設備配置、作業区分、作業機器等を知り、より良い給食の提供管理

のあり方を理解する。 

８回 
給食管理の視点が必要な

管理項目① 

栄養・食事管理として、栄養・食事のアセスメントについて学ぶ。日本人

の食事摂取基準(2020 年版)の概要と給食運営への活用法を学ぶ。対象特

性を理解し、対象に合わせた献立作成の必要性を理解する。 

９回 
給食管理の視点が必要な

管理項目② 
栄養・食事管理として、食事計画の実際を学ぶ。献立作成までの流れと、

食品群別荷重平均栄養成分の求め方、食品構成の作り方を理解する。 

10回 
給食管理の視点が必要な

管理項目③ 
栄養・食事管理として、献立表の役割と様式及び栄養出納計算について学

ぶ。 

11回 

給食管理の視点が必要な

管理項目④ 
栄養・食事管理における総合品質について学ぶ。献立および調理工程と調

理作業の標準化と給食の品質保証、品質改善と PDCAサイクルについて理

解する。 



12回 
給食管理の視点が必要な

管理項目⑤ 
危機管理とリスク管理、事故の種類と対応の仕方、災害時の給食の役割と

対策の意義及び災害時のための貯蔵と献立について学ぶ。 

13回 
給食経営管理に必要な管

理項目① 

給食における経営管理の意義と目的について学ぶ。経営管理、人事・労務

管理について理解する。 

14回 
給食経営管理に必要な管

理項目② 
給食経営における会計・原価管理について学ぶ。 

15回 
給食経営管理に必要な管

理項目③ 
情報管理（ＩＴ）の実際と最新情報を学ぶ。 

準備学習(予習・復習について) 
予習：授業計画に記載している内容について教科書の範囲を読んでおくこと。 

復習：日ごろから食材や調理法に興味・関心を持ち、献立作成に役立つ知識を取り入れること。  

成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 A B C D E 

①給食について特徴、シス

テムや必要性の理解 

②給食の関連法規等の理解

による栄養士業務の理解 

③給食管理（作業管理・衛

生管理・労務管理など）

の理解 

 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分

な点は認め

るものの、到

達目標を達

成している 

不十分な点

は認められ

るものの、到

達目標に達

成している 

到達目標の

最低原を達

成している 

到達目標を

達成してい

ない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 
定期試験   60% 

ミニテスト 40％ 

 

教科書 
・幸林友男・曽川美佐子・神田知子・市川陽子編，『栄養化学シリーズＮＥＸＴ給食経営管理論 第 4版』， 

講談社，2020年，3,300円 

・冨田教代 執筆者代表，『給食施設のための献立作成マニュアル 第 9版』，医歯薬出版，2016年，2,860円 

・香川明夫 監修，『八訂 食品成分表 2021』，女子栄養大学出版部，2021年，1,760円 

・文部科学省スポーツ青少年局健康教育課 編纂，『調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル』， 

学建書院，2015年，1,100円 

 

参考書等 
・富岡和夫・冨田教代 編著，『給食経営管理論 給食のトータルマネジメント 第 4版』，医歯薬出版， 

2017年，3,410円 

 
 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワーを利用すること。事前予約（c.matsuda＠ujc.ac.jp）のうえ、時間を設定す

る。具体的な時間帯は追って掲示する。             

［実務経験の概要］ 

管理栄養士として、急性期基幹病院（総合病院）にて 42 年間勤務。糖尿病療養指導士、NST 専門療法士、人

間ドックアドバイザー等として病院内において多数の職種の方々、多数のセクションとのかかわりを持ち、よ

り良い病院給食の実践に努めてきた。また「食品まつり」という食にまつわる企画を長年企画担当し、院内ス

タッフや地域住民への啓発も実施してきた。 
 

［実務経験と授業との関連性］ 

給食管理、患者に合わせた栄養・食事のアセスメント、食事計画・実施・評価・改善、食材管理、安全衛生

管理、食材の品質管理、大量調理を効果的にするため給食施設の給食室の設備管理等、退院後の栄養指導やよ

り健康的なメニューの提供等、特定給食施設としての給食管理を実践できる。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1SC49 給食管理Ⅱ １年 後期 講義 ２ 松田千鶴 

授業概要 
給食は特定多数人が対象であり、常に対象者が満足する食事を提供し運営していかなければならない。給食

管理Ⅱでは、給食管理Ⅰの学びを基に、栄養士・管理栄養士が働く様々な給食施設における給食管理について

学ぶ。児童福祉施設、障害者福祉施設、学校、事業所、医療施設、高齢者・介護保険施設等の給食の特徴と具体

的な給食管理の方法について学習する。ライフステージや対象者の心身の状態合わせた給食管理を通して望ま

しい食行動ができるように導くとともに、食生活に対する正しい情報を提供できるように給食管理・運営のあ

り方を理解する。 

到達目標（学習の成果） 
各特定給食施設における給与栄養目標量を知り、対象者に合った献立計画の必要性と、具体的な献立の作成

方法を理解する(知識)。対象者に合った献立計画が立てられるようになる。さらに大量調理における発注、品

質管理、調理作業計画、施設・設備管理の流れを習得し、大量調理衛生管理マニュアルに沿った衛生管理およ

び給食運営ができるようになる(技術)。給食を通して対象者の健康の保持・増進を担い、人々の健康づくりに

寄与できるようになる(応用)。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 

献立計画の立案と献立

計画及び予定献立の作

成 

献立の種類と献立作成の留意点、献立立案と献立表について学ぶ。献立計画

の基本事項と年間・月間・旬間・1週間の計画について学ぶ。1日 3食分の

栄養配分を理解する。 

２回 献立作成の理論と実際 
日本人の食事摂取基準【2020 年度版】に沿った献立作成の概要及び献立作

成の手順について学ぶ。 

３回 大量調理の品質管理 
大量調理の特性について学び、大量調理の特徴を学ぶ。また大量調理の調理

工程や品質管理も理解し、HACCPに基づいた衛生管理についても学ぶ。 

４回 
大量調理の調理機器・

方法・新調理システム 

大量調理の調理機器について理解し、大量調理の方法を学ぶ。また新調理方

法についての実際を学ぶ。 

５回 児童福祉施設給食 

児童福祉法に基づいた児童福祉施設の種類と概要及び栄養士の配置を学

ぶ。児童福祉施設給食の意義と目的について理解する。児童福祉施設におけ

る食事の提供ガイドと食事摂取基準を活用した献立作成での要点を学ぶ。

また離乳食や行事食の献立例を学ぶ。 

６回 障害者福祉施設給食 障害者福祉施設における給食の内容と食事計画を理解する。 

７回 学校給食① 学校給食法・食気基本法に基づく学校給食の意義と目的について学び、学校

給食実施基準に沿った、学校給食の栄養・食事管理を学ぶ。 

８回 学校給食② 行事食、バイキング給食、アレルギー対応食等の献立例を学ぶ。 

９回 事業所給食① 
労働安全衛生法、労働安全衛生施行法令に基づく労働基準法施行規則に基

づく、事業所給食の意義と目的及び学び事業所における栄養・給食管理を学

ぶ。 

10回 事業所給食② 給与栄養目標量の設定と献立例を学ぶ。献立作成 

11回 
医療施設給食（病院給

食）① 
医療法に基づいた病院給食の栄養士、管理栄養士の組織や連携について学

ぶ。医療施設における食事療法の意義と留意点を理解する。 

12回 
医療施設給食（病院給

食）② 
一般食と特別食の給与栄養目標量の設定について学ぶ。及び展開食につい

て学ぶ。展開食について理解する。 

13回 
高齢者施設給食・介護

保険施設給食① 

高齢者施設、介護保険施設における給食の意義と目的を学ぶ。栄養管理計画

として、対象者の身体的・機能的特徴と栄養ケア・マネジメントのアセスメ

ントとリスク判定に基づく給与栄養目標の決定の仕方を学ぶ。 

14回 
高齢者施設給食・介護

保険施設給食② 

常食と食機能障害に対応した様々な食形態の展開について献立例を通して

理解する。 



15回 給食サービスについて 給食に携わる栄養士としての展望と課題について考える 

準備学習(予習・復習について) 
予習：授業計画に記載している内容について教科書の範囲を読んでおくこと。 

復習：日ごろから食材や調理法に興味・関心を持ち、献立作成に役立つ知識を取り入れること。 

成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 A B C D E 

①給食施設毎の給与栄養量

の理解 

②様々な給食施設の意義・

目的の理解 

③給食施設対象者に沿った

献立作成の手順の習得と

作成  

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分

な点は認め

るものの、到

達目標を達

成している 

不十分な点

は認められ

るものの、到

達目標に達

成している 

到達目標の

最低原を達

成している 

到達目標を

達成してい

ない 

100点法   100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

定期試験 60% 

提出物  40%（献立作成・栄養計算） 

 

教科書 

・幸林友男・曽川美佐子・神田知子・市川陽子編，『栄養化学シリーズＮＥＸＴ給食経営管理論 第 4版』， 

講談社，2020年，3,300円 

・冨田教代 執筆者代表，『給食施設のための献立作成マニュアル 第 9版』，医歯薬出版，2016年，2,860円 

・香川明夫 監修，『八訂 食品成分表 2021』，女子栄養大学出版部，2021年，1,760円 

・文部科学省スポーツ青少年局健康教育課 編纂，『調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル』， 

学建書院，2015年，1,100円 

 

参考書等 
・富岡和夫・冨田教代 編著，『給食経営管理論 給食のトータルマネジメント 第 4版』，医歯薬出版， 

2017年，3,410円 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワーを利用すること。事前予約（c.matsuda＠ujc.ac.jp）のうえ、時間を設定す

る。具体的な時間帯は追って掲示する。             

［実務経験の概要］ 

管理栄養士として、急性期基幹病院（総合病院）にて 42年間勤務。糖尿病療養指導士、NST 専門療法士、人間

ドックアドバイザー等として病院内において多数の職種の方々、多数のセクションとのかかわりを持ち、より

良い病院給食の実践に努めてきた。また「食品まつり」という食にまつわる企画を長年企画担当し、院内スタ

ッフや地域住民への啓発も実施してきた。 
 

［実務経験と授業との関連性］ 
給食管理、患者に合わせた栄養・食事のアセスメント、食事計画・実施・評価・改善、食材管理、安全衛生

管理、食材の品質管理、大量調理を効果的にするため給食施設の給食室の設備管理等、退院後の栄養指導やよ

り健康的なメニューの提供等、特定給食施設としての給食管理を実践できる。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SC50 給食管理実習Ⅰ ２年 前期 実習 １ 松田 千鶴 

授業概要 

「給食管理」で学んだことを基本として、本授業では、給食管理の基本的な考え方や運営の方法を学び、計

画・実施・評価・改善の PDCA(Plan・Do・Check・Action)のサイクルで実習を進めながら、給食管理実習Ⅱ（学

外実習）につながる総合的な運営管理能力を習得することを目標とする。また、地域の伝統的地場産物を利用

したメニューの開発を目指し、地域との繋がりを深める。全員でできるものは 1 クラス編成で学び、給食実習

室における実習は、A・B・C・D・Eの 5クラスに分けて実習する。 

到達目標（学習の成果） 

給食管理で学んだ内容を実践に移し、給食に関する基礎的かつ専門的知識・技術・方法を習得し、実践力を

養う。倫理性をもった栄養士として、地域貢献できる応用力を身につける。 

授業計画 

回 学習内容 

1回 
特定給食施設の運営管理の方法と技術について学ぶ。 
給食室の設備、厨房機器について学ぶ。  

合同 
（食物栄養実習

室・給食実習室） 

2回 

学校給食・事業所給食における給与栄養目標量の設定と食品構成作成及び献立の

作成方法を学ぶ。給食運営に関わる帳票について学ぶ。 
献立作成 

合同 
（食物栄養実習

室） 

3回 献立作成、作業工程・栄養教育内容・アンケートの検討  
合同  
（食物栄養実習

室・PC 室） 

４回 

1 グループ・大量調理 
実習 
（13 人） 

指示献立調理実施 2・3 グループ調理実習の予習 

合同  
( 食 物 栄 養 実 習

室・調理実習室・

PC 室) 

5回 

2 グループ・大量調理 
実習 
（13 人） 

指示献立調理実施 

1 グループ調理実習の反省 
3 グループ調理実習の予習 

（食物栄養実習

室・調理実習室・

給食実習室・PC
室） 

6回 

3 グループ・調理 
実習 
（13 人） 

指示献立調理実施 

２グループ調理実習の反省、 
1グループ安全衛生についてチ

ェック 

（食物栄養実習

室・調理実習室・

PC 室） 

7回 

学校給食の献立作成 
作業工程表の作成 
栄養教育の内容検討 
アンケートの検討 

大量調理・学校給食・事業所給食 
作業工程・栄養教育・アンケート 

給食実習室の清掃

（C,D,E 班） 

 

8回 

学校給食の献立作成 
発注、 
作業指示書 
作業計画の確認 

学校給食 
学校教育の計画、媒体（ポスター等）作成 
アンケートの作成 

A 班・試作、予定

献立の検討 
A 班・発注  

 

 A 班 B 班 C 班 D 班 E 班 

9回 

大量調理 
供食サービス 
【学校給食 A】 

B 班・試作、予定

献立の作成 
B 班・発注 

事業所献立給食 
課題 

各種調査・記録 
調理実習・盛り付

け・供食・器具の

洗浄・消毒・清掃 
衛生チェック 

各種調査・記録 
調理実習・盛り付

け・供食・器具の

洗浄・消毒・清掃 
衛生チェック 



10 回 

実習 A・まとめ 
予定献立を実施献

立に修正 
検収・水質検査 
保存食 

大量調理 
供食サービス 
【学校給食 B】 

C 班・試作、予定

献立の作成 
C 班・発注 

事業所給食献立課

題 
事業所給食献立

課題 

11 回 

各種調査・記録 
調理実習・盛り付

け・供食・器具の

洗浄・消毒・清掃 
衛生チェック 

実習 B・まとめ 
予定献立を実施献

立に修正 
検収・水質検査 
保存食 

大量調理 
供食サービス 
【学校給食 C】 

D 班・試作、予定

献立の作成 
D 班・発注 

事業所給食献立

課題 

12 回 
事業所献立給食 

課題 

各種調査・記録 
調理実習・盛り付

け・供食・器具の

洗浄・消毒・清掃 
衛生チェック 

実習 C・まとめ 
予定献立を実施献

立に修正 
検収・水質検査 
保存食 

大量調理 
供食サービス 
【学校給食 D】 

E 班・試作、予定

献立の作成 
E 班・発注 

13 回 
事業所献立給食課

題 

事業所献立給食課

題 
各種調査・記録 
調理実習・盛り付

け・供食・器具の

洗浄・消毒・清掃 
衛生チェック 

実習 D・まとめ 
予定献立を実施献

立に修正 
検収・水質検査 
保存食 
 

大量調理 
供食サービス 
【学校給食 E） 

14 回 

発表準備 
事業所給食課題 
 
A 班 
給食実習室清掃 

発表準備 
事業所給食課題 
 
B 班 
給食実習室清掃 

事業所献立給食 
課題 

事業所献立給食 
課題 

実習 E・まとめ 
予定献立を実施

献立に修正 
検収・水質検査 
保存食 

15 回 実習発表、全体のまとめ、評価・反省、意見交換 

準備学習(予習・復習について) 
１.日ごろから食材や調理法に興味・関心を持ち、献立作成に役立つ知識を取り入れること。 

２.給食管理の理論を復習しながら給食業務をしっかりと把握し、よく理解して実習に取り組むこと。 

３.次の授業に向けて、グループで協力して整理しながら、まとめていくこと。 

成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①大量調理の品質管理、機器

の確認の理解と大量調理

の実践 

②各施設に沿った献立作成 

③各施設に沿った栄養教育

計画の作成 

完全にない

しほぼ完全

に到達目標

に達成して

いる 

若干不十分

な点は認め

られるもの

の、到達目標

を達成して

いる 

不十分な点

は認められ

るものの、到

達目標を達

成している 

到達目標の

最低限を達

成している 

到達目標を

達成してい

ない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

提出物  50%  実習・実習発表 50%で、総合評価する。 

教科書 
・富岡和夫・冨田教代 編著、『給食経営管理論 給食のトータルマネジメント 第４版』、医歯薬出版、 

2017年、3,410円 

・冨田教代 執筆者代表、『給食施設のための献立作成マニュアル 第９版』、医歯薬出版、2016年、2,860円 

・殿塚婦美子 編著、『改訂新版 大量調理－品質管理と調理の実際－』、学建書院、2020年、2,970円 

・香川明夫 監修、『八訂 食品成分表 2021』、女子栄養大学出版部、2021年、1,760円 

参考書等 
・幸林友男・曽川美佐子・神田知子・市川陽子編、『栄養化学シリーズＮＥＸＴ給食経営管理論 第 4版』、講

談社、2020年、3,300円 

・新しい食生活を考える会 編著、『食品解説付き 新ビジュアル食品成分表 新訂第二版』、大修館書店、

2016年、1,100円 

・文部科学省スポーツ青少年局健康教育課 編纂、『調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル』、学建書   

 院、2015年、1,100円 



履修上の注意・学習支援 
１．ユニフォームを着用すること。マニキュアやアクセサリーを取ること。 
２. 授業では必ず食品成分表と電卓を持参すること。 
３．疑問があれば授業中または、オフィスアワーを利用し分からないままにしないこと。 
４．給食管理論を復習し、後期の校外実習につながるように授業内容を十分に理解すること。 
 
オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワーを利用すること。事前予約（c.matsuda＠ujc.ac.jp）のうえ、時間を設定する。

具体的な時間帯は追って掲示する。 
            
［実務経験の概要］ 
管理栄養士として、急性期基幹病院（総合病院）にて 42 年間勤務。糖尿病療養指導士、NST 専門療法士、人

間ドックアドバイザー等として病院内において多数の職種の方々、多数のセクションとのかかわりを持ち、よ

り良い病院給食の実践に努めてきた。また「食品まつり」という食にまつわる企画を長年企画担当し、院内ス

タッフや地域住民への啓発も実施してきた。 
［実務経験と授業との関連性］ 
給食管理、患者に合わせた栄養・食事のアセスメント、食事計画・実施・評価・改善、食材管理、安全衛生管

理、食材の品質管理、大量調理を効果的にするため給食施設の給食室の設備管理等、退院後の栄養指導やより

健康的なメニューの提供等、特定給食施設としての給食管理を実践できること。 
  

 



科目番

号 
科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SC51 
給食管理実習Ⅱ 

(校外実習) 
２年 後期 実習 ２ 松田 千鶴 

授業概要 
今まで学んだ食に関する専門知識・技術を特定給食施設の栄養士業務に適用して、栄養士の役割、専門性

を理解する。病院・学校・福祉施設(保育所・高齢者施設など)や事業所等の給食施設における給食管理と運

営方法を学ぶ。６日間の施設実習に備えて、実習が効果的に実施されるように事前・事後指導を含んで進め

る。実習終了後は、報告書を作成し、報告会を実施する。また、実習で学んだことを卒業後の職業実践に役

立てるようにする。 

到達目標（学習の成果） 
 給食施設の特徴に合わせた給食管理の実習に当たり、効果的な実習になるような計画を立てることができ

る(企画力)。現場体験を通して、栄養士としての具備すべき知識・技術・方法を学び、理解し、応用できる

ようになる(実践力・応用力)。倫理性をもった栄養士として、社会貢献できる能力を身につける(実践力・応

用力)。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１

回 

給食管理実習(校外実習)

のねらいと展開 
給食管理実習(校外実習)のねらい・目的・意義と展開方法を学ぶ。 

２

回 
栄養士に求められるもの 

特定給食施設において栄養士に求められる資質・能力等について理解す

る。 

３

回 
実習先の理解① 

病院・学校の給食施設における栄養士の業務と他職種との連携を理解す

る。 

４

回 
実習先の理解② 

福祉施設(保育所・高齢者施設)の栄養士の業務と他職種との連携を理解す

る。 

５

回 

給食管理実習(校外実習)
の準備① 給食管理実習(校外実習)の実習先に合わせた目標・課題を作成する。 

６

回 

給食管理実習(校外実習)
の準備② 実習の事前オリエンテーション、実習に必要な準備と対策を知る。 

７

回 

給食管理実習(校外実習)
の準備③ 実習記録の意義と目的、書き方を学ぶ。 

８

回 

給食管理実習(校外実習)
の準備④ 

給食管理実習Ⅰで履修した給食施設における栄養士の一連の業務を確認

する。 

９

回 

給食管理実習(校外実習)
の準備⑤ 実習先との事前打ち合わせをする。※保菌検査 

10

回 

給食管理実習(校外実習)
の準備⑥ 実習準備を確認する。 

11

～

25

回 

給食管理実習 （６日間）栄養士業務を中心に実習する。 

26

回 
事後のまとめ① 実習記録のまとめ、実習先へ送付する準備をする。 

27

回 
事後のまとめ② 実習報告書としてまとめる。 

28

回 
事後のまとめ③ 実習報告書としてまとめる。 



29

回 
給食管理実習報告会① 報告会で自己の報告をする。 

30

回 
給食管理実習報告会② 報告会で自己の報告をする。 

準備学習(予習・復習について) 
１．これまで学んだ科目と給食管理と給食管理実習Ⅰで学んだ内容を復習しておく。 

２．校外実習に向けての進め方を理解し、遅れないように準備していくこと。 

３. 校外実習に向けて、対象施設の内容を確認しておく。 

４. 校外実習に向けて、体調管理を十分にしておく。  
成績評価の基準・方法 

成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①施設毎の 献立作成か

ら給食提供までの一連

の作業の理解 

②施設毎の給食の運営

（作業管理・労務管理）

についての理解 

③施設毎の設備や作業領

域においての衛生管理

の実態の理解 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標に達成

している 

若干不十分

な点は認め

られるもの

の、到達目標

を達成して

いる 

不十分な点

は認められ

るものの、到

達目標を達

成している 

到達目標の

最低限を達

成している 

到達目標を

達成してい

ない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 
提出物  50%   

校外実習先の評価・報告会  50%  

  

教科書 
宇都宮短期大学食物栄養学科給食管理実習(校外実習)手引き 

 

参考書等 
・富岡和夫・冨田教代 編著、『給食経営管理論 給食のトータルマネジメント 第４版』、医歯薬出版、 

2017年、3,410円 

・幸林友男・曽川美佐子・神田知子・市川陽子編、『栄養科学シリーズ NEXT給食経営管理論 第 4版』、 

講談社、2020年、3,300円 

・長谷川輝美・永井徹 編著、『ステップアップ臨地・校外実習』、建帛社、2016年、2,420円 

・加藤昌彦、續順子、塚原丘美 編著、『臨地・校外実習』、建帛社、2019年、1,980円 

履修上の注意・学習支援 
 授業は休まないようにすること。わからない点は、調べたり、質問をして明らかにしていくこと。常に体

調管理をして校外実習に臨むこと。 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワーを利用すること。事前予約（c.matsuda＠ujc.ac.jp)のうえ、時間を設定す

る。具体的な時間帯は追って掲示する。            

実務経験の概要 

管理栄養士として、急性期基幹病院（総合病院）にて 42年間勤務。糖尿病療養指導士、NST 専門療法士、人

間ドックアドバイザー等として病院内において多数の職種の方々、多数のセクションとのかかわりを持ち、

より良い病院給食の実践に努めてきた。また「食品まつり」という食にまつわる企画を長年企画担当し、院

内スタッフや地域住民への啓発も実施してきた。 
    

実務経験と授業との関連性 

給食管理、患者に合わせた栄養・食事のアセスメント、食事計画・実施・評価・改善、食材管理、安全衛

生管理、食材の品質管理、大量調理を効果的にするため給食施設の給食室の設備管理等、退院後の栄養指導

やより健康的なメニューの提供等、特定給食施設としての給食管理の実践が指導できる。 

 
 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SP52 食物栄養学演習 ２年 後期    演習 １ 
中村・松田・久保田・

布川・土橋 

授業概要  
栄養士を目指す学生として、食に関する様々な課題を見つけ、健康と福祉の視点から解決する能力をつける

ために、担当教員の指導のもとで、テーマを決めて、ゼミナール形式で学んでいく。 

到達目標（学習の成果） 
１．食物栄養学分野の研究課題を理解し、それを解決するために必要な情報について各種手法を用いて検索す

る能力を身につける。 

２．検索した情報を整理したうえで、調査・研究等に取り組み、課題を解決する。 

３．得られた成果について根拠を交えて他者に説明（プレゼンテーション）できるようになる。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 オリエンテーション 各担当教員の説明を聴き、指導教員を決定する。 

２回 

 
（中村 強） 
栄養素はエネルギーや体の構成成分にとって必須であるが、その他に様々な生理作用を有している。

演習では栄養士としての知識をより深めるために、特に関心の高い様々な栄養素をピックアップし、

その生理作用や栄養状態に及ぼす影響などを中心に調査・学習する。 
 
 
（松田千鶴） 
咀嚼（噛むこと）のサイエンスを学び、幼児期から高齢期までを健やかに生きるために、よく噛んで

食べることの重要性を理解して、栄養士として食育方法について考える。 
 
 
（久保田浩美） 
「食品ロス」の現状や削減に向けた様々な試みを知り、栄養士として「食品ロス」を削減するために

どのようなことができるのかについて考える。さらに、学生の興味を深めた具体的な対策（例：啓発

資料作成、食育グッズの作成、レシピの考案、食品保存法の提案、廃棄物の有効活用法）について実

際に挑戦してみる。 
 
 
（布川かおる) 
世の中には体に良い食べ物や健康法として様々な食事法があるが、エビデンスは非常に少ない。受講

者は一人一つ興味を持った食事法を選び、それらの食事法は誰を対象になぜ作られどのように行って

いるかの特徴をつかみ実践する。それぞれの功罪を学習し、適した食事法とは何かを学ぶ。 
 
 
（土橋典子） 
未就学児から中学生までの食教育について、現状把握と課題の整理、それに対する解決策について学

習する。  

３回 

４回 

５回 

６回 

７回 

８回 

９回 

10回 

11回 

12回 

13回 

14回 

15回 成果発表会 学科教員と学生の前でプレゼンテーションを行う。 

準備学習(予習・復習について) 
１．研究課題に関連する図書、報告書、記事やインターネット等での情報収集を行う。 

２．調査結果などを踏まえて考察を行い、発表に向けた資料作成などの準備を行う。 



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

 

 

定期試験(研究課題のレポート) 50% 

研究発表           50%  

評価項目 S A B C D 

①研究課題

の解決 

（50％） 

研究課題の十分

な理解を踏まえ、

かつ自ら進んで

各種手法を選択

するなど、課題解

決に向け、期待以

上の取り組みが

みられる。 

研究課題を良

く理解し、かつ

各種手法を選

択して、課題解

決に向け、積極

的な取り組み

がみられる。 

研究課題を理解

し、かつ提案さ

れた複数の手法

を用い、課題解

決に向け、十分

な取り組みがみ

られる。 

研究課題を概ね

理解し、また提

案された手法に

て課題解決に向

け、取り組みが

みられる。 

研究課題の理解

や課題解決に向

けた取り組みが

不十分である。 

②研究発表 

（50％） 

研究課題の解決

に向け、自ら進ん

で論理的な考察

を行うとともに、

発表では根拠を

交え、わかりやす

く十分なプレゼ

ンテーションを

行う。 

研究課題の解

決に向け、十分

な考察を行う

とともに、発表

では根拠を交

えた十分なプ

レゼンテーシ

ョンを行う 

研究課題の解決

に向け、妥当な考

察を行うととも

に、発表では根拠

を交えたプレゼ

ンテーションを

行う。 

研究課題の解決

に向けた考察を

行うとともに、

発表ではほぼ適

切な内容でプレ

ゼンテーション

を行う。 

研究課題への考

察や発表でのプ

レゼンテーショ

ンが不十分であ

る。 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

教科書 
各担当教員がそれぞれ指示する。また、必要に応じて資料を配付する。 

 

参考書等 
各担当教員が必要に応じて指示する。 

履修上の注意・学習支援 
１. 学習の中で生じた疑問点や不明な点は、先ずは自ら積極的に調べること。そのうえで、学生同士で情報交

換をするとともに、担当教官に電子メールや授業内で質問・確認すること 

２. 演習後は考察、復習を欠かさないこと。 

オフィスアワー 
質問等があれば、オフィスアワーを利用すること。事前予約のうえ、時間を設定する。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SP53 調理学実習Ⅲ ２年 前期 実習 1 成田 亮子 

授業概要  
「調理学」「基礎栄養学」「調理学実習Ⅰ・Ⅱ」で学んだ調理の理論および技術をふまえ、和・洋・中の料理に

加え、アジア諸国の歴史、食文化を含めて実習を行う。調理器具、食器、調味料、香辛料やテーブルマナー等

について学ぶ。栄養士、管理栄養士が関わる現場において一食分の献立構成、食品の組み合わせ方、盛り付け

等を学ぶ。 
栄養士や管理栄養士及び和・洋・中華レストランのシェフやパティシエとして活躍する方法を特別講師とし

て招き、講義と実習を行う。 

到達目標（学習の成果） 
１．様々な国の料理形態や様式を学び、食の現場に合った献立作成や調理技術を理解し、調理学・栄養学的側

面から説明ができる（知識）。 
２．食の現場で活躍するシェフ・パティシエなどから感性と調理技術を学び、習得する（技術）。 
３．喫食者に合わせた献立作成と調理ができ、倫理性をもった栄養士として地域や社会に貢献できるような力

を身につける（態度）。 

授業計画 

回 表 題 学習内容（サブタイトルと実習献立） 

１回 オリエンテーション 授業の内容と流れ、レポートの書き方を学ぶ。 

２回 日本料理 郷土食を学ぶ。ご飯、汁物、煮物、 

３回 日本料理 
日本料理調理実習を通して応用力を身につける。電子レンジを用いた調

理 

４回 エスニック料理 チキンカレー、グリーンサラダ、ラッシー 

５回 西洋料理 スパゲッティー、ミネストローネ、菓子 

６回 西洋料理 オードブル、菓子 

７回 自由献立①－1 作成した献立の作業工程の確認と、発注をする。 

８回 自由献立①－2 自由献立の調理・試食・評価を行う。 

９回 中国料理 中国料理実習を通して応用力を身につける。湯菜、溜菜、甜心 

10回 中国料理 冷菜、鹹点心 

11回 韓国料理 韓国料理における実習「五味」「五色」を学ぶ。 

12回 エコクッキング献立実習 主食、主菜、汁物、デザート 

13回 自由献立②－1 対象者にあった行事食の献立を作成する。作業工程を考える。 

14回 
自由献立②－2 

行事食 
作成した献立に基づいて材料を発注する。 

15回 自由献立②－3 自由献立の調理・試食・評価を行う。 

準備学習(予習・復習について) 
１．調理学実習Ⅰ・Ⅱで習得した技術をよく理解しておくこと。 

２．調理学・栄養学で学んだ理論を、実習で身につけられるようにしておくこと。 

３. 日常生活の中で食に関する色々な情報に興味・関心を持ち、知識を取り入れること。 



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①西洋料理・中国料理等の

料理形態や様式の理解 

②喫食者に合わせた献立作

成と調理法の理解 

③調理技術の習得度 

完全にない

しほぼ完全

に到達目標

を達成して

いる 

若干不十分

な点は認め

られるもの

の、到達目標

を達成して

いる 

不十分な点

は認められ

るものの到

達目標を達

成している 

到達目標の

最低限を達

成している 

到達目標を

達成してい

な 

い 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

  

１．提出物(計画表・ノート) 30%    

２. 実技試験        30% 

３. 自由献立（自由実習のグループ内、およびグループ間評価）30% 

４. 授業内での課題への取り組み 10％ 

  

教科書 
香西みどり・綾部園子 編著，『流れと要点がわかる調理学実習 第 3版』，光生館，2021年，3,080円 

 

参考書等 
・山内知子 編著，『楽しい調理 基礎と実習 第５版』，医歯薬出版，2016年，3,740円 

・新しい食生活を考える会 編著，『食品解説付き 新ビジュアル食品成分表 新訂第二版』，大修館書店， 

2016年，1,100円 

履修上の注意・学習支援 
１．実習中は、指定の白衣とシューズを履くこと。衛生面に配慮しながら実習に臨むこと。 

２. 実習で習得した技術を日常生活や、食の現場で活用できるよう理解を深め、知識を得ること。 

３．分からないことがあれば、担当教員に確認すること。 

オフィスアワー 
質問等があれば、オフィスアワー（原則、講義終了後（開始前でも可）15分間程度、１号館１階「講師教員

センター」）を利用すること。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1SP54 製菓実習 1年 前期 実習 １ 土橋 典子 

授業概要  
日本には茶道の発展とともに進化をした和菓子や、世界各国の食文化を取り入れた洋菓子など多種多様な菓

子がある。これら菓子は嗜好品として、食生活を豊かにする食品である。その菓子の歴史や種類、年中行事と

のかかわりなど理解し食文化の伝承を図る。また、菓子の調理法を科学的に考え、様々な菓子の調理に応用で

きる力を身につけていく。 

到達目標（学習の成果） 
菓子の歴史や菓子名の語源、言葉の意味・由来を理解し、説明できる（知識）。菓子作りの基本的な調理技術

を学び、習得できるようになる（技術）。菓子を他者に贈る楽しさを知り、高齢者から幼児までが楽しめる菓子

を提供できるようになる（応用）。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 オリエンテーション 
菓子及び製菓器具の種類と、器具の使用法を学ぶ。 

今後の授業の流れ、レポートの書き方を学ぶ。 

２回 シュー生地 シュー生地の膨化について学ぶ。 

３回 バターケーキ バターの性質と化学膨化剤について学ぶ。 

４回 シフォンケーキ 別立ての調理方法を学ぶ。メレンゲの泡立て方を学ぶ。 

５回 デコレーションケーキ 共立ての調理方法を学ぶ。クリームの扱い方を学ぶ。 

６回 パイ生地 折りパイ、練りパイの調理法とその特性を学ぶ。 

７回 クッキー 製法の異なるのクッキーを学ぶ。 

８回 チョコレート菓子 テンパリングの方法を学ぶ。 

９回 冷菓 ゼラチンの調理特性を学ぶ。 

10回 製パン イースト発酵による膨化を学ぶ。 

11回 日本茶・紅茶・コーヒー 日本茶・紅茶・コーヒーの種類や入れ方などを学ぶ。 

12回 製餡・草もち 製餡の方法を学ぶ。米粉の種類と調理方法を学ぶ。 

13回 くずきり水ようかん でんぷんの種類と調理方法を学ぶ。寒天の調理要領を学ぶ。 

14回 
アレルギー対応のお菓

子を作ろう 
食物アレルギーとその対応菓子について学ぶ。 

15回 まとめ 
授業内容のまとめ。レポート課題を出し、授業内容ができているか確認す

る。 

準備学習(予習・復習について) 
１．学習内容に示されたお菓子の語源や文化的背景を調べておくこと。 

２．日常生活の中で、洋菓子・和菓子・デザートなど色々なお菓子を見たり食べたりして新しい知識を取り入

れること。 



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①菓子の歴史や由来

についての理解 

②菓子の調理特性の

理解 

③調理技術の習得度 

完全にないしほ

ぼ完全に到達目

標を達成してい

る 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到

達目標を達成

している 

不十分な点は

認められるも

のの到達目標

を達成してい

る 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していな 

い 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 
実習レポート 100％（単元毎に課題を出すので翌週に提出すること。自らの考えが整理できているか評価する。）  

教科書 
使用しない。授業前にレシピを配付する。重要部分はホワイトボードに記載するので授業前に書き写してお

くこと。 

 

参考書等 
中山弘典・木村万紀子 共著，『化学で分かるお菓子の「なぜ？」基本の記事と材料のＱ ＆ Ａ231』， 

柴田書店，2009年，3,520円  

履修上の注意・学習支援 
１．実習中は、指定の白衣とシューズを履くこと。衛生面に配慮しながら実習に臨むこと。 

２. 実習で習得した技術を日常生活や、食の現場で活用できるよう理解を深め、知識を得ること。 

３．不明な点があればその場で確認し、分からないままにしないこと。 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワーを利用すること。事前予約(hashizume@ujc.ac.jp)のうえ、時間を設定する。

具体的な時間帯は追って掲示する。  

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1SP55 フードスペシャリスト論 1年 前期 講義 ２ 百田 裕子 

授業概要  
フードスペシャリストは、食の本質が「おいしさ」・「楽しさ」・「おもてなし」にあることを基に、食に関す

る幅広い知識と技術を身につけた食の専門家である。食品の開発製造、流通、販売、外食などを担う食品産業

をはじめ、食関係の広範な分野での活躍が期待されている。本科目は、フードスペシャリスト認定受験資格を

得るための必修科目である。 
フードスペシャリストとしての基礎的知識として、フードスペシャリストの専門性と役割について、その全

体像や、食をとりまく諸環境・諸事情について理解する。 
到達目標（学習の成果） 
１．フードスペシャリストの専門性と役割について、その全体像を把握し、説明できる(知識)。 

２．人間尊重の精神と豊かな人間性・感性をもったフードスペシャリストとして活躍するための学びのポイン

トを理解する(技術・態度)。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 
フードスペシャリストと

は① 
専門職の成立、食の専門職の資格制度等、フードスペシャリストの概要を

学び、フードスペシャリストとは何かについて理解する。 

２回 
フードスペシャリストと

は② 
フードスペシャリストの業務とその専門性・養成と資格・活躍分野・責務

等を学び、フードスペシャリストの専門性を理解する。 

３回 人類と食物 人類の歩みと食物、食品加工・保存技術について学び、人類と食物の歴史

を理解する。 

４回 世界の食 
世界の食作法、食の禁忌、世界各地の食事情等について学び、国によって

食にまつわる作法や事情の異なることを理解する。 

５回 日本の食① 日本の食物史について学び、日本における食の歴史を理解する。 

６回 日本の食② 
日本の食の地域差について学び、地域によって食が異なることを理解す

る。 

７回 食品の品質規格と表示① 
食品の品質規格、食品添加物について学び、食品に添付されている情報に

ついて理解する。 

８回 食品の品質規格と表示② 
食品の鮮度と熟度、食品の保存法について学び、食品の保持について理解

する。 

９回 食品の品質規格と表示③ 食品の検査法とその位置づけについて学び、食品検査について理解する。 

10回 現代日本の食生活① 
戦後の食生活の変化、食生活の現状、食生活の変化と食産業について学び、

戦後の食生活の変遷について理解する。 

11回 現代日本の食生活② 
食料の供給、環境と食について学び、食料供給や食にかかわる環境の観点

から理解する。 

12回 食品産業の役割① 
フードシステムとフード産業、食品製造業について学び、フード産業につ

いて理解する。 

13回 食品産業の役割② 
食品卸売業、食品小売業、外食産業について学び、食にかかわる多様な事

業形態から理解する。 

14回 食情報と消費者保護① 食情報の発信と受容・氾濫について学び、食にかかわる情報の観点から理

解する。 

15回 食情報と消費者保護② 食品の安全、消費者保護の制度について学び、消費者の観点から食につい

て理解する。 

準備学習(予習・復習について) 
予習：学習内容は、授業の前にテキスト、図書館やパソコン室等を利用して調べておくこと。 

復習：過去問等を用いながら、ポイントについての理解度を確認しておくこと。 



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①フードスペシャリストに

ついての理解  

②フードスペシャリストに

必要な概要の理解と学び

への意欲  

完全にない

しほぼ完全

に到達目標

を達成して

いる 

若干不十分

な点は認め

られるもの

の、到達目標

を達成して

いる 

不十分な点

は認められ

るものの、到

達目標を達

成している 

到達目標の

最低限を達

成している 

到達目標を

達成してい

ない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 
成績は、定期試験(筆記試験 60％・レポート 40%)で評価する。 

・レポートは、授業内に課す。 

教科書 
・日本フードスペシャリスト協会 編，『四訂 フードスペシャリスト論 第 7版』，建帛社，2020年，2,200円 

・日本フードスペシャリスト協会 編『フードスペシャリスト資格認定試験過去問題集 2021 年版』，建帛社、

2022年，1,320円 

 

参考書等 
 田中宏隆・岡田亜希子・瀬川明秀著，外村 仁監修，『フードテック革命 世界 700兆円の新産業 「食」の進

化と再定義』，日経 BP，2020年，1,980円 

履修上の注意・学習支援 
フードスペシャリスト認定試験は、栄養士養成のための指定科目で学ぶ内容も含まれるので、関連性を確認

しながら、学習すること。 

オフィスアワー 

疑問があれば、オフィスアワーを利用すること。事前予約（momo@ujc.ac.jp）のうえ、時間を設定する。具

体的な時間帯は追って掲示する。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SP56 食品の官能評価・鑑別論 ２年 後期 講義 ２ 橋詰 奈々世 

授業概要  
食品の「品質」は、安全でその食品が持っている栄養性、嗜好性、機能性、商品性等を基準としては評価さ

れる。食品の品質を適正に評価する基礎知識と技術を身につけるために、食品表示の見方、化学的・物理的評

価法の種類、個別食品の鑑別法について学ぶ。また、食べ物のおいしさや好ましさを判断する官能評価法につ

いて理解する。なお、本科目は、フードスペシャリスト認定受験資格を得るための必修科目である。 

到達目標（学習の成果） 
食品の品質の判定基準、官能評価の方法を理解できる。また、食品の種類を分類でき、機能や品質の評価法

について説明できる(知識)。個別食品に求められる官能評価について、実践できるようになる(技術・方法)。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 食品の品質とは 
食品の品質を決定する要因と品質表示から判断できる内容について理解す

る。 

２回 ２つの試料の比較 実習として 2点識別試験法と 2点嗜好試験法を行い、その違いを理解する。 

３回 順位法 Newell ＆ MacFarlaneの検定表を用いる検定方法を学ぶ。 

４回 採点法（評点法） 評点法と SD法について学ぶ。官能評価の実施計画方法を学ぶ。 

５回 
官能評価の実施につ

いて 

実施試料の実施準備、資料の選定、決定、評価用紙・実施方法の決定、まと

め方を学ぶ。 

６回 官能評価実施、集計 官能評価実施、集計方法を学ぶ。 

７回 結果まとめ 結果の検定、考察、まとめを通して官能評価を理解する。 

８回 
化学的評価法・物理的

評価法 

物理的検査による食感の判定の方法を学ぶ。化学的検査による鮮度の判定の

仕方を学ぶ。 

９回 個別食品の鑑別① 穀類・イモ類の種類と特徴、扱い方、保存方法を学ぶ。 

10 回 個別食品の鑑別② 豆類・種実類と特徴、扱い方、保存方法を学ぶ。 

11 回 個別食品の鑑別③ 野菜類・キノコ類・果実類・海藻類の種類と特徴、扱い方、保存方法を学ぶ。 

12 回 個別食品の鑑別④ 肉類の種類・乳・乳製品・卵類の種類と特徴、扱い方、保存方法を学ぶ。 

13 回 個別食品の鑑別⑤ 魚介類の種類と特徴、扱い方、保存方法を学ぶ。 

14 回 個別食品の鑑別⑥ 油脂・醸造食品・調味料・香辛料の種類と特徴、扱い方、保存方法を学ぶ。 

15 回 
インスタント食品・機

能性食品 
インスタント食品・機能性食品の種類と特徴、扱い方、保存方法を学ぶ。 

準備学習(予習・復習について) 
予習:確率・統計などについて、教科書に目を通すこと。 

復習:食品学等の関連する科目を含めて理解を深めること。 



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①食品の品質の判定基準、官

能評価の方法の理解 

②食品の種類の分類と、機能

や品質の評価法の理解 

③個別食品に求められる官能

評価の技術の習得度 

完全にない

しほぼ完全

に到達目標

を達成して

いる 

若干不十分

な点は認め

られるもの

の、到達目標

を達成して

いる 

不十分な点

は認められ

るものの、到

達目標を達

成している 

到達目標の

最低限を達

成している 

到達目標を

達成してい

ない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

定期試験（筆記試験）50%   定期試験（レポート提出）50％  で総合的に評価する。 

教科書 
日本フードスペシャリスト協会 編，『三訂食品の官能評価・鑑別演習』，建帛社，2014年，2,420円 

 

参考書等 
・吉田勉 監修，『わかりやすい食物と健康２-食品の分類と特性 第３版』，三共出版，2019年，2,750円 

・日本フードスペシャリスト協会編，『フードスペシャリスト資格認定試験過去問題集 2021年度版』，建帛社，

1,320円 

履修上の注意・学習支援 
毎回テキストを持参すること。 

オフィスアワー 

疑問があれば、オフィスアワーを利用すること。事前予約(hashizume@ujc.ac.jp)のうえ、時間を設定する。

具体的な時間帯は追って掲示する。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1SP57 食品の消費と流通 １年 前期 講義 ２ 中川 英子 

授業概要  
人間尊重の精神と食に係わる専門的な知識等を身につけるために、食品が商品学的な枠組みの中で、生産、

流通、消費されていることを理解する。食品流通の実態について、基本的な分類方法、制度的商品分類、イノ

ベーションによる食品形態の変化、温度帯別食品の種類と特徴、食品の安全と安心やトレーサビリティ等の観

点から学んでいく。なお、本科目は、フードスペシャリスト認定受験資格を得るための必修科目である。 

到達目標（学習の成果） 
消費者が食品選択をするための食品知識について、基本的な考え方を理解し、習得することで、人間尊重の

精神と、食に係わる専門的な知識・技術・方法等を身につけ、地域に貢献できる基礎ができていること。  
また、フードスペシャリストとして、食を通して健康や福祉の広い分野で貢献できる能力が身についている

こと。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 食生活形態の変化① 食生活の変化について、食事形態（内食・中食・外食）から学ぶことで食

事形態の変化を理解する。 

２回 食生活形態の変化② 食生活の変化（外部化）の要因について学び、外部化の意味を理解する。 

３回 食品消費の変化① 食料品の品目別消費の変化について学び、品目別でみても食料品消費が変

化したことを理解する。 

４回 食品消費の変化② 
栄養摂取量の変化・加工食品増加について学び、栄養摂取量や加工食品か

らみても大きく変化したことを理解する。 

５回 
食生活とフードマーケ

ティング① 
現代の食生活の多様化とその要因について学び、食の多様化の意味を理解

する。 

６回 
食生活とフードマーケ

ティング② 
フードビジネス・フードマーケティングについて学び、フード産業につい

て理解する。 

７回 食品の流通 
小売り流通と卸売流通について学び、小売りと卸売の流通について理解す

る。食料品の中間流通と小売流通について学び、食料品の流通について理

解する。 

８回 家庭内食と食品小売業 家庭内食と食品小売業の関係について学び、家庭内食と小売業の変化を理

解する。 

９回 外食と外食産業 外食と外食産業について学び、外食と外食産業の関係を理解する。 

10 回 中食と中食産業 中食と中食産業について学び、中食と中食産業の関係を理解する。 

11 回 食品消費と環境問題 
フード関連産業と環境問題について学び、フード産業がもたらす環境問題

について考える。さらに環境問題と事業活動、グリーンマーケティングの

展開について学び、環境問題に取り組む企業について理解する 

12 回 食品消費と安全 輸入食品・DNA組み換え農産物等の安全性について学び、輸入食品の安全性

について理解する。 

13 回 

宇都宮卸売市場見学 本授業で学んだことを、実際をみることができる宇都宮市の卸売市場を見

学することで、食品の流通と消費について、より深く理解する。 
14 回 

15 回 資格認定試験について 過去問を検討することで、本講義の学びを一層、強固なものにする。 



準備学習(予習・復習について) 
予習：シラバスに示してある学習内容は、毎回授業の前にあらかじめ図書館やパソコン室等で調べておくこと。 

復習：テキストやフードスペシャリストの過去問題集で、学びの内容を確認しておくこと。 

成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①食品の消費と流通に

関する専門的な知識

の理解 
②フードスペシャリス

トとして健康や福祉

の分野で活躍する学

びへの意欲 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到

達目標を達成

している 

不十分な点は

認められるも

のの、到達目

標を達成して

いる 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

定期試験(筆記試験)50%と授業時の課題（調べ学習、ワークシート等の提出物）50%で総合評価する。 

 

教科書 
日本フードスペシャリスト協会 編，『四訂 食品の流通と消費』，建帛社，2021年，2,090円 

 

参考書等 
日本フードスペシャリスト協会編，『フードスペシャリスト資格認定試験過去問題集 2021年度版』，建帛社，

1,310円 

履修上の注意・学習支援 
わからないことは、授業中は勿論のこと、それ以外にも担当教員の研究室を訪ねて、積極的に質問して理解

しておくようにすること。 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワーを利用すること。事前予約（nakagawa@ujc.ac.jp）のうえ、時間を設定する。

具体的な時間帯は追って指示する。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SP58 フードコーディネート論 ２年 後期 講義 ２ 百田 裕子 

授業概要  
おいしさの本質とフードコーディネートの基本とされるおもてなしの心について考える。日本の食事の歴史

と外国の食事、日本料理・世界の代表的な食卓のコーディネート、食卓のサービスとマナー、顧客に喜ばれる

食事メニュープランニング、食空間のコーディネート等について学習する。更に、フードサービスのマネジメ

ント方法を学び、商品開発、イベント、食育における食の企画・演出等の具体的方法を知る。 
尚、本科目は、フードスペシャリスト認定受験資格を得るための必修科目である。 

到達目標（学習の成果） 
おもてなしの心をもった食の大切さを理解し、フードコーディネートの内容について説明できるようになる。

おいしく安全に食べるためのさまざまな提案をするための基礎的知識を理解し、顧客のニーズに合わせた適切

なメニュープランニング、テーブルコーディネート、フードマネジメント、更に、地球に、人にやさしい食育

の実践ができるようになる。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

1回 
フードコーディネートの 

基本理念 

おいしさの本質を理解する。フードコーディネートの基本とされるホ

スピタリティとアメニティ、おもてなしの心について考える。 

２回 食事文化とその課題(1) 
日本人の食生活の歴史的な成り立ちの学びを通して、人類の食事の文

化的・社会的役割を理解する。 

３回 食事文化とその課題(2) 
世界の国々の食事の特徴、食のフュージョン(融合)、およびスローフ

ード運動について考える。 

４回 食卓のコーディネート(1) 
テーブルコーディネートの要点を知る。日本料理の食卓のコーディネ

ート、食卓のセッティング方法を理解する。 

５回 食卓のコーディネート(2) 
世界の代表的な料理の食卓のコーディネート、食卓のセッティング方

法を理解する。 

６回 食卓のサービスとマナー(1) 

食卓にアメニティを創造するために必要なサービスとマナーについて

学ぶ。日本・中国・西洋の各料理のサービスとマナーの特徴と技法を

理解する。 

７回 食卓のサービスとマナー(2) 
パーティの種類、パーティプランニングの基本事項、およびプロトコ

ル(国際儀礼)の理念と基本条件を理解する。 

８回 メニュープランニング(1) 
メニュープランニングの要件(3つの軸、メニューを必要とする市場、

対象者と TPO、メニュー開発の条件)について理解する。 

９回 メニュープランニング(2) 
料理様式(日本料理・中国料理・フランス料理・イタリア料理)の献立

の基本構成を理解する。 

10回 食空間のコーディネート(1) 
食空間コーディネートの基礎であるレイアウト、インテリアコーディ

ネート、設備について理解する。 

11回 食空間のコーディネート(2) カラーコーディネートの基本を理解する。 

12回 食空間のコーディネート(3) 
食事空間とキッチンのコーディネート(レイアウト、設備)方法を理解

する。 

13回 フードサービスマネジメント(1) 

フードビジネスサービスの動向と特性、マネジメントの基礎を学ぶ。

フードサービスを起業するにあたってのコンセプトの作成、立地選定、

店舗選定、投資計画、収支計画の作成方法を、事例を通して学ぶ。 

14回 フードサービスマネジメント(2) 
ファストフードやレストランなど飲食店のコンセプトや立地、店舗な

どを調べ、フードサービスビジネスの現場を理解する。 

15回 
食企画の実践コーディネー

ト 

食企画の実践現場における食企画の基本的な流れと企画実践のための

基礎スキルを学ぶ。 

準備学習(予習・復習について) 

予習：学習内容は、授業の前にテキスト、図書館やパソコン室等を利用して調べておくこと。 

復習：過去問等を用いながら、ポイントについての理解度を確認しておくこと。 



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①フードコーディネートの

内容の理解 

②フードコーディネートの

基本的知識の理解 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到

達目標を達成

している 

不十分な点は

認められるも

のの、到達目

標を達成して

いる 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 
成績は、定期試験(筆記試験 100%)で評価する。 

教科書 
日本フードスペシャリスト協会編，『三訂 フードコーディネート論，』建帛社，2020年，2,090円 

 

参考書 
 日本フードスペシャリスト協会編，『フードスペシャリスト資格認定試験過去問題集 2022年度版』， 

 建帛社，1,320円 

履修上の注意・学習支援 
フードコーディネートは、食に関するさまざまな場において、複雑な条件を調整し、それぞれのニーズに沿

って満足できる状況を演出することである。楽しく学んでほしい。授業の内容で分からないことがあった場合

は、担当教員の研究室まできて確認すること。 

オフィスアワー 
 疑問があれば、オフィスアワーを利用すること。具体的な時間帯は追って掲示する。メールでも質問に応じ

るので、momo@ujc.ac.jpあて連絡をすること。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SP59 子ども・高齢者と食育 ２年 後期 演習 １ 
百田 裕子・土橋 

典子・北爪あゆみ 

授業概要  
栄養士の業務として、栄養指導に加えて食育が求められている。健康な身体をつくる・維持するために、特

に、子どもや高齢者への食育の推進が課題となっている。本科目では、子どもと高齢者を対象とした食育の内

容と具体的な実践方法について学習していく。子どもの食育では年齢に合わせた絵本・エプロンシアター・パ

ネルシアター等の制作方法と実践方法を、高齢者・障がい者の食育では、老化による摂食機能の低下や低栄養

の予防と生活の質を高めるための食育の実践方法を学ぶ。栄養士として他職種と連携を取りながら実践できる

能力を養う。 

到達目標（学習の成果） 
１．子どもの心身の発達や高齢者・障がい者のもつ方の食機能の低下・疾患や特徴を理解する（知識）。 
２．心身の状態の応じて、食への関心や栄養バランスを考慮した食事を摂るための食育の方法を理解する(知

識・技術)。 
３．人間尊重の精神と、倫理性をもった栄養士として、他職種との連携の仕方を理解した食育が実践できるよ

うになる(実践力・応用力)。 
授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 食育の必要性 
食育基本法と第 4 次食育推進基本計画について学ぶ。子どもと高齢者の食育

の必要性を理解する。(百田) 

２回 
子ども・高齢者の食育

の実例を学ぶ 

子どもと高齢者の食育の実践例について、インターネットや図書を通して学

ぶ。（百田） 

３回 子どもの食育① エプロンシアターによる食育①(百田) 

４回 子どもの食育② エプロンシアターによる食育②(百田) 

５回 子どもの食育③ 絵本や食育かるたによる食育（北爪） 

６回 子どもの食育④ パネルシアターによる食育（北爪） 

７回 子どもの食育⑤ ペープサートによる食育(北爪) 

８回 

ユニバーサルデザイ

ンの調理器具を用い

た調理実習 

ユニバーサルデザインや障がい者用調理器具を用いた調理実習(百田) 

９回 高齢者の食育① 

嚥下調整食について学ぶ。「嚥下調整食学会分類 2021」の 0t ととろみ調整食

品の種類、嚥下調整食 0ｊ、1ｊ、2-1、2-2について、調理実習を通して学ぶ。

（土橋） 

10回 高齢者の食育② 嚥下調整食 3、4について、調理実習を通して学ぶ。（土橋） 

11回 高齢者の食育③ 低栄養予防のための献立作成、調理実習①(土橋) 

12回 高齢者の食育④ 低栄養予防のための献立作成、調理実習②(土橋) 

13回 食育の実践① 各自のテーマによる食育の計画と発表の準備(土橋) 

14回 食育の実践② 発表の準備(北爪) 

15回 食育の実践② 発表。発表後、意見交換を通して、食育の実践方法の理解を深める。(土橋) 



準備学習(予習・復習について) 
予習：自己の居住地や県などの情報誌、広報誌を読んで、子どもや高齢者の食育の実践に関する情報収集をし

ておくこと。 

復習：他科目での応用を考えながら、実践につなげること。 

成績評価の基準・方法 

成績評価の基準 
評価項目 S A B C D 

①子ども・高齢者への食育

方法の理解 

②子ども・高齢者への食育

の実践技術の習得度  

完全にない

しほぼ完全

に到達目標

を達成して

いる 

若干不十分

な点は認め

られるもの

の、到達目標

を達成して

いる 

不十分な点

は認められ

るものの、到

達目標を達

成している 

到達目標の

最低限を達

成している 

到達目標を

達成してい

ない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

成績は、定期試験（食育レポート）60％と、作品及び発表内容(40%)で総合評価する。 

  
教科書 

使用しない。必要に応じて資料を配付する。 

 

参考書等 

・中谷真由美著，『作って! 演じて! 楽しいエプロンシアター』，メイト，2011年，2,096円 

・古宇田亮順・松家まきこ・藤田佳子著，パネルシアターハンドブック，萌文書院(2009年)，1,650円 

・藤谷順子・小城明子 編集，『摂食嚥下障害の栄養食事指導マニュアル』，医歯薬出版，2019年，4,400円 

・田崎裕美・中川英子 編著，『生活支援のための調理実習 第２版』，建帛社，2020年，2,090円 

・日本サルコペニア・フレイル学会編，サルコペニア・フレイル指導士テキスト，新興医学出版社，2020 年，

4,180円 

履修上の注意・学習支援 
１.食育にはいろいろな手法があることを知り，活用できるようにしていくこと。 

２.不明な点があれば，わからないままにしないで質問し，理解を深めていくこと。 

３.調理実習の際は実習着を着用すること。調理実習があるため常に自分の健康状態は良い状態に保つよう心掛

けること。 

オフィスアワー 

疑問があれば，担当教員のオフィスアワーを利用すること。具体的な時間帯は追って掲示する。 

  



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1SP60 子どもの保健 １年 後期 演習 １ 菊池  芳子 

授業概要  
本科目では、生まれてきた子どもの心身の健康増進を図るために、小児保健の基礎を学ぶ。特に、胎生期か

ら乳幼児、学童期にかけての身体の発育、生理機能、運動機能及び精神機能の発達と保健について学ぶ。さら

に、健全に発育・発達するために必要な疾病や事故及びその予防や対処方法について具体的事例を基に学ぶ。

現代社会における子育て支援に関する地域保健活動等について学習し、栄養士としての他職種との連携の大切

さを理解する。 

到達目標（学習の成果） 
１．社会構造と家庭環境の変化を踏まえ、子どもを取り巻く多様な環境を理解できる（知識・技術）。 
２．多様な疾病とその特徴を理解し、現場で役立てられる（知識・技術・方法・態度）。 
３．子どもの発育発達過程を踏まえ、発育評価ができ、健康問題について考えることができる（知識・技術）。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 
子どもの心身の健康と保健

の意義 
「子どもの保健」を学ぶ意義について理解する。  

２回 健康の概念と健康指標 
健康の概念を理解するとともに、栄養面から見た子どもの健康問題を考

える。 

３回 
現代社会における子どもの

健康に関する現状と栄養 

・子どもたちを取り巻く社会環境と子どもの健康に関する現実の関連を

考える。 

・健やか親子 21、地域の保健活動を知る。 

４回 
地域における保健活動と子

ども虐待防止 

・子どもの虐待に関する基礎的な知識の学習と栄養士に求められること

は何かを考える。  

５回 
子どもの身体発育及び運動

機能の発達と栄養① 

・成長と発育、受精から出生、発育・発達の原則について学習する。 

・乳児期から幼児期の離乳栄養について理解する。 

・パーセンタイル発育曲線作成演習 

６回 
子どもの身体発育及び運動

機能の発達と栄養② 

第１回目 確認テスト 
・身体発育、運動機能の発達の過程について学習し、栄養士の役割につ

なげる。 
・幼児期以降の栄養と食生活の意義について理解する。(ケーススタディ

演習) 

７回 
子どもの生理機能の発達と

保健① 

・子どもの生理機能の基礎知識を学習する。(脳の発達・呼吸機能・循環

機能・体温調節) 
・バイタルサイン測定演習 

８回 
子どもの生理機能の発達と

保健② 

子どもの生理機能の基礎知識を学習する。(消化機能・摂食機能・排泄

機能) 

９回 
子どもの生理機能の発達と

保健③ 

子どもの生理機能の基礎知識を学習する。(免疫機能・内分泌機能・感

覚機能・睡眠覚醒リズム) 

10回 
子どもの生理機能の発達と

保健④ 
生理機能の発達に即した基本的生活習慣の形成を学習する。 

11回 
子どもの心身の健康状態と

その把握 

子どもの健康な状態とはどのようか理解し、心身の不調の早期発見の視

点を学習する。 

12回 
子どもの病気の予防及び適

切な対応①(感染症) 

・感染症の基礎知識、保育所における感染症対策、予防接種について学

習する。 
・嘔吐物の処理・衛生学的手洗い演習 

13回 

子どもの病気の予防及び適

切な対応②(アレルギー疾

患・その他の疾患) 

・アレルギー疾患、皮膚疾患 

・アレルギー疾患の基礎知識、保育所におけるアレルギー疾患対策につ

いて学習する。 

14回 

子どもの病気の予防及び適

切な対応③ (口と歯の疾

患・その他の疾患) 

・口と歯の健康、感覚器系の疾患、先天性疾患、内分泌疾患、悪性腫瘍

について基礎的知識を学習する。 



15回 まとめ 

第２回目 確認テスト 

振り返り、総括、確認テストを通して、「子どもの保健」の大切さを理

解する。                      

準備学習(予習・復習について) 
予習：授業計画で示された教科書の範囲を読み込むこと。  

復習：講義時配布資料の課題をしておくこと。  

成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①子ども取り巻く環境につい

て理解 
②子どもの多様な疾病と現場

での対応法の理解 
③子どもの発達評価と健康問

題解決への関心度の向上 

完全にない

しほぼ完全

に到達目標

を達成して

いる 

若干不十分

な点は認め

られるもの

の、到達目標

を達成して

いる 

不十分な点

は認められ

るものの、到

達目標を達

成している 

到達目標の

最低限を達

成している 

到達目標を

達成してい

ない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 
１．定期試験(課題レポート)(30%) 

２. 授業内確認テスト２回(50％) 

３．授業内ワークシート・リアクションペーパー等(20％)  

教科書 
遠藤郁夫 編集，『子どもの保健』，学建書院，2019年，￥1,980 

 

参考書等 
必要に応じて当日資料を配付する。 

履修上の注意・学習支援 
１. レポート、アサイメントの提出期限を厳守する。 

２. 積極的な演習参加(必要な配慮がある場合は事前に相談すること)、スキルの習得を重要視する。 

３. 不明なことは常に調べ、質問すること。 

４．日頃から新聞紙上に取り上げられる子どもに関する記事、社会事象に注目して情報収集をすること。 

オフィスアワー 
質問があれば、オフィスアワー(原則、講義終了後)15 分間程度、１号館１階「講師教員センター」)を利用

すること。 

[ 実務経験の概要] 
看護師として、病院(小児科・内科・外科)等の医療機関において患者の医療や生活を含む看護に関する業務に、

また認定こども園の看護師として、乳幼児の健康管理に従事している。 

[ 実務経験と授業科目との関連性 ] 
医療機関や認定こども園における看護の実務経験は、本科目の授業内容との関連性が非常に高く、現場での

実務経験を活かした講義が実施できる。また関連する科目とも深い関連性がある。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1SP61 野外活動 １年 前期 演習 1   河田 隆  

授業概要  
野外活動は、高度な技術を要求されないプログラムに限り、幼児から高齢者に至るまで、また障害を持った

人達にとっても楽しむことのできる活動である。そこで、野外活動について理解し、キャンプ活動の動機付け

を行い、キャンプ活動における基礎知識と活動技術を演習形式で理解を深め、対象者に合わせたキャンププロ

グラムの計画方法を、専門職として学習する。 

到達目標（学習の成果） 
野外活動の意義について理解し、キャンプ活動の基礎知識に関して説明できようなるとともに、キャンプ活

動を安全に行いための技術を身につける（技術・態度）。また、対象者に合わせたキャンププログラムが計画・

運営できるようになる（知識）。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 野外活動とは 野外活動の概念、内容について学ぶ。 

２回 野外活動の現状と課題 
野外活動における自然環境、安全対策、施設等に関する課題について学

ぶ。 

３回 野外活動の関係法規 自然や地域に関する法規、生活や食品に関する法規等について学ぶ。 

４回 野外活動の施設用具 
野外活動施設(青少年教育施設、ユースホステル、キャンプ場)、野外活

動用具(キャンプ用具)について学ぶ。 

５回 野外教育の考え方 野外教育に関する意義、内容について学ぶ。 

６回 野外活動指導の基礎と原則 野外活動の技術の指導、知識の指導、安全指導について学ぶ。 

７回 野外活動のルールとマナー 
自然環境、音、色彩明るさ、狩猟活動、排せつ等に関するルールとマナ

ーについて学ぶ。 

８回 野外活動計画・運営・評価 野外活動の計画、運営、評価の具体的な方法について学ぶ。 

９回 キャンプの特性 キャンプ活動の意義や目的、内容について学ぶ。 

10回 キャンプの歴史 日本におけるキャンプ活動の起源と歴史について学ぶ。 

11回 キャンプの指導者 キャンプ・インストラクターの資質と役割について学ぶ。 

12回 キャンプ計画・運営・評価 キャンプ活動の計画、運営、評価の具体的な方法を学ぶ。 

13回 指導内容・指導技術 キャンプ活動の指導内容やコミュニケーション・スキルについて学ぶ。 

14回 キャンプ・カウンセリング 
キャンプ・インストラクターのメンバーとの関わり方について個人・グ

ループを対象に学ぶ。 

15回 キャンプ活動技術 
キャンプテントの設営・撤収、飯盒炊飯を実際に体験しながら技術を学

ぶ。 

準備学習(予習・復習について) 
野外活動の中から一つ選択し、その活動について調べておくこと。 



成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D 

①野外活動の意義とキ

ャンプ活動の基礎知

識の理解 

②安全なキャンプ活動

をするための基礎的

技術の習得度 

③対象者に合わせたキ

ャンププログラムの

作成・運営方法の理解 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到

達目標を達成

している 

不十分な点は

認められるも

のの到達目標

を達成してい

る 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していな 

い 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

１．授業課題に対する積極的なスキルアップと課題克服度 （60％） 

・キャンプ活動を安全に行うための技術が身についていること。 

２.レポート （40％） 

・野外活動の意義について理解し、キャンプ活動の基礎知識に関して述べていること。 

・現場に合わせたキャンププログラムが計画・運営できていること。 

教科書 
日本キャンプ協会指導者養成委員会 編，『キャンプ指導者入門』，(公社)日本キャンプ協会，2017年， 

 

参考書等 
・星野敏男 他著，『野外教育入門』，小学館，2001年，1,980円 

・日本野外教育研究会 編，『野外活動 その考え方と実際』，杏林書院，2001年，2,860円 

履修上の注意・学習支援 
３泊 4日のキャンプ実習への参加を含む（キャンプ・インストラクター資格取得のため）。 

キャンプ実習費用は 15,000円徴収する。 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワーを利用すること。事前予約（kawata@kyowa-u.ac.jp）のうえ、時間を設定す

る。具体的な時間は追って連絡する。 

 
 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1SP62 美容福祉Ⅰ 1年 後期 講義 ２ 川津孝代・信夫扶美子  

授業概要  
生涯自分らしく、美しくありたいという願いを実現するため、また、人間尊重の精神と豊かな人間性をもった食や福祉専

門職として、高齢者や障がいをもった人々に美容を通して豊かな生活の支援ができる知識と技術を学んでいく。オムニバス

で学ぶ。 
（信夫扶美子／３回）自己表現の一つとして、ハンド、ネイルケアについて学ぶ。美容と食生活との関連性を理解するとと

もに、ライフステージに合わせたハンド、ネイルケアを学ぶ。 
（川津孝代／12回）スキンケア、メイクの基本とシャンプー、車椅子着付けを、実践を通して学ぶ。美容効果を高めるため

の室内環境（色彩やアロマ）の取り入れ方を理解する。更に美容アクティビティの必要性と効果を学ぶ。 
到達目標（学習の成果） 
１． 美容福祉とは何かを理解し、行動と説明ができる(知識) 
２． 美容の知識を理解した上で、美容技術の実践ができる(実技) 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

1回 美容福祉学総論 美容福祉の意義と目的を理解する。(川津) 

2回 オシャレの楽しみ方 形態別オシャレの楽しみについて理解する。(川津) 

3回 整容における現場の現状 介護現場での整容の現状と課題点からの美の意識について考える。(川津) 

4回 美容技術 ① 自己および高齢者、障がい者の「ハンドケア&ネイルケア」の方法を学ぶ。(信夫) 

5回 美容技術 ② ハンドマッサージ＆ハンドトリートメントの方法を学ぶ。(信夫) 

6回 美容技術 ③ ネイルケアの方法を学ぶ。(信夫) 

7回 美容技術 ④ 高齢者、障がい者への「スキンケア＆ポイントメイク」の方法を学ぶ。(川津) 

8回 美容技術 ⑤ 気持ちいいシャンプー、マッサージ方法及びブロー方法を学ぶ。川津) 

9回 美容技術 ⑥ 車椅子での浴衣着付けの仕方を学ぶ。(川津) 

10 回 
色彩が及ぼす影響につ

いて 
在宅や施設での生活環境の中に色彩を取り入れる方法とその効果(川津) 

11 回 
アロマ ( 精油 ) が 

及ぼす影響について 

在宅や施設での生活環境の中に、アロマ(精油)を取り入れる方法とその効果を理

解する。(川津) 

12 回 
美容アクティビティ の

取り入れ ① 

美容アクティビティの必要性と効果を理解し、個別＆グループ別での方法を学

ぶ。(川津) 

13 回 
美容アクティビティ の

取り入れ ② 
グループワークによる美容アクティビティについて理解する。(川津) 

14 回 
美容アクティビティ の

取り入れ ③ 
グループ別発表を通して、美容アクティビティについて理解を深める。(川津) 

15 回 まとめ れまでの授業での学びを基に今後の福祉美容の未来について考える。(川津) 

準備学習(予習・復習について) 

新聞やニュースで高齢者、障がい者(児)への美容部分に注目し、資料はとっておくこと。 
予習として、教科書に目を通す、復習として、学んだ事を実践する。  

成績評価の基準・方法 

 

 

 

 

 

 



評価項目 S A B C D   

① 美容福祉についての

座学理解 

② 演習での積極的参加

と習得度 

③ グループ学習でのア

イデイアと意欲性 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到

達目標を達成

している 

不十分な点は

認められるも

のの、到達目

標を達成して

いる 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

  
定期試験(レポート) 40％ 毎時授業レポート60％ 
 

教科書 

学校法人山野学苑，『四訂 美容福祉概論： その知識と実践技術』，中央法規出版，2020年，2,860円 

参考書等 

・七江亜紀 著，『知って役立つ色の事典』，宝島社，2013年，1,518円 

・松江朋子 監修，『アロマテラピー』，メイツ出版， 2012年，1,760円 

履修上の注意・学習支援 
１．積極的かつ主体的に参加すること。 
２・美容に興味を持ち、私生活での実践を心がける。 
３・疑問があれば、オフィスアワ−を利用すること(授業前後)。 
オフィスアワー 

疑問があれば、オフィスアワー（原則、講義終了後15分間程度、１号館１階「講師教員センター」）を利用すること。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SP63 美容福祉Ⅱ ２年 前期 演習 １ 川津 孝代 

授業概要  
美容福祉Ⅰを踏まえて、食や福祉専門職の立場に立ち、生涯自分らしく美しくありたいと願う方のサポートが

出来るよう、より高度な知識と技術を学ぶ。メイクアップ技術検定の資格取得を目指し、様々な手法を学び、技

術を高めていく。 
到達目標（学習の成果） 
１． メイクアップについて学び、ベースメイクとフルメイクの違いを理解する。 

２． メイクアップ技術検定 2、3級合格を目指す。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 メイクアップの前に… 
メイクアップ技術検定 2.3級試験の概要を知る。化粧道具の確認、手入れ、

基本セッティングを学ぶ。 

２回 スキンケア①.② 
基本のスキンケア順序、気持ち良いと思ってもらえる手技、テクニックにつ

いて学ぶ。 

３回 スキンケア③.④ 
ポイントクレンジング、クレンジング実践、スキンケアトータルレッスンを

通して、技術を高める。 

４回 ベースメイク①.②.③ 
メイクアップベース～ファンデーション〜パウダーの使い方や、ハンド、ブ

ラシテクニックについて学ぶ。 

５回 ベースメイク④.⑤.⑥ コントロールカラー、コンシーラーについて学ぶ。トータルレッスンを行う。 

６回 トータルレッスン① スキンケア〜ベースメイクを復習する。 

７回 トータルレッスン② トータルレッスンを通して、技術の向上を図る。 

８回 トータルレッスン③ 3級実技試験に向けて、トータルレッスンをする。 

９回 ポイントメイク① アイブロウ、アイカラー、アイラインの方法を学ぶ。 

10回 ポイントメイク② ビューラー＆マスカラ、リップの方法を学ぶ。 

11回 
ポイントメイクトータ

ルレッスン 
基礎〜形のバリエーション、ポイントメイクベーシックを復習する。 

12回 
フルメイクトータルレ

ッスン 
試験課題を意識したフルメイクレッスンを行う。 

13回 顔の分析・フルメイク 基本のプロポーションに近づけるフルメイクについて学ぶ。 

14回 模擬試験レッスン① 3級実技模擬試験に向けてレッスンする。 

15回 模擬試験レッスン② 2級実技模擬試験に向けてレッスンする。 

準備学習（予習・復習について） 
予習：授業計画で示された教科書の範囲を読み込むこと。 

復習：授業で学んだことを活かし、自分のメイクも人のメイクも挑戦する。 

成績評価の基準・方法（％表記） 

評価項目 S A B C D   

① ３級ベースメイクの

技術と理解 

② ２級フルメイクの技

術と理解 

③ 総合的な理解と意欲

性 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到

達目標を達成

している 

不十分な点は

認められるも

のの、到達目

標を達成して

いる 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していない 

100 点法 100 点～90 点 89 点～80 点 79 点～70 点 69 点～60 点 59 点以下 



 
小テスト（３級実技レベル）30%、小テスト（２級実技レベル）30%、定期試験（実技試験）40%16回目に実施 

教科書 
・一般社団法人 JMA，『日本メイクアップ技術検定公式テキスト 3級 2級』，2020年，3,960円 

 

履修上の注意・学習支援 
・道具の管理を良くする、忘れ物はしない。 

・身だしなみに注意し、動きやすい服装で授業を受けること。 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワー（原則、講義終了後 15分間程度、１号館１階「講師教員センター」）を利用 

すること。 

 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SP64 食品の安全 ２年 後期 講義 ２ 久保田浩美 

授業概要 
 栄養士やフードスペシャリストとして「食品の安全性」を確保するために重要となるポイントについて、事

例などをもとに深く学ぶ。例えば、「食品製造や調理の観点からの食中毒や食品汚染の防止対策」について考え

る。また、食品衛生に関する新しい情報についても詳しく学ぶ。例えば、「HACCP（Hazard Analysis and Critical 

Control Point）に沿った衛生管理」、「食品表示制度」等について理解する。さらに、近年直面する課題（放射

性物質汚染、災害時の食品衛生など）等に関しても学習する。 

到達目標（学習の成果） 
１．食品衛生管理の重要性を理解する（知識）。 

２．病因物質から見た食中毒の知識と各食品や施設における食中毒発生の知識をつなげ、食中毒発生原因や対

策が考察できるようになる（知識・思考・応用）。 

３．HACCPに沿った衛生管理、食品の表示制度、包装容器の衛生について理解する（知識）。 

４．有害・有毒物質による食品汚染、遺伝子組み換え食品等に関心を持ち、基礎的な内容を理解する（知識）。 

５．ノロウイルス食中毒と感染症について理解し、その原因と対策を考察できるようになる（知識・思考）。 

６．災害時の食品衛生について理解し、栄養士の役割を考えることができるようになる（知識・思考・応用）。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 食品衛生管理の重要性 
食事提供者の責務、食品の安全性確保とリスク分析、食品衛生管理の重要性

について学ぶ。 

２回 食品の種類と食中毒① 
各食品に多い食中毒とその原因、対策について学習する。 

（食肉・食肉加工品、） 

３回 食品の種類と食中毒② 
各食品に多い食中毒とその原因、対策について学習する。 

（生鮮魚介類・水産加工品） 

４回 食品の種類と食中毒③ 
各食品に多い食中毒とその原因、対策について学習する。 

（野菜・果実類、牛乳・乳製品鶏卵、菓子類） 

５回 食品の種類と食中毒④ 
各食品に多い食中毒とその原因、対策について学習する。 

（惣菜類、弁当、握り飯、米飯、調理パン） 

６回 食品微生物 食品に関わる微生物とその特性を学ぶ。 

７回 食品微生物の制御 食環境の衛生(消毒、除菌、殺菌)や食品の保存について学ぶ。 

８回 食品中の汚染物質 
カビ毒、発がん物質、環境ホルモン、放射性物質、アレルゲンの人体への影

響、それらの混入防止対策について学ぶ。 

９回 HACCP ① 
食品等事業者における衛生管理の重要性を学ぶ。一般衛生管理と HACCP に沿

った衛生管理について学習する。 

10回 HACCP ② 
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」および「HACCPに基づく衛生管理」

の実践について学ぶ。 

11回 食品表示 
食品表示制度に関して事例を見ながら学ぶ。食品添加物について詳しく学習

する。 

12回 
器具及び容器・包装に関

する衛生と表示 

食品用器具、容器包装の衛生とポジティブリスト制度について事例を見なが

ら詳しく学ぶ。 

13回 
遺伝子組み換え食品・ゲ

ノム編集食品 
遺伝子組み換え食品、ゲノム編集食品、およびこれらの安全性について学ぶ。 

14回 ノロウイルス食中毒 
ノロウイルスによる食中毒と感染症について事例をもとに詳しく学ぶ。さら

にこれらの予防対策について学ぶ。 

15回 災害時の食品衛生 
災害時における食品衛生について資料、文献等を参照して学び、栄養士の役

割を考える。 

準備学習(予習・復習について) 
予習：次回の学習内容について、教科書等を読み、わからない用語があれば調べる。 

復習：講義内容のポイントを復習する。 



 

成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

（中間レポート） 
評価項目 S A B C D 

設問の理解 

（40％） 

①設問を正しく理

解し、指示通りの内

容でレポートが構

成されている。 

①が概ねできて

いる。 

①が大体できてい

る。 

①についてやや不

十分なところがあ

る。 

①について不十

分である。 

内容の理解 

（50％） 

①解答が正確であ

り、②十分な解説が

ある。 

①及び②が概ね

できている。 

①及び②が大体で

きている。 

①、②にやや不十分

な点がある。 

①、②のいずれも

不十分である。 

 

専門用語の使

用・文章表現 

（10％） 

①専門用語を用い、

②わかりやすい文

章で書かれている。 

①及び②が概ね

できている。 

①及び②が大体で

きている。 

①、②にやや不十分

な点がある。 

①、②のいずれも

不十分である。 

 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

（定期試験（課題レポート）） 

評価項目 S A B C D 
設 問 の 理

解 

（50％） 

①設問を正しく理

解し、指示通りの

内容でレポートが

構成されている。 

①が概ねできてい

る。 

①が大体できてい

る。 

①についてやや不

十分なところがあ

る。 

①、②のいずれも

不十分である。 

論理構成 

（40％） 

設定した課題につ

いて、①論理的に

まとめ、②自分自

身の考察や提案が

ある。 

①及び②が概ねで

きている。 

①及び②が大体で

きている。 

①、②にやや不十

分な点がある。 

①、②のいずれも

不十分である。 

専 門 用 語

の使用・文

章表現 

（10％） 

①専門用語を用い

、かつ②わかりや

すい文章で書かれ

ている 

①及び②が概ねで

きている。 

①及び②が大体で

きている。 

①、②にやや不十

分な点がある。 

①、②のいずれも

不十分である。 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

成績評価の方法 

中間レポート（40％）、定期試験（課題レポート）(60%)により評価する。  
教科書 

田崎達明編，『栄養科学イラストレイテッド 食品衛生学 改訂第２版』，羊土社，2019年，3,080円 

（※2021年度に履修した「食品衛生学」の教科書） 

参考書等 
日本フードスペシャリスト協会 編，『三訂 食品の安全性 第２版』，2018年，建帛社，2,310円 

厚生労働省 HP：「分野別の政策一覧」健康・医療 

履修上の注意・学習支援 
必要に応じて参考となるプリントを授業中に配付する。 

第７回終了後に中間レポート（内容と提出期限は第 7回授業にて提示する）を提出すること。 

必要な配慮のある場合は相談すること。 

オフィスアワー 
疑問があれば、オフィスアワーを利用し質問すること。事前予約(h.kubota@ujc.ac.jp)のうえ、時間を設定

する。具体的な時間帯は追って掲示する。 

［実務経験の概要］ 
花王株式会社において研究員、主任研究員、上席主任研究員、あるいは主席研究員として、酵素研究、アレ

ルギーの予防に関わる研究、ノロウイルスの制御に関する研究、日用品（例えば、衣料用洗剤、住居用洗剤、

ハンドソープ、消毒剤、歯磨き粉、化粧品など）や食品の開発につながる微生物制御研究（殺菌・抗菌技術、

防腐・防黴技術、衛生管理等に必要な微生物試験方法や検査手法の研究）に従事してきた。また、微生物試験、

微生物検査、微生物学的安全性の評価等の実務にも深く関わってきた。 

 

［実務経験と授業科目との関連性］ 
生活者の実態を把握し、豊かで衛生的なくらし、あるいは安心安全な製品を提供するための上述の研究や評

価業務は、公衆衛生、食品衛生、およびその関連科目との関連性が非常に高く、実務経験を生かした講義が実

施できる。 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SP65 栄養とスポーツ ２年 前期 講義 ２ 岩崎 陸 

授業概要  
運動生理学の知識を基本に、栄養（飲食）との関連を学ぶ。運動を行ったときの身体の一過性変化と、さら

に、トレーニングを行うことによる身体の慢性変化を理解する。一過性変化や慢性変化が起こっているときの

食事の注意点について学ぶ。具体的には、生涯スポーツと競技スポーツを題材にエネルギーの摂取と消費、運

動中にエネルギーや水分を補給する場合の注意点を理解する。トレーニング期間中、試合期間中の食事の摂り

方等を理解する。競技スポーツ選手の食事療法の実践方法を学ぶ。 
到達目標（学習の成果） 

スポーツ及び運動生理学の基本を理解し、一般的な栄養学をスポーツに対して応用できる。 
アスリートに対して基本的な食事、栄養指導を行うことができる。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 オリエンテーション 

スポーツにおける食事・栄養指導の関わりの歴史から、栄養とスポーツを

理解することの意義を理解する。 

また、授業の進め方、評価の方法等の説明を行うとともに、講義期間を通

して行うグループワークの進め方について理解する。 

２回 

スポーツ概論 

～生涯スポーツと競技

スポーツ栄養～ 

スポーツの成り立ちから発展の過程を理解し、生涯スポーツ、競技スポー

ツに対する人々のスポーツへの様々な関わり方（みる、する、ささえる）

と、栄養の関わりを理解する。 

３回 

運動と身体① 

～運動とエネルギー及

び回復～ 

運動時の２つのエネルギー供給系（無酸素系システムと有酸素系システム）

を理解する。また、運動後の身体の回復のメカニズムを理解する。 

４回 

運動と身体② 

～トレーニングによる

身体の慢性的な変化～ 

トレーニングによる身体の慢性的な変化を、解剖学的、生理学的、生化学

的、心理学的な変化と、その変化がトレーニングの量と強度と密度の影響

を受けることを理解する。 

５回 

生涯スポーツ① 

生涯スポーツと健康の

関わり 

東京五輪の開催などを通じて関心が高まる生涯スポーツの現状を理解し、

今後の世界、日本の社会の中で、生涯スポーツが果たす役割について理解

する。 

６回 

生涯スポーツ② 

生涯スポーツと栄養・食

事指導の実際 

参加人口が増え続ける市民マラソンなど生涯スポーツの現場において行わ

れている栄養・食事指導の状況について理解する。 

７回 

競技スポーツ① 

～トレーニングの原理

と方法～ 

競技スポーツにおけるトレーニングの原理（意識性・積極性、全面性、専

門性、個別性、多様性、モデリング、漸増負荷性）を理解する。ピリオダ

イゼーションの理論を理解し、年間、月間、週間でのトレーニング計画に

ついて理解する。 

８回 
競技スポーツ② 

～アスリートの心理～ 

競技スポーツの主役であるアスリートのトレーニング期間中、試合前後の

心理について理解する。また競技パフォーマンスを最大化するために、ア

スリートが行うメンタルトレーニングの最新動向を知る。 

９回 

競技スポーツ③ 

～トレーニングと栄養、

食事指導の実際～ 

競技スポーツにおいて実際に行われている栄養、食事指導について、競技

現場での実例を理解する。個人及びチームで行われた実例から、スポーツ

現場と、一般的な栄養、食事指導の違いを理解する。 

10回 

競技スポーツ④ 

～アスリートの食事・栄

養指導の課題～ 

育成年代（発育発達期）のジュニアアスリート、及び女性アスリート、パ

ラアスリートの食事、栄養課題について学ぶ。 

11回 
アスリートの食事・栄養

指導の基礎 

アスリートに対し、食事・栄養指導を行う際の基本的な方法、及び 

その際の法的、倫理的注意点を学ぶ。 

アスリートの食事・栄養指導に関わる指標である、身体組成（身長、体重、

筋量等）、活動量、血中ヘモグロビン濃度などの測定方法を理解する。 

12回 
アスリートの食事・栄養

指導の実践① 

系列校の運動部に所属するアスリート選手に対し、食事、栄養指導の模擬

実践を行う。グループで実施し、各自の分担に従い、レポートをまとめる。 

13回 
アスリートの食事・栄養

指導の実践② 

系列校の運動部に所属するアスリート選手に対し、食事、栄養指導の模擬

実践を行う。グループで実施し、各自の分担に従い、レポートをまとめる。 



14回 学習成果発表① 
食事・栄養指導について、グループごとに発表を行う（15 分発表、５分質

疑応答）。 

15回 学習成果発表②と総括 
食事・栄養指導について、グループごとに発表を行う（15 分発表、５分質

疑応答）。 

準備学習(予習・復習について) 
予習：シラバスで提示された次回の内容について、文献を読み、考えをまとめておくこと。 

復習：授業で提示した課題をしておくこと。 

表計算、文書作成について、レポート作成のための基本的なスキルを身につけていること。 

成績評価の基準・方法 
成績評価の基準 

評価項目 S A B C D   

①生涯スポーツと栄養に

ついての理解 

②競技スポーツと栄養に

ついての理解 

③アスリートに対する食

事・栄養指導への理解 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到

達目標を達成

している 

不十分な点は

認められるも

のの、到達目

標を達成して

いる 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していない 

100 点法 100 点～90 点 89 点～80 点 79 点～70 点 69 点～60 点 59 点以下 

 

中間レポート（30％） 生涯スポーツと栄養について既存の意見を整理し、自らの考えを表明できる。 

期末レポート（50％） 競技スポーツと栄養について既存の意見を整理し、自らの考えを表明できる。 

学習成果発表（20％） アスリートに対する食事・栄養指導について自らの考えを表明できる。 

教科書  
使用しない。 

参考書等 
・柳沢 香絵 著，『最新版 アスリートのためのスポーツ栄養学：栄養の基本と食事計画』，学研パブリッシン

グ，2014年，1,540円 

・岡村 浩嗣 編著，『市民からアスリートまでのスポーツ栄養学』，八千代出，2015年，2,750円 

・樋口 満 編著，『コンディショニングのスポーツ栄養学 （体育・スポーツ・健康科学テキストブックシリー

ズ） 』，市村出版，2007年，2,860円 

・テューダー・ボンパー著，尾縣貢・青山清英 監訳，『競技力向上のトレーニング戦略』，大修館書店， 

2009年，4,400円 

履修上の注意・学習支援 
１．毎回の授業で３から４人程度のグループに分け、グループでのディスカッションなどグループワークを行

う。メンバーの意見を受け止めるとともに、自らの意見を表明する積極的な姿勢を期待する。 

２.Google Classroomを使用し、授業の情報共有、課題の提出を行う。  

オフィスアワー 
質問等があれば、オフィスアワー（原則、講義終了後（開始前でも可）15分間程度、1号館１階「講師教員ン 

ター」）を利用すること。 

［実務経験の概要］ 
慶應義塾体育会ソッカー（サッカー）部女子監督を 11 年務め、トップスポーツでは、2011 ユニバーシアー

ド大会（中国・深セン）サッカー女子日本代表総務兼アシスタントコーチ（銀メダル）、2015 年紀の国わかや

ま国体サッカー競技（成年女子）東京選抜監督（準優勝）。生涯スポーツでは YOKOHAMAFC-KEIOサッカースクー

ル統括責任者を務め、幼児から中学生までの成長に関わってきた。また平成２７年度スポーツ庁委託事業 女

性アスリートの育成・支援プロジェクト「女性スポーツにおけるトランスリレーショナルリサーチの実践プロ

グラム」のプロジェクト研究員を務め、女性アスリートの栄養とコンディショニングの研究に従事してきた。

また一貫校である宇都宮短期大学附属高校ではサッカー部顧問を務めている。 

［実務経験と授業科目の関連性］ 
スポーツ現場での実務と研究をあわせ、本科目の授業内容との関連性が非常に深く、経験を生かした講義が

実施できる。また、関連する科目とも関連性がある。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F1SP66 
フードビジネ

ス論 
１年 後期 講義 ２ 内藤英二 

授業概要 
商品やサービスを生産地から消費地まで届けるための様々な活動であるマーケティングは、経営学の中では、機能

分野別戦略の一つに位置づけられますが、その目的、主体（担い手）、対象となる分野は企業の枠を超えて、多様化す

る傾向にあります。私たちの身の回りにある商品やサービスの全てがマーケティングの何らかの活動を経てもたらされた

ものであるといえるのであって、マーケティングの発想と手法を活用すれば、私たちは年齢や性別、学歴、居住地などの

違いに関係なく、自らのアイデアを具体化し、私たちを取り巻く環境に働きかけ、諸々の問題を解決するための方法を導

き出すことが可能になります。  

到達目標（学習の成果） 

個別経営体としての企業が実践してきたマーケティング活動に関する基礎的知識の修得を通じて、マーケティ

ング的な発想を身に着けます。 

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 
マーケティング発達の歴

史 
マーケティングとは何をすることか＝マーケティングの定義の変遷 

２回 マーケティング戦略 
マーケティング戦略展開プロセス、マーケティング目標・市場標的・マー

ケティングミックス 

３回 製品計画① 
プロダクト・ライフサイクル、2 つの新製品開発と既存製品の改良・新用

途開発・廃棄 

４回 製品計画② 製品の多角化と多様化、商標（ブランド）と包装（パッケージ） 

５回 価格政策 
価格設定と価格管理、価格設定の方法（コストプラス法、マークアップ法、

損益分岐点分析） 

６回 販売促進① 
人的販売・広告・パブリシティ・セールスプロモーション・口コミ、効果

的な販売促進策＝AIDMAの法則、広告計画 

７回 販売促進② 
広告計画＝情報の収集分析・基本計画・媒体戦略・表現戦略・出稿・効果

測定、販売管理とセールスプロモーション 

８回 流通政策 
流通経路（チャネル）・流通管理、小売業経営と物的流通システム、「流通

経路の形成」と「取引極小化の原理」 

９回 消費者保護政策 
北欧で生まれたオンブズマン・システムを活用した消費者保護政策と我が

国の消費者保護政策の比較検討 

10回 
マーケティングの新潮流

① 

マーケティングの社会化、企業による社会志向のマーケティング、社会責

任と社会貢献 

11回 
マーケティングの新潮流

② 

公共・非営利組織のマーケティング、グリーンマーケティング、SDGｓ

とマーケティング活動 

12回 
マーケティングの新潮流

③ 
サービス・マーケティング、真実の瞬間、関係性のマーケティング 

13回 
マーケティングの新潮流

④ 
協同組合主義とディ・マーケティング、情報技術革新とマーケティング 

14回 新商品開発① 
栃木県特産の農産品を原材料とする加工食品に関する商品開発企画書の

作成（（素案の発表とディスカッション） 

15回 新商品開発② 最終案のプレゼンテーション 



準備学習(予習・復習について) 
予習：事前に配布するワークシートを精読しておくこと。 

復習：配付したワークシートに記載している課題をしておくこと。 

成績評価の方法・基準 
① ２種類の課題（ワークアウト）：「宇短大パロディロゴ」、「取引極小化原理ロールプレイングゲーム」への

取り組み 

② 二つのワークアウト（共和大パロディロゴ、取引極小化の原理ロールプレイングゲーム）への取り組み 

③ 最終レポート「栃木県の特産品を活用した新しい加工食品の開発のための企画書」 

以上３点をもとに成績評価をします。 

 
成績の評価基準 

評価項目 S A B C D   

① マーケティングの基 

礎知識に関する理解         

② ワークアウトへの取

り組み 

③ 新製品開発企画への

取り組み 

完全にないし

ほぼ完全に到

達目標を達成

している 

若干不十分な

点は認められ

るものの、到

達目標を達成

している 

不十分な点は

認められるも

のの、到達目

標を達成して

いる 

到達目標の最

低限を達成し

ている 

到達目標を達

成していない 

100 点法 100 点～90 点 89 点～80 点 79 点～70 点 69 点～60 点 59 点以下 

 
成績は、定期試験(筆記試験 60%)と授業内のワークアウト課題への取り組み(40%)の総合評価とする。  
教科書 

 使用しない。 

参考書等 
日本大学食品ビジネス学科編集,『人を幸せにする食品ビジネス学入門』,オーム社, 1,980円（税込み） 

履修上の注意・学習支援 
第２回「マーケティング戦略」の授業では、競争戦略をテーマとして、宇都宮短期大学の存在を広く社会に

アピールするための「宇短大パロディロゴ」を制作します。第８回「流通政策」では、「流通経路の形成」と「取

引極小化の原理」を理解するためのロールプレイングゲームに参加してもらいます。第１４回、１５回「新製

品化開発①、②」では、最終レポート「栃木県の特産品を活用した新しい加工食品の開発のための企画書」を

作成します。第１４回は素案、第１５回は最終案の発表（プレゼンテーション）と他の履修生とのディスカッ

ションを行います。  

オフィスアワー 
長坂キャンパスで授業がある日以外は、宇都宮シティキャンパス（UCC）にいます。質問や連絡がある場合は、

naito@kyowa-u.ac.jpまで問い合わせてください。 

［実務経験の概要］ 
全国農業協同組合連合会のシンクタンクである社団法人農協流通研究所調査研究部研究員として７年間勤務

し、農林畜産水産物の流通、マーケティング関連の調査、商品企画等に従事。文教大学、日本大学、東京学芸

大学、相模女子大学、東海大学等においてマーケティング論を中心に非常勤講師を務め、神奈川県卸売市場審

議会委員等も務めました。 

［実務経験と授業の関連性］ 
 食品を中心とした幅広い産品の流通構造を実際に実証分析した経験から、より具体的な流通の実態を解説可

能です。農産品を原料とする各種加工食品の新製品開発に参画した経験を持っています。 

 



科目番号 科目名 開講年次 学期 授業形態 単位 担当教員 

22F2SP67 
栄養士実力養成

演習 
２年 後期 演習 １ 

土橋・松田・中村・久保田・

布川・橋詰・渡部 

授業概要  
栄養士養成課程において、栄養士実力試験受験による認定証Ａは、栄養士として必要な知識・技能に優れて

いると認められた者を証明する認定証となっている。本科目では、栄養士実力認定試験の科目について、「栄養

士実力認定試験過去問題集」を用いて確認しながら解くことにより、栄養士が必要とする知識を総合的に学習

する。栄養士実力認定試験の受験に備える。  

到達目標（学習の成果） 
１．栄養士に必要な科目の基礎的な知識が理解できる。 
２．基礎的知識の向上を目指して学習の方法を見つけて、自ら進んで学習を進め、栄養士としての能力を上げ

ることができる（知識・技術・態度）。  

授業計画 

回 表 題 学習内容 

１回 食品と衛生① 食品衛生学(久保田) 

２回 人体の構造と機能① 解剖生理学(渡部) 

３回 人体の構造と機能② 生化学(中村) 

４回 食品と衛生② 食品学総論(橋詰) 

５回 給食の運営① 調理学(橋詰) 

６回 栄養と健康① 栄養学総論(中村) 

７回 栄養と健康② 栄養学各論(土橋) 

８回 栄養士実力模擬試験① 
1回目から 7回目の科目に関する模擬試験を実施し、理解度を確認する 

(土橋)。 

９回 栄養の指導① 栄養指導論(布川) 

10回 栄養と健康③ 臨床栄養学概論(布川) 

11回 給食の運営② 給食計画論・給食実務論(松田) 

12回 栄養の指導② 公衆栄養学概論(土橋) 

13回 食品と衛生③ 食品学各論(食品加工学を含む)(橋詰) 

14回 社会生活と健康 公衆衛生学(久保田) 

15回  栄養士実力模擬試験② 
9回目から 14回目の科目に関する模擬試験を実施し、理解度を確認する 

(土橋)。  

準備学習(予習・復習について) 
・「栄養士実力認定試験過去問題集」と各科目の教科書等を用いて、事前・事後学習をすること。 



成績評価の基準・方法 

成績評価の基準 
評価項目 S A B C D 

各科目の基礎的知識の理解

と取り組む姿勢 

 

完全にない

しほぼ完全

に到達目標

を達成して

いる 

若干不十分

な点は認め

られるもの

の、到達目標

を達成して

いる 

不十分な点

は認められ

るものの、到

達目標を達

成している 

到達目標の

最低限を達

成している 

到達目標を

達成してい

ない 

100点法 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点 59点以下 

 

成績は、授業中の模擬試験(40％)と、定期試験(筆記試験 60%)で総合評価する。 

  

教科書 
全国栄養士養成施設協会編，『栄養士実力認定試験過去問題集-2017～2021年度実施分』，建帛社，2022年， 

1,290円 

必要に応じて資料を配付する。 

 

参考書等 
  各科目の教科書 

履修上の注意・学習支援 
  理解できないことは、担当教員に質問して、正しく理解し、説明できるようにすること。 

  管理栄養士国家試験対策の「食物栄養特別演習」の学習内容にも共通する知識が得られるので、「食物栄養特

別演習」の履修を推奨する。  

オフィスアワー 
疑問があれば、担当教員のオフィスアワーを利用すること。具体的な時間帯は追って掲示する。 
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