
E1701 日本語表現

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 火 第Ⅲ講 柴田 昇 4-412 188 火第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・言語・日本語の特質を総合的・歴史的に理解する。

・理解・使用可能な日本語の語彙を増やす。

・日本語を用いた文章の読解・作成能力を向上させる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
今期の授業の概要と受講上の注意

点

・今期のプログラムの概要と受講上の注意点

２
１ 言語の特質（１） ・言語とは何か

・世界の言語状況

３
２ 言語の特質（２） ・日本の言語状況

・方言

４
３ 敬語（１） ・口語と文語

・敬語の基本

５
４ 敬語（２） ・敬語の応用

・注意すべき敬語

６
５ 文字と文法（１） ・字形と表記、あて字

【小テスト１】

７
６ 文字と文法（２） ・日本語文法の特質

・品詞と活用

８

７ 文字と文法（３） ・「かかり」と「うけ」

・語順と修飾語

・句読点と記号

９

８ 文章表現（１） ・文章表現のツール

・文体

・ねじれた文

１０

９ 文章表現（２） ・「は」と「が」

・接続詞

【小テスト２】

１１
10 文章表現（３） ・手紙の基本形式

・慣用表現

１２
11 文章作成（１）リサーチ ・調査の方法と資料

・引用

１３
12 文章作成（２）

レポートと小論文

・レポート

・小論文

１４

13 文章作成（３）論文 ・論証と論文

・構成

【小テスト３】

１５ まとめ ・講義全体のまとめ

【履修要件】

・必要に応じて資料を配布するので各自整理保存すること。

【評価方法・基準】

・最終課題 50点。受講態度（小テストを含む）50点。



【教科書・参考図書】

・参考図書は必要に応じて紹介する。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・事前学習の必要な小テストを複数回おこなう。

【担当教員からのメッセージ】

日本語はすべての学問・仕事の基本になります。しっかり身につけましょう。



E1703 日本社会史

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 火 第Ⅴ講 柴田 昇 4-412 188 火第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・日本史の展開過程を東アジア諸地域との関連を含めて把握する。

・日本史上の主要事項を具体的文化遺産と結び付けて把握する。

・生活・労働の観点から歴史を学ぶことで、生活者・労働者の現状を歴史的にみる方法を身につける。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

今期の授業の概要と受講上の注意

点

・今期のプログラムの概観

・なぜ「社会史」か？

・日本史の基本構造

２

第１部 世界史と日本史の始まり

１ 人間と文明の始まり ・サルからヒトへ

・人間社会の拡大

・古代文明の多様性と独自性

３
２ 日本列島における文明の始ま

  り

・縄文時代における日本列島の特質

・弥生時代における日本列島の変動

４

３ 古墳時代から飛鳥時代へ ・邪馬台国と東アジア

・前方後円墳とは何か

・「日本」と「天皇」の成立

５

４ 奈良・平安時代人の生活と意

  識

・中国文明と日本

・家族の構造

・陰陽師の世界

６

第２部 中世から近世へ

１ 鎌倉幕府と武士 ・「武士」とは何か？

・武士の実態

・家父長制家族と中世の子ども

７

２ 室町～戦国時代の社会変動 ・戦国武将の実像

・地域国家と信長政権

・「三英傑」と「天下統一」

８

３ 江戸社会の特質（１） ・関ヶ原の合戦と大阪の陣

・徳川王権の性格と幕藩体制

・「大奥」の構造と女性生活

９

４ 江戸社会の特質（２） ・「不自由」の時代

・江戸の子どもと生活

・寺子屋

１０

第３部 近代・現代

１ 幕末の社会変動 ・ヨーロッパとアジアの接触

・幕府の崩壊

・明治国家と近代教育

１１

２ 大日本帝国の時代 ・明治～大正期の生活構造

・廃仏毀釈運動

・４つの戦争

１２
３ 第二次世界大戦 ・総動員体制の成立

・戦時下の生活

１３

４ 敗戦と復興 ・第二次世界大戦の結末

・戦後日本の国際的位置

・大戦後のアジア

１４

５ 高度成長期の日本 ・冷戦体制

・高度成長とバブル時代

・サラリーマン社会の成立



１５
まとめ ・現代日本社会の課題。

・講義全体の復習とまとめ。

【履修要件】

・必要に応じて資料を配布するので各自整理保存すること。

【評価方法・基準】

・課題 50点。受講態度 50点。

【教科書・参考図書】

・教科書は使用しない。

・参考図書は必要に応じて紹介する。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・次回の授業内容に関するレジュメを事前配布する場合があるので熟読の上講義に臨むこと。

【担当教員からのメッセージ】

歴史の授業ですが暗記は重視しません。

といっても何も覚えなくてもいいわけではありません。

知っていることが増えると人生はそれだけおもしろくなります。

好奇心旺盛な方の受講を期待しています。



E1707英語演習 I

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 火 第Ⅰ講 広川由子 2－204 138 火第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・保育や子どもに関連する英会話を通して英語の基礎・基本を身につけることを目標とする。

・保育だけでなく、身近なことを英語で表現できる力も養うことを目指す。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

オリエンテーション

Be動詞

・授業の進め方、評価方法等

・肯定文、疑問文、否定文

２
一般動詞 ・動作、行為、状態

３
未来形 ・予定、意志、予測、推量

４
助動詞 ・助動詞の種類と意味

５
前置詞 ・時、場所、方向

６
接続詞 ・接続詞の種類

７
進行形 ・現在進行形、過去進行形、未来進行形

８
受動態 ・受動態と能動態

９
比較 ・原級、比較級、最上級

１０
不定詞 ・名詞的用法、形容詞的用法、副詞的用法

１１
動名詞 ・動詞+ing

１２
学生によるプレゼンテーション① ・自分の好きなこと（もの）を英語で伝えよう。

１３
学生によるプレゼンテーション② ・自分の好きなこと（もの）を英語で伝えよう。

１４
学生によるプレゼンテーション③ ・自分の好きなこと（もの）を英語で伝えよう。

１５
期末試験 ・14 回の授業を通して身につけた英語力を確認し

ます。

【履修要件】

・遅刻、授業中の私語は厳禁。教科書は毎回持参すること（教科書を忘れた人は欠席とします）。

【評価方法・基準】

・積極性（30%）、プレゼンテーション（40%）、期末テスト（ペーパー+オーラルテスト、30%）

【教科書・参考図書】

・斎藤喜久志『Simply Grammar：シンプルセンテンスで学ぶ基本英文法』南雲堂、2016年。

・食や栄養に関するプリントなど、適宜、配布する。

・映画のリスニング。



【授業外学習の指示（準備学習等）】

・中学校卒業程度の文法は各自、復習しておくこと。

・またこれまでの学習に不安がある人は、相談してください。

【担当教員からのメッセージ】

・基本の文法を復習しながら、会話を通して楽しく英語を身につけます。

・食や栄養の現場で必要となる英単語、英語表現を身につけましょう。



E1709 海外英会話研修

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2 月 第Ⅴ講 広川由子 2－204 138 火第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・英語という言語の背後にある異文化を知ることによって、英語を総合的に理解する。

・日常生活で求められる実践的な英語力を高めることを目指す。

・海外へ出ることにより、視野を広げ、自身を相対化する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
カナダ・セルカーク大学語学研修

説明会

・語学研修の概要

２
第 1 回オリエンテーション ・パスポートの取得等、海外留学のための手続き

３
ホームステイについて ・ホームステイアンケート、英文申込書の記入

・生活習慣の違い、ホームステイのルール

４
カナダの基本データ① ・カナダの気候や文化、多民族国家の特徴、習慣、

通貨

５
カナダの基本データ② ・カナダの気候や文化、多民族国家の特徴、習慣、

通貨

６
ホストファミリーへの E メール ・英語での手紙・メールの書き方

７
安全についての心がけ ・危ない地域のこと、交通事故、暴力、薬物につ

いて

８
空港と飛行機の中で ・インフライトサービス、入国審査、税関

９
第 2 回オリエンテーション ・旅行代金の支払いについて

・海外旅行保険やクレジットカードについて

１０
会話のきっかけ ・ホストファミリーや友達との会話を学ぶ

１１
日常会話① ・様々な場面を想定した英語表現を学ぶとともに

自分のことを表現するための英語力を身につける

１２
日常会話② ・様々な場面を想定した英語表現を学ぶとともに

自分のことを表現するための英語力を身につける

１３
持ち物について ・必要なものについての確認

・ホストファミリーへのおみやげ

１４
最終説明会 ・出発にあたって何が必要かを最終的に確認し、

英語力の更なるスキルアップを行う

１５
まとめ

【履修要件】

・遅刻、授業中の私語は厳禁。

・カナダ・セルカーク大学における語学研修に参加することはもちろん、前提となる江南短大の所定の

授業 15 回に毎回、出席すること。

・英和・和英辞書を用意すること（できれば電子辞書がよい）。

【評価方法・基準】

・授業への積極性（50%）

・研修修了後の課題（50%）



【教科書・参考図書】

・授業時に適宜、プリントや資料を配布する。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・英語および英会話力を高めるためには、個人の努力が不可欠です。授業以外でも日々、音声を聞き、

英語のリズムに慣れておくなどの工夫をしましょう。

【担当教員からのメッセージ】

  ・海外語学研修に関連するさまざまな疑問や不安をこの授業で解消しましょう。



E1710 情報活用演習Ⅰ

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 火 第Ⅱ講 大島康司 3-101-2 169 金第Ⅲ講

【到達目標と学習成果】

・ マイクロソフトウインドウズ上でファイル操作ができる

・ ワープロソフトを使用して PC検定（文書作成）3級程度の文書処理能力を身につける

・ 電子メールソフトを使用して情報（ファイル添付などを含む）の授受ができる

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

授業の注意点とオペレーティング

システムの基礎

・半期の授業全体の流れと重要事項

・コンピュータの使用に関する注意事項

・本学のシステムの使用に関する注意事項

・ログオン・オフの方法

・電子メールソフトウェアの設定

２
タイピングの基礎

タイピングの練習 1
・ワープロソフトウェアの初歩的な使用方法

・タイピングの技術と理論

３

ファイル操作

タイピングの練習 2
・修飾キー

・ファイルの作成・複製・削除・修正

・簡単な文書の作成

４

画面の構成と GUIの基礎

タイピングの練習 3
・画面の構成と機能

・クリック・ダブルクリック・ドラッグ

・プレス・ドラッグ＆ドロップ

・メタファ

５

ワードと文字入力の基礎

タイピングの練習 4
・ワードの画面構成

・ポインタ形状の意味

・日本語入力システムの使用方法

６
選択・移動・複製

タイピングの練習 5
・オブジェクト

・オブジェクトの選択・移動・複製

７

文章の入力とページ設定

タイピング試験 1
タイピングの練習 6

・プリンタと印刷・プレビュー

・ページ設定

・余白

８

インデント、タブとタブストップ

タイピングの練習 7
・段落と字下げ

・ルーラー

・タブとタブストップ

９

編集機能

タイピングの練習 8
・フォントの種類・サイズ・修飾

・書式のコピー＆貼り付け

・選択の方法

１０

編集機能その 2
タイピングの練習 9

・段落・行間の設定

・段組み

・縦書きと横書き

・ルビ・複合文字

１１

表の編集

タイピングの練習 10
タイピング試験 2

・表・罫線の作成方法

・罫線の追加・削除

・行・列の追加・挿入・削除

１２

表の編集その 2
タイピングの練習 11

・罫線の種類

・セルの結合・分割

・表の各種書式設定

１３

図の描画

タイピングの練習 12
・図の挿入

・図形の作成・削除

・図形の重なり方

・図形の調整方法

１４ 検索・置換とヘルプ ・文書内での検索・置換



2

タイピングの練習 13 ・様々な検索の方法

・ヘルプの使用方法

１５

確認とまとめ

タイピングの練習 14
タイピング試験 3

・全体の復習

・今後の学習の方法

【履修要件】

・授業についての詳細な情報は授業のウェブページに掲載するので毎回確認する

・課題の提出方法を厳守し、指定の期日までに提出する

・タイピング練習を指示の通りに行い、確実に記録をとり、必ず毎回検認を受ける

・タイピング練習を省略する場合は、タイピング試験で合格点をとる必要がある

・質問等がある場合は、授業中に直接聞くことが望ましいが、授業中にできなかった質問については、

電子メールでも受け付ける

【評価方法・基準】

・課題（授業で課された課題を完成できたかどうか）40点

・タイピング練習（指示の通りに練習し、記録をつけ、検認を受けたかどうか）10点

・授業内容の理解（フィードバックへの記述内容・質問などが適切であったかどうか）10点

・期末試験と小テスト（問題の指示を実行できたかどうか）40点

【教科書・参考図書】

・30時間アカデミック情報リテラシー Office2016、実教出版

・図書室、4-202号室などに様々な資料が用意されている

・インターネットで検索すれば様々な資料を見つけられる

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・課題の修正等を必要に応じて授業時間外で実施する

・授業を欠席した場合には、授業時間外で欠席した授業の内容を確認し、不明な点などを担当教員に問い合

わせ、課題を完成させ、次の授業に備えておく

【課題の提出方法】

・原則として、課題は電子メールに添付して提出する

・課題のファイル名は学生番号と課題番号を組み合わせて「17810??-01」のようにする（??は各自の学生番

号とし、ファイル名で使用する文字は半角英数のみとする）

・電子メールの送付先は、taskpost@konan.ac.jpとする

・電子メールの表題（件名）は指示にしたがって正確に付ける

【担当教員からのメッセージ】

コンピュータの使用技術は難しくありませんが、複雑なことがたくさんあります。しかし、複雑なこ

とは単純なことの積み重ねにしか過ぎません。一つひとつのことに丁寧に取り組めば、とても複雑なこ

ともできるようになります。すべてのことに丁寧に取り組むようにしてください。



E1713 体育実技

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

実技 １ 火  第Ⅳ講 脇坂康彦 体―202 159 月第Ⅳ講

【到達目標と学習成果】

・バレーボールの授業を通して、チームワークの大切さと、互いのコミュニケーション能力を養う。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

1 ガイダンス・バレーボールの歴史

とルール

・バレーボールのルールと歴史について学ぶ

2 基本技術練習：オーバーハンドパ

ス

・オーバーハンドパスの技術の習得

3 基本技術練習：アンダーハンドパ

ス

・アンダーハンドパスの技術の習得

4 基本技術練習：アタック、サーブ ・アタックとサーブの技術の習得

5 基本技術を用いての、試合の進め

方の解説

・サ－ブ、サーブレシーブ、トス、アタックの一

連の動作を習得する

6 ゲームと審判法を学ぶ ・ゲームを進めながら、審判の方法を身に着ける。

7 ゲーム ・各チームに分かれて、相互に審判を行いながら、

ゲームを進めていく。

8 ゲーム ・各チームに分かれて、相互に審判を行いながら、

ゲームを進めていく。

9 オーバーハンドの実技試験 ・これまでの経験を踏まえて、オーバーハンドパ

スの習熟度をテストする。

10 ゲーム ・各チームに分かれて、相互に審判を行いながら、

ゲームを進めていく。（ブロックに挑戦）

11 ゲーム ・各チームに分かれて、相互に審判を行いながら、

ゲームを進めていく。（ブロックに挑戦）

12 アンダーハンドの実技試験 ・これまでの経験を踏まえて、アンダーハンドパ

スの習熟度をテストする。

13 ゲーム ・各チームに分かれて、相互に審判を行いながら、

ゲームを進めていく。（アタックコースを考える）

14 ゲーム ・各チームに分かれて、相互に審判を行いながら、

ゲームを進めていく。（アタックコースを考える）

15 サーブの実技試験 ・これまでの経験を踏まえて、サーブの習熟度を

テストする。

【履修要件】

・運動服を着用し、体育館シューズを使用すること。

【評価方法・基準】

・授業への参加度：２０％

・３回の実技試験：８０％

【参考図書】

・2015年度版バレーボールルールブック・公益財団法人日本バレーボール協会



【授業外学習の指示（準備学習等）】

・テレビで放映される、春の高校バレーや、Vリーグなどの試合を見て、ゲームの戦術や、

進め方を勉強する。

・昼などの空き時間を利用して、個人練習をし、技術の習熟度を増す。

【担当教員からのメッセージ】

バレーボールの授業を通して、チームワークの大切さと、互いのコミュニケーション能力を

養いましょう。また、バレーボールが苦手な人は、参加することに努力して、少しでも上達

しましょう。



E1714 基礎セミナー

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 水 第Ⅲ講

宇野和明

木内清美

吉尾信子

福岡 恩

丸田星子

2-201
2-201
2-106
1-213
1-211

123
131
128
171
170

木第Ⅱ講

月第Ⅳ講

火第Ⅴ講

木第Ⅳ講

木第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・ 「大学で学ぶ」ことの意義を理解し、大学生としての具体的な学修方法を実践できるようになる。

・ 社会における栄養士の役割を理解し、よりよい食生活を実践することへの関心を高める。

・ 社会人として必要な日本語力を高める。

・ 大学という新たな学修環境に適応していく過程で周囲とコミュニケーションをはかり、人間関係を

築く。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

オリエンテーション

学生生活における心構えとマナー

計算テスト

シラバスの説明 自己紹介

学生生活における心構えとマナーについて理解する

２
オリエンテーションセミナーガイ

ダンス

オリエンテーションセミナーの意義を理解し、日程を把握

する

３
作文の書き方

図書館ガイダンス

原稿用紙の使い方、作文の書き方を学ぶ

図書館の利用法、図書の検索法を学ぶ

４
個人面談

国語基礎演習

担当教員と個別に面談を行う

国語力を養う

５
社会における栄養士の役割   

食生活の自己点検

先輩栄養士の体験を聴く

自らの食生活の自己点検を行う

６ 伝統行事と行事食 栄養士業務に必要な伝統行事と行事食について学ぶ

７
消費者問題の基礎知識

国語基礎演習

トラブルに合わないための消費者としての知識を学ぶ  

国語力を養う

８ 江南市保健センター栄養士の講話              
江南市保健センター栄養士の講話を聞き、健康な生活への

栄養士の貢献について学ぶ

９
プレゼンテーションの方法

国語基礎演習

プレゼンテーションの方法を学ぶ

国語力を養う

１０ 古知野西保育園訪問
栄養士が活躍する保育園給食の現場を訪問する。栄養士業

務の一端を理解し、モチベーションの向上を図る

１１ 古知野西保育園訪問
栄養士が活躍する保育園給食の現場を訪問する。栄養士業

務の一端を理解し、モチベーションの向上を図る

１２ 扶桑町給食センター見学
栄養士が活躍する学校給食の現場を見学する。栄養士業務

の一端を理解し、モチベーションの向上を図る

１３ 扶桑町給食センター見学
栄養士が活躍する学校給食の現場を見学する。栄養士業務

の一端を理解し、モチベーションの向上を図る

１４ 大学祭に向けての準備 1.2年合同で大学祭に向けて模擬店の準備を行う

１５ 総括
前期学生生活について各自総括し、スピーチを行う

日本語力の達成度を知る



2

【履修要件】

・専攻全体での活動と、ゼミ単位に分かれての活動を適宜行います。教室等の連絡をしますから、間違

えないように集合してください。

・大学で学ぶためのオリエンテーションを行い、将来栄養士として社会で活躍することを目指したモチ

ベーションの向上を図ります。遅刻・欠席をしないよう、意欲的に課題に取り組んでください。

【評価方法・基準】

・課題提出（50点）、受講態度（50点）で総合的に評価し、到達目標基準の 60%に達していれば

『合格』とします。

【教科書・参考図書】

・愛知江南短期大学編：カレッジパスポート

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・「栄養士」に関心を持ち、食生活に関わる情報を収集しましょう。

・多様なタイプの書籍、新聞や雑誌等の活字にふれる機会をできるだけ多く持ちましょう。

・国語基礎演習は、間違った箇所を必ず見直しておきましょう。

・計算テストの苦手分野は必ず復習し、わからない場合はゼミ担任に質問しましょう。

【担当教員からのメッセージ】

クラスの仲間たちと積極的にコミュニケーションをはかり、友人をつくりましょう。



E1716 社会福祉論

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 金 第Ⅳ講 岸田紀子 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・福祉を必要とする人びとについて、その背景や課題について理解できる。

・社会福祉に関する制度、機関、専門職の役割について説明できる。

・福祉現場の実践例をもとに、福祉を必要とする人びとへの支援について自分なりの意見を持つことがで

きる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション

社会福祉とは何か

社会福祉がなぜ必要なのか、自分の中にある社会

福祉のイメージを想起しながら考察する

２
社会問題と福祉 社会福祉の顕在的ニーズと潜在的ニーズについて

考察する

３
社会福祉の歴史 わが国における社会福祉の理念とあゆみ

４
社会福祉の法体系と仕組み 社会福祉六法の概要を理解する

５
社会福祉サービス 社会福祉サービスの利用手続きについて理解する

６
社会福祉の機関と施設 社会福祉を担う機関、施設についての具体的な理

解

７
社会福祉の機関と施設 社会福祉を担う機関、施設についての具体的な理

解

８
社会保障制度 年金、医療保険についての制度の概要を学び、事

例をもとに理解する

９

低所得者への福祉 生活保護制度の概要を学び、事例をもとに課題を

考察する

生活保護以外の施策の概要について理解する

１０
低所得者への福祉

１１

児童家庭福祉 児童家庭福祉に関連する法律を学び、児童の権利

保障について理解を深める

児童虐待の支援のあり方について考察する

１２
高齢者福祉 介護保険法の仕組みを学び、高齢者サービスの内

容や課題を理解する

１３
障害者福祉 障害者総合支援法の仕組みを学ぶとともに、その

課題を理解する

１４

ソーシャルワークの基礎を学ぶ バイステックの７原則、社会福祉の担い手

保育士がソーシャルワークを学ぶ意義について考

察する

１５
まとめと課題 まとめと課題の発表

【履修要件】

・特にありませんが、授業中の私語、スマートフォンの使用は厳禁とします。

この授業では、可能な限り一方的な授業形式ではなく、事例をもとにグループワーク等を取り入れてい

きたいと思います。そのため主体的に授業に臨んでください。



【評価方法・基準】

・授業への貢献・受講態度：20％

・毎回のリアクションペーパー、小テスト：40％

・最終課題レポート：40％

【教科書・参考図書】

・石田慎二・山縣文治編著（2015）『社会福祉 第 4 版』、ミネルヴァ書房

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・各種メディアの福祉関連の報道や記事に関心を持ち、日頃から問題意識を養ってください。

【担当教員からのメッセージ】

社会福祉は、特別なニーズを持った人々を対象とした、特別な分野の学問ではありません。この授業で

は、すべての人々に幸せを追求する権利があること、それを互いに尊重することの大切さについて、みな

さんそれぞれの価値観や視点を磨きながら学んで欲しいと願っています。事例等をもとに、互いを尊重し

合いながら共感力を持って自由に楽しく意見を交換することで、福祉の視点を持って社会問題を見つめ、

人と関わることの重要性、面白さを実感できるような授業になればと思っています。



E1717 公衆衛生学

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 水 第Ⅰ講 川村勝美 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・ 人と，現代の生活，健康をめぐる行動特性とメカニズム，社会・環境と健康との関係や，

その変化が健康に与える影響，健康増進・疾病予防の考え方と取り組み，保健・医療・

福祉・介護システムについて理解する

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
ガイダンス シラバスの説明

学習のポイント 講義の進め方

２
社会と健康―公衆衛生学概論 公衆衛生学とは

公衆衛生学の歴史 公衆衛生学の必要性

３
保健統計 国勢調査

生命表の見方 健康寿命

４
疫学 疫学の概念

エビデンス

５
情報の収集と処理 インターネット

個人情報保護

６
小テスト１ 自筆ノートの作成

７
生活習慣(ライフスタイル)の現状

と対策

健康に関連する行動と社会

行動特性

８
主要疾患の疫学 1 生活習慣病 栄養学の可能性

悪性新生物（がん）

９
主要疾患の疫学 2 メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）

感染症 丈夫な身体作り

１０
保健行政

環境保健

母子保健

人間生活と環境

１１
小テスト２ データの活用

１２
社会保障、社会福祉、医療、介護

の制度

医療制度 セルフメディケーション

介護保険制度

１３
衛生、栄養関係法規 衛生法規 法治国家

栄養関連法規

１４
国際保健 国際協力 グローバル化

政府開発援助（ＯＤＡ）

１５
小テスト３ 福祉・法規の理解

【履修要件】

・特になし

【評価方法・基準】

・ 授業への貢献・参加度（予習の状況）20％
・ 課題・グループワーク 30％

３回の小テスト 50％（自筆ノートのみ持込可）、総合的に評価します



【教科書・参考図書】

・公衆衛生学 社会・環境と健康 第 3版 村松宰 講談社

・

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・必ず講義の前に教科書を一読するように

・理解できない箇所を確認すること

【担当教員からのメッセージ】

大学の講義は高校までの授業と異なるので、早く慣れてください



E1725 食品衛生学

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 木 第Ⅲ講 宇野和明 2-103 123 木第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・栄養士として食中毒についての知識を身につけることができる。

・栄養士として食中毒を防ぐための知識を身につける。

・食品衛生管理を実践することができる。

・食品の安全性について関心をもつことができる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

授業計画（シラバス）の説明

食品衛生の定義と食品衛生法規に

ついて

・栄養士として食品衛生管理の重要性を理解する。

・ＷＨＯによる食品衛生の定義

・食品衛生法と食品安全基本法

２

微生物の分類と形態について ・細菌

・真菌類

・ウイルス

３

食品と微生物、食中毒の概要につ

いて

・食中毒の定義

・細菌性食中毒、自然毒食中毒、化学性食中毒に

ついて

４
細菌性食中毒（感染型）について ・腸炎ビブリオ、サルモネラ、病原大腸菌、

カンピロバクター、エルシニア

５
細菌性食中毒（食品内毒素型）に

ついて

・ブドウ球菌、ボツリヌス

６

細菌性食中毒（生体内毒素型）に

ついて、

ウイルス性食中毒について

・ウエルシュ、セレウス

・ノロウイルス

７
動物性自然毒について ・テロドトキシン、サキシトキシンン、

ベネルピン、シガトキシン、レチノール

８
植物性自然毒及び化学物質による

食中毒について

・ソラニン、アミグダリン、アコニチン、

アマニチン、ランプテロール

９

農薬の安全性・有害金属・環境汚

染物質・食品の残留抗菌剤につい

て

・農薬の定義

・ポストハーベスト農薬

・水俣病、イタイタイ病、ヒ素中毒

・環境汚染物質、環境ホルモン

１０

食品の変質とその防止について ・自由水と結合水

・水分活性

・乾燥、塩蔵、糖蔵、酢漬、冷蔵、冷凍、チルド、

パーシャルフリージング、最大氷結晶生成帯

１１
食品と寄生虫について ・魚介類、肉類、野菜類に関係する寄生虫の種類

とそれらの症状について

１２

食品添加物の定義とその安全性に

ついて

・一日摂取許容量と使用基準

・保存料、殺菌料、酸化防止剤、防カビ剤、

発色剤、増粘剤、着色料、甘味料、調味料

１３
食品添加物の種類と用途について ・保存料、殺菌料、防かび剤、酸化防止剤、着色

料、発色剤、甘味料、増粘剤

１４

食品衛生対策について ・食品衛生の三原則

・ＨＡＣＣＰ

・ポジティブリスト制

１５
総括と重要事項の確認 ・重要事項のまとめ



【履修要件】

・受講する学生は主体的に参加し、食品衛生に関する種々の情報について常に関心をもつことに心が

けてください。

【評価方法・基準】

・授業の中で行う理解度テストに応じて以下のように評価します。

秀(S)：90％以上、優(A)：80％以上、良(B)：70～79％、可(C)：60～69％、不可(D)：59％以下

【教科書・参考図書】

・教科書：「食物と健康Ⅱ食品衛生学」、植木幸英、阿部尚樹 著、第一出版

・「原色食品衛生図鑑」 細貝祐太郎、春田三佐夫、菅原龍幸編 建帛社

・「食品衛生学」 宮沢文雄、平良昌彦編 建帛社

・「食品衛生学」 石川和男 他 樹村房

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・日頃から新聞などのメディアに目を通して、食品衛生に関する記事については、事前に学習すること

が必要です。

・覚える事項が多いので、ノートに事項の説明をまとめておくことが望まれます。

【担当教員からのメッセージ】

・この授業は、食を提供する栄養士にとって非常に重要な科目です。毎回の授業の積み重ねが大切です

ので、復習は必ず行い、授業を欠席しないように体調管理をして下さい。継続は力なりです。





E1729 栄養学

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 木 第Ⅱ講 吉尾信子 2-106 128 火第Ⅴ講

【到達目標と学習成果】

・ 食品中に含まれる栄養成分についての化学的基礎知識を修得する。

・ 外部からの栄養成分を受け入れる人間の身体の仕組みについて理解する。

・ 体内でのエネルギー、炭水化物、脂質、たんぱく質、ビタミン、ミネラル等の代謝とその栄養機能

について理解する。

・ 現在使用されている「日本人の食事摂取基準(2015 年版)」の策定根拠を理解し、その内容について

簡単な栄養学的説明ができるようになる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
シラバスによる授業容の説明 「栄養」と「食」との関わりについて、その概念

を把握する

２
健康と食生活 ① 健康の維持増進と栄養との関わりについて理解す

る

３
健康と食生活 ② 食生活と生活習慣病との関わりについて把握する

４
健康と食生活 ③ 食生活とライフステージ及び人間の寿命との関わ

りについて理解する

５
栄養と生体リズム 生体内のホメオスタシス維持のための栄養と生体

リズムとの関わりについて理解する

６
消化と吸収 ① 食物の消化と栄養吸収現象に関わる体内器官の機

能について把握する

７
消化と吸収 ② 食物からの栄養素吸収システムについて把握する

８
栄養素の構造と機能 ① 栄養素としての炭水化物（糖質）の構造と機能性

について理解する

９
栄養素の構造と機能 ② 栄養素としての脂質の構造と機能性について理解

する

１０
栄養素の構造と機能 ③ 栄養素としてのたんぱく質の構造と機能性につい

て理解する

１１
栄養素の構造と機能 ④ 栄養素としてのビタミンの構造と機能性について

理解する

１２
栄養素の構造と機能 ⑤ 栄養素としてのミネラルの構造と機能性について

理解する

１３
栄養素の代謝 ① 炭水化物、脂質及びたんぱく質の体内での動態を

通して、代謝とは何かを理解する

１４
栄養素の代謝 ② ビタミン及びミネラルの体内代謝における役割を

理解する

１５
エネルギー代謝

授業のまとめ

人間の消費エネルギーと生体内におけるエネルギ

ー代謝システムとの関わりを理解する

【履修要件】

・栄養士にとって必須の「栄養学」を学ぶにあたり、1 年次前期開講の「食のための基礎化学」を是非

履修してください。



【評価方法・基準】

・ ①授業中間に行う筆記試験(20%)  ②授業最終回に行う筆記試験(80%) の成績を総合して成績評

価します。

・ 秀＝100～90 点：優＝89～80 点：良＝79～70 点：可＝69～60 点 《以上合格》 59 点≧不可

【教科書・参考図書】

・最新「栄養学」 （第 2 版）         谷 政八 編集代表  （中央法規出版株式会社）           

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・ 毎回授業前に、教科書の該当ページに眼を通し、当日は何について学ぶのかおおよそ把握しておいてく

ださい

・ また、受講後は、授業中筆記したノートを必ず読み返してまとめ、知識を整理しておきましょう。

【担当教員からのメッセージ】

「栄養学」は、栄養士として社会で働く上で、必ず修得すべき『基本中の基本の科目』です。

『化学』が苦手な人も、スタートから少しずつ、一緒に勉強を始めましょう。



E1737 栄養教育論

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 金 第Ⅰ講 丸田星子 1-211 170 木第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・ 栄養教育・指導の意義、目的・目標を栄養士の役割に関連付けて理解する。

・ 栄養指導の歴史を栄養政策の変遷に関連付けて理解する。

・ 栄養士法と栄養士制度を栄養指導に関連する法令に関連付けて理解する。

・ 栄養指導に必要な基本的知識を身につける。

・ アセスメントから健康、栄養状態を総合的に評価・判定する方法を理解する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

1

オリエンテーション

栄養教育・指導の概念

・ シラバス等説明

・ 栄養教育論では何を学ぶか

・ 栄養教育・指導の意義や目的、目標を理解する

・ 栄養教育・指導の対象と機会を学ぶ

2 栄養指導の歴史と現状 ・ 栄養指導の歴史を学ぶ

・ 栄養指導の現状と展望について

3 栄養指導に関連するおもな法令 1 ・ 栄養士法・健康増進法について学ぶ

4 栄養指導に関連するおもな法令 2 ・ 食育基本法・学校給食法などについて学ぶ

5 栄養指導に必要な基礎事項 1
食品分類法

・ 3色分類法・6つの基礎食品について学ぶ

・ 緑黄色野菜の取り扱いを学ぶ

6 栄養指導に関連するおもな指標 ・ 国民健康・栄養調査について

7 栄養指導に必要な基礎事項 2
健康日本 21・食生活指針

・ 健康日本 21について学ぶ

・ 食生活指針について学ぶ

8 栄養指導に必要な基礎事項 3
食事バランスガイド

・ 食事バランスガイドについて学ぶ

9 栄養指導に必要な基礎事項 4
栄養士の運動・休養指導

・ 栄養士の運動指導、休養指導について学ぶ

10
栄養指導の方法と技術 1 ・ 栄養教育の流れについて

・ 栄養調査の種類と方法について学ぶ

・ 栄養状態の評価の方法と判定について学ぶ

11
栄養指導の方法と技術 2 ・ 身体計測について

・ 臨床検査について

・ 教材・媒体について

12 栄養指導の方法と技術 3 ・ 個別指導と集団指導の違いについて

・ 指導形態について

13 栄養指導の方法と技術 4 ・ カウンセリングについて

・ 聴き方の基本姿勢について

14 栄養士に必要な基礎知識 ・ 行動科学と栄養教育について

15 まとめ ・ これまでの授業のまとめ



【履修要件】

・遅刻及び早退は 3回で欠席 1回の扱いとする。また 20分以上の遅刻は欠席とする。

・課題の提出期限を守ること。

【評価方法・基準】

・期末試験・小テスト：80点

・課題：10点

・受講態度：10 点 私語、居眠り、内職等授業態度が悪い場合は減点とする。

【教科書・参考図書】

＜教科書＞

・「Nブックス 改訂 栄養指導論」    相川 りゑ子 編著   （株）建帛社

＜参考図書＞

・「管理栄養士 栄養士必携 データ・資料集」 日本栄養士会 編    第一出版

・「食品成分表 2015」    女子栄養大学出版部

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・日頃より自分の身の回りの社会情勢や、栄養にかかわる問題に対して気を配ること。

・前回の講義内容を復習し、理解しておくこと。

【担当教員からのメッセージ】

栄養教育は栄養士の重要な業務のひとつであり、栄養士には人々が健康な状態を保持するために、

どのような食生活を送ればよいか、どのような食事が望ましいのかを的確に教育・指導することが求め

られます。この授業では栄養の専門家として知っておくべき基礎知識を学び、人々に栄養教育を行う意

義や目的、目標を理解することを目指します。後期の「栄養指導論」につながる科目ですので、しっか

りと取り組んでください。



E1742 調理学

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 金 第Ⅲ講 木内清美 2－201 131 月第Ⅳ講

【到達目標と学習成果】

・調理学の意義を理解し、食品の調理性を理解する。

・調理に関心を持ち、調理理論を実際の調理と関連付ける。

・日本及び諸外国の食文化について関心を持つ。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション

調理学の意義

・調理の目的

・調理で使う単位と計算

２ 調理操作
・非加熱調理操作

・加熱調理操作

３
植物性食品の調理科学

米の調理

・米の種類と成分

・うるち米の炊飯条件

・もち米の調理

４
植物性食品の調理科学

小麦粉の調理

・小麦粉の分類と調理特性

・小麦粉生地とグルテン

・生地の膨化

５
植物性食品の調理科学

いも・豆の調理

・いも類の特性と加熱調理

・豆類の特徴と調理特性

６
植物性食品の調理科学

野菜・果物の調理

・野菜の色と調理による変化

・野菜のテクスチャー

・生食調理と加熱調理

７ ゲル化剤の調理科学

・ゼラチンの調理

・寒天の調理

・カラギーナンの調理

８ 中間のまとめ ・これまでの授業のまとめ

９
動物性食品の調理科学

食肉の調理

・食肉の部位と成分の特徴

・食肉と加熱調理

・食肉の軟化法

１０
動物性食品の調理科学

魚介類の調理

・魚の鮮度と魚臭の除去

・魚の生食調理と加熱調理

１１
動物性食品の調理科学

卵の調理

・鶏卵の構造と鮮度

・卵の調理特性

１２
動物性食品の調理科学

牛乳・乳製品の調理

・牛乳の調理特性

・クリーム、チーズ、バターの特性

・油脂類の調理性

１３ 食べ物のおいしさ（１）

・におい、味を感じるメカニズム

・基本五味

・調味料の調理科学

１４ 食べ物のおいしさ（２）

・味の相互作用

・食べ物の色と調理による褐変

・おいしさの評価

１５ 調理と文化

・日本の食生活と食文化

・日本料理の様式と行事食

・中国料理、西洋料理の様式



【履修要件】

・ 遅刻、欠席をしないようにしてください。

・ 講義中は私語を慎んでください。

・ 講義ノートを作成し、毎回の課題を提出してください。

・ 中間と期末の 2 回に分割して試験を行います。

【評価方法・基準】

・ 受講態度（課題の提出を含む）20％ 中間試験 40％期末試験 40％で 100点に換算して評価

します。

秀：90点以上 優：80～89点 良：70～79点 可：60～69点 不可：59点以下

【教科書・参考図書】

・ 「調理学 おいしく安全に調理を行うための科学の基礎」

久木久美子・新田陽子・喜多野宣子著 化学同人

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・ 次回の授業に関する教科書の箇所を授業中に指示しますので、必ず事前に該当箇所を読んでから授業に出

席してください。

・ やむを得ず欠席した場合には、配布資料を受け取りに来て、教科書等を参照して課題を提出してく

ださい。

【担当教員からのメッセージ】

この授業はこれから 2年間、さまざまな調理実習を行う上での理論の基本となる科目です。

単に語句を暗記するのではなく、実際の調理操作と関連付け、生きた知識となるよう、調理学実習（基

礎）と並行し、食材のスライドや調理の具体例を挙げながら進めていきます。



E1745 調理学実習(基礎)

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

実習 1 月 第 3～5限 木内清美 2－201 131 月第Ⅳ講

【到達目標と学習成果】

この授業は今後履修する調理学実習の基本であり、日本料理、西洋料理、中国料理の基礎的な献立を

実習する。基本的調理操作や、調理に伴う諸活動を円滑に行うことを目標とする。

・ 調理器具の基本的な使用方法を理解し、使うことができる。

・ 基本的な調理操作ができる。

・ 食材や調理器具を衛生的に扱うことができる。

・ 安全に留意して実習を行い、後片付けをすることができる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

オリエンテーション

実習に関する諸注意

食事の基本、アンケート

実習計画

計量、切り方の基本、箸の使い方、お茶の淹れ方

食事のマナー

２
日本料理

親子丼、ほうれん草のごま和え

米の調理：炊飯

煮だし汁の取り方：かつおだし汁

青菜のゆで方

３

日本料理

鮭の包み焼き、かき卵汁、

おにぎり

煮だし汁の取り方：混合煮出し汁

汁物の調理：とろみのついた汁

米の調理：握り飯

４
中国料理

涼拌三絲、什錦炒飯、開口笑

中国料理の基礎、食器、器具、献立の読み方

米の調理：炒飯、

５

日本料理

えんどう飯、きゅうりとわかめの酢の

物、アスパラガスの肉巻き、みそ汁

米の調理：塩味飯

煮だし汁の取り方：にぼしだし汁

汁物の調理：味噌汁

６
日本料理

炊きおこわ、あじの姿焼き、筑前煮

米の調理：強飯

魚の調理：姿焼き

７

西洋料理

カツレツ、かぼちゃのクリームスー

プ、フルーツのヨーグルト和え

西洋料理の基礎、食器、盛り付け

スープの調理：ポタージュ

８

日本料理

三色丼、小松菜と厚揚げの煮物、

ミルクくずもち

米の調理：さくら飯

油抜き

でんぷんの調理：かたくり粉

９
中国料理

糖醋丸子、粟米湯、杏仁豆腐

ひき肉の扱い方

寒天の扱い方

１０

西洋料理

鶏のソテークリーム煮、

緑のサラダ、フルーツゼリー

鶏肉の調理：ソテー

飾り切り：りんご、ラディッシュ

ゼラチンの扱い方

１１

日本料理

鶏肉の竜田揚げ、白和え、

かぼちゃのそぼろ煮

和え物の調理：白和え

野菜の煮物

１２

日本料理

ちらし寿司、なめこ汁、

とうふ白玉

米の調理：すし飯

米粉の調理：白玉粉

１３
中国料理

糖醋魚片、麻婆豆腐、涼拌海蜇

魚の調理：三枚おろし

中華特殊食材の調理：くらげ

１４
調理技術のまとめ

オムライス、せん切り野菜のサラダ

卵の扱い方

せん切りのチェック

１５
炸醤麺

実習のまとめ

中華麺の調理

まとめ



【履修要件】

・ グループ実習なのでチームワークよく、協力して実習を行ってください。遅刻は、厳禁です。

・ 安全・衛生には十分配慮してください。

・ 食材を知り、重さの見当がつくように毎回クイズ形式の課題を出します。必ず次回に提出し、実習

ノートに貼ってください。

・ 実習ノートを作成し、献立が再現できるよう、材料、調理法、調理のポイント、自分が行った作業、

実習後の反省等を記録してください。また、完成した料理の写真をとり、配布した資料とともにノー

トに記録を残してください。学期末に提出してもらいます。

【評価方法・基準】

・受講態度 40％、実習ノート 30％、調理技術 30％で 100点に換算して評価します。

  秀：90点以上 優：80～89点 良：70～79点 可：60～69点 不可：59点以下

【教科書・参考図書】

・教科書は使用しません。毎回実習のレシピを配布します。また、適宜参考資料を配布します。

・参考図書： 新版現代の調理：高木節子他編、建帛社

      最新調理：高木節子他編、朝倉書店

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・ 調理技術は、回数を重ねることで上達し、手順を考えて調理できるようになります。日常生活の中

でできるだけ調理する機会を増やし、食材に関心を持ってください。

・ 食材について食品成分表を使用する課題を出しますから、課題をやりながら食品成分表に親しんで

ください。

【担当教員からのメッセージ】

調理実習は実習後の試食が楽しいものです。楽しく調理し、おいしく食べることが理想ですが、調理

することがまずは第 1の目的です。

また、試食を通して食べ慣れない食材やいろいろな味を経験し、食経験を豊かにしてください。



E1752 メニュープランニング演習

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 月 第Ⅰ講 福岡 恩 1-213 171 木第Ⅳ講

【到達目標と学習成果】

・食品成分表について理解する。

・給食管理における献立作成の流れを理解する。

・献立作成・栄養計算の方法を理解する。

・大学生向けの昼食給食献立を作成する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

献立とは？

食品成分表の使い方

献立について 料理の組み合わせについて

食品成分表の見方、使い方

食事摂取基準 2015

２
栄養計算基礎 栄養計算の方法を理解する。

栄養比率

３

給与栄養目標量の算出方法 給与栄養目標量の算出方法

基礎代謝量、基礎代謝基準値、推定エネルギー必

要量の算出

４
給与栄養目標量の算出方法 クラスの給与栄養目標量を算出する。

５
食品群別荷重成分、食品構成 食品構成の概念、作成手順について理解する。

６
食品群別荷重成分、食品構成 クラスの給与栄養目標量をもとに、食品構成を作

成する。

７
大学生の昼食献立作成 献立デザイン、

期間献立表（５日分）の作成

８
大学生の昼食献立作成 期間献立表の作成

９
大学生の昼食献立作成 期間献立表をもとに、各日の栄養計算を進める。

栄養比率の算出法について説明

１０

大学生の昼食献立作成 各日の栄養計算を進める。

栄養計算方法、栄養比率の配分評価

分かりやすい調理方法の書き方

１１

大学生の昼食献立作成 各日の栄養計算を進める。

栄養計算方法、栄養比率の配分評価

分かりやすい調理方法の書き方

１２

大学生の昼食献立作成 各日の栄養計算を進める。

栄養計算方法、栄養比率の配分評価

分かりやすい調理方法の書き方

１３

大学生の昼食献立作成 各日の栄養計算を進める。

栄養計算方法、栄養比率の配分評価

分かりやすい調理方法の書き方

１４

大学生の昼食献立作成 各日の栄養計算を進める。

栄養計算方法、栄養比率の配分評価

分かりやすい調理方法の書き方

１５
報告会 献立作成、栄養計算が出来たら実際に調理をし、

考察をする。

【履修要件】



・予習・復習をしっかりして授業に出席しましょう。

・授業時間外の作業が多いですが自主的・意欲的に取り組みましょう。大変ですがやりがいや達成感

はあります。

・授業時間外でも課題チェック等の対応はしますので、是非福岡の研究室まで足を運んでください。

【評価方法・基準】

・献立（60点）、レポート（25 点）、受講態度（15 点）

※授業態度により減点の可能性有

  秀（90点以上）優（80点以上）良（70～79点）可（60～69点）不可（59点以下）

【教科書・参考図書】

・七訂食品成分表 2016 女子栄養大学出版部

・調理のためのベーシックデータ 第４版 松本仲子／監修 女子栄養大学出版部

・管理栄養士・栄養士必携データ資料集 第一出版

・トレーニーガイド PDCAによる給食マネジメント実習 松月弘恵・韓順子・亀山良子 医歯薬出版

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・教科書を一読しましょう。理解が深まります。

・献立作成の参考になるものにたくさん触れましょう。書籍はもちろん、自分で料理をたくさん作り引き出

しを増やしておきましょう。手軽に触れられるものとして Instagramをおすすめします。検索方法は授業で

紹介します。

【担当教員からのメッセージ】

クラスの学生を対象者とし、アセスメント、給与栄養目標量の設定、期間献立の作成、栄養計算で献立

作成します。

計算が多いですが、公式や計算方法など、栄養士業務の基礎的なものですから確実に習得してください。



E1754 流通と消費

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 水 第Ⅱ講 高木富美子 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・日本における食品の流通と消費の現状と仕組みを学習します。

・統計資料の図や表が示す内容を読み取り、生活者の実体験に照らして考える力を養成します。

・「フードスペシャリスト」資格取得のカリキュラムに対応した内容を学習します。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション

食市場の変化１

食市場とフードシステム

食生活の変化と社会経済的要因

２ 食市場の変化２
超高齢社会の食市場

消費者の食品消費の変化

３ 食市場の変化３
食品の価格決定と所得弾力性、価格弾力性

食生活の多様化

４ 食品の流通１
流通とは

食品の卸売流通

５ 食品の流通２
食品の小売流通

６
外食・中食産業の

マーチャンダイジング

マーチャンダイジングとは

外食・中食産業のマーチャンダイジング

７ 主要食品の流通１
商品の分類

温度帯別食品流通

８ 主要食品の流通２
①米、②小麦粉製品、③野菜・果物、

④魚介類と魚介加工品の流通

９ 主要食品の流通３
⑤食肉と食肉加工品、⑥鶏卵、⑦飲用乳・乳製品

⑧大豆加工品（豆腐・納豆）の流通

１０ 主要食品の流通４
⑨漬物・佃煮、⑩惣菜食品

⑪食用油脂（食用油、加工油脂）⑫調味料の流通

１１ 主要食品の流通５
⑬菓子、⑭茶・コーヒー類、⑮清涼飲料

⑯酒類の流通

１２ フードマーケティング１
フードビジネス

マーケティングの基礎理論

１３ フードマーケティング２
フードマーケティングの機能

フードマーケティングの担い手

１４ 食料消費の課題
食料消費と環境問題

食品流通の安全確保、近年の課題

１５ まとめ
まとめ

重要テーマの復習

【履修要件】

・期末テストは行いませんが、資格認定試験を意識した内容の提出課題を毎回実施します。

・学習した内容を良き消費者・生活者として活かすためにワークショップなどを取り入れて一緒に考え

ていきますので、積極的に講義に参加してください。

【評価方法・基準】

・提出課題５０点



・授業への貢献・参加度５０点

【教科書・参考図書】

・三訂 食品の消費と流通 （公社）日本フードスペシャリスト協会編 建帛社

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・提出課題は、教科書の内容に対応しています。復習しながら取り組んでください。

・授業テーマに関連した配布資料は事前に読んでおくこと。

【担当教員からのメッセージ】

フードマーケティングを通じて産業と消費の仕組みの面白さを知ってもらう講義にしたいと思いま

す。マーケティング的視点を身につけて、企業の取り組みの本質を見抜き、かしこい消費生活を送れる

ようになることを目指します。フードスペシャリスト資格の取得を目指す人には試験対策になる内容の

講義です。



E1755 食のための基礎化学

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 金 第Ⅱ講 宇野和明 2-103 123 木第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・  栄養士としての専門科目である栄養学、食品学および生化学の授業やそれらの実験科目での知識を

身につけるための基礎となる以下の項目について理解する。

・  「原子・分子・イオンの構造」と「原子量、分子量、式量、モル」を理解できる。

・ 「化学式、化学結合、化学反応」を記述することができる。

・ 「溶液の濃度（モル濃度）」を計算できる。

・ 「酸・塩基、ｐＨ、中和」を理解できる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

授業計画（シラバス）の説明

栄養士にとって化学を学ぶ意味に

ついて

化学は、栄養士としての専門科目である栄養学、

食品学及び生化学の講義やそれらの実験科目での

基礎知識となることを学習する。

２

元素と原子、原子の周期律と周期

表、原子の構造について

・元素の種類

・周期表の見方

・原子の構造、典型元素と遷移元素

３
原子の電子配置とイオンについて ・ナトリウムの電子配置

・塩素の電子配置

４

原子価（価標の数）、イオン価につ

いて

・電子配置と陽イオン、陰イオンの関係

・価標の意味

・主なイオンについて

５
結合の種類と化学式について ・分子式・構造式・組成式・イオン式

６
イオン結合、共有結合、水素結合

について

・物質と結合様式の違いについて

７
原子量、分子量、式量の計算につ

いて

・原子量、分子量、式量の計算方法

８
物理量「モル」の計算と化学反応

式について

・モルの理解

・化学反応式とモルとの関係

９
溶液の濃度（重量百分率）と単位

について

・溶質、溶媒、溶液の理解

・パーセント計算

１０
溶液の濃度（モル濃度）について

①

・原子量、分子量、式量とモル濃度の関係

・モル濃度の計算方法

１１
溶液の濃度（モル濃度）について

②

・化学反応式とモル濃度について

１２

水素結合と水のイオン積について ・水素結合とは何か

・食品における水素結合の意味

・水のイオン積の意味

１３
酸性、アルカリ性とｐＨの関係及

びその計算について

・ｐＨの定義と求め方

１４

酸と塩基及び中和反応について ・酸と塩基の価数について

・中和と当量について

・中和の公式反応

１５

中和滴定について

総括と重要事項の再確認

・滴定による定量実験について

・重要事項のまとめ



【履修要件】

講義は演習形式で行います。まず、科目担当者が基礎事項についての説明を行い、その後、説明事

項に関連する演習問題を提示しますので、履修学生が各自で問題を取り組みます。科目担当者がそれ

らの問題についての考え方、解き方について説明を行います。なお、本科目は選択科目ですが、高校

で化学を履修していない学生や化学に自信のない学生には履修することを望みます。

【評価方法・基準】

・授業の中で行う理解度テストに応じて以下のように評価します。

秀(S)：90％以上、優(A)：80％以上、良(B)：70～79％、可(C)：60～69％、不可(D)：59％以下

【教科書・参考図書】

・教科書：「基礎からのやさしい化学」、田島 眞 編著、建帛社

・高校で用いた化学、生物および理科の教科書および参考書

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・高校で用いた教科書などで該当事項について、事前に学習することが必要です。

・前回の学習内容のノートを整理して授業に参加して下さい。

【担当教員からのメッセージ】

この授業は、栄養士養成課程の専門科目を学ぶ基礎となる科目です。毎回の授業の積み重ねが大切で

すので、復習は必ず行い、授業を欠席しないように体調管理をして下さい。継続は力なりです。



E1705 子どもの健康と食育

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 月 第Ⅴ講 丸田星子 1-211 170 月第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・自身の食生活について振り返り、健康を考えて生活することができる。

・「食育」の基本的知識を学び、発達に応じた食育活動ができるようになる。

・楽しく食べるための工夫を学び、こどもの食生活を援助するための知識を習得する。

・「おいしさ」に関わる要素とその特徴を学ぶ。

・食物アレルギーの基礎的な知識を学ぶ。

・遊びの中に食育を取り入れることができるようになる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

1 オリエンテーション

食育の意義

・ シラバス等説明

2 身近な食の問題を考える
・ 普段の食生活を振り返る

・ 食の問題について知る

3 食育計画の考え方
・ 保育の中で進める食育活動について

・ 発達に応じた食育活動について

4 楽しく食べるための工夫①
・ 食べ物に親しむための工夫について

・ 遊びを通して食べものに親しむ

5 楽しく食べるための工夫②

・ 食事環境について

・ 食事中のマナーについて

・ 手洗いについて

6 楽しく食べるための工夫③
・ 手の運動機能の発達を知る

・ 食具の使い方について

7 楽しく食べるための工夫④
・ 幼児のおやつについて

・ 調理体験と食べる意欲の関係

8 おいしさの要素を知る①

「におい」「味わい」

・ 「五味」について

・ 「におい」とおいしさの関係ついて

9 おいしさの要素を知る②

「色彩」「温度」「口当たり」

・ 「色彩」「温度」とおいしさの関係ついて

・ 「口当たり」と味の関係について

10 食育あそびのための媒体①
・ 食育あそびのための媒体について知る

・ 食育あそびのための媒体を考案する

11 食育あそびのための媒体② ・ 食育あそびのための媒体を作製する

12 食育あそびのための媒体③ ・ 食育あそびのための媒体を仕上げる

13 食育あそびのための媒体④
・ 作製した媒体を使って遊び、改善点や問題点を

考察する。

14 食物アレルギーを知る
・ 食物アレルギーの症状、原因食品について

・ 保育所におけるアレルギー対応について

15 食育活動の立案 ・ 保育所における食育活動を計画する



【履修要件】

・遅刻及び早退は 3回で欠席 1回の扱いとする。また 20分以上の遅刻は欠席とする。

・レポートや課題の提出期限を守ること。

【評価方法・基準】

・レポート・課題：85点

・受講態度：15点  私語、居眠り、内職等授業態度が悪い場合は減点とする。

【教科書・参考図書】

＜教科書＞

・保育者のための食育サポートブック  高橋 美保著 ひかりのくに

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・毎回の授業の内容を復習し、理解しておくこと。

【担当教員からのメッセージ】

乳幼児期の食育のねらいは、望ましい生活習慣や食生活を営む力を身につけることにあり、それらは

子どもたちの「生きる力」となります。「生きる力」は自然と身につくものではなく、幼い頃から、生

活の中で保護者や保育者からの適切な援助があって習慣化されていくものです。

この授業は子どもの「食」に関わる保育士・栄養士としてどのように「食育」の実践を進めていけば

いいのかを具体的に学び、子どもへの適切な援助のためのスキルを身につけるための授業です。また、

「食育」を実践するには、保育士と栄養士の連携が不可欠です。この授業は学科共通科目なので、他専

攻の学生ともコミュニケーションをとり、「食育」の共通理解に努めましょう。

そして子どもに関わる保育者自身が「健康」であることが何より大切です。自分の食生活について振

り返り、毎日の食生活が豊かになるよう心がけましょう。



＿

E1708 英語演習Ⅱ

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 火 第Ⅳ講 広川由子 2－204 138 木第Ⅲ講

【到達目標と学習成果】

・前期に引き続き、保育や子どもに関連する英会話を通して英語の基礎・基本を身につけることを目標

とする。

・保育の現場だけでなく、身近なことを英語で表現できる力も養うことを目指す。

・英語でプレゼンテーションすることを通して、発話に親しむ。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション

プレゼンについて

・後期授業の進め方、評価方法の説明

・グループ・分担・題材の決定

２
進行形 ・現在進行形、過去進行形、未来進行形

３
受動態 ・受け身形

４
完了形 ・現在完了、過去完了

５
比較 ・形容詞と福祉の比較変化

・原級、比較級、最上級

６
不定詞 ・to ＋ 動詞（原形）

７
動名詞 ・動詞（原形）＋ ing

８
関係詞 ・関係代名詞、関係副詞

９
仮定法 ・仮定法過去、仮定法過去完了

１０
英語でプレゼンテーション① ・パワポを使った料理レシピの発表

１１
英語でプレゼンテーション② ・同上

１２
英語でプレゼンテーション③ ・同上

１３
映画で学ぶ英会話① ・英語独特のフレーズの獲得

１４
映画で学ぶ英会話② ・英語という文化の理解

１５
まとめ ・14回の授業の振り返り

【履修要件】

・遅刻、授業中の私語は厳禁。

・英和・和英辞書を持参すること（スマホ・電子辞書可）。

・携帯電話・スマートフォンは担当教員の指示がある時を除き、いかなる理由においても使用禁止とす

る（使用が見つかったときは退席を命じ、その日は欠席扱いとする）。



【評価方法】

・オーラル・テスト（20）
・プレゼンテーション（20）
・期末テスト（60）

【評価基準】

・インタラクションとしての会話

① 明瞭な発音と適切なイントネーションで話ができる。

② 人前ではっきりと発話できる。

・語彙・文法

① コミュニケーションを行なうための最低限の語彙を有している。

② コミュニケーションを行なうための最低限の文法力を有している。

・積極的態度

① コミュニケーション活動に積極的に取り組むことができる。

② 表現が難しい場面でもコミュニケーションを継続させようと努力できる。

オーラル・テスト、プレゼンテーション、期末テストに上記の基準を勘案して総合的に判断する。

【教科書・参考図書】

・斎藤喜久志『Simply Grammar：シンプルセンテンスで学ぶ基本英文法』南雲堂、2016年。

・食や栄養に関するプリントなど、適宜、配布する。

・映画のリスニング。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・事前に英単語の意味を調べておくこと。

・会話練習をしておくこと。

・プレゼンテーションの練習など、授業外での努力を求める。

【担当教員からのメッセージ】

どのような職に就くのかにかかわらず、英語による発信力があったほうが今後の人生を考える上で有利

なことは疑いのないことです。そのことを踏まえつつ、この授業は英語という一言語に限定することな

く、広い意味での「ことばの教育」として行ないます。保育者・栄養士に関係なく、この授業を通して

ことばによる発信力を養いましょう。



E1709 海外英会話研修

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2 金 第Ⅴ講 広川由子 2-204 138 火第Ⅲ講

【到達目標】

・ミクロネシア短大における語学研修を通して異文化への理解を深める。

・渡航・研修参加にあたって必要となる基本知識・基本英会話を習得する。

・ミクロネシア短大の学生さんとの親睦・交流を深める。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

旅行会社の説明会①（9/26）
英文書類の作成

・ミクロネシア連邦とミクロネシア短大

・海外旅行に関する注意点

・旅程・旅行申込書・パスポート申請・旅行代金

の支払い・クレジットカード・傷害保険について

２

異文化体験の意義と心得

研修内容と授業予定の説明（9/ ）

・ミクロネシア連邦とミクロネシア短大

・海外旅行に関する注意点

・英文書類記入（入寮申込書） ・持ち物

３
滞在時の行動について

ミクロネシア基本情報（10/ ）

・滞在時の諸注意

・ミクロネシアの歴史・文化・生活

４
海外旅行英会話の練習（10/ ） ・イミグレーション ・機内

・自己紹介 ・日本文化の紹介

５
日本の保育実践の紹介①（11/ ） ・発表内容の決定 ・分担決定

６
日本の保育実践の紹介②（11/ ） ・日本語授業と幼稚園で披露する紙芝居、歌、リ

ズム遊び、手遊び、集団遊びを英語で練習

７
日本の保育実践の紹介③（11/ ） ・同上

８
日本の保育実践の紹介④（12/ ） ・同上

９
日本の保育実践の紹介⑤（12/ ） ・同上

１０
日本の保育実践の紹介⑥（12/ ） ・同上

１１
日本の保育実践の紹介⑦（1/ ） ・同上

１２
保育実践リハーサル（1/ ） ・リハーサル

１３
基本英会話の練習（1/ ）

帰国後の課題について

・COMの学生さんとの会話を想定した練習

１４
旅行会社の説明会②（2/ ） ・旅行会社による最終説明会

・出発当日の集合場所、時間の最終確認

１５
最終打ち合わせ

基本英会話の練習（2/ ）

・あらゆる場面で使えるフレーズを練習

１６
まとめ（3/ ） ・帰国後の反省会

・感想文とコラージュの提出

【履修上の注意】

・2018年 2月 18日出発 ～ 2月 28日帰国 （11日間）

・旅行会社説明会① 9月 26日（火）12：20～
・旅行会社説明会② 決定次第、アナウンスします。

・「授業＝海外旅行」ではないことを十分理解してください。



・英語、日本語に限らず積極的な発話、活動、コミュニケーション、協力を求めます。

・遅刻や欠席は厳禁。

・授業中の私語は慎むこと。

・渡航関係の書類は、提出期限を厳守すること。

・旅行会社の説明は聞き漏らしのないようにし、不明な点はその都度、解消すること。

・授業には毎回、辞書を持参すること（スマホ・英和和英辞書・電子辞書可）。

・英会話の練習は授業でも実施するが、語学研修への参加を決定したらすぐに各自で始めること。

・幼稚園訪問時とミクロネシア短大の日本語授業参加時に、日本の保育実践を英語で紹介する予定です。

今年度は紙芝居、おりがみ、手遊びなどを披露する予定です。これに関連する制作・練習は授業外にお

いても行なうことを求めます。

【評価方法】

・受講態度（30）
・現地での研修態度（40）
・研修後の感想文（1200字以上）（20）
・研修後の作品（写真コラージュ）（10）

【テキスト】

・必要に応じて資料やプリントを配布します。

【参考文献】

・外務省ウェブページ：http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/micronesia/data.html
・在ミクロネシア日本国大使館：http://www.micronesia.emb-japan.go.jp/index_j.html
・ミクロネシア連邦大使館：http://fsmemb.or.jp/images/top/image01.jpg



E1710 情報活用演習Ⅰ

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 木 第Ⅴ講 大島康司 3-101-2 169 水第Ⅲ講

【到達目標と学習成果】

・ マイクロソフトウインドウズ上でファイル操作ができる

・ ワープロソフトを使用して PC検定（文書作成）3級程度の文書処理能力を身につける

・ 電子メールソフトを使用して情報（ファイル添付などを含む）の授受ができる

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

授業の注意点とオペレーティング

システムの基礎

・半期の授業全体の流れと重要事項

・コンピュータの使用に関する注意事項

・本学のシステムの使用に関する注意事項

・ログオン・オフの方法

・電子メールソフトウェアの設定

２
タイピングの基礎

タイピングの練習 1
・ワープロソフトウェアの初歩的な使用方法

・タイピングの技術と理論

３

ファイル操作

タイピングの練習 2
・修飾キー

・ファイルの作成・複製・削除・修正

・簡単な文書の作成

４

画面の構成と GUIの基礎

タイピングの練習 3
・画面の構成と機能

・クリック・ダブルクリック・ドラッグ

・プレス・ドラッグ＆ドロップ

・メタファ

５

ワードと文字入力の基礎

タイピングの練習 4
・ワードの画面構成

・ポインタ形状の意味

・日本語入力システムの使用方法

６
選択・移動・複製

タイピングの練習 5
・オブジェクト

・オブジェクトの選択・移動・複製

７

文章の入力とページ設定

タイピング試験 1
タイピングの練習 6

・プリンタと印刷・プレビュー

・ページ設定

・余白

８

インデント、タブとタブストップ

タイピングの練習 7
・段落と字下げ

・ルーラー

・タブとタブストップ

９

編集機能

タイピングの練習 8
・フォントの種類・サイズ・修飾

・書式のコピー＆貼り付け

・選択の方法

１０

編集機能その 2
タイピングの練習 9

・段落・行間の設定

・段組み

・縦書きと横書き

・ルビ・複合文字

１１

表の編集

タイピングの練習 10
タイピング試験 2

・表・罫線の作成方法

・罫線の追加・削除

・行・列の追加・挿入・削除

１２

表の編集その 2
タイピングの練習 11

・罫線の種類

・セルの結合・分割

・表の各種書式設定

１３

図の描画

タイピングの練習 12
・図の挿入

・図形の作成・削除

・図形の重なり方

・図形の調整方法

１４ 検索・置換とヘルプ ・文書内での検索・置換



タイピングの練習 13 ・様々な検索の方法

・ヘルプの使用方法

１５

確認とまとめ

タイピングの練習 14
タイピング試験 3

・全体の復習

・今後の学習の方法

【履修要件】

・授業についての詳細な情報は授業のウェブページに掲載するので毎回確認する

・課題の提出方法を厳守し、指定の期日までに提出する

・タイピング練習を指示の通りに行い、確実に記録をとり、必ず毎回検認を受ける

・タイピング練習を省略する場合は、タイピング試験で合格点をとる必要がある

・質問等がある場合は、授業中に直接聞くことが望ましいが、授業中にできなかった質問については、

電子メールでも受け付ける

【評価方法・基準】

・課題（授業で課された課題を完成できたかどうか）40点

・タイピング練習（指示の通りに練習し、記録をつけ、検認を受けたかどうか）10点

・授業内容の理解（フィードバックへの記述内容・質問などが適切であったかどうか）10点

・期末試験と小テスト（問題の指示を実行できたかどうか）40点

【教科書・参考図書】

・30時間アカデミック情報リテラシー Office2016、実教出版

・図書室、4-202号室などに様々な資料が用意されている

・インターネットで検索すれば様々な資料を見つけられる

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・課題の修正等を必要に応じて授業時間外で実施する

・授業を欠席した場合には、授業時間外で欠席した授業の内容を確認し、不明な点などを担当教員に問い合

わせ、課題を完成させ、次の授業に備えておく

【課題の提出方法】

・原則として、課題は電子メールに添付して提出する

・課題のファイル名は学生番号と課題番号を組み合わせて「17810??-01」のようにする（??は各自の学生番

号とし、ファイル名で使用する文字は半角英数のみとする）

・電子メールの送付先は、taskpost@konan.ac.jpとする

・電子メールの表題（件名）は指示にしたがって正確に付ける

【担当教員からのメッセージ】

コンピュータの使用技術は難しくありませんが、複雑なことがたくさんあります。しかし、複雑なこ

とは単純なことの積み重ねにしか過ぎません。一つひとつのことに丁寧に取り組めば、とても複雑なこ

ともできるようになります。すべてのことに丁寧に取り組むようにしてください。



E1711 情報活用演習Ⅱ

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 金 第Ⅳ講 大島康司 3-101-2 169 水第Ⅲ講

【到達目標と学習成果】

・ ワープロソフトを使用して PC検定（文書作成）3級程度の文書処理能力を身につける

・ 表計算ソフトを使用して簡単な表計算ができる

・ プレゼンテーションソフトを使用してプレゼンテーションを実行できる

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

表計算ソフトの基礎

タイピング課題 1
・半期の授業全体の流れと重要事項

・エクセルの画面構成

・セル、アクティブセル、列、行

２
データの作成

タイピング課題 2
・アクティブセルの移動

・数字、文字、式の入力・クリア

３
表の編集

タイピング課題 3
・セルの書式設定

・罫線の作成・削除

４

グラフの作成

タイピング課題 4
タイピング試験 1

・データの選択方法

・棒グラフの作成

・グラフの書式設定

５
計算式・関数の利用

タイピング課題 5
・関数

・SUM関数、AVERAGE関数、MAX関数

６
関数の利用その 2
タイピング課題 6

・その他の関数

・条件判断とネスティング

７
関数の利用その 3
タイピング課題 7

・LOOKUP関数、INDEX関数

・リスト

８

データベースの活用

タイピング課題 8
タイピング試験 2

・データベースと表の関係

・並べ替えと検索

９
データベースの活用その 2
タイピング課題 9

・フィルター

・ピボットテーブル、ピボットグラフ

１０
プレゼンテーションの基礎

タイピング課題 10
・パワーポイントの画面構成

・アウトライン

１１

プレゼンテーションの作成

図形の挿入

タイピング課題 11

・テーマの作成

・アウトラインの作成

・図形の挿入、描画、削除

１２

プレゼンテーションの作成 2
オブジェクトの挿入

タイピング課題 12

・図形の順序、グループ

・アウトラインから詳細作成

・画面切替の効果

１３

プレゼンテーションの実行

効果の追加と支援機能

タイピング課題 13

・プレゼンテーションの準備

・プレゼンテーションの実行方法

・アニメーション効果

１４
プレゼンテーションの作成 3
タイピング課題 14

・プレゼンテーションの修正

・修正方法

１５

プレゼンテーションの実行 2
タイピング課題 15
タイピング試験 3

・全体の復習

・今後の学習の方法



【履修要件】

・授業についての詳細な情報は授業のウェブページに掲載するので毎回確認する

・課題の提出方法を厳守し、指定の期日までに提出する

・タイピング課題を指示の通りに行い、確実に記録をとり、必ず毎回検認を受ける

・タイピング課題を省略する場合は、タイピング試験で合格点をとる必要がある

・質問等がある場合は、授業中に直接聞くことが望ましいが、授業中にできなかった質問については、

電子メールでも受け付ける

【評価方法・基準】

・課題（授業で課された課題を完成できたかどうか）40点

・タイピング課題（指示の通りに練習し、記録をつけ、検認を受けたかどうか）10点

・授業内容の理解（フィードバックへの記述内容・質問などが適切であったかどうか）10点

・期末試験と小テスト（問題の指示を実行できたかどうか）40点

【教科書・参考図書】

・30時間アカデミックOffice 2016、実教出版

・図書室、4-202号室などに様々な資料が用意されている

・インターネットで検索すれば様々な資料を見つけられる

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・課題の修正等を必要に応じて授業時間外で実施する

・授業を欠席した場合には、授業時間外で欠席した授業の内容を確認し、不明な点などを担当教員に問い合

わせ、課題を完成させ、次の授業に備えておく

【課題の提出方法】

・原則として、課題は電子メールに添付して提出する

・課題のファイル名は学生番号と課題番号を組み合わせて「17810??-01」のようにする（??は各自の学生番

号とし、ファイル名で使用する文字は半角英数のみとする）

・電子メールの送付先は、taskpost@konan.ac.jpとする

・電子メールの表題（件名）は指示にしたがって正確に付ける

【担当教員からのメッセージ】

コンピュータの使用技術は難しくありませんが、複雑なことがたくさんあります。しかし、複雑なこ

とは単純なことの積み重ねにしか過ぎません。一つひとつのことに丁寧に取り組めば、とても複雑なこ

ともできるようになります。すべてのことに丁寧に取り組むようにしてください。



E1715 キャリアデザイン

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 水 第Ⅱ講 福岡 恩 1-213 171 月第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・「自分の生涯を通し、修得した専門知識や技術を活かして社会の中で働く」ことの意義を把握する。

・希望の職種に就くために、社会人として守るべき基本的ルール及び公的な場所で自信を持って行動する

ためのマナーを身につける。

・「希望職種で就職する」もしくは「キャリアアップ目指して進学する」ための具体的行動方法を理解する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
キャリアデザインとは

ハローワーク職員講話

「キャリアデザイン」の意味を理解する

「正規雇用と非正規雇用」「専門職種での就職」

２
就職模擬試験

自己分析

就職試験（一般常識・専門分野）の模擬問題

「自分自身」を文章で具体的に表現する

３
【テスト①】

SPI対策 「国語」

就職試験で問われる社会人としての国語力レベル

を把握する

４
【テスト②】

SPI対策 「数学」

就職試験で問われる社会人としての算数力レベル

を把握する

５
【テスト③】

筆記試験対策講座

専門職種ごとに課される一般常識及び専門知識に

関する筆記試験内容を把握する

６
【テスト④】

小論文対策講座

就職試験で課されることの多い小論文の書き方を

把握する

７
働くということ

（パネルデイスカッション）

専門職種に就いて活躍している卒業生との対話

専門職として職場で働き続ける意識の高さを学ぶ

８
【テスト⑤】

就職活動の流れ

各々の専攻で目指す専門職種に就くための就職活

動方法を把握する

９
業界研究

（パネルデイスカッション）

専門分野各業界で組織を統轄される方々との対話

－専門各分野において求められる人物像とは－

１０
【テスト⑥】

就職活動におけるマナー講座

就職希望先に好印象を残す、社会人としての作法

を学ぶ

１１
【テスト⑦】

面接の受け方とポイント

就職活動時の面接を勝ち抜いていくための話し方

及び立ち居振る舞いのポイントをつかむ

１２
【テスト⑧】

就職活動体験発表

積極的な就職活動により、希望職種に就職が決ま

った卒業年次生の体験から活動方法を学び取る

１３
就職特別講演 経験豊かな特別講師の講話から、専門職業人とし

てのキャリアの積み方を学ぶ

１４
履歴書/エントリーシート対策講座

－書類選考突破のために－

就職活動において好印象を与える履歴書及びエン

トリーシートの書き方を学ぶ

１５
キャリアデザインまとめ

【期末試験】

これまで学んできたキャリアデザインについての

総括・筆記試験

【履修要件】

・毎回授業開始時には、講義室入り口の掲示に従い、学籍番号順に指定された座席へ着席していること。

・受講に際しては学生らしい清潔感ある身だしなみを心がけ、社会人としてのマナーを守ること。



【評価方法・基準】

・期末筆記試験（100点）＋出席を含む受講態度（25点）＋小テスト（40点）＋各回レポート（75点）

＝240点

として総合評価する。

秀＝240～210点 優＝209～180点 良＝179～150点 可＝149～120点《以上合格》 119点≧不可

【教科書・参考図書】

・「カレッジパスポート」（1年生前期「基礎セミナー」時テキスト）

・成美堂出版編集部編 「最新最強の一般常識」  （成美堂出版株式会社）

・西川真理子「図解 栄養士・管理栄養士をめざす人の文章術ハンドブック」（化学同人）

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・3回目以降実施する小テストは、サブテキストの問題集から出題する。初回に、サブテキスト中の各回出題範

囲を提示するので、必ず事前に予習しておくこと。

【担当教員からのメッセージ】

本講義は、あなたがこれからの人生をどのように生きていくか、真剣に考えていくための時間です。

あなたが本学で学んだことを活かすためには、どのように就職活動していけばよいのか具体的に示して

いきます。自分自身の人生を、いきいきと歩んでいけるよう、毎回の授業に真摯に取り組みましょう。



E1718 生化学

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 木 第Ⅰ講 吉尾信子 2-106 128 月第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・人間の身体のしくみを理解し、身体構成成分であるたんぱく質、脂質、核酸の構造とそれらの生体内

代謝における働きを知るとともに、糖質、脂質及びたんぱく質からのエネルギー生成経路を把握する。

・人間が生きるために『食べる』ものが、身体内においてどのように変換され、『生命活動』へとつな

がっていくのか、その過程を理解し、『栄養士』として、人々に『命をつなぐ《食》』への働きかけが

実践できるだけの基礎力を身につける。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
生化学を学ぶ意義の把握

シラバスによる説明

生命活動そのものについて学ぶのが『生化学』

生命を維持する人体のしくみを理解する

２
たんぱく質の構造とはたらき① たんぱく質の構造及びその存在形態を理解する

３
たんぱく質の構造とはたらき② たんぱく質の構造と生命の根源であるその機能性

との関わりを理解する

４
糖質の構造とはたらき① 糖質の構造及びその存在形態を理解する

５
糖質の構造とはたらき② 糖質の構造とエネルギーを生み出すその機能性と

の関わりを理解する

６
脂質の構造とはたらき 脂質の構造と存在形態、ならびにその機能性につ

いて理解する

７
核酸の構造とはたらき 核酸の構造と存在形態、ならびに遺伝情報を伝え

るその機能性について理解する

８
酵素の性質とはたらき 酵素の化学的性質と存在形態、ならびに生体の代

謝活動を支えるその機能性について理解する

９
ビタミンの種類とはたらき① 脂溶性ビタミンの種類とその生体内における機能

について理解する

１０
ビタミンの種類とはたらき② 水溶性ビタミンの種類とその生体内における機能

について理解する

１１
水およびミネラルのはたらき 水およびミネラルの生体内における機能について

理解する

１２
栄養素の消化・吸収 生体内に取り込まれた栄養素が消化され吸収され

ていく機構を理解する

１３
生体の恒常性を保つシステム 生体内の恒常性を保つさまざまなシステムについ

て理解する

１４
エネルギーの消費と供給 生体内において、エネルギーが消費され、また供

給されていく機構を理解する

１５
免疫＝生体の防御システム 外敵から生体を防御するために備わっている機構

について理解する

【履修要件】

・ 受講時には、1年前期に履修した「栄養学」の教科書及びノートを携行する。

【評価方法・基準】

・ 小テスト形式の中間筆記試験（20%）及び学期末筆記試験（80%）の比率で総合評価する。

秀＝100～90点 優＝89～80点 良＝79～70点 可＝69～60点 《以上合格》 59点≧不可



【教科書・参考図書】

・「イラスト生化学入門《第 3版》」：相原・大森・尾庭・武中・田村・長村・野澤共著 （東京教学社）

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・ 1年前期に履修した「栄養学」の教科書及びノートを手元に置いて予復習する。

・ 同時期開講の「食品学」とも関連づけて、理解することを心がける。

【担当教員からのメッセージ】

「生化学」は、「生命とは何か？」を探求する学問分野であり、化学的な分析方法が進歩している昨

今、常に世界のどこかで新しい知見が得られています。それらの知識を集約していくと、最終的には、

「人間とは何か？」「わたしたちは何のために生きているのか？」という、簡単ながら実は難しい命題

に直面することになります。人間の生命のしくみを理解するためには、覚えておくべき基本的事項がい

くつかあり、それらは、「栄養士」として、多くの人の生命に直結する「食」を担当するのであれば、

必須の事柄でもあります。同時開講の他の科目ともつなげながら、学修を進めましょう。



E1723 食品学

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 火 第Ⅳ講 吉尾信子 2-106 128 月第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・食品を構成する主な成分（水分・炭水化物・脂質・たんぱく質・ビタミン・ミネラル）がどのような

形で食品中に存在しているかを理解する。

・経時的な食品成分の変化及びそれらの成分の生体内での作用ならびに機能性について理解する。

・食品のさまざまな性質を十分把握した上で栄養的付加価値のより高い食品を選択できるようになる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
食品学の意義について学ぶ

シラバスに基づく解説

・食品学を学ぶ意義

・食品の分類法

２
食品成分表の成り立ち及びその活

用法について学ぶ

・七訂食品成分表(2015年版)の特徴

・食品を選ぶにあたっての食品成分表の活用法

３
食品と『水』との関わりについて

学ぶ

・食品成分中の『水』の存在形態

・水分活性；他成分との関わりにおける水の役割

４
食品成分中の『炭水化物』につい

て学ぶ

・食品成分中の『炭水化物』の存在形態

・エネルギー源としての役割

５
食品成分中の『脂質』について

学ぶ

・食品成分中の『脂質』の存在形態及びその役割

・食品中の必須脂肪酸の重要性とその摂取方法

６
食品成分中の『たんぱく質』につ

いて学ぶ

・食品成分中の『たんぱく質』の存在形態と役割

・食品中の必須アミノ酸の重要性とその摂取方法

７
食品成分中の『脂溶性ビタミン』

について学ぶ

・食品成分中の『脂溶性ビタミン』の存在形態

・4種の脂溶性ビタミンの重要性と摂取方法

８
食品成分中の『水溶性ビタミン』

について学ぶ

・食品成分中の『水溶性ビタミン』の存在形態

・9種の水溶性ビタミンの重要性と摂取方法

９
食品成分中の『ミネラル』につい

て学ぶ

・食品成分中の『ミネラル』の存在形態と役割

・微量成分としての『ミネラル』摂取の重要性

１０
食品成分中の『色素成分』及び

『褐変』現象について学ぶ

・食品成分中の『色素成分』の存在形態と役割

・食品における『褐変』現象

１１
食品の『香り』について学ぶ ・食品成分中の『香り成分』の本質

・調理加工中に発生する『香り成分』

１２
食品中の『呈味成分』及び調味料

による『味付け』との関係を学ぶ

・食品成分中の『呈味成分』の成り立ち

・調味料との相乗効果で創出される『味』

１３
食品中の『機能性成分』について

学ぶ

・食品成分の持つ『機能性』についての理解

・食品の『機能性』と特定保健用食品

１４
食品成分に由来する物性変化につ

いて学ぶ

・食品成分及び成分間反応により生ずる物性変化

・食品のテクスチャー

１５
食品の官能評価法について学ぶ ・食品の官能検査

・人間の感覚を基準とする食品評価方法

【履修要件】

・1年前期に履修した「栄養学」の教科書及びノートを常に見直せるようにしておくこと。

【評価方法・基準】

・①中間筆記試験(20%) ②期末筆記試験(80%) の比率で評価する。

  秀=100~90点 優=89~80点 良=79~70点 可=69~60点 《以上合格》 59点≧不可



【教科書・参考図書】

・「イラスト食品学総論《第 6版》」：種村・江藤・道家・仁王・西岡・尾崎等共著 （東京教学社）

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・授業前には、教科書の該当部分に目を通しておくこと。

・授業で学習した内容はノートにまとめ、教科書及び配布プリントと照合して必ず確認しておくこと。

【担当教員からのメッセージ】

・私たちは、毎日「たべもの」を食べることによって、生きています。さらに、将来、多くの人の「食」

を預かるプロフェッショナルとしての「栄養士」免許を活用するためにも、自分自身及び周囲の人び

との食生活に関心を向け、食に関する情報を積極的に吸収するよう心がけましょう。

・時間を作って、スーパーマーケットやコンビニエンスストアの食品売り場、魚屋さん、肉屋さん、八

百屋さん等一般食料品店の店先をながめ、『食品を観る眼』を養いましょう。



E1728 食品衛生学実験

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

実験 １ 木 第 5～7時限 宇野和明 2-102 123 水第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・ 栄養士として食中毒を防ぐための食品衛生管理手法に関する知識・技能を身につけ、実践することが

できる。

・ 実験内容をレポート（ワープロ・表計算ソフト等による作成）としてまとめ、報告することができる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

授業計画（シラバス）の説明、実

験テキストの作成、実験器具の準

備、レポート作成要領について

・実験内容について概要を理解する。

・実験に用いる器具の種類を知る。

・レポートの書き方を理解する。

２
容積、重量、密度に関する実験 ・容積、重量と密度との関係

３
手指の衛生検査、

調理器具の衛生検査

・手洗いと殺菌

・調理器具の衛生管理

４
食器洗浄に関する実験 ・食器洗浄と残留物

５
水道水中の残留塩素に関する実験 ・水道水中の残留塩素の役割、残留濃度

６
卵の品質と保存に関する実験

（０週）

・卵の形態と品質、濃厚卵白と水様性卵白

７
卵の品質と保存に関する実験

（保存１週）

・卵の保存温度と品質

８
卵の品質と保存に関する実験

（保存２週）

・ハウ・ユニット、卵白係数、卵黄係数

９
卵の品質と保存に関する実験

（保存３週）

・保存温度による密度変化

１０
酵母の培養実験① 培地の調製、

空中落下菌測定用培地の調製

・酵母及び空中落下菌について

・培養培地の種類

１１

酵母の培養実験② 種々の培地へ

の移植法、

空中落下細菌の測定

・培地移植方法

・厨房の衛生管理

１２
酵母の培養実験③培地観察、

水の硬度に関する実験

・酵母の増殖法

・軟水と硬水

１３
酵母の培養実験④顕微鏡観察 ・酵母の形態

１４
食品の生菌数、大腸菌群の測定、

食品の簡易検査

・食品の細菌検査

１５
実験器具のかたづけ、実験のまと

め、提出レポートの総括

・重要事項のまとめとレポート総評

【履修要件】

・受講する学生は主体的に参加して実験課題に取り組むこと。

・ワープロ・表計算ソフト等でレポートを作成報告しなければならない。



【評価方法・基準】

・受講態度とレポート点（合計 100点）で以下のように評価する。

秀(S)：90％以上、優(A)：80％以上、良(B)：70～79％、可(C)：60～69％、不可(D)：59％以下

【教科書・参考図書】

・自作のテキストを用いる。

・参考図書は課題ごとに紹介する。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・テキストに目を通して、実験の概要をイメージすること。

・班での役割分担を事前に決めておくこと。

・日頃から新聞などのメディアに目を通して、食品衛生に関する記事について学習して下さい。

【担当教員からのメッセージ】

この実験授業は、食に関わる栄養士にとって非常に重要な必修科目です。欠席しないように体調管理を

して下さい。この実験は危険を伴いますので、教員の指示に従って下さい。また、レポートは必ず期日

までに提出して下さい。



E1730 ライフステージ栄養学

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 月 第Ⅳ講 木内清美 2-201 131 月第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・エイジングとともに変化する形態や摂食機能について理解する。

・胎生期、乳児期、幼児期、学童期、思春期、成人期、高齢期といったライフステージごとの生理的特

性を知り、栄養上の特徴を理解する。

・ライフステージごとの栄養アセスメントと栄養ケアについて理解する。

・運動時や特殊環境下の栄養補給について理解する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション

ライフステージ栄養学とは

・エイジングと栄養

・栄養マネジメント

２ 母性栄養①
・女性の特性

・妊娠期・授乳期の特性

３ 母性栄養②
・妊娠期・授乳期の食事摂取基準

・妊娠期・授乳期の栄養アセスメントと栄養ケア

４ 新生児期・乳児期の栄養①
・新生児期・乳児期の特性

・生理的機能の発達

５ 新生児期・乳児期の栄養②
・乳児期の食事摂取基準

・乳児期の栄養補給法

６ 新生児期・乳児期の栄養③
・授乳・離乳の支援ガイド

・新生児期・乳児期の栄養と病態、疾患

７ 食物アレルギー
・食物アレルギーの機序

・ライフステージと食物アレルギー

８
母性栄養・新生児期・乳児期の

まとめ
・前半の講義のまとめ

９ 成長期の栄養①
・成長期の特性

・幼児期の栄養アセスメントと栄養ケア

１０ 成長期の栄養②
・学童期の栄養アセスメントと栄養ケア

・思春期の栄養アセスメントと栄養ケア

１１ 成人期・高齢期の栄養
・成人期・更年期・高齢期の特性

・更年期からの生活習慣病予防と栄養ケア

１２ 高齢期の栄養
・高齢期の食生活の特徴

・高齢期の栄養ケア・マネジメントの特徴

１３ 食事摂取基準

・食事摂取基準策定の基礎理論

・食事摂取基準活用の基礎理論

・エネルギー・栄養素別食事摂取基準

１４ 運動と栄養
・運動時の生理的特徴とエネルギー代謝

・運動と栄養ケア

１５ 環境と栄養
・ストレスと栄養

・特殊環境下における栄養

【履修要件】

・毎回小テストを行い、学修の確認を行います。必ず授業に出席して小テストを受けてください。中間・

期末の試験は小テストを中心に出題します。

【評価方法・基準】



・受講態度(小テストの結果を含む）20％ 中間試験 40％ 期末試験 40％で 100点に換算して評価

します。

  秀：90点以上 優：80～89点 良：70～79点 可：60～69点 不可：59点以下

【教科書・参考図書】

・応用栄養学 森基子他 医歯薬出版

・四訂応用栄養学 江澤郁子、津田博子編著 建帛社

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・シラバスにしたがって講義を進めます。必ず事前に教科書の該当箇所を読んでから授業に出席してく

ださい。

・授業後は、小テストの見直しをしてください。

【担当教員からのメッセージ】

ヒトの一生を栄養の観点からみていく科目です。家族や身近な人に各々のライフステージに該当す

る方があるのではないかと思います。それらの方々を思い浮かべながら、また将来の自分自身に関わ

ることとして授業に積極的に参加してください。



E1732 おとなの臨床栄養学

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 木 第Ⅱ講 林 幸子 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・ 生活習慣病といわれる病気の種類、概念や発症のメカニズムがわかる。

・ 健康を保持・増進し、生活習慣病を改善・予防する栄養と食事について理解できる。

・ おとなに多い健康障害を持つ人の食事療法や栄養療法の必要性と方法を理解できる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

ガイダンス

臨床栄養学とは何か

・ 臨床栄養学の意義と目的

・ 疾患別の栄養管理（食事療法）

・ 医療と臨床栄養

２

臨床検査の意義とその種類 ・ 意義と知識

・ 種類（項目）

・ 栄養状態の評価指標（検査値）

３
①食道・胃・腸の病気 ・ 消化器疾患の病態生理

・ 胃腸疾患の栄養管理

４

②肝臓・胆嚢・膵臓の病気 ・ 肝疾患

・ 胆のう・胆道系疾患（胆石）

・ 肝・胆・膵臓疾患の栄養管理

５

③糖尿病の種類と概念 ・ 糖尿病の分類

・ 合併症の病態生理

・ 教育入院

・ 糖尿病の栄養管理

６

④糖尿病 糖尿病と食事療法

交換表を利用して

・ 糖尿病の病態と診断基準

・ 糖尿病の症状と検査

・ 糖尿病の食事療法（食品交換表の利用）

７

⑤肥満及び痛風 ・ 肥満症（BMIの指標、治療食の適用）

・ 尿酸の動態と高尿酸血症

・ 痛風の病態と診断基準

・ 肥満、痛風の栄養管理

８

⑥高脂血症・動脈硬化症 ・ 脂質異常症（栄養管理の必要性）

・ 動脈硬化

・ ライフスタイル改善治療

・ 食生活の是正

・ 高脂血症・動脈硬化症の食事療法

９

⑦循環器の病気（心臓病・高血圧

症）

・ 心臓の機能とその異常

・ 高血圧症の病態と食事療法

・ 循環器疾患の栄養管理

１０
⑧循環器の病気（脳卒中） ・ 脳卒中、脳梗塞の概念と病態

・ 食事療法と食事指導

１１

⑨腎臓の病気（腎不全・透析） ・ 腎臓の働き

・ 腎不全

・ 人工透析と腹膜透析の違い

・ 透析の栄養管理

１２

⑩血液の病気（貧血） ・ 血液の機能とその異常

・ 貧血

・ 白血病、紫斑病

・ 血液疾患の栄養管理

１３

⑪骨・歯の病気（骨粗鬆症、歯周

病）

・ 骨の病態生理（骨粗鬆症）

・ 歯疾患の病態生理（歯周病）

・ 骨・歯の病気の栄養・食事管理



１４

⑫外科と栄養管理 ・ 術前、術後の栄養管理

・ クリティカルケア

・ 摂食機能障害

１５
まとめ 授業のまとめ

【履修要件】

・出席を重視する。

・事情により授業内容が入れ替わることがある。

・栄養士として知っておくべき臨床栄養学の基礎となりますので、真剣に取り組んでほしい。

【評価方法・基準】

受講態度 30点 期末テスト 65点 課題提出 5点として以下のように評価する。

秀（90点以上）優（80～89 点）良（70～79点）可（60～69 点）不可（59点以下）

【教科書・参考図書】

「臨床栄養学 疾病編」嶋津 孝・下田妙子、科学同人

【授業外学習の指示（準備学習等）】

次回授業内容を指示しますので必ず予習して授業に出席して下さい。

【担当教員からのメッセージ】

食物を通して人の健康に直接寄与する学問が｢臨床栄養学｣であり生活習慣病が生涯を通して大きな

問題となっている今日、我国では食習慣の予防や改善をする上で最も重要な科目と考えます。今までの

病院経験といろいろな事例をもとに栄養士として社会に貢献してもらえるよう授業に反映していきた

いと思います。



Ｅ1733 栄養学実習

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

実習 1 金 3～5時限 福岡 恩 1-213 171 月第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・ ライフステージ別における特性について理解し、栄養管理（アセスメント・ケア計画、献立立案）

や調理が出来るようになる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
概要説明、班編成

食事計画 栄養ケア計画

栄養ケア計画、栄養アセスメント

２

妊娠期・授乳期の栄養 妊産婦のための食生活指針

授乳の支援に関する基本的考え方

（栄養補助食品の試食、調理）

３
妊娠期・授乳期の栄養 妊娠期・授乳期の栄養管理

４
新生児期・乳児期の栄養 乳汁栄養 離乳食

（調整粉乳・市販離乳食試食・離乳食の調理）

５
離乳期・幼児期の栄養 離乳食の調理（大人の料理からの展開食について

理解する。）

６
幼児期の栄養 幼児期の栄養管理

７
幼児期の栄養

食物アレルギーと食事

食物アレルギー、代替食

食物アレルギー対応食の調理

８
幼児期の栄養 児童福祉施設・保育所における栄養管理

アレルギー対応した幼児向け給食の調理

９
学童期の栄養 学童期の栄養管理

小児生活習慣病 学校給食

１０
思春期・若年成人期の栄養 思春期・若年成人期の栄養管理

１１
成人期の栄養 生活習慣病・メタボリックシンドローム予防の食

事の調理

１２
高齢期の栄養

（高齢期一般、低栄養）

高齢期の栄養ケア

高齢者低栄養の栄養ケアの実際

１３
高齢期の栄養

（摂食・嚥下障害）

増粘剤・凝固剤などを使用したソフト食の調理

硬さや粘度を調整する食材の試食

１４ スポーツと栄養 スポーツ選手の栄養管理

１５
環境と栄養 熱中症と栄養

災害時の栄養

【履修要件】

ライフステージや対象の特性を理解する。また、特徴的な食について自分たちで調理したり、試食したりし

理解を深める。

それを踏まえ、症例についてケア計画を考え、献立の提案をする。

課題作成は時間外の作業となる場合がある。

【評価方法・基準】

・ 授業態度 45点、レポート等提出物 55点

秀（90点以上）優（80点以上）良（70～79点）可（60～69点）不可（59点以下）



【教科書・参考図書】

・ 応用栄養学実習書（建帛社）

・ 栄養士管理栄養士必携（前期に購入済み）

・ 食品成分表（前期に購入済み）

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・ 教科書を一読すること。

・ 図書館などで献立の参考となる書籍を探しておくこと。

【担当教員からのメッセージ】

この授業は調理とアセスメント・ケア計画を重視し進めます。どちらも大切ですので偏らず取り組ん

でください。



E1738 栄養指導論

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 月 第Ⅲ講 丸田星子 1-211 170 月第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・ 栄養指導業務に従事するために必要な知識と技術を理論的に学ぶ。

・ ライフステージ別、ライフスタイル別の栄養特性と栄養指導について理解する。

・ 対象に応じた栄養指導のための指導案を立案することができる。

・ 地域における栄養指導（江南市消費生活展）への参加から実践方法を学ぶ。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

1 オリエンテーション

栄養指導の技術

・ シラバス等説明

・ 栄養指導論では何を学ぶか

・ プレゼンテーション技術について

2 ライフステージ別の栄養指導 1
妊娠期

・ 妊娠期の栄養特性と栄養指導のポイントにつ

いて学ぶ

3 ライフステージ別の栄養指導 2
授乳期

・ 授乳期の栄養特性と栄養指導のポイントにつ

いて学ぶ

4 ライフステージ別の栄養指導 3
幼児期

・ 幼児期の栄養特性と栄養指導のポイントにつ

いて学ぶ

5 ライフステージ別の栄養指導 4
学童期

・ 学童期の栄養特性と栄養指導のポイントにつ

いて学ぶ

6 小テスト①

地域における栄養教育指導 1
・ 地域における栄養指導（江南市消費生活展）に

ついて知る

7 地域における栄養教育指導
・ 地域における栄養指導（江南市消費生活展）に

参加し、実践方法を学ぶ

8 ライフステージ別の栄養指導 5
中学・高校生期

・ 中学・高校生期の栄養特性と栄養指導のポイン

トについて学ぶ

9 ライフステージ別の栄養指導 6
成人前期

・ 成人前期の栄養特性と栄養指導のポイントに

ついて学ぶ

10 ライフステージ別の栄養指導 7
成人中期

・ 成人中期の栄養特性と栄養指導のポイントに

ついて学ぶ

11 ライフステージ別の栄養指導 8
成人後期

・ 成人後期の栄養特性と栄養指導のポイントに

ついて学ぶ

12 ライフステージ別の栄養指導 9
高齢期

・ 高齢期の栄養特性と栄養指導のポイントにつ

いて学ぶ

13 小テスト②

栄養指導に必要な知識と技術 1
・ 対象者の食生活上の課題・問題点の理解と実態

をふまえた栄養指導について

14 栄養指導に必要な知識と技術 2 ・ 指導案の作成に必要な検討項目について

・ 対象者を決め、指導案を作成する

15 栄養教育に必要な知識と技術 3 ・ 指導案を完成させる



【履修要件】

・遅刻及び早退は 3回で欠席 1回の扱いとする。また 20分以上の遅刻は欠席とする。

・課題の提出期限を守ること。

【評価方法・基準】

・期末試験・小テスト：80点

・課題・レポート：20点

【教科書・参考図書】

＜教科書＞

・「Nブックス 改訂 栄養指導論」    相川 りゑ子 編著  （株）建帛社

・「栄養士のための栄養指導論 第 5版」   芦川修貮・田中弘之 編著  （株）学建書院

＜参考図書＞

・「管理栄養士 栄養士必携 データ・資料集」 日本栄養士会 編 第一出版

・「食品成分表 2015」    女子栄養大学出版部

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・日頃より自分の身の回りの社会情勢や、栄養にかかわる問題に対して気を配ること。

・前回の講義内容を復習し、理解しておくこと。

【担当教員からのメッセージ】

この授業は「栄養教育論」で学んだことをベースに、人々が健康な状態を保持するために、どのような

食生活を送ればよいか、どのような食事が望ましいのかを的確に教育・指導するための知識をさらに深め

ます。ライフステージ別、ライフスタイル別の栄養特性と栄養指導については 1年生後期に開講されてい

る「ライフステージ栄養学」や「栄養学実習」とリンクしていますので、それぞれの科目で学ぶことを関

連付けて理解してください。11 月には 2年次に出展する「江南市消費生活展」の見学を行ない、栄養指導

の実践を肌で感じてもらいたいと思います。

指導の実践を行なう 2年生の「栄養教育指導実習Ⅰ・Ⅱ」につながる科目ですので、しっかりと取り組

んでください。



Ｅ1741 給食管理

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 金 第Ⅰ講 福岡 恩 1-213 171 月第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・給食の運営に必要な要素（栄養・食事管理、調理管理、施設・設備管理、組織・人事管理、会計・原

価管理、情報処理管理）について理解する。また各種給食施設の特性について理解する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

履修上の注意、テキスト、成績評

価等について説明

給食の概念

給食の定義と目的

・給食システム

２ 給食の概念
給食施設の特徴と関連法規

・学校給食法

・児童福祉法、児童福祉施設最低基準

・入院時食事療養制度、医療法施行規則

・院外調理について

・老人福祉法

・事業所給食の目的

３ 給食の概念

４ 給食の概念

５ 栄養・食事管理 栄養・食事のアセスメント

６ 栄養・食事管理 食事の計画

７ 栄養・食事管理 食事計画の実施、評価、改善

８ 給食の品質管理 品質と標準化

９ 給食の品質管理 原価

１０ 給食の品質管理 食材

１１ 給食の品質管理 生産と提供

１２ 給食の施設・設備
生産施設・設備設計

・食事環境の設計と設備

１３ 給食の安全・衛生 安全・衛生の概要

１４
給食の安全・衛生

給食の人事管理

安全・衛生の実際

給食業務従事者の雇用形態・教育・訓練

１５ 給食の安全・衛生 事故・災害時対策

【履修要件】

・ 教科書、参考図書を中心に、事例紹介も交えながら授業を進めます。

・ プリントに学習内容や感想などをまとめていきます。

【評価方法・基準】

・期末試験（85 点）、授業態度（15 点）

  秀（90点以上）優（80点以上）良（70～79点）可（60～69点）不可（59点以下）



【教科書・参考図書】

・給食経営管理論 韓 順子 大中 佳子著 第一出版株式会社

・管理栄養士・栄養士必携（1年前期に購入済み）

・はじめての大量調理 殿塚婦美子 山本五十六 学建書院

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・教科書を一読してください。

・給食について自分の考えをまとめてみてください。

【担当教員からのメッセージ】

給食管理は栄養士として現場で働くために必要な知識を得られる重要な科目のひとつです。今後の実習

や進路選択へ活かせるよう積極的に学んでください。



E1746 調理学実習（応用）

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

実習 1 火 第 3～5時限 木内清美 2-201 131 月第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・ 季節の素材を使った西洋料理・中国料理・日本の行事食を中心に学び、各々の調理法を身につける。

・ 西洋料理のソース・ルー、焼き菓子の基本を学ぶ。

・ 日本料理の行事食について理解し、調理する。

・ 食品のおよその量の見当をつけることができる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
芙蓉蟹

青椒肉絲

・オリエンテーション

・卵の扱い方

・中国料理の素材の切り方

２
太巻きずし、細巻きずし

茶碗蒸し

・行事食

・卵の希釈性

３
栗飯、てんぷら

土びん蒸し

・こわ飯の調理・てんぷら素材の扱いと揚げ方

・季節の素材と土瓶の扱い方

４

ハンバーグステーキ

クリームシチュー

ドロップクッキー

・ひき肉の扱い方

・ホワイトルーの基本

・クッキー調製の基礎

５
八宝菜、猪肉焼売

抜糸地瓜

・あんかけ料理

・飴がらめ(砂糖の調理性)

６
豚汁、梅ごはん、

白身魚のから揚げ野菜あんかけ

・素材の切り方

・切り身魚の調理

７ 春巻、煨九面芋、蘭花蟹扒
・春巻の調製

・季節の素材の調理

８

チーズフォンデュー

ロールキャベツ

マドレーヌ

・西洋料理の演出、

・洋風煮込み料理

・焼き菓子の基礎

９
あじのおろし煮、けんちん汁

さつまいものジュース煮

・魚の三枚おろし

・季節の野菜と汁物

１０

ポテトコロッケ

ミネストローネ

アップルパイ

・パン粉揚げの基本

・具沢山スープ

・パイ生地の調製

１１
さばの味噌煮 炊き込みご飯

菜花の浸し 鬼まんじゅう

・煮魚の調理

・味付け飯の調理

１２

マカロニグラタン、プレーンオム

レツ 、ベビーリーフのサラダ

デコレーションケーキ

・ホワイトソースの調製

・スポンジ生地の調製、生クリームの扱い方

１３

正月料理、焼餅

（黒豆、田作り、栗きんとん、

松風焼、伊達巻、紅白なます）

・伝統料理のいわれと調理

１４
あじの竜田揚げ

オムレツ

・調理技術のまとめ

・魚の三枚おろしのチェック

・オムレツのチェック

１５
ほうとう

実習のまとめ

・郷土料理

・調理器具の整理



【履修要件】

・ グループ実習なのでチームワークよく、協力して実習を行ってください。遅刻は、厳禁です。

・ 安全・衛生には十分配慮してください。

・ 毎回、食材を知り、重さの見当がつくようにクイズ形式の課題を出します。また、実習で行った内

容についての栄養計算の課題を出します。必ず次回に提出し、実習ノートに貼ってください。

・ 実習ノートを作成し、献立が再現できるよう、材料、調理法、調理のポイント、自分が行った作業、

実習後の反省等を記録してください。また、完成した料理の写真をとり、配布した資料、課題ととも

にノートに記録を残してください。学期末に提出してもらいます。

【評価方法・基準】

・受講態度 40％、実習ノート 30％、調理技術 30％ で 100 点に換算して評価します。

秀：90点以上 優：80～89点 良：70～79点 可：60～69点 不可：59点以下

【教科書・参考図書】

・毎回献立レシピを配布します。また、必要に応じ資料を配布します。

・参考図書：新現代の調理 建帛社

      最新調理 基礎と応用 朝倉書店

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・ 調理技術は、回数を重ねることで上達し、手順を考えて調理できるようになります。日常生活の中

でできるだけ調理する機会を増やし、食材に関心を持ってください。

・ 実習献立の栄養計算の課題を出します。課題をやりながら食品成分表に親しんでください。

【担当教員からのメッセージ】

1年次前期の実習を発展させた内容です。また、料理には季節性がありますから、季節の素材を知り、

料理のレパートリーを増やしていきます。また、秋～冬ならではの焼き菓子の基本も行います。しっか

りデモンストレーションを見て、ポイントをつかみましょう。



E1753 栄養士基礎演習

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 水 第Ⅰ講

宇野和明

木内清美

吉尾信子

福岡 恩

丸田星子

2-102
2-201
2-106
1-213
1-211

123
131
128
171
170

水第Ⅱ講

月第Ⅰ講

月第Ⅰ講

月第Ⅰ講

月第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・ 保育専攻 2,3年次生が中心となって開催する「こどもまつり」の企画に参加し、地域のこどもたち

   を対象として食育の実践活動を行う。準備段階では、こどもを対象とした食の楽しさ・大切さの伝

え方について考える。媒体作りを通して創造力・表現力・コミュニケーション能力を高め、主体的

に協働する力を培う。また、食育の実践からこどもとその保護者との関わり方を学ぶ。

・ 2 年次生の活動を知ることで栄養に関する研究の意義を考え、栄養士免許取得に向けてのモチベー

ションを向上させる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション

「こどもまつり」ガイダンス

シラバスの説明

「こどもまつり」企画全体を把握する

２「 「こどもまつり」企画準備①
「こどもまつり」を通した食育のあり方について

考える

３ 「こどもまつり」企画準備② 食育の企画を決定し、実施の方針・組織を作る

４ 「こどもまつり」企画準備③ グループに分かれ、食育の媒体を検討する

５ 「こどもまつり」企画準備④ グループに分かれ、食育の媒体を製作する

６ 「こどもまつり」企画準備⑤ グループに分かれ、食育の媒体を製作する

７ 「こどもまつり」企画準備⑥ グループに分かれ、食育の媒体を製作する

８ 「こどもまつり」企画準備⑦ グループに分かれ、食育の媒体を製作する

９ 「こどもまつり」企画準備⑧ グループに分かれ、食育の媒体を製作する

１０ 「こどもまつり」企画準備⑨
グループに分かれ、食育の媒体を製作する

会場を下見し、セッティングを検討する

１１ 「こどもまつり」会場設営 グループに分かれ、会場の設営を行う

１２ 「こどもまつり」での食育実践 地域のこどもたちを対象に食育を実践する

１３ 「こどもまつり」の片付け、反省 食育の実践について反省会を行う

１４ 卒業研究発表会（１）
2年生の研究成果の発表を聞き、次年度へ向けての

心構えを培う

１５ 卒業研究発表会（２）
2年生の研究成果の発表を聞き、次年度へ向けての

心構えを培う



【履修要件】

・こどもを対象とした食育を学生が主体的に企画・実践する科目です。クラスメイトとの協働作業で、

コミュニケーションを図り、地域の子供たちとその保護者たちとの関わり方について学びましょう。

【評価方法・基準】

・ ①課題提出（50点）②企画への貢献度を含む受講態度（50点）の総合点で評価します。

秀： 90点以上 優：80～89点 良：70～79点 可：60～69点 不可：59点以下

【教科書・参考図書】

・とくに使用しません。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・幼いこどもを対象とした食育を行うにあたって、何に注意すべきかを考えながら準備を行いましょう。

限られた時間で作業が進められるよう、材料や手順の確認等、事前準備を行いましょう。

【担当教員からのメッセージ】

・クラスの仲間と積極的にコミュニケーションをはかり、楽しく食育を実践しましょう。

・2年次の卒業研究に関心を持ちましょう。



E1760 フードスペシャリスト論

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 水 第Ⅲ講 吉尾信子 2-106 128 月第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・ フードスペシャリスト資格取得の意義と社会におけるその活用について（公社）日本フードスペシ

ャリスト協会編テキスト「四訂フードスペシャリスト論」に記述されている内容を十分理解する。

・ 全国統一フードスペシャリスト資格認定試験に向けて『食』及び『食生活』に関する科学的及び社

会的基礎知識を修得し、フードスペシャリスト資格を活用できるだけの実力を身につける。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
フードスペシャリストとは

シラバスによる説明

フードスペシャリストの業務と専門性について把

握する

２
人類と食物との関わり 人類の歴史と食物との関連性

食品加工・保存技術の発展史

３
世界の食 食作法・食の禁忌と忌避

世界各地の食事情

４
日本の食 ① 日本における食生活の歴史

原始～縄文～弥生～飛鳥～奈良～平安～鎌倉時代

５
日本の食 ② 日本における食生活の歴史

室町～安土桃山～江戸～明治大正時代～現代

６
日本の食 ③ 食生活の地域差

地域ごとに特色ある食材・食習慣の違い

７
現代日本の食生活 ① 食生活の現状と消費生活

食生活の変化と食産業

８
現代日本の食生活 ②

中間テスト

食料の供給と食料時給率

環境と食

９
食品産業の役割 ① フードシステムと食品産業

食品製造業・食品卸売業の規模と動向

１０
食品産業の役割 ② 食品小売業の現状

外食産業の規模と動向

１１
食品の品質規格と表示 ① 食品の品質規格、表示に関わる法律

JAS法及び食品表示法で定められた規格と表示

１２
食品の品質規格と表示 ② 食品衛生法による規格と表示

健康増進法による規格と表示

１３
食品の品質規格と表示 ③ 景品表示法・計量法による表示

Codex規格とは

１４
食情報と消費者保護 ① 食情報の発信と受容

食品の情報管理

１５
食情報と消費者保護 ② 食品の安全

消費者保護の制度

【履修要件】

・「フードスペシャリスト資格取得届」を学務課に提出していること。

【評価方法・基準】

・①中間筆記試験(20%) ②学期末筆記試験(80%) を総合して、評価する。

秀＝100～90点 優＝89～80点 良＝79～70点 可＝60～60点 《以上合格》 59点≧不可



【教科書・参考図書】

・「四訂フードスペシャリスト論」      （（公社）日本フードスペシャリスト協会編）（建帛社）

・「新版食品の官能評価・鑑別演習第３版  （（公社）日本フードスペシャリスト協会編）（建帛社）

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・テキストの該当箇所を受講前に読んでおきましょう。

【担当教員からのメッセージ】

本科目は、２年次後期後半に実施される、公益社団法人 日本フードスペシャリスト協会主催「フー

ドスペシャリスト資格」認定試験受験資格のための必修科目のひとつです。受講時を含めて、日常生活

の中で得られる、『食』に関するあらゆる分野での情報に関心を持って、知識をどんどん吸収していき

ましょう。

最終的に、全国統一フードスペシャリスト資格認定試験合格を目指します。



E1763 医療管理学概論

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 集中 ― 尾崎好子 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・患者さんや患者さんの家族と接するので不安等を解消する質問や疑問にも適切に答えられる知識を養

う。

・診療報酬だけでなく医療関係法規や医療用語など幅広い専門的な知識と医療の方向性を理解する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
医療と社会 ・医療の展開

・医学と医療

２ 近代の病院の社会的機能 ・近代病院の使命

３ 病院組織と経営 ・病院の業務内容

４ 医療を支える職種 ・各部門の機能や役割

５
医療の場の特殊性 ・患者心理

・医療従事者に求められる資格要件

６ 医療はサービス業 ・接遇マナー

７

医事関連法規①医療法 ・医療法の目的

・医療法の沿革

・医療法の条文および解説

８
医事関連法規②医師法 ・医師法の沿革

・医師法の条文および解説

９
医事関連法規③薬剤師法 ・薬剤師法の目的と沿革

・薬剤師法の条文および解説

１０

医事関連法規④医療保険制度 ・国民医療費

・保健の種類

・医療保険制度の概要

１１
医事関連法規⑤二重指定制度 ・保険医療機関の登録期間と登録取消

・保険医療機関と保険医の概要

１２

保健・医療・福祉の連携 ・保健、医療、福祉の地域連携

・地域における医療の役割

・社会と医療の接点

１３

医療と情報 ・医療における情報

・診療情報

・医療情報の分析・活用

・個人情報保護法

１４ まとめ ・これまでの授業のまとめ

１５ 試験

【履修要件】

・遅刻、授業中の私語、授業中の携帯電話およびスマートフォンの使用は厳禁とします。

・質問、相談は講義の前後に教室でお願いします。

【評価方法・基準】

・①期末の試験（60点）②課題・レポート（40点）；①②を総合して評価する



【教科書・参考図書】

・医療管理・事務総論（樹村房 発行）

・医学一般（一般社団法人医療教育協会 発行）

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・講義は基礎の積み重ねですので、毎回受講した内容を復習しノートや資料を整理して下さい。

・講義中配布した練習問題は自主学習にも使用して下さい。

【担当教員からのメッセージ】

この講義は医療管理秘書士に必要な講義です。医療秘書および医療事務職に就くための重要な知識を

学ぶための講義です。



E1602 日本国憲法

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 月 第Ⅰ講 大矢武史 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・日本国憲法の意義と役割を理解している。

・日本国憲法の理念を理解している。

・人権に関する基礎知識を習得している。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１ イントロダクション 憲法ってどんな内容のルール？

２ 憲法の意義と役割 ① 日本の政治のしくみはどうなっているの？

３ 憲法の意義と役割 ② 憲法はなぜ国民の権利や自由を定めているの？

４ 日本国憲法の理念と基本原理 日本国憲法の基本原理は何のためにあるの？

５ 基本的人権の原理 人権を獲得するために人類が払った犠牲とは？

６ 理解度確認テスト① 第１講～第５講までの理解度は？

７ 人権保障が及ぶ範囲 外国人にはどの程度権利や自由が認められるの？

８ 人権の制約原理 権利や自由はどんな場合にも絶対に保障されるの？

９ 平等権 平等とは、「みんな同じ」という意味？

１０ 自由権 自由であることは当たり前？

１１ 社会権 人間らしい生活を送るために必要な権利とは？

１２ 幸福追求権と新しい人権 憲法に定められていない権利も認められるの？

１３ 理解度確認テスト② 第７講～第１２講までの理解度は？

１４ 憲法９条と平和主義の原理 憲法９条の改正が議論される理由とは？

１５ 講義のまとめ 国民が果たさなければならない責務とは？

【履修要件】

講義中の私語や携帯電話・スマートフォンの使用は厳禁です。

講義中は、教員の指示に従い、大学生としてふさわしい言動をとること。

【評価方法・基準】

小テスト 50％  定期試験 50％ で総合的に判断する

【教科書・参考図書】

・大矢武史 「日本国憲法 講義ノート」

・Webページ  http://ralfeel.web.fc2.com/reference.html

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・講義の中で指示する

・新聞やテレビで取り上げられる人権問題や政治課題に関心を払うこと

【担当教員からのメッセージ】

憲法を学ぶことは、国や社会のしくみについて学ぶことでもあります。社会に出て１人の国民として

生きていくうえで必要な知識を学ぶ大切な機会ですので真剣に取り組んでもらえればと思います。



E1609 海外英会話研修

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2 月 第Ⅴ講 広川由子 2－204 138 火第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・英語という言語の背後にある異文化を知ることによって、英語を総合的に理解する。

・日常生活で求められる実践的な英語力を高めることを目指す。

・海外へ出ることにより、視野を広げ、自身を相対化する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
カナダ・セルカーク大学語学研修

説明会

・語学研修の概要

２
第 1 回オリエンテーション ・パスポートの取得等、海外留学のための手続き

３
ホームステイについて ・ホームステイアンケート、英文申込書の記入

・生活習慣の違い、ホームステイのルール

４
カナダの基本データ① ・カナダの気候や文化、多民族国家の特徴、習慣、

通貨

５
カナダの基本データ② ・カナダの気候や文化、多民族国家の特徴、習慣、

通貨

６
ホストファミリーへの E メール ・英語での手紙・メールの書き方

７
安全についての心がけ ・危ない地域のこと、交通事故、暴力、薬物につ

いて

８
空港と飛行機の中で ・インフライトサービス、入国審査、税関

９
第 2 回オリエンテーション ・旅行代金の支払いについて

・海外旅行保険やクレジットカードについて

１０
会話のきっかけ ・ホストファミリーや友達との会話を学ぶ

１１
日常会話① ・様々な場面を想定した英語表現を学ぶとともに

自分のことを表現するための英語力を身につける

１２
日常会話② ・様々な場面を想定した英語表現を学ぶとともに

自分のことを表現するための英語力を身につける

１３
持ち物について ・必要なものについての確認

・ホストファミリーへのおみやげ

１４
最終説明会 ・出発にあたって何が必要かを最終的に確認し、

英語力の更なるスキルアップを行う

１５
まとめ

【履修要件】

・遅刻、授業中の私語は厳禁。

・カナダ・セルカーク大学における語学研修に参加することはもちろん、前提となる江南短大の所定の

授業 15 回に毎回、出席すること。

・英和・和英辞書を用意すること（できれば電子辞書がよい）。

【評価方法・基準】

・授業への積極性（50%）

・研修修了後の課題（50%）



【教科書・参考図書】

・授業時に適宜、プリントや資料を配布する。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・英語および英会話力を高めるためには、個人の努力が不可欠です。授業以外でも日々、音声を聞き、

英語のリズムに慣れておくなどの工夫をしましょう。

【担当教員からのメッセージ】

  ・海外語学研修に関連するさまざまな疑問や不安をこの授業で解消しましょう。



E1624 食品加工・機能論

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 月 第Ⅱ講 吉尾信子 2－106 128 火第Ⅴ講

【到達目標と学習成果】

・ 「食の安全性」を確保した上での食品素材の保蔵及び加工の原理を理解する。

・ 食品加工中に派生する食品成分の変化ならびに生理的機能性発現の現象を理解する。

・ 食品規格及びその内容表示、容器包装等の情報を総合的に把握し、栄養士としての立場から、的確

な食品選択ができるようになる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
シラバスによる授業概要の説明 食品保蔵及び加工の目的を把握する

２
食品の保蔵に関わる要件 ①

；食品と微生物

品質劣化要因となる一方、発酵機能をも有する食

品と微生物とのかかわりを学ぶ

３
食品の保蔵に関わる要件 ②

；食品の水分活性とその制御法

食品の品質と大きな関わりを持つ水分活性とその

制御方法について理解する

４
食品の保蔵に関わる要件 ③

；食品と pH 及び温度との関連性

食品の品質に大きく影響する pH、温度等の因子と

その制御方法について理解する

５
食品の品質劣化防止及び保蔵方法 食品品質劣化防止法である CA/MA 貯蔵、品質保持

剤利用法等について理解する

６
食品加工の一般的操作法及び新た

な技術

食品に対する物理的・化学的・生物学的操作方法

及びバイオテクノロジー等の新技術を理解する

７
食品加工と成分変化 食品加工操作中の成分変化及び加工食品の安全性

確保の方法について理解する

８
加工食品の規格基準と品質表示 法的根拠に基づく加工食品の規格基準と品質表示

方法を理解する

９
植物性農産加工食品 ① 穀類・イモ類・豆類の栄養的素材成分を活かした

加工特性について学ぶ

１０
植物性農産加工食品 ② 野菜類・果実類・きのこ類の栄養的素材成分を活

かした加工特性について学ぶ

１１
動物性農産加工食品

；畜産加工食品

食肉類・乳製品・卵製品の栄養的素材成分を活か

した加工特性について学ぶ

１２
水産加工食品

；植物性及び魚介類食品

乾製品・塩蔵品・練り製品・調味加工品・海草加

工品の素材成分を活かした加工特性について学ぶ

１３
発酵食品・調味料・油脂

嗜好食品

発酵食品・調味料・油脂等の補助食材及び嗜好食

品の特性について学ぶ

１４
コピー食品・インスタント食品 近年開発が進むコピー食品・インスタント食品の

特性について学ぶ

１５
機能性食品 最近注目されている機能性食品の特性について理

解する

【履修要件】

・ 身近な調理加工器具の仕組みや市販加工食品の品質表示についてよく観察しておくこと。

・ 「食の安全性」と加工食品とに関わる社会的問題に関心を向け、日々の報道に留意しておくこと。

【評価方法・基準】

・ ①中間筆記試験(20%)  ②期末筆記試験(80%) の成績を総合して成績評価する。

・ 秀＝100～90 点：優＝89～80 点：良＝79～70 点：可＝69～60 点《以上合格》59 点≧不可



【教科書・参考図書】

・『Ｎブックス 三訂 食品加工学』         菅原 龍幸 編著  （建帛社）           

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・ 毎回授業前に、教科書の該当ページに眼を通し、当日は何について学ぶのか内容の概略を把握しておい

てください。

・ また、受講後は、授業中筆記したノートを必ず読み返してまとめ、知識を整理しておきましょう。

【担当教員からのメッセージ】

身近な食品素材およびそれらの加工食品について、常に関心を持ちましょう。また、空き時間をみつ

けて、スーパーマーケットや小売店の食品コーナーを歩き、食品についての見聞を広めましょう。



E1611 情報活用演習Ⅱ

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 火 第Ⅴ講 大島康司 3-101-2 169 金第Ⅲ講

【到達目標と学習成果】

・ ワープロソフトを使用して PC検定（文書作成）3級程度の文書処理能力を身につける

・ 表計算ソフトを使用して簡単な表計算ができる

・ プレゼンテーションソフトを使用してプレゼンテーションを実行できる

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

表計算ソフトの基礎

タイピングの練習 1
・半期の授業全体の流れと重要事項

・エクセルの画面構成

・セル、アクティブセル、列、行

２
データの作成

タイピングの練習 2
・アクティブセルの移動

・数字、文字、式の入力・クリア

３
表の編集

タイピングの練習 3
・セルの書式設定

・罫線の作成・削除

４

グラフの作成

タイピングの練習 4
タイピング試験 1

・データの選択方法

・棒グラフの作成

・グラフの書式設定

５
計算式・関数の利用

タイピングの練習 5
・関数

・SUM関数、AVERAGE関数、MAX関数

６
関数の利用その 2
タイピングの練習 6

・その他の関数

・条件判断とネスティング

７
関数の利用その 3
タイピングの練習 7

・LOOKUP関数、INDEX関数

・リスト

８

データベースの活用

タイピングの練習 8
タイピング試験 2

・データベースと表の関係

・並べ替えと検索

９
データベースの活用その 2
タイピングの練習 9

・フィルター

・ピボットテーブル、ピボットグラフ

１０
プレゼンテーションの基礎

タイピングの練習 10
・パワーポイントの画面構成

・アウトライン

１１

プレゼンテーションの作成

図形の挿入

タイピングの練習 11

・テーマの作成

・アウトラインの作成

・図形の挿入、描画、削除

１２

プレゼンテーションの作成 2
オブジェクトの挿入

タイピングの練習 12

・図形の順序、グループ

・アウトラインから詳細作成

・画面切替の効果

１３

プレゼンテーションの実行

効果の追加と支援機能

タイピングの練習 13

・プレゼンテーションの準備

・プレゼンテーションの実行方法

・アニメーション効果

１４
プレゼンテーションの作成 3
タイピングの練習 14

・プレゼンテーションの修正

・修正方法

１５

プレゼンテーションの実行 2
タイピングの練習 15
タイピング試験 3

・全体の復習

・今後の学習の方法



【履修要件】

・授業についての詳細な情報は授業のウェブページに掲載するので毎回確認する

・課題の提出方法を厳守し、指定の期日までに提出する

・タイピング練習を指示の通りに行い、確実に記録をとり、必ず毎回検認を受ける

・タイピング練習を省略する場合は、タイピング試験で合格点をとる必要がある

・質問等がある場合は、授業中に直接聞くことが望ましいが、授業中にできなかった質問については、

電子メールでも受け付ける

【評価方法・基準】

・課題（授業で課された課題を完成できたかどうか）40点

・タイピング練習（指示の通りに練習し、記録をつけ、検認を受けたかどうか）10点

・授業内容の理解（フィードバックへの記述内容・質問などが適切であったかどうか）10点

・期末試験と小テスト（問題の指示を実行できたかどうか）40点

【教科書・参考図書】

・30時間アカデミックOffice 2013、実教出版

・図書室、4-202号室などに様々な資料が用意されている

・インターネットで検索すれば様々な資料を見つけられる

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・課題の修正等を必要に応じて授業時間外で実施する

・授業を欠席した場合には、授業時間外で欠席した授業の内容を確認し、不明な点などを担当教員に問い合

わせ、課題を完成させ、次の授業に備えておく

【課題の提出方法】

・原則として、課題は電子メールに添付して提出する

・課題のファイル名は学生番号と課題番号を組み合わせて「16810??-01」のようにする（??は各自の学生番

号とし、ファイル名で使用する文字は半角英数のみとする）

・電子メールの送付先は、taskpost@konan.ac.jpとする

・電子メールの表題（件名）は指示にしたがって正確に付ける

【担当教員からのメッセージ】

コンピュータの使用技術は難しくありませんが、複雑なことがたくさんあります。しかし、複雑なこ

とは単純なことの積み重ねにしか過ぎません。一つひとつのことに丁寧に取り組めば、とても複雑なこ

ともできるようになります。すべてのことに丁寧に取り組むようにしてください。



E1620 生理学

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 水 第Ⅱ講 川村勝美 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・人体の生理現象の仕組みを理解すること

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
ガイダンス 学習のポイント

生理学とは

２
なぜ運動が必要か：健康と運動 運動の必要性

健康とは

３
筋肉はどのようにして収縮

するか：筋収縮のしくみ

筋肉の構造

神経と筋肉

４
からだのしくみと運動：運動時の

生理機能

運動時の生理機能

トレーニング

５
運動に必要なエネルギー：運動時

のエネルギー代謝

運動時のエネルギー代謝

メッツ

６
小テスト１ 自筆ノートの作成

７
栄養素の働き：運動と栄養素代謝

何を食べればよいか：運動と食事

運動とエネルギー源、運動と水分

運動時の食事内容

８
運動すると疲れる：運動と疲労 疲労物質

疲労回復

９
暑さ・寒さ、気圧と運動：運動と

環境

運動と体温

運動と気圧

１０
運動の前に検査を受けよう：メデ

ィカルチェック

健康状態と生活習慣

運動時の安全管理

１１
小テスト２ 運動と栄養

１２
どのような運動をすべきか：

運動処方の実際

運動処方

トレッドミル

１３
健康のために運動をしよう：

運動基準

日本人の体力

健康のための運動

１４
筋力をつけよう身体トレーニング

運動で病気を治そう：運動療法

トレーニングの効果

運動療法の実際

１５
小テスト３ 運動の活用

【履修要件】

・特になし

【評価方法・基準】

・ 授業への貢献・参加度（予習の状況）20％
・ 課題・グループワーク 30％
・ ３回の小テスト 50％（自筆ノートのみ持込可）



【教科書・参考図書】

・運動生理学 人体の構造と機能 第２版  著者： 岸恭一

・

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・必ず講義の前に教科書を一読するように

【担当教員からのメッセージ】

特になし



E1621 薬理学

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 ２ 水 Ⅱ講 川村勝美 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・ 栄養・食品の面から有効で安全な医療・薬物療法をサポートできる礎を築くこと

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
ガイダンス 学習のポイント

薬理学とは

２
医薬品の基礎知識

医薬品の体内動態

薬とは

薬の体内分布

３
医薬品の作用と副作用、薬害

食品と医薬品に関する相互作用

薬害・健康食品

薬物相互作用

４
栄養を補給する薬 栄養補給法

５
代謝・内分泌に作用する薬 ビタミン剤

６
小テスト１ 自筆ノートの作成

７
末梢神経系に作用する薬

中枢神経に作用する薬

局所麻酔薬

睡眠薬

８
呼吸器に作用する薬 鎮咳薬

９
消化器に作用する薬 下剤

１０
循環系疾患の治療薬 造血薬

１１
小テスト２ 自筆ノートの作成

１２
利尿薬、泌尿器に作用する薬 利尿薬

１３
免疫・アレルギーの薬 解熱鎮痛薬

ステロイド剤

１４
細菌・ウィルスなどに作用する薬

がん治療薬

ワクチン、抗生物質

抗がん薬

１５
小テスト３ 自筆ノートの作成

【履修要件】

・特になし

【評価方法・基準】

・ 授業への貢献・参加度（予習の状況）20％
・ 課題・グループワーク 30％
・ ３回の小テスト 50％（自筆ノートのみ持込可）



2

【教科書・参考図書】

・栄養薬学・薬理学入門  川添禎浩 古賀信幸編 講談社サイエンティフィク

・

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・必ず講義の前に教科書を一読するように

【担当教員からのメッセージ】

自筆ノートにポイントをまとめること

グループワークに積極的に参加すること



E1626 食品学実験

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

実験 1 火 第 5～7限 吉尾信子 2-106 128 火第Ⅴ講

【到達目標と学習成果】

・ 実験を通して、食品素材を構成する元素の化学的性質を理解する。

・ 食品中の各成分の定量操作を行う中で、物質を質量で捉える方法論についての理解を深める。

・ 基本的食品分析技術を修得すると共に、栄養士にとって必須である、食品に対する客観的判断力を

養成する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
シラバスに基づく実験概要の説明

一般試薬の調製

実験器具点検及び使用方法を覚える

基礎実験に用いる一般試薬 5種を調製する

２
定性分析 ① 第Ⅰ族陽イオン(Pb2+, Ag+)溶液を定性分析する

〈卵の食酢浸漬後の変化についての観察〉

３
定性分析 ② 第Ⅰ族陽イオン(Pb2+, Ag+)溶液を定性分析し、含有

陽イオンを推定する→実技テスト

４
容量分析の基礎；中和滴定 容量分析法により、中和反応を用いての『食酢中

の酢酸酸度』を測定する

５
食品学実験の基礎

；試料調製

以降の実験の試料とするため、市販小麦粉から、

澱粉とグルテンとを分離抽出する

６
たんぱく質の実験 小麦グルテン中の粗蛋白質量を定量分析する

７
炭水化物の実験 ① 各種澱粉粒を光学顕微鏡により観察する

８
炭水化物の実験 ② Somogyi-Nelson法により glucose標準曲線を作成

する

９
炭水化物の実験 ③ Somogyi-Nelson 法により小麦粉中の澱粉含有量

を測定する

１０
炭水化物の実験 ④ 塩酸により澱粉が加水分解されていく過程を経時

的に観察する

１１
炭水化物の実験 ⑤ α-amylase により澱粉が加水分解されていく過程

を経時的に観察し、塩酸加水分解状況と比較する

１２
ビタミンの実験 市販清涼飲料水中のビタミンＣを定量し、同時に

行う糖度測定も含めて飲用習慣に関して考察する

１３
脂質の実験 調理実習で使用済みの油脂について P.O.V.を測定

し、油脂の酸化に関して考察する

１４
食品中の食塩濃度の測定 塩分含量の高い食品について食塩濃度を測定し、

「１日の食塩摂取量」の観点から考察する

１５
食品の官能評価 ご飯の食味について、官能評価試験を行い、人間

の五感による食品嗜好性について考察する

【履修要件】

・実験方法については、配布資料をもとに説明するので、必ず実験記録用ノートを作り、操作内容及び

観察結果を常に記録する。

【評価方法・基準】

・ ①各回提出の実験レポート（50点）②学期末の筆記試験（50点）；①②を総合して評価する

秀＝100～90点：優＝89～80点：良＝79～70点：可＝69～60点《以上合格》：59点≧不可《不合格》



【教科書・参考図書】

・ 毎回、授業開始時にプリントを配布し、説明する。

・ 配布プリントは各自ファイルに綴じておくこと。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・いろいろな食品の成分表示を常に注意深く観察しておくこと。

【担当教員からのメッセージ】

「実験」は、自分の手と五感による観察力とをフルに使って、事実を客観的に捉える訓練でもありま

す。また、得られたデータをもとに計算し、分析を行い、そこから得られた結果について、考察を行う

ことが重要です。これまで知られていなかった新たな事実を発見することもあり得ます。実験のおもし

ろさを是非実体験してみてください。



E1631 こどもの臨床栄養学

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 木 第Ⅳ講 林 幸子 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・こどもの成長、発達、発育過程の評価とその方法ができるようになる。

・こどもの必要とする栄養素量と栄養代謝の特性がわかるようになる。

・消化不良症をはじめ小児腎臓病、小児糖尿病、先天性異常症などの小児疾患の

栄養管理が理解できる

・こどもの生活習慣病の原因、問題点を改善する食事療法が重要な意味をもつことが

理解できる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション ・ こどもの栄養と食生活の概念

・ 授業概要の説明、評価について説明

２

小児期の栄養管理と食生活の意義

と目的

・ 小児期の特徴

・ 小児期の栄養、食生活

・ 社会と食事、食生活

３

妊娠・授乳期における栄養と食生

活

・ 妊娠期における栄養管理

・ 授乳期の栄養、食生活の重要性

・ 栄養所要量と食糧構成

４

乳児期の身体的特徴と栄養と食生

活

・ 乳児期の栄養と食生活の特性

・ 乳汁期栄養

・ 離乳期栄養

５

幼児期の栄養と食生活 ・ 幼児期の特徴、栄養・食生活

・ 幼児食

・ 間食（おやつ）

６

学童期・思春期の栄養と食生活 ・ 学童・思春期の特徴と食生活

・ 学校給食の目的と実際

・ 栄養と食生活の問題

７

こどもの病気と臨床栄養学と食生

活

・ 小児栄養の特徴と病態

・ 小児期の病気と食生活

・ その食事療法

８

食物アレルギーと栄養管理 ・ 食物アレルギーの基礎知識

・ 病態と対応

・ 食事療法の基本的考え方

９

小児腎臓病と栄養管理 ・ 急性糸球体腎炎（溶連菌感染）

・ ネフローゼ症候群

・ 遺伝性腎炎

・ 腎疾患と食生活と食事基準

１０

小児糖尿病と栄養管理 ・ 小児糖尿病の分類

・ 栄養食事指導（外来）

・ 生活指導（サマーキャンプ）

・ 食事療法の方針

１１
先天性代謝異常症の概念と栄養管

理

・ 栄養食事療法の基本

・ 特殊ミルク

１２

障害児の栄養と食生活 ・ 食事配慮を要する障害

・ 食事の役割と栄養

・ 摂食機能と食形態

１３

児童福祉施設の栄養と食生活 ・ 給食の実際、評価

・ 栄養管理

・ 保育所、乳児院の給食



１４

こどものための栄養教育の必要性 ・ こどもの食事の実際（大切さ）

・ こどもの問題・発生

・ 食育（こどもの人生観）

１５ まとめ これまでの授業のまとめ

【履修要件】

栄養士としての知っておくべき基礎になるので、真剣に取り組んで欲しい。

【評価方法・基準】

受講態度 30点、課題提出 5点、期末試験 65点（合計 100点）として、以下のように評価する。

秀（90点以上）・優（80～89点）・良（70～79点）・可（60～69点）・不可（59点以下）

【教科書・参考図書】

「臨床栄養学 疾病編」嶋津 孝・下田妙子、科学同人

【授業外学習の指示（準備学習等）】

次回の授業内容を指示しますので必ず予習して授業に出席すること

【担当教員からのメッセージ】

小児疾患の多くは、その発症に年齢依存性の要素が深く関わっておりその小児がどのような発育段階に

あるかを常に考慮に入れることが重要で大切な分野の科目です。多くの実例に基づき医療に関わる栄養士

として社会に出て活躍したいと思ってもらえるような授業を展開していきたいと思います。



E1634 臨床栄養学実習

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

実習 1 木 第 1～3限 林 幸子 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・ 各種疾患の理解に加えて、いろいろな病態に応じた適正な治療食が学習できる。

・ エネルギー・たんぱく質・脂肪・塩分等の制限食の献立構成、食品の選択や工夫、展開食への対応

が理解できる。

・ 栄養管理の専門分野としての実践で必要な献立作成から栄養管理まで専門家として系統的に理解

できるようになる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

オリエンテーション ・ 治療食の考え方と実施

・ 食事療法の必要性

・ 献立作成・調理上の留意点

２

一般治療食

流動食、三分粥、五分粥、七分粥、

全粥、軟菜食

・ 全粥の炊き方

・ 重湯の作り方（とり方）

・ 軟菜食から三分粥、五分粥、七分粥、全粥食

への展開食

３

治療食の基本と糖尿病 1 単位の目

安

・ 約束食事箋(病態別食事基準、食糧精成)
・ 糖尿病食事療法のための食品交換表につい

て演習指導

４

糖尿病食 15 単位（1200kcal）、20
単位（1600kcal）の治療食につい

て

・ 糖尿病食事療法のための食品交換表に基づ

き各自献立作成（提出）

５
糖尿病食 15単位食、20 単位食 ・ 糖尿病食事療法の実践

・ 献立例により調理実習

６
肝臓病の食事療法 ・ 肝臓病の利用食事療法

・ 献立例により調理実習

７

高脂血症 ・ 脂質異常症

・ コレステロール・中性脂肪制限食

・ 献立例により調理実習

８

痛風食 ・ 高尿酸血症

・ 脂肪のとり方に留意

・ エネルギー制限食

・ プリン体の制限食

・ 献立例により調理実習

９

心臓病・高血圧症の食事療法 ・ 塩分制限食の実際（減塩調理テクニック）

・ エネルギー制限食

・ 献立例により調理実習

１０

腎臓病の食事療法 ・ 腎臓病のための食品交換表の使用方法

・ 治療用特殊食品の利用（低たんぱく質）

・ たんぱく質・塩分・水分の制限食実習

１１

糖尿病性腎症の食事療法 ・ 透析食

・ 食塩制限（水分制限となる）

・ 間食の工夫

・ 糖尿病食事療法を基本とした献立作成の指

導、調理実習

１２

嚥下食（嚥下困難食）について ・ 食形態の決定

・ ブレンダー食、栄養補助食品の活用（トロメ

リン・エンガード他）

・ 栄養評価

・ 摂食能力の維持、回復を図る



１３

介護食 ・ 家族と一緒の介護食

・ 栄養バランス

・ 介護用調理食品の利用

・ 展開食の指導

１４
150kcal のおやつ ・ 小児食のおやつ

・ 術後食の間食

１５
食事療法 まとめ これまでの授業のまとめ

ノート提出

【履修要件】

・出席を重視する。

・授業毎に記録し、ノートに整理して提出すること。

・事情により授業内容が入れ替わることがある。

【評価方法・基準】

秀（90点以上）優（80～89 点）良（70～79点）可（60～69 点）不可（59点以下）

受講態度 50点 課題提出（ノート提出含む）50点

【教科書・参考図書】

ありません。授業ごとにプリントを配布します。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

シラバスで次回の授業内容を確認し、事前に予習して授業に出席すること。

【担当教員からのメッセージ】

臨床の現場では「栄養管理」の重要性が一段と高まりつつあります。臨床栄養学の実習で治療食とし

て適切な献立が身につく科目です。この実習を通して、「食」に携わる栄養士として食することの楽し

さなど興味をもってもらえるような授業を展開していきたいと思います。



E1639 栄養教育指導実習Ⅰ

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

実習 1 月 第 5～7限 丸田星子 1-211 170 木第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・ 食事記録から栄養素等摂取状況を算出し、食事摂取基準との比較等で栄養アセスメントができる。

・ 身体状況、食生活状況、食の自己管理能力状況等の栄養アセスメントを総合的に評価することがで

きる。

・ テーマ（対象者）に合った栄養教育指導のための学習指導案を立案し、そのために必要な資料や媒

体などを作成することができる。

・ 集団を対象とした栄養教育・指導の際に必要な技法を身につける。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

1

オリエンテーション

栄養アセスメントの方法①

食事記録・生活時間調査

・ シラバス等説明

・ 対象者（自分）の食事記録、生活時間の記録、

生活状況記録の調査方法を習得する。

・ 栄養計算ソフトの使い方

2

栄養アセスメントの方法②

栄養状態を評価・判定する

・ 栄養価計算ソフトを用いて、食事記録から栄養

素等摂取量の算出をする。

・ 食事・生活時間・生活状況記録をもとに食生活

を考察する

3 教材・媒体の作製①

卓上メモの作製

・ 教材・媒体の種類と特徴を理解する

・ 卓上メモを作製する

4 教材・媒体の作製①

卓上メモの作製

・ 卓上メモを作製する

5 教材・媒体の作製②

リーフレットの作製

・ テーマを決め、リーフレットを作製する。

6 教材・媒体の作製②

リーフレットの作製

・ リーフレットを作製する。

7 食育だよりの作製 ・ アンケート結果から内容を検討する。

・ 食育だよりを作製する。

8 食育だよりの作製 ・ 食育だよりを作製する。

9
栄養教育に必要な知識と技術

学習指導案の作成

・ 学習指導案の作成に必要な検討項目について

・ 教材の種類と特徴について

・ 対象者を決め、学習指導案を作成する。

10 資料・媒体の作製 ・ 資料・媒体作成の注意点について

・ 教育効果を高める資料・媒体を作製する

11 資料・媒体の作製 ・ 教育効果を高める資料・媒体を作製する

12
発表練習 ・ 実践に必要なコミュニケーション技術、プレゼ

ンテーション技術について

・ 発表に向けて練習する

13
栄養教育の実践と評価

発表（前半）
・ 作成した学習指導案に基づき、栄養教育を実施

する（前半）

・ 発表を評価する

14
栄養教育の実践と評価

発表（後半）
・ 作成した学習指導案に基づき、栄養教育を実施

する（後半）

・ 発表を評価する

15 栄養教育の振り返り ・ 発表後の評価を基に自己評価を行い、改善点な

どを考察する。



【履修要件】

・遅刻及び早退は 3回で欠席 1回の扱いとする。また 30分以上の遅刻は欠席とする。

・レポートや課題の提出期限を守ること。

【評価方法・基準】

・受講態度：45 点  居眠り、内職等授業態度が悪い場合は減点とする。

・課題・発表：55点

【教科書・参考図書】

＜教科書＞

・保育者のための食育サポートブック  高橋 美保著 ひかりのくに

・「Nブックス 改訂 栄養指導論」    相川 りゑ子 編著   （株）建帛社

・「栄養士のための栄養指導論 第 4版」   芦川修貮・田中弘之 編著  （株）学建書院

・「新食品成分表 2017」  とうほう

＜参考図書＞

・「食べ物じてん 第 2版」 芳本 信子編   学健書院    

・「管理栄養士 栄養士必携 データ・資料集」 日本栄養士会 編   第一出版

・「食品成分表 2016」 女子栄養大学出版部

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・1年次に修得した科目を復習し、知識を生かせるようにしておいてください。

・栄養アセスメントに関連した実習を行うために食事記録等の宿題があります。

・学習指導案の立案・発表のために必要な資料の準備・授業時間外の作業が必要となる場合があります。

【担当教員からのメッセージ】

この授業は、これまでに学習した専門科目を総合して取り組みます。テーマ（対象者）に対する課題

（問題点）を自ら考え、適切な栄養教育指導の計画を立てるためには１年次に学んできたことの見直し

が必須です。

実際に栄養教育指導（発表）を行ったり、聞き手（指導される側）になることで、内容だけでなく話

し方や態度等のさまざまな要素について学んでいきます。自分の課題をこなすだけでなく、クラスメイ

トの作品や発表からたくさんの気づきを得てください。「校外給食管理実習」や後期に実施される「江

南市消費生活展」「幼児栄養学実習」に向けて、栄養教育指導のスキルを高めていきましょう。



Ｅ1643 給食管理実習

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

実習 1 金 第 1～3時限 福岡 恩 1-213 171 木第Ⅳ講

【到達目標と学習成果】

・どんな給食を提供したいか、それにはどうすれば良いかを考え、実践することが出来る。

・大量調理の技法を身につける。

・衛生管理の技法を身につける。

・給食の価格管理・作業管理ができる。

・社会人として必要なコミュニケーション能力を身につける。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

1 給食管理実習の内容と進め方につ

いて説明。実習献立作成

給食管理の流れを理解する。

クラス内、班員同士のコミュニケーション

2 実習献立作成、栄養計算、原価計

算、大量調理実習役割分担の説明

給食の作業管理、原価管理を実践する。

クラス内、班員同士のコミュニケーション

3 試作実習、栄養計算、原価計算 給食経営管理の計画を立案できる。

クラス内、班員同士のコミュニケーション

4 大量調理実習（クラスの給食を調

理し試食する。）

PDCAサイクルに基づいた給食管理の実践

給食経営管理、大量調理、コミュニケーション

5 クラス給食・発売準備（作業計画

書、発注書、食券など）

給食経営管理の計画を立案できる。

クラス内、班員同士のコミュニケーション

6 給食の提供 第 1回 PDCAサイクルに基づいた給食管理の実践

給食経営管理、大量調理、コミュニケーション

7 給食の提供 第 2回 PDCAサイクルに基づいた給食管理の実践

給食経営管理、大量調理、コミュニケーション

8 給食の提供 第 3回 PDCAサイクルに基づいた給食管理の実践

給食経営管理、大量調理、コミュニケーション

9 給食の提供 第 4回 PDCAサイクルに基づいた給食管理の実践

給食経営管理、大量調理、コミュニケーション

10 給食の提供 第 5回 PDCAサイクルに基づいた給食管理の実践

給食経営管理、大量調理、コミュニケーション

11 給食の提供 第 6回 PDCAサイクルに基づいた給食管理の実践

給食経営管理、大量調理、コミュニケーション

12 給食の提供 第 7回 PDCAサイクルに基づいた給食管理の実践

給食経営管理、大量調理、コミュニケーション

13 給食の提供 第 8回 PDCAサイクルに基づいた給食管理の実践

給食経営管理、大量調理、コミュニケーション

14
報告会準備 報告会資料・栄養月報の作成（目標達成度の確認）

問題解決能力

15
報告会、総評 問題解決能力

目標達成度の確認

【履修要件】

・自主的・意欲的に取り組んでください。

【評価方法・基準】

・実習記録（40 点）、レポート（15 点）受講態度（45点）

  秀（90点以上）優（80点以上）良（70～79点）可（60～69点）不可（59点以下）



【教科書・参考図書】

・はじめての大量調理 学建書院（１年次に購入済み）

・給食管理実習資料集 （配布します。）

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・第 2回目の授業までに教科書・資料集を一読すること。

【担当教員からのメッセージ】

クラス全体で給食を作り上げるという意識を持ちましょう。全て自分の問題と捉え、解決をしてくだ

さい。

皆さんが主体的に取り組めるよう指導します。大変さを乗り越え、是非楽しんでください。

学内実習の経験を校外実習へ繋げられるように取り組んでください。



Ｅ1644 校外給食管理実習

種別 単位 期間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

実習 １ 夏季休暇中５日間 福岡 恩 1-213 171 木第Ⅳ講

【到達目標と学習成果】

・ 栄養士の仕事内容を理解する。

・ 各施設における給食管理の流れを理解する。

・ 給食管理上必要な調理や献立作成、衛生管理の技法を習得する。

・ 社会人としての基礎的なスキル（服務、コミュニケーション等）を習得する。

【履修要件】

・ 一年次の「校外実習報告会」へ参加し、感想文を提出していること。

・ 一年次後期までの成績が著しく不良でないこと。

【授業内容】

・ 各施設の指導者（管理栄養士または栄養士）のもとで実習をする。

・ 期間中、教員による巡回指導を受ける。

【評価方法・基準】

・ 実習施設側の評価をもとに合否を判定する。

【教科書・参考図書】

・ 各施設に応じて準備する。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・ 課題については実習前に準備をしておくこと。

・ 健康管理をしっかりしておくこと。

・ 事前ガイダンスや校外給食管理実習事前事後指導での注意事項を遵守のこと。

【担当教員からのメッセージ】

自分が実習先で何を学びたいか、目的、目標を明確に持ち、有意義な一週間を過ごしてください。

給食についての基礎知識・技術を万全にしましょう。二年次前期の学内実習で給食運営について

理解しましょう。また、調理技術については繰り返し復習しておきましょう。

校外実習は社会人としての第一歩として学ぶことができる貴重な機会です。意識し、自覚し取り

組んでください。



E1647 調理学実習(総合)

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

実習 1 火 第 1～3限 木内清美 2－201 131 月第Ⅳ講

【到達目標と学習成果】

調理学実習のまとめとして、行事食や世界各国の料理を学ぶことを目標とする。

・ 調理器具を使いこなし、調理操作をスムーズに行うことができる。

・ 献立を構成する食材について栄養学的な特徴を理解することができる。

・ 食材や調理器具を衛生的に扱い、安全に留意して実習を行うことができる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

日本料理

菜飯、アスパラガスの肉巻き、さやえ

んどうの卵とじ、コーヒー水羊羹

オリエンテーション：シラバスの説明

春野菜の調理

寒天の調理

２

西洋料理

鶏肉のトマト煮、苺のムース

ポトフ

洋風煮込み料理、ムース

３

西洋料理

えびのピラフ、ラタトゥイユ、

ロールケーキ

米の調理：バターライス

夏野菜の煮込み

４

中国料理

露筍魴魚花、宮保鶏丁、

中華風即席漬け

イカの飾り切り

中華炒め物

５
日本料理

幕の内弁当、しめ卵の吸い物

弁当箱の演出、物相の扱い方

しめ卵の調製

６
中国料理

黒酢酢豚、蕃茄蛋花湯、蟹肉拌黄瓜

豚塊肉の調理

かき玉スープの調理

７

西洋料理

かにクリームコロッケ、グリーンサラ

ダ、パウンドケーキ

ホワイトソースの応用

バターケーキの調製

８
中国料理

真珠丸子、棒々鶏、木犀肉、

米の調理：もち米

基本の炒菜

９
韓国料理

ビビンバ、ワカメスープ、チヂミ
ナムルの調理

１０

西洋料理

ブルスケッタケッカソース、

白身魚のムニエル、パンナコッタ

冷製トマトソースの調理

魚の調理：ムニエル

カラメルソースの調製

１１

日本料理（郷土）

鶏飯、長芋の梅おかかあえ、

牛肉とにんにくの炒め物

奄美大島の郷土料理

１２
インド・ベトナム料理

キーマカレー、ナン、生春巻き

小麦粉の膨化調理

スパイス

ライスペーパーの扱い方

１３

イタリア料理

ピッツア２種（マルゲリータ、ベーコ

ン・サラミ）、サラダ、

レアチーズケーキ

小麦粉の膨化調理

トマトソースの調製

クリームチーズの取扱

１４

西洋料理

ハッシュドビーフ、キャロットライス

せん切り野菜のサラダ

基本的調理操作の確認

１５

西洋料理

シーフードぺペロンチーニ、

実習のまとめ

いかの処理

パスタの基本



【履修要件】

・ グループ実習なのでチームワークよく、協力して実習を行ってください。遅刻は、厳禁です。

・ 安全・衛生には十分配慮してください。

・ 栄養計算の課題を出します。必ず次回に提出し、実習ノートに貼ってください。

・ 実習ノートを作成し、献立が再現できるよう、材料、調理法、調理のポイント、自分が行った作業、

実習後の反省等を記録してください。また、完成した料理の写真をとり、配布した資料とともにノー

トに記録を残してください。学期末に提出してもらいます。

【評価方法・基準】

・実習に対する貢献度・受講態度 40％、実習ノート・課題の提出 30％、実技テスト 30％で

100点に換算して評価します。

   秀：90点以上 優：80～89点 良：70～79点 可：60～69点 不可：59点以下

【教科書・参考図書】

・ 教科書：  使用しない

・ 参考図書： 新版現代の調理：高木節子他編、建帛社

      

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・ 調理技術は、回数を重ねることで上達し、手順を考えて調理できるようになります。日常生活の中

でできるだけ調理する機会を増やし、食材に関心を持ってください。

・ 毎回食材についての課題を出します。課題をやりながら食品成分表に親しみ、食材の特長をつかん

でください。

【担当教員からのメッセージ】

いよいよ最後の調理実習です。グループでコミュニケーションを取りながら楽しく調理して、おいし

く試食しましょう。

調理学実習(総合）では未知の料理が出てくることもあるかと思います。試食を通して食べ慣れない

食材やいろいろな味を経験し、食経験を豊かにしてください。



E1648 ゼミナール

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 水 第Ⅰ講 丸田星子 1-211 170 木第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・ 食に関する事項に興味関心を持つことができる。

・ 研究テーマについて自ら考える力を持てるようになる。

・ 各自の研究テーマについて収集した資料を解析し、まとめることができる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

1 学生生活における心構えとマナー

ゼミ分け、就職指導、諸連絡

学生生活における心構えとマナーについて理解す

る。

2 オリエンテーションセミナーのガ

イダンス

オリエンテーションセミナーについて目的等の説

明を受け理解する。

3 卒業生による就職講話 卒業生より栄養士業務、就職活動について話を伺

う

4
オリエンテーションセミナーレポ

ート

オリエンテーションセミナーのレポートを作成す

る。

作文の書き方

5 面談

研究テーマの設定

担当教員との個人面談

文献検索の方法

6 各自のテーマで研究をすすめる 文献検索の方法

研究デザインの作り方

7 各自のテーマで研究をすすめる 研究計画を作成し、調査、実験実習等をする。

報告書の作成

8 各自のテーマで研究をすすめる 研究計画を作成し、調査、実験実習等をする。

報告書の作成

9 各自のテーマで研究をすすめる 研究計画を作成し、調査、実験実習等をする。

報告書の作成

10 各自のテーマで研究をすすめる 研究計画を作成し、調査、実験実習等をする。

報告書の作成

11 各自のテーマで研究をすすめる 研究計画を作成し、調査、実験実習等をする。

報告書の作成

12 各自のテーマで研究をすすめる 研究計画を作成し、調査、実験実習等をする。

報告書の作成

13 各自のテーマで研究をすすめる 研究計画を作成し、調査、実験実習等をする。

報告書の作成

14 発表・討論会 学生主体で会を運営する。

報告書の作成

15 発表・討論会

レポート提出

学生主体で会を運営する。

報告書の作成

【履修要件】

・自主的に、意欲的に取り組むこと。

・欠席をしない。遅刻をしない。

・発表はパワーポイントで行う。



【評価方法・基準】

・ 受講態度：50 点

・ 最終発表：50 点

【教科書・参考図書】

順次紹介していく。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

特になし

【担当教員からのメッセージ】

ゼミナールでは、個々に興味を持った「食」に関するテーマに沿って実験・実習を進めます。自ら課題

を見つけ、自主的に意欲的に研究に取り組んでください。また、研究以外に教員と学生、学生同士のコミ

ュニケーションをとることも大切な課題です。より良い人間関係が構築できるように進んでコミュニケー

ションをとることを心がけてください。



E1648 ゼミナール

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 水 第Ⅰ講 吉尾信子 2-106 128 火第Ⅴ講

【到達目標と学習成果】

・ 『澱粉』及び『糖質』E16をテーマとし、その供給源である米・小麦・雑穀等の食品素材及びその

加工品について、食品学的視点からそれらを分析後、報告書としてまとめる。

・ ゼミ構成員間の交流を通して、コミュニケーション力の向上を図る。

・ 取得免許あるいは資格を活かして就職できるよう、担当教員とよく話し合い、納得のいく進路選択

をする。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
ゼミナールオリエンテーション

オリエンテーションセミナー企画

ゼミナール配当希望調査

オリエンテーションセミナー委員による企画説明

２
栄養士の仕事説明会 卒業生による栄養士業務（委託給食産業と直営施

設での職務内容の相違等）についてのガイダンス

３
オリエンテーションセミナー総括 オリエンテーションセミナーの感想文を書く

４
ゼミにおける前期研究テーマ検討 テーマ別のグループに分かれ研究内容を話し合う

５
前期研究テーマ決定

履歴書の書き方・個人面談

グループごとの研究テーマ・方法を決定する

就職活動用履歴書の書き方を練習する

６
「澱粉」に関する勉強会 「澱粉」について、より深い知識を修得する

７
研究方法についての話し合い グループごとに具体的な研究計画を立てる

８
素材研究 研究で取り上げるっ食品素材について調べる

９
実験・実習 素材について実験もしくは実習する

１０
実験・実習 素材について実験もしくは実習する

１１
実験・実習 素材について実験もしくは実習する

１２
実験・実習 素材について実験もしくは実習する

１３
実験・実習 素材について実験もしくは実習する

１４
データまとめ これまでの実験・実習で得られたデータをまとめ

る

１５
研究成果発表

レポート提出

グループごとに研究成果を発表する

得られた成果をレポートとして提出する

【履修要件】

・興味を持ったテーマについて担当教員と積極的に話し合い、グループごとに研究に取り組みましょう。

【評価方法・基準】



・ ①前期授業が終了する時点で提出する報告書内容（80 点）②実験実習を含む受講態度（20 点）を

合わせて総合評価します。

秀＝100～90点；優＝89～80点；良＝79～70点；可＝69～60点《以上合格》59点≧不可《不合格》」

【教科書・参考図書】

・毎回の内容に応じて適宜プリントを配付します。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・ゼミナールの中で指示します。

【担当教員からのメッセージ】

各自の興味ある内容について、積極的に研究活動を行っていきましょう。



Ｅ1648 ゼミナール

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 水 第Ⅰ講 福岡 恩 1-213 171 木第Ⅳ講

【到達目標と学習成果】

・食に関する事項で興味関心を持つことができる。

・各自のテーマについて収集した資料を解析し、まとめることができる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

学生生活における心構えとマナー

ゼミ分け、就職指導、諸連絡

オリエンテーションセミナーのガイダ

ンス

学生生活における心構えとマナーについて理

解する。

オリエンテーションセミナーについて目的等

の説明を受け理解する。

２
卒業生による就職講話 卒業生より栄養士業務、就職活動について話を

うかがう。

３
面談

研究テーマの設定

担当教員との個人面談

文献検索の方法

４

オリエンテーションセミナーレポート オリエンテーションセミナーのレポート作成

をする。

作文の書き方

５
面談

研究テーマの設定

担当教員との個人面談

文献検索の方法

６
各自のテーマで研究をすすめる 文献検索の方法

研究デザインの作り方

７
各自のテーマで研究をすすめる 研究計画を作成し、調査、実験実習等する。

報告書の作成

８
各自のテーマで研究をすすめる 研究計画を作成し、調査、実験実習等する。

報告書の作成

９
各自のテーマで研究をすすめる 研究計画を作成し、調査、実験実習等する。

報告書の作成

１０
各自のテーマで研究をすすめる 研究計画を作成し、調査、実験実習等する。

報告書の作成

１１
各自のテーマで研究をすすめる 研究計画を作成し、調査、実験実習等する。

報告書の作成

１２
各自のテーマで研究をすすめる 研究計画を作成し、調査、実験実習等する。

報告書の作成

１３
各自のテーマで研究をすすめる 研究計画を作成し、調査、実験実習等する。

報告書の作成

１４
発表・討論会 学生主体で会を運営する。

報告書の作成

１５
発表・討論会

レポート提出

学生主体で会を運営する。

報告書の作成

【履修要件】

発表はパワーポイントで行う。

自主的に意欲的に取り組むこと



【評価方法・基準】

・発表（50点）、提出物（35点）受講態度（15 点）

秀（90点以上）優（80点以上）良（70～79点）可（60～69点）不可（59点以下）

【教科書・参考図書】

・順次紹介する。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・特に無し

【担当教員からのメッセージ】

研究テーマは担当教員の専門分野に近いもので考えてもらいます。個人研究、グループ研究のいずれ

かで進めますが、ゼミメンバーと話し合い決めていきます。自主的、意欲的に取り組んでください。



E1648ゼミナール

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 水 第Ⅰ講 木内清美 2－201 131 月第Ⅳ講

【到達目標と学習成果】

・ ゼミ生及び教員とのコミュニケーションを図る。

・ 栄養専門職に向けたモチベーションの向上を図る。

・ 食材や調理・栄養に関心を持ち、自らテーマを決めて調査し、まとめる能力を養う。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション ゼミわけ

オリエンテーションセミナー説明

ゼミナールの意義

オリエンテーションセミナーのガイダンス

２
オリエンテーションセミナー確認

ゼミ活動

オリエンテーションセミナーのガイダンス

ゼミ活動

３
オリエンテーションセミナー総括 オリエンテーションセミナーの感想文作成

作文の書き方の復習

４
卒業生による就職講話 卒業生による就職活動等体験・栄養士としての業務内

容を聞き、専門職への動機付けを図る

５ 個人面談（1） 教員とのコミュニケーションを図る

６ 個人面談（2） 教員とのコミュニケーションを図る

７ 活動計画の立案 ゼミナールの活動計画を立てる

８ 研究テーマの検討 研究テーマを検討する

９ 研究計画の立案 研究計画を立案する

１０
研究テーマと研究方法についての

プレゼンテーション

研究テーマと研究方法についてプレゼンテーション

を行い、相互理解を深める

１１ テーマに応じた研究（1） 各自のテーマに応じて研究を行う

１２ テーマに応じた研究（2） 各自のテーマに応じて研究を行う

１３ テーマに応じた研究（3） 各自のテーマに応じて研究を行う

１４ テーマに応じた研究（4） 各自のテーマに応じて研究を行う

１５ まとめ これまでのまとめ

【履修要件】

・ 遅刻は厳禁とします。

・ 学生相互のコミュニケーションを図り、尊重しあってお互いを高めてください。

・ 自主的に研究し、活動することが求められます。

【評価方法・基準】

・ ゼミへの貢献度・受講態度：50点 レポート：50点とし、100点に換算して評価します。

   秀：90点以上 優：80～89点 良：70～79点 可：60～69点 不可：59点以下

【教科書・参考図書】

・ 使用しません。参考資料を必要に応じて配布します。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・ 食生活全般に関心を持って調査・研究したいテーマを探し、関連情報を収集してください。

【担当教員からのメッセージ】



・ ゼミナールは与えられる授業ではなく、学生が主導することが理想です。どんな活動ができるか、

やりたいか、ゼミの仲間とともに考え実践しましょう。



Ｅ1650 給食管理演習

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 木 第Ⅲ講 福岡 恩 1-213 171 木第Ⅳ講

【到達目標と学習成果】

・大量調理の技法について理解・実践することができる。

・給食の価格管理・作業管理ができる。

・社会人として必要なコミュニケーション能力を身につける。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

1
ガイダンス

大量調理講習

給食管理演習と実習の授業の進め方について

給食管理実習室の機器で調理する。特にスチーム

コンベクションオーブンについて理解する。

2
包丁技術講習 給食現場に即した正確かつスピーディな包丁技術

を身に付ける。

千切り、薄切りなど。

3 給食管理実習試作準備 発注量の算出方法

発注書の書き方

4 大量調理実習準備 翌日の実習が円滑に実施できるように計画する。

5 実習準備・打ち合わせ 各班の実習について作業工程・作業指示等計画し

班員で打ち合わせする。

6 給食管理実習第 1回準備 翌日の実習が円滑に実施できるように計画する。

7 給食管理実習第 2回準備 翌日の実習が円滑に実施できるように計画する。

8 給食管理実習第 3回準備 翌日の実習が円滑に実施できるように計画する。

9 給食管理実習第 4回準備 翌日の実習が円滑に実施できるように計画する。

10 給食管理実習第 5回準備 翌日の実習が円滑に実施できるように計画する。

11 給食管理実習第 6回準備 翌日の実習が円滑に実施できるように計画する。

12 給食管理実習第 7回準備 翌日の実習が円滑に実施できるように計画する。

13 給食管理実習第 8回準備 翌日の実習が円滑に実施できるように計画する。

14 報告会準備 報告会資料・栄養月報の作成（目標達成度の確認）

問題解決能力

15 報告会準備 報告会資料・栄養月報の作成（目標達成度の確認）

問題解決能力

【履修要件】

・自主的・意欲的に取り組んでください。

【評価方法・基準】

・レポート（55 点）受講態度（45 点）

秀（90点以上）優（80点以上）良（70～79点）可（60～69点）不可（59点以下）



【教科書・参考図書】

給食管理実習に準ずる。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・クラス内、班員同士でコミュニケーションを取る。

【担当教員からのメッセージ】

本科目は大量調理技法を身につけることと翌日の給食管理実習の準備時間を目的としています。

大量調理の技法は授業後繰り返し復習し、自分のものにしてください。

また、班員同士のコミュニケーションが実習成功の鍵となります。報告・連絡・相談を大切にしまし

ょう。



Ｅ1651 校外給食管理実習事前事後指導

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 水 第Ⅴ講 福岡 恩 1-213 171 木第Ⅳ講

【到達目標と学習成果】

・校外実習の目的や概要について理解・実践することができる。

・わかりやすいプレゼンテーションで実習について報告することができる。

・社会人として必要なコミュニケーション能力を身につける。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

1 ガイダンス

校外実習希望調査

授業の説明、校外実習の概要説明

校外実習へ向けての心構え

2 ガイダンス 個人票作成のための自己分析

3
個人票作成 校外実習で何を学びたいか、自己分析をもとに個

人票をまとめる。

誰にでも読みやすい丁寧な文字の記入

4
個人票作成 校外実習で何を学びたいか、自己分析をもとに個

人票をまとめる。

誰にでも読みやすい丁寧な文字の記入

5 給食管理基本事項の復習 栄養計算 原価計算 廃棄率 発注量などの算出

6 献立作成の復習 実習希望先を想定した献立作成

7 献立作成の復習 実習希望先を想定した献立作成

8 栄養指導・食育指導媒体の作成 実習希望先を想定した媒体作成

実習先からの課題をもとに作成する場合もある。

9 栄養指導・食育指導媒体の作成 実習希望先を想定した媒体作成

実習先からの課題をもとに作成する場合もある。

10
ガイダンス

お礼状の下書き

校外実習期間中の心構え

教員との連絡について 細菌検査について

手紙の書き方を復習する。

11 課題作成 実習先から提示された課題作成をする。

必要に応じて調理室で試作をする。

12
報告会準備 報告会資料作成

複数人で実習へ行った者はコミュニケーションを

取り、作業を進めること。

13
報告会準備 報告会資料作成

複数人で実習へ行った者はコミュニケーションを

取り、作業を進めること。

14 校外実習報告会 実習期間・施設別に発表をする。

わかりやすいプレゼンテーション

15 校外実習報告会 実習期間・施設別に発表をする。

わかりやすいプレゼンテーション

【履修要件】

・校外給食管理実習を希望している者は必ず受講すること。

【評価方法・基準】

・レポート等提出物（45 点）校外実習報告会（10 点）受講態度（45点）

秀（90点以上）優（80点以上）良（70～79点）可（60～69点）不可（59点以下）

【教科書・参考図書】



教科書はなし。資料集を配布。参考図書は適宜紹介します。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・クラス内、班員同士でコミュニケーションを取る。

【担当教員からのメッセージ】

本科目は校外給食管理実習のガイダンス、事前準備、事後の報告会までをカバーするとても重要な科

目です。全回休むことなく受講してください。日程については、校外実習期間に合わせ変動する可能性

もありますので、教員からの指示をしっかり確認してください。

この事前事後指導で準備していくことは就職活動にも直結していることを自覚し、取り組んでくださ

い。



E1656 教育心理学

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 月 第Ⅴ講 森山雅子 2－206 139 水第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・子どもに教えるために必要となる教育心理学についての基礎的な知識・概念を習得する。

・子どものやる気を促すこと、子どもの居心地の良い環境を作ることについて学ぶ

・教育を行うものとしての多角的な視点を教育心理学の理論から学び獲得する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
授業ガイダンス

発達理論

授業の説明

遺伝と環境

２
子どもの育ち（１）認知発達 認知発達・道徳発達

３
子どもの育ち（２）社会性の発達 社会性の発達

４
子どもの学び（１）学習 条件づけ、強化

５
やる気を促す保育（１）動機づけ 欲求、マズロー、内発的動機づけ、外発的動機づ

け

６
やる気を促す保育（２）行動の強

化

賞賛と罰、原因帰属、無力感、適切なほめ

７
適応と不適応 ストレスの理解

８
子どもの学び（２）記憶 記憶の理論、初頭効果、新近性効果

９
子どもの学び（３）知能 知能の理論、知能検査

１０
子どもの学びの援助 教育方法、一斉学習、グループ学習、個別学習

１１
子どもの能力の理解 教育評価、相対評価、絶対評価

１２
クラス運営 集団への理解 集団ではたらく心理、社会的促進・抑制、リーダ

ーシップ

１３
子どもの個性の理解 類型論、特性論、パーソナリティ検査

１４
配慮が必要な子どもの対応 配慮の必要な子ども、適切な対応

１５
まとめ

【履修要件】

・担当教員の話に耳を傾け、授業プリントに、重要だと思ったことを適宜メモすると良い。

・授業内容に関する積極的な質問や意見を歓迎する。

【評価方法・基準】

・授業への参与度、質問（40％）、最終レポート（60％）で換算する。



【教科書・参考図書】

・指定なし。適宜プリントを配布する。

参考図書は、適宜紹介する

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・予習よりも復習に心がけてほしい。

・授業内容を復習し、発達理論を理解することが望ましい。復習の際に疑問に思ったことは、遠慮なく担当

教員に質問し、解決を図ることが望ましい。

【担当教員からのメッセージ】

教育心理学は、子ども理解においての基本的な概念を提供します。皆さん自身の生活やこれまでの歩

みを振り返り、また身近な子どもを観察することによって理解を深めましょう。



E1660 フードコーディネート論

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 金 第Ⅳ講 中野貴子 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・フードコーディネートの基本理念を理解し、コーディネートに必要な知識及び技能を修得する。

・食卓におけるサービスとマナーについて具体的に説明することができる。

・食に関する場面で満足できる状態を演出することができる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

オリエンテーション

フードコーディネートの基本理念

・シラバスの説明

・おいしさの理解

・ホスピタリティとアメニティ

２

日本の食事文化 ・食事とは何か

・日本人の食生活の歴史

・特別な日の食事

３
外国の食事文化 ・世界の人々の食生活

・食事の現状

４
食卓のコーディネートの要点 ・コーディネートの概要

・食器と食具

５
テーブルセッティング ・基本とルール

・スタイル別のコーディネート

６

食卓サービスとマナーの基本理念 ・食卓におけるホスピタリティ

・適切なサービスとマナー

・プロトコル

７
サービスとマナーの特徴と技法 ・料理別特徴と技法の理解

・サービスとマナーの具体例

８

メニュープランニングの要件 ・メニュープランニングの 3つの軸とは

・TPO
・メニュー開発の条件

９

料理様式とメニュー開発の基礎 ・代表的な料理形式の献立の基本構成

（日本、中国、西洋、その他）

・テーマごとのメニュー開発

１０

食空間のコーディネート ・6W3H
・食事空間の基礎

・色調

１１

キッチンのコーディネート ・キッチンレイアウト

・厨房機器/
・衛生

１２
フードサービスマネジメント ・フードサービスビジネスの動向と特性

・ＰＤＣＡサイクルとは

１３
フードサービスの起業 ・コンセプト

・計画作成

１４

食企画の実践コーディネート ・食企画に必要なスキルとは

・リサーチ

・テーマに沿って企画書を作成する

１５
授業のまとめ ・これまでの授業のまとめ



【履修要件】

・意欲的に取り組み、遅刻や私語をしないこと。

・提出物の期限を守ること。

【評価方法・基準】

・受講態度：３０％

・課題：２０％

・試験：５０％

【教科書・参考図書】

・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

・日本フードスペシャリスト協会編「新版 フードコーディネーター教本」柴田書店

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・指示のあったテキストの箇所を必ず事前に読み授業に参加してください。

・学習の参考になる資料を配布する場合があります。事前に読み授業内容の理解を深めましょう。

・食に関するさまざまな情報について常に関心を持ちましょう。

【担当教員からのメッセージ】

この授業は、食に関するさまざまな場において「満足できる状況」を演出するための知識や技術を学

ぶ授業です。フードスペシャリスト認定試験の対策だけでなく、「おいしいものをおいしく食べる」環

境作りについて栄養士業務の役に立つ授業を展開していきたいと思います。



E1664 医療事務総論

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 集中 ― 尾崎好子 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・医療保険の仕組みや診療報酬請求事務に関する知識と技術を養う。

・医師が診療中に記録した診療録（カルテ）を読むための基本的な医学の知識を身に付ける。

・医師が行った診療行為を料金化するための算定方法を修得する。

・診療録（カルテ）より治療内容を読み取り、診療報酬明細書を作成する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１ ガイダンス ・医療事務の概要

２
医療保険制度 ・医療費の仕組み

・診療報酬請求

３
初診料

再診料

・初診料の算定ルール

・再診料の算定ルール

４ 入院料 ・入院料の算定ルール

５ 投薬料 ・投薬料の算定ルール

６ 注射料 ・注射料の算定ルール

７ レセプト作成及びレポート提出 ・練習問題を用いたレセプト作成

８ 処置料 ・処置料の算定ルール

９ 検査料 ・検査料の算定ルール

１０

手術料

麻酔料

・手術料の算定ルール

・輸血料の算定ルール

・麻酔料の算定ルール

１１ 画像診断料 ・画像診断料の算定ルール

１２

リハビリテーション料

精神科専門療法料

放射線治療料

病理診断料

・リハビリテーション料の算定ルール

・精神科専門療法料の算定ルール

・放射線治療料の算定ルール

・病理診断料の算定ルール

１３ レセプト作成及びレポート提出 ・練習問題を用いたレセプト作成

１４ レセプト作成及びレポート提出 ・練習問題を用いたレセプト作成

１５ 試験

【履修要件】

・遅刻、授業中の私語、授業中の携帯電話及びスマートフォンの使用は厳禁とします。

・質問、相談は講義の前後に教室でお願いします。

【評価方法・基準】

・①期末の試験（60点）②課題・レポート（40点）；①②を総合して評価する

   

【教科書・参考図書】

・診療報酬請求の実務（一般社団法人医療教育協会 発行）

・診療報酬請求演習（一般社団法人医療教育協会 発行）

・医科診療報酬点数表（一般社団法人医療教育協会 発行）



【授業外学習の指示（準備学習等）】

・講義は基礎の積み重ねですので、毎回受講した内容を復習しノートや資料を整理して下さい。

・講義中配布した練習問題は自主学習にも使用して下さい。

【担当教員からのメッセージ】

この講義は医療管理秘書士に必要な講義です。

医療秘書および医療事務職に就くための重要な知識を学ぶための講義です。



E1604 国際文化

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 木 第Ⅴ講 広川由子 2-204 138 木第Ⅲ講

【到達目標】

・映像を通して世界の多様な文化に触れ、私たちと文化が異なる人々と共生するために必要となる態度と

スキルを習得する。

・自己の価値観を見つめ直し、広い視野を獲得する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション（9/26） ・授業の説明

２
文化という課題①(10/3) ・映画『長くつ下のピッピ』（1969 年）の視聴

３
文化という課題②(10/17) ・固定観念についてのディスカッション

４
文化という課題③(10/31) ・第 2,3,4 回講義のまとめ

５
異文化との接触①(11/7) ・映画『ナポラ』（2004 年）の視聴

６
異文化との接触②(11/14) ・偏見・先入観についてのディスカッション

７
異文化との接触③(11/21) ・第 5,6,7 回講義のまとめ

８
異文化の警告①(11/28) ・映画『インドへの道』（1984 年）の視聴

９
異文化の警告②(12/5) ・カルチャー・ショックについてのディスカッシ

ョン

１０
異文化の警告③(12/12) ・第 8,9,10 回講義のまとめ

１１
見えない文化①(12/19) ・映画『エリン・ブロコビッチ』（2000 年）の視聴

１２
見えない文化②(12/26) ・非言語コミュニケーションについてのディスカ

ッション

１３
見えない文化③(1/16) ・第 11,12,13 回講義のまとめ

１４
総合ディスカッション①(1/23) ・学生によるプレゼンテーション

１５
総合ディスカッション②(1/30) ・総括

【履修上の注意】

・遅刻・欠席は厳禁。

・ディスカッション形式をとるため、受講者は全員、テーマに添って積極的に発言すること。

・指定した映画とは別の、受講者の関心ある映画を 1 つ取り上げ、その内容についてのプレゼンテーシ

ョンを課す。映画は邦画・洋画のどちらでもよい。アニメも可。

【評価方法】

・授業中のディスカッション（40）
・プレゼンテーション（20）



【テキスト】

・必要に応じてプリントを配布する。

【参考図書】

・青木保『異文化理解』岩波新書、2001 年。

・青木保『多文化世界』岩波新書、2003 年。

・エドワード・T・ホール著、國弘正雄他訳『沈黙のことば』南雲堂、1966 年。

・浜本隆志『文化共生学ハンドブック』関西大学出版部、2008 年。

・八代京子他『異文化トレーニング : ボーダレス社会を生きる』改訂版、三修社、2009 年。



E1609 海外英会話研修

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2 金 第Ⅴ講 広川由子 2-204 138 火第Ⅲ講

【到達目標】

・ミクロネシア短大における語学研修を通して異文化への理解を深める。

・渡航・研修参加にあたって必要となる基本知識・基本英会話を習得する。

・ミクロネシア短大の学生さんとの親睦・交流を深める。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

旅行会社の説明会①（9/26）
英文書類の作成

・ミクロネシア連邦とミクロネシア短大

・海外旅行に関する注意点

・旅程・旅行申込書・パスポート申請・旅行代金

の支払い・クレジットカード・傷害保険について

２

異文化体験の意義と心得

研修内容と授業予定の説明（9/ ）

・ミクロネシア連邦とミクロネシア短大

・海外旅行に関する注意点

・英文書類記入（入寮申込書） ・持ち物

３
滞在時の行動について

ミクロネシア基本情報（10/ ）

・滞在時の諸注意

・ミクロネシアの歴史・文化・生活

４
海外旅行英会話の練習（10/ ） ・イミグレーション ・機内

・自己紹介 ・日本文化の紹介

５
日本の保育実践の紹介①（11/ ） ・発表内容の決定 ・分担決定

６
日本の保育実践の紹介②（11/ ） ・日本語授業と幼稚園で披露する紙芝居、歌、リ

ズム遊び、手遊び、集団遊びを英語で練習

７
日本の保育実践の紹介③（11/ ） ・同上

８
日本の保育実践の紹介④（12/ ） ・同上

９
日本の保育実践の紹介⑤（12/ ） ・同上

１０
日本の保育実践の紹介⑥（12/ ） ・同上

１１
日本の保育実践の紹介⑦（1/ ） ・同上

１２
保育実践リハーサル（1/ ） ・リハーサル

１３
基本英会話の練習（1/ ）

帰国後の課題について

・COMの学生さんとの会話を想定した練習

１４
旅行会社の説明会②（2/ ） ・旅行会社による最終説明会

・出発当日の集合場所、時間の最終確認

１５
最終打ち合わせ

基本英会話の練習（2/ ）

・あらゆる場面で使えるフレーズを練習

１６
まとめ（3/ ） ・帰国後の反省会

・感想文とコラージュの提出

【履修上の注意】

・2018年 2月 18日出発 ～ 2月 28日帰国 （11日間）

・旅行会社説明会① 9月 26日（火）12：20～
・旅行会社説明会② 決定次第、アナウンスします。

・「授業＝海外旅行」ではないことを十分理解してください。



・英語、日本語に限らず積極的な発話、活動、コミュニケーション、協力を求めます。

・遅刻や欠席は厳禁。

・授業中の私語は慎むこと。

・渡航関係の書類は、提出期限を厳守すること。

・旅行会社の説明は聞き漏らしのないようにし、不明な点はその都度、解消すること。

・授業には毎回、辞書を持参すること（スマホ・英和和英辞書・電子辞書可）。

・英会話の練習は授業でも実施するが、語学研修への参加を決定したらすぐに各自で始めること。

・幼稚園訪問時とミクロネシア短大の日本語授業参加時に、日本の保育実践を英語で紹介する予定です。

今年度は紙芝居、おりがみ、手遊びなどを披露する予定です。これに関連する制作・練習は授業外にお

いても行なうことを求めます。

【評価方法】

・受講態度（30）
・現地での研修態度（40）
・研修後の感想文（1200字以上）（20）
・研修後の作品（写真コラージュ）（10）

【テキスト】

・必要に応じて資料やプリントを配布します。

【参考文献】

・外務省ウェブページ：http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/micronesia/data.html
・在ミクロネシア日本国大使館：http://www.micronesia.emb-japan.go.jp/index_j.html
・ミクロネシア連邦大使館：http://fsmemb.or.jp/images/top/image01.jpg



E1612 スポーツ健康論

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 1 木 第Ⅳ講 脇坂康彦 体―202 159 水第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・保健は、環境を改善し、生活を調整することによって健康の維持増進に寄与しようとするものであり、

体育は、身体活動を通して、健康を維持増進するものである。この点をふまえ、将来保育者になった

ときに、すばらしい未来の後継者を育て上げられるように、これを学び取っていくことを目標とする。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
ガイダンス、ビデオ｢しなやかなポ

ンプ心臓｣

ビデオを見て、感想文をまとめる。

２
人間生活と健康 健康の意義、健康の範囲、社会と健康を学ぶ

３
身体運動の生理 身体の構造(筋肉、呼吸・循環器、神経)について学

ぶ。

４
体力とトレーニング 体力と健康との関係、運動処方、トレーニング方

法について学ぶ。

５
スポーツ障害の予防 スポーツ障害の予防について学ぶ。

６
救急処置 救急処置における諸注意、人工呼吸法について学

ぶ。

７
女子の特性と保健体育 女子の身体とはたらき、妊娠中の健康について学

ぶ。

８
まとめと試験 試験

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

【履修要件】

・遅刻をせずに、授業中は私語を慎み、他の受講者の邪魔をしない。

【評価方法・基準】

・ 出席状況を加味した平常点と、期末試験の成績とで総合的に評価する。

受講態度２０点、筆記テスト８０点



【教科書・参考図書】

・プリントを配布

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・プリントを中心に授業を進めるので、授業後に各自のノートにまとめること。

【担当教員からのメッセージ】

授業中に様々のトレーニング法を勉強するので、各自で自分にあったトレーニングを実践して、シェ

イプアップを図ってください。又、救急処置も勉強するので、卒業後に現場で対処できるように身に着

けてください。



E1613 体育実技

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

実技 1 木 第Ⅳ講 脇坂康彦 体―202 159 水第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・バドミントンの競技を通して、瞬発力や持久力を養い、チームワークの向上に努める。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
ガイダンス、基本実技練習 ネットフライ、ドライブの技術を学ぶ。

２
基本技術練習 ハイクリヤー、ドリブンクリヤーの技術を学ぶ。

３
ルールと、ゲームの進め方の説明 ルールーを学び、ゲームの進め方について学ぶ。

４
ゲーム(ダブルス) ２人１組のチームに分かれて、ダブルスの試合を

行う。

５
ゲーム(ダブルス) 相手の取りにくいサーブを学び、ゲームに取り入

れてみる。

６
ゲーム(ダブルス) 相手の攻撃に即した守備方法を学び、ゲームに取

り入れてみる。

７
実技試験 狙ったところにサーブを入れる。２人で打ち合う。

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

【履修要件】

・運動服を着用し、体育館シューズを使用すること。

【評価方法・基準】

・ 受講態度４０点、技能テスト(基礎的な技能と知識の理解度･実践能力)６０点、

  その他(３分の２以上の出席を有効評価の基礎条件とする)

【教科書・参考図書】

・図解コーチ･バドミントン、相馬武美著、成美堂出版



【授業外学習の指示（準備学習等）】

・授業が終了してから、次の授業までに基礎練習を反復して行い、成長して参加する。

【担当教員からのメッセージ】

なるべく自分よりも上手な人と組になり、技術の向上を図ってください。



E1619 解剖学

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 金 第Ⅲ講 松川良治 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・人体の不思議を学ぶ（毎回ビデオを使います）

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
総論および健康寿命について ・解剖学とは

・三浦親子のビデオ（健康寿命）

２
生命誕生 ・生殖の不思議を学ぶ

３
心臓・血管 ・しなやかなポンプとは

４
胃・腸 ・消化吸収の妙とは

５
肝臓 ・壮大な化学工場とは

６
骨・筋肉 ・なめらかな連係プレーとは

７
免疫 ・生命を守るとは

８
進化 ・心が生まれた惑星（地球）

９
知覚 ・脳が世界を作る

１０
記憶 ・人生をつむぐ臓器、脳

１１
感情 ・人はなぜ愛するか？

１２
発達と再生 ・秘められた復元力とは

１３
無意識と創造性 ・果てしなき脳宇宙

１４
受胎 ・生命の奇跡を再度学ぶ

１５
まとめとレポート ・最終レポート

・日野原重明先生のビデオ（健康寿命）

【履修要件】

・授業中の私語は厳禁

・毎回レポートを提出（期末試験は無し）

・席は番号順に座ること

【評価方法・基準】

・毎回のレポート

・最終のレポート

・授業態度と出席率



【教科書・参考図書】

・イラストで学ぶ解剖学

・解剖生理学―人体の構造と機能

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・次回の講義内容を予習すること（教科書にて）

・新聞を毎日読むこと（特に医学関係）

【担当教員からのメッセージ】

人体の不思議を、主にビデオを使って講義します

内容は難しいが、感動してもらえるように授業したいと思います



E1621 薬理学

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 水 第Ⅱ講 川村勝美 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・ 栄養・食品の面から有効で安全な医療・薬物療法をサポートできる礎を築くこと

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
ガイダンス 学習のポイント

薬理学とは

２
医薬品の基礎知識

医薬品の体内動態

薬とは

薬の体内分布

３
医薬品の作用と副作用、薬害

食品と医薬品に関する相互作用

薬害・健康食品

薬物相互作用

４
栄養を補給する薬 栄養補給法

５
代謝・内分泌に作用する薬 ビタミン剤

６
小テスト１ 自筆ノートの作成

７
末梢神経系に作用する薬

中枢神経に作用する薬

局所麻酔薬

睡眠薬

８
呼吸器に作用する薬 鎮咳薬

９
消化器に作用する薬 下剤

１０
循環系疾患の治療薬 造血薬

１１
小テスト２ 自筆ノートの作成

１２
利尿薬、泌尿器に作用する薬 利尿薬

１３
免疫・アレルギーの薬 解熱鎮痛薬

ステロイド剤

１４
細菌・ウィルスなどに作用する薬

がん治療薬

ワクチン、抗生物質

抗がん薬

１５
小テスト３ 自筆ノートの作成

【履修要件】

・特になし

【評価方法・基準】

・ 授業への貢献・参加度（予習の状況）20％
・ 課題・グループワーク 30％
・ ３回の小テスト 50％（自筆ノートのみ持込可）



2

【教科書・参考図書】

・栄養薬学・薬理学入門  川添禎浩 古賀信幸編 講談社サイエンティフィク

・

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・必ず講義の前に教科書を一読するように

【担当教員からのメッセージ】

自筆ノートにポイントをまとめること

グループワークに積極的に参加すること



E1622 解剖生理・生化学実験

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

実験 1 火 第 5～7時限 宇野和明 2-102 123 水第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・ 栄養士として解剖学、生理学及び生化学の講義で学んだ事項について実験を通じて知識を確認するこ

とができる。

・ 実験内容をレポート（ワープロ・表計算ソフト等による作成）としてまとめ、報告することができる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

授業計画（シラバス）の説明、実

験テキストの作成、実験器具の準

備、レポート作成要領について

・実験内容について概要を理解する。

・実験に用いる器具の種類を知る。

・レポートの書き方を理解する。

２
身体計測に関する実験 ・ＢＭＩ、ローレル指数、カウプ指数

・基礎代謝量

３
体脂肪の測定、血圧の測定 ・肥満度、摂取エネルギー量

・高血圧と食事

４
運動負荷による生理機能の変化 ・運動負荷による心拍数、呼吸数、血圧の変化

５
感覚に関する実験－Ⅰ ・皮膚感覚（皮膚における感覚の分布と閾値）

・重量感覚（ウェバーの法則について）

６
感覚に関する実験－Ⅱ ・ヒトの舌における味覚（甘味、塩味、酸味、苦

味、旨味）閾値とそれらの分布について

７
人体の構造に関する実験－Ⅰ ・ヒトにおける循環器系の構造と機能

８
人体の構造に関する実験－Ⅱ ・ヒトにおける消化器系の構造と機能

・肝臓における代謝

９
解剖に関する実験 ・イカの消化器

・ヒトとの相違と類似

１０
消化に関する実験－Ⅰ ・胃液に含まれる消化酵素と至適 pH

１１
消化に関する実験－Ⅱ ・膵液に含まれる消化酵素と至適 pH

１２
血液に関する実験－Ⅰ ・ヒト血液と魚類血液との相違と類似

１３
血液に関する実験－Ⅱ ・血液アルブミン量と低栄養

１４
人体の構造と機能に関する総括 ・臓器の役割と生理・代謝機能に関するまとめ

１５
提出レポートの総括

実験器具のかたづけ

・重要事項のまとめとレポート総評

【履修要件】

・受講する学生は主体的に参加して実験課題に取り組むこと。

・ワープロ・表計算ソフト等でレポートを作成報告しなければならない。

【評価方法・基準】

・受講態度とレポート点（合計 100点）で以下のように評価する。

秀(S)：90％以上、優(A)：80％以上、良(B)：70～79％、可(C)：60～69％、不可(D)：59％以下



【教科書・参考図書】

・自作のテキストを用いる。

・参考図書は課題ごとに紹介する。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・テキストに目を通して、実験の概要をイメージすること。

・班での役割分担を事前に決めておくこと。

【担当教員からのメッセージ】

この実験授業は、まず出席して実験することが重要ですので、欠席しないように体調管理をして下さい。

継続は力なりです。レポートは必ず期日までに提出して下さい。



E1627 食品加工学実習

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

実習 1 月 第 5～7 時限 吉尾信子 2-106 128 月第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・季節ごとに出回る穀類、野菜、果実、食肉、魚介等の生鮮食材をより付加価値の高い食品へと変化さ

せてゆく加工技術を、伝統的な食品製造法をも含めて修得する。

・食品工場における大量加工工程を見学し、製造上の技術的な工夫及び衛生管理の実際を自分の眼と耳

で確かめることにより、市販加工食品についての認識を深める。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
ハーブ、スパイスの基礎知識／

缶詰法の演習

ハーブ、スパイスの特性を知る

缶詰の『二重巻き締め』について把握する

２
大豆の加工①／味噌の仕込み

野菜の加工①／トマトピューレ

発酵食品製造工程における麴の用い方を理解する

３
果実の加工①／

アップルジャム製作／缶詰製造

『糖蔵』法を理解する

缶詰製造体験を通し『二重巻き締め』を理解する

４
果実の加工②／

グレープフルーツマーマレード

果実類の『糖蔵』加工法を修得する

５
多糖類と水／こんにゃく、わらび

もち、ところてん製作

３種の多糖類と水との多様な存在形態を理解する

６
野菜の加工③／漬け物

（株）扶桑守口食品見学（予定）

地元特産の守口大根漬けの製造工程を見学するこ

とにより野菜の塩蔵法を理解する

７
小麦粉の加工①／バターロール

野菜の加工②／ピクルス

『パン酵母発酵』と『膨張剤』による小麦粉加工

法の違いを理解する／野菜の酸貯蔵法を修得する

８
食肉の加工／

ソーセージ製作／燻製製造

食肉の加工法及び『燻煙法』について理解する

９
乳及び乳製品の加工／

森永乳業株式会社中京工場見学

市乳及び乳製品の食品衛生学的に管理された加工

状況を学ぶ

１０
小麦粉の加工②／

うどん、パスタ

小麦粉の加工法である『製麺法』を理解する

１１
果実、種子の加工③／みかんのシ

ロップ漬け、スノウボール

柑橘の食品工業的処理及び糖蔵加工方法を学ぶ

１２
魚介類の加工／

かまぼこ、さつま揚げ

鮮魚を下処理して得られた『すりみ』を用いての

練り製品の製造工程を体験する

１３
寒天およびその加工品／（予定） 伊那食品工業株式会社講師による特別講習を通し

て、寒天の伝統的製造法を理解する

１４
大豆の加工②／豆腐／味噌の仕上

げ／おからクッキー

大豆から豆腐を調製し味噌の発酵状況確認と合わ

せて、大豆の多様な加工形態を理解する

１５
油脂と水／

バターとマヨネーズ

油脂と水との『乳化』作用による食品への理解を

深める

【履修要件】

・グループ単位の実習なので、積極的に食材の加工操作に参加すること。

・毎回の実習内容および結果から考察できる事柄について各自レポートにまとめ、必ず期限までに提出

すること。



【評価方法・基準】

・毎回の実習ごとにレポート提出を課する。AA=4 点, A=3 点, B=2 点, C=1 点とし、全回（15 回分）の

レポートが提出された時点で出席を含む受講態度 3 点×15 回=45 点分と合算し、以下のように評価

する。

  秀=100~90 点 優=89~80 点 良=79~70 点 可=69~60 点 《以上合格》 59 点≧不可

【教科書・参考図書】

・かんたん手づくり食品  （ベターホーム協会 青木紀子他著）  （ベターホーム出版局）

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・毎日の生活の中で食材及び食品の特性及び品質、時節ごとの価格等に関心を持って知識を拡げてゆく

よう心がけること。

【担当教員からのメッセージ】

身近な食品素材を、様々な調理加工法を用いて、よりおいしく、またできるだけ長い期間保存できる

形態に仕上げる技術を学びます。お金を出せば簡単に手に入る加工食品も、実際に作ってみることで、

どのようなところに手間がかかるのか、また保存料や防腐剤を用いずに長期保蔵するのにどのような工

夫が必要なのか等々様々なことが実体験できると思います。グループで協力しながら、食材の旨味を引

き出す方法を修得していきましょう。



Ｅ1635 幼児栄養学実習

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

実習 1 木 1～3時限 福岡 恩 1-213 171 月第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・ 幼児期の食事のあり方を理解する。

・ 幼児が楽しみ、理解できる食育教室を運営できる。

・ 社会人として必要なコミュニケーション能力を身につける。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

概要説明

班編成

「食育のねらい」設定・献立作成

アンケート集計結果より食育のねらいを設定する

給与栄養目標量 食品構成

班員同士のコミュニケーション

２

食育のねらいを踏まえた献立作成

試作準備

食育計画

給食管理実習で得た知識技術の応用。

班員同士のコミュニケーション

３
試作・評価 調理技術

班員同士のコミュニケーション

４

献立決定

作業計画、食材購入計画

食育計画 実習リハーサル

食育のねらいが達成できるような指導内容、

媒体づくり

班員同士のコミュニケーション

５

幼児向け給食の提供 給食管理、衛生管理

幼児が理解できる食育指導

円滑なコミュニケーション技術を修得する。

６

幼児向け給食の提供 給食管理、衛生管理

幼児が理解できる食育指導

円滑なコミュニケーション技術を修得する。

７
実践の振り返り

次週以降の準備・お便り作成

毎回の実習記録、班のまとめをもとに振り返る。

幼児・保護者へ配慮したお便り作成

８

幼児向け給食の提供 給食管理、衛生管理

幼児が理解できる食育指導

円滑なコミュニケーション技術を修得する。

９

幼児クッキング体験指導 安全に配慮した調理指導ができる。

幼児が理解できる食育指導

円滑なコミュニケーション技術を修得する。

１０

幼児クッキング体験指導 安全に配慮した調理指導ができる。

幼児が理解できる食育指導

円滑なコミュニケーション技術を修得する。

１１

幼児クッキング体験指導 安全に配慮した調理指導ができる。

幼児が理解できる食育指導

円滑なコミュニケーション技術を修得する。

１２
実践の振り返り

次週以降の準備・お便り作成

毎回の実習記録、班のまとめをもとに振り返る。

幼児・保護者へ配慮したお便り作成

１３

幼児クッキング体験指導 安全に配慮した調理指導ができる。

幼児が理解できる食育指導

円滑なコミュニケーション技術を修得する。

１４

幼児クッキング体験指導 安全に配慮した調理指導ができる。

幼児が理解できる食育指導

円滑なコミュニケーション技術を修得する。

１５

反省会・お便り作成 幼児に対する食育について自分の考えをまとめ

る。

幼児・保護者へ配慮したお便り作成



【履修要件】

・「食育のねらい」の設定をはじめ、準備を充分にし、幼児が楽しく安全に実習できるよう配慮しましょ

う。

・班員同士、クラス内でのコミュニケーションが非常に重要となります。

・班編成はくじ引きとします。

・授業時間外の作業が多いです。

【評価方法・基準】

・授業態度 45点 提出物 55点

秀（90点以上）優（80点以上）良（70～79点）可（60～69点）不可（59点以下）

【教科書・参考図書】

・保育者のための食育サポートブック ひかりのくに

・管理栄養士・栄養士必携（１年次に購入）

・応用栄養学実習書（建帛社）（１年次に購入・・栄養学実習の教科書です。）

・給食管理実習資料集（２年次前期に配布）

・はじめての大量調理（1年次に購入）

・食べ物じてん（1年次に購入）

・幼児栄養学実習資料集（配布します。）

【授業外学習の指示（準備学習等）】

幼児に対する食育について、教科書や資料を基に充分理解を深めておきましょう。また、それを踏まえて

どんな実習をしたいか、出来るか考えましょう。

【担当教員からのメッセージ】

この科目は幼児を対象とし、食育を実践できる本学の特色ある授業です。

普段幼児に接する機会のない者にとってはどのように接すれば良いか分からず戸惑うかもしれません。ま

た、素直な受け答えをしてくれる幼児を見て可愛いと感じるでしょう。そんな幼児が楽しく安全に食育の

時間を過ごせるように事前の準備をしっかりして実習当日を迎えてください。実習後の保護者向けのお便

り作りまでを一連の作業とし、やる気を維持し取り組んでください。



E1636 公衆栄養学

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 火 第Ⅰ講 木内清美 2-201 131 月第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・ 公衆栄養の概念を理解し、公衆栄養活動の変遷を理解する。

・ わが国の健康・栄養問題ならびに栄養政策について理解する。

・ 国民栄養の現状と課題を把握し、食習慣と健康・疾病の関連について理解する。

・ 公衆栄養マネジメントの概要を理解する

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１ 公衆栄養の概念

・公衆栄養の意義と目的

・生態系と公衆栄養活動

・地域づくりのための公衆栄養活動

２ 公衆栄養活動 ・公衆栄養活動の歴史

３ 健康・栄養問題の現状と課題①
・社会環境と健康・栄養問題

・健康状態の変化

４ 健康・栄養問題の現状と課題②
・食生活の変化

・栄養素等摂取状況

５ 健康・栄養問題の現状と課題③
・食環境の変化

・フードバランスシートと食料自給率

６ 健康・栄養問題の現状と課題④ ・諸外国の健康・栄養問題の現状と課題

７ 栄養政策①
・公衆栄養活動の役割

・公衆栄養関連法規

８ 栄養政策② ・管理栄養士・栄養士制度と法律

９ 栄養政策③
・国民健康・栄養調査の目的と沿革

・調査内容・方法

１０ 栄養政策④
・食生活指針

・食事バランスガイド

１１ 栄養政策⑤ ・諸外国の健康・栄養政策

１２ 食事摂取基準の活用
・2015年版日本人の食事摂取基準策定の概念

・食事摂取基準の活用

１３ 栄養疫学
・食事摂取量の測定方法

・食事摂取量の評価方法

１４ 公衆栄養マネジメントの概要
・公衆栄養マネジメントの概念と意義

・公衆栄養マネジメントの方法

１５ まとめ ・この授業のまとめ

【履修要件】

・教科書・資料を基に各自でワークシートをまとめながら授業を進めていきます。ワークシートは毎回

必ず提出してください。

【評価方法・基準】

受講態度(ワークシート提出を含む) 40％、期末試験 60％ として 100点に換算して評価します。



秀：90点以上 優：80～89点 良：70～79点 可：60～69点 不可：59点以下

【教科書・参考図書】

・ウエルネス公衆栄養学 大前道教子・松原知子編 医歯薬出版株式会社

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・シラバスにしたがって講義を進めます。必ず事前に教科書の該当箇所を読んでから授業に出席してく

ださい。

【担当教員からのメッセージ】

栄養士として社会で活躍するために、認識しておかなければならない食生活と健康の問題点や国の栄

養政策を総まとめする科目です。個人の栄養・健康から、社会の人々の健康へ目を向けて受講してくだ

さい。



E1640 栄養教育指導実習Ⅱ

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

実習 1 金 第 1～3限 丸田星子 1-211 170 月第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・ テーマ（対象者）に応じた栄養教育指導のための指導計画を立案し、そのために必要な資料や媒体

などを作成することができる。

・ テーマ（対象者）に応じた表現方法を学び、栄養教育指導の際に必要な技法を身につける。

・ 地域における栄養教育指導（江南市消費生活展）を実施する。

・ 地域における栄養教育指導を通して、栄養士として必要なコミュニケーション能力を養う。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

1
オリエンテーション

地域における栄養教育指導（江南市

消費生活展）実施のための計画

・シラバス等説明

・グループ分け、テーマ決め

・栄養養育指導の実施までの流れを把握する

2 指導内容の検討
・グループごとに指導内容について話し合う

・栄養教育指導計画の立案をする

3 資料・媒体の作製

進捗状況の報告

・資料・媒体作成の注意点について

・作業計画を立てる

・教育効果を高める資料・媒体を作製する

4 資料・媒体の作製

進捗状況の報告
・教育効果を高める資料・媒体を作製する

5 資料・媒体の作製

中間報告

・教育効果を高める資料・媒体を作製する

・配布資料の仮印刷

・リハーサルに向けて準備・練習する

6 リハーサル

・リハーサルの実施

・リハーサル後、指導内容・作業計画の見直しを

する

7 資料・媒体の作製

進捗状況の報告

・資料・媒体を作製する

・配布資料の印刷

8 資料・媒体の最終確認

進捗状況の報告

・配布資料・媒体等の確認

・会場に持ち込む物のリストアップ

9 リハーサル
・リハーサルの実施

・最終確認をする

10 会場の設営
・会場の設営を行う

・最終リハーサルの実施

11 地域における栄養教育指導の実践 ・江南市消費生活展で栄養教育指導を実施する

12 地域における栄養教育指導の実践 ・江南市消費生活展で栄養教育指導を実施する

13 地域における栄養教育指導の評価
・自己評価、グループ評価、反省会を実施する

・来場者アンケートの集計をする

14 集団に対する栄養教育指導の立案
・対象者・テーマに沿った会食の計画を立てる

・実施に向けての準備

15 集団に対する栄養教育指導の実施 ・計画に基づいて会食を実施する



【履修要件】

・遅刻及び早退は 3回で欠席 1回の扱いとする。また 30分以上の遅刻は欠席とする。

・グループでの活動が主になるので、協力的に取り組むこと。

・資料や媒体の作製等は計画的に進めること。

・レポート、課題は、提出日を守ること。

【評価方法・基準】

・受講態度：45 点

・地域での栄養教育指導への取り組み、貢献度：30 点

・集団に対する栄養教育指導の立案、実施：10 点

・レポート：15 点

【教科書・参考図書】

必要に応じて資料を配布します。

＜参考図書＞

・「食べ物じてん 第 2版」 芳本 信子編   学健書院    

・「新食品成分表」  とうほう

・「管理栄養士 栄養士必携 データ・資料集」 日本栄養士会 編    第一出版

・「Nブックス 栄養教育論」    下田 妙子 編著   （株）建帛社

・「栄養士のための栄養指導論 第 4版」   芦川修貮・田中弘之 編著  （株）学建書院

・「食品成分表 2015」   女子栄養大学出版部

・「糖尿病食品交換表」  日本糖尿病学会編・著   文光堂

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・2年次前期までに修得した科目を復習し、知識を生かせるようにしておいてください。

・江南市消費生活展のために必要な資料・媒体の製作、準備等で授業時間外の作業が必要となる場合が

あります。

【担当教員からのメッセージ】

この授業は、地域の中でどのように栄養教育指導をしていくかということを学習し、その実践として 11
月 20 日（日）には江南市消費生活展に参加します。さまざまなライフステージ、ライフスタイルの対象

者への栄養教育指導を行なうためには、これまでに学習した専門科目を総合して取り組まなくてはなりま

せん。１年次から学んできたことをもう一度見直し、知識を最大限に生かせるよう努力してください。

消費生活展に向けての準備の中では、資料や媒体作りのスキルを高めると共に、栄養士として必要な「伝

える力」を鍛えましょう。そして、消費生活展成功のためには個人のがんばりはもちろん必要ですが、そ

れ以上にチームワークが大切になります。自分は何をすべきなのか、何ができるのかよく考えて行動して

ください。



E1649 卒業研究

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 月 第Ⅱ講 丸田星子 1-211 170 月第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・ 研究テーマについて収集した資料を解析し、まとめ、発表することができる。

・ 自ら考え、行動できる力を持てるようになる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション シラバス等説明

２
研究テーマの設定 文献検索の方法

３
研究計画 文献検索の方法

研究デザインの作り方

４
各自のテーマで研究をすすめる 研究計画を作成し、調査、実験実習等をする。

報告書の作成

５
各自のテーマで研究をすすめる 調査、実験実習等をする。

報告書の作成

６
各自のテーマで研究をすすめる 調査、実験実習等をする。

報告書の作成

７
中間報告（発表・討論） パワーポイントを用いて発表をする。

８
各自のテーマで研究をすすめる 調査、実験実習等をする。

報告書の作成

９
各自のテーマで研究をすすめる 調査、実験実習等をする。

報告書の作成

１０
各自のテーマで研究をすすめる 調査、実験実習等をする。

報告書の作成

１１
各自のテーマで研究をすすめる 発表資料（パワーポイント）の作成

発表の練習

１２
各自のテーマで研究をすすめる 発表資料（パワーポイント）の作成

発表の練習

１３
研究成果を発表 パワーポイントを用いて発表をする。

レジュメの準備

１４
研究成果を発表 パワーポイントを用いて発表をする。

レジュメの準備

１５
まとめ 卒業研究のまとめ

報告書の提出

【履修要件】

・自主的に、意欲的に取り組むこと。

・欠席をしない。遅刻をしない。連絡をする。

・研究発表をすること。



【評価方法・基準】

・ 受講態度：45点と研究発表：55点の合計点数で以下のように評価する。

秀 90点以上、優 80～89点、良 70～79点、可 60～69点、不可 59点以下

【教科書・参考図書】

演習の中で順次紹介していく。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

空き時間を上手に使い、研究を進めてください。

【担当教員からのメッセージ】

卒業研究では、個々に興味を持った「食」に関するテーマに沿って実験・実習を進めます。自ら課題を

見つけ、自主的に意欲的に研究に取り組んでください。空き時間を使って、文献検索をしたり、まとめた

り、各自研究を進めるようにしてください。

また、研究以外に教員と学生、学生同士のコミュニケーションをとることも大切な課題です。前期のゼ

ミナールに引き続き、より良い人間関係が構築できるように進んでコミュニケーションをとることを心が

けてください。



E1649 卒業研究

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 月 第Ⅱ講 吉尾信子 2-106 128 月第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・前期に続き、エネルギー源として重要な『澱粉』を主題に、その供給源である米粉・小麦粉・雑穀等

を素材として加工品を試作し、食品学の視点からそれらを分析後、報告書にまとめる。

・取得資格を生かして就職できるよう、担当教員とよく話し合い、納得のいく進路を選択する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション

シラバス配布及び説明

前期に行ってきたゼミナール活動内容を踏まえ、

卒業研究に臨む

２
卒業研究テーマ決定

素材及びアプローチ方法の検討

共通テーマである「糖質食品」「穀物粉」「米」

「小麦」「雑穀」等を基準に方針をまとめる

３
グループごとに素材研究 様々な「糖質食品」及びそこでの植物由来食材と

の関わりについて調べる

４
グループごとに試作実習・評価

あるいは調査

レシピ、素材の記録をとる

５
グループごとに試作実習・評価

あるいは調査

レシピ、素材の記録をとる

６
グループごとに試作実習・評価

あるいは調査

レシピ、素材の記録をとる

７
グループごとに試作実習・評価

あるいは調査

レシピ、素材の記録をとる

８
グループごとの研究内容について

中間報告会

後期前半活動のまとめ

９
グループごとに試作実習・評価

あるいは調査

レシピ、素材の記録をとる

１０
グループごとに試作実習・評価

あるいは調査

レシピ、素材の記録をとる

１１
グループごとに試作実習・評価

あるいは調査

レシピ、素材の記録をとる

１２
グループごとに試作実習・評価

あるいは調査

レシピ、素材の記録をとる

１３
グループごとに試作実習・評価

あるいは調査

レシピ、素材の記録をとる

１４
グループごとに試作実習・評価

あるいは調査のまとめ

これまでとってきたレシピ、素材の記録をまとめ

る

１５
卒業研究報告会（予定） 1,2年生合同（予定）

【履修要件】

・ 前期ゼミナール活動での方法論を踏まえながら、「研究活動」として取り組むこと。

・ 日々食している食品・食材に関心を持ち、真摯に調べ、検討しあい、活動すること。

【評価方法・基準】

・後期授業が終了した時点での卒業研究報告会、及び提出された報告書内容によって評価する。

  秀＝100~90点 優＝89~80点 良＝79~70点 可＝69~60点  《以上合格》  59点≧不可



【教科書・参考図書】

・各グループで資料を検索して調べる。その際、必ず出典を記録してこくこと。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・幅広く、食品に興味を持ちましょう。

【担当教員からのメッセージ】

『卒業研究』については、皆さんが興味をもってテーマに取り組めるようできるだけサポートします。

『おもしろい！』と思ったことには、（予算の許す限り）どんどんチャレンジしましょう。

また、後期は、卒業研究を進める傍ら、各自が卒業後の自身の生き方について、本気で考える時期で

もあります。単なる「就職先探し」に終わることなく、自分がこれからどのように生きていくか、真摯

に考えていきましょう。



Ｅ1649 卒業研究

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 月 第Ⅱ講 福岡 恩 1-213 171 月第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・ 前期のゼミナールをさらに発展させる。自主性・探究心を高め、研究方法やまとめ方を学習してそれ

までに学んだ知識と技術を統合し 2 年間の統括とする。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１ ゼミオリエンテーション 研究状況の確認、動向の確認

２ 各自のテーマで研究をすすめる 前期の事前調査を基に実験準備をする。

３ 各自のテーマで研究をすすめる 前期の事前調査を基に実験準備をする。

４ 各自のテーマで研究をすすめる 前期の事前調査を基に実験準備をする。

５ 各自のテーマで研究をすすめる 研究計画を基に実験・実習する。

６ 各自のテーマで研究をすすめる 研究計画を基に実験・実習する。

７ 各自のテーマで研究をすすめる 研究計画を基に実験・実習する。

８ 各自のテーマで研究をすすめる 研究計画を基に実験・実習する。

９ 各自のテーマで研究をすすめる 実験結果をまとめる。

１０ 各自のテーマで研究をすすめる 論文執筆をする。

１１ 各自のテーマで研究をすすめる 論文執筆をする。

１２
中間報告会 研究内容の中間報告・今後の研究について相談・

確認

１３ 各自のテーマで研究をすすめる 追加実験・実習をする。論文の執筆をする。

１４ 各自のテーマで研究をすすめる 論文執筆をする。

１５ 論文製本・発表用スライド製作 論文の製本、提出・スライド製作をする。

【履修要件】

・ 発表は卒業研究発表会にて実施する。（授業回数とは別途）

・ 随時個別面談を実施予定。

【評価方法・基準】

授業態度（45 点）、研究成果（45点）、発表会スライド（10 点）

秀（90点以上）優（80点以上）良（70～79点）可（60～69点）不可（59点以下）

【教科書・参考図書】

・演習の中で順次紹介していく

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・ 前期の事前研究内容を精査し、卒業研究テーマを絞っておくこと。

【担当教員からのメッセージ】

・ 週に 1コマで研究を進めたりスライド製作をしたりするのはとても大変ですが、意欲的に取り組ん

でください。

・ 随時報告・連絡・相談をして、研究を計画的にすすめてください。



E1649 卒業研究

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 月 第Ⅱ講 木内清美 2－201 131 月第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・ 食材や調理・年中行事・諸外国の料理に関心を持ち、研究課題について自ら考え、調べ、テーマに

沿った実践を行うことができる。

・ ゼミ生と協働して自主的に研究する中で、コミュニケーション能力を向上させる。

・ 研究成果をまとめ、発表形式を考えて専攻全体の卒業研究発表会で発表することができる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション

研究計画の立案

シラバスの説明

研究計画を立てる

２ 個人面談 教員とのコミュニケーションを図る

３ 大学祭ゼミ企画準備 ゼミ企画の準備を行う

４ 研究課題に応じた研究① 各自の研究課題に応じて研究を行う

５ 研究課題に応じた研究② 各自の研究課題に応じて研究を行う

６ 研究課題に応じた研究③ 各自の研究課題に応じて研究を行う

７ 研究課題に応じた研究④ 各自の研究課題に応じて研究を行う

８ 研究課題に応じた研究⑤ 各自の研究課題に応じて研究を行う

９ 研究課題に応じた研究⑥ 各自の研究課題に応じて研究を行う

１０ 研究課題に応じた研究⑦ 各自の研究課題に応じて研究を行う

１１ 研究課題に応じた研究⑧ 各自の研究課題に応じて研究を行う

１２ 研究のまとめ① 研究発表会に向けて研究成果のまとめを行う

１３ 研究のまとめ② 研究発表会に向けて研究成果のまとめを行う

１４ 卒業研究発表会① 研究の成果を発表する（1,2年合同）

１５ 卒業研究発表会② 研究の成果を発表する（1,2年合同）

【履修要件】

・ 遅刻は厳禁です。

・ 学生相互のコミュニケーションを図り、尊重しあってお互いを高めてください。

・ 自主的に研究し、活動することが求められます。

【評価方法・基準】

・ ゼミ活動への貢献度・受講態度：50点 研究レポート：50点

秀：90点以上 優：80～89点 良：70～79点 可：60～69点 不可：59点以下

【教科書・参考図書】

・ 使用しません。参考資料を適宜配布します。



【授業外学習の指示（準備学習等）】

・ 日常生活の中で食材や調理、行事と食べ物について関心を持ってください。

・ 研究テーマについて自主的に調べましょう。

【担当教員からのメッセージ】

卒業研究は与えられる授業ではなく、学生が主導するものです。自主的に考え、実践しましょう。



E1655 人間関係論

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 金 第Ⅳ講 菅 吉基 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・本講義では人と人との関係性について学術的な学びを深める。

・可能であるならば人と関わるうえでの人間性についても深く考察していきたい。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
人間関係論概論① オリエンテーション

人間関係論の課題と研究的視点

２
人間関係論概論② 人間関係の形成

人間関係の在り方

３
社会的推論① 原因帰属の推論 対応推論モデル

スキーマ

４
社会的推論② プライミング ヒューリスティック

バイアス

５
集団と個人① 他者存在の影響

集団意思決定

６
集団と個人② 集団ダイナミクス

リーダーシップ

７
人間関係① 人格的特徴

身体的特徴

８
人間関係② 対人的葛藤 恋愛関係

友人関係

９
対人行動① 自己意識

自己開示

１０
対人行動② 援助行動

攻撃性概念

１１
対人認知① 印象形成

対人記憶

１２
対人認知② 期待効果

対人認知の個人差

１３
態度① 認知的一貫性

認知的不協和理論

１４
態度② 説得的コミュニケーション

熟考行為モデル

１５
まとめ

【履修要件】

・基本的に私語、講義に関係のない行為は厳禁とする。

・自分自身と他者への関係性について興味、関心を持ち続けること。

【評価方法・基準】

・受講態度 40点・レポート、テスト 60点

【教科書・参考図書】

・なし



【授業外学習の指示（準備学習等）】

・日頃から自身について深く内省し、自己理解を深めること。

・深めた自己理解を自身の人間関係に役立てること。

・講義で学んだことを人間関係に活かし、都度、疑問に思ったことを講義で質問すること。

【担当教員からのメッセージ】

本講義では人間関係について学術的、研究的な視点から学びを深めることとなるが、それと同時か、

むしろそれ以上に自身の人間関係の在り方を振り返り、内省し、見つめ直して欲しいと思う。自身の在

り方、人間関係について深く内省する時、それは他者との在り方、人間関係について深く考えることと

繋がり、自己理解・他者理解が促進されるものであると考えられる。人間は他者との関わりを通して成

長しえる為、自他の関係性について深く考えることは現在、そして今後の自身の飛躍へと繋がる。本講

義では知識はもとより、それ以上の学びを掴み取って頂きたいと思う。



E1657 保育内容総論

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2 火 第Ⅴ講 冨貴田智子 1-405(1) 136 水第Ⅲ講

【到達目標と学習成果】

・保育実践にはふまえなければならない 5つの領域（健康・人間関係・環境・言葉・表現）があること

を知りそれらの概要を理解する。

・特に「健康」「環境」の領域では保育現場における栄養士の役割を認識し、食育活動の実践に活きる

ようにする。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

1
ガイダンス ・この授業の目的，進め方

・学修する上での「保育内容総論」の位置づけ

2

保育内容とは

遊ぶことと学ぶこと

・「保育内容」が作られた歴史

・保育内容と学習指導の違い

・子どもにとっての遊びの意味

3
保育内容：健康① ・子どもが健康で安全な生活を送るために

・身体の健康と心の健康

4
保育内容：健康② ・子どもの「食」について：保育における食育に

関する活動と大人の役割

5
保育内容：健康③ ・保育者と協働して「給食の時間を楽しく過ごす」

ための計画を立てる（デモ企画書の作成）

6
保育内容：人間関係① ・人と関わる力の育ち

・保育者と子ども，子どもの友だち関係

7
保育内容：人間関係② ・保育実践から：子どもにとっての「けんか」の

必要性についてクラスだよりを通して学ぶ

8

保育内容：環境① ・子どもの生活空間を「保育」の視点で眺める

・子どもが身の回りの環境を自分のものにしてい

くことの重要性

9
保育内容：環境② ・保育実践から：年少児の栽培活動を題材に実際

の記録を通して学ぶ

10
保育内容：環境③ ・「子どもが育てた野菜を使って調理し食べる（収

穫祭）」活動を栄養士の立場から計画する

11

保育内容：言葉① ・言葉の発達（喃語～一語文～二語文へ）

・音声としての言葉と文字としての言葉

・心をつなぐ言葉，心を離す言葉

12

保育内容：言葉② ・保育実践から：①年中児の「異議申し立て」②

年長児の「劇づくり」の 2 点についてクラスだ

よりと映像から学ぶ

13
保育内容：表現① ・感動する心と子どもの表現の仕方

・レッジョ・エミリア・アプローチという考え方

14
保育内容：表現② ・保育実践から：年長児の作品展に向けての取り

組みを記録や映像を通して学ぶ

15
まとめ ・これまでのまとめ

・試験（便りの作成）について

【履修要件】

・正当な理由のない遅刻は欠席とみなす。

・この科目用のファイルを必ず準備すること。

・積極的に授業に参加すること。



【評価方法・基準】

・以下の 3点から評価する。

①出席状況と授業態度・貢献度（話題提供や発言、授業内での質問、グループワークに対する参加状況）：

15％
②毎回のミニレポートの内容：15％
③「給食だより」の内容（試験に相当）：70％

【教科書・参考図書】

・大豆生田啓友・渡辺英則・柴崎正行・増田まゆみ編．（2011）．最新保育講座４ 保育内容総論．ミネルヴァ

書房．

・授業中適宜資料を配布する。また，ビデオや写真等の映像も使用する。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・課題が出された場合は翌週までに必ず済ませておくこと。

【担当教員からのメッセージ】

本講義は，保育内容全般（5 領域）を知り、「保育とは学習である」ことを理解することを目的とし

ています。履修することによって、子どもが生きる上で必要な力が保育内容に備わっていることが分か

ると、これまでの子どもを見る目と異なることに気づくでしょう。栄養専攻の学生が、保育を通して子

どもが育っていく過程に興味を持ち、「子どもっておもしろい！」と感じることができるよう、生の保

育現場の映像や実際に発行されたクラスだよりなど、現場の資料を使って授業を進める予定です。

また、保育現場に栄養士が配置されることの大きな意義を受講生と共に確認し、保育現場を想定した

演習を設け学修内容をより具体的に展開することで、保育理解を促していきたいと考えています。



E1658 健康食生活論

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 月 第Ⅰ講 宇野和明 2-102 123 水第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・ 食の専門家としての栄養士の役割を理解し、食への興味、関心を深めることができる。

・ 食生活の現状を理解し、望ましいあり方を考える力を身につけることができる。

・ 食生活と健康、環境、文化との関係を理解できる論理的思考力を養い、望ましい食生活の実践に結び

つく力をつけることができる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

授業計画（シラバス）の説明、

健康と食生活

・健康とはなにか。

・食生活（食事様式）の理解。

・食生活と健康との関連について

２ 食生活にかかわる要因とは
・ライフスタイル

・生活習慣

３ 日本の食文化
・食文化とはなにか。

・日本食文化の特性

４ 日本の食習慣
・宗教と食習慣

・地域特性

５ 食文化と自然環境①
・米食文化

・魚食文化

６ 食文化と自然環境②
・発酵食品

・鮨と鮓

７ 食文化と社会環境①
・神道と仏教

・西洋文化

８ 食文化と社会環境②
・食教育

・学校給食

９ 食生活と食環境
・食品産業

・サプライチェーン

１０ 家庭環境と食生活
・食生活の多様化

・食生活志向

１１ 食生活と健康①
・食生活の変遷と疾病との関連性

・生活習慣病

１２ 食生活と健康②
・悪性新生物

・ライフスタイルと健康

１３ 食事と機能性食品
・特定保健用食品

・医薬品とサプリメント

１４
食生活・食文化における栄養士の

役割

・調理師と栄養士

１５
健康を維持するための食生活につ

いて（総括）

・重要事項のまとめ

【履修要件】

・受講する学生は主体的に授業参加して取り組むこと。

・ワープロ・表計算ソフト等でレポートを作成報告しなければならない。

【評価方法・基準】

・受講態度とレポート点（合計 100点）で以下のように評価する。

秀(S)：90％以上、優(A)：80％以上、良(B)：70～79％、可(C)：60～69％、不可(D)：59％以下



【教科書・参考図書】

・教科書： 食と健康の科学（稲山貴代、大森玲子 編著、建帛社）

・参考図書：新食生活論（岡崎光子 編著、光生館）

・参考図書は課題ごとに紹介する。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・教科書に目を通して、事前に講義の概要をイメージすること。

【担当教員からのメッセージ】

この授業は、まず出席することが重要ですので、欠席しないように体調管理をして下さい。また、レ

ポートは必ず指定した期日までに提出して下さい。食生活と健康についての知見は、楽しい人生をおく

るために必要であると思いますよ。



E1662 栄養士フィニッシング演習

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 土 第Ⅰ・Ⅱ講 木内清美 2-201 131 月第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・国家資格である「栄養士」にふさわしい知識を修得し、社会で実践するため、専門科目の総まとめを

行う。

・各専門科目担当教員によるオムニバス形式の授業により、各自が自発的に知識を総括していく。

・全国栄養士養成施設協会が実施する「全国統一栄養士実力認定試験」を受験し、「Ａ」ランクに認定

されることを目指す。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１ オリエンテーション
シラバスをはじめとする学び方についてのオリ

エンテーション

２ 「臨床栄養学」のまとめ
栄養士実力認定試験一問一答の演習及び

「臨床栄養学」の解説

３ 「栄養指導論」のまとめ
栄養士実力認定試験一問一答の演習及び

「栄養指導論」の解説

４ 「生化学」のまとめ
栄養士実力認定試験一問一答の演習及び

「生化学」の解説

５ 「栄養学総論」のまとめ
栄養士実力認定試験一問一答の演習及び

「栄養学総論」の解説

６ 「解剖・生理学」のまとめ
栄養士実力認定試験一問一答の演習及び

「解剖・生理学」の解説

７ 「食品学各論」のまとめ
栄養士実力認定試験一問一答の演習及び

「食品学各論」の解説

８
「応用栄養学」(ライフステージ栄

養学)のまとめ

栄養士実力認定試験一問一答の演習及び

「応用栄養学」の解説

９ 「調理学」のまとめ
栄養士実力認定試験一問一答の演習及び

「調理学」の解説

１０ 「食品衛生学」のまとめ
栄養士実力認定試験一問一答の演習及び

「食品衛生学」の解説

１１ 「給食管理論」のまとめ
栄養士実力認定試験一問一答の演習及び

「給食管理論」の解説

１２ 「食品学総論」のまとめ
栄養士実力認定試験一問一答の演習及び

「食品学総論」の解説

１３ 「公衆栄養学」のまとめ
栄養士実力認定試験一問一答の演習及び

「公衆栄養学」の解説

１４ 栄養士実力認定試験 認定試験

１５ 栄養士実力認定試験 認定試験

【履修要件】

・「全国統一栄養士実力認定試験」を受験し、自分の実力を確認してください。

【評価方法・基準】

・「全国統一栄養士実力認定試験」結果を換算し、合計点(100点満点)で総合評価します。



秀：90点以上 優：80～89点 良：70～79点 可：60～69点 不可：59点以下

【教科書・参考図書】

・栄養士実力認定試験一問一答  川端輝江・岩間範子監修 女子栄養大学出版部

・2017年版栄養士実力認定試験過去問題集  全国栄養士養成施設協会編 建帛社

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・受講前に、「栄養士実力認定試験一問一答」の該当箇所を必ず解いて、予習してください。

【担当教員からのメッセージ】

本科目は、「栄養士」免許取得のための総括科目であり、最終的に「全国統一栄養士実力認定試験」

を受験することにより、自身の実力が確認できます。また、管理栄養士国家試験受験対策講座として

卒業生の方々も受講しますので、真摯に取り組んで「Ａ」ランク取得を目指しましょう。


