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シラバス（Syllabus）の活用について 
 
 
このシラバスは、食物栄養学科及び専攻科児童生活専攻が設定する授業科目について、その

到達目標、概要、方法、予習・復習、授業計画（テーマ・内容・キーワード）、学生へのフィー

ドバック方法、成績評価の方法、受講上の注意、教科書・参考書、が記載されています。学生

のみなさんは、これをよく読んで効率的にまた自らが積極的に学習できるよう上手に活用して

ください。 

 
シラバスの目的は、学生のみなさんだけではなく、教員も授業計画の進捗、内容、学習成果

のまとめに使用します。学生さんと教員のコミュニケーションツールとして活用すると良いで

しょう。 

 
大学の授業は、高等学校までの受け身の授業ではありません。自らが問題点や課題を見出し、

調べて学び取る姿勢が求められます。みなさんが、将来有効な情報や技術等が得られるよう支

援することを目的として、大学の授業は展開されています。 

 
昨今、シラバスは学生さんと教員の授業契約だけではなく、大学のホームページに情報公表

することで、社会一般に公開し評価を受けています。 

 
今一度、シラバスの意味するところを再認識し、積極的な活用を期待します。 

 
                             

 





          １１．．基基礎礎教教育育科科目目

基 礎 生 理 学 (101) 1 臨 床 栄 養 学 (212) 39

基 礎 化 学 (102) 2 臨 床 栄 養 学 実 習 (309) 40

日 本 語 表 現 (117) 3 栄 養 教 育 論 Ⅰ (213) 41

心 理 学 (107) 4 栄 養 教 育 論 Ⅱ (214) 42

社 会 学 (108) 5 栄 養 教 育 実 習 Ⅰ (215) 43

法 学 （ 日 本 国 憲 法 ） (109) 6 栄 養 教 育 実 習 Ⅱ (310) 44

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン (110) 7 公 衆 栄 養 学 概 論 (311) 45

保 育 概 論 (111) 8 調 理 学 (217) 46

M O S 演 習 Ⅰ (112) 9 調 理 学 実 習 Ⅰ (216) 47

M O S 演 習 Ⅱ (113) 10 調 理 学 実 習 Ⅱ (218) 48

基 礎 英 語 (114) 11 調 理 学 実 習 Ⅲ (312) 49

英 会 話 (115) 12 給 食 計 画 ・ 実 務 論 (219) 50

海 外 語 学 研 修 (116) 13 給 食 管 理 実 習 Ⅰ ( 前 期 ） (313) 51

ス ポ ー ツ 実 技 (118) 14 給 食 管 理 実 習 Ⅰ （ 後 期 ） (313) 52

ス ポ ー ツ 科 学 (119) 15 給 食 管 理 実 習 Ⅱ (314) 53

基 礎 ゼ ミ (103) 16 情 報 機 器 演 習 (220) 54

新 渡 戸 ゼ ミ (104) 17 栄 養 ﾏ ﾙ ﾁ ﾒ ﾃ ﾞ ｨ ｱ 演 習 (221) 55

ビ ジ ネ ス マ ナ ー (105) 18 フ ー ド コ ー デ ィ ネ ー ト (323) 56

キ ャ リ ア デ ザ イ ン (106) 19 イ ン タ ー ン シ ッ プ 演 習 (223) 57

卒 業 研 究 ゼ ミ ナ ー ル (319) 58

　　　　  ２２．．食食物物栄栄養養学学科科（（栄栄養養士士））    製 菓 ・ 製 パ ン 実 習 (222) 59

公 衆 衛 生 学 (301) 20 ﾌﾟﾛに学ぶ専門料理実習 (316) 60

社 会 福 祉 概 論 (302) 21 栄養士ﾌｨｰﾙﾄﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ (315) 61

体 の 構 造 ・ 機 能 学 (201) 22 栄 養 士 ｷ ｬ ﾘ ｱ ｱ ｯ ﾌ ﾟ 講 座 (321) 62

体の構造・機能学実習(1年) (202) 23 フードプロデュース実習 (318) 63

体の構造・機能学実習(2年) (304) 24 フルーツカッティング演習 (317) 64

栄 養 生 化 学 (203) 25 調 理 学 実 習 Ⅳ (322) 65

生 化 学 (303) 26

運 動 生 理 学 (305) 27

健 康 管 理 概 論 (306) 28

食 品 学 総 論 (204) 29

食 品 学 実 験 (205) 30

食 品 学 各 論 (207) 31

食 品 化 学 実 験 (307) 32

食 品 衛 生 学 (206) 33

食 品 衛 生 学 実 験 (208) 34

基 礎 栄 養 学 (209) 35

栄 養 学 (210) 36

ラ イ フ ス テ ー ジ の 栄 養 学 (211) 37

ライフステージの栄養学実習 (308) 38

2021年度　食物栄養学科　シラバス目次    　



  　　　　３３．．専専攻攻科科児児童童生生活活専専攻攻（（保保育育士士））
【【専専攻攻科科生生】】
子 ど も 生 活 支 援 の 理 論 (307) 66
子 ど も 生 活 支 援 の 方 法 (311) 67
臨 床 発 達 心 理 学 (309) 68
子 ど も と 食 育 (310) 69
地 域 子 育 て 支 援 の 理 論 (308) 70
地 域 子 育 て 支 援 の 方 法 (312) 71
小 児 保 健 特 講 (313) 72
身 体 表 現 特 講 (319) 73
子 ど も と 人 間 関 係 特 講 (315) 74
乳 児 保 育 Ⅱ (314) 75
子 ど も の 遊 び と 文 化 (316) 76
音 楽 表 現 の 指 導 法 (317) 77
造 形 表 現 の 指 導 法 (318) 78
保 育 実 習 Ⅱ (321) 79
保 育 実 習 Ⅲ (323) 80
保 育 実 習 指 導 Ⅱ (320) 81
保 育 実 習 指 導 Ⅲ (322) 82
就 業 力 育 成 演 習 (325) 83
子 ど も の 心 理 臨 床 (326) 84
お も ち ゃ 論 (327) 85
絵 本 論 (328) 86
保 育 実 践 演 習 （ 廣 川 ） (324) 87
保 育 実 践 演 習 （ 川 村 ） (324) 88
保 育 実 践 演 習 （ 小 山 ） (324) 89
保 育 実 践 演 習 （ 藤 田 ） (324) 90
保 育 実 践 演 習 （ 田 尻 ） (324) 91
保 育 実 践 演 習 （ 小 笠 原 ） (324) 92





授業形態 授業担当者

〇〇〇〇 （ナンバリング） 講義・演習・講義演習・実験・実習・実技 　　〇〇　〇〇

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

○回 ○時間（○単位） ○／○期

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約○時間の授業外学修が必要となります。

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

[学生へのフィードバック方法]

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：
　　　　　　　　参考書：

１４.

１５.

[オフィスアワー]

[授業の概要]

１２.

１３.

１１.

３.

４.

５.

６.

テーマ

７.

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

授業科目名

[授業方法]

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有・無　　内容（　　　　　　　　）

[予習・復習]

１０.

１.

２.

８.

９.

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

授業名称を示しています。 

「講義」「演習」「実技」「講義演習」など授

業の実施形態を示しています。 

最終的に学生に到達して欲しい知識や技能の量や
レベルが書かれています。 

授業全体を通しての学習内
容が書かれています。 

授業を担当する教員の氏名を示しています。 

授業回数、修得単位数を示しています。 

授業前の必要とされる予習内容や、授業後の復習
内容あるいは課題などが示されます。 

授業を履修するに当たって、特に留意して欲しいこと、
前もって準備して欲しいこと等が書かれています。 

対象学年、開講時期を示しています。 

この授業と学位授与の方針との関連性を示しています。 

教科書は、授業を履修する上で購
入すべき書籍が指定されていま
す。参考書は、購入するには及ば
ないが図書館などで借り出して読
んで欲しい「参考文献」を紹介し
ています。 

「成績評価」は、シラバスに述べられている到達目標を、
授業終了時点において履修者がどの程度達成しているか
を測るものです。評価の方法は、学期末の試験をはじめ、
レポート、小テスト、授業中の発表を評価に加味する場合
等、それぞれの科目や教員の教育方針などによって異なり
ます。成績評価の反映方法が示されています。 

授業の進度に即した毎回の授業のテー
マ、内容及びキーワードが示されます。
皆さんの予習や復習の参考にもなるはず
です。 

座学、実技、ディスカッション、グループ調査・発表、ビデオ視
聴など、実施授業の方法を示しています。 

教員の実務経験の有無を示しています。 

授業前後の予習・復習に必要な時間を
示しています 

教員が、学生からの質問や相談に応じ
る時間帯を示しています。 

提出した課題等へのフィードバック
方法を示しています。 
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授業形態 授業担当者

講義 　　関口　晋

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 1D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

細胞の構成、細胞膜のはたらき
細胞内小器官、受動輸送、能
動輸送

２.消化器系　その１ 消化器系の構成とはたらき
食道、胃、小腸、大腸、膵
臓、胆のう、肝臓

３.消化器系　その２ 消化吸収のしくみ
アミラーゼ、ペプシン、トリ
プシン、リパーゼ、胆汁酸

４.腎・尿路系　その１ 腎臓・尿路の構造と役割
ネフロン、腎小体、尿細管、
集合管

５.腎・尿路系　その２ 腎臓の病気
急性腎不全、ネフローゼ、慢
性腎不全

６.内分泌系　その１ ホルモンによるシグナル伝達の流れ
視床下部、脳下垂体、甲状
腺、副甲状腺

７.内分泌系　その２ ホルモンの種類と作用機序
副腎、膵臓、性ホルモン、ア
ディポサイトカイン

８.血液系　その１ 血液の役割と成分 血球、ヘモグロビン、貧血

９.血液系　その２ 血圧、血液のpH、血液凝固、血液型
アンジオテンシン、アシドー
シス、アルカローシス、ビタ
ミンK

免疫のしくみと白血球の役割 液性免疫、細胞性免疫、抗体

アレルギーのⅠ～Ⅴ型 免疫不全、自己免疫

神経系の構成と神経伝達のしくみ
自律神経、神経伝達物質、静
止電位、活動電位

心臓の構造とはたらき
動脈血、静脈血、収縮期、拡
張期

骨や筋肉の構造とはたらき
骨髄、骨吸収、アクチン、ミ
オシン

呼吸器の構造とはたらき 横隔膜、ガス交換、分圧

[成績評価]

[受講上の注意]

[教科書・参考書]教科書：配布プリント

人間の体のしくみを理解し、どうしたらより健康でいられるかや体に不調が生じたらどうしたらい
いかを考える基礎を身につけることを目標とする。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

基礎生理学(101)

１.細胞

[授業の概要]

[授業方法]

パワーポイントや配布プリントを用いながらの講義形式で行う。

[予習・復習]

予習としては、下記のキーワードについて、高校の教科書（生物基礎、生物）やWeb等で下調べを
しておく。復習としては、授業内容を参考書等と照らし合わせて、疑問点がないかどうか確認す
る。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となる。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

人間の体を構成するそれぞれの要素について説明する。

１３.循環器系

１０.免疫系

１１.アレルギー

１２.神経系

人間の態度は他人に伝染する性質を持つため、授業と無関係な態度があれば、そ
れはしらずしらず教室内に伝わってしまい授業に集中したい人の妨害になるの
で、そのような妨害のないようにすること。

　　　　　　　　参考書：高校の教科書（生物、生物基礎）、講義時に適宜紹介する。

１４.運動器

１５.呼吸器系

[学生へのフィードバック方法] 授業にて解説

学習成果の確認（33％）、定期試験（67%）
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授業形態 授業担当者

講義 　　関口　晋

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 1D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

原子の構造、周期表の規則 元素記号、分子式、イオン式

電子軌道の規則、点電子則
電子殻、s軌道、p軌道、d軌
道

化学結合の種類と性質
電気陰性度、共有結合、イオ
ン結合

ナトリウムの化学的性質と体内における役
割

高血圧、浸透圧、グルコース
の吸収

モルを使った計算 アボガドロ数、分子量

モルを使った濃度の計算、溶液の性質
モル濃度、沸点上昇、凝固点
降下

化学反応式のつくり方と例、化学量論
化学平衡、ルシャトリエの法
則

定義、酸や塩基の強さ、pH
ブレンステッド・ローリーの
定義、解離、中和

定義、酸化数、酸化還元反応
酸化剤、還元剤、酸化還元滴
定

炭化水素の種類と性質、構造式
アルカン、アルケン、アルキ
ン、芳香族

数詞、基本骨格と置換基について アルキル基、位置番号

特別な置換基がある場合について 接頭語、接尾語

代表的な官能基の性質
水酸基、カルボニル化合物、
アミン

有機化合物の各種異性体、気体に関す
る法則

光学異性体、幾何異性体、ボ
イルの法則、シャルルの法則

上記の諸規則の復習、体内の鉄につい
て

ヘモグロビン、鉄欠乏性貧血

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：配布プリント

人間の態度は他人に伝染する性質を持つため、授業と無関係な態度があれば、それ
はしらずしらず教室内に伝わってしまい授業に集中したい人の妨害になるので、そ
のような妨害のないようにすること。

　　　　　　　　参考書：高校の教科書（化学、化学基礎）

１４.異性体、気体の性質

１５.まとめ（鉄を例にして）

[学生へのフィードバック方法] 授業にて解説

学習成果の確認（20％）、定期試験（80%）

１３.官能基

２.電子軌道

３.化学結合

４.ナトリウム

５.モル

６.濃度

７.化学反応

８.酸塩基

９.酸化還元

１０.有機化学基礎

１１.命名法　その１

１２.命名法　その２

１.周期表

[授業の概要]

[授業方法]

パワーポイントや配布プリントを用いながらの講義形式で行う。

[予習・復習]

予習としては、下記のキーワードについて、高校の教科書やWeb等で下調べをしておく。復習として
は、配布プリントの演習問題の理解程度を確認しておく。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となる。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

化学に関する一般的な規則、それから生体を構成する主要な物質である有機化合物の基本を学ぶ。

化学は物質の性質に関する学問であり、物質の性質は物質の安全性や有用性を判断する手がかりにな
る。そのための初歩の知識を身につけることを目標とする。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

基礎化学(102)

授業形態 授業担当者

講義 廣川　加代子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） D／後期 選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

文と文章　　７つの連接関係 文の連接　　熟達

身近な物を説明する　段落の連接関係 起承転結　分かりやすさ

自分の意見を述べる　結論を導く 全体の構成　　論証

５段階でファンタジーを書く 行きて戻りし物語

日常をえがき、俳句を添える 随筆　俳句

俳句を作る　句会を楽しむ 俳句を味わう　句会

説明文　「調理」に関する知識と語彙 相手と目的に合致させる

報告文　「健康」に関する知識と語彙 目的と意図に合致させる

写真と文字の特性　上手な組み合わせ 視覚的にアピールする

説明のためのポスターを作って話す ポスターセッション

ポスターセッションの共有から深める 丁寧な文章化

自分の売りを見つけて書く 書きながら発見する

趣味・特技・得意科目　志望の動機 相手に訴える

そこで起こったことを視点を決めて書
く

人は何を見ているか

「栄養士」について書く 自己の課題把握

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：特になし

毎回文章を書くので、楽しみつつも向上心を持って受講することが望まれる。

１４.出来事を描写する

１５. まとめ

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題に対して採点し返却する。

レポート（100％）課題に沿ったレポートで評価する。

１３.履歴書を書いてみよう

２.論理で書く①

３.論理で書く②

５.随筆と俳句

６.句会

７.論理で書く③

８.論理で書く④

９.写真と言葉

１０.自分の店を構想しよう

１１.強力なコンセプト

１２.自己PR文を書く

４.物語を書く

１.「文章を書く」とは

[授業の概要]

[授業方法]

基礎的な事項を確認し、文字を整えて書く機会を設ける。テーマに向けて様々な文章例や表現を示
し「創る・書く」の実技に取り組んだ後、お互いに読み合って技能を高め合う。

[予習・復習]

次回行う内容の構想を練ってくる。復習は配布プリントを必ずファイルして内容の整理をすること。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

説明書・報告書、自己ＰＲ文、随筆・俳句の創作など、様々な文種の｢書くこと」に慣れる。また、
実物や映像と文字の組み合わせを楽しんだり、履歴書を書いたりする。

文章を書くことについて基礎から学んで文章表現に関心を持ち、言語表現能力を高める。様々な表
現をする中で自分の強みを見つけ、キャリア形成につなげる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　　内容（小学校教諭）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

日本語表現( 117 )
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授業形態 授業担当者

講義 廣川　加代子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） D／後期 選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

文と文章　　７つの連接関係 文の連接　　熟達

身近な物を説明する　段落の連接関係 起承転結　分かりやすさ

自分の意見を述べる　結論を導く 全体の構成　　論証

５段階でファンタジーを書く 行きて戻りし物語

日常をえがき、俳句を添える 随筆　俳句

俳句を作る　句会を楽しむ 俳句を味わう　句会

説明文　「調理」に関する知識と語彙 相手と目的に合致させる

報告文　「健康」に関する知識と語彙 目的と意図に合致させる

写真と文字の特性　上手な組み合わせ 視覚的にアピールする

説明のためのポスターを作って話す ポスターセッション

ポスターセッションの共有から深める 丁寧な文章化

自分の売りを見つけて書く 書きながら発見する

趣味・特技・得意科目　志望の動機 相手に訴える

そこで起こったことを視点を決めて書
く

人は何を見ているか

「栄養士」について書く 自己の課題把握

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：特になし

毎回文章を書くので、楽しみつつも向上心を持って受講することが望まれる。

１４.出来事を描写する

１５. まとめ

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題に対して採点し返却する。

レポート（100％）課題に沿ったレポートで評価する。

１３.履歴書を書いてみよう

２.論理で書く①

３.論理で書く②

５.随筆と俳句

６.句会

７.論理で書く③

８.論理で書く④

９.写真と言葉

１０.自分の店を構想しよう

１１.強力なコンセプト

１２.自己PR文を書く

４.物語を書く

１.「文章を書く」とは

[授業の概要]

[授業方法]

基礎的な事項を確認し、文字を整えて書く機会を設ける。テーマに向けて様々な文章例や表現を示
し「創る・書く」の実技に取り組んだ後、お互いに読み合って技能を高め合う。

[予習・復習]

次回行う内容の構想を練ってくる。復習は配布プリントを必ずファイルして内容の整理をすること。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

説明書・報告書、自己ＰＲ文、随筆・俳句の創作など、様々な文種の｢書くこと」に慣れる。また、
実物や映像と文字の組み合わせを楽しんだり、履歴書を書いたりする。

文章を書くことについて基礎から学んで文章表現に関心を持ち、言語表現能力を高める。様々な表
現をする中で自分の強みを見つけ、キャリア形成につなげる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　　内容（小学校教諭）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

日本語表現( 117 )
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授業形態 授業担当者

講義 鷹阪　龍太

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） D／前期 選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

講義の説明など/心理学とは何か 「こころ」、科学、研究

心理学の歴史 精神分析、行動主義

心理学の研究方法 実験法、調査法、観察法

視覚のしくみ、知覚と恒常性 視覚、恒常性、錯視

空間認知
図と地、主観的輪郭、奥行き
知覚

動機づけ、感情 欲求、原因帰属

発達 遺伝、環境、成熟、発達課題

パーソナリティの形成
パーソナリティ、類型論、特
性論

パーソナリティの測定 アセスメント、自己理解

対人認知 出会い、第一印象、認知

対人魅力 対人関係の維持、恋愛と友情

他者の存在とその影響
社会的促進、社会的抑制、説
得

集団における影響 同調、服従、集団

適応と不適応 適応、ストレス、コーピング

学習成果の確認

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：中里至正・松井洋・中村眞　編著　「新・心理学の基礎を学ぶ」八千代出版

心理学がどのように「こころ」を科学的に扱おうとしてきたのか理解することができる。心理学の
考え方を学び、人間の行動を捉えることにより、人間への理解を深めることができる。また、心理
学的・科学的なものの見方・考え方を理解することができる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]
社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

心理学(107)

１.心理学とは？

[授業の概要]

[授業方法]

講義形式で行う。授業内容に合わせて、アンケート調査や実験、ワークなどを行い、体験を通して
学ぶことを目指す。

[予習・復習]

適宜授業内容に合わせて指示をする。
次の授業内容に合わせた資料を配布し作業をしてくるような課題を出すこともある。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

心理学をはじめて学ぶ人を対象にした授業である。心理学とはどのような学問か？を授業を通して
学んでいく。また、心の不思議について日常的な出来事を含めた幅広い内容を扱う。

１３.社会行動（2）

２.心理学とは（1）

３.心理学とは（2）

４.感覚・知覚（1）

５.感覚・知覚（2）

６.動機づけ

７.発達

８.パーソナリティ（1）

９.パーソナリティ（2）

１０.対人関係（1）

１１.対人関係（2）

１２.社会行動（1）

私語は厳禁である。また、配布資料を毎回用意するためファイルなどがあると良
い。

１４.心の健康

１５.学習成果のまとめ

[学生へのフィードバック方法] 授業内で課題やリアクションペーパーに対してコメントを行う

定期試験（60％）、授業の取り組み状況（40％）
授業の取り組み状況は、主として授業時課題や小レポート等などから総合的に評価
する。
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授業形態 授業担当者

講義 徳久　美生子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） D／前期 選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

私たちが考える普通の生き方は現代社会のあり方とどう関係があるのか考
えます。 現代社会・個人・生活史

私たちが生まれた現代の家族はどのような特徴を持ち、そして現在どのよ
うな変化にさらされているのかを講義します。そして家族の変化は私たち
の生き方にどのような影響を及ぼしているのかを考えます。

第一次集団・近代家族・社会化

自分を取りまく人間関係について考えます、特に身近な人間関係である友
だち関係の問題が現代「社会」のあり方とどう関わるのかを講義します。 友だち・コミュニケーション

私たちの働き方は、社会の変化に伴って変化していきます。現在日本の労
働市場では天職から転職への大きな変化が生じていますが、働き方の変化
は現代社会のどのような変化と関係があるのかを講義します。

就活・働き方改革・ジェンダー

世界史の流れに沿って「社会」という言葉の起源を辿っていきます。 社会・集団・民族

私たちが生きる現代社会の土台となる西洋近代社会とはどのような「社
会」であり、そこにどのような問題があったのかを講義します。 近代・社会変動

現代社会学の土台を作った社会学者たちは、「社会」の変化をどう考えた
のかを講義します。 社会有名論・社会実在論

ナチズムを支持したドイツの人たちを事例に「社会」の変化が人々の心を
どう変化させたのかを講義します。 ナチズム・社会的性格・大衆

近代化を目指した日本はなぜ全体主義に向かったのか、人々の心の変化と
いう視点から講義します。 社会的性格・社会集団

アジア太平洋戦争の終結直前に廣島に落とされた原爆を生き延びた「被爆
者」たちの生活史を紹介します。そして人が変化する「社会」を生き抜く
とはどういうことかを考えます。

原爆・被爆者・反核平和運動

現代社会とはどのような「社会」なのか。グローバル化という社会現象を
中心に講義します。

グローバル化・エスニシティ・多文
化社会

現代社会はどのような「社会」なのか。自分の身近な変化を出し合って考
えます。 個人化・社会資本

身近な社会問題を出し合って、何が問題なのか考えます。 社会問題・いじめ

身近な社会問題は、現代社会のどのようなあり方と関係があるのか考えま
す。 社会問題・差別

自分の日常生活や生き方は、現代社会のあり方とどのように関係している
のか考えます。 個人・社会構造

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：なし（レジュメを配布します）

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

社会学（108）

1.「社会」に関する社会学の知見を自分の日常生活と結びつけて理解できるようになる。

2.社会学の知見をもとに、社会現象や社会問題をより広く深い視点から考えられるようになる。

1.「社会」を生きる私たち

[授業の概要]

[授業方法]

レジュメ、パワーポイントを利用し講義形式で行います。質問はコメントペーパー、あるいはNitobeフォリオから受け付けま
す。

[予習・復習]

授業内容についてレジュメや参考資料を見直し、わからない点があれば次の授業で質問ができるようにしておいて下さい。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

私たちは、ある「社会」に生まれ、成長し、その「社会」のメンバーとして「社会」と折り合いをつけながら暮らしています。けれども「社
会」とは曖昧で、変化しているため実体がわかりにくいものです。この授業では、「社会」に関する社会学の知見を学び、「社会」の実体を
自分との関わりという視点から理解していきます。社会学の知見を学び、「社会」の実体を理解することで、現代社会のあり方をより広く、
深い視点から考えることができるようになることを目指します。

13.社会問題について考える

2.「社会」に生まれ成長する私たち

3.「社会」に生きる私たち

4.「社会」に巣立つ私たち

5.「社会」の変化について学ぶ１

6.「社会」の変化について学ぶ２

7.「社会」の変化について学ぶ３

8.社会」の変化と人の生き方の変化につ
いて学ぶ１

9.社会」の変化と人の生き方の変化につ
いて学ぶ２

10.社会」の変化と人の生き方の変化に
ついて学ぶ３

11.現代社会について学ぶ

12.現代社会について考える

後半の授業では、身近な「社会」の変化と社会問題を出し合って話し合います。自分に身近な変化や問題を
考えておいてください。

　　　　　　　　参考書：授業時に紹介します

14.社会問題について考える

15.まとめ

[学生へのフィードバック方法]
コメントペーパーで出して頂いた疑問点は、次の授業の冒頭で紹介し、フィードバックします。Nitobe
フォリオからの質問にも対応します。

期末レポート（80％：誤字脱字がなく意味が通っていること20%、授業内容に触れていること20%、自分の意
見が述べられていること20%、他の文献や資料を参考にしていること20%の合計）授業の取り組み状況
（20％）
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授業形態 授業担当者

講義 河合　敏嗣

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） D／前期 選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

憲法の有する意義、「法律」との差異 法の支配

憲法前文、大日本帝国憲法 国民主権、八月革命説

憲法第１条～第９条 象徴天皇、戦争の放棄

憲法第１０条～第１３条 人権の享有主体

憲法第１０条～第１３条 公共の福祉、私人間効力

憲法第１３条 包括的基本権

憲法第１４条 法の下の平等

憲法第１９条、第２０条、第２３条 思想・良心の自由等

憲法第２１条 表現の自由

憲法第２２条、第２９条 職業選択の自由、財産権

憲法第２５条～第２８条 生存権、労働基本権

憲法第４１条～第９５条 権力分立等

憲法第４１条～第９５条 権力分立等

憲法第31条～第40条、第96条～第99条他 憲法改正、裁判員裁判

第１４回授業までの学習成果確認 日本国憲法の３原則等

[成績評価]
[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法（第７版）』岩波書店

各授業において予習復習を徹底されたい。

１４.憲法を取り巻く現状

１５.学習成果の確認

[学生へのフィードバック方法] 授業内で解説

授業の取り組み状況（50％）、期末試験（50％）

１３.統治機構(２)

２.国民主権

３.天皇制と平和主義

４.基本的人権概論(１)

５.基本的人権概論(２)

６.幸福追求権

７.平等権

８.精神的自由権(１)

９.精神的自由権(２)

１０.経済的自由権

１１.社会権

１２.統治機構(１)

１.法学概論

[授業の概要]

[授業方法]

教科書に従って解説し、解説内容はノート等に記載する。適宜、発言を求める場合がある。

[予習・復習]

授業前に教科書の該当箇所を読み、授業後は記載したノート等を含めて復習されたい。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

単なる条文説明にとどまらず、学説の対立を踏まえた裁判例等の理解を身につける。

我が国の最高法規である日本国憲法が有する国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という３原則
を念頭に置き、精神的自由権、経済的自由権、統治機構等を理解することができる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（　弁護士　）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

法学（日本国憲法）(109)
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授業形態 授業担当者

講義 河合　敏嗣

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） D／前期 選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

憲法の有する意義、「法律」との差異 法の支配

憲法前文、大日本帝国憲法 国民主権、八月革命説

憲法第１条～第９条 象徴天皇、戦争の放棄

憲法第１０条～第１３条 人権の享有主体

憲法第１０条～第１３条 公共の福祉、私人間効力

憲法第１３条 包括的基本権

憲法第１４条 法の下の平等

憲法第１９条、第２０条、第２３条 思想・良心の自由等

憲法第２１条 表現の自由

憲法第２２条、第２９条 職業選択の自由、財産権

憲法第２５条～第２８条 生存権、労働基本権

憲法第４１条～第９５条 権力分立等

憲法第４１条～第９５条 権力分立等

憲法第31条～第40条、第96条～第99条他 憲法改正、裁判員裁判

第１４回授業までの学習成果確認 日本国憲法の３原則等

[成績評価]
[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法（第７版）』岩波書店

各授業において予習復習を徹底されたい。

１４.憲法を取り巻く現状

１５.学習成果の確認

[学生へのフィードバック方法] 授業内で解説

授業の取り組み状況（50％）、期末試験（50％）

１３.統治機構(２)

２.国民主権

３.天皇制と平和主義

４.基本的人権概論(１)

５.基本的人権概論(２)

６.幸福追求権

７.平等権

８.精神的自由権(１)

９.精神的自由権(２)

１０.経済的自由権

１１.社会権

１２.統治機構(１)

１.法学概論

[授業の概要]

[授業方法]

教科書に従って解説し、解説内容はノート等に記載する。適宜、発言を求める場合がある。

[予習・復習]

授業前に教科書の該当箇所を読み、授業後は記載したノート等を含めて復習されたい。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

単なる条文説明にとどまらず、学説の対立を踏まえた裁判例等の理解を身につける。

我が国の最高法規である日本国憲法が有する国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という３原則
を念頭に置き、精神的自由権、経済的自由権、統治機構等を理解することができる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（　弁護士　）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

法学（日本国憲法）(109)

授業形態 授業担当者

講義 廣川　加代子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） D／前期 選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

コミュニケーションを学ぶ意味　４人で話
す

コンテクスト

偏愛マップで話す コンピテンス

5つのコンピテンス　　モデル図 プロセスの要素　ノイズ

言葉の特徴と機能 シンボル　恣意性

ハンドジェスチャー 身振り手振り

非言語の種類と特徴 ノンバーバル

街中観察レポートによるディスカッション
ディスカッションによる気づ
き

図形カードの位置を伝える 的確な指示

感知、選択、理解、判断 リスニング力アップ

行動、態度の変化　　説得のプロセス 承諾獲得の方略

コマーシャルをつくる 動機づけの配列

アサーショントレーニング 攻撃的　非主張的　主張的

対人関係欲求と人間関係の発展 人間関係のプロセス

問題解決　　意思決定 リーダーシップ

強制連結法で認知の仕方を比べる 情報を整理して自他を知る

[成績評価]

[受講上の注意]　

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

コミュニケーション(110)

社会生活に必要な行動や考え方、スキル（能力）を探る実学としてのコミュニケーション論をもとに、自らの
コンピテンスを把握し、表現すべき自分を磨く意義を理解して表現能力を身につける。

[授業の概要]

コミュニケーションの基本をおさえ、コミュニケーションの道具となる言語・非言語のシンボルに焦点を当
て、説得コミュニケーションなどの知識を増やしコンピテンスを向上させる。

[授業方法]

パワーポイントやレジュメを使用した概説とペアやグループでの演習を行う。

[予習・復習]

復習に重点を置き、毎回の学習成果を確認して身に付けた技能を日常生活に生かすとともに、社会生活での人
間のかかわりをよく観察する。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

１.ハイコンテクストの国、日本

２.話を聞いて、自分を語る

３.コミュニケーションの基本

４.言葉とコミュニケーション

５.効果的に伝える

６.非言語コミュニケーション

７.生活の中のノンバーバル

８.誤解と混乱

９.認識コンピテンス

１０.説得のコミュニケーション

１１.広告

１２.自分も相手も大事にする

１３.対人コミュニケーション

１４.小集団コミュニケーション

１５.自分と他者を知る

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題に対して授業にて解説する。

期末試験80％　ミニレポート20％

コミュニケーションの特質を知ることで、人との関係と自分自身が磨かれることが望まれる。

[教科書・参考書]教科書：なし

参考書：『新版　入門コミュニケーション論』宮原哲　松柏社　2006



- 8 - - 9 -

授業形態

講義演習

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期

15回 30時間（2単位） D／前期 　　選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 担当 学習成果（キーワード）

子ども理解と自分理解
小山
田尻

子ども理解

保育園の生活の様子を知る 小山
デイリープログラム
保育所保育指針

0～2歳児の発達的理解、生活・遊びの特徴 田尻 0・1・2歳児の特徴

3～5歳児の発達的理解、生活・遊びの特徴 田尻 3・4・5歳児の特徴

現代の子どもをとりまく諸問題を概観する 田尻
子育て支援・家族・虐
待・DV・貧困

保育所以外の児童福祉施設の生活について
知る

田尻
乳児院・児童養護施設・
障害児施設

(学外授業)乳幼児の理解・絵本・おもちゃ
小山
田尻

子どもの姿・関わり方

(学外授業)乳幼児の理解・絵本・おもちゃ
小山
田尻

子どもの姿・関わり方

(演習)手遊びや絵本の読み聞かせを体験する
小山
田尻

絵本・手遊び

保育園の生活の様子と子どもの関わりを知る 小山
配慮を必要とする子どもの理
解・保育所保育指針

具体的な食育活動の内容を知る 小山 授乳・離乳食～幼児食

乳幼児の生活環境と安全について理解する 小山 アレルギー対応、他

(演習)保育園の食育に役立つペープサート等
　　　を作成する、興味があることを調べる

小山
田尻

乳幼児保育の理解

(演習)保育園の食育に役立つペープサート等
　　　を作成する、興味があることを調べる

小山
田尻

乳幼児保育の理解

グループ発表
小山
田尻

実践・評価・振り返り

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：保育所保育指針

乳幼児に興味を持ち、授業に積極的に参加しましょう。

14.グループワーク②

15.理解した内容の共有

[学生へのフィードバック方法] 提出課題に対してコメント付きで返却。授業にて解説。

授業の取り組み状況（40％)、発表（30％)、レポート・課題（30％）を総合して評価

13.グループワーク①

2.保育園での子どもの生活①

3.0～2歳の子どもの発達

4.3～5歳の子どもの発達

5.子どもをとりまく諸問題

6.子どもが育つ環境としての施
設

7.保育園見学または絵本について①

8.保育園見学または絵本について②

9.絵本の読み聞かせ・手遊び

10.保育園での子どもの生活②

11.保育園での食育

12.子どもの健康と安全

1.子ども(乳幼児)の理解

[授業の概要]

[授業方法]

講義を中心として、グループワーク・演習・映像の視聴・発表・遠隔授業(ZOOM及びnitobefolio)、課題研究等で行う

[予習・復習]

予習:講師の示す資料・テキストの通読。乳幼児に関する報道の把握。
復習:授業配布プリント・授業内容の記録をまとめる。成果発表の資料作成。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

・子どものエピソードや映像・実際に子どもの様子を見学し把握する等、乳幼児の発達と特徴を
　理解し、具体的な関わり方を学ぶ。

・乳幼児期の子どもの発達と特徴・具体的な関わり方を理解することを目標とする。
・保育園等での乳幼児の生活を理解する。
・保育園等の児童福祉施設における栄養士の役割を知る

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　公立保育園園長他 　子育て支援活動

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

保育概論（111）

授業担当者(オムニバス)
　小山 玲子・田尻 さやか

必修・選択
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授業形態 授業担当者

演習 小川　真里江

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（1単位） D／前期 選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

Microsoft Office Specialistの試験概要，
授業支援サイトの活用について

MOS，LMS，Word，PowerPoint

新しい文書の作成，文書の書式設定
ヘッダー，フッター，PDF，
テーマ

文書内の移動とオプション
ブックマーク，ハイパーリン
ク

文字列や段落の挿入と設定
テーマ，ドロップキャップ，
段組み

表やリストの作成 箇条書き，レベル，並べ替え

出典元の示し方 資料文献，文末脚注

画像や図形の作成と設定
文字列の折り返し，
SmartArt，テキストボックス

MOS試験の体験 プログラムの使い方

模擬試験に挑戦 MOS Word

プレゼンテーションの新規作成
スライドマスター，ヘッ
ダー，フッター

図形やスライドの書式設定 図形，テーマ，セクション

表やグラフ，グラフィックの挿入
SmartArt，トリミング，ビデ
オ

画面の切り替え，アニメーションの設定 アニメーション

プロパティや個人情報 互換性，暗号化

模擬試験に挑戦 MOS PowerPoint

[成績評価]

[受講上の注意]　

WordおよびPowerPointの利用スキルを証明するMOS資格を取得できる一般レベルのスキルを身に付け
ることを目標とする。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

MOS演習Ⅰ（112）

ガイダンス

[授業の概要]

[授業方法]

パソコンやテキスト等を用いながら演習形式でおこなう。

[予習・復習]

予習は，テキストを一読しておくこと。
復習は，各回で学んだ機能について実際にPCを操作しながら確認すること。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において，約15時間の授業外学修が必要となる。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

この授業は，社会人に最低限必要とされるリテラシーのうちパソコンを活用する力を養うことを目的
に，WordおよびPowerPointの操作スキルを身に付ける。

PowerPoint(4)効果の設定

Word(1)文章の作成

Word(3)書式設定

Word(4)表の作成

Word(5)参考資料の適用

Word(6)オブジェクトの挿入

Word(7)MOS出題範囲の確認

Word(8)学習成果の確認

PowerPoint(1)資料の作成

PowerPoint(2)スライドの設定

Word(2)文書の管理

PowerPoint(3)コンテンツの作成

演習授業であるため，毎回の積み重ねが重要になる。欠席した場合は，次回の授業のために課題を事前
に確認しソフトウェアの操作等を把握しておくこと。
また，キーボードを使った文字入力に支障がないようにしておくこと。

　　　　　　  　参考書：必要に応じて授業時に示す

PowerPoint(5)プレゼンテーション
の管理

PowerPoint(6)学習成果の確認

[学生へのフィードバック方法] 課題の達成度が低かった項目について，授業にて解説をおこなう。

学習成果を確認するための実技試験（70％），課題(レポート含む)提出（20％），授業の取
り組み状況（10％）によって総合的に評価する。

[教科書・参考書]教科書：
　　　　　　　・よくわかるマスター Microsoft Office Specialist Word2016 対策テキスト&問題集

　　　　　　　・よくわかるマスター Microsoft Office Specialist PowerPoint2016 対策テキスト&問題集
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授業形態 授業担当者

演習 小川　真里江

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（1単位） D／後期 選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

Microsoft Office Specialistの試験概要，
授業支援サイトの活用について

MOS，LMS，Excel

ワークシートの書式設定 行列，ヘッダー，フッター

ワークシートの管理 ハイパーリンク，印刷

データの入力とセルの設定
オートフィル，文字列の折り
返し，セルの結合

データをまとめる方法
スパークライン，アウトラ
イン

テーブルの設定
テーブルスタイル，レコー
ドの抽出

Excel(1)～(5)のまとめ 理解度のチェック

数式と関数を用いた演算
セルの参照，SUM・AVERAGE
関数

関数を用いた書式設定
RIGHT，LEFT・UPPER・
LOWER・PROPER関数

グラフの新規作成 円・棒・折れ線グラフ

グラフの書式設定 オブジェクト・画像の挿入

Excel(6)～(9)のまとめ 理解度のチェック

MOS試験の体験 プログラムの使い方

MOS試験の振り返り 理解度のチェック

模擬試験に挑戦 MOS Excel

[成績評価]

[受講上の注意]　

Excelの利用スキルを証明するMOS資格を取得できる一般レベルのスキルを身に付けることを目標とす
る。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

MOS演習Ⅱ（113）

ガイダンス

[授業の概要]

[授業方法]

パソコンやテキスト等を用いながら演習形式でおこなう。

[予習・復習]

予習は，テキストを一読しておくこと。
復習は，各回で学んだ機能について実際にPCを操作しながら確認すること。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において，約15時間の授業外学修が必要となる。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

現代社会において，パソコンを道具の一つとして適切に活用できる力は必須のものとなっている。こ
の授業では，Excelの機能全般を習得し，実践的な場面で活用できる能力を養うことを目的とする。

MOS出題範囲の確認①

Excel(1)ワークシートとブック①

Excel(2)ワークシートとブック②

Excel(3)データの整理①

Excel(4)データの整理②

Excel(5)テーブルの作成

学習成果の確認(1)

Excel(6)データの集計①

Excel(7)データの集計②

Excel(8)グラフの描画①

Excel(9)グラフの描画②

学習成果の確認(2)

演習授業であるため，毎回の積み重ねが重要になる。欠席した場合は，次回の授業のために
課題を事前に確認しソフトウェアの操作等を把握しておくこと。
また，キーボードを使った文字入力に支障がないようにしておくこと。

　　　　　　  　参考書：必要に応じて授業時に示す

MOS出題範囲の確認②

学習成果の確認(3)

[学生へのフィードバック方法] 課題の達成度が低かった項目について，授業にて解説をおこなう。

学習成果を確認するための実技試験（70％），課題(レポート含む)提出（20％），授業の取
り組み状況（10％）によって総合的に評価する。

[教科書・参考書]教科書：よくわかるマスター Microsoft Office Specialist Excel2016 対策テキスト&問題集
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授業形態 授業担当者

演習 西貝　真紀

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） D／前期 選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

Introduction 自己紹介

Countiries 世界の国々

Personal Items 持ち物

Activities 活動

Food 食べ物

Family 家族

学習成果の確認と評価

Time 時間

Holidays 世界の祝日

Living 日常生活

Housing 住まい

Shopping 買い物

Job 仕事

今学期の復習 各章の重要表現

学習成果の確認と評価

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：Good Morning World 1

英和辞書（電子辞書可）を必ず持参すること。

１４. 総復習

１５. 学習成果

[学生へのフィードバック方法] 各回のはじめに小テストを実施し、授業にて解説を行う。

授業への取り組み状況(10%)、小テスト(30%)、学習成果の確認(60%)

１３. Lesson 12

２. Lesson 2

３. Lesson 3

４. Lesson 4

５. Lesson 5

６. Lesson 6

７. 学習成果

８. Lesson 7

９. Lesson 8

１０. Lesson 9

１１. Lesson 10

１２. Lesson 11

１. Lesson 1

[授業の概要]

[授業方法]

教科書の他、映像資料、ペアワークを取り入れての演習型式で行う。

[予習・復習]

次回の授業で扱う単語の意味を調べておくこと。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

実用的な英語コミュニケーション能力の向上を目指し、読む、聞く、話す、書くことを通して、
様々な場面に応じた基本表現を学ぶ。

基礎的な英語表現を復習しながら異文化理解を深め、４技能（聞く、読む、話す、書く）を総合的
に運用することができる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

基礎英語(114)



- 12 - - 13 -

授業形態 授業担当者

演習 西貝　真紀

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） D／後期 選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

入国審査で聞かれること、答えること
入国審査を問題なく通過する
ことができる。

電車・タクシーの乗り方
交通機関をスムーズに利用す
ることができる。

予約の仕方
ホテルの予約をすることがで
きる。

トラブル対応
ホテルでのトラブルに対応す
ることができる。

銀行でのやり取り
銀行で両替することができ
る。

レストランにて、おすすめの聞き方
レストランで食事を楽しむこ
とができる。

ファストフードにて、トッピングの頼み方
ファストフードで好みのメニューをカ
スタマイズすることができる。

学習成果と評価

チケットの取り方、座席の見方
カウンターでチケットを取る
ことができる。

店員とのやり取り、サイズや好みの伝え方
ショッピングをスムーズに行
うことができる。

薬の買い方、処方箋の見方
症状に合った薬を購入するこ
とができる。

症状の伝え方
病院で自分の症状を正確に伝
えることができる。

ホテルにて、チェックアウトの仕方
ホテルをチェックアウトする
ことができる。

空港にて、手荷物の預け方
空港でスムーズに手荷物を預
けることができる。

学習成果と評価

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：A Shorter Course in Rhythmical Conversation

英和辞書（電子辞書可）を必ず持参すること。

１４.帰国に向けて(2)

１５.学習成果

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題に対して、授業にて解説を行う。

授業への取り組み状況(10%)、課題(20%)、発表(20%)、学習成果の確認(50%)

１３.帰国に向けて(1)

２. 交通機関を使ってみよう

３. ホテルにて(1)

４. ホテルにて(2)

５. 両替ってどうやるの？

６. 注文してみよう(1)

７. 注文してみよう(2)

８. 学習成果

９. 舞台を見に行こう

１０.ショッピングへ行こう

１１.もしもの体調不良(1)

１２.もしもの体調不良(2)

１. どきどきの入国審査

[授業の概要]

[授業方法]

教科書の他、映像資料、ペアワークを取り入れながらの演習形式で行う。

[予習・復習]

毎週１時間程度、学習したフレーズを繰り返し音読するなどの復習をしてください。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

旅行中の様々なシチュエーションにおける会話表現を、実践的な練習を通して身に付けていく。ま
た、コミュニケーションに必要な４技能（読む・書く・聞く・話す）の向上を目し、精読、ペア
ワーク、プレゼンなど多岐にわたる活動を行う。

旅行をテーマに、実用的な英語コミュニケーション能力の習得を目指す。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

英会話(115)
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授業形態 授業担当者

演習 西貝　真紀

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） D／後期 選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

入国審査で聞かれること、答えること
入国審査を問題なく通過する
ことができる。

電車・タクシーの乗り方
交通機関をスムーズに利用す
ることができる。

予約の仕方
ホテルの予約をすることがで
きる。

トラブル対応
ホテルでのトラブルに対応す
ることができる。

銀行でのやり取り
銀行で両替することができ
る。

レストランにて、おすすめの聞き方
レストランで食事を楽しむこ
とができる。

ファストフードにて、トッピングの頼み方
ファストフードで好みのメニューをカ
スタマイズすることができる。

学習成果と評価

チケットの取り方、座席の見方
カウンターでチケットを取る
ことができる。

店員とのやり取り、サイズや好みの伝え方
ショッピングをスムーズに行
うことができる。

薬の買い方、処方箋の見方
症状に合った薬を購入するこ
とができる。

症状の伝え方
病院で自分の症状を正確に伝
えることができる。

ホテルにて、チェックアウトの仕方
ホテルをチェックアウトする
ことができる。

空港にて、手荷物の預け方
空港でスムーズに手荷物を預
けることができる。

学習成果と評価

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：A Shorter Course in Rhythmical Conversation

英和辞書（電子辞書可）を必ず持参すること。

１４.帰国に向けて(2)

１５.学習成果

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題に対して、授業にて解説を行う。

授業への取り組み状況(10%)、課題(20%)、発表(20%)、学習成果の確認(50%)

１３.帰国に向けて(1)

２. 交通機関を使ってみよう

３. ホテルにて(1)

４. ホテルにて(2)

５. 両替ってどうやるの？

６. 注文してみよう(1)

７. 注文してみよう(2)

８. 学習成果

９. 舞台を見に行こう

１０.ショッピングへ行こう

１１.もしもの体調不良(1)

１２.もしもの体調不良(2)

１. どきどきの入国審査

[授業の概要]

[授業方法]

教科書の他、映像資料、ペアワークを取り入れながらの演習形式で行う。

[予習・復習]

毎週１時間程度、学習したフレーズを繰り返し音読するなどの復習をしてください。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

旅行中の様々なシチュエーションにおける会話表現を、実践的な練習を通して身に付けていく。ま
た、コミュニケーションに必要な４技能（読む・書く・聞く・話す）の向上を目し、精読、ペア
ワーク、プレゼンなど多岐にわたる活動を行う。

旅行をテーマに、実用的な英語コミュニケーション能力の習得を目指す。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

英会話(115)

授業形態 授業担当者

演習 食物栄養学科教員

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） D，C／3月 選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：英語辞書。必要なプリントは配布する。その他、説明会で指示する。

本科目は、オーストラリア文化を深く理解するとともに、事前の英会話講座及び現地語学学校等で
の授業ならびにホームステイ先での生活を通して、英会話スキルを上達させることを目的とする。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

海外語学研修(116)

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

この研修では次の項目を主な目的として計画・実施する。
１）英語圏の国（オーストラリア）で生きた英語を学ぶ。
２）ホームステイ先にてオーストラリアの暮らしと文化を体験する。
３）日本で学んだ文化を外国の人々に英語で伝える
４）現地施設（食品関係・幼児教育など）の見学と施設で働く人達と交流する。

実施期間：３月１４日～１９日の６日間の予定

[授業の概要]

[授業方法]

事前の説明会、学内英会話講座、現地での体験学習を行う。

[予習・復習]

自ら積極的な参加をすること。手続きに関すること、事前の英会話講座参加、現地（オーストラリ
ア・シドニー）の下調べ、健康管理を行う。現地ではスタッフの指示で集団活動、自由時間を目的
にそって活動し研修成果をあげる努力をする。

6日目.現地発（朝）、
      成田着（夕方）

研修場所：オーストラリア（シドニー）

研修内容：学内での英会話講座（３日）、説明会、報告会
下記日程案

参加受講者へ詳細指示 参加受講者へ詳細指示1日目.空港集合（夕方）、出発 

2日目.現地着（朝）、市内観光
　　　ホームステイ先へ

3日目.英語研修・学生交流
 　　（現地学校にて）

4日目.学科専攻別研修、
自由行動（グループ別）

5日目現地学生とのグループ別交流

学内の説明会などを含み、集団での行動がスムーズにできること。行程・費用など
の詳細は学内に掲示、およびガイダンス時に示す。　参加希望者が少ない場合は実
施しない場合がある。

　　　　　　　　参考書：

[学生へのフィードバック方法] 適宜担当教員が受け付ける。

事前の学内説明会、英会話講座、現地での行程修了者には、演習単位として認定す
る。
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授業担当者

藤田　倫子

授業の回数 必修・選択

15回 選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

オリエンテーション・健康チェック 生活習慣・健康状態の確認

2.～3.体力・運動能力テスト
握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、立
ち幅跳び等

予習

手のひらバレー・インディアカ・フラバール

復習

予習

スポーツ大会

復習

予習

３×３・バスケットボール

復習

予習

基礎練習・ルール理解・ゲーム（シングルス・ダブル
ス）

復習

予習

ドッヂビー・ドッヂボール

復習

予習

レクリエーション種目・競技種目

復習

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：適宜資料を配布

[学生へのフィードバック方法] 実技課題に対してコメントし、技能指導を個別・グループに行う。

授業課題（予習復習課題の提出）（50％）、授業態度（学習意欲、受講姿勢、到達目標の達成度）（50％）にて総合的に評
価を行う。

運動ができる服装・体育館シューズを準備すること。授業中のストッキング着用不可、ピアスやネックレス等の装飾品は外
し、長い髪は結ぶ。

　　　　　　　　参考書：適宜資料を配布

ニュースポーツ・ルール理解・基礎技能
習得

12.～13.ドッヂボール型ゲーム

manaba提出：授業到達目標に関する自己評価、感想や気づき

manaba提出：運動会の歴史を調べる。実施したい種目を立案する。

運動会の歴史・種目やルールの工夫14.～15.運動会

manaba提出：授業到達目標に関する自己評価、感想や気づき

対面授業

対面授業

manaba提出：ドッヂビーやドッヂボールのルールを調べる。

ルール理解・基礎的技能習得8.～9.バスケットボール型ゲーム

manaba提出：授業到達目標に関する自己評価、感想や気づき

manaba提出：バドミントンのルール（シングルス・ダブルス）につ
いて調べる。

ルール理解・基礎的技能習得10.～11.バドミントン

manaba提出：授業到達目標に関する自己評価、感想や気づき

対面授業

対面授業

manaba提出：３×３やバスケットボールのルールについて調べる。

ニュースポーツ・ルール理解・基礎技能
習得

4.～5.バレーボール型ゲーム

manaba提出：授業到達目標に関する自己評価、感想や気づき

manaba提出：運動を含むレクリエーションゲームやコーディネー
ションゲームを調べる。

レクリエーション・協同性の習得・仲間
理解

6.～7.体づくり・レクリエーショ
ン

manaba提出：授業到達目標に関する自己評価、感想や気づき

対面授業

対面授業

manaba提出：手のひらバレー・インディアカ・フラバールについて
ルールを調べる。

スポーツ実技(118)

授業科目名 授業形態

実技

30時間（1単位）

時間数（単位数）

D／後期

対象学年・専攻／開講時期

①様々な運動やスポーツに親しむ姿勢を持ち、積極的に活動することができる。
②運動やスポーツに関する基礎的な知識や技能を身に付け、体力の向上や健康増進を図ることができる。
③他者とのコミュニケーションを図り、よりよい人間関係を構築することができる。
※毎時間終了後、以下の到達目標について自己評価を行う（manaba提出）
（5段階評価を行う：５よくできた・４概ねできた・３できた・２あまりできなかった・１ほとんどできなかった）
①運動量を十分に確保した（心肺機能を十分に刺激できた）
➁ルールを理解して各種目に取り組めた
③積極的に行動し、仲間と協力して授業に取り組めた。
④楽しい悔しいなど、授業内容や課題に対して心が動いた。
⑤生涯にわたる健康の維持増進に対する自分なりの取組方について、考えることができた。

[担当教員の実務経験の有無・内容]

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

有　（内容：中学校高等学校保健体育教諭）

[授業の概要]

[授業方法]

各種目についてのルールを学び、ゲームを中心に授業を行う。

[予習・復習]

各種目のルールについて予習・復習を行う。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

本授業では、主に球技種目・ニュースポーツを教材として扱う。それらの運動・スポーツに積極的に取り組み、楽しむ中で、自己の運動能力
の維持向上を目指す。また、学生同士のコミュニケーションを深めること、積極的にリーダーシップをとること、ルールやマナーを守るこ
と、準備・片づけをともに行い、大切に用具や備品を扱い理解を深めること等をねらいとする。

1.オリエンテーション

授業形態

対面授業

予習 体力・運動能力テストの測定方法について、資料を読み理解する。

体力・運動能力テスト・自己理解

復習 manaba提出：授業到達目標に関する自己評価、感想や気づき

対面授業
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授業担当者

藤田　倫子

授業の回数 必修・選択

15回 選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

オリエンテーション・健康チェック 生活習慣・健康状態の確認

2.～3.体力・運動能力テスト
握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、立
ち幅跳び等

予習

手のひらバレー・インディアカ・フラバール

復習

予習

スポーツ大会

復習

予習

３×３・バスケットボール

復習

予習

基礎練習・ルール理解・ゲーム（シングルス・ダブル
ス）

復習

予習

ドッヂビー・ドッヂボール

復習

予習

レクリエーション種目・競技種目

復習

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：適宜資料を配布

[学生へのフィードバック方法] 実技課題に対してコメントし、技能指導を個別・グループに行う。

授業課題（予習復習課題の提出）（50％）、授業態度（学習意欲、受講姿勢、到達目標の達成度）（50％）にて総合的に評
価を行う。

運動ができる服装・体育館シューズを準備すること。授業中のストッキング着用不可、ピアスやネックレス等の装飾品は外
し、長い髪は結ぶ。

　　　　　　　　参考書：適宜資料を配布

ニュースポーツ・ルール理解・基礎技能
習得

12.～13.ドッヂボール型ゲーム

manaba提出：授業到達目標に関する自己評価、感想や気づき

manaba提出：運動会の歴史を調べる。実施したい種目を立案する。

運動会の歴史・種目やルールの工夫14.～15.運動会

manaba提出：授業到達目標に関する自己評価、感想や気づき

対面授業

対面授業

manaba提出：ドッヂビーやドッヂボールのルールを調べる。

ルール理解・基礎的技能習得8.～9.バスケットボール型ゲーム

manaba提出：授業到達目標に関する自己評価、感想や気づき

manaba提出：バドミントンのルール（シングルス・ダブルス）につ
いて調べる。

ルール理解・基礎的技能習得10.～11.バドミントン

manaba提出：授業到達目標に関する自己評価、感想や気づき

対面授業

対面授業

manaba提出：３×３やバスケットボールのルールについて調べる。

ニュースポーツ・ルール理解・基礎技能
習得

4.～5.バレーボール型ゲーム

manaba提出：授業到達目標に関する自己評価、感想や気づき

manaba提出：運動を含むレクリエーションゲームやコーディネー
ションゲームを調べる。

レクリエーション・協同性の習得・仲間
理解

6.～7.体づくり・レクリエーショ
ン

manaba提出：授業到達目標に関する自己評価、感想や気づき

対面授業

対面授業

manaba提出：手のひらバレー・インディアカ・フラバールについて
ルールを調べる。

スポーツ実技(118)

授業科目名 授業形態

実技

30時間（1単位）

時間数（単位数）

D／後期

対象学年・専攻／開講時期

①様々な運動やスポーツに親しむ姿勢を持ち、積極的に活動することができる。
②運動やスポーツに関する基礎的な知識や技能を身に付け、体力の向上や健康増進を図ることができる。
③他者とのコミュニケーションを図り、よりよい人間関係を構築することができる。
※毎時間終了後、以下の到達目標について自己評価を行う（manaba提出）
（5段階評価を行う：５よくできた・４概ねできた・３できた・２あまりできなかった・１ほとんどできなかった）
①運動量を十分に確保した（心肺機能を十分に刺激できた）
➁ルールを理解して各種目に取り組めた
③積極的に行動し、仲間と協力して授業に取り組めた。
④楽しい悔しいなど、授業内容や課題に対して心が動いた。
⑤生涯にわたる健康の維持増進に対する自分なりの取組方について、考えることができた。

[担当教員の実務経験の有無・内容]

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

有　（内容：中学校高等学校保健体育教諭）

[授業の概要]

[授業方法]

各種目についてのルールを学び、ゲームを中心に授業を行う。

[予習・復習]

各種目のルールについて予習・復習を行う。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

本授業では、主に球技種目・ニュースポーツを教材として扱う。それらの運動・スポーツに積極的に取り組み、楽しむ中で、自己の運動能力
の維持向上を目指す。また、学生同士のコミュニケーションを深めること、積極的にリーダーシップをとること、ルールやマナーを守るこ
と、準備・片づけをともに行い、大切に用具や備品を扱い理解を深めること等をねらいとする。

1.オリエンテーション

授業形態

対面授業

予習 体力・運動能力テストの測定方法について、資料を読み理解する。

体力・運動能力テスト・自己理解

復習 manaba提出：授業到達目標に関する自己評価、感想や気づき

対面授業

授業形態 授業担当者

講義 藤田　倫子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

8回 15時間(1単位) D／後期 選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

オリエンテーション・運動の意義
オリエンテーション・健康の定
義・運動の意義

復習

予習

健康増進のためのいろいろなスポーツ 健康増進のためのスポーツ

復習

予習

スポーツアニメと日本社会の変遷 スポーツアニメ・日本社会の変遷

復習

予習

民族スポーツと国際理解 民族スポーツ・国際理解

復習

予習

日本のスポーツの発展・オリンピックの歴史
日本のスポーツ史・オリンピック
史・国際問題

復習

予習

スポーツの商業化とメディア スポーツの商業化・メディア

復習

予習

トップアスリートのメンタルトレーニング メンタルトレーニング

復習

予習

スポーツ傷害と応急処置
スポーツ外傷と慢性スポーツ障
害・熱中症・応急処置

復習

[成績評価]

[受講上の注意]

[教科書・参考書]教科書：適宜参考資料を配布

近年の科学・ＩＴ技術の発達をふまえて、人々が健康で幸せに暮らすにはどのように生活するべきかを改めて考える必要がある。本
授業では、スポーツと健康について、歴史、社会、生理学、心理学・人類学などの領域から基礎的事項を学び、自分自身の体や健
康・スポーツについて考えを深めていく。

manaba提出：生涯スポーツやニュースポーツの種目を調べ、種目名や概要をまとめる。

4.スポーツと人類学

・授業日程は、掲示とともにオリエンテーション時に告知する。

　　　　　　　　参考書：適宜参考資料を配布

[学生へのフィードバック方法] 毎時作成するリアクションペーパーにコメントを付けて返却し、授業で解説する。

定期試験（50%）、授業課題（読手復習課題の提出状況）と平常点（学習意欲、受講姿勢・態度、取り組み状況
含む（50％））にて評価を行う。

7.スポーツと心理

8.スポーツと安全管理

manaba提出：スポーツ外傷と慢性スポーツ障害の違いを調べる。

manaba提出：授業内容を要約する。

manaba提出：授業内容を要約する。

manaba提出：スポーツビジネスとは何かを調べ、概要をまとめる。

manaba提出：授業内容を要約する。

manaba提出：オリンピックにかかわった歴史上の人物を3名挙げ、功績を調べる。

[予習・復習]

予習：各時間の関連内容について調べておく。復習：授業内容を振り返り、まとめて理解を深めておく。

[授業外学修に必要な時間]開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となる。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

manaba提出：授業内容を要約し、manabaに提出

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有  中学校高等学校保健体育教諭

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

スポーツ科学(119)

2.生涯スポーツ

5.日本のスポーツの発展とオリンピックの
歴史

3.スポーツアニメから見る日本社会の変遷

6.スポーツビジネス

本授業では、スポーツと健康について、歴史、社会、生理学、心理学・人類学などの領域から基礎的事項を学び、自分自身の体や健
康・日本社会・国際問題などについて理解する。
※毎時間終了後、以下の到達目標について自己評価を行う（manaba提出）
（5段階評価を行う：５よくできた・４概ねできた・３できた・２あまりできなかった・１ほとんどできなかった）
①授業内容を理解できた。
➁授業内で提示された課題や問題点について、自分なりの考察をすることができた。

1.スポーツ（運動）の意義

[授業の概要]

[授業方法]

パワーポイントやレジュメを用いながらの講義形式で行う。

manaba提出：授業内容を要約する。

manaba提出：授業内容を要約する。

manaba提出：民族スポーツの種類を2つ挙げ、どのようなスポーツかまとめる。

manaba提出：授業内容を要約する。

manaba提出：WEBサイトで、競技スポーツの動画を鑑賞し、試合前にに選手が行う行動を
ピックアップする。

manaba提出：授業内容を要約する。

manaba提出：スポーツアニメを3つ挙げ、作品名・作者・アニメの概要を調べる。
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授業形態 授業担当者(オムニバス)

演習 　　食物栄養学科教員

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（1単位） 1D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

・短大生活を始めるにあたって
・基礎ゼミ、リメディアルについて
・ＳＬＰ～新渡戸検定～について
・授業科目の関連、勉強法
・GPA、栄養士実力認定試験について
（豊島、他）

３Ｈ精神、沈黙
基礎ゼミの目的
SLP～新渡戸検定～
基礎教育科目、専門教科
履修、単位、ＧＰＡ

・ナビゲーションの活用方法
・生徒から学生へ・授業から講義へ・講義の受け方、レポートの書き方
・カウンセラーの話
（豊島、他）

大学生とは
講義、実験・実習の受け方
自己分析・自己再確認

・栄養士関連の職業について
～卒業後の職業例・職場例の紹介～
（学外講師）

栄養士の職域と仕事内容

・ＳＤＧｓの取り組み
（学外講師） ＳＤＧｓ

①調理技術の修得（石井、他）
②食品成分表の使い方（浜守、他）

包丁技術の向上
食品成分表の活用

①食品成分表の使い方（浜守、他）
②調理技術の修得（石井、他）

包丁技術の向上
食品成分表の活用

5/15(土)スポーツ大会に参加
（豊島、他）

クラスの親睦、協調

①調理技術の修得（石井、他）
②栄養計算演習Ⅰ（浜守、他）

包丁技術の向上
食品成分表、純使用量、使用量（可食量）、廃棄
率、栄養計算

①栄養計算演習Ⅰ（浜守、他）
②調理技術の修得（石井、他）

包丁技術の向上
食品成分表、純使用量、使用量（可食量）、廃棄
率、栄養計算

・栄養計算演習Ⅱ
（浜守、他）

PFCエネルギー比率

・お弁当献立演習Ⅰ
（堀、他）

献立技術、食品の組みあわ
せ

・お弁当献立演習Ⅱ
（堀、他）

食材・食品の基礎知識、目安量
献立技術、食品の組みあわせ

・お弁当献立演習Ⅲ
（堀、他）

献立技術、食品の組みあわせ
食材・食品の基礎知識、目安量

・校外実習を終えた二年生の話を聞き、自分の学びを振り返る
（中島、他）

前期振り返り
夏休みの取り組み

・学習成果の確認と評価
・ＳＬＰ～新渡戸検定～記入
（石井、他）

基礎ゼミの振り返り

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：「めざせ!栄養士・管理栄養士まずはここから　ナビゲーション 第2版」第一出版

本学の教育理念、食物栄養専攻の授業内容や学びを理解し、大学生活を有意義に送るための取り組み
ができる。また、栄養士のトレーニングとして各プログラムでの課題をそれぞれの学習成果到達目標
まで行う。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]
栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。
人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。
社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

基礎ゼミ（栄養士フォローアップ講座）(103)

１.基礎ゼミとは
　 新渡戸フォリオについて

[授業の概要]

[授業方法]

演習形式で行う。テーマに応じてグループ演習を取り入れる。配布資料や返却物は「Student Life
Plan～新渡戸検定～」に整理する。

[予習・復習]

予習として、シラバスの確認。復習は、毎回の学習成果についてまとめ理解を深める。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

大学での学び方を理解すると共に栄養士専門教科を学ぶ上での基礎的知識と技術を学ぶ。

２.大学での学び

３．栄養士関連の職業について

４.新渡戸クオリティ①

５.新渡戸クオリティ②

６.新渡戸クオリティ③

７.行事への参加

８.献立の基礎①

９.献立の基礎②

１１．栄養士になるために①

１２．栄養士になるために②

１３．栄養士になるために③

１０．献立の基礎③

栄養士のための重要な授業科目と理解し、意欲的に演習に関わること。

　　　　　　　　参考書：食品成分表

１４．二年生に学ぶ

１５．学習成果のまとめ

[学生へのフィードバック方法] 提出されたSLPに対してコメントを記入し返却

課題と授業の取り組み状況（40％）、学習成果の確認（60％）により総合的に評価
する。
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授業形態 授業担当者

新渡戸ゼミ(104) 講義 木村　直史

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

8回 15時間（1単位） 1D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

Veritas vos liberabit
Head, Hands, Heart
Happiness creator

Veritas vos liberabit,
Head, Hands, Heart, 新渡
戸稲造, 森本厚吉,
Happiness creator

感染症から身を守る方法、手洗いと消毒の方
法、原核生物（細菌、古細菌）と真核生物

細菌、芽胞、マイコプラズマ、
ウイルス、エンベロープ、真
菌、殺菌、滅菌、除菌

食中毒の原因となる微生物
食に関わる感染症と食中毒

黄色ブドウ球菌、腸管出血性大
腸菌、芽胞菌、腸炎ビブリオ
菌、サルモネラ菌、カンピロバ
クター、ノロウイルス

自己評価の高低と安定性、パーソナリ
ティ障害と自閉症スペクトラム障害、幻
覚と妄想、脳内報酬系：依存の神経回路

自己肯定感、統合失調型、妄想
性、自己愛性、演技性、境界
性、強迫性、回避性、依存性、
自閉症スペクトラム

中枢神経系と末梢神経系、ニューロンと
シナプスの種類、神経伝達物質の種類、
脳の基本的構造と機能、様々な神経回路

ニューロン、グリア細胞、静止
膜電位、活動電位、伝導と伝
達、電気シナプス、化学シナプ
ス、EPSP、IPSP

呼吸の進化生理学：鰓呼吸から肺呼吸
へ、胸骨圧迫は爬虫類型呼吸、恒温動物
化の条件、恐竜はどのような呼吸をして
いたのか。

進化と絶滅、酸素濃度と生物進
化、口腔呼吸、肺呼吸、横隔膜
の起源、呼吸と自律神経活動、
肺循環・体循環と血圧

我々の体は何からできているのか。SDGs
とカーボンニュートラル、化石燃料と自
然エネルギーの起源、温室効果ガスの種
類

シアノバクテリア、葉緑体、ミ
トコンドリア、化石燃料、カー
ボンニュートラル、核分裂反
応、核融合反応

世界は何からできているのか。素粒子と
何か、物質を形作る素粒子、力を伝える
素粒子、質量を与える素粒子

陽子，電子，中性子，光子，重
力，ニュートリノ，反粒子，
クォーク，レプトン，グルーオ
ン，ヒッグス粒子

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：指定しない。適宜プリントを新渡戸フォリオに掲載する。

疑問に思ったことは授業の中で積極的に質問すること。オフィスアワーも活用すること。

　　　　　　　　参考書や文献は講義中に紹介する。

[オフィスアワー]　掲示板に掲示する。

[授業方法]

パワーポイントやレジュメを用いながら、講義形式で進行する。状況に応じて、遠隔授業とすることもある。

[予習・復習]

レポート50％．毎回の授業への取り組み50％

４．難しい性格の人とのつきあ
い方

５．脳の構造と機能

６．ヒトの呼吸とカエルの呼吸

１．建学の精神と３H精神につ
いて

２．感染防御の方法

[学生へのフィードバック方法] 毎回のテーマについてレポートを課し、理解度を評価し、授業で解説する。

予習はキーワードの意味について、調べて疑問点をまとめておくとよい。復習は講義で学んだことについて、自分
の考えをノートなどにまとめておく。レポート課題についてまとめる。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となる。

授業科目名

[授業の概要]

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（医師）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]
社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている

本学の建学の精神と教育理念を理解している。
自分自身と周囲の人を感染から守る正しい知識を身に付けている。
自分自身を知り、また社会の中には様々な人がいることを理解し、適切な対応をとることができる。
人類社会の基盤にある自然と地球環境についての教養を身に付けている。

オムニバス形式で学んでいく。テーマ：建学の精神と教育理念、感染症と感染防御法、食中毒を起こす病原菌、
パーソナリティ障害と発達障害、社会の成立過程、呼吸の進化生理学、物質とエネルギー、素粒子と宇宙。

テーマ

７．物質とエネルギー

８．素粒子と宇宙

３．食物と病原微生物
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授業形態 授業担当者

演習 常松  玲子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（1単位） 1D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

受講姿勢、評価の基準等確認 評価、参画意識

自己パターンの理解 自己理解・他者理解

敬語の正しい使い方 敬語の種類

組織人としての心構え 基本となる8つの意識

マナーの基本 マナーの5原則、CS

印象のよい対応 席次、名刺、冠婚葬祭

身だしなみの基本 授業、就職活動シーン等

ビジネス電話の基本 電話の受け方、かけ方

ビジネス電話の応用 伝言の依頼、不在時の電話

ビジネス文書の基本 ビジネス文書フォーマット

ビジネス文書の応用 文面作成、あて名書き

メールの基礎 学内・学外へ発信

就職面接の基本 入室から退室まで

和食のマナーの基本 箸使い・所作

基礎マナーの振り返り 学生時代と就職後全般

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：プリント資料を適宜配布

・マナーの基本は、相手を敬い思いやりの心を持つことができる。
・ビジネス社会で必要な、実務に即した知識や技術を理解することができる。
・社会人として基本的なマナーを応用することができる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

ビジネスマナー(105)

１．オリエンテーション

[授業の概要]

[授業方法]

仕事の場での心構えを理解したうえで、現場で求められる知識とスキルをパワーポイントやレジメ
等で学ぶ。知識の定着と併せ課題解決や、実技を学ぶためのロールプレイングを導入する。

[予習・復習]

・次回授業内容に関する情報を積極的に得る。
・授業後は学習内容を整理して、理解できなかった点を明らかにする。
・理解できなかった点は、質問ができるようにまとめて次回の授業に臨む。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となる。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

社会人としての常識やマナー、ビジネスに関する基礎的な知識を学習することで、社会で通用する
コミュニケーション能力を習得する。

１３．面談対応スキル

２．コミュニケーションの基礎

３．敬語の基本

４．会社活動の基本

５．ホスピタリテイ

６．社交のマナー

７．身だしなみ

８．電話応対【１】

９．電話応対【２】

１０．ビジネス文書【１】

１１．ビジネス文書【２】

１２．メール

　　　　　　　　参考書：授業時に示す

１４．和食のマナー

１５．総括

[学生へのフィードバック方法] 授業にて解説する。

定期試験（50％）学習成果の確認・提出物（20％）授業への取り組み（30％）
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授業形態 授業担当者

演習 常松  玲子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（1単位） 1D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

受講姿勢、評価の基準等確認・キャリ
アデザインの理解

評価、参画意識、キャリ
アの概念

言語情報による自身の協調性を理解 協調性ワーク

雇用形態による収支比較 正規雇用・非正規雇用

働き方や就職活動のアドバイス 未来の作り方

過去を振り返る自己分析 レジリエンス

現在の就職環境について 新渡戸アンバサダー

働き方を通しての自己分析 適職

履歴書を実際に記入する 履歴書の項目、体裁

エントリーシートの基本 ＥＳの比較

ビジネスマナーの応用 ビジネス現場でのマナー

敬語の応用 組織内での縦関係

適性検査を受検 性格検査

SPI検査を受検 基礎的な知的能力

就職面接の実践 入室から退室まで

SPI検査の結果解説、全体総括 SPI検査、全講義振返り

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：プリント資料を適宜配布

２．同調と協調の相違

13．SPI検査

４．先輩からのアドバイス

８．履歴書の書き方

９．ＥＳの書き方

７．自己分析【２】

５．自己分析【１】

12．適性検査

６．就職活動のアドバイス

３．生涯収支と職業

11．ビジネス社会での話し方

10．ビジネスマナー

・働くことを中心にキャリアがデザインできる。
・自分自身の強み、弱みなどが分析できる。
・就職活動での実践的な技能を応用できる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

キャリアデザイン（106）

１．オリエンテーション

[授業の概要]

[授業方法]

テキストやパワーポイントなどのレジメを使用しながら、グループワークを活用した実践型の方法
で実施する。また、先輩や専門家からのアドバイスなども導入する。

[予習・復習]

・次回授業内容に関する情報を積極的に得る。
・授業後は学習内容を整理して、理解できなかった点を明らかにする。
・理解できなかった点は、質問ができるようにまとめて次回の授業に臨む。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となる。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

生涯を通しての生き方を考えてキャリアをデザインし、その計画を実現させるための知識や技能を
修得する。

14．面接の応用

15．SPI検査解説、総括

　　　　　　　　参考書：授業時に示す

[学生へのフィードバック方法] 授業にて解説する。

定期試験（50％）学習成果の確認・提出物（20％）授業への取り組み（30％）
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授業形態 授業担当者

講義 山内　貴史

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 2D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

公衆衛生の歴史、健康の概念 公衆衛生、健康

疾病・死亡の指標・統計 疫学指標、因果関係

地域保健活動の動向 保健所、保健医療福祉行政

社会保障の役割 所得保障、医療保険

ヘルスプロモーション関連施策 健康寿命、健康日本21

母性保健と乳幼児保健 母子保健法、出産・育児制度

高齢者の医療と介護保険制度 後期高齢者、介護保険

障害者福祉とノーマライゼーション ノーマライゼーション

主要感染症の動向 感染予防、感染症法

食の安全と食生活 食中毒、栄養素

学校における保健管理 学校保健安全法、学校感染症

働く人の健康と安全 労働安全衛生、職業性疾病

地球環境・生活環境の保全 環境破壊、健康影響

国際協力と世界の保健問題 世界保健機関、開発途上国

米国の地域保健活動のDVD視聴 公衆衛生施策、健康増進

[成績評価] 定期試験 80％、授業の取り組み 20％

[受講上の注意]　

公衆衛生は健康や生活の質（QOL）の維持増進、健康障害の予防をその目標としている。本科目は、
(1)公衆衛生の基本概念を正しく理解すること、(2)公衆衛生がどのような社会的活動として実践さ
れているか理解することを目標とする。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有（労働者健康安全機構 研究員）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力及び豊かな人間性を身に着けている。

公衆衛生学(301)

１.公衆衛生とは

[授業の概要]

[授業方法]

講義形式（パワーポイント、レジュメ使用）とし、適宜問題演習や小テスト、DVD視聴を行う。

[予習・復習]

予習として受講前に教科書を一読する。また、復習として配布資料の重要事項を整理すること。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となる。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

公衆衛生は集団の健康を対象とする学問である。栄養・食事管理に携わる専門職として学修すべき
公衆衛生上の課題について理解を深める。

１３.環境保健

２.疫学・保健統計

３.地域保健、衛生法規

４.社会保障と医療経済

５.成人保健と健康増進

６.母子保健

７.高齢者保健

８.障害者・精神保健福祉

９.感染症対策

１０.食品保健・栄養

１１.学校保健

１２.産業保健

１４.国際保健

１５.地域保健活動の実際

[学生へのフィードバック方法] 講義内で適宜問題演習や小テストを行い、その場で解説する。

[教科書・参考書]教科書：『公衆衛生がみえる2020-2021 (第4版)』医療情報科学研究所(編)、メ
ディックメディア



- 20 - - 21 -

授業形態 授業担当者

講義 古川　繁子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 2D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

生活支援、QOL、生存権 自己決定、エンパワメント

イギリスの歴史、日本の歴史
エリザベス救貧法、慈善事
業

子どもの貧困、格差社会、家庭支援の現状 児童虐待、ワーキングプア

社会福祉に携わる専門職と生活支援 福祉の定義、障害の多様性

社会保障制度及び福祉サービスの概要と種類
生存権、社会保険、措置から
契約へ

社会福祉行政と財政の概要と課題
中央集権から地方分散へ、社
会保障給付費

福祉相談窓口、福施設祉の概要
福祉事務所、児童相談所、児
童福祉施設

福祉の職種と担い手
社会福祉主事、国家資格、
ソーシャルワーカー

社会保障制度と関連制度の概要と種類 介護保険方式、保育園方式

社会福祉における相談援助の歴史と種類
慈善組織協会、ケースワーク
からマネジメントへ

福祉相談窓口、子ども家庭福祉現場の概要 福祉事務所、児童相談所他

児童、障害、女性、生活困窮者、高齢者への
支援

相談と課題解決の過程

面接、傾聴、記録、評価、自己覚知 ４P、バイステックの７原則

権利擁護、苦情解決、情報提供、第3者
評価

アドボカシー、チームアプ
ローチ

民間ボランティアと専門職種との連携、地域
福祉の推進

子ども食堂、かよい場、ホッ
トサロン

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：「新・社会福祉概論」教育情報出版社

１.現代社会における社会福祉の意義と歴史的変遷及び社会福祉に行ける子どもの家庭支援の視点に
ついて理解する。
２.社会福祉の制度や実施体系・動向や課題について理解する。
３.社会福祉における相談援助について・利用者保護について理解する。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

社会福祉概論(302)

１.社会福祉の理念と概念

[授業の概要]

[授業方法]

講義形式、DVD・ロールプレイなども使用し行う。

[予習・復習]

次の単元の学習予定について事前に予習課題を設けることがある。授業で学んだことは配布プリント
などで、確認をしておくこと。疑問点があれば質問すること。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

社会福祉の理念、歴史、制度の変遷について概要を説明する。現在の社会保障制度と社会福祉サービ
スの種類や内容について事例を使って、実生活に利用できるように説明する。

１３.相談援助の方法と技術

２.社会福祉の歴史的変遷

３.子ども、家庭支援と社会福祉

４.理念と専門性の構造

５.社会福祉の制度と法体系

６.社会福祉行政財政と実施機関

７.社会福祉施設

８.社会福祉の専門職

９.社会保障及び関連制度の概要

１０.社会福祉における相談援助

１１、相談援助の意義と機能

１２.相談援助の対象と過程

・積極的に参加する。・参加できないときは明確に提示する。・参加するときはプ
ラスの思考で　・マイナス思考や態度は慎む。・守秘義務は守る。

１４.利用者保護に係る仕組み

１５.社会福祉の動向と課題

[学生へのフィードバック方法] 到達確認を行い、授業で解説

コメントペーパー・到達確認・授業への取り組み姿勢(30%)、学習成果(70%)などを
総合評価
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授業形態 授業担当者

講義 　豊島　裕子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 1D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

人体の構成組成・細胞の機能、細胞内
の器官

細胞内小器官，生体膜，四大
組織

消化器系の構造と連携
舌、食道、胃、小腸、大腸、
肝臓、すい臓

嚥下･咀嚼から胃に至る消化の前半と、
消化の神経性調節

嚥下・咀嚼、唾液腺、胃、消
化

小腸における栄養素の吸収、大腸での
排泄、膵臓の外分泌

消化酵素、栄養素の膜吸収、
消化の内分泌調節、食物繊維

心臓の構造、心臓の動き、心臓自体の
栄養、高血圧の機序

心臓の壁と弁、心電図、冠動
脈、血圧

腎臓の構造、機能、尿生成過程
糸球体、尿細管、膠質浸透圧、浸
透圧、糸球体ろ過、再吸収

腎機能の調節、体液バランス
バソプレシン、レニン、アル
ドステロン、アシドーシス

ホルモンの作用・調節と代表的なホル
モン

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ、概日ﾘｽﾞﾑ、下垂
体、甲状腺、副甲状腺、副腎

ミクロ・マクロの神経解剖学、自律神
経、感覚神経

ニューロン、中枢神経、末梢
神経、自律神経、視覚、聴覚

女性の性周期、妊娠中のホルモンの変
化、授乳期のホルモン

女性ホルモン、子宮、卵巣、
排卵、妊娠、授乳

呼吸器の構造、呼吸運動および、赤血
球による酸素運搬

気道、肺、呼吸運動、呼吸
筋、換気、ガス交換

血球成分とその新生、免疫とアレル
ギー

血球、免疫担当細胞、止血機
序、アレルギー反応

骨･関節･筋肉の構造と、筋収縮の機序
骨塩、骨吸収、ｶﾙｼｳﾑ代謝、ｱｸ
ﾁﾝ、ﾐｵｼﾝ、遅筋、速筋

高地民族の呼吸機能と食事
チベット、アンデス、高地順
化、高地の食文化

学習成果の確認

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]

１）人体の構造を理解できる，２）器官の機能を理解できる，３）摂取された栄養素の消化・吸収
および代謝過程を説明できる，４）食と健康のつながりについて考察できる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有・医師として病気の診断・治療・予防を行っている

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。

体の構造・機能学(201)

１．　人体の構成

[授業の概要]

[授業方法]

パワーポイントを用いて講義し、3-4スライド終了するごとに確認問題を行って理解度を確認し、不
十分な場合は戻って再度説明、理解できた場合は先へ進む形で進行する。

[予習・復習]

１年生にとって新しい分野のため、予習は資料に目を通す程度にとどめ、復習に重点を置く。実力
認定試験形式の復習問題を配信し、回答に対し正解・解説を返信する。復習問題は授業態度評価の
一部として成績評価に含め、復習率を高める。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

消化・吸収、代謝といった栄養学に直結した人体の機能と構造を中心に、吸収された栄養が身体に
及ぼす効果、さらに健康維持・増進のために必要な、人体に関する知識を学ぶ。

１３．運動器の構造と機能

２．　消化器系の構造と機能 1

３．　消化器系の構造と機能 2

４．　消化器系の構造と機能 3

５．　循環器系の構造と機能

６．　腎・尿路系の構造と機能1

７．　腎・尿路系の構造と機能2

８．　内分泌系の構造と機能

９．　神経系の構造と機能

１０．生殖と妊娠

１１．呼吸器系の構造と機能

１２．血液・アレルギー

教科書：Nブックス改訂人体の構造と機能：解剖生理学　建帛社　荒木英爾他編

好奇心と探求心をもって講義に臨んでください。

１４．応用呼吸・循環学

１５．学習成果のまとめ

[学生へのフィードバック方法]
講義終了後復習問題を配信し、学生の回答投稿に対し正答・解説を
送信し、理解できていない部分の確認と再学習を行う。

定期試験（60％）、講義中の理解度判定問題（20％）、復習問題（20％）
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授業形態 授業担当者

実習 　豊島　裕子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間（1単位） 1D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

人体解剖模型による各臓器の観察,人体
骨格模型による骨の部位と名称の確認

人体の構造，筋肉,構成骨

身長・体重測定、キャリパー、メジャーによる上
腕囲・下腿囲・皮下脂肪厚等の計測と評価

体格指数、皮脂厚、筋肉
量

腹囲計測とインピーダンス法による内
臓脂肪量測定と体組成評価

内臓脂肪、ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸ症候
群、ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ法、体組成

血圧・脈拍測定と、起立・寒冷刺激に
よる血圧変化

ｺﾙﾄｺﾌ音、兆進法、寒冷昇圧
試験、起立性低血圧

心電図の記録と評価 心電図、P波、QRS波、T波

最大酸素摂取量の測定 ｴｱﾛﾊﾞｲｸ、最大酸素摂取量

呼吸数・肺活量の測定，酸素飽和度の
測定

換気、ｶﾞｽ交換、ﾊﾟﾙｽｵｷｼ
ﾒｰﾀｰ

水飲み試験、表面筋電図による嚥下機
能の評価

嚥下、表面筋電図、水飲
み試験

各種負荷に対する唾液中ｱﾐﾗｰｾﾞ量の変化 ｐアミラーゼ

塩分摂取が尿量に及ぼす影響 尿細管再吸収、DASH食

食事負荷後の血糖値の変化 glycemic index,低糖質食

各種負荷に対する発汗量の変化 温熱発汗、精神性発汗

視覚器の構造をｼﾐｭﾚｰｼｮﾝで理解 レンズ、網膜、調節

ロービジョン体験 白内障、視野狭窄

学習成果の確認と評価

[成績評価]

[受講上の注意]　
[教科書・参考書] 教科書：実習書を配布

１５.学習成果のまとめ

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題に対して採点し返却する。

定期試験（60％）、レポート（40％）

目の前で起こる様々な現象を、常に疑問を抱きつつ見つめてほしい。

[オフィスアワー]　掲示板，研究室前に掲示

テーマ

１.実験ガイダンス
   人体の構造

１４.感覚器2

３.身体測定と評価2

４.循環器系1

５.循環器系2

６.循環器系3

７.呼吸器系

８.消化器系1

９.消化器系2

１０.腎臓

１１.糖代謝

１２.自律神経

１３.感覚器1

人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。

参考書：Nブックス改訂人体の構造と機能：解剖生理学　建帛社　荒木英爾他編
        Nブックス実験シリーズ　解剖生理学実験　建帛社　青峰正裕・藤田守編著

授業科目名

体の構造・機能学実習(202)

[担当教員の実務経験の有無・内容] 　有・医師として病気の診断・治療・予防を行っている　　

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

２.身体測定と評価1

実習を通して、講義で学んだ人体の構造・機能に関する知識を具体的な現象として理解できる。さ
らに理解することからそれを応用してヒトの健康維持・管理の施策を立案できる力を習得できる。

[授業の概要]

身体の構造・機能で学んだ栄養士に必要な内容に関し、環境変化とそれに対する反応の関連を、主
として食事に関わる事象を中心に体験学習する。

[授業方法]

実験の目的や方法について講義をした後，4名程度を1グループとして共同で実験を行う。

[予習・復習]

実習書の当日の実習手順をしっかり読み、理解しておく。実験後は，結果を各自でまとめ，考察
し，レポートを提出する。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において，レポート等の授業外学修が必要となります。

授業形態 授業担当者

講義 　豊島　裕子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 1D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

人体の構成組成・細胞の機能、細胞内
の器官

細胞内小器官，生体膜，四大
組織

消化器系の構造と連携
舌、食道、胃、小腸、大腸、
肝臓、すい臓

嚥下･咀嚼から胃に至る消化の前半と、
消化の神経性調節

嚥下・咀嚼、唾液腺、胃、消
化

小腸における栄養素の吸収、大腸での
排泄、膵臓の外分泌

消化酵素、栄養素の膜吸収、
消化の内分泌調節、食物繊維

心臓の構造、心臓の動き、心臓自体の
栄養、高血圧の機序

心臓の壁と弁、心電図、冠動
脈、血圧

腎臓の構造、機能、尿生成過程
糸球体、尿細管、膠質浸透圧、浸
透圧、糸球体ろ過、再吸収

腎機能の調節、体液バランス
バソプレシン、レニン、アル
ドステロン、アシドーシス

ホルモンの作用・調節と代表的なホル
モン

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ、概日ﾘｽﾞﾑ、下垂
体、甲状腺、副甲状腺、副腎

ミクロ・マクロの神経解剖学、自律神
経、感覚神経

ニューロン、中枢神経、末梢
神経、自律神経、視覚、聴覚

女性の性周期、妊娠中のホルモンの変
化、授乳期のホルモン

女性ホルモン、子宮、卵巣、
排卵、妊娠、授乳

呼吸器の構造、呼吸運動および、赤血
球による酸素運搬

気道、肺、呼吸運動、呼吸
筋、換気、ガス交換

血球成分とその新生、免疫とアレル
ギー

血球、免疫担当細胞、止血機
序、アレルギー反応

骨･関節･筋肉の構造と、筋収縮の機序
骨塩、骨吸収、ｶﾙｼｳﾑ代謝、ｱｸ
ﾁﾝ、ﾐｵｼﾝ、遅筋、速筋

高地民族の呼吸機能と食事
チベット、アンデス、高地順
化、高地の食文化

学習成果の確認

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]

１）人体の構造を理解できる，２）器官の機能を理解できる，３）摂取された栄養素の消化・吸収
および代謝過程を説明できる，４）食と健康のつながりについて考察できる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有・医師として病気の診断・治療・予防を行っている

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。

体の構造・機能学(201)

１．　人体の構成

[授業の概要]

[授業方法]

パワーポイントを用いて講義し、3-4スライド終了するごとに確認問題を行って理解度を確認し、不
十分な場合は戻って再度説明、理解できた場合は先へ進む形で進行する。

[予習・復習]

１年生にとって新しい分野のため、予習は資料に目を通す程度にとどめ、復習に重点を置く。実力
認定試験形式の復習問題を配信し、回答に対し正解・解説を返信する。復習問題は授業態度評価の
一部として成績評価に含め、復習率を高める。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

消化・吸収、代謝といった栄養学に直結した人体の機能と構造を中心に、吸収された栄養が身体に
及ぼす効果、さらに健康維持・増進のために必要な、人体に関する知識を学ぶ。

１３．運動器の構造と機能

２．　消化器系の構造と機能 1

３．　消化器系の構造と機能 2

４．　消化器系の構造と機能 3

５．　循環器系の構造と機能

６．　腎・尿路系の構造と機能1

７．　腎・尿路系の構造と機能2

８．　内分泌系の構造と機能

９．　神経系の構造と機能

１０．生殖と妊娠

１１．呼吸器系の構造と機能

１２．血液・アレルギー

教科書：Nブックス改訂人体の構造と機能：解剖生理学　建帛社　荒木英爾他編

好奇心と探求心をもって講義に臨んでください。

１４．応用呼吸・循環学

１５．学習成果のまとめ

[学生へのフィードバック方法]
講義終了後復習問題を配信し、学生の回答投稿に対し正答・解説を
送信し、理解できていない部分の確認と再学習を行う。

定期試験（60％）、講義中の理解度判定問題（20％）、復習問題（20％）
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授業形態 授業担当者

実習 　廣瀬　明子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間（1単位） 2D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

人体解剖模型による各臓器の位置的関係の確
認と各臓器の観察

人体の構造，筋肉

人体骨格模型による骨の部位と名称の確認，
各臓器の組織標本の観察

構成骨，細胞の種類

身長・体重・胸囲・腹囲・上腕囲・下腿囲・
皮下脂肪厚等の計測と評価

栄養アセスメント，栄養指
数，体格指数

体力測定（握力，上体起こし，長座体前屈
等）

インピーダンス法，最大骨量，健康状
態の把握，最大酸素摂取量

血圧・脈拍・体温の測定，心音の観察，体位
等による血圧変化の観察

心臓の機能，体温の測定部位や性
周期による差異と日内変動，血圧
とその変動

温熱性・精神性発汗による発汗反応の相違の
検討

発汗現象，汗腺密度

呼吸数・肺活量の測定，肺活量の体位による
変化,尿に関する実験

肺の機能，呼吸中枢，尿の一
般性状，尿中食塩量

寒冷刺激の負荷や運動の負荷による循環器
系・呼吸器系の変化の観察

寒冷刺激や運動負荷による体温・
脈拍・血圧・呼吸数の変化

唾液，胃液，膵液による消化過程の観察 消化酵素

刺激による唾液分泌量の差異の観察
聴覚・視覚に関する実験

唾液腺，耳下腺，舌下腺，顎
下腺，骨伝導，盲点

味覚に関する実験
特殊感覚，味覚閾値，認知閾，刺
激閾，味の相互作用

皮膚感覚・重量感覚・空間閾値に関する実験
体性感覚，皮膚感覚と身体の
部位の関係

神経系の反応に関する実験 反射弓，敏捷性，小脳

疲労の程度の客観的および主観的評価法
ストレス，自覚症しらべ，中
心フリッカー値

学習成果の確認と評価

[成績評価]

[受講上の注意]　
[教科書・参考書]

人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。

参考書：栄養科学イラストレイテッド解剖生理学（第3版）羊土社　志村二三
夫　他編
Nブックス実験シリーズ　『解剖生理学実験』建帛社　，青峰正裕・藤田守編著

授業科目名

体の構造・機能学実習(304)

[担当教員の実務経験の有無・内容] 　無　　

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

２.人体骨格模型の観察
　 組織標本の観察

正確な測定を行う技術を身につけることができる。また，実験の結果から，人体のしくみや働きを理
解し，健康の維持や増進のための健康管理の在り方について考えることができる。

[授業の概要]

人体の構造について，人体模型や組織標本の観察により把握する。さらに人体の機能について，自ら
を被験者になることで循環器や呼吸器，感覚や消化等に関する種々の実験を行い理解を深める。

[授業方法]

実験の目的や方法について講義をした後，4名程度を1グループとして共同で実験を行う。

[予習・復習]

授業計画に沿って，事前に『解剖生理学』の教科書の該当箇所を読んでおく。実験後は，結果を各自
でまとめ，考察し，レポートを提出する。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において，レポート等の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板，研究室前に掲示

テーマ

１.実験ガイダンス
   人体の構造

１４.疲労による身体への
     影響に関する実験

３.身体測定と評価

４.体力測定と評価

５.循環に関する実験①

６.循環に関する実験②

７.呼吸に関する実験

８.寒冷および運動負荷による
　 身体の変化の観察

９.消化機能に関する実験

１０.唾液に関する実験
     感覚器に関する実験①

１１.感覚器に関する実験②

１２.感覚器に関する実験③

１３.神経機能に関する実験

教科書：プリントを配布

１５.学習成果のまとめ

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題に対して採点し返却する。

授業への取り組み（20％），レポート（40％），期末試験（40％）

遅刻をしないこと。レポートは提出期限を守ること。
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授業形態 授業担当者

実習 　廣瀬　明子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間（1単位） 2D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

人体解剖模型による各臓器の位置的関係の確
認と各臓器の観察

人体の構造，筋肉

人体骨格模型による骨の部位と名称の確認，
各臓器の組織標本の観察

構成骨，細胞の種類

身長・体重・胸囲・腹囲・上腕囲・下腿囲・
皮下脂肪厚等の計測と評価

栄養アセスメント，栄養指
数，体格指数

体力測定（握力，上体起こし，長座体前屈
等）

インピーダンス法，最大骨量，健康状
態の把握，最大酸素摂取量

血圧・脈拍・体温の測定，心音の観察，体位
等による血圧変化の観察

心臓の機能，体温の測定部位や性
周期による差異と日内変動，血圧
とその変動

温熱性・精神性発汗による発汗反応の相違の
検討

発汗現象，汗腺密度

呼吸数・肺活量の測定，肺活量の体位による
変化,尿に関する実験

肺の機能，呼吸中枢，尿の一
般性状，尿中食塩量

寒冷刺激の負荷や運動の負荷による循環器
系・呼吸器系の変化の観察

寒冷刺激や運動負荷による体温・
脈拍・血圧・呼吸数の変化

唾液，胃液，膵液による消化過程の観察 消化酵素

刺激による唾液分泌量の差異の観察
聴覚・視覚に関する実験

唾液腺，耳下腺，舌下腺，顎
下腺，骨伝導，盲点

味覚に関する実験
特殊感覚，味覚閾値，認知閾，刺
激閾，味の相互作用

皮膚感覚・重量感覚・空間閾値に関する実験
体性感覚，皮膚感覚と身体の
部位の関係

神経系の反応に関する実験 反射弓，敏捷性，小脳

疲労の程度の客観的および主観的評価法
ストレス，自覚症しらべ，中
心フリッカー値

学習成果の確認と評価

[成績評価]

[受講上の注意]　
[教科書・参考書]

人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。

参考書：栄養科学イラストレイテッド解剖生理学（第3版）羊土社　志村二三
夫　他編
Nブックス実験シリーズ　『解剖生理学実験』建帛社　，青峰正裕・藤田守編著

授業科目名

体の構造・機能学実習(304)

[担当教員の実務経験の有無・内容] 　無　　

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

２.人体骨格模型の観察
　 組織標本の観察

正確な測定を行う技術を身につけることができる。また，実験の結果から，人体のしくみや働きを理
解し，健康の維持や増進のための健康管理の在り方について考えることができる。

[授業の概要]

人体の構造について，人体模型や組織標本の観察により把握する。さらに人体の機能について，自ら
を被験者になることで循環器や呼吸器，感覚や消化等に関する種々の実験を行い理解を深める。

[授業方法]

実験の目的や方法について講義をした後，4名程度を1グループとして共同で実験を行う。

[予習・復習]

授業計画に沿って，事前に『解剖生理学』の教科書の該当箇所を読んでおく。実験後は，結果を各自
でまとめ，考察し，レポートを提出する。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において，レポート等の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板，研究室前に掲示

テーマ

１.実験ガイダンス
   人体の構造

１４.疲労による身体への
     影響に関する実験

３.身体測定と評価

４.体力測定と評価

５.循環に関する実験①

６.循環に関する実験②

７.呼吸に関する実験

８.寒冷および運動負荷による
　 身体の変化の観察

９.消化機能に関する実験

１０.唾液に関する実験
     感覚器に関する実験①

１１.感覚器に関する実験②

１２.感覚器に関する実験③

１３.神経機能に関する実験

教科書：プリントを配布

１５.学習成果のまとめ

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題に対して採点し返却する。

授業への取り組み（20％），レポート（40％），期末試験（40％）

遅刻をしないこと。レポートは提出期限を守ること。

授業形態 授業担当者

講義 　　関口　晋

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 1D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

三大栄養素の基本的性質 糖質、脂質、タンパク質

糖質の性質と種類 単糖類、二糖類、多糖類

トリグリセリドの性質と種類 脂肪酸、n-系、必須脂肪酸

アミノ酸の性質と分類
必須アミノ酸、分枝アミノ酸、含硫ア
ミノ酸、糖原性、ケト原性

タンパク質の機能と構造
輸送タンパク質、構造タンパ
ク質、一次構造、二次構造

酵素の性質と阻害
基質特異性、補因子、競争阻
害（拮抗阻害）

三大栄養素の消化吸収の仕組み
アミラーゼ、リパーゼ、ペプ
シン、トリプシン

インスリンの代謝における役割
脂肪酸合成、コレステロール
合成

グルコースの嫌気的代謝と好気的代謝
グルコース6-リン酸、乳酸、
コリ回路

グリコーゲンの分解と合成
肝グリコーゲン、筋グリコーゲン、グ
リコーゲンホスホリラーゼ

肝臓の体内における生化学的な役割
糖新生、アミノ基転移反応、
尿素回路

食後の代謝と空腹時の代謝
ペントースリン酸経路、ケト
ン体

細胞内におけるミトコンドリアの役割
クエン酸回路、酸化的リン酸
化、脂肪酸β酸化

各ビタミンの作用と欠乏症
脂溶性ビタミン、水溶性ビタ
ミン

カルシウムの体内における役割と調節
パラソルモン、カルシトニン、
ビタミンD

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：配布プリント

人体は、各臓器が登場人物となって織りなすドラマ！そして、臓器同士の関係をつなぎ人体を成立さ
せているのは、様々な化学物質！生体を構成する物質の基本を理解することを目標とする。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

栄養生化学(203)

１.三大栄養素

[授業の概要]

[授業方法]

パワーポイントや配布プリントを用いながらの講義形式で行う。

[予習・復習]

予習としては、下記のキーワードについて、参考書やWeb等で下調べをしておく。復習としては、配
布プリントを参考書等と照らし合わせて、疑問点がないかどうかを確認する。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となる。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

五大栄養素を中心として、生体に必要な物質の体内における働きを説明する。

１３.ミトコンドリア

２.糖

３.トリグリセリド

４.アミノ酸

５.タンパク質

６.酵素

７.消化吸収

８.糖尿病と代謝

９.解糖系

１０.グリコーゲン

１１.肝臓と代謝

１２.食事と生化学

人間の態度は他人に伝染する性質を持つため、授業と無関係な態度があれば、それ
はしらずしらず教室内に伝わってしまい授業に集中したい人の妨害になるので、そ
のような妨害のないようにすること。

　　　　　　　　参考書：講義時に適宜紹介する。

１４.ビタミン

１５.カルシウム

[学生へのフィードバック方法] 授業にて解説

学習成果の確認（33％）、定期試験（67%）
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授業形態 授業担当者

講義 　　関口　晋

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 2D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

生体高分子や脂質の役割と係り CHONPS、三大栄養素、核酸

糖の性質と種類 単糖類、二糖類、多糖類

アミノ酸の性質と種類
アミノ酸側鎖、必須アミノ
酸、糖原性、ケト原性

タンパク質の構造
ペプチド結合、ジスルフィド
結合、サブユニット

油脂やリン脂質の構造、性質と種類
アシルグリセロール、n-系、
グりセロリン脂質

DNAやRNAの構造と仕組み 複製、転写、翻訳

酵素の性質、阻害や調節
アロステリック部位、アポ酵
素、ミカエリス定数

解糖系の役割、意義と構成
ATP、へキソキナーゼ、ピル
ビン酸

ピルビン酸脱水素酵素やクエン酸回路の役
割、意義と構成

アセチルCoA、オキサロ酢酸

酸化的リン酸化の仕組み
電子伝達系、脱共役タンパク
質

糖新生やグリコーゲン分解と細胞内情報伝
達

グルコース6-ホスファター
ゼ、二次メッセンジャー

解糖系以外のグルコース代謝の役割、意義
と構成

NADP、リボース5-リン酸、
UDP-グルコース

タンパク質の分解、アミノ酸の合成とアミ
ノ酸からの合成

プロテアソーム、グルコース
-アラニン回路、尿素回路

脂肪酸の合成と分解
アセチルCoAカルボキシラー
ゼ、β酸化、ケトン体

コレステロール合成、ステロイド化合物、
リポタンパク質

HMG-CoA還元酵素、VLDL、
IDL、LDL、HDL

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：配布プリント

生命の基本となる物質が、体内でどのように変化しどのような役割を果たすかを理解することを目的
とする。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

生化学(303)

１.生化学概観

[授業の概要]

[授業方法]

パワーポイントや配布プリントを用いながらの講義形式で行う。

[予習・復習]

予習としては、下記のキーワードについて、栄養生化学の復習をしたり、参考書やWeb等で下調べを
しておく。復習としては、配布プリントを参考書等と照らし合わせて、疑問点がないかどうかを確認
する。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となる。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

三大栄養素を中心とした物質の性質と化学的変化（代謝）について、体内における役割や調節のされ
方を説明する。

１３.アミノ酸の代謝

２.糖

３.アミノ酸、タンパク質　そ
の１
４.アミノ酸、タンパク質　そ
の２

５.油脂とリン脂質

６.核酸

７.酵素

８.解糖系

９.クエン酸回路

１０.酸化的リン酸化

１１.糖新生

１２.ペントースリン酸経路等

人間の態度は他人に伝染する性質を持つため、授業と無関係な態度があれば、それ
はしらずしらず教室内に伝わってしまい授業に集中したい人の妨害になるので、そ
のような妨害のないようにすること。

　　　　　　　　参考書：講義時に適宜紹介する。

１４.トリグリセリドの代謝

１５.コレステロール

[学生へのフィードバック方法] 授業にて解説

学習成果の確認（33％）、定期試験（67%）
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授業形態 授業担当者

講義 豊島　裕子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

8回 16時間(1単位) 2D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

健康・体力の定義と、健康･体力づくり
の3本柱、これらに対する国家的取り組
みである健康日本21

健康、体力、健康日本21、ア
クティブ80ヘルスプラン、健
康づくりの3本柱

運動・トレーニングをすることで運動
器、呼吸・循環系に現れる効果

体性神経、自律神経、筋収縮
の様式、最大酸素摂取量、肺
換気

運動・トレーニングをすることで消化
機能・内分泌機能など内臓機能に現れ
る効果

コルチゾール、カテコールア
ミン、成長ホルモン、消化・
吸収、体温調節

運動・トレーニングをすることで糖・
脂質・たんぱく質代謝などに現れる効
果

ATP、クレアチンリン酸、
メッツ、分枝鎖アミノ酸、抗
酸化物質

トレーニングの原則・手順とトレーニ
ング中の食事について

トレーニングの原則、運動処
方、食生活指針、食事バラン
スガイド

健常者におけるライフステージ別ト
レーニングの実際と、合わせて行う食
事上の注意

幼児期・学童期・思春期・成
人期のトレーニング、成長
期・成人期の食事、

競技者におけるトレーニングの種類と
食事上の注意、疾病ごとの運動療法の
実際

競技者のトレーニング、ト
レーニング期・試合期の食
事、減量、高血圧、糖尿病、
心疾患

学習成果の確認

[成績評価]

[受講上の注意]　

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有 日本たばこ産業産業医として就労者に運動指導

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。

運動生理学(305)

２.運動・トレーニングによる
身体機能の変化1

３.運動・トレーニングによる
身体機能の変化2

４.運動・トレーニングによる
生体内代謝の変化

５.トレーニングと食生活の基
本的考え方

健康維持の３要素「食事・運動・休養」の栄養部分を担う栄養士として、知っておかなければなら
ない運動部分の効用・その機序・栄養との関わりについて理解することを目標とする。

１.健康・体力づくりの意義と
運動の効用

[授業の概要]

[授業方法]

パワーポイントを用いて講義し、3-4スライド終了するごとに確認問題を行って理解度を確認し、不
十分な場合は戻って再度説明、理解できた場合は先へ進む形で進行する。

[予習・復習]

　予習は事前に配布する講義資料に目を通す。実力認定試験形式の復習問題を配信し、回答に対し
正解・解説を返信する。復習問題は授業態度評価の一部として成績評価に含め、復習率を高める。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

一般人の健康保持・増進における運動の必要性とその理由について、生理学的側面から学ぶ。さらに、アス
リートのパフォーマンス向上のためのトレーニング、生活習慣病の運動療法について学ぶ。

６.健常者におけるトレーニン
グと食生活

好奇心と探求心をもって講義に臨んでください。

[学生へのフィードバック方法]
講義終了後復習問題を配信し、学生の回答投稿に対し正答・解説を
送信し、理解できていない部分の確認と再学習を行う。

定期試験（60％）、講義中の理解度判定問題（20％）、復習問題（20％）

[教科書・参考書]教科書：Nブックス　改訂運動生理・栄養学　第3版　建帛社　高松薫他編

７.アスリート、病者における
トレーニングと食生活

８.学習成果のまとめ
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授業形態 授業担当者

講義 関谷 透

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

8回 16時間（1単位） 2D／後期 必修

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

健康の定義について
健康意識の現状について（関谷透）

WHO、日本国憲法25条、
平均寿命、健康寿命

ストレスのもたらす生体反応とその対
策　　　　　　　　　（豊島裕子）

心と体
自律神経

健康維持における睡眠の重要性につい
て　　　　　　　　　（豊島裕子）

睡眠
時間生理学

障害者差別解消法に定められた合理的
配慮について　　　　（豊島裕子）

合理的配慮
ロービジョン

アスリートの体組成改善について
（土肥美智子）

血中の鉄やカルシウム病
の予防

感染症の予防について
（鈴木英明）

ワクチン、抗生物質

アレルギー疾患などについて
（鈴木英明）

アレルギーの発現

高血圧、糖尿病などについて
まとめとレポート作成 （関谷透）

生活習慣病

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：特に使用しない。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　　内容（ 医師 ）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

健康管理概論(306)

2.ストレス管理

3.睡眠

4.合理的配慮について学ぶ

５.女性と運動

[授業の到達目標]

健康を定義し、我が国の健康についての意識と現状の問題点を説明できる。
女性の健康管理の問題点を説明できる。栄養士に必要な感染症や生活習慣病の原因や予防を説明で
きる。

１.健康の概念

[授業の概要]

[授業方法]

配布資料とパワーポイントを用い、講義形式で行う。適宜、まとめの作成や意見交換を行う。

[予習・復習]

キーワードを理解するために関係書物などで事前に内容を把握しておく。講義で理解できなかった
内容については、積極的に質問し理解を深める。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

健康の概念、小児・女性の健康管理、アレルギー、感染症、生活習慣病について、医学的、栄養学
的な視点から解説する。

６.小児の健康管理

精神を集中して、将来、自分の糧となる知識を習得する。教員および他の学生に迷
惑をかけない。

参考書：

[学生へのフィードバック方法] 適宜担当教員が受け付ける

レポート作成（５０％）、授業への取り組み状況（３０％）及び受講態度
（２０％）から、総合的に評価する。

７.小児の健康と食育・食と疾患

８.生活習慣病
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授業形態 授業担当者

講義 関谷 透

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

8回 16時間（1単位） 2D／後期 必修

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

健康の定義について
健康意識の現状について（関谷透）

WHO、日本国憲法25条、
平均寿命、健康寿命

ストレスのもたらす生体反応とその対
策　　　　　　　　　（豊島裕子）

心と体
自律神経

健康維持における睡眠の重要性につい
て　　　　　　　　　（豊島裕子）

睡眠
時間生理学

障害者差別解消法に定められた合理的
配慮について　　　　（豊島裕子）

合理的配慮
ロービジョン

アスリートの体組成改善について
（土肥美智子）

血中の鉄やカルシウム病
の予防

感染症の予防について
（鈴木英明）

ワクチン、抗生物質

アレルギー疾患などについて
（鈴木英明）

アレルギーの発現

高血圧、糖尿病などについて
まとめとレポート作成 （関谷透）

生活習慣病

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：特に使用しない。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　　内容（ 医師 ）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

健康管理概論(306)

2.ストレス管理

3.睡眠

4.合理的配慮について学ぶ

５.女性と運動

[授業の到達目標]

健康を定義し、我が国の健康についての意識と現状の問題点を説明できる。
女性の健康管理の問題点を説明できる。栄養士に必要な感染症や生活習慣病の原因や予防を説明で
きる。

１.健康の概念

[授業の概要]

[授業方法]

配布資料とパワーポイントを用い、講義形式で行う。適宜、まとめの作成や意見交換を行う。

[予習・復習]

キーワードを理解するために関係書物などで事前に内容を把握しておく。講義で理解できなかった
内容については、積極的に質問し理解を深める。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

健康の概念、小児・女性の健康管理、アレルギー、感染症、生活習慣病について、医学的、栄養学
的な視点から解説する。

６.小児の健康管理

精神を集中して、将来、自分の糧となる知識を習得する。教員および他の学生に迷
惑をかけない。

参考書：

[学生へのフィードバック方法] 適宜担当教員が受け付ける

レポート作成（５０％）、授業への取り組み状況（３０％）及び受講態度
（２０％）から、総合的に評価する。

７.小児の健康と食育・食と疾患

８.生活習慣病

授業形態 授業担当者

講義 　　　荒木　葉子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 1D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

人間と食品 食生活・健康・食嗜好

食品と栄養、食環境の問題点、 フードマイレージ

原材料、生産様式、栄養成分、その他によ
る分類

3色食品群・4つの食品群・6
つの食品群

日本食品標準成分表2010および食品成分の
分析法

収載食品の分類と配列・数値
の表示方法

食品中の水分の役割、水分子の構造につい
て説明する。

水分活性・自由水・結合水・中
間水分食品・食品の保存性

炭水化物の特徴と分類について述べる。
3大栄養成分・糖質・食物繊
維・オリゴ糖・デンプン

脂質の定義と分類、脂質の化学的、物理的
性質について述べる。

飽和脂肪酸・不飽和脂肪酸・必須脂肪酸・硬
化油・水素添加・トランス脂肪酸

アミノ酸の構造、種類、性質、タンパク質
の構造、分類、性質について説明する。

単純タンパク質・複合タンパク質・必須アミ
ノ酸・アミノ酸スコア・遊離アミノ酸・ペプ
チド

食品中の無機質、機能、役割について述べ
る。

多量元素・微量元素・灰分・
食塩相当量

ビタミンの特徴、脂溶性ビタミン、水溶性
ビタミンについて述べる。

脂溶性ビタミン・水溶性ビタ
ミン・プロビタミン

食品の色、味、香り成分について述べる。
嗜好成分・基本味成分・にお
い成分・色素成分

生態調節機能について述べる。
生活習慣病・特定保健用食
品・抗酸化作用

褐変反応（酵素的褐変反応と非酵素的褐変反
応）

アミノカルボニル反応・酸化
酵素

タンパク質の変性と加工食品 等電点沈殿・金属・塩類

学習成果の確認と評価

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：「食べ物と健康 食品学総論」谷口亜樹子編　光生館

本講義では、食品を構成する成分の化学的・物理性質やその機能を解説し、食品について
総合的理解を高めることができる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（日本食品分析センター勤務第５訂食品成分表データ作成）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

栄養と食のスペシャリストとして実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

食品学総論（204）

１.ガイダンス

[授業の概要]

[授業方法]

パワーポイントやレジュメを用いながらの講義形式で行う。

[予習・復習]

[オフィスアワー]掲示板、研究室前に掲示

テーマ

食品は、各種栄養成分とともに、色、味、香り、食感などの特性は、食品中の成分の調
理・加工による変化と密接に関係していることも学ぶ。

授業計画にそって、前もってテーマに関する教科書を読んでおくこと。授業後、単元ごと
の確認問題も適宜実施し、知識の定着を確認する。

[授業外学修に必要な時間]開講期間内において、約60時間の授業外学習が必要となります。

１３.食品成分の変化と栄養

２.食品の定義

３.植物性食品

４.植物性食品

５.植物性食品

６.食品成分の性質と一次機能
(炭水化物)

７.食品成分の性質と一次機能
(脂質)

８.食品成分の性質と一次機能
(タンパク質)

９.食品成分の性質と機能(ミネラ
ル)

１０.食品成分の性質と機能(ビタ
ミン)

１１.食品成分の性質と二次機能

１２.食品成分の性質と三次機能

１４.食品成分の変化と栄養

１５.学習成果のまとめ

[学生へのフィードバック方法] 講義後に小テストを実施し、その場で採点し返却、さらに解説
を行う

定期試験（80％）、授業の取り組み状況（20％）

将来、食の専門家として必要な知識を習得するために、積極的に学ぶ。
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授業形態 授業担当者

実験 荒木　葉子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間（１単位） 1D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]開講期間内において、レポート作成等の授業外学修が必要となる。

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

ガイダンス、実験器具の取り扱い、滴定の
練習

実験器具および天秤の使い方
レポートの書き方

各種ミネラルウォーター中の硬度測定
キレート法・ミネラル・軟
水・硬水

食酢、柑橘類の有機酸量の測定 酢酸・クエン酸・中和滴定

各種醤油、味噌などの食塩量の測定 モール法・塩化ナトリウム

新しい油と古い油（酸化された油）の化学
的、官能的特性を比較

アルデヒド・酸価・ケン価

アミノ酸およびタンパク質の定性分析につ
いて

ビウレット反応・ニンヒドリン
反応・キサントプロテイン反応

７.呈色成分に関する実験
食品中に含まれる天然色素のpHや金属イオ
ンによる色の変化

クロロフィル・カロテノイ
ド・アントシアニン

酢漬けによるキュウリ中のクロロフィル色
素の変化を見る

フラボノイド・フェオフィチ
ン

飲料水中の全糖の定量 ソモギー・ネルソン法

飲料水中の還元糖・ショ糖の定量 ソモギー変法

飲料水中のグルコースの定量 ヨウ素法

各種植物油のヨウ素価の測定 ウィス法

酵素的褐変反応に関する実験
還元剤・漂白剤・ブランチン

グおよびpH低下の影響

非酵素的褐変反応に関する実験 アミノカルボニル反応

学習成果の確認と評価

[成績評価]

[受講上の注意]　

参考書：日本食品成分表

１４.食品の褐変反応

１５.学習成果のまとめ

[学生へのフィードバック方法]
実験結果に対して授業にて解説。レポート作成時に、課題を課して
実験結果に対する理解を深める

授業の取り組み状況（20％）、筆記試験（40％）、レポート（40％）

講義後に実験を行うので、遅刻および欠席には特に注意すること。

[教科書・参考書]教科書：実験書は実験内容を記した資料を配布する。

１３.食品の褐変反応

２.飲料水の硬度測定

３.有機酸の定量に関する実験

４.食塩の定量に関する実験

５.脂質に関する実験

６.タンパク質に関する実験

８.ピクルスの製造

９. 糖質の定量(1)

１０.糖質の定量(2)

１１.糖質の定量(3)

１２.油脂のヨウ素価の測定

１.ガイダンス

[授業の概要]

[授業方法]実験結果とそれに対する考察をまとめ、各自がレポートを提出する。

[予習・復習]

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

実験器具や測定機器の扱い方や、実験データのまとめ方、レポートの書き方など、実験の
基本的なテクニックを習得させるとともに、各種栄養素の構造と性質に関する実験を通し
て、それらの特性を把握できるようにする。

授業計画にそって、前もってテーマに関する実験書を読んでおくこと。実験後、単元ごと
の確認問題も適宜実施し、知識の定着を確認する。

食品学で学んだ理論について実際に検証する実験を行い、実験の持つ意味と得られた結果
について学生が理論的に理解できるようになることを目標とする。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　　内容（日本食品分析センター勤務　第５訂食品成分表データ作成)

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

栄養と食のスペシャリストとして実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

食品学実験（205）
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授業形態 授業担当者

講 義 　　　荒木　葉子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 1D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

食品の機能・成分・分類
一次機能・二次機能・三次機
能

食品の消費と供給 生活習慣病・フードマイレージ

米
アミロース・アミロペクチ
ン・制限アミノ酸

小麦・大麦 グルテン・粘弾性・伸展性

トウモロコシ・ソバ・イモ類 ルチン・ソラニン・γ線

豆・種実類
補足効果・トリプシンインヒ
ビター

野菜類
ビタミン・ミネラル・食物繊
維

果実類 糖酸比・有機酸・ペクチン

キノコ類
エルゴステロール・ビタミン
D・食物繊維・グアニル酸

藻類
紅藻・褐藻・緑藻・水溶性食
物繊維

食肉類
食肉の熟成・飽和脂肪酸・融
点

乳・乳製品 殺菌方法・カゼイン・乳糖

卵類
卵白・卵黄・鮮度・ハウユ
ニット・レシチン

魚介類 不飽和脂肪酸・K値・TMA

学習成果の確認と評価

[成績評価]

[受講上の注意]　

　　　　　　　　　　　　　　　光生館

私たちは、食に関する生産・加工・流通などの技術革新に支えられ、豊かな食生活を営んでいる。調理に際し
ても多種多様な食材を入手することが可能であるため、健康な生活を営む上で、それぞれの持つ特徴や栄養価
について、正しい知識を身につけることができる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　　内容（日本食品分析センター勤務　第５訂食品分析表データ作成）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

栄養と食のスペシャリストとして実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

食品学各論（207)

１.ガイダンス

[授業の概要]

[授業方法]

具体的な食品知識が得られるよう、なるべく実際の食品を提示しながら講義形式で行う。

[予習・復習]

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

食品は、各種栄養成分とともに、生理作用によって我々の健康に影響を及ぼす成分を含んでいる。また、色、
味、香り、食感などの特性は、食品中の成分の調理・加工による変化と密接に関係していることも学ぶ。

授業計画にそって、前もってテーマに関する教科書を読んでおくこと。講義後、単元ごとの確認問題
も適宜実施し、知識の定着を確認する。

１３.動物性食品

２.食品の定義

３.植物性食品

４.植物性食品

５.植物性食品

６.植物性食品

７.植物性食品

８.植物性食品

９.植物性食品

１０.植物性食品

１１.動物性食品　

１２.動物性食品

将来、食の専門家として必要な知識を習得するために、積極的に学ぶ。
[教科書・参考書]教科書：「食べ物と健康　食品学各論・食品加工学」（谷口亜樹子編）

１４.動物性食品

１５.学習成果のまとめ

[学生へのフィードバック方法]
講義終了後に栄養士実力試験類似問題で小テストの実施およびその
場で解説を行う。

定期試験（80％）、授業の取り組み状況（20％）
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授業形態 授業担当者

実験 荒木　葉子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間（1単位） 2D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

ガイダンス、実験器具の取り扱い、滴定の
練習、試料の調製法

実験器具および天秤の使い方
レポートの書き方

穀類の一般成分に関する実験 試料調製・四分法

恒量の求め方、電気炉によるルツボの灰化
水分・灰分・迅速法・乾式灰
化法

受器の恒量・脂質の抽出、マッフルによる
ルツボの灰化

ソックスレー抽出法・乾式灰
化法

電気炉によるルツボの灰化 常圧加熱乾燥法・乾式灰化法

脂質の恒量 常圧加熱乾燥法・キレート法

予備実験：NH４Cl中のＮの定量（ブランクの

定量）
ケルダール法・タンパク質の
分解

本実験：穀類中のタンパク質の定量、炭水
化物の計算

ケルダール法・差し引き換算
法

 ９.炭水化物に関する実験 小麦粉中のグルテン形成能
グルテニン・グリアジン・グ
ルテン・粘度

卵の鮮度判定
ハウユニット・卵白係数・卵
黄係数

豆腐の製造
塩析・酸凝固・グルコノδラ
クトン

人工イクラの原理 アルギン酸・褐藻類・増粘剤

ビタミン類・ポリフェノール類
抗酸化剤・ビタミン・ポリ
フェノール

節水に関する省エネ効果の定量
節水・節湯・洗浄・二酸化炭
素排出量

学習成果の確認と評価

[成績評価]

[受講上の注意]　

分析法は食品成分表作成に用いられる方法に準じたものを用いて、成分表の成り立ち、見
方、測定結果の検出限界を知るとともに、基本的な分析技術を習得する。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　　内容（日本食品分析センター勤務　第５訂食品成分表データ作成）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

栄養と食のスペシャリストとして実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

食品化学実験（307）

１.ガイダンス

[授業の概要]

[授業方法]
種々の食品を用いて基礎的な化学実験を行う。

食品の一般成分を行って、それらの各成分の化学的性質を理解する。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内においてレポートなどの授業外学習が必要である。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

実験器具や測定機器の扱い方や、実験データのまとめ方、レポートの書き方など、実験の
基本的なテクニックを習得させるとともに、各種栄養素の構造と性質に関する実験を通し
て、それらの特性を把握できるようにする。

１３.食品成分の変化と栄養

２.食品の定義

３.植物性食品

４.植物性食品

５.植物性食品

６.食品成分の性質と一次機能
(炭水化物)
７.食品成分の性質と一次機能
(脂質)
８.食品成分の性質と一次機能
(タンパク質)

 １０.卵に関する実験

１１.豆に関する実験　

１２.食品成分の性質と三次機
能

　　　　　　　　　　　　　　　 参考書：日本食品成分表

１４.環境問題と食品に関する
実験

１５.学習成果のまとめ

[学生へのフィードバック方法]
実験結果に対して授業にて解説。レポート作成時に、課題を課して
実験結果に対する理解を深める。

授業の取り組み状況（20％）、筆記試験（40％）、レポート（40％）

講義後に実験を行うので、遅刻および欠席には特に注意すること。

[教科書・参考書]教科書：実験書は実験内容を記した資料を配布
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授業形態 授業担当者

実験 荒木　葉子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間（1単位） 2D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

ガイダンス、実験器具の取り扱い、滴定の
練習、試料の調製法

実験器具および天秤の使い方
レポートの書き方

穀類の一般成分に関する実験 試料調製・四分法

恒量の求め方、電気炉によるルツボの灰化
水分・灰分・迅速法・乾式灰
化法

受器の恒量・脂質の抽出、マッフルによる
ルツボの灰化

ソックスレー抽出法・乾式灰
化法

電気炉によるルツボの灰化 常圧加熱乾燥法・乾式灰化法

脂質の恒量 常圧加熱乾燥法・キレート法

予備実験：NH４Cl中のＮの定量（ブランクの

定量）
ケルダール法・タンパク質の
分解

本実験：穀類中のタンパク質の定量、炭水
化物の計算

ケルダール法・差し引き換算
法

 ９.炭水化物に関する実験 小麦粉中のグルテン形成能
グルテニン・グリアジン・グ
ルテン・粘度

卵の鮮度判定
ハウユニット・卵白係数・卵
黄係数

豆腐の製造
塩析・酸凝固・グルコノδラ
クトン

人工イクラの原理 アルギン酸・褐藻類・増粘剤

ビタミン類・ポリフェノール類
抗酸化剤・ビタミン・ポリ
フェノール

節水に関する省エネ効果の定量
節水・節湯・洗浄・二酸化炭
素排出量

学習成果の確認と評価

[成績評価]

[受講上の注意]　

分析法は食品成分表作成に用いられる方法に準じたものを用いて、成分表の成り立ち、見
方、測定結果の検出限界を知るとともに、基本的な分析技術を習得する。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　　内容（日本食品分析センター勤務　第５訂食品成分表データ作成）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

栄養と食のスペシャリストとして実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

食品化学実験（307）

１.ガイダンス

[授業の概要]

[授業方法]
種々の食品を用いて基礎的な化学実験を行う。

食品の一般成分を行って、それらの各成分の化学的性質を理解する。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内においてレポートなどの授業外学習が必要である。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

実験器具や測定機器の扱い方や、実験データのまとめ方、レポートの書き方など、実験の
基本的なテクニックを習得させるとともに、各種栄養素の構造と性質に関する実験を通し
て、それらの特性を把握できるようにする。

１３.食品成分の変化と栄養

２.食品の定義

３.植物性食品

４.植物性食品

５.植物性食品

６.食品成分の性質と一次機能
(炭水化物)
７.食品成分の性質と一次機能
(脂質)
８.食品成分の性質と一次機能
(タンパク質)

 １０.卵に関する実験

１１.豆に関する実験　

１２.食品成分の性質と三次機
能

　　　　　　　　　　　　　　　 参考書：日本食品成分表

１４.環境問題と食品に関する
実験

１５.学習成果のまとめ

[学生へのフィードバック方法]
実験結果に対して授業にて解説。レポート作成時に、課題を課して
実験結果に対する理解を深める。

授業の取り組み状況（20％）、筆記試験（40％）、レポート（40％）

講義後に実験を行うので、遅刻および欠席には特に注意すること。

[教科書・参考書]教科書：実験書は実験内容を記した資料を配布

授業形態 授業担当者

講義 伊藤　僚子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 1D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

食品衛生行政の現状と法律 食品衛生法、食品安全基本法

微生物制御法、衛生検査 微生物制御、一般性菌数

微生物による変質、化学的変質、変質の防止 変質の機序、保存法

食中毒の発生状況と特徴 動向、季節性

種類、特徴、感染経路 感染型

種類、特徴、感染経路 毒素型

動物性自然毒、植物性自然毒 ふぐ毒、きのこ、カビ毒

経口感染症、寄生虫症 感染症、寄生虫症の予防

食品汚染物質、学習成果の確認 環境ホルモン、化学物質による汚染

HACCPによる衛生管理手法 HACCP

材質による性質、取り扱い方 メラミン樹脂等

概論、安全性評価 安全性試験1日摂取許容量

種類、特徴 保存料、殺菌剤、防かび剤等

遺伝子組み換え食品 GM食品

食品中の放射性物質による健康影響 放射性物質

[成績評価]
[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：「新食品衛生学要説」廣末トシ子著　医歯薬出版株式会社

ルーブリック評価は、第1回目の授業で提示します。

　　　　　　　　参考書：「わかりやすい細菌性・ウイルス性食中毒」伊藤武監修　社団法人日本食品衛生協会

１４.食品の安全性①

１５.食品の安全性②

[学生へのフィードバック方法] 到達確認を行い、授業で解説

到達確認(30％）定期試験（60％）ルーブリック（10％） 

１３.食品添加物②

２.食品と微生物

３.食品の変質と防止法

４.食中毒①　概論、発生状況

５.食中毒②　細菌性食中毒

６.食中毒③　続・細菌性食中毒

７.食中毒④　自然毒

８.食品と感染症、寄生虫症

９.有害物質と食品汚染

１０.HACCPによる衛生管理

１１.容器、包装の衛生

１２.食品添加物①

１.食品衛生行政と法規

[授業の概要]

[授業方法]

講義形式で行う。必要に応じてDVD、パワーポイントを使用する。

[予習・復習]

予習として、教科書を一読しておくこと。復習は、必要事項を理解し、キーワードについて説明できるようにしておく。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

本来、人間に有益であるはずの食品も、取り扱いを間違えれば有害である。本講義では、食品衛生
関連の法律、政策に始まり、具体的な食中毒予防法、対処法、食品添加物の有用性と有害性、HACCP
を用いた衛生管理手法等について学ぶ。また、教員の経験をもとに、現場での衛生管理の具体例を
紹介する。

食中毒予防法など、食の安全性確保の方法について、理論の理解ができる。また、実践的な食品の
衛生管理法が理解できる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容：保健所（インドネシア） 、大学病院管理栄養士

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。

食品衛生学(206)
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授業形態 授業担当者

実験 関口　晋

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間（1単位） 1D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

実験室のルール、実験操作上の注意
レポート作成上の注意、顕微鏡の使い方

接眼レンズ、対物レンズ、エ
マージョン・オイル

鼻腔内の常在菌の培養と鑑別
ブドウ球菌、マンニット食塩
培地、レシチナーゼ

手指の細菌の培養、汚染防止効果
表皮ブドウ球菌、大腸菌群
デオキシコーレイト培地

４.手指の細菌検査Ⅱ 黄色ブドウ球菌の鑑別 黄色ブドウ球菌、大腸菌

浮遊微生物の培養、薬剤感受性
空中落下細菌、薬剤感受性、
耐性

混釈培養法による生菌数の測定
標準寒天培地、混釈培養法、
CFU

寒天培地およびブイヨン培地での大腸菌群
の検査

BGLB培地、加熱殺菌

細菌のグラム染色
細胞壁、グラム陽性、グラム
陰性菌

加熱処理後の生残菌の検出 芽胞形成細菌、生残率

市販のサラダ中の細菌を検出
一般生菌、大腸菌群、ブドウ
球菌

サラダ中の細菌の評価、前半のまとめ 食中毒、毒素、感染、殺菌

食品から色素の抽出 タール色素

１３.食用着色料の定性② 色素の定性 クロマトグラフィー、Rf値

１４.漂白剤の定性 漂白剤（SO2）の定性 ヨウ素・でんぷん反応

学習のまとめ

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：配布実習書

実験室のルールを順守すること。ルールを守らないと、事故により自分や他人が傷
つく恐れがある。また、実験を適切に行うためには、しっかりした体調と班メン
バーの協調が不可欠である。体調管理とグループ活動の基本を大切にする。

　　　　　　　　参考書：食品衛生学の教科書

１５.まとめ

[学生へのフィードバック方法] 提出されたレポートに対して採点返却し、授業にて解説

レポート（80％）、定期試験（20％）

８.グラム染色

９.芽胞菌の性質

１０.市販食品の細菌検査

１１. 市販食品の細菌検査Ⅱ

１２.食用着色料の定性①

２.鼻前庭のブドウ球、菌の検査

３.手指の細菌検査

５.空中落下細菌、感受性

６.生菌数の測定（平板法）

７.大腸菌群の検査

１.ガイダンス

[授業の概要]

[授業方法]

数人で構成された班ごとに実験を進める。授業の冒頭では、実験操作等に関する説明やデモンスト
レーションが行われる。実験で失敗しないためには、この説明をしっかり聞いてわからない点をなく
しておくことが、とても重要である。

[予習・復習]

予習として、初回授業時に配布される実習書をよく読んでおおよその原理や手順を理解しておく必要
がある。復習として、実験内容のレポートを作成して提出する。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、レポート作成等の授業外学修が必要となる。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

微生物による腐敗や食中毒を防止するための方法を考えるため、食中毒等に関係する様々な微生物に
ついて、培養や鑑別を行う。また、食品の安全性に係る添加物についての分析を行う。

実験操作並びにレポート作成を通じて、食品の安全性に係る主要な要件（微生物や化学物質など）の
基本的な特性を理解することを第一の目標とする。第二の目標を、実験操作に関する技術の習得とす
る。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

食品衛生学実験(208)
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授業形態 授業担当者

講義 廣瀬　明子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 1D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

栄養の定義，栄養学の歴史，栄養と健康・
疾患

栄養と栄養素

糖質の分類，エネルギー比率
単糖類，二糖類，多糖類，グ
リコーゲン，エネルギー比率

糖質の体内代謝①
解糖系，TCA回路，酸化的リ
ン酸化

糖質の体内代謝②，血糖とその調節①
ペントースリン酸回路，グルク
ロン酸回路，血糖調節ホルモン

血糖とその調節②，他の栄養素との関係
グルコース・アラニン回路，
コリ回路，糖新生

食物繊維
不溶性食物繊維，水溶性食物
繊維，腸内細菌

脂質の種類と構造
脂肪酸，リン脂質，コレステ
ロール

脂質の臓器間輸送
中性脂肪，コレステロール代
謝，HMG-CoA還元酵素

脂質代謝，貯蔵エネルギー，他の栄養素と
の関係

β酸化，アディポサイトカイン，褐
色脂肪細胞，白色脂肪細胞

たんぱく質の種類と構造・性質
たんぱく質，ペプチド，アミ
ノ酸，必須アミノ酸

たんぱく質の合成と分解
遺伝子発現，リソソーム系，ユビキ
チン・プロテアソーム系

たんぱく質・アミノ酸の体内代謝
体タンパク質，アミノ基転移
反応，尿素サイクル

アミノ酸の臓器間輸送，たんぱく質の評
価，他の栄養素との関係

アミノ酸プール，窒素出納，生
物価，正味たんぱく質利用率，
アミノ酸価

エネルギー消費量
基礎代謝量，安静時代謝量，身
体活動レベル，メッツ

臓器別エネルギー代謝，学習成果の確認 呼吸商，非たんぱく質呼吸商

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]

栄養と食のスペシャリストとして，実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

授業科目名

基礎栄養学(209)

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無　　

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

２.炭水化物の栄養①

栄養の意味を理解する。ヒトが摂取した栄養素が生体内でどのように代謝されどのような機能を示す
か理解し説明することができる。

[授業の概要]

ヒトが栄養素を摂取した後にその栄養素が生体内でどのように代謝され機能するかを理解することは
栄養を学ぶ上で最も基本となる知識である。本講義では，各栄養素の特性，および生体内での各栄養
素の動態（消化・吸収・代謝・排泄）の概要について学ぶ。また，栄養と環境・文化との関わりにつ
いて学ぶ。

[授業方法]

講義形式で行なう。必要に応じて配布資料，パワーポイントを使用する。適宜確認テストを行う。

[予習・復習]
授業計画を確認し，教科書の該当箇所に目を通しておく。復習は，授業内容についてノートの整理や小テストの振り返りをする。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において，約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]掲示板，研究室前に掲示

テーマ

１.栄養の概念

１４.エネルギー代謝①

３.炭水化物の栄養②

４.炭水化物の栄養③

５.炭水化物の栄養④

６.炭水化物の栄養⑤

７.脂質の栄養①

８.脂質の栄養②

９.脂質の栄養③

１０.たんぱく質の栄養①

１１.たんぱく質の栄養②

１２.たんぱく質の栄養③

１３.たんぱく質の栄養④

　　　　　　　　参考書：『基礎栄養学　第9版』　医歯薬出版　吉田　勉監修
　　　                　『分子栄養学―科学的根拠に基づく食理学―』　東京化学同人　板倉弘重他著
　　                　　『新食品栄養科学シリーズ　基礎栄養学（第5版）』　灘本知憲編

１５.エネルギー代謝②，学習成果
のまとめ

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題に対して採点し返却，適宜授業にて解説

定期試験（80％），授業の取り組み状況（20％）

遅刻をしないこと。責任感と目的意識をもって積極的に取り組んでください。   

教科書：田地陽一編『栄養科学イラストレイテッド　基礎栄養学　改訂第４版』（羊土社）
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授業形態 授業担当者

講義 廣瀬　明子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 1D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

摂食調節
満腹感と空腹感，摂食調節機
構

空腹感と食欲，食事のリズムとタイミング
摂食調節因子，概日リズム，
時計遺伝子

消化器系の構造と機能，消化過程の概要
消化器の特徴と役割，消化酵
素

管腔内消化の調節①，膜消化・吸収①
脳相・胃相・腸相，消化管ホ
ルモン

膜消化・吸収②，栄養素別の消化・吸収①
受動輸送，能動輸送，たんぱ
く質の消化と吸収

栄養素別の消化・吸収②
炭水化物の消化と吸収，脂質
の消化と吸収

栄養素別の消化・吸収③
ビタミン，ミネラルの消化と
吸収

ビタミンの分類と性質，脂溶性ビタミンの構
造と機能

脂溶性・水溶性ビタミン，欠
乏症，過剰症

水溶性ビタミンの構造と機能 欠乏症・過剰症

ビタミンの栄養学的機能
ホルモン様作用，補酵素，抗
酸化作用

ビタミンの生物学的利用度，ミネラルの分類 多量ミネラル，微量ミネラル

ミネラルのはたらき，遺伝子多型と栄養
硬組織，生体機能調節，酵素
反応，鉄代謝，遺伝子形質

１４.水・電解質の機能① 生体内における水や電解質の機能と代謝①
水の出納，細胞内液，細胞外
液，カリウム，ナトリウム

学習成果の確認

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]

参考書：『基礎栄養学　第9版』　医歯薬出版　吉田　勉監修
　　　         『分子栄養学―科学的根拠に基づく食理学―』　東京化学同人　板倉弘重他著

　　                『新食品栄養科学シリーズ　基礎栄養学（第5版）』　灘本知憲編

教科書：田地陽一編『栄養科学イラストレイテッド　基礎栄養学　改訂第４版』（羊土社）

１５.学習成果のまとめ

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題に対して採点し返却，授業にて適宜解説

定期試験（80％），授業の取り組み状況（20％）

遅刻をしないこと。責任感と目的意識をもって積極的に取り組んでください。   

１２.ミネラルの栄養①

１３.ミネラルの栄養②
　　 遺伝子多型

３.消化と吸収①

４.消化と吸収②

５.消化と吸収③

６.消化と吸収④

７.消化と吸収⑤

８.ビタミンの栄養①

[オフィスアワー]　掲示板，研究室前に掲示

テーマ

１.食物の摂取①

９.ビタミンの栄養②

１０.ビタミンの栄養③

２.食物の摂取②

栄養と食のスペシャリストとして，実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

授業科目名

栄養学(210)

[担当教員の実務経験の有無・内容] 　無　　

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

[予習・復習]

授業計画を確認し，教科書の該当箇所に目を通しておく。復習は，授業内容についてノートの整理
や小テストの振り返りをする。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において，約60時間の授業外学修が必要となります。

栄養の意味を理解する。ヒトが摂取した栄養素が生体内でどのように代謝されどのような機能を示
すか理解し説明することができる。食物を摂取することで生体が受ける各影響及びその環境につい
て説明することができる。

[授業の概要]

ヒトが栄養素を摂取した後にその栄養素が生体内でどのように代謝され機能するかを理解すること
は栄養を学ぶ上で最も基本となる知識である。本講義では，各栄養素の特性，および生体内での各
栄養素の動態（消化・吸収・代謝・排泄）の概要について学ぶ。また，栄養と環境・文化との関わ
りについて学ぶ。

[授業方法]

講義形式で行う。必要に応じて配布資料，パワーポイントを使用する。適宜確認テストを行う。

授業形態 授業担当者

講義 浜守　杏奈

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 1D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

栄養ケア・マネジメントの概要 栄養マネジメント

食事摂取基準の考え方と活用
食事摂取基準，推定平均必要量，推奨量，
目安量，耐容上限量，目標量

成長・発達・加齢
妊娠期・授乳期の食生活と栄養

女性の生理，胎児の発育，授
乳，栄養ケア

新生児期・乳児期の発育・発達
身体的発育，生理的機能の発
達，消化吸収機能の発達

乳児期の食生活と栄養の摂取①
母乳栄養，人工栄養，混合栄
養

乳児期の食生活と栄養の摂取②
離乳食，授乳・離乳の支援ガ
イド

成長期の発育・発達
発達・発育曲線，成長期の心
身の発達と発育

８.成長期の栄養② 幼児期の食生活と栄養の摂取
幼児期の栄養ケア・食生活上の
問題，保育所給食，食育

９.成長期の栄養③ 学童期の食生活と栄養の摂取
学童期の栄養ケア・食生活上
の問題点，学校給食

１０.成長期の栄養④ 思春期の食生活と栄養の摂取
思春期の栄養ケア・食生活上の
問題点，女性アスリートの栄養
上の問題点

１１.成人期の栄養① 成人期の特性，更年期の特性
成人期の食生活の現状，更年
期の心身の変化

１２.成人期の栄養② 成人期の栄養摂取と生活習慣病
成人期の栄養ケア，生活習慣
病の発症とその予防

１３.高齢期の栄養① 高齢期の特性と疾患
加齢による身体の変化，PEM，フ
レイル，サルコペニア

１４.高齢期の栄養② 高齢期の食生活と栄養摂取
高齢期の栄養アセスメントと
ケア

１５.環境と栄養
運動，ストレス，環境が身体機能に与
える影響と栄養ケア

運動のメリット・デメリット，サーカ
ディアンリズム，ストレス，適応

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]

栄養と食のスペシャリストとして，実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

 参考書：『応用栄養学』　化学同人　北島幸枝　編
　　　　 『栄養学と食事・栄養療法』　羊土社　曽根博仁編

授業科目名

ライフステージの栄養学(211)

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無　　

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

２.日本人の食事摂取基準

各ライフステージにおける身体の状態に合わせた栄養について理解し，栄養マネジメントをすること
ができる。また，スポーツ時や特殊な環境における栄養の留意点について理解することができる。

[授業の概要]

各ライフステージでの身体的特性および栄養の特徴について解説し，各ライフステージにおける栄養
アセスメントとケアについて概説する。

[授業方法]

講義形式で行う。必要に応じて配布資料，パワーポイントを使用する。

[予習・復習]

予習は授業計画に沿って，教科書の該当箇所を読んでおく。復習は教科書を中心に配布資料や参考書
などを用いて要点整理をすること。

[授業外学修に必要な時間]開講期間内において，約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]掲示板，研究室前に掲示

テーマ

１.栄養ケア・マネジメント

３.成長・発達・加齢
　　母性栄養

４.新生児期・乳児期の栄養①

遅刻をしないこと。提出物は期限を守ること。 

 教科書：『Nブックス五訂応用栄養学』（建帛社），江澤郁子・津田博子編著

[学生へのフィードバック方法]

５.新生児期・乳児期の栄養②

６.新生児期・乳児期の栄養③

７.成長期の栄養①

提出された課題に対して添削し返却，授業にて適宜解説

定期試験（80％），授業の取り組み状況（20％）
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授業形態 授業担当者

講義 浜守　杏奈

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 1D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

栄養ケア・マネジメントの概要 栄養マネジメント

食事摂取基準の考え方と活用
食事摂取基準，推定平均必要量，推奨量，
目安量，耐容上限量，目標量

成長・発達・加齢
妊娠期・授乳期の食生活と栄養

女性の生理，胎児の発育，授
乳，栄養ケア

新生児期・乳児期の発育・発達
身体的発育，生理的機能の発
達，消化吸収機能の発達

乳児期の食生活と栄養の摂取①
母乳栄養，人工栄養，混合栄
養

乳児期の食生活と栄養の摂取②
離乳食，授乳・離乳の支援ガ
イド

成長期の発育・発達
発達・発育曲線，成長期の心
身の発達と発育

８.成長期の栄養② 幼児期の食生活と栄養の摂取
幼児期の栄養ケア・食生活上の
問題，保育所給食，食育

９.成長期の栄養③ 学童期の食生活と栄養の摂取
学童期の栄養ケア・食生活上
の問題点，学校給食

１０.成長期の栄養④ 思春期の食生活と栄養の摂取
思春期の栄養ケア・食生活上の
問題点，女性アスリートの栄養
上の問題点

１１.成人期の栄養① 成人期の特性，更年期の特性
成人期の食生活の現状，更年
期の心身の変化

１２.成人期の栄養② 成人期の栄養摂取と生活習慣病
成人期の栄養ケア，生活習慣
病の発症とその予防

１３.高齢期の栄養① 高齢期の特性と疾患
加齢による身体の変化，PEM，フ
レイル，サルコペニア

１４.高齢期の栄養② 高齢期の食生活と栄養摂取
高齢期の栄養アセスメントと
ケア

１５.環境と栄養
運動，ストレス，環境が身体機能に与
える影響と栄養ケア

運動のメリット・デメリット，サーカ
ディアンリズム，ストレス，適応

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]

栄養と食のスペシャリストとして，実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

 参考書：『応用栄養学』　化学同人　北島幸枝　編
　　　　 『栄養学と食事・栄養療法』　羊土社　曽根博仁編

授業科目名

ライフステージの栄養学(211)

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無　　

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

２.日本人の食事摂取基準

各ライフステージにおける身体の状態に合わせた栄養について理解し，栄養マネジメントをすること
ができる。また，スポーツ時や特殊な環境における栄養の留意点について理解することができる。

[授業の概要]

各ライフステージでの身体的特性および栄養の特徴について解説し，各ライフステージにおける栄養
アセスメントとケアについて概説する。

[授業方法]

講義形式で行う。必要に応じて配布資料，パワーポイントを使用する。

[予習・復習]

予習は授業計画に沿って，教科書の該当箇所を読んでおく。復習は教科書を中心に配布資料や参考書
などを用いて要点整理をすること。

[授業外学修に必要な時間]開講期間内において，約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]掲示板，研究室前に掲示

テーマ

１.栄養ケア・マネジメント

３.成長・発達・加齢
　　母性栄養

４.新生児期・乳児期の栄養①

遅刻をしないこと。提出物は期限を守ること。 

 教科書：『Nブックス五訂応用栄養学』（建帛社），江澤郁子・津田博子編著

[学生へのフィードバック方法]

５.新生児期・乳児期の栄養②

６.新生児期・乳児期の栄養③

７.成長期の栄養①

提出された課題に対して添削し返却，授業にて適宜解説

定期試験（80％），授業の取り組み状況（20％）
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授業形態 授業担当者

実習 浜守　杏奈

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間（1単位） 2D／前期 必修

[授業の到達目標]

実際について嗜好も考慮し、栄養・食事計画、献立の作成、調理ができることを目的とする。

をしてくる。

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

栄養マネジメントの具体的な組み立て 栄養マネジメント

妊娠期、授乳期の食事計画、栄養管理 妊娠期、授乳期

乳児期の栄養管理、離乳期 授乳・離乳の支援ガイド

調乳体験、離乳食の作成と市販品を学ぶ 調乳、離乳食の実習・試食

幼児期の栄養と諸問題の対応 食物アレルギー他健康問題

学童期・思春期の食事計画、栄養管理 食育推進基本計画、痩せ等

学童期の朝食、間食の調理 欠食予防・アレルギー対応

成人期、更年期の栄養管理 メタボリックシンドローム

高齢期の栄養管理 高齢者の生理的特徴の理解

咀嚼・嚥下障害のための調理実習 高齢者に適した食事

成人期の栄養管理 お弁当の献立作成

成人期のお弁当献立修正 栄養比率、内容の確認

発注計画、ポスター製作、提案書作成等 発注、提案書

特殊環境、健康増進、スポーツ栄養 高温低温環境下、競技選手

グループで考えたお弁当献立の調理 各グループでの調理と評価

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：「新編応用栄養学実習」健康なライフステージのために

ライフステージ別に講義で1年次の学びを復習し、演習、調理実習で実践する授業で
す。意見や質問を出しながら積極的に参加してください。

１４.ライフスタイルと栄養

１５.成人期調理実習

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題に対して添削し、返却する

授業の取り組み状況（30％）、レポート（40％）、定期試験（30％）

１３.グループワーク

２.母性栄養

３.乳児期の栄養管理、離乳栄養

４.乳児期の調理実習

５.幼児期の栄養

６.学童期・思春期の栄養

７.学童期、思春期の調理実習

８.成人期・更年期の栄養

９.高齢期の栄養

１０.高齢期の調理実習

１１.成人期に適した献立作成

１２.グループワーク

ライフステージの栄養学で学んだ知識をもとに、人の各ライフステージに応じた栄養管理の

１.栄養マネジメント

[授業の概要]

[授業方法]

講義ではパワーポイントを使用し、演習、調理実習ではプリントを配布して行う。

[予習・復習]

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、レポート等の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

各ライフステージに応じた栄養管理を把握した上で、栄養状態に応じた栄養ケアマネジメントや

献立作成を行い、そのステージに適した調理方法を習得するため、調理実習を行う。

理解を深めるために1年次の復習と教科書を読んでおく。献立作成を行うときは作成手順の予習

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無　

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

ライフステージの栄養学実習(308)
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授業形態 授業担当者

実習 浜守　杏奈

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間（1単位） 2D／前期 必修

[授業の到達目標]

実際について嗜好も考慮し、栄養・食事計画、献立の作成、調理ができることを目的とする。

をしてくる。

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

栄養マネジメントの具体的な組み立て 栄養マネジメント

妊娠期、授乳期の食事計画、栄養管理 妊娠期、授乳期

乳児期の栄養管理、離乳期 授乳・離乳の支援ガイド

調乳体験、離乳食の作成と市販品を学ぶ 調乳、離乳食の実習・試食

幼児期の栄養と諸問題の対応 食物アレルギー他健康問題

学童期・思春期の食事計画、栄養管理 食育推進基本計画、痩せ等

学童期の朝食、間食の調理 欠食予防・アレルギー対応

成人期、更年期の栄養管理 メタボリックシンドローム

高齢期の栄養管理 高齢者の生理的特徴の理解

咀嚼・嚥下障害のための調理実習 高齢者に適した食事

成人期の栄養管理 お弁当の献立作成

成人期のお弁当献立修正 栄養比率、内容の確認

発注計画、ポスター製作、提案書作成等 発注、提案書

特殊環境、健康増進、スポーツ栄養 高温低温環境下、競技選手

グループで考えたお弁当献立の調理 各グループでの調理と評価

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：「新編応用栄養学実習」健康なライフステージのために

ライフステージ別に講義で1年次の学びを復習し、演習、調理実習で実践する授業で
す。意見や質問を出しながら積極的に参加してください。

１４.ライフスタイルと栄養

１５.成人期調理実習

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題に対して添削し、返却する

授業の取り組み状況（30％）、レポート（40％）、定期試験（30％）

１３.グループワーク

２.母性栄養

３.乳児期の栄養管理、離乳栄養

４.乳児期の調理実習

５.幼児期の栄養

６.学童期・思春期の栄養

７.学童期、思春期の調理実習

８.成人期・更年期の栄養

９.高齢期の栄養

１０.高齢期の調理実習

１１.成人期に適した献立作成

１２.グループワーク

ライフステージの栄養学で学んだ知識をもとに、人の各ライフステージに応じた栄養管理の

１.栄養マネジメント

[授業の概要]

[授業方法]

講義ではパワーポイントを使用し、演習、調理実習ではプリントを配布して行う。

[予習・復習]

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、レポート等の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

各ライフステージに応じた栄養管理を把握した上で、栄養状態に応じた栄養ケアマネジメントや

献立作成を行い、そのステージに適した調理方法を習得するため、調理実習を行う。

理解を深めるために1年次の復習と教科書を読んでおく。献立作成を行うときは作成手順の予習

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無　

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

ライフステージの栄養学実習(308)

授業形態 授業担当者

講義 三好　由美・木口　圭子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 1D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

臨床栄養学を学ぶことの意義と目的
「臨床」を知り、栄養士として
求められている事を理解

糖尿病の病態と栄養療法
糖尿病の分類・特徴、交換表
を理解

脂質異常症・肥満の病態と栄養療法
脂質異常症・肥満の分類・診
断基準

高尿酸血症と痛風・骨粗鬆症の病態と栄養
療法

プリン体・カルシウムの機能
の理解

高血圧症・動脈硬化症の病態と栄養療法
血管の仕組みを理解し、診断
基準・減塩食の必要性を認識

虚血性心疾患・うっ血性心不全の病態と栄
養療法

心臓の働き、病態に合う栄養
療法を習得

胃・小腸・大腸疾患の病態と栄養療法
各臓器の働き・消化吸収を理
解

肝臓・膵臓・胆道疾患の病態と栄養療法
各臓器の働き、脂質・蛋白質
の摂取

糸球体腎炎・ネフローゼ症候群の病態と栄
養療法

腎臓の働きについて理解、各疾患に合
わせた栄養補給を習得

慢性腎不全・慢性腎臓病（ＣＫＤ）の病態
と栄養療法

各疾患に合わせた栄養補給を習得し、
ＣＫＤの概念を理解

鉄欠乏性貧血・巨赤芽球性貧血・腎性貧血
の病態と栄養療法

貧血の概念を理解し、診断基準や造血
機能のある食事を習得

内分泌疾患・婦人科疾患の病態と栄養療法
各疾患を理解、栄養補給の
仕方

小児科疾患・食物アレルギーの病態と栄養
療法

小児科疾患の種類・アレル
ギー献立

外科疾患の病態と栄養療法 各疾患・栄養補給を理解

グループ合同テーマの発表 後期の総括

[成績評価]
[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：Ｎブックス新版臨床栄養学第4版（建帛社）田中明・加藤昌彦編著、
　　　　　　　　　　　　　　糖尿病食事療法のための食品交換表第7版（文光堂）日本糖尿病学会編
　　　　　　　　参考書：腎臓病食品交換表第9版（医歯薬出版会社）黒川清監修

臨床栄養学は、栄養学的なアプローチにより疾患の治療方法を学ぶ。その前提として疾患の病態知識
が不可欠であり、医療現場において栄養士の役割である、栄養補給・食事形成・栄養指導などに反映
できるように、各疾患別の病態、栄養療法の理解を深める。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（病院管理栄養士）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。

臨床栄養学(212)

１.ガイダンス

[授業の概要]

[授業方法]

講義方式で行う。必要に応じてパワーポイント・プリントを使用する。

[予習・復習]

授業計画にそって、前もってテーマに関する教科書を読んでおく。配布した資料の整理をし、学習し
た内容について教科書や演習問題を再度確認する。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

傷病者の疾患、病態の特徴に基づいて、適切な栄養管理を行うために、各疾患の病因や症状を理解
し、栄養・食事療法について学習する。

１３.小児・アレルギー疾患

２.代謝疾患【１】

３.代謝疾患【２】

４.代謝疾患【３】

５.循環器疾患【１】

６.循環器疾患【２】

７.消化器系疾患【１】

８.消化器系疾患【２】

９.腎疾患【１】

１０.腎疾患【２】

１１.血液疾患

１２.内分泌疾患・婦人科疾患

衛生管理は人命にかかわることなので、現場で使える知識をきちんと習得すること。そのた
めには、予習復習が欠かせない。

１４.外科疾患と栄養

１５.後期授業振り返り

[学生へのフィードバック方法]
授業終了前に授業のポイント・感想・質問シートを記入してもらい、次回
の授業開始時にコメント・質問の回答を行う

定期試験（80％）・授業の取り組み（20％）
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授業形態 授業担当者

実習 三好　由美・木口　圭子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間(1単位) 2D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

＜演習＞病院給食における　一般食患者の食
事摂取基準

年齢構成表、荷重平均所要量
食品構成表の求め方

＜演習＞一般治療食、特別治療食、献立作成
①（常食～粥食）

病院食における食事の種類
を理解し、献立作成を習得

＜演習＞献立作成②一般治療食から糖尿病食
への展開

１つの献立から他の食種への
展開の仕方を習得

＜調理実習＞糖尿病 調理、試食で糖尿病食を理解

＜調理実習＞高血圧症 減塩を体験し献立作成に反映

＜演習＞献立作成③腎臓病食 腎臓病交換表の使い方

＜調理実習＞腎不全 低蛋白、減塩、熱量の理解

＜調理実習＞嚥下障害 誤嚥を防ぐ食事の調理方法

＜実習＞病者用食品の評価 特別用途食品、栄養補給法

＜講義＞栄養アセスメント 栄養スクリーニングについて

＜講義＞ＰＯＳ①、症例検討 問題志向型システムの理解

＜演習＞ＰＯＳ②、症例発表 演習でＰＯＳ実践力を深める

＜講義＞貧血 鉄分、蛋白質、VCの理解

＜講義＞チーム医療
栄養サポートチーム、緩和ケ
ア

グループ合同テーマの発表 前期の総括

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：三訂臨床栄養学実習（建帛社）・臨床栄養学実習書（医歯薬出版）
　　　　　　　　参考書：腎臓病食品交換表第9版（医歯薬出版会社）黒川清監修

　　　　　　　　　　　　糖尿病食事療法のための食品交換表第7版（文光堂）日本糖尿病学会編

臨床栄養学で学んだ理論を基に、医療の一環として治療効果を上げる栄養療法が実践できるように、
医師の指示に基づいた患者の病態に応じた基本的な臨床栄養管理について理解する。また、病院にお
けるチーム医療の一員として栄養士の役割について認識を深める。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　　内容（   病院管理栄養士              ）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。

臨床栄養学実習(309)

１.栄養管理（１）

[授業の概要]

[授業方法]

パワーポイントを使用した講義、グループワーク、ディスカッションを取り入れた演習・実習方式で
行う。課題に対するフェードバックの方法は、毎回振り返りシートを記入する。

[予習・復習]

授業計画にそって、臨床栄養学で学んだ内容を理解しておく。配布した資料の整理をし、学習した内
容について再度確認をする。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、レポート等の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

具体的な症例、資料により栄養療法への理解を図り、病院で行われている最新の栄養管理の方法を学
習する。

１３.栄養管理（５）

２.栄養管理（２）

３.栄養管理（３）

４.食事療法の実際（１）

５.食事療法の実際（２）

６.栄養管理（４）

７.食事療法の実際（３）

８.食事療法の実際（４）

９.食品成分

１０.栄養評価

１１.栄養ケアの記録（１）

１２.栄養ケアの記録（２）

衛生管理は人命にかかわることなので、現場で使える知識をきちんと習得するこ
と。そのためには、予習復習が欠かせない。

１４.これからの臨床栄養管理

１５.前期授業振り返り

[学生へのフィードバック方法]
授業終了前に授業のポイント・感想・質問シートに記入してもら
い、次回の授業開始時にコメント・質問の回答を行う

定期試験（80％）・授業の取り組み（20％）

授業形態 授業担当者
講義 中島　美雪　

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 1D／前期 必修

配布資料、講義ノートを読み直し、学習成果（キーワード）を説明できるようにする。

内容 学習成果（キーワード）

栄養教育の意義・目標
栄養教育の目的・目標、栄養教
育の対象、栄養教育の場

栄養教育の歴史的変遷
栄養教育の歴史、栄養教育の背
景と推移

栄養に関する法律と栄養士の活動分野
栄養士法、健康増進法、学校給
食法、食育基本法等

食生活・栄養に関する諸調査
調査の意義・目的、調査の種
類・方法、国民栄養・健康調査

健康づくりと栄養、運動、休養の指針
健康日本21、食生活指針、運動
指針、休養指針

食品成分表、食品群、食品の組み合わせ
食品成分表、3色食品群、6つの
基礎食品、食事バランスガイド

栄養に関わる食品の表示
日本人の食事摂取基準

日本人の食事摂取基準(2015版)
の基本的な考え方、活用方法

学習成果の確認と解説

栄養教育の原則、対象の把握と問題点の提
起、栄養アセスメント

マネジメントサイクル(PDCA)、
栄養アセスメントの種類と方法

栄養教育の計画、実施と評価
指導目標の設定、計画(カリ
キュラム)の立案・評価

栄養教育の対象と教育方法 個別教育、集団教育

栄養教育の技術、情報収集
媒体・教材、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ技
術、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術、情報活用

栄養教育におけるカウンセリング
カウンセリングの理論と意義、
カウンセリングの技術と応用

食行動の成立と行動変容の背景 行動変容に関する理論と応用

総まとめと確認

　　　　　　定期試験、学習成果の確認、課題、授業の取り組みなどにより総合的に評価する。

[成績評価]　定期試験90％、学習成果の確認・課題10％。

[受講上の注意]　資料を配付するため、欠席した場合は申し出ること。　　

[教科書・参考書]　教科書：「Nブックス改訂栄養指導論」相川りゑ子 編　株式会社建帛社　

　　　　　　　　　　　　　「食品成分表」

　　　　　　　　　参考書：「めざせ!栄養士・管理栄養士まずはここから　ナビゲーション 第2版」第一出版

１０.栄養教育の方法（2）

９.栄養教育の方法（1）

４.栄養調査

５.健康づくりと栄養教育

[学生へのフィードバック方法]　課題等などに対しては添削して返却、授業にて解説する。

予習は、授業計画に沿って教科書の該当部分を読んでおく。復習は、授業内容について、教科書、

１３.栄養教育の方法（5）

１５.学習成果のまとめ

[授業計画]

１１.栄養教育の方法（3）

１２.栄養教育の方法（4）

３.栄養士制度と関係法規

６.栄養教育のための基礎知識（1）

１.栄養教育の概念

２.栄養教育の沿革

８.学習成果の確認

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となる。

７.栄養教育のための基礎知識（2）

１４.食行動変容と栄養教育

テーマ

授業科目名
栄養教育論Ⅰ(213)

[授業方法]

それらを総合的に評価・判定できる知識を習得する。対象者に応じた栄養教育プログラムの作成・

[予習・復習]

栄養教育の目的、栄養士が担う役割を理解できる。栄養教育に必要な情報の収集・分析を行い、

講義形式で行う。教科書やパワーポイントを使用する。他、必要に応じて資料を配布する。

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性］

人々の健康に広く貢献する者として意欲使命感を身つけている。

[授業の概要]

栄養教育の目的や目標、対象者の把握方法など、栄養教育実施のために関連する基礎知識を学ぶ。

さらに方法論として行動科学を理解し、対象者の行動変容につなげるための方法と技術を学ぶ。

[授業の到達目標]

実施・評価にマネジメントできる方法を理解する。

[担当教員の実務経験の有無・内容］有（受託会社 管理栄養士）
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授業形態 授業担当者
講義 中島　美雪　

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 1D／前期 必修

配布資料、講義ノートを読み直し、学習成果（キーワード）を説明できるようにする。

内容 学習成果（キーワード）

栄養教育の意義・目標
栄養教育の目的・目標、栄養教
育の対象、栄養教育の場

栄養教育の歴史的変遷
栄養教育の歴史、栄養教育の背
景と推移

栄養に関する法律と栄養士の活動分野
栄養士法、健康増進法、学校給
食法、食育基本法等

食生活・栄養に関する諸調査
調査の意義・目的、調査の種
類・方法、国民栄養・健康調査

健康づくりと栄養、運動、休養の指針
健康日本21、食生活指針、運動
指針、休養指針

食品成分表、食品群、食品の組み合わせ
食品成分表、3色食品群、6つの
基礎食品、食事バランスガイド

栄養に関わる食品の表示
日本人の食事摂取基準

日本人の食事摂取基準(2015版)
の基本的な考え方、活用方法

学習成果の確認と解説

栄養教育の原則、対象の把握と問題点の提
起、栄養アセスメント

マネジメントサイクル(PDCA)、
栄養アセスメントの種類と方法

栄養教育の計画、実施と評価
指導目標の設定、計画(カリ
キュラム)の立案・評価

栄養教育の対象と教育方法 個別教育、集団教育

栄養教育の技術、情報収集
媒体・教材、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ技
術、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術、情報活用

栄養教育におけるカウンセリング
カウンセリングの理論と意義、
カウンセリングの技術と応用

食行動の成立と行動変容の背景 行動変容に関する理論と応用

総まとめと確認

　　　　　　定期試験、学習成果の確認、課題、授業の取り組みなどにより総合的に評価する。

[成績評価]　定期試験90％、学習成果の確認・課題10％。

[受講上の注意]　資料を配付するため、欠席した場合は申し出ること。　　

[教科書・参考書]　教科書：「Nブックス改訂栄養指導論」相川りゑ子 編　株式会社建帛社　

　　　　　　　　　　　　　「食品成分表」

　　　　　　　　　参考書：「めざせ!栄養士・管理栄養士まずはここから　ナビゲーション 第2版」第一出版

１０.栄養教育の方法（2）

９.栄養教育の方法（1）

４.栄養調査

５.健康づくりと栄養教育

[学生へのフィードバック方法]　課題等などに対しては添削して返却、授業にて解説する。

予習は、授業計画に沿って教科書の該当部分を読んでおく。復習は、授業内容について、教科書、

１３.栄養教育の方法（5）

１５.学習成果のまとめ

[授業計画]

１１.栄養教育の方法（3）

１２.栄養教育の方法（4）

３.栄養士制度と関係法規

６.栄養教育のための基礎知識（1）

１.栄養教育の概念

２.栄養教育の沿革

８.学習成果の確認

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となる。

７.栄養教育のための基礎知識（2）

１４.食行動変容と栄養教育

テーマ

授業科目名
栄養教育論Ⅰ(213)

[授業方法]

それらを総合的に評価・判定できる知識を習得する。対象者に応じた栄養教育プログラムの作成・

[予習・復習]

栄養教育の目的、栄養士が担う役割を理解できる。栄養教育に必要な情報の収集・分析を行い、

講義形式で行う。教科書やパワーポイントを使用する。他、必要に応じて資料を配布する。

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性］

人々の健康に広く貢献する者として意欲使命感を身つけている。

[授業の概要]

栄養教育の目的や目標、対象者の把握方法など、栄養教育実施のために関連する基礎知識を学ぶ。

さらに方法論として行動科学を理解し、対象者の行動変容につなげるための方法と技術を学ぶ。

[授業の到達目標]

実施・評価にマネジメントできる方法を理解する。

[担当教員の実務経験の有無・内容］有（受託会社 管理栄養士）
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授業形態 授業担当者

講義 三好　由美

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 1D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

妊娠・授乳期の特性に応じた栄養教育
妊娠の進行と栄養指導、乳汁
分泌

乳幼児期の特性に応じた栄養教育
発育・発達と栄養指導、授乳・離乳支
援ガイド、間食、食物アレルギー

学童・思春期の特性に応じた栄養教育
身体的・心理的発達、学校給
食、ダイエット、食育

成壮年期の特性に応じた栄養教育
生活習慣病予防、労働と
栄養、外食

高齢期の特性に応じた栄養教育
嚥下障害、低栄養、フレイ
ル、骨粗鬆症

単身生活者の栄養教育、運動と栄養
健康保持・増進、疾病予防、
スポーツの種類と栄養特性

各疾患の発症、悪化予防の栄養教育
消化器・代謝・循環器・脳血管疾患、
高血圧、貧血、骨粗鬆症

病院で行う栄養教育 入院患者、外来患者

学校で行う栄養教育
食事摂取基準、学校給食栄養
管理者

社会福祉施設で行う栄養教育 児童・老人・障害者福祉施設

地域で行う栄養教育
介護保険制度、配食サー
ビス

事業所で行う栄養教育
労働者のQOLと栄養指導、
生活習慣病予防と栄養指導

外国における栄養教育 先進諸国、開発途上国

情報収集の方法・処理
インターネット、統計、専門
誌

学習成果の確認と評価

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：「Nブックス改訂栄養指導論」相川りゑ子 編　株式会社建帛社

課題の検討、発表は栄養教育論Ⅰで学んだことを実践すること。

１４.栄養教育と既存資料の活用

１５.学習成果のまとめ

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題について授業にて解説

学習成果の確認、課題・授業への取り組みによって総合的に評価する。
定期試験70％、課題・授業への取り組み30％

１３.栄養教育の国際的動向

２.年代別栄養教育

３.年代別栄養教育

４.年代別栄養教育

５.年代別栄養教育

６.ライフスタイル別栄養教育

７.健康障害と栄養教育

８.活動分野で行う栄養教育

９.活動分野で行う栄養教育

１０.活動分野で行う栄養教育

１１.活動分野で行う栄養教育

１２.活動分野で行う栄養教育

１.年代別栄養教育

[授業の概要]

[授業方法]

講義形式で行う。必要に応じて配布資料、パワーポイントを使用する。

[予習・復習]

授業計画に沿って、教科書を読んでおく。学習した内容を確認し、知識の定着を図る。
応用栄養学、臨床栄養学の復習を行う。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

栄養教育論Ⅰで学んだことをもとに、対象者のニーズに合わせた栄養教育の各論を学ぶ。そのた
め、対象者を年代別や健康状態別にとらえた栄養教育を学び、それらを踏まえて、病院や学校、事
業所などで行われる栄養教育を習得する。テーマにより、与えられた課題の検討を行い、授業で発
表を行う。

各ライフステージの特徴や食生活上の問題点を把握し、それに対応する栄養教育が理解できる。栄
養士が活動している各分野での栄養教育の目的と、実際に行われている栄養教育が理解できる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（ 病院・管理栄養士 ）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

人々の健康に広く貢献する者として意欲使命感を身につけている。

栄養教育論Ⅱ(214)
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授業形態 授業担当者

講義 三好　由美

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 1D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

妊娠・授乳期の特性に応じた栄養教育
妊娠の進行と栄養指導、乳汁
分泌

乳幼児期の特性に応じた栄養教育
発育・発達と栄養指導、授乳・離乳支
援ガイド、間食、食物アレルギー

学童・思春期の特性に応じた栄養教育
身体的・心理的発達、学校給
食、ダイエット、食育

成壮年期の特性に応じた栄養教育
生活習慣病予防、労働と
栄養、外食

高齢期の特性に応じた栄養教育
嚥下障害、低栄養、フレイ
ル、骨粗鬆症

単身生活者の栄養教育、運動と栄養
健康保持・増進、疾病予防、
スポーツの種類と栄養特性

各疾患の発症、悪化予防の栄養教育
消化器・代謝・循環器・脳血管疾患、
高血圧、貧血、骨粗鬆症

病院で行う栄養教育 入院患者、外来患者

学校で行う栄養教育
食事摂取基準、学校給食栄養
管理者

社会福祉施設で行う栄養教育 児童・老人・障害者福祉施設

地域で行う栄養教育
介護保険制度、配食サー
ビス

事業所で行う栄養教育
労働者のQOLと栄養指導、
生活習慣病予防と栄養指導

外国における栄養教育 先進諸国、開発途上国

情報収集の方法・処理
インターネット、統計、専門
誌

学習成果の確認と評価

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：「Nブックス改訂栄養指導論」相川りゑ子 編　株式会社建帛社

課題の検討、発表は栄養教育論Ⅰで学んだことを実践すること。

１４.栄養教育と既存資料の活用

１５.学習成果のまとめ

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題について授業にて解説

学習成果の確認、課題・授業への取り組みによって総合的に評価する。
定期試験70％、課題・授業への取り組み30％

１３.栄養教育の国際的動向

２.年代別栄養教育

３.年代別栄養教育

４.年代別栄養教育

５.年代別栄養教育

６.ライフスタイル別栄養教育

７.健康障害と栄養教育

８.活動分野で行う栄養教育

９.活動分野で行う栄養教育

１０.活動分野で行う栄養教育

１１.活動分野で行う栄養教育

１２.活動分野で行う栄養教育

１.年代別栄養教育

[授業の概要]

[授業方法]

講義形式で行う。必要に応じて配布資料、パワーポイントを使用する。

[予習・復習]

授業計画に沿って、教科書を読んでおく。学習した内容を確認し、知識の定着を図る。
応用栄養学、臨床栄養学の復習を行う。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

栄養教育論Ⅰで学んだことをもとに、対象者のニーズに合わせた栄養教育の各論を学ぶ。そのた
め、対象者を年代別や健康状態別にとらえた栄養教育を学び、それらを踏まえて、病院や学校、事
業所などで行われる栄養教育を習得する。テーマにより、与えられた課題の検討を行い、授業で発
表を行う。

各ライフステージの特徴や食生活上の問題点を把握し、それに対応する栄養教育が理解できる。栄
養士が活動している各分野での栄養教育の目的と、実際に行われている栄養教育が理解できる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（ 病院・管理栄養士 ）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

人々の健康に広く貢献する者として意欲使命感を身につけている。

栄養教育論Ⅱ(214)

授業形態 授業担当者

実習 中島　美雪

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間(1単位) 1D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

栄養教育の進め方
栄養素の種類と食品群

六つの基礎食品、３色食品群、
野菜の分類、食材、旬、行事等

食事バランスガイドの目的と活用
食生活指針、食事バランスガ
イド

食事摂取基準の目的と算出方法 食事摂取基準

食品構成と荷重平均成分表の考え方と作成
方法

食品構成表、荷重平均成分表

対象に適した献立作成の方法
食品成分表、食品目安量表、
年間計画と食育、月間計画

対象に適した献立作成 ①
小学校給食作成、給食だより
作成

対象に適した献立作成 ②
小学校給食作成、給食だより
作成

対象に適した献立作成 ③ 献立の具体化

対象に適した献立の実施 献立の実施、評価、課題

栄養教育計画の立案方法
対象、テーマ、指導方法、指導
の要点、指導目標、実施、評価

班別指導案作成、教材・媒体作成 指導案と教材・媒体の関連

教材・媒体作成、実演準備 対象、指導内容と方法の確認

教材・媒体作成、実演準備 実演リハーサル

班別実演、評価 自己評価、班別相互評価

総まとめと確認

６.栄養教育に必要な知識 (2)

１.栄養教育に必要な基礎知識 (1)

１２.　  〃　 　(2)

[担当教員の実務経験の有無・内容］ 有　（受託会社 管理栄養士）

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

予習はシラバスを確認し「栄養教育論」の教科書を読むこと。復習では毎回の実習内容を整理し、学
習成果（キーワード）が説明できるようにしておく。

テーマ

７.栄養教育に必要な知識 (3)

８.栄養教育に必要な知識 (4)

９.栄養教育に必要な知識 (5)

１０.栄養教育計画の立案

１１.ライフステージ別栄養教
育の実演(1)

３.栄養教育に必要な基礎知識 (3)

１３. 　 〃　　 (3)

[受講上の注意]資料を配付するため、欠席した場合は申し出ること。

班別実演は全員参加のこと。欠席した場合は該当グループは実演を延期し別日を設定する。　　

[教科書・参考書]　教科書：プリント資料配配付         

                  参考書：「Nブックス改訂栄養指導論」相川りゑ子編　株式会社建帛社、「食品成分表」

[学生へのフィードバック方法]　課題等などに対しては添削して返却、授業にて解説する。

[成績評価]　定期試験(60％)、授業の取り組み(主にグループ学習)(30％)、課題(10％)

１４. 　 〃　 　(4)

１５.学習成果のまとめ

授業科目名

栄養教育実習Ⅰ(215)

[授業方法]

[予習・復習]

一部パワーポイントを用いた講義・演習形式で行うが、大部分を実習形式でのグループ学習とする。

[授業の概要]

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性］

人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。

「栄養教育論」で学んだ知識・技法をもとに、栄養教育実践の場において必要な方法や

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、課題等の授業外学修が必要となる。

技術を身につけることができる。

「栄養教育論」で学んだ知識の振り返りと演習により、栄養教育に必要な知識の習得について徹底を
図るとともに、実習により方法や技術を学ぶ。

２.栄養教育に必要な基礎知識 (2)

４.栄養教育に必要な基礎知識 (4)

５.栄養教育に必要な知識 (1)
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授業形態 授業担当者

実習 　　工藤　美奈子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間(1単位) 2D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

栄養カウンセリング演習 ラポールの形成、行動変容

２.ライフステージ別栄養教育 高齢者の食生活と食環境、課題
加齢による体の変化、スマイ
ルケア食、嚥下障害、誤嚥

３.栄養アセスメント（1） 身体計測および生活時間調査
生活活動、身体活動、健康づ
くりのための身体活動基準

４.栄養アセスメント（2） 身体活動量の算出および評価
メッツ、推定エネルギー必要
量

５.栄養アセスメント（3）
食事調査
個人別食事記録の方法と調査の実際

食事調査の目的
方法、各種調査方法

６.個別指導（1） 栄養摂取量算出および評価
食事調査の判定と評価、食事
バランスガイド

７.個別指導（2） 個人別データの分析、栄養相談
食事調査・生活時間調査・健康
アセスメントを基に演習

８.給食における栄養指導（1） 給食時間における食育計画案の作成
栄養教育のﾎﾟｲﾝﾄ、指導計画
案、目標（ねらい）

９.給食における栄養指導（2） 給食時間における食育授業媒体の作成 指導計画案、媒体

給食時間における食育授業の実施
集団栄養教育の要点、
指導方法

ライフステージ別に対象・課題の設定およ
び指導計画の作成

ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ別栄養教育の課題

ライフステージ別集団指導の方法および媒
体の検討

ライフステージ別集団指導の媒体作成およ
びロールプレイ

集団指導の班別演習（４グループ）

集団指導の班別演習（３グループ）
学習成果のまとめ

[成績評価]

[受講上の注意]　

[予習・復習]

授業科目名

栄養教育実習Ⅱ(310)

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有（児童福祉施設、高齢者施設、病院給食　管理栄養士）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。

栄養教育実習Ⅱは、栄養教育論で学んだ知識、技法をもとに、各ライフステージにおける栄養上の
問題点に対し、指導対象に適切な栄養教育を実践するために必要な応用技術を身につける。

[授業の概要]

個人や集団別に応じて、栄養教育の計画から実施、評価までの一連の流れの実習を行うことで、栄
養教育に必要な技術と方法を学ぶ。

[授業方法]

一部講義・演習方式で行うが、栄養教育の演習をグループで行う。

予習として、シラバスの確認。復習は、毎回の学習成果についてまとめ、理解を深める。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、課題等の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

１.コミュニケーションスキル
と カウンセリング技術

１０.給食における栄養指導の
実演
１１.ライフステージ別栄養教
育
１２.ライフステージ別
　　　集団指導(1)
１３.ライフステージ別
　　　集団指導(2)

計算機と参考書を持参すること。学生の理解度や進行状況により演習内容を変更す
ることがある。

集団栄養教育の要点、
指導計画案

[教科書・参考書]教科書：プリント資料配布
　　　　　　　　参考書：「Nブックス改訂栄養指導論」相川りゑ子編　建帛社、「食品成分表」

１４.ライフステージ別
　　　栄養教育の実演(1) プレゼンテーション技術、

実演、評価１５.ライフステージ別栄養教育の実
演(2) 学習成果のまとめ

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題に対して授業にて解説

定期試験（50％）、発表・課題（30％）、授業の取り組み状況（20％）
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授業形態 授業担当者

講義 和田　アツ子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 2D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

公衆栄養学とは 公衆栄養学の意義と目的

公衆栄養活動の始まり、栄養士養成の始まり 脚気対策、法の整備

高齢化社会と健康、栄養問題 人口構成、疾病構造の変化

食生活、食環境の変化 国民健康・栄養調査

食料需給と自給率 食料自給率

公衆栄養関係法規
地域保健法、健康増進法、食
育基本法

国民健康づくり運動 健康日本21計画（第2次）

健康・栄養指導の指針やガイドライン
食生活指針・食事バラン
スガイド

健康・栄養指導の指針やガイドライン
運動、休養、睡眠指針
食品表示

公衆栄養マネジメントの意義、方法 マネジメントサイクル

公衆栄養アセスメントの意義、方法 食事摂取基準

疫学指標・疫学調査 EBN

食事調査法
食事記録、申告誤差、日
間変動

公衆栄養プログラムの展開 地域特性、食環境づくり

世界の健康・栄養問題の現状と課題 フードガイド

[成績評価]
[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：公衆栄養学概論（同文書院）
　　　　　　　　参考書：国民栄養の現状（第一出版）　国民衛生の動向（厚生労働統計協会）

わが国及び諸外国においてどのような健康、栄養問題やニーズがあり、その課題を解決するための
法規や各制度が果たしている役割を知り、公衆栄養活動を理解することを目的とする。
公衆栄養マネジメントを理解する。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 　有　内容（ 公衆栄養活動 ・行政栄養士業務  ）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。

公衆栄養学概論(311)

１.公衆栄養学の概念

[授業の概要]

[授業方法]

講義形式で行う。適宜ディスカッション、演習やグループワークを取り入れる。

[予習・復習]

予習は、授業計画に沿って教科書の該当部分を読んでおく。復習は、教科書や配布した資料は必ず
確認する。内容により予習シートを配布する。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

国民の健康増進と生活の質の向上を図るために、国や市町村はどのような施策を推進しているかを
学ぶ。さらに、地域・職域などの健康・栄養問題とそれを取り巻く環境、保健・医療・福祉・介護
等の情報収集や実態把握により、改善に向けた公衆栄養活動を展開するために必要な理論及びマネ
ジメントについて学ぶ。

１３.食事調査

２.公衆栄養学活動の歴史

３.わが国の健康、栄養問題（Ⅰ）

４.わが国の健康、栄養問題（Ⅱ）

５.わが国の健康、栄養問題（Ⅲ）

６.わが国の健康、栄養施策（Ⅰ）

７.わが国の健康、栄養施策（Ⅱ）

８.わが国の健康、栄養施策（Ⅲ）

９.わが国の健康、栄養施策（Ⅳ）

１０.公衆栄養マネジメント（Ⅰ）

１１.公衆栄養マネジメント（Ⅱ）

１２.栄養疫学

授業に積極的に参加し、地域、職域等に関する情報に関心を持つ。

１４.公衆栄養活動の実際

１５.諸外国の健康・栄養施策

[学生へのフィードバック方法]
学習成果状況の確認や演習シートを回収後、評価し翌週以降解説を
行う。

定期試験（80％）・授業の取り組み（20％）
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授業形態 授業担当者

講義 　　堀　理佐

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 1D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

食べ物を構成する基本要因
食べる人側の基本要因

基本の五味
味の相互作用

塩味料、甘味料、酸味料、うま味材料の種
類と調理特性

食塩・砂糖・食酢の調理性

調理の加熱前に行う操作方法とその目的 浸漬操作　解凍

水を使った調理と油を使った調理操作の熱
の伝わり方

湿式加熱　乾式加熱
対流熱　伝導熱　放射熱

米の調理性
デンプン　アミロース
アミロペクチン　糊化

小麦粉の調理性 グルテン　ドウ生地

いも類、豆類、種実類の調理性
ペクチン　酵素的褐変
糖化作用

野菜類の調理性 クロロフィル　カロチノイド

果実類、藻類の調理性 フラボノイド　アントシアン

食肉類、魚介類の調理性
タンパク質の変性　保水性
コラーゲン　ミオシン

鶏卵の調理性
希釈性　泡立ち性　熱凝固性
乳化性

牛乳・乳製品の調理性
カゼイン　コロイド
アミノカルボニル反応

デンプン、ゼラチン、寒天の調理性
糊化　ブレークダウン
ゲル　ゾル

油脂の調理性
酸化　クリーミング性
ショートニング性

調理器具の材質と特徴 電磁誘導加熱

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]　　教科書：「調理学」 木戸詔子・池田ひろ編　化学同人　

１５.エネルギー源および調理器具

[学生へのフィードバック方法] 　小テストを実施し、解答、解説を行う。

定期試験（80％）、授業の取り組み状況（10％）、ファイル提出（10％）

　　　参考書：「新版 調理と理論」山崎清子・島田キミエ共著 同文書院

　　　参考書：「こつの科学 調理の疑問に答える」杉田浩一著　柴田書店

１３.成分抽出素材の調理性
　　 デンプン ゲル化材料

２.調理操作　調味操作

３.調理操作　非加熱調理操作

４.調理操作　加熱調理操作

５.植物性食品の調理性

６.植物性食品の調理性

７.植物性食品の調理性

８.植物性食品の調理性

９.植物性食品の調理性

１０.動物性食品の調理性

１１.動物性食品の調理性

１２.動物性食品の調理性

　調理の理論と実践が繋がるよう教科書を熟読することを期待する。

１４.成分抽出素材の調理性
油脂類

１.調理と嗜好性

[授業の概要]

[授業方法]

　パワーポイントを使用し、ミニテストで授業内容の理解度を確認しながら授業を行う。

[予習・復習]

　毎回の予習は各回のキーワードを教科書で調べておく。復習はキーワードを理解し、説明できるよ
う努める。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

　調味操作、非加熱・加熱調理操作の目的を理解し、植物性食品や動物性食品、成分抽出素材の調理
性を学ぶ。

　調理操作の目的、食品の調理性が説明できる。調理は献立立案からはじまり、食材料の選択、調理操作を経
て食物を食卓に整えるすべての過程が対象となる。自らの生活と関連づけながら学び、調理体験を積み、調理
過程における様々な現象を科学的に理解しながら実践力を習得する。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有（健診センター、民間企業　保健指導、栄養・調理アドバイザー）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

　栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

調理学（217）
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授業形態 授業担当者

講義 　　堀　理佐

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 1D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

食べ物を構成する基本要因
食べる人側の基本要因

基本の五味
味の相互作用

塩味料、甘味料、酸味料、うま味材料の種
類と調理特性

食塩・砂糖・食酢の調理性

調理の加熱前に行う操作方法とその目的 浸漬操作　解凍

水を使った調理と油を使った調理操作の熱
の伝わり方

湿式加熱　乾式加熱
対流熱　伝導熱　放射熱

米の調理性
デンプン　アミロース
アミロペクチン　糊化

小麦粉の調理性 グルテン　ドウ生地

いも類、豆類、種実類の調理性
ペクチン　酵素的褐変
糖化作用

野菜類の調理性 クロロフィル　カロチノイド

果実類、藻類の調理性 フラボノイド　アントシアン

食肉類、魚介類の調理性
タンパク質の変性　保水性
コラーゲン　ミオシン

鶏卵の調理性
希釈性　泡立ち性　熱凝固性
乳化性

牛乳・乳製品の調理性
カゼイン　コロイド
アミノカルボニル反応

デンプン、ゼラチン、寒天の調理性
糊化　ブレークダウン
ゲル　ゾル

油脂の調理性
酸化　クリーミング性
ショートニング性

調理器具の材質と特徴 電磁誘導加熱

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]　　教科書：「調理学」 木戸詔子・池田ひろ編　化学同人　

１５.エネルギー源および調理器具

[学生へのフィードバック方法] 　小テストを実施し、解答、解説を行う。

定期試験（80％）、授業の取り組み状況（10％）、ファイル提出（10％）

　　　参考書：「新版 調理と理論」山崎清子・島田キミエ共著 同文書院

　　　参考書：「こつの科学 調理の疑問に答える」杉田浩一著　柴田書店

１３.成分抽出素材の調理性
　　 デンプン ゲル化材料

２.調理操作　調味操作

３.調理操作　非加熱調理操作

４.調理操作　加熱調理操作

５.植物性食品の調理性

６.植物性食品の調理性

７.植物性食品の調理性

８.植物性食品の調理性

９.植物性食品の調理性

１０.動物性食品の調理性

１１.動物性食品の調理性

１２.動物性食品の調理性

　調理の理論と実践が繋がるよう教科書を熟読することを期待する。

１４.成分抽出素材の調理性
油脂類

１.調理と嗜好性

[授業の概要]

[授業方法]

　パワーポイントを使用し、ミニテストで授業内容の理解度を確認しながら授業を行う。

[予習・復習]

　毎回の予習は各回のキーワードを教科書で調べておく。復習はキーワードを理解し、説明できるよ
う努める。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

　調味操作、非加熱・加熱調理操作の目的を理解し、植物性食品や動物性食品、成分抽出素材の調理
性を学ぶ。

　調理操作の目的、食品の調理性が説明できる。調理は献立立案からはじまり、食材料の選択、調理操作を経
て食物を食卓に整えるすべての過程が対象となる。自らの生活と関連づけながら学び、調理体験を積み、調理
過程における様々な現象を科学的に理解しながら実践力を習得する。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有（健診センター、民間企業　保健指導、栄養・調理アドバイザー）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

　栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

調理学（217）

授業形態 授業担当者

実習 堀 知佐子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

12回 45時間(1単位) 1D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

調理行う心構え 栄養・調理・実践

包丁研ぎ・切り方 包丁研ぐ・一般的な切り方

大根１本を切る　キャベツの千切り・じゃ
が芋を剥く

輪切り・桂むき・コールス
ロー・シャトーむき

大根１本を切る　キャベツの千切り・じゃ
が芋を剥く

輪切り・桂むき・コールス
ロー

三枚おろし・大名おろし･煮つけ・つみれ汁
包丁の動かし方・魚の構造を
知る・衛生管理

三枚おろし・大名おろし・酢〆・焼物
包丁の動かし方・魚の構造を
知る・衛生管理

三枚おろし・焼物・刺身
包丁の動かし方・魚の構造を
知る・衛生管理

オムレツ・出汁巻き卵
卵の取り扱いとたんぱく質の
変性温度帯を知る

オムレツ・出汁巻き卵
綺麗なオムレツと出汁量の多
い出汁巻き卵を作る

鍋にご飯を炊く・一番だしと二番出汁をと
り吸い物を作る

でんぷんの糊化・旨味の感じ
方

丸鶏をさばく　出汁をとる
部位別の加熱調理

鶏の構造を知る・フォンをと
る

烏賊・海老の下処理・５枚卸し
烏賊・海老の構造を知る・５
枚卸を知る

[成績評価]
[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：アンチエイジングクッキング(講談社)

本講義では食材の成分・組織・物性からみた調理特性を理解し、実践することで調理理論とは別
に、包丁を中心とした基礎的技術を難易度別に組み、毎回くり返し練習することで充分に体得でき
るようにする。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　（ 料亭・レストラン（経営）勤務経験     ）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

調理学実習Ⅰ(216)

１.ガイダンス

[授業の概要]

[授業方法]

調理に対する心構えなどは講義形式で行うが他は全て調理実習とする。包丁など各自が持ち、待ち
時間などが発生しない効率の良い授業を行う。

[予習・復習]

授業計画にそって実習が進むため技術体得の遅れが出ないように復習し、またわかる範囲のことは
予習し、イメージトレーニングをする。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、レポート等の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

衛生管理を正しく理解させた上で基本的な調理操作及び調理技術の習得・向上を目的とし、それぞ
れの食品素材に適した取り扱い方、調理方法を実践で学ぶ。栄養学・食品学を加味して調理する意
識をつける。

２.包丁とまな板の扱い

３.野菜を切る

４.野菜を切る

５.魚を卸して（鯖・鰯）調理する

６.魚を卸して（鯖・鰯）調理する

７.魚を卸して（鯵・鯖）調理する

８.卵料理

９.卵料理

１０.ご飯を炊く・出汁をとる

１１.鶏肉の構造

１２.魚介の下処理・５枚卸し

けがに注意する　声かけなど事故をふせぐ

[学生へのフィードバック方法] 実技の到達度の低い箇所については、次回以降に再度解説する

実技試験90% 授業に取り組む姿勢10％
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授業形態 授業担当者

実習 　　石井　麻美

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間（1単位） 1D／後期 必修

[授業の到達目標]

技術は予習・復習を行い、向上を目指すこと。

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

ご飯/おにぎり　味噌汁
切り干し大根の煮物

炊飯　煮干しだしの取り方
乾物の扱い

ごはん　けんちん汁　なすのはさみ揚げ
ほうれん草のごま和え

かつおだしの取り方
和え物・揚げ物調理

いなり寿司　かきたま汁　白和え 寿司飯の作り方　でんぷんの扱い

二色ご飯　しじみ汁
わかめときゅうりの酢の物

茶飯　三杯酢　貝類・赤だし

麻婆豆腐　涼拌三絲　蕃茹湯
豆腐の扱い
鶏がらスープの取り方

回鍋肉　焼売　杏仁豆腐 点心　凝固剤の扱い

咕咾肉　菠菜豆腐湯　杏仁酥 油通し　焼き菓子調理

什錦炒飯　鍋貼餃子　抜絲紅薯
中国料理の加熱操作
砂糖の調理性

ムニエル　粉ふき芋　いんげんのソテー
ジュリエンヌスープ　クレープシュゼット

スープの取り方　じゃがいも
調理　クレープ生地

クリームシチュー　トマトのサラダ　シュークリーム
ホワイトソースの作り方
ドレッシング　シュー生地

カレーライス　ポテトサラダ
フルーツゼリー

ブラウンルゥの作り方
凝固剤

ミートローフ　マッシュポテト
人参グラッセ　スープ　ショートケーキ

ひき肉調理　卵の調理性(起
泡性・共立て法)

おせち料理 行事食　おせち料理

あさりのスパゲティ
カリフラワーサラダ　シフォンケーキ

パスタの扱い　卵の調理性
(起泡性・別立て法)

包丁技術についての実技試験

[成績評価]

[受講上の注意]　

協力をし、積極的に実習に臨むこと。

[教科書・参考書]教科書：あすの健康と調理

遅刻をしないこと。受け身ではなく、学びたいという意欲を大切にし、班員と

　　　　　　　　毎回、レシピや資料を配布する。

１４.西洋料理

１５.実技試験

[学生へのフィードバック方法] 毎回行う小テストに対して採点し返却及び授業にて解説

定期試験（35％）、実技試験（35％）、ファイル提出・授業の取り組み(30％)

１３.日本料理(行事食)

２.日本料理

３.日本料理

４.日本料理

６.中国料理

５.中国料理

７.中国料理

８.中国料理/基礎調査

９.西洋料理

１０.西洋料理

１１.西洋料理

１２.西洋料理(行事食)

栄養士としての専門性を高めるために調理の理論や技術の向上を目標とする。調理の基本手法、

各種食品の取り扱い方を理解し、習得する。

１.ガイダンス/基礎調査/日本料理

[授業の概要]

[授業方法]

師範台での調理のデモンストレーション後、学生が実習を行う。実習後、毎回小テストを行う。

[予習・復習]

[授業外学修に必要な時間]開講期間内において、レポート等の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

日本料理、西洋料理、中国料理の調理操作や調理の手法を学び、実践する。

実習後は作り方や要点、考察をまとめ、写真を添付し、ファイリングしておく。足りない知識や

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 　有　　内容（高齢者福祉施設栄養士）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

栄養士と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

調理学実習Ⅱ(218)
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授業形態 授業担当者

実習 　　石井　麻美

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間（1単位） 1D／後期 必修

[授業の到達目標]

技術は予習・復習を行い、向上を目指すこと。

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

ご飯/おにぎり　味噌汁
切り干し大根の煮物

炊飯　煮干しだしの取り方
乾物の扱い

ごはん　けんちん汁　なすのはさみ揚げ
ほうれん草のごま和え

かつおだしの取り方
和え物・揚げ物調理

いなり寿司　かきたま汁　白和え 寿司飯の作り方　でんぷんの扱い

二色ご飯　しじみ汁
わかめときゅうりの酢の物

茶飯　三杯酢　貝類・赤だし

麻婆豆腐　涼拌三絲　蕃茹湯
豆腐の扱い
鶏がらスープの取り方

回鍋肉　焼売　杏仁豆腐 点心　凝固剤の扱い

咕咾肉　菠菜豆腐湯　杏仁酥 油通し　焼き菓子調理

什錦炒飯　鍋貼餃子　抜絲紅薯
中国料理の加熱操作
砂糖の調理性

ムニエル　粉ふき芋　いんげんのソテー
ジュリエンヌスープ　クレープシュゼット

スープの取り方　じゃがいも
調理　クレープ生地

クリームシチュー　トマトのサラダ　シュークリーム
ホワイトソースの作り方
ドレッシング　シュー生地

カレーライス　ポテトサラダ
フルーツゼリー

ブラウンルゥの作り方
凝固剤

ミートローフ　マッシュポテト
人参グラッセ　スープ　ショートケーキ

ひき肉調理　卵の調理性(起
泡性・共立て法)

おせち料理 行事食　おせち料理

あさりのスパゲティ
カリフラワーサラダ　シフォンケーキ

パスタの扱い　卵の調理性
(起泡性・別立て法)

包丁技術についての実技試験

[成績評価]

[受講上の注意]　

協力をし、積極的に実習に臨むこと。

[教科書・参考書]教科書：あすの健康と調理

遅刻をしないこと。受け身ではなく、学びたいという意欲を大切にし、班員と

　　　　　　　　毎回、レシピや資料を配布する。

１４.西洋料理

１５.実技試験

[学生へのフィードバック方法] 毎回行う小テストに対して採点し返却及び授業にて解説

定期試験（35％）、実技試験（35％）、ファイル提出・授業の取り組み(30％)

１３.日本料理(行事食)

２.日本料理

３.日本料理

４.日本料理

６.中国料理

５.中国料理

７.中国料理

８.中国料理/基礎調査

９.西洋料理

１０.西洋料理

１１.西洋料理

１２.西洋料理(行事食)

栄養士としての専門性を高めるために調理の理論や技術の向上を目標とする。調理の基本手法、

各種食品の取り扱い方を理解し、習得する。

１.ガイダンス/基礎調査/日本料理

[授業の概要]

[授業方法]

師範台での調理のデモンストレーション後、学生が実習を行う。実習後、毎回小テストを行う。

[予習・復習]

[授業外学修に必要な時間]開講期間内において、レポート等の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

日本料理、西洋料理、中国料理の調理操作や調理の手法を学び、実践する。

実習後は作り方や要点、考察をまとめ、写真を添付し、ファイリングしておく。足りない知識や

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 　有　　内容（高齢者福祉施設栄養士）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

栄養士と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

調理学実習Ⅱ(218)

授業形態 授業担当者

実習 石井　麻美

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間(1単位) 2D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

筍ご飯　若竹汁
高野豆腐と蕗の炊き合わせ

筍のゆで方
ふきのゆで方

ちらし寿司　蛤のお吸い物　薯蕷まんじゅう
寿司飯の作り方　乾物の扱い
貝類のだしの取り方

牛挽き肉のデュッセス　オニオングラタンスープ
ハーブ入りサラダ　マーブルゼリー

ゼラチンの特性
玉ねぎの加熱特性

グラタン　コンソメスープ
ミモザサラダ　ブラマンジェ

コンソメスープの取り方
ベシャメルソースの作り方

ピザ　ニース風サラダ
カスタードプディング

ドウ生地・ピザ
卵の熱凝固

炒米粉　酸辣湯　辣黄瓜　水果小湯元
米粉（ビーフン）
白玉粉の扱い

韮菜砂鶏肝　腰果鶏丁　西洋菜魚片湯
レバーの扱い
中国料理の加熱操作

菜飯　芙蓉蟹　奶汁白菜
もち米の扱い
卵の加熱調理

八宝菜　春巻　酸辣菜
野菜・いかの飾り切り
揚げ物調理

白身魚のマヨネーズ焼き　ビシソワーズ
コールスロー　マドレーヌ

卵の調理（乳化性と起泡
性）マヨネーズの作り方

天丼　　茶碗蒸し
きゃべつの辛し和え　水ようかん

天ぷらの作り方
寒天の特性

油淋鶏　姜汁墨魚片　香芒凍布旬 揚げ物の調理　飾り切り

ハヤシライス　カッテージチーズのサラダ
チーズケーキ

玉ねぎ・トマトの加熱特性
チーズの種類・扱い方

親子丼　すまし汁　かぼちゃの煮物
みたらし団子

丼ものの調理
上新粉・白玉粉の扱い

実技試験　日本料理の汁物を作る

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：あすの健康と調理

　　　　　　　　毎回、レシピや資料を配布する。

１.　日本料理/基礎調査

２.　日本料理

４.　西洋料理

３.　西洋料理

６.　中国料理

９.　中国料理

１４.　日本料理

８.　中国料理/基礎調査

５.　西洋料理

１０.西洋料理

１１.日本料理

７.　中国料理

１２.中国料理

１３.西洋料理

１５.実技試験

栄養士としての専門性を高めるために調理の理論や技術の向上を目標とする。１年次で学んだ調理
の基本手法、各種食品の取り扱い方を基礎としてさらに広い範囲にわたる応用性のある調理手法を
習得する。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 　有　　内容（高齢者福祉施設栄養士）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

栄養士と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

調理学実習Ⅲ(312)

[授業の概要]

[授業方法]

師範台での調理のデモンストレーション後、学生が実習を行う。実習後、毎回小テストを行う。

[予習・復習]

実習後は作り方や要点、考察をまとめ、写真を貼付し、ファイリングしておく。足りない知識や

[授業外学修に必要な時間]開講時間内において、レポート等の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]掲示板、研究室前に掲示

テーマ

日本料理、西洋料理、中国料理の調理操作や調理の手法を学び、実践する。

技術は予習・復習を行い、向上を目指すこと。

遅刻をしないこと。受け身ではなく、学びたいという意欲を大切にし、班員と

[学生へのフィードバック方法] 毎回行う小テストに対して採点し返却、授業にて解説

定期試験（35％）、実技試験（35％）、ファイル提出・授業の取り組み(30％)

　　　　　　　協力をし、積極的に実習に臨むこと。
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授業形態 授業担当者

講義 　　工藤　美奈子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 1D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

給食の意義と目的
栄養士の役割

特定給食施設とは、健康増進
法、学校給食法

食事摂取基準の活用
給与栄養目標量の設定

栄養計画、荷重平均エネルギー
量、給与栄養目標量

献立作成
供食形態

食品構成表、食品群別荷重平
均成分表

食事の品質評価
ＰＤＣＡサイクル、栄養管理
報告書

５.給食の安全・衛生管理（1） 人・施設設備の衛生管理
大量調理施設衛生管理マニュ
アル、ＨＡＣＣＰ

食材の衛生管理、危機管理
学習成果の確認と解説（1）

食中毒、中心温度、保存食、
インシデント

７.食材管理
食材管理の目的・購入方法
保管・在庫管理

流通、食材購入の契約方式
発注、検収、保管温度

８.調理作業管理（1）
調理作業管理の実際
大量調理の特性

標準化、大量調理の特性

給食の品質
作業指示書、工程管理、
新調理システム

給食施設の設備と設計
学習成果の確認と解説（2）

ドライシステム
作業区域、作業動線

１１.各種給食施設の特徴（1）
学校給食
病院給食

学校給食実施基準、
入院時食事療養制度

児童福祉施設、高齢者福祉施設、
事業所給食、その他の給食

栄養ケア・マネジメント

給食における原価の考え方
原価管理の目的、原価構成
原価計算、業務委託

給食の組織、給食の資源
３M、組織の形態、従業員教
育

総まとめ

[成績評価]
[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：「Nブックス　給食の運営―栄養管理・経営管理―」逸見幾代、平林眞弓編　建帛社

定期試験（70％）、授業の取り組み状況と確認テスト（30％）

教科書及び配布されたプリントは毎回必ず持ってくること。

　　　　　　　　参考書：「大量調理施設衛生管理マニュアル」「食品成分表」

１２.各種給食施設の特徴（2）

１４.給食の組織・人事管理
　　 給食の情報処理管理

[学生へのフィードバック方法]

１０.施設・設備管理
　　 学習成果の確認

１３.給食の会計・原価管理
　   給食の経営管理

１５.学習成果のまとめ

４.栄養・食事管理の評価

確認テストや課題に対して授業にて解説

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

１.給食の定義・関係法規

９.調理作業管理（2）

３.献立計画

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

６.給食の安全・衛生管理（2）
 学習成果の確認

授業科目名

給食計画・実務論(219)

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有（児童福祉施設、高齢者施設、病院給食　管理栄養士）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

２.栄養・食事管理の目的

健康づくりに役立つ指導性をもった質の高い食事を提供するために必要とされる給食の運営ができ
る。さらに、実際の業務が円滑に運営できるよう、給食の実務についても理解を深める。

[授業の概要]

給食の意義、目的を理解し、栄養士の役割、給食運営の知識を修得する。

[授業方法]

講義形式で行う。パワーポイントを使用し、配布資料と教科書ですすめる。

[予習・復習]

予習として、シラバスの確認と該当箇所に目を通しておく。
復習は、毎回の学習成果についてまとめ、理解を深める。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。
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授業形態 授業担当者

講義 　　工藤　美奈子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 1D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

給食の意義と目的
栄養士の役割

特定給食施設とは、健康増進
法、学校給食法

食事摂取基準の活用
給与栄養目標量の設定

栄養計画、荷重平均エネルギー
量、給与栄養目標量

献立作成
供食形態

食品構成表、食品群別荷重平
均成分表

食事の品質評価
ＰＤＣＡサイクル、栄養管理
報告書

５.給食の安全・衛生管理（1） 人・施設設備の衛生管理
大量調理施設衛生管理マニュ
アル、ＨＡＣＣＰ

食材の衛生管理、危機管理
学習成果の確認と解説（1）

食中毒、中心温度、保存食、
インシデント

７.食材管理
食材管理の目的・購入方法
保管・在庫管理

流通、食材購入の契約方式
発注、検収、保管温度

８.調理作業管理（1）
調理作業管理の実際
大量調理の特性

標準化、大量調理の特性

給食の品質
作業指示書、工程管理、
新調理システム

給食施設の設備と設計
学習成果の確認と解説（2）

ドライシステム
作業区域、作業動線

１１.各種給食施設の特徴（1）
学校給食
病院給食

学校給食実施基準、
入院時食事療養制度

児童福祉施設、高齢者福祉施設、
事業所給食、その他の給食

栄養ケア・マネジメント

給食における原価の考え方
原価管理の目的、原価構成
原価計算、業務委託

給食の組織、給食の資源
３M、組織の形態、従業員教
育

総まとめ

[成績評価]
[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：「Nブックス　給食の運営―栄養管理・経営管理―」逸見幾代、平林眞弓編　建帛社

定期試験（70％）、授業の取り組み状況と確認テスト（30％）

教科書及び配布されたプリントは毎回必ず持ってくること。

　　　　　　　　参考書：「大量調理施設衛生管理マニュアル」「食品成分表」

１２.各種給食施設の特徴（2）

１４.給食の組織・人事管理
　　 給食の情報処理管理

[学生へのフィードバック方法]

１０.施設・設備管理
　　 学習成果の確認

１３.給食の会計・原価管理
　   給食の経営管理

１５.学習成果のまとめ

４.栄養・食事管理の評価

確認テストや課題に対して授業にて解説

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

１.給食の定義・関係法規

９.調理作業管理（2）

３.献立計画

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

６.給食の安全・衛生管理（2）
 学習成果の確認

授業科目名

給食計画・実務論(219)

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有（児童福祉施設、高齢者施設、病院給食　管理栄養士）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

２.栄養・食事管理の目的

健康づくりに役立つ指導性をもった質の高い食事を提供するために必要とされる給食の運営ができ
る。さらに、実際の業務が円滑に運営できるよう、給食の実務についても理解を深める。

[授業の概要]

給食の意義、目的を理解し、栄養士の役割、給食運営の知識を修得する。

[授業方法]

講義形式で行う。パワーポイントを使用し、配布資料と教科書ですすめる。

[予習・復習]

予習として、シラバスの確認と該当箇所に目を通しておく。
復習は、毎回の学習成果についてまとめ、理解を深める。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

授業形態 授業担当者

実習 　　工藤　美奈子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 90時間（2単位） ２D／通年（前期） 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

実習の進め方についての説明
栄養・食事計画の説明、献立の計画

食事摂取基準、給与栄養目標量、食品構成・
食品類別荷重平均成分表

予定献立の作成
栄養・食事管理、予定献立、栄養計算、PFC
バランス、原価

予定献立の試作
献立表の作成

献立表、調理方法、調味、盛付け量、色彩、
調理時間、食器、衛生・安全管理

厨房の使用方法の説明
厨房施設・設備・機器、器具、調理時間、衛
生・安全管理

作業指示書・工程表の説明と作成
作業指示書、作業工程表、時間配分、人員配
置、機器使用状況、衛生・安全管理

作業指示書・工程表の作成
役割分担の説明と決定

役割分担

発注・出庫説明と発注表の作成
媒体の説明と作成

発注量、発注、生鮮・貯蔵食品、在庫管理、
出庫、栄養教育媒体

納品・検収・保管・保存食の説明
厨房実習（大量調理）Ⅰの打合せ

食材管理、納品、発注伝票、検収、保管、保
存食、出庫

厨房実習（大量調理）Ⅰ
検収、出庫、下調理、主調理、盛付け、配
膳、保存食、洗浄、残菜調査

厨房実習（大量調理）Ⅱの打合せ
食材管理、納品、発注伝票、検収、保管、保
存食、出庫

厨房実習（大量調理）Ⅱ
検収、出庫、下調理、主調理、盛付け、配
膳、保存食、洗浄、残菜調査

厨房実習（大量調理）Ⅲの打合せ
食材管理、納品、発注伝票、検収、保管、保
存食、出庫

厨房実習（大量調理）Ⅲ
検収、出庫、下調理、主調理、盛付け、配
膳、保存食、洗浄、残菜調査

検食簿、栄養出納表等、帳票類の作成
納品書、検食簿、栄養出納表、栄養管理報告
書、実施価格計算

マネジメント帳のまとめ

[成績評価]
[受講上の注意]

[教科書・参考書]教科書：「給食マネジメント実習」齋藤 貴美子　編　株式会社 学建書院

　　　　　　　　参考書：「食品成分表」

９.給食運営の実習Ⅰ

１０.厨房実習打合せ・事前準備

１１.給食運営の実習Ⅱ

１２.厨房実習打合せ・事前準備

１３.給食運営の実習Ⅲ

１４.給食作業の評価

１５.前期実習のまとめ

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題に対してコメントを入れて返却

授業の取り組み状況（70％）、課題の提出状況（30％）

チームワークづくりの結果が成果に大きく影響するため、一人ひとりが責任を
もって自分の役割をはたすことが大切である。グループワークの意義を自覚し、
実習に臨んで欲しい。
学生便覧　「給食管理実習の履修等に関する規程（抄）」参照のこと。

８.厨房実習打合せ・事前準備

給食計画・実務論のほか、栄養学、食品学、調理学、食品衛生学など、他の科目で学んだことを整
理し、実習に臨む。実習後は自己評価を行うとともにまとめを行う。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、実習日誌等の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

１.前期ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝⅠ～Ⅳ
   食事・栄養管理計画

２.献立計画

３.試作

４.厨房説明

５.調理作業計画

６.調理作業計画・役割分担

７.発注・出庫計画
   栄養教育計画

[予習・復習]

授業科目名

給食管理実習Ⅰ(313)

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有（児童福祉施設、高齢者施設、病院給食　管理栄養士）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。
人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。
社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけて
いる。

給食管理実習Ⅰ(校内実習)では、給食計画・実務論で学んだ知識をもとに、実際に給食の提供を行
い、食事の計画から給食の品質管理、大量調理の方法、調理業務の効率的運営、衛生管理のあり方
など、給食サービスの提供に関する技術を修得する。

[授業の概要]

実習は献立作成から大量調理の実際、供食サービス、片付け作業など給食を運営する上で必要な業
務の計画・実施・評価を担当教員の指導のもとに実習生が担当する。

[授業方法]

実習形式で行う。実習に至るまでの学習もグループ単位で進めることが多く、各自が自主的に取り
組むことが実習の成果に大きく影響する。
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授業形態 授業担当者

実習 　　工藤　美奈子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 90時間（2単位） ２D／通年（後期） 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

後期実習の進め方についての説明
献立の計画

給与栄養目標量、食品構成・
食品類別荷重平均成分表

予定献立の作成 予定献立

コンピュータの活用（献立作成） 栄養計算ソフト

予定献立の試作
調理方法、調味、盛付け、色彩、調理時間、
食器、衛生・安全管理

作業指示書・工程表の作成
指示書、時間配分、人員配置、機器使用状
況、衛生・安全管理

作業指示書・工程表の作成
役割分担

役割分担

発注表の作成
媒体の作成

在庫管理、発注表、発注伝票、発注、PR媒
体、栄養教育媒体

厨房実習（大量調理）の打合せ
食材管理、納品、発注伝票、検収、保管、保
存食、出庫

厨房実習（大量調理）Ⅳ
検収、出庫、下調理、主調理、盛付け、配
膳、保存食、洗浄、残菜調査

厨房実習（大量調理）の打合せ
食材管理、納品、発注伝票、検収、保管、保
存食、出庫

厨房実習（大量調理）Ⅴ
検収、出庫、下調理、主調理、盛付け、配
膳、保存食、洗浄、残菜調査

厨房実習（大量調理）の打合せ
食材管理、納品、発注伝票、検収、保管、保
存食、出庫

厨房実習（大量調理）Ⅵ
検収、出庫、下調理、主調理、盛付け、配
膳、保存食、洗浄、残菜調査

検食簿、栄養出納表等、帳票類の作成
納品書、検食簿、栄養出納表、栄養管理報告
書、実施価格計算

マネジメント帳のまとめ
給食マネジメントの振り返
り、評価

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：「給食マネジメント実習」齋藤 貴美子　編　株式会社 学建書院

[予習・復習]

授業科目名

給食管理実習Ⅰ(313)

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有（児童福祉施設、高齢者施設、病院給食　管理栄養士）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。
人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。
社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけてい
る。

給食管理実習Ⅰ(校内実習)では、給食計画・実務論で学んだ知識をもとに、実際に給食の提供を行
い、食事の計画から給食の品質管理、大量調理の方法、調理業務の効率的運営、衛生管理のあり方な
ど、給食サービスの提供に関する技術を修得する。

[授業の概要]

実習は献立作成から大量調理の実際、供食サービス、片付け作業など給食を運営する上で必要な業務
の計画・実施・評価を担当教員の指導のもとに実習生が担当する。

[授業方法]

　実習形式で行う。実習に至るまでの学習もグループ単位で進めることが多く、各自が自主的に取り
組むことが実習の成果に大きく影響する。

２３.厨房実習打合せ・事前確認

給食計画・実務論のほか、栄養学、食品学、調理学、食品衛生学など、他の科目で学んだことを整理
し、実習に臨む。実習後は自己評価を行うとともにまとめを行う。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、実習日誌等の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

１６.後期オリエンテーション
   　食事・栄養管理計画

１７.献立計画

１８.献立計画

１９.試作

２０.調理作業計画

２１.調理作業計画・役割分担

２２.発注・出庫計画
   　栄養教育計画

　　　　　　　　参考書：「食品成分表」

２４.給食運営の実習Ⅳ

２５.厨房実習打合せ・事前確認

２６.給食運営の実習Ⅴ

２７.厨房実習打合せ・事前確認

２８.給食運営の実習Ⅵ

２９.給食作業の反省と評価

３０.給食作業の評価

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題に対してコメントを入れて返却

授業の取り組み状況（70％）、課題の提出状況（30％）

チームワークづくりの結果が成果に大きく影響するため、一人ひとりが責任をもっ
て自分の役割をはたすことが大切である。グループワークの意義を自覚し、実習に
臨んで欲しい。
学生便覧　「給食管理実習の履修等に関する規程（抄）」参照のこと。
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授業形態 授業担当者

実習 　　工藤　美奈子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 90時間（2単位） ２D／通年（後期） 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

後期実習の進め方についての説明
献立の計画

給与栄養目標量、食品構成・
食品類別荷重平均成分表

予定献立の作成 予定献立

コンピュータの活用（献立作成） 栄養計算ソフト

予定献立の試作
調理方法、調味、盛付け、色彩、調理時間、
食器、衛生・安全管理

作業指示書・工程表の作成
指示書、時間配分、人員配置、機器使用状
況、衛生・安全管理

作業指示書・工程表の作成
役割分担

役割分担

発注表の作成
媒体の作成

在庫管理、発注表、発注伝票、発注、PR媒
体、栄養教育媒体

厨房実習（大量調理）の打合せ
食材管理、納品、発注伝票、検収、保管、保
存食、出庫

厨房実習（大量調理）Ⅳ
検収、出庫、下調理、主調理、盛付け、配
膳、保存食、洗浄、残菜調査

厨房実習（大量調理）の打合せ
食材管理、納品、発注伝票、検収、保管、保
存食、出庫

厨房実習（大量調理）Ⅴ
検収、出庫、下調理、主調理、盛付け、配
膳、保存食、洗浄、残菜調査

厨房実習（大量調理）の打合せ
食材管理、納品、発注伝票、検収、保管、保
存食、出庫

厨房実習（大量調理）Ⅵ
検収、出庫、下調理、主調理、盛付け、配
膳、保存食、洗浄、残菜調査

検食簿、栄養出納表等、帳票類の作成
納品書、検食簿、栄養出納表、栄養管理報告
書、実施価格計算

マネジメント帳のまとめ
給食マネジメントの振り返
り、評価

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：「給食マネジメント実習」齋藤 貴美子　編　株式会社 学建書院

[予習・復習]

授業科目名

給食管理実習Ⅰ(313)

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有（児童福祉施設、高齢者施設、病院給食　管理栄養士）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。
人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。
社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけてい
る。

給食管理実習Ⅰ(校内実習)では、給食計画・実務論で学んだ知識をもとに、実際に給食の提供を行
い、食事の計画から給食の品質管理、大量調理の方法、調理業務の効率的運営、衛生管理のあり方な
ど、給食サービスの提供に関する技術を修得する。

[授業の概要]

実習は献立作成から大量調理の実際、供食サービス、片付け作業など給食を運営する上で必要な業務
の計画・実施・評価を担当教員の指導のもとに実習生が担当する。

[授業方法]

　実習形式で行う。実習に至るまでの学習もグループ単位で進めることが多く、各自が自主的に取り
組むことが実習の成果に大きく影響する。

２３.厨房実習打合せ・事前確認

給食計画・実務論のほか、栄養学、食品学、調理学、食品衛生学など、他の科目で学んだことを整理
し、実習に臨む。実習後は自己評価を行うとともにまとめを行う。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、実習日誌等の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

１６.後期オリエンテーション
   　食事・栄養管理計画

１７.献立計画

１８.献立計画

１９.試作

２０.調理作業計画

２１.調理作業計画・役割分担

２２.発注・出庫計画
   　栄養教育計画

　　　　　　　　参考書：「食品成分表」

２４.給食運営の実習Ⅳ

２５.厨房実習打合せ・事前確認

２６.給食運営の実習Ⅴ

２７.厨房実習打合せ・事前確認

２８.給食運営の実習Ⅵ

２９.給食作業の反省と評価

３０.給食作業の評価

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題に対してコメントを入れて返却

授業の取り組み状況（70％）、課題の提出状況（30％）

チームワークづくりの結果が成果に大きく影響するため、一人ひとりが責任をもっ
て自分の役割をはたすことが大切である。グループワークの意義を自覚し、実習に
臨んで欲しい。
学生便覧　「給食管理実習の履修等に関する規程（抄）」参照のこと。

授業形態 授業担当者
実習 中島美雪、 大島恵子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

30回 90時間(2単位) 2D／通年 必修

[授業の到達目標]

内容 学習成果（キーワード）
校外実習の心構え・目的・単位について 校外実習の意義と目的
事前準備・実習割当・校外実習票について 実習の心構えと目標

２.校外実習にむけての準備 実習先での人との関わりを学ぶ 接遇の基本
実習目標の設定とその取り組み方 実習目標への取り組み
作成の目的と作成上の注意 実習記録の内容と記入上の注意点
お礼状の書き方 敬語の使い方
病院の栄養士業務 医療人としての心構え
病院における実習とは
病院における栄養士業務と給食

実習課題指導 各施設からの課題と学び

７．特別講座～事業所編～ 事業所給食の栄養士業務 事業所の食事サービス

８．事業所実習学内集中講義 社員食堂における実習とは 食事サービス、健康づくり

実習課題指導 各施設からの課題と学び

特別養護老人ホームの栄養士業務 高齢者の食事サービス

福祉施設における実習とは 福祉施設の食事、食事形態、嚥下

実習課題指導 各施設からの課題と学び

学校の栄養士業務 学校給食の役割と食育

保育所における実習とは 保育園給食・おやつ、離乳食、
学校における実習とは 食物アレルギー、学校給食の目的

各自の実習内容と成果の報告 プレゼンテーション

前期のふり返りと今後にむけて 栄養士と栄養士業務

実習課題指導 各施設からの課題と学び

実習課題指導 各施設からの課題と学び

小中学校の給食実施基準
学校給食の献立・食育授業

実習課題指導 各施設からの課題と学び
保育園給食と栄養士業務について 保育園の給食実施基準
保育園における給食とは、給食と食育 保育園の献立・食育授業
実習課題指導 各施設からの課題と学び
事業所給食の栄養士業務について 食事サービス、栄養教育、
社員食堂での給食の位置づけ 特定健康診断・特定保健指導
実習課題指導 各施設からの課題と学び

各自の実習内容と成果の報告 プレゼンテーション

学習成果のまとめ 栄養士の専門性、技術

[受講上の注意]

１.校外実習とは

　 校外実習先からの課題

４．特別講座～病院編～

９．事業所実習生課題指導 

１１.福祉施設実習学内集中講義

参考書：「臨床栄養学」「栄養教育論」「ライフステージの栄養学」「給食計画・実務論」等の教科書。
「食品成分表」「糖尿病食事療養のための交換表」「腎臓病食品交換表」。

１７.福祉施設実習生課題指導①

１９.学校実習生課題指導①

２５.～２９．実習報告会②-⑥

３０.学習成果の確認

[学生へのフィードバック方法]　提出物に対しては添削して返却する。

[教科書・参考書]　教科書：適宜プリント資料配付。

１８.福祉施設実習生課題指導②

２４.事業所実習生課題指導 ②

２３.事業所実習生課題指導①

学校給食と栄養士業務について
学校における給食とは、給食と食育

２０.学校実習生課題指導②

２２.保育園実習生課題指導②

２１.保育園実習生課題指導①

[成績評価]　校外実習の取り組み(90％)、授業への取り組み・課題(10％)。総合的に評価する。 

実習前に行われる学内及び学外集中講義、面接、実習終了後の実習報告会など、関連する授業には積極
的に取り組むこと。配付資料はファイルに綴じ込むこと。実習先の実習受け入れ時期により、授業内容
が一部変更することもある。

１６.後期にむけての取り組み

１０.特別講義 ～福祉施設編～

１２.高齢者福祉施設実習生課題指導

１４.保育園実習学内集中講義
　　 学校実習学内集中講義

１５．実習報告会①

１３.特別講義 ～学校編～

３.校外実習記録について
　 実習先への礼状と文章作法

５.病院実習学内集中講義
入院時食事療養制度
臨床栄養、治療食、食事形態

６.病院実習生課題指導

[授業計画］　
テーマ

予習として、シラバスの確認。復習は毎回の学習成果についてまとめ、理解を深める。

[授業外学修に必要な時間]
実習にむけた事前準備、実習課題、実習報告会等の取り組みとして授業外学修が必要となる。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

[予習・復習]

　社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

給食管理実習Ⅱ(校外実習)は、本学を離れて学外の病院、小中学校、高齢者福祉施設、工場･事業所、
保育園などの実際の職場で実習を行う。学外での栄養士の指導のもと、実際の業務を行いながら給食
サービスに関する技術を修得するとともに、栄養士業務や栄養士の専門性を身につける。
[授業の概要]
時間割上の給食管理実習Ⅱ（校外実習）の時間は下記のような予定で事前および事後指導のために
使用される。校外実習前には事前指導を中心に､校外実習終了後は実習報告、事後指導等を行い、
栄養士として身につけるべき知識、技能について学ぶ。
[授業方法]
実習形式で行う。事前指導・事後指導は講義及び演習形式で行う。各自の事前学習、主体的な取り組みが実習
成果に大きく影響する。

　人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。

授業科目名
給食管理実習Ⅱ(314)

[担当教員の実務経験の有無・内容］　有　（受託会社 管理栄養士）
[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性］
　栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。
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授業形態 授業担当者

演習 小川　真里江

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（1単位） 1D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

(対面授業)学内環境の理解
ログイン，パスワード，メー
ル,授業支援サイト

(課題研究)メールの活用，授業支援サ
イトの活用

メール，授業支援サイト

(対面授業)文書の新規作成と書式設定
タイピング，文書の編集と保
存，基本的な書式設定

(課題研究)さまざまな文書の書式設定
文字・段落の書式設定，ペー
ジの設定

(対面授業)図形や表の活用
図形・表の挿入，文字の折り
返し

(課題研究)図形や表の書式設定 圧縮，トリミング

(対面授業)学習成果の確認と評価 技術確認，自己評価

(課題研究)データの入力，表の作成 テンキー，罫線

(対面授業)数式と関数を用いた演算
セルの参照，オートフィル，
SUM関数，AVERAGE関数

(課題研究)さまざまなデータを用いた
演算

数式，関数

(対面授業)グラフの作成 グラフツールの活用方法

(課題研究)グラフの書式設定 グラフの要素

(対面授業)学習成果の確認と評価 技術確認，自己評価

(課題研究)WordとExcelの相互利用
データを用いたレポートの作
成

(課題研究)学習成果の確認と評価 技術確認，自己評価

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]　教科書：授業支援サイトよりプリントを適宜配布

６.文書作成ソフト4

演習授業であるため，毎回の積み重ねが重要になる。欠席した場合は，次回の授業
のために課題を事前に確認しソフトウェアの操作等を把握しておくこと。

　　　　　　　　　参考書：必要に応じて授業時に示す

１４.学習成果のまとめ1

１５.学習成果のまとめ2

[学生へのフィードバック方法] 課題の達成度が低かった項目について，授業にて解説をおこなう。

課題(レポートを含む)提出(50％)，学習成果の確認テスト(30％)，授業の取り組み状況(20％)

９.表計算ソフト2

１０.表計算ソフト3

１１.表計算ソフト4

１２.表計算ソフト5

１３.表計算ソフト6

７.文書作成ソフト5

８.表計算ソフト1

１.ガイダンス

[授業の概要]

[授業方法]

パワーポイントやWeb上にあるレジュメ，パソコンを用いながら演習形式でおこなう。

[予習・復習]

予習は，課題実施時に支障がないようタイピング練習をしておくこと。
復習は，各回で学んだ機能について実際にPCを操作しながら確認すること。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において，約15時間の授業外学修が必要となる。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

この授業は，学生生活あるいは卒業後の社会生活に最低限必要なICTリテラシー能力の育成を目指
し，情報の収集とその情報を自分なりの表現で加工し伝達するための道具としてオフィス系アプリ
ケーションを活用できる力を養う。

２.学内環境の活用

３.文書作成ソフト1

４.文書作成ソフト2

５.文書作成ソフト3

・文書作成ソフトを使い，レポートを作成することができる。
・表計算ソフトを使い，集計および表やグラフを作成することができる。
・文書作成ソフトおよび表計算ソフトを相互に活用し，他者にわかりやすく情報を伝えることができる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し，教養，コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

情報機器演習(220)
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授業形態 授業担当者

演習 小川　真里江

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（1単位） 1D／後期 必修

 無

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

(対面授業)学内環境の利用状況とツールの確
認

授業支援サイト，Photoshop
Elements，Excelの復習

(課題研究)ExcelとWordの相互利用 Excel，Word

(対面授業)Photoshop Elementsの基本操作
(1)

画像の補正と合成，サイズ補
正

(課題研究)Photoshop Elementsの基本操作
(2)

レイヤー，アート効果，文字
加工

(対面授業)Photoshop Elementsの基本操作
(3)

データの取り込み，文字加
工，著作権

(課題研究)発表に向けた企画書の作成
Photoshop ElementsとWordの
利用

(対面授業)画像の補正・加工(1) テーマに合わせた画像の収集

(課題研究)画像の補正・加工(2) 発表に向けた画像の整理

(対面授業)画像の補正・加工(3) 発表に向けた画像の編集

(課題研究)PowerPointの基本操作 新規スライド作成，書式設定

(対面授業)さまざまな機能を利用した
スライド作成

SmartArt，図・画像の編集

(課題研究)プレゼン資料の作成
アニメーション・画面の切り
替え効果

(対面授業)プレゼン資料の完成 発表の準備

(課題研究)学習成果の確認と評価(1) 発表，相互評価

(課題研究)学習成果の確認と評価(2) 技術確認，自己評価

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]　教科書：授業支援サイトよりプリントを適宜配布

テーマ

[授業の概要]

[授業方法]

パワーポイントやWeb上にあるレジュメ，パソコンを用いながら演習形式でおこなう。また，作品の
相互評価をおこなうなど体験学習を取り入れる。

[予習・復習]

予習は，授業計画にあるPC用語をWeb等で確認しておく。
復習は，各回で学んだ機能について実際にPCを操作しながら確認すること。

・画像処理ソフトを使い，画像の加工や修正することができる。
・プレゼンテーションソフトを活用し，他者にわかりやすい資料を作成することができる。
・画像処理ソフトおよびプレゼンテーションソフトを統合的に活用できると共に，効果的なプレゼンができる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容]

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し，教養，コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

栄養マルチメディア演習(221)

この授業は，専門的な知識をわかりやすく他者に伝えることを目的に，画像処理ソフトを用いた視
覚的な情報の表現ができること，および，加工したコンテンツとPowerPointを用いて効果的なプレ
ゼンテーションができる力を養う。

１３.プレゼンテーションソフト4

３.画像処理ソフト1

４.画像処理ソフト2

５.画像処理ソフト3

６.企画書の作成

７.画像処理ソフト4

８.画像処理ソフト5

９.画像処理ソフト6

１０.プレゼンテーションソフト1

１１.プレゼンテーションソフト2

１２.プレゼンテーションソフト3

２.Excel・Wordの復習

１.ガイダンス

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において，約15時間の授業外学修が必要となる。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

演習授業であるため，毎回の積み重ねが重要になる。欠席した場合は，次回の授業
のために課題を事前に確認しソフトウェアの操作等を把握しておくこと。
また，課題(レポートを含む)は，指定された期限までに必ず提出すること。

　　　　　　　　　参考書：必要に応じて授業時に示す

１４.学習成果のまとめ1

１５.学習成果のまとめ2

[学生へのフィードバック方法]

課題(レポートを含む)提出(50％)，発表(30％)，授業の取り組み状況(20％)

課題の達成度が低かった項目について，授業にて解説をおこなう。
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授業形態 授業担当者

講義 浜守　杏奈

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 2D／後期 選択必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

食に関わる仕事について、基本理念 おいしさ、おもてなし

食情景の歴史
世界と日本の食事の文化・
歴史

食のアメニティ、日常食、行事食 献立立案、行事食と通過儀礼

テーブルコーディネートの基本 ６Ｗ１Ｈ、食卓計画

イメージの分類、色彩と分類 ＴＡＬＫ、配色、イメージ

フードコーディネートの実際（外部講師）
フードコーディネートの現場
を知る

テーブルセッティングの方法
セッティングの構成要素

洋、和、中国他のテーブル、
リネン、食具

洋食器、和食器、中国食器、銘柄 食器の種類、特徴、用途

テーブルを飾るもの
センターピース、フィギュ
ア、花

日本料理、西洋料理、中国料理 盛りつけの基本

トータルコーディネート 行事、イベント、パーティー

西洋料理、日本料理、中国料理、韓国料理 セッティング、マナー

各自テーブルコーディネートを考える プランニング、スケッチ

ティーパーティの演出 器、カトラリー、色、演出

１５.コーディネート演習② ティーパーティコーディネートの実践 学習成果

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：食卓のコーディネート（基礎）

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容]  無　　

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

フードコーディネート(323)

フードコーディネートとは何かを学び、食のプロフェッショナルとして今後活躍するためにも

講義・演習を通じて知識や感性を高め、コーディネート能力を身につけることができる。

１.コーディネートとは

[授業の概要]

[授業方法]

講義形式の授業と、演習を取り入れながらコーディネートの実際を学ぶ。

[予習・復習]

幅広く学ぶことが多いため、資料を必ず読んで、語句の意味調べなども事前に行う。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

食生活における食物・食器・食空間・テーブルウェア・食事マナーを通して、「おいしさ」

「楽しさ」「美しさ」をどのように演出しコーディネートするかについて学ぶ。

１３.テーブルコーディネートの
デザイン

２.食事の文化・歴史

３.食事の計画

４.食卓構成の基本①

５.食卓構成の基本②

６.テーブルセッティング①

７.テーブルセッティング②

８.テーブルセッティング③

９.テーブルセッティング④

１０.料理の盛り付け

１１.食空間の演出

１２.配膳と食卓のマナー

フードコーディネート領域の知識や能力は、食に関わる場面で日常からフォーマ
ル、仕事まで幅広く必要なため、興味を持って積極的に受講し、演習に参加をして
ほしい。

１４.コーディネート演習①

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題に対して添削し返却する

授業の取り組み状況（10％）、レポート（30％）定期試験（40％）、実技試験（20％）
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授業形態 授業担当者

演習 食物栄養学科教員

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) D／7月－9月 選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

目的、内容 インターンシップ

実務研修先と研修内容 社会人基礎力

実習先の確定、ビジネスマナー

研修記録の目的と書き方、報告書の書き方

事前指導、受入依頼、事前訪問

実地研修（３～５日間）

研修報告書の仕上げ、提出、報告会

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：資料配付

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

授業科目名

インターンシップ演習(223)

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　（実地研修先施設　指導担当栄養士他）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

２．本演習の進め方

この演習では次のような項目を目的として計画・実施する。
１）ビジネスマナーや一般常識・専門知識を得る。
２）実習先企業の知識や業界知識を得ることで社会の仕組みを知る。
３）実際の実習・研修を通して適切な職業選択ができるようになる。

[授業の概要]

インターンシップとは、「学生が企業等で実習・研修的な就業体験をする」ことである。若者の勤労意識を高
めたり、企業と学生間のミスマッチを防ぐ目的でインターンシップという考えが導入されるようになり、多く
の大学でその制度がカリキュラムとして採用されている。インターンシップの実習そのものは３～５日間とい
う短期間だが、そこに至るまでの事前講義、また実際の就業体験を通して、自分を見つめ、「働く」ことの意
義をつかむ。そして自分の進路に結びつける。

[授業方法]

事前指導及び事後指導は講義・演習形式。実地研修は３～５日間行う。

[予習・復習]

自ら積極的な参加をすることにより、手続きに関すること、事前の企業研究などを行う。研修中は現場での指
示に従い研修成果をあげる努力をする。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となる。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

１．インターンシップ演習

３．学内オリエンテーション
研修目標、面接対応

４．学内オリエンテーション

５．学外オリエンテーション

参加受講者へ詳細指示６～１４．実地研修

１５.まとめと報告、お礼状

[学生へのフィードバック方法] 質問等には適宜担当教員が受け付ける

事前の学内説明会、学内・学外オリエンテーション、課題提出、研修先からの評価、研修報
告書をもとに単位認定をする。

詳細な日程や情報は適宜学内に掲示する。企業等での研修は夏期休暇中の３～５日間を予定。
研修先については事前に相談、受け入れ先企業の承諾を得て決定する。
研修内容については受け入れ先企業と調整を行うが基本的には受け入れ先の企画内容となる。
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授業形態 授業担当者

演習 　　食物栄養学科教員

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 60時間（2単位） 2D／通年 選択必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：各研究室の指導教員による。

卒研ゼミナールは、教員のもとで、自ら興味や関心を持ったテーマについて１年間研究を行い、「自ら考
える力を持った栄養士｣となることを目標とする。研究を通して幅広い見識と技術を磨くことを目的とす
る。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

　  栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

卒業研究ゼミナール(319)

１～３．研究テーマ、目的、方
法、年間計画等

[授業の概要]

[授業方法]

演習形式。最後にまとめとして卒業研究発表会を行う。

[予習・復習]

年間スケジュールにそって、自ら計画し実施する。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

各研究室の指導方法による。
〇医学・生理学研究室
ヒトにおける摂食・嚥下機能、消化管運動、食後の眠気、内臓脂肪と動脈硬化の関連などについて、表面筋電図、胃電図、脳波、
脈波など生理学的指標を用いて評価検討する研究を行う。
○食品学研究室
食品成分の分析調査、食品加工及び製品開発、エコ活動の推進とそれに伴う行動変容などに関連するテーマに取り組んでいる。そ
の他、希望する課題があれば前向きに検討する。
○生理学研究室
香気物質が人体にもたらす作用について、生理面、心理面や作業・学習への影響を検討する。においが持つ様々な側面のうち、特
に興味深いテーマを選んで研究を進める。
○栄養指導研究室
食育や給食など、栄養士が活躍する場に関連する様々なキーワードの中から関心のあるものを選び、各々のテーマに基づき研究す
る。
〇フードデザイン研究室
フルーツカッティング・カービング、アイシングクッキー、スイーツなど、食物アレルギーや栄養面などの視点から栄養士として
活用できるレシピを研究する。
○調理学研究室
調理にはおいしくするためのコツがある。そのコツには科学があり、食品の成分や調理性が関係している。調理に関するテーマを
１年かけて調べ、試作や実験を繰り返し、おいしく作るためのコツの科学を研究する。
○給食管理研究室
季節行事食、郷土食、食物アレルギー食、災害食、食品ロス対応レシピ等、給食に関連するテーマに基づいたメニュー提案や給食
運営を考えた研究に取り組む。

テーマごとに別に記載 テーマごとに別に記載

４～１２．個人またはｸﾞﾙｰﾌﾟで
研究･調査･実験

１３～１５．前期取り組みのま
とめ

１６.後期研究計画

１７～２５．論文作成

２６.論文修正、追加

２７.論文提出、指導

２８.発表にむけての準備

２９.リハーサル

３０.卒業研究発表会

研究テーマに対して積極的に取り組むこと。

　　　　　　　　参考書：各研究室の指導教員による。

[学生へのフィードバック方法] 研究課題に対してゼミにて解説

ゼミへの取り組み、提出論文、研究発表の評価合計（100％）
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授業形態 授業担当者

実習 石井麻美・外部講師(オムニバス)

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

12回 45時間（1単位） 1D／後期 選択必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

ジェノワーズ　フルーツロールケーキ
洋菓子作りの基本、スポンジ
生地の作り方

ショートケーキ　クッキー２種
デコレーション技術、クッ
キー生地

ヴェリーヌセゾン　タルトフリュイセック(外部講師)
フランス菓子作りの技、
凝固剤の扱い

タルトマロン　ヴェリーヌアグリュウム(外部講師) タルト生地、凝固剤の扱い

ティラミス　カントゥッチ(外部講師) イタリア菓子作りの技

トルタカプレーゼ　トルタチョコラートビアンコ
サラメディチョコラート(外部講師)

イタリア菓子作りの技
チョコレートの扱い

プチ・パン・フランセーズ(小さなフラ
ンスパン)　(外部講師)

パン生地の作り方・発酵・
成形・焼成

バターロール　ハムロール　動物パン
マヨネーズロール　(外部講師)

パン生地の作り方・発酵・
成形・焼成

季節の練り切り　栗万頭　(外部講師) 和菓子作りの技、包餡技術

季節の練り切り(果物)　(外部講師) 和菓子作りの技

ジェノワーズ実技試験

デコレーション実技試験

[成績評価]

[受講上の注意]　

高い技術の習得を目標とする。洋菓子、和菓子、パンの歴史や行事との関わりなども理解する。

洋菓子、和菓子、パンに関する分野の知識や技術を基礎から応用まで幅広く段階を踏みながら学び、

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 　有　　内容（パティシエ、パン職人、和菓子職人）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

製菓・製パン実習(222)

１.ガイダンス・洋菓子基礎

[授業の概要]

[授業方法]

毎回、授業はテーマにあわせて専門の講師がオムニバス形式で進める。講師のデモ後、実習を行う。

[予習・復習]

実習後は作り方やポイントをまとめ、写真を添付したノート作りを行う。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、レポート等の授業外学習が必要となる。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

基本的な技術や知識を理解した上で、有名店のパティシエや和菓子職人、パン職人を招き、

プロの技を学ぶ。

２.洋菓子基礎

３.フランス菓子

５.イタリア菓子

６.イタリア菓子

７.製パン

授業で学んだ技術を活かして
ショートケーキの作成に挑む

４.フランス菓子

授業の最初にデモンストレーションを行う。遅刻をしないこと。

[教科書・参考書]　毎回、レシピや資料を配布する。

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題に対して採点し返却、授業にて解説

授業の取り組み状況（30％）、実技課題（40％）、ノート・ファイル提出（30％）

※外部講師、内容の詳細に関しては９月に配布する。

８.製パン

９.和菓子

１０.和菓子

１１.実技試験(ジェノワーズ)

１２.実技試験(デコレーション)
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授業形態 授業担当者

実習 堀 理佐・外部講師（オムニバス）

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

26回 45時間(1単位) 2D／通年 必修

[担当教員の実務経験の有無]　有 　内容　調理業務従事（料理長、レストランシェフ等）

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

前期授業の目的、進め方について 実習の心構えと目標設定

プロの技を、デモンストレーションより学ぶ プロの調理のコツを学ぶ

前期の振り返り 前期のまとめ

後期授業の目的、進め方について 実習の目標設定

１８．厨房実習

１９．厨房実習

２０．厨房実習

２１．厨房実習

２２．厨房実習

２３．厨房実習

２４．厨房実習

２５. 厨房実習 プロの技を、デモンストレーションより学ぶ プロの調理のコツを学ぶ

後期、1年の振り返り 後期、1年のまとめ

[学生へのフィードバック方法]　提出したレポートに対して採点して返却する。

[成績評価]

[受講上の注意]

[教科書]　毎回、シェフのレシピを配布する。

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

テーマ

７.   厨房実習

８.   厨房実習

９ .  厨房実習

１０. 厨房実習

３.   厨房実習

１.   前期ガイダンス

２.   厨房実習

プロの技にふれ、高度な料理技
術の向上、心構えを身につける

プロの料理人が提案するメニューを指導を受け
て８０～１００食作り、本格的なランチの提供を行
う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（外部講師）

プロの技にふれ、高度な料理技
術の向上、心構えを身につける

プロの料理人が提案するメニューを指導を受け
て８０～１００食作り、本格的なランチの提供を行
う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（外部講師）

授業科目名

プロに学ぶ専門料理実習(316)

[授業方法]

[予習・復習]
事前に配布された資料を熟読し、終了後は振り返りをまとめる。

プロに学ぶ料理実習は、日本料理、西洋料理、中国料理などの分野で活躍されている高名な料理人からプロの技
を教わり、ランチの提供実習を行う。

厨房実習は、約１０名のグループごとに実習を行う。

事前指導としてレシピと工程表を配布し、説明と作業工程表作成を指導する。厨房では作業を進めながら指導を
行う。

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

[授業の概要]

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、レポート等の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

１４．後期ガイダンス

１７. 厨房実習

１５. 厨房実習

１６. 厨房実習

１３．前期まとめガイダンス

１１. 厨房実習

１２. 調理実習

４.   厨房実習

５.   厨房実習

６.   厨房実習

レポート（50％）、実習への取り組み姿勢（50％）

２６. 1年のまとめ

各回の担当教員はガイダンス時に配布する。

時間厳守、体調管理を心がけ、実習に臨むこと。
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授業形態 授業担当者

実習 堀 理佐・外部講師（オムニバス）

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

26回 45時間(1単位) 2D／通年 必修

[担当教員の実務経験の有無]　有 　内容　調理業務従事（料理長、レストランシェフ等）

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

前期授業の目的、進め方について 実習の心構えと目標設定

プロの技を、デモンストレーションより学ぶ プロの調理のコツを学ぶ

前期の振り返り 前期のまとめ

後期授業の目的、進め方について 実習の目標設定

１８．厨房実習

１９．厨房実習

２０．厨房実習

２１．厨房実習

２２．厨房実習

２３．厨房実習

２４．厨房実習

２５. 厨房実習 プロの技を、デモンストレーションより学ぶ プロの調理のコツを学ぶ

後期、1年の振り返り 後期、1年のまとめ

[学生へのフィードバック方法]　提出したレポートに対して採点して返却する。

[成績評価]

[受講上の注意]

[教科書]　毎回、シェフのレシピを配布する。

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

テーマ

７.   厨房実習

８.   厨房実習

９ .  厨房実習

１０. 厨房実習

３.   厨房実習

１.   前期ガイダンス

２.   厨房実習

プロの技にふれ、高度な料理技
術の向上、心構えを身につける

プロの料理人が提案するメニューを指導を受け
て８０～１００食作り、本格的なランチの提供を行
う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（外部講師）

プロの技にふれ、高度な料理技
術の向上、心構えを身につける

プロの料理人が提案するメニューを指導を受け
て８０～１００食作り、本格的なランチの提供を行
う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（外部講師）

授業科目名

プロに学ぶ専門料理実習(316)

[授業方法]

[予習・復習]
事前に配布された資料を熟読し、終了後は振り返りをまとめる。

プロに学ぶ料理実習は、日本料理、西洋料理、中国料理などの分野で活躍されている高名な料理人からプロの技
を教わり、ランチの提供実習を行う。

厨房実習は、約１０名のグループごとに実習を行う。

事前指導としてレシピと工程表を配布し、説明と作業工程表作成を指導する。厨房では作業を進めながら指導を
行う。

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

[授業の概要]

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、レポート等の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

１４．後期ガイダンス

１７. 厨房実習

１５. 厨房実習

１６. 厨房実習

１３．前期まとめガイダンス

１１. 厨房実習

１２. 調理実習

４.   厨房実習

５.   厨房実習

６.   厨房実習

レポート（50％）、実習への取り組み姿勢（50％）

２６. 1年のまとめ

各回の担当教員はガイダンス時に配布する。

時間厳守、体調管理を心がけ、実習に臨むこと。

授業形態 授業担当者（オムニバス）

演習 中島、浜守、堀(理）、工藤、石井

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) 2D／通年 必修

[授業の到達目標]

内容 学習成果（キーワード）
栄養士フィールドトレーニングの進め方、
ＳＬＰ～新渡戸検定～記入　　　（中島）

授業の目的、栄養士の職域、Ｓ
ＬＰ～新渡戸検定～

妊娠期・授乳期の栄養管理
「ママと赤ちゃんの栄養講座」　（中島）

妊娠期・授乳期の栄養、母乳と
人工栄養、栄養指導

今日から始める口腔ケア
「口腔ケアと歯磨き」　　　　　（中島）

口腔ケアの目的、誤嚥性肺炎

４.栄養士の専門性③
スポーツ選手の栄養管理
「一流アスリートの食事」　　　（中島）

勝負めし

５.栄養士の専門性④
災害時の食と栄養
「災害時の食事について」　　　（中島）

災害食の内容、量、保管方法

６.栄養士の専門性⑤
食物アレルギーについて
「食物アレルギーの基礎知識」①（中島）

原因食品、症状、アナフィラキ
シー、食品表示

食物アレルギーについて
「食物アレルギーの基礎知識」②（中島）

原因食品、症状、アナフィラキ
シー、食品表示

乳幼児期の栄養・食事管理
「保育園における栄養士の仕事」（中島）

乳幼児期の栄養、食育活動

学外施設見学・セミナー　　　（全教員）
築地だしセミナー、かっぱ橋道
具街散策、国立スポーツ科学セ
ンター見学等

１２.フィールド別活動③

まとめ 栄養士のフィールド、専門性

[成績評価]

[受講上の注意]　

授業科目名
栄養士フィールドトレーニング(315)

[授業方法]

[予習・復習]
予習として、シラバスの確認。復習は毎回の学習成果についてまとめ、理解を深める。

講義及び演習形式で行う。学内実習室での体験学習や学外施設の見学も予定。

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性］

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

栄養士としての専門性を深めると共に、4つのフィールド（子どもと食育、医療と福祉、フードサービス、健康
と運動）別の講義及び演習の取り組みから、栄養士の専門知識の習得と技術を身につけ、栄養士としての今後に
つなげることを目的とする。

ますます広がる栄養士の職場について理解し、求められる専門性に対応できるよう、講義及び演習や
体験を交えながら授業を進める。社会で活躍する栄養士・管理栄養士等からの最新の知見を学ぶ。

[授業の概要]

人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。

[担当教員の実務経験の有無・内容］　有（受託会社 管理栄養士 他）

１.授業を始めるにあたって

２.栄養士の専門性①

学習成果の確認（50％）、授業の取り組み・提出物（50％）
学習成果の確認、授業の取り組みなどにより総合的に評価する。

　　　　　　　　　参考書：適宜授業時に示す。

[教科書・参考書]　教科書：適宜資料配付。

栄養士としての自覚を持ち、意欲的に演習に関わること。
講師･見学先等の都合により実施時期・内容の変更あり。

4つのフィールド別（子どもと食育（石井）/
医療と福祉（工藤）/フードサービス（浜守）/健
康と運動（堀））活動

詳細別紙
※後期ガイダンス時に配付

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

[授業計画]

[学生へのフィードバック方法]　提出物に関しては添削後まとめて返却する。

１４.フィールド別活動⑤

１５.学習成果の確認

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示。外部講師について｢授業終了後｣の時間とする。

１３.フィールド別活動④

３.栄養士の専門性②

７.栄養士の専門性⑥

テーマ

８.栄養士の専門性⑦

９.学外での活動

１０.フィールド別活動①

１１.フィールド別活動②
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授業形態 授業担当者(オムニバス)

演習 　　食物栄養学科教員

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（1単位） 2D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

栄養士キャリアアップ講座の進め方、栄養士実力
認定試験について、SLP～新渡戸検定～（荒木、工
藤、関口）

講座の目的、SLP～新渡戸
検定～

解剖生理学（豊島） ＳＬＰ到達目標

生化学（関口） ＳＬＰ到達目標

栄養学総論／栄養学各論（廣瀬） ＳＬＰ到達目標

食品学総論（荒木）／食品学各論（食品加工
学を含む）（荒木）

ＳＬＰ到達目標

臨床栄養学概論（三好） ＳＬＰ到達目標

第１回栄養士実力認定模擬試験／解答・解説
（荒木、工藤）

過去問、課題、自己分析、目
標

栄養指導論（中島）／公衆栄養学
（堀）

ＳＬＰ到達目標

公衆衛生学（伊藤）／食品衛生学（伊
藤）

ＳＬＰ到達目標

給食管理論（工藤）／調理学（堀） ＳＬＰ到達目標

第２回栄養士実力認定模擬試験／解答・解説
（荒木、工藤）

過去問、課題、自己分析、目
標

第３回栄養士実力認定模擬試験（荒木、工
藤）

課題、自己分析、目標

第３回栄養士実力認定模擬試験／解答・解
説・直前対策（中島、堀、廣瀬、荒木、関
口）

結果、課題、対策

申請に向けての準備①（荒木、工藤、
関口）

住民票、申請書

申請に向けての準備 ②、まとめ（荒
木、工藤、関口）

[成績評価]

[受講上の注意]　

提示された問題に対して授業にて解説

栄養士実力認定試験（60％）、授業の取り組み状況（40％）

[教科書・参考書]参考書：「2021年版 栄養士実力認定試験過去問題集」(一社)全国栄養士養成施設協会 編

１３.栄養士実力認定試験対策講座

１２.栄養士実力認定試験対策講座

栄養士実力認定試験については、A評価ないしB評価が単位取得の基準となる。

１４.栄養士免許申請について

１５.学習成果のまとめ

[学生へのフィードバック方法]

１.講座を始めるにあたって

７.栄養士実力認定試験対策講座

８.栄養士実力認定試験対策講座

９.栄養士実力認定試験対策講座

１０.栄養士実力認定試験対策講座

１１.栄養士実力認定試験対策講座

２.栄養士実力認定試験対策講座

３.栄養士実力認定試験対策講座

４.栄養士実力認定試験対策講座

５.栄養士実力認定試験対策講座

６.栄養士実力認定試験対策講座

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

１年次に学習した教科の復習とともに、栄養士実力認定試験の対策講座とする。

栄養士としての専門性をみがき、栄養士実力認定試験でのＡ判定を目標とする。各教科の到達目標
は、Student　Life　Plan（SLP）～新渡戸検定～に記載されている。

[授業の概要]

[授業方法]

一部講義形式で行うが、問題を解く演習を多く取り入れ、問題と解説の繰り返しにより、知識を深
める。

[予習・復習]

予習として、シラバスの確認と１年次に学習した教科の見直しをする。
復習として、毎回の学習成果についてまとめ、理解を深める。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。
人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。

栄養士キャリアアップ講座(321)
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授業形態 授業担当者(オムニバス)

演習 　　食物栄養学科教員

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（1単位） 2D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

栄養士キャリアアップ講座の進め方、栄養士実力
認定試験について、SLP～新渡戸検定～（荒木、工
藤、関口）

講座の目的、SLP～新渡戸
検定～

解剖生理学（豊島） ＳＬＰ到達目標

生化学（関口） ＳＬＰ到達目標

栄養学総論／栄養学各論（廣瀬） ＳＬＰ到達目標

食品学総論（荒木）／食品学各論（食品加工
学を含む）（荒木）

ＳＬＰ到達目標

臨床栄養学概論（三好） ＳＬＰ到達目標

第１回栄養士実力認定模擬試験／解答・解説
（荒木、工藤）

過去問、課題、自己分析、目
標

栄養指導論（中島）／公衆栄養学
（堀）

ＳＬＰ到達目標

公衆衛生学（伊藤）／食品衛生学（伊
藤）

ＳＬＰ到達目標

給食管理論（工藤）／調理学（堀） ＳＬＰ到達目標

第２回栄養士実力認定模擬試験／解答・解説
（荒木、工藤）

過去問、課題、自己分析、目
標

第３回栄養士実力認定模擬試験（荒木、工
藤）

課題、自己分析、目標

第３回栄養士実力認定模擬試験／解答・解
説・直前対策（中島、堀、廣瀬、荒木、関
口）

結果、課題、対策

申請に向けての準備①（荒木、工藤、
関口）

住民票、申請書

申請に向けての準備 ②、まとめ（荒
木、工藤、関口）

[成績評価]

[受講上の注意]　

提示された問題に対して授業にて解説

栄養士実力認定試験（60％）、授業の取り組み状況（40％）

[教科書・参考書]参考書：「2021年版 栄養士実力認定試験過去問題集」(一社)全国栄養士養成施設協会 編

１３.栄養士実力認定試験対策講座

１２.栄養士実力認定試験対策講座

栄養士実力認定試験については、A評価ないしB評価が単位取得の基準となる。

１４.栄養士免許申請について

１５.学習成果のまとめ

[学生へのフィードバック方法]

１.講座を始めるにあたって

７.栄養士実力認定試験対策講座

８.栄養士実力認定試験対策講座

９.栄養士実力認定試験対策講座

１０.栄養士実力認定試験対策講座

１１.栄養士実力認定試験対策講座

２.栄養士実力認定試験対策講座

３.栄養士実力認定試験対策講座

４.栄養士実力認定試験対策講座

５.栄養士実力認定試験対策講座

６.栄養士実力認定試験対策講座

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

１年次に学習した教科の復習とともに、栄養士実力認定試験の対策講座とする。

栄養士としての専門性をみがき、栄養士実力認定試験でのＡ判定を目標とする。各教科の到達目標
は、Student　Life　Plan（SLP）～新渡戸検定～に記載されている。

[授業の概要]

[授業方法]

一部講義形式で行うが、問題を解く演習を多く取り入れ、問題と解説の繰り返しにより、知識を深
める。

[予習・復習]

予習として、シラバスの確認と１年次に学習した教科の見直しをする。
復習として、毎回の学習成果についてまとめ、理解を深める。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。
人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。

栄養士キャリアアップ講座(321)

授業形態 授業担当者

実習 冨澤　剛

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間(１単位) 2D／通年 選択必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

授業内容紹介、加工品開発・商品化に向けて想像する ６次産業

冨澤ファーム農場見学 農業の現場を知る

夏野菜植え付け 野菜が育つまでを知る

夏野菜植え付け 野菜が育つまでを知る

たまねぎ収穫 収穫の楽しさを体験する

じゃがいも収穫 収穫の楽しさを体験する

冬野菜種まき（キャベツ・ブロッコリー） 野菜が育つまでを知る

エダマメ・スイートコーン試食 とれたてを味わう

開発する加工品を決定する 売れる商品

開発する加工品のレシピを作成する 創造する

内藤とうがらしの収穫 内藤とうがらしについて知る

加工品を試作する 実用化

三鷹市農業祭または内藤とうがらしフェア見学。
※イベント中止の場合は冬野菜の収穫 地域との交流

冬野菜の炊き出し 屋外での調理ができる

学習成果の確認 通年の実習の成果を確認する

[成績評価]
[受講上の注意]　

[教科書・参考書]参考書等は授業時に示す。座学ではPPTを用いる

農業実習の際は農作業ができる服装を持参して来ること（着替え可）

１４.収穫・試食

１５.学習成果のまとめ

[学生へのフィードバック方法] 一部、コメント付きで返却

授業の取り組み状況（50％）、レポート（50％）

テーマ

農業実習や試食を通じ、農産物の旬や栽培課程を学び、その習得した知識を元に付加価値をつけた農産物加工
を行い商品開発の技能を身に付ける。
「内藤とうがらしプロジェクト」に参画し、内藤とうがらしのフードプロデュースを行う。

１３.農業実習

２.農業実習

３.農業実習

４.農業実習

５.農業実習

６.農業実習

７.農業実習

８.収穫・試食

９.試作検討

１０.レシピ作成

１２.試作実演

１１.農業実習

１.フードプロデュースについて

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、レポート等の授業外学修が必要となります。

野菜の生産現場である農業を体感し、生産までの過程を知るとともに職業に就いた際、食育につい
て考えることができる人材育成を目指し、かつ農産物の付加価値を高める加工品・商品開発し、そ
れを販売し、利益を生むことを学ぶことができる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（農業、加工品生産販売 ）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

フードプロデュース実習(318)

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

[授業の概要]

[授業方法]

グループワークを中心とした座学、プレゼンテーション、および農場実習・農業体験により学ぶ（体験中心）

[予習・復習]

加工品開発・商品化に向けて情報収集、研究、イメージを行うこと
マルシェや交流会などのイベントの案内をすることもあります。また農園の加工施設を使用するこ
とも可能。
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授業形態 授業担当者

演習 平野泰三・平野明日香

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

8回 16時間(1単位) 2D／前期 選択必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

道具について。旬のフルーツ一般的なフルーツ数
種のカッティング実技。フルーツの由来、旬、食
べ頃、保存方法などレクチャー。

「フルーツカッティング」と
は

同上
道具、フルーツの特徴につい
て

同上 刃を使いこなす

同上 刃を使いこなす

ナイフの持ち方、切り方を学ぶ。素材の違
いについて学ぶ。

ナイフについて考えて使いこ
なす

テクニックを確実にし、速度と精度を高め
る。

技術について迅速さ美しさを
目指す

基本の技術確認。 これまでの振り返り

フルーツの盛り合わせを製作。カービング
作品を添える。

出来上がりを、考えて作る

[学生へのフィードバック方法]　疑問点は一緒に考えたい。授業中、授業前後に。

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：「フルーツカッティング」平野泰三著DVD付き講談社
　　　　　　　 　　　　　　 「フルーツ＆ベジタブルカッティング」平野泰三・平野明日香共著旭屋出版

　　　　　　　　参考書：「フルーツ＆ベジタブルカッティング」平野泰三・平野明日香共作3枚組旭屋出版

各フルーツの特性を知り、美しく提供出来るようになる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（フルーツパーラー(経営)勤務経験）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

フルーツカッティング演習(317)

１．カッティングフルーツの基
礎知識を学ぶ

[授業の概要]

[授業方法]

カッティングは、フルーツの知識、由来も伝えつつデモンストレーション後、実技約60分。
カービングの回は、実技を進めつつ解説します。

[予習・復習]

予習として、テキストを読んでおいてください。　DVDを一度は観てください。
復習として、自宅でなるべくナイフを使ってください。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

基本的なカッティングテクニックを、各回２～３種類のフルーツを使用して学びます。各フルーツ
に適したカットで美しい盛り合わせを作ります。フルーツの旬、選び方、食べ頃の見分け方、保存
の方法についてレクチャーします。季節行事、祝賀の席などにもフルーツ、野菜を使って楽しんで
もらえる飾り切りまで学びます。

２.同上

３.同上

実技中心です。集中して、ケガの無いように。

学んだ内容の確認として、最終回に実技試験を行います。
実技試験（70％）、授業への取り組み状況（30％）

４.同上

５.カービング

６.カービング

７.カッテイング・カービング復習

８.実技試験
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授業形態 授業担当者

演習 平野泰三・平野明日香

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

8回 16時間(1単位) 2D／前期 選択必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

道具について。旬のフルーツ一般的なフルーツ数
種のカッティング実技。フルーツの由来、旬、食
べ頃、保存方法などレクチャー。

「フルーツカッティング」と
は

同上
道具、フルーツの特徴につい
て

同上 刃を使いこなす

同上 刃を使いこなす

ナイフの持ち方、切り方を学ぶ。素材の違
いについて学ぶ。

ナイフについて考えて使いこ
なす

テクニックを確実にし、速度と精度を高め
る。

技術について迅速さ美しさを
目指す

基本の技術確認。 これまでの振り返り

フルーツの盛り合わせを製作。カービング
作品を添える。

出来上がりを、考えて作る

[学生へのフィードバック方法]　疑問点は一緒に考えたい。授業中、授業前後に。

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：「フルーツカッティング」平野泰三著DVD付き講談社
　　　　　　　 　　　　　　 「フルーツ＆ベジタブルカッティング」平野泰三・平野明日香共著旭屋出版

　　　　　　　　参考書：「フルーツ＆ベジタブルカッティング」平野泰三・平野明日香共作3枚組旭屋出版

各フルーツの特性を知り、美しく提供出来るようになる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（フルーツパーラー(経営)勤務経験）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

フルーツカッティング演習(317)

１．カッティングフルーツの基
礎知識を学ぶ

[授業の概要]

[授業方法]

カッティングは、フルーツの知識、由来も伝えつつデモンストレーション後、実技約60分。
カービングの回は、実技を進めつつ解説します。

[予習・復習]

予習として、テキストを読んでおいてください。　DVDを一度は観てください。
復習として、自宅でなるべくナイフを使ってください。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

基本的なカッティングテクニックを、各回２～３種類のフルーツを使用して学びます。各フルーツ
に適したカットで美しい盛り合わせを作ります。フルーツの旬、選び方、食べ頃の見分け方、保存
の方法についてレクチャーします。季節行事、祝賀の席などにもフルーツ、野菜を使って楽しんで
もらえる飾り切りまで学びます。

２.同上

３.同上

実技中心です。集中して、ケガの無いように。

学んだ内容の確認として、最終回に実技試験を行います。
実技試験（70％）、授業への取り組み状況（30％）

４.同上

５.カービング

６.カービング

７.カッテイング・カービング復習

８.実技試験

授業形態 授業担当者

実習 堀　理佐

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間（1単位） 2D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

ビーフシチュー　バターライス
キャロットラペ　包丁技術の向上

圧力鍋の使い方、牛肉の調理
ブラウンソース　包丁技術

豆腐獅子頭　抄手　開口笑
豚骨スープの取り方
雲吞の作り方　揚げ菓子

秋の吹き寄せご飯　しめ卵の澄まし汁
いり鶏　　利久饅頭

秋野菜の調理
蒸し饅頭の作り方

ベーグル　豚肉のマスタード焼き
オクラソテー　紅茶のフラン

ドウ生地・ベーグルの作り方
豚肉の調理　フランについて

包子　　凉拌茄子　中国茶 ドウ生地・包子の作り方

ナン　キーマカレー
ポテトのサブジ　ラッシー

ドウ生地・ナンの作り方、イ
ンドカレーベースの作り方

ピロシキ　ボルシチ
ロシアンティー　　包丁技術の向上

ドウ生地・ピロシキの作り方、
豚肉の調理

鮮魚粥　棒々鶏　木穉肉　芝麻球
中華粥を学ぶ　前菜　炒め物
白玉粉の揚げ菓子

スップリ　クラムチャウダー
グリーンサラダ　　リーフパイ

リゾットの作り方
パイ生地の作り方と焼成

松花堂弁当、吸物 松花堂弁当、吸物の調理

火鍋子　飯　清蛋糕
火鍋子について
米粉の蒸し菓子

ローストチキン　カリフラワーのポロネー
ズ　フロランタン

丸鶏の調理　サブレ生地と
キャラメルアーモンドを学ぶ

年越しそば　おせち料理
日本の行事食
年越しと新年

春餅　焼鶏　菠菜炒粉絲　韮菜炒豆芽
蝦仁炒蛋　鶏茸栗米羹

春餅について

すまし汁・基礎技術（だしの取り方・盛り
付け、包丁技術等）

[成績評価]

　　　　　　　　　参考書：  コツと科学の調理事典

１４.中国料理

１５.実技試験

[学生へのフィードバック方法] ファイル提出、課題提出に、コメントをし返却する。

定期試験（40％）、実技試験（30％）、ファイル、授業の取り組み状況（30％）

[受講上の注意]　授業の前準備とデモンストレーションに遅刻をしないこと。知識、技術向上への意欲を持
ち、グループ内でのコミュニケーションを図りながら実習に臨むこと。

あすの健康と調理
毎回レシピや資料を配布する

[教科書・参考書] 教科書：

１３.日本料理

２.  中国料理

３.  日本料理

４.  西洋料理

５.  中国料理

６.  インド料理

７.  ロシア料理/基礎調査

８.  中国料理

９.  西洋料理

１０.日本料理

１１.中国料理

１２.西洋料理

１.  西洋料理/基礎調査

[授業の概要]

[授業方法]

師範台でのデモンストレーションを受けた後、学生は実習を行う。

[予習・復習]

実習後は作り方や要点、考察をまとめ、写真を貼付し、ファイリングしておく。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、課題等の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

日本料理、西洋料理、中国料理他世界の料理の調理操作や調理の手法を学び、実践する。

栄養士としての専門性を高めるために調理学実習Ⅲよりさらに高度な調理技術を習得し、種々の食
品の扱い方、調理操作を経験し、技術の向上を目標とする。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（健診センター、民間企業　保健指導、栄養・調理アドバイザー）

[卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性]

 栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

調理学実習Ⅳ（322）
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授業形態 授業担当者

講義演習      小山 玲子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 専攻科(児童)/前期 選択必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

保護者理解 妊娠出産子育て事情 保育者としての保護者理解

胎児から0歳児の成長と発達と生活 子どもの理解と援助の関係

子どもの生活習慣・リズム 食事、睡眠、排泄

子どもを観る、認める 子どもの理解と援助の関係

環境の変化と遊び 遊びの文化

自然とのかかわり・集団・伝承遊び 遊びの文化

絵本の必要性と選び方 絵本の選び方

おもちゃ、遊びの実践 おもちゃの選び方遊び方

施設見学 子育て支援施設　

施設見学 子育て支援施設　

保護者の不安を受け止めて 保護者と協力して

まち保育とその実践 地域、散歩、防災

まち保育の実践 地域、散歩、防災

散歩マップ作り 地域、散歩、子どもの視点

学習成果の確認と評価 散歩マップの発表

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：『育つ・つながる子育て支援』チャイルド本社　

授業科目名

子ども生活支援の理論（307）

有　内容　(公立保育園園長)

現在置かれている保護者、家庭での現状を理解した上で、子ども、保護者を援助することを学び、保
育者として、子どもの生活や遊び、地域とつながりの具体的な支援の方法を身につける。

[担当教員の実務経験の有無・内容]

1.子どもの生活を支える保護
　 者理解と子育て支援

[授業の概要]

[授業方法]　

　講義・演習・グループワーク・フィールドワーク・保育園見学・遠隔授業(ZOOM及び
　nitobefolio)、課題研究等で行う

[予習・復習]

課題について事前に調べておくこと。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

子どもの健やかな育ちを促すために子どもやその保護者に対して保育者のできる支援の方法を習得す
る。具体的には、子どもの生活の支援方法、子どもの遊びの支援方法、保護者の相談援助、保護者へ
の伝達方法など、施設見学や事例討議・ワークを行いながら実践的に学ぶ。

13.子どもの遊びと生活の連携②

2.胎児期から乳児期を知る

3.子どもの生活を支援する①

4.子どもの生活を支援する②

5.子どもの生活を支援する③

6子どもの遊びを支援する①

7子どもの遊びを支援する②

8子どもの遊びを支援する③

9. 施設見学

10.施設見学

11.保護者理解をめざした支援と
　 援助の実際

12.子どもの遊びと生活の連携①

保育現場で役立つよう受講生一人ひとりが明確な目標を持ち取り組むことを望む

　　　　　　　　参考書：　必要に応じてプリント・資料を配布

14.子どもの遊びと生活の連携③

15.学習成果のまとめ

[学生へのフィードバック方法]

課題作成・課題提出(50%)・授業への取組み(50%)によって総合的に評価する

提出課題に対してコメント記入。対面及び遠隔授業にて解説。
提出課題にコメントを記入



- 66 - - 67 -

授業形態 授業担当者

講義演習 小山 玲子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 専攻科(児童)/後期 選択必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

子どもの生活習慣・生活リズム 基本的生活習慣の自律

手作りおもちゃを作成する 手作りおもちゃ

手作りおもちゃを作成する 手作りおもちゃ

保育園での子どもの生活について
見学不可(連絡帳の書き方・クラス便り)

保育園見学

集団遊び・伝承遊びの継承 遊び文化

集団遊び・伝承遊びの継承 遊び文化

公園での遊び・遊び。 自然との関わり

保育園での子どもの生活について
見学不可(保護者会の資料作成)

保育園見学

保育園での子どもの生活・総括・考察
見学不可(保護者会の資料作成)

保育者の役割・配慮

絵本・紙芝居 絵本や紙芝居の選び方

絵本・紙芝居 絵本や紙芝居の演じ方

ドキュメンテーション作成
保護者とのコミュニケー
ション

ドキュメンテーション作成
保護者とのコミュニケー
ション

子育て支援者としての自覚と展望 支援者へのケア　協働

学習成果の確認と評価

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：必要に応じてプリント・資料を配布

授業科目名

子ども生活支援の方法（311）

有　内容　公立保育園園長

保育者として子どもの生活や遊びの具体的な支援の方法を考え実践することができる。
保護者に対する支援者としての相談活動や情報の伝え方など、具体的な方法を身につけることを目標とする。

[担当教員の実務経験の有無・内容]

1.子どもの生活を支援する①

[授業の概要]

[授業方法]　

　講義・演習・グループワーク・フィールドワーク・保育園見学・遠隔授業(ZOOM及び
　nitobefolio)、課題研究等で行う

[予習・復習]

課題について事前に調べておくこと。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

子どもの健やかな育ちを促すために子どもやその保護者に対して保育者のできる支援の方法を習得す
る。具体的には、子どもの生活の支援方法、子どもの遊びの支援方法、保護者の相談援助、保護者へ
の伝達方法など、保育園見学や事例討議・ワークを行いながら実践的に学ぶ。

13.保護者に伝える②

2.子どもの遊びを支援する①

3.子どもの遊びを支援する②

4.子どもの生活を支援する②

5.子どもの遊びを支援する③

6.子どもの遊びを支援する④

7.子どもの遊びを支援する⑤

8.子どもの生活を支援する③

9.子どもの生活を支援する④

10.子どもの遊びを支援する⑥

11.子どもの遊びを支援する⑦

12.保護者に伝える①

保育現場で役立つよう受講生一人ひとりが明確な目標を持ち取り組むことを望む

　　　　　　　　参考書：授業内で示す

14.子育て支援者として

15.学習成果のまとめ

[学生へのフィードバック方法]

課題作成・課題提出(50%)・授業への取組み(50%)によって総合的に評価する

提出課題に対してコメント記入。対面及び遠隔授業にて解説。
提出課題にコメントを記入
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授業形態 授業担当者

講義演習 小笠原　忍

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 専攻科（児童）／前期 選択必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

コミュニケーションワーク
自己紹介、授業の目的と展開
の説明

行動の原理 人間行動の原理

行動の種類
条件づけ(オペラント、レス
ポンデント)

行動の増やし方・減らし方 強化、弱化、強化子、弱化子

行動の増やし方・減らし方
消去、消去バースト、分化強
化

行動の作り方
シェイピング、チェイニング、
プロンプト・フェイディング

行動の目的・意味のアセスメント 機能分析

行動の目的・意味のアセスメント 機能分析

応用行動分析学に基づいた支援法
トークン、構造化、ペアリン
グ、モデリング、SST

遊びの支援
遊びの増やし方、遊びのルー
ル理解

集団活動の支援
集団行動のモデリング、全体
指示

コミュニケーションの支援① 不適切行動への対応

コミュニケーションの支援② 「貸して」の練習

生活スキルの支援
食べ物の好き嫌い、トイレの
自立

これまでの事例の振り返り アセスメント、事例検討

[成績評価]
[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：プリントの適宜配布
　　　　　　　　参考書：参考書は授業時に示す

講義に必要のないものは机上に置かない。
本科目は他者との関わりが求められるため、積極的に取り組むこと。

１４.事例検討⑤

１５.振り返り

[学生へのフィードバック方法] 授業にて解説する。

定期試験（80％）、授業の取り組み状況（20％）

１３.事例検討④

２.臨床発達心理学とは

３.応用行動分析学①

４.応用行動分析学②

５.応用行動分析学③

６.応用行動分析学④

７.応用行動分析学⑤

８.応用行動分析学⑥

１０.事例検討①

１１.事例検討②

１２.事例検討③

９.応用行動分析学⑦

１.オリエンテーション

[授業の概要]

[授業方法]

講義・演習形式。事例分析やロールプレイによるグループワークを中心に行う。

[予習・復習]

予習：次回学習内容に関わる事項を調べる。　復習：授業内容の省察をおこなう。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

応用行動分析学の基礎的な知識と技法を修得する。
子どもの発達段階や知的レベルに応じた支援法を身につける。

応用行動分析学の基本原理を理解する。
応用行動分析学の基本原理に基づいて、具体的な支援方法を立案できる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（公認心理師）

臨床発達心理学(309)
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授業形態 授業担当者

講義演習 小笠原　忍

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 専攻科（児童）／前期 選択必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

コミュニケーションワーク
自己紹介、授業の目的と展開
の説明

行動の原理 人間行動の原理

行動の種類
条件づけ(オペラント、レス
ポンデント)

行動の増やし方・減らし方 強化、弱化、強化子、弱化子

行動の増やし方・減らし方
消去、消去バースト、分化強
化

行動の作り方
シェイピング、チェイニング、
プロンプト・フェイディング

行動の目的・意味のアセスメント 機能分析

行動の目的・意味のアセスメント 機能分析

応用行動分析学に基づいた支援法
トークン、構造化、ペアリン
グ、モデリング、SST

遊びの支援
遊びの増やし方、遊びのルー
ル理解

集団活動の支援
集団行動のモデリング、全体
指示

コミュニケーションの支援① 不適切行動への対応

コミュニケーションの支援② 「貸して」の練習

生活スキルの支援
食べ物の好き嫌い、トイレの
自立

これまでの事例の振り返り アセスメント、事例検討

[成績評価]
[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：プリントの適宜配布
　　　　　　　　参考書：参考書は授業時に示す

講義に必要のないものは机上に置かない。
本科目は他者との関わりが求められるため、積極的に取り組むこと。

１４.事例検討⑤

１５.振り返り

[学生へのフィードバック方法] 授業にて解説する。

定期試験（80％）、授業の取り組み状況（20％）

１３.事例検討④

２.臨床発達心理学とは

３.応用行動分析学①

４.応用行動分析学②

５.応用行動分析学③

６.応用行動分析学④

７.応用行動分析学⑤

８.応用行動分析学⑥

１０.事例検討①

１１.事例検討②

１２.事例検討③

９.応用行動分析学⑦

１.オリエンテーション

[授業の概要]

[授業方法]

講義・演習形式。事例分析やロールプレイによるグループワークを中心に行う。

[予習・復習]

予習：次回学習内容に関わる事項を調べる。　復習：授業内容の省察をおこなう。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

応用行動分析学の基礎的な知識と技法を修得する。
子どもの発達段階や知的レベルに応じた支援法を身につける。

応用行動分析学の基本原理を理解する。
応用行動分析学の基本原理に基づいて、具体的な支援方法を立案できる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（公認心理師）

臨床発達心理学(309)

授業形態 授業担当者

講義演習 大柴　由紀

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 専攻科（児童）／後期 選択必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

乳幼児の成長と食育、食育基本法、食育推
進基本計画

授業ガイダンス

食育計画について事例を参考に立案する 幼児期における食育計画

朝食欠食、食事バランスガイド、食の安全
基本的食生活習慣への理解を
深める

事例研究のロールプレイ 食育活動の事例①

共食の文化、子どもを取り巻く食の現状
保育所給食での地場産物利用
についての理解を深める

事例研究のロールプレイ 食育活動の事例②

国民栄養調査の現状、食の社会環境
健康寿命の延伸、日本型食生
活への理解を深める

事例研究のロールプレイ 食育活動の事例③

食品ロス、環境に配慮した農林水産
物・食品への理解

自身の食品選択基準を養う

事例研究のロールプレイ 食育活動の事例④

地域や家庭の伝統的な料理や作法の理解 「食文化」への認識を深める

事例研究のロールプレイ 食育活動の事例⑤

ディスカッション形式での評価 評価し、現場への示唆とする

ディスカッション形式での評価 評価し、現場への示唆とする

総まとめ
３年間で学んだ食育について
確認

[成績評価]

[受講上の注意]　

２．食育計画

３．家庭における食育の推進

４．幼児期における食育計画①

５．学校、保育所等における食食
育の推進

１０．幼児期における食育計画④

９．環境と調和のとれた食育の推
進

[教科書・参考書]教科書：特になし

社会での実践を踏まえた授業を予定しています。自身の食育に関する興味関心を自
主的に広げる意志をもって授業に望んで下さい。

１４．食育計画評価②

１５.重要事項の整理

[学生へのフィードバック方法] 授業にて解説

レポート50％、授業の取り組み状況50％にて評価する。

１３．食育計画評価①

１１．食文化の継承のため食育の
推進

１２．幼児期における食育計画⑤

１.幼児期の食育について

[授業の概要]

[授業方法]

授業はパワーポイント及びレジュメを使用して講義を進める。
実習・演習授業の回ではグループ討議で学生同士のディスカッションを行う。

[予習・復習]

シラバスにより学習内容を予習しておく。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

学んできた「子どもの食と栄養」の理解を深め、演習、実習でより実践に近い学習を行う。

６．幼児期における食育計画②

７．地域における食育の推進

８．幼児期における食育計画③

保育者として自分自身が食品を選ぶ選択力を身に着け、子どもや保護者をそれぞれに見合った食生活・食習慣
に導く援助ができるようになる。また食の楽しみを表現できるようになる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（ 保育園管理栄養士 ）

子どもと食育(310)
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授業担当者(オムニバス)

小山 玲子・藤田 倫子
田尻 さやか

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 専攻科(児童)／前期 選択必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 担当 学習成果（キーワード）

子育て支援について考える
小山・藤田
田尻

地域理解・保護者に基づいた
実践の理解

支援の5つのプロセスを理解する 藤田
地域理解・保護者に基づいた
実践の理解

社会の変化と子育ての変化の連動 田尻
子育て家庭の外的環境
社会の変化が及ぼす影響

現代社会が抱える子育て家庭の現状 小山
子育て家庭支援を考える多様
な要因

地域に密着した子育て支援の体験学習
小山・藤田
田尻 子育て支援の現場の把握

地域に密着した子育て支援の体験学習
小山・藤田
田尻 子育て支援の現場の把握

地域に密着した子育て支援の体験学習
小山・藤田
田尻 子育て支援の現場の把握

地域子育て支援拠点の保育士の視点
小山・藤田
田尻

保護者理解を深め保育士の役
割を知る

体験学習を活かし、子育て広場の具体
的な内容を考える

小山・藤田
田尻

子育てを支える社会資源の開
発

体験学習を活かし、子育て広場の具体
的な内容を考える

小山・藤田
田尻

子育てを支える社会資源の開
発

子育て広場開催に向けての準備
小山・藤田
田尻

多様な子育て支援の目的と内
容

子育て広場開催に向けての準備
小山・藤田
田尻

多様な子育て支援の目的と内
容

学内開催「子育て広場」
小山・藤田
田尻

専門性と社会資源を生かした
実践体験

学内開催「子育て広場」
小山・藤田
田尻

専門性と社会資源を生かした
実践体験

学内子育て広場の振り返りとまとめ
小山・藤田
田尻 活動の分析・チームワーク

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：『育つ・つながる子育て支援」チャイルド本社

現代社会は地域の子育て支援の必要性の理解が求められている。保育士として、地域理解・保護者とその子どもの理
解・具体的な支援方法を理解し、実践する力をつけることを目標とする。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　公立保育園園長　子育て支援活動

地域子育て支援の理論 (308)

授業形態

講義演習

1.子育て支援と保育士の役割

[授業の概要]

[授業方法]

講義及び校外学習から得た学びを基に学内での「子育て広場」の計画の立案と実施に向けて準備を行う
遠隔授業(ZOOM及びnitobefolio)・課題研究等を行う。

[予習・復習]

予習:配布資料・テキストの通読。子育て支援に関する報道の把握。地域の子育て支援の理解。
復習:校外学習及び授業内容の記録をまとめる

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

子ども・子育て支援新制度における地域子育て支援事業の理解を深める。子どもが健やかに育つための地域ぐるみの子
育て支援の状況を知り、支援の内容と具体的な方策と保育士の役割認識を学ぶ

13.学内子育て広場の開催

2.子育て支援と保育士の役割

3.子育て支援の歴史と課題

4.現代社会の子育て支援の実態

5.地域と連携する子育て支援の現場

6.地域と連携する子育て支援の現場

7.地域と連携する子育て支援の現場

8.子育て広場の役割

9. 学内子育て広場の計画・準備

10.学内子育て広場の計画・準備

11.学内子育て広場の準備

12.学内子育て広場の準備

授業に積極的に参加し、必ず振り返りを行うこと。

14.学内子育て広場の開催

15.振り返りと次への課題

[学生へのフィードバック方法]
　提出された課題に対してコメントを添え返却
　ニトベフォリオ等を利用し、課題提出および解答解説を行う

実習(50%)・授業の取り組み状況(30%)・課題レポート(20%)をもとに総合的に評価する。
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授業形態

講義演習

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期

15回 30時間（2単位） 専攻科(児童)／後期

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 担当 学習成果（キーワード）

地域理解・保護者・保育士の役割の重要性
小山
藤田

地域理解・保護者に基づいた
実践の理解

地域に密着した子育て支援の体験学習
小山
藤田

子育て支援の現場

子育て支援と食育 大柴 地域支援と食育基本法

家庭での食事の支援 大柴 平成27年乳幼児栄養調査

離乳食のアドバイス 大柴
授乳・離乳の支援ガイド2019
年改訂版

食物アレルギーへの対応 大柴
保育所におけるアレルギー対
応ガイドライン2019

社会教育としてのアートワークショップの
事例を知り、その可能性について考える

浅羽
社会教育の多様な場、地域、
自治体、美術館、博物館

保護者支援という位置づけでのアートワー
クショップの可能性について考える

浅羽
保護者の自己理解と子ども理
解を促す

社会教育としてのアートワークショップを
体験する

浅羽
保護者、または親子対象アー
トワークショップの現場

社会教育としてのアートワークショップの
体験から子育て支援を考える

浅羽 アートという新たな視点

発達の多様性と行動の意味を知る 井上 氷山モデル 前庭覚、固有覚

思考のクセと記憶の視点 井上
ワーキングメモリ 思考の固
さ

良き理解者、良き通訳者になる 井上
全承認 相手のも
のさし サンドイッチ法

学習成果の振り返りとまとめ
小山
藤田

反省と課題

学習成果の共有・確認と評価
小山
藤田

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：『育つ・つながる子育て支援」チャイルド本社

授業に積極的に参加し、必ず振り返りを行う。

14.学習成果のまとめ

15.学習成果の発表

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題に対してコメントを添え返却
ニトベフォリオ等を利用し、課題提出および解答解説を行う

実習(50%)・授業の取り組み状況(30%)・発表(20%)をもとに総合的に評価する。

13.特別支援と子育て支援

2.地域と連携する子育て支援

3.食育を通した子育て支援

4.食育を通した子育て支援

5.食育を通した子育て支援

6.食育を通した子育て支援

7.造形活動と子育て支援

8.造形活動と子育て支援

9.造形活動と子育て支援

10.造形活動と子育て支援

11.特別支援と子育て支援

12.特別支援と子育て支援

1.子育て支援と保育士の役割

[授業の概要]

[授業方法]

体験学習を中心にディスカッション・校外学習を行う。成果発表の場を設ける。遠隔授業(ZOOM及びnitobefolio)・課題
研究等を行う。

[予習・復習]

予習:講師の示す資料・テキストの通読。子育て支援に関する報道の把握。地域の子育て支援の理解。
復習:授業配布プリント・授業内容の記録をまとめる。成果発表の資料(パワーポイント)作成。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]授業開始前および終了後、掲示板、研究室前に掲示

テーマ

食育・造形・特別支援の専門的な視点から子育て支援の具体的な方法を考え実践する。

現代社会は地域の子育て支援の必要性の理解が求められている。保育士として、地域理解・保護者と　その子どもの理
解・具体的な支援方法を理解し、実践する力をつけることを目標とする。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有（公立保育園園長　他）

地域子育て支援の方法 (312)

授業担当者 (オムニバス)
小山 玲子・藤田 倫子・大柴 由紀
浅羽 聡美・井上 綾乃

必修・選択

選択必修
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授業形態 授業担当者

講義演習 関谷　透

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 専攻科(児童)／後期 選択必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

小児保健について　　（藤森平司） 小児保健、母子保健

外傷や骨折の応急措置について
　　　　　　　　　　（西澤美穂子）

外傷、骨折

急病の応急措置について
　　　　　　　　　　（西澤美穂子）

呼吸障害、ショック症状

アナフィラキシーショックの症状と応急措
置について　　　　　　（西澤美穂子）

アナフィラキシー、運動誘発
性アナフィラキシー

保育環境の安全確保について
　　　　　　　　　　（鈴木恵美子）

保育室、保育ママ

上級救命講習

上級救命講習

交通事故や幼児誘拐などに対する安全管理
について　　　　　　　（横矢真理）

交通事故、幼児誘拐、遊具、
公園、プール

社会の変化による新たなリスクに対する安
全管理について　　　　（横矢真理）

回転ドア、シュレッダー、高
層マンション

アレルギーの原因と予防について
　　　　　　　　　　（鈴木英明）

免疫反応、アレルギー、食物
アレルギー、気管支喘息

感染症の対応について（鈴木英明） インフルエンザ、麻疹

外傷や救急疾患の対応について
　　　　　　　　　　（関谷透）

骨折、リハビリテーション、
異物誤嚥

上級救命講習

上級救命講習

講義の全体的な解説を行う（関谷透）

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：特になし

１４.小児の救命処置（４）

１５.まとめと評価

[学生へのフィードバック方法] 適宜担当教員が受け付ける

授業への取り組み状況（30％）、授業態度（20％）及びレポート（50％）などを総
合的に評価する。

１３.小児の救命処置（３）

２.小児の応急処置（１）

３.小児の応急処置（２）

４.小児の応急処置（３）

５.保育に必要な安全環境

６.小児の救命処置（１）

７.小児の救命処置（２）

８.事故や誘拐に対する安全対策

９.新しいリスクに対する安全対策

１０.小児の健康（１）
　　 小児のアレルギー疾患

１１.小児の健康（２）
　　 小児の感染症

１２.小児の健康（３）
　　 小児の外傷や救急疾患

１.小児保健の意義と目的

[授業の概要]

[授業方法]

オムニバス形式の講義と演習で行う。小児の救命処置（１）～（４）は、終了時試験合格者に東京消防庁消防
総監発行の認定証が交付される上級救命講習なので、一定期間の集中講義になる予定である。

[予習・復習]

キーワードを理解するために関係書物などで事前に内容を確認しておく。講義で理解できなかった内容につい
ては質問して理解を深める。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]掲示板、研究室前に掲示

テーマ

小児の疾病に対する応急処置について解説し、救急救命法を救急救命講習で取得する。交通事故や幼児誘拐だ
けでなく社会の変化による新たなリスクに対する安全管理について解説する。病後時保育に関する知識と実践
を学習する。

小児の健康と疾病とその予防対策および子どもの事故と安全対策に関する知識を習得し、さらに小児の救急救
命法の実践的な対応を習得する。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（医師）

小児保健特講(460)
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授業形態 授業担当者

講義演習 藤田　倫子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 専攻科(児童)／後期 選択必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

表現に使われる動きや空間の意味 身体表現理論

自分自身のからだ・正しく美しい姿勢・乳幼児期のリズム
運動

姿勢・リズム運動

リズム運動の創作・動きの工夫・様々な方向や空間へのア
プローチ

リズム体操・創作・音楽理解・身体認識・空間
認知

創作したリズム運動の発表 表現力・実行力

乳児向けふれあい体操 安心安全の親子体操

いろいろな形・個人やグループでの表現 動きの創作・表現

民俗舞踊や民族舞踊の体験・踊りの持つ意味や各国の風習 民俗舞踊・民族舞踊・その国の風習

作品鑑賞・理解・制作・総合芸術にかかわる役割
表現内容の理解・舞台装置や舞台監督の役割・
表現方法・パフォーマンス向上・大道具・小道
具・音楽・音響・照明

制作作品の発表・録画 作品発表・振り返り（制作内容・役割・課題）

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：適宜参考資料を配布

manaba提出：授業到達目標に関する自己評価、感想や気づき

発表に向けての練習

復習 manaba提出：授業到達目標に関する自己評価、感想や気づき

manaba提出：授業到達目標に関する自己評価、感想や気づき

発表に向けての練習

復習 manaba提出：授業到達目標に関する自己評価、感想や気づき

manaba提出：乳児期のふれあい体操の意義と役割について調べる

予習

予習

予習

予習

15.作品発表

予習

復習

運動ができる服装を準備しておく。ピアスやネックレス等の装飾品は外し、長い髪は結ぶ。

　　　　　　　　参考書：適宜参考資料を配布

5.成果発表

[学生へのフィードバック方法] レポートや発表された創作内容に対してコメントし、解説する。

授業課題（予習復習課題の提出状況）や発表（50%）と平常点（学習意欲、受講姿勢・態度、取り組み状況含む）（50％）に
て評価を行う。

復習 manaba提出：授業到達目標に関する自己評価、感想や気づき

いろいろな形を用紙に書いてくる。

復習 manaba提出：授業到達目標に関する自己評価、感想や気づき

manaba提出：フォークダンスを1つ挙げ、国・表現内容などを調べる。

復習 manaba提出：授業到達目標に関する自己評価、感想や気づき

manaba提出：（授業内で提示する）

9.～14.ダンス制作

7.連想と表現

8.舞踊体験

6.親子体操

復習

復習

復習

予習

予習

予習

3.～4.リズム運動の創作

1.身体表現理論

2.リズム体操

manaba提出：授業到達目標に関する自己評価、感想や気づき

manaba提出：リズム運動の創作に使用する子ども向けの楽曲を選び、楽曲名・作詞作曲者・発売元などの情
報を調べる。また楽曲使用の著作権についても調べる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有（内容：公益財団法人幼児体育コーディネーター）

身体表現特講(319)

[授業方法]

幼児の身体表現についての知識を得、表現技術を学ぶ。自分たちで考え、発表する機会を通して、観察力・表現力・創作力・発信力を身につ
け、実際に保育の場で役立てられるようにしていくとともに、豊かな感性や創造性などを高めることをねらいとしている。

manaba提出：良い姿勢とはどのような姿勢か調べ、実践し、自分の全身写真を撮る。

manaba提出：授業到達目標に関する自己評価、感想や気づき

[授業の概要]

①身体を使った表現について理解を深めることができる。
②幼児の様々な表現方法を学び、保育者としての表現力を高める。
③表現遊びや創作活動を通して、豊かな感性や想像力・想像力を養うことができる。
※毎時間終了後、以下の到達目標について自己評価を行う（manaba提出）
（5段階評価を行う：５よくできた・４概ねできた・３できた・２あまりできなかった・１ほとんどできなかった）
①授業内容を理解できた。
②授業内で提示された内容について、自分なりの表現を見出し、考察をすることができた。

講義・演習形式で行う。ペアワーク・グループワーク、発表も多く取り入れる。

[予習・復習]

予習：子どもの表現あそびについて興味を持ち、創作する内容について調べておく。
復習：授業内容を振り返り、まとめておく。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ
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授業形態 授業担当者

講義演習 田尻　さやか

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 専攻科（児童）／前期 選択必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

人間関係について考える 人間関係

家庭生活、地域社会との関係 家族、近隣

教育要領、保育指針における人間関係のね
らいの理解

幼稚園教育要領、保育所保育
指針、保育要領

人間関係(集団)の発達について考える 関係

愛着形成と自我の発達 愛着、自我

遊びを通して培う社会性 遊び、社会性

危機場面のとらえ方とかかわりの可能性
けんか、いざこざ、困ったこ
と

集団の中で育つ力 喜び、達成感、共に育つ

保育者のかかわり方と役割 役割、心理劇

保育者同士の連携(環境設定) チーム保育

集団の力と個の尊重 個と集団、相即的発展

配慮と環境設定 要助児

年長児の成長とあこがれ 異年齢

家庭・学校・地域における人間関係の連携 保護者との連携

まとめと学習成果の確認

[成績評価]

[受講上の注意]　

１．保育領域「人間関係」のねらいを説明できる。
２．子どもの発達に即した関わりを説明できる。
３．社会性、共同性を育む保育士の関わりを理解して、実践できる。
４．子ども同士の関係をつなぐ保育士の重要性を理解して実践できる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（ 子育て支援活動・こども園保育補助等 ）

子どもと人間関係特講（315）

１３.異年齢の子どもの協同性

１１.個と集団の相即的発展

１２.配慮を必要とする子ども

１.人間関係とは何か

[授業の概要]

[授業方法]

講義・演習形式で行う。また、状況に応じてmanabafolio、zoomを使用した遠隔授業を実施することがある。随
時、心理劇(ロールプレイ)を行い、実際の保育場面についての洞察を深めていく。

[予習・復習]

配付資料は授業後に必ず見直しをすること。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

人間関係の重要性について理解する。具体的には１．自分の対人関係のふりかえり　２．人間の子ど
も期の対人関係の発達　３．今日の人間関係の諸問題の理解　４、保育における人間関係の理解
５．保育士としてのかかわり技法の実践を理解し、子どもの人間関係の課題と発展についての実践的
理解が深まるようにする。

６.幼児へのかかわりと援助

７.自我の発達と
   危機場面(けんかなど)

８.子ども同士のかかわり

[教科書・参考書]参考書：人間関係の理解と心理臨床/吉川晴美他/慶応義塾大学出版会/2017
　

授業で学んだことを実習に生かせるように具体的事例とあわせて理解する。

１４.家庭・園・学校・地域の
　　 人間関係の連携

１５.学習成果のまとめ

[学生へのフィードバック方法] 評価して返却し、授業内で解説する。

コメントペーパー(20％)と授業への取り組み姿勢(20％)、学習成果の確認(60％)な
どをあわせて総合的に評価する

２.現代社会における
   子どもの人間関係

３.家庭生活と地域社会

４.人間関係の発達とは

５.乳児へのかかわりと援助

１０.集団のダイナミックスと
　　 チームワーク

９.集団のダイナミックスと役割
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授業形態 授業担当者

演習 　　小山　玲子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（1単位） 専攻科(児童)／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

各自が作った手作りおもちゃの発表
乳児向けのおもちゃ
保育室の環境

乳児保育の歴史と現状
乳児保育の一般化、新制
度

食事(1)授乳・哺乳瓶の消毒 調乳・授乳・環境構成

食事(2)離乳食
　家庭・栄養士・調理職員との連携

離乳食・環境構成

[演習]離乳食　　乳児の食事・アレルギー対応 アレルギー対応

排泄・睡眠・その他の生活習慣 SIDS・トイレトレーニング

[演習]沐浴・ふれあい遊び 沐浴の留意点、着脱

視診の方法及び観察のポイント 観察の方法・記録

保育における生活環境と安全 安全対策

乳児の絵本・おもちゃ・環境構成 赤ちゃん絵本・おもちゃ

保護者対応・チームワーク 担当制・複数担任

指導計画作成の視点 保育課程・指導計画

[演習]課題発表にむけての準備 乳児保育課題の把握

[演習]課題発表 乳児保育課題の把握

乳児保育の総合的理解 保育者の専門性

[成績評価]

[受講上の注意]　

定期試験～50%　授業への取り組み・グループワーク(発表)～30%
提出物・授業時に配布するリアクションペーパーへの感想や質問～20%
学習成果の確認プリントやレポートを総合的に評価する

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

14 乳児保育の現状と課題②

15 乳児保育の現状と課題③

[学生へのフィードバック方法]
提出課題に対してコメント付きで返却、授業にて解説
ニトベフォリオを利用し、課題提出および解答解説を行う

8 健康状態の把握

9 事故防止と安全対策

10 子どもの発達にあった遊具

11 保護者対応・職員間の連携

12 指導計画

2 乳児保育の歴史と現状

3 基本的生活習慣と保育①

4 基本的生活習慣と保育②

6 基本的生活習慣と保育④

7 沐浴・ふれあい遊び

5 基本的生活習慣と保育③

[教科書・参考書]教科書：『乳児保育の基礎と実践』大学図書出版・『乳児の発達と保育・遊び
　　　　　　　　　　　　　育児』エイデル研究所・保育所保育指針・保育所保育指針解説書

・乳児の発達を理解し、保育の実践場面における具体的な援助の方法が考えられる。
・乳児保育の内容や方法、環境構成や観察・記録の方法を理解し、乳児保育の計画が作成できる
・乳児保育における保護者や関係機関との連携について理解する。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　　内容  公立保育園園長

乳児保育Ⅱ(314)

1 手作りおもちゃ・環境構成

[授業の概要]

[授業方法]

演習を中心に、講義、映像の視聴、グループワーク、発表、遠隔授業(ZOOM及びnitobefolio)課題研究等で行う

[予習・復習]

予習：前回の授業時の指示に沿って、教科書等を読む・書く・調べる・事前準備等を行う。
復習：毎回の授業時の内容を整理・確認する。理解不足や疑問点を明らかにし、調べる・質問す
　　　るなど理解を深める

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

乳児保育Ⅰで学んだことを基盤にして、さらに3歳未満児の保育に必要な保育の内容および援助につ
いての知識を深め、保育実践に必要な技能を習得する。

13 乳児保育の現状と課題①
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授業形態 授業担当者

講義演習 田尻　さやか

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択
15回 30時間（2単位） 専攻科（児童）／後期 選択必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

子どもの遊びの変遷 消えた遊び　残った遊び

遊びの記憶をたどる 遊び地図　情景

遊びの成立要素 空間・時間・仲間

年中行事について 年中行事

伝承遊びなどについて 伝承遊び

子どもを取り巻く現代文化の現状と課題 ゲーム　情報等

児童文化の意義と種類別特徴 おもちゃの世界図

保育の中の絵本とは？ 季節　興味　発達

保育の中のDVD（視聴覚教材）とは？ 扱い方　舞台

身近な素材を生かして創作 素材　動きの面白さ　工夫

ワクワクドキドキを生み出す 意外性　創作　ワクワク

体験的学びのまとめ　意見交換 独自性　対話　学びの定着

体験的学びのまとめ　意見交換 独自性　対話　学びの定着

体験的学びのまとめ　意見交換 独自性　対話　学びの定着

遊び論・児童文化論のまとめ 遊びの記憶　体験の重要性

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：指定しない。授業時には適宜資料を配布する。

１．子どもにとっての「遊び」の意義を問い、生活・遊びの豊かさにつながる多様な「児童文化」に
ついて学ぶ。
２．年中行事や伝承遊びなどの伝承文化について学び、基礎的な知識を習得する。さらに現代の子ど
もの暮らしについての理解を深める。
３．体験的学びを通して、「遊び」や「児童文化財」、「子どもの生活文化」の本質に触れる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（子育て支援活動、子ども園保育補助 ）

子どもの遊びと文化（316）

１.児童文化とは

[授業の概要]

[授業方法]

講義：資料購読・DVD視聴を通した学び。　演習：児童文化財に触れ、遊ぶ、演じる、創作するな
ど、創造的に学ぶ。

[予習・復習]

配付資料は授業後に必ず見直しをすること。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

子どもにとって遊びは、生きるということと同じ意味をもつ。園・家庭・地域の広がりの中で、子ど
もたちはどのように遊び、育っているのか、具体的事例から検討していく。伝承文化の基礎の理解・
遊びの検討をするともに、生活・遊びの豊かさにつながる「児童文化」の魅力や可能性について、体
験的に学んでいく。

１３.課題発表②（児童文化総論）

２.子ども時代への旅

３.私たちの中にある「遊び」

４.伝承文化と子ども①

５.伝承文化と子ども②

６.現代社会の文化と子ども

７.多様な児童文化

８.児童文化研究①　絵本

９.児童文化研究②　DVD

１０.児童文化創作①　おもちゃ

１１.児童文化創作②　素材で遊ぶ

１２.課題発表①（児童文化総論）

絵本、紙芝居、DVDなど、身近な児童文化に日ごろから関心を寄せていることを望む。

１４.課題発表③（児童文化総論）

１５.まとめ：遊びと児童文化

[学生へのフィードバック方法] 評価し、返却する。授業中に適宜解説する。

コメントペーパー(20％)と授業への取り組み姿勢(20％)、学習成果の確認(60％)な
どをあわせて総合的に評価する。
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授業形態 授業担当者

講義演習 川村　祥子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 専攻科（児童）／前期 選択必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

保育の現場で必要とされる音楽能力
保育の現場で必要とされる音
楽能力

領域「表現」の中の音楽、幼稚園教育要領、
保育所保育指針の中の音楽表現

幼稚園教育要領、保育所保育
指針の説明ができる

呼吸法・発声法・輪唱 正しい発声・発音

唱歌・わらべうた・童謡
わらべうた・こどもの歌成り
立ち・体験

絵本に音をつける 絵本の選び方・最適な効果音

身体で音・音楽を表現する
プラスティックアニメ
模擬保育

詩の朗読・台詞まわし 言語表現

近隣幼稚園にて発表 観る側の視点の研究

近隣の保育園にて発表
幼稚園児・保育園児の興味関
心

自己評価、ディスカッション 客観的な振り返り

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：なし

役割分担、脚本、演出、運営
配役、小道具・大道具製作、照明、
歌、身体表現などに関して、
5コマかけて制作を行う

舞台芸術の研究
音楽劇製作

積極的な受講姿勢を期待する。

　　　　　　　　参考書：随時指導する

１４.音楽劇発表および振り返り

１５.学習成果のまとめ

[学生へのフィードバック方法]
manabaを利用し、課題提出。提出された課題に対しては採点し返却
および授業にて解説を行う。

模擬保育や部分実習（10％）、創作活動（40％）、授業への取り組み（40％）、保育現場にお
ける発表（10％）などから総合的に評価する。

１３.音楽劇制作（６）及び発表

１２.音楽劇制作（５）

２.領域「表現」

３. 声楽（１）

４.声楽（２）

５.楽器の奏法

６.リトミック　模擬保育

７.言葉・日本語の魅力

８.音楽劇制作（１）

９.音楽劇制作（２）

１０.音楽劇制作（３）

１１.音楽劇制作（４）

１.オリエンテーション

[授業の概要]

[授業方法]

個別およびグループによる講義演習の授業形態である。ICT教材、視聴覚機材の利用もする。課題は
ポートフォリオ（manaba）にて出題および提出する。

[予習・復習]

創作活動においては各人の課題が異なるために期限までの完成を目指す。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

保育現場では、音楽活動は欠かせないものである。音楽活動により子どもたちは集中力・反射能力・決断力など
様々なものを養っていく。本講義では音楽表現の楽しさを知り、自身の音楽能力や感性をのばす援助をする。
様々な保育場面に対応できる音楽の表現力や指導力を身に付ける。的確な援助ができる保育者になるために必要
な音楽の基礎理論を学び、様々な編成で演奏する。創造的に表現する意欲を高め、人の心に語りかけ、気持ちの
届く楽しい音楽活動を目指す。毎時間、授業の初めに発声練習を行い、子どもの歌を１曲ずつ歌うことによって
レパートリーを広げる。授業内で取り組んだ創作音楽劇を保育現場にて発表する機会をもつ。

保育現場で歌われる歌を、自信を持って模唱すること、及び初見視唱（初めて見る楽譜を歌う）ができる。保育
現場で多く利用されるオペレッタや音楽劇の研究を行い、実際に創作を行う。最終的には保育現場において発表
することを目的とする。また、保育の中の理想的な音楽活動の計画を考え、模擬的な保育を実践できるようにな
る。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無

音楽表現の指導法(317)

授業形態 授業担当者

講義演習 田尻　さやか

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択
15回 30時間（2単位） 専攻科（児童）／後期 選択必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

子どもの遊びの変遷 消えた遊び　残った遊び

遊びの記憶をたどる 遊び地図　情景

遊びの成立要素 空間・時間・仲間

年中行事について 年中行事

伝承遊びなどについて 伝承遊び

子どもを取り巻く現代文化の現状と課題 ゲーム　情報等

児童文化の意義と種類別特徴 おもちゃの世界図

保育の中の絵本とは？ 季節　興味　発達

保育の中のDVD（視聴覚教材）とは？ 扱い方　舞台

身近な素材を生かして創作 素材　動きの面白さ　工夫

ワクワクドキドキを生み出す 意外性　創作　ワクワク

体験的学びのまとめ　意見交換 独自性　対話　学びの定着

体験的学びのまとめ　意見交換 独自性　対話　学びの定着

体験的学びのまとめ　意見交換 独自性　対話　学びの定着

遊び論・児童文化論のまとめ 遊びの記憶　体験の重要性

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：指定しない。授業時には適宜資料を配布する。

１．子どもにとっての「遊び」の意義を問い、生活・遊びの豊かさにつながる多様な「児童文化」に
ついて学ぶ。
２．年中行事や伝承遊びなどの伝承文化について学び、基礎的な知識を習得する。さらに現代の子ど
もの暮らしについての理解を深める。
３．体験的学びを通して、「遊び」や「児童文化財」、「子どもの生活文化」の本質に触れる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（子育て支援活動、子ども園保育補助 ）

子どもの遊びと文化（316）

１.児童文化とは

[授業の概要]

[授業方法]

講義：資料購読・DVD視聴を通した学び。　演習：児童文化財に触れ、遊ぶ、演じる、創作するな
ど、創造的に学ぶ。

[予習・復習]

配付資料は授業後に必ず見直しをすること。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

子どもにとって遊びは、生きるということと同じ意味をもつ。園・家庭・地域の広がりの中で、子ど
もたちはどのように遊び、育っているのか、具体的事例から検討していく。伝承文化の基礎の理解・
遊びの検討をするともに、生活・遊びの豊かさにつながる「児童文化」の魅力や可能性について、体
験的に学んでいく。

１３.課題発表②（児童文化総論）

２.子ども時代への旅

３.私たちの中にある「遊び」

４.伝承文化と子ども①

５.伝承文化と子ども②

６.現代社会の文化と子ども

７.多様な児童文化

８.児童文化研究①　絵本

９.児童文化研究②　DVD

１０.児童文化創作①　おもちゃ

１１.児童文化創作②　素材で遊ぶ

１２.課題発表①（児童文化総論）

絵本、紙芝居、DVDなど、身近な児童文化に日ごろから関心を寄せていることを望む。

１４.課題発表③（児童文化総論）

１５.まとめ：遊びと児童文化

[学生へのフィードバック方法] 評価し、返却する。授業中に適宜解説する。

コメントペーパー(20％)と授業への取り組み姿勢(20％)、学習成果の確認(60％)な
どをあわせて総合的に評価する。
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授業形態 授業担当者

講義演習 浅羽　聡美

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 専攻科（児童）／後期 選択必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

乳幼児期、ひいては人の創造的行為が何を
もたらすかを考える

自己肯定、他者理解、美意
識、創造性、社会的意義

ヒモや粘着テープなどを使い空間をつくる
現代アート、空間、安全性、
体感、共同

作品として残らない表現として、光をつく
る

ライト、陰影、反射、色彩、
自然光、空間

直接描くのとは違った表現から触発されて
制作する

凸版、モノプリント、刷る、
実験、身近なものから探す

染色ならではの素材、表現に触れ、工芸的
な表現の魅力を体感する

染料と絵具の違い、合成染料、さまざまな
布、絞り染め、直染め

６.現代アート鑑賞① 美術館に行き、現代アートに触れる
対話型鑑賞法、子ども扱いで
はない、本物に触れる、

７.現代アート鑑賞② 美術館に行き、現代アートに触れる 現代アート、展示手法

８.造形作品のつくる空間
美術館の展示空間から、壁面、照明、キャプション等が
作品と人に与える影響を考える

照明、背景、展示の意図

保育現場の実例を知り、既成の形から解放され、季節、行事の伝
統文化から、自ら感じたことを拠り所につくる

完成予想図がない、～らしいものの囚わ
れ、見栄え、保護者の評価

らくがき、野外スケッチ等、感じたことを日常的に描きとめるこ
とについて体験的に考える

遊びと表現、線と余白を感じ
る、気軽で感覚的な描画材

拾った自然素材を用いてつくる、野外なら
ではの自己の感覚の動きを大切に制作する

素材の発見、気が散ることを
肯定する

さまざまな立体素材を知り、平面とは違っ
た感覚を意識しながら制作する

自然土、石膏、加工粘土、自
然物、人工物

これまでの制作体験を踏まえ、そこにある
素材に触発され、即興的に造形する

これまでの制作体験の振り返り、答え
は自分自身の中にある

自身が考えた造形活動を発表し、互いにア
ドバイスし合う

想定を超える、未知の世界、臨機応
変、子どもを信じて任せる

グループワークによる学習成果（ポート
フォリオ）の発表と対話

他者の気付き、新しい視点、
実践への意欲

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：浅羽聡美著『保育園の表現者たち』(atlier le matin)

毎回、制作に必要な持ち物があります。忘れないように気を付けてください。 美術
館等での学外授業があり、交通費が自己負担になります。

参考書：授業中に適宜資料を配布する。

１４.造形活動の提案

１５.まとめ

[学生へのフィードバック方法]
全員の毎授業のレポートに対し、次の授業の最初に解説、アドバイ
スする。

ポートフォリオによる学習成果の確認（100％）

１３.自由に制作する

２.インスタレーションによる表現
Ⅰ

３.インスタレーションによる表現
Ⅱ

４.版画技法を用いて表現する

５.染色技法を用いて表現する

９.季節、行事にちなんだ
造形を考える

１０.自由遊びの中での造形

１１.野外で制作する

１２.立体で表現する

１.保育におけるアートの意義

[授業の概要]

[授業方法]

テーマについての講義後、作品制作。そこでの気付きをレポートし、対話を通して学び合う。

[予習・復習]

予習として、次の授業時の制作で使用する画材、素材を準備する。それを通して画材、素材に触れ、
その扱いを知る。復習として、毎授業の学習成果をポートフォリオに整理し、さらに自主的に制作し
た作品等をポートフォリオに追加する。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後

テーマ

多様な表現方法と多彩な素材を用いながら、技術の習得に偏らず、常に直感的、衝動的な自分の感覚を意識し
ながら制作する。制作のプロセスでの自分の感覚の動きや、制作後の自分と他者の作品を見て感じることを対
話形式で言語化する。自身の制作体験、現代アートを手掛かりに、子どもの自発的な表現が生まれる環境につ
いて考え、保育現場で実践できる具体的な素材や手法についての知識、技能を身に付ける。造形講師の経験を
もとに具体的事例から考える授業にする。

これまでの評価される美術教育から解放され、造形を通して自己を表現することができる。乳幼児期、ひいて
は人が造形表現する行為が何をもたらすかを理解する。技術の習得が目的ではなく、人間形成に大きく影響を
与え、より豊かな生活を営む上で必要なものとして、造形表現を捉えることができる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 　有　内容（ 幼児教育現場における造形講師 ）

造形表現の指導法(318)
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授業形態 授業担当者

実習 　　小山 玲子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

2週間 90時間（2単位） 専攻科(児童)／前期 選択必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

保育所理解

子どもの発達

指導法・計画立案

指導法・計画立案

さまざまな連携

反省と課題

[成績評価]

[受講上の注意]　

・保育実習Ⅰでの保育所実習の経験を活かし実習に積極的に取り組む。
・保育技術が向上し保育士として乳幼児に対するより適切な保育を行うことができるようになる。
・保育所の保育内容と子どもの成長や発達との関連性を理解し、実践的に保育の本質を理解する。
・職員間の連携・チームワークの重要性を理解する。
・保護者対応の仕方や保育所の地域との関わり方を具体的に理解する。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有（公立保育園園長）

保育実習Ⅱ（321）

２．子どもの発達に応じた適切な援助を行う

３．指導計画に基づいた指導方法を学び、自らの指導計画立案に活かす

５．保護者対応や地域との連携の仕方、保育者間の連携の仕方などを学ぶ

６．実習園での反省会から、実習での成果と今後の課題について学ぶ

[授業の概要]

[授業方法]

オリエンテーション、現場での実習及び巡回指導

[予習・復習]

保育実習指導Ⅱでの学習成果を生かせるように、実習前及び実習後に教科書や
ノート等を読み返し、学習した知識と技術についての再確認を行う。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、レポート等の授業外学習が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示版、研究室前に掲示

テーマ

保育実習Ⅰの経験と事後指導及び専攻科前期までの知識と技術を基礎として、実際の保育所の現場に出
て、指導担当保育士から指導を受けながら現場での実習を行う。

１．保育所の１日の流れを理解し、その流れに沿って積極的に行動する

４．指導計画を立案し、その計画をもとに責任実習を行う

実習前の準備及び実習終了後の振り返りを丁寧に行う

[学生へのフィードバック方法]
実習園巡回での助言及び実習日誌へのコメント記入等
実習終了後、個人面談で振り返りを行う

規定の日数を実習した学生に対し、実習先からの評価(80%)及び平常授業時の学習への参
加態度(20%)などをもとに総合的に判断する

[教科書・参考書]教科書『遊びが広がる保育内容のアイディア』萌文書林
　　　　　　　　　　　『幼稚園・保育園実習まるごとおたすけガイド』チャイルド社
　　　　　　　　　　　『実例でわかる実習の日誌&指導案作成マニュアル』成美堂出版
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授業形態 授業担当者

実習 C専攻教員

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

2週間 90時間(2単位) 専攻科（児童）／前期 選択必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

施設理解

利用者支援

支援計画

支援計画実施

さまざまな連携

反省と課題

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：施設実習パーフェクトガイド　守巧他　わかば社

６.実習園での反省会から、実習での成果と今後の課題について学ぶ

これまでの実習を通して学んだことや今後の課題についてふりかえりながら整理し
ておくこと。また疑問点や質問については積極的に実習担当者に声をかけ、解決す
ること。

[学生へのフィードバック方法] コメントをつけ、返却する。

規定の日数を実習した学生に対し、実習先からの評価(60％)及び平常授業時の学習
への取り組み態度(30％)や行事等への参加態度(10％)などをもとに総合的に判断す
る。

２.利用者の方々の状態に応じた適切な援助を行う

３.援助計画に基づいた援助方法を学び、計画の意義を学ぶ

４.援助計画をもとに実際に利用者への援助を行う

５.施設の意義や地域との連携の仕方、職員間の連携の仕方などを学ぶ

[授業の概要]

[授業方法]

オリエンテーション、現場での実習及び巡回指導

[予習・復習]

保育実習指導Ⅱ・Ⅲでの学習成果を活かせるように、実習前及び実習後に教科書やノート等を読み
返し、学習した知識と技術についての再確認を行う。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、レポート等の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、各教員の研究室前に掲示

テーマ

保育実習Ⅰの経験と事後指導及び専攻科前期までの知識と技術を基礎として、実際の保育所以外の
福祉現場に出て、指導担当職員から指導を受けながら現場での実習を行う。

１.施設の１日の流れを理解し、その流れに沿って積極的に行動する

保育実習Ⅰでの施設実習の経験を基礎にして、施設及び施設の機能や施設の入所児者への理解をよ
り深めることができるようになるとともに、入所児者とのよりよいかかわり方がさらなる体験を通
して身につく。また、保育実習Ⅰでは、受動的な参加実習であったが、保育実習Ⅲでは具体的な問
題意識を持ち積極的にかかわることでより実践的な実習を体験することができる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（児童養護施設指導補助、母子生活支援施設非常勤、障がい児施設心理判定員など）

保育実習Ⅲ(323)
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授業形態 授業担当者

演習 　　　小山　玲子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（1単位） 専攻科(児童)／前期 選択必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

実習事例報告・検討会
自己の実習の振り返り
他者の経験からの学び

実習の意義と目的の理解
実習課題の明確化

実習の意義
目的実習課題作成

部分実習・責任実習準備 実習のポイント、視点

部分実習・責任実習準備 実習のポイント、視点

部分実習・責任実習準備 実習のポイント、視点

部分実習指導案の作成

部分実習指導案の作成

適切なかかわり、保育実践

実習のポイント、視点

責任実習指導案の作成 実習のポイント、視点

適切なかかわり、保育実践

実習のポイント、視点

グループ内での発表を行う 適切なかかわり、保育実践

実習における諸注意 実習態度、実習課題

記録・評価表による個別指導 個別指導

[成績評価]

[受講上の注意]　

[授業の概要]

[授業方法]

講義・演習・グループワーク・発表・遠隔授業(ZOOM及びnitobefolio)・課題研究等を行う。

[予習・復習]

予習：授業時に示された課題に取り組む。
復習：毎回の授業時の内容を整理・確認する。授業内容の理解不足や疑問点を明らかにし、調べる、
質問するなどして理解を深める。

・保育実習の意義と目的を理解し、保育について総合的に学ぶ。
・実習や既習の教科の内容やその関連性を踏まえ、保育実践力が身につく。
・保育の観察、記録及び自己評価等を踏まえた保育の改善について実践や事例を通して検討できる。
・保育士の専門性と職業倫理について理解できる。
・実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、保育に対する課題や認識を明確にできる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（区立保育園園長）

保育実習指導Ⅱ（320）

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

保育実習Ⅰ(保育所）の学びをもとに、保育技術の習得を目指す。実習指導案を作成し、保育士の指導・援助のもと、部分実
習・責任実習を行い、保育士として求められる資質・能力・技術・職業倫理を習得する。保育学生としての立場だけでなく、
社会人として、専門性のある職業人としての自覚がもてるようにする。保育園園長経験をもとに責任実習の準備を丁寧に行
い、保育内容の充実と保育の質の向上についての意識が高まるよう多くの経験例から実践的教育を行う。

１.事例から学ぶ①

[教科書・参考書]教科書『遊びが広がる保育内容のアイディア』萌文書林
　　　　　　　　　　　『幼稚園・保育園実習まるごとおたすけガイド』チャイルド社
　　　　　　　　　　　『実例でわかる実習の日誌&指導案作成マニュアル』成美堂出版

１３.責任実習練習⑤

２.実習指導・実習の意義

３.実習施設における指導①

４.実習施設における指導②

５.実習施設における指導③

６.指導案の立案①

７.指導案の立案②

８.部分実習練習①

９.部分実習練習②

１０.指導案の立案③

１１.責任実習練習③

１２.責任実習練習④

全体計画に基づく具体的な
計画・実践、観察、記録、
改善

指導案に基づき集団遊びを実際に行う
　(模擬授業・保育者役になる)

指導案に基づき製作遊びを実際に行う
　(模擬授業・保育者役になる)

本授業は保育実習の一部であり、連絡なしの遅刻・欠席は認めない。提出物は提出
期限を厳守すること。成績や授業態度によっては実習に出られない場合がある

１４.実習前の心構え

１５.事後指導

[学生へのフィードバック方法]
提出された課題は添削し個別に説明・指導を行う
模擬授業に対しては授業内でコメント・助言を行う

授業への取り組み(50%)・指導案作成、発表等(50%)の内容等を合わせて総合的に評
価する

授業形態 授業担当者

実習 C専攻教員

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

2週間 90時間(2単位) 専攻科（児童）／前期 選択必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

施設理解

利用者支援

支援計画

支援計画実施

さまざまな連携

反省と課題

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：施設実習パーフェクトガイド　守巧他　わかば社

６.実習園での反省会から、実習での成果と今後の課題について学ぶ

これまでの実習を通して学んだことや今後の課題についてふりかえりながら整理し
ておくこと。また疑問点や質問については積極的に実習担当者に声をかけ、解決す
ること。

[学生へのフィードバック方法] コメントをつけ、返却する。

規定の日数を実習した学生に対し、実習先からの評価(60％)及び平常授業時の学習
への取り組み態度(30％)や行事等への参加態度(10％)などをもとに総合的に判断す
る。

２.利用者の方々の状態に応じた適切な援助を行う

３.援助計画に基づいた援助方法を学び、計画の意義を学ぶ

４.援助計画をもとに実際に利用者への援助を行う

５.施設の意義や地域との連携の仕方、職員間の連携の仕方などを学ぶ

[授業の概要]

[授業方法]

オリエンテーション、現場での実習及び巡回指導

[予習・復習]

保育実習指導Ⅱ・Ⅲでの学習成果を活かせるように、実習前及び実習後に教科書やノート等を読み
返し、学習した知識と技術についての再確認を行う。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、レポート等の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、各教員の研究室前に掲示

テーマ

保育実習Ⅰの経験と事後指導及び専攻科前期までの知識と技術を基礎として、実際の保育所以外の
福祉現場に出て、指導担当職員から指導を受けながら現場での実習を行う。

１.施設の１日の流れを理解し、その流れに沿って積極的に行動する

保育実習Ⅰでの施設実習の経験を基礎にして、施設及び施設の機能や施設の入所児者への理解をよ
り深めることができるようになるとともに、入所児者とのよりよいかかわり方がさらなる体験を通
して身につく。また、保育実習Ⅰでは、受動的な参加実習であったが、保育実習Ⅲでは具体的な問
題意識を持ち積極的にかかわることでより実践的な実習を体験することができる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（児童養護施設指導補助、母子生活支援施設非常勤、障がい児施設心理判定員など）

保育実習Ⅲ(323)
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授業形態 授業担当者

演習 田尻　さやか

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 専攻科（児童）／前期 選択必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

実習の意義と目的の理解 実習の意義、目的

福祉施設の多様な役割と機能
多様な役割、子ども・利用者
支援、倫理

利用児・者の最善の利益 適切なかかわり、保育実践

実習事例報告・検討会
自己の実習の振り返り
他者の経験からの学び

実習課題の明確化 実習課題作成

児童福祉施設の見学 児童福祉施設

ケースワーク(事例検討) 実習のポイント、視点

実習記録の振り返りと再確認① 実習記録、個別指導

実習記録の振り返りと再確認② 実習記録、個別指導

実習における諸注意 実習態度、実習課題

実習の振り返りとまとめ 自己評価

自己課題の明確化 自己課題

記録・評価表による個別指導 個別指導

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：施設実習パーフェクトガイド　守巧他　わかば社

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

[授業の概要]

[授業方法]

講義、グループワーク、演習を行う。状況をみてmanabafolio、zoomを使った遠隔授業を実施するこ
とがある。

[予習・復習]

予習：シラバスと教科書を照らし合わせ、授業時に示された課題に取り組む。
復習：毎回の授業時の内容を整理・確認する。授業内容の理解不足や疑問点を明らかにし、調べる、
質問するなどして理解を深める。

保育実習Ⅲ（福祉施設）の事前事後指導を行う。自己の保育実習Ⅰの振り返りのみならず、他者の実習体験も
共有し、福祉施設の実習に生かせるようにする。保育学生としての立場だけでなく、社会人として、専門性の
ある職業人としての自覚がもてるようにする。

・保育実習の意義と目的を理解し、保育について総合的に学ぶ。
・実習や既習の教科の内容やその関連性を踏まえ、保育実践力が身につく。
・保育の観察、記録及び自己評価等を踏まえた保育の改善について実践や事例を通して検討できる。
・保育士の専門性と職業倫理について理解できる。
・実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、保育に対する課題や認識を明確にできる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（母子生活支援施設における退所児ケアとしての学習支援）

保育実習指導Ⅲ（322）

指導案・指導計画の作成、
記録の活かし方

全体計画に基づく具体的な
計画・実践、観察、記録、
改善

１.実習指導・実習の意義

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

本授業の原則は、遅刻・欠席を認めない。提出物は提出期限を厳守すること。成績や授業態
度によっては、実習に出られない場合がある。

１２.実習前の心構え

２.実習施設の機能

３.利用児・利用者の理解

４.事例から学ぶ
(実習ⅠCのふりかえりから学ぶ)

５.実習課題について

６.実習施設の理解

７.実習施設における指導

８.生活における保育①

９.生活における保育②

１０.実習記録について①

１１.実習記録について②

１３.事後指導

１５.事後指導

[学生へのフィードバック方法] コメントをつけ、返却する。さらに授業中の討議で深める。

授業への取り組み(70％)を最も重視し、学習成果の達成度(20％)、提出物の内容(10％)等を
合わせて総合的に評価する。

１４.事後指導
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授業形態 授業担当者(オムニバス)

演習
廣川 加代子・川村 祥子
田尻 さやか・小笠原 忍

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

30回 60時間（2単位） 専攻科（児童）／通年 選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

オリエンテーション　分担（廣川） 就業力育成演習

資質・能力を発揮する（廣川・田尻） 保育現場

子どもとかかわる演習（小笠原） 先生方に学ぶ

グループ討議（小笠原・田尻） 相互交流

コミュニケーションの基本（廣川） プロセス　ノンバーバル

子どもとかかわる演習（小笠原） 自己の保育の深まり

行事を支える演習（田尻・小笠原） 先生方との協働

夏祭り（田尻・小笠原） 子どもと保護者

保育所、福祉施設等（川村・田尻） 保育の視野を広げる

カード並べ　アサーショントレーニング 的確な指示　主張的

ひろば　子育て支援（川村・田尻） 地域支援　連携

子どもとかかわる演習（小笠原） 子どもとの関係づくり

記録のまとめ　学びの整理（小笠原） 自己の記録

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：なし

直接保育現場（子ども・保護者・教職員）にかかわる演習であり、身だしなみやマ
ナーや態度に配慮する。

　　　　　　　　参考書：これまでに学んできた教科書など

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題に対して授業にて解説する。

授業の取り組み状況（80％）、レポート（20％）

30.全体のまとめ

2.自己の課題とテーマ

3～5.子ども園実技①

6.中間報告

9～11.子ども園実技②

12・13.行事の準備

14・15.行事への参加

16～21.様々な現場

22・23.かかわりを深める②

24～27.様々な現場

28・29.子ども園実技③

7・8.かかわりを深める①

1.演習の意義と目的

[授業の概要]

[授業方法]

体験学習とディスカッションで学びを深める。外部施設の参観を行う。

[予習・復習]

事前の計画・準備をしっかり行った上で保育や行事参加を行い、終了後には評価を怠らないこと。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

子ども園等での実技経験をどのようにして豊かなものにするか自己の目標を定め、子どもとの信頼関係を築い
ていく中で受講者同士のディスカッションや報告会を行い各自の就業力を高める。また、外部への見学で視野
を広げ保護者等とかかわる経験を増やす。

２年間の短期大学での学びで得た基礎力の上に、新渡戸文化学園の環境を生かした新渡戸文化子ども園を中心
とした現場経験を通して、保育者としての資質向上を目指し実践力を身に付けることができる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容]
有　　内容　(保育士・小学校教諭・中学校教諭・高等学校教諭
　　　　　　  子育て支援活動　臨床心理士・公認心理師)

就業力育成演習(325)
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授業形態 授業担当者

講義演習 小笠原　忍

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 専攻科（児童）／後期 選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

コミュニケーションワーク
自己紹介、授業の目的と
展開の説明

子どもの障害の診断と分類
知的障害、自閉症スペク
トラム障害、ADHD

子どもの障害の診断と分類 LD、DCD、愛着障害、虐待

心理検査・発達検査 PARS、WISC

心理検査・発達検査 田中ビネー、新版K式

心理検査・発達検査 バインランド、描画検査

2歳未満の発達段階と課題 2歳未満の課題と遊び

2歳の発達段階と課題 2歳の課題と遊び

3歳の発達段階と課題 3歳の課題と遊び

4歳の発達段階と課題 4歳の課題と遊び

5歳の発達段階と課題 5歳の課題と遊び

6歳以降の発達段階と課題 6歳以降の課題と遊び

障害児の特性に合わせた課題 障害児の課題と遊び

保護者の抱える問題とケア
カウンセリングマイン
ド、兄弟支援

これまでの振り返りとまとめ 事例検討

[成績評価]

[受講上の注意]　

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

子どもの発達段階や障害特性といった基本的な知識を修得する。
子どもの発達段階や知的水準に応じた見立て(アセスメント)を身につける。

[授業の概要]

[授業方法]

講義・演習形式。事例分析やロールプレイによるグループワークを中心に行う。

[予習・復習]

予習：次回学習内容に関わる事項を調べる。　復習：授業内容の省察を行う。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（公認心理師）

子どもの心理臨床（326）

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

子どもの発達段階や障害特性、関連する諸問題を理解する。

発達心理学の視点や心理検査を通して、子どもの発達に合わせた具体的な支援方法を立案できる。

１１.子どもの発達⑤

１.オリエンテーション

２.子ども臨床の基礎①

３.子ども臨床の基礎②

４.子ども臨床の基礎③

５.子ども臨床の基礎④

６.子ども臨床の基礎⑤

７.子どもの発達①

８.子どもの発達②

９.子どもの発達③

１０.子どもの発達④

[教科書・参考書]教科書：プリントの適宜配布
参考書：参考書は授業時に示す教科書：適宜配布

１２.子どもの発達⑥

定期試験（80％）、授業の取り組み状況（20％）

アクティブラーニングとします。積極的に参画すること

１３.子どもの発達⑦

１４.臨床実践

１５.まとめ

[学生へのフィードバック方法] 授業にて解説する。
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授業形態 授業担当者

講義演習 小山 玲子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 専攻科（児童）／後期 選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

おもちゃの定義、種類と分類 おもちゃ，玩具，遊び

日本のおもちゃの起源と歴史 伝承遊びの玩具,郷土玩具

世界のおもちゃ：教育思想と玩具，西欧の
玩具

フレーベル，恩物，モンテッソー
リ，教具，ドイツの玩具

木育とは、木製玩具の特徴
木と樹、木製玩具、木育，
木育玩具

東京おもちゃ美術館訪問（予定）

赤ちゃんから成人までのおもちゃと遊びを学ぶ

低年齢児の発達と遊び・おもちゃ・安全性
ラトル，STマーク・CEマーク，
誤飲防止

幼児の発達と遊び・おもちゃ
ひとり遊び，他者との遊び，
パズル，ゲーム

赤ちゃんから5歳児のおもちゃと遊びを学ぶ 保育環境・手作りおもちゃ

赤ちゃんから6歳児のおもちゃと遊びを学ぶ 保育環境・手作りおもちゃ

ごっこ遊びの楽しさとおもちゃ・配慮 ままごと、人形、手作り玩具

積み木・ブロックの楽しさと基本 基尺，並べる・積む・作る

カードゲーム，ボードゲームの楽しさと配慮
アナログゲーム，デジタルゲーム，
ボードゲーム，カードゲーム

確認問題
手作り玩具の楽しさと意義

こまでの学習の振り返り，
作る楽しさ，遊ぶ楽しさ

病気の子ども・障がいのある子ども・高齢者
とおもちゃ，遊びとおもちゃの本質

共有玩具，エイジレストイ，遊び
の楽しさ

[成績評価]

[受講上の注意]　

 [教科書・参考書] 教科書：使用しない。授業時にプリントを配布する。

[オフィスアワー]　掲示版、研究室前に掲示

テーマ

[授業の概要]

[授業方法]

講義と演習　製作・実践・グループ学習・学外学習・遠隔授業(ZOOM及びnitobefolio)、課題研究等を行う。

[予習・復習]

予習：次週の授業に必要な準備および「授業計画」の内容・キーワードについての下調べをする。（各回60分以上）
復習：プリント等を見て毎回の授業内容を振り返り、理解を深めると共に疑問点を明らかにする。（各回60分以上」）

子どもの成長・発達におけるおもちゃや遊びの必要性を理解し、知識と実践力を身につけることを目標とす
る。多様なおもちゃを知り、場に応じたおもちゃの選択・用途・扱い・遊び方などを多角的にとらえることが
できる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（公立保育園園長）

おもちゃ論(327)

14.これまでの振り返り
　　　手作り玩具

15.多様な対象者をおもちゃ
　　まとめ

[学生へのフィードバック方法]
提出プリントにコメントを記入して返却または授業時に解説のプリ
ントを配付・口頭にて解説を行う。

以下の2点を総合的に評価する。
課題レポート（50％）・　授業への取り組み（50％）

9.保育園見学①

10.保育園見学②

単なる単位の取得目的ではなく、玩具や遊びの知識と実践力を身につけたい学生の履修、および積極的
な姿勢で受講することを希望します。授業曜日・時間外の２回（２コマ続き）の学外学習に参加できる
ことを条件とします（実習等の場合には相談可）。学外学習の交通費・入場料は自己負担となります。
テーマ・内容の順序は学生のニーズ、学外学習の日程に応じて入れ替わることがあります。

おもちゃの歴史、日本および海外のおもちゃ、幼稚園・保育所・子育て支援施設・世代間交流のおもちゃを取
りあげ、解説と演習・学外学習を行う。子どもの具体的な遊びの姿を紹介し、遊びやおもちゃについての知識
と実践力を身につける。

13.アナログゲーム

2.玩具の歴史①日本

3.玩具の歴史②世界

8.子どもの発達とおもちゃ２

11.ごっこ遊びのおもちゃ

12.構成玩具

4.木育と木製玩具

7.子どもの発達とおもちゃ１

5.6.学外学習１
サイエンストイ，アナログゲーム，
手作り玩具，赤ちゃん木育広場

1.おもちゃとは

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。
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授業形態 授業担当者（オムニバス）

講義演習 廣川加代子・児玉ひろ美

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 専攻科（児童）／前期 選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

絵本の基本概念／発達に寄り添う絵本／乳
児と絵本（児玉）

読書の発達心理学／赤ちゃん
絵本／ オノマトペ

幼児・低学年・高学年と絵本（児玉）

生活絵本 観察・鑑賞絵本／
絵の効果／生活絵本／昔話絵
本／科学絵本／テーマ・メッ
セージ

赤ちゃん絵本　わらべ歌絵本（廣川） オノマトペ 　テンポ

新しい1冊を持ち寄る（廣川） 絵の効果　読み聞かせ

動物と出会う、動物に変わる（廣川） 人間の世界と動物

ポイントとコツ（児玉） 選書 準備 環境 持ち方

言葉の絵本　昔話絵本（廣川）
オノマトペ 言葉遊び／民話
伝説 神話 五大昔話

活動を丸ごと考える（廣川） 絵本から広がる遊びの世界

瀬田貞二　松井直　松岡享子（廣川） 絵本の魅力

絵本や手遊びをつなげる（廣川） 保育への視点

認識・生活絵本／科学絵本（児玉）
体験 習慣 五感／動植物 自
然 命 写真

支援の必要な子どもと絵本（児玉）
バリアフリー 多様性／しか
け絵本体験

保護者を読み聞かせに導く（廣川） 紹介する　家庭との連携

質疑応答「わたしの絵本論」（廣川）
絵本の可能性 児童文化 学び
の継続

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：『0～5歳子どもを育てる「読み聞かせ」実践ガイド』児玉ひろ美/小学館

・講師が授業のために持参する絵本は積極的に手に取り、触れること。

１４．お便りを書く

１５．まとめ

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題に対しコメンを付して返却し、授業にて解説。

授業への取り組み姿勢や演習における積極性（20％）課題提出（80％）

　　　　　　　　参考書：『昔話は残酷か』野村ひろし／東京子ども図書館　授業内で適宜紹介

１３．絵本の種類２

２．子どもの発達と絵本２

３．絵本理解を深める１

４．絵本理解を深める２

５・６．動物絵本

７．読み聞かせ

８．言葉遊びと昔話

９．絵本から遊びへ

１０．様々な「絵本論」

１１．ミニブックトーク

１２．絵本の種類１

１．子どもの発達と絵本１

[授業の概要]

[授業方法]

・講義と演習を効果的に織り交ぜる。演習は教科書を用いたグループワークが中心。
・授業終了時に提出物（時間内に記述）を課すこともある。

[予習・復習]

・演習を充実させるため、教科書の指定する部分を必ず読んだうえで授業に臨むこと。
・教科書に掲載・紹介されている絵本や授業内で紹介する絵本は、積極的に読んでおくこと。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　授業開始前および終了後、掲示板および研究室前に掲示

テーマ

・「知ることより感じることが大切」と、明確に意識をしながら、なるべく多くの絵本に触れる。
・絵本の魅力を子どもに手渡すことができるよう、体系的な絵本体験と実践的な演習を重ねる。

・自らの幼児期の絵本イメージから脱し、絵本の受容に関わる職を志す者として、絵本を再考する。
・子どもの集中や時間を埋める「手段や道具」ではなく、「文化・芸術」として絵本を認識する。
・絵本の持つ表現性・芸術性への能動的な体験により、感性を磨き、選書能力を養う。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（小学校教諭　評論・審議・読み聞かせ）

絵本論(328)
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授業形態 授業担当者

演習 廣川　加代子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

30回 60時間（2単位） 専攻科（児童）／通年 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

保育実践演習の意義と概要 課題の設定

分担部分の発表、討議 発表の仕方　質疑の仕方

課題の関心領域の発表 課題設定の理由

課題に関する文献発表 参考文献

国際子ども図書館
図書環境　国立国会図書
館

各自の発表と討議 研究の方法と目的

保育園、子育て支援施設見学 保育園　子育て支援

各自の文献講読、調査 章立て　目次

中間報告 中間的総括

内容の充実 章立ての再検討

受講者による討議 ディスカッション

プレゼンテーションの準備 レジュメ　パワーポイント

プレゼンテーションの実施 成果

受講者同士の交流 課題

研究報告書作成 省察　意見交換

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：なし

他の受講者のテーマにも関心をもちお互いに高め合う姿勢で臨むとよい。

　　　　　　　　参考書：なし

２９.発表会のふり返り

３０.まとめと報告書作成

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題に対して授業にて解説する。

授業の取り組み状況（20％）、発表（30％）、レポート（50％）

２８.発表会

２～５.文献講読

６.個人課題の設定

７.個人課題の決定

８.施設見学

９.個人課題の研究

１０.保育現場見学

１１～１４.個人研究の推進

１５.前期研究課題のまとめ

１６～２２.個人研究の推進

２３.報告会

２４～２７.発表会の準備

１.オリエンテーション

[授業の概要]

[授業方法]

演習形式を基本とする。ディスカッションやレジュメの検討を行う。

[予習・復習]

文献講読でも個別研究でも、各自の分担を事前にレポートにまとめてくることが必要となる。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

言葉にかかわって、昔話や絵本や児童文学、子どもの言葉の発達、幼児教育と小学校教育との接続
などについての研究論文を読み、各自の研究テーマを決めて仲間と高め合う。

自分の関心領域について専門的に調べてまとめ、研究成果を発表すること。そのことを通して自分
のものの見方考え方を広げ、保育観や子ども観を豊かにすること。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　　内容（小学校教諭）

保育実践演習(324)
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授業形態 授業担当者

演習 川村　祥子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

30回 60時間(2単位) 専攻科(児童）／通年 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

年間を通した活動について 課題の方向性・研究方法論

表現活動とは、話し合い 表現活動の紹介

ゼミ共通研究課題の設定 課題探求力

基礎文献購読及び表現活動 個人研究課題の確認設定

演劇・ミュージカルなどの鑑賞 総合芸術・伝統文化

基礎文献購読及び表現活動
保育者としての専門知識
基礎技能の向上・情報発信力

子どもの表現について観察 情報受信力・分析力

基礎文献購読及び表現活動 協調性

基礎文献購読及び表現活動 対話力

保育現場にて園児と表現活動 表現力・演技力

発表・ディスカッション 考察力

共同研究のまとめ・討論 課題探求力・問題解決力

自己課題進捗状況発表 先行研究や文献検索について

研究テーマレポート、反省と改善 分析力・まとめる力

発表に向けた制作・練習 協調性・対話力・演技表現力

保育現場にて園児と表現活動 表現力・演技力・観察力

プレゼンテーション、意見交換 自己課題の整理

共同研究及び個人研究 文献・資料収集・方法論

総合演習発表会準備 情報処理能力・パワーポイント

ゼミナール内発表 情報処理能力・パワーポイント

ゼミナール発表会 プレゼンテーション能力

[成績評価]

[受講上の注意]　

授業科目名

保育実践演習(324)

[予習・復習]

[授業方法]

演習の授業形態である。各自の設定した研究テーマについては、個別面談を行い、ゼミで過程成果の発表を行う。
対面とオンラインを併行する。

音楽教育研究室のゼミでは短期大学の二年間で学んだことを踏まえ、自らがテーマを設定し１年間掛けて
研究に取り組む。保育者として自ら考えて行動する姿勢と視点を身につける。

子どもは生活、そして遊びの中で多くのことを学びながら成長する。幼児への音楽教育も遊びの意義をよく考えながら
歓びを伴った創造的かつ想像的な活動から成り立つことが望ましい。本研究室は共同研究として保育園、児童館、こど
も園などに出向き、実際に子どもたちと表現活動を実施すると共に保育現場での表現活動の実践方法を探る。あそびう
たの作成や音楽劇や楽器演奏を行う。個々には教育・保育に関するすべての領域からテーマを設定し、研究を進める。
幼児のさまざまな表現や音楽表現及び音楽を通した身体表現について文献の精読、報告、討論、研究方法の習得などに
より理解を深め、グループ研究や個人研究を行う。

[授業の概要]

[担当教員の実務経験の有無・内容] 無

提出された課題に対して授業にて解説する。

研究への取り組み姿勢を(100％)と最重要視し、総合的に評価を行う。

欠席する時は、必ず連絡をすること。積極的な受講姿勢を期待する。

１５.前期研究課題のまとめ

２１.保育現場におけるパフォーマンス

２２.個人研究

２３.～２７．基礎演習 

２８.共同研究・個人研究のまとめ 

１６.個人研究 

１７.中間成果発表Ⅰ

１８.～２０．発表に向けた練習 

３０.総合演習発表会

２９.総合演習発表会準備、及び発表

[学生へのフィードバック方法]

[教科書・参考書]　随時指導する。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

授業計画のテーマに沿い、教科書を読んでおくこと。翌週までの課題を実施することにより、知識の定着を確認する。

１４.前回の発表に関するまとめ

３.基礎演習

４.基礎演習

５.表現活動について

６.～９．基礎演習

テーマ

１０.保育現場

１１.基礎演習

１.オリエンテーション

２.ゼミ共通研究課題の設定

１２.基礎演習

１３.保育現場におけるパフォーマンス
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授業形態 授業担当者

演習 　　　小山　玲子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

30回 60時間（2単位） 専攻科(児童)／通年 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

オリエンテーション・内容と概要、研
究とは

保育実践演習、実践研究

個人の研究テーマの検討 研究テーマ、研究計画

個人の研究テーマの検討研究テーマに合わせて保
育園・幼稚園・他施設の訪問等 実践の観察・現状を分析

フィールドワークの振り返り・発表 プレゼンテーション

個人の研究テーマの検討研究テーマに合わせて保
育園・幼稚園・他施設の訪問等 実践の観察・課題を分析

フィールドワークの振り返り・発表 プレゼンテーション

個別指導・演習 問題、方法、結果、考察

個人の研究テーマの検討研究テーマに合わせて保
育園・幼稚園・他施設の訪問等 実践の観察・課題を分析

個別指導・演習 問題、方法、結果、考察

研究内容の発表・意見交換 プレゼンテーション

プレゼンテーションの準備 パワーポイント・レジメ作成

発表準備・リハーサル・意見交換
プレゼンテーション
パワーポイント

研究成果の発表
プレゼンテーション
パワーポイント

発表の振り返り(省察)・研究報告書の作成① 省察、ディスカッション

研究報告書の作成② 省察、研修報告書

[成績評価]

[受講上の注意]　

２９.発表会の振り返りとまとめ

３０.まとめと報告書作成

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題に対して対面または遠隔授業でコメント・解説行う

積極的な研究への取り組み・討議(50%)、発表(40%)、研究報告書(10%)などの内容を総合的に
評価する。

[教科書・参考書]教科書：個人のテーマによって適時、紹介する。必要に応じて参考資料を配布する。

２８.保育実践演習発表会

２～３．研究計画の作成

４～５.フィールドワーク①

６.フィールドワーク①の振り返り

７～１０.フィールドワーク②

１１.フィールドワーク②の振り返
り

１２～１４.個人研究・集団研究

１５～１８．フィールドワーク③

１９～２２.個別研究

２４～２６.発表会準備

２７.発表会予行練習・準備

２３.中間発表

１.保育実践演習の意義と目的

[授業の概要]

[授業方法] 遠隔授業(ZOOM及びnitobefolio)・課題研究等を行う。

前半はフィールドワークを中心に進める。後半は各自のテーマに沿って個別指導を行う。

[予習・復習]

フィールドワークについては各自で事前学習を行い、訪問後はレポートを提出すること。各自の研
究テーマに沿って、計画的に調査や分析を進めていくこと。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

全体としては、主に「遊びと環境構成」「子どもの発達」「保育者の役割」及び「乳児保育」に関
わるテーマを取りあげる。保育施設や関連する施設への見学やボランティアを行い、実際の実践の
なかから課題を見出していく。本授業では実体験を通して保育者としての感性を高めることを重視
する。個人としては、各自の関心に基づいてテーマを設定し、調査などを通して研究を進めてい
く。

これまで学んだ保育の知識、実習およびボランティア等において習得した技能などを基礎として、
自ら課題を設定して研究を進める。保育現場等でのフィールドワークを通して、多様な背景を持つ
子どもを多面的にとらえる視点を養う。「子どもの発達」「保育環境」「遊び」を理解し、保育者
としての視野を広げる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有（公立保育園園長）

保育実践演習(324)
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授業形態 授業担当者

演習 藤田　倫子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

30回 60時間（2単位） 専攻科(児童)／通年 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

保育実践演習の意義と概要・研究方法、研究事
例の紹介

課題の設定・研究の方法

文献要旨の発表・討議・集団/個別指導 先行研究読解・検討

個人研究のテーマ設定、討議、研究レポート作
成・個別指導

課題の決定

研究レポート作成・個別指導
観察力・対話力・協調性・発言力・
PPT作成

研究レポート中間発表・討議・集団指導 中間的総括

屋内外遊戯施設や固定遊具施設での体験・調
査・調査のまとめ

観察力・対話力・協調性・発言力

個人研究・研究レポート作成・個別指導 PPT作成

プレゼンテーション練習・討議・集団指導
プレゼンテーション方法・レ
ジュメ作成

プレゼンテーション プレゼンテーション能力・対応力

研究レポート・発表PPT・発表原稿の整備・個別
指導

課題の整理・まとめ

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：適宜参考資料を配布

　　　　　　　　参考書：適宜参考資料を配布

[学生へのフィードバック方法]
提出された課題に対して、コメントを付けて返却。また、授業にて解説す
る。

授業やフィールドワーク、研究活動への積極的な取り組み姿勢（50％）、発表内容・研究成果（50％）により
総合的に評価する。

30.まとめ

5.～6.基礎演習

26.～28.基礎演習

復習

主体的に自己の課題に取り組む。

7.～14.基礎演習

15.基礎演習・前期のまとめ

16.～19.フィールドワーク

20.～25.基礎演習

予習

予習

manaba提出：施設の概要を調べ、資料作成し、manabaに提出する。

復習 manaba提出：前期に作成したレポートや資料を整理しておく。

復習 manaba提出：施設見学で調査したことをまとめ、掲示資料を作成する。

manaba提出：研究テーマやキーワードを考え、manabaに提出する。発表PPTの作成を
進める。

1.オリエンテーション

[授業の概要]

[授業方法]

manabaを活用し、予習復習を進める。授業は演習（遠隔授業、体験、見学、個別指導、グループディスカッション等）
形式で進める。

[予習・復習]

各自の研究テーマに沿って文献収集、調査、創作活動、記録を行う。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

①「幼児の運動あそびや身体表現、主に領域『健康』に関わる内容」をテーマとして、個別・グループでの活動や研究
を進めていく。
②自らの指導力や感性を高めるために、幼児体育現場や施設研修・セミナー等に参加することによって、子どもの表現
を的確にとらえ、保育者としての表現力や指導力・想像力や創造力を磨く。
③個人の研究課題に基づき、文献研究、調査、制作・創作活動を進めながら仲間との意見交換を重ね、指導助言を行っ
たうえで研究成果としてまとめていく。

①これまでの学びを基に、幼児の運動あそびや身体表現、主に領域「健康」に関わる内容について課題を設定し、研究
を進め、考察することができる。
②研究成果について分かりやすく簡潔にプレゼンテーションをし、仲間と意見交換を行いながら学びを深めることがで
きる。
③研究調査した内容をレポートにまとめることができる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有：幼児体育指導

保育実践演習(324)

予習

復習

予習 manaba提出：研究計画を立て、計画書をmanabaに提出する。

manaba提出：文献の発行年度、掲載誌などを記録しmanabaに提出する

manaba提出：研究テーマに関連する文献や書籍をプリントアウトし、要旨をまとめ、
manabaに提出する。

2.～4.基礎演習

復習 PPT作成を進める

予習 発表原稿を作成し、発表練習をする。

発表原稿やPPTの加筆修正を進める

予習 発表練習をする。

復習 manaba提出：保育実践演習発表会の振り返りをmanabaに提出する。

29.保育実践演習発表会
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授業形態 授業担当者

演習 田尻　さやか

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択
30回 60時間（2単位） 専攻科（児童）／通年 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

保育実践演習の目的と概要 1年間の見通し

①課題の設定②研究の進め方③研究の方法
の検討

課題設定、テーマ、研究方法

フィールドワークの体験などを生かし、個人研究
のテーマの見直し、研究計画、予備研究

研究目的・方法・予備研究

こども園、児童福祉施設などの見学 参加観察・課題の発見

フィールドワークの振り返り・発表・今後
に向けて

記録のまとめ、プレゼンテー
ション

個別指導 個別指導

研究内容の発表・意見交換 プレゼンテーション

個別指導 実践研究・研究の充実

研究内容の発表・意見交換 プレゼンテーション

研究の総括的まとめ、発表準備 総括的考察・発表準備

発表に向けて確認・意見交換 リハーサル・パワーポイント

研究成果の発表
プレゼンテーション・パワー
ポイント

保育実践演習のふりかえり・研究報告書の
作成①

ふりかえり、研究報告書

研究報告書の作成②、学習成果の確認 総括、研究報告書

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]

１.これまでの学びをふまえ、自分の興味・関心をきっかけに課題を持ち、それを深めることができる。
２．テーマに基づき、課題を多面的に理解し、仲間と討議しながら学びを深めることができる。
３．1年間、課題に取り組み、その成果についてまとめ、プレゼンテーションすることができる。

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（こども園保育補助、母子生活支援施設指導補助 など）

授業科目名

保育実践演習（324）

１.オリエンテーション

[授業の概要]

[授業方法]　

演習形式で進める。その他、保育体験、フィールドワーク、個別指導、グループ討議なども行う。
状況に応じてmanabafolio,zoomを使った遠隔授業を行うことがある。

[予習・復習]

各自のテーマを深めるため、文献研究、調査、インタビュー、参加観察などを行う。

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

これまでの学びを基盤として、自分の関心・課題をみつけて、文献調査やフィールドワークを行い、まとめて
いく。「子どもと人間関係」「子どもと遊び」「保育者のかかわり方」などをテーマに実践の中から課題をみ
つけ、研究をすすめていく。子どもや保育実践との出会いを通して多面的な見方が身についていくことが目指
される。

２９．これまでのふりかえり

２～４．基礎演習

７～９．フィールドワーク

１０．フィールドワークのふりか
えり

５．６．研究テーマの確認・個人
研究

１１～１４．個人研究

１５．まとめ　中間発表①

１６～２２．個人研究

２３．中間発表②

２４～２６．研究のまとめ、発表
準備

２７．保育実践発表会に向けて

２８．保育実践演習発表会

主体的な取り組みを期待します。どんな場面でも「共に育つ」ことを意識し、参加
してください。

３０．まとめ

[学生へのフィードバック方法] 授業中に適宜コメントを伝える。

積極的な取り組み姿勢(50％)、発表内容(30％)、研究成果(20％)などを総合的に評
価する。
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授業形態 授業担当者

演習 小笠原　忍

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

30回 60時間（2単位） 専攻科（児童）／通年 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

保育実践演習の概要 研究方法の紹介

研究方法、課題設定、研究事例の紹介 先行研究の紹介、収集方法

児童発達支援施設、療育施設 実践の観察・分析・課題抽出

フィールドワークの振り返りと発表、
意見交換

実践の考察・検討

個別指導 研究目的・方法・計画

各自、または集団での調査・研究 個別指導

研究内容の発表、意見交換 プレゼンテーション

各自、または集団での調査・研究 個別指導

研究内容の発表、意見交換 プレゼンテーション

各自、または集団での調査・研究 個別指導

発表準備、リハーサル
プレゼンテーション、
パワーポイント

研究成果の発表
プレゼンテーション、
パワーポイント

保育実践演習の振り返り、論文集作成① 省察、研究報告書

学習成果の確認、論文集作成② 総括、研究報告書

[成績評価]

[受講上の注意]　

[教科書・参考書]教科書：適宜配布

　　　　　　　　参考書：適宜配布

①自身の関心領域について、研究を進めることができる。
②研究成果を発表し、仲間と意見交換を行いながら学びを深めることができる。
③研究成果について論文や資料にまとめることができる。

授業科目名

[担当教員の実務経験の有無・内容] 有　内容（公認心理師）

保育実践演習（324）

[授業の概要]

[授業方法]

各自の設定した研究テーマについて調査・事例研究を行い、成果の発表を行う。

[予習・復習]

各自の研究テーマに沿って文献収集、調査やインタビュー、事例研究

[授業外学修に必要な時間]　開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となります。

[オフィスアワー]　掲示板、研究室前に掲示

テーマ

子どもの発達や成長を臨床発達心理学の視点でとらえる力を養う。自身の関心領域に関係する文献や先行研究
を読みまとめること、臨床現場に赴いて、調査・事例研究を行うこととする。そこで得られた研究成果の発
表・討論を通じて、自身の研究テーマを追及する。

２８.保育実践演習発表会

１.オリエンテーション

２.～４．基礎演習

５.～６.フィールドワーク

７.～８.フィールドワークの振り
返り

９.～１０.個人研究テーマの検討

１１.～１４.個人研究、集団研究

１６.～２２.個人研究、集団研究

２３.中間発表②

２４.～２６.個人研究、集団研究

２７.保育実践演習発表会に向けて

１５.中間発表①、前期のまとめ

２９.まとめ①

３０.まとめ②

[学生へのフィードバック方法] 提出された課題に対して採点し返却

授業の取り組み状況（50％）、発表（50％）
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