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食物栄養学科専門教育科目科目区分

運動生理学科目名

灘本　雅一担当教員

後期／2nd　semester 2.01月曜1曜日・時限学期 単位数配当学年

生理機能のしくみと生活習慣病の予防

授業のテーマ

この授業では、運動をしているときのヒトの生理機能を解説することにより、ヒトの基本的生活活動と環境の変
化に適応するしくみを理解させることを目的とする。具体的には、筋肉のしくみや働きから、運動時と休養時の
循環器系の機能変化などを中心とする自律神経系の働き、運動に関連する脳機能などについて視聴覚資料を使い
ながら解説する。

授業の概要

生理機能のしくみと生活習慣病を予防する運動処方の基礎理論が理解できるようになります。

到達目標

第1回目:イントロ　環境への適応
第2回目:健康増進と運動
第3回目:運動・スポーツとエネルギー
第4回目:運動と筋・骨系
第5回目:運動と循環器系
第6回目:運動と呼吸器系
第7回目:運動と神経系、運動と自律神経系・内分泌系、運動と体温調節機構
第8回目:スポーツと栄養Ⅰ(競技前後の食事)
第9回目:スポーツと栄養Ⅱ(エネルギー必要量)
第10回目:運動負荷評価法
第11回目:運動処方(有効限界・安全限界)
第12回目:運動療法Ⅰ(肥満・糖尿病)
第13回目:運動療法Ⅱ(高血圧・骨粗鬆症・脂質代謝異常)
第14回目:運動障害(内科的障害・外科的障害)
第15回目:総括、テスト

授業計画

授業前学習:授業計画に従って、授業までに教科書の該当する箇所を読んできて下さい。
授業後学習:学んだことをもう一度整理し、要点をまとめて下さい。授業外における

学習（準備学習
の内容）

講義

授業方法

試験70点　小テスト(平常時)30点

評価基準と
評価方法

新ガイドライン準拠　エキスパート管理栄養士養成シリーズ
運動生理学（第3版）　編者　山本順一郎　化学同人　ISBN978-4-7598-1245-9

教科書

適時、プリントを配布します。

参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

運動生理学科目名

灘本　雅一担当教員

後期／2nd　semester 2.01月曜2曜日・時限学期 単位数配当学年

生理機能のしくみと生活習慣病の予防

授業のテーマ

この授業では、運動をしているときのヒトの生理機能を解説することにより、ヒトの基本的生活活動と環境の変
化に適応するしくみを理解させることを目的とする。具体的には、筋肉のしくみや働きから、運動時と休養時の
循環器系の機能変化などを中心とする自律神経系の働き、運動に関連する脳機能などについて視聴覚資料を使い
ながら解説する。

授業の概要

生理機能のしくみと生活習慣病を予防する運動処方の基礎理論が理解できるようになります。

到達目標

第1回目:イントロ　環境への適応
第2回目:健康増進と運動
第3回目:運動・スポーツとエネルギー
第4回目:運動と筋・骨系
第5回目:運動と循環器系
第6回目:運動と呼吸器系
第7回目:運動と神経系、運動と自律神経系・内分泌系、運動と体温調節機構
第8回目:スポーツと栄養Ⅰ(競技前後の食事)
第9回目:スポーツと栄養Ⅱ(エネルギー必要量)
第10回目:運動負荷評価法
第11回目:運動処方(有効限界・安全限界)
第12回目:運動療法Ⅰ(肥満・糖尿病)
第13回目:運動療法Ⅱ(高血圧・骨粗鬆症・脂質代謝異常)
第14回目:運動障害(内科的障害・外科的障害)
第15回目:総括、テスト

授業計画

授業前学習:授業計画に従って、授業までに教科書の該当する箇所を読んできて下さい。
授業後学習:学んだことをもう一度整理し、要点をまとめて下さい。授業外における

学習（準備学習
の内容）

講義

授業方法

試験70点　小テスト(平常時)30点

評価基準と
評価方法

新ガイドライン準拠　エキスパート管理栄養士養成シリーズ
運動生理学（第3版）　編者　山本順一郎　化学同人　ISBN978-4-7598-1245-9

教科書

適時、プリントを配布します。

参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

栄養教育論I科目名

橘　ゆかり担当教員

後期／2nd　semester 2.01木曜1曜日・時限学期 単位数配当学年

栄養教育に関わる基礎学問領域について概要を理解する。

授業のテーマ

栄養教育論では、対象者へ栄養教育の方法を学び、実践に応用できる能力を習得することを目的とする。対象者
のアセスメントに基づいた栄養教育プログラムを計画立案し，実施、評価した後、フィードバックを行うという
，一連の栄養教育の方法を学び，実践的に展開できる能力を習得する。栄養教育論Ⅰでは、栄養教育の意義や特
性を理解し、栄養教育マネジメントの全体像を把握する。栄養教育に関わる基礎学問領域について概要を理解し
、栄養教育の実践へとつなげていく。

授業の概要

栄養教育に関わる基礎学問領域について概要を理解し、管理栄養士国家試験問題を解説することができる。

到達目標

第１回 栄養教育の概念
第２回 日本人の食生活の変化
第３回 栄養教育の基礎知識
第４回 栄養教育のための理論的基礎
　     (1) 行動科学理論と栄養教育
　　 　  ① 栄養教育の課題に応じた理論の選択と展開
　　     ② 栄養教育マネジメントにおける理論の活用
       (2) 行動科学の理論とモデル
         ① 刺激－反応理論（レスポンデント条件付け、オペラント条件づけ）
第５回　 ② ヘルスビリーフモデル（健康信念モデル）
第６回　 ③ トランスセオレテイカルモデル
第７回   ④ 計画的行動理論（合理的行動理論）
第８回　 ⑤ 社会的認知理論（社会的学習理論）
第９回　 ⑥ ソーシャルネットワーク、ソーシャルサポート
第10回 行動科学のまとめ・小テスト
第11回 行動変容技法
第12回 栄養教育プログラムでの行動変容技法の応用
第13回 栄養カウンセリングの基礎的知識
第14回 栄養カウンセリングの実施時の留意事項
第15回 まとめ
第16回 期末試験

授業計画

授業の予習および復習
授業内容に関する課題の学習授業外における

学習（準備学習
の内容）

講義（ＰＣを使用することがあります）

授業方法

期末試験60％、小テスト又はレポート30％、平常点（授業の受講態度など）10％

評価基準と
評価方法

編著：春木　敏
書名：エッセンシャル栄養教育論（第３版）
出版社：医歯薬出版株式会社教科書

参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

栄養教育論I科目名

橘　ゆかり担当教員

後期／2nd　semester 2.01木曜3曜日・時限学期 単位数配当学年

栄養教育に関わる基礎学問領域について概要を理解する。

授業のテーマ

栄養教育論では、対象者へ栄養教育の方法を学び、実践に応用できる能力を習得することを目的とする。対象者
のアセスメントに基づいた栄養教育プログラムを計画立案し，実施、評価した後、フィードバックを行うという
，一連の栄養教育の方法を学び，実践的に展開できる能力を習得する。栄養教育論Ⅰでは、栄養教育の意義や特
性を理解し、栄養教育マネジメントの全体像を把握する。栄養教育に関わる基礎学問領域について概要を理解し
、栄養教育の実践へとつなげていく。

授業の概要

栄養教育に関わる基礎学問領域について概要を理解し、管理栄養士国家試験問題を解説することができる。

到達目標

第１回 栄養教育の概念
第２回 日本人の食生活の変化
第３回 栄養教育の基礎知識
第４回 栄養教育のための理論的基礎
　     (1) 行動科学理論と栄養教育
　　 　  ① 栄養教育の課題に応じた理論の選択と展開
　　     ② 栄養教育マネジメントにおける理論の活用
       (2) 行動科学の理論とモデル
         ① 刺激－反応理論（レスポンデント条件付け、オペラント条件づけ）
第５回　 ② ヘルスビリーフモデル（健康信念モデル）
第６回　 ③ トランスセオレテイカルモデル
第７回   ④ 計画的行動理論（合理的行動理論）
第８回　 ⑤ 社会的認知理論（社会的学習理論）
第９回　 ⑥ ソーシャルネットワーク、ソーシャルサポート
第10回 行動科学のまとめ・小テスト
第11回 行動変容技法
第12回 栄養教育プログラムでの行動変容技法の応用
第13回 栄養カウンセリングの基礎的知識
第14回 栄養カウンセリングの実施時の留意事項
第15回 まとめ
第16回 期末試験

授業計画

授業の予習および復習
授業内容に関する課題の学習授業外における

学習（準備学習
の内容）

講義（ＰＣを使用することがあります）

授業方法

期末試験60％、小テスト又はレポート30％、平常点（授業の受講態度など）10％

評価基準と
評価方法

編著：春木　敏
書名：エッセンシャル栄養教育論（第３版）
出版社：医歯薬出版株式会社教科書

参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

応用調理実習科目名

宮本　啓子担当教員

後期／2nd　semester 1.01月曜4～5曜日・時限学期 単位数配当学年

「ハレの日」の食事である供応食や行事食の献立・調理方法を学び、季節や対象者に合わせた供応食・行事食の
献立をたてる力を養う。

授業のテーマ

日常食を中心に学ぶ「調理実習」に引き続き、応用調理実習では、日常食、供応食、行事食の実習を行う。各食
事の（目的や）献立作成において、栄養面、嗜好性、経済性、能率性、季節性を考慮することの重要性を理解し
、対象者と食事の目的にあわせた献立をたてる力を養う。授業の概要

・季節ごとの行事やお祝いの日に供される行事食や供応食の意義を説明することができる。
・基本的な料理の知識や調理技術を身につけ、献立を組み立てることができる。

到達目標

第1回　 オリエンテーション
第2回　 十五夜・十三夜と月待行事の献立
第3回　 敬老の日の献立
第4回　 秋のお彼岸の献立
第5回　 ハロウィーンの献立
第6回　 七五三の献立
第7回　 冬至の献立
第8回　 クリスマス料理①手作りケーキ
第9回　 クリスマス料理②クリスマスチキン
第10回　正月料理①田作り、数の子、黒豆
第11回　正月料理②ぶりの照り焼き、お煮しめ
第12回　成人の日の献立
第13回　節分の献立
第14回　ひな祭りの献立
第15回　まとめと試験

授業計画

実習する献立・料理について予習し、レポートにまとめて提出すること。
第1回オリエンテーション時に、レポートのまとめ方と内容、提出期限を指示します。授業外における

学習（準備学習
の内容）

実習

授業方法

平常点40％、レポート40％、試験20％

評価基準と
評価方法

「改訂新版　あすの健康と調理」　三輪里子監修 　アイ・ケイコーポレーション
　　ISBN　978-4874923153　
（前期「調理実習」と同じ教科書を使います。）
「調理学の基本　第3版」　中嶋加代子編著　同文書院
　　　ISBN 978-4-8103-1428-1

教科書

「新カラーチャート食品成分表」（教育図書）
（日本食品標準成分表2015年版（七訂）

ほか必要に応じて紹介します。
「一品料理献立集　第2版　基本献立と治療食・軟菜食・行事食」
　　医歯薬出版　編　医歯薬出版株式会社　　ISBN978-4-263-70415-8
「NEW　調理と理論」
　　山崎清子・島田キミエ・渋川祥子・下村道子　共著　同文書院　　ISBN　978-4-8103-1396-5

参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

応用調理実習科目名

宮本　啓子担当教員

後期／2nd　semester 1.01金曜4～5曜日・時限学期 単位数配当学年

「ハレの日」の食事である供応食や行事食の献立・調理方法を学び、季節や対象者に合わせた供応食・行事食の
献立をたてる力を養う。

授業のテーマ

日常食を中心に学ぶ「調理実習」に引き続き、応用調理実習では、日常食、供応食、行事食の実習を行う。各食
事の（目的や）献立作成において、栄養面、嗜好性、経済性、能率性、季節性を考慮することの重要性を理解し
、対象者と食事の目的にあわせた献立をたてる力を養う。授業の概要

・季節ごとの行事やお祝いの日に供される行事食や供応食の意義を説明することができる。
・基本的な料理の知識や調理技術を身につけ、献立を組み立てることができる。

到達目標

第1回　 オリエンテーション
第2回　 十五夜・十三夜と月待行事の献立
第3回　 敬老の日の献立
第4回　 秋のお彼岸の献立
第5回　 ハロウィーンの献立
第6回　 七五三の献立
第7回　 冬至の献立
第8回　 クリスマス料理①手作りケーキ
第9回　 クリスマス料理②クリスマスチキン
第10回　正月料理①田作り、数の子、黒豆
第11回　正月料理②ぶりの照り焼き、お煮しめ
第12回　成人の日の献立
第13回　節分の献立
第14回　ひな祭りの献立
第15回　まとめと試験

授業計画

実習する献立・料理について予習し、レポートにまとめて提出すること。
第1回オリエンテーション時に、レポートのまとめ方と内容、提出期限を指示します。授業外における

学習（準備学習
の内容）

実習

授業方法

平常点40％、レポート40％、試験20％

評価基準と
評価方法

「改訂新版　あすの健康と調理」　三輪里子監修 　アイ・ケイコーポレーション
　　ISBN　978-4874923153　
（前期「調理実習」と同じ教科書を使います。）
「調理学の基本　第3版」　中嶋加代子編著　同文書院
　　　ISBN 978-4-8103-1428-1

教科書

「新カラーチャート食品成分表」（教育図書）
（日本食品標準成分表2015年版（七訂）

ほか必要に応じて紹介します。
「一品料理献立集　第2版　基本献立と治療食・軟菜食・行事食」
　　医歯薬出版　編　医歯薬出版株式会社　　ISBN978-4-263-70415-8
「NEW　調理と理論」
　　山崎清子・島田キミエ・渋川祥子・下村道子　共著　同文書院　　ISBN　978-4-8103-1396-5

参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

解剖生理学科目名

佐藤　友亮担当教員

後期／2nd　semester 2.01水曜1曜日・時限学期 単位数配当学年

正常な人間の体の構造と機能を、細胞レベルから組織・器官レベルまで系統的に学ぶ。

授業のテーマ

管理栄養士課程の専門科目として、解剖生理学を学ぶ。栄養と健康を考えるにはまず人間の体の仕組みについて
理解することが重要である。総論として、細胞内、細胞外の情報伝達機序（神経系、内分泌系の基本概念）や個
体の恒常性について学んだ後、各臓器の正常構造と機能を理解する。授業の概要

授業のテーマに関する管理栄養士国家試験の問題を解けるようになる。
さらに、上記の問題について、解説の作成と説明ができるようになる。

到達目標

1 人体の構成
2 個体の恒常性
3 情報伝達機構（神経）
4　　情報伝達機構（内分泌）
5 消化器１（消化管）
6 消化器２（肝胆膵）
7 循環器１（血管系）
8 まとめと中間テスト
9　　循環器２（心臓）
10　 腎臓１（構造と機能）
11 腎臓２（酸−塩基平衡）
12 内分泌１（正常）
13 内分泌２（内分泌疾患　視床下部、下垂体）
14 内分泌3（内分泌疾患　甲状腺、副腎）
15 まとめと期末テスト

授業計画

予習:授業計画に従って、教科書の該当する箇所を読んできてください。
復習:教科書と、配布資料のポイント（特に国家試験形式の問題）を、一回ずつノートにまとめましょう。授業外における

学習（準備学習
の内容）

講義

授業方法

試験90%, 授業への参加態度点10%。中間テストと期末テストを同じ比率で評価する。

評価基準と
評価方法

「人体の構造と生理機能」(原田玲子、原田彰宏、小林直人、医歯薬出版株式会社)
「疾病の成因・病態・診断・治療 第2版」(竹中 優、医歯薬出版株式会社)
＊「人体の構造と生理機能」は、前期・基礎生物で使用した教科書と同一。教科書

「カラー図解 人体の正常構造と機能 全10巻縮刷版」
(坂井 建雄 (編集), 河原 克雅 (編集) 、日本医事新報社; 改訂第2版)
管理栄養士国家試験出題基準(ガイドライン) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000zm40.html(各科
目の出題のねらい、大・中・小項目(p.7-33 ))

参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

解剖生理学科目名

佐藤　友亮担当教員

後期／2nd　semester 2.01木曜2曜日・時限学期 単位数配当学年

正常な人間の体の構造と機能を、細胞レベルから組織・器官レベルまで系統的に学ぶ。

授業のテーマ

管理栄養士課程の専門科目として、解剖生理学を学ぶ。栄養と健康を考えるにはまず人間の体の仕組みについて
理解することが重要である。総論として、細胞内、細胞外の情報伝達機序（神経系、内分泌系の基本概念）や個
体の恒常性について学んだ後、各臓器の正常構造と機能を理解する。授業の概要

授業のテーマに関する管理栄養士国家試験の問題を解けるようになる。
さらに、上記の問題について、解説の作成と説明ができるようになる。

到達目標

1 人体の構成
2 個体の恒常性
3 情報伝達機構（神経）
4　　情報伝達機構（内分泌）
5 消化器１（消化管）
6 消化器２（肝胆膵）
7 循環器１（血管系）
8 まとめと中間テスト
9　　循環器２（心臓）
10　 腎臓１（構造と機能）
11 腎臓２（酸−塩基平衡）
12 内分泌１（正常）
13 内分泌２（内分泌疾患　視床下部、下垂体）
14 内分泌3（内分泌疾患　甲状腺、副腎）
15 まとめと期末テスト

授業計画

予習:授業計画に従って、教科書の該当する箇所を読んできてください。
復習:教科書と、配布資料のポイント（特に国家試験形式の問題）を、一回ずつノートにまとめましょう。授業外における

学習（準備学習
の内容）

講義

授業方法

試験90%, 授業への参加態度点10%。中間テストと期末テストを同じ比率で評価する。

評価基準と
評価方法

「人体の構造と生理機能」(原田玲子、原田彰宏、小林直人、医歯薬出版株式会社)
「疾病の成因・病態・診断・治療 第2版」(竹中 優、医歯薬出版株式会社)
＊「人体の構造と生理機能」は、前期・基礎生物で使用した教科書と同一。教科書

「カラー図解 人体の正常構造と機能 全10巻縮刷版」
(坂井 建雄 (編集), 河原 克雅 (編集) 、日本医事新報社; 改訂第2版)
管理栄養士国家試験出題基準(ガイドライン) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000zm40.html(各科
目の出題のねらい、大・中・小項目(p.7-33 ))

参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

基礎化学科目名

山中　裕佳子担当教員

前期／1st　semester 2.01月曜2曜日・時限学期 単位数配当学年

食品と化学(特に有機化学）

授業のテーマ

化学は食と健康に関する様々な反応や現象を理解するために必要な基礎科目である．本科目では，食品中の成分
変化や生体内での物質変化などを理解するためのツールとして，化学（特に有機化学）を扱えるようになること
を目標としている．その目標に到達する中で，化学現象の背後にある原理の理解や論理的に考えるための基礎知
識を身に付ける．

授業の概要

物質の成り立ちについて理解し，化学を身近なものとして感じ，原子・分子レベルで物をみて考えることができ
る．

到達目標

第１回　　有機化学を学ぶ前に①有効数字、単位、割合
第２回　　有機化学を学ぶ前に②濃度（質量％濃度、モル濃度）
第３回　　有機化学の基礎①定義と基本
第４回　　有機化学の基礎②物質と原子
第５回　　有機化学の基礎③構造Ⅰ（炭化水素、ベンゼン）
第６回　　有機化学の基礎④構造Ⅱ（官能基、異性体）
第７回　　有機化学の基礎⑤結合
第８回　　有機化学の基礎⑥化学反応
第９回　　まとめと中間試験
第１０回　食品中の有機化合物①糖類
第１１回　食品中の有機化合物②脂質
第１２回　食品中の有機化合物③アミノ酸
第１３回　食品中の有機化合物④核酸
第１４回　食品中の有機化合物⑤高分子化合物
第１５回　まとめと定期試験

授業計画

事業前学習：前回学んだことを思い出しておくこと
授業後学習：授業内容を復習するための課題を配布するので、必ず次の授業までにしておくこと授業外における

学習（準備学習
の内容）

講義・演習

授業方法

中間試験：４０％
定期試験：６０％評価基準と

評価方法

・『栄養科学シリーズＮＥＸＴシリーズ　基礎化学』辻英明・中村宜督／編，講談社サイエンティフィク，ISBN
　978-4-06-155350-7

教科書

参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

基礎生物科目名

佐藤　友亮担当教員

前期／1st　semester 2.01火曜3曜日・時限学期 単位数配当学年

専門科目の学びに必要な、高校生物の復習を行う。一部、発展的な内容も取り扱う。

授業のテーマ

専門基礎分野「人体の構造・機能および疾病の成り立ち」及び、専門分野「応用栄養学」「臨床栄養学」を中心
に、生物の基本的な知識が必要となる。専門科目の学びを円滑に進めるため、生物の基本事項の確認を行う。

授業の概要

授業で取り扱う項目（細胞、代謝、恒常性、身体の主な生理作用など）について、文章や口頭で説明できるよう
になる。

到達目標

第1回：オリエンテーション、世界を構成する物質
第2回：生体物質と、身体内外の圧力
第3回：細胞
第4回：エネルギーと代謝（呼吸）
第5回：細胞分裂、生殖と遺伝
第6回：遺伝情報・DNAとタンパク質
第7回：細胞と電気、血液
第8回：中間まとめと試験
第9回：人体の階層構造（組織と器官）
第10回：器官系（消化器、泌尿器、神経）
第11回：器官系（感覚器、生殖器、運動器）
第12回：ホメオスタシス
第13回：免疫
第14回：成長と老化
第15回：期末まとめと試験

授業計画

授業前に予習として、教科書の該当箇所に目を通してくること。
授業外における
学習（準備学習

の内容）

講義とグループ学習

授業方法

出席を含めた授業態度（10%）、試験（90％）
＊一部、授業内でレポートを課す場合がある。その際は、試験（90%）の中の評価に組み込む。詳細は、授業で
説明。

評価基準と
評価方法

①『楽しくわかる生物・化学・物理』（岡田隆夫、羊土社）
②『人体の構造と生理機能』(原田玲子、原田彰宏、小林直人、医歯薬出版株式会社)

＊②は、1年生後期からの専門科目「解剖生理学」などで主に使用する教科書。前期のうちに購入し、基礎生物
の授業においても、専門科目の導入のために使用する。

教科書

『忘れてしまった高校の生物を復習する本』（大森徹、KADOKAWA）

参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

健康・環境論科目名

田中　あゆ子担当教員

後期／2nd　semester 2.01火曜4曜日・時限学期 単位数配当学年

生態系・環境と健康，主要生活習慣病，感染症の理解

授業のテーマ

生物を取り巻くすべてを「環境」という．生物は環境との相互作用の中で生きており，人間の健康を考
える上では，人と環境の双方向に影響を与えるあらゆる因子が健康を支え，反対に健康被害を引き起こ
しうることを理解することが重要である．さらに地球環境をはじめとする自然環境や，身近な生活環境
を理解し，すべての「環境」を快適に保つよう努力することは，持続可能な次世代を構築するために重
要な課題である事を認識する．

授業の概要

地球規模ならびに我が国の環境問題と対策について概説できる．
我が国における生活習慣病，感染症，その他主要疾患について，その動向と現状及び対策について説明できる．

到達目標

第1 回 生態系と環境の保全　地球規模の環境破壊
第2 回 環境汚染と健康影響
第3 回 環境衛生
第4 回 生活習慣の現状と対策 - 食生活と栄養
第5 回 生活習慣の現状と対策 - 身体活動・運動
第6 回 生活習慣の現状と対策 - 睡眠・休養・ストレス
第7 回 生活習慣の現状と対策 - 喫煙
第8 回 生活習慣の現状と対策 - 飲酒
第9 回 前半まとめ　中間試験
第10回 悪性新生物の疫学と対策
第11回 循環器疾患の疫学と対策
第12回 骨・関節疾患の疫学と対策
第13回 歯・口腔疾患の疫学と対策
第14回 感染症対策
第15回 精神疾患及びその他疾患等の疫学と対策
第16回 期末試験

授業計画

講義前後に教科書の該当範囲を読み，予習・復習課題を行う．
授業外における
学習（準備学習

の内容）

講義

授業方法

平常点10%，中間試験・期末試験・小テスト90%

評価基準と
評価方法

社会・環境と健康 公衆衛生学 2017年版，医歯薬出版
管理栄養士国家試験合格のためのワークノート150日，女子栄養大学出版部　※最新版

教科書

公衆衛生が見える2016-2017第2版，メディックメディア

参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

健康・環境論科目名

田中　あゆ子担当教員

後期／2nd　semester 2.01水曜4曜日・時限学期 単位数配当学年

生態系・環境と健康，主要生活習慣病，感染症の理解

授業のテーマ

生物を取り巻くすべてを「環境」という．生物は環境との相互作用の中で生きており，人間の健康を考
える上では，人と環境の双方向に影響を与えるあらゆる因子が健康を支え，反対に健康被害を引き起こ
しうることを理解することが重要である．さらに地球環境をはじめとする自然環境や，身近な生活環境
を理解し，すべての「環境」を快適に保つよう努力することは，持続可能な次世代を構築するために重
要な課題である事を認識する．

授業の概要

地球規模ならびに我が国の環境問題と対策について概説できる．
我が国における生活習慣病，感染症，その他主要疾患について，その動向と現状及び対策について説明できる．

到達目標

第1 回 生態系と環境の保全　地球規模の環境破壊
第2 回 環境汚染と健康影響
第3 回 環境衛生
第4 回 生活習慣の現状と対策 - 食生活と栄養
第5 回 生活習慣の現状と対策 - 身体活動・運動
第6 回 生活習慣の現状と対策 - 睡眠・休養・ストレス
第7 回 生活習慣の現状と対策 - 喫煙
第8 回 生活習慣の現状と対策 - 飲酒
第9 回 前半まとめ　中間試験
第10回 悪性新生物の疫学と対策
第11回 循環器疾患の疫学と対策
第12回 骨・関節疾患の疫学と対策
第13回 歯・口腔疾患の疫学と対策
第14回 感染症対策
第15回 精神疾患及びその他疾患等の疫学と対策
第16回 期末試験

授業計画

講義前後に教科書の該当範囲を読み，予習・復習課題を行う．
授業外における
学習（準備学習

の内容）

講義

授業方法

平常点10%，中間試験・期末試験・小テスト90%

評価基準と
評価方法

社会・環境と健康 公衆衛生学 2017年版，医歯薬出版
管理栄養士国家試験合格のためのワークノート150日，女子栄養大学出版部　※最新版

教科書

公衆衛生が見える2016-2017第2版，メディックメディア

参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

社会と健康科目名

田中　あゆ子担当教員

前期／1st　semester 2.01水曜3曜日・時限学期 単位数配当学年

公衆衛生に係る制度・法規の理解

授業のテーマ

公衆衛生とは，集団を対象とした命を衛る学問である．すなわち，疾病の頻度，疾病による健康障害を
減少させることを目的としている．地域社会の組織的な取組みによって疾病を予防し，寿命の延伸を図
り，身体的ならびに精神的能力を増進するための科学であり技術である．さらに社会的制度を背景とし
た実践活動を伴うため，健康を守る社会のシステムとして「保健・医療・福祉の制度」・関連法規につ
いて理解する．

授業の概要

公衆衛生を概説できる．
保健・医療・福祉・介護の制度と法規を説明できる．

到達目標

第1 回 健康と公衆衛生
第2 回 保健・医療・福祉の仕組み
第3 回 医療制度
第4 回 福祉制度
第5 回 地域保健
第6 回 母子保健
第7 回 成人保健
第8 回 高齢者保健
第9 回 介護保険制度
第10回 前半まとめ　中間試験
第11回 産業保健
第12回 学校保健
第13回 国際保健
第14回 公衆衛生関連法規
第15回 まとめ　期末試験

授業計画

講義前後に教科書の該当範囲を読み，予習・復習課題を行う．
授業外における
学習（準備学習

の内容）

講義

授業方法

平常点10%，中間試験・期末試験・小テスト90%

評価基準と
評価方法

社会・環境と健康 公衆衛生学 2017年版，医歯薬出版
管理栄養士国家試験合格のためのワークノート150日，女子栄養大学出版部　※最新版

教科書

公衆衛生が見える2016-2017第2版，メディックメディア

参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

社会と健康科目名

田中　あゆ子担当教員

前期／1st　semester 2.01水曜4曜日・時限学期 単位数配当学年

公衆衛生に係る制度・法規の理解

授業のテーマ

公衆衛生とは，集団を対象とした命を衛る学問である．すなわち，疾病の頻度，疾病による健康障害を
減少させることを目的としている．地域社会の組織的な取組みによって疾病を予防し，寿命の延伸を図
り，身体的ならびに精神的能力を増進するための科学であり技術である．さらに社会的制度を背景とし
た実践活動を伴うため，健康を守る社会のシステムとして「保健・医療・福祉の制度」・関連法規につ
いて理解する．

授業の概要

公衆衛生を概説できる．
保健・医療・福祉・介護の制度と法規を説明できる．

到達目標

第1 回 健康と公衆衛生
第2 回 保健・医療・福祉の仕組み
第3 回 医療制度
第4 回 福祉制度
第5 回 地域保健
第6 回 母子保健
第7 回 成人保健
第8 回 高齢者保健
第9 回 介護保険制度
第10回 前半まとめ　中間試験
第11回 産業保健
第12回 学校保健
第13回 国際保健
第14回 公衆衛生関連法規
第15回 まとめ　期末試験

授業計画

講義前後に教科書の該当範囲を読み，予習・復習課題を行う．
授業外における
学習（準備学習

の内容）

講義

授業方法

平常点10%，中間試験・期末試験・小テスト90%

評価基準と
評価方法

社会・環境と健康 公衆衛生学 2017年版，医歯薬出版
管理栄養士国家試験合格のためのワークノート150日，女子栄養大学出版部　※最新版

教科書

公衆衛生が見える2016-2017第2版，メディックメディア

参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

社会と健康基礎演習科目名

田中　あゆ子・千歳　万里担当教員

前期　前半 2.01火曜4～5曜日・時限学期 単位数配当学年

大学での学び及び管理栄養士・栄養士への導入教育

授業のテーマ

大学教育の基礎を理解し学生生活を含めた総合的な初期演習を行う．また，管理栄養士の仕事を理解し，社会の
中における多様なニーズに対応できる管理栄養士になるための動機付けを行う．
オムニバス方式（オムニバス方式／全15回）
第１回授業は，２名の担当教員が講義の説明，オリエンテーションを実施する．
第2-8回授業は，高校から大学への学問の転換を理解し，大学生活が円滑に進むよう演習を行う．また，健康と
社会の関わりを知り，職務に必要な知識を得る．（田中あゆ子／7回)
第9-15回授業は，管理栄養士の活動分野，業務内容および役割を学び，管理栄養士に必要な知識，技術の学ぶ必
要性を理解する．（千歳万里／7回）

授業の概要

受講ルールを説明できる．学習支援ICTサービス及び図書館等施設・設備を利用できる．
管理栄養士・栄養士の役割と業務を理解するとともに，管理栄養士を目指す強い動機を持つようになる．

到達目標

第1 回　大学生活の初めにあたって　(1)受講ルールとマナー
第2 回　大学生活の初めにあたって　(2)キャンパス探訪
第3 回　図書館の利用と情報収集
第4 回　学習支援ICTサービスの活用
第5 回　大学における学びの基礎 (1) 国語基礎とMSワードを用いたレポート作成
第6 回　大学における学びの基礎 (2) 数学基礎とMSエクセルを用いたレポート作成
第7 回　大学における学びの基礎 (3) MSパワーポイントを用いたプレゼンテーション作成
第8 回　前半のまとめ　中間試験
第9 回　食生活と健康
第10回　管理栄養士の役割と業務 (1)病院
第11回　管理栄養士の役割と業務 (2)福祉施設・行政
第12回　管理栄養士の役割と業務 (3)事業所　食生活・栄養と健康の変化と課題
第13回　管理栄養士の歴史
第14回　地球レベルでの栄養の課題と取組
第15回　管理栄養士・栄養士についての試験　管理栄養士の職業倫理

授業計画

講義前後に教科書の該当範囲を読み，予習・復習課題を行う．
授業外における
学習（準備学習

の内容）

講義・演習

授業方法

担当教員各50%ずつ評価する．
平常点10%，課題40%，試験・小テスト50%評価基準と

評価方法

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，第一出版

教科書

管理栄養士コースで学ぶ！，同文書院

参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

社会と健康基礎演習科目名

田中　あゆ子・千歳　万里担当教員

前期　前半 2.01木曜1～2曜日・時限学期 単位数配当学年

大学での学び及び管理栄養士・栄養士への導入教育

授業のテーマ

大学教育の基礎を理解し学生生活を含めた総合的な初期演習を行う．また，管理栄養士の仕事を理解し，社会の
中における多様なニーズに対応できる管理栄養士になるための動機付けを行う．
オムニバス方式（オムニバス方式／全15回）
第１回授業は，２名の担当教員が講義の説明，オリエンテーションを実施する．
第2-8回授業は，高校から大学への学問の転換を理解し，大学生活が円滑に進むよう演習を行う．また，健康と
社会の関わりを知り，職務に必要な知識を得る．（田中あゆ子／7回)
第9-15回授業は，管理栄養士の活動分野，業務内容および役割を学び，管理栄養士に必要な知識，技術の学ぶ必
要性を理解する．（千歳万里／7回）

授業の概要

受講ルールを説明できる．学習支援ICTサービス及び図書館等施設・設備を利用できる．
管理栄養士・栄養士の役割と業務を理解するとともに，管理栄養士を目指す強い動機を持つようになる．

到達目標

第1 回　大学生活の初めにあたって　(1)受講ルールとマナー
第2 回　大学生活の初めにあたって　(2)キャンパス探訪
第3 回　図書館の利用と情報収集
第4 回　学習支援ICTサービスの活用
第5 回　大学における学びの基礎 (1) 国語基礎とMSワードを用いたレポート作成
第6 回　大学における学びの基礎 (2) 数学基礎とMSエクセルを用いたレポート作成
第7 回　大学における学びの基礎 (3) MSパワーポイントを用いたプレゼンテーション作成
第8 回　前半のまとめ　中間試験
第9 回　食生活と健康
第10回　管理栄養士の役割と業務 (1)病院
第11回　管理栄養士の役割と業務 (2)福祉施設・行政
第12回　管理栄養士の役割と業務 (3)事業所　食生活・栄養と健康の変化と課題
第13回　管理栄養士の歴史
第14回　地球レベルでの栄養の課題と取組
第15回　管理栄養士・栄養士についての試験　管理栄養士の職業倫理

授業計画

講義前後に教科書の該当範囲を読み，予習・復習課題を行う．
授業外における
学習（準備学習

の内容）

講義・演習

授業方法

担当教員各50%ずつ評価する．
平常点10%，課題40%，試験・小テスト50%評価基準と

評価方法

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，第一出版

教科書

管理栄養士コースで学ぶ！，同文書院

参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

食行動論科目名

山中　祥子担当教員

前期／1st　semester 2.01木曜3曜日・時限学期 単位数配当学年

われわれは、なぜ食べるのか、なぜ食べやめるのか？
食べるという行動を心理学の理論から考え、理解する。

授業のテーマ

我々が食物を摂取するのは、単に生命維持の目的だけでなく、おいしいものを食べる楽しみであったり、だれか
と一緒に食べるといった社会的なものであったりする。このように普段何気なく行っているという行動には、認
知、価値判断、感情、文化・社会規範など様々な要因が影響している。この授業では、食行動を通じ、人間の行
動特性とその基本なメカニズムを理解することを目的とする。

授業の概要

「食べる」ことに関するさまざまな疑問を心理学的な理論を基に、自分の言葉で説明できるようになる。

到達目標

第1回 導入(管理栄養士になぜ食行動の理解が必要か)　食べることに関する様々な疑問
第2回 食行動の生理的基礎　①　摂食の開始と終了
第3回 食行動の生理的基礎　②　摂食のコントロール
第4回 食行動における学習の効果　①　摂食の開始に関する学習の影響
第5回 食行動における学習の効果　②　摂食の終了に関する学習の影響
第6回 食行動における学習の効果　③　食物の好き嫌いに関する学習の影響
第7回 食行動における環境的要因　①　物理的環境と摂食量
第8回 食行動における環境的要因　②　摂食量の知覚の要因
第9回 認知と食行動
第10回 食行動における社会的影響　①　社会的促進
第11回 食行動における社会的要因　②　抑制的規範説
第12回 態度・感情の要因　①　潜在的態度の要因
第13回 態度・感情の要因　②　感情・ストレスの要因
第14回 食行動の健康・病理
第15回 まとめ

授業計画

授業前学習：専門用語も多くでてくるので、必ず授業前に教科書を読んでくること。
授業後学習：必ず教科書を読み返し、ノートを整理すること。また小レポートのコメントは必ず目を通し、どこ
が理解できていなかったのか、誤解していたのか等を各自確認しておくこと。

授業外における
学習（準備学習

の内容）

講義

授業方法

毎回、授業の最後に講義内容の要点をまとめて、小レポートを提出してもらいます。
評価は、この小レポートを含む平常点４０％、期末レポート６０％で評価します。評価基準と

評価方法

最初の授業時に紹介

教科書

参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

食行動論科目名

山中　祥子担当教員

前期／1st　semester 2.01木曜4曜日・時限学期 単位数配当学年

われわれは、なぜ食べるのか、なぜ食べやめるのか？
食べるという行動を心理学の理論から考え、理解する。

授業のテーマ

我々が食物を摂取するのは、単に生命維持の目的だけでなく、おいしいものを食べる楽しみであったり、だれか
と一緒に食べるといった社会的なものであったりする。このように普段何気なく行っているという行動には、認
知、価値判断、感情、文化・社会規範など様々な要因が影響している。この授業では、食行動を通じ、人間の行
動特性とその基本なメカニズムを理解することを目的とする。

授業の概要

「食べる」ことに関するさまざまな疑問を心理学的な理論を基に、自分の言葉で説明できるようになる。

到達目標

第1回 導入(管理栄養士になぜ食行動の理解が必要か)　食べることに関する様々な疑問
第2回 食行動の生理的基礎　①　摂食の開始と終了
第3回 食行動の生理的基礎　②　摂食のコントロール
第4回 食行動における学習の効果　①　摂食の開始に関する学習の影響
第5回 食行動における学習の効果　②　摂食の終了に関する学習の影響
第6回 食行動における学習の効果　③　食物の好き嫌いに関する学習の影響
第7回 食行動における環境的要因　①　物理的環境と摂食量
第8回 食行動における環境的要因　②　摂食量の知覚の要因
第9回 認知と食行動
第10回 食行動における社会的影響　①　社会的促進
第11回 食行動における社会的要因　②　抑制的規範説
第12回 態度・感情の要因　①　潜在的態度の要因
第13回 態度・感情の要因　②　感情・ストレスの要因
第14回 食行動の健康・病理
第15回 まとめ

授業計画

授業前学習：専門用語も多くでてくるので、必ず授業前に教科書を読んでくること。
授業後学習：必ず教科書を読み返し、ノートを整理すること。また小レポートのコメントは必ず目を通し、どこ
が理解できていなかったのか、誤解していたのか等を各自確認しておくこと。

授業外における
学習（準備学習

の内容）

講義

授業方法

毎回、授業の最後に講義内容の要点をまとめて、小レポートを提出してもらいます。
評価は、この小レポートを含む平常点４０％、期末レポート６０％で評価します。評価基準と

評価方法

最初の授業時に紹介

教科書

参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

食品学実験科目名

片平　理子担当教員

後期／2nd　semester 1.01水曜1～2曜日・時限学期 単位数配当学年

実験の基礎
食品成分の理解

授業のテーマ

食品学総論で身につけた食品学の知識を背景に、身近な食品中に含まれる炭水化物、タンパク質・アミノ酸、脂
質に関する種々の定性試験を行う。また、水分と灰分については定量実験と演習を行う。これらの実験から食品
の一般成分の化学的な特徴を理解する。
大学における最初の理化学実験に位置づけられるので、実験を行う上での注意、実験器具・試薬の取り扱い方、
結果のまとめ方、実験レポートの構成と作成方法などの基本を学ぶ。精密な実験や機器の操作にも慣れ、2年次
以降の本格的な実験につなげる。

授業の概要

実験の流れ（目的設定、準備、実施、結果の考察とまとめ）を説明する事ができる。
基本的な実験技術が身につき、テキストに書かれている実験をグループ員と協力して完遂することができる。
実験レポートの構成を理解し、各実験で確認したことを科学的に説明するレポートを作成できる。
三大栄養素の化学構造と性質を説明する事ができる。
食品成分表の構成を説明する事ができる。

到達目標

 1.実験概要の説明、実験の基礎　1（器具の使い方）
 2.実験の基礎　2（ｐH測定）
 3.炭水化物　1　（糖の定性試験）
 4.炭水化物　2　（食品からの糖抽出）
 5.炭水化物　3　（糖の薄層クロマトグラフィーによる分離・検出）
 6.炭水化物　4　（デンプンの糊化と加水分解）
 7.実験の基礎、炭水化物のまとめと試験
 8.水分　　　　（赤外線水分計による食品の水分測定）
 9.灰分　　　　（直接灰化法による食品の灰分測定演習、食品成分表の理解）
10.タンパク質　1（タンパク質の定性試験）
11.タンパク質　2（アミノ酸の定性試験）
12.水分、灰分、たんぱく質のまとめと試験
13.脂質　1　　　（脂質の定性試験）
14.脂質　2　　　（脂質の薄層クロマトグラフィーによる分離・検出、脂質の物理的変化）
15.まとめと試験

授業計画

授業前学習： 事前に配布されているテキストプリントを読み、実験の目的を理解し、実験ノートに実験操作を
　流れ図にまとめ、測定項目を記録するための表を作成し、実験結果を予想して下さい。事前学習課題が出され
　ている場合には、授業までに必ず課題に取り組むこと。
　限られた時間内に手際よく実験を行い、授業から多くを学ぶためには予習が欠かせません。
授業後学習：実験の目的に沿って、授業時間内に得られた実験結果をまとめ、考察と発展学習を加えてレポー
　トをまとめます。グループ学習のまとめをmanabaにアップする課題は期限を厳守して取り組みます。
＊食品学実験では、「食品学総論」「食品機能学」で学ぶ内容の理解を実験により深めることを目的としてい
ます。実験内容の関連箇所を講義で使用した教科書で確認し、理解して暗記しておくべき事項を頭に入れるよう
にして下さい。

授業外における
学習（準備学習

の内容）

実験

授業方法

平常点　40％、レポート点　20％、試験　40％

評価基準と
評価方法

基礎から学ぶ　食品化学実験テキスト
谷口亜樹子、古庄律、松本憲一　編著　建帛社
ISBN　978-4-7679-0500-6教科書

食品学総論、食品機能学、調理学の教科書
新カラーチャート食品成分表　教育図書
ISBN 978-4-87730-304-4 C7037参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

食品学実験科目名

片平　理子担当教員

後期／2nd　semester 1.01木曜1～2曜日・時限学期 単位数配当学年

実験の基礎
食品成分の理解

授業のテーマ

食品学総論で身につけた食品学の知識を背景に、身近な食品中に含まれる炭水化物、タンパク質・アミノ酸、脂
質に関する種々の定性試験を行う。また、水分と灰分については定量実験と演習を行う。これらの実験から食品
の一般成分の化学的な特徴を理解する。
大学における最初の理化学実験に位置づけられるので、実験を行う上での注意、実験器具・試薬の取り扱い方、
結果のまとめ方、実験レポートの構成と作成方法などの基本を学ぶ。精密な実験や機器の操作にも慣れ、2年次
以降の本格的な実験につなげる。

授業の概要

実験の流れ（目的設定、準備、実施、結果の考察とまとめ）を説明する事ができる。
基本的な実験技術が身につき、テキストに書かれている実験をグループ員と協力して完遂することができる。
実験レポートの構成を理解し、各実験で確認したことを科学的に説明するレポートを作成できる。
三大栄養素の化学構造と性質を説明する事ができる。
食品成分表の構成を説明する事ができる。

到達目標

 1.実験概要の説明、実験の基礎　1（器具の使い方）
 2.実験の基礎　2（ｐH測定）
 3.炭水化物　1　（糖の定性試験）
 4.炭水化物　2　（食品からの糖抽出）
 5.炭水化物　3　（糖の薄層クロマトグラフィーによる分離・検出）
 6.炭水化物　4　（デンプンの糊化と加水分解）
 7.実験の基礎、炭水化物のまとめと試験
 8.水分　　　　（赤外線水分計による食品の水分測定）
 9.灰分　　　　（直接灰化法による食品の灰分測定演習、食品成分表の理解）
10.タンパク質　1（タンパク質の定性試験）
11.タンパク質　2（アミノ酸の定性試験）
12.水分、灰分、たんぱく質のまとめと試験
13.脂質　1　　　（脂質の定性試験）
14.脂質　2　　　（脂質の薄層クロマトグラフィーによる分離・検出、脂質の物理的変化）
15.まとめと試験

授業計画

授業前学習： 事前に配布されているテキストプリントを読み、実験の目的を理解し、実験ノートに実験操作を
　流れ図にまとめ、測定項目を記録するための表を作成し、実験結果を予想して下さい。事前学習課題が出され
　ている場合には、授業までに必ず課題に取り組むこと。
　限られた時間内に手際よく実験を行い、授業から多くを学ぶためには予習が欠かせません。
授業後学習：実験の目的に沿って、授業時間内に得られた実験結果をまとめ、考察と発展学習を加えてレポー
　トをまとめます。グループ学習のまとめをmanabaにアップする課題は期限を厳守して取り組みます。
＊食品学実験では、「食品学総論」「食品機能学」で学ぶ内容の理解を実験により深めることを目的としてい
ます。実験内容の関連箇所を講義で使用した教科書で確認し、理解して暗記しておくべき事項を頭に入れるよう
にして下さい。

授業外における
学習（準備学習

の内容）

実験

授業方法

平常点　40％、レポート点　20％、試験　40％

評価基準と
評価方法

基礎から学ぶ　食品化学実験テキスト
谷口亜樹子、古庄律、松本憲一　編著　建帛社
ISBN　978-4-7679-0500-6教科書

食品学総論、食品機能学、調理学の教科書
新カラーチャート食品成分表　教育図書
ISBN 978-4-87730-304-4 C7037参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

食品学総論科目名

山中　裕佳子担当教員

前期／1st　semester 2.01水曜1曜日・時限学期 単位数配当学年

食品成分の理解

授業のテーマ

食品は，非常に身近なものでありながら，その形態および成分組成は多種多様である．本科目では，食品とは何
かを理解するために，食品中に含まれている主要成分のそれぞれの科学的な特徴を理解し，食品成分に関する基
礎知識を習得する．授業の概要

食品に含まれる主要成分の化学的特徴を理解し，食品成分に関する基礎知識を取得することができる．

到達目標

第１回　　 人の食べ物
第２回　　 食品成分を理解する―有機化学の基礎―
第３回　　 食品の成分　－　水分
第４回　　 食品の成分①－　炭水化物：単糖と少糖
第５回　　 食品の成分①－　炭水化物：多糖類，食物繊維
第６回　　 食品の成分②－　脂質：脂質の定義，脂肪酸の構造と特性
第７回　　 食品の成分②－　脂質：単純脂質，複合脂質
第８回　　 食品の成分③－　たんぱく質：アミノ酸の構造と特性
第９回　　 食品の成分③－　たんぱく質：たんぱく質の構造，分類，変性
第１０回　 食品の成分④－　ビタミン
第１１回　 食品の成分⑤－　無機質（主要無機質）
第１２回　 食品の成分⑤－　無機質（微量無機質）
第１３回　 食品のおいしさに関わる成分―　味、香り、色の成分
第１４回　 食品のおいしさに関わる成分―　官能検査、物性とおいしさ、健康食品
第１５回　 まとめと試験

授業計画

授業前学習：前回に学んだことを思い起こしておくこと
授業後学習：授業外にする課題が出された場合には，必ず次の授業までにしておくこと授業外における

学習（準備学習
の内容）

講義

授業方法

定期試験：７０％
小テスト：３０％評価基準と

評価方法

・『初めて学ぶ健康・栄養系教科書シリーズ③食べ物と健康Ⅰ　食品成分を理解するための基礎（第２版）』喜
多野宣子・近藤民恵・水野裕士著　，化学同人，ISBN 978-4-7598-1818-5
・『新　食品・栄養科学シリーズ　食品学総論（第３版）　食べ物と健康①』森田準司・成田宏史編，化学同人
，ISBN 978-4-7598-1640-2（食品機能学でも使用する）

教科書

参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

食品学総論科目名

山中　裕佳子担当教員

前期／1st　semester 2.01水曜2曜日・時限学期 単位数配当学年

食品成分の理解

授業のテーマ

食品は，非常に身近なものでありながら，その形態および成分組成は多種多様である．本科目では，食品とは何
かを理解するために，食品中に含まれている主要成分のそれぞれの科学的な特徴を理解し，食品成分に関する基
礎知識を習得する．授業の概要

食品に含まれる主要成分の化学的特徴を理解し，食品成分に関する基礎知識を取得することができる．

到達目標

第１回　　 人の食べ物
第２回　　 食品成分を理解する―有機化学の基礎―
第３回　　 食品の成分　－　水分
第４回　　 食品の成分①－　炭水化物：単糖と少糖
第５回　　 食品の成分①－　炭水化物：多糖類，食物繊維
第６回　　 食品の成分②－　脂質：脂質の定義，脂肪酸の構造と特性
第７回　　 食品の成分②－　脂質：単純脂質，複合脂質
第８回　　 食品の成分③－　たんぱく質：アミノ酸の構造と特性
第９回　　 食品の成分③－　たんぱく質：たんぱく質の構造，分類，変性
第１０回　 食品の成分④－　ビタミン
第１１回　 食品の成分⑤－　無機質（主要無機質）
第１２回　 食品の成分⑤－　無機質（微量無機質）
第１３回　 食品のおいしさに関わる成分―　味、香り、色の成分
第１４回　 食品のおいしさに関わる成分―　官能検査、物性とおいしさ、健康食品
第１５回　 まとめと試験

授業計画

授業前学習：前回に学んだことを思い起こしておくこと
授業後学習：授業外にする課題が出された場合には，必ず次の授業までにしておくこと授業外における

学習（準備学習
の内容）

講義

授業方法

定期試験：７０％
小テスト：３０％評価基準と

評価方法

・『初めて学ぶ健康・栄養系教科書シリーズ③食べ物と健康Ⅰ　食品成分を理解するための基礎（第２版）』喜
多野宣子・近藤民恵・水野裕士著　，化学同人，ISBN 978-4-7598-1818-5
・『新　食品・栄養科学シリーズ　食品学総論（第３版）　食べ物と健康①』森田準司・成田宏史編，化学同人
，ISBN 978-4-7598-1640-2（食品機能学でも使用する）

教科書

参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

食品機能学科目名

山中　裕佳子担当教員

後期／2nd　semester 2.01水曜2曜日・時限学期 単位数配当学年

各種食品の特徴と機能

授業のテーマ

食品機能学は，食品成分を機能成分として捉え，その生体への効果および作用機序，ならびに成分間相互作用に
関する科学である．
各種食品の特性，食品中に含まれる機能性成分について述べる．授業の概要

食品には，一次機能（栄養素・エネルギー），二次機能（おいしさ），三次機能（生態調節機能）がある．この
うち三次機能を中心に，食品成分のはたらきならびに食品成分の変化や相互作用を理解し，さらに，それらが及
ぼす影響を理解することができる．到達目標

第1回 　食品中の主要成分の機能① （水、糖質、脂質、たんぱく質）
第2回　 食品中の主要成分の機能② （ビタミン、無機質）
第3回 　食品中の嗜好成分①（味Ⅰ）
第4回 　食品中の嗜好成分②（味Ⅱ）
第5回 　食品中の嗜好成分③（におい、色）
第6回　 食品成分表
第7回   食品成分の化学変化①（油脂）
第8回   食品成分の化学変化②（たんぱく質）
第9回 　食品成分の化学変化③（糖質、ビタミン）
第10回  食品成分の化学変化④（褐変）
第11回  食品の機能性成分
第12回　健康志向型食品にかかわる制度
第13回  食品の表示制度
第14回  食品の物性
第15回  まとめと試験

授業計画

授業前学習：前回に学んだことを思い起こしておくこと（小テストを実施する）
授業後学習：授業外にする課題が出された場合には，必ず次の授業までにしておくこと授業外における

学習（準備学習
の内容）

講義

授業方法

定期試験：８０％
小テスト：２０％評価基準と

評価方法

・『はじめて学ぶ　健康・栄養系教科書シリーズ④　食べ物と健康Ⅱ-第２版-』喜多野宣子著，上村昭子著，久
木久美子著，化学同人，ISBN 978-4-7598-1819-2

教科書

・『新　食品・栄養科学シリーズ　食品学総論（第３版）　食べ物と健康①』森田準司・成田宏史編，化学同人
，ISBN 978-4-7598-1640-2

参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

食品機能学科目名

山中　裕佳子担当教員

後期／2nd　semester 2.01水曜3曜日・時限学期 単位数配当学年

各種食品の特徴と機能

授業のテーマ

食品機能学は，食品成分を機能成分として捉え，その生体への効果および作用機序，ならびに成分間相互作用に
関する科学である．
各種食品の特性，食品中に含まれる機能性成分について述べる．授業の概要

食品には，一次機能（栄養素・エネルギー），二次機能（おいしさ），三次機能（生態調節機能）がある．この
うち三次機能を中心に，食品成分のはたらきならびに食品成分の変化や相互作用を理解し，さらに，それらが及
ぼす影響を理解することができる．到達目標

第1回 　食品中の主要成分の機能① （水、糖質、脂質、たんぱく質）
第2回　 食品中の主要成分の機能② （ビタミン、無機質）
第3回 　食品中の嗜好成分①（味Ⅰ）
第4回 　食品中の嗜好成分②（味Ⅱ）
第5回 　食品中の嗜好成分③（におい、色）
第6回　 食品成分表
第7回   食品成分の化学変化①（油脂）
第8回   食品成分の化学変化②（たんぱく質）
第9回 　食品成分の化学変化③（糖質、ビタミン）
第10回  食品成分の化学変化④（褐変）
第11回  食品の機能性成分
第12回　健康志向型食品にかかわる制度
第13回  食品の表示制度
第14回  食品の物性
第15回  まとめと試験

授業計画

授業前学習：前回に学んだことを思い起こしておくこと（小テストを実施する）
授業後学習：授業外にする課題が出された場合には，必ず次の授業までにしておくこと授業外における

学習（準備学習
の内容）

講義

授業方法

定期試験：８０％
小テスト：２０％評価基準と

評価方法

・『はじめて学ぶ　健康・栄養系教科書シリーズ④　食べ物と健康Ⅱ-第２版-』喜多野宣子著，上村昭子著，久
木久美子著，化学同人，ISBN 978-4-7598-1819-2

教科書

・『新　食品・栄養科学シリーズ　食品学総論（第３版）　食べ物と健康①』森田準司・成田宏史編，化学同人
，ISBN 978-4-7598-1640-2

参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

調理学科目名

片平　理子担当教員

前期／1st　semester 2.01水曜2曜日・時限学期 単位数配当学年

食事作りの理解

授業のテーマ

栄養素を含む食材を、安全で消化吸収しやすく、おいしい食物の形に変える過程を調理という。
調理には、食品に含まれる栄養素の利用効率を高め、衛生的・安全に摂取できる状態に整え、嗜好性の高い食べ
物にする役割がある。これらの役割を理解し、調理の実践に結びつけるための理論を学ぶ。おいしさの構成要素
、非加熱操作・加熱操作・調味操作の原理と要点、伝熱方法と加熱条件の設定について理解する。植物性食品、
動物性食品、成分抽出素材の調理過程における化学的・物理的変化、嗜好性の変化などの諸現象を科学的に把握
する。また、日常食の献立作成の基本を理解する。

授業の概要

４つの食事の役割と３つの調理の目的を説明する事ができる。
食事設計の考え方やプロセスを説明する事ができる。
個々の調理操作が食品に与える影響を科学的に説明する事ができる。
代表的な食品の調理特性を科学的に説明する事ができる。

到達目標

1.調理学の意義
2.食事設計の基礎（食事設計の意義、嗜好性）
3.食事設計の実際
4.調理操作と調理器具
5.1～4回までのまとめと小テスト
6.調理操作と栄養　植物性食品　穀類（米）
7. 　　〃　　　 　　　　　　　穀類（小麦）
8.　 　〃　　　　 　　　　　　いも類・豆類
9.　　 〃　　　　　 　　　　　野菜類
10.　　〃　　 　　動物性食品　食肉類
11.　　〃　　　　 　　　　　　魚介類
12. 　 〃　　　               卵類・乳類
13.　  〃 　　  成分抽出素材　でんぷん・油脂
14.　　〃　　　               ゲル化素材
15.まとめと試験 

授業計画

授業前学習：授業計画に従って、授業前に教科書の該当する箇所を読んできてください。その際、わからない語
　句や理解できない箇所をチェックし、自分で調べられる範囲で調べた上で授業に出席しましょう。
授業後学習：授業で学んだ内容をもう一度簡単に整理し、理解しながら覚えるべき事項を暗記してください。
　復習のために教科書を読み直し、授業内に理解できなかったことを抽出し、次の授業で質問して問題点を早め
　に解決することが大切です。自分が何を理解できていて、何が理解できていないのか、毎授業後に確認する習
　慣をつけましょう。

授業外における
学習（準備学習

の内容）

講義

授業方法

平常点10％、小テスト10％、期末テスト80％ 

評価基準と
評価方法

１.　調理学の基本　第3版　中嶋加代子編著　同文書院
　　　ISBN 978-4-8103-14618
２.　新カラーチャート食品成分表～全食品・全成分項目掲載～
　　　教育図書　　ISBN978-4-87730-304-4（2016年3月10日発行）

教科書

１．NEW　調理と理論
　　山崎清子・島田キミエ・渋川祥子・下村道子　共著　同文書院
　　ISBN　978-4-8103-1396-5参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

調理学科目名

片平　理子担当教員

前期／1st　semester 2.01水曜3曜日・時限学期 単位数配当学年

食事作りの理解

授業のテーマ

栄養素を含む食材を、安全で消化吸収しやすく、おいしい食物の形に変える過程を調理という。
調理には、食品に含まれる栄養素の利用効率を高め、衛生的・安全に摂取できる状態に整え、嗜好性の高い食べ
物にする役割がある。これらの役割を理解し、調理の実践に結びつけるための理論を学ぶ。おいしさの構成要素
、非加熱操作・加熱操作・調味操作の原理と要点、伝熱方法と加熱条件の設定について理解する。植物性食品、
動物性食品、成分抽出素材の調理過程における化学的・物理的変化、嗜好性の変化などの諸現象を科学的に把握
する。また、日常食の献立作成の基本を理解する。

授業の概要

４つの食事の役割と３つの調理の目的を説明する事ができる。
食事設計の考え方やプロセスを説明する事ができる。
個々の調理操作が食品に与える影響を科学的に説明する事ができる。
代表的な食品の調理特性を科学的に説明する事ができる。

到達目標

1.調理学の意義
2.食事設計の基礎（食事設計の意義、嗜好性）
3.食事設計の実際
4.調理操作と調理器具
5.1～4回までのまとめと小テスト
6.調理操作と栄養　植物性食品　穀類（米）
7. 　　〃　　　 　　　　　　　穀類（小麦）
8.　 　〃　　　　 　　　　　　いも類・豆類
9.　　 〃　　　　　 　　　　　野菜類
10.　　〃　　 　　動物性食品　食肉類
11.　　〃　　　　 　　　　　　魚介類
12. 　 〃　　　               卵類・乳類
13.　  〃 　　  成分抽出素材　でんぷん・油脂
14.　　〃　　　               ゲル化素材
15.まとめと試験 

授業計画

授業前学習：授業計画に従って、授業前に教科書の該当する箇所を読んできてください。その際、わからない語
　句や理解できない箇所をチェックし、自分で調べられる範囲で調べた上で授業に出席しましょう。
授業後学習：授業で学んだ内容をもう一度簡単に整理し、理解しながら覚えるべき事項を暗記してください。
　復習のために教科書を読み直し、授業内に理解できなかったことを抽出し、次の授業で質問して問題点を早め
　に解決することが大切です。自分が何を理解できていて、何が理解できていないのか、毎授業後に確認する習
　慣をつけましょう。

授業外における
学習（準備学習

の内容）

講義

授業方法

平常点10％、小テスト10％、期末テスト80％ 

評価基準と
評価方法

１.　調理学の基本　第3版　中嶋加代子編著　同文書院
　　　ISBN 978-4-8103-14618
２.　新カラーチャート食品成分表～全食品・全成分項目掲載～
　　　教育図書　　ISBN978-4-87730-304-4（2016年3月10日発行）

教科書

１．NEW　調理と理論
　　山崎清子・島田キミエ・渋川祥子・下村道子　共著　同文書院
　　ISBN　978-4-8103-1396-5参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

調理学実験科目名

片平　理子担当教員

後期／2nd　semester 1.01火曜4～5曜日・時限学期 単位数配当学年

実験による調理理論の確認

授業のテーマ

調理の基本技術、ならびに献立作成の基本知識を理解するために必要な実験を行う。特に短時間に調理の“こつ
”をつかむ方法を知ることを目的とする。
材料配合、調理操作、調理器具などの調理条件を変えることによる料理への影響を、食物の化学的・物理的性質
の測定、組織の観察、官能評価により総合的に評価する。結果から法則性を見出し、最適な調理法の解明を試み
る。
これらを通して、合理的に調理を進めるための根拠となる調理理論の理解を深める。

授業の概要

実験の流れ（目的設定、準備、実施、結果の考察とまとめ）を説明する事ができる。
実験の目的に沿って設定された実験条件の設定理由を説明することができる。
基本的な実験操作を正確に行う事ができる。
代表的な食品の調理特性を説明する事ができる。
代表的な食品を使って行う調理操作の科学的裏づけを説明する事ができる。

到達目標

 1.実験概要の説明、計量（調味料）
 2.温度に関する実験  　（汁物の温度降下）
 3.野菜に関する実験　1 （食塩添加による放水と吸水）
 4.野菜に関する実験　2 （加熱条件による色とテクスチャーの変化）
 5.切る操作に関する実験（切砕方法と咀嚼のしやすさ）
 6.1～5回のまとめ（グループ単位での発表授業、全体討論）
 7.官能評価法　1（2点比較法、3点比較法）
 8.官能評価法　2（寒天・カラギーナン・ゼラチンゲルの性状に及ぼす糖・酸添加の影響）
 9.官能評価法  3（オリジナルゼリーレシピ作成と順位法による検査）
10.調理と酵素　1（ゼリーの凝固に及ぼすパイナップル果肉添加の影響）
11.調理と酵素　2（さつまいもの加熱方法と甘味度）
12.小麦粉に関する実験　1 （薄力粉及び強力粉中のグルテン量）
13.小麦粉に関する実験　2 （クッキー材料配合による品質の違い）
14.7～13回のまとめ（グループ単位での発表授業、全体討論）
15.まとめと試験

授業計画

授業前学習： 事前に配布されているテキストプリントを読み、実験の目的を理解し、実験ノートに実験操作を
　流れ図にまとめ、測定項目を記録するための表を作成し、実験結果を予想して下さい。事前学習課題が出され
　ている場合には、授業までに必ず課題に取り組むこと。
　限られた時間内に手際よく実験を行い、授業から多く　を学ぶためには予習が欠かせません。
授業後学習：実験の目的に沿って、授業時間内に得られた実験結果をまとめ、考察と発展学習を加えてレポー
　トをまとめます。

授業外における
学習（準備学習

の内容）

実験

授業方法

平常点40％、レポート20％、テスト40％

評価基準と
評価方法

プリントを配布する。

教科書

調理学、食品学総論、食品機能学（講義）教科書、調理実習教科書
健康を考えた調理学実験　今井悦子・安原安代編　アイ・ケイコーポレーション　4-87492-221-X C3077
食品学総論実験　江角彰彦　著　同文書院 978-4-8103-1345-1参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

調理学実験科目名

片平　理子担当教員

後期／2nd　semester 1.01水曜4～5曜日・時限学期 単位数配当学年

実験による調理理論の確認

授業のテーマ

調理の基本技術、ならびに献立作成の基本知識を理解するために必要な実験を行う。特に短時間に調理の“こつ
”をつかむ方法を知ることを目的とする。
材料配合、調理操作、調理器具などの調理条件を変えることによる料理への影響を、食物の化学的・物理的性質
の測定、組織の観察、官能評価により総合的に評価する。結果から法則性を見出し、最適な調理法の解明を試み
る。
これらを通して、合理的に調理を進めるための根拠となる調理理論の理解を深める。

授業の概要

実験の流れ（目的設定、準備、実施、結果の考察とまとめ）を説明する事ができる。
実験の目的に沿って設定された実験条件の設定理由を説明することができる。
基本的な実験操作を正確に行う事ができる。
代表的な食品の調理特性を説明する事ができる。
代表的な食品を使って行う調理操作の科学的裏づけを説明する事ができる。

到達目標

 1.実験概要の説明、計量（調味料）
 2.温度に関する実験  　（汁物の温度降下）
 3.野菜に関する実験　1 （食塩添加による放水と吸水）
 4.野菜に関する実験　2 （加熱条件による色とテクスチャーの変化）
 5.切る操作に関する実験（切砕方法と咀嚼のしやすさ）
 6.1～5回のまとめ（グループ単位での発表授業、全体討論）
 7.官能評価法　1（2点比較法、3点比較法）
 8.官能評価法　2（寒天・カラギーナン・ゼラチンゲルの性状に及ぼす糖・酸添加の影響）
 9.官能評価法  3（オリジナルゼリーレシピ作成と順位法による検査）
10.調理と酵素　1（ゼリーの凝固に及ぼすパイナップル果肉添加の影響）
11.調理と酵素　2（さつまいもの加熱方法と甘味度）
12.小麦粉に関する実験　1 （薄力粉及び強力粉中のグルテン量）
13.小麦粉に関する実験　2 （クッキー材料配合による品質の違い）
14.7～13回のまとめ（グループ単位での発表授業、全体討論）
15.まとめと試験

授業計画

授業前学習： 事前に配布されているテキストプリントを読み、実験の目的を理解し、実験ノートに実験操作を
　流れ図にまとめ、測定項目を記録するための表を作成し、実験結果を予想して下さい。事前学習課題が出され
　ている場合には、授業までに必ず課題に取り組むこと。
　限られた時間内に手際よく実験を行い、授業から多く　を学ぶためには予習が欠かせません。
授業後学習：実験の目的に沿って、授業時間内に得られた実験結果をまとめ、考察と発展学習を加えてレポー
　トをまとめます。

授業外における
学習（準備学習

の内容）

実験

授業方法

平常点40％、レポート20％、テスト40％

評価基準と
評価方法

プリントを配布する。

教科書

調理学、食品学総論、食品機能学（講義）教科書、調理実習教科書
健康を考えた調理学実験　今井悦子・安原安代編　アイ・ケイコーポレーション　4-87492-221-X C3077
食品学総論実験　江角彰彦　著　同文書院 978-4-8103-1345-1参考書
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調理実習科目名

片平　理子担当教員

前期／1st　semester 1.01火曜4～5曜日・時限学期 単位数配当学年

調理理論の理解に基づいた食事作りに関する実践力の育成

授業のテーマ

日常の日本料理を中心とした調理実習を行う。計量、洗浄、切断、調味、加熱操作、盛り付けといった基礎的な
調理技能の習得に加え、栄養・嗜好面においてバランスのとれた理想的な献立を作成する能力を身につける。
調理学で学んだ知識を、この実習で確認しながら調理の基礎を学んでいく。
実習にはHACCP概念を導入し、食品の安全性を考えながら調理できるようにする。
基本知識を幅広く活用する応用力を身につけるようにしたい。実習はグループで行うが、基礎技術は各自が徹底
的に習得することを目標とする。

授業の概要

食事作りの流れを説明することができる。
基本的な調理操作を一人で正確に行う事ができる。
各調理操作の目的を説明する事ができる。
日常食として食卓に上がる料理について、材料の種類と分量、調理手順を説明する事ができる。
日常食として食卓に上がる料理をレシピを見ないで手際よく作ることができる。
一汁二菜とﾃﾞｻﾞｰﾄから構成される日常食の献立を立てることができる。

到達目標

1. オリエンテーション、ご飯の炊き方、混合出汁のとり方（師範）、調味料の計量
2. 日本料理：白飯、吸い物（麩）、だし巻き卵、ｷｬﾍﾞﾂ繊切り
3. 日本料理：青まめご飯、潮汁、煮魚、なます、柏餅
4. 日本料理：かやくご飯、味噌汁、肉じゃが、ほうれん草お浸し
5. 日本料理：しそご飯、茶碗蒸し、天ぷら、即席漬け、フルーツ大福、わらびもち
6. 日本料理：玄米飯、のっぺい汁、焼き魚、かぼちゃの含め煮、フルーツ大福
7. 日本料理：ちらし寿司、吸物（卵豆腐）、いんげんのごま和え、蜜豆
8. 日本料理：赤飯、鯵のつくねすまし汁、筑前煮、酢の物、水ようかん
9. 西洋料理：ピラフ、コーンｽｰﾌﾟ、ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞｽﾃｰｷ、人参ｸﾞﾗｯｾ、サヤいんげんｿﾃｰ、ﾌﾞﾗﾏﾝｼﾞｪ
10. 西洋料理：コンソメジュリエンヌ、グラタン、ラタトゥイユ、プディング
11. 西洋料理：ビーフシチュー、コールスローサラダ、シュークリーム
12. 中国料理：什錦炒飯、魚丸子湯、青椒牛肉スウ、棒々鶏、ナイ豆腐
13. 中国料理：什錦炒麺、蛋花湯、涼伴茄子、芝麻元宵
14. 中国料理：鍋貼餃子、豆腐丸子湯、乾炸鶏塊、涼伴海ジャ、マンゴープリン
15. まとめと試験 

授業計画

授業前学習： 1回目の授業で指示する様式で、授業計画に従って実習内容を予めレポート用紙にまとめて下
さい。
授業後学習：授業で学んだ内容をもう一度確認しながら、レポート課題に取り組み、レポートを完成させてく
ださい。授業で行う実習とは別に、自宅で行う実習課題が出されますので、所定の様式で毎週提出して下さい。
ファイル書式で提出する課題はmanabaを積極的に活用する。

授業外における
学習（準備学習

の内容）

実習

授業方法

平常点50％、レポート25％、テスト25％ 

評価基準と
評価方法

改訂新版「あすの健康と調理」　三輪里子監修 　アイ・ケイコーポレーション
　　ISBN　978-4-87492-315－3　C3077
新カラーチャート食品成分表　教育図書(「調理学」でも教科書指定）
　　ISBN  978-4-87730-304-4

教科書

「NEW　調理と理論」
　　山崎清子・島田キミエ・渋川祥子・下村道子　共著　同文書院
　　ISBN　978-4-8103-1396-5
映像で学ぶ調理の基礎とサイエンス
　　松崎政三他編著　学際企画
　　ISBN　978-4-906514-86-1

参考書
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調理実習科目名

片平　理子担当教員

前期／1st　semester 1.01金曜4～5曜日・時限学期 単位数配当学年

調理理論の理解に基づいた食事作りに関する実践力の育成

授業のテーマ

日常の日本料理を中心とした調理実習を行う。計量、洗浄、切断、調味、加熱操作、盛り付けといった基礎的な
調理技能の習得に加え、栄養・嗜好面においてバランスのとれた理想的な献立を作成する能力を身につける。
調理学で学んだ知識を、この実習で確認しながら調理の基礎を学んでいく。
実習にはHACCP概念を導入し、食品の安全性を考えながら調理できるようにする。
基本知識を幅広く活用する応用力を身につけるようにしたい。実習はグループで行うが、基礎技術は各自が徹底
的に習得することを目標とする。

授業の概要

食事作りの流れを説明することができる。
基本的な調理操作を一人で正確に行う事ができる。
各調理操作の目的を説明する事ができる。
日常食として食卓に上がる料理について、材料の種類と分量、調理手順を説明する事ができる。
日常食として食卓に上がる料理をレシピを見ないで手際よく作ることができる。
一汁二菜とﾃﾞｻﾞｰﾄから構成される日常食の献立を立てることができる。

到達目標

1. オリエンテーション、ご飯の炊き方、混合出汁のとり方（師範）、調味料の計量
2. 日本料理：白飯、吸い物（麩）、だし巻き卵、ｷｬﾍﾞﾂ繊切り
3. 日本料理：青まめご飯、潮汁、煮魚、なます、柏餅
4. 日本料理：かやくご飯、味噌汁、肉じゃが、ほうれん草お浸し
5. 日本料理：しそご飯、茶碗蒸し、天ぷら、即席漬け、フルーツ大福、わらびもち
6. 日本料理：玄米飯、のっぺい汁、焼き魚、かぼちゃの含め煮、フルーツ大福
7. 日本料理：ちらし寿司、吸物（卵豆腐）、いんげんのごま和え、蜜豆
8. 日本料理：赤飯、鯵のつくねすまし汁、筑前煮、酢の物、水ようかん
9. 西洋料理：ピラフ、コーンｽｰﾌﾟ、ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞｽﾃｰｷ、人参ｸﾞﾗｯｾ、サヤいんげんｿﾃｰ、ﾌﾞﾗﾏﾝｼﾞｪ
10. 西洋料理：コンソメジュリエンヌ、グラタン、ラタトゥイユ、プディング
11. 西洋料理：ビーフシチュー、コールスローサラダ、シュークリーム
12. 中国料理：什錦炒飯、魚丸子湯、青椒牛肉スウ、棒々鶏、ナイ豆腐
13. 中国料理：什錦炒麺、蛋花湯、涼伴茄子、芝麻元宵
14. 中国料理：鍋貼餃子、豆腐丸子湯、乾炸鶏塊、涼伴海ジャ、マンゴープリン
15. まとめと試験 

授業計画

授業前学習： 1回目の授業で指示する様式で、授業計画に従って実習内容を予めレポート用紙にまとめて下
さい。
授業後学習：授業で学んだ内容をもう一度確認しながら、レポート課題に取り組み、レポートを完成させてく
ださい。授業で行う実習とは別に、自宅で行う実習課題が出されますので、所定の様式で毎週提出して下さい。
ファイル書式で提出する課題はmanabaを積極的に活用する。

授業外における
学習（準備学習

の内容）

実習

授業方法

平常点50％、レポート25％、テスト25％ 

評価基準と
評価方法

改訂新版「あすの健康と調理」　三輪里子監修 　アイ・ケイコーポレーション
　　ISBN　978-4-87492-315－3　C3077
新カラーチャート食品成分表　教育図書(「調理学」でも教科書指定）
　　ISBN  978-4-87730-304-4

教科書

「NEW　調理と理論」
　　山崎清子・島田キミエ・渋川祥子・下村道子　共著　同文書院
　　ISBN　978-4-8103-1396-5
映像で学ぶ調理の基礎とサイエンス
　　松崎政三他編著　学際企画
　　ISBN　978-4-906514-86-1

参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

人と生活科目名

片平　理子担当教員

後期／2nd　semester 2.01火曜3曜日・時限学期 単位数配当学年

自身と他者の生活の理解
生活する力の育成

授業のテーマ

健康で健全な豊かな生活を創り上げていくためには、生活に関わる事象を多面的に理解し、生活の場で選択・実
践していく必要がある。衣・食・住生活、生活と健康の管理、生活の中の人間関係、ライフステージによる生活
の変化について理解する。また、暮らしの場である社会の構造、生活を支える保障制度や法律、人間の生活と自
然環境の関係についても学ぶ。自分や周りの人にとって、さらには社会にとってQOL(quality of life)の高い生
活とは何かを考え、管理栄養士に必要な「人の生活」を総合的に捉える姿勢を養う。

授業の概要

生活を構成する要素について説明できる。
個人のライフコースにおける諸課題を説明できる。
社会の一員として、生活の諸課題に対する自分なりの解決策を考えて提示することができる。
兵庫の各地域の風土と食生活の特徴を説明することができる。

到達目標

 1.導入：人の生活を構成する要素
 2.生活と健康の管理　－ライフステージ別ー
 3.生活の中の人間関係　(1)人間関係のダイナミックス、コミュニケーション
 4.　　　〃　　　　　　(2)人の育ちと家族の関わり
 5.現代の衣・食・住生活
 6.家計からみた現代の暮らしの多様性
 7.第1回～第5回のまとめと試験
 8.生活を支える保障制度、生活を守る法
 9.人間の生活と自然環境　
10.持続可能な生活　多様な兵庫の暮らし　（1）但馬、丹波篠山
11.　　　　　　〃　　　　　　　　　　　（2）摂津
12.　　　　　　〃　　　　　　　　　　　（3）播磨、淡路
13.ゲストスピーカーによる講義（テーマ：兵庫県の伝統行事と食）
14.これからの生活を考える　ライフコースと生活スタイル
15.まとめと試験 

授業計画

授業前：普段から自分の身近な生活環境や生活に関する課題について関心をもつ。
　　　　次回の授業内容に関する教科書の該当ページを読み、不明点を確認しておく。
授業後：授業で学んだ内容を復習し、自身の生活と結びつけて理解する。

授業外における
学習（準備学習

の内容）

講義（必要に応じて演習を取り入れる）
授業内容の振り返りにはmanabaを活用する。

授業方法

レポート20％、発表内容20％、中間および期末テスト60％

評価基準と
評価方法

人と生活　「生活する力を育てる」ための研究会編　建帛社　ISBN978-4-7679-1446-6

教科書

「社会と健康」「健康・環境論」で使用する教科書
高等学校で使用していた家庭科の教科書(及び資料集)

参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

臨床医学概論科目名

佐藤　友亮担当教員

後期／2nd　semester 2.01水曜3曜日・時限学期 単位数配当学年

解剖生理学で学ぶ人体の正常構造と機能に対応する形で、疾患の基本を学ぶ。

授業のテーマ

管理栄養士が医療チームに加わって傷病者に適切な栄養管理を行うには傷病者の病態や栄養状態の把握が必要で
ある。
解剖生理学で学ぶ「人体の構造と機能」と連携して、おもに疾患の原因と病態、診断と臨床検査、最新の診断・
治療についての知識を習得する。
国家試験問題を通して、管理栄養士に必要な臨床医学の知識体系を理解し、身につける。

授業の概要

授業のテーマに関する管理栄養士国家試験の問題を解けるようになる。
さらに、上記の問題について、解説の作成と説明ができるようになる。

到達目標

1 オリエンテーション、疾患診断の概要
2 疾患診断の概要１（症候）
3 疾患診断の概要2（検査）
4 疾患診断の概要3（原因療法、対症療法）
5 疾患診断の概要3（根治療法、保存療法、特殊療法）
6 消化器疾患１（消化管）
7 消化器疾患２（肝胆膵）
8 まとめと中間テスト
9 循環器疾患１（血管）
10 循環器疾患２（心臓）
11 腎臓疾患１（腎炎）
12 腎臓疾患２（腎不全）
13 代謝疾患１（糖尿病の診断、合併症）
14 代謝疾患２（糖尿病の治療、高尿酸血症、脂質異常症）
15 まとめと中間テスト

授業計画

予習:授業計画に従って、教科書の該当する箇所を読んでくること。
授業外における
学習（準備学習

の内容）

講義

授業方法

試験90% 授業への参加姿勢10%。中間テストと期末テストを同じ比率で評価する。

評価基準と
評価方法

「人体の構造と生理機能」(原田玲子、原田彰宏、小林直人、医歯薬出版株式会社)
「疾病の成因・病態・診断・治療 第2版」(竹中 優、医歯薬出版株式会社)
＊「人体の構造と生理機能」は、前期・基礎生物で使用した教科書と同一。教科書

「カラー図解 人体の正常構造と機能 全10巻縮刷版」
(坂井 建雄 (編集), 河原 克雅 (編集) 、日本医事新報社; 改訂第2版)
管理栄養士国家試験出題基準(ガイドライン) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000zm40.html(各科
目の出題のねらい、大・中・小項目(p.7-33 ))

参考書
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食物栄養学科専門教育科目科目区分

臨床医学概論科目名

佐藤　友亮担当教員

後期／2nd　semester 2.01木曜3曜日・時限学期 単位数配当学年

解剖生理学で学ぶ人体の正常構造と機能に対応する形で、疾患の基本を学ぶ。

授業のテーマ

管理栄養士が医療チームに加わって傷病者に適切な栄養管理を行うには傷病者の病態や栄養状態の把握が必要で
ある。
解剖生理学で学ぶ「人体の構造と機能」と連携して、おもに疾患の原因と病態、診断と臨床検査、最新の診断・
治療についての知識を習得する。
国家試験問題を通して、管理栄養士に必要な臨床医学の知識体系を理解し、身につける。

授業の概要

授業のテーマに関する管理栄養士国家試験の問題を解けるようになる。
さらに、上記の問題について、解説の作成と説明ができるようになる。

到達目標

1 オリエンテーション、疾患診断の概要
2 疾患診断の概要１（症候）
3 疾患診断の概要2（検査）
4 疾患診断の概要3（原因療法、対症療法）
5 疾患診断の概要3（根治療法、保存療法、特殊療法）
6 消化器疾患１（消化管）
7 消化器疾患２（肝胆膵）
8 まとめと中間テスト
9 循環器疾患１（血管）
10 循環器疾患２（心臓）
11 腎臓疾患１（腎炎）
12 腎臓疾患２（腎不全）
13 代謝疾患１（糖尿病の診断、合併症）
14 代謝疾患２（糖尿病の治療、高尿酸血症、脂質異常症）
15 まとめと中間テスト

授業計画

予習:授業計画に従って、教科書の該当する箇所を読んでくること。
授業外における
学習（準備学習

の内容）

講義

授業方法

試験90% 授業への参加姿勢10%。中間テストと期末テストを同じ比率で評価する。

評価基準と
評価方法

「人体の構造と生理機能」(原田玲子、原田彰宏、小林直人、医歯薬出版株式会社)
「疾病の成因・病態・診断・治療 第2版」(竹中 優、医歯薬出版株式会社)
＊「人体の構造と生理機能」は、前期・基礎生物で使用した教科書と同一。教科書

「カラー図解 人体の正常構造と機能 全10巻縮刷版」
(坂井 建雄 (編集), 河原 克雅 (編集) 、日本医事新報社; 改訂第2版)
管理栄養士国家試験出題基準(ガイドライン) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000zm40.html(各科
目の出題のねらい、大・中・小項目(p.7-33 ))

参考書


