
専門科目

科 目 生化学 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

2年前期
選択、栄免必修
講義
2単位担 当 者 教授　山下　耕平

授業概要

生化学は栄養学や食品学などを理解するために基礎となる科目である。授業では、生物体を構成する物質の化学的
性質とそれらの生体内における機能および代謝経路について解説する。具体的には、三大栄養素である糖質、脂質、タ
ンパク質、さらに、核酸、ビタミン、ホルモン、無機質（ミネラル）について学び、生体内でおこる化学反応の目的や意味を
考えることで、健康と栄養についての理解を深め、栄養士として人々を教育・指導できる知識と実践力を身につける。
　※この授業は、化学メーカにおいて生化学検査用の診断薬の研究・開発に16 年間携わった実務経験のある教員が、
研究･ 開発の経験をいかし実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 生体内で起こる反応について化学的に理解し、健康
と栄養に関する知識を習得することができる

定期試験および小テストにより左記の学習成果の評価を行う。生命現象や
栄養の仕組み、生体内で起こる反応について 6 割以上解答できる。

2. 生体内で働く恒常性、遺伝、免疫のしくみに
ついて理解し、説明することができる

定期試験および小テストにより左記の学習成果の評価を行う。生物体が
持つ恒常性、遺伝、免疫のしくみについて6 割以上解答できる。

3. 栄養成分が体内でどのように消化、吸収、代
謝されるかを理解し、説明することができる

定期試験および小テストにより左記の学習成果の評価を行う。食物を摂取した後、
各栄養成分がどのように消化、吸収、代謝について6 割以上解答できる

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション、学習成果について 教科書序章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

2. 人体の構造 教科書1 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

3. 消化・吸収・代謝の概要、生体のエネルギー 教科書2、3 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

4. タンパク質・酵素の構造と機能 教科書4 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

5. タンパク質・アミノ酸の代謝 教科書5 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

6. 小テスト、まとめ 教科書1~5 章（2 時間） 小テスト（2 時間）

7. 糖質の構造と機能 教科書6 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

8. 糖質の代謝 教科書7 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

9. 脂質の構造と機能 教科書8 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

10. 脂質の代謝 教科書9 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

11. 核酸、遺伝子の構造と機能およびその代謝 教科書10 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

12. ビタミンの栄養 教科書11 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

13. 小テスト、まとめ 教科書6~11 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

14. 個体の恒常性とその調節機構（ホルモンについて） 教科書12 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

15. 免疫、アレルギー 教科書13 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

教 科 書 小野　廣紀　他　「健康・栄養系教科書シリーズ　生化学」　化学同人

参 考 書 授業中に講義ノートを配付する

学習成果の
評 価 方 法 期末テスト（60%）、小テスト（20%）、授業態度・学習意欲（20%）

特記すべき
事 項 講義ノートは毎回記入し、予習、復習に活用すること。毎回の出席は、授業開始時の応答により確認します。

質問・相談等
の 受 付 オフィスアワー（火曜 13：00 〜15：00）に 211 研究室まで来るかメールにて受けます（yamashita@seika.ac.jp）
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専門科目

科 目 生化学実験 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

2年後期
卒業・栄免必修
実験
1単位担 当 者 教授　山下　耕平

授業概要

生化学の授業で学んだ三大栄養素すなわちタンパク質、糖質、脂質の化学的性質や生体内での機能について、実験を通して
さらに理解を深めることを目的とする。具体的には、タンパク質の定性・定量、消化酵素の働き、尿の試験、コレステロールやビ
タミンの測定などの中で、比較的容易に実験できる題材を選び試験を行う。
　本実験を通して、生体内で起こる化学反応や自身の健康状態に目を向け、健康と栄養についての理解を深める。また、化学
実験を班で協力して手際よく行い、一連の実験をレポートとして簡潔にまとめる力を身に付ける。
　※この授業は、化学メーカにおいて生化学検査用の診断薬の研究・開発に16 年間携わった実務経験のある教員が、研究･
開発の経験をいかし実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 化学実験の進め方を理解し、班で協力して、実験を正
確に手際よく行うことができる

レポート、小テストおよびまとめテストにより左記の学習成果の評価を行う。ルーブ
リックの「技能」および「態度」の項目において 6 割以上の評価を得ることができる。

2. レポートの基本的な構成や表現を理解し、レポート
を作成することができる

レポート、小テストおよびまとめテストにより左記の学習成果の評価を行う。ルーブリック
の「表現」および「基本的な構成」の項目において6 割以上の評価を得ることができる。

3. 生体内で起こる反応について化学的に理解し、健康
と栄養に関して考察することができる

レポート、小テストおよびまとめテストにより左記の学習成果の評価を行う。ルー
ブリックの「知識・理解」項目において6 割以上の評価を得ることができる

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション、学習成果、ルーブリック評価
について、タンパク質濃度の測定 参考書序章（30 分間） レポート作成（30 分間）

2. DNA の抽出、定量 参考書10 章（30 分間） レポート作成（30 分間）

3. アミラーゼによるデンプンの分解試験
（最適温度の検討） 参考書4、6 章（30 分間） レポート作成（30 分間）

4. 胃液（ペプシン）によるタンパク質の分解試験①
（最適pH の検討、酸性条件） 参考書4 章（30 分間） レポート作成（30 分間）

5. 胃液（ペプシン）によるタンパク質の分解試験②
（最適pH の検討、塩基性条件） 参考書4 章（30 分間） レポート作成（30 分間）

6. リパーゼによる脂肪の分解試験 参考書4、8 章（30 分間） レポート作成（30 分間）

7. 小テスト、まとめ 配布プリント1~6（30 分間） 小テスト（30 分間）

8. 尿検査①（各種成分の測定、健康状態の分析） 参考書5 章（30 分間） レポート作成（30 分間）

9. 尿検査②（クレアチニンの測定） 参考書5 章（30 分間） レポート作成（30 分間）

10. 血糖値の測定（糖尿病の診断について） 参考書12 章（30 分間） レポート作成（30 分間）

11. コレステロールの測定（生活習慣病について） 参考書8、9 章（30 分間） レポート作成（30 分間）

12. 小テスト、まとめ 配布プリント8~11（30 分間） 小テスト（30 分間）

13. カルシウムの測定（ミネラルについて） 参考書12 章（30 分間） レポート作成（30 分間）

14. 尿中ビタミン C の測定（ビタミンについて） 参考書11 章（30 分間） レポート作成（30 分間）

15. まとめテスト、総括 配布プリント13、14（30 分間） まとめテスト（30 分間）

教 科 書  プリントを配付する

参 考 書 生化学の教科書（小野　廣紀　他　「健康・栄養系教科書シリーズ　生化学」　化学同人）

学習成果の
評 価 方 法

実験ごとにレポートを提出する。レポートはルーブリック評価により採点する。また、数回分をまとめてテストを行い理解度を
評価する。レポート（50%）、テスト（40%）、授業態度・学習意欲（10%）

特記すべき
事 項 毎回の出席は、授業開始時の応答により確認します。

質問・相談等
の 受 付 オフィスアワー（火曜13：00 〜15：00）に 211 研究室まで来るかメールにて受けます（yamashita@seika.ac.jp）
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基礎科目

科 目 基礎の化学 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

1年前期
卒業必修
講義
2単位担 当 者 教授　山下　耕平

授業概要

　私達の生きている世界は、すべてが物質からできている。物質は原子が組み合わさってできた物質であり、私たち
の体や食品も物質により構成されている。化学はこれらの物質の構造や性質を調べ、また、ある物質が他の物質へ変
化する化学反応を研究する学問である。　本講義では、食物栄養科学分野を学ぶために必要な化学の基礎だけでな
く、日常生活に関係する内容も紹介し、化学の面白さや基本的な考え方について分かりやすく解説する。
　※この授業は、化学メーカにおいて生化学検査用の診断薬の研究・開発に16 年間携わった実務経験のある教員が、
研究･ 開発の経験をいかし実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 基本的な化学物質の化学構造と性質を理解し、説明
することができる

定期試験および小テストにより左記の学習成果の評価を行う。基本
的な化学物質の化学構造と性質について 6 割以上解答できる。

2. 食物や栄養に関する化学的な定量と分析方法につい
て理解し、実践できる

定期試験および小テストにより左記の学習成果の評価を行う。溶液
の濃度決定や中和滴定の演算問題において6 割以上解答できる。

3. 有機化合物と三大栄養素（糖質、脂質、タンパク質）
の構造と性質を理解し、説明することができる

定期試験および小テストにより左記の学習成果の評価を行う。
三大栄養素の構造および性質ついて6 割以上解答できる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション、学習成果について物質の成り
立ち 教科書 1 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

2. 物質の変化 教科書 1 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

3. 色 な々化学変化 教科書 2 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

4. 物質の状態と性質 教科書 3 章 1、2 項（2 時間） 講義ノート（2 時間）

5. 溶液の濃度 教科書 3 章 2 項（2 時間） 講義ノート（2 時間）

6. 酸と塩基、コロイド 教科書 3 章 3、4 項（2 時間） 講義ノート（2 時間）

7. 小テスト、まとめ 教科書 1~3 章（2 時間） 小テスト（2 時間）

8. 身近な有機化学① 教科書 4 章 1~3 項（2 時間） 講義ノート（2 時間）

9. 身近な有機化学② 教科書 4 章 4~7 項（2 時間） 講義ノート（2 時間）

10. 食品に見る生体物質①（糖質） 教科書 5 章 1 項（2 時間） 講義ノート（2 時間）

11. 食品に見る生体物質②（脂質） 教科書 5 章 2 項（2 時間） 講義ノート（2 時間）

12. 食品に見る生体物質③（糖質） 教科書 5 章 3 項（2 時間） 講義ノート（2 時間）

13. 小テスト、まとめ 教科書 4、5 章（2 時間） 小テスト（2 時間）

14. 台所の化学①（酵素、旨み成分） 教科書 12 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

15. 台所の化学②（ビタミン、ミネラル） 教科書 13 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

教 科 書 北原 重登、塚本 貞次、野中 靖臣、水崎 幸一　著「食を中心とした化学（第 4 版）」東京教学社

参 考 書 授業中に講義ノートを配付する

学習成果の
評 価 方 法 期末テスト（60%）、小テスト（20%）、授業態度・学習意欲（20%）

特記すべき
事 項 講義ノートは毎回記入し、予習、復習に活用すること。毎回の出席は、授業開始時の応答により確認します。

質問・相談等
の 受 付 オフィスアワー（火曜13：00 〜15：00）に 211 研究室まで来るかメールにて受けます（yamashita@seika.ac.jp）
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専門科目

科 目 食品学 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

　1年前期
　卒業・栄免・フードS必修
　講義
　2単位担 当 者 教授　古田　吉史

授業概要

　飢餓による深刻な栄養不足の時代、現代のような飽食の時代、いずれの場合においても健康な食生活を営む上
で、食品や栄養に関する基礎的且つ科学的な知識を身につけることは非常に重要である。そのため食品学では、ま
ず食品の一般成分（水分、炭水化物、たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラル）と嗜好・有害成分についての基礎を学
び、さらに加工・保存時におけるそれら食品成分の変化や相互作用について理解を深めることを目指す。
※この授業は、食品企業において機能性食品の開発・研究および製造と品質管理に17 年間携わった実務経験の
ある教員が、その経験を活かし実践を踏まえながら授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 食品成分表の構成や内容を理解し、説明することが
できる

食品成分表についての理解を、小テストや定期試験
で6 割以上解答できる

2. 食品の一般成分と嗜好・有害成分の内容を理解し、
説明することができる

食品の一般成分や嗜好・有害成分の理解を、小テス
トや定期試験で6 割以上解答できる

3. 加工・保存時における食品成分の変化や相互作用を
理解し、具体的に説明することができる

加工・保存時における食品成分の変化や相互作用に
ついての理解を、定期試験で解答できる

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. 人間と食品： シラバス、学習成果（評価方法・基準）の説明を含む
（食生活と健康、食料と環境問題、食品の分類等）

教科書該当部分の予習
（2 時間）

配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

2. 食品成分表
（食品成分表の構成と内容、分析方法等）

教科書該当部分の予習
（2 時間）

配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

3. 食品成分の化学：　水分
（水分の特性と水分活性等）

教科書該当部分の予習
（2 時間）

配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

4. 食品成分の化学：　炭水化物
（炭水化物の構造、種類、特性等）

教科書該当部分の予習
（2 時間）

配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

5. 食品成分の化学：　脂質
（脂質の構造、種類、特性等）

教科書該当部分の予習
（2 時間）

配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

6. 食品成分の化学：　たんぱく質）
（たんぱく質の構造、種類、特性等）

教科書該当部分の予習
（2 時間）

配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

7. 食品成分の化学：　ミネラル
（ミネラルの種類、特性等）

教科書該当部分の予習
（2 時間）

配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

8. 食品成分の化学：　ビタミン
（ ビタミンの構造、種類、特性等）

教科書該当部分の予習
（2 時間）

配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

9. 嗜好成分の化学
（色素や呈味、香気成分の構造、種類、特性等）

教科書該当部分の予習
（2 時間）

配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

10. 有害成分の化学
（食品に含まれる有害成分の種類と特性等）

教科書該当部分の予習
（2 時間）

配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

11. 食品成分の変化①
（加工や調理、保存等におけるたんぱく質の変化）

教科書該当部分の予習
（2 時間）

配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

12. 食品成分の変化②
（加工や調理、保存等における炭水化物の変化）

教科書該当部分の予習
（2 時間）

配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

13. 食品成分の変化③
（加工や調理、保存等における脂質の変化、褐変現象）

教科書該当部分の予習
（2 時間）

配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

14. まとめ（小テスト、解説）： 認定試験問題等を題材として解説を加え
ながら全体を振り返り、知識の繋ぎ合わせと理解度の向上を図る 全体の予習（2 時間） 全体の復習（2 時間）

15. まとめ（小テスト、解説）： 認定試験問題等を題材として解説を加え
ながら全体を振り返り、知識の繋ぎ合わせと理解度の向上を図る 全体の予習（2 時間） 全体の復習（2 時間）

教 科 書 菅原龍幸 編著　「N ブックス 新版 食品学Ⅰ」　建帛社

参 考 書 必要に応じて資料を配布
甲斐達男・石川洋哉 編著　「最新食品学- 各論・総論（第４版）」　講談社サイエンティフィック、　日本食品標準成分表

学習成果の
評 価 方 法

定期試験の結果８０％、小テスト１０％、授業への取組み１０％を総合的に評価する
（小テストの評価はフィードバックします）

特記すべき
事 項 毎回の出席は、授業開始時に応答や出席票等により確認します

質問・相談等
の 受 付 質問、相談等がある場合は、オフィスアワー（火曜日 10:00 〜15:00）に109 研究室にて受け付けます
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専門科目

科 目 食品学実験 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

1年後期
卒業・栄免・フードS必修
実習
1単位担 当 者 教授　古田　吉史

授業概要

　食品学実験は、食品学や基礎栄養学等の講義で学んだ知識を、実際に実験を行って確認し、体験的に理解す
ることを目的としている。そのためには、「何のためにこの実験を行うのか」という目的と、「なぜこのような現象が起
こるのか」ということを考察する研究態度が大切である。本実験では、食品に含まれる各成分（水分、灰分、糖質、
タンパク質・アミノ酸、脂質、色素、酸など）の定性または定量分析を行い、それらの化学的特性を理解する。
※この授業は、食品企業において機能性食品の開発・研究および製造と品質管理に17 年間携わった実務経験の
ある教員が、その経験を活かし実践を踏まえながら授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 食品に関する化学実験ができる 実験器具の取扱いや試料の調製等の化学実験の基
礎知識や技術が習得できている

2. 測定法の原理や化学用語、実験で取り上げる食品成
分の化学特性が理解できている

測定法の基本的な原理や化学用語、実験で取り上げ
る食品成分の化学特性を説明できる

3. レポートにまとめる一連の過程を理解し、適切な内
容のレポートが書くことができる

実施した実験をレポートにまとめる一連の過程を理
解し、その技術と習慣が身に付いている

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション（実習上の諸注意、器具の取扱いと洗浄
法、レポートの書き方、学習成果について） 該当部分の予習（30 分） 該当部分の復習（30 分）

2. 試薬調製と食品試料の調製など
該当部分の予習（30 分）

（レジメ、図書館、インターネット等
を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

3. 色素成分に関する実験
該当部分の予習（30 分）

（レジメ、図書館、インターネット等
を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

4. 食品中の水分の測定
該当部分の予習（30 分）

（レジメ、図書館、インターネット等
を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

5. 食品中の灰分の測定
該当部分の予習（30 分）

（レジメ、図書館、インターネット等
を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

6. 食品中の脂質の測定
該当部分の予習（30 分）

（レジメ、図書館、インターネット等
を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

7. 糖質の定性反応①
（モーリッシュ反応、セリワノフ反応）

該当部分の予習（30 分）
（レジメ、図書館、インターネット等
を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

8. 糖質の定性反応②
（フェーリング反応、ベネディクト反応）

該当部分の予習（30 分）
（レジメ、図書館、インターネット等
を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

9. 糖質の定性反応③
（濃度未知糖溶液の判定試験）

該当部分の予習（30 分）
（レジメ、図書館、インターネット等
を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

10. タンパク質、アミノ酸の定性反応①
（ビューレット反応、ニンヒドリン反応）

該当部分の予習（30 分）
（レジメ、図書館、インターネット等
を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

11. タンパク質、アミノ酸の定性反応②
（キサントプロテイン反応、硫化鉛反応）

該当部分の予習（30 分）
（レジメ、図書館、インターネット等
を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

12. 中和滴定、終点の決め方と指示薬の選択、
pH メーターの取扱い等について 全体の振り返り（30 分） 該当部分のレポート作成（30 分）

13. 食品中の酸の定量①（試薬の力価の決定）
該当部分の予習（30 分）

（レジメ、図書館、インターネット等
を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

14. 食品中の酸の定量②（食酢中の有機酸の定量）
該当部分の予習（30 分）

（レジメ、図書館、インターネット等
を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

15. 総まとめ（小テスト、解説）： 実験全体を振り返り（レ
ポートについての確認も含む）、知識の定着を図る 全体の振り返り（30 分） 全体の復習（30 分）

教 科 書 必要に応じてレジメや資料を配布

参 考 書 村上 俊男 編著　「改訂　基礎からの食品・栄養学実験」、「日本食品標準成分表」など

学習成果の
評 価 方 法

レポート５０％、小テスト３０％、授業への取組み２０％を総合的に評価する
（レポート、小テストの評価はフィードバックします）

特記すべき
事 項 毎回の出席は、授業開始時に応答や出席票等により確認します

質問・相談等
の 受 付 質問、相談等がある場合は、オフィスアワー（木曜日 13:00 〜17:00）に109 研究室にて受け付けます
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専門科目

科 目 食品の鑑別 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

　2年前期
　選択、フードS必修
　講義
　2単位担 当 者 教授　古田　吉史

授業概要

食品にはそれぞれに特有の味、香り、色調、形状、口触り等があり、それらが統合された感覚が美味しさとして表現さ
れる。この美味しさは、人々が幸せを感じる要因でもある。本講では、このような人間の食品に対する感じ方を評価・鑑
別するための官能検査法や化学的評価法、物理的評価法を理解し、さらに個々の食品の特性を認識し品質を見抜く
ことによって、フードスペシャリストとしてより安全で美味しいものを選択できる能力を養うことを目標とする。
※この授業は、食品企業において機能性食品の開発・研究および製造と品質管理に17 年間携わった実務経験のある
教員が、その経験を活かし実践を踏まえながら授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 食品の官能検査法を説明できる 個々の官能検査法についての理解を、小テストや定
期試験で6 割以上解答できる  

2. 食品の化学的・物理的評価法を説明できる 個々の化学的・物理的評価法についての理解を、小テ
ストや定期試験で6 割以上解答できる

3. 食品個別の鑑別ができるようになる 食品個別の鑑別についての理解を、小テストや定期
試験で6 割以上解答できる

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. 食品の品質と官能検査法①
（シラバス、学習成果の説明を含む） 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

2. 官能検査法② 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

3. 食品の化学的評価法  教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

4. 食品の物性と物理的評価法  教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

5. 個別食品の鑑別①： 米、小麦、そば、いも類 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

6. 個別食品の鑑別②： 豆類、野菜類、果実類、きのこ類 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

7. 個別食品の鑑別③： 乳と乳製品、肉類 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

8. 個別食品の鑑別④： 肉類、卵類 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

9. 個別食品の鑑別⑤： 魚介類と水産加工品 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

10. 個別食品の鑑別⑥: 油脂類、甘味料 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

11. 個別食品の鑑別⑦: 発酵食品、酒類 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

12. 個別食品の鑑別⑧： 調味料、香辛料、嗜好飲料、菓子類 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

13. 個別食品の鑑別⑨： 新しい加工法による食品 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

14. まとめ（小テスト、解説）： 資格試験問題等を題材として解説を加えな
がら全体を振り返り、知識の繋ぎ合わせと理解度の向上を図る 全体の予習（2 時間） 全体の復習（2 時間）

15. まとめ（小テスト、解説）： 資格試験問題等を題材として解説を加えな
がら全体を振り返り、知識の繋ぎ合わせと理解度の向上を図る 全体の予習（2 時間） 全体の復習（2 時間）

教 科 書 日本フードスペシャリスト協会 編　「三訂　食品の官能評価・鑑別演習」　建帛

参 考 書 必要に応じて資料を配布
國崎直道・川澄俊之 編著　「改訂新版　食品加工学概論」　同文書院

学習成果の
評 価 方 法

定期試験の結果８０％、小テスト１０％、授業への取組み１０％を総合的に評価する
（小テストの評価はフィードバックします）

特記すべき
事 項 毎回の出席は、授業開始時に応答や出席票等により確認します 

質問・相談等
の 受 付 質問、相談等がある場合は、オフィスアワー（火曜日 10:00 〜15:00）に109 研究室にて受け付けます 
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専門科目

科 目 フードメーキング 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

　1年後期
　選択、栄免・フードS必修
　実習
　1単位担 当 者 教授　古田　吉史

授業概要

　近年、食品に関する様々な事件が起こり、消費者は食品の選択に困っている。栄養士・フードスペシャリストとして、
食品に関するいろんな知識とそれらの品質等を理解し、アドバイスできることが重要である。本講は、食料資源は限ら
れたものであるという認識のもとに、身の回りに溢れている様 な々食品（加工食品）の製造原理や製造方法、並びに官
能評価方法等を実習を通して体験的に学び、材料の持つ特性や品質についての理解を深めることを目標としている。
※この授業は、食品企業において機能性食品の開発・研究および製造と品質管理に17 年間携わった実務経験のある
教員が、その経験を活かし実践を踏まえながら授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 加工食品が作れるようになる 実習において各種の加工食品を作製し、材料の持つ
特性等に対して理解を示す

2. 加工食品の製造原理と製造方法を説明できる 個々の加工食品の製造原理や製造方法への理解を、
小テストやレポートで説明できる

3. 官能評価が具体的にできるようになる 各官能評価の方法を理解し、自身の官能判別能力が
把握できている

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション（実習上の諸注意、レポートの
書き方、学習成果について）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネット
等を活用）

該当部分の復習（30 分）

2. 味噌の製造　（味噌の製造原理と、麦味噌・米味
噌の香味の違い等について学ぶ）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネット
等を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

3. ジャムの製造
（ペクチンの役割と瓶詰の原理等について学ぶ）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネット
等を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

4. うどんの製造　（強力粉、中力粉、薄力粉によるグ
ルテン形成の違い等について学ぶ）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネット
等を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

5. 豆腐の製造　（豆腐の製造法（凝固剤の種類や固
化原理etc）について学ぶ）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネット
等を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

6. 羊羹の製造
（寒天のゾルとゲル、羊羹の箱詰め方法等について学ぶ）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネット
等を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

7. こんにゃくの製造　（こんにゃくの製造法（グルコ
マンナンの固化原理etc）等について学ぶ）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネット
等を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

8. チーズとバターの製造　（ 乳成分の特性、チーズとバ
ターの製造法、乳の殺菌方法等について学ぶ）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネット
等を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

9. ヨーグルトの製造
（ヨーグルトの製造法、乳酸菌の特徴等について学ぶ）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネット
等を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

10. ソーセージの製造
（ソーセージの製造法、材料特性、燻煙法等について学ぶ）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネット
等を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

11. かまぼこの製造
（かまぼこの製造法、材料特性等について学ぶ）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネット
等を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

12. 官能評価テスト①　（官能評価方法を学び、自身の
「五味識別能力」を把握する）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネット
等を活用）

該当部分の復習（30 分）

13. 官能評価テスト②　（官能評価方法を学び、自身の
「濃度差識別能力」を把握する）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネット
等を活用）

該当部分の復習（30 分）

14. 官能評価テスト③　（複数の市販飲料を使用し、
自身の「嗅覚による判別能力」を把握する）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネット
等を活用）

該当部分の復習（30 分）

15. 総まとめ（小テスト、解説）： 実習全体を振り返り（レ
ポートについての確認も含む）、知識の定着を図る 全体の振り返り（30 分） 全体の復習（30 分）

教 科 書 「精華女子短期大学 フードメーキング テキスト」改編　※必要に応じて資料を配布

参 考 書 適時授業中に紹介する

学習成果の
評 価 方 法

レポート３０％、官能評価テスト３０％、小テスト２０％、授業への取組み２０％を総合的に評価する
（レポート、官能評価テスト、小テストの評価はフィードバックします）

特記すべき
事 項 毎回の出席は、授業開始時に応答や出席票等により確認します

質問・相談等
の 受 付 質問、相談等がある場合は、オフィスアワー（木曜日 13:00 〜17:00）に109 研究室にて受け付けます
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専門科目

科 目 食品の機能 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

　2年後期
　選択、栄免・フードS必修
　講義
　2単位担 当 者 教授　古田　吉史

授業概要

食品は一次機能（生命を維持するための働き）、二次機能（感覚を充足させる働き）および三次機能（生体の調
節に関係する生理的な働き）という３種の機能を持っている。本講は、食品のこれらの機能や役割を学ぶことに
より種々の食品の良さを理解し、食生活に活用できることを目標としている。さらに、我々一般消費者にとって、
食品に関する極めて重要な情報源となる食品表示（食品表示法）についての理解も深める。
※この授業は、食品企業において機能性食品の開発・研究および製造と品質管理に17 年間携わった実務経験
のある教員が、その経験を活かし実践を踏まえながら授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 食品に含まれる機能成分の名称と機能を説明するこ
とができる

食品に含まれる機能成分の名称と機能についての理
解を、小テストや定期試験で6 割以上解答できる

2. 保健機能食品について説明することができる 特定保健用・栄養機能・機能性表示・いわゆる健康食品の
区別について、小テストや定期試験で6 割以上解答できる

3. 食品表示法を理解し説明することができる 食品表示法についての理解を、小テストや定期試験
で6 割以上解答できる

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. 食品が有する機能性（一次機能、二次機能、三次機
能）（シラバス、学習成果の説明を含む） 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

2. 食品の生理機能①　（食物繊維、抗酸化物質） 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

3. 食品の生理機能②
（血栓症の予防、血圧調節、骨粗鬆症予防等） 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

4. 食品の品質規格と表示
（食品表示法、JAS 法、食品衛生法、健康増進法等） 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

5. 健康や栄養に関する表示制度
（特別用途食品、保健機能食品、その他） 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

6. 食品の保存技術について
（温度、pH、水分活性、電磁波等の利用） 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

7. 食品の包装と充填技術  教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

8. 農産食品の機能①　（穀類、豆類、いも類） 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

9. 農産食品の機能②　（野菜類、きのこ類、砂糖） 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

10. 水産食品の機能　（魚介類、藻類、水産加工品） 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

11. 畜産食品の機能　（食肉類、乳類、卵類） 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

12. 発酵食品の機能　（発酵調味料、アルコール飲料） 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

13. 脂質、嗜好食品・飲料 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

14. まとめ（小テスト、解説）： 認定試験問題等を題材として解説を加えな
がら全体を振り返り、知識の繋ぎ合わせと理解度の向上を図る 全体の予習（2 時間） 全体の復習（2 時間）

15. まとめ（小テスト、解説）： 認定試験問題等を題材として解説を加えな
がら全体を振り返り、知識の繋ぎ合わせと理解度の向上を図る 全体の予習（2 時間） 全体の復習（2 時間）

教 科 書 甲斐達男・石川洋哉 編著　「最新食品学- 各論・総論（第４版）」　講談社サイエンティフィック　
全国栄養士養成施設協会編　「栄養士実力認定試験過去問題集2019 年版」　建帛社

参 考 書 必要に応じて資料を配布
國崎直道・川澄俊之 編著　「改訂新版　食品加工学概論」　同文書院

学習成果の
評 価 方 法

" 定期試験の結果８０％、小テスト１０％、授業への取組み１０％を総合的に評価する
（小テストの評価はフィードバックします）"     

特記すべき
事 項 毎回の出席は、授業開始時に応答や出席票等により確認します     

質問・相談等
の 受 付 質問、相談等がある場合は、オフィスアワー（木曜日 13:00 〜17:00）に109 研究室にて受け付けます 
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専門科目

科 目 フードスペシャリスト論 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

2年前期
選択、フードS必修
講義
2単位担 当 者 教授　古田　吉史

授業概要

食生活の基盤が見失われつつある状況の中、消費者に対し豊かで健全な食生活の啓蒙を促す役割を担う「フー
ドスペシャリスト」が求められている。本講はフードスペシャリスト入門科目であり、フードスペシャリスト養成のガイ
ドとして、フードスペシャリストの業務内容と専門性、食文化と歴史、食生活と食産業の現状、食品の表示と規格、
食情報に関する事項など、フードスペシャリストに要求される幅広い知識全般を習得することを目的としている。
※この授業は、食品企業において機能性食品の開発・研究および製造と品質管理に17 年間携わった実務経験の
ある教員が、その経験を活かし実践を踏まえながら授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. フードスペシャリストの概念、業務内容や専門性につ
いて説明できる  

フードスペシャリストの概念、業務内容や専門性につい
ての理解を、小テストや定期試験で6 割以上解答できる

2. 食物の歴史、日本や世界の食文化、現代日本の食生
活の様相について説明できる

食物の歴史、日本や世界の食文化、現代日本の食生活の様相に
ついての理解を、小テストや定期試験で6 割以上解答できる

3. 食産業の現状と役割、食品の品質規格と表示、食情
報と消費者保護について説明できる

食産業の現状と役割、食品の品質規格と表示、食情報と消費者保
護についての理解を、小テストや定期試験で6 割以上解答できる

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. フードスペシャリストとは
（シラバス、学習成果の, 説明を含む） 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

2. フードスペシャリストの活躍分野とその責務 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

3. 人類と食物
（食物獲得の歴史、食品加工・保存技術の発展など） 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

4. 世界の食
（食作法、食の禁忌と忌避、世界の食事情など） 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

5. 日本の食
（日本の食物史と地域差など） 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

6. 現代日本の食生活①
（食生活の現状と消費生活、食生活の変化と食産業など） 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

7. 現代日本の食生活②
（食料の供給と食料自給率、環境と食など） 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

8. 食品産業の役割①
（フードシステムと食品産業、食品製造業の規模・特徴など 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

9. 食品産業の役割②
（食品卸売業、食品小売業、外食産業など） 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

10. 食品の品質規格と表示①
（食品の表示に関わる法律、JAS 法による規格と表示） 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

11. 食品の品質規格と表示②
（食品表示法、食品衛生法、健康増進法の関わり） 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

12. 食品の品質規格と表示③
（その他法律による表示、コーデックス規格など） 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

13. 食情報と消費者保護法 教科書該当部分の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

14. まとめ（小テスト、解説）: 資格試験問題等を題材として解説を加え
ながら全体を振り返り、知識の繋ぎ合わせと理解度の向上を図る 全体の予習（2 時間） 全体の復習（2 時間）

15. まとめ（小テスト、解説）: 資格試験問題等を題材として解説を加え
ながら全体を振り返り、知識の繋ぎ合わせと理解度の向上を図る 全体の予習（2 時間） 全体の復習（2 時間）

教 科 書 日本フードスペシャリスト協会 編　「四訂　フードスペシャリスト論　第4 版」　建帛社
日本フードスペシャリスト協会 編　「フードスペシャリスト資格認定試験過去問題集 2019 年版」　建帛社

参 考 書 必要に応じて資料を配布

学習成果の
評 価 方 法

定期試験の結果80%、小テスト10%、授業への取組み10% を総合的に評価する
（小テストの評価はフィードバックします）

特記すべき
事 項 毎回の出席は、授業開始時に応答や出席票等により確認します

質問・相談等
の 受 付 質問、相談等がある場合は、オフィスアワー（火曜日10:00 〜15:00）に109 研究室にて受け付けます
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職業に関する専門科目

科 目 秘書概論 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

1年後期
選択、秘書士必修
講義
2単位担 当 者 講師　田中　志保

授業概要

秘書概論を通して、秘書業務の概要を理解すると共に、これからのビジネスパーソンに必要なビジネスの
基本となる考え方や知識の習得を目的とする。　
本授業は、老舗シティホテル（管理職の専任社長秘書歴７年）や、電力会社（秘書歴１年）での実務経験を
有し、現在、人材育成コンサルタントとして、各界の男性、女性秘書の育成を手がける講師が、その経験を
活かした実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 秘書概論（秘書学）を学ぶ目的を理解する 課題レポートの提出を求め、その内容により、
その理解度を評価する

2. 秘書に求められる資質や役割を理解すると共に、秘
書業務についての理解を深める

課題レポートの提出を求め、その内容により、
その理解度を評価する

3. ビジネスパーソンに必要な基本的な考え方
や知識を習得する

課題レポートの提出を求め、その内容により、
その理解度を評価する

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション　秘書とは
学習成果について（評価方法および評価基準）

指示した教科書の講義予定範囲
を読む（2 時間）

学んだ内容を復讐する・指示され
たレポートを作成する（2 時間）

2. 秘書の役割と会社組織 指示した教科書の講義予定範囲
を読む（2 時間）

学んだ内容を復讐する・指示され
たレポートを作成する（2 時間）

3. 秘書の形態と専門分化 指示した教科書の講義予定範囲
を読む（2 時間）

学んだ内容を復讐する・指示され
たレポートを作成する（2 時間）

4. 秘書の業務 （人的ネットワーク業務） 指示した教科書の講義予定範囲
を読む（2 時間）

学んだ内容を復讐する・指示され
たレポートを作成する（2 時間）

5. 秘書の業務 （情報ネットワーク業務） 指示した教科書の講義予定範囲
を読む（2 時間）

学んだ内容を復讐する・指示され
たレポートを作成する（2 時間）

6. 秘書の業務 （総務・庶務的業務）　 指示した教科書の講義予定範囲
を読む（2 時間）

学んだ内容を復讐する・指示され
たレポートを作成する（2 時間）

7. 秘書の業務 （コーディネート＆アレンジ業務） 指示した教科書の講義予定範囲
を読む（2 時間）

学んだ内容を復讐する・指示され
たレポートを作成する（2 時間）

8. 秘書の業務 （経営管理業務） 指示した教科書の講義予定範囲
を読む（2 時間）

学んだ内容を復讐する・指示され
たレポートを作成する（2 時間）

9. 秘書とパーソナリティ 指示した教科書の講義予定範囲
を読む（2 時間）

学んだ内容を復讐する・指示され
たレポートを作成する（2 時間）

10. 秘書と人間関係構築 指示した教科書の講義予定範囲
を読む（2 時間）

学んだ内容を復讐する・指示され
たレポートを作成する（2 時間）

11. 秘書と情報マネジメント 指示した教科書の講義予定範囲
を読む（2 時間）

学んだ内容を復讐する・指示され
たレポートを作成する（2 時間）

12. 秘書とタイムマネジメント 指示した教科書の講義予定範囲
を読む（2 時間）

学んだ内容を復讐する・指示され
たレポートを作成する（2 時間）

13. 秘書の働き方と社会の変化 指示した教科書の講義予定範囲
を読む（2 時間）

学んだ内容を復讐する・指示され
たレポートを作成する（2 時間）

14. 秘書とキャリアデザイン 指示した教科書の講義予定範囲
を読む（2 時間）

学んだ内容を復讐する・指示され
たレポートを作成する（2 時間）

15. 共通講義（まとめ） 指示した教科書の講義予定範囲
を読む（2 時間）

学んだ内容を復讐する・指示され
たレポートを作成する（2 時間）

教 科 書 全国大学実務教育協会編 ｢新しい時代の秘書ビジネス論｣ 紀伊国屋書店

参 考 書 なし　

学習成果の
評 価 方 法 定期試験（60％）　課題レポートの提出（30％）　　授業態度（10％）

特記すべき
事 項 遅刻、早退、欠席は本人が担当者へ直接理由などを申し出ること。

質問・相談等
の 受 付 授業終了後に教室内、または、非常勤講師室にて受け付けます。
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基礎科目

科 目 ことばとコミュニケーション 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

2年後期
選択、秘書士必修
講義
2単位担 当 者 講師　安部　玲子

授業概要
講師は、15 年間日本語教師として教壇に立った後、一般企業に勤め、株式会社の立ち上げ、ODA プロジェ
クトの実行に携わった。いかにコミュニケーションというものが大切か?を学んだ経験を生かし、よりよいコ
ミュニケーションとは何かを考え、そのツールとしてのことば力を磨いていく。「社会に出ても恥ずかしくな
い会話ができる」を目標に、主に敬語の使い方・シーンに合った会話力・雑談力を身に付ける。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 正しい敬語を身に付ける。 ミニテストを毎時間行う。

2. 「ビジネスシーン」に合った会話を学ぶ。 会話の流れを確認する際、フローチャートの穴埋め
ができる。

3. 雑談力を高める。 ロールプレイの発表がスムーズにできる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション
学習成果について（評価方法・評価基準）

シラバスを読み、コミュニケーショ
ンについてインターネットや関連書
籍等で情報収集しておく。（2 時間）

学んだことを実践で使う努力をす
る。常にアンテナを張り、会話中の
疑問を心にとめておく。（2 時間）

2. 敬語の整理（尊敬語・謙譲語・丁寧語の違い）
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを実践で使う努力をす
る。常にアンテナを張り、会話中の
疑問を心にとめておく。（2 時間）

3. 敬語の復習（尊敬語・謙譲語・丁寧語）
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを実践で使う努力をす
る。常にアンテナを張り、会話中の
疑問を心にとめておく。（2 時間）

4. コミュニケーションとは何か? を考える
①自分が求める人間関係

インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを実践で使う努力をす
る。常にアンテナを張り、会話中の
疑問を心にとめておく。（2 時間）

5. コミュニケーションとは何か? を考える
②相手が求める人間関係

インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを実践で使う努力をす
る。常にアンテナを張り、会話中の
疑問を心にとめておく。（2 時間）

6. シーンに合った会話①自己紹介
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを実践で使う努力をす
る。常にアンテナを張り、会話中の
疑問を心にとめておく。（2 時間）

7. シーンに合った会話②伝言の受け方・仕方
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを実践で使う努力をす
る。常にアンテナを張り、会話中の
疑問を心にとめておく。（2 時間）

8. シーンに合った会話③アポイントの取り方
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを実践で使う努力をす
る。常にアンテナを張り、会話中の
疑問を心にとめておく。（2 時間）

9. シーンに合った会話④依頼を受ける
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを実践で使う努力をす
る。常にアンテナを張り、会話中の
疑問を心にとめておく。（2 時間）

10. シーンに合った会話⑤依頼を断る
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを実践で使う努力をす
る。常にアンテナを張り、会話中の
疑問を心にとめておく。（2 時間）

11. シーンに合った会話⑥了解を求める
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを実践で使う努力をす
る。常にアンテナを張り、会話中の
疑問を心にとめておく。（2 時間）

12. シーンに合った会話⑦お礼・お詫びの仕方
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを実践で使う努力をす
る。常にアンテナを張り、会話中の
疑問を心にとめておく。（2 時間）

13. 雑談力①導入
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを実践で使う努力をす
る。常にアンテナを張り、会話中の
疑問を心にとめておく。（2 時間）

14. 雑談力②実践
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを実践で使う努力をす
る。常にアンテナを張り、会話中の
疑問を心にとめておく。（2 時間）

15. 授業のまとめ・授業評価アンケート これまでの授業を振り返り、質問
をまとめておく。（2 時間）

学んだことを実践で使う努力をす
る。常にアンテナを張り、会話中の
疑問を心にとめておく。（2 時間）

教 科 書 岩澤みどり・寺田則子著『日本企業への就職ービジネス会話トレーニングー』㈱アスク出版
必要な個所をプリントにして配布します。

参 考 書 渡辺美紀著『言いたいことは1 分で!10 倍伝わる話し方』幻冬舎出版

学習成果の
評 価 方 法 授業態度（20%）発表（30%）まとめテスト（50%）

特記すべき
事 項 毎回の出席は、授業開始時の点呼及び各回のミニテストにより確認します。

質問・相談等
の 受 付

毎回、授業の最後にメモを配るので、質問・感想等を書いて提出してください。
または、授業後に非常勤講師室まで来てください。
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