
専攻  管理栄養士 

 

所感 

今回はオンライン授業がほとんどで学生の顏がみえない状況でいかに理解してもらう授業を展開するかが焦点で

あった。作成してみると昨年とはまた違う今後の課題も見えてきたこと3年間の振り返りができたことで今後の活

動、授業への改善策がみられたと思う。また教員としての責任と自覚も確認できた。 

  
 

氏名 岡本康子 

家政学部家政学科の教育目標は、本学の教育目標と教育方針の下、「真心・努力・奉仕・感謝」の四大精神の実践を通して社会的に自立して生きていく上で必要

な①スキル・リテラシー・教養等に関する一般的知識・技能と②家政に関する専門的知識・技能と③建学の精神・社会人基礎力・pisa型学力を統合的に身に付け、

社会に出てからは、これらの知識・技能をベースに生涯学習社会の中で自己の潜在能力をさらに開発しながら、職場と地域の課題解決に貢献できる人材を育成す

ることである。 

イ 家政学専攻の教育目標は、家政学部の教育目標の下、これからの社会の新しいライフスタイルのデザインを提案することによって、人々の日常生活を衣・食・

住の面から支援することのできる人材を育成することである。 

ロ 管理栄養士専攻の教育目標は、家政学部の教育目標の下、管理栄養士の資格を生かして、チーム医療、健康増進・疾病予防、食育・栄養指導又は健康をテーマ

にした食品の研究・開発等で活躍することによって、人々の日常生活を健康の面から支援することのできる人材を育成することである。 

ハ こどもの生活専攻の教育目標は、家政学部の教育目標の下、保育士・幼稚園教諭・小学校教諭の資格を生かして、こどもたちの学力および社会性・社会力の

基礎・基本を育てることによって、人々の日常生活を子育ての面から支援することができる人材を育成することである。 

１ 教育の責任 

私は病院管理栄養士として 25年の経験を積み、管理栄養士の変遷の中で、院内外にはたらきかけ、管理栄養士の地位向上と静岡県栄養士会では医療事業部部長 

として、日本栄養士会でも医療事業部の役員、資格（ＴＮＴＤ）の委員として現場の管理栄養士の知識、技術の向上に費やしてきた。特に栄養指導は管

理栄養士の重要な業であり治療にも大きく影響をする。カウンセリングも含めた栄養教育（指導）により患者のＱＯＬをあげ、治療への貢献ができる。

それを踏まえ、1～2年で学修した他科目との関連を説明しながら、授業にのぞんでいる。社会に通用する管理栄養士を育成する責任がある 

 科目名 専攻 開講期 受講者数 備考 

2017年度 応用栄養学実習 管理栄養士 2年 前期 35  

 栄養カウンセリング論(行動療法含む) 管理栄養士 4年 前期   

 栄養カウンセリング論(行動療法含む) 管理栄養士 3年 後期   

 臨床栄養教育論 管理栄養士 2年 後期   

 臨床総合演習 管理栄養士 4年 前期   

 

 

オムニバス 

 

 特論 Ⅰ Ⅱ 管理栄養士 3年 後期  

 特論 Ⅲ Ⅳ 管理栄養士 4年 前期・後期  

 地域栄養教育論 管理栄養士 3年 後期  

 地域栄養教育論実習 管理栄養士 4年 前期  

 栄養実習事前・事後演習 管理栄養士 3年 

管理栄養士 4年 

後期 

前期 

 

 基礎キャリア教育 管理栄養士 3年 前期  

 応用栄養英語 管理栄養士 2年 後期  

 卒業研究 管理栄養士 3年 後期   

2018年度 臨床栄養教育論 管理栄養士 2年 後期 79  

 臨床栄養教育論実習 管理栄養士 3年 前期 62  

 栄養カウンセリング論(行動療法含む) 管理栄養士 3年 後期 62  

 臨床総合演習 管理栄養士 4年 前期  オムニバス 

  特論 Ⅰ Ⅱ 管理栄養士 3年 前後期 62 

 特論 Ⅲ Ⅳ 管理栄養士 4年 前後期  

 地域栄養教育論 管理栄養士 3年 後期  

 地域栄養食育政策論実習 管理栄養士 4年 前期  

 栄養実習事前・事後演習 管理栄養士 3年 

管理栄養士 4年 

後期 

前期 

 

 基礎キャリア教育 管理栄養士 3年   

 応用栄養英語 管理栄養士 2年   

 卒業研究 管理栄養士 4年 前期～後期 8  

 卒業研究 管理栄養士 3年 後期 8  

2019年度 臨床栄養教育論 管理栄養士 2年 後期 68  

 臨床栄養教育論実習 管理栄養士 3年 前期 79  

 栄養カウンセリング論(行動療法含む) 管理栄養士 3年 後期 79  

 臨床総合演習 管理栄養士 4年 前期 62 オムニバス 

 特論 Ⅰ Ⅱ 管理栄養士 3年 前後期 79 

 特論 Ⅲ Ⅳ 管理栄養士 4年 前後期 62 

 地域栄養教育論 管理栄養士 3年   

 地域栄養食育政策論実習 管理栄養士 4年   

 栄養実習事前・事後演習 管理栄養士 3年 

管理栄養士 4年 

後期 

前期 

 

 基礎キャリア教育 管理栄養士 3年  70 



 応用栄養英語 管理栄養士 2年  43 

 卒業研究 管理栄養士 4年  4  

 卒業研究 管理栄養士 3年  6  

 アウトリーチ    オムニバス 

2020年度 臨床栄養教育論 管理栄養士 2年 後期 43  

 臨床栄養教育論実習 管理栄養士 3年 前期 63  

 栄養カウンセリング論(行動療法含む) 管理栄養士 3年 後期 66  

 臨床総合演習 管理栄養士 4年 前期 74  

 特論 Ⅰ Ⅱ 管理栄養士 3年  70  

 特論 Ⅲ Ⅳ 管理栄養士 4年  74  

 地域栄養教育論 管理栄養士 3年 後期 18 オムニバス 

 地域栄養食育政策論実習 管理栄養士 4年 前期 21 

 栄養実習事前・事後演習 管理栄養士 3年  70 

 基礎キャリア教育 管理栄養士 3年 前期 70 

 卒業研究 管理栄養士 4年  6  

 卒業研究 管理栄養士 3年  5  

 アウトリーチ     

      
 

２ 教育の理念と目的 

臨床栄養教育論から臨床栄養教育論実習そして栄養カウンセリング論は一連の流れがある 

管理栄養士の仕事は国民が自主的に生活の質 QOLを下げずに食事療法、運動療法に取り組み、疾病の予防あるいは治療、重症化予防に導く栄養の指導が使命であ

る。そこには、対象者、患者のライフステージ、ライフスタイル、家族背景、心まで配慮し、予防、治療に向け、生活習慣の改善に向け、行動を起こしてもらう指

導がポイントとなる。また食品の栄養素、メニューの提示が出来る知識 1年、2年前期までの科目との繋がりを知り、その知識を最大限に使わなければ、指導は成

り立たない。この使命を担える教育が目的である。 

３ 教育方法 

 まずは栄養の指導において様々な科目の上に成り立つことを理解させ、成分表、食事摂取基準、生化学、臨床医学、臨床栄養学などの教科書を持参することを

推奨し、併せて使い、講義を展開している。特に今年度はオンラインのため予習、復習ができるように PDFの配信、授業動画の配信に力を注ぎ、予復習体制を促

した。またグループ活動により、全員が助け合いながら、栄養の指導にむかえるような工夫をしている。しかし、与えられたグループ内ではまったく何もやらな

い学生も見受けられる。そこで今年度は学生の同意を得て、グループ活動を動画にとり、主体性、責任をもったグループ活動とした。そのグループ活動に教員は

順番に入り、対面授業さながらのように学生の様子をみ、確認しながら、学生のコミュケーション能力、プレゼンテーションスキルを磨きながら、授業をおこな

っている （ロールプレイ、プレゼンテーション） 

４ 授業改善の活動 

 2020年度は Googleクラスルームを使用し、特に IT活用により、学生が理解できるよう、また最初に PDFで教科書のみでなく、予習ができるように配信し、

授業はスライドを固定表示し、学生の同意を得て動画をとり、ユーチューブに限定公開し、復習にあててもらうように配慮をした。 

3 年生はグループ分けなどについて、授業の展開について学生に常に確認する体制、また質問がしやすい体制の配慮をしまたその内容はクラスルームで必要があ

れば公開をし、授業の改善をしている。また課題はすべてクラㇽルーム内に配信し、ペーパーレスにて提出し、提出したレポートから自分の授業の理解度等を把

握して、改善をしている。 

また病院勤務から離れてしまったので、日本静脈経腸栄養学会(代議員)に参加、欧州の栄養代謝学会 ESPEN参加を含め情報収集、および学会発表をするように努

力して授業に活用している 

 

５ 学生の授業評価 

リフレクションペーパーにそれぞれまとめている別追加 資料 2-1＆2-2 

2年後期 臨床栄養教育論＜授業運営(問 1～7)＞ 

問１～5すべてレベル 5のため、この調子で頑張る所存である。 

＜PCRシート（予習・本時・復習シート）の活用（問 8～9)＞問 8 おおむねシラバスの活用ができ、予復習に取り組むことができた様子が理解できる。 

＜シラバスの活用（問 10,11)＞問 10 おおむねシラバスを参照して予習復習を実施していたことが理解できる。 

＜授業外（予習・復習）での学修（問 12～13)＞おおむね予習復習をすることで授業の理解が深まっているようである 

社会人基礎力では、学生が自分を評価する際に多くかかれていたのは、課題発見ができないという文面であった。今後、課題発見をするコツを教育していく所存です。 

3年前期 臨床栄養教育論実習 

はじめてのオンライン授業による実習のため時間配分を提示していたが、時間がかかりすぎたり、すくなかったり、学生により差がでていた。 

やはり、栄養指導の実習のため時間配分は個人差が難しいと思う。精査して時間配分を検討する 

またはじめのころはミート使用は望まないと言われていたので、話しかけるように言葉をいれたが、 

一方的になってしまう可能性もあったかもしれない。途中からミートを上手に使用し、説明をくわえることで理解をしてもらえるよう工夫した。 

予復習の時間が 30～60分との記載があるが時間ではないし、たぶん集団指導にたいするパワーポイントなどの資料作成には十分な時間を費やしていると思う。 

3年後期 栄養カウンセリング論 

＜授業運営(問 1～7)＞問１ 授業時間の学修内容を実施については、やや該当する、強く該当するとあわせると 80％の学生は授業時間の学習内容を実施していたとの回答を得た

また問２でも同様であり、説明が明確で理解しやすかったが、双方あわせて 80％である。分析するとオンラインでの授業であったこと、臨地実習でいない学生も多くいたことが原因と

考え、そのような学生も含めわかりやすい授業、理解を求める努力の工夫を探求したいが、理由がわからないので学生の具体的な評価がほしい。問３ についても質問や相談でき

る体制はしいていても、オンラインで質問しずらい面もあったのかもしれないが、85％以上は配慮していたと答えてくれている。学生に問いかけしながら努力をしたい。 

問 4 学生の理解を確かめていたは強く推奨するが多くを占め、今後も維持していきたい。総合的に満足の学生が 70％で満足度や授業が有意義だと思わなかった学生も 30％を占

める。後半はグループワークが中心であるが、15 週のうち、4 回以上臨地実習にいき、わからなくなっていたり、ミートを利用してのオンライン授業であり、その場にいないこと、授業



愛知学泉大学ティーチングポートフォリオ 

を動画に作成しているのに、ユーチューブで確認する作業が不足している（動画視聴回数が少ない）理解の不足が感じられる。 

６ 学生の学修成果 

 臨床栄養教育論実習において power ポイントで示されているその一部を添付する。また栄養カウンセリング論(行動療法含む)においてはグループでの栄養カウ

ンセリングを行うスライドを一部添付する 資料 3-1～3臨床栄養教育論実習 3-1～5栄養カウンセリング論(行動療法含む) 

徐々にその体制が作られ、前年度一連の流れが整った３年生は２年後期→３年前期→３年後期まできて、３年間において学習成果があがっていることが確認でき

喜びを感じている。オンラインではあったが、2年の学生評価からみて授業の成果がさらに向上していることがうかがえる。 

オンラインの中、学生の集団指導用資料や発表にたいする取り組みは学修の成果の表れである。 

７ 授業科目に関連した教材開発 

  なぜ？どうして？人体の構造と機能/臨床栄養学①② 応用栄養学  臨床栄養教育論授業のユーチューブ動画  

医歯薬出版株式会社の臨床栄養雑誌への編集協力と投稿 

８ 指導力向上のための取り組み 

 栄養教育論特に国試対策にむけて、授業との関連を考えながら勉強をしている 

また病院勤務から離れてしまったので、日本静脈経腸栄養学会(代議員)に参加、欧州の栄養代謝学会 ESPEN参加を含め情報収集、および学会発表をして授業に活

用している 

指導力向上は特に日本栄養士会にて現場の管理栄養士さんにむけて TNTD 資格への教育活動、また JSPEN での NST 専門療法士の資格取得にむけたセミナー講

師などを行うことで向上に努めている 

９ 今後の目標 

 旧カリではよい流れができたので、これを継続して管理栄養士として予防、重症化をふせぐしかもＱＯＬを考慮できることに喜びを見出せる、管理栄養士の仕

事の誇りがもてるような授業を展開していくことである。また実際に国試対策も含めて管理栄養士取得を促す。 

新カリでは本来私が一番目標としているスタイルから離れ、３年生で栄養教育論Ⅱ(前期)、栄養教育論実習Ⅱと栄養カウンセリング論（後期）とすべての科目をこ

なさなければならない。また３年の後期は臨地実習もあり、欠席が続く学生も発生する中、どのように授業を展開するかが検討される。 

10 添付資料 

 

添付資料１-1-5 令和 2年度 シラバス  添付資料２－１から 2 令和 2年 後期 学生アンケートに対するリフレクションペーパ- 資料３-１から５ 学生の

学修成果 


