
 

区  分 
専門科目群－専門応用科目 

（食農サイエンス系科目） 
担当教員 宮本 博子 

授業科目 健康栄養化学 

英  訳 Health and Nutrition Chemistry 

配当年次  ２年次   前期 必選別 選択 単位数   ２単位 

【授業の概要】 
 健康志向の高まりから、多様な栄養関連物質を成分とした特定保健用食品や栄養機能食品が市販され、関
心を集めている。健康と栄養関連物質との相互関係を化学的理論に基づいて幅広く学習する。 

【授業の目的】 
 健康に関する生体成分と薬用成分などの関連について、化学的な視点で学習し、健康と栄養、健康のための正しい
食生活、運動と休養などについて理解を深める。 

【到達目標】 
 健康な食生活・生活習慣と特定保健用食品や栄養機能食品に関わる正しい知識を習得する。 
 

【準備学習(予習・復習)】 
授業の要点をまとめること。配布プリントを整理し内容を理解すること。不明点は質問すること。 

【授業計画】 

第 １回 栄養化学と健康Ⅰ（食と栄養） 

第 ２回 栄養化学と健康Ⅱ（栄養と化学） 

第 ３回 食品中の体調調節因子 

第 ４回 特定保健用食品・栄養機能食品の化学 

第 ５回 糖質の機能 

第 ６回 タンパク質の機能 

第 ７回 脂質の機能 

第 ８回 微量成分の機能Ⅰ（ビタミン類） 

第 ９回 微量成分の機能Ⅱ（ミネラル類） 

第１０回 食品成分と食事バランス 

第１１回 生活習慣病と食生活 

第１２回 スポーツと栄養の化学 

第１３回 エネルギー代謝とダイエット 

第１４回 運動と休養の化学 

第１５回 まとめ 

 

【教科書】 
必要に応じて、適宜プリントを配布する。 

 

【参考書】 
食品成分表２０１５ 女子栄養大学出版部          健康料理事典 東京堂出版 
 

【成績評価基準】 
レポート提出（４０％）、小テスト（４０％）、授業への取り組み（２０％）で評価する。 
 

【メッセージ】 
 健康に必要な食品の栄養について化学的な視点で学ぶ。化学Ⅰ、Ⅱと化学実験を併せて履修することが望ましい。 
 

 



 

． 

区  分 食農サイエンス系科目 担当教員 石橋 昇 

授業科目 生物生理生態 

英  訳 Biological Physiology and Ecology 

配当年次     ２ 年次   前 期 必選別 選択 単位数     ２ 単位 

【授業の概要】 
最初に地球環境について、気温、降水量の分布などを学習する。次に、熱帯、温帯、寒帯について順次その環境や

生活、自然環境について、プリントや映像を通して学習する。また、意見を述べ合ってみる。 

【授業の目的】 
 自然環境と動物や植物の自然環境への適応のしくみなどについて学習する。また同時に、環境と人間生活について
も理解を深める。 

【到達目標】 
自然環境について、その実体をより深く理解し、生物の適応についてより深い知識を習得する。 
 

【準備学習(予習・復習)】 
自然環境やその変化についての報道などに関心を持って、対応する。 
 

【授業計画】 

第 １回 ガイダンス 

第 ２回 地球環境における気温や降水量の分布 

第 ３回 熱帯地方および亜熱帯地方の自然（１） 

第 ４回 同上（２） 

第 ５回 同上（３） 

第 ６回 乾燥地域の自然（１） 

第 ７回 同上（２） 

第 ８回 温帯地方の自然（１） 

第 ９回 同上（２） 

第１０回 日本の自然 

第１１回 寒帯地方の自然（１） 

第１２回 同上（２） 

第１３回 極地の自然 

第１４回 自然環境の保全 

第１５回 まとめ 

 

【教科書】 
なし、必要に応じてプリントを配布する。 

 

【参考書】 
 

【成績評価基準】 
小テストおよびまとめテスト（８０％）、授業への取り組み（２０％）で評価する。 
 

【メッセージ】 
 

 



 

区  分 専門応用科目群 － 食農サイエンス系科目 担当教員 竹野 健次, 宮本 博子 

授業科目 食品工学 Ⅰ 

英  訳 Food Technology Ⅰ 

配当年次    ２年次   前期 必選別 選択 単位数   ２単位 

【授業の概要】 
 食品とは何であるか。食べるとは体にとってどんな意味があるのか。健康と食生活においては食品の
知識が必要である。そして、食品製造においては様々な技術や化学薬品が関わっている。食品の成分
と食品に関する化学を理解できていないと、食品の製造と取り扱いは容易ではない。本講義は食品の
成分と栄養機能を中心に、食品の組成、化学成分、栄養と特性、食品と病気、食品の安全性、機能性
食品など、食品にまつわる科学的基礎知見を学習する。 
【授業の目的】 
 食品製造は、様々な原料と化学的な技術が関わっている。本講義は食品の成分と栄養機能を中心に、食品
の組成、化学成分、栄養と特性、食品と病気、食品の安全性、機能性食品など、食品にまつわる科学的基礎
知見を習得することを目的とする。 

【到達目標】 
 食品製造技術者育成を念頭に、食品の成分と栄養機能を中心に、食品の組成、化学成分、栄養と特性
、食品と病気、食品の安全性、機能性食品など、食品にまつわる科学的基礎知見を養う。 

【準備学習(予習・復習)】 
 予習として、食べ物を食べるとは何か、その各種成分が体にどのような働きをしているのか疑問を持ち探求する。 
その後、講義で習ったその成分と働きを詳しく知り、資料を中心に復習と、今後の食品製造について補習をする。 

【授業計画】 

第 １回 食と生命のかかわり 

第 ２回 食と体における循環 

第 ３回 食品製造の目的と分類 

第 ４回 食品と水・食品と水質化学 

第 ５回 食品と無機質 

第 ６回 食品と糖質 

第 ７回 食品と糖質 

第 ８回 食品とタンパク質 

第 ９回 穀類 

第１０回 果実類 

第１１回 野菜類 

第１２回 動物性食品 

第１３回 機能性食品 

第１４回 食品成分の変化と安定性 

第１５回 授業のまとめ 

【教科書】 
   必要に応じて、適宜プリントを配布する。 

 

【参考書】 
食品成分表２０１５ 女子栄養大学出版部          健康料理事典 東京堂出版 

 

【成績評価基準】 
レポート提出（４０％）、小テスト（４０％）、授業への取り組み（２０％）で評価する。 

 

【メッセージ】 
 健康に必要な食品の栄養について化学的な視点で学ぶ。化学Ⅰ、Ⅱと化学実験を併せて履修することが望ましい。 
 

 



 

区  分 専門応用科目群 － 食農ｻｲｴﾝｽ系科目 担当教員 佐々木 健、佐々木 慧 

授業科目 食品工学Ⅱ 

英  訳 （Food Technology II） 

配当年次     ２ 年次 後 期 必選別 選択 単位数    ２ 単位 

【授業の概要】 
食品（発酵食品を含む）の製造の関わる麹や微生物、乳酸菌などの微生物学を中心に、発酵、食と微生物、
関連酵素、食品関連生物物理学、食品製造業の実際などを講義する、さらに、安全な食品製造のための、サ
ニテーション技術、ＨＡＣＣＰや食の安全、保存技術なども講義する。 

【授業の目的】 
食品製造には様々な化学反応を含む生体反応が関わっている。また、カビ、酵母や細菌の微生物反応、およ
び酵素反応や物理的反応もかかわっている。本講義は食品工学Ｉに引き続き、食品微生物学を中心に、食品
製造にかかわる、生物学、生化学、生物物理学の基礎知識を習得することを目的とする。また、殺菌や食品
保存、食の安全性などの基礎知識も習得する。さらに教育指導者として、本講義内容が食の安全、健康への
貢献を理解することも目的とする。 

【到達目標】 
食品微生物学を中心に、食品製造にかかわる、生物学、生化学、生物物理学の基礎知識を習得することを目
的とする。また、殺菌や食品保存、食の安全性などの基礎知識も習得する。さらに教育指導者として、本講
義内容が食の安全、健康への貢献を理解することも目的とする。 

【準備学習(予習・復習)】  
予習として、食品工学、応用微生物学、生化学、生物物理化学関係の本（図書館やその他）を、各講義の前に読んで
おくこと。復習は講義のあとメモや黒板板書の内容および要点をノートにまとめ、レポートとしておくこと。 

【授業計画】 

第 １回 食品の生化学 

第 ２回 食品の生物物理学 

第 ３回 食品と微生物 

第 ４回 食品と発酵 

第 ５回 清酒の製造と食品工学 

第 ６回 味噌、醤油と食品工学 

第 ７回 ビール、ウイスキー、ワインと食品工学 

第 ８回 まとめＩ 

第 ９回 乳酸発酵と食品工学 

第１０回 バイオ機能性食品 

第１１回 食品と健康 

第１２回 食品の殺菌、腐敗と保存 

第１３回 食品製造とＨＡＣＣＰ 

第１４回 食品添加物、食と健康 

第１５回 まとめⅡ 

 

【教科書】 
プリントを配布する。 

【参考書】 
応用微生物学ＩＩ，相田浩ら著。朝倉書店 

【成績評価基準】 
達成度試験（６０％）、レポート（２０％）、小テスト（２０％）で評価する。 

【メッセージ】 
化学Ｉ，化学ＩＩ、食品工学Ｉの履修が望ましい。 

 



 

区  分 
専門科目群－専門応用科目 

（食農サイエンス系科目） 
担当教員 宮本 博子 

授業科目 調理科学 

英  訳 Cooking Science 

配当年次  ２年次   後期 必選別 選択 単位数   ２単位 

【授業の概要】 
 食品素材の調理・加工に関する基礎的内容と、各種ミネラル等の栄養素やビタミン類の調理による変化、
食品に含有する微量金属の特性等について基礎的内容を概説する。 

【授業の目的】 
 食品調理や食品加工および食品生産のために必要となる食品素材の調理に関する物理・化学的諸変化と特性につい
ての基礎的知識を得る。 

【到達目標】 
 食品製造・加工、食品流通現場等にかかわる業種の就業に必要な基礎的知識を習得する。 

【準備学習(予習・復習)】 
授業の要点をまとめること。配布プリントを整理し内容を理解すること。不明点は質問すること。 

【授業計画】 

第 １回 調理科学の概要 

第 ２回 調理の意義・目的と調理法 

第 ３回 調理法と素材の変化Ⅰ（加熱調理の科学） 

第 ４回 調理法と素材の変化Ⅱ（調理器具の科学） 

第 ５回 穀類の調理特性 

第 ６回 脂質・油脂の調理特性 

第 ７回 糖質の調理特性 

第 ８回 タンパク質の調理特性Ⅰ（肉・魚類） 

第 ９回 タンパク質の調理特性Ⅱ（卵・乳製品） 

第１０回 ビタミンの調理における特性 

第１１回 ミネラルの調理における特性 

第１２回 うま味成分と調理科学 

第１３回 味付けと調味料 

第１４回 微生物と食品 

第１５回 まとめ 

 

【教科書】 
必要に応じて、適宜プリントを配布する。 

 

【参考書】 
食品成分表２０１５ 女子栄養大学出版部    
だしの基本と日本料理 うま味のもとを解き明かす 柴田書店  

【成績評価基準】 
レポート提出（４０％）、小テスト（４０％）、授業への取り組み（２０％）で評価する。 
 

【メッセージ】 
 食品の調理を科学的な視点で学ぶ。前期の健康栄養化学と併せて学習することが望ましい。 
 

 



 

区  分 専門応用科目群 
食農サイエンス系科目 担当教員 河嶋 孝彦 

授業科目 農業作物栽培学 

英  訳 Agricultural crops cultivation study 

配当年次 2年次 後期 必選別 選択 単位数 ２単位 

【授業の概要】 
植物の形態、性質から農業との関係、農業作物栽培の基本から食農および食育についての考え方を学習す

る。 

【授業の目的】 
植物の生長と環境から作物栽培への関係を学び、栽培の本質を明らかにする。また、作物栽培の基本を学

習することから、食農といわれる農業・食文化・環境面など幅広く考えるきっかけとする。 

【到達目標】 
 
 

【準備学習(予習・復習)】 
 前回の授業内容をまとめ、不明点は質問すること。 
 

【授業計画】 

第 １回 植物の環境と分類 

第 ２回 植物の発育生理 

第 ３回 植物の種子繁殖 

第 ４回 植物の栄養繁殖 

第 ５回 植物の生長と光合成 

第 ６回 植物の農業利用 

第 ７回 作物栽培 

第 ８回 作物の育種 

第 ９回 園芸作物栽培 

第１０回 コンテナ栽培 

第１１回 土壌・肥料と栽培 

第１２回 病害虫防除 

第１３回 農業資材と機器 

第１４回 有機・無農薬・減農薬栽培 

第１５回 食農、食育の基礎 

【教科書】 
 適宜、プリントを配布する。 
 

【参考書】 
 植物・園芸作物の栽培、食農に関する書籍および資料 
 

【成績評価基準】 
レポート提出（６０％）、授業中の課題（４０％）で評価する。 
 

【メッセージ】 

 

 



 

区  分 食農サイエンス系科目 担当教員 石橋 昇 

授業科目 生命代謝学 

英  訳 Life metabolism 

配当年次     ３ 年次    前期 必選別 選択 単位数     ２単位 

【授業の概要】 
 動物やヒトにおける生命代謝について述べる。 
 

【授業の目的】 
 動物やヒトの生命代謝について理解を深め、食農サイエンスに必要な知識や理解を深めることを目的としている。 
 

【到達目標】 
 食農サイエンスに必要な知識を習得させること。 
 

【準備学習(予習・復習)】 
 予習は必要ではないが、復習はすることが望ましい。 
 

【授業計画】 

第 １回 ガイダンス 

第 ２回 動物の食物採取と消化吸収（１） 

第 ３回 同上（２） 

第 ４回 同上（３） 

第 ５回 ヒトの食物の消化吸収（１） 

第 ６回 同上（２） 

第 ７回 動物の循環系（１） 

第 ８回 同上（２） 

第 ９回 ヒトの循環系 

第１０回 動物における排出系（１）  

第１１回 同上（２） 

第１２回 ヒトの排出系 

第１３回 動物における筋肉の収縮と運動 

第１４回 ヒトにおける筋肉の収縮と運動 

第１５回 まとめ 

 

【教科書】 
 なし、プリントや映像を用いて行うる 
 

【参考書】 
 
 

【成績評価基準】 
小テストおよびまとめテスト（８０％）、授業への取り組み（２０％）で評価する。 
 

【メッセージ】 
 
 

 



 

区  分 
専門科目群―専門応用科目 

（食農サイエンス系科目） 
担当教員 竹野 健次，船田 京子 

授業科目 食品衛生学 

英  訳 Food Hygienics 

配当年次      ３年次   前期 必選別 選択 単位数  ２単位 

【授業の概要】 
食材の栽培から生産、製造、そして最終消費までの全過程において、食品の安全性、健全性、栄養的完全

性についての基礎的内容を概説する。 

【授業の目的】 
食品添加物や食中毒、感染症などの食品衛生対策、食品の変化や食物アレルギー、さらに食品衛生関連法規など、

食品衛生に関する科学的基礎知見を習得することを目的とする。 

【到達目標】 
食品製造および販売者など、食品にかかわる業種の就業に必要な基礎的知識を習得する。 

【準備学習(予習・復習)】 
 前回の授業内容をよく理解しておくこと。授業の要点はまとめること。不明点は質問すること。 

【授業計画】 

第 １回 食品衛生の定義 

第 ２回 食品と微生物 

第 ３回 食品の変質 

第 ４回 食中毒―１：食中毒の概念と分類 

第 ５回 食中毒―２：微生物による食中毒 

第 ６回 食中毒―３：自然毒および化学物質による食中毒 

第 ７回 食品添加物 

第 ８回 経口伝染病 

第 ９回 人畜共通感染症 

第１０回 食品と寄生虫・衛生動物 

第１１回 有害化学物質による食品の汚染 

第１２回 食品の放射能汚染 

第１３回 食物アレルギー 

第１４回 食品衛生対策と関連法規 

第１５回 授業のまとめ 

 

【教科書】 
 食品衛生学：光生館 
 

【参考書】 
必要に応じてプリントを配布する。 

 

【成績評価基準】 
レポート提出（４０％）、小テスト（４０％）、授業への取り組み（２０％）で評価する。 
 

【メッセージ】 
食の安全性の確保は、我々の生活において最も重要なことである。食品工学ⅠおよびⅡの単位取得が望ましい。 

 



 

区  分 食農サイエンス系科目 担当教員 石橋 昇・佐々木慧 

授業科目 農業資源実験 

英  訳 Agricultural resource experiment 

配当年次      ３年次    前期 必選別 選択 単位数    １単位 

【授業の概要】 
農業資源について、基礎的な知識を得るために、野菜の栽培、調理、その他の利用方法について実験・実

習をする。 

【授業の目的】 
農業での資源について基本的な経験を積むことによって、これまでに得た農業的知識の定着を目指す。 

 

【到達目標】 
 農業資源について基本的な知識を定着させ、必要な技術を身につけさせる。 
 

【準備学習(予習・復習)】 
 
 

【授業計画】 

第 １回 ガイダンス 

第 ２回 圃場の準備作業 

第 ３回 山菜の調理実習 

第 ４回 圃場での作業 

第 ５回 水耕栽培の実習 

第 ６回 圃場での作業 

第 ７回 野外植物観察 

第 ８回 圃場での作業 

第 ９回 水耕栽培の実習 

第１０回 野生植物の利用実習 

第１１回 圃場での作業 

第１２回 水耕栽培野菜の調理 

第１３回 圃場での作業 

第１４回 圃場の片付け 

第１５回 レポートのまとめ 

 

【教科書】 
なし 
 

【参考書】 
 
 

【成績評価基準】 
レポート（８０％）、授業への取り組み（２０％）で評価する。 
 

【メッセージ】 
 天候などによりしばしば予定変更があります。ミニ野菜工場実習もどこかに入れる予定です。 
 

 



 

区  分 専門応用科目群 － 食農サイエンス系科目 担当教員 竹野 健次, 船田 京子 

授業科目 食品化学実験 

英  訳 Food Chemistry Experiment 

配当年次    ３年次   後期 必選別 選択 単位数   １単位 

【授業の概要】 
 食品分析技術の基礎から糖質などの有機質、ミネラル成分など無機成分の定性と定量分析を通して、
食品に関する化学の基礎的知識と分析技術を身につける。 
各実験後レポート提出を求める。 

【授業の目的】 
 食品学および食品製造を学ぶには、食品化学の知識を得ると同時に実験や実習を行うことも大切である。 
また、実際の食品製造業では、商品開発および品質管理において、成分分析や微生物検査、排水管理まで、
多岐にわたる分析の技術と知識が必要となる。本科目は、食品の成分分析と品質管理の技術者育成を主目的
とし、分析の基礎となる器具や試薬の扱い方、基本的な化学実験から食品成分の定量と反応の実験を行う。 

【到達目標】 
 食品製造技術者育成を念頭に、食品の成分を中心とした分析技術の習得と、食品に関する化学成分、
食品の変化、食品の安全性、機能性食品など、食品にまつわる科学的基礎知見を養う。 

【準備学習(予習・復習)】 
 予習として、食べ物の中のどんな成分が含まれているのか疑問を持ち探求する。そして化学実験に取り組む心構え
や器具の扱い方法を知る。その後、実験で習った器具操作や、実験理論について毎回のレポートを中心に復習する。 

【授業計画】 

第 １回 基礎講習、化学実験の心得、器具の使用方法 

第 ２回 水分の定量 

第 ３回 灰分の定量 

第 ４回 繊維質の定量 

第 ５回 糖質の定量 

第 ６回 タンパク質の定量Ⅰ 

第 ７回 タンパク質の定量Ⅱ 

第 ８回 ナトリウムの定量 

第 ９回 カルシウムの定量 

第１０回 鉄分の定量 

第１１回 ビタミンの定量Ⅰ第１２回  

第１３回 ビタミンの定量Ⅱ 

第１４回 食品の細菌検査方法 

第１５回 実験総括 

【教科書】 
   必要に応じて、適宜プリントを配布する。 

 

【参考書】 
新・食品学実験 株式会社みらい      編集代表 新美 康隆 

 

【成績評価基準】 
実験への取り組み（４０％）、実験レポート（６０％）で評価する。 

【メッセージ】 
    食品の成分と細菌検査について学ぶ。化学Ⅰ、Ⅱと、化学実験を併せて履修することが望ましい。 
 

 



 

区  分 食農サイエンス系科目 担当教員 石橋 昇 

授業科目 農業植物生理学 

英  訳 Agricultural plant physiology 

配当年次     ３ 年次    後期 必選別 選択 単位数     ２単位 

【授業の概要】 
 農業に関わる植物生理について講義をする。特に植物ホルモンや耐凍性などについては、重点的に講義す
る。 

【授業の目的】 
 農業に関わる植物生理について、必要な知識を深め、理解力を高めることを目的としている。 
 

【到達目標】 
 農業について植物生理学的な知識を身につけること。 
 

【準備学習(予習・復習)】 
 予習は不必要であるが、復習は必要。 
 

【授業計画】 

第 １回 ガイダンス 

第 ２回 植物における 2次代謝（テルペン化合物） 

第 ３回 同上（フェノール化合物） 

第 ４回 植物の生長と調節（オーキシン） 

第 ５回 同上（ジベレリン） 

第 ６回 同上（サイトカイニン） 

第 ７回 同上（エチレン） 

第 ８回 同上（アブシジン酸他） 

第 ９回 環境条件と生長（光） 

第１０回 同上（温度）  

第１１回 ストレスと植物 

第１２回 植物と昆虫 

第１３回 植物の進化 

第１４回 植物の分布 

第１５回 まとめ 

 

【教科書】 
 なし、必要に応じてプリントを配布する。 
 

【参考書】 
 植物生理学（清水碩著、裳華房）、植物生理学入門（桜井・柴岡・清水共著、培風館） 
 

【成績評価基準】 
小テストおよびまとめテスト（80％）、授業への取り組み（20％）で評価する。 
 

【メッセージ】 
 
 

 



 

区  分 食農サイエンス系科目 担当教員 石橋 昇 

授業科目 農業土壌科学 

英  訳 Agricultural soil science 

配当年次     ３ 年次    後期 必選別 選択 単位数     ２単位 

【授業の概要】 
 農業土壌について基本的な土壌の構成、構造、組成などについて述べ、次に幅広く世界や日本の土壌の種
類や分布について述べる。 

【授業の目的】 
 土壌について、基本的な知識や理解を深めることを目的としている。 

【到達目標】 
 農業に必要な土壌についての知識を習得させることを目標としている。。 
 

【準備学習(予習・復習)】 
 予習は必要ではないが、復習は希望する。 
 

【授業計画】 

第 １回 土壌について 

第 ２回 土壌母材について 

第 ３回 土壌の種類と分布 

第 ４回 同上実習 

第 ５回 土壌の三相分布 

第 ６回 同上実習 

第 ７回 土壌の保水力 

第 ８回 同上実習 

第 ９回 土壌における無機物 

第１０回 土壌における有機物  

第１１回 土壌における改良資材 

第１２回 土壌中にみられる微生物 

第１３回 土壌中にみられる昆虫類 

第１４回 土壌菌類と植物の生育 

第１５回 まとめ 

 

【教科書】 
 なし、必要に応じてプリントを配布する。 

【参考書】 
 

【成績評価基準】 
小テストおよびまとめテスト（８０％）、授業への取り組み（２０％）で評価する。 

 

【メッセージ】 
 

 



 

区  分 
専門科目群―専門応用科目 

（食農サイエンス系科目） 
担当教員 竹野 健次，船田 京子 

授業科目 公衆衛生学 

英  訳 Public health science 

配当年次      ４年次   前期 必選別 選択 単位数  ２単位 

【授業の概要】 
公衆衛生および公衆衛生行政の歴史と概念を講義した後に、上水道衛生、下水道衛生、公害対策、伝染病予

防対策、感染症予防対策、地域保健活動、保険所の役割等を概説する。さらに、近年重要となっている生活環境
衛生、住環境衛生に関する事例や、食品衛生、特に生活習慣病に対する対策を概説する。また、学校保険、労働
衛生管理などの産業保健や老人保健に関する事例も概説する。 

【授業の目的】 
人々の集団としての健康水準に関する内容であることを理解するため、公衆衛生および公衆衛生行政の歴史と

概念を学び、上水道衛生、下水道衛生、公害対策、伝染病予防対策、感染症予防対策、地域保健活動、保険所の
役割等を概説する。さらに、生活環境衛生、住環境衛生に関する事例や、食品衛生、特に生活習慣病への対策を
概説する。また、学校保険、労働衛生管理などの産業保健や老人保健に関する事例も概説する。 

【到達目標】 
食品製造および販売者など、食品にかかわる業種の就業に必要な基礎的知識を習得する。 

【準備学習(予習・復習)】 
 前回の授業内容をよく理解しておくこと。授業の要点はまとめること。不明点は質問すること。 

【授業計画】 

第 １回 公衆衛生学についての概要説明 

第 ２回 環境衛生Ⅰ 公害と環境衛生  

第 ３回 環境衛生Ⅱ 上下水道の衛生 

第 ４回 環境衛生Ⅲ 住居等生活環境の衛生 

第 ５回 疫学・伝染病予防 

第 ６回 地域保健活動 

第 ７回 成人病予防・健康増進について 

第 ８回 母子衛生・老人衛生 

第 ９回 学校衛生 

第１０回 精神衛生 

第１１回 産業衛生 

第１２回 食品衛生 

第１３回 社会保障 

第１４回 関係法令 

第１５回 まとめ 

【教科書】 
 必要に応じてプリントを配布する。 
 

【参考書】 
必要に応じてプリントを配布する。 

 

【成績評価基準】 
レポート提出（４０％）、小テスト（４０％）、授業への取り組み（２０％）で評価する。 
 

【メッセージ】 
食の安全性の確保は、我々の生活において最も重要なことである。食品工学ⅠおよびⅡの単位取得が望ましい。 
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