
HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 村田 美穂子 

学部 

学科 

食物栄養学科 

職名 教授 

在籍年数 16年 

教育年数 16年 

専門領域 調理学 

2.教育の活動 

最近 3 年間の担当科目 

調理学／1年次前期／40名／必修科目 

調理実習（初級）／1年次前期／40名／選択科目（20名×2クラス） 

調理科学実験／1年次後期／40名／選択科目（20名×2クラス） 

教職科目 

教育方法論／1年次前期／4名／選択科目 

学校栄養教育論／1年次後期／4名／選択科目 

栄養教育実習／2年次前期・後期／4名／選択科目 

教職実践演習（栄養教諭）／2年次後期／4名／選択科目 

セミナーⅠ／1年次前期／8-12名／必修科目 

セミナーⅡ／1年次後期／8-12名／必修科目 

卒業研究／2年次通年／8-10名／必修科目 

調理科学特論／専攻科 1年次／1名／選択科目 

特別研究Ⅰ／専攻科 1年次通年／1名／選択科目 

特別研究Ⅱ／専攻科 2年次通年／1名／選択科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

食物栄養学科の給食の運営に関する専門科目である調理学を中心

に講義及び実験実習を担当している。専門的な基礎知識や調理技術

を理解させるため、調理学では調理の知識を講義で解説し、学んだ

内容を調理実習や調理科学実験を通して体験させ、学んだ理論と実

験実習が連動した学びとなるように構成している。 

調理学では、アクティブラーニングの手法を取り入れている。また、

C-Learning 内の協働板やレポート等にコメントを提出させ、学生

の興味や関心、授業の理解度を把握することにより、学生の状況を

把握し、授業展開に反映させるよう工夫している。 

調理技術に不安を持つ学生を対象に、授業外で個別指導のための講

座（チャレンジ！調理講座）を設け、ひとり一人の調理技術向上の

ための指導を行っている。 

実験実習ではレポート作成を課し、レポート作成についての指導を

行っている。 

4.教育改善と成果 授業参観での研修及び学生による授業評価の結果を参考にして、授



学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

業内容・方法を改善している。学内学の FD 活動にも積極的に参加

している。 

成果例：令和 2 年度（一社）全国栄養士養成施設協会の栄養士養成

施設教員の表彰、学生の授業評価アンケート結果等 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learning を含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

シラバス 

毎回資料・ｐｐｔ等資料を活用しての講義展開 

web の活用（C-Learning を含む） 

令和 2 年度アクティブラーニング実践報告 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

多様な学生に対する講義内容の工夫、教材研究及び授業展開の改善 

 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 石尾 はつみ 

学部 

学科 

短期大学 

食物栄養学科 

職名 講師 

在籍年数 2年目 

教育年数 13年目 

専門領域 栄養学、健康科学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

給食計画・実務論／1年次前期／50名／必修科目 

給食計画・実務論演習／1年次前期／50名／栄養士必修科目 

給食計画・実務論実習／1年次後期／50名／栄養士必修科目 

ライフステージの栄養学／1年次後期／50名／必修科目 

病院実習／2年次前期／選択科目 

スポーツ栄養学／2年次後期／選択科目 

給食経営管理演習／専攻科 1年次前期／選択科目 

応用栄養学／専攻科 1年次後期／必修科目 

応用栄養学演習／専攻科 2年次前期／選択科目 

臨地実習／専攻科 2年次前期／選択科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

専門科目の範囲が広いため、基礎的な知識と応用的実践力を身につ

けるための科目として、学生が興味をもって取り組めるような教育

を目標とし、学生には、自ら考えて行動できるようになることを期

待している。 

教科書への書き込み部分の明示をすることでポイントを理解し、メ

モを取る（板書をする）ことができるようにし、不足部分の資料配

布、適宜課題や小テストを提示して理解と興味を促すよう工夫して

いる。 

実践につながるような課題を提示するよう工夫している。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

授業評価を参考に、授業内容・方法を改善している。学内 FD研修

会に積極的に参加している。 

FD 活動の一環として DVD 教材の作成を行い、1 年次科目のみな

らず 2年次校外実務実習において事前学習教材として活用した。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

Webシラバス 

C-Learningを活用した資料保存（追加資料などを含む）。 

必修科目では、指定テキストのポイントを明示し、追加資料を配

布。選択科目では、指定テキストにかわり、毎回 ppt 資料を配

布。 

学生による調べ学習、発表の機会を設けるようにしている。 



6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

科目の範囲の広さから、学生が興味を持ちにくい部分をどのように

解消・展開していくかの検討。理解度にばらつきが大きい場合のフ

ォローの方法について検討。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 江坂 美佐子 

学部 

学科 

広島文化学園短期大学 

食物栄養学科 

職名 准教授 

在籍年数 15 年 

教育年数 15 年 

専門領域 栄養教育 

2.教育の活動 

最近 3 年間の担当科目 

栄養指導総論／1 年次前期／40 名／必須科目 

栄養指導各論／1 年次後期／40 名／必須科目 

ライフステージの栄養学実習／2 年次前期／40 名／選択科目 

栄養指導各論実習Ⅱ／2 年次後期／40 名／選択科目 

給食実務校外実習／2 年次前期／40 名／選択科目 

老人ホーム実習／2 年次前期／2 名／選択科目 

栄養演習Ⅰ／2 年次前期／40 名／選択科目 

栄養演習Ⅱ／2 年次後期／40 名／選択科目 

セミナーⅠ・Ⅱ／1年次後期／14名／必須科目 

卒業研究／2年次前期・後期／13名／必須科目 

栄養指導特論Ⅰ／専攻科 1年前期／1名／選択科目 

栄養指導特論Ⅱ／専攻科 1年後期／1名／選択科目 

ライフステージの栄養学／1年後期／42名／必須科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

本学科の学生は、調理や食べることが好き、健康に関心があるが、

学力や技術には自信がない学生もいる。「調理のできる栄養士にな

る」を実現するために、栄養士として必要な専門知識と技術を身に

つけ、自分なりに成長し、入学時より自信をつけて卒業させたい。

また、人々の健康づくりに貢献する姿勢と学び続ける意欲をもつ人

材になってほしい。そのために、次のことを行っている 

【共通する方法】 

・教科書を指定し、教科書の内容としっかり説明する 

・初回にシラバスに授業日を追加した資料を配付し丁寧に説明する  

・教科書に対応したプリント（レジュメ）を作成・配付する 

・教科書・レジュメと対応した PowerPoint を作成する 

・C ラーニングの授業では配付資料を PDF 化して、教材倉庫に保

存、公開する 

・シラバスの一部変更などは随時説明し了解を得る 

・振り返りシート、小テスト、レポートなどを必要に応じて適宜使

用し、授業の振り返りをする 



・授業の冒頭に前回の振り返りを行う 

・グループワークの実施 

・身近な事例や具体的な事例の紹介 

・最新の情報を提供する 

【共通する方針】 

・学生との信頼関係を構築する 

・見通しを立て、集中力と理解力を高める 

・授業内容の理解度を高め、授業目標達成度を上げる 

・授業の活性化を図り、学修成果の獲得を目指す 

・学生の理解度の把握と授業改善 

・栄養士の職業理解と夢の実現への後押し 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

授業評価アンケート結果を参考にして授業内容・方法を改善してい

る。アクティブ・ラーニング推進報告書に授業の実践報告を投稿し、

授業方法の振り返りや改善をしている。また、学内 FD 研修会、授

業公開・参観に参加し、授業改善に努めている。 

成果例：学生による授業評価アンケート、授業担当者間評価 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learning を含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

シラバス作成 

毎回の授業資料、C-Learning（授業資料、協働板、小テスト、アン

ケート、レポート）の活用 

アクティブ・ラーニング推進報告書：授業での実践例の報告（平成

29～令和 2 年度） 

アクティブ・ラーニング研修会での実践報告：C-Learning の実践

事例を発表した（平成 29,30 年） 

祇園パセリのおいしいレシピ：卒業研究の取り組みを小冊子にまと

めた（令和 3 年） 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

学生の理解・関心を深めるため、学修成果に繋がるアクティブ・ラ

ーニングの方法を検討し実践する、対面でもオンラインでも活用で

きる授業設計と資料の作成と実践、「栄養士養成のための栄養学教

育モデル・コア・カリキュラム」の理解をすることが課題である。 

FD 研修会や各種研修会へ参加し、令和 3 年後期授業で取り組める

部分から実施すること。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 岡田正浩 

学部 

学科 

広島文化学園短期大学 

食物栄養学科 

職名 教授 

在籍年数 １５年 

教育年数 ２５年（フルタイム） 

専門領域 生物学、健康科学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

教養教育科目「基礎生物学」選択、50人、講義、同時双方向 

専門科目「解剖生理学Ⅱ」栄養士必修・選択、50人、講義、同時双方向 

専門科目「解剖生理学実習」栄養士必修・選択、25人（２グループ）、実験・

実習、同時双方向 

専門科目「生化学実験」栄養士必修・選択、25人（２グループ）、実験・実

習、同時双方向 

専門科目「セミナーⅠ・Ⅱ」「卒業研究」卒業必修、10人、同時双方向 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

理念・目的 

１．教養教育、専門教育を通して栄養士に必要な基礎知識を養い、幅広い現

場で通用する人材を育成する。 

２．セミナー、研究等の少人数教育を通して、問題解決能力を中心に社会人

として必要な力を育成する。 

方法・工夫 

１．各授業において、視聴覚教材を利用して理解を深める機会を設ける。（基

礎生物学、解剖生理学Ⅱ、解剖生理学実習、生化学実習） 

２．実験・実習では、オリジナルのコメントシートも用いて授業改善に役立

てている。（解剖生理学実習、生化学実験） 

３．個人面談、ボランティア活動により、基礎能力だけでなく、社会人とし

て成長できるようサポートする。（セミナー、卒業研究） 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

教育改善 

１．講義科目では、教科書を指定し、内容をしっかり説明する。 

２．実験・実習では、毎回プリントを配布し、授業の目的、内容、実験方法

等を丁寧に説明する。 

３．どの授業においても、視聴覚教材を利用して理解を深める機会を設け

る。 

４．グループディスカッションや発表に機会をなるべく設定する。 

５．実験・実習では、毎回かならず課題提出を実施して振り返りを行う。 

６．全ての授業内容が、栄養士とつながりが持てるように工夫する。 

７．セミナー活動では、基礎能力だけでなく、社会人として成長できるよう



サポートする。 

８．卒業研究では、テーマの設定、研究方法・材料、結果、考察のアドバイ

スし、研究活動全般をサポートする。 

委員会活動等 

短大教務次長として学科ポリシーの検討、カリキュラム改善、シラバス、

時間割等の管理、授業改善に関する学生・教員との意見交換を実施。 

短大 FD委員長として授業参観の実施、授業評価アンケート実施、アクテ

ィブラーニングの推進、非常勤講師との意見交換会実施、全学 FD研修会実

施に携わる。 

成果 

１．授業内での視聴覚教材の導入、主要項目ごとの小テスト（振り返りテス

ト）により、学生のからの感想に「教材を見ることで、興味が湧いた」

「理解することに役に立つ」など前向きなコメントが多く、授業評価ア

ンケ―トの満足度も高くなった。 

２．授業後のコメントシートにおいて、「自己評価」や「栄養士との繋がり」、

「理解度」から学生の反応を見ることができ、授業設計にすぐに役立つ

コメントが出るようになった 

３．授業評価アンケートの満足度が高く、卒業時の満足度調査についても高

い評価となり、短大全体の教育力をアップする活動となっている。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

１．基礎生物学テキスト 「ZEROからの生命科学」（南山堂） 

２．解剖生理学Ⅱ 小テスト、視聴覚用プリント 

３．解剖生理学実習、生化学実験 全授業用プリント、課題プリント、小テ

スト、自己点検・授業評価を含むコメントシート（用紙及び C-learning） 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

１．対面授業を基本とし、対面でもオンラインでも使える教材研究を継続

し、授業改善を図る。 

２．高い実践力も持った学生育成の充実。 

３．短大教育力の組織的強化 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 萱島隆之 

学部 

学科 

食物栄養学科 

職名 教授 

在籍年数 11 年 

教育年数 11 年 

専門領域 食品学、食品衛生学 

2.教育の活動 

最近 3 年間の担当科目 

食品学Ⅰ／1年次前期／40-50名／必修科目（栄養士必修） 

食品学Ⅱ／1年次後期／40-50名／必修科目（栄養士必修） 

食品衛生学／1年次後期／40-50名／必修科目（栄養士必修） 

食品学実験／1 年次前期／20-25 名（２グループ）／選択科目（栄

養士必修） 

食品衛生学実験／2 年次後期／20-25 名（２グループ）／選択科目

（栄養士必修） 

フードスペシャリスト論／2年次前期／25-35名／選択科目 

食品流通論／2年次後期／10-15名／選択科目 

セミナーⅠ／１年次前期／6-8名／必修科目 

セミナーⅡ／１年次後期／6-8名／必修科目 

卒業研究／２年次通年／6-8名／必修科目 

食品学特論実験／専攻科１年前期／1名／選択科目 

食品衛生学特論／専攻科１年後期／1名／選択科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

栄養士資格修得に必要な単位科目が主体で、栄養士として備えるべ

き基礎知識を身に付け、社会に出て通用する人材を形成することを

目的としている。 

調理や栄養は科学の世界だという理念から、理系科目を不得手とす

る学生には、食品の構成成分である化学を中高の復習に始まり発展

させ、新たな知識を植え付けることとしている。 

また、栄養士、調理員として給食施設の厨房に入った際に、調理技

術だけでなく食品衛生が現場で第一であることを理解させるため

に、なぜ衛生知識が大事かを学ばせ、人の命を預かる仕事であるこ

とを認識させることとしている。 

知識だけでなく、なぜそうなるのかという実験を通して授業の内容

を再認識させることに努めている。 

知識を得るためにはくり返しが必要であることから、授業の単元終

了時のミニテスト、次の授業始めには前回の復習からスタートする

ことにしている。 



4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

各種委員会には積極的に参加、与えられた仕事は、すべて遂行した。 

学内 FD 研修会等への参加に努めている。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learning を含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

シラバスは見直しを行い、より実践的な授業に努めている。 

授業は、テキストを使用しながら要約した配布プリントにより進め

ているが、暗記科目が多く、文字では理解できない学生も多々いる

ことから、授業では面倒でもパワーポイントを作成し、目で記憶で

きる画面を作成している。また、授業終了時には C-Learning の小

テストで復習させ、当日の授業内容から知り得た事象、重要なポイ

ントなど気づいた点をレポートにて報告させている。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

栄養士としての基礎的科目を教える立場から、学生の学力向上が喫

緊の課題と思われる。２年次の栄養士実力認定試験やフードスペシ

ャリスト資格認定試験での実力アップに貢献したいと考えている。 

そのためには、学生にやる気を出させることが重要で、これら２年

間の総復習となる試験対策（担当科目）を行う。 

食品を扱う第一人者である栄養士、調理者は食品の表示に精通すべ

きであるという持論から、学生に食品表示検定の受験を勧めてい

る。参加者は少ないが勉強会を実施し合格者を出している。 
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