
１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

科目名 導入研修Ⅰ 担当講師

（英名） Training of College LifeⅠ
松本　靖子

学科 バイオテクノロジー科3年制

授業内容

開講区分 後期 授業形態 演習

学年
単位

（総時間）
１単位

（　１５　時間　）
選択・必修 必修

授業の目的

目的を持って学校生活をスタートできるよう、職業人としての心構えを習得する。
『実験を仕事にする』ために東京バイオへ入学したことを確認し、これからこのメンバーでスタートするんだという意識を高
める。

教育内容

 プロになるために必要な習慣、社会人に必要な力、を理解し、目標を立て、自ら行動に移す意識を高める。
人間関係構築、クラス作りのきっかけとし、学校生活をスムーズにスタートする。

項目

アイスブレイク
自己紹介ゲームを通じて傾聴の重要性を知る。
伝言ゲームを通じてメモを取ることの重要性を知る。

社会で求められている社会人基礎力につて理解する。

目的を持って始める。
主体性を発揮する。
時間管理ついて。

行動の原則

社会人基礎力について

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技法

クラスを理解する。
自己紹介。
グループワーク『居心地の良いクラスとは。』

計算、文章についての試験

学側の理解
東京バイオについての理解

準備学習
（予習・復習）

特に無し

学校生活におけるルール。
実験を安全に行うためのルール

卒業時の目標を立てる。方法も考える。
短期目標の設定をする。
報告書の作成

目標設定
報告書作成

東京バイオのルール
実習室でのルール

学生便覧読み合わせ

基礎力試験

自己紹介

その他

到達目標

人間関係構築のきっかけができる。
プロになるための良い習慣、社会人基礎力について理解できる。
目標に向かってスタートできる。
実験を仕事にするために、実習室でのルールを理解できる。
ポートフォリオについて理解できる。

評価方法
評価基準

目標・ポートフォリオ提出

使用教科書
教材

参考書

実習室でのルール
学生便覧
プリント

教員紹介等

理学修士



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

科目名 導入研修Ⅱ 担当講師

（英名） Training of College LifeⅡ
松本　靖子

学科 バイオテクノロジー科3年制

授業内容

開講区分 後期 授業形態 演習

学年
単位

（総時間）
１単位

（　１５　時間　）
選択・必修 必修

授業の目的

卒業生が働く現場を知ることで、自分が『実験を仕事にする』イメージを持て、その後の授業に、より主体的に取り組むこ
とが出来る。
学外という特殊な環境下で、お互いにコミュニケーションを図り、共同作業を行うことで、相互支援的な環境を作り出すこ
とが出来る。

教育内容

「実験を仕事にする」現場を将来像をイメージするための企業、研究所見学。
宿泊・チーム作りを通じて共同作業を学ぶ。

項目

３つのコースに別れ、企業・研究所を見学する

３つのコースに別れ、企業・研究所を見学する

３つのコースに別れ、企業・研究所を見学する

企業・研究所見学②

企業・研究所見学①

企業・研究所見学③

３つのコースに別れ、企業・研究所を見学する

ワールドカフェにより、見学先の情報共有を行う

チームでゲームに挑戦（チームビルド）

準備学習
（予習・復習）

見学先の調査（報告書）
見学先のまとめ（報告書・ポートフォリオ）

チームでゲームに挑戦（チームビルド）

チームでゲームに挑戦（チームビルド）
表彰式

見学先の情報共有

企業・研究所見学④

チームチャレンジ③

チームチャレンジ②

チームチャレンジ①

その他

到達目標

現場を見学することで、『実験を仕事にする』将来像をイメージできる
卒業生の講話を聴くことで、『実験を仕事にする』将来像をイメージできる
周囲と協力しながら、共同作業することができる。

評価方法
評価基準

報告書提出

使用教科書
教材

参考書

特に無し

教員紹介等

理学修士



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

科目名 導入研修Ⅲ 担当講師

（英名） Training of College Life　Ⅲ
松本　靖子

学科 バイオテクノロジー科3年制

授業内容

開講区分 後期 授業形態 演習

学年
単位

（総時間）
１単位

（　１５　時間　）
選択・必修 必修

授業の目的

コースのカリキュラム、職種とその仕事、将来像を知り、コース選択を進める。
将来の仕事についての理解を深めることが出来、コース選択の参考にすることが出来る。
在学中に学ぶことについて理解を深め期待を高められる。そのために、今やるべきことをがわかり、行動に移すことがで
きる。

教育内容

キャリアセンターや卒業生からの講話と対談。
在校生との講話と対談。

項目

卒業後の選択肢（就職と進学）
就職先やインターンシップ先の紹介、各コース職種の紹介
キャリアセンターのサポートについて、サポートを受けるために必要なこと

実際の現場の仕事内容（楽しさ、厳しさ、やりがいなど）
自身の在学中について（悩んだこと、乗り越えたこと、コース選択の決め手）
2点を踏まえて、今やっておくべきこと。

コース別座談会に参加することで、仕事、疑問などをより具体的に解決する。
卒業生との座談会

卒業生からのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

オリエンテーション
キャリアセンターからの話

報告書（ポートフォリオ作成）

各コースのカリキュラムの説明

各コースの実習や授業について座談会をする

準備学習
（予習・復習）

事前学習（プリント）

各コースの卒業研究について座談会をする

報告書（ポートフォリオ作成）

在校生との座談会①

カリキュラムについて

ここまでの報告書作成

報告書作成

在校生との座談会②

その他

到達目標

コースのカリキュラム、職種とその仕事、将来像を知り、コース選択を進める。
将来の仕事についての理解を深めることが出来、コース選択の参考にすることが出来る。
在学中に学ぶことについて理解を深め期待を高められる。そのために、今やるべきことをがわかり、行動に移すことがで
きる。

評価方法
評価基準

報告書提出

使用教科書
教材

参考書

学生便覧

教員紹介等

理学修士



１学年

回数

1

2

3

4

開講区分 後期 授業形態 演習

学年
単位

（総時間）
単位

（　８　時間　）
選択・必修 必修

科目名 導入研修Ⅳ 担当講師

（英名） Training of College LifeⅣ
松本　靖子

学科 バイオテクノロジー科3年制

コース顔あわせと自己紹介

授業の目的

自分の進むコースに納得し、2年生への期待感を持つことが出来る。
次年度開始時に、コース（新クラス）への順応ができる。

教育内容

1年生の振り返りと２年次の目標設定

PPｔを使用し、1年間の全体的な振り返りを行った後、ポートフォリオ、学生便覧などを用いて個人
ワークで個人の振り返りを行う。
身についたこと、成長したことを振り返る。

今年度の2年生の流れを現在の2年担任より説明。（行事など）
併せて新3年生からメッセージをもらう。

自己紹介

1年生の振り返り

2年生にについて

項目 授業内容

到達目標

自分の進むコースに納得し、2年生への期待感を持つことが出来る。
次年度開始時に、コース（新クラス）への順応ができる。

評価方法
評価基準

目標の提出

使用教科書
教材

参考書

ポートフォリオ

教員紹介等

理学修士

準備学習
（予習・復習）

特に無し

本日の研修を各自振り返り、2年次に向けての目標設定をする。

その他

2年生に向けて目標設定



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名 コミュニケーションとプレゼンテーションⅠ 担当講師

（英名） Communication and Presentation Ⅰ
松本靖子

学科 バイオテクノロジー科3年制

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

項目

授業の目的

業界では、コミュニケーション力・プレゼンテーション力が必要となる。まずはコミュニケーションの知識とスキルを身につ
けると共に、コミュニケーションスキルアップ検定の合格を目指す。また、プレゼンテーションやそれに向けたグループ
ワーク（話し合い）の経験値を上げる。

教育内容

基本的なコミュニケーションの知識とスキルを身につけるとともに資格試験の対策を行う。
業界で必要とされるコミュニケーション力・プレゼンテーション力をつけるための要素を学び実践する。

講義内容(シラバス）

プレゼンテーションについて④

中間試験

プレゼンテーションに向けてのまとめとシナリオ・ツール作成の実践

コミュニケーションとは伝え合って共有すること
プレゼンテーションは、コミュニケーションの延長線上にあり、どちらも技術であることを理解する。

聴くとは（傾聴する）
質問

ワールドカフェセッション（説明と実施）

授業オリエンテーション

ブレーンストーミングとKJ法（説明と実施）

ブレーンストーミングとKJ法（実施）

聞き上手

グループワーク手法①

その他

プレゼンテーションとは
プレゼンテーションに向けてのまとめ方とシナリオ・ツール作成について

到達目標

あいさつができる。
基本的なコミュニケーションの知識とスキルを身につけることが出来る。
グループワークの方法がわかり、実践できる。
クラスのメンバーにプレゼンテーションが出来る。

評価方法
評価基準

評価方法：小テスト(報告書含む)２・課題提出(GW・夏期休暇）２、中間試験(プレゼンテーション)４、期末試験(作文）

使用教科書
教材

参考書

コミュニケーションスキルアップ検定
補助教材としてプリントを使用

夏休み課題を受けて

作文

準備学習
（予習・復習）

課題の実施。プレゼンテーションの準備。

導入研修Ⅲ見学先内容～今自分たちに必要なこと　（発表5分/班、質疑応答３分/班）

個人ワークとグループワーク。次回のプレゼンテーションに向けて。夏休み課題について

教員紹介等

理学修士

グループワーク②

定期試験

グループワーク手法②

グループワーク手法③

プレゼンテーションについて①

プレゼンテーションについて②

プレゼンテーションについて③

目標について

中間試験

プレゼンテーションの振り返り

グループワーク①

上手な伝え方とは。シナリオ・ツールの確認。

今回のプレゼンテーションに向けての目標設定と練習。質問対策。

導入研修Ⅲ見学先内容～今自分たちに必要なこと　（発表5分/班、質疑応答２分/班）



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書

コミュニケーションスキルアップ検定
補助教材としてプリントを使用

その他

教員紹介等

理学修士

準備学習
（予習・復習）

資格試験対策本の熟読と、問題演習

到達目標

コミュニケーションスキルアップ検定合格。
コミュニケーション技術の知識とスキルを身につけることが出来る。
プレゼンテーションとそれに付随するグループワークが出来る。
卒業研究発表会について理解をし、さらにプレゼンテーションについての目標を高める。

評価方法
評価基準

評価方法：小テスト(報告書含む)２・課題提出(GW・夏期休暇）２、中間試験(プレゼンテーション)４、期末試験(作文）２

プレゼンテーションにおける質問の大切さとマナー
個人ワークの実施

卒業研究発表会の理解を深める。
グループワークの実施

卒業研究発表会を受けての作文

卒業研究発表会予習①

卒業研究発表会予習②

定期試験

総合問題演習①

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙｱｯﾌﾟ検定試験

社会人基礎力について理解を深める
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力ワークの実施

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙｱｯﾌﾟ検定対策⑧

定期試験②

社会人基礎力ワーク①

総合問題演習①
グループワーク④

導入研修Ⅲ発表会1日目

導入研修Ⅲ発表会2日目、振り返り
総合問題演習

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙｱｯﾌﾟ検定対策⑥
プレゼンテーション準備①

定期試験①

定期試験①
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙｱｯﾌﾟ検定対策⑦

自己表現スキルについて、課題：『社会的スキル』を次週までに読んでくる
グループワーク①

社会的スキルについて、課題：『サービスマインド』を次週までに読んでくる
グループワーク②

サービスマインドについて
グループワーク③

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙｱｯﾌﾟ検定対策③
プレゼンテーション準備②

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙｱｯﾌﾟ検定対策④
プレゼンテーション準備①

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙｱｯﾌﾟ検定対策⑤
プレゼンテーション準備①

流れの確認
授業グループワークに向けての課題作成

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙｱｯﾌﾟ検定模擬試験・解答・解説
課題：『基本的対話スキル』を次週までに読んでくる

基本的対話スキルについて、課題：『自己表現スキル』を次週までに読んでくる
プレゼンテーショングループ、テーマ、目標決め

授業オリエンテーション

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙｱｯﾌﾟ検定対策①

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙｱｯﾌﾟ検定対策②
プレゼンテーション準備①

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必須

項目

授業の目的

職業人になるための、コミュニケーション力・プレゼンテーション力向上を目指す。
コミュニケーションを技術と捉え、知識とスキルを身につけると共に、コミュニケーションスキルアップ検定の合格を目指
す。
また、コミュニケーションの延長にあるプレゼンテーションとそれに向けたグループワーク（話し合い）の経験値を上げる。

教育内容

コミュニケーション技術についての知識とスキルを身につけるとともに資格試験の対策を行う。
職業人として必要となるコミュニケーション力・プレゼンテーション力向上に向けての実践を行う。
プレゼンテーションの目指す先を明確にし、目標を立てる。

講義内容(シラバス）

科目名 コミュニケーションとプレゼンテーションⅡ 担当講師

（英名） Communication and Presentation Ⅱ
松本靖子

学科 バイオテクノロジー科3年制



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名 文章読解　Ｉ 担当講師

（英名） Reading and Comprehension of Sentences Ｉ
菅原　郁子

学科 バイオテクノロジー科3年制

授業内容

開講区分 前期 授業形態 演習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的
将来、社会人として広い視野で物事の本質を論理的にとらえるためには、文章を正確に読めることが必要不可欠であ
る。本講義では、文章の内容を正確に読み取る能力を養うために語彙力を高め、文章の要点をとらえた論理的読解能
力を習得する。そして、文章を書くための基礎を身につける。

教育内容
文章を理解するために、「基礎力」（語彙・文法）、「読解力」（意味内容・文章構成・資料分析）、「作成力」（通信文・意見
文）を主軸として学ぶ。「基礎力」では特に論理的文章を理解するために必要な語彙、語法、慣用句、四字熟語などを理
解し、「読解力」では段落の意味、要旨の捉え方、図表の読み方などを学び、「作成力」では通信文・意見文における思
考力と表現力を習得する。

講義内容(シラバス）

項目

語や語句の意味や知識を増やしつつ、語法や慣用句・四字熟語を学ぶ。

文の組み立てを知り、時制や修飾語の関係性について理解する。

文章の意味内容、文章の構成について学ぶ。

図表などの資料分析の方法を理解する。

表現（修飾語と被修飾語の関係、並立表現など）について学ぶ。

その他

表現（呼応の副詞、あいまい表現など）について学ぶ。

到達目標

1.　基礎的な日本語の語彙力と知識を習得し、それを説明することができる。
2．文章や資料を読解し、情報処理することができる。
3．文章を作成するための思考力を身につけ、それを表現することができる。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計
 

使用教科書
教材

参考書

教科書：『文章検　公式テキスト』４級（日本漢字能力検定協会）
参考文献：『新現代文単語』（いいずな書店）、新井紀子『ＡＩ vs. 教科書が読めないこどもたち』（東洋経済新報社）

今まで学んだ〈読解力〉〈作成力〉を復習する。

文章読解の授業の目的が達成されたかを判定するテストを行う。

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：教科書を含め、配付する講義資料を用いて復習し、理解を深める。

ブレーン・ストーミング（事実を集積するための方法）を理解する。

実際に独自の意見文を作成してみる。

基礎力〈語彙・文法〉２

基礎力〈語彙・文法〉１

作成力〈考える力〉１

作成力〈伝える力〉３

作成力〈伝える力〉２

作成力〈伝える力〉１

作成力〈書く力〉２

教員紹介等

文学博士。高等学校国語１種免許。国学院高等学校国語科講師

作成力〈書く力〉１

読解力〈読む力〉２

読解力〈読む力〉１

定期試験とまとめ

文章読解総合２

文章読解総合１

作成力〈考える力〉３

作成力〈考える力〉２

今まで学んだ〈基礎力〉〈読解力〉を復習する。

手紙の文章の基本的な書き方を参考にして、例文を作成してみる。

実際に独自の手紙文を作成してみる。

論理的な意見文の基本的な書き方を学ぶ。

手紙の文章の基本的な書き方を学ぶ。



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

読解力・要約１／語彙力１

読解力・要約６／語彙力６

読解力・要約５／語彙力５

読解力・要約４／語彙力４

読解力・要約３／語彙力３

読解力・要約２／語彙力２

使用教科書
教材

参考書

教科書：『ちくま評論入門　改訂版』（筑摩書房、2018）
参考文献：『新現代文単語』（いいずな書店）

その他

教員紹介等

文学博士。高等学校国語１種免許。国学院高等学校国語科講師

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページの内容を読んでおく。
復習：教科書、配付資料、板書内容などを用いて復習し、理解を深める。

到達目標
１．論理的な文章を読解、作成するために必要な語彙の知識を習得し、それを説明することができる。
２．文章を読解・要約し、筆者の意図を把握することができる。
３．文章を作成するための構成力・思考力を身につけ、自ら論理的に表現することができる。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

レポートや意見文の基本的な書き方を学ぶ。評論語（科学２）で語彙力を増やす。

今まで学んだ〈読解力〉〈作成力〉を復習する。評論語（環境）で語彙力を増やす。

文章読解の授業の目的が達成されたかを判定するテストを行う。定期試験とまとめ

文章読解総合

作成力〈レポート・意見文など〉

多和田葉子「国境を越えることば」を読解し、要約する。評論語（情報１）で語彙力を増やす。

鷲田清一「『つながり』と『ぬくもり』」を読解し、要約する。評論語（情報２）で語彙力を増やす。

芹沢俊介「イノセンス」を読解し、要約する。評論語（科学１）で語彙力を増やす。読解力・要約１１／語彙力１１

読解力・要約１０／語彙力１０

読解力・要約９／語彙力９

ビジネス文書やメールの基本的な書き方を学ぶ。評論語（差異１）で語彙力を増やす。

若林幹夫「『誰か』の欲望を模倣する」を読解し、要約する。評論語（差異２）で語彙力を増やす。

丸山圭三郎「貨幣と言語」を読解し、要約する。評論語（物語）で語彙力を増やす。読解力・要約８／語彙力８

読解力・要約７／語彙力７

作成力〈ビジネス文書・メール〉

福岡伸一「ふたつの誤り」を読解し、要約する。評論語（制度２）で語彙力を増やす。

下條信輔「視線のカスケード」を読解し、要約する。評論語（倫理）で語彙力を増やす。

中沢新一「東京タワー」を読解し、要約する。評論語（欲望）で語彙力を増やす。

森達也「真実はひとつじゃない」を読解し、要約する。評論語（言語１）で語彙力を増やす。

苅谷剛彦「隠れたカリキュラム」を読解し、要約する。評論語（言語２）で語彙力を増やす。

武満徹「未知へ向けての信号」を読解し、要約する。評論語（制度１）で語彙力を増やす。

授業内容

開講区分 後期 授業形態 演習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

将来、社会人として広い視野で物事の本質を論理的にとらえるためには、まず文章を正確に読める必要がある。本講義
では、前期と同様に語彙力をさらに高めつつ、現代社会の課題となるような評論について取り上げ、その要点をとらえて
論理的読解能力を習得し、文章を書くための基礎的な能力を構築する。

教育内容

「〈私〉のなかの〈世界〉」「芸術表現の冒険」「科学というスタイル」「変わる都市・変わる人間」「言葉、この人間的なもの」
「〈世界〉のなかの〈私〉」という６つのテーマに分けられた、現代社会の若者たちが直面する課題となるような評論を中心
に読解・要約を行う。各テーマごとに挙げられた評論を読解・要約することで、文章の構成を把握し、筆者のねらいが理
解できることを目指す。さらに、与えられたテーマで自ら文章構成を考え、意見を論理的に伝え、表現できる力を養う。

講義内容(シラバス）

項目

科目名 文章読解　Ⅱ 担当講師

（英名） Reading and Comprehension of Sentences Ⅱ
菅原　郁子

学科 バイオテクノロジー科3年制



１学年

s

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

【Word】
書式設定①

【Word】
新規文書作成の手順と操作

当講座の目的と目標の理解・確認

項目

使用教科書
教材

参考書

Word2010 COMPUTER BASIC for windows
Excel2010 COMPUTER BASIC for windows

準備学習
（予習・復習）

習得した操作を、実験レポート・発表用資料作成・その他に活用する

到達目標
１.Wordで、基本的な文書作成・レポート作成ができる
2.Excelで、計算処理・表作成・グラフ作成ができる

評価方法
評価基準

小テストと定期期末試験（実技）で評価する
小テスト：定期期末試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

四捨五入など小数点以下の端数を処理する働きをもつ関数を使用し
　　　　　　　　　　　　　　　　　小数点の桁数を考慮した数値計算を習得する。
　　　　（ROUND、ROUNDUP、ROUNDDOWN）
グラフ作成の基本を習得する

グラフに書式を設定し、目的にあったグラフ作成を習得する
実験で使用される対数グラフや検量線作成を習得する
　　　　（グラフの構成要素、書式設定、近似曲線の追加など）

第8～14回の内容に関する、Excelの実技試験
【Excel】

期末試験(Excel)

その他

教員紹介等

株式会社ソフトクリエイトにてシステム開発を行い、また、現在はフリーとしてもシステム開発やコンピューター教育に本稿のみならず各
所で従事している。

【Excel】
グラフ②

【Excel】
関数②・グラフ①

データ入力・計算式設定をおこなった表に対しての書式設定を習得する
　　　　（行・列の設定、表示形式、罫線）など

セルの相対参照と絶対参照の概念を理解し、計算式の目的にあわせて使い分けを習得する
　　　　（相対参照セルと絶対参照セル）

SUM関数と共によく使用される統計関数を理解し　習得する
　　　　（AVERAGE,MAX,MIN,STDEVなどの統計関数）

【Excel】
表作成の流れ②

【Excel】
関数①

【Excel】
計算式の設定

第1～6回の内容に関する、Wordの実技試験

Excelの基礎知識・操作などを習得する
データ（数値・文字）の入力・修正・削除,入力支援機能（オートフィル）
計算式の設定（直接計算・セル参照式）

表作成の流れを理解し、データ入力～簡単な計算式の設定までを習得する
　　　　（データ入力～計算式設定～オートSUM）

【Excel】
表作成の流れ①

【Excel】
Excelの基礎知識・操作など

【Word】
中間試験

実験レポート作成に必要な書式設定を習得する
　　　　（化学式や単位などフォント設定、タブとリーダー）

実験データのまとめに必要な表作成を習得する
　　　　（表の挿入、表のプロパティなど）

表を利用したレイアウト設定など、表の活用を習得する
　　　　（表とタブとリーダー、罫線とページ罫線と網掛けなど）

【Word】
表作成②

【Word】
表作成①

【Word】
書式設定②

学校内PCの取り扱い・使用ルール、Windowsの基礎知識
キーボードの基本操作。IMEを使用しての日本語入力操作。

新規文書作成の正しい手順を習得する
　　　　（環境設定、設定確認、ページ設定、入力など）

作成文書に対し、見栄えの良い文書にするために、書式設定を習得する
　　　　（フォント、配置、均等割付、インデントなど）

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的
実験レポート等の作成に必要なWordによる文書作成の基本技術と
業務全般で必要とされるExcelの基本技術を習得する。

教育内容
全般：ビジネスで多用されているWindows／Microsoft Office（Word・Excel・PowerPoint）の基本操作を習得する

今期は、Wordの基本操作およびExcelの基本操作を中心に、関連した事柄について学ぶ

講義内容(シラバス）

科目名 PC　文書作成とデータ処理 担当講師

（英名） PC Data Processing
高橋　信浩

学科 バイオテクノロジー科3年制



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名 バイオ英語Ⅰ 担当講師

（英名） English of Biotechnology　Ⅰ
越後谷明恵

学科 バイオテクノロジー科3年制

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

バイオテクノロジー専門用語を英語で覚え、英語の文章読ができるようになる必要がある。本講義では英語によってバ
イオテクノロジーを基礎を学ぶだけでなく、研究内容についての比較的長い文章を読解できるよう文法事項も取り扱い、
実践的で応用可能な英語を習得できることを目標とする。

教育内容

英語でのバイオテクノロジー専門用語学習とともに、英語で書かれた研究についての文章の読解方法を学習する。

講義内容(シラバス）

項目

バイオテクノロジーに関する単位の英語表現

元素名や周期表の英語表現を学ぶ／否定の接頭辞

基本的な実験器具の英語表現／英文法の基本確認

バイオ実験器具・装置の英語表現／英文法の復習

扱う単語が多いため、復習回を設ける。

その他

扱う単語が多いため、復習回を設ける。

到達目標

1.　バイオテクノロジーに関する英単語の習得。
2．英文法の理解。
3．教科書で扱われている研究文章の読解・英文和訳。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと中間試験、定期試験で評価する。
定期試験80% 小テスト20%
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

池北雅彦・田口速男（2013）『新バイオテクノロジーテキストシリーズ　バイオ英語入門』　講談社．

定期試験に向けた復習を行う

定期試験

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：小テストに出た内容の復習。

４−５解糖系とTCA回路（クエン酸回路）　用語解説を交えながら細胞についての英文の和訳読解
を学ぶ

４−６免疫とは何か　用語解説を交えながら細胞についての英文の和訳読解を学ぶ

第２章　物質とその表現

第１章　単位とその表現

第４章　生化学における英語表現④

第４章　生化学における英語表現③

第４章　生化学における英語表現②

第４章　生化学における英語表現①

第３章の復習

教員紹介等

日本女子大学大学院文学研究科英文学専攻博士後期課程単位取得退学
中学校教諭専修免許状（英語）　高等学校教諭専修免許状（英語）

第１・２章の復習

第３章　実験器具②

第３章　実験器具①

定期試験

総復習

第４章　生化学における英語表現⑦

第４章　生化学における英語表現⑥

第４章　生化学における英語表現⑤

４−７・８神経／ホルモン　用語解説を交えながら細胞についての英文の和訳読解を学ぶ

４−２DNAとRNA　用語解説を交えながら細胞についての英文の和訳読解を学ぶ

４−３酵素反応　用語解説を交えながら細胞についての英文の和訳読解を学ぶ

４−４エネルギー代謝　用語解説を交えながら細胞についての英文の和訳読解を学ぶ

４−１細胞とは　用語解説を交えながら細胞についての英文の和訳読解を学ぶ



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 第６章　遺伝子工学における英語表現④

14

15 定期試験

定期試験に向けた復習

項目

第５章　細胞工学における英語表現⑤

第５章　細胞工学における英語表現④

第５章　細胞工学における英語表現③

英文法学習②

中間試験

中間試験に向けた復習

第６章　遺伝子工学における英語表現③

第６章　遺伝子工学における英語表現②

第６章　遺伝子工学における英語表現①

第５章　細胞工学における英語表現②

第５章　細胞工学における英語表現①

英文法学習①

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：小テストに出た内容の復習。

その他

到達目標
1.　バイオテクノロジーに関する英単語の習得。
2．英文法の理解。
3．教科書で扱われている研究文章の読解・英文和訳。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと中間試験、定期試験で評価する。
中間試験40% / 定期試験40% / 小テスト20%
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

池北雅彦・田口速男（2013）『新バイオテクノロジーテキストシリーズ　バイオ英語入門』　講談社．

教員紹介等

日本女子大学大学院文学研究科英文学専攻博士後期課程単位取得退学
中学校教諭専修免許状（英語）　高等学校教諭専修免許状（英語）

定期試験（範囲：９ー１３回目）

中間試験（範囲：１ー６回目）

英文法の復習や、簡単な長文の読解、リスニング等を行う

６−１遺伝子の複製と発現　用語解説を交えながら細胞工学に関する英文の和訳読解を学ぶ

６−２プラスミド　用語解説を交えながら細胞工学に関する英文の和訳読解を学ぶ

６−３制限酵素　用語解説を交えながら細胞工学に関する英文の和訳読解を学ぶ

６−４DNAの解析技術　用語解説を交えながら細胞工学に関する英文の和訳読解を学ぶ

定期試験に向けた復習を行う

中間試験に向けた復習を行う

英文法の復習や、簡単な長文の読解、リスニング等を行う

５−１微生物の培養　用語解説を交えながら細胞工学に関する英文の和訳読解を学ぶ

５−２植物細胞とカルスの培養　用語解説を交えながら細胞工学に関する英文の和訳読解を学
ぶ

５−５トランスジェニック生物　用語解説を交えながら細胞工学に関する英文の和訳読解を学ぶ

５−３細胞融合　用語解説を交えながら細胞工学に関する英文の和訳読解を学ぶ

５−４モノクローナル抗体　用語解説を交えながら細胞工学に関する英文の和訳読解を学ぶ

講義内容(シラバス）

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

バイオテクノロジー専門用語を英語で覚え、英語の文章読ができるようになる必要がある。本講義では英語によってバ
イオテクノロジーを基礎を学ぶだけでなく、研究内容についての比較的長い文章を読解できるよう文法事項も取り扱い、
実践的で応用可能な英語を習得できることを目標とする。

教育内容

英語でのバイオテクノロジー専門用語学習とともに、英語で書かれた研究についての文章の読解方法を学習する。

科目名 バイオ英語Ⅱ 担当講師

（英名） English　of　Biotechnology Field
越後谷明恵

学科 バイオテクノロジー科３年制



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名 生物 担当講師

（英名） Biology
髙橋　直

学科 バイオテクノロジー科3年制

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間） 選択・必修 必修

授業の目的

バイオテクノロジーを学ぶうえで、生物の基礎知識は必要不可欠である。本講義では、細胞、代謝、遺伝などを学ぶこ
とで微生物学、生化学、分子生物学、遺伝子工学などを学習するための土台をつくる。バイオテクノロジー分野の様々
な現象を自分の言葉で語ることを意識したい。

教育内容

高校で生物を履修しなかった学生にも理解できるよう多数の視覚的資料を用い、生物・細胞の構成から生命現象のし
くみ、生態系を取り巻く環境問題まで幅広く概説する。また同時期に履修する生物実習の内容に合わせ、植物や脊椎
動物の陸上への進出や、分類の体系、学名の命名法などについても講義し、より興味と理解を深めていく。

講義内容(シラバス）

転写と翻訳、タンパク質の立体構造と多彩な機能について知る。

生物の定義、真核細胞と原核細胞の違い、細胞小器官とその働き、細胞内外での物質の輸送を
理解する。

化学進化や地球環境の変化に伴う原始生命の変化を知るとともに、植物や脊椎動物の陸上へ
の進出について学ぶ。

種とは何か、分類の体系、生物の命名法について知る。

無性生殖と有性生殖の違い、細胞周期、体細胞分裂と減数分裂、染色体の乗り換えと遺伝子の
組換えについて理解する。

発生の過程、胚葉の形成、形成体と誘導、形態形成とアポトーシスについて理解する。

受容器と適刺激、神経と興奮の伝達・伝導について知る。

神経系の構造と働き、動物の行動について理解する。

恒常性とは、体液・循環系、生体防御の概要を知る。

感覚器と刺激の受容

脳と動物の行動

内部環境の恒常性(1)

その他

遺伝子研究の過程、遺伝子の実体、DNAと染色体、DNAの複製について理解する。

到達目標

1, 原核細胞と真核細胞の違い、細胞小器官とそのはたらきを説明できる。
2. 化学進化、原始生命の変化、植物・脊椎動物の陸上への進出について説明できる。
3. 種とは何か、分類の体系にはどんな段階があるか、生物の学名はどのように表すか、大まかな生物の系統樹を説明できる。
4. 無性生殖と有性生殖の違い、細胞周期、体細胞分裂と減数分裂の違いを説明できる。
5. 発生の過程、形成体と誘導、アポトーシスについて説明できる。
6. DNAの構造、染色体の構造、半保存的複製を説明できる。
7. 転写と翻訳のしくみ、タンパク質の構造について説明できる。
8. 受容器と適刺激の関係、動物における刺激の受容から反応までの過程、興奮の伝導と伝達の違いを説明できる。
9. 神経系の構造とはたらきについて、動物の生得的行動と学習にはそんなものがあるかを説明できる。
10 .恒常性とは、体液・循環系、自然免疫と適応免疫、細胞性免疫と体液性免疫の大まかな違いを説明できる。
11. 肝臓・腎臓の主なはたらき、、自律神経系のはたらき、ホルモンの特徴を説明できる。
12. 代謝とは、ATPのはたらき、呼吸のしくみの概要を説明できる。
13. 光合成しくみの概要、植物ホルモンのはたらきを説明できる。
14, 生態系のなりたち、個体群の相互作用を説明できる。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

生物図録　（図版を参照するため必携）

生態系の構造、個体群の相互作用、生態系のバランスと保全について知る。

14回の学習内容について、記述式の試験を行う。

準備学習
（予習・復習）

肝臓・腎臓のはたらき、自律神経系、ホルモンによる調節のしくみについて知る。

代謝とエネルギーの出入り、ATP、消化と栄養の吸収、呼吸のしくみ、炭素の循環について知る。

教員紹介等

理学博士　名古屋大学アイソトープ総合センター助手　（株）JT生命誌研究館研究部門研究員に従事　その後　文部科学省初等中等
教育局主任教科書調査官に従事し退職

生物の集団と環境

定期試験

項目

細胞の構造

生命の起源と進化

生物の系統と分類

細胞分裂と生殖

動物の発生

遺伝子と生命現象

タンパク質と生命の機能

炭酸同化・窒素同化、光合成のしくみ、植物の成長と調節について理解する。

内部環境の恒常性(2)

代謝とエネルギーの調達

植物のはたらき



1年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

授業の目的
本講義では、高度な専門性を有する化学の全般を学ぶための入門となる化学の基本事項を学習する。内容は、高等学
校で学習した化学の内容の復習を中心に、合わせて化学計算の基礎を全員が修得できることを目的とする。

教育内容
高等学校で学習する理論化学の基礎を中心に学ぶ。

科目名 化学Ⅰ 担当講師

（英名） ChemistryⅠ
大田　将以

学科 バイオテクノロジー科4年制

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
2単位

（30時間）
選択・必修 必修

使用教科書
教材

参考書
指定教科書はなし。毎回配布するプリントを中心に学習する。

その他

教員紹介等

薬学博士。東京大学医科学研究所研究員、アメリカワシントン大学病理生物学部研究員、株式会社先端生命科学研究所研究開発
院、などで化学薬学系の研究に従事。薬剤師。ドラッグストアパパス薬剤師

準備学習
（予習・復習）

予習：必要なし。　復習：毎回、配布するプリントの内容をしっかりと復習し、理解する。

到達目標 全15回（定期試験を1回含む）の内容をしっかりと習得する。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと定期試験で評価する。（小テスト：定期試験＝20：80）
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

中和反応の量的関係、中和滴定、滴定曲線と指示薬の選択について理解する。

酸化還元反応、酸化・還元と酸化数、酸化剤と還元剤について理解する。

これまで学習したすべての内容の試験を行う。定期試験

酸化還元反応

酸と塩基の中和

酸・塩基の性質、酸・塩基の定義、酸・塩基の価数と電離度について理解する。

水のイオン積、水素イオン濃度とpH、pHの測定と指示薬について理解する。

塩とその種類、塩の水溶液の性質について理解する。

水素イオン濃度とpH

酸と塩基

塩の性質

原子量、分子量と式量、物質量について理解する。

物質の溶解、濃度の表し方、溶液中の溶質の量について理解する。

化学反応式、イオン反応式について理解する。

溶液の濃度

物質量

化学反応式

原子番号と質量、同位体、原子の電子配置について理解する。

イオンの形成、イオン結合、共有結合について理解する。

配位結合、錯イオン、電気陰性度と分子の極性、分子間力、分子結晶、水素結合、金属結合に
ついて理解する。

原子の構造と電子配置

化学結合②

化学結合①

純物質と混合物の違い、混合物の分離、精製の方法を理解する。

元素、単体と化合物、同素体、成分元素の検出方法を理解する。

拡散と粒子の熱運動、摂氏温度と絶対温度の違い、物質の三態、物質の変化、原子の構造につ
いて理解する。

授業内容

講義内容(シラバス）

物質の三態

物質の成分

物質の分離

項目



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

芳香族炭化水素

油脂とセッケン

カルボン酸とエステル

芳香族化合物の分離、
有機化合物と人間生活

芳香族カルボン酸、芳香族アミン

フェノール類

使用教科書
教材

参考書

基礎化学12講（化学同人）　視覚でとらえるﾌｫﾄｻｲｴﾝｽ　化学図録(改訂版）　実戦化学重要問題集－化学基礎・化学
毎回配布するプリントを中心に学習する。

その他

教員紹介等

薬学博士。東京大学医科学研究所研究員、アメリカワシントン大学病理生物学部研究員、株式会社先端生命科学研究所研究開発
院、などで化学薬学系の研究に従事。薬剤師。ドラッグストアパパス薬剤師

準備学習
（予習・復習）

予習：必要なし。　復習：毎回、配布するプリントの内容をしっかりと復習し、理解する。

到達目標 全15回（定期試験を1回含む）の内容をしっかりと習得する。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと定期試験で評価する。（小テスト：定期試験＝20：80）
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

セッケンについて、原子量・分子量と式量、物質量について理解する。

化学Ⅰで学習した計算の基礎について再度学習し、理解を深める。

これまで学習したすべての内容の試験を行う。

有機化合物と人間生活、
計算の基礎

溶液の濃度、水素イオン濃度とpH、酸と
塩基の中和

定期試験

フェノールの性質、反応、製法について理解する。

芳香族カルボン酸の性質、反応について、芳香族アミンの製法、性質、反応について理解する。

有機化合物の分離の原則としての酸・塩基の中和反応の利用、酸の強弱の違いについて、医薬
品について、染料について理解する。

カルボン酸の分類、ギ酸、酢酸の製法、性質、マレイン酸・フマル酸について、カルボン酸の反
応、エステルの性質について理解する。

油脂の分類、油脂の硬化、セッケンの製法、構造、性質、乳化作用について、合成洗剤について
理解する。

ベンゼンの構造、表記、性質、異性体、反応について理解する。

アルケン・アルキンの種類、構造、性質、反応について理解する。

アルコールの分類、製法、性質、エーテルの性質について理解する。

アルデヒドの種類、性質、ケトンの種類、性質について理解する。アルデヒドとケトン

アルコールとエーテル

アルケン・アルキン

有機化合物の特徴、有機化合物の分類、異性体について理解する。

元素分析による組成式・分子式の決定について理解する。

アルカン・シクロアルカンの種類、構造、命名法、構造異性体、性質、反応について理解する。アルカン・シクロアルカン

有機化合物の分析

有機化合物の特徴と分類

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的
本講義では、高度な専門性を有する有機化学を学ぶための基本事項を学習する。内容は、高等学校で学習した有機化
学の内容の復習を中心に、合わせて前期で学習した化学計算の基礎を再度、振り返り、全員が完全に修得できることを
目的とする。

教育内容
高等学校で学習する有機化学の基礎、及び化学計算を中心に学ぶ。

講義内容(シラバス）

項目

科目名 化学Ⅱ 担当講師

（英名） Chemistry
大田　将以

学科 バイオテクノロジー科３年制



１学年

回数

1

2

3

4

5

6 アミノ酸の分類、構造、性質およびタンパク質を構成するアミノ酸について理解する。

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名 生化学Ⅰ 担当講師

（英名） Biochemistry　Ⅰ
松川　律子

学科 バイオテクノロジー科３年制

タンパク質-2

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

バイオテクノロジーを学ぶ上で生物の基本的な知識を得ることは必須である。本講義では、生物を構成している化合物
とその性質、構造、機能などを学ぶことで、生命現象のしくみを理解し、分子生物学、遺伝子工学、微生物学などを学習
するための基礎となる生物学的、化学的知識を深めることを目的とする。高等学校での生物、化学の履修、未履修に関
わらず理解できるように、できるだけわかりやすい内容の講義をする予定である。

教育内容

生命現象を化学的にとらえるために、生物の基本単位である細胞および生物を構成する化合物とその性質、機能、構
造などを学ぶとともに、代謝と生体エネルギーとの関連性についても学ぶ。

講義内容(シラバス）

タンパク質の種類、機能、構造（一次構造、二次構造、三次構造、四次構造）について学ぶ。

生化学（生命現象を化学的に研究する学問）について理解する。

細胞の構造（原核細胞と真核細胞の違い）、構成成分を理解する。

細胞小器官の構造と機能を理解し、細胞膜と物質輸送についても学ぶ。

生体高分子化合物（タンパク質、糖質、脂質、核酸）の基本構造と結合様式を理解する。

水の基本的な性質、酸と塩基および水素イオン濃度について学ぶ。

糖質（炭水化物）の分類、単糖の構造と機能、性質について理解する。

多糖類の分類、構造と機能について理解する。

脂質の分類、構造、性質についてを理解する。脂質

糖質-2

糖質-1

核酸の構造と構成成分について理解する。

生物に必要な金属元素について学ぶ。

糖質、脂質、タンパク質などの代謝の概要について理解する。

無機質

核酸

生体エネルギー

細胞、細胞小器官、糖質、タンパク質とアミノ酸、脂質、核酸、生体エネルギーについてまとめる。

細胞、細胞小器官、糖質、タンパク質とアミノ酸、脂質、核酸、生体エネルギーに関する試験

準備学習
（予習・復習）

事前に、シラバスに従い、教科書の項目を予習する。
配布するプリントを理解し、キーワードを自分の言葉で説明できるよう復習することが望ましい。

定期試験

総括

その他

教科書および授業中に配布する資料は毎回の授業に必ず携帯する。
携帯電話の使用、私語については原則禁止する（許可がある場合を除く）。
授業中の態度、貢献度を評価の対象として加味する場合がある。

到達目標

1.　細胞および細胞内小器官の種類、構造、働きを理解し、説明できる。
2.　タンパク質、糖質、脂質、核酸などの生体高分子化合物の基本構造と結合様式を理解し、説明できる。
3.　水の基本的な性質を理解し、酸と塩基、水素イオン濃度を説明できる。
4.　タンパク質、糖質、脂質、核酸について、それぞれの種類と構造および機能、性質および代謝の概要を理解し、説明できる。

評価方法
評価基準

定期試験（80％）と毎回の小テスト（20％）で評価する。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

教科書：『生物を知るための生化学』
教材：プリント

教員紹介等

歯学博士、薬剤師。日本大学松戸歯学部にて勤務の後、東京大学先端科学技術研究センターで研究員として勤務。

項目

細胞

生化学―はじめに

タンパク質-1

生体物質の化学-2

生体物質の化学-1

細胞内小器官



1学年

回数

1

2

3

4

5

6 ステロイドホルモンの作用機序を理解し、植物ホルモンについても学ぶ。

7

8

9

10

11

12

13

14

15

酵素-1

生化学Ⅱ－イントロダクション

項目

TCA回路

糖質の代謝-解糖系

細胞内呼吸概要

ホルモン-2

ホルモン-1

ビタミン

酵素-2

教員紹介等

歯学博士、薬剤師。日本大学松戸歯学部にて勤務の後、東京大学先端科学技術研究センターで研究員として勤務。

評価方法
評価基準

定期試験（80％）と小テスト（20％）で評価する。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

教科書：『生物を知るための生化学』
教材：プリント

その他

教科書および授業中に配布する資料は毎回の授業に必ず携帯する。
携帯電話の使用、私語については原則禁止する（許可がある場合を除く）。
授業中の態度、貢献度を評価の対象として加味する場合がある。

到達目標

1.　酵素の分類、酵素反応、アイソザイムについて理解し、説明できる。
2.　ビタミンの定義、種類、欠乏症などを理解し、説明できる。
3.　解答系、ＴＣＡ回路、呼吸鎖電子伝達系を理解し、説明できる。
4.　光合成のしくみを理解し、説明できる。

タンパク質、アミノ酸の代謝、尿素回路および脂質のβ酸化について学ぶ。

核酸の代謝について学ぶ。

光合成について理解する。

糖質、タンパク質、脂質、核酸の代謝と生体エネルギー、光合成についてまとめる。

糖質、タンパク質、脂質、核酸の代謝と生体エネルギー、光合成に関する試験。

準備学習
（予習・復習）

配布するプリントを理解し、キーワードを自分の言葉で説明できるよう復習することが望ましい。

核酸の代謝

タンパク質と脂質の代謝

定期試験

光合成

総括

糖質代謝-解糖系を理解し、ＡＴＰ生成のしくみを理解する。

TCA回路を理解、ＡＴＰ生成のしくみを理解する。

呼吸鎖電子伝達系を理解、ＡＴＰ生成のしくみを理解する。呼吸鎖電子伝達系

生体の機能維持に必要な細胞内呼吸の概要を理解する。

糖質、タンパク質、脂質、核酸などの復習とそれらの代謝についての概要を理解する。

生体内物質の合成、分解に関わる酵素の分類、特性について理解する。

酵素反応、酵素阻害、アイソザイムついて学ぶ。

ビタミンの定義、分類、欠乏症について理解する。

ホルモンの分類とペプチド・タンパク質ホルモンの作用機序について理解する。

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

本講義では、代謝と生体エネルギーについて学ぶことで、生命のしくみを理解し、2年次以降、専門コースでの講義を学
習するための基礎となる知識を深めることを目的とする。

教育内容

生物を構成する物質の代謝系を中心に、生物が生きていくための基本的なエネルギー獲得系についてとくに、そのしく
みと、生物の同化作用、異化作用に関わる代謝系の制御機構についても学ぶ。

講義内容(シラバス）

科目名 生化学Ⅱ 担当講師

（英名） Biochemistry　Ⅱ
松川　律子

学科 バイオテクノロジー科３年制



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名 実験の基礎と化学計算 担当講師

（英名） Chemical computing
髙橋　直

学科 バイオテクノロジー科3年制

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

　パーセント濃度、モル濃度を中心に、溶液の調製に必要な計算を身につける。

教育内容

実験を安全、かつ確実の行なうためには正しい基本知識を知らなければならない。そのため、実験器具の取扱い、緊急
時の対応法を学習するとともに、試薬の取扱から、溶液の調整、保存など実験における操作の基本を学ぶ。
また、実験で用いられる単位、数字の取扱い、実験で求められる計算の基本を学ぶ。

講義内容(シラバス）

項目

有効数字について扱い方、丸め方、計算の仕方を学ぶ。また科学的表記法を知る。

溶質、溶媒、溶液とパーセント濃度の計算の仕方について学ぶ。

実験で使用する試薬類について、ラベルや危険性、調製時の注意等を学ぶ。

実験を行う上での基本的な注意事項、災害時の対応、薬品や熱などによる負傷時の応急処置
について学ぶ。

国際単位系、接頭語、組立単位について知る。接頭語の変換の仕方を学ぶ。

よく使用する実験器具について、名称・使用法・精度等を学ぶ。

レポートの書き方について学ぶ。

これまで14回分の内容について総復習し、小テストで正解率の低い問題を重点的に演習する。

14回分の内容について、きまつしけんを行う。

モル、原子量、式量とそれぞれの関係を知る。

モル濃度の求め方を学ぶ。密度・質量・体積の関係を知る。

これまでの内容の試験を行う。

パーセント濃度とモル濃度の相互変換の仕方を学ぶ。

酸・塩基について、性質、価数、pH、電離度、水のイオン積について学ぶ。

溶液を希釈する際に、濃度の高い溶液がどれだけ必要かの求め方を学ぶ。

準備学習
（予習・復習）

科学計算の内容の小テストは記述式で行う。返却されたら解説をよく聞き、どうして間違ったのかを明らかにして、自分で正しい答え
を導けるようにしておく。

その他

到達目標

1, 実験を行う上での基本的な注意事項、災害時の対応、薬品や熱などによる負傷時の応急処置について説明できる。
2. km/hのような組立単位の計算の仕方を定着する。SI接頭語を10の累乗で表せる。
3. 受用と出用の違い、計量器具の精度の違い、使用法が説明できる。
4. 有効数字を考慮した計算ができる。科学的表記法が使えるようになる。
5. 溶質・溶媒・溶液の区別がつき、正しくパーセント濃度を求められる。
6. 実験で使用する試薬類について、ラベルや危険性、調整時の注意等を学ぶ。
7. 適切な表およびグラフが作成できる。
8. 第7回までの内容についての試験で、6割以上の正答率を達成する。
9. モル・質量・原子量の関係を式で表せる。与えられた原子量から式量を求められる。
10 . モル濃度を正しく求めることができる。密度・質量・体積の関係を式で表せる。
11. パーセント濃度をモル濃度に変換できる。
12. 水素イオン濃度からpHを求められる。
13. 溶液を希釈する際に、濃度の高い溶液がどれだけ必要かの求められる。
14, 各自の苦手な問題を克服する。

評価方法
評価基準

毎回の小テスト、中間試験、期末試験で評価する。
小テスト：中間試験：期末試験＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

バイオ実験技術テキスト 基本操作編

教員紹介等

理学博士　名古屋大学アイソトープ総合センター助手　（株）JT生命誌研究館研究部門研究員に従事　その後　文部科学省初等中
等教育局主任教科書調査官に従事し退職

期末試験

総復習

希釈

酸・塩基とpH

パーセント濃度とモル濃度の変換

モル濃度と密度

モルと原子量

中間テスト

レポートの書き方

試薬について

パーセント濃度

有効数字と計算

器具の取り扱い

単位と接頭語

実験での注意、災害と応急処置



1年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

物質の分類、物質の構成、化学結合と化学式、物質量、物質の変化、物質の状態、比重、気体
の性質（法則）、溶液の定義、溶液の濃度と溶解度、コロイド溶液について復習する。

これまで学習したすべての内容を総合して試験を実施する。

準備学習
（予習・復習）

予習：必要なし　　　　　復習：配布プリントをよく復習する。

定期試験

基礎化学（物質とは、物質の変化および
性質（法則）、気体と溶液）

教員紹介等

薬学博士。東京大学医科学研究所研究員、アメリカワシントン大学病理生物学部研究員、株式会社先端生命科学研究所研究開発
院、などで化学薬学系の研究に従事。薬剤師。ドラッグストアパパス薬剤師

到達目標 授業で学習した内容を全員が理解し、全員が毒物劇物取扱責任者試験に合格するための基礎を習得する。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと定期試験で評価する。（小テスト：定期試験＝20：80）
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

毒物及び劇物取締法解説　第　42　版
毎回配布するプリントを中心に学習する。

その他

毒物・劇物の廃棄、運搬

毒物・劇物の取り扱い方

毒劇及び劇物取締法の目的、毒物・劇物の定義と分類、法令で使われる用語について理解す
る。

毒物・劇物の製造、販売について、特定毒物の取り扱い、特定の作用をもつ毒物・劇物などの取
り扱いについて理解する。

毒物劇物営業者の登録、特定毒物研究者の許可等、毒物劇物取扱責任者について、登録が失
効したときの措置、業務上取扱者の届出等、について理解する。

事業者の登録・届出

毒劇法における禁止規定

毒劇法の目的と毒物・劇物の定義

毒物・劇物の保管、毒物・劇物に関する表示、特定用途に供される毒物・劇物の販売等について
理解する。

譲渡の手続き、販売（交付）先の制限、情報の提供について理解する。

毒物・劇物の廃棄、回収について、事故の際の措置、監督・命令について理解する。

毒物・劇物の譲渡、交付

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
1単位

（　15時間）
選択・必修 必修

授業の目的 毒物劇物取扱責任者試験に合格するための基礎を習得する。

教育内容
毒物および劇物に関する法令、基礎化学を学ぶ。

講義内容(シラバス）

項目

科目名 毒物・劇物Ⅰ 担当講師

（英名） Poisonous and Deleterious SubstancesⅠ
大田　将以

学科 バイオテクノロジー科3年制



１学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

2.26.27.28

29.30

科目名 生物実習 担当講師

（英名） Experiments of Biology 石川　勝
大田　将以
松村　清隆学科 バイオテクノロジー科3年制

授業内容

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

理論と実験・観察は科学を学ぶ上での両輪であると言えよう。ことさら生物学においては、試料を「生き物」として捉える
感覚が重要である。そこで本実験では、動植物を広く試料とし、外部形態の特徴のみならず、一部解剖を施すことによ
り内部構造さらには細胞に至るまで、肉眼、実体顕微鏡、光学顕微鏡を手段として観察する。

教育内容
植物、動物の細胞および形態的特徴を観察を通して学ぶ。顕微鏡の正しい取扱い、観察法を習得する。

講義内容(シラバス）

項目

スルメイカを試料として、軟体動物頭足類の内部構造を確認、スケッチする。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと実験レポートおよび定期試験で評価する。
小テスト：レポート：定期試験＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

教科書：生物図録（鈴木孝仁監修　数研出版）
教材：実習書（プリント）

その他

準備学習
（予習・復習）

予習：実習書の該当ページを読み、操作手順を含む予習レポートを作成する。
復習：次回までに実験レポートを作成、提出する。

到達目標

1. 試料の外部構造を観察、スケッチし、各部位の名称と特徴を理解できる。
2. 実体顕微鏡、光学顕微鏡の操作ならびにプレパラート作製ができる。
3. 正しいスケッチが作成できる。

タマネギの裏面表皮を試料とし、原形質分離の観察を行う。また、タマネギ根端細胞を試料と
し、体細胞分裂の観察を行う。

頭足類の解剖と観察

実体顕微鏡の使い方

昆虫の観察

魚の解剖と観察

植物組織の観察

教員紹介等

石川勝）　水産学博士。東京水産大学大学院水産学研究科を修了後、株式会社桃屋にて食品を中心とした開発分析業務に従事し
た。　　　　　　　　　　　　　　大田将以）薬学博士。東京大学医科学研究所研究員、アメリカワシントン大学病理生物学部研究員、株式
会社先端生命科学研究所研究開発院、などで化学薬学系の研究に従事した。薬剤師。ドラッグストアパパス薬剤師
松村清隆）理学博士。　（財）電力中央研究所環境科学研究所上級特別契約研究員、英国Newcasle大学客員研究員、横浜市立大学
大学院国際総合科学研究科客員研究員などに従事した。神奈川工科大学応用バイオ科学部非常勤講師、東京農工大学農学部非
常勤講師。

花の構造観察

定期試験

原形質分離・体細胞分裂

生命の単位としてのいろいろな細胞とその大きさを学ぶ。各種顕微鏡の特徴を学び、実体顕微
鏡の取り扱いを習得する。

マアジの解剖を通して、肉眼観察に慣れる。魚類の全形ならびに内部構造を確認、スケッチす
る。

コクゾウムシを実体顕微鏡で観察、スケッチする。土壌中に生息する昆虫、小動物を実体顕微
鏡で観察、スケッチする。

植物の茎、葉の組織構造を観察する。光学顕微鏡の取り扱いを習得する。ミクロメーターの使
用法を併せて習得する。

花葉の全形ならびに内部構造を肉眼観察し、スケッチする。単子葉植物、双子葉植物の違いに
ついて学ぶ。
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科目名 基礎化学実習 担当講師

（英名） Experiments of Basic Chemistry 大﨑　江美子
大田　将以

学科 バイオテクノロジー科3年制

授業内容

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

バイオテクノロジーを学習するためには化学実験の基本を知ることは必要である。本実習では、実験器具の使い方、試
薬の特徴や扱い方、濃度の計算方法、表や図の書き方などを学ぶことで生化学、分子生物学、遺伝子工学などの実験
を行うための土台をつくることを目的とする。また、バイオテクノロジー分野の基礎となる化学実験を通して、実験を自分
の目で観察し、その内容や結果を自分の言葉で表現することを目的とする。

教育内容

化学実験を通して基本的な実験器具、機器、試薬の取扱い方法と溶液の調製、分析の基本手技を取得する。

講義内容(シラバス）

項目

水溶液のファクターについて学ぶ。水溶液の標定方法を習得する。ビュレットの使い方を習得す
る。廃液処理の方法を習得する。

評価方法
評価基準

毎回の小テスト、報告書および定期試験で評価する。
小テスト：報告書：定期試験＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

基礎化学実習テキスト、バイオ実験技術テキスト、実習室でのルール
化学図録（数研出版）
図解とフローチャートによる定量分析（技報堂出版）

その他

持ち物：実習ノート（B5またはA4でルーズリーフ不可）、ボールペン、油性マジック、安全めがね、安全ピペッター、電卓を毎回持参す
ること。
スマートフォンの使用について：実習室内でのスマートフォンの使用は原則不可とする。やむを得ず使用する場合は、事前に教員の
許可を得ること。許可なく使用した場合は、実習終了まで教員が預かる場合がある。

これまでの実習内容について復習し、理解度を確認する。

準備学習
（予習・復習）

予習：テキスト及び資料の該当ページを読む。
復習：実験内容と結果を見直し、実習内容を理解する（必要に応じ報告書にまとめる）。不明な点は教員に確認する。

到達目標

1. 実験器具の種類と名称を覚え、適切に使用できる。
2. 試薬の濃度計算ができる。
3. 試薬の特徴と扱い方を習得し、実験に使う試薬を正しく調製できる。
4. 表および図を正しく書くことができる。
5. 実験内容を理解し、報告書を書くことができる。

食品中の有機酸の種類や特徴について学ぶ。相当量について学ぶ。食品中の酸度の測定方
法を習得する。

復習と確認

水溶液の調製（%濃度）

化学実験の基本

溶液の希釈とpH

水溶液の調製（モル濃度）

教員紹介等

大﨑江美子）　農学修士。
大田将以）薬学博士。東京大学医科学研究所研究員、アメリカワシントン大学病理生物学部研究員、株式会社先端生命科学研究所
研究開発院、などで化学薬学系の研究に従事。薬剤師。ドラッグストアパパス薬剤師

酸度の測定

溶液の標定

中和滴定

本実習の概要と本校における実習のルールを知る。ガラス器具の名称、洗浄方法を覚える。化
学用体積計の受用と出用について学ぶ。メスピペットとホールピペットの使い方を習得する。

メスフラスコ、電子天秤、ビュレットの正しい使用法を習得する。%濃度（純度補正と水分補正の
考え方）を学ぶ。溶液の調製方法を習得する。

モル濃度を理解し、水溶液の調製に必要な計算方法を理解する。液体試薬を用いた溶液の調
製方法を習得する。報告書の書き方を学ぶ。

pHの概念を理解する。pHメーターの使い方を習得する。強酸・強塩基の試薬の取扱い方法を習
得する。

中和について学び、中和点と等量点を理解する。滴定曲線の書き方を習得する。ビュレットの使
い方を学ぶ。緩衝作用について学ぶ。廃液処理の方法を学ぶ。



１学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

2.26.27.28

29.30

科目名 微生物実習 担当講師

（英名） Experiments　of  Microbiology
神崎　琴美
大﨑江美子学科 バイオテクノロジー科3年制

授業内容

学科 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（　６０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

細菌、酵母、カビの取扱い、培養など微生物を扱う現場でもとめられる基本的な知識と確実な基本操作を習得する。①
集団として扱われる（特定の物質を生産させるためのもの、食品をおいしくさせるためのものなど）ことの多い微生物が微
小でそれぞれが特徴をもった生物であることを認識する。②微生物を取り扱う際（培養など）に必要な滅菌、無菌操作
の、培養、菌体量及び菌数計測の基本を習得する。
　
　

教育内容

カビ、酵母、細菌の培養と形態観察を通して、それぞれの微生物の特徴と取扱の基本を学ぶ。滅菌法と滅菌法の選択、
細胞の増殖過程の理解、使用目的にあった適切な培養法を学ぶ。
多種多様な微生物が存在することを認識し、利用の目的に合った微生物の取扱、微生物汚染への対処を学ぶ。

講義内容(シラバス）

項目

バッチ培養での新鮮な培地に菌体（細胞）を接種し、細胞量を培養時間に対してプロットして得
られる曲線を増殖曲線と呼ぶ。増殖速度は微生物の菌株により様々であり、同じ菌株、同じ培
養条件であれば同じ増殖曲線が得られる。一方、培養の条件（培地組成、培養温度など）を変
えると同じ菌株であっても増殖速度は異なる。バッチ培養での増殖過程を実践を通して理解す
る。

評価方法
評価基準

小テスト（毎回）２：レポート（内容重視）３：実技試験２：定期試験３
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

プリント教材
参考：新バイオテクノロジーテキストシリーズ　「新・微生物学」

その他

実際の実習スケジュールは、同じ項目でも培養（準備）、観察（操作）、結果観察があるため、数日に渡って行うことがある。
実験の適切な操作、器具の使用法を担当講師がデモンストレーションするので、それを真似るところから行ってください。

微生物の取扱、無菌操作、滅菌など本実習で習得した技術に関する原理、基礎知識を確認す
る。
実技試験は指定された菌体の染色を行い、白金耳の取扱、火炎滅菌、火炎固定、染色、顕微
鏡観察等を技術を試験する。

準備学習
（予習・復習）

復習として、実験結果を的確にまとめてレポートを作成する。
実験で出てきた新しい用語、菌名を意味を覚える。

到達目標

1.　各種滅菌法と滅菌原理、滅菌条件がわかる
2.　培地の調製ができる。3.　寒天培地と液体培地の違いがわかる。
4.　白金耳を使って画線培養ができる。5.　細菌をグラム染色し、観察、観察結果を的確にまとめられる。
6.　実験の結果を考察できる。7.　バッチ培養における増殖過程と細胞の状態が理解できる。
8.　コロニー計数法による菌数の計測、算出ができる。9.　トーマ氏血球計算盤を使って全菌数の計測、算出ができる。
10.　微生物で汚染したものを適切に処理できる。　11.実験の全容を理解して、計画的に準備、操作、結果をまとめるができる。

微生物の実験では、菌体量（細胞量）、細胞数、生細胞数、生存率を知ることが必要なことがあ
る。対象の微生物の性質と目的に応じて、適切な方法を選択することが必要である。今回は、
生菌数の計測法として、コロニー計数法（生きている細胞は増殖する前提）、トーマ氏血球計算
盤を使って、一定体積中の全細胞数と染色されていない生細胞数を計数して生存率、全菌数、
生菌数を算出する。

増殖曲線（Escherichia　coli ）

手指の衛生
微生物の懈怠観察Ⅰ（かび）

オリエンテーション
滅菌法

微生物の形態観察Ⅲ（細菌）
グラム染色

微生物の形態観察Ⅱ（酵母）

教員紹介等

大﨑江美子）　農学修士。
神崎　琴美）　東京大学大学院医農学生命科学研究科にて研究業務に従事。

空中落下菌

定期試験
実技試験（グラム染色）

菌数計測法Ⅰ
（段階希釈法　コロニー計数法）

菌数計測法Ⅱ
（トーマ氏血球計算盤での計数）

微生物実習の目的、概要、実習室でのルールを確認する。
滅菌法（加熱滅菌、化学滅菌、ろ過滅菌、照射滅菌、薬液滅菌など）とその対象物、滅菌原理、
滅菌条件等を学ぶ。
オートクレーブ、乾熱滅菌の機器の操作を確認する。
　微生物を培養するためには目的に応じた培地の種類（成分、形など）、培養条件等があること
を学ぶ。
選択培地（デスオキシコーレイト培地）と非選択培地（普通寒天培地）を使い、手洗いの重要性
を知ることを目的として、洗浄前、洗浄後、アルコールでのふき取りの条件で微生物の生育状
況（コロニー）を観察して、考察を行う。
真菌類のうち生活史のほとんどを単細胞で過ごす酵母を培養し、観察する。微生物の実験にお
いて、実験をするときに適切な状態の細胞を用意することが重要である。そのために事前に時
間等を考慮して前培養をする。前培養をした細胞をそのまま、あるいは火炎固定(細胞は死細
胞となる）後、適切な染色液で染色して細胞を観察し、その形態的特徴を認識する。
Saccharomyces cerevisiae とShizosaccharomyces pombe (分裂酵母）を観察し、酵母の増殖に細菌の形態観察を行う。形、配列、大きさを適切に確認する。グラム染色の原理を知って、グラ
ム陰性菌、陽性菌の違いを理解する。観察する菌体の前培養、火炎固定、グラム染色、油浸レ
ンズでの観察の一連の操作を行い、細菌の形態的特徴、顕微鏡での観察がスムーズにできる
ようにする。最終回では、この内容で実技試験を行う。

空中菌の数は塵芥量に正比例する。与えられた制限内でチームごとに目的を決め、操作法を
決定して、実験を行う。その結果比較を行い、考察する。目的を設定する時点で、予測される結
果があり、実際の結果と比較し、調査し、論理的に考察する。この一連をまとめ、クラス内で発
表し、他者に評価してもらう。制限された時間内に他者に伝える方法を工夫してもらいたい。
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科目名 基礎分析化学実習 担当講師

（英名） Experiments of Basic Analytical Chemistry
石川　勝

大田　将以学科 バイオテクノロジー科3年制

授業の目的

分光光度計の使い方、吸収曲線・検量線の描き方を習得する。
標準物質・滴定・標定を理解し、標準液の濃度およびファクターを的確に算出し、目的の物質について定量ができるよう
になる。

教育内容

分光光度計の使用法、ランベルト・ベールの法則について学んだ後、吸収曲線を利用した物質の同定や検量線を利用
した定量を実践する。
４種の容量分析、１種の重量分析を通じて、さまざまな化学反応を利用して定量ができることを学ぶ。

講義内容(シラバス）

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 必修

沈殿滴定により、醤油中の塩化ナトリウム濃度を求める。

評価方法
評価基準

毎回の小テスト、レポート、定期試験で評価する。
小テスト：レポート：定期試験＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

図解とフローチャートによる定量分析

その他

減量法により硫酸銅五水和物中の結晶水の定量を行う。

準備学習
（予習・復習）

到達目標

1, 標準物質がわかり、適切な器具を用いて試薬調製ができる。
2, 分光光度計を正しく使ってデータを取り、吸収曲線を描くことができる。
3, 溶液を正しく希釈できる。検量線を用いてサンプルの濃度を求めることができる。
4. 一次標準液の濃度、ファクターが求められる。正しい標定ができる。
5. 酸化数がわかり、有効塩素を求められる。
6. 沈殿滴定を用いて、醤油中の塩化ナトリウム濃度を求められる、また食品成分表示と比較できる。
7. キレート滴定により市販の飲料水の全硬度、カルシウム硬度、マグネシウム硬度を求め、食品成分表示と比較できる。

市販の飲料水の全硬度、カルシウム硬度、マグネシウム硬度を求める。

沈殿滴定

教員紹介等

　
石川勝）　水産学博士。東京水産大学大学院水産学研究科を修了後、株式会社桃屋にて食品を中心とした開発分析業務に従事し
た。
大田将以）薬学博士。東京大学医科学研究所研究員、アメリカワシントン大学病理生物学部研究員、株式会社先端生命科学研究
所研究開発院、などで化学薬学系の研究に従事した。薬剤師。ドラッグストアパパス薬剤師

重量分析・定期試験

項目

オリエンテーション、試薬調製

分光分析(1) 吸収曲線

分光分析(2) 検量線

酸化還元滴定

ヨウ素還元滴定

キレート滴定

実習概要の説明、班分け、実習で使用する試薬の調製を行う。

分光分析、吸収曲線について学び、4種の色素について吸光度のデータを取り、吸収曲線を描
く。

濃度の異なる同一の色素について吸光度を測定して検量線を描き、これを用いてサンプルの
濃度を求める。

酸化還元滴定でオキシドール中の過酸化水素の定量を行う。

ヨウ素滴定によりさらし粉中の有効塩素の定量を行う。

授業内容



１学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.1
6

17.18.19.2
0

21.22.23.2
4

2.26.27.28

29.30

アミノ酸の構造と性質
タンパク質の構造と性質

定性と定量
標準液の調製、ソモジーネルソン法

検量線の作成、還元糖の定量

オリエンテーション
炭水化物の構造

糖類の種類
炭水化物の定性実験

項目

タンパク質の定量方法
食品中のタンパク質の定量

その他

持ち物：実習ノート（B5またはA4でルーズリーフ不可）、ボールペン、油性マジック、安全めがね、安全ピペッター、電卓を毎回持参す
ること。
スマートフォンの使用について：実習室内でのスマートフォンの使用は原則不可とする。やむを得ず使用する場合は、事前に教員の
許可を得ること。
スマートフォンを含む実習に関係のない物を許可なく使用した場合は、実習終了まで教員が預かる場合がある。

教員紹介等

大﨑江美子）　農学修士。
藤田　英俊）　学術博士。独立行政法人放射線医学研究所研究員従事。現在東京医科大学未来医科学研究講座講師兼務
松村清隆）理学博士。　（財）電力中央研究所環境科学研究所上級特別契約研究員、英国Newcasle大学客員研究員、横浜市立大
学大学院国際総合科学研究科客員研究員などに従事した。神奈川工科大学応用バイオ科学部非常勤講師、東京農工大学農学部
非常勤講師。

到達目標

1.  炭水化物の性質がわかる。2. 定性実験の結果を適切にまとめ、糖質の構造と関連づけることができる。
3. 還元糖の定量ができる。4. 検量線を書くことができる。5. グラフ用紙に図を適切に書くことができる。
6. アミノ酸とタンパク質の性質がわかる。7. タンパク質の定量ができる。8. マイクロピペットを適切に操作できる。9. 酵素の触媒として
の性質がわかる。10. 酵素と基質の関係がわかる。11. 酵素反応と時間の関係がわかる。12. 酵素の至適温度と至適pHがわかる。
13. クロマトグラフィーによる物質の分離の原理がわかる。

評価方法
評価基準

毎回の小テスト、およびレポートと定期試験で評価する。
小テスト：レポート：定期試験＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

プリント教材
参考：新バイオテクノロジーテキストシリーズ　「新・生化学」、化学図録

薄層クロマトグラフィーおよびカラムクロマトグラフィーの原理を学ぶ。
薄層クロマトグラフィーによる物質の分離方法を学ぶ。
カラムクロマトグラフィーによる物質の分離方法を学ぶ。カラムクロマトグラフィーにより分離した
物質の定性実験の方法を確認する。

本実習で習得した技術に関する原理、基礎知識を復習し、理解度を確認する。

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書及び参考書の該当ページを読む。実験ノートに実験手順のフローチャートを書く。
復習：実験内容と結果をその日のうちに実験ノートに記入し、実習内容を理解する。不明な点は教員に確認する。実験結果を的確に
まとめてレポートを作成する。実験で出てきた新しい用語とその意味を覚える。

復習と確認

薄層クロマトグラフィー
カラムクロマトグラフィー

タンパク質の定量方法のひとつとしてローリー法の原理と方法を学ぶ。
マイクロピペットの操作方法を習得する。
食品中のタンパク質の定量方法を学ぶ。

酵素の特徴について学ぶ。酵素の基質特異性について学ぶ。
酵素反応の方法と注意点について、トリプシンおよびアミラーゼによる反応を通して学ぶ。
トリプシンとアミラーゼの基質特異性について確認する。

酵素反応の速度と反応時間の関係について学ぶ。酵素反応の速度と温度の関係について学
ぶ。酵素反応の速度とpHの関係について学ぶ。酵素の性質（失活）について確認する。
アミラーゼによるデンプンの加水分解（キャラウェイ法）の方法を学ぶ。
酵素の至適温度および至適pHについて確認する。

酵素反応の反応時間
酵素反応の至適温度
酵素反応の至適pH

酵素の性質と基質特異性
トリプシンによる酵素反応
アミラーゼによる酵素反応

生化学実習の目的、概要、実習室でのルールを確認する。
炭水化物と糖類の構造と特徴について確認する。
炭水化物の定性実験（アンスロン法、フェーリング反応、バーフォード反応）の方法を学ぶ。

定性実験と定量実験の違いを学ぶ。
ソモジーネルソン法による還元糖の定量の原理を学ぶ。
標準液の調製方法を学ぶ。
検量線の書き方と還元糖量を求める方法を学ぶ。

アミノ酸とタンパク質の構造と性質を確認する。
アミノ酸の定性実験（ビウレット反応、キサントプロテイン反応硫化鉛反応、ホープキンス・コー
ル反応）の方法を学ぶ。タンパク質が変性する条件（熱、酸とアルカリ、塩析）について学ぶ。

授業内容

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 必修

授業の目的 糖質、タンパク質、酵素反応の特徴などを学び、生化学実験の基本的な手法を取得する。

教育内容 炭水化物やアミノ酸の定性実験、還元糖やタンパク質の定量実験、酵素反応実験、クロマトグラフィー法などを行い、生
化学の理論と生化学に関する実験の基本的な方法を学ぶ。

講義内容(シラバス）

科目名 生化学実習 担当講師

（英名） Experiments　of Biochemistry 大﨑江美子
藤田　英俊
松村　清隆学科 バイオテクノロジー科３年制



１学年

回数

1

2

3

4

5

6 バクテリオファージの分類

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書

新バイオテクノロジーテキストシリーズ　新・微生物学　別府輝彦著　講談社

その他

教員紹介等

農学博士。国立栄養研究所食品科学部に勤務を経て、東京バイオテクノロジー専門学校に入職。現在は東京バイオテクノロジー専門
学校と東京医薬専門学校副校長兼務。

準備学習
（予習・復習）

教科書の該当部分に簡単に目を通しておく(予習)　講義1回ごとにノートをまとめる(復習)

到達目標 基本的な微生物の概念を理解する

評価方法
評価基準

小テスト・・・4回(5点×4)、中間テスト・・・2回(20点×2)、本試験・・・1回(40点)
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

好気呼吸

嫌気的呼吸

総まとめ　　本試験

微生物の代謝　呼吸(3)

微生物の代謝　呼吸(2)

解糖系について

解糖系以外の経路

呼吸における糖代謝

微生物の代謝　発酵(2)

微生物の代謝　発酵(1)　

微生物の代謝　呼吸(1)

細菌の分類

古細菌の分類

真菌の分類微生物の分類(4)

真核生物(真菌類)の構造

微生物の分類方法　生物界(バクテリア、アーケア、ユーカリア)について

微生物の分類(3)

微生物の分類(3)

微生物の分類(2)

微生物の分類(1)

微生物とはどんな生物群か(生物学上の分類)　簡単な微生物の歴史

生物の細胞構造(復習)　　ウイルスの構造

原核生物(細菌、古細菌)の構造

微生物の基本構造(3)

微生物の基本構造(2)

微生物の基本構造(１)

微生物・微生物学とはどんな学問か

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

農学の分野での微生物学は、ヒトの生活に深く関わっており、微生物を用いた食料品(酒類、発酵食品など)や薬(抗生物
質など)は我々の生活を支えていると言える。微生物Ⅰでは多種多様な微生物の中から特に身近な菌種について、基本
的な項目(グループ分け、簡単な名称、その機能について学ぶ。)

教育内容

伝統的な分類法に沿って、バクテリオファージ、細菌(バクテリア)、古細菌(アーケア)、菌類(ユーカリア)の基本的な構
造、名称、その機能について生物学を復習しながら学ぶ。

講義内容(シラバス）

項目

科目名 微生物学Ⅰ 担当講師

（英名） Microbiology　Ⅰ
土橋　文江

学科 バイオテクノロジー科3年制



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

メンデル遺伝学

ダーウインの進化論

オリエンテーション
分子生物学とはを語る

項目

染色体と核酸

使用教科書
教材

参考書

生物図録　（図版を参照するため必携）
基礎分子生物学第４版（東京化学同人）
参考：『大学生物学の教科書１～３巻』（東京化学同人））

その他

教員紹介等

理学修士。元東京大学生物実習アシスタントとして生物関連の実習実験に従事した。

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：配付する講義資料を復習理解する。

到達目標

1. 原核生物および真核生物の遺伝子発現機構について理解し、自身の言葉で説明できる。
2．最新のバイオテクノロジーの手法を理解し、自身の言葉で説明できる。
3．ヒトの免疫学の基礎を理解し、自分の言葉で説明できる。

評価方法
評価基準

毎回確認のための小テスト、１回の中間試験、定期試験で評価する。
小テストと中間試験の合計：定期試験＝30：70
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

2～12回目までの内容で、毎回行われる小テストを中心にした問題で試験をし、これまでの学習
内容の整理と振り返りをする。

分子生物学Ⅱの中心テーマである真核生物の遺伝子の発現を理解する上で、原核生物の遺伝
子の発現を理解することは極めて重要である。原核生物の遺伝子の発現を明かにする過程を概
説する。

2～14回目までの内容での試験を通して、各自で分子生物Ⅰの内容をまとめてもらいたい。定期試験

原核生物の遺伝子の発現調節

中間試験

DNAは複製時生じる誤りの修復機能について概説する。

DNAの情報をもとにタンパク質が合成される過程につい、核での現象を概説する。

DNAの情報をもとにタンパク質が合成される過程につい、細胞質での現象を概説する。

タンパク質の合成　I

DNAの修復機能

タンパク質の合成　I

DNA構造モデルを実験的に証明した過程を概説する。

DNAが倍加して分裂する仕組みを明かにする上で、大きな難問が生じる。ここでは、この難問が
生じるまでの過程を概説する。

前回の難問を解いていく過程をみながら、DNAの複製について概説する。

DNAモデルの証明    

DNAの複製Ⅱ

DNAの複製Ⅰ

１９世紀、顕微鏡の発達により、細胞分裂を観ることができるようになった。さらに、細胞分裂に
は、染色体が関わっていることと、染色体は酸性物質であることが解った。これらは、ミクロの生
物学と化学の発展がが大きく寄与していることを概説する。

遺伝の法則を分子のレベルで明らかにするための材料をして、真核生物ではなく、原核生物であ
る大腸菌とウイルスを使用することが適切であることを明からにした過程を概説する。

細菌遺伝学を利用して、メンデルが提唱した遺伝子はDNAであることを、その構造モデルを提唱
することで、明らかにしていった過程を概説する。

DNA構造モデルの提唱

細菌遺伝学の誕生　　　

分子生物学の成り立ちから分子生物学を利用した産業化されたバイオテクノロジーの現在を紹
介する。

１８世紀から１９世紀にかけて生物種は、形態的類似性と相違性から分類され体系化された。こ
の結果から、ダーウインは生物種が共通の祖先から長い時間をかけて、進化したことを明らかに
していった過程を概説する。

メンデルは、ダーウインの進化論から端を発し、子が親に似るという遺伝の現象を法則化し、さら
に親から遺伝形質は因子によって受け継がれるということを提唱した過程を概説する。

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

１９世紀後半、メンデルは遺伝子の存在を示唆し。２０世紀に入り、遺伝子はＤＮＡであることが、ワトソン、クリックにより提唱された。そ
の後、遺伝子の複製や遺伝子から形質発現へのプロセスが分子レベルで理解されるようになり、今日､分子生物学の基礎的知識は、
様々な生命現象を理解する上で極めて重要である。分子生物学Ⅰでは、分子生物が学問の一分野として成立するまでのストーリーを
概説する。

教育内容
教科書の図表を使用するので、必ず持参すること。また、講義の内容をさらに理解を深めるための参考図書は随時紹介する。

講義内容(シラバス）

科目名 分子生物学Ⅰ 担当講師

（英名） Molecular Biology
東海林　保志

学科 バイオテクノロジー科３年制



　1 学年

回数

1

2

3

4

5

6 核酸の検出法と定量法を理解する。核酸の染色と電気泳動法の原理を理解する。

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書
教科書： 新バイオテクノロジーテキストシリーズ　「遺伝子工学」第2版 （講談社）。　プリント教材

その他 専用ノートを準備する。全ての小テストをファイルし復習を繰り返すことで、中級バイオ技術者認定試験に備える。

教員紹介等

医学博士。アメリカ合衆国ワシントン大学医学部遺伝学教室研究員をはじめ、国立がん研究センター研究所、慶応技術大学医学部医
科学教室などで遺伝子に関する研究に従事した。

準備学習
（予習・復習）

遺伝子工学的手法の原理や応用を、教科書と自分のノートにそって復習理解する。

到達目標

（知識）： 1. 核酸、遺伝子発現、セントラルドグマ、核酸関連酵素などの基礎知識を理解し説明できる。　2. 電気泳動法やPCR法、遺伝
子組み換え実験など遺伝子操作を行う際に必要な基本的な遺伝子工学的手法の原理を理解し説明できる。　3. 実際に遺伝子工学的
手法がどのように使用されているかを学び説明できる。　（技能および態度）：　4. 教科書やノートを確認しながら、授業で学んだことを
復習する習慣を身につける。　5. 全ての小テストをファイルして繰り返し取り組むことで、中級バイオ技術者認定試験に備える。

評価方法
評価基準

１０回の小テストと定期試験で評価する。　小テスト：定期試験＝２０：８０
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

融合細胞の選択法を学び細胞融合法の原理を理解する。モノクローナル抗体の作製法を理解す
る。

トランスジェニックマウス、キメラマウスなど遺伝子組み換え動物の作製法とその目的を理解す
る。

定期試験

遺伝子組み換え動物

細胞融合法、モノクローナル抗体

大腸菌への遺伝子クローニング法の概要を理解する。ベクターの種類と基本構成要素を学ぶ。

コンピテントセルやファージ試験管内再構築について学び、遺伝子導入法について理解する。
遺伝子ライブラリーについて理解する。

植物細胞への遺伝子導入法としてアグロバクテリウム法やバイナリーベクターシステムを理解す
る。

植物細胞への遺伝子導入法

遺伝子導入法、遺伝子ライブラリー

遺伝子組み換え実験、宿主とベクター

DNAの増幅法であるPCR法の原理とその応用を理解する。

各種ハイブリダイゼーション法の原理を理解し、核酸の標識法を学ぶ。

マクサム・ギルバート法とジデオキシ法を理解したうえで、次世代シークエンシングの概要を学
ぶ。

DNA塩基配列決定法

遺伝子工学分野で利用される酵素の種類とそれらの性質を理解する。

一般的に使用される試薬と緩衝液について学ぶ。DNAの抽出、精製法を理解する。

ハイブリダイゼーション法、核酸の標識

DNAの増幅、PCR法

核酸の検出法と定量法

試薬と溶液、核酸の調製法

講義の目標と流れを確認する。DNAの構造と機能について理解する。

DNAとRNAの構造と機能について学び、練習問題に取り組むことによりセントラルドグマを理解す
る。

遺伝子の概念を学び、ゲノムの構造を理解する。ゲノムプロジェクトとは何かを理解する。

遺伝子工学分野で用いられる酵素

遺伝子の概念、ゲノムの構造

核酸の構造と性質、セントラルドグマ

核酸の構造と性質

授業内容

開講区分 　後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０ 時間）
選択・必修 選択

授業の目的
遺伝子工学を理解するために必要な分子生物学の基礎知識を学んだ上で、遺伝子操作を行う際の基本的な遺伝子工
学的手法の原理を理解する。 さらに、これらの手法がどのように使用されているかを学び、遺伝子工学の応用にも興味
を広げる。　　　　　この授業をとおしての理解が中級バイオ技術者認定試験（遺伝子工学）の対策に繋がる。

教育内容
核酸、遺伝子発現、セントラルドグマ、核酸関連酵素などの基礎知識を学んだ上で、電気泳動法やPCR法、遺伝子組み
換えなど遺伝子操作を行う際に必要な遺伝子工学的手法の原理を理解する。 さらに、実際に遺伝子工学的手法がど
のように使用されているかを学ぶ。

講義内容(シラバス）

項目

科目名 　遺伝子工学 I 担当講師

（英名） Genetic Engineering
日比谷 優子

学科 　バイオテクノロジー科3年制



2学年

回数

1

2

3

4

5

6 右手と左手の関係にある立体構造（鏡像異性体）について理解する。

7

8

9

10

11

12

13

14

15

その他

到達目標

１．化合物の実験式、分子式、示性式、構造式を学び、分子の姿を記述し説明できる。
２．炭素原子の混成軌道を説明できる。
３．シグマ結合、パイ結合を通して、電子効果を説明できる。
４．各官能基の命名法、反応性、反応機構、立体構造を説明できる。
５．有機化学の体系的な全体像を把握し、物質反応の予想を説明できる。

評価方法
評価基準

小テストと定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20 : 80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

有機化学  小林啓二著(裳華房)

教員紹介等

理学博士。日本分光液体クロマト事業部制化学課にて科学分野の業務に従事、その後同社技術研究所研究員など科学分野の業務
に長く係る。現在東京電気大学工学部応用化学科講師兼任。

生体構成物質
糖類、脂質、タンパク質を中心に基本的なことを理解する。既に学習した官能基の性質をもとに
生体構成物質の反応性を理解する。

生体構成物質
理解度の確認

既に学習した官能基の性質をもとに生体構成物質の反応性を理解する。
筆記試験と総合的な解説

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：配布する講義資料と小テストを復習する。

カルボニル化合物
炭素と酸素の二重結合を持つカルボニル化合物（ケトンとアルデヒド）の命名法、反応性、反応機
構、立体構造などを理解する。

カルボン酸とその誘導体
カルボニル基とヒドロキシ基で構成されるカルボキシル基は、両者の基とは異なる特徴を示す。
このカルボキシル基を持つカルボン酸とその誘導体の特性を理解する。

アミンとニトロ化合物 窒素を含む複素環式化合物を含め、アミンとその関連化合物の構造と反応性を理解する。

アルコールとエーテル
極性の強い水酸基を持つアルコールと、酸素を挟んでアルキル基を２つ持つエーテルの命名
法、反応性、反応機構を理解する。

ベンゼンと芳香族炭化水素
脂肪族炭化水素と異なる性質を持つ芳香族炭化水素の電子構造と分子構造上の特徴を理解す
る。求電子置換反応をを理解する。

ベンゼン環に置換した官能基
ハロゲンや水酸基が芳香環の炭素原子に置換した場合、脂肪族と比較して、特徴的な反応と性
質を持つことを理解する。

アルカンのハロゲン置換体
脂肪族炭化水素のハロゲン置導体について、製法と反応性を理解する。求核置換反応の反応
機構の理解を深める。

有機化合物-分子レベルの視点
有機化合物を分子のレベルで認識し理解する。実験式、分子式、示性式、構造式を学び、分子
の記述の仕方を理解する。

結合の方向性と分子の構造 共有結合の方向性を学び、分子固有の立体構造を理解する。炭素原子の混成軌道を理解する。

分子の中の電子のかたより 分子中の電子の局在、非局在化を学ぶ。シグマ結合、パイ結合を学び、電子効果を理解する。

アルカンとシクロアルカン sp3混成軌道からなるアルカンとシクロアルカンの命名法、反応性、反応機構、立体構造を理解す
る。

アルケンとアルキン
多重結合を持つアルケンとアルキンの命名法、反応性、反応機構、立体構造を理解する。特に
特徴的な付加反応について理解する。

鏡像異性体

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
2単位

（30時間）
選択・必修 選択

授業の目的

医薬品、化粧品、プラスチックなどの有機化合物は、炭素を中心として、水素、酸素、酸素原子などが結合して形成され
ている。これらの有機化合物の性質は、構成する原子または原子団（官能基）の性質に反映される。
様々な原子または原子団を持つ有機化合物の構造や結合についての基本原理および基本事項を体系的に理解し、有
機化合物の構造・物性・化学反応について、包括的に説明できるようになることをめざす。

教育内容 有機化合物を構成する原子、原子団の性質を確認し、それらの結合により生じる電子の偏り、非局在化により、有機分
子の安定性や反応性について学ぶ。

講義内容(シラバス）

科目名 有　機　化　学 担当講師

（英名） Organic Chemistry
黒須　泰行

学科 バイオテクノロジー科3年制



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

初期条件である量り取った試薬の量、測容器の体積などから、溶液内における平衡状態（化学
種の濃度や 酸化還元状態）を求める時の考え方は化学平衡で共通である。その基本を学ぶ。

溶液のpH の計算法を学ぶ。ついで、種々の近似的な計算法の基礎である論理的で系統立てた
考え方を学ぶ。さらに、滴定曲線の形と意味、緩衝作用の考え方、多段階の酸塩基平衡が関与
するより複雑な場合につ いて学ぶ。

授業内容

酸・塩基平衡(2)

酸・塩基平衡(1)

化学平衡(2)

化学平衡(1)

項目

酸・塩基平衡(3)

使用教科書
教材

参考書

講義資料は、その都度、配布する。
参考書例：
「分析化学 (基礎化学選書 〈2〉)｣ (長島 弘三・富田 功、裳華房)
「分析化学 (化学はじめの一歩シリーズ) ｣(角田 欣一・渡辺 正、化学同人)
「基礎から学ぶ分析化学｣(井村 久則・樋上 照男 (編集)、化学同人)

その他

教員紹介等

理学博士。マサチューセッツ工科大学物理科研究員として研究に従事。元熊本大学理学部教授。

準備学習
（予習・復習）

予習：　講義内容の学習項目を確認するとともに、下調べを行う。
復習：　講義にて配布され資料等で、学習内容を復習・理解する。

到達目標 溶液中の化学平衡および機器分析化学の入門として、クロマトグラフィー、分光分析法の学び、化学分析の基礎を身に付ける。

評価方法
評価基準

毎回の小テスト、定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝50：50
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

分離・分析の基本である異なる二相への物質の分配について学び、次いで、ガスクロマトグラ
フィー、液体クロマトグラフィー、およびその他の関連する分離・分析技術の理論的基礎等を学
ぶ。

分光学は物質の同定や定量に重要な分析手法であり、分光学の基礎と分光機器の構造を含む
測定原理について学ぶ。

クロマトグラフィー(2)

クロマトグラフィー(1)

定期試験

スペクトロスコピー(2)

スペクトロスコピー(1)

錯生成反応の基礎を学ぶとともに、代表的なキレート剤であるＥＤＴＡを例としたキ レート滴定時
における錯生成反応を学ぶ。pHや補助錯化剤の効果も含めて定量的なキレート滴定の取扱を
学ぶ。

沈殿平衡の基本である溶解度積や共通イオン効果について学び、酸塩基平衡やイオン対生成
平衡などの他の化学平衡が共存する場合の取り扱い方を学ぶ。

酸化還元の基礎を学ぶとともに、酸化還元平衡を理解するための基礎としての電気化学(電極電
位やネルンスト式)を学び、酸化還元滴定中での電極電位と酸化還元平衡の関係について学
ぶ。

酸化還元平衡(1)

錯生成平衡

沈殿平衡

酸化還元平衡(3)

酸化還元平衡(2)

開講区分 後期 授業形態 講義

学科
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的
一般化学の基礎でもあり、分析化学の入門として重要な、溶液中の化学平衡（酸塩基、錯形成、沈殿、酸化還元）、 お
よび機器分析化学の入門として、クロマトグラフィー、分光分析法の考え方とそれに基づく化学分析を学ぶ。

教育内容 溶液中の化学平衡および機器分析化学の入門として、クロマトグラフィー、分光分析法の考え方を学び、化学分析の基
礎を身に付ける。

講義内容(シラバス）

科目名 分析化学Ⅰ 担当講師

（英名） Analytical Chemistry I
市村憲司

学科 バイオテクノロジー科３年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

その他

教員紹介等

工学博士。」米国オハイオ州マイアミ大学理科学部化学科研究員、（財）産業創造研究所　原子力化学工学センター主任研究員、東京
工業大学原子炉工学研究所教授を経て、東京工業大学名誉教授。

到達目標 原子核を理解し、元素の電子構造、簡単な無機物の化学結合と構造と、複雑な物質の結合と構造がわかる。

評価方法
評価基準

小テスト２０点　定期試験８０点　筆記試験で実施する。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

新しい基礎無機化学（三共出版）

固体の化学③

固体の化学④

定期試験

準備学習
（予習・復習）

教科書を事前に読み、教科書の章末問題で理解を深める。

結合と結晶構造①

固体の化学①

固体の化学②

結合と結晶構造②

結合と結晶構造

酸と塩基
弱酸と弱塩基の電離
緩衝液

無機化学反応

溶液の化学②

溶液の化学③

結晶構造と格子

量子力学による結合論と共有結合
原子価結合　混成軌道　原子価結合法と分子軌道法

共有結合と結合の極性、イオン性

イオン結合、金属結合、分子間に働き力による結合

水の基本

化学結合と分子の構造①

化学結合と分子の構造②

化学結合と分子の構造②

溶液の化学①

項目

諸単位　基礎化学の用語
溶液の濃度

原子の構造、原子模型

原子の電子配置と電子の相互作用

周期表と原子の性質
電気陰性度

イントロダクション

原子の構造①

原子の構造②

原子の構造③

授業内容

授業の目的

原子、分子の概念、さらに諸法則を学び、無機化学の領域を理解する。

教育内容

分析化学に繋がる無機化学を学習する。原子の構造から化学結合、溶液・固体の化学を学習する。

講義内容(シラバス）

担当講師

（英名） Inorganic　Chemistry　Ⅰ
池田　泰久

学科･コース バイオテクノロジー科3年制

科目名 無機化学Ⅰ

学科 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択



１学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.1
6

17.18.19.2
0

21.22.23.2
4

2.26.27.28

29.30

λDNAの断片化とアガロースゲル電気泳動

試薬調製

オリエンテーション

項目

ＰＣＲによるDNA 断片の増幅

その他

実習室での飲食は禁止する。
実習中は白衣、上履きを着用し、長髪の場合は束ねるなど危険の無いようにする。
レポートは実習毎に作成し、実習最終日までに全て提出する。

教員紹介等

学術博士。東京大学医科学研究所再生基礎医科学寄附研究部門特任研究員として遺伝子関連の研究に従事。現在、横浜市立大
学大学院生命医科学研究科特任助教を兼任。

到達目標

遺伝子を取り扱う下記の基本的な実験法について、目的や原理を理解して正しく行うことができる。 　1. 試薬調製 　2. 制限酵素処理 　3. アガロースゲル電気泳動 　4. PCR法 　5. ゲノムDNAの抽出・精製 　6. DNAの吸光度測定による濃度と純度の算出　　7. プラスミドDNAの抽出・精製

評価方法
評価基準

学則施行細則に準拠して、評価は毎回の小テスト20％、レポート40％、定期試験40％の配分とし、総合的に評価する。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

参考書：改訂第３版 遺伝子工学実験ノート 上（羊土社）

大腸菌からプラスミドDNAを抽出・精製する方法を学ぶ。
アガロースゲル電気泳動で抽出したDNAを確認し、プラスミドDNAの性質を理解する。

プラスミドDNA中のインサートDNAの有無の確認方法を学ぶ。
定期試験により、遺伝子を取り扱う基本的な実験方法の原理の理解度と操作法の習得度をは
かる。

準備学習
（予習・復習）

予習：実習書の該当ページを事前に読む。
復習：実習書と実験ノートを読み返し、レポート作成を通して各実験法を復習する。

プラスミドＤＮＡの制限酵素処理 定期試験

プラスミドＤＮＡの抽出

鋳型DNAから遺伝子断片を増幅するPCR法の原理を理解し、実験技法を学ぶ。

動物細胞及び植物細胞からゲノムDNAを抽出・精製する方法を学ぶ。

DNAの吸光度の測定を行い、測定方法と濃度・純度の算出法を学ぶ。
アガロースゲル電気泳動を行い、精製や試料の違いについて考察する。

ゲノムＤＮＡの抽出・精製②

ゲノムＤＮＡの抽出・精製① 

本実習の説明から全体の流れを理解する。
実験ノートの作成など、実験の準備について学ぶ。
本実習で使用する試薬の使用目的と調製法を理解する。

試薬調製に必要な器具、機器の使用法を理解し、DNA実験に使用する試薬の調製法を学ぶ。

制限酵素の働きや取り扱い方を理解する。
アガロースゲル電気泳動の原理を理解し、実際の操作を学ぶ。

授業内容

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

本実習では、遺伝子を取り扱う基本的な実験技術の習得を目的とする。
遺伝子を取り扱う遺伝子工学は、バイオテクノロジー（生命工学）の中心的な技術であり、その技術は生命科学の多くの
分野で活用されている。こうした分野で活躍するバイオ技術者となるためには、遺伝子を取り扱う基本的な実験技術の
習得は必要である。本実習を通して、講義で学んだ分子生物学、遺伝子工学の知識をより深め、遺伝子を取り扱う基本
的な実験技術を身に着ける。

教育内容

遺伝子を取り扱う基本的な実験技術として、DNA実験の準備から解析までの実際の操作を学ぶ。
はじめに、実験ノートの作成など実験の準備を学び、次に、遺伝子実験で使用する試薬の調製法や器具の適切な取り
扱い方について学ぶ。さらに、DNAの切断や検出、増幅、抽出・精製の方法について学び、講義で学んだ知識をもとに、
各実験法の原理を理解して基本的な実験の操作技術を身に付ける。

講義内容(シラバス）

科目名 基礎遺伝子実習 担当講師

（英名） Experiments　of Genetic Engineering
相原　祐子

学科 バイオテクノロジー科3年制



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

1. 持参試料中の各種微生物の分離
2. ヤクルト菌のカウント

3. 集積した培養液から画線培養
4. 乳酸菌株の保存と前培養

1. ヤクルト中の菌数測定
2.保存培地の作製、酵母の集積培養

3.前培養培地、保存培地の作製

1. 実習内容の説明、注意事項
2. 食品微生物実習試験、内容説明

3.  綿栓作製

項目

1. 持参試料中の微生物の観察
2. 分離酵母の保存、アルコール

発酵用の菌体取得
3. グラム染色・サイズ計測、生育温度試

験培地の作製

その他

報告書、レポートは、ルールに従い期日内に提出する。
講義内容をメモし理解後、率先して実習に参加する。
居眠り、私語を慎む。
実習室内での携帯電話の使用、飲食は禁止する。
定められた各班のリーダーは、当日の円滑な実習に努める。

教員紹介等

土橋　昇）　　農学博士。千葉県立保険医療大学健康科学部栄養学科講師兼任。
大﨑江美子）　農学修士。

到達目標
食品に関与する微生物を取扱い、醸造研究に必要な｢試薬の作製法および各実習の目的、計画、準備、実施、結果のまとめ、考察｣な
どの基礎的な事柄の習得を目的とする。。

評価方法
評価基準

評価方法：小テスト・レポート・試験の総合評価
評価基準：小テスト 20点、6ポート 40点、定期試験 40点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

使用教科書 ：この実習に関連した各自所有の教科書
使用教材 ：プリント

1. 菌体増殖量の測定(酸度滴定)法を学ぶ。
2. 発酵性糖類試験の観察法を学ぶ。
3. 各班で考えた抗菌試験結果を考察する。

1. (定期試験) 実習①～⑥の内容の確認。
2. 供試菌株の顕微鏡観察を実施し、乳酸菌の形状とサイズを理解する。
3. 抗菌試験の観察及び結果報告(発表)法を学ぶ。

準備学習
（予習・復習）

復習：前回の講義内容を復習理解する。

1. 供試菌株の顕微鏡観察
 2. 抗菌試験の観察及び結果報告

1. 菌体増殖量(酸度滴定)の測定
2. 発酵性糖類試験の観察

3. 各班で考えた抗菌試験の実施

1. 持参試料中の各種微生物の観察法を学ぶ。
2. 分離酵母の保存、アルコール発酵用の菌体取得法を学ぶ。
3. グラム染色とサイズ計測法、生理試験培地の作製法を学ぶ。

1. ハーブの抗菌試験法を理解する。
2. .酵母 のアルコール発酵を理解する。
3. 乳酸菌同定の生理試験培地の作製法学ぶ。

1. 抗菌試験の観察法を学ぶ。
2. 次回実施の抗菌試験内容の検討法を学ぶ。
3. 生成アルコールの分析法を学ぶ。
4. 乳酸菌同定の各種生理試験の実施法を学ぶ。

1. 抗菌試験の観察
2. 抗菌試験を各班で考える。

3. 生成アルコールの分析
4. ガス発生試験及び発酵性糖類試験の

菌体接種

1. 抗菌試験の実施
2. 分離酵母のアルコール発酵

3. ガス発生、温度生育試験および発酵
性糖類試験培地の作製

  オリエンテーション
    実習の意義を考える。

1. .乳酸菌の分離、菌数測定法を学ぶ。
2. 酵母の分離)酵母の集積培養を理解する。
3. 乳酸菌の同定)前培養培地、保存培地の作製を学ぶ。

1. ヤクルト菌のコロニー観察とカウント法を学ぶ。
2. 持参試料中の各種微生物の分離法を学ぶ。
3. 酵母の画線培養を学ぶ。
4. 乳酸菌株の保存と前培養を学ぶ。

授業内容

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（　３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

醸造研究に必要な基礎的微生物実習を通し、実習の計画、準備、実施、結果のまとめ、考察の習得を目的とする。。

教育内容

食品に関与する微生物を取扱い、醸造研究に必要な ｢試薬の作製法および各実習の目的、計画、準備、実施、結果の
まとめ、考察｣などの基礎的な事柄を講義する。実習内容は菌数測定法、菌株の分離・同定法、アルコール発酵の実
施、抗菌試験の実施法の習得である。

講義内容(シラバス）

科目名 食品微生物実習 担当講師

（英名） Practice of  food　microbiology
土橋　昇

大﨑　江美子学科 バイテクノロジー科3年制



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

酸化還元滴定②

酸化還元滴定①

中和滴定

項目

沈殿滴定

その他 実習室内における携帯電話の使用は厳禁。

教員紹介等

水産学博士。東京水産大学大学院水産学研究科を修了後、株式会社桃屋にて食品を中心とした開発分析業務に従事した。

到達目標

1. 中和滴定による試料中の炭酸ナトリウムの定量ができる。
2. 酸化還元滴定操作ができる。
3. 沈殿滴定操作ができる。
4. 分光光度計を用いて正しく検量線を作成、吸光分析ができる。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと実験レポートおよび定期試験で評価する。
小テスト：レポート：定期試験＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

教科書：図解とフローチャートによる定量分析（第二版）技報堂出版
教材：実習書（プリント）

環境水を試料として汚染度の指標となる亜硝酸性窒素（NO2--N）ならびにアンモニア性窒素

（NH4+-N）の定量を行う。

定量分析の復習、定期試験

準備学習
（予習・復習）

予習：実習書の該当ページを読み、操作手順を含む予習レポートを作成する。
復習：次回までに実験レポートを作成、提出する。

定期試験

分光分析

塩化ナトリウム・塩化カリウム混合物ならびに醤油を試料として、ニトロベンゼン法により塩素の
定量を行う。

硫酸銅五水和物を試料として、ヨウ素滴定、キレート滴定の異なる二方法により、銅の定量を
行う。

食用油脂を試料として、構成脂肪酸の分子量の指標となるけん化価ならびに不飽和度の指標
となるヨウ素価の測定を行う。

油脂に関する実験

硫酸銅中の銅の定量

炭酸ナトリウム標準液による塩酸標準液の標定と試料中の炭酸ナトリウムの定量

環境水を試料として、過マンガン酸カリウム滴定によるCOD（化学的酸素要求量）の測定を行
う。

果実、清涼飲料水を試料として、インドフェノール滴定による還元型ビタミンCの定量を行う。

授業内容

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

前期に開講された基礎分析化学実習で習得した技術に加え、一般に広く用いられている分析技術を身に付ける。技能
検定３級化学分析（国家検定）に求められる技能内容である、化学的成分の分析（中和滴定作業）が正確にできるように
する。

教育内容

沈殿滴定、酸化還元滴定など化学原理を学ぶとともに、化学分析技術を習得する。

講義内容(シラバス）

科目名 分析化学実習Ⅰ 担当講師

（英名） Experiments of Analytical Chemistry Ⅰ
石川　勝

学科 バイオテクノロジー科３年制



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

第２属イオンの分析①

第１属イオンの分析

定性分析とは

項目

第２属イオンの分析②

その他 実習室内における携帯電話の使用は厳禁。

教員紹介等

水産学博士。東京水産大学大学院水産学研究科を修了後、株式会社桃屋にて食品を中心とした開発分析業務に従事した。

到達目標

1. 金属イオンの定性分析（硫化水素による沈殿操作を除く）ができる。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと実験レポートおよび定期試験で評価する。
小テスト：レポート：定期試験＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書
教科書：図解とフローチャートによる定性分析（第二版）技報堂出版

Ba２＋イオンとCa２＋イオンを炭酸塩の沈殿として分離確認する。

これまで学んだ各属イオンの分析を基に、未知試料に含まれている金属イオンを明らかにす
る。

準備学習
（予習・復習）

予習：実習書の該当ページを読み、操作手順を含む予習レポートを作成する。
復習：次回までに実験レポートを作成、提出する。

未知試料中の金属イオンの定性
定期試験

第５属イオンの分析

Pb２＋イオン、Bi２＋イオン、Cu２＋イオンの分離と確認②

Fe３＋、Al３＋、Cr３＋イオンを水酸化物の沈殿として分離、確認する。

Ni２＋とZnｓｈを硫化物の沈殿として分離、確認する。

第３属イオンの分析

第４属イオンの分析

定性分析の化学上の位置づけと基本的な実験操作を学ぶ。また、フローチャートの正しい書き
方を学ぶ。

Ag＋イオンとPb２＋を塩化物の沈殿として分離、確認する。

Pb２＋イオンBi２＋イオンCu２＋イオンの分離と確認①

授業内容

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

分析化学実習Ⅰで習得した技術に加え、一般に広く用いられている分析技術を身に付ける。技能検定３級化学分析（国
家検定）に求められる技能内容である、化学的成分の分析（定性分析作業）が正確にできるようにする。

教育内容

試料がどんな元素、基、化合物を含むかを検出する定性分析技術を習得する。

講義内容(シラバス）

科目名 分析化学実習Ⅱ 担当講師

（英名） Experiments of Analytical Chemistry Ⅱ
石川　勝

学科 バイオテクノロジー科３年制



1学年　２学年

回数

1.2.3.4
.5.6.7.8.

9.10.11.12
13.14.15.16

17.18.19.20
21.22.23.24

25.26.27.28
.29.30.31.32

33.34.35.36
37.38.3940

41.42.43.44
45.46.47.48

49.50.51.52
53.54.55.56

57.58.59.60

科目名 機器分析実習 担当講師

（英名） Practice of Equipment Analysis Cnemistry
白須　由治

学科 バイオテクノロジー科3年制

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

　（１２０　時間）
選択・必修 必修

授業の目的

近年の機器分析では電子機器の進歩と相まってマニュアル通り実施すればほぼ自動的にデータが得られる。しかしデー
タの解釈とその信頼性や評価は分析法の動作原理を理解していなければ不可能である。化粧品開発に必要な範囲で座
学を補強するための分析機器の使用法を学生に体感してもらう。

教育内容

液体クロマトグラフィーとガスクロマトグラフィーを中心にして、充填剤と検出原理を理解する。個々の機器の操作法は
メーカーによって異なるので作動技能習得には重点を置かない。天然原料から個別の化学成分がいかに効率よく分離定
量できるかという原理を最重点課題として設定する。

講義内容(シラバス）

・機器分析の利点
・クロマトグラフィーの原理

・化粧品開発にとって機器分析の有用性
・マニュアル説明

カフェインの定量
　　標準試料溶液の調製

コーヒーと紅茶から抽出溶液を作成

・カフェイン10㎎/50mL(原液)→1,2,3,4,5mL/10mL　MtOHでfillup
・HPLCのStandby　ODSカラム、メタノール：水(4:6)移動相　1mL/min流速、室温、20μ
Linjection,274nmで計測

飲料中のビタミンCの定量
　　標準試料溶液の調製

市販ペットボトル飲料から抽出溶液の作
成

・アスコルビン酸標準液作成　200μg/mL→1,2,3,4,5mL/10mL　2%メタリン酸でfillup
・試料溶液作成　移動相：0.01M KH2PO4&MtOH【97:3】含有0.75mM テトラブチルアンモニウムヒ
ドロキシド 市販試薬TBAOH (40% in Water)を希釈

液クロ分析結果のまとめ
・カフェインとビタミンCについて検量線からの含有量測定原理をグラフ用紙から計算　同時に
Excelのグラフ作成機能を利用して計算する
・各班からの結果をまとめてPPTにして報告する

アルコール同族体の分析

・メタノール、エタノール、イソプロパノール(IP)、フェネチルアルコール (phenethyl alcohol)(バラの
主要香気成分) の混合液をを調製
・GC昇温条件設定：30℃(3min)→30℃→(40℃/min)→250℃→250℃(2min) InertCAP5(GL
science)

市販殺菌剤の不純物量測定
・内部標準法を用いてエタノール、IPのリテンションタイムとピーク面積の計算
・市販殺菌用アルコール中のエタノール、IPの含有比率測定　　醸造用殺菌アルコールと工業用
殺菌アルコールの不純物比較

酒類中のエチルアルコールの定量
試験醸造酒からの不純物検出

・標準溶液の調製とinjectiom
・試験醸造(2018卒業研究)したワイン、日本酒からのエチルアルコール抽出（活性炭による不純
物除去）

市販ミネラルウォーター中のミネラル分
析

総合レポート作成と発表

・原子吸光による金属分析
・班ごとのPPT作成(パソコン)と口頭発表

準備学習
（予習・復習）

予習：理解できなかった箇所をグループ別に指摘してメンバーに説明できるように準備する。
復習：質問回答用紙で理解度３以上を目指す。

到達目標

1. HPLC分析の原理を説明できる
2. GC分析の原理を説明できる
3. ピークと面積から定量する手法と比色法による分析の違いを理解する
4. 化粧品原料の品質管理に利用されていることの利点と欠点が説明できる
5. 香料と乳化剤の分析が化粧品品質にどのような影響を与えるかを理解する

評価方法
評価基準

レポートと最終発表での成績で評価
質問回答用紙の評価：定期試験＝30：７0
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

教科書：機器分析実習（小冊子【学校作成】）
参考図書：分析化学 <機器分析編> (基礎教育シリーズ)　本水 昌二, 磯崎 昭徳他

教員紹介等

農学博士。元キリンビール機能食品カンパニー企画開発部長。日本大学生物資源科学部講師

その他



１学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.
12

13.14.1
5.16

17.18.1
9.20

21.22.2
3.24

2.26.27.
28

29.30

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 選択

担当講師

（英名） Experiment of Enzyme Chemistry
松村清隆

学科 バイオテクノロジー科３年制

科目名 酵素化学実習

授業の目的

実験を通して酵素の基本的な特性を学ぶ。
食品、薬品、化粧品における酵素の役割を理解する。
定性、定量実験の意味を考え、定量的な思考を身につける。
実験データと実験ノートのまとめ方、レポート作成法を習得する。
様々な実験操作の基本を習得する。

教育内容

様々な実験を通じて、酵素の基本的性質を理解するとともに、食品、薬品、化粧品における酵素の役割を理解する。
まずは無機触媒と酵素の共通点と相違点について、過酸化水素の分解反応を通じて理解する。
酵素の基本的性質である基質特異性、至適温度、至適pHを理解するために、トリプシンとアミラーゼ活性を指標に学
ぶ。
食品における酵素の役割を理解するために、食品中のプロテアーゼなどの活性を測定する。
薬品における酵素の役割を理解するために、胃腸薬に含まれるアミラーゼ、プロテアーゼ活性を実際に測定する。
化粧品における酵素の役割を理解するために、化粧水、ビタミンCのチロシナーゼ活性阻害（メラニン合成阻害）を測定
する。

講義内容(シラバス）

項目

・ 実習概要と科目目標を理解する。
・「酵素とは何か」という基本を学ぶ。
・ カタラーゼの触媒作用を通じて、酵素の働きと性質を理解する。
・カタラーゼ活性の簡易定量をする。

・ 酵素（トリプシンとアミラーゼ）の基質特異性を理解する。
・ 緩衝液を調製する。
・トリプシンによるカゼイン分解活性、アミラーゼによるデンプン分解活性を測定する

・ 緩衝作用を理解する。
・アミラーゼによるデンプン分解を反応時間ごとに測定する。
・ 温度、pHの違いによってアミラーゼ活性が変化することを理解する。

・ 食品に含まれる酵素を理解する。
・マイタケが茶碗蒸し調理にどのように影響するかを実際に観察する。
・キウイフルーツ、パイナップル（生および缶詰）がゼリー、寒天の固化に与える影響を観察す
る。
・ 食品の酵素が調理法に影響することを理解する。

オリエンテーション
酵素の基礎

酵素の性質（１）
・基質特異性

・緩衝液の調整

酵素の性質（２）
・酵素反応速度

・至適温度、至適pH

食品と酵素（１）
・マイタケと茶碗蒸し

・果物とゼラチン

授業内容

・ 食品（マイタケ、キウイフルーツ、塩麹など）から酵素液を調製する。
・ タンパク質定量をする。
・ 調製した酵素液のプロテアーゼ活性を測定する。
・ 酵素活性の定量法を理解する。

・ 消化酵素の働きを理解する。
・各種胃腸薬から酵素液を調製し、デンプン分解活性、カゼイン分解活性を測定する。
・ 胃腸薬の効能と酵素について理解する。

食品と酵素（２）
・食品酵素液の調製

・タンパク質定量と酵素反応

医薬品と酵素
・胃腸薬と消化酵素

・プロテアーゼ活性測定

・ メラニン合成とチロシナーゼの関係を理解する。
・ジャガイモより抽出された酵素液中のチロシナーゼ活性を測定する。
・ 化粧水、ビタミンCのチロシナーゼ活性に対する阻害効果を確認する。

学習した全範囲から出題する期末試験を実施し、到達度を確認する。

準備学習
（予習・復習）

配布されたオリジナルテキストの該当箇所をあらかじめ読んで、実験の目的と内容を理解しておく（予習）。
実習中は、テキストと教員の指示に従って、班員と協力しながら積極的に実験を遂行する。
常に何を実験しているかを考えながら、実験ノートにメモを取る。
実験後は、ノートとテキストを参考にして、速やかにレポートを作成する。
返却されたレポートのコメントを参考にして、レポート作成が上達するよう努力する。

化粧品と酵素
・化粧水の成分

・チロシナーゼ活性阻害

総復習
期末試験

その他

到達目標

実験を通して酵素の基本的な特性を理解できるようになる。
食品、薬品、化粧品における酵素の役割が理解できる。
定性、定量実験の意味を考え、定量的な思考が身につく。
実験データと実験ノートのまとめ方、レポート作成法が身につく。
様々な実験操作の基本が身につく。
班員と協力して実験を遂行できるようになる。

評価方法
評価基準

定期試験（40%）、各回のレポート（40%）、各回の小テスト（20%）
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

オリジナルテキスト冊子
各回に配布される資料プリント

教員紹介等

理学博士。英国海洋生物学協会研究所研究員、理化学研究所ゲノム科学総合研究センター研究員、電力中央研究所環境科学研
究所研究員、など各研究所にて生物系の研究に従事。
また、株式会社セレスにおいて専門役として、フジツボの防除等に携わる。



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名 基礎講座（計算基礎） 担当講師

（英名） Calculation basis
大田　将以

学科 バイオテクノロジー科3年制

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的
本講義では、高度な専門性を有する化学全般の学習の基礎となる化学計算の基本を全員が修得できることを目的とす
る。

教育内容 溶液の濃度（百分率）、pH、モル濃度、中和滴定の計算、化学反応式など、高校化学でも扱う基礎的な化学計算の内容
を学ぶ。

講義内容(シラバス）

指数の表記、指数の計算、単位の接頭語、標準的な数値の表し方、単位の変換を理解する。

物質量の概念、質量から物質量を求める方法、質量の求め方を理解する。

モル濃度の求め方、溶液中の溶質の物質量の求め方を理解する。

連分数、連分数を使ったモル濃度の求め方を理解する。

xなどの未知数を利用した計算方法を理解する。

その他

対数、常用対数の基本的な計算法、pHの定義と求め方を理解する。

到達目標 全授業で扱う化学計算の問題を自力で解けるようになることを目標とする。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと定期試験で評価する。（小テスト：定期試験＝20：80）
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書
指定教科書はなし。毎回配布するプリントを中心に学習する。

対数の和の公式、対数の乗数の公式、pOHの定義と求め方、pOHからpHの求め方、有効数字を
理解する。

これまで学習したすべての内容についての試験を行う。

準備学習
（予習・復習）

予習：必要なし。　　復習：毎回配布するプリントをしっかりと復習し、理解する。

酸の一部を塩基で中和した水溶液のpHの求め方を理解する。

質量パーセント濃度、溶質の量の求め方について理解する。

単位の接頭語と指数、数値の表記と単
位の変換

項目

定期試験

複雑な対数の計算、pOH、有効数字

溶液の濃度変化

溶液のパーセント濃度

中和反応とpH

過不足反応の計算

化学反応計算の練習

化学反応計算の表の作成

酸水溶液のpH

pHと対数

未知数の活用法

教員紹介等

薬学博士。東京大学医科学研究所研究員、アメリカワシントン大学病理生物学部研究員、株式会社先端生命科学研究所研究開発
院、などで化学薬学系の研究に従事。薬剤師。ドラッグストアパパス薬剤師

モル濃度の求め方と連分数

物質量とモル濃度

物質量と質量

溶液の希釈、溶質の追加による濃度変化について理解する。

化学反応計算を解くための反応計算の表の利用、表の作り方を理解する。

反応比が1：1ではないときの化学反応の計算方法を理解する。

反応する2つの物質のうち、一方が過剰に存在する（他方が不足する）化学反応の計算問題を解
く方法を理解する。

水素イオン濃度に関するpH計算、強酸のpH計算を理解する。



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書

アプトオリジナルテキストおよび追加プリントなど

その他

教員紹介等

大手アパレル企業マーケティング担当の後、本校就職担当

準備学習
（予習・復習）

毎回、採用試験につながる筆記の対策としてミニテストを実施。次回内容について予習をすること／自身の将来選択にかかわる講座と
認識しさまざまな情報収集をすること。

到達目標 ①自己ＰＲ文の完成　②志望動機の基本軸を完成させる

評価方法
評価基準

授業内ミニテスト：授業態度（演習への取り組み姿勢）：定期試験　＝１０：３０：６０
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

自己PRを話してみよう まずはお互いの自己ＰＲを見る、聞くことで客観的に理解を深める

志望動機を準備しよう 志望動機の軸となる業界・企業研究の基本を理解する

定期試験 定期試験実施

面接入退室演習 いろいろな面接場面を想定し、入退室を演習

就活における敬語と話し方 　社会で求められる敬語と適切な言葉遣い　活動上の気を付けたい表現などを学ぶ

就活における電話・メールのマナー メールや電話など活動における対人場面でのマナー実践

自己ＰＲ演習 いろいろな課題から自分らしさを伝えてみよう

プレゼンテーション演習 あなたらしい課題を発表する

自己PR文のブラッシュアップ 自己ＰＲを見直して、さらに説得力、具体性もあるものを作る

自己PRを話してみよう 相手にわかりやすく伝える方法を考える

自己PRを800字で書こう 今までの材料をもとに自己PRを800字で構成する

就活におけるマナー スーツの基本・面接での入退室・話す演習

就職活動における自己理解の重要性・ 働くことは 授業内容の説明・自己肯定感の大切さ・働くこととは

自分の長所を考える
短所も長所にしてみよう

自己分析・過去の経験の洗い出し

自己PRを書いてみよう① 過去の経験から自分らしさにつなげる

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

就職や卒業後の進路について考え、活動に必要な自己ＰＲ・志望動機の完成を目指す。自分自身の将来につい真摯に
とらえ、積極的に活動に取り組めるように促す。演習を通して就職活動のシミュレーションを進める。

教育内容

就職活動に必要な知識の習得、マナーやコミュニケーションスキルの醸成。活動に向けたモチベーション向上と留意す
べき点を理解させる。

講義内容(シラバス）

科目名 就職対策講座Ⅰ 担当講師

（英名） Career Ceminer Ⅰ
大山　直人

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

面接試験応用②

模擬面接振り返り・面接応用①

模擬面接

グループディスカッション

就職活動マナー

面接試験応用③直前対策

使用教科書
教材

参考書

その他

教員紹介等

大手アパレル企業マーケティング担当の後、本校就職担当

準備学習
（予習・復習）

履歴書・エントリーシートなどの書き方を応用していくため、自宅学習にて記載する機会をもつ。

到達目標 企業や志望先に理解してもらえる面接での自己表現力と、自己表現にもとづく履歴書の完成などを目指す。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと中間試験、定期試験で評価する。
小テスト：中間試験：定期試験＝20：30：50
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

自己PR・志望動機の完成を目指す。

志望動機を中心とした面接対策。

定期試験実施定期試験

面接試験対策

履歴書完成②

論理的に進める手法について。実際に体験。

ワークを通しての対人関係考察。ワークでの役割分担。

志望動機対策。
志望先を調べる手段を知る、深堀から企業選択の理由を調べる。
他社との比較から調べる。

履歴書完成①

グループワーク

グループディスカッション

面接についてのまとめ。
就活スタート式に向けての対策。

スーツ着用のポイント・持ち物の確認。
電話・手紙・メールのマナー。

目的と流れ・準備しておきたいこと・マナー面での注意事項。

模擬面接で実際の面接を体験する。
今後に向けて軌道修正。

さまざまな質問から自己PRにつなげる方法。
こんな質問にどう答える？
模擬面接会振り返り。
応用質問でのペアワーク。

志望動機をどう語るか。
業界、仕事研究と志望動機の構成法。
志望先に合わせた面接質問に答えてみよう。

面接におけるコミュニケーションのポイント。
相手がどう感じるか、意識しながらスピーチしよう。

敬語と話し方、言葉選びで印象が変わる。
バーバル・ノンバーバルに相互評価しよう。
様々な質問にペアワークで答える。

長所とエピソードを論理的に構築する。
取り組みを箇条書きで、わかりやすく説明する。
さまざまな自己PRで、論理性を検証しよう。

面接試験での論理的コミュニケーション

面接の印象評価②

面接の印象評価①

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的
就職活動の本格化に向けて、必要な知識・マナー・コミュニケーション力を醸成。就職活動の場面に合わせて必要なスキ
ルを習得する。

教育内容
演習を中心に、自己ＰＲと志望動機の内容をさらに深める。

 

項目

科目名 就職対策講座Ⅱ 担当講師

（英名） Career Ceminer Ⅱ
大山　直人

学科 バイオテクノロジー科３年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書

Word2010 COMPUTER BASIC for windows
PowerPoint2010 COMPUTER BASIC for windows

その他

教員紹介等

株式会社ソフトクリエイトにてシステム開発を行い、また、現在はフリーとしてもシステム開発やコンピューター教育に本校のみならず各
所で従事している。

準備学習
（予習・復習）

習得した操作を、実験レポート・発表用資料作成・その他に利用する

到達目標
１.PowerPointで基本的なプレゼンテーションを作成できる
2.Word・PowerPointで、図解資料を作成できる
3.Wordで、適切な文書構成・ページ番号管理を行なうことができる

評価方法
評価基準

小テストと定期期末試験（実技）で評価する
小テスト：定期期末試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

スライドマスターの利用・活用
マルチモニターの設定・利用

マスターを利用した効率良くスライド修正を習得する
プレゼンテーション実施時の、ハードウェア（マルチモニターなど）環境設定を学び、生かす

PowerPoint復習・作成演習 期末試験に向けて、今期学習した内容の総復習を、課題作成を通じて行なう

期末試験 実技試験（PowerPoint）

スライドの作成④
（図形スライドb）

PowerPointの基本操作を、スライド作成を通じて習得する
作成スライド：図形スライド（SmartArtグラフィックス）

スライドの構成と特殊効果
プレゼンテーションを実施するにあたり、必要になるスライド構成について学ぶ。
また画面切り替え効果・アニメーション効果

プレゼンテーション
成功のためのサポート機能

プレゼンテーションを実施するにあたり、必要となる配布資料の作成、
実際のスライドショー操作におけるキー操作などを習得する

スライドの作成①
（タイトル・箇条書き）

PowerPointの基本操作を、スライド作成を通じて習得する
作成スライド：タイトルスライド・箇条書きスライド
作成を通じて、箇条書きの留意点も学ぶ

スライドの作成②
（図形スライドa・グラフスライド）

PowerPointの基本操作を、スライド作成を通じて習得する
作成スライド：図形スライド（オートシェイプ）・グラフスライド

スライドの作成③
（表組みスライド）

PowerPointの基本操作を、スライド作成を通じて習得する
作成スライド：表組みスライド
作成を通じて、表組みの留意点も学ぶ

図形オブジェクトの基本操作④
（表組みとの連携・画像の扱い）

実験レポート・卒業論文に必要な写真（画像）を効率よく利用する操作を
習得するまた、扱う画像データの種類についても学ぶ

セクションの概要・活用
（ページ設定・ヘッダー/フッター

　　　　　　ページ番号・ページ罫線）

実験レポート・卒業論文、またビジネス文書に必須のセクションの概念を理解し、
ヘッダー・フッターと共にページ番号などのページ設定管理を習得する

プレゼンテーション作成の流れ
プレゼンテーションとは何かを理解し、プレゼンテーションツールとして代表的な
PowerPointでの作成の流れを習得する

図形オブジェクトの基本操作①
（オートシェイプの基本操作）

Microsoft Office（Word・Excel・PowerPoint）全般で共通する
図形（オートシェイプ）の操作を習得する

図形オブジェクトの基本操作②
（SmartArt・ワードアートの

　　　　　　　　　　　　　　　基本操作）

Microsoft Office（Word・Excel・PowerPoint）全般で共通する
図形（SmartArt・ワードアート）の操作を習得する

図形オブジェクトの基本操作③
（オブジェクトの書式設定）

Wordでのオブジェクト操作に必要な『オブジェクト（文字列の折り返し）』を
理解・習得する

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義　　演習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的
学内での実験レポート・卒業研究発表・卒業論文、また卒業後に必要とされる文書・資料作成に対し
図形などを使用した見栄えの良い文書作成、発表用プレゼンテーション資料の作成について学ぶ。

教育内容
全般：ビジネスで多用されているWindows／Microsoft Office（Word・Excel・PowerPoint）の基本操作を習得する

今期は、図形を中心としたWordの基本操作およびPowerPoint全般の基本操作を中心に、関連した事柄について学ぶ

講義内容(シラバス）

科目名 PCデータ処理とプレゼンテーション 担当講師

（英名） PC　Date　management and presentation
高橋　信浩

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

日付管理・日付関数

データ処理に関連する機能

Excelの基礎の復習

項目

使用教科書
教材

参考書

Excel2010 COMPUTER BASIC for windows
バイオ統計解析IT実習テキスト

準備学習
（予習・復習）

習得した操作を、実験レポート・発表用資料作成・その他に活用する

到達目標 Excelで、計算処理・データ処理ができる

評価方法
評価基準

小テストと定期期末試験（実技）で評価する
小テスト：定期期末試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

Excelで、文字列データの取り扱いを習得する
　　　　（テキスト関数）

Excelの定型業務効率化に必要なマクロの基本について知る
　　　　（キー記録マクロ、VBA、ユーザー定義関数など）

第1～13回の内容に関する、Excelの実技試験 期末試験

教員紹介等

株式会社ソフトクリエイトにてシステム開発を行い、また、現在はフリーとしてもシステム開発やコンピューター教育に本校のみならず各
所で従事している。

その他

Excelのマクロ機能

テキスト関数

Excelを使用しての、【平均値の差の検定】を習得する

Excelを使用しての、【ｚ検定】【ｔ検定】を習得する

Excelを使用しての、【分散分析】を習得するExcelを利用した推定と検定④

Excelを利用した推定と検定③

Excelを利用した推定と検定③

Excelを使用して、データの異常値・外れ値の検定を習得する
　　　　（棄却検定：スミルノフ・グラブス検定）

Excelを使用しての、【母平均値の推定】を習得する

Excelを使用しての、【母平均値の検定】を習得する

Excelを利用した推定と検定①

データの扱い

Excelを利用した推定と検定②

業務でよく利用されるVLOOKUP関数を習得する
　　　　（VLOOKUP関数：TRUE）

業務でよく利用されるVLOOKUP関数を習得する。また関連する操作・関数も学ぶ
　　　　（VLOOKUP関数：FALSE、範囲名、ワークシートの保護など）

データを分類するためのExcel操作を習得する
　　　　（スタージェスの公式・度数分布表・ヒストグラムなど）

VLOOKUP関数②

データの分類

VLOOKUP関数①

1学年時に学んだExcel基本操作の復習を行い、習得状況を確認する。
　　　　（計算式の設定、絶対参照・相対参照の概念、基本統計量に関する統計関数）

データ処理に関連する効率的な操作を習得する
　　　　（データ解析向き入力、入力規則、条件付き書式・IF関数、ウィンドウ枠の固定など）

Excelの日付の概念を理解し、管理・計算方法、日付に関する表現方法を習得する
　　　　（シリアル値、日付関数、日数計算、表示形式：ユーザー定義など）

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的 データ処理に役立つ関数について学び、実験データの処理などに活用する。

教育内容
全般：ビジネスで多用されているWindows／Microsoft Office（Word・Excel・PowerPoint）の基本操作を習得する

今期は、ビジネスで利用されている機能・関数および実験データのまとめに必要な統計機能を学ぶ

講義内容(シラバス）

科目名 PC　データ処理とデータセキュリティー 担当講師

（英名） PC　Data Management and Security
高橋　信浩

学科 バイオテクノロジー科３年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

その他

到達目標

授業で学習した内容を全員が習得し、全員が毒物劇物取扱責任者試験に合格する。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと定期試験で評価する。（小テスト：定期試験＝20：80）
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

毎回配布するプリントを中心に学習する。

教員紹介等

薬学博士。東京大学医科学研究所研究員、アメリカワシントン大学病理生物学部研究員、株式会社先端生命科学研究所研究開発
院、などで化学薬学系の研究に従事。薬剤師。ドラッグストアパパス薬剤師

毒物劇物取扱責任者試験過去問演習
（30年度東京都）

東京都の30年度に実施された、毒物劇物取扱責任者試験過去問（問36～75）の演習、解説およ
び解答

定期試験 これまで学習したすべての内容を総合して試験を実施する。

準備学習
（予習・復習）

予習：必要なし　　　　　復習：配布プリントをよく復習する。

毒物・劇物の性質および取扱方法 毒作用の分類と解毒剤、主な毒物・劇物の性質、毒性について理解する。

毒物・劇物の性質および取扱方法 毒物・劇物の貯蔵方法、毒物・劇物の鑑別方法、毒物・劇物の廃棄方法について理解する。

毒物劇物取扱責任者試験過去問演習
（30年度東京都）

東京都の30年度に実施された、毒物劇物取扱責任者試験過去問（問1～35）の演習、解説および解答

毒物および劇物に関する法令
毒劇法の目的と毒物・劇物に関する法令、毒劇法における禁止規定、事業者の登録・届出、毒
物・劇物の取り扱い方、毒物・劇物の譲渡、交付、毒物・劇物の廃棄、運搬について理解する。

基礎化学
原子とその構成、分子、原子の構造、化学結合、化学式、物質の変化及び性質、気体と溶液に
ついて理解する。

基礎化学
化学反応の表し方、化学反応のエネルギー、酸と塩基、酸化還元反応、元素と化合物の性質に
ついて理解する。

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
１単位

（１５時間）
選択・必修 必修

授業の目的 毒物劇物取扱責任者試験に合格するための対策を行う。

教育内容
毒物および劇物に関する法令、基礎化学、毒物劇物の性質および取扱方法を学ぶ。

講義内容(シラバス）

科目名 毒物・劇物Ⅱ 担当講師

（英名） Poisonous and Deleterious SubstancesⅡ
大田　将以

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 　 　

12

13

14

15

16

17

18

19

20 　 　

教員紹介等

東京大学医科学研究所にて細胞関連の研究業務で勤務の後本校教員

評価方法
評価基準

参加後のレポート提出により行う

使用教科書
教材

参考書
実施回ごとに作成する冊子による

その他

海外研修に参加できないものは、その代行として国内において開催する国内研修に参加することにより、単位認定を行う。

　 　

準備学習
（予習・復習）

海外研修事前研修として実施する授業のものと、各コースごとに行う特別授業において行う。また、指示より事前に学習する。

到達目標 　

　 　

　 　

　 　

　 　

食品開発 海外の食品開発での見聞や経験を通して、広くものつくりの考えを広げる

　 　

　 　

　 　

　醸造発酵 海外の醸造現場での見聞や経験を通して、広く者ものつくりの考えを広げる

　 　

　 　

各分野ごとに定める旅程により実施する。１週間の旅程を基本とする

授業の目的 各分野における海外での状況を見ることにより、その分野への幅広い考え方を身につけるものとする。

教育内容
　おおむね１週間の行程による団体行動による。

講義内容(シラバス）

授業形態 演習

学年
単位

（総時間）
１

（　４０　時間）
選択・必修 必修

　化粧品開発 海外の化粧品・香料開発製造現場での見聞や経験を通して、広くものつくりの考えを広げる

化学分析
海外での実際の分析を行っている現場を見学し、又実際に分析を行い海外での手法とを差異を
しる

科目名 海外研修 担当講師

（英名） Ｏｖｅｒｓｅａｓ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ
飯田　有津美

学科 バイオテクノロジー科3年制

項目 授業内容

開講区分 後期

　 　

　 　

　 　



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

教員紹介等

東京大学医科学研究所にて細胞関連の研究業務で勤務の後本校教員

評価方法
評価基準

海外研修実施後のレポートと出席状況により判断する

使用教科書
教材

参考書

　

その他

効果が最大になるように、各特別講座や安全対策、文化授業の順番を最適化し構成する　

準備学習
（予習・復習）

なし

到達目標 安全にかつ、海外研修に記載されている目標が実施できるよう意識付けができている。

項目 授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
１

（　１５　時間）
必修 必修

授業の目的 海外研修参加につき、事前に知識・情報を身につける

教育内容

全体的な安全対策授業、現地文化に係る授業など実施する。また、各分野ごとのゲスト講師を招いて、海外においての
視点が形成されるように特別講座を行う。

講義内容(シラバス）

科目名 海外研修事前研修 担当講師

（英名） 　Overseas Training Prior Training
飯田　有津美

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書

オリジナルプリント（"An Introductio to Scientific English for Japanese College Student"南雲堂、より抜粋）
オリジナルプリント（食品、ワイン、海洋汚染に関する英文記事）

その他

教員紹介等

理学博士。英国海洋生物学協会研究所研究員、理化学研究所ゲノム科学総合研究センター研究員、電力中央研究所環境科学研究
所研究員、など各研究所にて生物系の研究に従事。現在北里大学海洋生物研究所講師も兼務。

準備学習
（予習・復習）

授業前に教材を配布するので、必ず予習をすること。最低限、わからない英単語、英熟語を辞書で調べておく。
授業中は専用のノートに学んだことをメモし、授業後に配布資料、ノートを使って復習する。

到達目標
・バイオテクノロジーを学習する上での基礎的な科学英語が読解できる。
・醸造発酵、分析化学における専門分野の基礎的な英文を読解できる。
・食品に関する英語の学習を通して、日常における英語表現の基礎を身につける。

評価方法
評価基準

定期試験（期末試験）：80 %、2回の復習テスト：20 % （なお、授業態度などの平常点、課題の評価を加味する場合あり）
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

海洋環境汚染に関する英文の読解 (2) 海洋環境汚染物質に関する英文記事を読んで、基本的専門英語を理解する。

総まとめ これまでの授業で理解が難しかった点や、全般的なまとめを行い、定期試験に備える。

定期試験 学習した全範囲から出題する期末試験を実施し、到達度を確認する。

ワインの成分に関する英文の読解 (1) ワインに含まれる成分ポリフェノールに関する英文記事を読んで、基本的専門英語を理解する。

ワインの成分に関する英文の読解 (2) ワインに含まれる成分ポリフェノールに関する英文記事を読んで、基本的専門英語を理解する。

復習テスト (2)
海洋環境汚染に関する英文の読解 (1)

海洋環境汚染物質に関する英文記事を読んで、基本的専門英語を理解する。

「物質の三態」に関する英文の読解 (3)
復習テスト (1)

気体中の粒子の性質に関することを祭りにおける人々に例えた英文を理解し、関連語句を学
ぶ。

食品の英語による表現 (1) 食品に関する英語表現を学ぶ。

食品の英語による表現 (2) 食品に関する英語表現を学ぶ。

「細胞」に関する英文の読解 (3) 各細胞内小器官の機能に関する英文を読み、内容を理解する。

「物質の三態」に関する英文の読解 (1) 物質の三態に関しての英文から、物質、粒子などに関する英語を理解する。

「物質の三態」に関する英文の読解 (2) 固体、液体中の粒子を祭りにおける人々に例えた英文を理解し、関連語句を学ぶ。

ガイダンス、基礎力確認テスト
科学英語 Iの授業の進め方を概説し、さらに基礎的な英語力を把握するための基礎力確認テス
トを実施する。ただし、本テストは成績には反映しない。

基礎力テスト解説、「細胞」に関する英文の読
解 (1)

基礎力テストの解答例を解説し基礎的な英語力を各自確認し、今後の学習のモチベーションとす
る。
cellという語句の起源についての英文を読み、内容を理解する。

「細胞」に関する英文の読解 (2) cellの基本的構造に関する英文を読み、内容を理解する。

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

バイオテクノロジーの分野では国際的な視野が求められる。よって、この分野を学習するためには、英語を習得すること
は必須であり、2年生では科学英語の基礎を学ぶとともに、専門分野の英文記事などの読解力をつけることを目的とす
る。

教育内容

前半では、科学英語の基礎として、細胞の構造、物質の三態（固体・液体・気体）に関する英文教材を用いて基礎的な読
解力をつけ、後半では醸造発酵関連、化学分析関連の英文科学記事を用いて専門分野の英語に触れて英語習得への
モチベーションを高める。授業では、オリジナルのプリントを教材として学習する。

講義内容(シラバス）

科目名 科学英語 I 担当講師

（英名） English of Biotechnology Field I
松村　清隆

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書

オリジナルプリント（最近の研究トピックスの英文記事、英会話頻出フレーズなど）
中級バイオ技術者認定試験対策問題集

その他

英文読解だけでなく、扱う科学記事に関連する英語による解説映像などを視聴し、英語のリスニング力をつける。（２回）

教員紹介等

理学博士。英国海洋生物学協会研究所研究員、理化学研究所ゲノム科学総合研究センター研究員、電力中央研究所環境科学研究
所研究員、など各研究所にて生物系の研究に従事。現在北里大学海洋生物研究所講師も兼務。

準備学習
（予習・復習）

授業前に教材を配布するので、必ず予習をすること。最低限、わからない英単語、英熟語を辞書で調べておく。
授業中は専用のノートに学んだことをメモし、授業後に配布資料、ノートを使って復習する。

到達目標

バイオテクノロジーに関連する英文科学記事が読解できるようになる。
英会話の基本的なフレーズに慣れる。
中級バイオ技術者資格試験の英語関連問題が解けるようにする。
専門分野の英文記事を読んで、英語に親しむ。

評価方法
評価基準

定期試験（期末試験）：80 %、2回の復習テスト：20 % （なお、授業態度などの平常点、課題の評価を加味する場合あり）
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

英文記事を読解する。

英文記事を読解する。

学習した全範囲から出題する期末試験を実施し、到達度を確認する。

復習テスト（３）
専門分野に関連する英文記事の読解
（３）

専門分野に関連する英文記事の読解
（４）

定期試験

英文科学ジャーナルに掲載されている一般向けの興味深い科学記事を選んで、読解する。（５）

英文記事を読解する。

英文記事を読解する。

専門分野に関連する英文記事の読解
（１）

英文科学記事の読解（5）
関連する基本的な英単語、英熟語、慣
用句

専門分野に関連する英文記事の読解
（２)

中級バイオ対策として、過去に出題された、バイオテクノロジーに関する基本的な英語表現に関
する問題を解き、要点を解説する。（１）

中級バイオ対策として、過去に出題された、バイオテクノロジーに関する基本的な英語表現に関
する問題を解き、要点を解説する。（２）

英文科学ジャーナルに掲載されている一般向けの興味深い科学記事を選んで、読解する。（４）

中級バイオ英語問題演習 (1)

中級バイオ英語問題演習 (2)

復習テスト（２）
英文科学記事の読解（4）
関連する基本的な英単語、英熟語、慣
用句

英文科学ジャーナルに掲載されている一般向けの興味深い科学記事を選んで、読解する。
ここでは、Science誌に掲載された下記の記事を扱う。
”Octopus have eyes in their skin” （３）

復習テストによって、これまで学習した内容の習得度を確認する。
英会話でよく用いられる基本的なフレーズを習得する。（１）

英会話でよく用いられる基本的なフレーズを習得する。（２）

英文科学記事の読解（3）
関連する基本的な英単語、英熟語、慣
用句

復習テスト（１）
英会話頻出フレーズ (1)

英会話頻出フレーズ (2)

基礎力確認テストで、各自の基本的な英語力を把握する。
英語で自己紹介文を作成する。

英文科学ジャーナルに掲載されている一般向けの興味深い科学記事を選んで、読解する。
ここでは、Science誌に掲載された下記の記事を扱う。
”Octopus have eyes in their skin” （１）

英文科学ジャーナルに掲載されている一般向けの興味深い科学記事を選んで、読解する。
ここでは、Science誌に掲載された下記の記事を扱う。
”Octopus have eyes in their skin” （２）

ガイダンズ
基礎力確認テスト
英語で自己紹介

英文科学記事の読解（1）
関連する基本的な英単語、英熟語、慣
用句

英文科学記事の読解（2）
関連する基本的な英単語、英熟語、慣
用句

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

項目

授業の目的

バイオテクノロジーの分野では国際的な視野が求められる。よって、この分野を学習するためには、英語を習得すること
は必須であり、2年生後期では科学英語の基礎を学ぶとともに、バイオに関連する英文科学記事を読みこなす英語力を
養う。
さらに基礎的英文科学記事を読解する。基礎的な英会話のフレーズを身につける。

教育内容

まず基礎力確認テストで、これまで学んできた英語力を確認する。
前半では、バイオテクノロジーに関連する英文科学記事を読解する。
次に、英会話の基本フレーズを学び、英語によるコミュニケーションの基礎を養う。
その後、中級バイオ対策として基本的なバイオテクノロジー分野の英語表現を身につける。

講義内容(シラバス）

科目名 科学英語Ⅱ 担当講師

（英名） English of Biotechnology Field II

松村清隆
学科 バイオテクノロジー科３年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6 増殖測定法と培養法

7

8

9

10

11

12

13

14

15

その他

到達目標 食品を扱うプロとして、最低限の微生物の知識をみにつける

評価方法
評価基準

３～４回に１度の小テストと中間テスト、定期テストで評価する（小テスト：中間テスト：定期テスト＝２０：３０：５０）
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書
新バイオテクノロジーテキストシリーズ　新・微生物学（講談社）

教員紹介等

農学博士。国立栄養研究所食品科学部に勤務を経て、東京バイオテクノロジー専門学校に入職。現在は東京バイオテクノロジー専門
学校と東京医薬専門学校副校長兼務。

環境における微生物の活動 微生物による環境浄化（排水処理からバイオレメディエーションまで）

総括と定期テスト

準備学習
（予習・復習）

教科書の該当ページをよく読み、講義後は板書等をまとめてできればマイノートをつくる

利用（３） 抗生物質

食品の保存（１） 食品の腐敗と食中毒

食品の保存（２） 殺菌と保存法

前半のまとめと中間テスト

利用（１） 伝統的な微生物の利用

利用（２） 微生物代謝産物の工業生産　　酵素および酵素利用技術

遺伝 主に突然変異について

微生物の栄養別の分類 独立栄養菌と従属栄養菌について　光合成と化学合成

代謝(１) 発酵と呼吸　　異化と同化

代謝(２) 各微生物の代謝調節

増殖と分化(１) 微生物の増殖に関わる物理化学的条件

増殖と分化(２) 栄養素と培地

増殖と分化（３）

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（　３０　時間）
選択・必修 選択

授業の目的

微生物Ⅰで学んだ微生物(藻類・真菌・古細菌・細菌・ウｔイルス)の大まかな知識を元に、さらに踏み込んで、それぞれの
微生物の代謝や生育条件、利用法など幅広く学ぶ。

教育内容

それぞれの微生物がどのように生活しているのか、どのようにエネルギーを得ているのかそれらの特徴をいかして、
我々はどのような分野に微生物を活用できるのか学ぶ

講義内容(シラバス）

科目名 微生物学Ⅱ 担当講師

（英名） Microbiology　Ⅱ
土橋　文江

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6 ホルモンの作用、性質、種類　　ミネラルの作用、　植物の光合成　植物ホルモン

7

8

項目

総論①　機器取扱

総論②　バイオ英語

総論③　環境と安全性

生化学①　細胞　水　エネルギー
糖質　脂質

評価方法
評価基準

総論　50問　　微生物学　50問　　生化学　50問　各回試験（150点を100点満点に換算する）
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

参考書：基礎分子生物学（東京化学同人）　　バイオ実験技術テキスト（滋慶教育科学研究所）
　　　　　バイオテクノロジーシリーズ　生化学　微生物学（講談社）
教科書：中級バイオ技術者認定試験問題(2019年）

その他

教員紹介等

東京大学医科学研究所にて細胞関連の研究業務で勤務の後本校教員

微生物の増殖過程、抗生物質、食中毒、食品の保存と微生物　微生物実験

準備学習
（予習・復習）

到達目標

１．実験機器の特性、使用法、操作の基本原理がわかる。
２．バイオの基本的な言葉が英語でわかる。
３．バイオ分野の法律、安全性の原理等がわかる。
４．生化学の基本が理解できている。
5.微生物の基本が理解できている。

微生物学②　微生物の増殖　変異　利
用、食品の保存　実験

真菌、細菌、古細菌の種類、特徴、増殖、構造、代謝

分光光度計　クロマトグラフィー　遠心機　クリーンベンチ　顕微鏡　天秤

英単語の確認　バイオテクノロジー分野を問題を英語で解答する

法律（生物多様性に関する法規等）　組換え遺伝子実験　消毒・滅菌　危険物　環境汚染

細胞内器官、代謝、溶液、糖質の種類と性質　脂質の種類と性質

タンパク質の性質、種類、構造　　核酸の構造、性質　　酵素の特徴、種類、性質、作用　　ビタ
ミンの

生化学②　タンパク質　核酸　酵素　ビタ
ミン

生化学③　ホルモン　ミネラル　植物

微生物学①　微生物の種類と特徴　微生
物の構造と機能・代謝

授業内容

開講区分 後期（前） 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
１単位

（１５時間）
選択・必修 選択

授業の目的

日本バイオ教育学会認定の中級バイオ技術者認定試験は、バイオテクノロジーの基本を知っている（学んだ）証明の一
つとして受験を進めている。ここでは、主に総論、生化学、微生物学の項目整理と演習を通して、基本知識取得を目指
す。

教育内容

総論、生化学、微生物学のキーワードを整理する。過去問題を中心に行い、分野の基本の理解を進める。

講義内容(シラバス）

科目名 中級バイオ対策Ⅰ 担当講師

（英名） Summary of Molecular Biology
飯田　有津美

学科 バイオテクノロジー科３年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

項目

組換えDNAと遺伝子解析①

組換えDNAと遺伝子解析②

組換えDNAと遺伝子解析③

組換えDNAと遺伝子解析④

その他

到達目標 試験で80％の得点率をめざす。

評価方法
評価基準

小テスト20点　定期試験80点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

教科書：中級バイオ技術者認定試験対策問題集
参考書：新バイオテクノロジーテキストシリーズ　「遺伝子工学」、

教員紹介等

理学修士。元東京大学生物実習アシスタントとして生物関連の実習実験に従事した。

植物細胞工学（組織培養　植物成長・開花調節）　遺伝子導入

全体のまとめ

準備学習
（予習・復習）

キーワードを自分でも確認しながら学習を進める

細胞工学③

定期試験

遺伝子検出　　遺伝子産物の検出

細胞融合　モノクローナル抗体

遺伝子導入　

細胞工学①

細胞工学②

DNAの構造と性質　制限酵素

形質転換　　宿主・ベクター

遺伝子クローニング　　核酸抽出

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
１単位

（１５時間）
選択・必修 選択

授業の目的

日本バイオ技術教育学会の中級バイオ技術者認定試験の遺伝子工学のキーワードを理解し、遺伝子工学の基礎力を
確認する。

教育内容

組換えDNAと遺伝子解析の基本、細胞工学の基本に関するキーワードの理解を進め、試験問題にてその確認をする、

講義内容(シラバス）

科目名 中級バイオ対策Ⅱ 担当講師

（英名） Summary of Molecular Biology
東海林　保志

学科 バイオテクノロジー科３年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

項目

オリエンテーション
ハーシーとチェイスの実験

アベリーの実験
血液型の遺伝

原核細胞と真核細胞
細胞小器官

染色体

DNAの構造
RNAの構造

遺伝子の転写
DNAの複製
DNAの変異
制限酵素

その他

講義中に配布された資料は項目別にきちんと保管し、復習に利用すること。
持ち物：実習ノート（B5またはA4でルーズリーフ不可）、ボールペン、油性マジック、安全めがね、安全ピペッター、電卓を毎回持参す
ること。
スマートフォンの使用について：教室内でのスマートフォンの使用は原則不可とする。やむを得ず使用する場合は、事前に教員の許
可を得ること。
スマートフォンを含む、講義に関係のない物を許可なく使用した場合は、講義終了まで教員が預かる場合がある。

到達目標

1. 中級バイオ技術者認定試験の概要を理解する。2. 原核細胞と真核細胞の特徴、及び染色体の構造について理解する。
3. DNAとRNAの構造と特徴について理解する。4. 遺伝子の転写、複製、DNAの変異について、基本的事項を理解する。
5. 原核細胞と真核細胞の転写について、仕組みや違いを理解する。6. タンパク質の合成、遺伝情報の流れ、タンパク質の修飾につ
いて理解する。7. 免疫応答の仕組みについて、基本的事項を理解する。

評価方法
評価基準

小テストおよび定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

教科書：中級バイオ技術者認定試験対策問題集
参考書：新バイオテクノロジーテキストシリーズ　「分子生物学」、生物図録（数研出版）
プリント教材

教員紹介等

理学修士。本校職員

抗原とは何か確認する。抗体の種類、構造、働きについて学ぶ。免疫担当細胞の種類と働きに
ついて学ぶ。異物認識の仕組みについて、基本的事項を学ぶ。
中級バイオ技術者認定試験対策問題集の関連する問題を解き、理解度を確認する。

本講義で学んだ基礎知識を復習し、理解度を確認する。

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書及び参考書の該当ページを読む。
復習：講義で出てきた用語とその意味を覚える。中級バイオ技術者認定試験対策問題集を解き、理解度を確認する。

抗原と抗体
免疫担当細胞

異物認識

復習と確認

遺伝子の転写機構について基本的な事項を確認する。DNAの複製と修復の仕組みについて学
ぶ。DNAの変異の種類について確認する。遺伝子組換えに使うベクターの種類を確認する。制
限酵素の特徴について確認する。
中級バイオ技術者認定試験対策問題集の関連する問題を解き、理解度を確認する。

ラクトースオペロンの仕組みについて学ぶ。レポーター遺伝子の働きについて学ぶ。RNAポリメ
ラーゼの働きについて学ぶ。スプライシングの仕組みについて学ぶ。
中級バイオ技術者認定試験対策問題集の関連する問題を解き、理解度を確認する。

セントラルドグマについて確認する。コドンの種類を確認する。タンパク質合成と翻訳後修飾の
仕組みについて学ぶ。分子シャペロンおよび熱ショックタンパク質について学ぶ。
中級バイオ技術者認定試験対策問題集の関連する問題を解き、理解度を確認する。

ラクトースオペロン
レポーター遺伝子
RNAポリメラーゼ
スプライシング

セントラルドグマ
コドンの種類

タンパク質の合成と翻訳後修飾

本講義の目的と概要、及び中級バイオ技術者認定試験の概要を確認する。
ハーシーとチェイスの実験およびアベリーの実験について学ぶ。形質転換について確認する。
血液型の遺伝について確認する。
中級バイオ技術者認定試験対策問題集の関連する問題を解き、理解度を確認する。

原核細胞と真核細胞の特徴と違いについて学ぶ。細胞小器官の種類と働きについて学ぶ。染
色体の構造について学ぶ。
中級バイオ技術者認定試験対策問題集の関連する問題を解き、理解度を確認する。

DNAとRNAの構造を学び、違いを確認する。
中級バイオ技術者認定試験対策問題集の関連する問題を解き、理解度を確認する。

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
１単位

（１５時間）
選択・必修 選択

授業の目的 分子生物学の基礎知識を確認し整理することで、中級バイオ技術者認定試験に合格する力をつける。

教育内容 細胞の構造、遺伝子の構造、遺伝子の転写、翻訳の仕組み、抗原抗体反応など、分子生物学の基本的な事項を復習
し、知識を定着させる。中級バイオ技術者認定試験の問題に慣れ、時間内に問題を解く力をつける。

講義内容(シラバス）

科目名 中級バイオ対策Ⅲ 担当講師

（英名） Summary of Molecular Biology
松本　靖子

学科 バイオテクノロジー科３年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

相関係数
　　・共分散

　　・正、負の相関関係

確立分布
　　・二項分布
　　・正規分布

これまでの総復習と演習

標本から母集団を推定する
　　・標本統計量と標本分布

　　・標本平均の期待値、標準偏差

仮説検定
　　・帰無仮説、棄却

　　・対立仮説
総復習

評価方法
評価基準

定期試験（期末試験）：80 %、各授業で実施する小テスト：20 % （なお、授業態度などの平常点、課題の評価を加味する場合あり）
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

基本的には授業で配布するプリントを使う
なお、授業ではパワーポイントによるスライドを利用して解説する。
参考書は、「入門統計学　ー検定から多変量解析・実験計画法までー」　栗原伸一　著　（オーム社）

その他

教員紹介等

農学博士。国立栄養研究所食品科学部に勤務を経て、東京バイオテクノロジー専門学校に入職。現在は東京バイオテクノロジー専
門学校と東京医薬専門学校副校長兼務。

学習した全範囲から出題する期末試験を実施し、到達度を確認する。

準備学習
（予習・復習）

授業前に授業内容に関して、参考書などを利用して予習をすること。
授業中は配布資料を参考にしながら、専用のノートに学んだことをメモし、授業後に配布資料、ノートを使って復習する。

到達目標
統計学の基本を身につけ、実験データの取り扱いとデータの統計解析ができるようになる。
この授業では、特に、統計の意味をしっかりと理解し、統計的思考力を身につけることを目標とする。

定期試験

仮説検定：帰無仮説、対立仮説、検定統計量、有意水準、棄却域
これまで学んだことで理解が難しかった箇所の解説

生物統計学とは：生物学、農学、医学などに統計学的手法を適用する学問分野
統計学の意義：沢山のデータを要約し、中に含まれている情報を把握しやすくするための手段
データ整理：量的データ（比率データ、間隔データ）、質的データ（順位データ、カテゴリーデー
タ）
度数分布表、ヒストグラム：データを直感的にとらえる
データを代表する値：平均値（算術平均、幾何平均など）、中央値（メジアン）、最頻値（モード）
度数分布表での平均値：階級値 X 相対度数の合計（実際の平均値とそれほどズレナイ）
分散と標準偏差：データの散らばり具合を見積もる
標準偏差で評価できるもの：「月並み」か「特殊」か？、リスクを評価

変動係数：標準偏差を平均で割ったもの（単位はなく、無名数）、バラツキを相対的に比較する
共分散：2 組の対応するデータ間での、平均からの偏差の積の平均値
相関係数：相関係数とは、2 つの確率変数の間の相関（類似性の度合い）を示す統計学的指標

部分から全体を推理：母集団からの標本抽出→データ分析→母集団の性質を推測
母集団と標本：母集団（母平均、母分散、母標準偏差）、標本統計量（標本平均、標本分散、標
本標準偏差）、ランダムサンプリング、母平均の推定、母比率の推定

確率分布：確率変数の各々の値に対して、その起こりやすさを記述するもの
二項分布：結果が成功か失敗のいずれかである n 回の独立な試行を行ったときの成功数で表
される離散確率分布
正規分布：統計の基本となる最も重要な確率分布、試行回数ｎが大きいときの二項分布の近似
分布

第１回から第４回までの授業で学んだことを、演習問題を解くことで総復習する。
各自が演習問題を解いた後、解答を導く過程を解説する。

生物統計学とは
　　・統計の意義
　　・データ整理

平均値とバラツキの指標
　　・平均値、中央値、最頻値

　　・分散と標準偏差

授業内容

教育内容

統計学の基礎を学び、生物学、バイオテクノロジーの研究に活かせるようにする。
まず、統計の必要性とデータ整理の方法を学ぶ。
次に、様々な統計値（平均値、分散、標準偏差、相関係数など）を理解し、計算できるようにする。
次に、実際の実験データ解析に応用できる確率分布、特に正規分布についてしっかりと理解し、応用できるようにする。
さらに、部分（標本）から全体（母集団）を推定する方法を学び、最後に仮説検定の考え方を身につける。

講義内容(シラバス）

項目

科目名 生物統計 担当講師

（英名） Biological Statistics
松村清隆

学科 バイオテクノロジー科３年制

授業の目的

統計的な考え方を身につけ、基本的な実験データの取り扱いとデータの統計処理を学ぶ。
統計学の基礎を学び、生物学、バイオテクノロジーの学習と研究に活かせるようにする。

選択

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
１単位

（１５時間）
選択・必修



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

評価方法
評価基準

毎回、小テストによって授業内容の理解度を確認するとともに、定期試験で到達度を評価する。評価基準は試験規定に準ずる。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

【使用教科書】発酵食品学（講談社サイエンティフィック）
【プリント（補助教材）】必要に応じて配布する。

その他

教員紹介等

元国税庁酒類総合研究所研究室長。葡萄酒技術研究会理事。テクノカルチャー（醸造技術コンサルティング）代表取締役。日本におけ
る醸造学の第一人者である。

定期試験

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：授業当日の内容と、配付する講義資料を復習し、理解する。

到達目標

1.　酒類の種類と多様性について説明できる。
2．酒類の醸造法、製造法の違いを説明できる。
3．酒類の酒質の特性について説明できる。
4．酒類について「比較醸造学」の見地から説明できる。

ウイスキー・ブランデー ウイスキー・ブランデーについて、酒税法の定義、製造法、酒質の特性について解説する。

スピリッツ スピリッツについて、酒税法の定義、種類、製造法、酒質の特性について解説する。

リキュール リキュールについて、酒税法の定義、種類、製造法、酒質の特性について解説する。

本格焼酎 本格焼酎について、酒税法の定義、種類、製造法、酒質の特性について解説する。

清酒（2） 清酒醸造法を他の酒類と比較し、その特徴の基礎を形成する米麹について解説する。

清酒（3） 清酒醸造法の特色である酒母の育成、醪の管理について解説する。

ビール（１）

ビール（2） ビール醸造法を他の酒類と比較するとともに、ビールの多様性について解説する。

発泡性酒類

ワイン（１） ワインについて、酒税法上の定義、醸造法、酒質の特性について解説する。

ワイン（２） ワイン醸造法を他の酒類と比較するとともに、ワインの多様性について解説する。

ビールについて、酒税法上の定義、醸造法、酒質の特性について解説する。

発泡性酒類について、酒税法上の定義、醸造法、酒質の特性について解説する。

酒類総論（１） 醸造物とはいかなるものか、歴史的背景、酒類の種類について解説する。

酒類総論（2） 酒類の分類について、原材料、発酵型式、酒税法の見地から解説する。

清酒（１） 清酒について、酒税法上の定義、醸造法、酒質の特性について解説する。

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

本講義では、醸造物品のうち《酒類》について、その分類と、酒類の醸造特性、酒質等に関する基礎を学習する。

教育内容

酒類の多様性を「比較醸造学」として捉え、醸造技術と酒質の動向を理解する。

講義内容(シラバス）

科目名 醸造学 担当講師

（英名） Science of Alcoholic Beverages
戸 塚 　昭

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

　
SO2とは
使用目的と添加法
MolSO2の算出方法

7

8

9

10

11

12

13

14

15

項目

ワイン学とは

日本ワイン史　

ブドウについて

赤ワイン醸造の概要

その他

到達目標

世界、日本のワインの歴史、現状、将来を説明できる
ワイン醸造工程を説明できる酵母選定から充填までの理論を説明できる。
ワインの法定分析（アルコール、二酸化硫黄、エキス分）の理論と実際、管理が説明できる

評価方法
評価基準

定期試験で評価する。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

各区項目毎作成資料
ワイン醸造の基礎知識
山梨県ワイン製造マニュアル

教員紹介等

国際エノログ連盟認定のワイン醸造技術管理士の資格を持ち、現在有限会社ワインメーカーを設立、自社ワイン製造の責任者をして
いる。それ以外でも多くのワイナリーのコンサルタントを行ってきている。

HACCP の目的
HACCP 理論
ワインの危害
ワインHACCP ５原則の具体例

準備学習
（予習・復習）

ワインHACCP

期末テスト

栄養剤の添加目的
硫化水素発生メカニズム
各栄養源の機能　酵母代謝可能態窒素（YAN）の定量法と添加量計算

清澄の理論と目的
清澄化剤の種類と選択法
清澄化剤添加量決定法

濾過法
濾過理論
代表的濾過法

酵母栄養源

ワインの安定化

ワインの安定化

ワイン用酵母の機能と多様性
ワインスタイル・タイプ別酵母選択
乾燥酵母の水和法

ワイン醸造用酵素の使用目的と種類
酵素剤使用法

MLFの目的と影響
ML-バクテリアの種類
MLFの実際MLB-選択、添加法、発酵管理、りんご酸、乳酸分析

ワイン醸造用酵母

ワイン醸造用酵素

りんご酸ー乳酸発酵（MLF)

SO2 分析法
SO2 管理法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

ワインの定義
ワインの世界史ーワイン発祥から現在
ワインが科学、歴史、文学、美術、経済等の人間の営みに与えた影響

日本ワインの歴史、日本ワイン産業の現状、将来

ブドウ栽培の基礎
ブドウ生理学、栽培法
ブドウ成分とワイン成分

赤ワイン標準工程図
赤ワイン醸造法
赤ワイン醸造法とワインスタイル

白ワイン標準工程図
白ワイン醸造法
白ワイン醸造法とワインスタイル白ワイン醸造の概要

二酸化硫黄（SO2）パーフェクト

二酸化硫黄（SO2）パーフェクト

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

ワインとは何かを知る（ブドウからグラスまで）。
ブドウ栽培、ワイン醸造方法をワイン醸造学を基本に生化学、微生物学、植物生理学酒税法、食品衛生法を体系的理
解を理解し実際のワイン醸造の基礎知識、ワイン醸造管理士取得を目指す。

教育内容

ワイン醸造の理論と実際、ワイン醸造、分析、ワインHACCP等の最新理論を学ぶ。

講義内容(シラバス）

科目名 ワイン学講座 担当講師

（英名） Outline of Winemaking
増子敬公

学科 バイオテクノロｊジー科3年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書

使用教科書： 「発酵」 小泉武夫著(中公新書)、　「発酵食品学」 小泉武夫編著(講談社)
使用教材：配布プリント

その他

講義内容は、全てをメモする。
居眠り、私語を慎む。
教室内での携帯電話の使用、飲食は禁止する。

教員紹介等

農学博士。千葉県立保険医療大学健康科学部栄養学科講師兼任。

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書、プリントの該当ページを読んでおく。
復習：前回の講義内容を復習理解する。

到達目標

「発酵食品」の製造に関わる微生物について発生、培養法の歴史、特性(分類、生理学的性質、代謝)および発酵食品の「製造法」 と
「発酵現象」を説明できる。

評価方法
評価基準

評価方法：小テスト・レポート・試験の総合評価
評価基準：小テスト 20点、定期試験 80点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

発酵食品 ・ 食品 Ⅰ パン、乳製品、発酵肉、漬け物、食酢について種類と製造法を説明する。

発酵食品 ・ 食品 Ⅱ
小テスト ③

醤油、味噌、納豆、魚介類の発酵食品について種類と製造法を解説する。

定期試験 定期試験(範囲は講義内容)、試験内容の解説

発酵食品・アルコール性飲料 Ⅱ
発酵酒(ビール)

発酵形式、製造法、糖化法、主発酵、後発酵、種類について解説する。

発酵食品・アルコール性飲料 Ⅲ
発酵酒(ワイン)

発酵形式、製造法、原料ぶどう、補糖、亜硫酸、マロラクティック発酵、主発酵、
後発酵、おり引き、貯蔵、種類について解説する。

発酵食品・アルコール性飲料 Ⅳ　　その
他

蒸留酒(焼酎、ウィスキー、ブランデー、スピリッツ) と 混成酒(リキュール)

発酵技術の進歩 Ⅲ・Ⅳ
アルコール発酵、乳酸発酵、グリセリン発酵などの代謝を通して、「代謝経路」を学ぶ意義につい
て解説する。

発酵工業について
微生物の発酵能力を利用した事柄(発酵食品・飲料の製造、代謝生産物の利用、菌体の利用、
環境浄化への利用、バクテリアリーチンク゜への利用)について解説する。

小テスト ②
発酵食品・アルコール性飲料 Ⅰ

発酵酒(清酒)

発酵形式、製造法、酒母、醪(もろみ)、糖化法、製麹、精米、おり引き、火入れ、種類について解
説する。

発酵技術の進歩 Ⅰ・Ⅱ
微生物の発見、培養法の歴史、生物的発酵と化学的発酵、パスツール・コッホ・ブフナ―につい
て解説する。

小テスト ①、微生物について Ⅰ カビ・酵母・細菌の「分類」、「形態」について解説する。

微生物について Ⅱ カビ・酵母・細菌の「増殖」、「生理学的特徴」 および 「利用法」について解説する。

地球の誕生 「発酵食品学」の講義にあたり、「地球の誕生」から始める。

生命の誕生 「化学進化」 と 「生物進化」について解説する。

生命体の発生
「発酵」 と 「腐敗」に関係する微生物を生命体として捉え、その「生命体の発生」についてアリスト
テレスからパスツールまでを解説する。

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（　３０　時間）
選択・必修 選択

授業の目的

醸造発酵コースの基本となる科目である。微生物の種類、性質、代謝などを学び、微生物と発酵食品の関わりを考える
ことを目的とする。

教育内容

「発酵食品」の製造に関わる微生物について発生、培養法の歴史、特性(分類、生理学的性質、代謝)を解説し、発酵食
品の「製造法」 と 「発酵現象」を講義する。

講義内容(シラバス）

科目名 発酵食品学 担当講師

（英名） Fermented food science
土橋　昇

学科 バイオテクノロジー科3年制



２年次

回数

1

2

3

4

5

6 ビール醸造に用いられる大麦とその醸造特性について理解する。

7

8

9

10

11

12

13

14

15

その他

到達目標 原材料の特性が、各酒類の個性の表現に果たしている役割を醸造学的に正確に理解すること。

評価方法
評価基準

各界の授業の最後にミニテストを実施し、授業内容の習得程度を確認する。
なお、15回目には定期試験を実施し、科目全般について学習内容の習得程度を確認する。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位
数の合計

使用教科書
教材

参考書

発酵食品学（講談社サイエンテイフィック）
必要に応じて、補助教材を配布する。

教員紹介等

元国税庁酒類総合研究所研究室長。葡萄酒技術研究会理事。テクノカルチャー（醸造技術コンサルティング）代表取締役。日本におけ
る醸造学の第一人者である。

リキュールの原材料の意義について理解する。

準備学習
（予習・復習）

授業に先立って、使用教科書の相当個所に眼を通しておくこと。
授業終了後には、教科書、配布教材、ミニテストに、再度、眼を通し、受講内容について理解度を
深めること。

リキュールの原材料

定期試験

ワイン醸造に用いられるブドウ以外の原材料の意義について理解する。

本格焼酎の原材料について総括的に理解する。

ウイスキー、スピリッツの原材料の意義について正しく理解する。

ワイン醸造に用いられる　ブドウ
以外の原材料

本格焼酎の原材料

ウイスキー、スピリッツの原材料

ワイン原料用ブドウについて、その意義について理解する。

ビール醸造に用いられるホップとそれ以外の原料について、醸造特性に
ついて理解する。

ワイン醸造用ぶどうの醸造特性について理解する。

発泡酒類の原材料

ワイン原料用ブドウ

ワイン醸造用ブドウ

清酒醸造に用いられる米以外の原料の意義について理解する。
清酒醸造に用いられる米以外

の原料

ビール原料用大麦

ビール醸造に用いられるホップと
それ以外の原料

発泡酒類の原材料について総括的に理解する。

項目

「穀物を原料とした酒類」について、その原料である穀物を総括的に
理解する。

「穀物以外の物品を原料とした酒類」について、その原料である穀物を
総括的に理解する。

清酒醸造に用いられる原料米とその醸造特性について理解する。

清酒原料米における精米の意義と醸造適性について理解する。

穀物を原料とした酒類

穀物以外の物品を原料とした酒類

清酒の原料米

清酒原料米の精米の意義

授業内容

授業の目的

酒類の醸造において、原材料が醸造特性と酒質に与える影響（効果）の重要性を理解する。

教育内容

　酒類全般の原材料に関して総括的に理解するとともに、代表的な酒類に関して、個別に、原材料
が醸造特性と酒質に与える影響（効果）の重要性について理解する。

講義内容(シラバス）

担当講師

（英名） Brewing　Raw　Materials
戸塚　昭

学科 バイオテクノロジー科3年制

科目名 醸造原料

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書

応用微生物学　改訂版　村尾澤夫・荒井基夫共編（培風館）

その他

自己確認テストとは、講義時間の約15分前にその日の講義の重要事項をまとめた問題用紙を配布し、各自が時間内で解答する。その
後正解と解説を行うので、間違った箇所を自ら訂正して満点として各自で保管するものである。

教員紹介等

農学修士。東京農業大学大学院講師

準備学習
（予習・復習）

予習：次回講義内容をアナウンスするので教科書の該当部分を読んでおく。　復習：毎回配布実施する自己確認テストの内容を再確認
し教科書の対応個所を再度読んで理解を深める。

到達目標

（１）人間生活にとって微生物は必要不可欠な存在であることが理解できる。
（２）微生物の種類や特性を知り、それらの偉大な能力や有用性が理解できる。
（３）発酵食品や酒類の製造における謎や神秘が科学的視点で理解できる。
（４）微生物の代謝や遺伝のメカニズムを知りその利用を理解することができる。
（５）微生物関連科目やバイオテクノロジー関連科目の学習に役立てることができる。

評価方法
評価基準

自己確認テストを受けた回数と定期試験で評価する（自己確認テスト20点、定期試験80点）。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

遺伝子操作と発酵工業（Ⅰ）
微生物の遺伝、遺伝操作技術の原理と応用などに関する基礎的事項、基礎的実験手法などを
学ぶ。

遺伝子操作と微生物（Ⅱ）
組み換えDNA技術の発酵工業分野への展開をいくつかの研究事例、実用化事例を紹介し、発酵
科学の新展開などについて学ぶ。

定期試験

発酵食品と微生物（Ⅰ）
発酵食品製造の歴史、みそ、しょうゆ、鰹節、納豆などの製造とそれにかかわる各種微生物の役
割や働きなどを学ぶ。

発酵食品と微生物（Ⅱ）
酒類の製造にかかわる酵母の種類と特徴、ヨーグルト、チーズ、漬物などの製造にかかわる微
生物の種類や性質、役割などを学ぶ。

食品の腐敗と保蔵 食品の腐敗や食中毒の原因菌とその性質、食品の保蔵法、食品の殺菌法などについて学ぶ。

微生物の酵素（Ⅰ）
酵素の分類、酵素の機能と特性、酵素反応に影響する要因、微生物酵素の利点などについて学
ぶ。

微生物の酵素（Ⅱ）
糖類分解酵素としてのアミラーゼ、グルコシダーゼ、セルラーゼ等の種類や特性、各種微生物に
よるそれら酵素の生産と応用などについて学ぶ。

微生物の酵素（Ⅲ）
タンパク質分解酵素としてのプロテアーゼ、ペプチダーゼ等の種類や特性、生体内での存在意義
や反応、各種微生物によるそれら酵素の生産と応用などについて学ぶ。

微生物の分類
微生物の分類法や命名法について学ぶとともに発酵分野で利用される代表的属種等々につい
て学ぶ。

微生物の代謝とその利用（Ⅰ）
糖の代謝経路とエネルギー生産システムのメカニズムについて理解する。また、アルコール発
酵、乳酸発酵、有機酸発酵などについて、その意義やメカニズムを学ぶ。

微生物の代謝とその利用（Ⅱ）
アミノ酸代謝と生合成のメカニズム、アミノ酸発酵の代謝制御発酵などについて
学ぶ。

地球の誕生と生命（微生物）の誕生
地球はいつ・どのように誕生したか、微生物はいつ・どのように誕生したか。生命体の謎と神秘に
ついて学ぶ。

微生物研究の歴史と発展
微生物学の発展の歴史、微生物の様々な産業分野への応用の歴史などを時系列的に解説する
とともに発酵工業の分野とその概要を説明し、発酵科学の全体像を学ぶ。

微生物の分離と培養
有用物質生産性のカビ、酵母、細菌などの分離法とそれら微生物の生育環境などについて学
ぶ。

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

発酵は微生物の生命活動であり、人間はそれら微生物の特性や能力や作用を利用して農業、工業、医療、環境浄化な
ど様々な分野で活用している。本講義では微生物の種類や特性、増殖や代謝、微生物利用分野におけるその役割や働
きなどを科学的に理解するために必要な基礎的事項を学びし、バイオテクノロジー分野の発展的学習に役立てることを
目的とする。

教育内容

微生物研究の歴史と発展を知るとともに、微生物の分離や培養、微生物の分類、微生物の代謝とその利用、微生物の
酵素とその利用、発酵食品の製造法や発酵のしくみ、食品の腐敗や保蔵、遺伝子操作と発酵工業など発酵科学全般に
ついて基礎的内容を学ぶ。

講義内容(シラバス）

科目名 発酵科学 担当講師

（英名） Fermentation Science
中西載慶

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

教員紹介等

家政学修士。ＮＨＫ京の料理のしさくたんとう、アップクオリティフルーツレシピ開発など食品に関する仕事に従事。又資格でも、食品衛
生責任者、食と健康アドバイザー、漢方養生指導士など食関連資格を多く取得している。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと中間試験、定期試験で評価する。
小テスト：中間試験：定期試験＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

標準食品学総論　医歯薬出版株式会社

その他

期末テスト

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：ノートを整理し、小テストの見直しをする。

到達目標

水分活性について理解し、食品中の成分をあげ、その構造と種類、性質、機能を説明できる。

酵素 酵素とは何か、酵素の触媒作用、特性、種類、食品工業での酵素の利用について学ぶ。

味成分 味成分の種類と化学、含有食品、味の相互作用について学ぶ。

色素 食品中の色素の種類と変化、酵素的褐変と非酵素的褐変について学ぶ。

食品成分表 食品成分表の概要、食品の分類と配列、収載成分項目について学び、活用の仕方を習得する。

食品の分類 成分表で学んだ食品の分類、種類、特徴、利用について理解する。

アミノ酸とタンパク質 天然アミノ酸、オリゴペプチドの種類と機能、タンパク質の変性について学ぶ。

灰分と無機質 灰分と無機質とはどのようなものか、種類と働き、含有食品について学ぶ。

ビタミン ビタミンとはどのようなものか、種類と働き、含有食品について学ぶ。

中間テスト

タンパク質
タンパク質とはどのようなものか、タンパク質の種類、アミノ酸の構造と種類、機能について理解
する。

脂質 脂質とはどのようなものか、脂質の構造、脂肪酸の種類と構造、機能と性質について理解する。

炭水化物
炭水化物とはどのようなものか、炭水化物の種類、構造、機能と性質、食物繊維について理解す
る。

食品とは 食品とは何か、食品の３つの機能について、また人間と食品、食生活について学ぶ。

項目 授業内容

水分と水分活性 食品中の水、水の性質、水分活性、最大表結晶生成帯について学ぶ。

授業の目的

食品開発の基礎となる食品について学ぶことは極めて重要かつ必要な事項である。食品の加工、利用の土台となる基
本的な知識を身に付け、食品の成分と種類、性質についてよく理解する。

教育内容

食品開発の基礎となる食品の栄養素、成分の種類と構造、性質、またそれら食品成分の化学と変化について学ぶ。

講義内容(シラバス）

科目名 食品学 担当講師

（英名） Food Science
山岸 侑莉

学科 バイオテクノロジー科3年制

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（　３０　時間）
選択・必修 選択



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書

教科書：食品加工学　第２版（化学同人）
参考：食品加工工程図鑑（建帛社）より適宜コピー^

その他

教員紹介等

水産学博士。東京水産大学大学院水産学研究科を修了後、株式会社桃屋にて食品を中心とした開発分析業務に従事した。

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：配付する講義資料を復習理解する。

到達目標

１．食品加工の目的、重要性を説明できる。
2．農産物（米、小麦、大豆、野菜、果実など)よりつくられる主要製品名とその加工法を説明できる。
3．乳、畜肉、水産物よりつくられる主要製品名とその加工法を説明できる。
4．調味食品、嗜好食品の主要製品名とその加工法を説明できる。
5．食品の水分活性を説明できる。食品の適切な保存方法を説明できる。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

食品の基本加工法 食品加工の基本である物理的加工、化学的加工、生物的加工を学習する　　　（９１～９７頁）

食品の保存性向上法 水分活性学ぶ。保存性手段として乾燥、冷蔵、凍結、殺菌などを学習する　　　（９９～１０６頁）

定期試験 毎回実施する小テストとこれをアレンジした問題をミックスして作成する。

食用油脂製品 植物油脂と動物油脂の採油法、精製法、用途などを学習する　　　　　　　　　　　（５９～６３頁）

調味食品 みそ、醤油、酢などの調味食品の種類とそれぞれの製造法について学ぶ　　　（６４～６８頁）

嗜好食品の加工 茶類、コーヒー、ココア、チョコレートなどそれぞれの製造法を学ぶ　　　　　　　　（７７～８０頁）

乳（生乳）の加工 生乳とはを学習し、次に主な飲用乳、乳製品の製造法を学習する　　　　　　　　　　(30～35頁)

卵の加工、水産食品の加工（１）　 主な鶏卵加工品の加工法と水産乾燥品の加工法を学習する　　　　　　（３６～４０頁）＆４６頁

水産食品の加工（Ⅱ） 水産練り製品、塩蔵品、つくだ煮、魚醤油などの原理と加工法を学ぶ　　　　　　（４８～５２頁）

いも類と野菜類の加工 いも類よりデンプン、ポテトチップ、野菜類の漬け物原理、冷凍野菜製造を学ぶ　　(16～18頁)

果実類の加工 果実のゼリー化の原理とジャム類、果実飲料、果実缶詰の製造を学習する　　　　(20～23頁)

食肉加工 豚肉よりハム、ベーコン、ソ＾セージ類などの加工法を学ぶ　　　　　　　　　　　　　　(25～30頁)

食品加工の目的。米の加工 食品加工の目的を理解する。次に、米の種々の加工品とその加工法を学習する　(１～７頁）

小麦の加工 小麦のタンパク質、デンプンの性質を学習し、パン類、麺類の加工法を学ぶ　　　　(7～11頁）

豆類の加工 豆腐の製造原理と製造法を学習する。大豆タンパク質素材の製造と用途を学ぶ　(13～15頁)

項目 授業内容          （　　　）教科書該当頁

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
必修 選択

授業の目的

代表的農産食品、畜産食品、水産食品、食用油脂製品、調味食品、嗜好食品などの加工原理と加工法及び保存性向
上法の講義を目的とする。

教育内容

食品は不可欠かつ身近なものであるが意外と加工法は知られていない。食品開発コースの学生にとって代表的食品の
加工原理と加工法を習得する教育内容としている。、

講義内容(シラバス）

科目名 食品加工 担当講師

（英名） Food Processing
石川　勝

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

教員紹介等

家政学修士。ＮＨＫ京の料理のしさくｋたんとう、アップクオリティフルーツレシピ開発など食品に関する仕事に従事。又資格でも、食品
衛生責任者、食と健康アドバイザー、漢方養生指導士など食関連資格を多く取得している。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと中間試験、定期試験で評価する。
小テスト：：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

よくわかる栄養学の基本としくみ　メディカルサイエンスシリーズ
食品成分表

その他

・ライフステージごとの栄養を学ぶ。
母子栄養、学童・思春期、高齢期の栄養ごとの栄養を学ぶ。

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：ノートを整理し、小テストの見直しをする。

到達目標

１．栄養とその消化がわかる。
２．三大栄養素がわかる。
３．ビタミン、ミネラル、植物繊維などの栄養素がわかる。
４．ライフステージごと、目的ごとに必要な栄養素がわかる。
５．栄養バランスの考え方が身につく。

定期試験

・BMIとはなにか。身長、体重からBMIを計算しよう。
・メタボリックシンドロームとは何か。

・食事バランスガイドとはなにか。
・食生活指針を学ぶ

・食生活を見直そう。

栄養と病気の関係を学ぶ
・糖尿病と栄養
・コレステロールと栄養など

・運動時のエネルギー代謝と必要な栄養を学ぶ
・筋肉をつける食事の栄養を学ぶ。

・糖質、タンパク質、脂質の栄養作用を学ぶ

・水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンの種類とその働きを学ぶ

・マクロミネラルとミクロミネラルを学ぶ。
・ミネラルの種類と働きを学ぶ。

・食物繊維やいろいろなフィトケミカルの種類と働きを学ぶ。

・日本人の食生活の移り変わりを学び、三大栄養素、ビタミン、ミネラル以外のその他の栄養素を
学ぶ。
・栄養の代謝に関係する遺伝子を学ぶ。

・栄養摂取の現状と食生活の目標
・自分の食生活をチェックして、自分の栄養状態を知ろう。

・消化器と消化管について、その形状、役割、働き、作用を学ぶ

・胃、小腸、大腸　その他の消化管の働きとその仕組みを学ぶ

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

食品の機能の一つが食を通して栄養を体に供給するということがある。栄養とその体への吸収、役割について知ること
は、食品開発に携わるには必要である。ここでは、栄養とはなにか、栄養が関与するヒトの体について理解する。

教育内容

栄養とは何か、栄養素の働きや消化器のしくみについて理解し、更に病気や運動とのかかわりについて学ぶ。

講義内容(シラバス）

科目名 栄養学 担当講師

（英名） Nutrition
山岸 侑莉

学科 バイオテクノロジー科3年制

項目

栄養とは何か

消化器の仕組み①
ビデオ

消化器の仕組み②

三大栄養素

ビタミン

ミネラル

その他の栄養素

日本人の食生活と栄養

栄養と代謝

栄養と食生活

食生活と栄養摂取

病気と栄養

運動と栄養

ライフステージと栄養



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
参考図書

教科書：新版　最新食品衛生学　小笠原和夫ら　三共出版
参考図書：図解食品衛生学第4版 編者 西島基弘・一戸正勝   ISBN 978-4-06-139827-6  講談社サイエンティフィク

その他

教員紹介等

農学博士。元キリンビール機能食品カンパニー企画開発部長。日本大学生物資源科学部講師

準備学習
（予習・復習）

予習：理解できなかった箇所をグループ別に指摘してメンバーに説明できるように準備する。
復習：質問回答用紙で理解度３以上を目指す。

到達目標

1. 食品衛生の重要性と加工食品の安全性ついて説明できる
2. 細菌性食中毒の発生状況と主要な食中毒細菌の特性、中毒症状、予防法を説明できる
3. リスクとハザードについて説明できる
4. 食品添加物の安全性評価について説明できる
5. 食品衛生法および食品安全基本法概念と違反事例を説明できる

評価方法
評価基準

7回の質問回答用紙と最終回の定期試験で評価する。
質問回答用紙の評価：定期試験＝30：７0
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

食品衛生行政

衛生行政と関連法規、総合衛生管理製造過程（HACCP）

グループ学習７

法律と施行規則の違いなどregulationのあり方を考える

まとめと定期試験

グループ学習５

スーパー・コンビニで実際に販売されている加工食品の表示から成分を読み取る

有害汚染物質

微量金属・残留農薬・抗生物質・マイコトキシ・自然毒などの有害物質の残留基準

グループ学習６

食品のリスク分析に関して論議する

食品添加物

食品添加物の必要性と分類・規格基準　天然添加物と化学合成添加物

グループ学習４

安全性と使用基準に関してディスカッションする

添加物の表示

表示のルールとと省略表記

グループ学習２

食品の変質（微生物による変質、化学的変質）について議論

食中毒と汚染の防止

微生物による食中毒１(サルモネラ、腸炎ビブリオ、カンピロバクター、ブドウ球菌食中毒）

グループ学習３

微生物による食中毒２（ボツリヌス菌、ウエルシュ菌、病原性大腸菌、ノロウイルス食中毒)に関す
る解説と意見交換

ガイダンス　食品汚染微生物

環境中に存在する微生物の種類と食品中のミクロフローラ

グループ学習１

どのような条件で食品に移行するか、汚染経路をディスカッションする

生育条件と衛生指標菌

温度、ｐH、水分などの条件で変わる微生物生育変化と汚染指標菌

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

清潔な食品を選別・入手し、衛生的な環境で、衛生的な方法により加工・調理するための知識と技術を学ぶ。食品衛生
法規、食中毒、食品による感染症・寄生虫症、食品中の汚染物質、食品の変質、食品添加物、食品を扱う器具容器、食
品衛生管理、新しい食品の安全性問題と広い範囲の知識修得を目的として学習する。

教育内容

既に履修している微生物学の知識に加えて、新たに食品添加物、残留農薬などの化学分野を学習し、食の安全に関す
る分野を完成させるものである。大別して生物学的危害と化学的危害に分けて解説するが、近年増加しているウイルス
感染についても付加して説明する。

講義内容(シラバス）

科目名 食品衛生 担当講師

（英名） Food Hygiene (Food Protection)
白須　由治

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

その他

到達目標

１．食品添加物の定義がわかる。
２．食品添加物の安全性評価、成分規格、使用基準がわかる。
３．食品添加物の種類とそれぞれの長所、短所がわかる。
４．食品の保存と規格に関する各種表示がわかる。
５．保険機能食品制度がわかる。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと中間試験、定期試験で評価する。
小テスト：中間試験：定期試験＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

最新食品衛生学第3版　三共出版

教員紹介等

家政学修士。ＮＨＫ京の料理のしさくｋたんとう、アップクオリティフルーツレシピ開発など食品に関する仕事に従事。又資格でも、食品
衛生責任者、食と健康アドバイザー、漢方養生指導士など食関連資格を多く取得している。

第１回から第７回までの内容を確認する。

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：ノートを整理し、小テストの見直しをする。

食品添加物の目的と効果③
教科書P141～167

定期試験

保存料、殺菌料、防かび剤の目的、種類、特徴について学ぶ

酸化防止剤、発色剤、合成着色料、漂白剤の目的、種類、特徴について学ぶ

食品添加物の目的と効果①
教科書p114～123

食品添加物の目的と効果②
教科書P124～141

人工甘味料、増粘剤他、目的、種類、特徴について学ぶ

項目

食品添加物とは何か
食品添加物の概要
食品添加物の定義、役割、分類、指定制度

食品添加物の表示方法と表示免除について

食品添加物の安全性評価、成分規格、使用基準について
一日摂取許容量、安全性試験の種類と方法

食品添加物の種類、長所と短所

概論
教科書P90～97

表示
教科書P97～103

食品添加物の使用①
教科書p103～114

食品添加物の使用②
ビデオ

授業内容

授業の目的

「食の安全を支える」ことや「新しい新商品を開発する」ためには、食品の原料だけでなく添加物を知ることが求められる。
食品中に加えることが認められている物質やその量の制限、食品中に添加することによる効果など基本的な知識を得る
ことを目的とする。

教育内容

食品添加物の分類、働き、目的、安全性について学び、食品加工における食品添加物の役割について習得する。また、
食品加工・製造に必要な表示や規格、制度について学ぶ。

講義内容(シラバス）

担当講師

（英名） Food Additive
山岸　侑莉

学科 バイオテクノロジー科３年制

科目名 食品添加物

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択



３学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

食品のレオロジー（その１）

食品のテクスチャー

項目

弾性（固体）食品の物性

食品のレオロジー（その２）

その他

教員紹介等

家政学修士。ＮＨＫ京の料理のしさくｋたんとう、アップクオリティフルーツレシピ開発など食品に関する仕事に従事。又資格でも、食品
衛生責任者、食と健康アドバイザー、漢方養生指導士など食関連資格を多く取得している。

到達目標

1. 食品のテクスチャーを説明できる。
2．ニュートン流体と非ニュートン流体を区別できる。
3．塑性、チキソトロピー、ダイラタンシー、を説明できる。
4．クリープ現象を説明できる。
5．動物性食品と植物性食品のテクスチャーの違いを説明できる。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと中間試験、定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

食品物性学（講師編：プリントテキスト）
参考：プリンロテキスト中の引用文献

最近の物性装置を学ぶことと物性用語のまとめを復讐する。　　　　　　　　　　　　　　(40～50頁)

毎回実施する小テストとこれをアレンジした問題をミックスして出題する。

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：配付する講義資料を復習理解する。

定期試験

物性測定器。物性用語まとめ

弾性とはを学び、次に脆姓破断現象、延性破断現象、クリープについて学習する。(17～21頁)

コロイド、エマルジョン、サスペンジョン、ゾル、ゲルなどを学ぶ。　　　　　　　　　　　　(22～27頁)

動物性食品と植物性食品の違いとテクスチャーに特徴のある食品を学ぶ。　　　　　(28～39頁)テクスチャー特徴食品

液状食品の物性

テクスチャー用語を学ぶ。食品のテクスチャーとおいしさの実験結果を学ぶ。おいしさと食感の関
係を学ぶ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1～7頁）

レオロジーとはを理解する。ニュートン流体と非ニュートン流体を学ぶ。　　　　　　　　(8～13頁)

塑性、チキソトロピー、ダイラタンシー、粘弾性を学ぶ。　　　　　　　　　　　　　　　　　(14～16頁)

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
１

（　１５　時間）
必修 選択

授業の目的

食品の物性は食感とおいしさに著しく影響する。食品の物性を構成するテクスチャー、レオロジー、弾性、ゲル,ゾルなど
の基礎的事項の授業を中心とする。食品素材の加工プロセスによる物理的変化、近年著しく進歩した食品物性測定装
置についての授業も行う。

教育内容 食品の物性は食感とおいしさに著しく影響する。それ故、食品の物性を構成するテクスチャー、レオロジー、弾性、ゲル,
ゾルなどの物理的基礎事項の授業を中心とする。

講義内容(シラバス）

科目名 食品物性学 担当講師

（英名） Ｆｏｏｄ　Ｐhysical Properties  Science
山岸　侑莉

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

・授業で確認した香料の香の特徴を復習により自分のものにする。

A)White Floral  B)Oriental  C)Green Herb,or Green Floral
上記3アイテムを50香料を使用し、完成させる（アイテムは各自選択)

各香料を見直し、香りを記憶する

A)White Floral  B)Oriental  C)Green Herb,or Green Floral
上記3アイテムを50香料を使用し、完成させる（アイテムは各自選択)

各香料を見直し、香りを記憶する

A)White Floral  B)Oriental  C)Green Herb,or Green Floral
上記3アイテムを50香料を使用し、完成させる（アイテムは各自選択)

各香料を見直し、香りを記憶する

その他

到達目標

”香料”を知り、化粧品の中の香りを好きになる
香りを通して自分の感性を見直し、向上を計る

評価方法
評価基準

定期試験
筆記試験と自主調香の評価
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

A)White Floral  B)Oriental  C)Green Herb,or Green Floral
上記3アイテムを50香料を使用し、完成させる（アイテムは各自選択)

各香料を見直し、香りを記憶する

事前にテーマを設定し、自主調香を行う
ベースおよび天然、合成香料を使用して行う
定期試験

教員紹介等

香料を覚え、それぞれの特性を理解する　⑧

香料を覚え、それぞれの特性を理解する　⑦

成分組成を理解する
その成分の合成香料との比較を行う
合成香料の構造を含めて、香りを確認する
CARDAMON OIL,ESTRAGON OIL,PETITGRAIN Citronier OILなど10種類

成分組成を理解する
その成分の合成香料との比較を行う
合成香料の構造を含めて、香りを確認する
LEMONGRASS OIL,ALDEHYDE C-11,CEDER WOOD OILなど10種類

成分組成を理解する
その成分の合成香料との比較を行う
合成香料の構造を含めて、香りを確認する
JUNIPERBERRY OIL,TERPINEOR,VANILLINなど10種類

成分組成を理解する
その成分の合成香料との比較を行う
合成香料の構造を含めて、香りを確認する
LEMONGRASS OIL,ALDEHYDE C-11,CEDER WOOD OILなど10種類

元高砂香料研究員。ティアフロ・イン・コーポレイティッドＵＳＡ（香料化粧品の開発製造販売）代表取締役

香料を覚え、それぞれの特性を理解する　⑭

香料を覚え、それぞれの特性を理解する　⑬

準備学習
（予習・復習）

香料を覚え、それぞれの特性を理解する
定期試験

香料を覚え、それぞれの特性を理解する　⑫

香料を覚え、それぞれの特性を理解する　⑪

成分組成を理解する
その成分の合成香料との比較を行う
合成香料の構造を含めて、香りを確認する
BENZALDEHYDE,CITRONELLA OIL-CITRONELLAL,ALDEHYDE C-10など10種類

成分組成を理解する
その成分の合成香料との比較を行う
合成香料の構造を含めて、香りを確認する
BENZALDEHYDE,CITRONELLA OIL-CITRONELLAL,ALDEHYDE C-10など10種類

成分組成を理解する
その成分の合成香料との比較を行う
合成香料の構造を含めて、香りを確認する
CARDAMON OIL,ESTRAGON OIL,PETITGRAIN Citronier OILなど10種類

香料を覚え、それぞれの特性を理解する　⑥

香料を覚え、それぞれの特性を理解する　⑤

香料を覚え、それぞれの特性を理解する　④

香料を覚え、それぞれの特性を理解する　③

香料を覚え、それぞれの特性を理解する　②

香料を覚え、それぞれの特性を理解する　①

成分組成を理解する
その成分の合成香料との比較を行う
合成香料の構造を含めて、香りを確認する
JUNIPERBERRY OIL,TERPINEOR,VANILLINなど10種類

成分組成を理解する
その成分の合成香料との比較を行う
合成香料の構造を含めて、香りを確認する
DH-MYRCENOL,LYRAL,MANDARIN OILなど10種類

成分組成を理解する
その成分の合成香料との比較を行う
合成香料の構造を含めて、香りを確認する
DH-MYRCENOL,LYRAL,MANDARIN OILなど10種類

香料を覚え、それぞれの特性を理解する　⑩

香料を覚え、それぞれの特性を理解する　⑨

項目

授業の目的

化粧品原料の一つである香料を知る
天然香料、合成香料の特性を知り、それぞれの使い方等を理解する
嗅覚の見直し
香料の安全性を知る

教育内容

香料原料として重要な合成香料、天然香料それぞれの特性を理解する
天然香料の成分と合成単品香料の違い等、嗅覚を使用しての感性を育てる

講義内容(シラバス）

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

科目名 香料化学 担当講師

（英名） Perfume Chemistry
安田　高司

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

香粧品の開発プロセスと香粧品を支える科学と技術を理解する。香粧品産業の概要とそれを支
える組織を把握する。

香粧品の品質と評価技術

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：講義時に各自がノートに記載した内容を復習理解する。

香粧品の原料の種類と役割の概要を理解し、代表的な原料の名称と特性を把握する。香粧品原料の概要

香粧品の種類と分類を把握する。スキンケア、メークアップ、ヘアケア、ボデｲケア、オーラルケア
化粧品等の種類と機能や主要構成原料を理解する。

香粧品の開発プロセスと業界概要

香粧品の種類

定期試験

香粧品の品質と品質保証を理解する。香粧品の品質管理、品質保証に必要な基礎知識を学び、
品質評価の技術である分析、安全性、微生物の評価技術概要を把握する。

化粧や化粧品の歴史を把握し、化粧の目的や化粧品の意義を理解する。化粧品と医薬部外品
の違いを理解する。化粧品、医薬部外品に関連する法規の概略を把握する。

香粧品を使う主な部位である皮膚、毛髪、爪,の構造と生理機能の基本を理解し、覚える。

香粧品とは

皮膚、毛髪、爪,の構造

化粧品開発において有用な原料・技術・サービスが一堂に集まる場である化粧品産業技術を見
学することで　化粧品産業に関わるあらゆる製品・技術を体感する。

化粧品産業技術展見学

その他

到達目標

１．化粧品と医薬部外品の違いを理解し、区別できる。
２．皮膚の構造や化粧品の種類、代表的な使用原料を理解し、説明できる。
３．香粧品の開発に必要なプロセスを理解し、商品の表示が理解できる。
４．チーム課題に参加して意見を述べ、チームとしての意見を纏めたり発表したりできる。

評価方法
評価基準

毎回の小テスト（化粧品産業技術展見学ではレポート課題）とチーム課題及び定期試験で評価する。
小テストとチーム課題：定期試験＝２０：８０（小テスト＝１３点×６回、チーム課題＝２ｏｒ１点×６回、レポート課題１５点）
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

教科書：新化粧品学（南山堂）
参考書：基礎から応用までよくわかる！化粧品ハンドブック（薬事日報社）

教員紹介等

ポーラ化成工業研究技術情報部長、研究企画部障害担当部長として研究開発業務によりその統括者として勤務。その後、常務監査
役。

項目

授業の目的

香粧品関連産業に携わるためには、香粧品に関わる専門的な技術の知識が必要である。本講義では、香粧品に関わる
専門技術の基礎的な事項を学ぶことで、香粧品技術の専門分野を学習するための土台をつくる。香粧品の意義や良さ
を語れることを意識したい。

教育内容

香粧品の意義、定義と法規制の概略を理解する。
香粧品を使う主な部位である皮膚に関する知識を身に着ける。
香粧品の構成原料の種類や物理化学的な性質の基礎を習得する。
香粧品の主な製品の処方特徴や機能、品質に関する知識を身に着ける。
香粧品の開発プロセスと香粧品産業（業界、学会、関連産業）の概略を理解する。

講義内容(シラバス）

授業内容

開講区分 　　前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２　単位

　（　３０　時間）
選択・必修 選択

科目名 　　香粧品化学 担当講師

（英名） 　　Cosmetic Chemistry
磯　敏明

学科 バイオテクノロジー科3年制



2学年

回数

1

2

3

4

5

6 右手と左手の関係にある立体構造（鏡像異性体）について理解する。

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書

有機化学  小林啓二著(裳華房)

その他

教員紹介等

理学博士。日本分光液体クロマト事業部制化学課にて科学分野の業務に従事、その後同社技術研究所研究員など科学分野の業務
に長く係る。現在東京電気大学工学部応用化学科講師兼任。

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：配布する講義資料と小テストを復習する。

到達目標

１．化合物の実験式、分子式、示性式、構造式を学び、分子の姿を記述し説明できる。
２．炭素原子の混成軌道を説明できる。
３．シグマ結合、パイ結合を通して、電子効果を説明できる。
４．各官能基の命名法、反応性、反応機構、立体構造を説明できる。
５．有機化学の体系的な全体像を把握し、物質反応の予想を説明できる。

評価方法
評価基準

小テストと定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20 : 80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

アミンとニトロ化合物 窒素を含む複素環式化合物を含め、アミンとその関連化合物の構造と反応性を理解する。

生体構成物質
糖類、脂質、タンパク質を中心に基本的なことを理解する。既に学習した官能基の性質をもとに
生体構成物質の反応性を理解する。

生体構成物質
理解度の確認

既に学習した官能基の性質をもとに生体構成物質の反応性を理解する。
筆記試験と総合的な解説

ベンゼン環に置換した官能基
ハロゲンや水酸基が芳香環の炭素原子に置換した場合、脂肪族と比較して、特徴的な反応と性
質を持つことを理解する。

カルボニル化合物
炭素と酸素の二重結合を持つカルボニル化合物（ケトンとアルデヒド）の命名法、反応性、反応機
構、立体構造などを理解する。

カルボン酸とその誘導体
カルボニル基とヒドロキシ基で構成されるカルボキシル基は、両者の基とは異なる特徴を示す。
このカルボキシル基を持つカルボン酸とその誘導体の特性を理解する。

アルカンのハロゲン置換体
脂肪族炭化水素のハロゲン置導体について、製法と反応性を理解する。求核置換反応の反応
機構の理解を深める。

アルコールとエーテル
極性の強い水酸基を持つアルコールと、酸素を挟んでアルキル基を２つ持つエーテルの命名
法、反応性、反応機構を理解する。

ベンゼンと芳香族炭化水素
脂肪族炭化水素と異なる性質を持つ芳香族炭化水素の電子構造と分子構造上の特徴を理解す
る。求電子置換反応をを理解する。

アルカンとシクロアルカン sp3混成軌道からなるアルカンとシクロアルカンの命名法、反応性、反応機構、立体構造を理解す
る。

アルケンとアルキン
多重結合を持つアルケンとアルキンの命名法、反応性、反応機構、立体構造を理解する。特に
特徴的な付加反応について理解する。

鏡像異性体

有機化合物-分子レベルの視点
有機化合物を分子のレベルで認識し理解する。実験式、分子式、示性式、構造式を学び、分子
の記述の仕方を理解する。

結合の方向性と分子の構造 共有結合の方向性を学び、分子固有の立体構造を理解する。炭素原子の混成軌道を理解する。

分子の中の電子のかたより 分子中の電子の局在、非局在化を学ぶ。シグマ結合、パイ結合を学び、電子効果を理解する。

項目 授業内容

開講区分 Organic Chemistry 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
2単位

（30時間）
選択・必修 選択

授業の目的

医薬品、化粧品、プラスチックなどの有機化合物は、炭素を中心として、水素、酸素、酸素原子などが結合して形成され
ている。これらの有機化合物の性質は、構成する原子または原子団（官能基）の性質に反映される。
様々な原子または原子団を持つ有機化合物の構造や結合についての基本原理および基本事項を体系的に理解し、有
機化合物の構造・物性・化学反応について、包括的に説明できるようになることをめざす。

教育内容 有機化合物を構成する原子、原子団の性質を確認し、それらの結合により生じる電子の偏り、非局在化により、有機分
子の安定性や反応性について学ぶ。

講義内容(シラバス）

科目名 有　機　化　学 担当講師

（英名） Organic Chemistry
黒須　泰行

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書

使用教科書：新化粧品学
使用教材：配布プリント

その他

教員紹介等

ポーラ化成工業研究員化粧品の研究開発に従事、パール光沢顔料の論文等を発表。

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：配布する講義資料を復習理解する。

到達目標

1．化粧品の分散状態を理解し、説明出来る。
2．界面・表面を理解し、説明出来る。
3．界面活性剤の特性（（HLB、ミセル、ｃｍｃ、液晶、曇点、
4．クラフト点、塩析を理解し、説明できる。
5．可溶化、マイクロエマルション、エマルションを理解し、説明出来る。
6．エマルションの安定性、クリーミング、凝集、合一を理解し、説明出来る。
7．ベシクルを理解し、説明出来る。
8．濡れ、表面処理を理解し、説明出来る。
9．化粧品のレオロジー特性、ニュートン流体、フックの固体、粘弾性特性、サイコレオロジーを理解し、説明出来る。
10．ゲルの分類、ゾルーゲルの変化を理解し、説明出来る。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと中間試験、定期試験で評価する。
『中間評価』　小テスト：20％、中間試験：80％　　　『定期評価』　小テスト：20％、定期試験：80％
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

化粧品のレオロジーについて（２） 化粧品の粘弾性の測定法を理解する。

ゲルについて ゲルの分類及び製法について及びゾルーゲル変化について理解する。

定期試験 テスト範囲（エマルションの安定性からゲルの特性）

ベシクルについて ベシクル及び製法について理解する。

濡れについて 濡れ及び表面処理及び製法について理解する。

化粧品のレオロジーについて（１）
ニュートン流体、フックの固体、粘弾性について及び化粧品のサイコレオロジーについて理解す
る。

エマルションの安定性について（１） クリーミング、凝集について理解する。

中間試験 テスト範囲（コロイドの定義から可溶化、マイクロエマルション、エマルションについて）

エマルションの安定性について（２） 合一、オストワルド熟成について理解する。

界面活性剤の諸特性（２） 液晶、曇点、クラフト点、塩析について理解する。

可溶化、ﾏｲｸﾛｴﾏﾙｼｮﾝ、ｴﾏﾙｼｮﾝ(１) 可溶化及び製法について理解する。ﾏｲｸﾛｴﾏﾙｼｮﾝ及び製法について理解する。

可溶化、ﾏｲｸﾛｴﾏﾙｼｮﾝ、ｴﾏﾙｼｮﾝ(２) エマルション及び製法について理解する。

コロイドについて コロイド現象、化粧品とコロイドとの関連を理解する。

界面・表面について 界面・表面、界面・表面張力を理解する。

界面活性剤の諸特性（１） 界面活性剤の定義、種類及びHLB、ミセル、ｃｍｃについて理解する。

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

化粧品の処方開発、製品評価、製剤の安定性に必要な界面・コロイド現象を理解し必要な専門的な知識、基礎技術を習
得する。
化粧品開発分野の様々な現象を自分の言葉で語ることを意識したい。

教育内容

化粧品の処方開発における界面活性剤の特性を体系的に学ぶとともに、製剤特性、安定性、製剤評価など基本的な化
粧品の働きを学ぶ。

講義内容(シラバス）

科目名 界面・コロイド化学 担当講師

（英名） 　Interface & Colloidal Chemistry
永井昌義

学科 バイオテクノロジー科3年制



2年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.化粧品の使用目的がわかる。
2．皮膚の構造と機能の概略がわかる。
3．日本の環境の特徴と皮膚の構造と機能の具体的な事項がわかる。
4、皮膚の色はなぜみんな違うこと、ニキビの原因がわかる。
5．皮膚の老化・老徴の特徴を知り、老化やその他の皮膚の変化がわかる。
6．毛髪の仕組みと構造・爪の構造がわかる。
7．化粧品の安定性と安全性の重要性がわかる。
8.全身の皮膚の役割、働きがわかる。

評価方法
評価基準

小テスト6回20点：定期試験80点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

毛髪の発生と種類、仕組み

老徴・老化は2種類　シミ、しわ

その他

予習：教科書の該当ページを読んでおく
復習：配布する講義資料を復習理解する。

４．表皮・真皮の老化とは　　５．全身系と皮膚について

３．ヘアーサイクルについて

化粧品の安全性と安定性

爪の構造・機能など

教員紹介等

リレント化粧品研究開発部研究員として化粧品の研究開発を行う。メディサイエンス・エスポアに技術顧問として入社、化粧品製造販
売に関するアドバイスをおおなっている

使用教科書
教材

参考書

授業資料を配布する。

１．爪の構造・機能・生理・トラブルについて

２．化粧品の安定性と安全性について　３．全体まとめ

準備学習
（予習・復習）

到達目標

日本の気候的特徴

１．皮膚の色はなぜ違うのか　　２．色素沈着とは？　　３．肌質の分類について・その科学的分
析と応用
４．ニキビについて

１．気候と皮膚の関係・にほんはどこにあるのか？　皮膚の構造の詳細　　２．皮膚の機能
３．皮膚の生理作用

１．爪の構造・機能・生理・トラブルについて爪の構造・機能など

ヘアーサイクル、毛髪の色

老化と角質・表皮・真皮の変化

３．肌質の分類について・その科学的分析と応用　　４．ニキビについて

１．皮膚の老化とは　　２．老徴・自然老化と光老化　　３．表面に現れる老化を科学する

１．頭髪について：色・形態の違いとは　２．毛髪の構造・機能・生理・トラブルについて

１．皮膚の色はなぜ違うのか　２．色素沈着とは？

皮膚の機能　ヒフとハダの違い

皮膚の生理作用の詳細

皮膚の構造･機能･生理作用 ４．①物理化学的防御作用　②保湿作用　③紫外線防御作用　④抗酸化作用　⑤免疫作用

ヒフバリアーとは？

１．プリフェッショナルとアマチュアの違い　　２．知識の範囲と経験の大切さ
３．皮膚の構造と他の組織

４．発生学から見た皮膚の特性・乳児・子ども・大人の違い　　５．皮膚の機能的な目的・化粧品
の目的性能とは何か？　６．体全体と皮膚の関係、「消化と吸収」と皮膚のすごい関係

１．化粧品の使用目的とそれぞれの特性　　２．皮膚の構造とメラニン色素　　３．皮膚と肌の違
いについて　　４．皮膚の構造と機能　　５．若々しい皮膚と老化した皮膚は何が違うのか？

大人と子供の違いを知る
アレルギーに係わること

プロとしての心構え

化粧品の使用目的

項目

授業の目的

化粧品の開発をするためには皮膚の基本とともに法的規制の範囲を知ることは重要である。本講座では「皮膚の構造、
機能」を学び、また「人体の特性」うぃ学ぶことで化粧品のそれぞれの特性などを学習するための土台をつくることを目標
としている。多岐にわたる化粧品の使用目的やそれぞれの製品の特性を理解し、開発に必要である化粧品素材の様々
な物性を自分の言葉で語ることができるように学んで欲しい。

教育内容

化粧品と皮膚の関係を理解し、化粧品と皮膚の関係を理解する。より高性能の化粧品の処方設計について理論的側面
が構築できる。これらの項目を理解し、より有用な化粧品を創造できる能力を身につける。

講義内容(シラバス）

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
2単位

（　３０時間）
選択・必修 選択

科目名 皮膚科学 担当講師

（英名） Dermatology
清水　清太郎

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書

資料をプリントとして配布する。

その他

教員紹介等

各原料メーカーの担当者が担当する。

準備学習
（予習・復習）

授業後の復習を行い、化粧品原料の化学を意識する

到達目標
原料の特徴、表示、分析法がわかる。
原料の化学的性質を理解し、安全な化粧品の開発を意識できる。

評価方法
評価基準

小テスト20点　定期h試験　80点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

アンチエイジング化粧品に用いられる天然物由来の原料を学ぶ。

原料を知って、新しい処方を考える際の項目を学ぶ。

定期試験

化粧品開発と原料選択④

化粧品の処方を考える

メイクアップ製品の開発における原料の選択法を学ぶ。

ヘアケア製品の開発における原料の選択と添加量とその評価を学ぶ。

ヘアケア製品における新原料やトレンドを学ぶ。

化粧品開発と原料選択①

化粧品開発と原料選択②

化粧品開発と原料選択③

エイジング素材としての原料を学ぶ

保湿剤としての原料を学ぶ。

サンスクリーンの原料を学ぶ。

エイジング素材

保湿剤

日焼け止め

項目

性質と特徴を学ぶ
ナイロンパウダー　　天然ワックス　エステル油剤など

原料のテイストと性質を学ぶ
洗浄系レオロジー調整剤　　抗菌剤

原料のテイストと性質を学ぶ
抗炎症　　冷感剤　　　抗酸化 / 美白

原料の一般分析法、成分表記法を学ぶ。

原料の一般分析法を学ぶ。
水溶性コラーゲン試験法　　高級アルコール脂肪酸エステル試験法　アクリル残存モノマー試験
法

性質と特徴を学ぶ
シリコンパウダー　　高着色黒酸化鉄　両親媒性ポリマーなど

スキンケア製品の原料①

スキンケア製品の原料②

化粧品原料基準①

化粧品原料基準②

メイクアップ製品の原料①

メイクアップ製品の原料②

授業内容

授業の目的

化粧品に使用する原料は厚生労働省によりその基準が示されている。化粧品の安全性を確保するためにも原料を知っ
て、適切に化粧品に使用することが求められる。したがって、化粧品原料の化学的な構造、性質やその作用を知ること
が新しい処方開発、品質管理、製造の現場で必要となる。化粧品原料に関する基礎知識と応用を学ぶ。

教育内容

各化粧品原料メーカーによる講義を通じて化粧品原料の詳細とその利用、応用を学ぶ

講義内容(シラバス）

担当講師

（英名） Cosmetic Raw Material Chemistry
大山　直人

学科 バイオテクノロジー科3年制

科目名 化粧品原料化学

開講区分 前期 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
２単位

（　３０時間）
選択・必修 選択



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書

入門 統計学　（オーム社）

その他

教員紹介等

北海道大学大学院理学専攻博士課程修了後、北海道警察科学捜査研究所法医学に勤務。各種分析、実習に携わる。

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：教科書の該当ページ、ノートおよび配付する講義資料を復習、理解する。

到達目標

1．代表的なデータの分布と統計量について説明できる
2．T検定の考え方を説明できる
3．T検定、分散分析および簡単な多重比較法が行える
4．マンホイットニーのU検定や独立性の検定、適合度の検定が出来る
5．実験データの棄却検定が出来る

評価方法
評価基準

講義時間に行う小テストと定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

検定⑤ ノンパラメトリックな検定法である「独立性の検定法」や「適合度の検定」について理解する

実験データの取り扱い 実験データの棄却検定法について理解する

定期試験

検定② ２群間の平均値の差の検定（t検定）について理解する

検定③ 多群間での平均の差の検定について理解する

検定④
母集団についての前提がない（ノンパラメトリック）な場合の検定法であるマンホイットニーのU検
定について理解する

推測統計学④ 標本データの平均値の分布と不偏統計量について理解する

推測統計学⑤ 標本データから母集団について区間推定をする考え方を理解する

検定① 統計学的検定の基本的な考え方を理解する

推測統計学① 分布がわかると何が出来るのか、理解する

推測統計学② データから母集団を推測する考え方について理解する

推測統計学③ データからの母集団の区間推定について理解する

統計学の基礎 データの種類と代表的なデータ分布について理解する

代表的な統計量① 各種の平均値について

代表的な統計量② バラツキの指標である分散、標準偏差の考え方と意味を理解する

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（　３０　時間）
選択・必修 選択

授業の目的

自然科学分野では、実験データを整理するために統計学を用いる。そこで、この講義では統計学の基礎的な考え方と基
本的な検定法について学ぶ。また、実験データの取り扱い方についても統計学的な取り扱いを学ぶ。

教育内容

統計学の基礎的な考え方と各種検定法とについて理解する

講義内容(シラバス）

科目名 統計学 担当講師

（英名） Statistics
初瀬　玲

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6 赤外吸収スペクトルを用いた有機化合物の構造解析法を具体例を用いて解説する。

7

8

9

10

11

12

13

14

15

その他

随時プリントを配布する。

到達目標

各種機器の原理を理解する。機器の内部で生じていることを類推しながら分析できることを目標にする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

評価方法
評価基準

小テスト及び定期テストを勘案し、学則に則り評価する。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

学校図書　分析化学（機器分析編）

教員紹介等

工学修士。太陽インキ製造株式会社研究開発部で各種科学物質の分析等に従事した。環境計量士。公害防止管理者水質１種。

質量分析② 具体的なデターを用いて有機化合物の解析方法についての演習を行う。

まとめ、定期テスト（筆記） 全体の振り返りの後、定期テスト実施。

準備学習
（予習・復習）

テキストをすべて網羅することは不可能であるところから、事前に講義で該当する範囲を知らせるので前もって概観しておくこと。加え
て、授業後は配布したデータなどを整理して内容を復習することに心がける。

核磁気共鳴分析① 核磁気共鳴分析の原理について解説する。

核磁気共鳴分析② 具体的なデータを用いて有機化合物の構造解析にどのように用いるかを解説する。

質量分析① 質量分析の原理、様々な装置の実際について解説する。

原子スペクトル分析② 誘導結合プラズマなどの最新機器についても解説する。

クロマトグラフィー（GC） クロマトグラフィーの分類、クロマトグラムの評価方法などを解説する。

クロマトグラフィー（HPLC) クロマトグラフィーを用いた定量方法について論じる。機器の細部についても解説する。

原子スペクトル分析① 原子吸光分析の原理、装置について解説する。

　　　　オリエンテーション 機器分析と化学分析、機器分析の役割、機器分析でできること。

物質と光の相互作用 光の特性と物質、光のエネルギーによって物質にどんな影響を及ぼすかを解説する。

吸光光度法① 吸収スペクトルとランバートベールの法則、定量分析への活用方法を解説する。

吸光光度法② 公定法を含めた吸光分析をによる定量方法の各論を開設する。

赤外吸収スペクトル法① 赤外吸収と分子の振動について。フックの法則から吸収する赤外線の波数を求める。

赤外吸収スペクトル法②

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

成分の分離、金属イオンや有機化合物などの化学腫の定量や構造解析のための機器、すなわち、GCやHPLC、分光光
度計、原子吸光分析装置をはじめとする吸光分析、加えて有機化合物の構造解析に有用な質量分析、核磁気共鳴分
析などの原理と特徴、活用方法などの修得を目標とする。

教育内容

すでに実習などで操作経験のある機器も含まれるので、その内容を思い起こしながら機器の原理を解説する。また実際
に活用できる分析手法もその中に含め現場で役立つ知識を伝えることも目的とする。核磁気共鳴分析のように学校で
実際に操作できない機器も実物のデータを用いながら具体的に解説する。

講義内容(シラバス）

科目名 機器分析法 担当講師

（英名） Equipment Analysis Method
川名　修

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書

黒田六郎・杉谷嘉則・渋川雅美・共著『分析化学　改訂版』　裳華房

その他

毎回計算問題を解くので、関数電卓を持ってくるか、スマホの関数電卓アプリが使えるようにしておく

教員紹介等

薬学博士。工業技術院生命工学工業技術研究所にて研究業務に従事。その後、帝京大学薬学部教授として教鞭をとる。現在、日本
薬業研修センター理事長

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：配付する講義資料を復習理解し、計算問題をやり直しておく

到達目標

1．分析化学で扱う数値の意味が分かる
2．分析値の計算ができる。
3．化学平衡を理解し、各種塩溶液のpHが計算で求められる
4．各種滴定方法を説明できる
5．光、電気、電磁波を利用した分析法の概略を説明できる

評価方法
評価基準

毎回の小テストと中間試験、定期試験で評価する。
小テスト：中間試験：定期試験＝20：30：50
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

電磁波を利用した分析法 X線分析、赤外吸収分析、核磁気共鳴、放射化学

クロマトグラフィー クロマトグラフィーの基礎理論、クロマトグラフィーの分類

期末テスト

イオン交換 イオン交換の原理、イオン交換平衡、イオン交換を利用した分析法

電気化学的分析法 電極、電位差分析法、電解分析、ポーラログラフィー他

光を利用する分析法 吸光度分析法とその数値的取扱い

中間テスト

キレート滴定 滴定試薬、滴定曲線、金属指示薬、EDTAを用いた滴定

酸化還元滴定 酸化と還元、酸化数、酸化剤と還元剤、滴定曲線

各種塩溶液のpH 弱塩基、弱酸強塩基の塩、弱塩基強酸、弱酸弱塩基等の各種塩溶液の解離とpH

緩衝液のｐH 各種緩衝液の解離とｐH、ヘンダーソン-ハッセルベルヒの式の使い方

沈殿滴定 沈殿平衡、溶解度積、指示薬

基本事項の確認
分析データの取り扱い方法（有効数字、測定値と誤差、正規分布、相関と回帰）、物質量と単位
(原子量、分子量、式量、mol）、分子式と組成式、イオンとイオン式、各種濃度計算

系統的定性分析法 陽イオンの定性分析と陰イオンの定性分析

化学平衡の理論と酸塩基平衡 化学平衡の理論、酸塩基平衡、弱酸溶液の解離とpH

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２　単位

（　３０　時間）
選択・必修 選択

授業の目的

分析化学の方法が理解できるように、１．「どこに」「何が」「どれだけ」あるか，を分析する方法とその数値の持つ意味の
理解を目指す。
２．化学平衡のうち、酸塩基平衡、沈殿平衡、分配平衡について理解を深め、応用ができる知識を身につける。
３．光や電気を利用する分析法等について理解する。

教育内容

化学平衡に基づいた分析法や機器分析の初歩を理解し、分析値のもつ意味を学ぶ。分析に必須の計算について理解
する。

講義内容(シラバス）

科目名 分析化学Ⅱ 担当講師

（英名） Analytical Chemistry II
中込　和哉

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

固体の化学ー固体の結合-3

固体の化学ー固体の結合-2

固体の化学ー固体の結合-1

項目

使用教科書
教材

参考書

「新しい基礎無機化学」合原 眞　編著、榎本・馬・村石　共著、山共出版
【参考資料】「ベーシック　無機化学」鈴木晋一郎・中尾安男・櫻井武　共著、化学同人
プリント資料を配付し、講義の理解の一助とする。

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：講義ノートと配付する講義資料を復習する。

到達目標
1. 固体の結合に関する応用の局面で活かせるように、その基礎的知識を十分に理解する。
2. 水－固体（鉱物）相互作用に関するデータの適切な測定・解釈ができるように、その基礎的知識を十分に理解する。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

鉱物－水界面の化学を学ぶ

吸着反応について学ぶ

水と鉱物の反応-4

その他

教員紹介等

理学博士。日本原子力研究所研究員の後、愛媛大学助教授をはじめとして、東京大学大学院教授などを歴任現在東京大学名誉教授

定期試験

水と鉱物の反応-5

化学反応と平衡の一般的理解とともに、水の化学について学ぶ

溶解度と安定度図について学ぶ

Eh(pe)-pH 図を理解できるようにする
水と鉱物の反応-3

水と鉱物の反応-2

水と鉱物の反応-1

金属錯体結合理論と錯体の安定度について学ぶ

s-ブロック典型元素とp-ブロック典型元素について学ぶ

d-ブロック遷移元素とf-ブロック遷移元素について学ぶ周期表各ブロックの元素-2

周期表各ブロックの元素-1

錯体の化学-2

対称とは何かを理解し、晶系と格子、周期性について学ぶ

結晶面と面指数、Ｘ線回折を学ぶ

錯体とは何かを理解し、 錯体の化学式と命名法と 配位立体化学について学ぶ錯体の化学-1

固体の化学ー結晶と結晶構造-2

固体の化学ー結晶と結晶構造-1

金属、イオン、共有結合と格子エネルギーについて学ぶ

ボルン-ハーバーサイクルを学び、結合に関連する術語を理解する

最密充填、イオン半径と配位、ポーリングの規則を学ぶ

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
必修 選択

授業の目的

本講義では、無機化学の基本項目から発展項目を学習する。化学における結合を様々な角度から学び、さらに水－固
体（鉱物）相互作用の化学的側面の理論と実際を学ぶことにより、分析化学、環境化学などを理解しやすくなり、また
様々な測定技術などの応用的側面に対処できるようにする。

教育内容

化学における結合および水－固体（鉱物）相互作用の化学、それぞれに関する理論と実際の基本的知識の習得

講義内容(シラバス）

科目名 無機化学Ⅱ 担当講師

（英名） Inorganic Chemistry
村上　隆

学科 バイオテクノロジー科３年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6 水圏における環境問題の経緯と係る物質動態、特に汚染物質の動態について学ぶ。

7

8

9

10

11 陸圏(岩石圏)における環境問題の経緯と係る物質動態、特に汚染物質の動態について学ぶ。

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書

講義資料は、その都度、配布する。
参考書例：
「地球環境化学入門・改訂版」(J.E. アンドリュース (著), 渡辺 正 (翻訳)、丸善出版)
「基礎からわかる環境化学 (物質工学入門シリーズ)」(庄司 良・下ヶ橋 雅樹(著)、森北出版)
「環境化学」(坂田 昌弘(編著), 磯部 友彦・梶井 克純・加藤 義久・高橋 嘉夫・田辺 信介・藤江 幸一・益永 茂樹(著)、講談社)

その他

教員紹介等

理学博士。マサチューセッツ工科大学物理科研究員として研究に従事。元熊本大学理学部教授。

準備学習
（予習・復習）

予習：　講義内容の学習項目を確認するとともに、下調べを行う。
復習：　講義にて配布され資料等で、学習内容を復習・理解する。

到達目標
環境のとらえ方、環境問題のとらえ方、気圏・水圏・陸圏(岩石圏)を中心とする物質の動態と生物圏との係わりを分析化学の視点を中
心に土台を形成する。

評価方法
評価基準

毎回の小テスト、定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝50：50
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

陸圏(岩石圏)における汚染防止及び環境保全について学ぶ。

個人から国際的な枠組みまで様々な取り組みんがなされているが、分析化学の視点を中心に現
状と将来について学ぶ。

定期試験

環境と環境問題への今後の取組

陸圏(岩石圏)における環境問題(3)

水圏における水資源確保問題を学ぶ。

陸圏(岩石圏)における環境問題の経緯と係る物質動態について学ぶ。

陸圏(岩石圏)における環境問題(1)

水圏における環境問題(5)

陸圏(岩石圏)における環境問題(2)

水圏における環境問題の経緯と係る物質動態について学ぶ。

水圏における汚染防止及び環境保全について学ぶ。

水圏における水資源問題を学ぶ。水圏における環境問題(4)

気圏における太陽光及び太陽エネルギーとの係わる環境問題について学ぶ。

気圏における汚染防止及び環境保全について学ぶ。

水圏における環境問題(3)

水圏における環境問題(2)

水圏における環境問題(1)

気圏における環境問題(3)

環境・資源・エネルギーのとらえ方を学ぶ。

環境と環境問題の経緯を学ぶ。

気圏における環境問題の経緯と係る物質動態、特に汚染物質の動態について学ぶ。

気圏における環境問題(2)

気圏における環境問題(1)

環境と環境問題

環境・資源・エネルギー

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的
環境化学は、環境に関連する化学的事象を対象とし、化学的計測・解析、環境汚染の計測・分析、汚染機構の解明から
汚染物質の処理・除去法などの開発、環境汚染防止、環境保全など広範囲に及ぶ。本講義では、環境および環境問題
のとらえ方、気圏・水圏・陸圏(岩石圏)を中心とする物質の動態と生物圏との係わりを分析化学の視点を中心に学ぶ。

教育内容
環境のとらえ方、環境問題のとらえ方、物質の動態を分析化学の視点を中心に学ぶ。

講義内容(シラバス）

項目

科目名 環境化学 担当講師

（英名） Environmental Chemistry
市村憲司

学科 バイオテクノロジー科３年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

放射線と物質との相互作用（II)

放射線と物質との相互作用（I)

放射性壊変と放射能

項目

使用教科書
教材

参考書

医用放射化学（医療科学社）
放射線概論（通商産業研究社）（参考）

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：配付する講義資料を復習理解する。

到達目標

・放射線について種類と性質を説明できる。
・放射線の測定法が説明できる。
・核反応について説明できる。
・ホットアトムを説明できる。
・天然原子炉を説明できる。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと定期試験
小テスト：期末試験　50:50
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

放射線科学反応の基礎過程。一次過程及び二次過程。化学線量計の原理。放射線重合につい
て学ぶ。

トレーサーと担体。共沈法。クロマトグラフィー。分配について学ぶ。

原子炉の条件。天然原子炉の原理。人工放射性核種と廃棄物。地層処分について学ぶ。天然原子炉と放射性廃棄物

その他

教員紹介等

理学博士。日本原子力研究所研究員として、放射性廃棄物処理の安全性の研究に主として従事。
福島における放射性核種の挙動に基く、除染活動にも携わる。

放射性核種の分離と回収

放射線化学

吸収線量、等価線量、実効線量。線量率の計算。距離・時間・しゃへいについて学ぶ。

生成放射能の計算、放射分析の利点と欠点。アクチバブルトレーサーについて学ぶ。

ホットアトムの原理、比放射能、放射性核種の化学分析への応用について学ぶ。ホットアトムの化学

放射化分析

放射線の単位と概念

核反応、核反応の表記、核反応による放射性核種の生成、放射性核種の製造について学ぶ。

表紙化合物の合成法。放射平衡と放射性核種の製造。ミルキングとジェネレータについて学ぶ。

分子・細胞レベルの作用確定的影響と確率的影響について学ぶ。

標識化合物の生成

人工放射性元素

放射線の生物作用

放射線の測定の基礎。気体の電離を利用した測定の原理と測定器。
固体の電離を利用した測定の原理と測定器について学ぶ。

固体の励起作用と励起作用を利用した測定の原理と測定器。
液体の励起作用と励起作用を利用した測定の原理と測定器。
放射線のエネルギー測定。個人被ばく線量計。オートラジオグラフィーについて学ぶ。

天然放射性核種、
壊変系列,核反応、
核化学の歴史について学ぶ。

天然放射元素と発見

放射線の測定原理（II)

放射線の測定原理（I)

放射線の種類と性質について学ぶ。原子の構造と放射性同位元素。同位体、同重体、核異性
体。
放射線の発生に関わる原子核の壊変・分裂について学ぶ。

放射能を表す単位について学ぶ。物質との相互作用の基礎知識、α壊変とα線の性質と物質と
の相互作用,及びβ-壊変とβ-線の性質及び物質との相互作用について学ぶ。

β+壊変とβ+線の性質と物質との相互作用。γ線の性質及び物質との相互作用。中性子線の
性質及び物質との相互作用。核分裂について学ぶ。

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

現在、放射線は環境試料の分析などに利用されるだけではなく、医療の分野においても重要な役割担う。X線などを含め
た放射線についての幅広い知識を習得するとともに、原子核の性質，放射線の性質，放射線の化学・物理作用，および
放射線と生物との相互作用など原子核が関係する化学に関し, 幅広い知識と最新の技術知見を身につける。

教育内容

放射線の性質と物質に及ぼす作用の理解と、測定の原理、放射性核種の分離、回収、生成に関わる核反応などについ
て学ぶとともに、放射線を利用した検査手法や治療について修得する。

講義内容(シラバス）

科目名 放射化学 担当講師

（英名） Radiochemistry
大貫　敏彦

学科 バイオテクノロジー科３年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

使用教科書
教材

参考書

第１回ＬＣ分析士初段試験解説書

その他

教員紹介等

工学修士。太陽インキ製造株式会社研究開発部で各種科学物質の分析等に従事した。環境計量士。公害防止管理者水質１種。

準備学習
（予習・復習）

到達目標 LC分析士初段合格

評価方法
評価基準

小テスト20点　定期試験80点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

電気化学の基礎を学ぶ。

分離精製を学ぶ。分離係数を学ぶ。
理論段数を学ぶ。

質量数の正しい定義を学ぶ。プロトン、ＬＣ‐ＭＳの正しい記述を学ぶ。
電気陰性度を学ぶ。

分析化学②

HPLC①

HPLC②

定期試験

項目

物質量　質量

化学結合のしくみと分子の形を学ぶ。

物質の状態を学ぶ。（液体、気体、固体）
物質の性質を学ぶ。（溶解度　沸点など）

水溶液と化学平衡を学ぶ。

基礎化学①

基礎化学②

基礎化学③

分析化学①

授業内容

授業の目的

LC分析士初段は、液体クロマトグラフィーでの分析において『指示をすれば一人で分析できるレベル。当該分析・測定
技術に関する基礎的知識及び関連する法令に関する知識を有する。』とある。化学分析コースに在籍する学生が、この
資格により、知識、技能において、そのレベルにあることを示す資格として取得を目指す。

教育内容

「指示をすれば一人で分析できるレベル。当該分析・測定技術に関する基礎的知識及び関連する法令に関する知識を
有する。」における液体クロマトグラフィーでの分析における基本知識の習得を行う。

講義内容(シラバス）

担当講師

（英名）

川名　修
学科 バイオテクノロジー科3年制

科目名 LC分析士初段講座

開講区分 後期 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
１単位

（１５時間）
選択・必修 選択



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書

著者：浦瀬太郎　「公害防止管理者［水質関係］完全合格教本」　㈱新星出版社　　2018年5月5日改訂第3版

その他

教員紹介等

学術修士。放送大学大学院教育支援者。水質関係第1種公害防止管理者。

準備学習
（予習・復習）

予習は必須でないが、復習をしていただきたい。殊に授業で取り上げた問題については、正解を迷わず選び、またその理由を簡単に
答えられることが望ましい。そのための確認も兼ね、小テストは原則として授業の翌週に行う。

到達目標

教科書の内容を理解する。また、過去問題や予想問題など掲載されている問題を100％正解できるようにすることにより、国家試験の
合格基準点（60％）をクリアできる知識や解き方を身につける。

評価方法
評価基準

小テスト20％、定期テスト80％。　合計点60点以上を合格とする。夏季休業などに課した宿題を提出した場合には、定期テストの評価
に最大20％まで算入して評価する可能性がある。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

２－１３汚濁負荷と流達率
２－１４水環境と生物

小テスト。次の領域について講義を通して知識を身につけ、問題演習で確認する。
水質汚濁と発生源について。河川の植生、水質の指標となる生物について

２－１５環境基準の達成状況（水質）

２－１６有害物質の健康への影響

小テスト。次の領域について講義を通して知識を身につけ、問題演習で確認する。
水質汚濁の現状について。有害化学物質による汚染の人の健康に及ぼす影響について

定期試験 公害総論と水質概論の全域から出題

２－６水質汚濁防止法
２－７排水基準

小テスト。次の領域について講義を通して知識を身につけ、問題演習で確認する。
水質汚濁防止法について。排水基準について

２－８異常時の対応・地下浸透
２－９公害防止管理者

小テスト。次の領域について講義を通して知識を身につけ、問題演習で確認する。
緊急時、事故時の措置。地下水環境基準。水質関係公害防止管理者の職務について。

２－１０ストリーター・フェルプスの式

２－１１富栄養化と成層
２－１２窒素やりんの形態と動態

小テスト。次の領域について講義を通して知識を身につけ、問題演習で確認する。
水質の予測手法について。富栄養化について。湖沼や内湾の環境について

１－１３LCA

　１－１４環境マネジメント

１－１５国際的取り組み

小テスト。次の領域について講義を通して知識を身につけ、問題演習で確認する。
ＬＣＡについて。環境マネジメントについて。国際協力について

２－１水質汚濁の歴史
２－２水質環境基準（健康項目）

小テスト。次の領域について講義を通して知識を身につけ、問題演習で確認する。
≪水質概論≫　水質汚濁の歴史的背景。人の健康の保護に関する水質環境基準について

２－３水質環境基準　生活環境項目　有機物

２－４窒素とりん　２－５水生生物ほか

小テスト。次の領域について講義を通して知識を身につけ、問題演習で確認する。
生活環境の保全に関する環境基準について

１－７公害防止組織
１－８環境影響評価

小テスト。次の領域について講義を通して知識を身につけ、問題演習で確認する。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について。環境影響評価について

１－９化学物質対策
１－１０土壌汚染と地盤沈下の防止

小テスト。次の領域について講義を通して知識を身につけ、問題演習で確認する。
化学物質問題について。土壌汚染関連法と地盤沈下関連法、土壌汚染と地盤沈下の現状

１－１１騒音・振動・悪臭
１－１２地球環境問題

小テスト。次の領域について講義を通して知識を身につけ、問題演習で確認する。
騒音・振動関連法と悪臭関連法、騒音・振動や悪臭の現状。地球環境問題について

（教科書単元番号）

１－１環境保全の仕組み
１－２環境基本法

次の領域について講義を通して知識を身につけ、問題演習で確認する。
≪公害総論≫　公害防止管理者、環境基本法、法律に関する予備知識

１－３大気汚染の防止
１－４大気環境基準の達成状況

小テスト。次の領域について講義を通して知識を身につけ、問題演習で確認する。
大気規制関連法、大気汚染に係る環境基準、大気環境問題の現状について

１－５循環型社会の形成
１－６廃棄物の現状

小テスト。次の領域について講義を通して知識を身につけ、問題演習で確認する。
循環型社会形成推進基本法、廃棄物問題について

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 演習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

公害防止管理者は、特定工場において公害防止や環境管理のために必要とされる資格である。毎年10月に実施される
国家試験は難易度が高いが、科目別合格制である。第2学年では、水質2種の取得に必要な4科目のうち、まず2科目の
合格を目指す。そのため前期の授業では、すべての公害防止管理者に必須の「公害総論」と、水質関係の基本となる
「水質概論」を取り上げる。

教育内容

公害防止管理者水質第2種国家試験科目のうち、「公害総論」・「水質概論」について、基本となる用語や定義、考え方を
おさえる。また、過去問題や予想問題などの問題演習を通じて、類題に正解できる知識や解き方を確実に身につけるこ
とをはかる。

講義内容(シラバス）

科目名 水質2種公害防止管理者講座 Ⅰ 担当講師

（英名） Manager in Charge of Pollution Control I

垣谷　江里子
学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書

著者：浦瀬太郎　「公害防止管理者［水質関係］完全合格教本」　㈱新星出版社　　2018年5月5日改訂第3版

その他

教員紹介等

学術修士。放送大学大学院教育支援者。水質関係第1種公害防止管理者。

準備学習
（予習・復習）

予習は必須でないが、復習をしていただきたい。殊に授業で取り上げた問題については、正解を迷わず選び、またその理由を簡単に
答えられることが望ましい。そのための確認も兼ね、小テストは原則として授業の翌週に行う。

到達目標
教科書の内容を理解する。また、過去問題や予想問題など掲載されている問題を100％正解できるようにすることにより、国家試験の
合格基準点（60％）をクリアできる知識や解き方を身につける。

評価方法
評価基準

小テスト20％、定期テスト80％。　合計点60点以上を合格とする。夏季休業などに課した宿題を提出した場合には、定期テストの評価
に最大20％まで算入して評価する可能性がある。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

試料採取、保存、前処理

全窒素と全りんの測定

演習と解説⑪

演習と解説⑫

定期試験

嫌気処理法

生物的硝化脱窒法
りんの除去
その他

汚水処理装置の維持管理

演習と解説⑧

演習と解説⑨

演習と解説⑩

生物処理法の分類
活性汚泥法

活性汚泥法などの計算問題
生物膜法

演習と解説⑤

演習と解説⑥

演習と解説⑦

酸化と還元
活性炭吸着

イオン交換
膜分離法

演習と解説③

演習と解説④

汚泥の脱水
汚泥焼却

項目

公害総論・水質概論・汚水処理特論・水質有害物質特論

公害総論・水質概論・汚水処理特論・水質有害物質特論

汚水処理計画
　沈降分離　凝集分離　浮上分離

清澄ろ過
ｐH調整操作

演習①　平成27年度問題

演習②　平成26年度問題

演習と解説①

演習と解説②

授業内容

授業の目的

公害防止管理者は、特定工場において公害防止や環境管理のために必要とされる資格である。毎年10月に実施される
国家試験は難易度が高いが、科目別合格制である。第2学年では、水質2種の取得に必要な4科目のうち、まず2科目の
合格を目指す。そのため前期の授業では、すべての公害防止管理者に必須の「公害総論」と、水質関係の基本となる
「水質概論」を取り上げる。

教育内容

公害防止管理者水質第2種国家試験科目のうち、「公害総論」・「水質概論」について、基本となる用語や定義、考え方を
おさえる。また、過去問題や予想問題などの問題演習を通じて、類題に正解できる知識や解き方を確実に身につけるこ
とをはかる。

講義内容(シラバス）

担当講師

（英名） Manager in Charge of Pollution Control I
垣谷　江里子

学科 バイオテクノロジー科3年制

科目名 水質2種公害防止管理者講座 Ⅱ

開講区分 　前期 授業形態 演習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択



1学年　２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.1
6

17.18.19.2
0

21.22.23.2
4

4回目を交代して実施

2.26.27.28

29.30

評価方法
評価基準

評価は事後に提出されるレポートと筆記テストによる。レポートは実験結果を正確に報告できているか。結果に対して考察が加えられ
ているか。また、そのレポートを用いて第三者が実験を再現できるかなどを総合的に勘案する。さらに学則通りに小テストも評価に加
える。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

東京バイオのオリジナルの印刷教材
基礎教育シリーズ　分析化学（機器分析編）（東京教学社）

その他

教員紹介等

工学修士。太陽インキ製造株式会社研究開発部で各種科学物質の分析等に従事した。環境計量士。公害防止管理者水質１種。

まとめ、定期試験（筆記） 全体をまとめたうえで筆記試験を実施する。

準備学習
（予習・復習）

次回実施する課題について実験方法を確認してくる。よくわからない点を確認するだけでも当日の最初の説明を理解しやすくするの
で必ず事前学習を行う。

到達目標

その日の課題について（例えば、内部標準法など）その原理を理解する。濃度の計算方法を理解する。

HPLC（ビタミンC）GC（酒） 5回目を交代して実施

オリエンテーション 実習の目的、進め方、レポートのまとめ方、機器の使い方（練習）、共通試薬の調製

ＨＰＬＣ①（測定条件の検討） 移動相の極性と流速を変化させパラベン混合物の分離に与える影響を調査する。

HPLC②（化粧水中のパラベンの定量） 化粧水中のパラベンの濃度を求める。ＨＰＬＣの特徴を生かした多成分同時定量を学ぶ。

ＧＣ（アルコール）HPLC（カフェイン）

クラスを2つに分けて、ＧＣは9種混合アルコールの分離を昇温プログラムを用いて調査する。一
方、ＨＰＬＣはコーヒー、各種茶葉中のカフェインを定量する。（絶対検量線法）

ＧＣ（酒）ＨＰＬＣ（ビタミンC）

クラスを2つに分けて、ＧＣは各種の酒中のアタノールを定量する。（内部標準法を用いる。）一
方、ＨＰＬＣはグレープフルーツやビタミン飲料中のビタミンＣを定量する。（カウンターイオンによ
る定量）

HPLC（カフェイン）ＧＣ（アルコール）

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

高速液体クロマトグラフィー及びガスクロマトグラフィーなどの機器を用いた定量分析法の修得を目標とする。一年時に
学習した定量分析の原理を深めるとともに機器を用いた特徴や利点を理解する。

教育内容

食品、化粧品やアルコール飲料などを試料として目的物を定量する。機器の操作は毎回変わることはないのでその日の
目的を明確化して実習を進める。試料の調製や機器の内部でどのようなことがなされているか推測できるように講義を
進める。

講義内容(シラバス）

科目名 機器分析実習 担当講師

（英名） Practice of Equipment analysis Chemistry
川名　修

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.1
6

17.18.19.2
0

21.22.23.2
4

2.26.27.28

29.30

その他

実習時は必ず保護めがねを着用のこと。
実習室内における携帯電話の使用は厳禁。

到達目標

1. 実験試薬調製に必要な各濃度（%、モル）の計算ができる。
2. 各試薬の特性を理解し、正確な試薬調製を行える。
3. ケルダール蒸留装置、ソックスレー抽出装置等を安全、確実に操作できる。
4. 実験結果より食品の一般成分を算出できる。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと実験レポートおよび定期試験で評価する。
小テスト：レポート：定期試験＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

教科書：七訂食品成分表（香川芳子監修　女子栄養大学出版部）、食品衛生学実験（保田仁資著　東京化学同人）
教材：実習書（プリント）

教員紹介等

水産学博士。東京水産大学大学院水産学研究科を修了後、株式会社桃屋にて食品を中心とした開発分析業務に従事した。

けん化価の測定
食用油脂を水酸化カリウムでけん化し、けん化価を求める。油脂を構成する脂肪酸の平均分子
量を推定する。

ヨウ素価の測定 ウイィス法により食用油脂のヨウ素価を求め、不飽和度を推定する。

準備学習
（予習・復習）

予習：実習書の該当ページを読み、操作手順を含む予習レポートを作成する。
復習：次回までに実験レポートを作成、提出する。

糖質の定量①　ベルトラン法

試料を塩酸加水分解し、還元糖液の調製を行なう。これを試料とし、フェーリング反応により生じ
た酸化銅（Ⅰ）を酸化還元滴定により求め還元糖量とする。

糖質の定量②　ソモジーネルソン法

還元糖液を試料とし、フェーリング反応により生じた酸化銅（Ⅰ）をソモジーネルソン法により比
色定量し還元糖量を求める。

脂質の定量
ソックスレー抽出法により、食品中の粗脂肪分を定量する。脂肪瓶の空恒量を求めた後、種実
のホモジネートをジエチルエーテルで抽出、秤量することにより脂肪分を求める。

試薬調製 分析に必要な各試薬量を計算し、調製を行なう。

水分の定量
常圧加熱乾燥法により、食品中の水分を定量する。恒量缶の空恒量を求めた後、魚肉（赤身、
白身）のホモジネートを105℃、4時間乾燥、秤量することにより水分を求める。

タンパク質の定量

ケルダール窒素定量法により、タンパク質量を求める。削り節を濃硫酸を用いて分解後、蒸留
により生じたアンモニアを滴定により求め窒素分とし、窒素換算係数を乗じてタンパク質を求め
る。

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

我々が日常摂取する食品の成分を明らかにすることは、健康維持のみならず、加工食品への栄養成分表示義務化の観
点からも重要である。本実習では、七訂日本食品標準成分表にも定められている測定法またはそれらに準じる方法に
よって食品の一般成分を明らかにする。

教育内容

食品成分の公定分析法を習得する。

講義内容(シラバス）

科目名 食品化学分析実習Ⅰ 担当講師

（英名） Experiment of Chemical Analysis of Food Ⅰ
石川　勝

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

2.26.27.28

29.30

その他

実習時は必ず保護めがねを着用のこと。
実習室内における携帯電話の使用は厳禁。

到達目標

1. 分液ろうとの使用法をマスターする。
2. 蒸留装置、マイクロプレートリーダー等の機器を安全、確実に操作できる。
3. ELISA、酵素法の原理を理解、説明ができる。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと実験レポートおよび定期試験で評価する。
小テスト：レポート：定期試験＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

教科書：七訂食品成分表（香川芳子監修　女子栄養大学出版部）、食品衛生学実験（保田仁資著　東京化学同人）
教材：実習書（プリント）

教員紹介等

水産学博士。東京水産大学大学院水産学研究科を修了後、株式会社桃屋にて食品を中心とした開発分析業務に従事した。

食品中の発色剤の定量
ハム・ソーセージに含まれる亜硝酸塩をグリースロミイン法により発色させ、吸光光度にて定量
分析する。

食品中の鉄分の定量
野菜中に含まれる鉄分を乾式灰化後、ο-フェナントロリン法により発色させ、吸光光度にて定
量分析する。

準備学習
（予習・復習）

予習：実習書の該当ページを読み、操作手順を含む予習レポートを作成する。
復習：次回までに実験レポートを作成、提出する。

酵素法による食品成分の定量
酵素法の原理を学ぶ。ヘキソキナーゼ、インベルターゼ等の酵素を用いてジャム・ジュース中の
ショ糖、ブドウ糖、果糖の同時定量を行なう。

食品中の漂白剤の定量 かんぴょうに含まれる亜硫酸を蒸留し、ヨウ素滴定で定量分析する。

食品中の保存料の定量

薫製品に含まれるソルビン酸を蒸留、二クロム酸カリウムでマロンアルデヒドに分解後、チオバ
ルビツル酸で発色させて比色定量する。

水溶性ビタミンの定量 インドフェノール滴定法による果実・飲料中の還元型ビタミンCの定量を行う。

ELISAによる食物アレルゲンの定量①
ELISAの原理を学ぶ。試料の穀類から、60%エタノールを溶媒としてアレルゲン（グリアジン）を抽
出する。

ELISAによる食物アレルゲンの定量② 抗原の固相化、ブロッキング等の操作を行なう。マイクロプレートリーダーの取扱いを学ぶ。

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

「食品の加工や保存の目的で食品に添加、混和などの方法によって使用するもの」と定義される食品添加物は、今や加
工食品にとっては不可欠なものと言える。本実験では各種食品添加物の分析法を学ぶ。また、1本の分光光度計のセル
の中で、連続して3種の糖を個別に定量できる酵素法や酵素免疫測定法（ELISA）による食物アレルゲンの定量も同時に
学ぶ。

教育内容

食品添加物の定量分析ならびに酵素法による食品成分の定量分析、免疫測定法も習得する。

講義内容(シラバス）

科目名 食品化学分析実習Ⅱ 担当講師

（英名） Experiment of Chemical Analysis of Food Ⅱ
石川　勝

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.1
2

13.14.15.
16

17.18.19.
20

21.22.23.
24

2.26.27.2
8

29.30

その他

報告書、レポートは、ルールに従い期日内に提出する。
講義内容をメモし理解後、率先して実習に参加する。
居眠り、私語を慎む。
実習室内での携帯電話の使用、飲食は禁止する。
定められた各班のリーダーは、当日の円滑な実習に努める。

到達目標

味噌、パン、チーズの発酵食品を実際に作製し、醸造研究に必要な｢試薬の作製法および各実習の目的、計画、準備、実施、結果の
まとめ、考察｣などの基礎的な事柄を習得できる。

評価方法
評価基準

評価方法：小テスト・レポート・試験の総合評価
評価基準：小テスト 20点、6ポート 40点、定期試験 40点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

使用教科書 ：この実習に関連した各自所有の教科書
使用教材 ：プリント、ビデオ

教員紹介等

農学博士。千葉県立保険医療大学健康科学部栄養学科講師兼任。

味噌(6週目)中の微生物を検討
1. 食塩含量(6週目)を調べる　2. 味噌(6週目)中のカビ、酵母、乳酸菌、一般細菌の平板培養
3. 顕微鏡観察(味噌の希釈液) 　　4. 色差計による色の計測

定期試験
味噌(6週目)の微生物をカウント

1. 定期試験(範囲は実習および講義内容)　2. 試験内容の解説  3. 菌数カウント・出現コロニー
の顕微鏡観察(6週目の味噌)

準備学習
（予習・復習）

復習：前回の講義内容を復習理解する。

パンおよびバターの製造
味噌(2週目)の微生物をカウント

1. パンおよびバターの製造ならびに試食　2. 菌数カウント・出現コロニーの顕微鏡観察(2週目
の味噌)

味噌(4週目)中の微生物を検討
1. 食塩含量(4週目)を調べる　2. 味噌(4週目)中のカビ、酵母、乳酸菌、一般細菌の平板培養
3. 顕微鏡観察(味噌の希釈液)     4. 色差計による色の計測

チーズの製造
味噌(4週目)の微生物をカウント

1. チーズの製造　 2. 菌数カウント・出現コロニーの顕微鏡観察(4週目の味噌)

オリエンテーション、食塩の定量
1. 実習内容の説明、注意事項　　2. 発酵食品について   3. 食塩の定量(指定した滴定値を求め
る)

味噌の製造
味噌(初日)中の微生物を検討

1. 味噌の製造　2. 味噌(初日)のカビ、酵母、乳酸菌、一般細菌の平板培養　　3. 色差計による
色の計測

個人テスト(食塩の定量)
味噌の製造(2週目)

1. 個人テスト(未知濃度の食塩量を定量)　2. 味噌中(2週目)塩分量の定量  3. カビ、酵母、乳酸
菌、一般細菌の平板培養、色差計による色の計測  4. 菌数カウント・出現コロニーの(初日の味
噌)

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

醸造研究に必要な基礎的な試薬の作製法および各実習の目的、計画、準備、実施、結果のまとめ、考察を考える。

教育内容

醸造研究に必要な｢試薬の作製法および各実習の目的、計画、準備、実施、結果のまとめ、考察｣などの基礎的な事柄を
習得するために味噌、パン、チーズの発酵食品を実際に作製し、『発酵』について学ぶ。

講義内容(シラバス）

科目名 発酵食品実習 担当講師

（英名） Practice of fermented food
土橋　昇

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1
(2コマ)

2
(4コマ)

3
(4コマ)

4
(4コマ)

5
(1コマ)

6
(4コマ）

7
(4コマ）

8
（4コマ）

9
（3コマ）

教員紹介等

藤野舜一）　　農学博士。キリンビール研究所にて新商品開発や各種技術開発研究に従事。
花牟礼研一）　元メルシャン研究統括ワイン醸造に関する商品開発、研究開発をはじめ、環境技術の開発管理も実施。現在、国税庁
酒類総合研究所テクニカルアドバイザー。

評価方法
評価基準

小テスト(2回)と、定期試験、レポートで評価する。
小テスト：定期試験：レポート＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

ビール資料（プリント）
山梨県ワイン醸造マニュアル(赤表紙教科書)
ワイン醸造分析マニュアル(プリント)
その他関連プリント

その他

１．分析する時、試薬の飛散や分析装置の突発事故に備えて安全を確保するために、保護メガネを装着する。
２．加熱する分析の場合は火傷に注意するために、軍手など厚めの手袋を装着する。
３．各班毎に全ての分析項目を分析するが、分析装置の数が限られるので、分析を滞りなく進められるように各班で分析項目を調整
すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．各班で分析の進み具合が違うので、各班毎に休憩時間を取る
ことにする。

１．植物の「知世」が成分を作り分けするので、香味成分が環境に影響されることを理解する。
２．各班毎に分析する。最後に定期試験。

準備学習
（予習・復習）

ビール
担当講師からの複数の課題について調査を行い、皆の前で調査結果を発表する

ワイン
予習：教科書およびプリント資料を読んでおく。
復習：教科書およびプリント資料を復習理解する。

１．植物の「知性」と成分の関係
２．分析実習
３．定期試験

到達目標

ビール
1定性分析と定量分析の違いを理解できる。　　　　　　2.実験データをノートにわかりやすく記載できる。
3...各分析項目について、定量用標準曲線が作成できる(エクセルではなくグラフ用紙を使用)。
4..定量用標準曲線を利用して、正しく成分含量を計算できる。　　　　5.安全に留意した実験ができる。

１．分析することの意義を考え、分析手法とその原理、分析時の注意点を理解する。
２．酒類総合研究所が作成した主要な分析作業のDVDを鑑賞。
３．各班に分かれて、先ずは、全部の班で使用するであろう試薬類を調製する。
４．時間的に余裕があれば分析を始める。

１．分析項目と香味成分の関係、香味成分と官能の関係を理解する。
２．なぜヒトは香味を感じるか？官能の個人差がなぜ起こるか？閾値とは何か？を理解する
２．各班毎に分析する。最後に小テストを行う。

１．ブドウ由来、酵母由来、酸化熟成由来の香味成分の概要を理解する。
２．なぜブドウは成分をつくるのか？なぜ酵母はその成分をつくるのか？などの概要を理解す
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．各班毎に分析する。最後に小テスト。

定期試験

１．分析項目、分析時の注意点
２．分析手法、分析原理
３．分析実習

１．官能、香味の関係の概要
２．分析実習

1．香味成分の由来概要
２．分析実習

項目

1.ビール製造概論
2.実験の心得
3.各種分析法の説明(全糖、還元糖、アミノ酸、苦味価）
4.各種分析用試薬調製

1.分析法説明(アルコール分析、ガス圧、空気含量）
2.定量用標準曲線の作成
3.試料分析

1.定量用標準曲線の作成
2.試料分析
3.小テスト（1）

1.定量用標準曲線の作成
2.試料分析
3.測定結果のまとめ
4.小テスト（2）

測定準備

測定実習

測定実習

測定実習

授業内容

授業の目的

１．　ビール類の各種主要成分について、定量分析技術を習得する。当該技術習得により、後期に実施するビール試験醸造の際に、
発酵過程中のビール、および瓶詰めビールの分析を実施する。また当該技術の多くは汎用性があるので、その他の醸造製品の分析
にも活用する。
２．後期に、ブドウを原料としてワイン醸造を体験するに当たり、ワイン醸造プロセスの最中に行う分析を予め体験する。分析装置を
利用する分析法についてはその使用法を学ぶ。基本的な分析ノウハウを学び、その原理を学ぶ。　分析対象は原料のブドウ果汁と
製品のワインである。表面的なノウハウだけでなく、分析値と香味の関係を理解する。香味成分の由来、香味成分の人間の官能との
関連性を大まかに理解する。

教育内容

・市販ビール・発泡酒を対象として、アルコール、全糖、還元糖、アミノ酸、苦味価、ガス圧、空気含量の定量分析を班ごとに実施す
る。測定結果を班ごとに比較し、測定精度を評価する。

・分析項目を分析する意味を学ぶ。実際の分析方法の手法を、その分析原理と合わせて学ぶ。ブドウやワインの分析値は、人間の官
能感覚と繋がっていることを理解すると共に、成分と官能の関係を理解する。ブドウがなぜその香味成分をつくるのか？　酵母がなぜ
その香味成分をつくるのか？　などの「なぜ」を多く質問し考えてみる。植物の「知性」が成分生成に影響する、ブドウの根が出す音が
コミュニケーション手段になる、などの最新話題も提供する。分析項目：　ｐH、比重、糖度、酵母資化性窒素(YAN）、アルコール、エキ
ス分、滴定酸度、ポリフェノール、亜硫酸、色など

講義内容(シラバス）

担当講師

（英名） Practice　of Equipment Analysis Chemistry
藤野　舜一

花牟礼　研一学科 バイオテクノロジー科3年制

科目名 醸造分析実習

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 選択



２学年

回数

1.2

3.4

5.6

7.8

その他

１．分析する時、試薬の飛散や分析装置の突発事故に備えて安全を確保するために、保護メガネを装着する。
２．加熱する分析の場合は火傷に注意するために、軍手など厚めの手袋を装着する。
３．各班毎に全ての分析項目を分析するが、分析装置の数が限られるので、分析を滞りなく進められるように各班で分析項目を調整
すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．各班で分析の進み具合が違うので、各班毎に休憩時間を取
ることにする。

到達目標

１．後期にあるワイン醸造実習において分析する主な項目について分析できる。
２．後期に行う予定のワイン醸造実習で、各人が確実に正しく分析できるようになる。
３．分析値と単位が一体となって表現できるようになる。
４．なぜ分析するのかを理解し、分析の原理とワイン醸造との関係、感覚官能との関連性を大まかに説明できる。
５．分析対象成分がなぜできるのか、原料由来と発酵由来の成分を大まかに説明できる。
６．単なるノウハウの習得だけでなく、自然の営み、つまり植物や微生物の生命の営みに興味を持ちたい。

評価方法
評価基準

途中２回の小テストと最後のレポート、定期試験で評価する。
小テスト：レポート：定期試験＝20：30：50　とする。
レポートは各分析項目の分析値の報告とするが、最後の値だけではなく、途中の分析値や、最後の値を導いた計算式なども記すこ
と。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

山梨県ワイン醸造マニュアル(赤表紙教科書)
ワイン醸造分析マニュアル(自作)
その他関連プリント(自作)

教員紹介等

元メルシャン研究統括ワイン醸造に関する商品開発、研究開発をはじめ、環境技術の開発管理も実施。現在、国税庁酒類総合研究
所テクニカルアドバイザー。

1．香味成分の由来概要
２．分析実習

１．ブドウ由来、酵母由来、酸化熟成由来の香味成分の概要を理解する。
２．なぜブドウは成分をつくるのか？なぜ酵母はその成分をつくるのか？などの概要を理解す
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．各班毎に分析する。最後に小テスト。

１．植物の「知性」と成分の関係
２．分析実習
３．定期試験

１．植物の「知世」が成分を作り分けするので、香味成分が環境に影響されることを理解する。
２．各班毎に分析する。最後に定期試験。

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書およびプリント資料を読んでおく。
復習：教科書およびプリント資料を復習理解する。

１．官能、香味の関係の概要
２．分析実習

１．分析項目と香味成分の関係、香味成分と官能の関係を理解する。
２．なぜヒトは香味を感じるか？官能の個人差がなぜ起こるか？閾値とは何か？を理解する
２．各班毎に分析する。最後に小テストを行う。

授業の目的

１．後期に、ブドウを原料としてワイン醸造を体験するに当たり、ワイン醸造プロセスの最中に行う分析を予め体験する。
２．分析装置を利用する分析法についてはその使用法を学ぶ。
３．基本的な分析ノウハウを学び、その原理を学ぶ。　分析対象は原料のブドウ果汁と製品のワインである。
４．表面的なノウハウだけでなく、分析値と香味の関係を理解する。
５．香味成分の由来、香味成分の人間の官能との関連性を大まかに理解する。

教育内容

1．分析項目を分析する意味を学ぶ。
２．実際の分析方法の手法を、その分析原理と合わせて学ぶ。
３．ブドウやワインの分析値は、人間の官能感覚と繋がっていることを理解すると共に、成分と官能の関係を理解する。
４．ブドウがなぜその香味成分をつくるのか？　酵母がなぜその香味成分をつくるのか？　などの「なぜ」を多く質問し考
えてみる。　　　５．植物の「知性」が成分生成に影響する、ブドウの根が出す音がコミュニケーション手段になる、などの
最新話題も提供する。　　　　　　　　　　　　６、分析項目：　ｐH、比重、糖度、酵母資化性窒素(YAN）、アルコール、エキス
分、滴定酸度、ポリフェノール、亜硫酸、色など

講義内容(シラバス）

項目 授業内容

１．各班に分かれてグループ毎に全ての項目を分析をするので、各班毎にその日の分析項目は異なる。
２．４日間で全ての項目を分析できるように各班で調整する。
３．最初の３日間で分割して分析項目の説明をする。
４．関連説明など講義は最初の１時限目として、それ以降は実験時間とする。
５．分析値を記録し、各班の分析値を最終日に比較する。
６．分析報告書は各人が最終日に提出するが、計算式、単位など詳細に記入を要求する。

１．分析項目、分析時の注意点
２．分析手法、分析原理

３．分析実習

１．分析することの意義を考え、分析手法とその原理、分析時の注意点を理解する。
２．酒類総合研究所が作成した主要な分析作業のDVDを鑑賞。
３．各班に分かれて、先ずは、全部の班で使用するであろう試薬類を調製する。
４．時間的に余裕があれば分析を始める。

開講区分 前期 授業形態 実習・講義

学年
単位

（総時間）
１単位

（　　30時間　）
選択・必修 選択

科目名 醸造実習（ワイン） 担当講師

（英名） Winemaking Analysis Training
花牟礼　研一

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7

8.9.10

11.12.13.14

15

評価方法
評価基準

小テスト(2回)と、定期試験、レポートで評価する。
小テスト：定期試験：レポート＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書
自製資料を使用

その他 4名/班を基準にして実習を進める。

教員紹介等

農学博士。キリンビール研究所にて新商品開発や各種技術開発研究に従事。

到達目標

1定性分析と定量分析の違いを理解できる。
2.実験データをノートにわかりやすく記載できる。
3...各分析項目について、定量用標準曲線が作成できる(エクセルではなくグラフ用紙を使用)。
4..定量用標準曲線を利用して、正しく成分含量を計算できる。
5.安全に留意した実験ができる。

1.定量用標準曲線の作成
2.試料分析
3.測定結果のまとめ
4.小テスト（2）

定期試験

測定実習

準備学習
（予習・復習）

担当講師からの複数の課題について調査を行い、皆の前で調査結果を発表する。

1.分析法説明(アルコール分析、ガス圧、空気含量）
2.定量用標準曲線の作成
3.試料分析

1.定量用標準曲線の作成
2.試料分析
3.小テスト（1）

測定実習

測定実習

測定準備

　ビール類の各種主要成分について、定量分析技術を習得する。
当該技術習得により、後期に実施するビール試験醸造の際に、発酵過程中のビール、および瓶詰めビールの分析を実
施する。　　　　また当該技術の多くは汎用性があるので、その他の醸造製品の分析にも活用する。

教育内容
市販ビール・発泡酒を対象として、アルコール、全糖、還元糖、アミノ酸、苦味価、ガス圧、空気含量の定量分析を班ごと
に実施する。測定結果を班ごとに比較し、測定精度を評価する。

講義内容(シラバス）

1.ビール製造概論
2.実験の心得
3.各種分析法の説明(全糖、還元糖、アミノ酸、苦味価）
4.各種分析用試薬調製

項目 授業内容

授業の目的

担当講師

（英名） Brewing of Beer
藤野　舜一

学科 バイオテクノロジー科3年制

科目名 醸造実習（ビール）

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
1単位

（　30時間　）
選択・必修 選択



２学年

回数

1.2.3.4

5.6

7.8

9.10.11.1
2

13.14.15.
16.

17.18.19.
20

21.22.23.
24

25.26

27.28.29.
30

その他

教員紹介等

本校卒業後、土田酒造入社、現在同社杜氏を務める。

評価方法
評価基準

小テストと定期試験で評価する
小テスト : 定期試験＝30：70
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

上槽酒の澱引き、成分分析、利き酒をする。香りサンプルを体験する。

準備学習
（予習・復習）

予習：清酒製造の教科書の該当ページを読む。
復習：実習内容について、配布資料を読み返し、復習理解する。

到達目標

速醸酒母による清酒製造方法について理解し、下記内容について説明/実施できる。
　・速醸酒母の製造方法について理解し、説明できる
　・醪の仕込み、発酵管理、上槽作業について理解し、説明できる
　・製造管理に必要な分析について理解し、実施できる
　・製造管理に必要な帳簿について理解し、記帳できる

下記内容について経験する。（評価対象外）
　・製造した酒、香りのサンプルを使いながら、自分の言葉で味や香りを表現する事を経験する

澱引き、分析（上槽酒）、利き酒

醪の分析をおこなう。醪の成分の変化について考察する。小テスト実施。

醪の上槽をする。

上槽酒の検定をする。

分析（醪）、考察、小テスト

検定　【２コマ】

上槽（醪）

留め仕込みをおこなう。酒母の成分分析及びTTC染色による酵母の純度判定をおこなう。
小テスト実施。

醪の分析をおこなう。醪の成分の変化について考察する。小テスト実施。

留仕込み、分析（酒母）
TTC染色、小テスト

仲仕込み　【２コマ】

分析（醪）、考察、小テスト

仕込みの流れの確認と説明。酒母の仕込みをおこなう。

添仕込みをおこなう。

仲仕込みをおこなう。

添仕込み　【２コマ】

概要説明、酒母仕込み

項目 授業内容

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（60時間）
選択・必修 選択

授業の目的 酒造現場と同じ製造方法で、実際に清酒を製造し、座学で学べない部分について理解する。

教育内容
速醸酒母を使用した一般的な三段仕込みの製法にて清酒を製造する。
原料処理、仕込み、発酵管理、その過程で必要な分析や記帳について学ぶ。
また、仕上がった酒の利き酒を通して、味、香りの表現について学ぶ。

講義内容(シラバス）

科目名 醸造実習（清酒） 担当講師

（英名） Brewing of seishu
星野元希

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12.

13.14.15.1
6

17.18.19.2
0

21.22.23.2
4

25.26.27.2
8

29.30

使用教科書
教材

参考書

参考書：本格焼酎製造技術(日本醸造協会

その他

教員紹介等

加藤菜津江）　　本校卒業後、本校アシスタントとして勤務の後、本校教員
清水健一）　　農学博士、協和発酵工業株式会社にてワイン関係に従事、その後サントネージュワイン研究所長、種類開発部長など
を歴任。アサヒビール酒類本部時代には焼酎関連を含む酒類全般の管理を行う。

準備学習
（予習・復習）

　

到達目標
蒸留酒の製造工程がわかる。蒸留酒の分析がわかる。
リキュールの分析ができる。

評価方法
評価基準

しょうちゅう80点　リキュール20点で筆記試験およびレポートにより評価する。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

リキュール② 計画にあわせて、酒類（しょうちゅう　梅　砂糖）を混合し、保管する。

リキュール③
アルコール　エキス分の分析
テイスティング
筆記試験

しょうちゅう④ 蒸留を行い、得られた「しょうちゅう原酒」を冷蔵保管する。　分析

しょうちゅう⑤
聞き酒
筆記試験

リキュール① 概要説明

しょうちゅう①
概要説明、酒母仕込み

しょうちゅう② 1次もろみを作成する。発酵管理開始

しょうちゅう③ 2次もろみを作成する。発酵管理　分析

項目 授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

蒸留酒であるしょうちゅうとリキュールの試験醸造を行う。

教育内容

麦を原料として醸造、蒸留を行い、単式蒸留しょうちゅうの試験醸造を行う。
リキュールとして梅酒の製造を行う。

講義内容(シラバス）

科目名 醸造実習（しょうちゅう・リキュール） 担当講師

（英名） Making of Shoutyu and Liqueur
加藤　菜津枝

清水健一学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1.2

3.4

5.6

7.8

9.10

11.12

13.14

15

使用教科書
教材

参考書

教科書：食品衛生学実験（保田仁資著　東京化学同人）
教材：実習書（プリント）

その他 実習室内における携帯電話の使用は厳禁。

教員紹介等

水産学博士。東京水産大学大学院水産学研究科を修了後、株式会社桃屋にて食品を中心とした開発分析業務に従事した。

準備学習
（予習・復習）

予習：実習書の該当ページを読み、操作手順を含む予習レポートを作成する。
復習：次回までに実験レポートを作成、提出する。

到達目標

1. 最確法を理解し、試料中の大腸菌群を定量することができる。
2. 鮮度、初期腐敗を理解し、各指標による鮮度判定ができる。
3. 水分活性を測定し、食品の保存性を評価できる。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと実験レポートおよび定期試験で評価する。
小テスト：レポート：定期試験＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

魚類を試料として、鮮度指標に用いられるK値を学び、核酸関連物質を逆相HPLCで定量分析す
る。

キノコ・タラ等に含有するホルムアルデヒドを、アセチルアセトン法にて比色定量する。

薫製品に含まれるソルビン酸を蒸留、チオバルビツル酸で発色させて比色定量する。

コンウェイユニットを用いた平衡重量法により、食品の水分活性の測定を行なう。

食品のK値測定

食品中のホルムアルデヒドの定量

食品中の保存料の定量

水分活性の測定
定期試験

項目

食品の衛生管理としての微生物検査について学ぶ。実験器具の準備（乾熱滅菌）、培地（標準寒
天培地、BGLB培地）の作製を行なう。

水産物（かき）および土壌を試料として一般細菌の生菌数測定および最確法（Most Probable
umber）による大腸菌群の定量試験を行なう。

水産物（かき）を試料として、TCBS培地による腸炎ビブリオおよび卵黄加MS培地による黄色ブド
ウ球菌の定量試験を行なう。

魚類を試料として、タンパク質の腐敗によって生じる揮発性塩基窒素（VBN）を、コンウェイユニッ
トを用いた微量拡散法にて定量分析する。

食品衛生微生物実験①

食品衛生微生物実験②

食品衛生微生物実験③

食品中の揮発性塩基窒素の定量

授業内容

授業の目的

本実習では食品を安全な状態に保ち、飲食によって起こる衛生上の危害を防止するための知識、技術を身につけるこ
とを目的とする。そのために、選択培地を用いた従来型の微生物実験に加え、機器分析による測定も併せて学習する。

教育内容

食品の衛生管理に必要な項目の検査法を習得する。食品の汚染指標菌や食中毒菌の検出、腐敗指標物質の定量な
どを行なう。

講義内容(シラバス）

担当講師

（英名） Experiment of Food Hygiene
石川　勝

学科 バイオテクノロジー科３年制

科目名 食品衛生実習

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.1
6

17.18.19.2
0

21.22.23.2
4

25.26.27.2
8

29.30.31.3
2

33.34.35.3
6

37.38.39.4
0

41.42.43.4
4

45.46.47.4
8

49.50.51.5
2

53.54.55.5
6

57.58.59.6
0

使用教科書
教材

参考書

教科書：改訂 原色食品加工工程図鑑（小原哲二郎監修　健帛社）
教材：実習書（プリント）

その他

化学実験を行う際は必ず保護めがねを着用のこと。
実習室内における携帯電話の使用は、一部作製品の撮影に限って認める場合がある。

教員紹介等

水産学博士。東京水産大学大学院水産学研究科を修了後、株式会社桃屋にて食品を中心とした開発分析業務に従事した。

準備学習
（予習・復習）

予習：実習書の該当ページを読み、操作手順を含む予習レポートを作成する。
 復習：次回までに実験レポートを作成、提出する。

到達目標

1. 加工食品の製造工程を理解し、スムーズな作業ができる。
2. テクスチュロメター、回転粘度計、色彩色差計等の計測機器を安全、確実に操作できる。
3. 収率、歩留まり、廃棄率等を算出することができる。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと実験レポートおよび定期試験で評価する。
小テスト：レポート：定期試験＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

豆腐・湯葉の製造

大豆から呉汁を得て、加熱後豆乳とおからを得る。豆乳ににがりを加えて豆腐を湯煎で加熱して
湯葉を製造する。タンパク質変性の違いを学ぶ。

ヨーグルト・乳酸菌飲料
清涼飲料の製造

市販プレーンヨーグルトを種菌としたヨーグルトを製造する。作製品の酸度および粘度を測定す
る。また、乳酸菌飲料、ジンジャーエールの製造を行なう。

うどんの製造

中力粉を原料としてうどんを製造する。作製品の弾性および引っ張り強度の測定を行なう。また、
強力粉を原料にグルテンを製造し、収率を求める。

瓶詰食品の製造

イチゴの糖度を測定、砂糖の必要量を算出してジャムの製造を行なう。併せてピーナッツバター
の製造も行なう。ジャムについては作製品の酸度、色彩、糖度および殺菌中の中心温度の測定
を行なう。

ロールパンおよびナンの製造
カルメ焼きの製造

発酵パンとしてバターロール、無発酵パンとしてインドナンを作製する。また、上白糖とグラニュー
糖を用いてカルメ焼きを作製し、メイラード反応による焼き色の違いを確認する。

水飴・黒砂糖の製造

馬鈴薯から澱粉を単離、乾燥麦芽および酵素（アミラーゼ）を作用させて水飴を製造する。サトウ
キビから黒砂糖を製造する。

納豆・マヨネーズの製造

大豆を蒸煮、納豆菌を接種して納豆を製造する。食用油、卵黄等を原料にマヨネーズを製造し、
滴定により酸度を求めるとともに、回転粘度計による粘性測定に供する。

ソーセージの製造

豚肉等を原料に羊腸ケーシングを用いた粗挽きソーセージを製造する。作製品の一部にはス
モークハウスを用いた燻煙処理を施す。

かりんとう、ポテトチップの製造
皮蛋の製造

油煠調理食品としてかりんとうおよびポテトチップを作製する。油煠前後の油脂の酸価を滴定に
より測定し、劣化を確認する。また、鶉卵を原料に皮蛋（ピータン）を作製する。

魚肉練製品の製造

魚肉のゲル形成能を理解し、タラおよび冷凍すり身を原料にかまぼこ・さつまあげの製造を行な
う。作製品の弾性の測定をテクスチュロメーターを用いて行なう。

缶詰食品の製造

原料魚の処理方法、缶の巻き締め、殺菌方法、缶マーク等を理解し、鯖を原料に水煮缶詰なら
びに調味付きレトルトパウチを製造する。
　

こんにゃく・ところてんの製造

こんにゃく精粉からこんにゃくを製造し、テクスチュロメーターを用いて弾性を測定する。同様に天
草からところてんを製造し弾性を測定する。

バターおよびカッテージチーズの製造
塩糀の製造

生クリームを原料にバターを作製、けん化価を測定する。牛乳とレモン果汁を原料にカッテージ
チーズを作製、pHを測定する。また、塩糀を作製して後日、塩辛の作製時に使用する。

ウスターソースの製造

様々な野菜、香辛料を使用してウスターソースを製造する。作製品をpH測定ならびにモール法に
よる塩分の定量に供する

水産塩蔵品•乾製品の作製
鯵を原料に天日干し、灰干しを作製する。また、スルメイカを原料に塩辛（赤造り、黒造り）を作製
する。

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
４単位

（１２０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

近年、食生活の洋風化とそれに伴う新しい食品工業技術が導入され、我々が市場で購入できる加工食品は多岐に渡
る。本実習では将来食品業界に進む学生が開発、製造、品質管理のいずれの部署においても応用できる実践的な食品
加工を体験する。様々な測定機器の取り扱い法を学ぶ。

教育内容

農産食品、畜産食品、水産食品、食用油脂、調味食品、嗜好食品などの加工原理と加工法を学ぶ。

講義内容(シラバス）

科目名 食品加工実習 担当講師

（英名） Practice of Food Processing
石川　勝

学科 バイオテクノロジー科3年制



2学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24 評点法について理解し、再現、解析することができる。

25.26.27.28

29.3

おいしさについて（講義）
官能評価の概要（講義）

基本五味の識別試験（実習）
味覚閾値に関する実習（実習）

色・香り・テクスチャーがおいしさに与え
る影響（講義）

官能評価と用語（講義）
見た目、テクスチャーとおいしさに関する

実習

識別試験法について（講義）
２点識別試験法に関する実習（分析試

験および嗜好試験）
１対２点識別試験法に関する実習（分析

試験および嗜好試験）
３点試験法（分析試験および嗜好試験）

統計処理

順位法について（講義）
順位法による官能評価

統計処理
班別実習計画

評点法について（講義）
評点法による官能評価の実施

統計処理
班別実習計画

味の相互作用について（講義）
甘味料について（講義）

味の相互作用に関する実習（実習）
味の質の評価（実習）

その他

配付資料は全回を通して使用するため、毎回持参する。
レポートは次回の授業終了時までに提出する。
授業態度も評価に考慮する。

教員紹介等

食物栄養学修士。新渡戸文化短期大学生活学科食物栄養専攻講師

到達目標

1.『おいしさ』とは何か理解し、説明できる。官能評価の種類、および味覚について理解し説明できる。
2.味の相互作用、単独の味の質の違いについて理解し、説明できる。
3.味以外の要因が『おいしさ』に与える影響について理解し、説明できる。
4.官能評価について理解し、説明できる。
5.各官能評価の手法について理解し、準備、実施することができる。
6.各官能評価の結果について解析することができる。
7.自身で実施した官能評価についてプレゼンテーションをすることができる。

評価方法
評価基準

毎回の小テスト、レポート、定期試験により評価する。
小テスト：レポート類：定期試験＝20：40：40
授業遅刻、欠席は減点。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

参考：『おいしさを測る－食品官能検査の実際－』（古川秀子著、幸書房、2012）
『続　おいしさを測る－食品開発と官能評価－』（古川秀子　編著、幸書房、2012）
『食の官能評価入門』（大越ひろ、　神宮英夫　編著、光生館、2009）
『官能評価の理論と方法』（井上裕光著、日科技連、2012）

各官能評価法に適した試料を準備し、官能評価を班別に実施、集計し、行った実験についてプ
レゼンテーションをすることができる。

班別実習で行った官能評価についてプレゼンテーションをすることができる。

準備学習
（予習・復習）

予習：特になし。
復習：配布資料を復習し、レポート作成により実習内容を振り返る。

班別実習：官能評価
　計画に基づいた試料の作成と官能評

価の準備および実施
　集計・考察・プレゼンテーションの準備

定期試験
班別実習：プレゼンテーション
　口頭発表および意見交換

実習室の清掃

官能評価について理解し、説明できる。識別試験法について理解し、再現、解析することができ
る。

順位法について理解し、再現、解析することができる。

.『おいしさ』とは何か理解し、説明できる。官能評価の種類、および味覚について理解する。

味の相互作用、甘味の質の違いについて理解し、説明できる。

.味以外の要因が『おいしさ』に与える影響について理解し、説明できる。

授業内容

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

本講義では、ヒトが食べ物をおいしいと感じる要因，味とはどのようなものを指すのか，味覚の発生機構、味の種類，味
が口腔に与える影響を理解し，食べ物のおいしさについて学ぶ。また、おいしさを評価する方法について理解し，その中
の官能評価について実施する側（実験者）と評価する側（被験者）の双方向の立場から実験方法を学ぶ。その他，実験
の基本的プロセス，プレゼンテーションの仕方などを総合的に学習する。

教育内容

ヒトが『おいしさ』を感じる要因について体系的に学ぶとともに、官能評価法の基本的手法および評価プロセスを学ぶ。

講義内容(シラバス）

項目

科目名 味覚計量実習 担当講師

（英名） Training of  Sensory evaluation method
廣瀬　明子

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30

使用教科書
教材

参考書

基本的に配布資料を使用。
参考書：　・リテールマーケティング（販売士）検定試験 公式テキスト　・商品開発士公式テキスト

その他

・提出レポートには、適した表題・学籍番号・氏名・作成日を記載する事。

教員紹介等

両国あんこあられ本舗（菓子企画製造）取締役として数々の新商品を開発販売

準備学習
（予習・復習）

・日常の生活の中で、食に興味をもち、新製品に注目するなど、好奇心をもって、身の周りをみていて頂きたい。

・実習では、指定の食品を通してリサーチを実習しますが、同じ手法を他の商品でみるようにし、自身で分析ししてみる事で、食品開
発者としての知識やネタを増やすこと。

到達目標

知識：将来食品開発に携わる者として、商品に関して説明する際に必要な項目をしり、対応する事が出来るようになる。
　
態度：自ら考える事を行う。相手理解しやすい表現をする。

技能：マーケティング手法を使用し、商品分析、アイディア分析、風味分析を行う事が出来る。

評価方法
評価基準

・期末時試験（筆記）　…100点
・実習レポート、授業内容確認レポート　…１３～１５回（各10点）
・リサーチ実習報告発表　…20点（聴講者が項目に沿って点数をつけ評価する）
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

1企業経営に関係する基礎知識（M&A・SWOT分析・バリューチェーン分析）						
2ブランド戦略										
3シェア拡大の考え方								
	

1プランニング方法										
2プレゼン方法

1製品開発方法										
2CSとは

1リサーチ発表会										
2振り返り方法（PDCAとは）										

新製品を企画する際に必要な周辺知識
の習得②

新製品を企画する際に必要な周辺知識
③

マーケティング手法を用いた新製品開発
とは

マーケティング手法を用いて食品をリ
サーチする

項目

1リサーチの目的とは	　　　2検索する方法								
3調査した事を提示するツールをしる										
4グルーピングとは										
5商品に書かれている情報をしる										

1情報をピックアップしその背景を学ぶ（パッケージ記載内容）	
2法令に関しての基礎知識										
3価格とはなにか										
4プロモーションとは													

1イノベーター理論										
2商品の風味を解りやすく表現する方法										
3マーケティングとは何かを知る										
4ミッシーの思考方法	　5３C分析	

1プロダクトライフサイクルと戦略										
2コア・コンピタンス										
3流通										
4原料調達をしるうえで必要な知識

食品を調査することで、調査する注目点
をしり、製品知識を得ましょう①

食品を調査することで、調査する注目点
をしり、製品知識を得ましょう②

食品を調査することで、調査する注目点
をしり、製品知識を得ましょう③

新製品を企画する際に必要な周辺知識
の習得①

授業内容

授業の目的

　食品リサーチ実習は、食品会社で業務に携わる際、変化してゆく時代のウォンツに対応し、顧客ニーズに適応してゆく
為に必要になる、基礎知識の習得を目的とします。
　マーケティング手法を取り入れた実例を通し、実習を行う事で、実践で活用する手法を学習します。
　食品の開発業務の一連で行われるマーケティング活動（リサーチ活動）は、経営戦略に基づく事が多い為、経営に関係
した語彙知識の習得も目的とします。

教育内容

◦マーケティング・ミックス諸要素（製品・価格・流通・プロモーション）をそれぞれ実習を通して学びます。
　　　・製品…商品設計基礎知識、法規法令関係、認証、　・価格…原価計算、POSデータ活用、財務諸表の基礎
　　　・流通…貿易、ロジスティクス基礎知識　・プロモーション…AIDMA、棚割り
◦検索し情報取集した内容をどうまとめ、提示するかをフレームワークとして習得し、ロジカルシンキングの基礎を学びま
す。ミッシーの考え方、グルーピング方法、３C分析。KPT法。
◦新製品開発の企画立案の基礎知識を学びます。実習を通して、プロダクトライフサイクルを知る事で新製品を考える、サ
プライチェーン構築の重要性、リポジショニングによる製品設計。

講義内容(シラバス）

担当講師

（英名） Practice of Marketing Reserarch
岩佐　浩之

学科 バイオテクノロジー科３年制

科目名 食品リサーチ実習

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 選択



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30

使用教科書
教材

参考書

　

教員紹介等

元高砂香料研究員。ティアフロ・イン・コーポレイティッドＵＳＡ（香料化粧品の開発製造販売）代表取締役

その他

準備学習
（予習・復習）

　

到達目標 指定された香水を再現できる

評価方法
評価基準

各回の課題　20点　定期試験(実技試験含む）80点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

単品香料の記憶･香特性
新しい香料にトライする
・BVLGARI Poor Homme(BVLGARI)   ・FAHRENHEIT～unisex(C>DIOR)
商品の特徴をつかむ

定期試験（実技試験）

香料の汎用語の理解④　創香イメージ2 京成バラ園でのバラの香をかいで、創香する

香料の汎用語の理解⑤　継続2
Rose　Compounde 創香
バラ園のイメージを自分なりにイメージする
生花の感じを再現する

香料の汎用語の理解⑥　継続3

モチーフとは
①　Rose創香⇒調香のためのワード、イメージ、モチーフ作製に必要な言葉を選ぶ⇒Roseの評
価

香料の汎用語の理解①
香料の仕組みを理解する
化粧品原料としての調香香料を創香する

香料の汎用語の理解②　継続1
香を見ながら言葉との関連性を体験する
林檎を食し、調香によりそのものを表現する

香料の汎用語の理解③　創香イメージ1
お茶の香を創香
Green Tea　　抹茶　　紅茶等

項目 授業内容

開講区分 後期（前） 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

調香の基本の一つは単香料の香を覚えることである。そして、いくつかの香の交わせて、何かの匂いを作ることで、香料
の組合わせ、香の深み、設計の基本が｢身に付く。調香の基礎を習得する。

教育内容

調香で用いる用語を使いながら、香をつくり、構成している香料を知る。自分の五感を生かして香を作りながら、基本を
習得する。

講義内容(シラバス）

科目名 調香基礎実習 担当講師

（英名）  Blending　of Perfumes（foundatuoｎ）
安田　高司

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30

使用教科書
教材

参考書

　

その他

教員紹介等

元高砂香料研究員。ティアフロ・イン・コーポレイティッドＵＳＡ（香料化粧品の開発製造販売）代表取締役

準備学習
（予習・復習）

　

到達目標
自分でテーマ（モチーフ）をきめ、香料を組み合わせてテーマに合った創香ができる。
トップ、ミドル、ラストまで変化をしながらも香がたつ創香ができる

評価方法
評価基準

レポート20点
Fragrance創香の最終処方とその試作品30点
香料の嗅ぎ分け試験50点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

定期試験課題⑤ 　Fragrance創香　自分でテーマつくり、創香する　仕上げ創香

定期試験 香料を嗅ぎ分ける

定期試験課題② 　Fragrance創香　自分でテーマつくり、創香する

定期試験課題③ 　Fragrance創香　自分でテーマつくり、創香する　改良

定期試験課題④ 　Fragrance創香　自分でテーマつくり、創香する　改良

新規香料原料を体験

Room　Fragrance　の考え方を学ぶ。
創香香料のTypeを決める
Room　Fragranceの創香⇒評価

新規香料原料を体験
生花の香を鼻感覚で分析する

Room　Deodorant　完成⇒評価
バラ3種の調香と確認した原料名を書く⇒レポート

定期試験課題① モチーフ作製①Fragrance

項目 授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

パフーマーとしての基本的な要素、コンセプト　ポイントの絞込み、創香、評価ができるようになる・

教育内容

多数の香料原料の特徴を覚える。

講義内容(シラバス）

科目名 基礎実習 担当講師

（英名）  Blending　of Perfumes
安田　高司

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30

その他

到達目標

・化粧品分野における基本的な知識がわかる　　　・化粧品の製造における基本的なテクニックを実践できる
・化粧品における処方の成り立ちを理解できる　　　・化粧品分野における分析の重要性が理解できる
・化粧品製造時の工程図が書ける

評価方法
評価基準

小テスト　２０点　レポート　４０点　定期試験　４０点　　評価基準は学則に準ずる
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

配布実習書
新化粧品学第２版　南山堂

教員紹介等

農学修士。東北大学大学院農学研究科博士課程前期修了後、花王株式会社、株式会社柳屋本店など化粧品関連の研究室で研究
開発に従事。現在も自ら化粧品開発販売会社を経営している。

パーマ液、リップクリーム、口紅の作製
・毛髪の構造　　・パーマの原理　　　・酸化剤と還元剤　　　・パーマ液の作製
・唇の構造　　・リップクリーム、口紅の構成成分　　・リップクリーム、口紅の作製などを学び、実
践する

定期試験　水蒸気蒸留 ・１～７回の内容の振り返り　　・水蒸気蒸留法でラベンダーの精油の抽出を実施する

準備学習
（予習・復習）

予習　1日目に実習書を配布するので２回目からは実習書に目を通してくること
復習　毎回実習レポートを作成し翌週に提出すること

乳化実験
・乳化とは　　・界面活性剤の性質　　　・乳化の基本的な工程　　　・W/O乳化とO/W乳化
・HLBの概念　　・コールドクリームの作製　　　・エモリエントクリームの作製などを学び、実践す
る

水溶性高分子（カルボマー）のｐHと粘度
測定

・レオロジーとは　　　・チキソトロピーとダイラタンシー　　　・粘度計の使い方
・カルボマーのｐHと粘度の関係　　・ジェル製品の作製などを学び、実践する

入浴剤中の色素の定量と入浴剤の作製
・化粧品における分析の必要性　　・光の色と波長　　・検量線の作成　　・最小二乗法
・入浴剤の構成成分　　・ppmとは　・入浴剤の作製などを学び、実践する

市販化粧水の評価
・化粧品の定義　　・官能評価の必要性　・市販化粧水の評価　・ｐHの測定　　・比重の原理と測
定　　　　　　　　　・ノートの書き方　・レポートの書き方などを学び、実践する

化粧水の作製
・基本的な保湿剤の感触　　・化粧品の処方、工程図の書き方　　・緩衝液の作製　　・香料の可
溶化　　　・オリジナル化粧水の作製などを学び、実践する

セッケンの合成
・化粧品原料としての油脂　・セッケンの合成の原理　　・ケン化価の定義　　・必要なアルカリ量
の計算　　　・ケン化率100％のセッケンの合成　　　・ケン化率80％のセッケンの合成などを学
び、実践する

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

化粧品に関する技術者になるためには化粧品に関する知識と技能の両者を習得することは必須である。本実習はその
第一段階として基本的な製品の評価、製造、分析を通じて知識と技能を習得することを目的とする。この実習はその後に
行われるスキンケア製品開発実習、ヘアケア製品開発実習、化粧品応用実習の基礎となる部分を学ぶ。

教育内容

・化粧品処方を形にするために必要な測定、撹拌、混合等の基本技術と知識を習得する
・化粧水、セッケン、クリーム、ジェル、入浴剤、パーマ液、リップクリーム、口紅の各製品につて製造、評価、分析を実施
する

講義内容(シラバス）

科目名 化粧品基礎実習 担当講師

（英名） Cosmetic Basic Training
高林久美子

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.1
6

17.18.19.2
0

21.22.23.2
4

25.26.27.2
8

29.30

その他

到達目標

・機器を用いて肌の評価ができる　・ホモミキサー、ディスパー、攪拌機などを使用できる　・様々なスキンケア製品の構
成が理解できる　　　　　・スキンケア製品の原料の配合目的がわかる　　・処方アレンジの原則がわかる　　・作った製品
を評価できる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・実験結果をわかりやすくまとめられる

評価方法
評価基準

小テスト（１回から６回）　２０点　レポート　４０点　定期試験（実技試験）　４０点　実技試験の評価基準は試験当日に提示する
ＡＢＣの評価基準は学則に準ずる
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

配布実習書
新化粧品学第２版　南山堂

教員紹介等

農学修士。東北大学大学院農学研究科博士課程前期修了後、花王株式会社、株式会社柳屋本店など化粧品関連の研究室で研究
開発に従事。現在も自ら化粧品開発販売会社を経営している。

自由テーマ
・班でテーマを決め基本処方をアレンジする　　・作ったものを自分たちで評価する
・班で結果をまとめ、レポートにする

定期試験　実技試験
・自分でテーマを決め基本処方をアレンジする　　・作ったものを自分で評価する
・結果をわかりやすくまとめ、レポートにする

準備学習
（予習・復習）

予習　1日目に実習書を配布するので２回目からは実習書に目を通してくること
復習　毎回実習レポートを作成し翌週に提出すること

洗顔料の製造
液体ボディ洗浄料の製造

・セッケンタイプの洗顔料とアミノ酸系洗浄剤による洗顔料の違い
・ナトリウム塩とカリウム塩のセッケンの違い　　　・ポンプフォーマーの原理と特性
・洗顔料とボディ洗浄料の違いなどを学び実践する

美容液の製造
パックの製造

界面膜カプセルの製造

・美容液の製造　　　・パックの役割り、原理　　・さまざまなパックの製造
・アルギン酸とカルシウムイオンの反応　　　・人工イクラの原理と製造などを理解し、実践できる

サンスクリーンの製造
ファンデーションの製造

・紫外線の肌への影響　　・紫外線吸収剤と紫外線散乱剤　　・SPFの意味
・サンスクリーンの製造　　・ファンデーションの構成原料
・ファンデーションの製造などを学び、実践する

肌の評価
・肌水分計による肌水分の測定　　　・マイクロスコープによる肌の観察
・色彩色差計による肌色測定およびファンデーションの色測定ができるようになる

クリーム・乳液の作製
・油の違いによるクリームの感触の違い　　・増粘剤の役割り　　・ホモミキサーによる乳化
・ディスパーによる撹拌などを学び、実践する

メイク落としの製造
透明セッケンの製造

・メイクの汚れ　・メイク落としの原理　　・転相とは　　・セッケン製造におけるケン化法と中和法
・透明セッケンの製造などを学び、実践する

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０　時間）
選択・必修 選択

授業の目的

化粧品に関する技術者になるためには化粧品に関する知識と技能の両者を習得することは必須である。本実習は化粧
品基礎実習で学んだ知識と技能を生かして、各スキンケア製品製造、評価を学ぶことを目的とする。各製品の構成要素
を理解し基本の処方から様々な目的に応じたアレンジができるようになることを目指す。そのためには配合されている原
料の性質を理解することが重要である。製品ができて終わりではなくその先を目指す力を養成したい。

教育内容

・スキンケア製品の構成を理解するとともに、各々の処方の組み立ておよびアレンジの方法について学ぶ

講義内容(シラバス）

科目名 スキンケア製品開発実習 担当講師

（英名） Development of Commodity to Maintain Skin
高林久美子

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30

使用教科書
教材

参考書

配布実習書
新化粧品学第２版　南山堂

その他

教員紹介等

横浜国立大学工学部応用化学科卒業後、株式会社小林コーセー　研究所にて化粧品の研究開発および研究管理に従事した。

準備学習
（予習・復習）

予習　1日目に実習書を配布するので２回目からは実習書に目を通してくること
復習　毎回実習レポートを作成し翌週に提出すること

到達目標
・毛髪の構造がわかる　・ホモミキサー、ディスパー、攪拌機などを使用できる　・様々なヘアケア製品の構成が理解でき
る　　　　　　　・ヘアケア製品の原料の配合目的がわかる　　・処方アレンジの原則がわかる　　・作った製品を評価でき
る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・実験結果をわかりやすくまとめられる

評価方法
評価基準

小テスト（１回から７回）　２０点　レポート　４０点　定期試験　４０点
ＡＢＣの評価基準は学則に準ずる
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

・ヘアトニック、ヘアリキッドの製造　　・ヘアオイルの製造　　・ポマード、チックの製造
到達目標
・脱毛症の原因について理解する　　・様々な歴史的整髪料の基本構成がわかる

・セットローションの製造　・カールリテンションテスト　・ヘアワックスの製造
到達目標
・セットローションの基本構成がわかる　　・カールリテンションテストができる　　・主な固形油、液
体油の感触がわかる　　　・ヘアワックスの基本構成がわかる

・染毛剤の種類と原理、染色部位　・ヘアマニキュアの製造　・ヘアカラーの製造
到達目標
・一時染毛剤、半永久染毛剤、永久染毛剤の違いがわかる　　・ヘアマニキュアの基本構成がわ
かる　　・ヘアカラーのパッチテストの重要性を理解し、実施できる　　　・ヘアカラーの基本構成が
わかる

歴史的整髪料の製造

セットローション・ヘアワックスの製造

染毛剤の製造

定期試験　ペーパーテスト

項目

・毛髪の構造　・シャンプーの製造　・シャンプーの評価
到達目標
・毛髪の構造がわかる　　・シャンプーの基本構造がわかる　　・シャンプーの使用感の評価がで
きる　　　・界面活性剤の分類がわかる

・種々の界面活性剤によるシャンプーの製造　・シリコーンの添加　・アミノ酸系活性剤の増粘
到達目標
・活性剤の違いによるシャンプーの感触の違いがわかる　　・シャンプーにおけるシリコーンの役
割りを実感できる　　・アミノ酸系活性剤の増粘ができる　　　・簡単なシャンプーの処方が組み立
てられる
・カチオン性界面活性剤とゲル乳化　・基本のリンス・トリートメントの製造
到達目標
・ゲル乳化がわかる　　・基本のリンス・トリートメントの構成がわかる　　・様々なコンデショニング
成分の感触の違いがわかる　　・簡単なリンスの処方が組み立てられる

・ミストタイプ、ジェルタイプ、クリームタイプのアウトバストリートメントの製造
到達目標
・カチオン性界面活性剤と増粘剤の配合可否がわかる　・様々なアウトバスストリートメンの基本
構成がわかる　・簡単なアウトバストリートメントの処方が組み立てられる

シャンプーの製造①

シャンプーの製造②

リンス・トリートメントの製造

アウトバストリートメントの製造

授業内容

授業の目的

化粧品に関する技術者になるためには化粧品に関する知識と技能の両者を習得することは必須である。本実習は化粧
品基礎実習、スキンケア製品開発実習で学んだ知識と技能を生かして、各ヘアケア製品製造、評価を学ぶことを目的と
する。各製品の構成要素を理解し基本の処方から様々な目的に応じたアレンジができるようになることを目指す。その
ためには配合されている原料の性質を理解することが重要である。製品ができて終わりではなくその先を目指す力を養
成したい。

教育内容

・ヘアケア製品の構成を理解するとともに、各々の処方の組み立ておよびアレンジの方法について学ぶ

講義内容(シラバス）

担当講師

（英名） Development of Make-up Production

伊藤　邦宏
学科 バイオテクノロジー科3年制

科目名 メイクアップ製品開発実習

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 選択



１学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30

使用教科書
教材

参考書

実習書
参考書：新化粧品学第２版　南山堂

その他

教員紹介等

ポラリス（化粧品製造販売）取締役

準備学習
（予習・復習）

　

到達目標
コンセピトにあった処方がつくれ、原料の選択ができる。
原料を適切に化粧品に導入できる。

評価方法
評価基準

各回の小テスト20点
各回レポート　40点
定期試験（コンセプト　処方　試作品）40点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

リキッドファンデーションの開発
リップバームの試作

顔料を使用した商品の開発
リップバームに添加する原料の選択

定期試験
試作品の作成

７つのテーマから2つを選択し、試作品を作り提出する。

ハンドクリームの開発 コンセプトの設定、ハンドクリームに目的の編成と保湿性を持たせる

薬用美容液
コンセピト
防腐剤の選択と使用

淡青色に着色した保湿性の高い透明な化粧水

保湿剤の選択
原料の選択
処方作成と試作

洗顔フォーム
洗顔フォームの処方作成
洗浄機能、保湿剤として添加する原料の違いを知る。
オリジナルの洗顔フォームを試作する。

シャンプー
増粘剤として使用する原料の性質
コンセプトにあったシャンプーの処方を作り、試作品をつくる
洗浄剤の選択　増粘剤の選択

ゲル化剤の種類と比較 化粧品に使われる増粘剤、ゲル化剤のｐHによる変化、温度による変化をデータ化する

項目 授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

化粧品開発には、コンセプトにあった、機能、使用感等が求められる。実際の処方を作成するに当たっては、混合、乳化
製品の粘性、硬度など様々な視点が必要となる。本実習では、これまで習得したそれぞれのつくりと処方の基本から応
用した製品造りのためのデータを取る。最終的にはコンセプトワークから処方作成、製品つくりを行う。

教育内容

各回、テーマを決め、その内容をいくつかの処方の違いをデータで数値化し、最終的に試作品を作る。

講義内容(シラバス）

科目名 化粧品開発実習 担当講師

（英名） Cosmetics Development training
黒部　耕司

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30

使用教科書
教材

参考書

参考書：新化粧品学（南山堂）
　　　　　基礎から応用までよくわかる！化粧品ハンドブック（薬事日報社）

その他

授業内容は、各回の進捗状況に応じて、変更する場合があります。

教員紹介等

ポーラ化成工業研究技術情報部長、研究企画部障害担当部長として研究開発業務尾よりその統括者として勤務。その後、常務監査
役。

準備学習
（予習・復習）

事前準備　：　毒物・劇物に関して学んだ内容を再確認する。危険物の取扱上の留意点を確認しておく。
予習　　　　：　「実験の基礎と化学計算」や「機器分析実習」の内容を復習して再確認しておく。
復習　　　　：　実習時に各自がノートに記載した内容を復習理解する。

到達目標

１．化粧品の分析評価技術を理解し、目的に応じて選択できる。
２．原料や製品の規格と試験方法を理解し、概略を説明できる。
３．分析操作や分析機器の取り扱いができる。
４．実験の報告書を適切に作成できる。
５．グループでの役割を意識して行動し、意見を纏めたり発表することができる。

評価方法
評価基準

小テスト（４、７回）、レポート（２、3、５、６回）、定期試験（８回）により評価する。
評価基準は、学校施行細則に準ずる。（小テスト２０％、レポート４０％、定期試験４０％の配分で評価する。）
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

類似原料の組成の差異を分析する方法を学ぶ。

化粧品中からの定量分析の条件設定方法を学び、基礎技術を習得する。

化粧品原料や香料等の多成分分析の条件設定方法を学び、基礎技術力を高める。

化粧品の分析に関する知識・技術を確認する。

原料の分析（２）

製品の分析

多成分の分析

定期試験

項目

化粧品の分析技術について理解し、ガスクロマトグラフの基本操作法を学ぶ。

化粧品原料の規格について理解し、限度試験の方法を学ぶ。

化粧品中の特定成分の分析法を理解し、定量分析の操作手順を学ぶ。

化粧品原料の分析を通して、分析条件の設定方法を学ぶ。

化粧品の分析概論

原料規格と限度試験

製品中の特定成分分析

原料の分析（１）

授業内容

授業の目的
香粧品関連産業の技術分野に携わるためには、香粧品を評価する専門的な技術とその知識が必要である。本実習で
は、香粧品を科学的に評価できるようになることを意識し、品質管理、品質保証や基礎研究に必要な評価技術である分
析技術の基礎を習得する。

教育内容
実際の化粧品分析に必要な事柄をガスクロマトグラフィーを通して学び、化粧品の分析技術を理解して習得する。それに
より、化粧品の成り立ち・構成に関する知識を高め、化粧品の製造、開発・基礎・応用研究、品質管理、品質保証、薬事、
商品企画等に必要な知識の深耕を図る。

講義内容(シラバス）

担当講師

（英名） Practice　of Cosmetic Analysis
磯　　敏明

学科 バイオテクノロジー科3年制

科目名 化粧品分析実習

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（　６０時間）
選択・必修 選択



２学年

回数

1 　　　　　　　　　　色の三属性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

授業の目的

色彩は私たちの生活といろいろな面でかかわりをもっている。ビジネスの面でもその重要度は大きく、ファッションやイン
テリア、プロダクト、プレゼン資料など、色の使い方によってその評価が決まってしまうこともある。本講座では、文部科
学省後援の色彩検定の公式テキストを使い、色彩科学、色彩心理、色彩調和などの基礎的な色彩学の知識を身につけ
ることを目指す。さらに、ファッション、インテリア、プロダクトデザインのカラーコーディネーションを実際に行うことで、応
用的、実践的なデザイン力を養うことを目的に授業を行う。

教育内容

色の三属性、配色、商品のパッケージ、ファッション、インテリアなどのカラーコーディネートをカラーカードを用いて演習
形式で学ぶ。また、色の物理的な性質や色彩心理などを文部科学省後援AFT色彩検定3級テキストを用いて学び、過去
問題演習を繰り返すことで色彩検定3級、2級の合格を目指す。

授業内容

講義内容(シラバス）

項目

科目名 色彩検定２級３級講座 担当講師

（英名） Qualification Lecture of Color Cordination Test Preparation
宮ノ下　いずる

学科 バイオテクノロジー科3年制

開講区分 後期 授業形態 演習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

その他

教員紹介等

農学修士。株式会社グリーンネット、第一薬品株式会社、独立行政法人産業技術総合研究所などに勤務。植物のウイルスに関する研
究もおこなった。また、あわせて色彩検定の講師ｈ資格も取得している。

使用教科書
教材

参考書

A・F・T　文部省後援　色彩検定公式テキスト　3級

準備学習
（予習・復習）

授業内で終わらなかった課題は宿題とする。

到達目標
色彩に興味を深くする。色彩調和、色彩心理、色彩効果、光と色の物理的な性質など基礎的な知識だけを学ぶだけでなく、さまざまな
カラーコーディネート実践演習から応用的な学びを目指す。色彩検定３級、２級の合格を目指す。

評価方法
評価基準

小テスト20点、定期試験80点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

基本色名、系統色名、慣用色名について理解する。3級テキストにある和色名２４色、外来色名
27色名の由来と色、系統色名を覚える。

市販商品のパッケージデザインを研究し、特徴をまとめる。色彩心理、色彩調和で学んだ知識を
使って実践的な学びを目指す。

定期試験

プロダクトデザイン

言葉による色の表示

目の各部位の名称や働きがわかり、色を見る目のしくみを理解する。網膜に存在する錐体、杆体
の種類、感度、解像度、分布域がわかる。網膜に存在する水平細胞、アマクリン細胞、神経節細
胞、双極細胞、視神経の働きがわかる。

加法混色と減法混色の違いがわかる。光の三原色（RGB)と減法混色の三原色（C,M,Y)がわか
る。カラーモニタ、カラー印刷などの混色の原理がわかる。

ファッションのビジネス業界についてや、ファッションタイプやカラーコーディネートについて学ぶ。ファッション

混色

目のしくみ

ファッション雑誌、色紙、ペン、色鉛筆を使い、テーマに沿ったファッションボードを作製する。色彩
心理、色彩調和で学んだ知識を使って実践的な学びを目指す。

図面を見て、天井、床、壁、家具、クッション、カーテンなどの配色を考え、カラーカードと色鉛筆で
カラーコーディネートする。インテリア、色彩心理、色彩調和で学んだ知識を使って実践的な学び
を目指す。

色の物理的な性質を理解する。可視光の波長域、光源ごとの分光分布、物体の分光反射率曲
線、光の屈折、干渉、回折、散乱現象が理解できる。

光と色

インテリアデザイン

ファッションボード作成

アクセントカラー、セパレーション、グラデーション（色相のグラデーション、トーンのグラデーショ
ン）を理解し、カラーカードを用いて配色演習を行う。この要素を取り入れた、パッケージデザイン
を行う。

色の対比現象、同化現象、色陰現象、面積効果について学ぶ。

色相を手掛かりとした配色（同一色相配色、隣接色相配色、類似色相配色、中差色相配色、対
照色相配色、補色色相配色）をカラーカードを用いて配色演習する。トーンを手掛かりとした配色
（同一トーン配色、類似トーン配色、対照トーン配色）をカラーカードを用いて配色演習する。

色彩調和②

色彩調和①

色の視覚効果

色相環の作製。心理補色、色相、明度、彩度についての理解を深める。

PCCSの色相、明度、彩度、トーンの表示方法を学ぶ。トーンの概念を理解し、トーンマップを作製
する。等色相面の作成

色彩の知覚的印象や感情的な印象をまとめる。　色の心理的効果をカラーカードを使って理解す
る。

PCCS表色系

色彩心理



　２，３学年

回数

1

2

3

4

5

6 陽イオンの系統的な定性分析手法を習得するための実習

7

8

9

10

11

12

13

14

15

その他

到達目標

各種金属イオンを含む水溶液の定性分析を行えるようになる。
中和滴定法、酸化還元滴定法による定量分析を行えるようになる。
化学分析に関わる基礎知識を取得する。

評価方法
評価基準

出席数、レポート、定期試験、実習態度等にて総合的に評価する。
定期試験：筆記試験有り
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

配布資料
『図解とフローチャートによる定性分析（第二版）』　（技報堂出版）
『図解とフローチャートによる定量分析（第二版）』　（技報堂出版）

教員紹介等

池田泰久）　工学博士。アメリカオハイオ州マイアミ大学理学部化学科研究員、コーニングジャパンインコーポレイテッド研究所研究員、
財団法人産業創造研究所原子力化学工学センター首席研究員などを経て現在、東京工業大学名誉教授・研究員。分析化学技能士
委員

定性分析 陽イオンの系統的な定性分析手法を習得するための実習

定期試験 筆記試験

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：教科書、配付する講義資料等用い、復習理解する。

定量分析 中和滴定法（3級用）と酸化還元滴定法(2級用）を習得するための実習

学科試験対策 過去問題、予想問題を例とした基礎知識の整理

定性分析 陽イオンの系統的な定性分析手法を習得するための実習

学科試験演習 模擬試験

定性分析 陽イオンの系統的な定性分析手法を習得するための実習

定性分析 陽イオンの系統的な定性分析手法を習得するための実習

学科試験対策 過去問題を例とした基礎知識の習得

本科目の概要 本科目の目的、習得すべき内容、化学分析技能検定試験の説明。

定性・定量分析用試料の調製 定性分析、定量分析に用いる試料、器具の準備。

定量分析 中和滴定法（3級用）と酸化還元滴定法(2級用）を習得するための講義と実習

定量分析 中和滴定法（3級用）と酸化還元滴定法(2級用）を習得するための実習

定性分析 陽イオンの系統的な定性分析手法を習得するための講義と実習

定性分析

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義　演習

学年
単位

（総時間）
１

（３０　時間）
選択・必修 選択

授業の目的

基本となる定性分析および定量分析手法につき、その原理と分析技能を習得する。
（2級あるいは３級化学分析の技能検定試験対策を含む）

教育内容

第１属から第6属に属する陽イオンの定性分析法の原理と分析操作手順につき、講義と演習にて学ぶ。
定量分析法の基礎である中和滴定法と酸化還元滴定法の原理と分析操作手順につき、講義と演習にて学ぶ。

講義内容(シラバス）

科目名 化学演習　I 担当講師

（英名） Practice of Chemical Analysis Technique　I
池田泰久

学科 バイオテクノロジー科3年制



２年生

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.1
6

17.18.19.2
0

21.22.23.2
4

25.26.27.2
8

29.30.31.3
2

33.34.35.3
6

37.38.39.4
0

41.42.43.4
4

45.46.47.4
8

49.50.51.5
2

53.54.55.5
6

57.58.59.6
0

使用教科書
教材

参考書

プリント資料

その他

教員紹介等

薬学博士。　薬剤師。　神奈川県衛生研究所、神奈川県立衛生短期大学等で勤務。のち、帝京科学大学生命環境学部生命科学科教
授として従事した。

準備学習
（予習・復習）

事前に実習書を読み、流れの要点をまとめた予習レポートを実習前に提出する

到達目標

環境水中の異なる成分の分離分析法を適切に選択し、実際に操作ができて結果を出せる
植物からの色素抽出法を理解し、分離分析機器を使用出来る

評価方法
評価基準

レポートの期限内提出、レポートの書き方、読み手に伝わる内容
定期試験
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

植物色素の抽出と分析（5）
分取色素の液体クロマトグラフィー
抽出液の吸収スペクトル測定と色素の特定

植物色素の抽出と分析（6）
分取色素の液体クロマトグラフィー
抽出液の吸収スペクトル測定と色素の特定

定期試験 解説と追加講義演習

植物色素の抽出と分析（2）
抽出色素のクロマトグラフィー
色素の分取とエバポレーションによる回収

植物色素の抽出と分析（3）
抽出色素のクロマトグラフィー
色素の分取とエバポレーションによる回収

植物色素の抽出と分析（4）
色素の分取とエバポレーションによる回収
抽出色素の液体クロマトグラフィー

環境水の前処理と成分分析(6)
①環境水のBODの測定
②環境水のSSとDOの測定

環境水の前処理と成分分析(7)
①環境水のSSとDOの測定
②環境水のBODの測定

植物色素の抽出と分析（1） 生葉の前処理（ほうれん草の破砕・懸濁・凍結乾燥）

環境水の前処理と成分分析(3)
①環境水中の全窒素の測定
②植物プランクトンの色素抽出と植物色素の吸収スペクトル測定

環境水の前処理と成分分析(4)
①環境水の全リンの測定
②硬度の測定（原子吸光分析）

環境水の前処理と成分分析(5)
①硬度の測定（原子吸光分析）
②環境水の全リン測定

実習のスケジュール
実習の概要
実験の準備

環境水の前処理と成分分析(1)
河川水の採取とろ過処理
河川水中の植物プランクトン回収(ガラス繊維フィルターろ過処理）

環境水の前処理と成分分析(2)
①植物プランクトンの色素抽出と植物色素の吸収スペクトル測定
②環境水中の全窒素の測定

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
４単位

（１２０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

1)環境水の水質に関与する成分の分析法を習得し、水質を評価できる
2)植物色素を題材として、試料の前処理技術と成分分析法を習得し、実試料の処理分析ができる

教育内容

呑川の水を環境水としてろ過方法を学ぶ。ろ過した環境水中の各成分を分析する
実験器具の使用法、機器使用法を学び技術を習得する
ほうれん草を破砕して凍結乾燥させ、色素の抽出による分析を行う
カラムクロマトグラフィーにより、各色素を分取し、エバポレーションで回収する
回収した色素を液体クロマトグラフィーによる分析、吸収スペクトルの測定によりと色素の特定を行う
一連の実験法を学ぶ

講義内容(シラバス）

科目名 環境化学実習 担当講師

（英名） Experiment　of　Environmental Chemistry
小島　尚

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.1
6

17.18.19.2
0

21.22.23.2
4

EDTA、ランタン、ストロンチウムなどの妨害抑制効果を検討する。

25.26.27.2
8

29.30.31.3
2

33.34.35.3
6

37.38.39.4
0

41.42.43.4
4

45.46.47.4
8

49.50.51.5
2

53.54.55.5
6

57.58.59.6
0

原子吸光④リンの妨害効果

原子吸光③真鍮中の亜鉛の定量

赤外分光光度法、GCMS③

赤外分光光度法、GCMS②

赤外分光光度法、GM-MS①

原子吸光⑤抑制効果の検討

使用教科書
教材

参考書
都度印刷教材を配布する。

その他

教員紹介等

工学修士。太陽インキ製造株式会社研究開発部で各種科学物質の分析等に従事した。環境計量士。公害防止管理者水質１種。

準備学習
（予習・復習）

前もって実験テーマの印刷教材を渡すので事前に読んでおく。どこが良く分からないかを確認するだけでも当日の理解を深めることが
できる。

到達目標

各機器を正しく使うことができる。JISなどに基づき定量分析ができる。設定課題について実験の計画を立てることができる。

評価方法
評価基準

提出レポート、小テスト、期末テスト（筆記）を学則に従って勘案する。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

生じた課題に対応しながら検討を進める。

生じた課題に対応しながら検討を進める。

化学的酸素要求量（COD)の測定方法に関して明らかになったことを報告する。定期テストも実施
する。

まとめ

化学的酸素要求量（COD)⑤

化学的酸素要求量（COD)④

公定法にない方法、すなわち吸光光度法を用いたCODの測定を検討する。初日は用いる試薬の
調製と今後の計画に時間を用い、各班でどのように検討を進めるか計画を立てる。

絶対検量線法から求める。ランバートベールの法則から過マンガン酸カリウム量の減少量を求
める。この２つの方法を中心に化学的酸素要求量（COD)を求める。前回立案した方法を始める。

生じた課題に対応しながら検討を進める。化学的酸素要求量（COD)③

化学的酸素要求量（COD)②

化学的酸素要求量（COD)①

赤外分光光度計では液膜法、KBｒ錠剤法による測定を既知試料で練習する。また、GCMSでは9
種混合アルコールを用いて実際に測定してみる。両者とも得られたデータを実際に解析し化合物
の構造との関係を調べてみる。

いくつかのアルコール、カルボン酸を用いエステルを合成を行い、赤外分光法、GCMSを用いて
得られた生成物を同定する。

ニトロベンゼンを合成し、赤外分光法、GCMSを用いて得られた生成物を同定する。

真鍮を試料に亜鉛の含有率を求める。低濃度の試料のみならず試料中の主要な成分比を実際
の方法を学ぶ。

カルシウム分析におけるリンの妨害効果を調べる。添加するリンの量を相応しい濃度で調製する
ことがやや複雑であるがこれらを計算するところから行う。

この講義の目的、内容について概観する。初回テーマの試薬調製を行う。

原子吸光分析法を用いて飲料水中のカルシウム、マグネシウムを定量する。さらにキレート滴定
法を用いて同じ試料の硬度測定を行い、データを比較する。

マグネシウム、カルシウムの標準液を用いて硬度既知の標準試料を調製する。これらを試料どし
て原子吸光光度法とキレート滴定によるデータを比較検討する。

原子吸光②測定精度の検証

原子吸光①水の硬度測定

オリエンテーション、試薬調製

授業内容

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
４単位

（１２０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

機器分析実習ではHPLCとGCについて学んだ。さらに、この授業においても本校の資産ともいえる他の機器についての
原理、取り扱い法、実験手法などの修得を目的とする。そこで十分な時間を用いて機器の特性を踏まえた課題を実施す
る。後半の授業では卒業研究につながる課題解決を目指す研究型の内容で進め自ら考えながら実験の計画をたて自
律的に課題を解決する能力を培うことを目的とする。

教育内容

質量分析（GCMS)、赤外分光法、および原子吸光法を用いた定量・定性分析を実施する。機器の操作方法の修得と合
わせて、これらの機器の特性を踏まえた分析方法を修得できるような課題を実習する。後半の5回では化学的酸素要求
量（COD)の新しい分析方法の開発を目的に研究課題に取り組む内容となっている。

講義内容(シラバス）

項目

科目名 応用機器分析実習 担当講師

（英名） Experoment　of　Applied Equipment Analysis
川名　修

学科 バイオテクノロジー科３年制



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.1
6

17.18.19.2
0

21.22.23.2
4

25.26.27.2
8

29.30.31.3
2

33.34.35.3
6

37.38.39.4
0

41.42.43.4
4

45.46.47.4
8

49.50.51.5
2

53.54.55.5
6

57.58.59.6
0

･吸収スペクトル
･分子吸光係数の計測

・医薬品分析全般ガイダンス
・分光光度計について

項目

･ガスクロマトグラフィーを用いた定量分
析

･発色による比色定量法

使用教科書
教材

参考書

黒田六郎・杉谷嘉則・渋川雅美・共著『分析化学　改訂版』　裳華房
随時プリントを配布する。

その他
毎回長時間の実習となるので、体調管理を整えて臨むこと。
実習の結果、計算を要するので、関数電卓を持ってくるか、スマホの関数電卓アプリが使えるようにしておく。

教員紹介等

薬学博士。工業技術院生命工学工業技術研究所にて研究業務に従事。その後、帝京大学薬学部教授として教鞭をとる。現在、日本
薬業研修センター理事長

準備学習
（予習・復習）

毎回の課題について実験方法を確認してくる。
よくわからない点を確認するだけでも当日の最初の説明を理解しやすくするので必ず事前学習を行う。

到達目標 実験関する知識及び実験技術を身に付け、一人で目的成分の分析法を設定し実験操作を行うことが出来る。

評価方法
評価基準

実習態度と取り組み方、毎回のレポートを合わせて実習点とし、最重視する。
加えて、中間試験、定期試験で評価する。
実習点：中間試験：定期試験＝50：20：30
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

インドメタシン錠中のインドメタシンの分析法を設定する。
分析検体の前処理法・測定法と、薬物動態パラメータの概要を理解する。

官能基による定性分析法を理解する。
本実習の総復習をする。

TLCを用いた生薬成分の分析を行う。

定期試験

･医薬品分析法の設定、データ解析法

･生薬成分の分析
･定期試験

・定性確認試験

TLCの原理を理解する。
TLCを用いた分析実験の操作が出来るようになる。
市販薬の検出法を修得する。

天然物試料から有機溶媒を用いた成分の抽出操作を行う。
TLCよる目的成分の分離の確認と検出操作を学ぶ。
HPLCによる定量法を学ぶ。

HPLCを用いた医薬品の試験法について、試験設定法を修得する。
目的成分の物性の確認、検出法、分離法、定量法等について検討を行う。

･天然物成分の分析

･薄層クロマトグラフィーを用いた分析操
作

･HPLCの試験法の設定

医薬品の規格試験法の記載内容を理解する。
定量分析の操作が正確に間違いなく出来るように技術を習得する。

蛍光分析法を用いたビタミンの分析を学ぶ。
試料溶液を調製し傾向を観察する。
これまでの復習を兼ねた中間試験を実施する。

かぜ薬中の医薬品2成分同時定量の原理を理解する。
定量分析操作が正確に間違いなく出来るようになる。
試料前処理操作と測定結果のデータ処理を学ぶ。

･蛍光光度法による分析
･中間試験

･医薬品規格試験法

･2成分同時定量

内部標準物質を用いたGC定量分析を理解する。
製品中メントールの内部標準法による定量を行う。
実試料分析におけるデータのバラツキについて理解する。

逆相HPLCおける、移動相組成の変化と保持時間の関係を理解する。
ピークの分離具合から分離カラムの性能について考察する。
試料の定量分析を行い、データの解析を行う。

医薬品製剤の定量的前処理法と、定量値表示法を学ぶ。
ソフトカプセル剤中のビタミンEを測定対象とした試料の前処理方法、内部標準法による定量分
析を行う。

･高速液体クロマトグラフィーによる定量
分析操作1

･高速液体クロマトグラフィーによる定量
分析操作2

実習全般にわたる内容のガイダンスを実施し本実習の目的とねらいを理解する。
医薬品分析の背景となっている医薬品医療機器等法上の位置付けを学ぶ。
分光光度計の原理と操作法を学ぶ。

分光光度計の取り扱い法の修得と検量線の作製法・分子吸光係数を学ぶ。
カフェイン・リボフラビンを試料として、紫外部・可視部吸収スペクトルを測定し分子吸光係数を計
算するとともに、検量線を作成し未知試料の定量分析を行う。

発色による比色定量法の操作法と、クリーム剤の前処理法を学ぶ。
サルファ剤のスルファメトキサゾールを対象として検量線作成及び定量分析を行う。

授業内容

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
４単位

（１２０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

これまでに学んできた定量分析技術、機器分析技術を用いて、医薬品中の有効成分を定量分析する技術を習得する。
目的成分の定量分析方法を、自分で設定できる知識と技術を身に付行ける。

教育内容

1年次で修得した定量分析技術、2年次前期で修得した高速液体クロマトグラフィーやガスクロマトグラフィー等の機器分
析技術を、実際の医薬品成分分析に応用した、様々な成分分析法を修得する。
分析検体の前処理法、検出法、測定法、定量法、測定データの取得とデータ解析等、一連の分析の流れを体験する。

講義内容(シラバス）

科目名 医薬品分析実習 担当講師

（英名） Practice of Analytical Chemistry for Medicines
中込　和哉

学科 バイオテクノロジー科３年制



３学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

その他

教員紹介等

株式会社ソフトクリエイトにてシステム開発を行い、また、現在はフリーとしてもシステム開発やコンピューター教育に本稿のみならず各
所で従事している。

到達目標 卒業研究、研究発表会（学内・学外）に必要な論文、発表資料、発表に対応できる

評価方法
評価基準

小テストと定期期末試験（実技）で評価する
小テスト：定期期末試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

Word2010 COMPUTER BASIC for windows
PowerPointl2010 COMPUTER BASIC for windows

期末試験

卒業研究学内発表会準備作業

卒業研究学外発表準備作業

 期末試験

準備学習
（予習・復習）

習得した操作を、実験レポート・発表用資料作成・その他に活用する

【PowerPoint】
発表時に必要な設定について学ぶ
　　　　（マルチモニター環境の構築、発表者ツールの活用など）

プレゼンテーション④

プレゼンテーション⑤

学内発表資料の最終準備

学外発表のポスター作製手順の説明および作成

IT関連の基礎知識を学ぶ
　　　　（サーバー／クライアント、ネットワーク、プロトコル、ウィルスなど）

IT関連の基礎知識を学ぶ
　　　　（セキュリティ、ユーザー認証、パスワードなど）

ITリテラシー①

ITリテラシー②

【PowerPoint】
発表時に必要な設定について学ぶ
　　　　（スライドショーの設定、発表時のPC操作、スライドショー実行時の操作方法など）

【Word】
論文など長文作成に必要な、　アウトライン・項番設定・管理などを理解し、習得する。
【Word】・【PowerPoint】
　画像の種類・取り扱い

発表時に必要な基本操作・スキルについて学ぶ
　　　　（効果的な発表の話し方、ノンバーバル・コミュニケーションなど）

発表時に必要な基本操作・スキルについて学ぶ
　　　　（質疑応答に関連して、効果的な発問と応答など）

【PowerPoint】
発表時に必要な基本操作・スキルについて学ぶ
　　　　（特殊効果・画面切り替え効果・アニメーション効果など）

卒業研究（論文・発表資料）
ビジネス文書関連作成④

プレゼンテーション①

プレゼンテーション②

プレゼンテーション③

項目

 1,2年次に学んだ機能の復習
　　　　（表組み、タブとリーダー、セクションなど）

【Word】
論文など長文作成に必要な、アウトライン機能・スタイルなどを理解し、習得する。
【PowerPoint】
プレゼンテーションの基本となる、箇条書きスライドの要点を理解する。

【Word】
論文など長文作成に必要な基本操作を習得する
　　　　（新規スタイル作成、文章の校正、変更履歴など）

【Word】
論文など長文作成に必要な基本操作を習得する
　　　　（セクション機能、ヘッダー・フッター、ページ番号設定・管理など）

【Worrd】
　 1,2年次習得機能の復習

卒業研究（論文・発表資料）
ビジネス文書関連作成①

卒業研究（論文・発表資料）
ビジネス文書関連作成②

卒業研究（論文・発表資料）
ビジネス文書関連作成③

授業内容

授業の目的
卒業研究の卒業論文・PowerPointプレゼンテーションに関連して
長文作成支援機能などのWprd操作、PowerPoint作成操作等を学ぶ。
また、卒業後に必要なIT関係の知識を学ぶ。

教育内容
全般：ビジネスで多用されているWindows／Microsoft Office（Word・Excel・PowerPoint）の基本操作を習得する

今期は、卒業研究に必要なWordの基本操作およびPowerPointの基本操作を中心に、関連した事柄について学ぶ

講義内容(シラバス）

担当講師

（英名） PC Excel and Power Pont for Graduation Research
高橋　信浩

学科 バイオテクノロジー科3年制

科目名 PC　卒研プレゼンテーション

開講区分 後期 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修



３学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書

オリジナルプリント（日本酒成分の化粧品への応用に関する英文科学記事、卒業研究テーマに関連した英文科学記事）

その他

教員紹介等

理学博士。英国海洋生物学協会研究所研究員、理化学研究所ゲノム科学総合研究センター研究員、電力中央研究所環境科学研究
所研究員、など各研究所にて生物系の研究に従事。現在北里大学海洋生物研究所講師も兼務。

準備学習
（予習・復習）

授業前に教材を配布するので、必ず予習をすること。最低限、わからない英単語、英熟語を辞書で調べておく。
授業中は専用のノートに学んだことをメモし、授業後に配布資料、ノートを使って復習する。

到達目標
・バイオテクノロジーを学習する上で必要な科学英語力を習得。
・卒業研究の内容を英語で表現できるようになる。
・専門分野の英語論文を読解するための基礎力を習得。

評価方法
評価基準

定期試験（期末試験）：80 %、2回の復習テスト、提出プリント：20 % （なお、授業態度などの平常点、課題の評価を加味する場合あり）
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

復習テスト (2)、化粧品開発コース卒業研究
関連英文記事の読解 (3)

化粧品開発コースの卒業研究に関連する英文記事を読み、専門分野における英語表現を学
ぶ。

化粧品開発コース卒業研究関連英文記事の
読解 (4)

化粧品開発コースの卒業研究に関連する英文記事を読み、専門分野における英語表現を学
ぶ。

定期試験 学習した全範囲から出題する期末試験を実施し、到達度を確認する。

化粧品開発コース卒業研究関連英文記事の
読解 (2)

化粧品開発コースの卒業研究に関連する英文記事を読み、専門分野における英語表現を学
ぶ。

醸造発酵コース卒業研究関連英文記事の読
解 (3)

醸造発酵コースの卒業研究に関連する英文記事を読み、専門分野における英語表現を学ぶ。

醸造発酵コース卒業研究関連英文記事の読
解 (4)

醸造発酵コースの卒業研究に関連する英文記事を読み、専門分野における英語表現を学ぶ。

復習テスト (1)、醸造発酵コース卒業研究関
連英文記事の読解 (1)

醸造発酵コースの卒業研究に関連する英文記事を読み、専門分野における英語表現を学ぶ。

醸造発酵コース卒業研究関連英文記事の読
解 (2)

醸造発酵コースの卒業研究に関連する英文記事を読み、専門分野における英語表現を学ぶ。

化粧品開発コース卒業研究関連英文記事の
読解 (1)

化粧品開発コースの卒業研究に関連する英文記事を読み、専門分野における英語表現を学
ぶ。

卒業研究の「タイトルの英語版」を作成
各自、各班の卒業研究の「タイトル」と「研究の背景と目的、手法」について、まずは日本語でまと
め、タイトルを英訳する。英語タイトルを各班の代表が板書し、ディスカッションしながら校正する。

卒業研究の「背景と目的、手法の英語版」を
作成 (1)

各自、各班の卒業研究の現段階における要旨「研究の背景と目的、手法」についてまとめ、英訳
する。各班で相談した英文案を代表が板書し、ディスカッションしながら校正する。

卒業研究の「背景と目的、手法の英語版」を
作成 (2)

各自、各班の卒業研究の現段階における要旨「研究の背景と目的、手法」についてまとめ、英訳
する。各班で相談した英文案を代表が板書し、ディスカッションしながら校正する。

ガイダンス、基礎力確認テスト
科学英語 IIIの授業の進め方を概説し、さらにバイオテクノロジー分野の基礎的な英語力を把握
するための基礎力確認テストを実施する。ただし、本テストは成績には反映しない。

基礎力テスト解説、日本酒成分を含む化粧品
に関する英文記事の読解 (1)

基礎力テストを解説し基礎的な英語力を各自確認し、今後の学習のモチベーションとする。日本
酒有効成分の化粧品への応用に関する英文記事を読み、専門分野の英語表現を学び、内容を
理解する。

日本酒成分を含む化粧品に関する英文記事
の読解 (2)

日本酒有効成分の化粧品への応用に関する英文記事を読み、専門分野の英語表現を学び、内
容を理解する。

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

バイオテクノロジーの分野では国際的な視野が求められる。よって、この分野を学習するためには、英語を習得すること
は必須である。そこで、醸造発酵、化粧品開発コース3年生の前期は、専門分野（醸造発酵、化粧品）関連の英文記事
や論文の読解、さらに、各自の卒業研究テーマの背景、目的、研究手法について英語で記述することを目的とする。こ
れらの読解力と英語での表現力を習得することで、卒業研究や就職先での英文の読解、作成に役立てる。

教育内容

前半は、醸造発酵と化粧品に関する英文教材（日本酒成分の化粧品開発への応用についての英文記事）を用いて読解
力をつけ、その後各自の卒業研究テーマの背景、目的、手法の英語での記述を試み、研究内容を英語で説明できるよ
うにする。後半では、各卒業研究に直接関連する英文記事、論文を教材として、より専門的な英文を読みこなす。授業
では、オリジナルのプリントを教材として学習する。

講義内容(シラバス）

科目名 科学英語 III 担当講師

（英名） English of Biotechnology Field III
松村　清隆

学科 バイオテクノロジー科3年制



３学年

回数

1

2

3

4

5

6 「意匠」、「意匠の登録要件」および「意匠権」について理解する

7

8

9

10

11

12

13

14

15

その他

到達目標

1．産業財産権法（特許法、実用新案法、意匠法、商標法）の保護対象、登録手続、権利の内容について理解する
2．「著作物」、「著作権」および「著作権の侵害、制限の内容」について理解する
3．不正競争防止法および独占禁止法と産業財産権法の関係を理解する
4．パリ条約と特許協力条約について理解する

評価方法
評価基準

課題と定期試験で評価する。
課題：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

知的財産管理技能検定３級公式テキスト（アップロード社）

教員紹介等

北海道大学大学院理学専攻博士課程修了後、北海道警察科学捜査研究所法医学に勤務。各種分析、実習に携わる。また、法規的な
ものにも精通している。

知的財産権に関する条約
「パリ条約」、「特許協力条約（ＰＣＴ）」および、その他の知的財産権に関連する条約について理
解する

定期試験

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：教科書の該当ページ、ノートおよび配付する講義資料を復習、理解する。

著作権法③ 「著作権の制限と侵害行為」および「著作隣接権」について理解する

関連するその他の法律①　 「不正競争防止法」について理解する

関連するその他の法律② 「独占禁止法」、「種苗法」および「弁理士法」について理解する

商標法② 「登録手続」と「商標権」について理解する

著作権法①　 「著作権法による保護対象」と「著作物」について理解する

著作権法② 「著作者人格権」と「著作権」について理解する

商標法① 「商標」と「登録要件」について理解する

法律とは何か 「法律」と「知的財産権の概念と理念」を理解する

特許法① 「特許」と「特許法による保護対象」について理解する

特許法② ｢特許要件｣と「出願手続」について理解する

特許法③ 「特許権」と「特許権侵害」について理解する

実用新案権　 「特許法との違い」と「実用新案法の特徴」を理解する

意匠法

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（　３０　時間）
選択・必修 必修

授業の目的

研究、製造などの現場において、様々な技術が用いられ、様々な権利が関わってくるようになっている。従って、自らを
護るためにも知的財産権の知識は重要になっている。そこで、この講義では、知的財産権に関する基礎を学び、知的財
産管理技能者検定３級の合格レベルを目指す。

教育内容

知的財産権の基礎知識を学ぶ

講義内容(シラバス）

科目名 知的財産管理技能検定3級講座 担当講師

（英名） 3rd grade Certified Specialist of Intellectual Property Management（administration）

初瀬　玲
学科 バイオテクノロジー科3年制



３学年

週

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

研究活動⑥

研究活動⑦

研究活動⑧

・計画に沿った研究活動を実施
・週間計画書、週間報告書による研究活動の検討

・産学協同研究先への結果報告（プレゼンーション含む）

研究活動②

研究活動⑤

研究活動③

研究活動④

研究活動⑨
中間発表に向けた研究成果のまとめ
要旨作成

中間発表
卒業研究前半のまとめのプレゼンテーション
研究の進め方の妥当性、課題抽出、他者が理解できるプレゼンテーションの実施

後期　実験計画作成 中間報告を踏まえて、後期研究活動方針の決定

教員紹介等

獣医師。日本食品分析センターにて各種分析業務、動物実験などを行ってきた。

準備学習
（予習・復習）

研究計画書　研究報告書による週単位の行動計画、実践、振り仮りを繰り返して、成果を出せるように準備をする。

到達目標 研究計画作成、研究活動、中間発表でのまとめ、研究方針の調整ができる。

評価方法
評価基準

評価表１（50点）＋報告書・計画書（20点）＋中間発表（30点）(計100点)
インターンシップ生：セルフマネジメント（30点）＋チームマネジメント（30点）＋実験技術・報告など（40点）
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

その他

研究計画② 産学協同先への研究計画プレゼンテーション

研究活動①
研究計画に沿って、物品購入
研究活動を開始する。

卒業研究の概要
卒魚研究の目的確認
卒業研究における運営のルール伝達
担当講師紹介

卒業研究グループつくり
卒業研究テーマの紹介（産学協同先　課題内容　学校指導講師）
学生希望調査　グリープつくり

研究計画①
研究計画作成
予算計画
学内プレゼン準備⇒　学校担当者へのプレゼンテーションによる研究開始の承認を受ける

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
１０単位

（３００時間）
選択・必修 必修

授業の目的

産業界に必要とされる自立した専門職業人となるための問題発見・調査・問題解決能力を身に付け、マナーとスキルを
習得し、実践する場として行う。

教育内容

１．現場で求められるコミュニケーションの実践
２．PDCAサイクルの実践
３．時間管理の徹底
４．報告、連絡、相談を行い、チームで成果をあげる意識を持つことと行動の実践

講義内容(シラバス）

項目

科目名 卒業研究Ⅰ 担当講師

（英名）  Graduation Research　Ⅰ
永井　武　ほか

（インターンシップ教育）学科 バイテクノロジー3年制



３学年

回数

1

2

3

4

5

6 ５Ｓ、安全、三現主義 法・連・相　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書

生産管理と品質管理　（講師編  ﾌﾟﾘﾝﾄ教材）
品質管理の基本（内田 治、日経文庫）

その他

教員紹介等

明治乳業株式会社本別工場長、東北工場長、東海明治株式会社代表取締役者著として従事した。

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：配付する講義資料を復習理解する。

到達目標

1. 生産管理の３要素を説明できる。
2. 管理のサイクルを説明できる。
3. 製造工程における原価管理を説明できる。
4. 品質管理の役割を説明できる。
5．ＱＣ七つ道具それぞれの特徴と利用法を説明できる。
6．試料のデータより母集団の良否を説明することができる。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

簡単な統計による品質管理（３） 工程検査に必要なＸ－Ｒ管理図を学習し、演習問題を実施する             　　　　　 ('51～54頁)

検査と品質保証 検査の定義と方法、品質保証について学ぶ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(63～72頁)

定期試験 毎回実施する小テストとこれをアレンジした問題をミックスして出題する。

ＱＣ七つ道具（その２） 演習問題によりパレート図、特性要因図、層別　散布図、グラフなどを学習する     (43～50頁)

簡単な統計による品質管理（１） 計量値と計数値を学び設問に答える。演習問題実施                                (55頁＆別資料)

簡単な統計による品質管理（２） 試料と母集団の関係を学習し、母集団の推定の演習問題を実施する　               (57～62頁)

品質管理の概要（その１） 定義、役割、概要と品質管理の歴史を学ぶ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　（27～30頁）

品質管理の概要（その２） デミングサイクル、ＱＣサークル活動を学習する                                           (31～37頁)

ＱＣ七つ道具（その１） 演習問題によりチェックシート、ヒストグラムを学習する                                   (38～42頁)

工程管理 工程とは？工程管理の目的、工程管理の機能を学ぶ　　　　　　　　　　　　           （12～16頁）

原価管理 原価管理とは何かを学習し、原価低減法を考える　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17～19頁）

生産＆品質管理の前提条件 　　　（２０～２６頁）

生産管理の概要 生産とは、管理とは、生産管理の３要素、生産管理の歴史を学ぶ　　　　　　　　　　   （3～5頁）

生産管理の基礎 生産管理の要点、管理のサイクル、「生産管理と品質管理」の関係を学習する　　　 （5～6頁）

生産組織 企業の形態、生産用語、工程図記号、生産性向上を学習する　　　　　　　            （7～11頁）

項目 　　　　　　　　　　　　　　　      　授業内容　　　　　　　　　（　　　　　　　）テキスト該当頁

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
必修 選択

授業の目的

企業にとって「生産管理と品質管理」は極めて重要課題である。本授業は職業人として特に求められる科目である。企
業のあらゆる部門において、必要とする基礎的項目の技法について出来る限り多くの実例と演習問題により習得するこ
とを目的としている。

教育内容

企業とはなにか？生産とは何か？品質とは何か？工程とは何か？原価とは何か？生産管理とは何か？品質管理とは
何か？　を説明する。これらに対応するための技法を各授業においてできる限り実例を交えて教育する。

講義内容(シラバス）

科目名 生産管理と品質管理 担当講師

（英名） Production Management & Quality Control

溝口　勝久
学科 バイオテクノロジー科3年制



３学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30

その他 自製資料をパワーポイントを使用して講義を行う。毎回、小テスト終了後に当日分のパワーポイント用資料を配布する。

到達目標

1.仕込工程(特に蛋白休止、糖化休止)の内容を理解している。
2.主発酵工程での酵母によるアルコール発酵の原理を説明できる。
3.ビール酵母の特性を理解している
4.後発酵工程の目的を理解している。
5.上面発酵と下面発酵の違いを理解している。

評価方法
評価基準

毎回の小テスト(7回)と定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書
自製資料

教員紹介等

農学博士。キリンビール研究所にて新商品開発や各種技術開発研究に従事。。

Ⅴ.ビールの保存と品質劣化
Ⅵ.ビールの栄養学

1.酸化臭.　　　　2.日光臭
.
1.ビールのカロリー　　2.アルコールの生体内代謝　　　3.ビールのプリン体

定期試験

準備学習
（予習・復習）

復習：各講義後に配布する資料に目を通し、復習・理解する。

Ⅳ.ビールの製造 1.仕込工程

Ⅳ.ビールの製造
2.発酵工程
（1）酵母　（2）主発酵

Ⅳ.ビールの製造

2.発酵工程
（2）主発酵(続き)　（3）後発酵
3.ろ過工程
4.パッケージング工程(容器充填工程)

Ⅰ.序論 1.ビールの歴史　（1）世界　（2）日本

Ⅰ.序論　　Ⅱ.ビール原料
2.ビールの種類　（1）世界のビール　（2）日本のビールの酒税法による分類
3.ビールの製造量　（1）世界　（2）日本
1.大麦　　　２.ホップ

Ⅱ.ビール原料　　Ⅲ.麦芽の製造(製麦)
3.用水　4.副原料
１.麦芽製造の目的
2.製麦工程

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
１単位

（１５時間）
選択・必修 選択

授業の目的
酒類の中でも最も代表的なビールについて、その製造工程、特に酵母による発酵工程を理解する。
併せて、他の酒類であるワインや清酒との製造法の共通点・違いを理解する。

教育内容 ビール(発泡酒、等を含む)の歴史、種類、原料、製造工程、品質、栄養学、等について体系的に学習する。

講義内容(シラバス）

科目名 酒類製造（ビール） 担当講師

（英名） Making of Beer
藤野　舜一

学科 バイオテクノロジー科3年制



３学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.1
6

17.18.19.2
0

21.22.23.2
4

25.26.27.2
8

29.30

その他

授業に積極的に参加する態度をもつことを受講上のルールとする。

到達目標

知識：清酒製造の専門用語（技術用語）の内容を正しく理解し、現場で操作や方法に充分に反映し対応できること。
態度：清酒製造や試験・研究のチームに積極的に参加し、協調して作業や操作の完遂に寄与できること。
技能：与えられた課題を調査・研究するとともに、創意工夫し、実行できる能力を持つこと。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと定期試験で評価する。
小テスト ： ＝ ２０ ： ８０
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

 【使用教科書】　小泉武夫編著　発酵食品学
【使用教材・参考書】　清酒製造及び焼酎製造に関するDVD（日本酒造組合中央会編）
 【プリント（補助教材）】　酒類製造－清酒・焼酎 補足資料（都度作成して配布）

教員紹介等

農学博士。元国税庁醸造研究所長。元日本醸造協会理事長などを歴任。日本醸造協会非常勤顧問

焼酎－I

　焼酎製造の概略と周辺知識について学ぶ
① 酒税法による焼酎の定義、② 焼酎の歴史、
③ 製造工程概観、④ 関与する微生物、⑤ 原料と処理、⑥ 蒸留機

焼酎－II
　製造工程各論ほか
① 製麹、② 一次仕込みと二次仕込み、③ 蒸留法、 ④ 貯蔵、
　⑤ 成分と香味、⑥ 焼酎の利用と効能、⑦ 保管

準備学習
（予習・復習）

予習に重点をおいた授業を行う。教科書の該当ページを読んでおくことを学生に義務づけ、授業にあたって教師が教科書に沿った質
問／関連する質問を出し、学生が答える方式により、質疑応答を発展させることにより、学生に主体を持たせる授業を進める。

酒母工程と清酒酵母
酒母の育成工程とその原理、及び酒母工程に関与する微生物について学ぶ
① 酒母の意義、② 生もとと速醸酒母、③ 乳酸菌、
④ 清酒酵母とアルコール発酵の生化学

もろみ工程と微生物の増殖

もろみ工程と微生物の増殖について学ぶ
① 三段仕込みとそのからくり、② 仕込配合、
③ 微生物の増殖とその数量的取扱い、環境因子
④ 並行複発酵と発酵管理、⑤ 関連事項

上槽工程と製成工程
上槽工程から製品化までの工程について学ぶ
① 上槽方法と酒粕、② 滓引き、ろ過、　③ 火入れ、④ 貯蔵と熟成、
⑤ 調合と割水、成分変化の算出法、⑥ 酒質の評価（唎酒）方法

　清酒製造概論
清酒製造技術の習得にあたって必要な周辺知識を学ぶ
① 酒税法による清酒の定義　② 酒造業界の現状
③ 清酒製造技術の歴史　④ 清酒製造工程の概略

原料及び原料処理工程
原料とその処理工程の知識と技術を学ぶ
① 米の性質と酒造米としての適性　　② 醸造用水とその処理法、③ 精米方法、
④ 洗米、漬浸、蒸きょうの知識と技術

製麹工程と麹菌

製麹技術と麹菌の性質を学ぶ
① 麹菌性質（黄麹菌の他に白麹菌、黒麹菌にもふれる）　　② 製麹工程の概要とその管理の
要点
③ 麹菌の酵素（糖化酵素を中心に）、④ 麹の鑑定法

項目 授業内容

開講区分 　　 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
１単位

（１５時間 ）
選択・必修 選択

授業の目的

・清酒製造に関する各工程の意義を理解すると共に、原材料の知識とその品質を評価し、製造現場で管理できること。
・各工程における基本的な製造管理ができること。
・関連する蒸留酒である焼酎についても基礎的な知識を習得する。

教育内容

清酒製造工程を体系的に学ぶとともに、関連する微生物である麹菌、清酒酵母、及び乳酸菌の性質と基礎的な取扱い
技術を学ぶ。 また、製麹、酒母、及びもろみの各製造工程における発酵管理の要点を学ぶ。さらに、周辺知識として、清
酒及び焼酎製造の歴史とわが国における酒造業界の現状を学ぶ。

講義内容(シラバス）

科目名 　　酒類製造（清酒） 担当講師

（英名）      Making of seishu
石川雄章

学科 バイオテクノロジー科3年制



３学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

準備学習
（予習・復習）

日常生活で疑問に思うことを見つけ、授業で質問する。

到達目標

自己覚知と心のクセを知り、論理的に考えられるようになる。
マーケテイングマネジメントを学び、自分と言うフィルターを通して表現できるようになる。

評価方法
評価基準

・評価は、筆記試験で行う。　　・授業内で学んだ知識を確認する。
・定期試験は、６０分とし、終了後解説をおこなう。
・筆記試験は、中間テスト（４０点）　期末テスト（６０点）の合計１００点で評価する。
・評価は、学則規定に準ずる。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

教員紹介等

両国あんこあられ本舗（菓子企画製造）取締役として数々の新商品を開発販売

使用教科書
教材

参考書

授業ごとに必要に応じて資料配布

その他

基本的には1回ごとに完結する内容で行うが、過去の授業内容を元にステップアップしつつ行うため、毎回確実に内容を身に着ける
ことを心がけること。

戦略と戦術

ドトールの歴史と戦略戦術を知り、学び活用できるようになった。
（ブルーオーシャン・マーケティング3.0）
スタバックス・ＵＣＣの歴史と戦略戦術を知り、学び活用できるようになった。
（宣伝広告戦略・ネガティブキャンペーン・顧客を創造する）

新しいビジネスとマーケティング
アイドリングビジネスを学び理解し戦術戦略が立てられる。
顧客は、お金を出して何を買っているのかを学び、戦略戦術が立てられる。　　らしさを分析す
る。

自分自身の市場価値
自分自身をマーケティングし、自分独自の価値を確認する。
社会に出ての価値をしり、伝えられる。

財務と経理
お金の流れ予算枠のとり方を学び、決められた予算で最大の結果を出す
①マーケティング基礎ファイブフォース・バリューチェーンについて学ぶ。
②勘定科目の内容とストラック表の意味を理解する。

戦略と戦術
競争戦略を学ぶ。ブックオフの過去・現在・未来を学ぶ。
プロモーション戦略とマーケティングミックスを学ぶ。例：はなまるうどん
戦略戦術が立てられるようになる。

戦略と戦術
セブンカフェの歴史と戦略戦術を知り、学び活用できるようになった。
（あきらめない・ドミナント戦略）
ネスレの歴史と戦略戦術を知り、学び活用できるようになった。（ジレット戦略）

心と体の健康基礎知識
心理学

心の健康・身体的健康について学ぶ。
心理学の基礎を学ぶ。

ファイブフォース＆
バリュープロポジション

マイケルポーター　ファイブフォース・バリューチェーンについて学ぶ。
①バリュープロポジションとは何か学び理解する。
②マーケティングの中核・実体・付属機能について学ぶ。
戦略戦術が立てられるようになる。

マーケティング基礎
キャズム理論・ランチェスター戦略・顧客満足度・価格戦略・支払いシステムの変化
①特許出願・特許申請・商標登録の仕方、必要性を学ぶ。
②ヤクザ・クレーマーの対処方法を学ぶ。（内側の人・外側の人）

達成の仕方
学んだことや、伝えたいことを相手に伝えるための技術を学ぶ。
プレゼンテーション技術を習得する。小テスト（授業プリント提出）
学んだマーケティングの知識を、表現する技術を身に付ける。

人脈
人脈の整理の仕方・つくり方を学び実行に移せるようになる。
チーム作り、エンロール、相乗効果について学び、実践できるようになる。

お金のルールと収入の種類
収入の種類によって価値観がどのように違ってくるかを学び理解する。
小テスト（授業プリント提出）＜お金の流れの基礎知識編＞
勘定科目の内容とストラック表の意味を理解する。

マーケティングの基礎

講師自己紹介・目標の重要性を学び、たてられるようになる。
マーケティングをなぜ学ぶのか必要性を理解する。
目標の重要性を学び、たてられるようになる。目標達成のためにマーケティング技術がどのよ
うに必要か理解する。

目標
設定した目標の達成方法を学び実行できるようになる。
小テスト（授業プリント提出）
お酒類の流通を整理する。（国内・国外）

自己覚知
自己覚知・自分がどんな心のクセ・考え方のクセを持っているか知る。
マーケティングを学び、組み立てていく中で、偏りが無いようにする。

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

創業100年の老舗の三代目として、経営をし、また多岐にわたりビジネスを立ち上げ（国内・インド・フィリピン・中国・モル
ディブ・タイなど）現在に至る法人である。流通業界では様々な仕入れ販売の経営経験を持ち、一部上場企業メーカー
勤務では、製造から営業経験をし、現在3社を経営するオーナーがマーケティングマネジメントをわかりやすく講義しま
す。

教育内容

前半の７回は、基礎編で、世の中のルールを学び、自己研鑽出来る方法を学び、学んだマーケティングの知識を正しく
表現できる土台をつくる。
後半の７回は、コトラーのマーケティング・ポーターの戦略・ドラッカーのマネジメントを学ぶ。実例として、カフェ業界の過
去現在未来を学び、論理的に考える力を身につける。

講義内容(シラバス）

科目名 マーケティング 担当講師

（英名） Marketing
(有)両国あんこあられ本舗

岩佐　浩之学科 バイオテクノロジー科3年制



３学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書

その他

パワーポイントにより授業を進める。
実際の現場での事例を伝える。

教員紹介等

ツムラ中央研究所研究部長として全体の統括と実際の研究開発を行う。現在は、フェロー二ア（化粧品製造販売）取締役

準備学習
（予習・復習）

　

到達目標
化粧品開発製造販売が関連する法規がわかる。
各商品の処方・製法が想像できる。
企業人とhして求められる資質がわかる

評価方法
評価基準

定期試験80点　小テスト20点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

販売後のフォロー GVP、クレーム対応法、PL法、Q&Ano例　商品サイクル、商品改良

企業が求める人材 企業目的　経営理念　組織　市場競争　目標管理　求められる研究技術者・能力

定期試験 　

製剤研究⑥
その他商品の処方・製法
アトピー用、ベビー用、BBクリーム、ハンドクリーム、スリミング、ホットジェルなど
化粧品をチャック

容器包材検討・有効性評価・安定性評
価
安全性評価①

GMP、生産管理、品質管理

容器包材検討・有効性評価・安定性評
価
安全性評価②

現場での実例について、その原因を考える

製剤研究③
皮膚の構造　化粧品の構成成分、界面活性剤、光老化のメカニズム

製剤研究④
スキンケア商品の処方・製法
クレンジング　洗顔　ローション　ミルク　クリーム　エッセンス　パック　ホワイトニングなど

製剤研究⑤
ヘアーの構造・育毛剤の開発
ヘアー商品の処方・製法

開発プロセス②
OEMにおける開フロー、市場規模、自社の強みと弱み
三大研究テーマ、スキンケア開発事例(4例）

製剤研究①
最近注目の化粧品原料、ビオファンゴ（泥パックの開発）
メイク商品の処方・製法
口紅　ファンデーション　アイ関連　ネイルなど

製剤研究②
ボディメイク商品の処方・製法
ローション　ミルク　入浴剤など

関連法規① 化粧品の定義・種類・効能効果、化粧品基準、表示事項

関連法規② 化粧品製造業・製造販売業、GQP・GVP,製造販売業許可例、OEM製造、化粧品・原料の輸出入

開発プロセス① プロセスフロー、商品コンセプト等マーケィングに必要な事項と研究の分類

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

化粧品業界において商品を開発、製造、販売は、それぞれ多くの法律が関与している。それらを知った上で、消費者の
ニーズにあった商品をつくることが望ましい。したがって、市場の動向をつかみ、規則、法令に準じて新商品を開発する
ための知識をもつ。

教育内容

化粧品に関連する法令、規則を把握した上で、開発のプロセスにおけるマーケティングに必要な事項および商品別の処
方、製法等研究開発のポイントについて経験事例をあげて講義する。また、企業が求める研究開発者像を提起する。

講義内容(シラバス）

科目名 マーケティングと化粧品開発 担当講師

（英名） Marketing　and　Cosmetics　Development
川崎　義巳

学科 バイオテクノロジー科3年制



３学年

回数

1

2

3

4

5 製造のどこから納税の義務が発生するかを学ぶ。

6

7

8

その他

教員紹介等

農学博士。元国税庁醸造研究所長。元日本醸造協会理事長などを歴任。日本醸造協会非常勤顧問

到達目標 酒類製造の基本的過程がわかり、酒税法に沿った、申告、記帳、原料・商品管理がわかる

評価方法
評価基準

小テスト　20点　　　定期試験　80点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

図解　酒税（一般社団大蔵財務協会）
関連資料を配布する

酒類業者の義務

品目の表示義務　酒類の表示の基準

準備学習
（予習・復習）

酒類容器

定期試験

酒税の概要と酒類の定義

酒類の種類
酒類の品目①

酒類の品目②

免許

納税の義務

酒類製造免許　酒母製造免許　酒類販売免許

記帳義務　届出義務　申告義務
記帳の基本を演習で実践する

酒税法の特色、酒類の定義と酒類製造および酒税における用語を学ぶ。

酒税法における酒類の製造による分類を整理する。
酒類の品目とその内容を学ぶ。（清酒　しょうちゅう　ビール）

酒類の品目とその内容を学ぶ。（果実酒　ウィスキー　リキュール）

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
１単位

（　１５時間）
選択・必修 選択

授業の目的

酒類の製造現場では、製品の質にこだわりながら”つくり”を進める。一方、”酒”となったところから酒税が絡む。そのた
め、現場では原料の納品から商品を出荷してからも酒税に関する知識があることで、記録をつけることの重要性も意識
できる。
どのような現場に行くにしろ、酒の関わる現場で仕事をするために酒税の基礎知識を持つことを目的とする。

教育内容

酒税に関する概要から酒類業者の義務を中心に講義を行う。途中、記帳の演習等も行う。

講義内容(シラバス）

項目

科目名 酒税法 担当講師

（英名） Liquor　Tax　Law
石川　雄章

学科 バイオテクノロジー科3年制



３学年

回数

1

2

3

4

5

6 食品加工の技術（物理的、化学的、生物的）について具体的な手法と用途（目的）

7

8

9

10

11

12

13

14

15

その他

授業中、本教科の授業項目についての調査目的に限り、スマートフォン使用可。

到達目標

食品開発の流れを理解し、説明できる
食品開発に必要な技術（原材料、加工技術、包装技術）、関連知識（表示、法規、マーケティングなど）を理解し説明できる
習得した知識を実際にケーススタディで応用できる

評価方法
評価基準

定期試験８０％、小テスト２０％
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

教科書：なし（授業の項目毎に講義資料を配布）
参考書：食品加工学-加工から保蔵まで-（共立出版）
　　　　　食品表示検定認定テキスト認定テキスト初級（ダイアモンド社）
　　　　　新・食品衛生学（恒星社厚生閣）

教員紹介等

日清製粉食品研究所にて研究開発を統括した後、日清製粉グループ本社基礎研究所研究参与としてグループ全体の研究開発に携
わる。現在、白井食品技術事務所代表として食品関係のさまざま業務を行う。

食品関連法規
今後の食品開発の課題

食品表示法以外の食品関連法規と今後の食品開発の課題と動向

定期試験

準備学習
（予習・復習）

予習：市場（スーパー、ＣＶＳ）の加工食品にどのような原材料、加工技術が使われているのかなど「食品開発」を学ぶ立場で考える習
慣をつける
復習：配布する資料を復習理解する

食品の表示② 具体的な加工食品（例）を挙げ、どの様な表示が必要かを学ぶ （演習）

製品製造と原価計算、品質管理① 製造フロー（製造設備、製造条件）の作成法、原価計算、品質管理方法

製品製造と原価計算、品質管理② 具体的な加工食品（例）を挙げて製造フロー、原価計算を行う （演習）

食品の包装技術 加工食品の流通方式による包装の特徴と包装材料、包装機械

食品の保存性、安全性 食品の劣化原因（生物的、物理的、化学的、酵素的）とその制御、安全性の担保方法

食品の表示① 新しい食品表示制度（食品表示法）に基づく表示ルール

食品の加工技術② 具体的な加工食品（例）を挙げ、どの様な原料と加工技術が用いられるかを学ぶ （演習）

食品産業の実状と食品開発の歴史 授業のガイダンス。日本国内、世界の食品産業の現状と加工食品の歴史

食品開発の事例 近年の食品開発事例（一般消費者向けヒット商品、新食品素材）とそのコンセプトと技術

食品開発手順と商品コンセプト① 食品開発手順（一般食品、健康食品）と商品コンセプトの作成

食品開発手順と商品コンセプト② 食品開発手順（一般食品、健康食品）と商品コンセプトの作成 （演習）

食品原料と新素材 加工食品、健康食品に用いられる食品素材、添加物、健康食品素材

食品の加工技術①

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的
食品の商品開発の進め方について、発想から商品化に至るまでの各プロセスに必要な実践的な知識を学ぶ。開発技術
者だけでなく、食品業界で生産、品質管理、販売に携わる全ての技術系社員にとっても必要な知識を身に着ける。

教育内容 実際に企業で行われている食品の商品開発のプロセスに沿った形で、各プロセスに必要な知識を最新の情報を交えて
学ぶ。得られた知識を基に実践を想定したグループ演習を行い、知識の定着をはかる。

講義内容(シラバス）

科目名 食品開発 担当講師

（英名） Ｆｏｏｄ　development
白井　裕

学科 バイオテクノロジー科3年制



２学年

回数

1,2

3,4

5,6

7,8

9,10

11,12

13,14

15

その他

到達目標

１．香粧品に配合される原料、成分の種類と役割を理解し、説明できる。
２．香粧品に配合される成分の名称から、その働きや化学構造を判断できる。
３．化粧品と医薬部外品の成分名称の違いを理解し、区別できる。
４．チーム課題に参加して意見を述べ、チームとしての意見を纏めたり発表したりできる。

評価方法
評価基準

毎回の小テスト（化粧品産業技術展見学ではレポート課題）とチーム課題及び定期試験で評価する。
小テストとチーム課題：定期試験＝２０：８０（小テスト＝１３点×６回、チーム課題＝２～１点×６回、レポート課題１５点）
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

教科書：新化粧品学（南山堂）
参考書：基礎から応用までよくわかる！化粧品ハンドブック（薬事日報社）

教員紹介等

ポーラ化成工業研究技術情報部長、研究企画部障害担当部長として研究開発業務尾よりその統括者として勤務。その後、常務監査
役。

香粧品の薬剤
皮膚用、頭皮・頭髪用薬剤等の種類と化学構造について学び、その役割と化学的特性を理解す
る。香粧品の製造と販売、成分名称の仕組み、業界組織を再確認する。

定期試験 筆記試験（６０分）

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：講義時に各自がノートに記載した内容を復習理解する。

化粧品産業技術展見学
化粧品開発において有用な原料・技術・サービスが一堂に集まる場である化粧品産業技術を見
学することで　化粧品産業に関わるあらゆる製品・技術を体感する。

色材類
化粧品に使用する色材類の種類と化学構造について学び、その役割と化学的特性を理解す
る。

化粧品の安定化剤
化粧品に使用する酸化防止剤、防腐剤、殺菌剤、紫外線吸収剤等の種類と化学構造について
学び、その役割と化学的特性を理解する。

油性成分
化粧品に使用する成分の全体像と油性成分の種類及び化学構造について学び、その働きを理
解する。皮脂の働きを理解し、皮脂の組成を把握する。

水と水溶性成分
化粧品に使用する水と主な水溶性成分について学ぶ。保湿剤や水溶性高分子の種類、化学構
造について学び、役割と化学的特性を理解する。

界面活性剤
界面活性剤とは何かを理解する。化粧品に使用する界面活性剤の種類と化学構造について学
び、その役割と化学的特性を理解する。

項目 授業内容

開講区分 　　前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（　３０　時間）
選択・必修 選択

授業の目的

香粧品関連産業に携わるためには、香粧品に関わる専門的な技術の知識が必要である。本講義では、香粧品に配合さ
れる成分の種類と役割を学び、使用される原料についての知識を深めることで、香粧品の技術分野で仕事をする上での
土台をつくる。香粧品の内容物について語れることを意識したい。

教育内容

香粧品に配合される成分の種類と役割について学び、理解する。
香粧品に配合される成分の名称と化学構造について学ぶ。
香粧品に配合する原料と成分との関係を学び、理解する。
化粧品と医薬部外品の違い、香粧品の製造と販売、成分名称の仕組み、業界組織を再確認し、理解する。

講義内容(シラバス）

科目名 　　化粧品成分の化学 担当講師

（英名） 　　Chemistry of Cosmetic Ingredients
磯　敏明

学科 バイオテクノロジー科3年制



３学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書

新化粧品学（第２版）　光井武夫/編　　南山堂

その他

教員紹介等

ポラリス（化粧品製造販売）取締役

準備学習
（予習・復習）

実際に現場で使われる法律であり、申請する際に必要な内容となるので、授業後に必ず復習をし、あわせて、関連項目を調べる。

到達目標

①薬機法の概略がわかる。
②化粧品の製造、輸入、販売に関する法的手続きが、系統立ててわかる。必要な届出がわかる。
③薬事申請の必要事項がわかる。
④化粧品配合成分、医薬部外品成分に関わる法規がわかる。
⑤日本化粧品工業連合会（化粧品工業会）の自主基準がわかる。
⑥薬機法以外の化粧品に関わる法規がわかる。

評価方法
評価基準

２限分終了ごとに1回、筆記による小テストを実施する。試験は翌回最初に実施する。
小テストと定期試験をそれぞれ20点、80点として、評価を行う。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

化粧品が関わる法律（１）
①化粧品および医薬部外品の輸出入に関する法規を学ぶ。
②諸外国における化粧品の法規を学ぶ。

化粧品が関わる法律（２） ①薬事法以外の化粧品に関する法規を学ぶ。

定期試験 試験　と　解答解説

医薬部外品の配合成分に関する法規（２）
①医薬部外品の製造承認と製造認可を学ぶ。
②有効成分の効能効果の範囲を学ぶ。

日本化粧品工業連合会（化粧品工業
会）の自主基準（１）

①化粧品GMP（製造管理の基準）を学ぶ。

日本化粧品工業連合会（化粧品工業
会）の自主基準（２）

②化粧品および医薬部外品のGQP（品質管理の基準）を学ぶ。
③化粧品および医薬部外品のGVP（製造販売後安全管理の基準）を学ぶ。

化粧品の配合成分に関する法規（１）
①化粧品へ配合可能な成分、配合禁止成分を学ぶ。
②ネガティブリストとポジティブリストの活用を学ぶ。
③配合成分の規制緩和を学ぶ。

化粧品の配合成分に関する法規（２） ①全成分表示および表示名称登録、特殊化粧品、化粧品の効能効果の範囲を学ぶ。

医薬部外品の配合成分に関する法規（１） ①医薬部外品原料基準（外原規）、および新規成分の承認申請を学ぶ。

化粧品製造と薬機法（２）

①各々の業態許可について、必要性や許可条件について学習する。
②医薬品等の個々の商品の承認や許可や届出について、必要性や条件を学ぶ。

化粧品の申請と表示（１）
①各々の許可申請や届け出について、申請先や申請方法を学ぶ。
②薬事申請にかかわるテクニックや常套手法についても触れる。

化粧品の申請と表示（１）
①化粧品等における表示法について、各々の表示義務や表示禁止事項を学ぶ。
　　　　・　商品表示（責任表示）　容器または被包への記載事項
　　　　・　広告表示に関する法規

薬機法の概論（１）

①薬機法の概略とその意義、および目的を学ぶ。
②薬機法で定められている化粧品、医薬部外品、医薬品、医療用具、再生医療等製品、それぞ
れの定義を学習し、覚える。

薬機法の概論（２） ①化粧品に関わる仕事に従事する者が薬機法の知識を持つことのメリットとその重要性を学ぶ。

化粧品製造と薬機法（１）
①化粧品等を製造または輸入し、販売し、ユーザーの手に渡って使用された後まで、薬機法が関
わるシチュエーションを確認し、どこでどんな法的手続きが必要か、医薬品、医薬部外品、化粧
品、それぞれを系統立てて学ぶ。

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」（薬機法）がある。この法律は、化
粧品業界で仕事をする際に開発、製造、広告等で知っていることが必要なものである。現場で申請書類の作成や使用で
きる原料等に関して、法律でどのようになっているかを調べられるようにする。

教育内容

医薬品等における法規を定める薬機法の中で、化粧品および医薬部外品に関する部分を抜粋して学習する。化粧品開
発を行う上で知っておかなければならない、かつ昨今社会でも関心の高い「コンプライアンス」について認識と理解を深
める。

講義内容(シラバス）

科目名 化粧品の薬事法 担当講師

（英名） Pharmaceuticals and Medical Devices Law　of  Cosmetic
黒部　耕司

学科 バイオテクノロジー科3年制



３学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 膜処理技術　膜処理技術の実用②

13

14

15

使用教科書
教材

参考書

　「図解　水処理技術のきそ」(中村日出夫・田村真紀夫　日刊工業新聞社)

その他

教員紹介等

理学博士。マサチューセッツ工科大学物理科研究員として研究に従事。元熊本大学理学部教授。

準備学習
（予習・復習）

教科書に沿った授業を行う。
事前に該当するところを読み、授業に望んで欲しい

到達目標 現代の水処理技術の基本がわかる

評価方法
評価基準

試験規定に基づき　小テスト20点　定期試験80点とする
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

膜処理技術　膜処理技術の課題と将来
①

省エネルギーと膜の汚染防止技術
期待される耐酸化剤性の逆浸透膜
水処理以外の分野で期待される革新的な膜

膜処理技術　膜処理技術の課題と将来
②

正浸透現象（Fo：Forward osmosis）の利用
世界規格と標準化に対する日本の貢献

定期試験 　

膜処理技術　膜処理技術の基礎②

製膜方法と膜断面の構造
膜エレメント・膜モジュールの構造
膜装置を検討する
膜を用いた浄水処理
膜による海水淡水化

膜処理技術　膜処理技術の実用①
膜を用いた浄水処理
膜による海水淡水化

廃水処理に使われる膜装置
電子産業用超純水
その他の応用用途

水処理技術　生物学的有機物処理技術
①

生物処理とは
好気性生物処理法と好気性生物処理装置

水処理技術　生物学的有機物処理技術
② 嫌気性生物処理法と嫌気性生物処理装置

膜処理技術　膜処理技術の基礎①
「マク」とは何か
膜分離技術の特徴
膜の分類

水処理技術　　固液分離技術　② 沈殿と沈殿装置
ろ過とろ過装置

水処理技術　溶解性物質の分離技術①
水に溶解しているものの除去
析出処理
吸着とは

水処理技術　溶解性物質の分離技術②
活性炭吸着装置
イオン交換とイオン交換装置
蒸発法

水処理の基礎 水処理及び廃水処理の実際

水の品質（性格）
水の指標とは
世界の水の水質
処理目的別水質
水質分析の項目

水処理技術　　固液分離技術　① 水に懸濁しているものの除去
凝集と凝集装置

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

廃液の処理法は様々であるが、その方法は日々進んでいる。企業における廃水処理の原理を知ることは、現場におけ
る業務に必須である。そこで、講義では廃水処理の基本原理と応用学ぶ。

教育内容

　生活及び産業活動により生ずる廃水の処理は、飲料水等の確保、健全な水質確保に基づく環境保全から重要な問題
である。現代廃水処理技術の基礎を解説・講義する。

講義内容(シラバス）

科目名 廃水処理論 担当講師

（英名） Waste Water　Disposal　Theory
市村　憲司

学科 バイオテクノロジー科3年制



３学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書

「図解　公害防止管理者　国家試験合　基礎講座　水質編」　一般社団法人　産業環境管理協会
「新・公害防止の技術と法規　水質編」　一般社団法人　産業環境管理協会

その他

教員紹介等

学術修士。放送大学大学院教育支援者。水質関係第1種公害防止管理者。

準備学習
（予習・復習）

予習は必須でないが、復習をしていただきたい。殊に授業で取り上げた問題について、正解を迷わず選び、またその理由を簡単に答
えられることが望ましい。そのための確認も兼ね、小テストは原則として授業の翌週に行う。

到達目標
問題演習を通して、国家試験で出題される領域の知識を確実に身につけ、解き方に習熟することにより、各科目の国家試験の合格基
準点（60％）をクリアできるようにする。

評価方法
評価基準

小テスト20％、定期テスト80％。　合計点60％以上を合格とする。夏季休業などに課した宿題を提出した場合には、定期テストの評価
に最大20％まで算入して評価する可能性がある。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

≪公害総論≫
環境基本法、循環型社会形成関連法

小テスト
環境基本法、循環型社会形成推進基本法などについて問題を解き、正解を確認する。

各種関連法、最近の問題、環境手法、
国際協力

小テスト。廃棄物、化学物質、地球環境、最近の環境問題、環境手法、国際協力について問題を
解き、正解を確認する。

定期試験 水質有害物質特論を中心として、汚水処理特論、水質概論、公害総論からも出題

生物処理法、処理装置の維持管理
小テスト。生物酸化池、生物膜、嫌気消化、脱窒素、脱りん、汚泥の処理、施設の管理の問題を
解き、正解を確認する。

≪水質概論≫
法規、環境基準、汚濁の現状

小テスト。水質環境基準、水質汚濁防止法、公害防止管理者法、汚濁の現状について問題を解
き、正解を確認する。

汚濁の発生源、汚濁機構、影響、対策
小テスト。発生源、汚濁機構、富栄養化、水生生物、地下水汚染、汚濁防止対策について問題を
解き、正解を確認する。

・有機有害物質測定技術
・BOD、COD、全窒素、全りんの分析

小テスト。有機有害物質の測定や分析について、問題を解く、講義を通して理解する、正解を確
認する。≪汚水処理特論≫分野の分析方法について問題を解き、正解を確認する。

≪汚水処理特論≫
汚水処理計画、物理化学処理

小テスト。沈降、凝集、浮上、ろ過、pH調整、酸化還元、活性炭吸着、イオン交換、膜分離などの
問題を解き、正解を確認する。

沈澱池および活性汚泥法
小テスト。沈澱池に関する計算、活性汚泥法について、活性汚泥法の指標に関する計算の問題
を解き、正解を確認する。

８－７ほう素　８－８ふっ素
８－９シアン

小テスト
各有害物質の処理と測定について、問題を解く、講義を通して理解する、正解を確認する。

８－１０アンモニア・亜硝酸・硝酸

８－１１有機塩素系化合物
小テスト
各有害物質の処理と測定について、問題を解く、講義を通して理解する、正解を確認する。

森ヶ崎水再生センター見学
森ヶ崎水再生センターで、ビデオ、講義、現場見学により、生物処理について学ぶ。
また、案内役の方から職務についてお話を伺い、疑問点などを質問する。

（教科書単元番号）
８－１重金属排水の処理技術

≪水質有害物質特論≫
重金属の一般的な処理技術についての問題を解く、講義を通して理解する、正解を確認する。

８－２カドミウム・鉛
８－３クロム（Ⅵ）

小テスト
各有害物質の処理と測定について、問題を解く、講義を通して理解する、正解を確認する。

８－４水銀　８－５ひ素
８－６セレン

小テスト
各有害物質の処理と測定について、問題を解く、講義を通して理解する、正解を確認する。

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 演習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

第3学年で水質2種公害防止管理者の国家試験に首尾よく合格することを目指す。また水質管理の仕事への理解や意
識を高める。
途中1回の現場見学をはさみ、水質2種の取得に必要な4科目のうち「水質有害物質特論」について学び第2学年で学習
した3科目の演習を行う。

教育内容

全14回の授業は、次のような内訳とする。
公害防止管理者水質2種国家試験科目の「水質有害物質特論」について、有害物質の処理技術と分析手法についての
理解を深めるとともに問題演習を通して解き方を身につける。（計6回）　森ヶ崎水再生センターを見学することにより、主
に「汚水処理特論」で取り上げられる手法を実際に確認するとともに、水質管理の現場で働くことについての意識を高め
る。（1回）　「汚水処理特論」、「水質概論」「公害総論」の問題演習を行う。（計7回）

科目名 水質2種公害防止管理者講座 Ⅲ 担当講師

（英名） Manager in Charge of Pollution Control Ⅲ
垣谷　江里子

学科 バイオテクノロジー科3年制



２、３学年

回数

1

2

3

4

5

6 陽イオンの系統的な定性分析手法を習得するための実習

7

8

9

10

11

12

13

14

15

その他

到達目標
各種金属イオンを含む水溶液の定性分析を行えるようになる。
酸化還元滴定法による定量分析を行えるようになる。
化学分析に関わる基礎知識を取得する。

評価方法
評価基準

出席数、レポート、定期試験、実習態度等にて総合的に評価する。
定期試験：筆記試験有り
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

配布資料
『図解とフローチャートによる定性分析（第二版）』　（技報堂出版）
『図解とフローチャートによる定量分析（第二版）』　（技報堂出版）

教員紹介等

工学博士。アメリカオハイオ州マイアミ大学理学部化学科研究員、コーニングジャパンインコーポレイテッド研究所研究員、財団法人産
業創造研究所原子力化学工学センター首席研究員などを経て現在、東京工業大学名誉教授・研究員。分析化学技能士委員

定性分析 陽イオンの系統的な定性分析手法を習得するための実習

定期試験 筆記試験

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：教科書、配付する講義資料等用い、復習理解する。

定量分析 酸化還元滴定法を習得するための実習

学科試験対策 過去問題、予想問題を例とした基礎知識の整理

定性分析 陽イオンの系統的な定性分析手法を習得するための実習

学科試験演習 模擬試験

定性分析 陽イオンの系統的な定性分析手法を習得するための実習

定性分析 陽イオンの系統的な定性分析手法を習得するための実習

学科試験対策 過去問題を例とした基礎知識の習得

本科目の概要 本科目の目的、習得すべき内容、化学分析技能検定試験の説明。

定性・定量分析用試料の調製 定性分析、定量分析に用いる試料、器具の準備。

定量分析 酸化還元滴定法を習得するための講義と実習

定量分析 酸化還元滴定法を習得するための実習

定性分析 陽イオンの系統的な定性分析手法を習得するための講義と実習

定性分析

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義　演習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的
基本となる定性分析および定量分析手法につき、その原理と分析技能を習得する。
（本講座は２級化学分析の技能検定試験対策を主目的とする）

教育内容
第１属から第6属に属する陽イオンの定性分析法の原理と分析操作手順につき、講義と演習にて学ぶ。
定量分析法の基礎である酸化還元滴定法の原理と分析操作手順につき、講義と演習にて学ぶ。

講義内容(シラバス）

科目名 化学演習　Ⅱ 担当講師

（英名） Practice of Chemical Analysis Technique　Ⅱ
池田泰久

学科 バイオテクノロジー科3年制



３学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

その他

到達目標

1. 品質の定義、品質に関する問題と課題、品質管理活動の基本がわかる。
2. QCD+PSMEとは何か、３ムとは何を指すか、品質優先の考え方・仕事の進め方はそれぞれどんなものか説明できる。
3. QCストーリーの内容、重点指向の考え方、標準化、検査について説明できる。
4. 工程（プロセス）、母集団とサンプル、データの種類、サンプルのとり方について説明できる。平均値、中央値、範囲を求めることが
できる。
5. パレート図、特性要因図、ヒストグラム、グラフについてそれぞれの特徴を説明できる。
6. 管理図、チェックシート、散布図、層別について説明できる。QC７つ道具の活用の仕方を説明できる。
7. ほうれんそう、５W１H、３現主義、5Sがそれぞれ何を示すのか、安全衛生の活動としてどんなものがあるかを説明できる。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

品質管理検定４級の手引き（ver.3.0)

教員紹介等

理学博士。本校職員

より良い製品づくりのための心構えと行動 ほうれんそう、５W１H、３現主義、マナー、安全衛生の活動を知る。

定期試験 ７回の学習内容について、記述式の試験を行う。

準備学習
（予習・復習）

プロセスとデータ
工程（プロセス）、母集団とサンプル、データの種類、サンプルのとり方、データのまとめ方を知
る。

QC７つ道具　その１ パレート図、特性要因図、ヒストグラム、グラフについて理解する。

QC７つ道具　その2 管理図、チェックシート、散布図、層別について理解し、QC７つ道具の活用法を知る。

品質管理活動の基本 品質の定義、品質に関する問題と課題、品質管理活動の基本について理解する。

総合的な品質と管理活動 総合的な品質(QCD+PSME）、改善の着眼点（３ム）、品質優先の考え方、仕事の進め方を知る。

QCストーリー 改善活動とQCストーリー、重点指向の考え方、標準化、検査の種類を知る。

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
１

（　１５　時間）
選択・必修 選択

授業の目的

企業の多くが実施している品質管理に関する基礎知識を学、日本規格協会グループの「品質管理検定（QC検定）4級の
合格を目指す。

教育内容

品質管理の考え方、管理活動、QC七つ道具などの品質管理における基礎的内容について、講義を行う。
また内容の理解度チェックと実際の資格試験の対策を兼ねて、品質管理検定4級の過去問の演習と解説も行う。

講義内容(シラバス）

科目名 品質管理概論 担当講師

（英名） Quality Control
小室　真保

学科 バイオテクノロジー科3年制



３学年

週

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

・研究計画に基づき、研究活動を進める
・週間計画書、週間報告書による研究活動の進捗、評価、見直しをしながら研究を進める
・産学協同先の求めに応じて、成果をプレゼンテーションし、評価を受けるとともに必要に応じ
て、研究の方向性を再検討する。

・研究成果を卒業論文にまとめる
・卒業研究の成果を他者に伝えるためのツールを作る。
・チームで研究成果を共有し、チームの誰もが他者に成果を伝えることができるようにする

研究活動①

研究活動②

研究活動③

研究活動④

研究活動⑤

研究活動⑥

研究活動⑦

使用教科書
教材

参考書

教員紹介等

永井　武）　獣医師。日本食品分析センターにて各種分析業務、動物実験などを行ってきた。
杉田　佑輔）　　高等学校理科１種免許。高等学校にて進路指導、産学協同のコーディネートなどをおこなう。

その他

準備学習
（予習・復習）

研究計画書　研究報告書による週単位の行動計画、実践、振り仮りを繰り返して、成果を出せるように準備をする。

到達目標
研究成果を論文（書く）、口頭発表（多数へのプレゼンテーション）、ポスターセッション（1対１のプレゼンテーション）ができる。
職業人として求められる挨拶、報告、連絡、相談ができる。
職業人としての立ち居振る舞いを意識できる。

評価方法
評価基準

評価表１（50点）＋報告書・計画書（10点）＋卒業研究学内発表会（20点）＋卒業論文（20点）（計 100点）
インターンシップ生：セルフマネジメント（30点）＋チームマネジメント（30点）＋実験技術・報告など（40点）
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

･下級生、保護者に対して研究成果を口頭発表する。
・利き手がわかるプレゼンテーション（多数に伝える）を実践する。

･企業、研究所、卒業生など東京バイオが関わる業界人にプレゼンテーションする。相手に合わ
せてプレゼンテーション、その場での問いに適切に回答することを実践する。ポスターセッション
によるプレゼンテーションを行う。

研究活動②

学内卒業研究発表会 

学外卒業研究発表会

研究活動⑩

研究活動⑪

研究活動⑫

研究活動⑧

研究活動⑨

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
１２単位

（３６０時間）
選択・必修 必修

項目

授業の目的

産業界に必要とされる自立した専門職業人となるための問題発見・調査・問題解決能力を身に付け、マナーとスキルを
習得し、実践する場として行う。

教育内容

１．現場で求められるコミュニケーションの実践
２．PDCAサイクルの実践
３．時間管理の徹底
４．報告、連絡、相談を行い、チームで成果をあげる意識を持つことと行動の実践

講義内容(シラバス）

科目名 卒業研究Ⅱ 担当講師

（英名）  Graduation Research　Ⅱ
永井武・杉田佑輔　ほか
（インターンシップ教育）学科 バイテクノロジー3年制


