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健康栄養学部１年生 カリキュラムオリエンテーション

スケジュールの変更について
説明の前に、、、

以下の日程を必ず確認してください

①オリエンテーション日程

②履修登録日程

③授業日程
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大学の授業とは①

１．自分で 時間割を作成

２．大学（教育支援課）に時間割を登録 ＝ 履修登録

３．授業を受けて内容を理解する・課題を提出する

４．試験を受ける

５．成績を確認する
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大学の授業とは②

学部のカリキュラムに合わせて授業科目を選択・履修し、
卒業に必要な単位を修得します

●履修登録をしないと、授業を受けても単位を修得できません

●出席日数が基準に満たない場合・課題を提出しない場合は、
試験を受ける資格を失います

●出席回数や課題の提出が基準を満たしていても、
試験の成績が悪い場合は単位を修得できません
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セメスター制度について

●１年間を春学期・秋学期に分け、各学期ごとに授業科目を
完結する制度。

1年次の春学期 → 1セメスター
1年次の秋学期 → 2セメスター

・
・
・

4年次の秋学期 → 8セメスター

『履修のてびき』
P. ８
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卒業に必要な単位数

卒業するためには4年以上在学し、下記の単位修得が必要

●教養教育科目 １６単位
●専門教育科目 １１４単位

合計 １３０単位

ただし、単純に１３０単位修得すれば良いわけではない！！
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『履修のてびき』
P. ３３
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教養教育科目

★A群：一般教養・・・・・・・・・４単位

★B群：専門基礎・・・・・・・・・４単位

★C群：外国語・・・・・・・・・・・４単位（必修２+選択２）

★D群：体育・情報処理・・・・４単位（必修３+選択１）

合計 １６単位
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『履修のてびき』
P. ３５
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『履修のてびき』
P. ３５

◎が付いているので必修科目

○の付いているセメスターから履修が可能

※○の付いたセメスターだけでしか履修が
できないないわけではありません！

奇数(1･3･5･7)のセメスターだけ○→春学期のみ開講
偶数(2･4･6･8)のセメスターだけ○→秋学期のみ開講
奇数・偶数の両方に○→春学期・秋学期どちらも開講

△は栄養教諭の必須科目
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専門教育科目

★ココロを育む科目・・・・・・・・・１０単位

★カラダを育む科目(必修)・・・・８２単位

★カラダを育む科目(選択)

★コース科目 １６単位

★ゼミナール科目

★キャリアアップ科目・・・・・・・・ ６単位

合計 １１４単位
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『履修のてびき』
P. ３６
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ココロを育む科目

●「ココロの面からも対応できる管理栄養士」の養成を
目的とした科目

●10単位の修得が必要
→すべて2単位の科目のため、5科目の修得が必要

注意！
◆「コミュニケーション論」「サプリメントと健康」は

秋学期の開講に変更となります

◆「代替医療論」は今年度非開講となります
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『履修のてびき』
P. ３６
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カラダを育む科目

●「疾病の予防、早期発見、回復の各観点から高い
専門知識を有する管理栄養士」の養成を目的とした科目

●選択科目（「総合演習Ⅲ」「臨地実習Ⅳ」）を除く、
必修科目52科目・82単位すべての修得が必要

●「総合演習Ⅱ」「臨地実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」には
履修条件があります。
※条件は『履修のてびき』P.73参照
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『履修のてびき』
P. ３７，３８
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カラダを育む科目

●1年次の必修科目
春学期：4科目7単位 秋学期：10科目17単位
→合計：14科目24単位

●選択科目（「総合演習Ⅲ」「臨地実習Ⅳ」）の単位は
「コース科目」で必要な16単位の中にカウントされます。
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『履修のてびき』
P. ３７，３８
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コース科目

●健康栄養学部では3年次から3つのコースに分かれる
☆栄養教諭コース
☆健康栄養コース 2年次の10月頃に選択
☆臨床栄養コース

●「コース科目」は16単位の修得が必要。
（「カラダを育む科目」の選択科目、「ゼミナール科目」で

修得した単位も上記の16単位に含まれます）

●選択していないコースの科目も履修できますが、
卒業に必要な単位としてはカウントされません。
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『履修のてびき』
P. ３９
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ゼミナール科目

3年次「健康栄養演習」 4年次「卒業研究」

●複数の教員がそれぞれの専門分野で研究テーマを設定

●春学期と秋学期の1年間を通して開講

●選択科目（必修ではありません）

●例年2月に授業の概要と研究テーマの説明会を実施

●「卒業研究」には履修条件があります（『履修のてびき』P.73参照）

●修得した単位は「コース科目」で必要な16単位にカウントされます
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『履修のてびき』
P.４２
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キャリアアップ科目

●管理栄養士に求められる高い専門知識と技能を
身に着けるための科目

●「キャリアアップ演習A」～「キャリアアップ演習F」までの
全6科目で、すべて必修科目

●1年次春学期に「キャリアアップ演習A」を開講
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『履修のてびき』
P. ４２ ②
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教職科目
「教育原理」 「教職概論」 「教育心理学」
「特別支援教育概論」 「道徳教育・特別活動」
「総合的な学習の時間の指導法」 の6科目10単位

●栄養教諭一種免許を修得するため科目

●上記の6科目を栄養教諭コースの科目に加えて修得

●卒業に必要な単位にはカウントされません
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『履修のてびき』
P.４２ ③
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取得できる資格

①栄養士資格
学科の課程を卒業することで資格を取得

②管理栄養士資格
学科の課程を卒業することで、管理栄養士国家試験の
受験資格を取得（国家試験合格で資格取得）
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『履修のてびき』
P. ４３、４４
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取得できる資格
③栄養教諭一種免許

【取得条件】
■栄養教諭コースに所属する

■卒業に必要な130単位を修得

■栄養教諭一種免許の必修科目をすべて修得
（『履修のてびき』の科目表で△の付いた科目）

※免許の取得には別途費用が必要です。

※『履修のてびき』P.204からの健康栄養学部教職課程に
ついての説明も確認してください。
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『履修のてびき』
P. ４５
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取得できる資格

④食品衛生管理者および食品衛生監視員の任用資格

「カラダを育む科目」の必修科目39単位
（『履修のてびき』P.70参照）

＋
「基礎生物化学」の修得が必要

※取得を目指す人は「基礎生物化学」を忘れずに
履修しましょう。
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『履修のてびき』
P. ４５
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取得できる資格
⑤フードスペシャリスト資格

★フードスペシャリスト資格
★専門フードスペシャリスト（食品開発）資格
★専門フードスペシャリスト（食品流通・サービス）資格

【取得条件】
■規定科目（『履修のてびき』P.４６参照）を修得すること

■3年次、4年次の12月に行われる認定試験に合格すること

※別途費用が必要
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『履修のてびき』
P.４６
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履修登録

●春学期・秋学期の科目を春に登録します

●登録は「Ｂ！ｂｂ‘ｓ（ビブス）」を使用します

●春学期・秋学期合わせて１年間に４８単位まで履修できます
※教職科目は48単位に含まれません

●同一名称の科目の重複履修はできません

●一度単位を修得した科目の再履修はできません
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時間割の作成

●教育支援課ホームページで時間割の変更を確認してください

●必修科目を優先して履修してください

●必修科目はあらかじめクラスが指定されています
指定クラス以外での履修は認めません
3クラス合同で行う科目もあります（合併授業）

●履修する順番が決められている科目があります
（例）「英語Ⅰ」 ⇒ 「英語Ⅱ」

●なるべくパソコンから登録してください。
スマートフォン、タブレット端末は動作が保証されていません
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クラス分けについて

健康栄養学部１年生 カリキュラムオリエンテーション

学籍番号 クラス 担任教員

C1N11001～C0N11024 1Aクラス 秋吉 美穂子

C0N11025～C0N11050 1Bクラス 藤見 峰彦

C0N11051～C0N11074 1Cクラス 長瀬 香織

学籍番号 英会話クラス

C0N11001～C0N11012 1A前半

C0N11013～C0N11024 1A後半

C0N11025～C0N11036 1B前半

C0N11037～C0N11050 1B後半

C0N11051～C0N11062 1C前半

C0N11063～C0N11074 1C後半
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履修登録 【定員が設定されていない科目】

●抽選登録科目以外の全ての科目が対象です
（時間割冊子で定員欄に数字の入っていない科目）

●必修科目の一部は事前登録されていますが、
登録漏れがないか必ず確認してください

●事前に登録されている必修科目を削除しないでください

●履修登録期間中は、何度でも科目の修正が可能です

『時間割』巻末
P. ８
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抽選登録 【定員が設定されている科目】

●時間割冊子で定員欄に数字の入っている科目が対象

●登録者が定員を超えた場合は抽選で履修者を決定します

●１年生で履修可能な抽選登録科目は以下の５科目
「栄養情報」「英語Ⅰ」「中国語Ⅰ」「フランス語Ⅰ」「ドイツ語Ⅰ」
※「栄養情報」は秋学期の科目ですが、春学期に登録が必要

●抽選登録で当選した科目は、いかなる理由があっても
履修の取り消しはできません

『時間割』巻末
P. ４
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履修登録・抽選登録日程

●締切間近になるとアクセスしにくくなる場合があります

●できるだけ履修登録２回目までに時間割を確定してください

●相談は教育支援課の窓口へ！（電話はNG）

履修登録・抽選登録［1回目］ 4月1日（月）10：00～4月2日（火）23：59

抽選登録1回目結果発表 4月4日（木）10：00～

履修登録・抽選登録［2回目］ 4月4日（木）10：00～23：59

抽選登録2回目結果発表 4月6日（土）10：00～

履修修正期間［3回目］ 4月16日（火）10：00～4月17日（水）23：59

履修登録・抽選登録の
日程は現在調整中です。
日程が決まり次第
改めてお知らせします。
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時間割の確認

●抽選登録結果の発表後、決定した時間割を
確認してください

●確定した時間割は、必ず印刷して保存してください
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試験

定期試験
筆記試験・レポート・実技試験など
定期試験期間に実施
定期試験時間割・レポート論題等は1週間前に発表

追試験
正当な理由で定期試験を欠席した場合に受験可能
教育支援課での手続き、証明書（診断書等）提出が必要

【追試験受験が認められる場合】
忌引き、病気、災害、交通機関の不通、就職試験、
学外実習、裁判員制度

『履修のてびき』
P. １１
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成績発表

●所定の日時にＢ！ｂｂ‘ｓで成績を発表します

●一部の科目は履修登録学期と成績発表学期が異なります
必修科目 「総合演習Ⅰ」「総合演習Ⅱ」

「臨地実習Ⅰ」「臨地実習Ⅱ」「臨地実習Ⅲ」

選択科目 「総合演習Ⅲ」「臨地実習Ⅳ」

栄養教諭コース 「栄養教育実習」

『履修のてびき』
P. 13、38
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大学からのお知らせ

●文教大学湘南校舎教育支援課ホームページ

http://open.shonan.bunkyo.ac.jp/kyomu/index.htm

●Ｂ！ｂｂ‘ｓに掲載された情報は
「学籍番号＠bunkyo.ac.jp」に自動転送されます。
→スマホにアカウントの追加を！

『時間割』
P. ５

健康栄養学部１年生 カリキュラムオリエンテーション



00

集中講義について

●『時間割冊子』の曜日・時限の欄に“集中”と書かれた科目が対象

●複数科目を履修する場合は、日程が重複しないように履修すること
（日程が重複していてもエラーが出ないので注意！）

●集中講義の日程は教育支援課のホームページで確認

文教大学湘南校舎教育支援課ホームページ

http://open.shonan.bunkyo.ac.jp/kyomu/index.htm
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教育支援課

わからないことは
教育支援課までご相談ください



健康栄養学部
学生生活オリエンテーション

教育支援課





学生生活編
1. 学内施設案内

2. 学生証

3. B!bb’s・掲示板(安否確認システム)

4. 通学方法など

5. 喫煙・飲酒・薬物

6. 奨学金について

7. アパートでの一人暮らし

8. その他

9. 今後の予定



学内施設案内①
校舎案内

いまはココ

学生生活案内
8ページ



学内施設案内②
教室番号

１ ３ ０ １ 教室

１号館の・・・

３階の・・・

１番教室

学生生活案内
25ページ



学内施設案内③
事務局案内（主なもの）

文教サービス

購買部（ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ）、アパート紹介、旅行

教科書etc

学生生活案内
32ページ

教育支援課
授業、履修、成績、課外活動、奨学金などの
学生生活全般

保健センター 健康管理、カウンセリング相談に関すること

キャリア支援課 就職活動、進学に関すること

情報システム室 学内のＰＣ、ネットワークに関すること



学生証①
学生証の利用

•証明書の発行

•図書館（入館、貸出）

•試験（受験）

•その他

必ず常時携帯してください

学生生活案内
21～22ページ



学生証②
学籍番号

C1P41×××
学生生活案内
21～22ページ

入学年度 2021年度入学

個人番号

所属学科 P41 情報社会学科



スマホで受信し、
大学のメールを確実に確認！

Apple Store
Gmail

Google Play
Gmail

大学から付与されるメールアドレス

→ 学籍番号（小文字）@bunkyo.ac.jp

詳細は情報システム室の配布資料『情報システムの利用について』
を確認すること！



B!bb’s・掲示板
B!bb’s・掲示板

•履修登録

•休講確認

•呼び出し

etc

大事な情報が配信されます。
こまめに（毎日）チェックしてください。

学生生活案内
27ページ



学内情報システムのID・パスワード

学内情報システムのIDとパスワードについては
配布資料『学内情報システムのID及びPasswordについて』

をご覧ください



安否確認システム

①関東圏で震度５弱の地震が発生した場合、G-mailに
安否確認のメールが発信されます。

⇒時間割7ページ

②事前予告の後にテストメールを発信する場合があり
ます。

⇒学生生活案内27～28ページ参照

学生生活案内
27～28ページ



通学方法など

通学手段

①バス

②自転車⇒損害賠償責任保険に加入すること

③バイク⇒登録制

※自動車通学は禁止！

→バイク通学には事前登録が必要です

学生生活案内
10ページ

学生生活案内
8ページ



通学方法など

通学定期

・通学定期券（電車）の購入について

・神奈中バスの通学定期券（2WAYパス）

の補助について

学割証（年間10枚まで）

ＪＲで１００Ｋm以上の旅行 ２割引

学生生活案内
10ページ

学生生活案内
8ページ



喫煙・飲酒・薬物
学生生活案内
11ページ



奨学金・奨励金
学生生活案内
36～39ページ

 日本学生支援機構貸与型奨学金

貸与型。卒業後に返還が必要。

・高校で申込、予約採用候補者になっている方
・大学で初めて奨学金に出願希望の方

教育支援課ホームページで手続きの説明を公開中

配付資料
「2021年度 奨学金等の各種手続きについて」参照

 高等教育の修学支援制度

日本学生支援機構給付型奨学金と、
授業料等減免の対象となる制度。

 文教大学奨学金

給付制。返還は不要。

配付資料
「2021年度 奨学金等の各種手続きについて」参照

 チャレンジ育英制度

個人の活動に対して育英金を給付。

B!bb’sや教育支援課ホームページ等で案内予定



アパートでの一人暮らし
ゴミ出しについて

決められた日に決められた分別方法で！

一人暮らしの騒音問題

近隣の方々の迷惑にならないように。

マナーを守って生活してください！！



その他
盗難・落し物

貴重品の管理には十分気をつけてください

悪質商法に注意！

・オレオレ詐欺 ・訪問販売 ・キャッチセールス

・マルチ（マルチまがい）商法 ・ワンクリック詐欺 ・セミナー詐欺

カルト宗教の勧誘にも注意！

・イベント参加への呼びかけ ・活動宣伝のグッズ配布

・架空のサークルを名乗っての勧誘

ＳＮＳの利用について

学生生活案内
15～19ページ



今後の予定

健康診断について

4月3日に健康診断があります。集合場所等の詳細については、

「2021年度定期健康診断のお知らせ（新入生）」を確認してください。

春学期授業開始日について

2021年4月8日（月）を予定。
B!bb‘s・Gmail・教育支援課HPの連絡を、随時確認してください。



教育支援課ホームページ
ホームページ

湘南校舎ホームページ
http://open.shonan.bunkyo.ac.jp/

教育支援課ホームページ
http://open.shonan.bunkyo.ac.jp/kyomu/index.htm

・試験の時間割等

・奨学金の情報

・その他教育支援課発信の情報



以上で、終了です。
質問は教育支援課窓口へ
遠慮なくどうぞ。
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