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はじめに

　近年，進展する高齢化及び栄養・食生活の多様化の

中で，低栄養と過剰栄養が混在する，栄養障害の二

重負荷の状態に陥り1），栄養問題は複雑化している．

また，家庭における共食機会の減少，食の安全性の

危機，食料自給率の低下等，食を巡る社会状況は変

化し2），社会や国民の食や栄養に対するニーズは多様

化・高度化している．このような経緯をたどり，平成

12（2000）年，栄養士法の改正により，管理栄養士に

期待される役割は「複雑で多岐に渡る仕事」から，

「高度な専門的知識及び技術を要する仕事」との位置

づけとなり3），すでに15年以上経過している．管理栄

養士養成施設においては，法の趣旨及び社会の変化を

踏まえ，21世紀を担う資質の高い管理栄養士の養成が

行われている．

　こうした中で，平成27年，特定非営利活動法人日本

栄養改善学会において，「人間の健康の維持・増進，疾

病の発症予防・重症化予防，および生活の質（quality 
of life; QOL）の向上を目指して，望ましい栄養状態・

食生活の実現に向けての支援と活動を，栄養学・健康

科学等関連する諸科学をふまえて実践できる専門職」

を目指すべき管理栄養士像とする「管理栄養士養成課

程におけるモデルコアカリキュラム2015」4）（以下，

モデルコアカリキュラム）が採択された．このモデ

ルコアカリキュラムの特徴の一つである「導入教育」

は，管理栄養士を目指すことへの動機付け教育を体系

化するもので，社会における管理栄養士の使命や役割

および活動分野の理解を通して，管理栄養士を目指す

気持ちを育むことを主な目標としている．本学におい

ても，栄養学科1年次前期の専門基礎科目として「管

理栄養士活動論」を開講し，管理栄養士に必要な基本

的知識及び技術の涵養を目指した教育を行っている．

　今般，「管理栄養士活動論」において，管理栄養士

に必要な3つのスキルである栄養教育（指導）能力，

マネジメント能力及びコミュニケーション能力を育成

するための，アクティブ・ラーニングを取り入れた能

動的な学習方法を行ったので報告する．

方　法

　本学医療保健学部栄養学科1次前期科目「管理栄養

士活動論」では，15回の授業を通じて，管理栄養士に

求められるスキルを習得しながら，管理栄養士の職務

についての理解を深め，理想とする管理栄養士像を構

築することを目的に，授業を展開した．

　検討内容は，1. 管理栄養士に求められるスキルの学

習内容と習得の場，2. コミュニケーション能力の育成

と場の大きく2点とし，考察を行った．

　まず1. に関しては，具体的なスキルの学習内容と場

について，次のような項目で検討した．

　○管理栄養士に求められるスキル習得の学習内容

　○栄養教育（指導）能力の習得内容と場

　○マネジメント能力の習得内容と場

　○コミュニケーション能力習得と場

　次に2. に関しては，3つのスキルのうち，コミュニ

ケーション能力の育成のため，口頭によるプレゼン

テーション演習を3回行い，導入教育における学習方

法を検討した．

1 ．管理栄養士に求められるスキルの学習内容と習得

の場

　15回の授業を通じて管理栄養士に求められる3つの

スキルを習得できるよう，表1に示す計画に基づき，

授業を展開した．

　コミュニケーション能力に関しては，プレゼンテー

ションの技法を用いて他者に自己の想いを述べる中

で，聞き手の理解や納得を得るプレゼンテーションの
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方法を習得できるようアクティブ・ラーニングを行う

こととした．具体的方法については，方法2.で述べる．

　栄養教育（指導）能力に関しては，管理栄養士業務

に必須である献立作成及び食事調査に重点を置き，そ

の目的や方法の概要について教授するとともに，日本

食品標準成分表を活用した栄養価計算の方法及び食品

の重量変化率の求め方等について教授し，自己の食生

活を基に望ましい献立を立案させることとした．

　マネジメント能力に関しては，各職域で活躍する管

理栄養士の姿を知ることで，自己の将来像に結びつけ

させるため，医療，介護，教育及び行政の各職域の経

験者を講師とし，管理栄養士としての業務内容及び関

連職種との連携等について教授することとした．ま

た，食品，環境，医療及び母性の各関連分野における

専門職を講師とし，管理栄養士との関わりについて教

授することとした．

2 ．コミュニケーション能力の育成と場

1）第1回プレゼンテーション

　第1回のプレゼンテーションは，学習初期（第2回，

第3回授業）に行った．「管理栄養士への想い」と題し，管

理栄養士を目指す自己の気持ちを整理し，わかりやす

く伝えることを目的とした．プレゼンテーション実施

に先立ち，プレゼンテーションの基本的知識について

講義を行うとともに，課題としてプレゼンテーション

の内容をまとめる原稿作成を課した．学生全員に1人
あたり3分間のプレゼンテーションを行わせることと

し，プレゼンテーション後は他者のプレゼンテーショ

ンについて「内容のわかりやすさ」及び「声，目線，態

度」の2項目について，「とてもよい」，「よい」及び「も

「管理栄養士活動論」の15回分授業計画を示す．

管理栄養士に必要な3つのスキルである，栄養教育（指導）能力，マネジメント能力，コミュニケーション能力を習得できる授業内容とした．

表1　管理栄養士活動論　授業計画
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う少し」の3段階で評価させ，感想を記述させた．ま

た，プレゼンテーションの司会及び進行も学生に任せ

ることとした．計画的なプレゼンテーション実施にお

ける各役割への理解を促すとともに，立候補形式によ

り役割を決定することで，学生の自主性を尊重した．

2）第2回プレゼンテーション

　第1回のプレゼンテーションの直後（第4回授業），

プレゼンテーションの準備の必要性及び重要性を実感

させるともに，評価を踏まえた改善を行うことを目

的とし，著者らが考案したプレゼンテーション計画

プレゼンテーションの準備の必要性及び重要性を実感させ，評価をふまえた改善を行うことを目的として考案した．全

てのプレゼンテーションを扱う授業で活用できる書式となっている．

図1　プレゼンテーション計画書
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書（以下，計画書と略す）（図1）を提示した．本計画

書は，「テーマ」，「対象者」「態様（場所，日時，準

備物）」，「発表要旨（導入，展開，まとめの流れに応

じた時間，要点，留意事項，準備物）」，「評価（簡潔

さ，言葉，強調，オリジナリティ，時間，態度の6項
目に関する5点満点評価）」及び「総評」から成る構成

とし，本授業だけでなく，管理栄養士養成課程におけ

る全てのプレゼンテーションを扱う授業で活用できる

書式とした．本計画書に，第1回プレゼンテーション

の実施内容を記入させた．また，計画書を基に原稿を

修正し，第2回のプレゼンテーションに備えることと

した．第2回は6人編成のグループ内発表とし，1人あ

たり3分間のプレゼンテーションを行わせた．発表後

には，グループ内の他者から計2分で評価（よい点及

び改善すべき点）を口頭にてコメントをしてもらう形

式とした．

3）第3回プレゼンテーション

　第3回のプレゼンテーションは学習後期（第14回授

業）に行った．プレゼンテーションに先立ち，計画書

及びそれに対応する原稿の作成を求めた．テーマは，

自由に設定させたが，「管理栄養士活動論」を中心と

した前期履修科目で学習した内容を踏まえ，自己が目

指す管理栄養士について，目標と課題を述べるプレゼ

ンテーションとした．6人編成のグループ内発表とし，

1人あたり5分間のプレゼンテーションをできる限り原

稿を読まずに行わせた．また，全員の発表後にグルー

プ内で反省と感想をまとめさせ，まとめの発表を1グ
ループあたり2分間で代表者により行わせた．

　第3回プレゼンテーションでは他者の発表について

評価するため，評価用紙を配布した．評価は計画書の

評価項目に応じた，簡潔さ，言葉，強調，オリジナリ

ティ，時間，態度の6項目を5点満点で採点するととも

に，総評（感想・反省）を記述させた．

【結果及び考察】

1 ．管理栄養士に求められるスキルの学習内容と習得

の場

　コミュニケーション能力習得のための学習であるプ

レゼンテーションに関しては，次項で具体的に述べる．

　栄養教育（指導）能力習得のための学習では，献立

作成及び食事調査の概要と，日本食品標準成分表の活

用方法を教授した上で，望ましい献立を立案させた．

その結果，授業ごとに記述させている考察課題におい

て，献立作成は単なる料理の設定ではなく，献立マネ

ジメントであり，栄養教育教材となることが理解され

たことを確認できた．さらに，そのスキル習得が管理

栄養士のマネジメント力につながっていくことで栄養

教育（指導）能力の向上にさらにつながることも確認

できた．

　また，各職域で活躍する管理栄養士の姿を知る授業

では，臨場感のある講義を聴講することで，具体的な

職務内容が理解でき，自己の「夢」や「憧れ」が，

「目標」や「近い将来像」として捉えられる機会と

なったことが，各回の感想文より把握できた．また，

管理栄養士を取り巻く職種による講義からも，社会か

ら求められる管理栄養士の役割が明確化されるととも

に，様々な職種とのチームワークの重要性が理解され

たことが確認できた．

2 ．コミュニケーション能力の育成と場

1）第1回プレゼンテーション

　入学して間もなく，友人関係も築かれていないであ

ろう時期に，学生全員を対象に自己の気持ちを述べる

ことは心理的負担が大きいことが予想されたが，よい

意味での緊張は見られたものの，概ね臆することなく

プレゼンテーションが実施された．原稿作成の課題に

取り組むことにより，入学を希望した動機や管理栄養

士を目指した想いを振り返りながら再確認し，原稿に

アウトプットできたことは，自己の気持ちを整理する

とともに，相手にわかりやすく伝えるための文章構成

を熟考するよい機会となったと考えられる．また，そ

の原稿を読み上げる形式を取ったことも，プレゼン

テーションのハードルを下げ，学生が能動的に学習で

きた要因であったと思われる．

　しかし，プレゼンテーションに必要なマナーはほと

んどの学生で遵守できていなかった．例を挙げると，

導入部分では，プレゼンテーションに先立った自己紹

介（氏名を名乗る）や，これから何について話すのか

を述べることができず，唐突に本題に入る学生が多

かった．また，展開部分では，一人称を「自分」と

言ったり，一文が長くなりすぎて内容がわかりづら

かったり，「けっこう～で……」や「～とか～とかで

……」などの話し言葉のような言葉遣いも多く見受け

られ，プレゼンテーションに適した話し方ができてい

なかった．さらにまとめの部分でも，「これで終わり

ます」や「ご清聴ありがとうございました」などの締

めの挨拶ができず，聴講側が拍手のタイミングに戸惑

う場面も見受けられた．態度の面でも，お辞儀をしな
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かったり，目線が終始下を向いていたりなど，聴講側

への礼儀がなされていなかった．これらの不適切とも

言える事項は，授業内で学生に伝達した．その内容

は，問題意識を持ち，次回の改善につなげられるよ

う，配布している授業ノートにまとめさせた．

　また，他者のプレゼンテーションを評価すること

で，内容や態度についての客観的な判断を促すことが

できた．これは学生全員に対して評価する中で，自己

の改善点についても気づきが生まれたものと考えられ

る．

　司会及び進行役の2名には，あらかじめ原稿を渡し

た．本来であれば，学生自身が原稿を考えるべきであ

るが，今後プレゼンテーションを実施する際の参考と

して使用するために，第1回は教員側で作成し，これ

に沿って進めさせた．そのため，スムーズに進行し，

授業時間内に予定していた内容が全て終了できた．役

割を担った学生はもとより，その他の学生にとっても

プレゼンテーションにおける司会及び進行の役割を理

解できるモデルケースになったと考えられる．

2）第2回プレゼンテーション

　第1回の反省から，プレゼンテーションには準備が

重要であることを実感させるため，計画書を提示し

た．これにより，発表の流れが明確になるとともに，

導入，展開，まとめに要する時間，強調すべきポイン

ト，各場面での留意事項について整理できるように

なった．また，計画書に記した内容に沿って，原稿を

一部修正させることで，よりよいプレゼンテーション

ができるよう計画できた．

　第2回のプレゼンテーションは，グループ発表とし

たためもあり，緊張感も多少和らぎ，表情にも余裕が

見られた．また，一度プレゼンテーションを経験し，

反省点を振り返ったことで，より伝わりやすい話し方

ができていた．プレゼンテーションに必要なマナーや

礼儀も概ね改善されており，学習による一定の効果が

確認できた．

　しかしながら，準備性を高めるあまり，定められた

時間よりも早めに終了する学生が多く見受けられた．

原稿を熟読することで早口になりすぎたことが原因の

一つであると考えられる．グループ内の他者からの改

善コメントでも，時間の遵守に関する内容が多く見ら

れた．これを踏まえ，第3回のプレゼンテーションに

つなげることとした．

3）第3回プレゼンテーション

　管理栄養士活動論の授業では，管理栄養士の活躍の

場面を医療，介護，教育，行政の各現場経験者から受

講するとともに，管理栄養士を取り巻く職種からみた

管理栄養士の必要性を学び，管理栄養士の使命や役割

を理解することで，理想とする管理栄養士像の構築に

つなげる展開をとった．第3回のプレゼンテーション

では，管理栄養士活動論の集大成として，学習を経て

より強固になったであろう管理栄養士への想いを，授

業内容から受けた影響，自己の気持ちの変化にも触れ

てプレゼンテーションすることとした．

　第3回のプレゼンテーションであること，グループ

内発表であることから，プレゼンテーションに身振り

手振りが加わり，発表態度に自信が感じられる学生も

いた．さらに発表内容に関しても，これまでの授業を

踏まえて，進路や方向性が明確になり，より具体性の

ある将来像の構築ができたことが確認できる内容で

あった．

　時間の制限により，全員の質疑ができないため，発

表終了後にグループ内でのまとめを行ったが，学生同

士の距離が近いこともあり，質疑が活発に行われた．

グループ内数人のみの質疑は率直な意見が出しやす

く，意見交換に効果的であると考えられた．

4）今後の課題

　15回の授業で管理栄養士に求められる3つのスキル

を習得できるよう，アクティブ・ラーニングの手法を

取り入れた導入教育の教授方法について検討した．3
回のプレゼンテーションを通じて，自己の目指す管理

栄養士像を他者に述べることで，管理栄養士への想い

が強固なものとなり，目的意識と自信が向上したこと

が感じられた．一方で，他者を目の前にして話すこと

に苦手意識を持つ傾向のある学生も見受けられた．今

後は，個人個人の能力を見極め，長所を伸ばし，短所

を克服できる教授方法を検討し，全ての学生が栄養教

育（指導）能力，マネジメント能力及びコミュニケー

ション能力を具備した管理栄養士となれるよう，検討

を継続する必要がある．
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