
７．各大学提供科目 
 

（８）環太平洋大学 -3 
 

・ 双方向ライブ型遠隔科目 

ライブ配信（教養教育科目） 08101 

スポーツ栄養学 保科 圭汰 

Sports Nutrition 
 

履修年次２～４年 単位数 2 後期 1 コマ 
 

【授業の目的】 

 スポーツ競技者にとって良好なコンディションを維持し，競技力を向上させるためには

栄養，運動ならびに休養のバランスが保たれなければならない．このうち栄養はトレーニ

ングの効果や競技成績に影響を及ぼす大変重要なものである． 

 本講義では，1）エネルギー補給，2）身体づくり，3）コンディション維持にかかわる

科学的根拠に基づいた正しい栄養摂取方法について学び，実践できる知識と能力をつける

ことを目的とする． 

【授業内容】 
1  授業ガイダンス               授業概要，スポーツ栄養学を学ぶ意義 

2  食事摂取の基本               食事の基本形，五大栄養素 

3  トレーニングとエネルギー消費量       競技特性とエネルギー消費量 

4  スポーツ競技者の身体組成と貯蔵エネルギー 測定方法や競技別の身体特性 

5  エネルギー補給              体内におけるエネルギー代謝過程 

6  炭水化物摂取               グリコーゲンの貯蔵および回復 

7  たんぱく質摂取              身体づくりおよび増量 

8  脂質摂取                 脂質摂取の必要性および減量 

9  カルシウム摂取              骨づくり 

10 鉄摂取                  貧血予防 

11 ビタミン摂取               コンディション維持 

12 水分補給                 脱水および熱中症 

13 サプリメント               使用法およびドーピング 

14 スポーツ栄養学の実践           期分けによる食事管理方法 

15 授業のまとめ               授業内容の復習および確認 

16  期末試験 

【テキスト】 

 「新版 コンディショニングのスポーツ栄養学」樋口満（編著），市村出版 \2,600 

【参考図書】 

 「市民からアスリートまでのスポーツ栄養学」岡村浩嗣（編著），八千代出版 \2,500 

 「基礎から学ぶ スポーツ栄養学」鈴木志保子（著），ベースボール・マガジン社 \1,600 

【成績評価の方法】 

定期試験 70％ 受講態度（課題提出状況など）30％ 
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