
食品開発学科って、どんなところ？

食品開発学科には食品基盤科目に立脚した
3つの学びの分野があります。学生は必修科
目を除き、各分野から授業や実習などを選
択することができます。

食品開発の未来を見据えた学科

食品開発学科は、食品開発の基盤となる基礎理論、食品の機能
や栄養に基づく人の健康、および衛生・分析技術に基づく安全管
理といった食品創りに関わる科学的知識と技術を修得し、安全か
つ健康に役立つ食品の創造開発を通じて、持続可能な社会の実現
に貢献することを目的としています。本学科では、「宇宙食開発学」

「フューチャーフードサイエンス」など、先端的な講義も多数設定し、
食の未来をも見据えた学びを用意しています。

社会で役立つ実践的な学びを充実

本学科では、学生に社会との関わりを忘れず、つねに目的意識を持っ
て学修してほしいとの思いから、まず初年度教育の充実を図りまし
た。1年次の「食品開発概論」と「キャリアデザインⅠ」では、自ら課
題に取り組み、プレゼンテーションの場を設けるなど、授業内容を
工夫しています。2年次以降もキャリア、演習などの科目を多数開講。
時には現役の外部講師をオブザーバーとしてお招きするなど、より
実践的な学びをめざしています。

進路別のキャリアデザイン教育

学生自身の将来的なキャリアデザインを意識させるため、1年次か
ら3年次まで「キャリアデザイン系科目」を設置しています。とくに3
年次は卒業後の進路を強く意識したコース制も採用。「食品開発イ
ンターンシップ」、「研究者・技術者養成講座」、「食品衛生監視員養
成講座」、「TOEIC 対策講座」のいずれかの受講を必須とするなど、
社会とのつながりや就活を前提としたカリキュラムとサポート体制
を採用しています。

学びと社会とのつながりを重視

本学科の教育は食品開発に特化したものです。最先端の食品加工
技術に加え、食品の栄養・機能・おいしさ・安全などに関する実践
的な教育について、社会現場でのインターンシップなどを通じ、豊
富な知識と技術を修得することができます。卒業後は食品・飲料・
菓子などの製造業や、流通・小売など幅広い食品産業での活躍が
期待できます。3年次から始まるコースにより、食品衛生や食品研
究のプロフェッショナルをめざすことも可能です。
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あったかごはんといただきたい、虫歯対策です。

発酵食品とは微生物の働きにより、人間にとって有益な変化を遂げた食べ物のこと。日本にも醬油、味噌、酒、漬物などたく

さんあります。中でも匂いや味などで賛否両論分かれるのが納豆。朝食には欠かせないという人もいれば、腐っていると怒り出

す人まで…。しかし、最近では整腸作用や血栓予防など多くの効果が知られるようになり、健康食品としての評価もグンと高まっ

てきました。じつは虫歯の予防にも期待されている、といったら驚かれるでしょうか。虫歯菌のエキスパートである成澤直規准

教授は、以前から虫歯菌を発酵食品でコントロールする研究に取り組んでいました。実験を続ける中、手違いから純粋培養の

虫歯菌に納豆菌を混入させてしまい、虫歯菌に対する抑制効果を発見。抑制物質が納豆菌の酵素「ナットウキナーゼ」である

こと、虫歯の原因となるバイオフィルム（歯垢）形成を抑えることなども突き止めたのです。この発見は「バイオフィルム抑制剤」

としてすでに特許出願済み。今後は、予防効果の高い納豆の開発や有益な納豆菌の探索、人による臨床試験なども予定されて

います。将来は、虫歯に効果のあるトクホの納豆も商品化したいという成澤准教授。基礎研究が応用に直結し、人の健康に役

立つものが自分の手でつくれる。食品開発学科の研究の魅力は、こんなところにあります。
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学 修 の 流 れ

1年次 3年次2年次 4年次

【食品の開発基盤系科目】

食品開発概論、食品開発基礎理論Ⅰ、食品開発基礎理論Ⅱ、食品開発基礎実験、食品科学、食品開発の歴史、キャ

リアデザインⅠ、食品開発演習Ⅰ、キャリアデザインⅡ、食品開発演習Ⅱ、食品開発実習Ⅰ、食品開発実習Ⅱ、食

品開発インターンシップ、食品衛生監視員養成講座、研究者・技術者養成講座、TOEIC 対策講座、フューチャー

フードサイエンス、食品行政、実験統計学、バイオインフォマティクス、食品開発研究Ⅰ、食品開発研究Ⅱ

【食品の創造開発系科目】

食品素材科学、食品資源利用学、食品資源利用学実験、食品加工学、食品加工学実験、乳製品科学、発酵食品学、

冷凍食品学、食品テクスチャー理論、おいしさの科学、食品製造プロセス学、調理科学、宇宙食開発学、ブレッ

ド＆スイーツサイエンス、においの科学、食品界面科学、食品品質管理論、食肉の科学、食とバイオテクノロジー

【食品と健康系科目】

食品機能化学、食品機能化学実験、食品栄養学、食品栄養学実験、ライフステージと食、スポーツ食品科学、

新食素材開発論、食とアレルギー、サプリメントの科学、食品成分化学、食と脳科学

【食品と安全管理系科目】

食品衛生学、食品衛生学実験、食品分析学、食品分析学実験、食と公衆衛生、食品安全学総論、食品添加物論、

分析機器概論、食品微生物学、食品パッケージの科学、食保存の科学

科 目 一 覧

座学講義、実験・実習を通じ、
食品に関する基礎的な科目
を履修します。また、キャリ
アデザインⅠ、Ⅱでは実践的
な経験を積むため、企業の
食品開発者によるディスカッ
ション形式の講義を複数回
で実施します。

専門的で実践的な科目が増
えてきます。食品の開発基
盤 系科目のキャリアデザイ
ン系 科目群には4つの講 座
を開設しており、いずれか1
つを選 択します。また、食
品開発実習では、実際に企
画食品の開発に挑戦します。

食品開発に必要な知識、技
術の習得に関する科目が増
えていきます。食品の創造開
発系科目、食品と健 康系科
目、食品と安全管理系科目
に設定されている各選択科
目については、将来の進 路
に応じて履修してください。

食品の開発に関わる研究と
して、いずれかの研究室に
所属し、卒論 研究（食品開
発研究Ⅰ、Ⅱ）を行うことに
なります。3年次までに得ら
れた知識・技術を存分に活
用し、総仕上げとなる研究
活動に取り組んでください。

原料から製品までの食品製造プロセスと、味・色・香り・食感などのおいしさに関係する領域を学び、高付加価値で高い嗜好
性を持った持続可能な食品の開発をめざします。

食品の健康維持・増進との関わりを学び、多様化する食品に対する社会ニーズに対応する機能性と嗜好性を兼ね備えた新たな
食品および食品素材の開発をめざします。

食品創生分野

食品機能分野

食品の原料・製造から摂取されるまでの過程で発生する危害と対策を学び、食品の危害因子の新たな制御方法や、より迅速・
正確に把握する方法の開発をめざします。

食品安全分野

脂質は生体内においてエネルギー
源としての役割のほか、脂溶性ビ
タミンの吸収など様々な役割を担
う成分です。未利用資源の有効活
用の視点から、種子などに含まれ
る脂質の特徴や有用性について評
価しています。

食品冷凍は、食品の腐敗、色・味・
食感の変化、品質低下を防ぎます。
食品冷凍に伴う冷凍保存、乾燥、
品質評 価、コールドチェーン、氷
結晶計測、食品内部構造の３次元
計測、また、食品機械の研究を行っ
ています。

乳と乳成分、ヨーグルト・チーズ、
またガセリ菌などの乳酸菌とその
生産される抗菌物質を含む代謝産
物の特性に関する基礎的な研究か
ら、遺伝 子 組 換、機能 性食 品 へ
の応用、食品保存剤の開発までを
行っています。

食品工業で重要となる「安全・環
境適応・高効率」のキーワードを
考慮し、加工・改 質・保存につい
て研究をしています。SDGsを目標
とした未利用資源の有効利用、環
境負荷の少ない生産プロセス開発
が主な内容です。

　竹永章生　脂質の特性と有用性 　都　甲洙　食品冷凍・食品機械 　川井　泰　 発酵乳と乳酸菌の科学 　陶　　慧　未利用資源の有効利用

「おいしく食べて健康に」をテーマ
に、泡立ち性やゲル化性の高い蛋
白質による糖尿病やアレルギーの
予防、こく味成分による癌、血栓
症、痛風の予防など、嗜好性と機
能性が 高い食品素 材の創製や評
価を行っています。

本研究室は匂いと嗅覚の栄養学を
研究基盤とし、１）食品の匂いに
よる減 塩作用に関する研究、２）
匂いによる神経ペプチド受容体の
発現調節に関する研究、３）栄養
欠乏に伴う嗅覚認知障害に関する
研究を行っています。

消化管の生理機能のうち、体内に
入った病原菌やウイルスに対する
感染防御、アレルギーや炎症反応
などを抑えるはたらきなど、いわ
ゆる腸管免疫系のしくみと腸内細
菌や食品に注目した研究を行って
います。

食品成分や喘息・関節リウマチの
治療薬などの、炎症の脂質メディ
エーター代謝および核内受容体に
対する影響を、マスト細胞やマク
ロファージの培養細胞を用いて解
析し、炎症の病態生理を解明する
研究をしています。

　熊谷日登美　 嗜好性・機能性食品 　長田和実　匂いと嗅覚の栄養学 　細野　朗　腸管免疫系と腸内細菌 　山下正道　 炎症の病態生理解明

食品化学・生化学を基盤に、発酵
食 品・茶・キノコ・海 産 物などの
食品資 源の高付 加 価値化や高次
の活用を目指した研究を行ってい
ます。海外機関との共同研究、地
域連携・産学連携にも積極的に取
り組んでいます。

食品の非加熱加工手段である圧力
処理に着目して、食品製造工程へ
の圧力処理の応用を検討します。
加熱処理とは異なる現象や作用機
序を明らかにし、新しい食品加工
技術の構築をめざします。

発酵食品について、微生物学や食
品化学の視点から研究を行ってい
ます。う蝕予防効果を有する新規
納豆の開発、乳酸菌を利用した発
酵飲料の開発、木桶を利用して製
造された醤油の特徴について研究
をしています。

　鳥居恭好　食品資源の高次活用 　阿部　申　食品の圧力処理 　成澤直規　新規納豆の開発

食品の品質やおいしさを決める因
子の一つに香りがあります。食品
の香り成分について化学的な解析
を行うとともに、香り成分を嗅ぐ
ことでもたらされる様々な生体機
能について栄養学的視点から研究
をしています。

免疫系を調節する食品の機能性に
ついて研究しています。食品成分
や腸内細菌が免疫系の細 胞の分
化やはたらきを調節する仕組みを
解明し、感染症やアレルギーの予
防に役立つ機能性食品の開発をめ
ざしています。

食品には人々の健康を支える機能
がありますが、どの成分がどの様
に効果を発揮するのかわかってい
るのはごく一部です。私の研究で
は、嗜好性や利用性も考慮に入れ
ながら、食品の未知なる機能を探
索しています。

　大畑素子　食品の香り成分 　津田真人　感染症・アレルギー予防 　山口勇将　 食品の未知機能探索

悪玉菌をやっつける微生物制御について、乳酸
菌と酵母が作る攻撃物質や防御機構および相
互作用の解明を通して取り組みます。乳酸菌を
用いた宿主の腸管の変化を検出する微生物プ
ローブの開発にも挑戦します。

天然物や未利用資源を対象として、様々な分
析機器や分析化学的手法を用いて含まれる有
用成分や有害成分を明らかにし、有効利用あ
るいは安全性を明確にした高品質な食品を提
供・提案する研究を行っています。

食品関連成分を対象とした測定対象の標準品
を使わない新たな分析法の開発や食品添加物
の公定な分析法の性能評価など、「食品の安全
性の一層の確保」、「食品の品質保証の更なる
向上」へ向けた研究を行っています。

　鈴木チセ　乳酸菌と酵母の相互作用 　松藤　寛　食品の有用性と有害性 　大槻　崇　食品の安全性と品質保証

現在主流の食品の加熱殺菌は食品劣化や環境
負荷などに課題があります。これを解消する代
替手法として、食品中の殺菌性成分や、光や
圧力を利用した非加熱殺菌法の実用化をめざ
した研究を行っています。

主に微生物を対象とした食品衛生を専門として
研究しています。具体的には、微生物の特徴や
挙動を調べて、食中毒のリスクを減らすことや
食品の腐敗を防止することを目標に研究を行っ
ています。

　河原井武人　非加熱殺菌法の実用化 　京井大輔　食中毒低減・食品腐敗防止

3年次の必修「キャリアデザイン系科目」では、以下の4講座から1つを
選択します。これは社会とのつながりを意識した学びで、今後の就活
などを考える上で重要な位置づけとなるものです。

■食品開発インターンシップ：食品メーカーの開発部門などをめざす人向け。

■研究者・技術者養成講座：大学・研究機関・企業の研究所などをめざす人向け。

■食品衛生監視員養成講座：「食品衛生監視員」の資格を取得し、公務員をめざす人向け。

■TOEIC対策講座：高い英語力を身につけ、国際的に食品関係で活躍をめざす人向け。

進路で選ぶ「キャリアデザイン系科目」とは？

将 来 の 活 躍 分 野

食品、香料、化学、医薬品などの製造業や、食品研究機関におけ
る開発者・研究者、食品卸や小売業など、広く食品業界での活躍
が期待できます。そのほかにも食品衛生や食品分析関係の公的機
関・公務員、中学・高等学校の教員、食品アドバイザー・コーディネー

ターなどが有力な進路となります。

資 　 格（予定であり、変更となる場合があります。）　

【取得できる免許・資格】
中学校教諭一種免許状（理科）※、高等学校教諭一種免許状（理科）※、
食品衛生責任者
※申請中。ただし、文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設時期が変更となる可
能性があります。

【任用資格（卒業後の実務経験により取得できる資格）】
食品衛生監視員、環境衛生監視員、家庭用品衛生監視員、食品
衛生管理者

【受験資格】
化学分析技能士（2級）、甲種危険物取扱者、バイオ技術者認定試
験（中級・上級）、食生活アドバイザー、フードコーディネーター


