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◯本サービスのご利用は，以下の教員が対象となります．
1．栄養科学イラストレイテッド「生化学 第3版」または「生化学ノート 第3版」
を20冊以上採用いただいた教員．該当する教員は「栄養WEB演習問題『生化
学』」をお使いいただけます．
2．栄養科学イラストレイテッド「解剖生理学 人体の構造と機能 第3版」または
「解剖生理学ノート 人体の構造と機能 第3版」を20冊以上採用いただいた
教員．該当する教員は「栄養WEB演習問題『解剖生理学』」をお使いいただけ
ます．
3．栄養科学イラストレイテッド「基礎栄養学 第4版」または「基礎栄養学ノート 
第4版」を20冊以上採用いただいた教員．該当する教員は「栄養WEB演習問
題『基礎栄養学』」をお使いいただけます．
◯本サービスは教員による専用フォームからの申込が必要になります．

◯本サービスは，対象書籍を教科書に用いた講義の受講者が利用できます．
◯利用される端末，利用時間・場所に制限はございません．講義内での利用や
受講者の自己学習用としてお使いいただけます．
◯本サービス内データの複製・利用登録をしていない方への共有は禁じます．
◯本サービスの利用期間は2023年3月31日までとなります．期間中，利用料金
は発生いたしません．
◯羊土社では，ご利用者からのサポート依頼に必要な場合を除き，個人/個別の
情報にアクセスはいたしません．
◯個人の情報がわからない形で統計的に処理した情報をサービス改善等に利用
することがございます．

採用特典「栄養WEB演習問題」提供・利用規定

1 栄養WEB演習問題を使ってみようと思った理由
使ってみるまでどんなものか全く分からなかったが，無料

トライアルだったのでとにかく導入してみた．教えた内容で
どこまで学生が国家試験を解けるのか知りたかった．

2 栄養WEB演習問題を利用した場面
管理栄養士専攻の3年生180人に利用してもらった．具体

的には，授業を行っている期間に，講義の復習として栄養
WEB演習問題を取り入れた（図1）．過去の国家試験※4を解
くことで本番のレベルを学生に知ってほしかった．
※4 「基礎栄養学ノート」には過去の国家試験問題だけではなく，類似したオ

リジナル問題も掲載．
 
3 大学でMoodle（栄養WEB演習問題のシステム）を
導入しているか．していない場合，使い勝手は
どうだったか
Moodleを大学で導入していなかったが，使ってみると特

別な準備は不要で，URLよりログインすれば学生も教員も
直感だけで問題なく使用できた．パソコンからだけでなくス
マートフォンからも利用できるので，学生は自分の学び方に
合わせて選択することができる．スマートフォンで利用して
いる学生が多かったのが印象的だった（図2）．

・スマートフォンで取り組めるので，隙間時
間が有効に使えて便利だった．
・複雑な操作もなく簡単に使うことができた．

 

4 栄養WEB演習問題を使ってみての
感想・学生の評価
学生は糖質や脂質といったまとまった内容（章）ごとに
国家試験の過去問を何度でも繰り返し解けるし，解説も詳
しいので好評であった（図3）．解説には「基礎栄養学ノート 
第４版」と「基礎栄養学 第４版」の参照ページも記載されて
おり，教科書やノートを持っている人の振り返りにも最適だ．

・解説文がわかりやすく，勉強に役立つこ
とがたくさんあった．
・テキストの対応ページが記載されていて
使いやすかった．
・解答後に答えと解説が出てくるため，使い
やすかった．

 

5 成績管理などについて良かった点
教員用のアカウントには送信された解答データが毎回記録

されるため，教員は章別に学生が解いた軌跡を追跡できる．
複数回トライして，自分の理解度を確認している学生もいた
（図4）．
解答結果を章別にダウンロードしてExcelで管理すること
もできた．
講義では，指定した問題を期間内に解き，満点の状態にす
ることを単位認定の条件とした．これにより，この科目に関
しては集団として実力の底上げができたと思う．

・ゲーム感覚で何度でも繰り返しチャレン
ジできるのが良かった．

6 来年度以降の活用について
有料になっても毎年継続的に使い続けたいと思う．基礎
栄養学の授業を進めながら実際の国家試験ではどこが重要
なのか，どのように出題されるのかが早い時期に把握できる
メリットは大きいと思う．教員の想像以上に学生はスマート
フォンで問題を解くことが楽しいようである．間違ってもペ
ナルティはなく，納得するまで何回でも挑戦できるのが良い
ようで，もっと問題数を増やしてほしいというリクエストも多
くあった※5．１度この栄養WEB演習問題を導入してみれば，
次年度以降も使いたいという先生がほとんどなのではない
だろうか．
※5 トライアル時は各章５問程度の提供だったが，今回から栄養WEB演習問題「基礎

栄養学」の問題数は２倍になっている．

本サービスのご利用は2022年度の講義からとなります．該当書籍の採用注文確認後，
弊社から採用者の先生に「利用申込」に関してご案内申し上げます．
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厳選された国家試験の過去問を
何度でも繰り返し解ける．解説も充実！

栄養WEB演習問題「基礎栄養学」 導入事例紹介

田地　陽一（東京家政大学栄養生理学研究室）

栄養WEB演習問題とは…

学習のフォローアップに
栄養WEB演習問題は，栄養科学イラストレイテッド演習版ノート
に掲載されている国試対策の選択問題をWeb上でいつでも取り
組めるサービスです※1．講義中の確認テストや空き時間での自主
学習などにお使いいただけます．弊社からお送りするURLと認証
コードで，簡単に手続きができます※2．
※1 採用書籍に対応した科目のみお使いいただけます（利用規定参照）．
※2 eラーニングプラットフォーム『Moodle』を使用．導入に料金は発生いたしま

せん．

�

反復学習に最適
使い方は簡単で，学生自身がPCやスマホで問題の解答を
選択して送信するだけ．解答送信後，即座に正誤が表示さ
れ，自分の理解度を確認することができます．
また解答ページには，解説がしっかりと記載されており，
問題についての理解が深まります．教科書の参照ページも
記載している※3ので，授業の振り返りに非常に便利です．
web上で何度も取り組むことができるので反復学習に最
適です．
※3 テキスト版，演習版ノート，両方の参照ページを記載しております．

�
参照ページ

解説

学生の理解度を見える化
栄養WEB演習問題の教員アカウントでは，学生の成績を一括管
理することができます．学生がいつ，何回問題に取り組んだかが
わかるので，学生の理解度を図る指標にお使いいただけます．
成績はExcelなどでダウンロードすることも可能です．

�

図1 利用した場面
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その他 4％ 予習として 3％
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〈 モニター利用した学生のアンケートより（105名回答）〉
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（裏面に続く）

2020年度，「基礎栄養学」「解剖生理学」のテキスト版もしくは演習版ノートをご採用いただいた先生のなかから，
栄養WEB演習問題のモニター校を募集し，トライアルを実施しました．そのなかから，導入事例として，栄養科学イラス
トレイテッド「基礎栄養学」をご編集いただいている田地陽一先生のご感想を紹介いたします．

詳細情報は
羊土社HPを
ご覧ください

この機会にぜひ，羊土社書籍をご採用いただき，
栄養WEB演習問題を講義にお役立てください！

紹介動画も
ご覧いただけます

移動中の空き時間に！

講義中の課題に！
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メリットは大きいと思う．教員の想像以上に学生はスマート
フォンで問題を解くことが楽しいようである．間違ってもペ
ナルティはなく，納得するまで何回でも挑戦できるのが良い
ようで，もっと問題数を増やしてほしいというリクエストも多
くあった※5．１度この栄養WEB演習問題を導入してみれば，
次年度以降も使いたいという先生がほとんどなのではない
だろうか．
※5 トライアル時は各章５問程度の提供だったが，今回から栄養WEB演習問題「基礎

栄養学」の問題数は２倍になっている．

（裏面に続く）

2020年度，「基礎栄養学」「解剖生理学」のテキスト版もしくは演習版ノートをご採用いただいた先生のなかから，
栄養WEB演習問題のモニター校を募集し，トライアルを実施しました．そのなかから，導入事例として，栄養科学イラス
トレイテッド「基礎栄養学」をご編集いただいている田地陽一先生のご感想を紹介いたします．

詳細情報は
羊土社HPを
ご覧ください

この機会にぜひ，羊土社書籍をご採用いただき，
栄養WEB演習問題を講義にお役立てください！

紹介動画も
ご覧いただけます

移動中の空き時間に！

講義中の課題に！
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教科書
採用特典



利用した
学生の声

図4 章ごとの学生の成績データ

〒101-0052　東京都千代田区神田小川町2-5-1 　TEL 03(5282)1211　FAX 03(5282)1212
E-mail：textbook@yodosha.co.jp　URL：www.yodosha.co.jp/

株式会社羊土社　企画営業推進部　教科書採用担当
【お問い合わせはこちら】

◯本サービスのご利用は，以下の教員が対象となります．
1．栄養科学イラストレイテッド「生化学 第3版」または「生化学ノート 第3版」
を20冊以上採用いただいた教員．該当する教員は「栄養WEB演習問題『生化
学』」をお使いいただけます．
2．栄養科学イラストレイテッド「解剖生理学 人体の構造と機能 第3版」または
「解剖生理学ノート 人体の構造と機能 第3版」を20冊以上採用いただいた
教員．該当する教員は「栄養WEB演習問題『解剖生理学』」をお使いいただけ
ます．
3．栄養科学イラストレイテッド「基礎栄養学 第4版」または「基礎栄養学ノート 
第4版」を20冊以上採用いただいた教員．該当する教員は「栄養WEB演習問
題『基礎栄養学』」をお使いいただけます．
◯本サービスは教員による専用フォームからの申込が必要になります．

◯本サービスは，対象書籍を教科書に用いた講義の受講者が利用できます．
◯利用される端末，利用時間・場所に制限はございません．講義内での利用や
受講者の自己学習用としてお使いいただけます．
◯本サービス内データの複製・利用登録をしていない方への共有は禁じます．
◯本サービスの利用期間は2023年3月31日までとなります．期間中，利用料金
は発生いたしません．
◯羊土社では，ご利用者からのサポート依頼に必要な場合を除き，個人/個別の
情報にアクセスはいたしません．
◯個人の情報がわからない形で統計的に処理した情報をサービス改善等に利用
することがございます．

採用特典「栄養WEB演習問題」提供・利用規定

1 栄養WEB演習問題を使ってみようと思った理由
使ってみるまでどんなものか全く分からなかったが，無料
トライアルだったのでとにかく導入してみた．教えた内容で
どこまで学生が国家試験を解けるのか知りたかった．

2 栄養WEB演習問題を利用した場面
管理栄養士専攻の3年生180人に利用してもらった．具体
的には，授業を行っている期間に，講義の復習として栄養
WEB演習問題を取り入れた（図1）．過去の国家試験※4を解
くことで本番のレベルを学生に知ってほしかった．
※4 「基礎栄養学ノート」には過去の国家試験問題だけではなく，類似したオ

リジナル問題も掲載．
 
3 大学でMoodle（栄養WEB演習問題のシステム）を
導入しているか．していない場合，使い勝手は
どうだったか
Moodleを大学で導入していなかったが，使ってみると特
別な準備は不要で，URLよりログインすれば学生も教員も
直感だけで問題なく使用できた．パソコンからだけでなくス
マートフォンからも利用できるので，学生は自分の学び方に
合わせて選択することができる．スマートフォンで利用して
いる学生が多かったのが印象的だった（図2）．

・スマートフォンで取り組めるので，隙間時
間が有効に使えて便利だった．
・複雑な操作もなく簡単に使うことができた．

 

4 栄養WEB演習問題を使ってみての
感想・学生の評価
学生は糖質や脂質といったまとまった内容（章）ごとに
国家試験の過去問を何度でも繰り返し解けるし，解説も詳
しいので好評であった（図3）．解説には「基礎栄養学ノート 
第４版」と「基礎栄養学 第４版」の参照ページも記載されて
おり，教科書やノートを持っている人の振り返りにも最適だ．

・解説文がわかりやすく，勉強に役立つこ
とがたくさんあった．
・テキストの対応ページが記載されていて
使いやすかった．
・解答後に答えと解説が出てくるため，使い
やすかった．

 

5 成績管理などについて良かった点
教員用のアカウントには送信された解答データが毎回記録

されるため，教員は章別に学生が解いた軌跡を追跡できる．
複数回トライして，自分の理解度を確認している学生もいた
（図4）．
解答結果を章別にダウンロードしてExcelで管理すること

もできた．
講義では，指定した問題を期間内に解き，満点の状態にす

ることを単位認定の条件とした．これにより，この科目に関
しては集団として実力の底上げができたと思う．

・ゲーム感覚で何度でも繰り返しチャレン
ジできるのが良かった．

6 来年度以降の活用について
有料になっても毎年継続的に使い続けたいと思う．基礎
栄養学の授業を進めながら実際の国家試験ではどこが重要
なのか，どのように出題されるのかが早い時期に把握できる
メリットは大きいと思う．教員の想像以上に学生はスマート
フォンで問題を解くことが楽しいようである．間違ってもペ
ナルティはなく，納得するまで何回でも挑戦できるのが良い
ようで，もっと問題数を増やしてほしいというリクエストも多
くあった※5．１度この栄養WEB演習問題を導入してみれば，
次年度以降も使いたいという先生がほとんどなのではない
だろうか．
※5 トライアル時は各章５問程度の提供だったが，今回から栄養WEB演習問題「基礎

栄養学」の問題数は２倍になっている．

本サービスのご利用は2022年度の講義からとなります．該当書籍の採用注文確認後，
弊社から採用者の先生に「利用申込」に関してご案内申し上げます．

同一の学生

2021.10

2022年度
限定！

教科書採用特典
新サービスのご案内新サービスのご案内

栄養WEB演習問題栄養WEB演習問題がご利用できます！
下記の書籍を教科書採用いただくと，

本サービスの詳しい情報，モニター利用者の声は本誌中面をご覧ください

または のご採
用で

生化学栄

養W
EB演習問題

収録
問題数

102問

または のご採
用で

基礎栄養学栄

養W
EB演習問題

収録
問題数

100問

または のご採
用で

解剖生理学栄

養W
EB演習問題

収録
問題数

77問


