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「食」専門教育と活力人材育成に力を！
世界人口100億人予測と大変な食料危機の最中、人の「食」の歴史やその文化・伝統

は確実に受け継がれてきているものの、「食」の価値観やその教育の在り方に対しては
大きな変革が求められてきています。いよいよ地球規模を踏まえた「食」の新ステージ
教育へ向けジャンプアップすべき時期が来ました。大学使命の柱、時期世代の活力ある
人材育成には、「食」に関する若人の創造性や感性を大いに付加できるその環境作りと
教育、育成に大学を挙げて取り組む必要があります。15期目生を迎え、新学部長に荒木
裕子教授を、また、管理栄養学科長には宮内眞弓教授、食品学科長には北村義明教授を
お迎えし、多彩なベテランと若手教員のもと、食の専門性を誇る魅力教育と活力ある人
材育成に邁進したいと思います。ご支援の程宜しくお願い申し上げます。

学長メッセージ

学長
田所　忠弘

桜の蕾が大きく膨らんだ３月15日、東京聖栄大学11期生の卒業式がわたなべ記念講堂で挙行されました。卒業生
は管理栄養学科86名、食品学科65名でありました。式は校歌斉唱の後、田所学長から管理栄養学科並びに食品学科
の卒業生に学位記が授与された後、田所学長から卒業生に餞のメッセージが贈られました。次に表彰に移り、田所
学長から学長賞が食品学科の新井正太郎さんに授与されました。なお、学長賞は学長賞と刻印した切子の額皿であ
ります。次に成績優秀者に優秀賞と記念品が授与されました。更にわたなべ奨学・奨励基金委員会から葛飾区民の
食生活の改善に資する活動に貢献した学生グループに対して地域貢献賞が贈られた後、全国栄養士養成施設協会長
表彰、フードスペシャリスト協会長表彰、フードサイエンティスト協会長表彰がありました。次に本学園顧問、平
沢勝栄衆議院議員、本学後援会野田哲三会長、同窓会（聖栄会）髙橋興亜会長の祝辞を頂戴しました。私立大学協
会 大沼淳会長はじめ関係企業団体等から戴いた祝電披露に続き、在学生代表の「送辞」に次いで卒業生代表の答
辞の後、最後に「蛍の光」を斉唱して卒業式は閉会しました。

平成最後を飾る卒業式

表彰　学長賞受賞

学位記授与

平成30年度　卒業式表彰者一覧
賞 学　科 氏　名

学長賞 食品学科 新井　正太郎
優秀賞 管理栄養学科 阿部　佑希乃
優秀賞 管理栄養学科 内山　亮太
優秀賞 管理栄養学科 清野　千寛
優秀賞 管理栄養学科 布施　雄輝
優秀賞 食品学科 竹中　瑞稀
優秀賞 食品学科 楢原　加菜
優秀賞 食品学科 持田　りさ子
優秀賞 食品学科 吉田　湖々

全国栄養士養成
施設協会長賞 管理栄養学科 阿部　佑希乃

日本フードスペシャリスト
協会長賞 食品学科 吉田　湖々

食品科学教育
協議会長賞 食品学科 本橋　紀子

わたなべ奨学奨励・
基金（地域貢献賞） 管理栄養学科 鍋嶋　佑子　他７名
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機関別認証評価とは、すべての大学、短期大学及び高等専門学校などの高等教育機
関に対し、教育研究等の総合的な状況について、文部科学大臣の認証を受けた評価
機関により行われる評価のことで、政令で定める７年以内に一度ごとに評価を受け
ることが法律で義務付けられています。

本学は、平成30年度に公益財団法人日本高等教育評価機構による大学機関別認証評
価を受審し、平成31年３月５日付で、「日本高等教育評価機構が定める大学評価基準
に適合している」と認定されました。認定期間は、平成30（2018）年４月１日から令和７（2025）年３月31日まで
の７年間です。

特に本学の特色となる取組として、「食と栄養」を基軸とする小規模大学だからこそ可能である「入口から出口ま
で」のきめ細かい対応により、就職や学生支援などの様々な面での成果をあげていることが評価されました。この
評価結果を踏まえ、教育研究活動のさらなる改善と向上を図り、社会に貢献できる人材育成に努めてまいります。

桜の花が満開の中、平成31年４月１日（金）平成31年度入学式が本学わたなべ記念館において挙行されました。
今年度は、管理栄養学科94名、食品学科67名の新入生が式に臨みました。開式の辞に続き田所忠弘学長の式辞で
は、本学の沿革と建学の精神について触れ、この精神を踏まえ社会に役立つ、実学に沿った教育を実践しているこ
とや学生生活の指針となる校訓「熱意・誠意・創意」の三意について述べられました。

また、「思考能力を多面的に最大限活用しながら地域文化も吸収した幅広い人間性が自然と身に付いてきます。
これからの四年間、大いに思考能
力を鍛え、磨きをかけ日本とグ
ローバルな食と健康の世界のリー
ダー役としての活躍に大いに期待
している」と結ばれました。

なお、同日11時30分頃に内閣官
房長官より平成に代わる新元号

「令和」の墨書を掲げて公表され
ました。

平成31年４月16日（火）に学友会（学生団体）主催の新入生歓迎会を実施いたしました。
田所忠弘学長の挨拶に始まり、荒木裕子学部長（学友会顧問）、二階堂紗月学友会長から挨拶の後、菓子文化研

究家の原亜樹子氏より「アメリカの
食を通して考える食文化」と題した
講演を戴きました。新入生は熱心に
聴講して、アメリカの食文化やお菓
子の歴史について深く学ぶとても有
意義な機会となりました。また、講
演会終了後に、学友会役員による抽
選会を行い、大いに盛り上がる歓迎
会となりました。

平成30年度大学機関別認証評価結果

入学式　～第15期生161名が入学～

新入生歓迎会

新入生宣誓入学式の様子

特別講演 感謝の花束贈呈
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健康栄養学部長メッセージ
健康栄養学部は「食と健康」に関する専門大学として、生命科学分野の幅広い専門知

識と技能を有する管理栄養士並びに食品を科学する能力を有し、食品産業界で活躍でき
る食の専門家（食品技術者）の養成教育に取り組んでおります。

大学における学びは、あくまでも学ぶ側の主体的、能動的な取り組みを前提として成
り立っています。学生の皆さんには、食品や栄養に関連する多くの現象を科学的に捉え
る観察力や知識・技能を身につけること、主体的に学びながら創造的に将来を切り開く
ことのできる能力を養っていただきたいと願っています。また、大学での学問研究は知
る喜びに満ちたとても素敵な営為であることを大学生活の中で実感して欲しいと思いま
す。これからも時代のニーズに応える教育の実現と研究活動、社会貢献活動の更なる充
実をめざして教職員一同努めてまいります。

臨地実習報告会
管理栄養学科では、臨地実習に向けての準備が今年度も始まりま

した。臨地・校外実習は、実践活動の場での課題発見、解決を通し
て栄養評価・判定に基づく適切なマネージメントを行うために必要
とされる専門的知識及び技術の融合を図り、管理栄養士として具備
すべき知識及び技能を修得することを目的としており、事業所・保
健所・病院や福祉施設と分野ごとに実習時期が分かれています。実
習後は随時、臨地実習報告会を行い実習内容や要点・学習成果など
について発表し、３年次生や教職員と情報共有を行います。

第33回管理栄養士国家試験について
第33回管理栄養士国家試験が平成31年３月３日（日）に実施され、

東京聖栄大学からは73名が合格し、合格率は93.6％となりました。
今年度も年間を通した総合演習に加え、模擬試験15回、夏期講習

３日間、直前講習などを計画しており、今後も学生皆が管理栄養士
免許を取得できるようにサポートをしてまいります。

臨地実習報告会

模擬試験

学部長
荒木　裕子

管理栄養学科長
宮内　眞弓

管理栄養学科の活動

何事にもチャレンジを！
本年４月から管理栄養学科長を努めさせていただくこととなりました。学生が学ぶことに

興味がもて楽しく学べる場を提供できればと考えています。
管理栄養士は、他人を思いやり、人の気持ちに寄り添いながら社会に貢献していく仕事で

す。仕事を楽しむには、知識だけではなく、新しい発想や新しい事への挑戦が素晴らしい未
来へとつながります。是非４年間で何か新しいことにチャレンジし、新しい自分を発見して
ください。
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第11期卒業生 就職率100%達成！！
この春に卒業した第11期生（平成31年３月卒業生）の就職率（就職希望者比）は、学部全体で100％となり、開

学以来最高の結果となりました。実質就職率【就職者/（卒業者－大学院進学者）】を見ると、96.7％であり、就職
希望者比の就職内定率とともに開学以来最高値の結果でありました。【卒業者数153人／就職希望者数148人／就職
決定数148人／大学院進学者０人】

本学の就職支援は、教員・職員の連携により行っています。学生皆さんの希望通りに就職・進路を確立させる
為、今年度もキャリア・就職支援ガイダンスを行ってまいります。

今春晴れて卒業した食品学科卒業生は、就職率100％を達成することができました。職種
としては、研究・技術系、営業・販売系、調理系がほぼ１：１：１となっております。食品
学科ではこのように就職に役立つ様々な資格として、フードスペシャリスト、食品微生物検
査技士、調理師、HACCP管理者等の資格取得を後押ししておりますが、昨年度は新たに初
級官能評価士に２名の合格者を出しました。また、今年度はフードコーディネーター資格の
認定校となるべく、認定申請を行う予定です。今後も学生の就職の役に立つべく、取得でき
る資格の充実を図って参ります。

食のスペシャリスト・食の研究者を目指して（資格の取得状況）
・フードスペシャリスト（日本フードスペシャリスト協会）

フードスペシャリストは、「食」に関する高度な専門知識・技術を有し、食品や食生活に関する的確な情報を提供し、豊
かな食生活を推進するリーダーとして、流通や消費の分野で活躍できる資格です。
・フードサイエンティスト（食品科学教育協議会）

フードサイエンティストは、食品に関する科学的な知識を基本に食品関連の技術者として働くスペシャリストに与えら
れ、企業や研究施設などで食品の研究開発を行ったり、食品検査などの現場で活躍できる資格です。

卒業研究・制作発表会
平成31年２月２日（土）に「卒業研究・卒業制作発表会」が実施

されました。卒業研究および卒業制作は、食品に関する基礎から応
用までの幅広い知識・技術を得た経験を基に学生が研究テーマを設
定します。当日は４年間の集大成として研究テーマに基づき研究内
容や成果の発表を行いました。また、卒業制作として調理技術研修
で得た技術を生かして先生方に創作料理を披露しました。

食品学科長
北村　義明

食品学科の活動

2019 年度　キャリア・就職支援ガイダンス一覧
開催時期 対象学年 講座名

４月

１・４年次 アセスメントテスト「PROG」
３年次 職業適性テスト「キャリアアプローチ」
３年次 基礎学力模擬試験「START」

３～４年次 公務員栄養士ガイダンス
３～４年次 食品衛生監視員受験ガイダンス

５月 ３～４年次 模試解説ガイダンス
３～４年次 履歴書・エントリーシート対策講座

６月
１年次 アセスメントテスト「PROG」フォロー講座

１～３年次 大学院進学ガイダンス
１～３年次 大手企業就職のための筆記対策講座

３年次 インターンシップ対策講座

７月
１～３年次 公務員教養試験ガイダンス
１～４年次 キャリア・就職支援ガイダンス

４年次 直営給食施設希望者ガイダンス

開催時期 対象学年 講座名

10 月
３年次 SPI 対策講座
３年次 就職対策 DVD 上映会

11 月
１～３年次 大手企業就職のための対策講座

２年次 ワークライフバランス講座
３年次 就職業者ガイダンス

12 月
１～３年次 ４年次生による就活体験講話

３年次 就活直前対策講座（ビジネスマナー＆面接対策）

１月
１年次 キャリアデザインガイダンス
３年次 公務員試験論文対策講座
３年次 ディスカッション講座

２月 ３年次 学内業界説明会
筆記対策講座や未内定者のフォローアップ（随時）

ポスター発表研究発表の様子

＜第１期～ 11期生の取得状況＞
日本フードスペシャリスト協会 食品科学教育協議会

専門フードスペシャリスト（食品開発） フードスペシャリスト フードサイエンティスト
３名 270 名 280 名

食品学科では、その他食品に関わる資格取得が可能です。
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人事について
　平成31年４月１日付 

 理　事  

　＜委　嘱＞

　　東京聖栄大学 学生支援センター顧問

　　理　事　　　　　　　松本　信二

 教　員  

大　学

　　学部長　　　　　　　荒木　裕子

　　図書館長　　　　　　筒井　知己

　　管理栄養学科長　　　宮内　眞弓

　　食品学科長　　　　　北村　義明

　　国試対策室長　　　　小林　陽子

　　共通教育センター長　鈴木　　等

　　管理栄養学科幹事　　吉田真知子

　　食品学科幹事　　　　岡本　直也

　＜委　嘱＞

　　コンプライアンス推進責任者

　　研究倫理教育責任者

　　　　　　　　　　　　荒木　裕子

■昇　任

大　学

　　教　授

　　　小林　陽子（准教授）

　　　【研究室名：応用栄養学】

　　教　授

　　　大田原美保（准教授）

　　【研究室名：調理科学】

　　助　教

　　　髙木　智弘（助手）

　　　【研究室名：食品学第１】

■採　用

大　学

　　准教授

　　　福留　奈美

　　　【学位：  博士（学術）

　　　（お茶の水女子大学）】

　　　【前職：東京聖栄大学

　　　　　　 非常勤講師】

　　　【研究室名：食文化】

　　助　手（任期制）

　　　管理栄養学科　　　 鮎澤真奈恵

　　　食品学科　　　　　 近藤　麻由

　　　食品学科　　　　　 丸山芙由子

　　特任教授（非常勤）　　倉橋　俊至

　　非常勤講師　　　　　 大場　智彦

　　　　　　　　　　　　 黒田　範行

　　　　　　　　　　　　 Philip Hinder

■特任教授（常勤）新規

　　特任教授（常勤）　　　筒井　知己

　　特任教授（常勤）　　　伏脇　裕一

■専任教員学科所属変更

　　食品学科教授　　　　 福田　　亨

（管理栄養学科教授）

　平成31年３月31日付

■退　職

　　助　教　　　　 　　　矢島　克彦

　　助　教　　　　 　　　大内　和美

　　助　手　　　　 　　　佐久間俊幸

　　非常勤講師　　 　　　石崎　　潮

　　非常勤講師　　 　　　丸井　正樹

（平成30年12月31日付　教授退職）

 職　員  （事務職員・教員兼務） 

■兼務等

　平成31年３月31日付

大　学

　　事務部学生支援・就職支援課長兼務解く

　　　鈴木　　等（管理栄養学科教授）

　平成31年４月１日付

　　事務部学生支援課・就職支援課長兼務

　　　横塚　友子（事務部次長兼学務課長）

　　事務部学生支援課・就職支援課次席

　　　膳法　浩史（管理栄養学科専任講師）

　　法人事務局法人広報課長

　　専門学校事務長兼務

　　 大学事務部次長

　　（アドミッション担当）を解く

　　　　　　　　　　　　多田　　功

■採　用

　平成31年３月19日付

（臨時職員）

　　保健室看護師　　　　佐々木壽子

　　大学図書館司書　　　西尾　征二

■退　職

　平成31年３月31日付

（臨時職員）

　　保健室看護師　　　　上谷　絵美

　　大学図書館司書　　　峯浦　　敏

管理栄養学科
１年担任　宮内　眞弓　教　授　　副担任　田中　広美　講　師
２年担任　大塚　静子　准教授　　副担任　膳法　浩史　講　師
３年担任　鈴木　　等　教　授　　副担任　風見　公子　准教授
４年担任　小林　陽子　教　授　　副担任　吉田真知子　講　師

食品学科
１年担任　片山　佳子　准教授　　副担任　福留　奈美　准教授
２年担任　福田　　亨　教　授　　副担任　大田原美保　教　授
３年担任　吉田　光一　准教授　　副担任　植芝　　牧　准教授
４年担任　塩谷　敏明　教　授　　副担任　山本　直子　助　教
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