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新型コロナウイルス感染症予防のため
令和２年の卒業式・入学式は中止としました。



2

管理栄養学科の活動�

理化学研究室（鈴木　等教授）

基礎栄養学研究室（大塚　静子准教授）

理化学と言えば物理と化学のことですが、本ゼミでは、管理栄養士になるために必要となる化学と生物学の基本的な知識
を１・２年次の授業で学んだ内容とリンクさせながら再確認し理解を深めていきます。国家試験の勉強には遠回りに感じる
かもしれませんが、人体の構造と機能、食品中の成分など、生物、化学領域の主要な基本事項は必須です。また、ゼミ生が
国家試験の過去問題に対する解答と解説の発表会を行っています。

東京聖栄大学と葛飾区との協働による「かつしかの元気食堂推進活動」
本学と葛飾区との包括連携協定に基づく、食育推進活動の中でかつしかの元気
食堂推進事業を行っています。内容は、「お弁当メニューの開発」「かつしか知っ
得メモ」「かつしかフードフェスタ」の取り組みを通して食育を推進しています。

●「かつしか知っ得メモ」とは（写真①）
　�　本学管理栄養学科３年生が作成した手作りの栄養・健康情報カードで
す。毎月発行され、食材の特徴やレシピ、生活習慣病予防の食事、日本の
食文化等多岐にわたった情報を「かつしかの元気食堂」や「元気な食応援
店」を通して地域に発信しています。

●「かつしか元気食堂」で提供するお弁当メニューコンテスト
　 （写真②・③）
　�　この活動は、５周年を迎えました。メニュー開発は、給食経営管理実習
の授業で葛飾区が設定した基準に則り、12メニューの「元気がでるお弁当
メニュー」を作成して、コンテストが行われました。コンテストでは、理
事長賞をはじめ学長賞、かつしか賞、特別賞に認定店舗の八十八賞のメ
ニューを決定し表彰されました。（令和元年７月６日（土））

●コンテスト上位入賞メニュー試食会の実施
　�　元気がでるお弁当メニューコンテストで入賞したメニューを、葛飾区民
の方々約50人に試食して頂きました。また、全体を通してお弁当メニュー
コンテストに関わる企画・進行は全て学生が主体となって実施しました。
（令和元年９月21日（土））
　　なお、入賞したメニューは、葛飾区内の認定店４店にて提供されました。
●かつしかフードフェスタにおける食育活動（写真④）
　�　かつしかフードフェスタは、本学近隣の新小岩公園にて、葛飾区最大規模のグルメイベントとして実施しており、本
学は、葛飾区保健所と協力して、学生が考案・作成した食育ゲーム「はてな？ボックス」、「大豆運びゲーム」、「旬の野
菜あてゲーム」の教材を用いて、かつしか元気食堂事業のPRをするとともにイベント来場者に食育活動を行いまし
た。（令和元年11月16日～ 17日）

近年、食生活の多様化に伴いたんぱく質や脂肪の摂取増加、加工食品やイン
スタント食品の摂取増加が腎臓への負担を招いていることが挙げられていま
す。そこで研究テーマとして、ミネラルについて動物実験を中心に腎臓の石灰
化のメカニズムの解明を進めています。
所属しているゼミ生は10名で、栄養学的にタイムリーな話題をパワーポイン
トによる発表や、学園祭の学科企画である「身体計測」の勉強会を行っていま
す。また、国家試験対策として「基礎栄養学」の分野について基礎力の定着と
関連科目を中心に勉強しております。

研究室紹介

写真①　2019年５月号（120号）

写真③　候補作品

写真④　フードフェスタブース

写真②
コンテスト理事長賞
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日本フードコーディネーター協会に認定されました
本学の食品学科が2020年度より日本フードコーディネーター協会の認定校に指定されました。
フードコーディネーターは、新しい食のブランドやトレンドの構築に向けて、食の「開発」・「演
出」・「運営」の分野での活躍が期待されています。協会が定めた所定の課目を本学で履修し単位
取得が完了した者は、協会に認定登録を申請することによりフードコーディネーター３級の資格
を授与されます（試験は免除されます）。

海外食文化研修

令和２年２月11日（火）～17日（月）の７日間に亘り、学生20名がス
ペインに渡航し、海外食文化研修を実施しました。
バルセロナでは、ランプラスの市場見学やパエリアの料理講習を受
講し、カタルーニャ地方の料理を学びました。マドリッドでは、食品
市場の見学や郷土料理である仔豚丸焼きの試食を通して、食文化を体
験しました。
また、世界文化遺産であるサグラダファミリア聖堂やローマ水道橋の見学、フラメンコを鑑賞してスペインの文化にふれる機会
となりました。スペインの地に足を運ぶことで、食の体験や歴史と文化を学ぶ機会となり、大変有意義な海外研修となりました。

食品学科の活動�

食文化研究室（福留　奈美准教授）
食文化とは、ある時代や地域、集団に共通して受け継がれてきた食べることに
関する生活様式（ライフスタイル）です。誰が、いつ、どのような食べ物をどう
調理して食べてきたのか、また、食べているのかを明らかにするために、食文化
研究室では、料理レシピの分析、フィールド調査、専門書や論文等の文献調査を
行っています。また、興味を持った食品や料理の歴史・変遷をとらえることで、
自分ならではの食物史、生活史を語れるようになることを目指しています。

食品生化学研究室（福田　亨教授）
当研究室では、骨の研究をしています。カルシウムの塊である骨ですが、私
たちの体を支えてくれているだけでなく、実は体の様々な臓器に作用していま
す。その中には、脳や膵臓なども含まれ、脳の発達や記憶、血糖値の調節に関
係していることがわかっています。そこで「体の健康＝骨の健康」との考えの
もと、骨の健康維持に効果的な食品成分について研究を進めています。また、
骨は常に形成と破壊を繰り返していますが、そのバランスが崩れることで、骨
粗鬆症などの病気が起こります。このバランス調節は未解明な部分が多く残さ
れているため、その謎の解明にも取り組んでいます。これらの研究を進めるこ
とで、骨の健康維持に役立つことを目指しています。

研究室紹介
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卒業式・入学式の中止（新型コロナウイルス感染症予防のため）
令和２年３月に新型コロナウイルス感染症の世界的な感染及び日本国内の状況を踏まえ大学として、学生・保護
者の皆さんの安全な環境の確保の観点から令和元年度卒業式（12期生）及び令和２年度入学式（16期生）を大変心
苦しい決断でしたが、中止といたしました。

●学位記授与●
令和２年３月15日にわたなべ記念館において、卒業生（12期生）の学位記授与が行われました。
学位記授与は、健康栄養学部　卒業生170名（管理栄養学科103名、食品学科67名）でありました。成績優秀者や各種協
会長賞の表彰が行われた後、田所学長より、「社会へ巣立つ皆様には、順風満帆のみならず予測不能な事態への臨機応変な
対応の必要性も今日改めて心にとめて頂ければ誠に幸いです。」と卒業生に対してメッセージが送られました。桑原前学友
会長より、卒業生を代表して先生方に感謝の言葉が述べられ終了しました。

表彰　学長賞 卒業生代表　感謝の言葉

賞 学　科 氏　名
学長賞 管理栄養学科 永野　菜緒
管理栄養学科代表（優秀賞） 管理栄養学科 明庭　美穂菜
食品学科代表（優秀賞） 食品学科 渡辺　稜

優秀賞

食品学科 井上　由加里
食品学科 小野　有希子
食品学科 熊谷　沙璃菜
食品学科 野田　茉冬佳
管理栄養学科 平賀　みなみ
管理栄養学科 丸山　幸香

全国栄養士養成施設協会
会長賞 管理栄養学科 永野　菜緒

日本フードスペシャリスト
協会会長賞 食品学科 前山　未来

食品科学教育協議会
会長賞 食品学科 篠崎　みよし

賞 学　科 氏　名

わたなべ奨学・奨励基金
地域貢献賞（団体表彰）

管理栄養学科

上田　美穂
明庭　美穂菜
阿部　祐那
雨宮　寧々
植村　亜美
風見　祐助
神山　麻耶
木川　ひな
永野　菜緒
野本　優希
芳賀　佳苗
秦野　真希
廣瀬　裕基
眞鍋　聖嗣
丸山　幸香

令和元年度　表彰者一覧
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高等教育の修学支援新制度は、大学等の高等教育における授業料や入学金の減免と日本学生支援機構の給付型奨学金による制
度として2020年４月から始まりました。
本学は、文部科学省から高等教育の修学支援新制度の支援対象校として認定され、授業料・入学金の一部減免と給付型奨学金

により、学修意欲ある学生のみなさんの「学び」を支援しております。
修学支援新制度における申請は、給付型奨学金『日本学生支援機構』、授業料等減免『大学（本学）』それぞれ手続きが必要で

す。修学支援新制度については、学生支援センターまでお問合せください。
また、本制度の詳細は下記ホームページをご覧ください。

令和元年12月９日（月）図書館５階において「学長をはじめとする教職員と学生との意見交換会」が実施されました。この意
見交換会は、田所学長はじめとする教職員と学生代表が、学修環境や学生支援等に関する学生の意見や要望を的確に把握し、大学
運営に生かす取組みの一環として行っています。
当日は、学生代表の学友会役員９名、学長はじめとする教職員15名が出席されました。田所学長及び二階堂学友会長の開会挨

拶がなされた後、昨年にあげられた学生の意
見・要望に対する大学の取組状況の報告や今年
度の学生生活における学修支援環境、施設・設
備等に関する意見・要望や学友会活動の報告が
行われ、とても有意義な意見交換会となりまし
た。学生の意見・要望を真摯に受け止め、学生
生活の充実を図るとともに大学全体がよりよく
なるように取り組んでいきます。

本学では、地震・火災等の発生を想定し、学生自身の防災行動力と意識向上を図る観点から、様々な防災に関する取り組みを
年間通して行っています。５月には、災害時安否確認システムの運用訓練を実施し、災害発生時における本学と学生との緊急連絡
体制の確認を行っています。10月には、地元東京消防庁本田消防署や葛飾区防災課等のご協力のもと放水訓練や起震車体験等、
「体験型」の訓練を実施しています。その他に、学生達が学内にある保存食・防災資機材の保管場所や使用方法を学ぶ訓練等を実
施しており、これらの安全に対する具体的な取り組みは、文部科学省指定機関による第三者評価で、本学の優れた点として評価を
いただきました。

Topics & Information
高等教育の修学支援新制度

学生との意見交換会を実施しました！！～学生代表と学長等の教職員との意見交換会～

本学の防災に関する取り組み

学長挨拶

起震車体験 本学の備蓄品説明

学生代表意見（学友会役員）

【修学支援新制度に関するWEBサイト】� （下記QRコードから確認できます。）

〇文部科学省ホームページ「高等教育の修学支援新制度について」
　https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm

〇独立行政法人日本学生支援機構ホームページ「奨学金の制度（給付）について」
　https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html

〇独立行政法人日本学生支援機構ホームページ「進学資金シミュレーター」
　https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html

文部科学省
修学支援新制度

日本学生支援機構
給付型奨学金

進学資金
シミュレーター

（支援区分確認）
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発行　東京聖栄大学 〒 124-8530　東京都葛飾区西新小岩 １−４−６
　　　　　　  TEL：03-3692-0211（代）　　　URL https://www.tsc-05.ac.jp/

人事について
令和２年４月１日付
 大学附属幼稚園  
　＜任　命＞
　　わたなべ幼稚園園長
　　　石井　恭子
 教　員  
■昇　任
大　学
　　講　師
　　　星野　浩子（助教）
　　　【研究室名：

食品衛生学第２】
　　講　師
　　　山本　直子（助教）
　　　【研究室名：

応用微生物学第２】
■採　用
大　学
　　教　授　谷本　守正
　　　【学位：博士（農学）

（東北大学）】
　　　【前職：
　　　 山梨大学大学院教授】
　　　【研究室名：食品開発】
　　准教授　佐藤ひろ子
　　　【前職：
　　　千代田区教育委員会】
　　　【研究室名：公衆栄養学】

　　講　師　篠原　優子
　　　【学位：博士（農学）

筑波大学】
　　　【研究室名：

応用微生物学】
　　助　教　折口いづみ
　　　【学位：
　　 　�修士（人間環境学）

公立�福岡女子大学】
　　　【食品学研究室所属】
　　助　手（任期制）
　　　管理栄養学科　小川　里帆
　　非常勤講師　　　阿出川國雄
　　　　　　　　　　飯野　邦彦
　＜専任委嘱：新規・所属変更＞
　　講師（専任）　　 田中　広美
　　幼稚園園長　　　石井　恭子
　　幼稚園相談役　　萩原　和代
　＜助手（任期制）・更新＞
　　助手（任期制） 　柴田　隆一
　　　　　　　　　　松下　麻衣

令和２年３月31日付
　＜退　任＞
　　わたなべ幼稚園園長　萩原　和代
■退　職
　　教授　鈴木　三枝（専任委嘱終了）
　　教授　塩谷　敏明（専任委嘱終了）

　　特任教授　　 佐藤　哲司（委嘱終了）
　　講師（専任）　田中　広美（定年退職）
　　助教　　　　 髙木　智弘
　　助手　　　　 鮎澤真奈恵
　　非常勤講師　 潜道　文子
　　非常勤講師　 林　　正一

　　わたなべ幼稚園園長代理
　　　　　　　　 石井　恭子（定年退職）
 職　員 
令和２年４月１日付
■採　用
　事務局総務課　上田　佳子
　（臨時職員）図書館　寺内　京子

（令和２年３月23日付）
　　　　　　 保健室 看護師　渋谷　由貴

（令和２年３月28日付）
　＜専任切替＞
　　入試・広報課　鎌田亜沙美
　＜専任委嘱：新規＞
　　学生支援課・就職支援課長
　　学生相談室長　小田　義明

（令和２年３月31日付　定年退職）

令和２年３月31日付
■退　職
　　法人事務局施設管理課
　　　小林　益夫（専任委嘱終了）

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

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

令和２年度 学年担任紹介

学校法人�東京聖栄大学�役員改選
役員紹介

氏名 職務分担 新・再任
理事長 福　澤　美喜男 法人統括、わたなべ幼稚園担当

常務理事
田　所　忠　弘 （教学担当）学長　理事長補佐
高　橋　成　彰 （総務担当）法人事務局長・大学事務部長 再任
村　上　秀　男 （財務担当）法人相談役 再任

理事

阿左美　章　治 東京聖栄大学附属調理師専門学校 再任
有　馬　克　彦 利益相反検討委員会委員 再任 ※
筒　井　知　己 研究推進担当・図書館長 新任
松　本　信　二 学事担当・学生支援センター顧問 再任
渡　邉　由美子 理事長特命担当 再任 ※

監事 中　村　甫　尚 再任
彦　坂　令　子 新任

※外部理事（令和２年４月１日現在）

学校法人東京聖栄大学は、令和元年10月23日
開催の理事会及び11月26日開催の理事会・評議員
会において福澤美喜男理事長、田所忠弘学長を除
く、任期満了となった理事・監事の選任をいたし
ました。任期は、11月26日から４年。新任として
筒井知己理事・彦坂令子監事が就任され、本学園
は、新しい元号による令和元年を新役員の体制で
スタートしました。


