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第14期生卒業式が
挙行されました
令和４年３月 15 日（火）に東京聖栄大学第 14 期生の
卒業式が、わたなべ記念館にて挙行されました。管理栄
養学科 83 名、食品学科 74 名の計 157 名が卒業を迎え、
学位記が授与されました。式では、学位記授与の後、在
学中優秀な成績を収めた学生が、
「学長賞」
（１名）、
「優
秀賞」
（８名）としてそれぞれ表彰されました。
また、田所学長より「若さの柔軟かつ動的な心身と人
を大切にする「人」としての豊かな感性をもって、積極

聖栄会

聖栄会会長

松﨑 政三

的に夫々の有意義な人生を歩んで、輝くような自らのす
ばらしい人生に花を咲かせて頂くことを切に希望してお
ります。」とのメッセージが送られました。
式終了後は、各学科に分かれ、学科長や学年担任から
お祝いと共に社会人になるにあたってのメッセージが送
られました。
なお、本会から卒業記念品（袱紗・シャチハタ付きネー
ムペン）を卒業生全員に贈呈いたしました。

会長ご挨拶
東京聖栄大学同窓会員「聖栄会」の皆様には、ご健勝にお過ごしのこととお喜び申し上げます。
新型コロナウイルス感染拡大が、社会・経済活動や教育・医療分野にも多大な影響を与えました。
今年、卒業された皆様には大学のコロナ対策の取り組みとしてオンライン授業、対面授業、実験・
実習関連の授業などは人数制限などの多くの努力が行われてきましたが、2 年間にわたり不自由
な大学生活が強いられ、満足した学生生活を送ることが出来なかったのではないかと案じており
ます。我慢の中で学生生活を乗り切ってきたこの貴重な経験を、社会人として生かしていただき
たいと願っております。聖栄会活動も大幅に制約されましたが、昨年は何とか大学の協力により
総会を開催し新体制を整えました。本年度の事業計画も承認され、コロナの鎮静化を希望にして
力強い活動が出来るものと信じております。人生 100 年時代と言われる今、健康寿命の延伸から
食と栄養の担い手として皆さんへの期待は大きいものがあります。個々にご活躍されている会員
は大勢おります、こうした活動を在学生に報告の場を提供したいと考えております。会員の皆様
には聖栄会の活動にご理解をいただき、総会、食文化研究会、大学祭などに出席いただき、前向
きなご意見とご協力を賜りたいと存じます。変化の激しい社会情勢のなかで関係情報を共有し、
聖栄会のより良い運営を図って参ります。また、大学との連携を強めながら学生募集、就職への
援助などに繋げて行きたいと考えております。
最後に聖栄会の発展と母校の発展をお祈りいたします。
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名誉会長ご挨拶
聖栄会同窓生の皆様へ
コロナ蔓延防止等措置の影響が３年間にも渡るとは想像だにしておりませんでした。安全対策上本年
度卒業生 157 名と本学教職員一同のみの限定卒業式典となったことは至極残念でありましたが、大学と
しての歴史も 20 年に手が届くようになりました。OB 荒木裕子学部長の活躍のお陰で聖栄会 OB も順調
に増加、今後一層の交流に期待が膨らみます。本年度卒業生には、新型コロナウイルス蔓延防止経験を
踏まえたことが、多様性時代を生き延びる皆様にとって大いに人生を乗り切る自信とプラスの発想に繋
がること並びに本学建学の精神でもある食を預かる仕事の大切さは、食べる「人」への配慮、即ち「人

名誉会長

田所 忠弘

の感性」が大切であることを述べさせていただきました。
さて、令和４年度は、少子化厳しい中、大学の安定的発展に向けた具体的な対策も開始されつつ、引
き続き学部長荒木裕子教授のもと、管理栄養学科長宮内眞弓教授、食品学科長北村義明教授のお三方万
全の体制で引き続き大学をさらなる教育の質の向上へと牽引して行っていただけることと思います。聖
栄会の皆様にも是非、「食」の総合大学魅力作りに益々一致協力したバックアップとさらなるご支援、ご
鞭撻のほど重ねて宜しくお願い致したいと思います。

聖栄会

名誉顧問ご挨拶
聖栄会の皆様へ
卒業生の皆様には、日々ご活躍のことと拝察しております。昨年理事長を退任いたしましてからは、
学園長として大学に足を運んでおります。３月 15 日に卒業式が無事挙行され、157 名の卒業生が巣立ち
ました。新型コロナの影響で卒業生と教職員のみの卒業式となりましたが、ご父兄にはオンラインで式
の様子を配信いたしました。新会員となられた卒業生の皆様のこれからのご活躍を期待しています。聖
栄会は専門学校、短大、大学とその歴史は長く、食品業界や栄養分野において多くの卒業生がご活躍さ
れていますので、同窓の先輩を頼っていただきたいと思います。

名誉顧問

福澤 美喜男

コロナ禍で、聖栄会の活動も縮小せざるを得ないようですが、総会をはじめ諸事業が再開され、会員
相互の親睦を図り、聖栄会が発展されることを祈念しております。
この二年間コロナの波が寄せては返すの繰り返しで全く困ったものです。卒業生の皆様もお仕事に多
大な支障をきたされたこととお察し致します。大学も同様で、授業はオンラインが多くなり、学生さん
達はもとより、特に実験実習が多い本学の先生方には大変なご負担だったこととお察し致します。
さて、今年に入ってから二つの嬉しいニュースに出会いました。一つは日本食品科学工学会関東支部の
シンポジュウムが本学で開催されたことです。その実行委員長には北村義明先生が当たり、本学の福留奈
美先生と吉田光一先生のお二方が講演されました。会場校だったとはいえ本学からシンポジストが選ばれ
たことは名誉なことであり、大変喜ばしく思っております。ただ残念だったことに今回は全てオンライン

名誉顧問

松本 信二

で行われたことです。出来れば会場での講演も併せて行われ、本学の学生さん達が参加することで、会の
雰囲気に接し、学会に参加したという貴重な体験を味わってもらえればより良かったことと思います。
もう一つは、日本調理師科学会で編集された「伝え継ぐ日本の家庭料理」についての記事が日経新聞
に大きなスペースで紹介されたことです。全国各地方の伝統的な家庭料理を研究者約 360 人、10 年に亘
り調査し、1880 品目のレシピを掘り起こした大作です。この紹介記事を書かれたのは本学の福留先生で、
先生ご自身が高知県の家庭料理の調査・執筆を担当され、全国の料理について編集の取りまとめ役とし
て携わったとのことです。本学の教員がこのような一大プロジェクトに関わられたことは大学として名
誉なことであり、そのご苦労に対して敬意を表する次第です。
いつも卒業生の皆さんのご活躍に敬意を表しておりますが、先生方も教育に研究に頑張っていること
にご理解を頂き、更なるご支援をお願いする次第です。

訃

報

聖徳栄養短期大学元教授の林淳三先生が令和３年６月８日、ご逝去されました（享年 98 歳）。
ここに謹んで哀悼の意を表し、ご報告申し上げます。
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聖栄会トピックス
令和３年度

令和４年度

聖栄会総会を開催しました
令和３年６月６日（日）
、１号館講堂にて聖栄会総会が
開催されました。

聖栄会総会の開催について
令和４年度の定期総会ならびに懇親会を下記の通り開催
いたします。

記

令和２年度は新型コロナウイルス感染症の拡大により、
参集型での開催は見送られたため、今年度は感染症対策を

◎日

時

施し、２年ぶりの参集型での開催となりました。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により懇親会を取りや
める場合があります。ご了承ください。

（専７期）が退任され、新会長に松崎政三氏（短５期）が就
会

◎会

場

長：松崎 政三（短５期）
浦野 史子（短 11 期）

◎懇親会費

務：山本 浩作（大１期）
中村 太一（大４期）

1,000 円
キ」で５月 25 日（水）までに出欠をお知らせください。
※なお、欠席される場合でも委任状のご提出をお願い致します。
ホームページ、ハガキのどちらでも可です。

小池 直輝（大９期）

計：山本 直子（短 21 期）

上浦 沙友里（大７ 期）

皆様お誘い合わせの上、お気軽にご参加ください。

荻野 由唯（大 12 期）

https://www.tsc-05.ac.jp/seieikai

聖栄会ホームページ

会計監査：吉田 真知子（短 38 期）
書

会：東京聖栄大学１号館４階講堂

懇 親 会：２号館（附属調理師専門学校）内ホール

◎申込方法 「聖栄会ホームページ内申込ページ」または「同封ハガ

鎌田 亜沙美（大５期）

会

総

※会場は変更する場合がございます。当日の案内掲示をご確認
ください。

副 会 長：荒木 裕子（短９期）
総

定期総会：11 時から

懇 親 会：12 時 30 分から

役員選出では、４期８年に亘り会長を務めた髙橋興亜氏
任されました。新役員は以下の通りです（任期２年）。

令和４年６月５日（日）

記：中澤 和美（大８期）
工藤 綾佳（大８期）

令和３年度 聖栄会総会

なお、令和５年度よりハガキでの申し込みを廃止予定です。
ご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。

令和３年度・令和４年度

令和３年度・令和４年度

体育祭協賛・聖栄葛飾祭出展について
令和３年度に予定されて

食文化研究会について
令和３年度食文化研究会は、新型コロナウイルス感染症

いた体育祭・聖栄葛飾祭は、

の感染状況を鑑み、喫食を伴う行事となるため開催を見合

新型コロナウイルス感染拡

わせました。

大に伴い、開催が見送られ
ました。

令和４年度食文化研究会は、新型コロナウイルス感染症の

例年、聖栄会では、体育
祭では優勝クラス等を賞金
を添えて表彰するなど協賛
体育祭

参加しています。

聖栄葛飾祭では聖栄会ブースの設置や「学友会主催チャ

感染状況を踏まえながら、現在実施の可否を含め検討中です。
実施の可否を含めた詳細は７月上旬までに聖栄会ホーム
ページに掲載いたします。
なお、実施可と判断した場合には、10 月上旬の日曜日に
開催を予定しています。

リティーもちつき」への協賛参加等をしています。
令和４年度の開催も、新型コロナウイルス感染症の拡大
状況により、不透明な部分もありますが、開催された際に

聖栄会ホームページ
https://www.tsc-05.ac.jp/seieikai

は聖栄会としても協力いたし
ます。

食文化研究会への参加申し込みは「聖栄会ホームページ

なお、令和４年度の聖栄葛

申込ページ」または「電話（聖栄会事務局 03-3692-0211）」

飾 祭 は 11 月 ５ 日（ 土 ）
・６ 日

にて承ります。（受付開始日は聖栄会ホームページにてお知らせし

（日）
に予定されています。
※聖栄葛飾祭開催の有無は大学ホーム
ページにてご確認ください。

ます。）

なお、令和５年度より電話での申し込みを廃止予定です。
聖栄葛飾祭

ご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。
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同窓生通信
聖徳栄養短期大学

37 期卒業生

飯田 真由美

「今、本当の巣立ちを」

りましたが、20 年大学職員として培ってき
たものは、その後の職種が全く異なったと
しても無駄にはならないと確信していたの
で、不安はありませんでした。
現在は、50 年間休耕田であった荒地を耕
し、ササシグレという高アミロース、低ア
ミロペクチンでアレルギーの症状が出にくい品種のお米を自然栽
培しています。現在では生産量が少なく、お店でもなかなか見か
けないお米ですが、古くから伝わる良い品種をこうして受け継ぎ、
遺していくお手伝いができればと思っています。
この誌面をお借りして近況報告をさせて頂きましたが、機会が
あったらまた直接学校に報告に行きたいと思います。こんな情勢
ですが、聖栄会総会や学園祭など開催可能となったらぜひ皆さん
も母校に遊びに行きましょう。
最後になりましたが、東京聖栄大学並びに聖栄会のご発展と皆
様のご活躍を心よりお祈り申し上げます。

私は卒業後、母校である聖徳栄養短期大学に就職しました。
学校に残って事務職員として勤務するお話をいただいてから 20
年、後輩たちの為に快適な学びの場をつくる一員になれるよう努
めてまいりました。
至らないことも多々あったとは思いますが、皆さんが少しでも
良い学校だったなと思ってくれていたら嬉しいです。
共学に変わり、短期大学から四年制の大学に変わってからも次々
と入学してくる後輩たちをずっと見守っていくつもりでいました
が、かねてより興味のあった農業に従事する機会に恵まれ、この
たび転職することになりました。
これまでずっと、学生生活を支えてく
れた職員の方々や恩師がそばに居る環境
に身を置き、叱咤激励を頂きながら過ご
してきたので、齢 41 歳にして初めて社
会に飛び出した気持ちです。心細くはあ

東京聖栄大学 食品学科

５期卒業生

白井

優

私は９年前に５期生として食品学科を卒業しました。在学中は、
勉学に努めたことは勿論のこと、優しい先生方や友人にも恵まれ、
楽しく充実した日々でした。有難いことに、今でも学生時代の友
人とは親交があります。東京聖栄大学で得た知識や経験、人脈は
今の私自身の糧となっています。
現在は、コンビニエンスストア（
（株）セブン－イレブン・ジャ
パン様）
、外食向けの麺類製造・販売している会社で開発部として、
勤務しております。就職活動中は、悩みが多く、迷走することも暫
しありましたが、幼い頃から食べる事が好きだったのと、大学で学
んだ事を活かしたい！という想いが強くこの会社を選びました。
弊社はコンビニエンスストア向けの製造・販売とありますが、
それに伴い、工場自体も 365 日・24 時間体
制で稼働しております。
その為、入社当初は全く知らない土地での
一人暮らし、夜勤勤務と一気に生活環境が変
わり、慣れるまで苦労しました。新人研修を
経て、開発部へ配属となりましたが、そこで
も毎週のように新商品がリリースされている
のと、商品開発のみならず、市場調査や取引
先との折衝、規格書作成、試作、製造部と連

東京聖栄大学 管理栄養学科

11 期卒業生

株式会社ニッセーデリカ勤務

携したライン検証や当日確認等と多岐に渡
る仕事量に驚かされました。何度も失敗や
挫けそうになることはありましたが、ここ
でも上司や先輩、同僚たちに恵まれ、フォ
ローを貰えたこと、持ち前の負けず嫌いな
性格と学生時代に培った知識や経験を最大
限に活用することで乗り越えてきました。
紆余曲折を経て、自分達が作った商品が SNS 等で紹介されてい
たり、お客様が手に取っている姿を見ると、とても誇らしく仕事
のやりがいを感じます。
昨年 10 月より管理職となり、マネジメント業務など新たな仕事
が加わりましたが、商品を通して、お客様へ食の大切さ、安全安
心なものを提供する使命は変わりません。
今後もこの軸からブレないように様々なチャレンジをしていき
たいと思います。
話は変わりますが、弊社人事部より例年、東京聖栄大学の後輩
が採用されていると伺っています。今後の為にも、私自身が後輩
達の指標になれるように頑張ります。
最後になりましたが、東京聖栄大学並びに聖栄会の益々のご発
展を心よりお祈り申し上げます。

川田 彩織 （旧姓：竹内）

私は現在、神奈川県藤沢市立浜見小学校で学校栄養職員として
勤務しております。
業務内容は、給食の献立作成及び、発注業務や調理員への調理
に関する指導・助言を行っています。他にも、アレルギー児童の
対応や児童への給食指導、学級に入り担任と共に食に関する指導
等を行っています。
東京聖栄大学の 4 年間での学びの中で、大量調理基礎実習の授
業は、今の私の仕事に直結した学びでした。喫食者を考慮した献
立作成から、発注業務・調理工程を考え、当日の調理実施まで、
班員と協力して一連の給食業務を学んだことにより、栄養士とし
ての多岐にわたる業務内容を実感
することができたからです。今は
毎日一人で日々の給食を担ってい
るので、その責任感や『おいしかっ
た』と言ってもらえた時の達成感
を得た時は、大学時代に学んだ知

識のおかげだと感じているところです。
現在も子供たちは、毎日の給食時間は全
員前を向いて黙食です。当たり前のように
見慣れた姿になっていますが、数年前の班
になって友達と楽しく食事をしている姿を
思い出すと、早く元通りに戻ってほしい日
常です。そんなことを考えながら給食時間に教室巡回していると、
廊下にいる私に【グーサイン】をしてくれたり、笑顔で食べ終わっ
たお皿を見せてくれたり、今の環境でも子供たちなりに楽しんで
食事をしてくれています。そんな姿に、私は毎日元気と力をもらっ
ています。
これからも子供たちに、【安全で安心できるおいしい給食を絶や
さずに作り続けること】ができるように、努力していきたいと思っ
ています。
最後になりましたが、東京聖栄大学並びに聖栄会のご発展と皆
様のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
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東京聖栄大学
食品学科

キャンパス通信

管理栄養学科

令和３年度 卒業研究発表会の開催

令和３年度臨地実習報告会の開催

今年度も引き続きコロナウイルスの影響で、卒論発
表会は各研究室にて開催されました。密を避けながら
の登校により時間は限られておりましたが、多くの４
年生が卒業論文・研究に臨みました。学生１人１人自
分のテーマと向き合い、先生方の手厚いご指導により
やり遂げることができました。学生の卒業論文は全て
ポスターにまとめ７号館１階に掲示されています。ま
た在学生の参考になるように要旨と CD-R にまとめ各
研究室、学務課、図書館に保存されます。大学４年間
の集大成を来年こそは例年通りの卒論発表会の場で披
露してほしいです。

管理栄養学科では、臨地実習先で各々の学生が経験
したこと及び研究内容を持ち帰り、実習で得た知識の
理解を更に深めるために臨地実習報告会を行っており
ます。
報告会は１日をかけて、分かりやすくまとめたパワー
ポイントを使用して報告を行い、報告書を作成してお
ります。
令和３年度は６月 12 日（土）に 14 期生・12 月 11 日
（土）
に 15 期生の事業所実習報告会、10 月 16 日（土）に病院・
介護施設報告会、12 月 13 日（月）に保健所実習報告
会が開催されました。
今年度は一昨年度の新型コロナウイルスの影響で臨
地実習が延期となり、大変忙しい 1 年となりました。

東京聖栄大学の卒業生子女等推薦入試に関するお知らせ
卒業生子女等推薦入試 は、本学園卒業生子女等を対象とした入試です。
本入試により卒業生子女等が本学に入学する際には、入学金の2分の1を免除 します。

東京聖栄大学の卒業生、前身である専門学校、短期大学の皆さんが学ばれた同じ学園で、
お子さんや、ご兄弟姉妹の方も、 食と栄養 について学びませんか？
※詳細は、入試・広報課までお問合せください。

オープン
キャンパス 2022

オンライン説明会も開催
、
時
！
随

OPEN CAMPUS 2022
入試説明会

各回 13:00 〜 16:00

5/15（日）、6/25（土）

オープンキャンパス

オープンキャンパスの
ご予約はこちら！
フードサイエンスコース

健康栄養学部 管理栄養学科 食品学科 フードビジネスコース

受験相談会

各回 13:00 〜 16:00

（金・祝）
、
（日）
（日）
9/23
10/16
、
11/27

各回 13:00 〜 16:00

（日）
7/3（日）、16（土）、8/ 7（日）、21

総合型選抜 受験対策講座

オープンキャンパスと同日開催

要予約

（土）
（日）
（日）
のみ
※7/16
、
8/7
、
21

春のオープンキャンパス
【高校1、
2年生対象】
各回 13:00 〜 16:00

2023年 3/25（土）

受験相談会
聖栄葛飾祭と同日開催

11/5（土）
6（日）

午前の部
10:00 〜 13:00
午後の部
14:00 〜 16:00

5

6

聖
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各種証明書の発行について
各 種 証 明 書 発 行 は、
「窓口」
また は「 郵 送 」 で 申 込 可 能 で
す（ 電 話 で の 申 込 は 出 来 ま せ
ん。）。 申込 方法 の詳 細 は東 京
聖栄大学ホームページにてご確
認ください。

＜注意事項＞

・在学時の氏名で発行されます。
・原則、申込日から発行まで 5 日（土日祝日除く）かかります。
・英文証明書や短大の単位履修証明書など、発行までに日数を要するものもあります。
・冬季・夏季休暇中は通常時より発行までに時間がかかります。
・個人情報保護の観点から、申請が本人の意思によるものであることを確認させていただいています。申請の際に身分証明書や委任
状の提示・提出をお願いいたします。お預かりした身分証明書類は発行後適正に破棄いたします。

東京聖栄大学 就職状況について

就職内定率状況
管理栄養学科
食 品 学 科
学 部 合 計

内定者数
80名
65名
145名

就職希望者数
80名
68名
148名

就職内定率
1 0 0 .0 %
95.6%
98.0%

内定先職種別グラフ

令和４年３月卒業生の就職率（就職希望比）は、学部合
計で 98.0% となりました。卒業生の多くは学業に関連した
職種に就職しております。卒業生が就職先で大いに活躍す
ることを期待しております。

研究・分析・開発・
製造
（食品・化学）
2.5％
調理 1.3％

営業・販売 2.5％
その他 6.3％

その他 9.2％
接客サービス 3.1％

公務員 3.8％
病院 3.8％
福祉施設 3.8％

薬局 20.0％

保育園 11.0％

営業・販売 35.4％

管理栄養士・
栄養士職 87.5％

研究・分析・開発・
製造
（食品・化学）
35.4％

調理 15.4％

給食受託会社
45.0％

一般事務 1.5％

管理栄養学科

食品学科

卒業生の皆様から、東京聖栄大学の在学生に向けた求人を募集しております
東京聖栄大学の卒業生、前身である専門学校、短期大学の卒業生
を含めると約 1 万人以上の卒業生がおり、多数の方が社会で活躍して
おります。
会員の皆様から、在学生または卒業生に向けた求人情報がございま
したら右記までご連絡下さい。
また、インターンシップに関する情報もございましたら、併せてご連
絡をお待ちしております。

求 人 に 関 する
お問い合わせ

学生支援・就職支援課

ＴＥＬ：03 － 3692 － 0211（代）
ＦＡＸ：03 － 3692 － 0215（直通）

● 専用のお申込みフォームはこちら

求人表フォーム PDF
https://www.tsc-05.ac.jp/pdf_for_
enterprise/tsc_formpdf.pdf

● インターンシップに関するフォームはこちら

https://www.tsc-05.ac.jp/job_form/

卒業生の皆さんへ
本学には随時企業や病院、施設等から既卒者対象の求人が届いています。
求人紹介を希望される方、転職を考えている方は、ご相談下さい。
事前に既卒者登録票の提出をお願いしています。
電話やメール等でお気軽にご相談下さい。

既卒者登録票提出先・求人に関するお問い合わせ

東京聖栄大学

学生支援センター

〒 124-8530 東京都葛飾区西新小岩 1-4-6
TEL：03-3692-0211（代） FAX：03-3692-0248（直通）
job@tsc-05.ac.jp

管理栄養士国家試験にチャレンジしている皆様へ卒業生の国家試験対策を実施しております
毎年、管理栄養士を目指す卒業生の方にも広く参加できる国家試験対策
を提供しております。具体的には業者の模擬試験を 10 回程度本学内で行っ
ており、特別講習やガイダンスにも参加可能です。国家試験の雰囲気を体
験しながら実力アップを図ることができます。管理栄養士国家試験に合格
するために模擬試験を受験したい卒業生はぜひお問合せください。

TEL：03-3692-0211（東京聖栄大学 国試対策室）
大学 HP https://www.tsc-05.ac.jp/national_ex/

住所・氏名変更に関するお知らせについて
聖栄会は、卒業生の皆様のデータを管理し、聖栄会として大学から情報を配信する事で、卒業生や在学生、聖栄会とのつながりを深める事
を推進しています。

住所等変更のご連絡

聖栄会の広報誌等をご登録いただいている住所にお届けしておりますので、住所や氏名を変更した際は、
変更通知フォームにて聖栄会本部事務局にお知らせください。

＜変更通知送信フォーム＞

https://w w w.tsc-05.ac.jp/seieikai/change_notice

お問い合わせ先

TEL：03 － 3692 － 0211（聖栄会本部事務局）

