深谷 キャンパス

管理栄養学科では高いコミュニケーション力を持ち、適切な栄養評価・
指導、食支援を実行できる、
「臨床に強い」
管理栄養士を養成します。

管理栄養学部

管理栄養
学科
実践重視の
教育

目標につながる

4年間の学びを多方面からサポートする東都大学独自の教育システム。
確かな知識や技術をもとに、ヒューマンケアを実践できる管理栄養士を養成します。

1

演習・実習を通して、
実践力を養う！
食品衛生学で学ぶ衛生管理は給食経営管
理論にて給食マネージメント力へ、臨床医
学における疾病の理解は臨床栄養学にお
ける栄養ケアマネジメント力へと、様々な
基礎科目から専門科目へ繋がる実践的な
カリキュラムが用意されています。
地域の施設や病院などで行う給食管理や
臨床栄養の臨地実習は、実践力をさらに養
います。

■食品衛生学実験の様子

臨床に強い
管理栄養士

管理栄養学科3年

髙田 凌さん

埼玉県立大宮東高等学校出身
高校生の時、部活動の食事講習会で
食事と運動について学びました。食事を
変えただけでパフォーマンスが上がった
ことを実感し、そこから食べ物について
興味を持ち始めました。進路選択の時
「食を学べる大学に進学しよう」
と考え複
数の大学を検討しましたが、東都大学に
進学を決めたのは
「医療の面から実践的
な栄養を学ぶことができる」
と思ったか
らです。
1年次の調理学実習では、
コロナ禍で
密を避けるため、本来は複数人で作業す
るところを１人で行うことが多かったの
ですが、それが自分の力になったと感じ
ています。慣れてくると先生が説明して
いる内容をポイントで捉えることがで
き、効率良くできるようになりました。2
年次の給食経営管理論実習では、調理
施設、発注量、原価、時間、効率など様々
ことを考慮して作成しなければならない
ので大変なこともありましたが、コロナ
禍でも友人と協力して行えたことがとて
も楽しく、達成感がありました。
大学で栄養を学ぶようになってから、
私自身、野菜を多く摂るようになりまし
た。健康日本21の
「1日 野菜350g摂取」
を意識して、外食の際にもサラダを注文
するなどの工夫をしています。
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2

キャリアデザイン
支援

キャリアデザイン教育と
医療専門職を育ててきた
サポート体制で、
経験が、臨床に強い理由です。 将来をバックアップ

3

万全の
教育サポート

4

なんでも相談できる
体制を整えています！

管理栄養士が行う
「栄養管理」
は医学、生
理学、生化学、食品学等の科学的根拠を
基に介入し、疾病の予防や治療、介護予
防につなげることが目的です。そのため
には
「栄養ケア・マネジメント」のスキル
が重要となります。学内実習をはじめ地
域の病院・施設など、豊富な受け入れ先
を活かした臨地実習も本学の強みです。

1年次から、さまざまな現場で活躍する
先輩方に話を聞ける授業や、病院での管
理栄養士の役割を学ぶ実習をカリキュ
ラムに取り入れ、将来像を描けるようサ
ポートします。授業外でも、各種ガイダン
スや就職活動の個別相談、国家試験対
策プログラムなど、望む進路で活躍する
ための支援に力を入れています。

科目担当教員は、学生が授業の内容を
理解できないままにしないようにオフィ
スアワーを設けて、気軽に質問できる環
境を整えています。また、チューター教
員は、学生が一人で悩まないように定期
的に個別面談を設けて、履修相談をはじ
め、あらゆる相談に耳を傾けて支援して
います。国試対策委員会では、受験勉強
のノウハウを教え、管理栄養士演習では
学力を伸ばす取り組みを行い、役割を分
担して受験サポートを行っています。

■給食経営管理論実習の様子

■病院・企業説明会の様子

■チューター面談の様子

詳しくはP19・21へ

管理栄養学部

4 つの特色

詳しくはP19・21へ

管理栄養学部

管理栄養学科3年

岸 千尋さん

詳しくはP53へ

管理栄養学部

管理栄養学科2年

詳しくはP53へ

管理栄養学部

管理栄養学科2年

群馬県立渋川女子高等学校出身

馬塲 美和さん

埼玉県立深谷第一高等学校出身

小山 琉々花さん

2 年 次 の 給 食 経 営 管 理 論 実 習 では
100食の大量調理を行います。コロナ禍
で入学した私たちにとって、発注表作成
や実際の調理、提供者の方への接客など
グループで協力して成し遂げられたこと
がとても嬉しく、楽しい時間でした。同時
に、食材を洗って切る作業に始まり、大量
調理専用の機器の使い方を覚えたり、食
中毒を出さないよう徹底された衛生管
理など確認することもたくさんあり、限ら
れた時間の中で100食分の食事を作る
大変さも実感しました。
また、献立作りにも多くの時間を費や
しました。栄養管理上1食のエネルギー
は640〜790kcal、他の栄養価や1食
400円程度という
「経営」の部分も加わ
り、
この調整で苦労しました。私は低コス
トの食材からどのような料理にするかを
考えて作成しましたが、その過程で
「日頃
から食材の季節ごとの価格や旬の食材
など注意深く見ておけばよかった」
と後
悔しました。
苦戦しながらもアレルギーなどの食育
の観点、調理場の設備・調理工程の全て
について考えながらバランスの良い献立
を1つずつ作成できたことで、少し自信に
つながりました。3年次の臨地実習も頑
張りたいと思います。

幼少の頃から料理を作ることが好き
で、高校生の時は調理を中心に活動する
家庭部に所属していました。高校１年生
の時に家庭料理技能検定を受けるため、
栄養について勉強をし始め、将来は
「食
で地域の健康づくりをサポートできる管
理栄養士になりたい」
と思い、東都大学
に進学しました。
１年後期のキャリアデザインの授業
は、実際に働いている管理栄養士の方々
の話を聞くことができ、自分の進路につ
いてじっくり考えることができる時間で
した。企業で活躍する方や病院での現場
経験が豊富な先生から
「多職種連携が大
切」
と聞き、栄養についての専門的な知
識を身につけるだけでなくコミュニケー
ション能力を高める必要があると感じま
した。コロナ禍で人と接する機会は限ら
れていますが、オープンキャンパスの学
生スタッフや深谷赤十字病院で行われ
たワクチン接種のボランティアスタッフ
として活動するなど、様々な年齢層の人
と話すことができる場に積極的に参加し
ています。
就 職 活 動 が 始まるまで の 間にイン
ターンシップに参加して実際の業務に触
れたり、授業や試験により真剣に取り組
んだりすることで自分の幅を広げていき
たいと思います。

高校時代は文系で、理系科目が苦手
だった私ですが、
どんなに苦手な科目で
もわかないところを積極的に質問し、一
生懸命勉強をすれば徐々にできるよう
になると実感しています。
東都大学の先生方はとても熱心で親
切です。
１年後期に1日以上かかる実験
で失敗してしまったことがありました。後
日それがわかり、不安になって先生に相
談すると、私のために時間を割いて一緒
に確認をしてくださり、エクセルを使っ
て実験結果のグラフを作る際も、わかる
ようになるまで丁寧に教えてくださいま
した。
また、東都大学には高校のクラス担任
のようなチューターの先生がいて、面談
が定期的に行われています。私は栄養
教諭の資格も取りたいので、主に履修登
録の相談をしています。必修科目、教職
課程に必要な科目はしっかりとれている
かなど一緒に確認をしてくださるので、
最初は履修登録がとても不安でしたが、
安心して時間割を組むことができます。
私は幼いころから給食の時間が大好
きでした。将来は学校で働く管理栄養士
になり、みんなが毎日の給食の時間が
楽しみでたまらなくなるような健康的か
つ美味しい献立を作りたいです。

長野県小諸高等学校出身

Faculty of Nutritional Sciences

Curriculum

４年間で余裕を持って確実に国家試験に合格する
栄養ケアのエキスパートを育てる特色あるカリキュラム ※赤字は学外実習
1年次
基礎的な栄養知識を
身に付け、専門的な
学修への基礎を固める。
基礎栄養学
応用栄養学Ⅰ
キャリアデザイン

いよいよ専門領域へ。
人間の健康と栄養に
ついて理解する。
基礎栄養学実験
応用栄養学Ⅱ
栄養教育論Ⅰ
栄養教育論Ⅱ
臨床栄養学Ⅰ
臨床栄養学Ⅱ
臨床栄養学実習Ⅰ
公衆栄養学Ⅰ
給食経営管理論Ⅰ
給食経営管理論Ⅱ
給食経営管理論実習

目
群

基
礎
科
目
群

4年次

高度な栄養理論と
臨地実習で、
管理栄養士としての
専門性を深める。
応用栄養学Ⅲ
応用栄養学実習
スポーツ栄養学
栄養教育論Ⅲ
栄養教育論実習Ⅰ
栄養教育論実習Ⅱ
臨床栄養学Ⅲ
臨床栄養学Ⅳ
臨床栄養学実習Ⅱ
臨床栄養学実習Ⅲ
公衆栄養学Ⅱ
公衆栄養学実習
総合演習Ⅰ
総合演習Ⅱ
臨地実習Ⅰ
（給食の運営）
臨地実習Ⅱ
（臨床栄養学）
文献講読

臨地実習で生きた
知識を身につけ、
国家試験にそなえる。
国際栄養学
地域栄養活動演習
フードサービス演習
管理栄養士演習
臨地実習Ⅲ
（公衆栄養学）
臨地実習Ⅳ
（臨床栄養学）
臨床実践演習
卒業研究

栄養教諭教職課程の科目
教職概論
教育心理学
特別支援教育概論
教育課程論

専
門
基
礎
科

3年次

生化学Ⅰ
生化学Ⅱ
生化学実験Ⅰ
解剖生理学Ⅰ
解剖生理学Ⅱ
臨床医学Ⅰ
微生物学
微生物学実験
食品学Ⅰ
食品学Ⅱ
食品学実験Ⅰ
調理学
調理学実習Ⅰ
調理学実習Ⅱ

社会福祉概論
公衆衛生学
健康管理概論
生化学実験Ⅱ
解剖生理学実験
臨床医学Ⅱ
食品学実験Ⅱ
食品衛生学
食品衛生学実験
調理科学実験

管理栄養士のための化学（基礎）
管理栄養士のための化学
管理栄養士のための生物学（基礎）
管理栄養士のための生物学
ヒューマンケア概論
心理学
倫理学と医療
人間の生き方（渋沢栄一・論語）
日本国憲法
物理学
生活科学
情報処理
社会学
基礎学修講座
教育原論
情報学基礎
医療の歴史
コミュニケーション論
生活と芸術
ボランティア活動論
生涯スポーツⅠ
英語Ⅰ
生涯スポーツⅡ 英語Ⅱ
統計学入門
国際コミュニケーション
（フランス語）
国際コミュニケーション
（中国語）
手話入門

臨床哲学
地域と食
英語Ⅲ
英語Ⅳ
国際社会
教育情報論

栄養教諭教職課程を履修する
ために必要な科目

栄養教諭教職課程を履修する
ために必要な科目

教育原論
日本国憲法
生涯スポーツⅠ
生涯スポーツⅡ

教育情報論

学校栄養教育論
学校栄養指導論
道徳教育の理論と方法
特別活動論

有機化学

生徒指導論
教育相談論
総合的な学習の時間の指導法
教育方法・技術論

学校栄養教育実習Ⅰ
学校栄養教育実習Ⅱ
教職実践演習（栄養教諭）

保健医療福祉システム論

国 家 試 験 受 験︵ 管 理 栄 養 士 ︶・ 栄 養 士 免 許 取 得

専
門
科
目
群

2年次
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管理栄養学科

深谷 キャンパス

管理栄養学部

臨地実習
臨床に強い管理栄養士の育成とは
栄養管理は医学、生理学、生化学、食品学等の関連領域の科学的根拠をもとに介入し、疾 病の予防や治療、重症化や介護予防つなげることが目的です。
そのために、
「栄養ケア・マネジメント」のスキルが重要です。「栄養ケア・マネジメント」とは、栄養管理の介入が必要な対象者を抽出、食事摂取状況や身体
所見および検査等をもとに栄養状態を判定し、その栄養状態の問題点を改善するために「栄養管理計画」を立案、観察・評価を行うことです。この栄養管理
計画をもとに、食事、経腸栄養、静脈栄養が提供され、栄養食事指導が行われます。臨床現場では、多職種による栄養サポートチームにおいて、管理栄養士
が中心となり栄養管理計画を推進します。
本学は、この「栄養ケア・マネジメント」を実践的に学び、その仕上げとして医療・介護において臨地実習を行っています。

管理栄養士による入院中の
栄養ケア・マネージメント

① 病 棟 訪 問し、医 師・
看 護 師と「特 別 な 栄 養
管 理 の必 要 性 」が ある
か確認する。

①栄養スクリーニング
②栄養アセスメント

② 電 子カル テ（ 食 事 摂 取
状 況 、身 体 測 定 値 、血 液
検査値ほか）にて行う。

③ ② に 基づ いて、栄 養
補 給 の 方 法（ 食 事 、経
腸栄養、静脈栄養）、栄
養素量を立案する。

③栄養プラン
④ ③ の 栄 養 プ ランにそっ
て、栄 養 補 給 が 行 わ れて
いるか確認する。

④実施
⑤栄養状態がどのように変化していくか経過
観察、改善の兆候がみられない場合は、栄養
管理計画の修正を行う。

⑤モニタリングと評価

《臨地実習の流れ》
3年次

3年次

臨地実習Ⅰ

臨地実習Ⅱ

〈給食の運営〉
事業所、学校、幼稚園、
福祉施設ほか
給食の運営に必要な基本的な業務
を 理 解し、対 象の 栄 養 管 理ととも
に 衛 生、安 全を 配 慮したマネージ
メントについて習得します。

在学生 の 声

St

ude

n t ’s V o i c

4年次

e

臨地実習Ⅲ

〈臨床栄養学〉
病院

〈公衆栄養学〉
保健所

病院における栄養ケア・マネージメン
トについて習得する。実際の病棟訪
問、個別・集団の栄養食事指導、ま
た、ＮＳＴ（栄養サポートチーム）に
おける多職種連携によるカンファレ
ンスや回診に参加し、実際の栄養管
理を学びます。

保 健 師 等 の 多 職 種 と 連 携し な が
ら、住民サービスや国の施策の実践
を学び、地域における栄養関連サー
ビスプログラムの作成・実施・評価
を総合 的に行える能 力を身につけ
ます。

4年次
臨地実習Ⅳ
〈臨床栄養学〉
介護老人保健施設（老健）、
特別養護老人ホーム（特養）
「老 健 」とは介 護を受けながら医
療ケアとともにリハビリにて在宅復
帰を目的としており、
「特 養 」は介
護を受けながら終 身利用の施設で
ある。介 護保 険 制 度に基づ いた老
健・特 養 の入 所 者の栄 養 支 援につ
いて習得します。

実習で学んだチームワークとコミュニケーション力。
今後の課題が明確になりました。
管理栄養学部 管理栄養学科4年

磯部 優花さん 埼玉県立坂戸高等学校出身
３年次の臨地実習ⅠとⅡでは、給食の運営、臨床栄養学について学びます。私がお世話になった実習先の病院
では
「自由課題」
というものがあり、目的やテーマなど何もない状態からグループのメンバーと２人で協力し、初
めて０から1を作る体験をしました。私たちは味覚の実験を行ったのですが、分量で大きな間違いをしてしまい
ました。メンバーと何度も話し合いを重ねましたが、なかなかまとまらず、行き詰まってしまうことも多々あり、
心が折れそうでした。そのことを実習先の先生に正直に話し、何が違っていたのかを話し合い、反省し、改善し
ました。失敗しても次はどのように対応し、修正していけばよいのかを学ぶことができました。
現場で働く管理栄養士の方は、患者様の疾病だけでなく、表情もよく見ていました。それを感じたのはNST
（栄養サポートチーム）
の回診に同行させていただいた時です。患者様を見てすぐに先週より顔色が良くなって
いることを伝えたり、何か食べられそうなものを提案したりなど患者様を第一に考え、寄り添っていました。ま
た、個別相談では患者様一人ひとりに合った説明をされていました。心配性な方にはゆっくり丁寧に説明した
り、せっかちな方には結論から先に話したりなどの工夫があり、そのコミュニケーションに感銘を受けました。
今年はいよいよ就職活動です。今は病院への就職も視野に入れています。多くの患者様を元気にできるよう
な管理栄養士になりたいです。
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生化学Ⅰ・Ⅱ／生化学実験Ⅰ・Ⅱ

調理学実習Ⅰ・Ⅱ

1・2年次 専門基礎科目群

講義では、生体の構成成分である糖質、脂質、たんぱく質、核酸、ビタミン
等の構造や機能、さらにその栄養素が酵素によってどのように分解されて
エネルギーや生体を構成する成分になるか理解します。
実験では、栄養素の定量や代謝に必要な酵素反応について学びます。本
学では、Polymerase Chain Reaction（PCR：ポリメラーゼ連鎖反応）
システムを実験室に設置しており、毛髪や口腔粘膜から遺伝子（DNA）を
取り出し、遺伝子発現解析などの実験を行います。

在学生 の 声

St

ude

n t ’s V o i c

e

管理栄養学部 管理栄養学科3年

舘野 亘平さん

埼玉県立深谷高等学校出身

専門基礎科目群

1年次

Faculty of Nutritional Sciences

esson !
Pick up L

主食・主菜・副菜・汁物などを組み合わせた日常食の献立の作成や調理な
どを学びます。あわせて、様式(和・洋・中)別の料理の特徴や食事作法に
ついても実習を通して理解を深めていきます。
栄養面の配慮がなされ、安全で嗜好性の高い食事作りのための合理的な
調理方法、衛生管理、栄養評価、食文化について理解しながら必要な衛生
管理についても実践を通して学ぶ授業です。

先生・先輩が優しくて親切。アットホームな環境が魅力です。
コロナ禍での入学からあっという間に２年が過ぎました。2年次は対面授業が増え、学びに対する姿勢が変わりまし
た。実験や実習も多く、
レポート提出も大幅に増えたことに加えて授業内での発表の機会も多く、準備に追われる毎日で
すが、先生や先輩に気軽に相談できるとてもアットホームな環境の中で充実した学生生活を過ごしています。
2年次はチームワークの大切さを実感した１年でした。
１年次の
「調理学実習」
は少人数の食事調理という授業でした
が、2年次の
「給食経営管理論実習」
は100食の大量調理を行うチームワークが最重要とされるとても実践的なもので、
発注から調理、提供まで全てをグループで行います。一から献立を作成するのも初めてで、献立作成や実習の中で意見
の相違などもありましたが、
グループ全員で協力し、
時間内に食事を提供することができました。実際の現場の大変さや
臨場感を味わうことができたのもまた大きな学びでした。
３年次はいよいよ臨地実習です。これまでに学んだ知識や技術を活かせるか心配ですが、それ以上に実際の現場の緊
張感に押しつぶされてしまうかもしれないということが不安です。現場の先輩方から多くの知識を得られるようしっかり
準備をしていきたいと思います。
（例）
2年次後期のカリキュラム

※空き時間はレポートなどを書いています。2号館には自習できる教室がたくさんあり、勉強する環境が整っています。

MON

TUE

WED

THU

1時間目

健康管理概論

食品衛生学実験

栄養教育論Ⅱ

給食経営管理論実習Ⅰ

2時間目

※自習

食品衛生学実験

※自習

給食経営管理論実習Ⅰ

※自習

3時間目

英語Ⅳ

臨床栄養学実習Ⅰ

公衆栄養学Ⅰ

※自習

臨床栄養学Ⅱ
情報処理

4時間目

臨床栄養学実習Ⅰ

※自習

5時間目

給食経営管理論Ⅱ

国際社会

FRI

国際コミュニケーション
(中国語)

学部長からのメッセージ
臨床医学・内科学 教授

鈴木 剛

最近、健康寿命という言葉が一般的に使われるようになってきました。健康寿命は
「健康上の問題で日常生活が制限さ
れることなく生活できる期間」
と定義されています。健康で長生き
（健康長寿）
は万人の願いであり、それには健康寿命を
伸ばすことが必要です。そのためには病気になった時の適切な治療とともに、病気になりにくい身体作り、
すなわち予防を
重視した健康管理
（健康の維持・増進）
があらゆる年代において大事になります。健康の維持・増進には生活習慣、
とりわけ
日々の食事
（食生活）
の影響が大きく、東都大学管理栄養学部では食と栄養に関する知識と技術を習得し、それらを生か
し、発展させて、食と栄養の面から人々の健康を支えることにより世の中に貢献できる、活躍できる人材の育成を目指して
います。管理栄養士や栄養教諭を志す皆さん、ぜひ東都大学管理栄養学部で学んでみませんか。
東都大学管理栄養学部は2018年4月に開設され、2022年3月に初めて卒業生を輩出したばかりのまだ新しい学
部です。私たちと一緒に学部を作り上げていきませんか。
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管理栄養学科

深谷 キャンパス

管理栄養学部

教職課程

臨床栄養学
I〜IV

1〜4年次 栄養教諭教職課程の科目

栄養教諭一種免許

本 学 の 教職 課 程は、「まごごろ
とおもいやり」の心を持ち、学校
における食育をとおして社会に
貢献できる教員を養成すること
を目指しています。「学 校 栄 養
指導論」では、栄養教諭として＜
食に関する指導＞を行う学校現
場のさまざまな場面に合わせた
教材研究と指導案作成について
学びます。さらに、作成した指導案をもとに模擬授業を行って、互いに評
価し合い指導法の改良を考察します。皆で協力しながら4年生の教育実習
に備えます。

2・3年次 専門科目群

さまざまな疾 患の病 態・症 状・
治療などに対し、栄養学がどの
ようにかかわっているかを追求
する学問であり、臨床 分野にお
いて、患者個々の病態に対し適
切な栄養管理（栄養マネジメン
ト）業務を遂行する能力を養い
ます。食事 摂取状 況 調査、身 体
所見、血 液検 査 値等から「栄養
アセスメント」を行い、経口、経腸栄養等の栄養補給法や栄養補給量な
どの「栄養プランの作成、実施後の「モニタリングと評価」など、実践的
な学習を行います。

在学生 の 声
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在学生 の 声
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n t ’s V o i c

教職課程で将来の
視野を広げたい。

栄養指導は双方向の
やりとりが大切です。

管理栄養学部 管理栄養学科３年

管理栄養学部 管理栄養学科4年

埼玉県私立本庄第一高等学校出身

群馬県私立常磐高等学校出身

大竹 まなみさん

e

宇田川 侑真さん

患者様の意思や生活などの背景を知るためにも、双方向のやりと
りを行うことの大切さを臨地実習（病院実習）の栄養指導で再認識
しました。
疾患のある方への栄養管理は、管理栄養士だからこそできる重要
な役割です。通院や入院をされている患者様の症例は様々な合併症
が複雑に絡んでいるため、病態について事細かに把握し、栄養管理
をする上で何に重点を置くべきか考える必要があります。そのため、
管理 栄養 士が行う栄養ケアプランの作成は、検 査 値などから患者
様の栄養状態を見て、その方に合わせた改善のためのアプローチを
行うことや実現可能かつ負担にならない目標設定が大切だと学びま
した。
栄養状態の改善だけでなく、患者様とそのご 家族のQOL（生活
の質）の向上を第一として考えることができる管理栄養士になれる
よう、しっかり勉強していきたいと思います。

教職課程では食育や子どもたちに関する理解を深めます。また、
栄養 教 諭の意義や社 会的使命、責任を理 解し、栄養 教 諭に求めら
れる資質、能力が備わった教員になれるようさまざまなことを学習
していきます。
講義では、子どもたちの食に関する問題や障がいなど子どもたち
自身が抱える問題にどう対応すべきか各自で考えたり、教職課程の
友 人 たちと意 見 交 換をする機 会が あります。授 業を受ける中で 知
識が身につくだけでなく探究心も高められ、自分の成長につながっ
ていると実 感しています。管理 栄 養 士の学びに加えて教職 課程も
履修することは課 題 提出や勉強 時間確保の面で大 変ですが、伝え
る力や共感力は病院や保健所などの栄養指導の場でも活かせると
感じます。
これからも幅広い知識を身につけられるよう、勉学に励んでいき
たいと思います。

学科長からのメッセージ
食品衛生学・微生物学領域 教授

金井 美惠子

少子高齢化やCOVID-19の世界的な流行に、さらに質の高い医療、保健、福祉が求められ、健康の維持・推進
はますます重要性を増してきました。
コロナ禍のこの2年間、管理栄養学科は授業や臨地実習は極力対面で行うことにこだわって教育を行ってきま
した。そんな中、一期生は１８名中、１４名が管理栄養士国家試験に合格し、資格を活かして医療・介護福祉施設
に９名、委託給食に５名、市役所等に2名（就職希望者１７名）が就職しました。
管理栄養学科は、これからも一人ひとりの学生を大切にした教育をおこなっていきます。
将来、臨床分野の知識をもって地域に貢献したい、国際的にも活躍したいという意欲ある方、ぜひ東都大学で
共に学んでみませんか。
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Faculty of Nutritional Sciences

施設＆設備
高度な技術を修得するための充実した施設・設備

給食経営管理実習室

調理実習室

対象者を考慮した栄養指導のためには、栄養面だ
けでなく、食べやすさや食べる楽しみにも配慮した
食事の提案力が必要です。ここでは、さまざまな食
事の調理と試食をしたり、基本的な献立作成とそ
の実践の発表会を行ったりします。室内カメラやモ
ニター設備を用い、合理的に授業を進めます。

この実習室では、
「臨床栄養学実習」と「応用栄養学実習」を行
います。前者は、患者の病態や栄養状態に応じた食事療法や
栄養補給を行うための専門調理技術、栄養成分のコントロー
ル方法や栄養管理を修得します。後者では、妊娠期から高齢
期に至るライフステージに応じた献立作成や調理実習を通し
て、実践的な栄養ケアマネジメントができる能力を養います。

理化学実験室

衛生学実験室

栄養教育論実習室

給 食 経 営 管 理 実 習 室 で は 、スチ ームコンベク
ションオーブンやブラストチラー、真空調理器な
ど、最新の調理設備を用意しています。大学の
中にもかかわらず、給食運営の現場さながらの
気分で実習を行うことができます。

食品に含まれる成分の分析、遺伝子解析などを行うため
の機器が備えられています。食品学実験Ⅰ・Ⅱでは様々な
食品成分の化学的な性質を利用して分析を行います。生
化学実験Ⅰ・Ⅱでは分子生物学的な解析して遺伝子の多
様性を確認します。また基礎栄養学実験では栄養素の消
化吸収や代謝について実験を通して理解を深めます。

メディアプラザ

80台のパソコンを備えています。栄養評価・計
算ソフトがインストールされています。

第二臨床栄養学実習室

衛生学 実 験 室では、解剖 生 理 学 実 験と微 生物
学・食品衛生学実験を学修します。人体の構造
や機 能を系 統 的に理 解するために組 織標本 等
を観察したり、食品を汚染するさまざまな微生
物を、学 生一人ひとりが 観 察で きるよう４８台
の生物顕微鏡が準備されています。

管理栄養士は多様な年代や個人、集団の健康状態を評
価・判定し、指導対象者に合わせた栄養教育（栄養指導）
を実践する能力が求められます。実習室には栄養計算ソ
フトやフードモデルの他、教材作成を行う環境が整ってお
り、対象者が健康、栄養、食に対して興味・関心を持てるよ
うな栄養教育の理論と方法を学修することができます。

キャリア支援センター

ラーニング・コモンズ

キャリア支援センターは学生の就職や進学など将来
の進路選択、キャリア形成をサポートします。求人情
報の提供、マナー講座、インターンシップ紹介、心得な
どのガイダンスを実施します。また、病院・企業説明会
を開催し、就職内定までのサポートをしていきます。

ラーニング・コモンズは、可動式の机や椅子、ホワイト
ボード、プロジェクターなどが用意された
「学び合い」
の
場で図書館の付属施設です。学年や学部を超えた学生
同士の開放性の高い交流空間として、自学自習や協同
学習、プレゼンテーション練習等に活用されています。
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深谷キャンパス 管理栄養学部

主な就職先

管理栄養学科

就職内定率94.0%
卒業者数

就職希望者数

18名

進学希望者数

その他

0名

1名

17名

■職種別実績
総合職
6.0%

一般職
6.0%

一般事務
6.0%
公務員（地方上級）
6.0%
病院
25.0%

歯科
クリニック
13.0%
管理栄養士・栄養士
88.0%

委託給食会社
31.0%

介護福祉施設
19.0%

■職種先 企業名
管理栄養士・栄養士
【病院】
青葉病院

総合職
【介護福祉施設】
（株）
アイエイチダブリュサービス

伊勢崎福島病院

特別養護老人ホーム 義明苑

黒沢病院

特別養護老人ホーム まきば園

【公務員】
羽生市（地方上級）

麻見江ホスピタル
【受託給食会社】

【歯科クリニック】

株式会社グリーンハウス

おおいし歯科医院

株式会社ニフス

ヒデ歯科クリニック

日清医療食品株式会社
富士産業株式会社
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サービス
【事務】
株式会社SNG

管理栄養学科

Faculty of Nutritional Sciences

深谷キャンパス 管理栄養学部

卒業生メッセージ

人の体をつくるのは食事です。
患者様からの「ありがとう。
いただきます」のことばが
何よりも嬉しい！

管理栄養士資格は一生の宝物。
大学時代に色々な経験をして、
自分の強みを増やしてください！

医療法人上毛会 伊勢崎福島病院
職種：管理栄養士 所属：栄養課

医療法人 社団美心会 黒沢病院
職種：管理栄養士 所属：栄養部

竹内 桃子さん 2021年度卒業

福島 加菜さん 2021年度卒業

今年3月に大学を卒業し、高校１年生の時からの夢だった管理栄養士になり
ました。入職してすぐ厨房に入り、今は、主食であるおかゆや主菜、副菜などを
ミキサーにかけ、ペースト状にした食事（ミキサー食）
などを作ったり、看護師
の方と一緒に病棟に出て患者様へ食事を配膳するなど、少しずつ仕事を覚え
ているところです。大学での臨地実習では各階に配膳車を持って行くところま
でだったので、初めて患者様に配膳した時はとても緊張しました。
「ありがとう。
いただきます」
とおっしゃっていただいた時は嬉しさでいっぱいでした。人の体
をつくるためには食事が第一です。厨房のことを下処理からしっかり理解し、
個別での栄養管理が必要な高齢者の食事や流動食など適切に選択できるよ
うになりたいと思っています。
大学時代は実験や実習が多く、
１〜２年次はレポート提出に追われましたが、
新たなサークルを立ち上げて活動するなど楽しく学生生活を送れていたのだ
と今になって思います。
３年次には病院実習があり、不安でいっぱいでしたが、
友人と協力しながら乗り越えることができました。進路決定を大きく左右する
実習だったと思います。東都大学で学んで良かったと感じたのは
「臨床分野に
進みたい」
という目標ができたことです。長年、病院管理栄養士として活躍さ
れた先生の姿や病院実習を経て、自分の進路を決めました。
東都大学は先生との距離も近いので、就職活動や国家試験の相談もしやす
い環境です。管理栄養士を目指している途中で不安なことや不明点があれ
ば、オープンキャンパスに行ったり、自分が通っている高校の卒業生で管理栄
養士課程に進学した先輩に聞けば教えてくれることがたくさんあると思いま
す。周りの人たちを頼って、自分の目指すべき姿になれるように頑張ってくだ
さい。

私が管理栄養士を目指したのは中学生の時でした。祖母がガンで他界した
ことがきっかけです。祖母の闘病中、私なりに色々調べ、食事で防げる病気も
あることを知り、病態を理解し、食事でひとりでも多くの人を救える管理栄養
士になりたいと思いました。大学で学び、今年4月から憧れの病院管理栄養士
として勤務しています。入職したばかりで覚えることも多く、毎日大変ですが、
優しくて親切なスタッフの皆さんに支えていただきながら業務を覚えていま
す。先日は厨房に入って調理師の方から食札の見方や常食・軟菜食・きざみ食・
ペースト食・ソフト食などの食形態を教えていただいたり、管理栄養士の先輩
と一緒に透析センターに行き、栄養指導の様子を見学するなど、少しずつ仕事
にも慣れてきました。
大学生活4年間はとても忙しい日々でしたが、私はその忙しさが好きでした。
１〜２年次は実験や実習が続き、毎日レポート提出に追われていました。３〜４
年次には臨地実習や教育実習があり、実習が終わったと思ったら就職活動と国
家試験の勉強です。私の場合、サークルやオープンキャンパスの学生スタッフ、
学生会（高校でいう生徒会）にも入っていたため課外活動の時間の確保も必要
でした。スケジュール管理が大変でしたが、就職活動で課外活動から学んだエ
ピソードを自分の強みとしてアピールすることができたので、色々な経験をし
てきて本当に良かったと思いました。
管理栄養学科は私たち１期生が出たばかりの新しい学科ですが、先生方が
熱心に教育してくださるので、実績のある大学の学生に劣ることなく成長する
ことができます。そして、管理栄養士資格は一生の宝物になります。大変な日
もあるかもしれませんが、頑張ってください。

努力は裏切りません。
思い通りにいかないときこそ
諦めないで前へ進みましょう！

多くの人たちを食生活で
サポートできるのが
歯科で働く管理栄養士です。

社会福祉法人美明会
特別養護老人ホーム 義明苑
職種：管理栄養士／栄養士 所属：栄養課

医療法人 三法良歯 ヒデ歯科クリニック
職種：管理栄養士／歯科助手

阿部 咲楽さん 2021年度卒業

澤村 彩里さん 2021年度卒業

群馬県立伊勢崎清明高等学校出身

群馬県立館林女子高等学校出身

私が管理栄養士を志したのは中学生の頃でした。祖父が入院する病院を訪
れたとき、管理栄養士の方が退院されるご家族に対して食生活のアドバイスを
している姿を見ました。人と話すこと・食べること・調理することが大好きだっ
た私は「食事と人に関われる最高の仕事だ」と思い、将来は管理栄養士になる
と決めました。
今年3月に大学を卒業し、4月上旬から毎日厨房に入って食事を作っていま
す。提供する時に利用者の方が笑顔で「ありがとう」と言ってくださると、嬉し
さで疲れが気にならなくなります。大学で学んできた実践力を生かしながら走
り続ける毎日ですが、職員の皆さんに優しくサポートしていただきながら充実
した日々を送っています。先日は寝たきりだった利用者の方が車椅子を使える
ようになり、その後手すりを使って歩けるまでに快方に向かったという話を聞
き、毎日の食事の大切さを現場で再確認したところです。まずは厨房業務を
しっかり覚え、利用者の方に寄り添った栄養ケアをしていきたいと考えていま
す。そして、ゆくゆくは地域のイベントにも参加するなど幅広く地域貢献してい
きたいと思っています。
「食で笑顔を届ける」これが私の今の目標です。
管理栄養士を目指している皆さんはどんな不安を抱えていますか？私は暗
記が苦手でした。料理を始めた頃は火傷を繰り返し、味付けで苦戦したり、何
度も包丁で手を切りました。しかし、勉強も料理もずっと諦めずに続けてきたか
らこそ国家試験も乗り越えて、料理も自信をもって得意と言えるようになりま
した。うまくいかないときは成長できるチャンスだと思って、すぐには諦めない
でください。努力と根性で前に。走り続けましょう。

埼玉県立深谷第一高等学校出身

埼玉県私立本庄第一高等学校出身

今年3月に大学を卒業し、歯科医院に勤務しています。今、
このページをご覧
になっている皆さんは
「管理栄養士で歯科医院に就職？」
と思われる方も多いか
もしれません。私も歯科医院で働きたいと思ったのは大学４年生の秋でした。
「病気の予防に携わる仕事がしたい」
という希望があったので、予防の分野に
絞って調べ、歯科医院で活躍する管理栄養士がいることを知りました。虫歯や歯
の欠損によって食べられるものが減ると、食事の満足度が低下するだけでなく、
栄養不足に陥ります。生きるうえで食事は欠かせないものであり、食事を摂るた
めに歯の役割はとても大切です。子どもから高齢者まで幅広い年齢層の人たち
を食生活の面からサポートしていきたいと思い、就職試験を受け、採用されまし
た。今は先輩から歯科業務を教えていただいています。覚えることが多く、緊張
の毎日ですが、先輩スタッフの皆さんが丁寧に教えてくださるので、安心して仕
事に取り組んでいます。今後、栄養指導の見学なども始まります。
大学４年間は毎日とても忙しく、あっという間に時間が過ぎていきます。レ
ポート提出、課題発表、試験、臨地実習や教育実習、卒業研究に国家試験など大
変なこともたくさんありましたが、大学で学んだことは自分だけでなく、家族や
友人が健康に暮らしていくために役立つ知識ばかりです。困った時や壁にぶつ
かった時は友人や先生を頼りましょう。東都大学は学生と先生との距離がとても
近く、必ず力になってくださいます。また、実技試験の前はできるようになるまで
個別で補習をしてくださいます。やる気さえあれば、勉強も調理もきっとできる
ようになると思います。頑張ってください。皆さんを応援しています。
| Tohto University | 24

