
Faculty of Nutritional Sciences

Curriculum
管理栄養学部

管理栄養
学科

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。

医療専門職を育ててきた
経験が、臨床に強い理由です。

キャリアデザイン教育と
サポート体制で、
将来をバックアップ

なんでも相談できる
体制を整えています！

キャリアデザイン
支援

臨床に強い
管理栄養士

万全の
教育サポート

演習・実習を通して、
実践力を養う！

実践重視の
教育

管理栄養学部　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

管理栄養学部　管理栄養学科2年
馬塲 美和さん
埼玉県立深谷第一高等学校出身

管理栄養学部　管理栄養学科2年
小山 琉々花さん
長野県小諸高等学校出身

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。

■食品衛生学実験の様子 ■給食経営管理論実習の様子 ■チューター面談の様子■病院・企業説明会の様子

目標につながる 4 つの特色

1 2 3 4

キャンパス深谷

　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。

管理栄養学部　管理栄養学科3年
岸 千尋さん
群馬県立渋川女子高等学校出身

　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。

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。

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。
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詳しくはP19・21へ 詳しくはP19・21へ 詳しくはP53へ詳しくはP53へ

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

教職概論
教育心理学
特別支援教育概論
教育課程論

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

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

有機化学

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）

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

臨床哲学
地域と食
英語Ⅲ
英語Ⅳ
国際社会
教育情報論

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

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

保健医療福祉システム論
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栄 養 教 諭 教 職 課 程 の 科 目

基礎栄養学
応用栄養学Ⅰ
キャリアデザイン

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

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
生活科学
社会学
教育原論
医療の歴史
生活と芸術
生涯スポーツⅠ
生涯スポーツⅡ

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

統計学入門

物理学
情報処理
基礎学修講座
情報学基礎
コミュニケーション論
ボランティア活動論
英語Ⅰ
英語Ⅱ

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

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。

2年次
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。

3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。

4年次

臨地実習で生きた
知識を身につけ、
国家試験にそなえる。

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

栄養教諭教職課程を履修する
ために必要な科目

教育情報論
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