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2015年 4月 2日に、中国学園大学、中国短期大学、大学院の合

同入学式を行い、その後、現代生活学部人間栄養学科、現代生活

学研究科の入学式を行いました。学部には 86人、研究科には 1

人の新入生を迎えました。本学の建学の精神である「全人育成」

のもと充実した学生生活を送り、自己実現に向かって邁進するこ

とを望んでいます。              （森脇 晃義） 

 

新入生宿泊研修を終えて 
1年生 末國 素衣（広島県立三原高等学校 出身） 
入学して間もなく倉敷山陽ハイツで新入生宿泊研修がありまし

た。合宿では先輩が企画してくださったレクリエーションなどを

行い、これから共に生活していく仲間との交流を深める最初の場

となりました。また、新しく友達を作るきっかけとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

新入生歓迎会 
2年生 山崎 彪香（岡山県立邑久高等学校 出身） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 月 9 日に 2 年生主催の新入生歓迎会を行いました。メニュー

の考案、発注を私たち委員が担当しました。当日は 2 年生全員で

170食分の調理を行い、1年生と昼食をとりながら交流を深めまし

た。この行事を通して新入生には、人間栄養学科の雰囲気を知っ

てもらうことができ、私たちも一年前の自分たちを思い返し改め

て自分たちの成長を感じられる良い機会となりました。 

体育祭 
1年生 市川 成美（広島県立戸手高等学校 出身） 

江原 久留実（岡山県立岡山操山高等学校 出身） 
私達は体育祭実行委員として、種目決めやクラス T シャツのデ

ザインを作成しました。まだ話したことのないクラスメートも多

く、まとめるのは大変でしたが、皆の協力で体育祭を楽しく盛り

上げることができ、総合 3 位に入賞できました。体育祭を通して

一番よかったことは、クラスの皆と仲良くなれたことです。沢山

の人と話せるようになり、毎日がとても充実しています。来年は

もっと団結力を深め今年よりも楽しみたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

野菜料理コンテスト（栄養セミナーⅡ） 
2年生 山田 夏歩（ 松山東雲高等学校 出身） 

伊達 友紀（ 岡山県立高梁高等学校 出身） 

私たちは菜園実習

で夏野菜を育てまし

た。7 月 31 日に収穫

した野菜を使用した

料理コンテストが行

われ、私たちのゼミは

生地にかぼちゃを練

り込み、みみにもかぼ

ちゃを包み込み、一風

変わった夏野菜ピザ

を作りました。結果、

最優秀賞を頂きまし

た。皆で意見を出し合い、工夫した結果が出て嬉しかったです。

どの料理も工夫されており、とても美味しかったです。 

 

臨地実習を終えて 
4年生 杉原 美沙（玉野市立玉野備南高等学校 出身） 

私は岡山大学病院に臨地

実習に行きました。実習では

調理作業やカンファレンス

への参加から、実際に腎臓病

の患者様を対象に集団指導

を行いました。指導では「今、

患者様が求める内容」にする

ために、直前まで修正を重ね

ました。患者様の生の声を聞

くことができ、学校では学ぶことのできない貴重な体験をするこ

とができました。 
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学校給食支援ボランティア 
3年生 池内 華苗（鳥取県立鳥取湖陵高等学校 出身） 

私たち 3 年生は小学校で学校給食支援ボランティアを行いまし

た。給食の準備、配膳、片付けを行い、最終日には給食時の栄養

教育も行いました。児童たちは真剣に話を聞いてくれ想像以上の

反応を返してくれました。専門用語を分かりやすい言葉に変え、

指導案や媒体の作成、練習など大変なこともありましたが臨地実

習に向けていい経験ができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

卒業生からのメッセージ 

～管理栄養士として活躍しています～ 
8期生 近藤 葉月 2012年卒業 

私は、医療法人万成病院にて管理栄養士として勤めています。

今年で３年目になるのですが、患者様への栄養指導や担当病棟の

栄養管理などの業務を行いながら、調理業務にも携わっています。

臨床の現場の奥深さを実感しながら、大変ですが、学びの多い日々

を送っています。 

 在学生の皆様には、在学中に様々なことに挑戦して、楽しく充

実した学生生活を送ってもらいたいと願っています。 
 

9期生 髙木 ひかる 2013 年卒業 

私は今、和気町の本荘学校給食共同調理場で栄養教諭として働

いています。栄養教諭とは名前の通り「栄養、食べ物について児

童生徒に教える教諭」です。高校三年生のときにこの職に就きた

いと思い、この大学に進学しました。大学生活の 4年間は今振り

返ると 1年 1年が違う内容で充実していました。1年生は新しい

生活に慣れること、2年生は一気に専門科目が増え、3年生は臨地

実習、4年生は 3月にある国家試験と卒業研究。正直、年々しん

どくなった気もします。しかし、その分、自分の力も付き、成長

できたことを実感できる 4年間でした。 

私は大学を卒業してすぐは、診療所に就職しました。しかし、

高校生からの夢を諦められず、仕事をしながら勉強をし、試験を

受けました。卒業後にもかかわらず大学の先生に遅くまで指導し

ていただいたり、夏休みにまで一日中指導をしていだき、栄養教

諭の試験に合格しました。仕事をしながら試験を受けることは大

変でしたが国家試験対策の勉強の経験があったからこそ乗り越え

られたと思います。また、卒業後も支えて下さる先生方の存在は

大きく、どの先生も応援してくださりました。4 年間でいろいろ

なことを経験し、学んだことで夢が叶ったと思っています。 

 

新任教員（自己）紹介     
― 小林 英紀 教授 ― 

本年４月から本学人間栄養学科に勤務するこ 

とになりました小林英紀と申します。本学科の 

「生化学」関連の教育を担当します。本年３月 

まで岡山大学で生命科学分野の研究と教育に携 

わってきました。これまでの経験を生かして、 

管理栄養士をめざす皆さんに基礎分野である 

「生化学」の重要性を認識してもらえるよう、 

微力ながら本学科の教育に尽力したいと思って 

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

― 福田 伸治 教授 ― 
本年度 4 月より本学に着任いたしま 

した。これまで、行政機関や公設研究 

機関および大学にて、食品衛生行政、 

試験研究および大学教育に携わってま 

いりました。主として食品衛生学を担 

当しています。衛生管理のできる管理 

栄養士に向けてサポートしていきたい 

と思います。よろしくお願いいたしま 

す。 
 

― 河野 勇人 教授 ― 
今年度４月から、本学科にお世話になっていま 

す。主な担当科目は、食品学、食品学実験です。 

これまで県内の試験研究機関において、食品関連 

の研究開発、試験分析に長年携わってきました。 

微力ではありますが今までの経験知識を活かし、 

若い人達の教育、育成に尽力したいと思っていま 

す。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

― 山本 由理 助手 ― 
昨年 6月より、母校でもある本学に勤務 

させて頂く事になりました。管理栄養士を 

目指し日々頑張っている学生の姿を見てい 

ると、懐かしさを感じるとともに教育に携 

わらせて頂く事への責任を感じています。 

学生の皆さんが目指す道をしっかりサポー 

ト出来るよう職務に励みたいと思っており 

ますので、よろしくお願い致します。 
 

中国学園大学【平成 28年度 入学試験日程】 
入試区分 出願期間 選考日 

推
薦
入
試 

公募Ⅱ期 

平成 27年 平成 27年 

11月 18日（水）～ 12月 5日（土） 

11月 25日（水）   

一
般
入
試 

前期 

平成 28年 平成 28年 

1月 13日（水）～ 2月 1日（月） 

1月 20日（水）   

後期 

平成 28年 平成 28年 

2月 24日（水）～ 3月 11日（金） 

3月 2日（水）   

特待生 

平成 28年 平成 28年 

1月 13日（水）～ 2月 1日（月） 

1月 20日（水）   

大学入試 

センター 

試験利用 

Ⅰ

期 

平成 28年 個別試験は 

1月 22日（金）～ 行わない 

1月 29日（金）   

Ⅱ

期 

平成 28年 個別試験は 

2月 17日（水）～ 行わない 

2月 24日（水）   

Ⅲ

期 

平成 28年 個別試験は 

3月 7日（月）～ 行わない 

3月 9日（水）   

社会人・ 

帰国子女 

Ⅱ

期 

平成 28年 平成 28年 

2月 24日（水）～ 3月 11日（金） 

3月 2日（水）   

 
入試区分 出願期間 選考日 

大学院Ⅱ期・ 

3年次編入Ⅱ期 

（一般・指定校） 

平成 28年 平成 28年 

2月 24日（水）～ 3月 11日（金） 

3月 2日（水）   

 


