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卒業研究発表会（栄養セミナーⅣ）
平成 28 年 10
月 15 日(土曜)研
究成果を初めて
ポスター形式で
発表しました。こ
の発表会は公開
でしたので他学
部の先生や一般
の方も参加され、
興味を持った研
究にはさらに詳
しく聞いておられました。
口頭発表ではなく
て質疑応答の時間が
十分でしたので、学
生間で疑問点などを
深く尋ねることがで
き、議論を深めるこ
とができました。
（学部長 森脇晃義）

栄養セミナーⅢ

～大学公開講座の実施～

学部 3 年 吉岡 明莉（岡山県立倉敷中央高等学校）
平成 28 年 10 月 15 日の
白鷺祭で、私たち 3 年生
は公開講座を実施しまし
た。各ｾﾞﾐでは、「全農と
ｺﾗﾎﾞしたﾚｼﾋﾟ作成」や「公
民館で開催された健康教
室への参加」、「学童保育
での食育活動」など、今
までのｸﾞﾙｰﾌﾟ活動の説明
および展示を行いました。
さらに、当日は『男の
料理教室』が開催され、
参加された方々からは「楽しかった」、「ためになった」など多
くの高評価をいただきました。今回学生だけではなく、地域の
多くの方々が来学下さり、直接説明や対応が出来たことは、私
たちには良い刺激となりました。この経験を今後の学習に活か
していきたいと思っています。

栄養セミナーⅡ

～卒業生へのｲﾝﾀﾋﾞｭｰ学習～

学部 2 年 遠藤 寧音（岡山県立井原高等学校）
平成 29 年 1 月 10 日に、卒業されてから管理栄養士として働
かれている先輩方に、ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ形式で、お話を伺うことができま
した。それぞれの現場の特色や仕事の内容、やりがいや管理栄
養士を目指したきっかけなども聞くことができました。
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現場で働かれる先輩方の貴重な話を聞くことができ、自分の目
指す管理栄養士について考える良いきっかけになりました。

栄養セミナーⅠ発表会を終えて
学部 1 年

藤原 麻友美(岡山県立岡山南高等学校)

『管理栄養士の仕事』を主のﾃｰﾏにして、先生方とそれぞれの
ｸﾞﾙｰﾌﾟで、興味をもった管理栄養士の仕事について調べ、発表
しました。各ｸﾞﾙｰﾌﾟの発表で、様々な場所で活躍する管理栄養
士の仕事がいろいろと分かり、さらに管理栄養士になるための
知識を深めることができました。今回得た知識を将来に活かし
ていきたいと思いました。

工場見学・テーブルマナー研修
学部 1 年

古謝 若菜（沖縄県立美里工業高等学校）
平成 29 年 2 月 9
日・10 日に神戸研
修旅行へ行ってき
ました。私達の生
活の身近にある食
材を取り扱う工場
を訪ね、製造工程
やこだわりなどを
実際に見学するこ
とができました。
ﾃｰﾌﾞﾙﾏﾅｰ研修では、
結婚式の披露宴をﾃｰﾏ
にして研修が進められ、
とても美味しいｺｰｽ料
理を楽しみながら食事
作法などを教わりまし
た。この研修を通して、
ｸﾗｽの仲間との絆もよ
り一層深まったと思い
ます。
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行列の先頭には、大
学の隣の吉備中中学
生のﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞが演
奏しながら、私たちは
地元の方々と挨拶を
交わしながら、また参
加者と楽しく話をし
ながら指定されたル
ートを（庭瀬地区の古
い街並みを縫うよう
に）歩きました。私た
ちはｳｫﾘｰに扮した仮
装をしたのですが、小
さな子どもたちにも分かるものだったようで、年代問わずたく
さんの方々が声をかけてくださり、楽しい一時を過ごすことが
出来ました。

平成 29 年度入学予定者入学前学習会

入学前学習会を平成 29 年 2 月 9 日(木)に開催しました。今回
は、化学と生物の模擬授業と併せて、事前に送付した課題問題
（生物基礎と化学基礎）の答え合わせの時間を設けました。
この学習会が、基礎学力の必要性を認識する機会、及び入学
後の勉学へのスタートとなったことと思います。
（教授 嶋田義弘）

吉備・陵南まちかど博物館に参加して
学部 2 年 岩井 優香（岡山県立備前緑陽高等学校）
平成 29 年 11 月 6 日に開催された大学近隣地区のｲﾍﾞﾝﾄへ参加
してきました。毎年このｲﾍﾞﾝﾄには仮装または出店手伝いなどの
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動があるのですが、今回私は、仮装での参加をしてき
ました。

平成 28 年度

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動
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卒業生からのメッセージ
現職

山陽学園短大助手
山縣 綾香（本学大学院修了）
私は大学を卒業後、大学院に進学し、
現在は山陽学園短期大学食物栄養学科の
助手として勤めています。主に、生化学
実験や調理実習の準備・実習中の補助と
して授業に入り、先生方と栄養士を目指
す学生のｻﾎﾟｰﾄを行っています。学部生時
代は、なんて勉強が難しいんだ、分から
ない、と思っていましたが、国家試験を
経て、管理栄養士となった今では、短大
生に教えることができるようになり、大学での 4 年間の学び、
大学院での 2 年間の学び、全ての経験が今の仕事に生かせてい
ると感じています。
大学生活を振り返ってみると、楽しかった思い出もたくさん
ありますが、国家試験に向けて仲間と必死に勉強したことが強
く印象に残っています。自分一人では絶対に乗り越えられなか
ったけれど、同じ目標に向かって頑張る仲間と温かい先生方の
ｻﾎﾟｰﾄがあったからこそ、今自信を持って働くことができると思
っています。管理栄養士になるという強い目標をもって 4 年間
を乗り越えられれば、管理栄養士になった時、充実した楽しい 4
年間だったと感じることができると思います。
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総社市山手福祉ｾﾝﾀ-祭り

平成 28 年 7 月 10 日（日）

総社市山手福祉ｾﾝﾀｰ

3 年生

4人

高松ｱｸﾃｨﾌﾞﾎｰﾑ 敬老会

平成 28 年 9 月 17 日（土）

老人保健施設 高松ｱｸﾃｨﾌﾞﾎｰﾑ

2 年生

2人

第 10 回吉備・綾南まちかど博物館

平成 28 年 11 月 6 日（日）

吉備陵南地区

2 年生

19 人

第 10 回吉備・綾南ふれあい健康ﾌｪｱ

平成 29 年 1 月 7 日（土）

岡山市立吉備公民館

3 年生

7人

平成 28 年度
開催回

中国学園大学公開ｾﾐﾅｰ
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106

国際教養学部教授 日野正輝

人口減少社会・日本の都市の将来は？

H28.6.22（水）16:30/1201B

107

前中国学園大学教授 香川大学名誉教授 岡部昭延

ｳｴﾙｼｭ菌から学んだこと

H28.8.3（水）16:30/1201B

108

子ども学部教授 佐々木弘記

情報モラルをどう育てるか

H28.9.28（水）16:30/1201B

109

国際教養学部教授 小野山和男

備前焼の魅力

H29.1.25（水）16:30/1201A

110

現代生活学研究科人間栄養専攻 M2 下田裕恵

（修士論文公開発表会）高校女子新体操選手の食生活
の実態と食事指導による食生活及び身体的改善

H29.2.22（水）16:30/1201B

