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卒業式 
平成31年3月20日（水）に、中国学園大学、中国短期大

学合同の卒業式を体育館で行い、396名が卒業しました。引

き続き1号館において現代生活学部人間栄養学科卒業式を

行い、78名が卒業証書・学位記を授与されました。卒業式

後は卒業生を囲んで記念写真を撮ったり、和やかな歓談が

続いていました。                  （河野 勇人） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

栄養セミナーⅠの活動 
1 年生 後藤 美優（聖カタリナ学園高等学校 出身） 

栄養セミナーⅠでは「管理栄養士の仕事」というテーマ

で調べ学習を行いました。さらに、各グループの発表を通

して管理栄養士の仕事について深く知ることができ、自分

の将来について考える良い経験になったと思います。また、

管理栄養士として必要な知識やスキルについても学ぶこと

ができたので 4 年間でしっかりと学んでいきたいです。 

 
 
 
 
 
 
 

 

栄養セミナーⅡ～卒業生へのｲﾝﾀﾋﾞｭｰ～ 
2 年生 三村 奈々恵（岡山理科大学附属高等学校 出身） 
管理栄養士として活躍する卒業生8名をお招きし、インタ

ビューを行いました。事前に職場概要や仕事内容について

調べ、質問を準備しました。職場を選んだ動機、仕事内容、

やりがい、学生時代にやっておくべきこと、などを伺いま

した。学生時代のお話しも詳しく聞くことができ、大学生

活の後半が始まる不安もありましたが、残りの時間を大切

にしようと思いました。管理栄養士になりたいという夢の

動機付けになりました。 

 
 
 
 
 
 

 

栄養セミナーⅢ～大学公開講座の開催～ 
3 年生 河野 美里（岡山県立高梁高等学校 出身） 

平成 30 年 10 月 14 日の白鷺祭で、私達 3 年生は公開講

座を実施しました。私達のゼミでは、岡山県中央会と連携

し、県内食品関連事業者の商品を使用したレシピ開発を行

っています。当日はその活動内容の説明や試食の提供、レ

シピの配布を行い、展示や試食などをすることで多くの方

に活動を知っていただくことができました。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栄養セミナーⅣ～卒業研究発表会～ 
平成 30年 10月 13日(土)に卒業研究発表をポスター形式

で行いました。一般に公開しており、本学部での研究活動

を広く知っていただく機会となっております。地域の方々

や学生教職員の多くの参加がありました。研究内容に興味

を持たれた参加者との間で活発な質疑応答が行われ、学生

諸君にとっては貴重な経験になったと思います。 
                  （森脇 晃義） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

食品加工・製造工場見学、ﾃｰﾌﾞﾙﾏﾅｰ研修 

１年生 福田 実穂 （岡山県立倉敷鷲羽高等学校 出身） 

2 月 7 日から 1 泊 2 日で神戸で研修がありました。 
私達の食生活を支える醤油、マヨネーズなどの調味料、

乾麺、飲料の普段見ることができない食品製造の実際や作

り手のこだわりを知ることができました。また、テーブル

マナーでは美味しい食事をしながらマナーの勉強ができま

した。クラスメイトと有意義な 2 日間を過ごしました。 
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入学前学習会 
来年度（平

成31年度）の

入学予定者の

うち公募推薦

とAO入試で

の合格者を対

象にした入学

前学習会を平

成31年2月7日（木）に開催しました。午前中は、中国学園

大学と人間栄養学科の概要説明の後、事前に送付した課題

問題（「生物基礎」と「化学基礎」）の答え合わせと解説を

行い、午後からは、生物「大学で学ぶ栄養学」と有機化学

「化学は難しくない？新しい知識を増やそう！」の２つの

模擬授業を実施しました。また、授業と同時進行で、参加

された保護者の方への説明会と個別相談の時間を設けまし

た。この学習会が、基礎学力（生物と化学）の必要性を認

識する機会および入学後の勉学へのスタートとなることを

期待します。            （小林 英紀） 

 

平成30年度 大学生まちづくりチャレンジ事業  

        ～政策局長賞～                  
平成 30 年度岡山市主催の大学生まちづくりチャレンジ

事業に河野ゼミが参加し、1 年間活動を行いました。犬養

毅生家から分離した酵母を用いた地域特産品の開発を検討

し、特に岡山市内の㈱板野酒造本店様と協働して、犬養毅

をイメージした日本酒を開発しました。この活動は本事業

の政策局長賞を受賞し、岡山市長を表敬訪問しました。 
（河野 勇人） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

表彰されました 

一般社団法人 全国栄養士養成施設協会より永年栄養士

養成教育功労者表彰として学長が代表で表彰されました。 
 

一般社団法人 全国栄養士養成施設協会より「栄養士養成

施設の教員顕彰」に対して森脇晃義教授が表彰されました。 
 

岡山県栄養士養成施設協議会より多年にわたり栄養士養

成教育によく尽力されたとして多田賢代教授が表彰されま

した。 
 

新任教員（自己）紹介     
― 安原 幹成 講師 ― 

昨年 10 月より本学に着任いたしました。 
主な担当科目は栄養教育論・実習です。 
約 24 年間の病院管理栄養士としての 
実務経験を生かし、管理栄養士を目指す 
学生を育てたいと思います。講義では、 
管理栄養士として活躍するため、教科書 
に経験談をリンクさせて解説をします。 
皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 
 

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～ 
12 期生 森脇 朱音 2017 年卒業 

私は株式会社セントラルフーズで 
学校給食部門に所属し管理栄養士 
として働いています。大学で得た 
知識を活かし、中学校の給食作り、 
本社での献立表や社内報の作成を 
しています。また、社内研修での 
指導、企画、接客などもしています。 
昨年は自社のレストランでウエディ 
ングの仕事にも携わり、管理栄養士 
業務のイメージを超えた内容もある 
ため、楽しく、成長できています。 

平成 30 年度 ボランティア活動記録 
内容 日時 実施場所 参加学生 人数 

第 13 回みなんにし健康まつり 平成 30 年 6 月 2 日（土） 岡山市立御南西公民館 3 年生 11 

庄の里「なごやか」 納涼祭 平成 30 年 8 月 26 日（日） 
地域密着型特別養護老人ホーム  

庄の里「なごやか」 
3 年生 3 

庄の里「なごやか」 秋祭り 平成 30 年 10 月 17 日（水） 
グループホーム庄の里「和らぎの家」 

小規模多機能ホーム庄の里「つどいの家」 
3 年生 3 

第 12 回吉備・陵南ふれあい健康フェア 平成 31 年 1 月 12 日（土） 岡山市立吉備公民館 3 年生 15 

平成 30 年度 中国学園大学公開セミナー記録 
回 講演者 演題 日時/場所 

第 113 子ども学部 子ども学科 講師 溝田 知茂 運動が苦手でもできるソフトバレーボール H30.5.30（水）/体育館 

第 114 
現代生活学部 人間栄養学科  

准教授 山本 忠 クレイグ 
外国に行こう！－海外旅行を極めるー 

H30.7.25（水）/7 号館 1 階 

イングリッシュカフェ 

第 115 現代生活学部 人間栄養学科 准教授 岡﨑 恵子  中学生を対象とした食育の推進について H30.9.26（水）/1201AB 

第 116 子ども学部 子ども学科 准教授 柏原 寛 空気を使って彫刻しよう H30.11.28（水）/1202 

第 117 国際教養学部 国際教養学科 講師 松浦 加寿子 
映画の中のシェイクスピア 

～シェイクスピアを知ると英語がもっと面白くなる！～ 

H31.1.30（水）/7 号館 1 階 

イングリッシュカフェ 

第 118 現代生活学部 人間栄養学科 教授 赤木 収二 なぜ「筋肉は裏切らない」のか H31.3.13（水）/1202 

 


