
ゼミ紹介

短期大学部では、2年次に選択科目としてゼミを
開講しています。

教員ごとに、専門性をいかしたゼミを開講してい
ます。

調理や実験、企業とのメニュー開発や、地域引飲
食店でのフィールドワークなどさまざま・・・。

興味があるゼミテーマを選び、より深い学びや体
験を得ることができます。

同じことに興味を持った仲間も増え、先生との交
流も深めることができるのも魅力の一つです。



調理・商品開発ゼミ
（指導教員：豊満美峰子）

家庭料理技能検定２級・準１級の合格のために調理技術の
練習。学園と提携している企業との弁当・惣菜のレシピ提案
や栄養計算などを行う。



長田早苗ゼミ



栄養指導研究室ゼミ
（指導教員：小澤啓子）

地域飲食店におけるヘルシーメニュー開発と栄養指導

外食・中食の機会の多い働き盛り世代の食環境整備の一環として平成18年度よりスタートした、
荒川区保健所、荒川区内飲食店、学校法人香川栄養学園の産官学連携事業です。栄養指導研究室
が「安くて、おいしくて、ヘルシー」をコンセプトにメニュー開発の支援をしています。

開発したメニュー例

あら坊あらみぃ

今年で15年目突入！

・担当した地域飲食店へのヘルシーメニューの開発支援（学内演習と店舗訪問）
・栄養指導の立案、実施 ・教材作成 などなど

実施内容

一人1メニューを担当し完
成させるのでやりがいがあ
ります。自分が関わったメ
ニューが実際に販売され、
撮影した写真がお店のポス
ターに使用されることはと
ても嬉しく責任も感じます。

あらかわ満点メニューを
開発してみて

新型コロナ感染予防のために店
舗訪問ができない期間が長くあ
りました。オンラインゼミで店
舗の要望やメニューの立案条件
を教員が説明し、各自が自宅に
て試作を重ね、メールや郵送にて資料の提出、オ
ンラインにて報告・意見交換を重ねました。
学校に集合できた時には、全員で試作と撮影会を
実施。お店に提案書を持参し、無事に自分たちが
作成したトーストセットメニューを採用していた
だくことができました！

荒川区のシンボルキャラクター

・メニュー開発の目的や
基本的事項の理解

・店舗への電話かけや
質問の仕方の練習

・写真撮影の練習
（プロ写真家による）

・食事解析の練習
（計量、塩分測定）

・保健所の講義 等

各店舗を訪問し・・・

・初案の食材計量、塩
分測定、写真撮影

・厨房の広さ、席数、
仕入れ食材等を把握

・店主様のご希望の確
認、信頼関係の構築

学校に戻って・・・

計量した食材や写真記
録をもとに栄養計算

結果をもとに基準値と照
らし合わせて改善案
の立案・試作

提案書を用意し店主様
との打ち合わせへ！

話合いと修正を
繰り返す

令和3年度ゼミ生とスタッフ
ポスター例

コロナ禍での開発
初期調査
（店舗訪問）

栄養計算
改善立案、試作

提案・修正

とっても忙しいですが、
たくさんの経験ができ、

楽しいです！

荒川区広報番組
テレビ撮影

メニュー提案



災害食ゼミ
（指導教員：長田 斎＠公衆衛生学研究室）

テーマ：災害食とその備蓄・活用方法について学ぶ

そもそも「災害食」ってなに？
発災後、日常生活に復旧するまでに飲食するす
べての食のこと。飲食物だけではなく、災害時
の調理や食事の工夫なども含みます。

非常食とは違うの？
非常食とは,乾パンやビスケットなど主に災害時
に使用するための飲食物のこと。でも災害時に
これだけを食べ続けて過ごすことはできません。

➡日常食品の効果的な活用を
災害時にも、普段から食べなれた日常食品が食
べられると心が休まります。缶詰やレトルト食
品など、常温で保存期間の長い食品の備蓄（ロ
ーリングストック）や活用が大切です。

主な活動内容
• 女子栄養大学の備蓄品の調査

• 女子栄養大学の備蓄食品(セブンオーシャンズ)

を使ったアレンジレシピの作成

• ポリ袋クッキングの実践、駒込祭での実演

• 自治体の災害対策や備蓄食品の調査

• 駒込近隣地域の備蓄食品販売店舗の調査

• 豊島区備蓄食品のアレンジレシピ作成

• 豊島区防災フェスティバルへの参加

• 災害食学会への参加

• 東京国際消防展、池袋防災館の視察 など

活動の様子



給食管理三好ゼミ
指導教員：三好 恵子

テーマ：学校給食について理解を深め、子供の喜ぶ学校給食の献立作
成ができるようになる。地元の食材を取り入れ、野菜たっぷりのメ
ニューを考える。

【予備調査】学校給食法、学校給食摂取
基準について調べる。
地元(茨城県）の食材や郷土料理について
調べる。
【献立のコンセプト】地元の食材を使っ
た野菜たっぷりの献立。
思い出の献立。
【献立作成】八宝菜を主菜とした献立
【試作】作業指示書の作成。試作・試食
を行う。

【茨城県の農産物】
全国1位：れんこん、水菜、白菜、青梗菜、メロン、
ピーマン、くり、小松菜、カリフラワー
農産物が豊富（農業産出額全国3位）
【郷土料理】：すみつかれ、あんこうのどぶ汁、こん
にゃく料理、けんちん汁等

試作の様子

ゼミの活動内容

【献立】
雑穀ご飯
八宝菜

もやしのナムル
フルーツポンチ

牛乳

八宝菜の材料

試食の評価
・炊飯の加水量に雑穀を配慮し
ていなかったため、固めの仕上
がりになってしまった。
・フルーツポンチのゼリーが少
なすぎた。ゼリーが試食時に溶
けてしまったため、ゼラチンの
量を増やし、ぜりーを３倍量で
調理する。

給栄養量
エネルギー：726kcal
たんぱく質：28.5g
脂質：29.1g
ナトリウム（食塩）：1.9g
カルシウム：306㎎
マグネシウム：102㎎
鉄：2.4㎎
ビタミンA
（レチノール活性等量）：
347μg
ビタミンB1 ：0.60㎎
ビタミンB2 ：0.69㎎
ビタミンC：36㎎
食物繊維：4.9g

茨城県





臨床栄養学ゼミ
（指導教員：佐藤 智英）

テーマ：治療食が必要な方も一緒に食べることができる料理の提案

①日常の料理、食べたい料理、召し上がっていただきたい
料理、中食の栄養価を調べる。

②対象としたい病気と栄養、食事療法について調べる。

③病気の方も食べることができるアレンジを考案、調理、
試食をしてゼミ生全員で評価する。

④アレンジレシピと注意点などの資料を作成する。

目的：治療食が必要な方だけ別の料理は疎外感があります。
みんなで同じ料理が食べられる工夫を考えてみましょう。

目標：病気と食事療法を理解して日常の料理、中食などのアレンジを
して家族一緒に食べることのできるレシピを作成する。

食事療法が必要な病気例：糖尿病、高血圧、腎臓病、貧血、脂質異常症、高尿酸血症、咀嚼障害など

ゼミの進め方

ゼミ生の皆さんが主体となって学習し、
発表してお互いに情報共有する学び
を一緒にしませんか。



テーマ：子どもたちへの食育を実践を通して学ぼう

学内活動
食育って何？を学ぶ

食育ってどうする？
をやってみる！

学外活動
準備を整え

さぁ食育現場へ！
食育イベントへ！

312弁当箱法
駒込祭企画

学内掲示物作成
子ども料理教室

（予定）
他

駒込小学校朝会参加
学外での食育
イベント参加

他

あなたに身に付く

理論と
実践

こども食育ゼミ
（指導教員：香川 明夫）

キャラ画
は使い放

題

やってみる
とすごく
楽しいよ！

栄養士ならで
はの食育って

奥深い

やってみたらこんな実力up↑↑

食育のゼミ活動



教職研究室ゼミ
指導教員：小川 孝

テーマ：『和食』の歴史

深川宿研修

深川の漁師が仕事の合間に食べる賄い飯で
あったぶっかけめしがルーツの「深川めし」

2013年12月にユネスコ無形文化遺産に登録
され、世界から注目され続けている『和食』
しかし、現代の日本では米の消費量は年々減
少、ワンディッシュ・ワンプレート化など若
者を中心に和食離れが進んでいます。世界が
高く評価する『和食』の魅力とは？真の価値
とは？『和食』の歴史を整理しながら、
議論し追究していきます。

佐野味噌研修

小川先生の誕生日にはみんな
でお誕生日会もしました！！
みんな仲良く元気に研究し、
発表しています。



生理学研究室ゼミ
（指導教員：渋谷まさと）

テーマ：「一歩一歩学ぶ生命科学」の一歩前進
解剖生理学などのデジタルコンテンツを学生さんの意見で作成、改訂しています。

どこが血管でどこが尿
細管か色で分かるよう
にした～い！

心房、心室、動脈を真っ直ぐ並
べた方がわかりやすくない？
動画はこちら

新入生に一番近い今の１，２年生が
作ったり直したりしています。
全コンテンツを自己学習用に一般公開
しています！

無理やりでも1か所に集めちゃおうよ！
動画はこちら





栄養学研究室ゼミ
（指導教員：松田 早苗）

栄養ケアプランの立案、実践、評価

自分を対象として、栄養アセスメントを行い、
ケアプランを立案し、実践、評価を行う。
アセスメント項目：臨床検査（血糖値
HbA1c、尿中Alb/Cr）、血圧、身体計測
（皮下脂肪厚、周囲長）、食事調査、
食行動調査、身体活動調査（万歩計）

骨密度測定と食事のアドバイス

駒込祭の来場者、教職員を対象に、骨密度を
測定し、ゼミ生が作成した問診票、
検査データに基づき、簡単な食事のアドバイ
スを行う

各自興味のあるテーマについて、調べ
プレゼンを行う

疾患、ライフステージ、スポーツ栄養、
検査値、時間栄養学等、興味のあるテーマに
ついて調べ、プレゼンを行い、ディスカッ
ションを行う

中食分析と献立作成、調理実習

デパ地下や、コンビニで販売されてる
お弁当を中心に分析し、分析したお弁当
を含んだ献立作成を行う。エネルギーコ
ントロール食によるパーティーメニュー
を調理、共食する

実践的なゼミです。
栄養に関する知識を
深めましょう。
栄養士になりたい人
がいいかな・・・



生化学ゼミ
（指導教員：牧久惠）

テーマ： 悪い環境でも元気に育ち
栄養価のある新しい作物の開発

ジャーマンカモミール
耐寒性が強い、コンパニオン
プランツの役割を果たす
鎮静作用、消化促進

ローズマリー
耐暑性が強く寒さにも
強い、抗酸化作用

作物の育成

糖質・脂質・合成酵素・遺伝子・有効成分等の
比較解析⇒有用な物質を探索

オレガノ
耐寒性があり乾燥に

も強い
発汗、殺菌作用

レモンバーム
耐寒性が強い

抗炎症、消化促進作用
種子の播種

有効成分
を探して
みよう小さくてもこれか

ら大きく育ます

低温に負けずに元
気に育っています

野沢菜
耐寒性に優れ

ビタミンCやβカロテンを含
抗酸化作用

常温で育成 低温で育成

https://www.irasutoya.com/2016/08/blog-post_574.html


受験の皆さま
短期大学部にもご興味を持っていただけましたら、ぜひ、

WELCOME COLLEGEや、OPUEN CAMPUSにご参加ください！
駒込キャンパスでお待ちしております！！



ご視聴いただき
ありがとうございました！

短期大学部では、11月に「駒込祭」を開催予定です。
香川調理製菓専門学校の作品展と同時開催です。
詳細は決定次第、学園ホームページに掲載されます。
是非、こちらにもご参加ください。


