
短期大学部に
ご興味をもっていただきありがとうございます。

女子栄養大学短期大学部をご紹介します！



女子栄養大学短期大学部
では

２年間で



短期大学部教務学生課

学生生活
サポート
<支援部署>

駒込就職課

図 書 館

保健センター

Iﾊﾟｰｸ(情報ﾈｯﾄﾜｰｸ課)

(相談室)

皆さんの学ぶ環境を支える主な部署

学生生活で一番接点の多い事務部署です。
授業に関すること、奨学金に関すること、課外
活動に関することなど、多くの場面で教務学生
課が窓口になります。

２年間と言う濃密な期間の中で、一人一人の言
葉に耳を傾けながら就職活動をバックアップし
ていきます。また編入希望者についても進学の
目標に応じた進路サポートします。

雑誌、小説などの一般的な図書から、食、栄養
に関する専門書まで、主体的な学びを支える場
が図書館です。いつでも、どこでも利用できる
電子書籍も拡充しています。

自由に使えるPCルームです。図書館と同様に
皆さんの学びを支え、授業外での調べものや
PCを見ながらゆったりと時間を過ごしたい場
合などに利用できます。

体調の悪いとき、ケガをしたときに頼りになる
のが保健センターです。看護師も常駐しており
横になって休むこともできます。
尚、保健センターの横には相談室もあります。
周囲に聞かれたくない心身に関する相談事など
があれば定期的に臨床心理士も来校しており、
学生であれば誰でも利用できます。



日本学生支援機構

学生生活
サポート
<奨学金>

皆さんの学びや暮らしを支える制度

◆ 第一種奨学金（無利子）と第二種奨学金（有利子）があります。

貸与額は選択でき、自宅・自宅外通学により額も異なります。
大学入学前に高校を通じて申し込む予約採用とそれぞれの事情により
大学入学後に大学を通じて申し込み手続きを行うケースがあります。

◆ 高等教育の修学支援新制度は、授業料・入学金の免除または

減額（授業料等減免）給付型奨学金の支給する制度です。
同制度の適用の可否は世帯年収により決定します。

学園独自の制度

◆ 全て給付・授与もしくは学費充当型の奨学金制度となります。
経済的な理由のほか、学業成績を中心に選出されます。

北郁子奨学基金奨学金
野口医学研究所奨学金
DNP奨学金
荒井慶子グローバル人材育成奨学金
香友会わかば奨学金

◆ 経済的な理由により無利子貸与型奨学金として、学費の一部
に充当されます。

横巻のぶ記念奨学金
◆ 学力優秀で課外活動や学内行事に積極的に参加している学生

表彰する制度で受賞者には楯と奨学金が支給されます。

香川綾・芳子奨励賞

その他

◆ 各県市町村、各種団体による奨学金制度が
あります。出身、住所地の教育委員会等に
ご相談ください。



課外活動

学生生活
サポート

<課外活動・その他>

学生寮

坂戸校舎近隣、徒歩１分程度の場所にあり
ます。自宅通学の多い短期大学部生の利用
は少ないですが、遠隔地でも安心して暮ら
せる環境を提供しています。

皆さんの学生生活をより活動的に

2021・2022年の学園祭、クラブ等の活動は新型コロナウィルス感染症の影響に
より中止（休止）または縮小となりました。
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卒業後の進路・概要
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サポート体制

進路支援プログラム

就活支援はもちろん、自らのキャリアデザイン
に向き合う機会を提供していきます

●就職オリエンテーション
就職ガイダンス

●就職活動支援講座
・モチベーション講座
・進路選択のための準備講座
・就職情報サイト活用方法講座
・企業によるお仕事セミナー
・あなたの知らない社会シリーズ
・就活直前講座「就活でＧＯ！」
・筆記試験対策講座
・メイクマナー講座
・卒業生の話を聞く会
・エントリーシート対策講座
・就職活動体験報告相談会
・就活スキルアップ講座
・コミュニケーションスキルアップ講座
・模擬面接会
・学内企業セミナー ほか

●希望進路確認個別面談

全体的なことを分
かり易く説明します

必要な講座を
毎月ペースで実施

ひとりひとりの
希望はしっかり把握



イベントの様子

先輩に聞く！栄養士の仕事

今はオンラインでも実施 学内合同企業セミナー

保護者対象の就活講座も‼

ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄによる講演

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座

卒業生の話を聞く会



学園内推薦とは？

編入学について
（学園内推薦）

推薦を得るには

短期大学部⇒編入のメリット

栄 養 士資格をベースに
学びを深める２つの選択

・大学受験のような学科試験がない。
・短期大学部卒業時に栄養士を取得可能。
・就職への進路変更なども可能。
・2年間利便性の高い東京のキャンパスで学べる。
・心強い２つの母校（女子栄養大学短期大学部、女子栄養大学）が持てる。
・女子栄養大学に直接入学するより学費負担が少ない。

短期大学部から大学への学園内推薦編入学制度があります。現在、
実践栄養学科に15名、食文化栄養学科に12名の定員枠を設けており
両学科共に3年次への編入学が可能です。

同制度は全ての２年次学生が対象となりますが、２年生前期までの学
業成績と面接試験により決定します。特に成績は日頃の積み重ねが重
要ですので、編入学を希望する方には注意を促しています。

選考日程

例年9月に面接試験を実施しています（現状、筆記試験は課していません）。

編入生卒業後の進路

短期大学部は、栄養士資格を活かした就職先（受託給食、保育園等）が
多いですが、大学編入後は管理栄養士、栄養士での就職はもちろん、
食関連業界、公務員など幅広く活躍の場を求め社会に羽ばたいています。
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＜進学＞
女子栄養大学大学院(4名)

＜就職＞
【食品メーカー】
明治、高梨乳業、東洋冷蔵
日本食研ホールディングス
フジパングループ本社
武蔵野フーズ、マンナンライフ

【食品商社】
ﾏﾙﾊﾆﾁﾛﾘﾃｰﾙｻｰﾋﾞｽ、加藤産業

【食品等小売】
イオンリテール
JR東海ﾊﾟｯｾﾝｼﾞｬｰｽﾞ、ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ

【受託給食・ケータリング】
エームサービス、ＬＥＯＣ
グリーンハウス
ＡＮＡｹｰﾀﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ

【保育・幼児教育・福祉】
春光幼稚園、さくらぎ保育園
亀令園、清輝苑

【病院】
厚生中央病院、江東病院、
杏雲堂病院、慈恵大学、
自治医科大学、新山手病院
順天堂大学
新久喜総合病院
国立国際医療研究センター

【公務員】
（栄養士）埼玉県、東京都
沖縄県、つくば市、八王子市

（教員）埼玉県、仙台市
【その他】
野口医学研究所、ミヤリサン製薬
香川栄養学園、二葉栄養専門学校
ぎふ綜合健診センター など

＜進学＞
女子栄養大学大学院
十文字学園女子大学大学院、相模女子大学

＜就職＞
【食品メーカー】
伊藤製パン、小布施堂、
協同乳業、栗山米菓
サラダクラブ、サンデリカ
柴沼醤油醸造、タカキベーカリー
フジフーズ、武蔵野、ヤガイ

【食品商社】
イーコムジャパン、カクヤス
加藤産業、ベニレイ、
森永乳業販売、JA全農青果センター

【厨房機器】
北沢産業、ホシザキ東京

【食品等小売】
エース、エノテカ、紀ノ國屋
成城石井、コープみらい
東急ストア、ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ

【衛生・環境】
食品環境検査協会、ｱｰｽ環境ｻｰﾋﾞｽ

【飲食】
スターバックスコーヒージャパン
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ、人形町今半

【受託給食】
アイワメディカルサービス
グリーンハウス、ＬＥＯＣ
西洋ﾌｰﾄﾞｺﾝﾊﾟｽｸﾞﾙｰﾌﾟ

【保育】
小岩みどり保育園、聖光会
グローバルキッズ

【公務員】
(行政）小山市

【その他】
野口医学研究所、ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝｿｸﾞﾄｳｪｱ
香川栄養学園 など

女子栄養大学編入学卒業生過去５年間の進路（抜粋）

実践栄養学科 食文化栄養学科



管理栄養士国家試験に合格し、
活躍している先輩がたくさんいます！

栄養士として実務経験を3年以上積むことで、管理栄養士国家試験
受験資格を得ることができます。

合格率

全体 64.2％

栄養士養成課程（既卒） 24.3％

本学 42.9％

73名受験中、
30名が合格！

（第35回管理栄養士国家試験結果）

全国の短期大学の中でも
毎年トップクラス！

本学生涯学習センター主催の模擬試験や対策講座、
e-ラーニング講座などのサポート体制も充実しています。

大久保博美さん 藤﨑桃子さん

加藤由佳さん

◎受験の目的は？
自分自身のステップアップのため
◎いつから・どのように勉強した？
4年目の6月に通信教育セットを購入。少しやっ
たもののしばらく放置してしまった。10月頃、
受験が迫ってきたと焦り始め、本格的に始めた。
本学実施の模試を2回受験。
◎大変だったこと
卒業して3年経つと忘れていることも多かった。

残業が多くて勉強時間の確保に
苦労したが、通勤時間が短く、実
家暮らしだったのがよかったと思
う。

資格取得後は大学
の実験実習助手と
して活躍中！

◎いつから・どのように勉強した？
4年目の9月から。5年分の過去問を5。解説動
画をみたり、本学のe-ラーニングにて勉強。模
試で実力を確認し、復習した。
◎大変だったこと
時間の確保。シフト制勤務のため生活リズムが
バラバラだったり、コロナ禍で大変だった。
◎合格して思うこと

試験勉強から解放されて心の
余裕ができた。今後は
自分身や仕事に役立つ
勉強をしていきたい。

特別養護老人ホームで厨房
業務の責任者として奮闘！

合格
体験記

◎いつから受験を意識した？
漠然と高校時代から。学費面と調
理ができる栄養士を目指し、短大
を希望した。受験勉強は1年前から。
◎勉強方法
過去5年分の過去問を繰り返し解く。模試も受
験し何度も解く。
厚労省のHPなどで新しい基準値やガイドライ
ンをチェック。

◎後輩へのメッセージ
初回の模試は正答率30％台でしたが、あきら
めず頑張りました。大変ですが自信につなが
ります。絶対一発で合格した方がいいです。

小林知花さん

◎受験の目的は？
仕事の幅を広げるため
◎いつから・どのように勉強した？
一度目は全く勉強せず受験。2・3回目は2～3
か月前から。過去問を解くが、問題数が多い科
目を集中的に勉強した。SNSやYouTubeも活
用。模試と直前講習会にも参加した。
◎大変だったこと
食事療法など日々の業務で扱わない分野の勉強

に時間がかかった。
◎勉強のコツ
働きながらなので、重要ポイント

と苦手科目をしっかりおさえる！

保育園栄養士
としてスキル
アップ！

今後は病院で
も働きたい！



栄養士、食関連産業で積み上げてきた実績
⇒ 資格職としての信頼、求人件数、採用実績の高さ

⇒食産業でのネットワークの大きさ
⇒栄養士の現場のみならず、商品開発、品質管理、

メニュー提案など学んでことを幅広く社会で活かす

本学の強み

ポイント ここが違う！

教職員と学生一人一人が近い距離
⇒ 的確な情報提供

⇒ 必要とする支援はすぐに形に（講座化、イベント化）
⇒ 卒業後も必要な支援を（卒業者対象の求人紹介等）

編入学希望者に対して
⇒ 学園内推薦制度（実践栄養学科、食文化栄養学科）

⇒編入学後も役立つ就活サポート

栄養士(保育園) 栄養士(給食会社)

商品開発(中食) 品質管理(食品) 料理講師(ｸｯｷﾝｸﾞｽｸｰﾙ)

営業(企業)

活
躍
例



下町と自然の癒やしが溶け込んだ居心地の良い街に
学校はあります！～ソメイヨシノ（桜）の故郷～

駒込ってどんなところ？
基本情報



駒込キャンパスの魅力
エキがチカい!!

通学便利❣

都内・埼玉県・千葉県からの
通学生が多いです。

地方出身学生は
学校周辺のアパートを借りたり、
坂戸の若葉寮の入寮生もいますよ



駒込キャンパスの魅力
皆さんに近い学び舎

１時限目授業 (9:10)に間に合うには！？
駒込駅までおおよそ１時間の駅(地域)

※2021年9月1日現在ダイヤ

駒
込
校
舎

9

時
10

分

横浜駅 7時54分発 ⇒ 池袋 ⇒ 駒込駅 8時44分着

所要時間 50分（東海道線利用）

久喜駅 7時50分発 ⇒赤羽/田端⇒ 駒込駅 8時50分着

所要時間 60分（宇都宮線利用）

北本駅 7時49分発⇒赤羽/田端⇒ 駒込駅 8時47分着

所要時間 58分（高崎線利用）

津田沼駅 7時54分発⇒ 東京 ⇒ 駒込駅 8時50分着

所要時間 56分（総武線利用）

牛久駅 7時51分発 ⇒日暮里 ⇒ 駒込駅 8時50分着

所要時間 59分（常磐線利用）

立川駅 7時46分発 ⇒ 新宿 ⇒ 駒込駅 8時48分着

所要時間 62分（中央線利用）

飯能駅 7時36分発 ⇒池袋 ⇒ 駒込駅 8時39分着

所要時間 63分（西武池袋線利用）

若葉駅 7時42分発 ⇒ 池袋 ⇒ 駒込駅 8時42分着

所要時間 60分（東武東上線利用）

原木中山駅 7時47分発⇒飯田橋⇒駒込駅 8時45分着

所要時間 58分（東西線‣南北線利用）



駒込キャンパスの魅力
新しくはないけれど

温かみのある学び舎

伝統ある学園発祥の地
15,000名を超える

栄養士を輩出
Eidai The Origin!!



何気なく通る場所にも、
「食」に関する情報や
展示品があります。



学生さんの集いの場所 「ピンクの廊下」

休み時間に、授業の空き時間に、いつのまにか
自然に集まり勉強したりおしゃべりした
り・・・

パソコンもあるのでレポート作成や課題を
一生懸命取り組んでいる姿も見かけます。



お菓子が食べたい～
パンが食べたい～と思ったら、
校舎内「菓子工房プランタン」へ ＧＯ！

学生食堂のヘルシー定食で満腹に！



新型コロナ感染症対策をしながら
しっかり学校運営をしています

入構時の体温測定

各机には飛沫感染
防止シールド

授業中のソーシャル
ディスタンスも万全



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。


