産官学連携等

◇

香川綾記念講師派遣事業実施一覧

香川綾記念講師派遣事業推進委員会事務局（広報戦略室 学園広報課）
本事業(推進委員会委員長：五明紀春副学長)は、本学の理念「食による人間の健康の維持・改善」はもとより教育・研究についても広く理解を深めても
らうことを目的としています。派遣講師は、本学教職員および女子栄養大学生涯学習講師が主で、依頼先が希望するテーマに沿って決定し、希望内容にふ
さわしい講演・出張講義を実施。発足当初の受講者は主として高校生と、その保護者や教員の皆さんでしたが、近年の食育への関心の高まりに伴い、高等
学校以外からの依頼が急増していることから、社会貢献・地域協力ひいては栄養学普及のための事業となっております。昨年一年間(平成 28 年 1 月～12
月)の実施状況は以下のとおり、実施件数は４３３件(対前年比１.２％増、派遣依頼４５９件：対前年比１.２％増)、受講者総数は約２万６４９０人(同１.
３％増)でした。
【高等学校への派遣】
都道府県
茨城県
（８校・８件）

栃木県
（７校・７件）

実施件数：222 校 259 件（高大連携校：21 校 44 件）
実施日

受講者総数：約 1 万 5300 人

高等学校等依頼先名

テーマ

2月

県立東海高等学校

おしゃれに栄養！～心と体に栄養を～

7月

茨城キリスト教学園高等学校

メディアが伝える栄養情報

9月

県立中央高等学校

栄養学の魅力

10 月

県立土浦湖北高等学校

生活習慣病は高校生の食事が決め手

県立藤代高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

11 月

県立日立第二高等学校

栄養学のはなし～なにをどれだけ食べたらいいの？

12 月

大成女子高等学校

高校生の正しいダイエット、危険なダイエット

県立水海道第二高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

6月

國學院大學栃木高等学校

栄養学のはなし～なにをどれだけ食べたらいいの？

8月

県立宇都宮中央女子高等学校

職業レクチャー

9月

県立さくら清修高等学校

正しい食事で体の中から美しく

10 月

県立足利女子高等学校

栄養学の魅力

11 月

県立小山西高等学校

生活習慣病の予防は高校生の食事が決めて

県立真岡女子高等学校

栄養学のはなし～なにをどれだけ食べたらいいの？

県立上三川高等学校

栄養学のはなし～なにをどれだけ食べたらいいの？

12 月

管理栄養の仕事
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群馬県
（１１校・１１件）

2月

県立藤岡中央高等学校

メディアに惑わされない栄養知識

6月

県立伊勢崎高等学校

時間栄養学

県立富岡東高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

7月

県立伊勢崎清明高等学校

朝食をとるとなぜ頭がよくなる？

11 月

県立館林女子高等学校

正しい食事で体の内から外から美しく

前橋育英高等学校

栄養学のはなし～なにをどれだけ食べたらいいの？

県立高崎北高等学校

食のトビラ～心と体を健康に～

県立桐生女子高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

市立四ツ葉学園中等教育学校

総合的な学習の時間「ソーシャルビジネスを立ち上げよう

県立前橋南高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

県立高崎商業高等学校

朝ごはんで健康美人～スリムになる食事の秘密～

1月

県立白岡高等学校

調理科学を含めた調理技術

市立県陽高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

2月

県立狭山青陵高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

県立草加南高等学校

正しいダイエットと栄養のはなし

県立進修館高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

県立川越総合高等学校

朝ごはんで健康美人～スリムになる食事の秘密～

県立坂戸西高等学校

朝ごはんで健康美人～スリムになる食事の秘密～

山村国際高等学校

製菓実習

本庄第一高等学校

栄養士ってどんな仕事？～献立を考えるコツを知ろう！～

武蔵越生高等学校

初めての栄養学

県立志木高等学校

朝ごはんで健康美人～スリムになる食事の秘密～

県立深谷高等学校

栄養学のはなし～なにをどれだけ食べたらいいの？

県立鶴ヶ島清風高等学校

食生活を見直そう！

県立庄和高等学校

食のトビラ～食から健康を考える～

12 月

埼玉県
（６６校・８８件）

3月

4月

県立蕨高等学校

学習効率を高める食生活

県立児玉高等学校

競技力アップのための食～体脂肪率減少を目指して～

秋草学園高等学校

受験生の栄養管理
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5月

埼玉平成高等学校

高校生の食生活～学習効率と運動機能は食事から～

県立熊谷商業高等学校

献立作成してみまショ！

武蔵越生高等学校

スポーツ選手の効果的な栄養の摂取

県立児玉高等学校

高校生を持つ保護者の役割

県立白岡高等学校

野球選手の身体づくりの為の栄養学

県立大宮南高等学校

思春期における親の役割について

本庄東高等学校

高校生のための食育講座

昌平高等学校

一日に必要な食品の量と食事

浦和学院高等学校

食育

県立坂戸西高等学校

知って防ごう

武南高等学校

正しく知ろう！栄養素の働き

県立ふじみ野高等学校

栄養学のはなし～なにをどれだけ食べたらいいの？

国立筑波大学付属坂戸高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

山村国際高等学校

剣道部の部活動のための食事について 勝つための体づくりに必要な食とは

県立坂戸西高等学校

健康な高校生活を送るために～本当のダイエットとは？～

県立久喜高等学校

時間栄養学

県立熊谷西高等学校

栄養学のはなし～なにをどれだけ食べたらいいの？

浦和学院高等学校

テーブルマナー

県立鳩山高等学校

朝ごはんを食べよう！～脳と身体を活性化する食事～

8月

県立常盤高等学校

バイタルサインの観察とアセスメントについて

9月

県立坂戸西高等学校

けがをしない身体作り

国立筑波大学附属坂戸高等学校

生活の中の化学

10 月

浦和学院高等学校

バランスの良い食事をするための工夫

浦和学院高等学校

時間栄養学～生体リズムに合わせた食事で、頭も体もスッキリ！～

県立白岡高等学校

身体形成の測定・食事について

県立川口北高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

県立越ヶ谷高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

県立川口北高等学校

学習効率と運動パフォーマンスを高めるための栄養学

6月

7月

熱中症
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11 月

県立鳩ヶ谷高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

県立狭山緑陽高等学校

栄養学のはなし～なにをどれだけ食べたらいいの？

県立飯能高等学校

高校生における必要な栄養と食事

県立常盤高等学校

食塩の働きと過剰摂取について

県立常盤高等学校

思春期のダイエットの弊害 体脂肪率・骨密度測定

県立桶川高等学校

飽食時代の栄養失調

県立川越南高等学校

健康な高校生活を送るために～本当のダイエットとは？～

県立大宮南高等学校

栄養学の魅力

山村学園高等学校

栄養学のはなし～なにをどれだけ食べたらいいの？

県立本庄高等学校

朝食をとるとなぜ頭がよくなる？

東京成徳大学深谷高等学校

栄養学のはなし～なにをどれだけ食べたらいいの？

市立大宮西高等学校

飽食時代の栄養失調

県立滑川総合高等学校

体内時計と栄養

県立久喜北陽高等学校

栄養学とダイエット

国立筑波大学附属坂戸高等学校

食を通して知るアジアの社会と生活文化

県立松山女子高等学校

正しい食事で体の内から外から美しく

市立川口総合高等学校

高校生の健康と食事

市立川口高等学校

栄養学の基礎を学ぶ

県立越谷西高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

県立和光国際高等学校

食のトビラ～心と体を健康に～

県立松山高等学校

高校生活と食事について（ＳＳＨ事業）

県立所沢高等学校

テーブルコーディネート・フラワーアレンンジメント

県立松山女子高等学校

体内時計と栄養

県立白岡高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

県立大宮武蔵野高等学校

食のトビラ～食から健康を考える～

県立岩槻高等学校

栄養学の基礎を学ぶ

市立浦和南高等学校

初めての栄養学

県立上尾鷹の台高等学校

上級学校への進学を考える
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県立熊谷高等学校定時制

時間栄養学は人間活動の基盤

県立杉戸農業高等学校

日本の食文化～農業と環境と栄養～

県立鷲宮高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

県立深谷第一高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

県立鴻巣高等学校

栄養学のはなし～なにをどれだけ食べたらいいの？

県立小川高等学校

朝ごはんで健康美人～スリムになる食事の秘密～

県立与野高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

県立白岡高等学校

身体組成測定

叡明高等学校

栄養学の基礎を学ぶ～毎日の食事から栄養学を考えてみる！～

浦和麗明高等学校

栄養学のはなし～なにをどれだけ食べたらいいの？

浦和麗明高等学校

栄養学のチカラ～その可能性を考えよう～

県立飯能高等学校

初めての栄養学

県立新座柳瀬高等学校

栄養学のはなし～なにをどれだけ食べたらいいの？

県立大宮光陵高等学校

食のプロフェッショナルとしての管理栄養士

浦和実業学園高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

1月

県立船橋二和高等学校

高校生の健康と食事

2月

市立松戸高等学校

初めての栄養学

八千代松陰高等学校

食生活を」デザインしましょう！

3月

我孫子二階堂高等学校

一日に必要な食品の量と食事

6月

県立我孫子高等学校

おしゃれに栄養！～心と体に栄養を～

県立鎌ヶ谷高等学校

栄養士・管理栄養士のお仕事

県立千葉女子高等学校

栄養と料理～高校生の場合～

県立国分高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

県立茂原高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

麗澤高等学校

栄養学ってそういうこと！！～夢が広がる食と栄養の世界～

県立匝瑳高等学校

ダイエットから栄養学を考える

県立土気高等学校

一日に必要な食品の量と食事

県立船橋啓明高等学校

栄養学ってそういうこと！！～夢が広がる食と栄養の世界～

12 月

千葉県
（２０校・２０件）

7月
10 月
11 月
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12 月

東京都
（６０校・７３件）

2月
3月

県立京葉高等学校

一日に必要な食品の量と食事

県立実籾高等学校

栄養学ってそういうこと！！～夢が広がる食と栄養の世界～

県立千葉商業高等学校

一日に必要な食品の量と食事

県立君津高等学校

心と体に栄養を！

県立検見川高等学校

一日に必要な食品の量と食事

県立千葉北高等学校

栄養学ってそういうこと！！～夢が広がる食と栄養の世界～

県立千城台高等学校

一日に必要な食品の量と食事

都立八潮高等学校

栄養学の魅力

村田女子高等学校

調理の基本～切る・むくを中心に

東星学園高等学校

食生活をデザインしましょう！

都立晴海総合高等学校

高校生に必要な食とは

都立青山高等学校

時間栄養学

都立本所高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

都立篠崎高等学校

簡単栄養、ダイエット弁当

都立農業高等学校

栄養士・管理栄養士の仕事

都立八王子北高等学校

ＴＨＥ

都立世田谷総合高等学校

おしゃれに栄養！～本当のダイエット～

入門！栄養学～正しい食生活

都立日本橋高等学校

栄養学の魅力

4月

昭和第一学園高等学校

食生活をデザインしましょう！～心と体に栄養を～

5月

トキワ松学園高等学校

栄養学の魅力

6月

都立忍岡高等学校

おしゃれに栄養！～心と体に栄養を～

藤村女子高等学校

栄養のはなし～わたしの食事を見直してみよう！

都立豊多摩高等学校

栄養学の魅力

都立武蔵村山高等学校

おしゃれに栄養！～心と体に栄養を～

神田女学園高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

都立昭和高等学校

フライパンで作る「炒め物と献立」

都立本所高等学校

生活習慣病は高校時代の食事が決め手！←時間栄養学（テーマ変更）

帝京大学系帝京高等学校

正しく知ろう！栄養素の働き

7月

産官学連携等

都立目黒高等学校

熱中症予防について

都立青梅総合高等学校

高校生の健康と食事

都立小金井北高等学校

栄養学の魅力

都立晴海総合高等学校

栄養学の魅力

8月

都立小平高等学校

野球選手のための”食事”

9月

啓明学園高等学校

思春期におけるスポーツ栄養について

都立忍岡高等学校

栄養学の魅力

白梅学園高等学校

高校生の健康と食事

都立瑞穂農芸高等学校

テーブルコーディネート・フラワーアレンンジメントの基礎・基本

都立昭和高等学校

心と体に栄養を！

北豊島高等学校

栄養と健康～高校生の場合～

豊島学院高等学校・昭和鉄道高等学校

高校生の健康と食事

都立美原高等学校

飽食時代の栄養失調

東京家政学院高等学校

おしゃれに栄養！～心と体に栄養を～

東京文理学院高等部

飽食時代の栄養失調

拓殖大学第一高等学校

病気を予防する食事と治療食～治療用食品を食べてみませんか～

拓殖大学第一高等学校

養護教諭の仕事について

都立深川高等学校

栄養学の魅力

都立新宿山吹高等学校

健康講話

日本大学鶴ヶ丘高等学校

日本の食文化～その特徴～

都立鷺宮高等学校

高校生の健康と食事

東洋女子高等学校

飽食時代の栄養失調～基本はバランス～

村田女子高等学校

大学の先生による体験談 食物栄養学科で学ぶこと

東京成徳大学高等学校

飽食時代の栄養失調

立川女子高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

国立筑波大学附属駒場中・高等学校

体重を増やすための食事

都立武蔵村山高等学校

テーブルマナー

都立青梅総合高等学校

テーブルコーディネートとテーブルマナー

10 月

11 月

高校生の健康と食事
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村田女子高等学校

ＴＨＥ入門！栄養学～正しい食生活～

京華女子高等学校

食のトビラ～食から健康を考える～

東京純心女子高等学校

高校生の健康と食事

都立三鷹中等教育学校

栄養学の魅力

都立葛飾総合高等学校

栄養学の魅力

京華女子高等学校

THE 入門！栄養学～本当のダイエットとは？～

都立第三商業高等学校

身近な世界から見る食物栄養系の仕事

京華女子高等学校

料理検定対策のための調理技術デモ・正しい食生活について

佼成学園女子高等学校

心と体に栄養を！

藤村女子高等学校

栄養のはなし（その２）～高校生にダイエットは必要？！

都立小平高等学校

野球選手の食事（発展編）

東京女子学院高等学校

高校生の健康と食事

都立小岩高等学校

栄養学ってそういうこと！！～夢が広がる食と栄養の世界～

都立翔陽高等学校

栄養学の魅力と社会貢献

都立東久留米総合高等学校

高校生の健康と食事

都立足立高等学校

高校生に必要な栄養の話

都立農業高等学校

高校生の健康と食事

都立雪谷高等学校

日本の食文化

豊島岡女子学園高等学校

THE 入門！栄養学～正しい食生活

都立井草高等学校

高校生の健康と食事

都立杉並総合高等学校

おしゃれに栄養！～心と体に栄養を～

都立第四商業高等学校

高校生の健康と食事

都立松が谷高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

都立山崎高等学校

栄養学のはなし～なにをどれだけ食べたらいいの？

1月

横浜清風高等学校

本当のダイエット

3月

県立綾瀬西高等学校

献立作成してみまショ！

県立川崎高等学校

メディアが伝える栄養情報

三浦学苑高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

12 月

神奈川県
（２４校・２５件）

産官学連携等

県立生田東高等学校

栄養学のはなし～なにをどれだけ食べたらいいの？

県立麻生高等学校

食生活をデザインしましょう！

5月

高木学園女子高等学校

パーティー料理と演出テクニック

6月

市立高津高等学校

食のトビラ～食から健康を考える～

県立城郷高等学校

食のプロフェッショナルとしての管理栄養士

市立南高等学校

高校生の食を考えよう！～なにをどれだけ食べたらいいの？

相模女子大学高等部

高校生の健康と食事

県立白山高等学校

栄養学のチカラ～その可能性を考えよう～

県立上矢部高等学校

初めての栄養学

県立元石川高等学校

高校生の健康と食事

横浜創学館高等学校

栄養学のチカラ～その可能性を考えよう！

県立座間高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

県立多摩高等学校

THE 入門！栄養学～正しい食生活

横須賀学院高等学校

栄養学のはなし～なにをどれだけ食べたらいいの？

県立金井高等学校

おしゃれに栄養！

県立旭高等学校

飽食時代の栄養失調

県立港北高等学校

高校生の健康と食事

10 月

11 月

県立津久井浜高等学校

栄養学のはなし～なにをどれだけ食べたらいいの？

横浜翠陵高等学校

理想のボディに近づくために

横浜翠陵高等学校

理想のボディに近づくために

県立藤沢総合高等学校

ニュー栄養失調時代

県立高田商業高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

県立加茂高等学校

おしゃれに栄養！～ダイエットは健康食～

6月

市立万代高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

8月

県立新潟東高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

9月

県立柏崎常盤高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

日本文理高等学校

やさしい栄養学～基礎と実践～

新潟青陵高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

12 月

新潟県
（８校・８件）

3月

11 月

産官学連携等

山梨県
（８校・９件）

静岡県
（９校・９件）

広島県
（１校・１件）

県立高田北城高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

3月

県立身延高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

10 月

山梨英和高等学校

栄養学のはなし～なにをどれだけ食べたらいいの？

県立甲府東高等学校

食べるってどんなこと？自分を生かす栄養学

県立甲府昭和高等学校

高校生に今必要とされる食事

県立韮崎高等学校

健康な高校生活を送るために～本当のダイエットとは？～

11 月

県立白根高等学校

飽食時代の栄養失調

12 月

県立甲府工業高等学校

食トレ～力を発揮できる食づくり～

県立富士河口湖高等学校

栄養学のはなし～なにをどれだけ食べたらいいの？

県立甲府工業高等学校

高校生に今必要とされる食事と健康

1月

浜松学院高等学校

食と運動について

6月

県立静岡中央高等学校

献立作成してみまショ！

7月

市立清水桜が丘高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

富士市立高等学校

おしゃれに栄養！

9月

県立清流館高等学校

高校生の不足９

県立清水西高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

常葉学園橘高等学校

栄養・運動・休養～食べて、動いて、休む～

10 月

県立静岡城北高等学校

時間栄養学は人間活動の基盤

12 月

県立焼津中央高等学校

栄養と健康

10 月

市立基町高等学校

高校生の食生活を考える～脳と身体を活性化する食事～

～高校生の場合～

産官学連携等

【高等学校以外への派遣】
依頼先区分
▼中学校

実施月
2月
3月
5月
6月

7月
11 月
▼小学校

7月
8月
11 月

▼学校関連

1月
2月

7月
11 月

実施件数：174 件

受講者総数：約 1 万 1190 人
依頼先名

戸田市立美笹中学校
千葉明徳中学校
頌栄女子学院中学校
専修大学松戸中学校
城西大学付属川越高等学校中等部
城西大学付属川越高等学校中等部
東京学芸大学附属世田谷中学校
東海大学付属浦安高等学校中等部
ふじみ野市立福岡中学校
三郷市立桜小学校
渋谷区立常盤松小学校
所沢市立清進小学校
葛飾区立南綾瀬小学校
東京学芸大学竹早地区附属学校園
印旛地区教育研究会学校給食部会・印旛地区学校栄
養士会
足立区立小学校教育研究会家庭科部
越谷市立第三学校給食センター
東京都立清瀬特別支援学校
狭山市教育研究会
埼玉県学校給食センター研究協議会

講演タイトル・内容

頭のよくなる栄養学～かしこく食べてたる気アップ！～
中学生の食を考えよう～かしこく食べてやる気アップ！
食の大切さ
中学生のお弁当～成長期にぴったりメニュー～
性教育
成長期の今 知っておきたい食事の話
技術・家庭「調理実習に必要な衛生管理と片付けを考えよう」～
ＩＣＴ機器を利活用して説明してみよう～
体内時計と栄養
自分で作ってみよう 簡単朝ごはん
思春期の健康と食生活～我が家の食事を見直してみよう！
子どもの健康を見守るための成長曲線の活用
子どもの健康と食生活～我が家の食事を見直してみよう！
食育指導について 育ちゆく体とわたし すくすく育て
わたしの体
公開授業（自然グループ（家庭））
時間栄養学について
自分の生活を創り出す児童の育成～基礎的・基本的な内容の定着
を目指して～
学校給食における衛生管理
偏食の実態と原因、及び幼児期における味覚の発達
子どもの成長曲線から見えること～記録のとり方・読み方・事例
など～
大量調理施設における衛生管理について

産官学連携等

上都賀地区養護教諭会
12 月
▼教育委員会

1月
2月
6月
7月

8月

11 月
12 月

▼都道府県
関連

5月
6月
7月

▼市区町村
関連

2月

3月

茨城県養護教諭会
上里町教育委員会
東京都教育委員会事務局 学校運営課
滋賀県総合教育センター
千葉県総合教育センター
武蔵村山市教育委員会
川越市立教育センター
神奈川県教育委員会教育局
神奈川県教育委員会教育局
埼玉県立総合教育センター
鴻巣市教育委員会
川越市ＰＴＡ連合会
足立区小・中学校教育研究会 食育部
神奈川県民共済 生活協同組合
公益社団法人 和歌山県栄養士会
岩手県立病院栄養士会
国分寺市立光公民館
夷隅郡市栄養士会
国分寺市立光公民館
鳩山町役場 産業振興課
国分寺市立光公民館
豊島区民社会福祉協議会

子どもの成長曲線から見えること～記録のとり方・読み方・事例・
活用方法～
子どもの成長曲線作成の意義と活用法
学習効率を高める食生活
給食を美味しく作るためのポイントと指導
学校における食育の推進と栄養教諭の役割
栄養教諭１０年経験者研修
保健室経営の基本と展開
食育研修会 小・中学校における食に関する全体計画と食育の
実践について
Ｈ28 食に関する指導研修会 学校から発信する家庭の食育
生理学
生理学
看護研究
学力向上と体力向上のための食育
今日的な教育課題を考える研修会～家庭料理における和食文化の
大切さ～
心と体の健康づくりをめざす学校給食
食べる脂肪と体の脂肪～肥満や病気をふせぐために
日本食品標準成分表 2015（七訂）改訂の要点と今後の課題
時間栄養学
男性のための食生活講座～おひとりさまのおうちごはん～
時間栄養学
男性のための食生活講座～おひとりさまのおうちごはん～
メディア・リティラシーを学ぶ！～メディアからの情報をうまく
読み取ろう～
男性のための食生活講座～おひとりさまのおうちごはん～
生活習慣病に役立つラクうまメルシーメニュー
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美里町農業女性会議所
5月
6月

7月
8月
10 月
11 月
12 月

横浜市食生活改善推進員
夷隅郡市栄養士会
狭山保健所管内給食研究会
品川区 文化観光課
品川区保健所 生活衛生課
鶴ヶ島市健康増進課
埼玉ひびきの農業協同組合
鶴ヶ島市ファミリー・サポート・センター
埼玉ひびきの農業協同組合
千代田区役所地域振興部
国分寺市立光公民館
国分寺市立光公民館
杉並区立杉並和泉学園（杉並区栄養士会）
練馬区消費生活センター
埼玉ひびきの農業協同組合

▼保健・健康
・医療・
福祉関連

1月
2月

3月

野七里地域ケアプラザ
清瀬市 健康増進部健康推進課
清瀬市 健康増進部健康推進課
坂戸市立市民健康センター
一般社団法人 東京都北区医師会
江東区城東南部保健相談所
坂戸市立市民健康センター

地域特産品を使用した「らくうまヘルシーメニュー」～生活習慣
病や骨粗鬆症を防ごう～
時間栄養学で健康寿命を延ばす
ヒトはなぜ老いるのか―健康長寿も目指して― 「効果的な保健
指導と症例検討」
改訂版「日本食品成分表」の使用について
食と健康
食中毒予防（食中毒起因菌の説明やその予防法等）
若返り！筋力アップの食生活について
離乳食教室
保育サービス、子どもの栄養と食生活
妊婦さん・乳児をもつママへ離乳食のすすめとアドバイス
健康に過ごすための食生活
男性のための食生活講座～おひとりさまのおうちごはん
男性のための食生活講座～おひとりさまのおうちごはん
学校栄養士に求められるコミュニケーション力とは「食コーチン
グ」の視点から
華やか中華～皮から作る金魚と花の蒸し餃子他
おやつ教室 妊婦さん・乳児をもつママへおやつのすすめとアド
バイス
３変化 のしちり男定食！
はじめよう！減塩生活 たっぷり野菜と減塩レシピ
はじめよう、減塩生活 減塩のすすめと工夫について
事業評価報告並びに栄養相談に関する助言等
糖尿病を改善するための食生活のヒント～今日から実践できる血
糖コントロール術～
血管年齢を知る！～若さで差がつく血管の健康～
慢性腎疾患予防の食事について
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鶴ヶ島市役所 健康福祉部健康増進課
狭山保健所
清瀬市 健康増進部健康推進課
北九州市役所 健康増進課
江東区保健所

7月
8月

竹の塚保健総合センター
東京都健康保険組合（パナソニック健康保険組合）
船橋市保健所
中央区保健所
文京保健所

9月

岡谷市役所 健康推進課
清瀬市 健康福祉部健康推進課
戸田市福祉保健センター
千葉県健康福祉部健康づくり支援課
清瀬市 健康福祉部健康推進課
足立保健所千住保健センター
文京保健所
公益社団法人東京都教職員互助会三楽病院
千葉県野田健康福祉センター

10 月

千葉県夷隅健康福祉センター

時間栄養学による健康づくり～食べるタイミングに注目した新し
い栄養学～
アルコールと間食に問題がある人の保健指導の方法について
はじめよう！減塩生活たっぷり野菜と減塩レシピ
第３次食育推進基本計画（案）の概要と要点について－食育でつ
なぐ食の環・人の環－
ＰＤＣＡサイクルに基づく栄養管理・給食管理を考える－栄養管
理報告書の趣旨と書き方－
時間栄養学を活用した栄養指導の手法を学ぶ
カラダづくりは骨づくりから！骨太人生をめざそう
給食における栄養管理 ＰＤＣＡサイクル実践の基礎～給与栄養
目標量について～
生活習慣病予防その他の健康増進を目的として提供する食事～
「健康な食事」を考案するためのヒント～
父母向けウェイトリセットプログラム「一日の始まりは朝食から
～命・体・心を育てる朝食と時間栄養学～」
食べ方が変わるとからだも変わる！血管を守る食生活
野菜たっぷり健康レシピ
減塩のすすめと野菜たっぷりヘルシーライフ
若年女性のやせと次世代の生活習慣病
気になる健診結果と食生活（脂質編）
食生活講演会 美味しく食べて健康に、減塩生活のヒント
父母向けウェイトリセットプログラム 一日の始まりは朝食から
～命・体・心を育てる朝食と時間栄養学～
西洋料理の基本
バランスのよい食事と時間栄養学をふまえた健康的な食生活につ
いて～生活習慣病予防のために～
日本人の食事摂取基準２０１５年版に基づき、食事の計画を立て
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11 月

駐留軍要員健康保険組合 神奈川連絡事務所
駐留軍要員健康保険組合 神奈川連絡事務所
鶴ヶ島市商工会
坂戸市立市民健康センター
飯水保健師会
戸田市福祉保健センター
駐留軍要員健康保険組合 神奈川連絡事務所
清瀬市 健康福祉部健康推進課
坂戸市立市民健康センター
清瀬市 健康福祉部健康推進課
坂戸市立市民健康センター
大田原市 保健福祉部
文京区 保健衛生部健康推進課
駐留軍要員健康保険組合 神奈川連絡事務所
駐留軍要員健康保険組合 神奈川連絡事務所
清瀬健康大学
板橋区役所健康増進課
埼玉県西部地区保育士会
駐留軍要員健康保険組合 神奈川連絡事務所
川崎市麻生老人福祉センター
板橋区赤塚健康福祉センター
東松山市社会福祉協議会 野本支部

12 月

駐留軍要員健康保険組合 神奈川連絡事務所
日本リハビリテーションネットワーク研究会事務局

る方法
毎日の食事を見直そう～健康な体をつくる食生活～
毎日の食事を見直そう～健康な体をつくる食生活～
オープンセミナー 食による健康管理
腎臓病・人工透析についての一問一答形式のシンポジウム
時間栄養学を活用した健康的な食生活
減塩のすすめと野菜たっぷりヘルシーライフ
毎日の食事を見直そう～健康な体をつくる食生活～
野菜たっぷりで健康レシピ
慢性腎臓病予防～減塩と葉酸で腎臓を守ろう
気になる健診結果と食生活（血糖値編）
慢性腎臓病予防のポイント（演習含む）
健康生活講座 歩いて食べて健康生活－自分の身体の情報から知
り得た知識の活用
健康長寿の秘訣～時間栄養学を活用しよう～
毎日の食事を見直そう～健康な身体をつくる食生活～
毎日の食事を見直そう～健康な体をつくる食生活～
めざましスイッチ朝ごはん
ＮＣＰ（栄養ケアプロセス）の基本を理解する～業務への活用に
むけて
何をどのくらい いつ食べるか伝えていますか
毎日の食事を見直そう～健康な身体をつくる食生活～
おもてなし料理教室
胃腸を元気にする食生活
健康寿命を延ばす食事のコツ～葉酸を上手に摂って認知症を予防
しよう～
毎日の食事を見直そう～健康な身体をつくる食生活～
サルコペニア予防・治療の栄養学

産官学連携等

柏市保健所

▼一般企業

2月
5月
6月
7月

8月
9月

10 月

11 月
12 月
▼連携

1月
2月

時間栄養学を活用した健康づくり～体内時計にそった体と心に優
しい食生活とは～
清瀬市 健康福祉部健康推進課
野菜たっぷり健康レシピ
全薬工業 株式会社
脂質の栄養学と保健機能食品制度
ゆうちょ銀行関東エリア本部
高齢者の健康と食生活
株式会社 丸広百貨店
健康的にダイエット
日本ベーリンガーインゲルハイム 株式会社
糖尿病治療薬処方時の食事療法について
株式会社 丸広百貨店
美味しく減塩しませんか？
中外製薬株式会社
横浜市薬剤師会特別学術研修会 時間栄養学について
明治安田生命保険がわかるデスク丸の内
MY カフェイベント ヘルスケアセミナー 楽しく食べて美しく
株式会社 丸広百貨店
熱中症・夏バテを予防しましょう デモンストレーション：チキ
ンステーキ
株式会社 丸広百貨店
親子で食育体験 探検！お野菜調査隊
明治安田生命保険がわかるデスク下北沢
ヘルスケアセミナー 動脈硬化を中心とした健康について
株式会社 丸広百貨店
健康長寿に繋がる食生活
株式会社日本典礼
街の保健室 生活習慣病にならない食生活とは
ニチレイ労働組合
シニアセミナー ”いつ 何を どれだけたべるか”
セイコーエプソン株式会社（健康づくり推進委員会） 働く世代の時間栄養学
株式会社 丸広百貨店
間食を上手にとろう！
株式会社 丸広百貨店
食べ物で風邪を予防しよう！
株式会社 丸広百貨店
年末年始を楽しく過ごす工夫
北区役所 健康福祉部
家庭の食事は未来の健康を作る
香川県健康福祉総務課
「健康な食事」の概要及びその普及と活用について
群馬県吾妻郡嬬恋村 住民福祉課
だしの文化 ・ だしとうまみを活用した調理実習
秋田県教育庁 保健体育課
スポーツ選手の栄養管理について
秋田県教育庁 保健体育課
スポーツ選手の栄養管理について
群馬県吾妻郡嬬恋村 住民福祉課
すくすく子育てセミナー ～発育から子どもの健康がみえる～
富士見市立健康増進センター
女子栄養大学 Cooking 教室

産官学連携等

3月
7月
8月

9月
10 月

11 月

12 月

▼その他

3月

5月
6月
10 月

麹町学園女子中学校
富士見市立健康増進センター
白岡市 地域振興課
富士見市立健康増進センター
富士見市立健康増進センター
埼玉県教育委員会
埼玉県教育委員会
埼玉県教育委員会
埼玉県教育委員会
鳩山町保健センター
川越市 産業観光部

"貧血"と栄養 ～命・体・心を育てる朝食と時間栄養学～
女子栄養大学 Cooking 教室
売れる商品づくりについて
女子栄養大学 Cooking 教室
女子栄養大学 Cooking 教室
思春期のダイエットの弊害 体脂肪率・骨密度測定
塩分と味噌のはたらき
熱中症の予防と対策
「今、家庭科だからできること」
秋の味覚をたっぷりあじわう！ヘルシー料理
栄養学と健康について

市貝町
群馬県吾妻郡嬬恋村 住民福祉課
市貝町
群馬県吾妻郡嬬恋村 住民福祉課

食生活と脳卒中 市貝町住民の方の健康寿命延伸のために
野菜と上手につきあう方法
超高齢「かたぐるま社会」に備え、今できる食育のすすめ
健康長寿のための生活と食事のヒント！

白岡市教育委員会
ときがわ町保健センター

日々の食事を考える
食事の改善で健康長寿のまちづくり～血管を若々しく保つための
食生活
高齢者の健康教室 「有酸素運動、筋力運動の大切さについてのお
話」
高齢者の「食」について
食市場のマーケティングの基本
「住まい・まち学習」教育実践研修会
「住まい・まち学習」教育実践研修会
「住まい・まち学習」教育実践研修会
時間栄養学で健康寿命を延ばしましょう
保育園給食と食育～今改めて考える給食室の役割～
保育と連動した食育について～家族との共食及び食事中の自発的

群馬県吾妻郡嬬恋村 住民福祉課
鳩山町地域包括支援センター
埼玉県農業教育連携校学習発表会
一般財団法人 住総研
一般財団法人 住総研
一般財団法人 住総研
浦和社会生活大学
三郷ひだまり保育園
千葉市保育協議会

産官学連携等

▼本学関連
イベント

11 月

新庄市明倫堂プロジェクト協議会
日本農業アカデミー （財）日本農学会

コミュニケーションの推進～
玄米、その魅力と郷土料理について
食の機能性、食と健康

2月

女子栄養大学 学園広報課 （坂戸会場）

選手の健康管理－食事の面から

5月

女子栄養大学 学園広報課 （宇都宮会場）

選手の健康管理－食事の面から

女子栄養大学 学園広報課 （宇都宮会場）

熱中症の予防と対策～知って防ごう！熱中症～

女子栄養大学 学園広報課 （静岡会場）

選手の健康管理－食事の面から
熱中症の予防と対策～知って防ごう！熱中症～
選手の健康管理－食事の面から
熱中症の予防と対策～知って防ごう！熱中症～
選手の健康管理－食事の面から
選手の健康管理－食事の面から
選手の健康管理－食事の面から

7月

女子栄養大学 学園広報課 （静岡会場）
9月

女子栄養大学 学園広報課 （松本会場)
女子栄養大学 学園広報課 （松本会場)

10 月

女子栄養大学 学園広報課 （仙台会場）
女子栄養大学 学園広報課 （名古屋会場）

11 月

女子栄養大学 学園広報課 （沖縄会場）

