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【社会連携の現状（2020年 3月末現在） 】

【連携先との取組事例】

地域密着！「あらかわ満点メニュー」の開発 手軽に「たんぱく質」を
摂取できるふりかけを監修

　本学園が、 2006年に初めて包括連携の協定を結び、
社会連携活動に積極的に取り組み始めてから14年が経
ちました。これまで結んだ産官学連携の協定数は125
件、個別契約での取組を含めると、連携の数は200件
を超えています。
　栄養学の実践を探求し続けてきた本学園が取り組む社
会連携は、それぞれの連携先が大切にしている“ものづ
くり”や“まちづくり”、“健康づくり”へのこだわりを
尊重し、目指す姿の実現に向けて、一緒に考え、取り組
んでいくことを基本に進めています。

　14年前から取り組んでいる「あらか
わ満点メニュー」の開発事業。区民の健
康を支えるために始まった本事業には短
期大学部の学生が参加（指導：小澤啓子
専任講師）して、区内飲食店と共におい
しくて、ヘルシーなメニューの考案・提
供を続けている。

　ウエルシア薬局のPB商品として、
埼玉県産大豆(里のほほえみ)を100%
使用したヨーグルトに葉酸200㎍を
配合した「女子栄養大学監修　大豆ま
るごとヨーグルト」(監修：宮澤紀子
専任講師)を発売。

　「農」のＪＡ香川県と「食」の女子栄養大
学がそれぞれの知見を持ち寄り、香川県
産農畜産物を使ったレシピ開発・商品開
発を実施。「時短」や「食事」などをテー
マに学生たちがレシピを考案。

　「花の町　鴻巣市」を食用花で盛り上
げようと「薬食同源プロジェクト」の
一環で、学生考案によるエディブルフ
ラワー (食用花)を使用したメニュー
を市内のカフェで限定発売。

　株式会社永谷園より、毎日の
食事の中で手軽にたんぱく質を
摂取できる女子栄養大学監修の
ふりかけが首都圏エリア限定で
発売。（監修：川端輝江教授）
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　三芳町産野菜の周知やブランド
化を目的に活動している「みよし
野菜ブランド課推進研究会」と食
料・地域経済学研究室（平口嘉典
専任講師）のゼミ生が協力して「み
よし野菜  癒しのレシピ」の３メ
ニューを考案。
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食用花を使用した
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人々の健康のために
栄養学を探求し続けてきたから
多彩な「食」のスペシャリストを
育成できる

総合案内

　人として生まれて、幸せに生きがいのある生涯を送るに
は、健康が基本です。日本は今、世界でも有数の長寿国とな
り、健やかに成長し、健やかに生きる上で、「食と栄養」は、
人生や生活を支える大切なテーマになっています。
　本学園は創立以来、この「食と健康」を中心として教育研
究・人材育成・普及啓発の活動に力を注いでいます。特に理
論を実践的なものとして実行できる｢食｣のスペシャリスト
を輩出し、日本人の健康の維持・増進に貢献してまいりまし
た。これからも人々の健康づくりのために、学園長としてお
手伝いできれば幸いです。

　本学園は、世界に類を見ない「食」に特化した学園です。
建学の精神と共に「食は生命（いのち）なり」という言葉を
創立者から受け継いで以来87年を越え、今日を迎えました。
　本学園には、社会の変化に応じて成長してきた証として
の実績と伝統があります。それをもとに、学生・生徒の「食
と健康」への様々なニーズに応えることのできる確かな学
びがあります。大学院、大学、短期大学部、専門学校がそ
れぞれ連携しながら学修をすすめられることも大きな特徴
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しながら活躍できる「人材育成」に力を注いでいます。こ
のパンフレットを通じて、本学の確かな学びと社会に貢献
する姿をお伝えすることができればと思います。

　本校は将来の調理人、パティシエ、ブーランジェを教育する
専門学校です。本学園の大学や短期大学部からの食に関する
様々な情報を有する環境で教育が展開していく特徴があります。
　本校では、伝統と最新の情報を組み入れたカリキュラムを
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心構えと技術を身につけていきます。そして、楽しみながら
人と人との絆を深められる「食の時間」の大切さを感じても
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　料理とは、時代とともに進化するもの。そして、世界中と
つながることができるものです。そんな刺激的で、極めるほ
どに楽しみが深まる「食」の世界についての学びが、ここに
あります。
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外部から委託される研究を実施
するほか、栄養科学研究所講演
会やHPを通じて情報発信を行っ
ています。また「栄養クリニッ
ク」と食品の成分分析を行う「食
品成分分析センター」を併設し
ています。
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主に食生活見直しによる生活習
慣病の予防・肥満治療・メタボ
リックシンドローム対策を中心
として、検査、測定、医師によ
る診察、管理栄養士による栄養
相談、運動指導員による指導な
どを行っています。
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それぞれの学び方に合わせた生
涯学習のメニューを各種ご用意
しています。
◎通信教育　◎公開講座
◎家庭料理技能検定
◎香川料理教室
◎「女子栄養大学生涯学習講師」認定制度

創刊85年を迎えた月刊誌『栄養
と料理』、『食品成分表』等のデー
タ本のほか、各種の健康に役立
つ情報本、健康書、料理本、栄養
計算ソフト「栄養Pro」などの出
版活動を通して、人々の豊かで
健康な生活に寄与しています。

学園で学ぶ学生・生徒の実践教
育の場ですが、一般のお客様に
も予約にてご利用いただけるレ
ストランとして、会食や宴会、出
張料理などを承っております。  
食事をより楽しむ企画「ワイン
セミナー」も開催しています。

専門学校製菓科生徒の実践教育
の場ですが、一般のお客様もご
利用いただけます。  ケーキ・
クッキー・パン・焼き菓子など
を学内で製造・販売。
mini喫茶コーナーも併設してい
ます。

学園オリジナル商品をはじめ、
書籍・教科書・実習用白衣・エ
プロン・包丁・調理器具・文具
など、授業に必要なもの全般を
販売しています。在学生、保護
者の方、一般の方でも気軽に立
ち寄っていただけるお店です。

K S

学園創立者 香川昇三・綾の遺
品や著作の展示を通し、学園の
教育理念と歴史、栄養学の紹介、
香川綾の女子高等教育や職業人
教育への姿勢などを紹介してい
ます。
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坂戸キャンパス
埼玉県坂戸市千代田３-９-21
東武東上線「若葉」駅より徒歩3分

栄養学部
大学院
栄養科学研究所
代理部（サムシング）
農園（坂戸キャンパスから徒歩10分）

栄養学部
大学院
栄養科学研究所
代理部（サムシング）
農園（坂戸キャンパスから徒歩10分）

駒込キャンパス
東京都豊島区駒込３-24-３
JR・東京メトロ南北線「駒込」駅より徒歩3分

短期大学部
香川調理製菓専門学校
栄養クリニック
生涯学習センター
出版部
代理部（サムシング）
レストラン松柏軒
菓子工房プランタン

短期大学部
香川調理製菓専門学校
栄養クリニック
生涯学習センター
出版部
代理部（サムシング）
レストラン松柏軒
菓子工房プランタン

キャンパスガイド

栄養学の実践の基本は、日々の食事であり、家庭での料理です。
「家庭料理検定」は、健やかな成長や健やかな暮らしを支えている「家庭料理」の知識と技能を評価
する検定です。
健康に役立つ知識に加えて、おいしい料理を作る技術を身につけることができます。
毎日家庭で大切な人のために料理をしている自分の実力を測ってみるきっかけにもなります。
進学や就職活動の際に、自分の魅力としてアピールすることもできます。　
みんなが食べている料理のことですから、小学生から大人まで、いくつになっても、いつからでも、
挑戦できます。　

　新型コロナウィルス感染拡大により、外出自粛が呼び掛けられる中、在宅生活は長期化していきました。
　こうした状況だからこそ、日々の暮らしに役立てていただけるよう、学園ホームページに、食事と運動の実践の
ヒントを発信するための「STAY HOME サポートページ」を立ち上げました。
〈学園ホームページに
  「 STAY HOME サポートページ 」を新設〉

[主な発信内容]
●栄養クリニック YouTube：食事と運動で免疫力を高めよう
●教員からの実践メッセージ：教員自ら在宅生活で行っている取組・工夫、お家で
チャレンジできる料理やお菓子づくり（専門学校 YouTube）など

●「栄養と料理」から再発見  ：バックナンバーからの役立つ情報
●生涯学習講師からの実践メッセージ：バランスのとれた食事や簡単にできるレシピなど
●社会連携からのメッセージ：新たな連携先や連携協定を結んでいる自治体からの発信

Pick
UP STAY HOME サポートページ

長期化する在宅生活で
健やかに暮らす
実践メッセージ

食事と運動の
“実践”のヒント

ウエルシア薬局店舗
にて発売（現在は販売終了）
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「毎日パクパクたんぱく質！
 ふりかけ
　 大豆andナッツ」

「毎日パクパクたんぱく質！
 ふりかけ
　 おかかand納豆」

栄養
学の
実践を通して社会に貢献

健康づくり

メニュー開発食　　育
健康

人間 食物
栄養

料理

計画づくり

商品開発

人材育成 食品ロス削減

スポーツ栄養

女子栄養大学

自治体

企  業高等学校
大学等

※2020年4月に社会連携事例集を作成し、
　女子栄養大学HPに掲載
https://www.eiyo.ac.jp/daigaku/socialcontributions/

女子栄養大学　社会連携 検索

三芳町産野菜のPRをお手伝い
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レシピ・商品の共同開発

JA香川県

　三芳町産野菜の周知やブランド
化を目的に活動している「みよし
野菜ブランド課推進研究会」と食
料・地域経済学研究室（平口嘉典
専任講師）のゼミ生が協力して「み
よし野菜  癒しのレシピ」の３メ
ニューを考案。

三芳町（埼玉県）

食用花を使用した
健康メニューを限定発売

鴻巣市（埼玉県）

企業・団体

29

高等学校

47

大学・研究機関等

15（うち海外６）

坂

人々の健康のために
栄養学を探求し続けてきたから
多彩な「食」のスペシャリストを
育成できる

総合案内

　人として生まれて、幸せに生きがいのある生涯を送るに
は、健康が基本です。日本は今、世界でも有数の長寿国とな
り、健やかに成長し、健やかに生きる上で、「食と栄養」は、
人生や生活を支える大切なテーマになっています。
　本学園は創立以来、この「食と健康」を中心として教育研
究・人材育成・普及啓発の活動に力を注いでいます。特に理
論を実践的なものとして実行できる｢食｣のスペシャリスト
を輩出し、日本人の健康の維持・増進に貢献してまいりまし
た。これからも人々の健康づくりのために、学園長としてお
手伝いできれば幸いです。

　本学園は、世界に類を見ない「食」に特化した学園です。
建学の精神と共に「食は生命（いのち）なり」という言葉を
創立者から受け継いで以来87年を越え、今日を迎えました。
　本学園には、社会の変化に応じて成長してきた証として
の実績と伝統があります。それをもとに、学生・生徒の「食
と健康」への様々なニーズに応えることのできる確かな学
びがあります。大学院、大学、短期大学部、専門学校がそ
れぞれ連携しながら学修をすすめられることも大きな特徴
です。卒業後は学園で学んだことを社会や自分自身に活か
しながら活躍できる「人材育成」に力を注いでいます。こ
のパンフレットを通じて、本学の確かな学びと社会に貢献
する姿をお伝えすることができればと思います。

　本校は将来の調理人、パティシエ、ブーランジェを教育する
専門学校です。本学園の大学や短期大学部からの食に関する
様々な情報を有する環境で教育が展開していく特徴があります。
　本校では、伝統と最新の情報を組み入れたカリキュラムを
通して、「食」の魅力を実感し、「安全で美味しいものを作る」
心構えと技術を身につけていきます。そして、楽しみながら
人と人との絆を深められる「食の時間」の大切さを感じても
らいたいと思っています。
　料理とは、時代とともに進化するもの。そして、世界中と
つながることができるものです。そんな刺激的で、極めるほ
どに楽しみが深まる「食」の世界についての学びが、ここに
あります。

私たちが見つめるその先には、
「食」の新しい可能性と、

一人一人の健康な未来があります。

建学の精神
「食により人間の健康の　
維持・改善を図る」のもと
栄養学の実践を極める。

そのための確かな学びが、
ここにあります。

私たちが見つめるその先には、
「食」の新しい可能性と、

一人一人の健康な未来があります。

建学の精神
「食により人間の健康の　
維持・改善を図る」のもと
栄養学の実践を極める。

そのための確かな学びが、
ここにあります。

学校法人　香川栄養学園

学園長　香川 芳子

学校法人　香川栄養学園理事長
女子栄養大学・女子栄養大学短期大学部

学長　香川 明夫
香川調理製菓専門学校

校長　古川 瑞雄

学園の学びを
地域社会に還元
 

学園の学びを
地域社会に還元
 

外部から委託される研究を実施
するほか、栄養科学研究所講演
会やHPを通じて情報発信を行っ
ています。また「栄養クリニッ
ク」と食品の成分分析を行う「食
品成分分析センター」を併設し
ています。

S

主に食生活見直しによる生活習
慣病の予防・肥満治療・メタボ
リックシンドローム対策を中心
として、検査、測定、医師によ
る診察、管理栄養士による栄養
相談、運動指導員による指導な
どを行っています。

K

K SKK S

K K

SK

それぞれの学び方に合わせた生
涯学習のメニューを各種ご用意
しています。
◎通信教育　◎公開講座
◎家庭料理技能検定
◎香川料理教室
◎「女子栄養大学生涯学習講師」認定制度

創刊85年を迎えた月刊誌『栄養
と料理』、『食品成分表』等のデー
タ本のほか、各種の健康に役立
つ情報本、健康書、料理本、栄養
計算ソフト「栄養Pro」などの出
版活動を通して、人々の豊かで
健康な生活に寄与しています。

学園で学ぶ学生・生徒の実践教
育の場ですが、一般のお客様に
も予約にてご利用いただけるレ
ストランとして、会食や宴会、出
張料理などを承っております。  
食事をより楽しむ企画「ワイン
セミナー」も開催しています。

専門学校製菓科生徒の実践教育
の場ですが、一般のお客様もご
利用いただけます。  ケーキ・
クッキー・パン・焼き菓子など
を学内で製造・販売。
mini喫茶コーナーも併設してい
ます。

学園オリジナル商品をはじめ、
書籍・教科書・実習用白衣・エ
プロン・包丁・調理器具・文具
など、授業に必要なもの全般を
販売しています。在学生、保護
者の方、一般の方でも気軽に立
ち寄っていただけるお店です。

K S

学園創立者 香川昇三・綾の遺
品や著作の展示を通し、学園の
教育理念と歴史、栄養学の紹介、
香川綾の女子高等教育や職業人
教育への姿勢などを紹介してい
ます。

Campus GuideCampus Guide

坂戸キャンパス
埼玉県坂戸市千代田３-９-21
東武東上線「若葉」駅より徒歩3分

栄養学部
大学院
栄養科学研究所
代理部（サムシング）
農園（坂戸キャンパスから徒歩10分）

栄養学部
大学院
栄養科学研究所
代理部（サムシング）
農園（坂戸キャンパスから徒歩10分）

駒込キャンパス
東京都豊島区駒込３-24-３
JR・東京メトロ南北線「駒込」駅より徒歩3分

短期大学部
香川調理製菓専門学校
栄養クリニック
生涯学習センター
出版部
代理部（サムシング）
レストラン松柏軒
菓子工房プランタン

短期大学部
香川調理製菓専門学校
栄養クリニック
生涯学習センター
出版部
代理部（サムシング）
レストラン松柏軒
菓子工房プランタン

キャンパスガイド

栄養学の実践の基本は、日々の食事であり、家庭での料理です。
「家庭料理検定」は、健やかな成長や健やかな暮らしを支えている「家庭料理」の知識と技能を評価
する検定です。
健康に役立つ知識に加えて、おいしい料理を作る技術を身につけることができます。
毎日家庭で大切な人のために料理をしている自分の実力を測ってみるきっかけにもなります。
進学や就職活動の際に、自分の魅力としてアピールすることもできます。　
みんなが食べている料理のことですから、小学生から大人まで、いくつになっても、いつからでも、
挑戦できます。　

　新型コロナウィルス感染拡大により、外出自粛が呼び掛けられる中、在宅生活は長期化していきました。
　こうした状況だからこそ、日々の暮らしに役立てていただけるよう、学園ホームページに、食事と運動の実践の
ヒントを発信するための「STAY HOME サポートページ」を立ち上げました。
〈学園ホームページに
  「 STAY HOME サポートページ 」を新設〉

[主な発信内容]
●栄養クリニック YouTube：食事と運動で免疫力を高めよう
●教員からの実践メッセージ：教員自ら在宅生活で行っている取組・工夫、お家で
チャレンジできる料理やお菓子づくり（専門学校 YouTube）など

●「栄養と料理」から再発見  ：バックナンバーからの役立つ情報
●生涯学習講師からの実践メッセージ：バランスのとれた食事や簡単にできるレシピなど
●社会連携からのメッセージ：新たな連携先や連携協定を結んでいる自治体からの発信

Pick
UP STAY HOME サポートページ

長期化する在宅生活で
健やかに暮らす
実践メッセージ

食事と運動の
“実践”のヒント

ウエルシア薬局店舗
にて発売（現在は販売終了）

新型コロナウィルス感染拡大で、在宅生活が長期化する中、食事と運動の“実践”のヒントを発信新型コロナウィルス感染拡大で、在宅生活が長期化する中、食事と運動の“実践”のヒントを発信

2020

「毎日パクパクたんぱく質！
 ふりかけ
　 大豆andナッツ」

「毎日パクパクたんぱく質！
 ふりかけ
　 おかかand納豆」

栄養
学の
実践を通して社会に貢献

健康づくり

メニュー開発食　　育
健康

人間 食物
栄養

料理

計画づくり

商品開発

人材育成 食品ロス削減

スポーツ栄養

女子栄養大学

自治体

企  業高等学校
大学等

※2020年4月に社会連携事例集を作成し、
　女子栄養大学HPに掲載
https://www.eiyo.ac.jp/daigaku/socialcontributions/

女子栄養大学　社会連携 検索

三芳町産野菜のPRをお手伝い



就職データ（職種別実績） 2020年3月卒業生

高まる社会のニーズ。高い就職率を維持。

就職率　99.5％就職率　99.1％

就職率　95.2％

就職率　100％

就職率　100％

実績と87年の伝統は
社会の変化に応じて成長してきた証
実績と87年の伝統は
社会の変化に応じて成長してきた証

様々な「食」へのニーズに
対応できる確かな学び
様々な「食」へのニーズに
対応できる確かな学び

身につけた資格や専門知識で
社会に発進
身につけた資格や専門知識で
社会に発進

女子栄養大学短期大学部

栄養士
65.5％

営業・販売
 8.2％

営業・販売
4.7％

食品技術者
（開発・品質管理等）

4.5％

食品技術者
（開発・品質管理等）

4.5％

一般職・事務 3.6％

総合職
6.4％

調理 4.5％

店舗運営 3.6％

その他 3.6％

香川調理製菓専門学校

女子栄養大学　栄養学部
保健栄養学科  栄養科学専攻

栄養士
26.4％

栄養士 5.9％

臨床検査技師
31.1％

総合職
13.2％
総合職
13.2％

家庭科教諭
5.7％

一般職・事務
7.5％

その他 4.7％栄養教諭 0.9％
栄養教諭 1.8％ 実験実習助手 0.9％

実験実習助手 0.5％

食品技術者
（開発・品質管理等）

4.5％

食品技術者
（開発・品質管理等）

4.5％

食品技術者
（開発・品質管理等）

2.0％

食品技術者
（開発・品質管理等）

2.0％

食品技術者
（開発・品質管理等）

4.7％

食品技術者
（開発・品質管理等）

4.7％

女子栄養大学　栄養学部
食文化栄養学科

ホテル
41.1％

パティシエ 1.0％

製菓専門店
13.3％

集団給食・
病院・
保育園等
10.6％

集団給食・
病院・
保育園等
10.6％

製パン 8.3％

西洋料理専門店
6.7％

カフェ 5.6％

システムエンジニア
4.9％

調理
2.0％

その他 6.9％その他 6.9％
その他 6.8％その他 6.8％

その他 2.2％

多業態 1.1％

中国料理専門店
4.4％

結婚式場・会館 3.9％

日本料理専門店
2.8％

女子栄養大学　栄養学部
実践栄養学科　

管理栄養士・
栄養士
58.1％

管理栄養士・
栄養士
58.1％

営業・販売
6.8％

営業・販売
29.4％

一般職・事務 4.5％

一般職・事務 6.9％

総合職
17.6％

総合職
41.2％

その他 6.3％

特別支援学級担任
3.4％

女子栄養大学　栄養学部
保健栄養学科  保健養護専攻

養護教諭
81.4％

一般職・事務
6.8％

実験実習助手
1.7％

栄養学
専攻

（修士課程）

食と健康に関する
質の高い実践を
創造する“研究力”

多様で複雑な
全体像をとらえ
課題を見抜く力

実現に向けて
工夫を重ね

取り組み続ける力

解決に必要な
実践を柔軟な発想で
想像する力

栄養士＋α
の資格で
就職率
100％

栄養士＋α
の資格で
就職率
100％

養護教諭採用
試験合格者数
（延べ人数）

57名

養護教諭採用
試験合格者数
（延べ人数）

57名

食と人を
つなぐ仕事で
就職率
100％

食と人を
つなぐ仕事で
就職率
100％

管理栄養士
国家試験合格者数

全国第1位
223名

管理栄養士
国家試験合格者数

全国第1位
223名

調理師免許
取得見込者数

152名

栄養士免許
取得者数
165名

 
 1933年 「家庭食養研究会」発足

 1935年 「家庭食養研究会」のテキストとして　　　　
  月刊誌『栄養と料理』創刊

 1937年 「栄養と料理学園」に改称

 1940年 「女子栄養学園」に改称

 1945年 駒込校舎全焼 群馬県に学園疎開
  創立者香川昇三 死去（享年51歳）

 1947年 女子栄養学園 復活

 1948年 「財団法人 香川栄養学園」設立

 1950年 女子栄養短期大学設置
 1951年 「学校法人 香川栄養学園」に改組

 1956年 女子栄養短期大学に第二部（夜間）を設置

 1959年 東京で最初の調理師学校として
  香川調理師学校を設置

 1961年 女子栄養大学家政学部食物栄養学科を設置
  女子栄養学園と香川調理師学校を統合して　　
  「香川栄養学校」を設置

 1965年 「女子栄養大学」家政学部を栄養学部に改組、
  「栄養学科」を設置

 1967年 栄養学部に二部（夜間）を設置

 
 1969年 女子栄養大学大学院栄養学研究科栄養学
　  専攻修士課程を設置

 1976年 香川栄養学校を「香川栄養専門学校」に改組

 1980年 栄養学部に保健栄養学科を設置
 
 1989年 大学院に栄養学専攻博士後期課程を設置
 
 1993年 栄養学部に文化栄養学科を設置

 1994年 西オーストラリアの３大学と国際交流の提携

 1995年 大学院に保健学専攻修士課程を設置

 1997年 大学院保健学専攻に博士後期課程を設置
  創立者香川綾 死去 （享年98歳）
 
 2000年 女子栄養短期大学を「女子栄養大学短期大学部」
  に名称変更

 2001年 女子栄養大学短期大学部第二部（夜間）を廃止

 2010年 「香川栄養専門学校」を
  「香川調理製菓専門学校」に名称変更

 2020年 栄養学部二部（夜間）を廃止

学園の歩み

香川栄養学園の構成香川栄養学園の構成

就職率　98.7％

発育学
基礎栄養学
栄養生理学
臨床栄養学

環境保健学
地域保健学

応用身体情報処理学
実践運動学

運動・病態生理学
統合生理医科学
臨床生化学
分子生物学

看護保健教育学
学校保健学
発育健康学
養護教諭論

分子栄養学
生化学
生理学

食品学
食品機能学
調理科学

調理・食生活学

食文化人類学

環境教育学

医療栄養学
栄養管理学
栄養教育学
学校保健管理学

保健学
専攻

（修士課程）

学
校
法
人

　香
川
栄
養
学
園

栄養学専攻

保健学専攻

実践栄養学科
保健栄養学科
食文化栄養学科

 

 調理マイスター科
調理師科
製菓科

女子栄養大学
短期大学部

香川調理製菓
専門学校

女子栄養大学

大学院 栄養学研究科

栄養学部

栄養科学研究所

食物栄養学科
 

 調理専門課程

修士課程
博士後期課程
修士課程
博士後期課程

栄養科学専攻
保健養護専攻

 
 　
テクニックコース

　　内のデータは、2020年3月卒業生

その他
3.6％

公務員
10.7％

その他
 3.9％

女子栄養大学大学院 健康な社会のために
栄養学の質の高い実践を創造する力を極める学び
健康な社会のために
栄養学の質の高い実践を創造する力を極める学び
人間や食物を取り巻く環境、社会のニーズが日々変化していく中で、
食と健康に関するあらゆる研究課題に対応し、質の高い実践を創造で
きる研究者や専門家を目指します。

香川調理製菓専門学校 「食」の魅力を実感し
料理人として成長するための学び
「食」の魅力を実感し
料理人として成長するための学び
丁寧な技術指導で、基本の一つひとつを自分のものにし、確かな技術
と人を気遣う心で、 「食」を通して、喜びと感動を伝えられる、調理
や製菓のプロを目指します。

【取得可能な資格】
調理マイスター科［2年制］・調理師科［1年制］
　調理師免許、介護食士3級、キュイジィーヌ・バンケットコーディネーター3級 など

製菓科［1年制］
　ラッピングクリエーター 3級、カフェクリエーター 3級 など

テクニックコース［調理師科1年制＋製菓科1年制］
　調理師免許、介護食士3級、キュイジィーヌ・バンケットコーディネーター3級 など

女子栄養大学短期大学部
栄養士としての可能性を
短期間で最大限に伸ばす学び
栄養士としての可能性を
短期間で最大限に伸ばす学び
2年間で「食」の基本を徹底して学び、栄養士免許を取得します。子
どもから高齢者まで誰もが健やかに暮らせるよう、確かな食事の実践
力で、相手に寄り添い支える力を磨きます。
※社会に出て経験を積んで管理栄養士になる、大学に編入して学び続ける、専
門学校に進んで調理師免許を取得する、様々な道が選べます。

【取得可能な資格】
栄養士
栄養教諭二種免許状
フードスペシャリスト受験資格　など

女子栄養大学　栄養学部  実践栄養学科
「食」と健康をつなぎ
栄養学の実践力を極める学び
「食」と健康をつなぎ
栄養学の実践力を極める学び
どんなに複雑で困難な状況下でも、人々の暮らしと健康に貢献できる
食のプロフェッショナルとして、知識を生かせる実践力を身につけ、
管理栄養士を目指します。

【取得可能な資格】
管理栄養士国家試験受験資格
栄養士
栄養教諭一種免許状　など

女子栄養大学　栄養学部  保健栄養学科 栄養科学専攻
様々な領域での「食」の課題を
栄養学で柔軟に解決する力を伸ばす学び
様々な領域での「食」の課題を
栄養学で柔軟に解決する力を伸ばす学び
「食」のサポートが求められる様々な領域で、今、起きている「食」の
課題を、望む姿や成果に近づけつつ、柔軟に解決していくための科学的
な見方や力を養います。

【取得可能な資格】
 臨床検査学コース：臨床検査技師国家試験受験資格　など
 家庭科教職コース：中学校・高等学校教諭一種免許状「家庭」　など
　
栄養士  ＋ 

健康スポーツ栄養コース：スポーツ栄養実践指導者®　など
 食品安全管理コース：食品微生物検査技士受験資格　など

女子栄養大学　栄養学部  保健栄養学科 保健養護専攻
学校現場や地域で健康を守るため
栄養学を基盤に保健の実践力を極める学び
学校現場や地域で健康を守るため
栄養学を基盤に保健の実践力を極める学び
子どもの成長を第一に、学校現場や地域で健康に関する調整を行える
保健のプロフェッショナルとして、知識を生かせる実践力を身につけ、
養護教諭を目指します。

【取得可能な資格】
養護教諭一種免許状
中学校・高等学校教諭一種免許状「保健」
高等学校教諭一種免許状「看護」　など

料理をおいしく作る決め手は味。
材料に対する調味料の量がいい加減だとおいしい味に
なりません。健康にもよくありません。

香川綾は、基本的な料理を“計る”ことにこだわり、
調味パーセント（料理の材料の量に対して使用する
調味料の量の割合）を考案し、料理（レシピ）カードを
作りました。
計量カップと計量スプーンは、そのために必要な
道具として1948（昭和23）年に生まれました。

これにより、使う材料の量が違っても、ちょうどよい
調味料の量がわかり、誰がつくってもおいしい味に
仕上げることができるようになりました。

専門学校から大学院まで持つ本学園は、他に類を見ない「食」
に関する総合学園です。大学は、「栄養学部」の単科大学で
あり、料理を科学的な視点でとらえる
栄養学の実践を探求し続けてきました。
「予防医学」としての側面を
持つ「栄養学」で「食を通して
健康を増進し、病気を予防で
きる専門家を養成して社会に
貢献する」ことが、創立者が
求めた学園の姿であり、
今もなお学園がめざす「実践」の姿です。

女子栄養大学　栄養学部  食文化栄養学科
「食」にかかわる多様な価値観を尊重し
栄養学を魅力的に発信する力を伸ばす学び
「食」にかかわる多様な価値観を尊重し
栄養学を魅力的に発信する力を伸ばす学び
情報化社会・国際社会で、その人らしさ・その店らしさ・地域らしさ
を生み出す「食」の文化を探求し、健康な生活へとつなげるための豊
かな表現力と発信力を養います。

【取得可能な資格】
フードスペシャリスト受験資格
フードコーディネーター３級
調理師またはラッピングクリエーター３級
（調理・製菓プロフェッショナルコース履修者のみ）　など

〈女子栄養大学のキャラクター〉

1948（昭和23）年頃の
計量カップとスプーンの
試作品

現在の坂戸キャンパス

日本最初の理系の「栄養学部」から
「食」の総合学園へ
日本最初の理系の「栄養学部」から
「食」の総合学園へ

創立者香川綾が取り組んだ料理の計量化
～誰が作ってもおいしい味に～

創立者香川綾が取り組んだ料理の計量化
～誰が作ってもおいしい味に～

病院・
クリニック
26.4％

受託
給食会社
39.5％

調剤薬局・ドラッグストア 7.0％
公務員
 6.2％

福祉施設
（保育園・高齢者施設・障害者施設）

 17.1％

受託
給食会社
75.0％

保育園 10.7％

保育園
33.3％

受託給食会社
52.8％

病院  5.6％
公務員
1.4％

高齢者施設
1.4％

その他
5.6％

※本学園では、学生の皆さんが学生生活を安心して送れるよう、国などの公的機関や各種団体が実施するもののほか学園独自の奨学金制度を
　数多く設けています。



就職データ（職種別実績） 2020年3月卒業生

高まる社会のニーズ。高い就職率を維持。

就職率　99.5％就職率　99.1％

就職率　95.2％

就職率　100％

就職率　100％

実績と87年の伝統は
社会の変化に応じて成長してきた証
実績と87年の伝統は
社会の変化に応じて成長してきた証

様々な「食」へのニーズに
対応できる確かな学び
様々な「食」へのニーズに
対応できる確かな学び

身につけた資格や専門知識で
社会に発進
身につけた資格や専門知識で
社会に発進

女子栄養大学短期大学部

栄養士
65.5％

営業・販売
 8.2％

営業・販売
4.7％

食品技術者
（開発・品質管理等）

4.5％

食品技術者
（開発・品質管理等）

4.5％

一般職・事務 3.6％

総合職
6.4％

調理 4.5％

店舗運営 3.6％

その他 3.6％

香川調理製菓専門学校

女子栄養大学　栄養学部
保健栄養学科  栄養科学専攻

栄養士
26.4％

栄養士 5.9％

臨床検査技師
31.1％

総合職
13.2％
総合職
13.2％

家庭科教諭
5.7％

一般職・事務
7.5％

その他 4.7％栄養教諭 0.9％
栄養教諭 1.8％ 実験実習助手 0.9％

実験実習助手 0.5％

食品技術者
（開発・品質管理等）

4.5％

食品技術者
（開発・品質管理等）

4.5％

食品技術者
（開発・品質管理等）

2.0％

食品技術者
（開発・品質管理等）

2.0％

食品技術者
（開発・品質管理等）

4.7％

食品技術者
（開発・品質管理等）

4.7％

女子栄養大学　栄養学部
食文化栄養学科

ホテル
41.1％

パティシエ 1.0％

製菓専門店
13.3％

集団給食・
病院・
保育園等
10.6％

集団給食・
病院・
保育園等
10.6％

製パン 8.3％

西洋料理専門店
6.7％

カフェ 5.6％

システムエンジニア
4.9％

調理
2.0％

その他 6.9％その他 6.9％
その他 6.8％その他 6.8％

その他 2.2％

多業態 1.1％

中国料理専門店
4.4％

結婚式場・会館 3.9％

日本料理専門店
2.8％

女子栄養大学　栄養学部
実践栄養学科　

管理栄養士・
栄養士
58.1％

管理栄養士・
栄養士
58.1％

営業・販売
6.8％

営業・販売
29.4％

一般職・事務 4.5％

一般職・事務 6.9％

総合職
17.6％

総合職
41.2％

その他 6.3％

特別支援学級担任
3.4％

女子栄養大学　栄養学部
保健栄養学科  保健養護専攻

養護教諭
81.4％

一般職・事務
6.8％

実験実習助手
1.7％

栄養学
専攻

（修士課程）

食と健康に関する
質の高い実践を
創造する“研究力”

多様で複雑な
全体像をとらえ
課題を見抜く力

実現に向けて
工夫を重ね

取り組み続ける力

解決に必要な
実践を柔軟な発想で
想像する力

栄養士＋α
の資格で
就職率
100％

栄養士＋α
の資格で
就職率
100％

養護教諭採用
試験合格者数
（延べ人数）

57名

養護教諭採用
試験合格者数
（延べ人数）

57名

食と人を
つなぐ仕事で
就職率
100％

食と人を
つなぐ仕事で
就職率
100％

管理栄養士
国家試験合格者数

全国第1位
223名

管理栄養士
国家試験合格者数

全国第1位
223名

調理師免許
取得見込者数

152名

栄養士免許
取得者数
165名

 
 1933年 「家庭食養研究会」発足

 1935年 「家庭食養研究会」のテキストとして　　　　
  月刊誌『栄養と料理』創刊

 1937年 「栄養と料理学園」に改称

 1940年 「女子栄養学園」に改称

 1945年 駒込校舎全焼 群馬県に学園疎開
  創立者香川昇三 死去（享年51歳）

 1947年 女子栄養学園 復活

 1948年 「財団法人 香川栄養学園」設立

 1950年 女子栄養短期大学設置
 1951年 「学校法人 香川栄養学園」に改組

 1956年 女子栄養短期大学に第二部（夜間）を設置

 1959年 東京で最初の調理師学校として
  香川調理師学校を設置

 1961年 女子栄養大学家政学部食物栄養学科を設置
  女子栄養学園と香川調理師学校を統合して　　
  「香川栄養学校」を設置

 1965年 「女子栄養大学」家政学部を栄養学部に改組、
  「栄養学科」を設置

 1967年 栄養学部に二部（夜間）を設置

 
 1969年 女子栄養大学大学院栄養学研究科栄養学
　  専攻修士課程を設置

 1976年 香川栄養学校を「香川栄養専門学校」に改組

 1980年 栄養学部に保健栄養学科を設置
 
 1989年 大学院に栄養学専攻博士後期課程を設置
 
 1993年 栄養学部に文化栄養学科を設置

 1994年 西オーストラリアの３大学と国際交流の提携

 1995年 大学院に保健学専攻修士課程を設置

 1997年 大学院保健学専攻に博士後期課程を設置
  創立者香川綾 死去 （享年98歳）
 
 2000年 女子栄養短期大学を「女子栄養大学短期大学部」
  に名称変更

 2001年 女子栄養大学短期大学部第二部（夜間）を廃止

 2010年 「香川栄養専門学校」を
  「香川調理製菓専門学校」に名称変更

 2020年 栄養学部二部（夜間）を廃止

学園の歩み

香川栄養学園の構成香川栄養学園の構成

就職率　98.7％

発育学
基礎栄養学
栄養生理学
臨床栄養学

環境保健学
地域保健学

応用身体情報処理学
実践運動学

運動・病態生理学
統合生理医科学
臨床生化学
分子生物学

看護保健教育学
学校保健学
発育健康学
養護教諭論

分子栄養学
生化学
生理学

食品学
食品機能学
調理科学

調理・食生活学

食文化人類学

環境教育学

医療栄養学
栄養管理学
栄養教育学
学校保健管理学

保健学
専攻

（修士課程）

学
校
法
人

　香
川
栄
養
学
園

栄養学専攻

保健学専攻

実践栄養学科
保健栄養学科
食文化栄養学科

 

 調理マイスター科
調理師科
製菓科

女子栄養大学
短期大学部

香川調理製菓
専門学校

女子栄養大学

大学院 栄養学研究科

栄養学部

栄養科学研究所

食物栄養学科
 

 調理専門課程

修士課程
博士後期課程
修士課程
博士後期課程

栄養科学専攻
保健養護専攻

 
 　
テクニックコース

　　内のデータは、2020年3月卒業生

その他
3.6％

公務員
10.7％

その他
 3.9％

女子栄養大学大学院 健康な社会のために
栄養学の質の高い実践を創造する力を極める学び
健康な社会のために
栄養学の質の高い実践を創造する力を極める学び
人間や食物を取り巻く環境、社会のニーズが日々変化していく中で、
食と健康に関するあらゆる研究課題に対応し、質の高い実践を創造で
きる研究者や専門家を目指します。

香川調理製菓専門学校 「食」の魅力を実感し
料理人として成長するための学び
「食」の魅力を実感し
料理人として成長するための学び
丁寧な技術指導で、基本の一つひとつを自分のものにし、確かな技術
と人を気遣う心で、 「食」を通して、喜びと感動を伝えられる、調理
や製菓のプロを目指します。

【取得可能な資格】
調理マイスター科［2年制］・調理師科［1年制］
　調理師免許、介護食士3級、キュイジィーヌ・バンケットコーディネーター3級 など

製菓科［1年制］
　ラッピングクリエーター 3級、カフェクリエーター 3級 など

テクニックコース［調理師科1年制＋製菓科1年制］
　調理師免許、介護食士3級、キュイジィーヌ・バンケットコーディネーター3級 など

女子栄養大学短期大学部
栄養士としての可能性を
短期間で最大限に伸ばす学び
栄養士としての可能性を
短期間で最大限に伸ばす学び
2年間で「食」の基本を徹底して学び、栄養士免許を取得します。子
どもから高齢者まで誰もが健やかに暮らせるよう、確かな食事の実践
力で、相手に寄り添い支える力を磨きます。
※社会に出て経験を積んで管理栄養士になる、大学に編入して学び続ける、専
門学校に進んで調理師免許を取得する、様々な道が選べます。

【取得可能な資格】
栄養士
栄養教諭二種免許状
フードスペシャリスト受験資格　など

女子栄養大学　栄養学部  実践栄養学科
「食」と健康をつなぎ
栄養学の実践力を極める学び
「食」と健康をつなぎ
栄養学の実践力を極める学び
どんなに複雑で困難な状況下でも、人々の暮らしと健康に貢献できる
食のプロフェッショナルとして、知識を生かせる実践力を身につけ、
管理栄養士を目指します。

【取得可能な資格】
管理栄養士国家試験受験資格
栄養士
栄養教諭一種免許状　など

女子栄養大学　栄養学部  保健栄養学科 栄養科学専攻
様々な領域での「食」の課題を
栄養学で柔軟に解決する力を伸ばす学び
様々な領域での「食」の課題を
栄養学で柔軟に解決する力を伸ばす学び
「食」のサポートが求められる様々な領域で、今、起きている「食」の
課題を、望む姿や成果に近づけつつ、柔軟に解決していくための科学的
な見方や力を養います。

【取得可能な資格】
 臨床検査学コース：臨床検査技師国家試験受験資格　など
 家庭科教職コース：中学校・高等学校教諭一種免許状「家庭」　など
　
栄養士  ＋ 

健康スポーツ栄養コース：スポーツ栄養実践指導者®　など
 食品安全管理コース：食品微生物検査技士受験資格　など

女子栄養大学　栄養学部  保健栄養学科 保健養護専攻
学校現場や地域で健康を守るため
栄養学を基盤に保健の実践力を極める学び
学校現場や地域で健康を守るため
栄養学を基盤に保健の実践力を極める学び
子どもの成長を第一に、学校現場や地域で健康に関する調整を行える
保健のプロフェッショナルとして、知識を生かせる実践力を身につけ、
養護教諭を目指します。

【取得可能な資格】
養護教諭一種免許状
中学校・高等学校教諭一種免許状「保健」
高等学校教諭一種免許状「看護」　など

料理をおいしく作る決め手は味。
材料に対する調味料の量がいい加減だとおいしい味に
なりません。健康にもよくありません。

香川綾は、基本的な料理を“計る”ことにこだわり、
調味パーセント（料理の材料の量に対して使用する
調味料の量の割合）を考案し、料理（レシピ）カードを
作りました。
計量カップと計量スプーンは、そのために必要な
道具として1948（昭和23）年に生まれました。

これにより、使う材料の量が違っても、ちょうどよい
調味料の量がわかり、誰がつくってもおいしい味に
仕上げることができるようになりました。

専門学校から大学院まで持つ本学園は、他に類を見ない「食」
に関する総合学園です。大学は、「栄養学部」の単科大学で
あり、料理を科学的な視点でとらえる
栄養学の実践を探求し続けてきました。
「予防医学」としての側面を
持つ「栄養学」で「食を通して
健康を増進し、病気を予防で
きる専門家を養成して社会に
貢献する」ことが、創立者が
求めた学園の姿であり、
今もなお学園がめざす「実践」の姿です。

女子栄養大学　栄養学部  食文化栄養学科
「食」にかかわる多様な価値観を尊重し
栄養学を魅力的に発信する力を伸ばす学び
「食」にかかわる多様な価値観を尊重し
栄養学を魅力的に発信する力を伸ばす学び
情報化社会・国際社会で、その人らしさ・その店らしさ・地域らしさ
を生み出す「食」の文化を探求し、健康な生活へとつなげるための豊
かな表現力と発信力を養います。

【取得可能な資格】
フードスペシャリスト受験資格
フードコーディネーター３級
調理師またはラッピングクリエーター３級
（調理・製菓プロフェッショナルコース履修者のみ）　など

〈女子栄養大学のキャラクター〉

1948（昭和23）年頃の
計量カップとスプーンの
試作品

現在の坂戸キャンパス

日本最初の理系の「栄養学部」から
「食」の総合学園へ
日本最初の理系の「栄養学部」から
「食」の総合学園へ

創立者香川綾が取り組んだ料理の計量化
～誰が作ってもおいしい味に～

創立者香川綾が取り組んだ料理の計量化
～誰が作ってもおいしい味に～

病院・
クリニック
26.4％

受託
給食会社
39.5％

調剤薬局・ドラッグストア 7.0％
公務員
 6.2％

福祉施設
（保育園・高齢者施設・障害者施設）

 17.1％

受託
給食会社
75.0％

保育園 10.7％

保育園
33.3％

受託給食会社
52.8％

病院  5.6％
公務員
1.4％

高齢者施設
1.4％

その他
5.6％

※本学園では、学生の皆さんが学生生活を安心して送れるよう、国などの公的機関や各種団体が実施するもののほか学園独自の奨学金制度を
　数多く設けています。



就職データ（職種別実績） 2020年3月卒業生

高まる社会のニーズ。高い就職率を維持。

就職率　99.5％就職率　99.1％

就職率　95.2％

就職率　100％

就職率　100％

実績と87年の伝統は
社会の変化に応じて成長してきた証
実績と87年の伝統は
社会の変化に応じて成長してきた証

様々な「食」へのニーズに
対応できる確かな学び
様々な「食」へのニーズに
対応できる確かな学び

身につけた資格や専門知識で
社会に発進
身につけた資格や専門知識で
社会に発進

女子栄養大学短期大学部

栄養士
65.5％

営業・販売
 8.2％

営業・販売
4.7％

食品技術者
（開発・品質管理等）

4.5％

食品技術者
（開発・品質管理等）

4.5％

一般職・事務 3.6％

総合職
6.4％

調理 4.5％

店舗運営 3.6％

その他 3.6％

香川調理製菓専門学校

女子栄養大学　栄養学部
保健栄養学科  栄養科学専攻

栄養士
26.4％

栄養士 5.9％

臨床検査技師
31.1％

総合職
13.2％
総合職
13.2％

家庭科教諭
5.7％

一般職・事務
7.5％

その他 4.7％栄養教諭 0.9％
栄養教諭 1.8％ 実験実習助手 0.9％

実験実習助手 0.5％

食品技術者
（開発・品質管理等）

4.5％

食品技術者
（開発・品質管理等）

4.5％

食品技術者
（開発・品質管理等）

2.0％

食品技術者
（開発・品質管理等）

2.0％

食品技術者
（開発・品質管理等）

4.7％

食品技術者
（開発・品質管理等）

4.7％

女子栄養大学　栄養学部
食文化栄養学科

ホテル
41.1％

パティシエ 1.0％

製菓専門店
13.3％

集団給食・
病院・
保育園等
10.6％

集団給食・
病院・
保育園等
10.6％

製パン 8.3％

西洋料理専門店
6.7％

カフェ 5.6％

システムエンジニア
4.9％

調理
2.0％

その他 6.9％その他 6.9％
その他 6.8％その他 6.8％

その他 2.2％

多業態 1.1％

中国料理専門店
4.4％

結婚式場・会館 3.9％

日本料理専門店
2.8％

女子栄養大学　栄養学部
実践栄養学科　

管理栄養士・
栄養士
58.1％

管理栄養士・
栄養士
58.1％

営業・販売
6.8％

営業・販売
29.4％

一般職・事務 4.5％

一般職・事務 6.9％

総合職
17.6％

総合職
41.2％

その他 6.3％

特別支援学級担任
3.4％

女子栄養大学　栄養学部
保健栄養学科  保健養護専攻

養護教諭
81.4％

一般職・事務
6.8％

実験実習助手
1.7％

栄養学
専攻

（修士課程）

食と健康に関する
質の高い実践を
創造する“研究力”

多様で複雑な
全体像をとらえ
課題を見抜く力

実現に向けて
工夫を重ね

取り組み続ける力

解決に必要な
実践を柔軟な発想で
想像する力

栄養士＋α
の資格で
就職率
100％

栄養士＋α
の資格で
就職率
100％

養護教諭採用
試験合格者数
（延べ人数）

57名

養護教諭採用
試験合格者数
（延べ人数）

57名

食と人を
つなぐ仕事で
就職率
100％

食と人を
つなぐ仕事で
就職率
100％

管理栄養士
国家試験合格者数

全国第1位
223名

管理栄養士
国家試験合格者数

全国第1位
223名

調理師免許
取得見込者数

152名

栄養士免許
取得者数
165名

 
 1933年 「家庭食養研究会」発足

 1935年 「家庭食養研究会」のテキストとして　　　　
  月刊誌『栄養と料理』創刊

 1937年 「栄養と料理学園」に改称

 1940年 「女子栄養学園」に改称

 1945年 駒込校舎全焼 群馬県に学園疎開
  創立者香川昇三 死去（享年51歳）

 1947年 女子栄養学園 復活

 1948年 「財団法人 香川栄養学園」設立

 1950年 女子栄養短期大学設置
 1951年 「学校法人 香川栄養学園」に改組

 1956年 女子栄養短期大学に第二部（夜間）を設置

 1959年 東京で最初の調理師学校として
  香川調理師学校を設置

 1961年 女子栄養大学家政学部食物栄養学科を設置
  女子栄養学園と香川調理師学校を統合して　　
  「香川栄養学校」を設置

 1965年 「女子栄養大学」家政学部を栄養学部に改組、
  「栄養学科」を設置

 1967年 栄養学部に二部（夜間）を設置

 
 1969年 女子栄養大学大学院栄養学研究科栄養学
　  専攻修士課程を設置

 1976年 香川栄養学校を「香川栄養専門学校」に改組

 1980年 栄養学部に保健栄養学科を設置
 
 1989年 大学院に栄養学専攻博士後期課程を設置
 
 1993年 栄養学部に文化栄養学科を設置

 1994年 西オーストラリアの３大学と国際交流の提携

 1995年 大学院に保健学専攻修士課程を設置

 1997年 大学院保健学専攻に博士後期課程を設置
  創立者香川綾 死去 （享年98歳）
 
 2000年 女子栄養短期大学を「女子栄養大学短期大学部」
  に名称変更

 2001年 女子栄養大学短期大学部第二部（夜間）を廃止

 2010年 「香川栄養専門学校」を
  「香川調理製菓専門学校」に名称変更

 2020年 栄養学部二部（夜間）を廃止

学園の歩み

香川栄養学園の構成香川栄養学園の構成

就職率　98.7％

発育学
基礎栄養学
栄養生理学
臨床栄養学

環境保健学
地域保健学

応用身体情報処理学
実践運動学

運動・病態生理学
統合生理医科学

臨床生化学
分子生物学

看護保健教育学
学校保健学
発育健康学
養護教諭論

分子栄養学
生化学
生理学

食品学
食品機能学
調理科学

調理・食生活学

食文化人類学

環境教育学

医療栄養学
栄養管理学
栄養教育学
学校保健管理学

保健学
専攻

（修士課程）

学
校
法
人

　香
川
栄
養
学
園

栄養学専攻

保健学専攻

実践栄養学科
保健栄養学科
食文化栄養学科

 

 調理マイスター科
調理師科
製菓科

女子栄養大学
短期大学部

香川調理製菓
専門学校

女子栄養大学

大学院 栄養学研究科

栄養学部

栄養科学研究所

食物栄養学科
 

 調理専門課程

修士課程
博士後期課程
修士課程
博士後期課程

栄養科学専攻
保健養護専攻

 
 　
テクニックコース

　　内のデータは、2020年3月卒業生

その他
3.6％

公務員
10.7％

その他
 3.9％

女子栄養大学大学院 健康な社会のために
栄養学の質の高い実践を創造する力を極める学び
健康な社会のために
栄養学の質の高い実践を創造する力を極める学び
人間や食物を取り巻く環境、社会のニーズが日々変化していく中で、
食と健康に関するあらゆる研究課題に対応し、質の高い実践を創造で
きる研究者や専門家を目指します。

香川調理製菓専門学校 「食」の魅力を実感し
料理人として成長するための学び
「食」の魅力を実感し
料理人として成長するための学び
丁寧な技術指導で、基本の一つひとつを自分のものにし、確かな技術
と人を気遣う心で、 「食」を通して、喜びと感動を伝えられる、調理
や製菓のプロを目指します。

【取得可能な資格】
調理マイスター科［2年制］・調理師科［1年制］
　調理師免許、介護食士3級、キュイジィーヌ・バンケットコーディネーター3級 など

製菓科［1年制］
　ラッピングクリエーター 3級、カフェクリエーター 3級 など

テクニックコース［調理師科1年制＋製菓科1年制］
　調理師免許、介護食士3級、キュイジィーヌ・バンケットコーディネーター3級 など

女子栄養大学短期大学部
栄養士としての可能性を
短期間で最大限に伸ばす学び
栄養士としての可能性を
短期間で最大限に伸ばす学び
2年間で「食」の基本を徹底して学び、栄養士免許を取得します。子
どもから高齢者まで誰もが健やかに暮らせるよう、確かな食事の実践
力で、相手に寄り添い支える力を磨きます。
※社会に出て経験を積んで管理栄養士になる、大学に編入して学び続ける、専
門学校に進んで調理師免許を取得する、様々な道が選べます。

【取得可能な資格】
栄養士
栄養教諭二種免許状
フードスペシャリスト受験資格　など

女子栄養大学　栄養学部  実践栄養学科
「食」と健康をつなぎ
栄養学の実践力を極める学び
「食」と健康をつなぎ
栄養学の実践力を極める学び
どんなに複雑で困難な状況下でも、人々の暮らしと健康に貢献できる
食のプロフェッショナルとして、知識を生かせる実践力を身につけ、
管理栄養士を目指します。

【取得可能な資格】
管理栄養士国家試験受験資格
栄養士
栄養教諭一種免許状　など

女子栄養大学　栄養学部  保健栄養学科 栄養科学専攻
様々な領域での「食」の課題を
栄養学で柔軟に解決する力を伸ばす学び
様々な領域での「食」の課題を
栄養学で柔軟に解決する力を伸ばす学び
「食」のサポートが求められる様々な領域で、今、起きている「食」の
課題を、望む姿や成果に近づけつつ、柔軟に解決していくための科学的
な見方や力を養います。

【取得可能な資格】
 臨床検査学コース：臨床検査技師国家試験受験資格　など
 家庭科教職コース：中学校・高等学校教諭一種免許状「家庭」　など
　
栄養士  ＋ 

健康スポーツ栄養コース：スポーツ栄養実践指導者®　など
 食品安全管理コース：食品微生物検査技士受験資格　など

女子栄養大学　栄養学部  保健栄養学科 保健養護専攻
学校現場や地域で健康を守るため
栄養学を基盤に保健の実践力を極める学び
学校現場や地域で健康を守るため
栄養学を基盤に保健の実践力を極める学び
子どもの成長を第一に、学校現場や地域で健康に関する調整を行える
保健のプロフェッショナルとして、知識を生かせる実践力を身につけ、
養護教諭を目指します。

【取得可能な資格】
養護教諭一種免許状
中学校・高等学校教諭一種免許状「保健」
高等学校教諭一種免許状「看護」　など

料理をおいしく作る決め手は味。
材料に対する調味料の量がいい加減だとおいしい味に
なりません。健康にもよくありません。

香川綾は、基本的な料理を“計る”ことにこだわり、
調味パーセント（料理の材料の量に対して使用する
調味料の量の割合）を考案し、料理（レシピ）カードを
作りました。
計量カップと計量スプーンは、そのために必要な
道具として1948（昭和23）年に生まれました。

これにより、使う材料の量が違っても、ちょうどよい
調味料の量がわかり、誰がつくってもおいしい味に
仕上げることができるようになりました。

専門学校から大学院まで持つ本学園は、他に類を見ない「食」
に関する総合学園です。大学は、「栄養学部」の単科大学で
あり、料理を科学的な視点でとらえる
栄養学の実践を探求し続けてきました。
「予防医学」としての側面を
持つ「栄養学」で「食を通して
健康を増進し、病気を予防で
きる専門家を養成して社会に
貢献する」ことが、創立者が
求めた学園の姿であり、
今もなお学園がめざす「実践」の姿です。

女子栄養大学　栄養学部  食文化栄養学科
「食」にかかわる多様な価値観を尊重し
栄養学を魅力的に発信する力を伸ばす学び
「食」にかかわる多様な価値観を尊重し
栄養学を魅力的に発信する力を伸ばす学び
情報化社会・国際社会で、その人らしさ・その店らしさ・地域らしさ
を生み出す「食」の文化を探求し、健康な生活へとつなげるための豊
かな表現力と発信力を養います。

【取得可能な資格】
フードスペシャリスト受験資格
フードコーディネーター３級
調理師またはラッピングクリエーター３級
（調理・製菓プロフェッショナルコース履修者のみ）　など

〈女子栄養大学のキャラクター〉

1948（昭和23）年頃の
計量カップとスプーンの
試作品

現在の坂戸キャンパス

日本最初の理系の「栄養学部」から
「食」の総合学園へ
日本最初の理系の「栄養学部」から
「食」の総合学園へ

創立者香川綾が取り組んだ料理の計量化
～誰が作ってもおいしい味に～

創立者香川綾が取り組んだ料理の計量化
～誰が作ってもおいしい味に～

病院・
クリニック
26.4％

受託
給食会社
39.5％

調剤薬局・ドラッグストア 7.0％
公務員
 6.2％

福祉施設
（保育園・高齢者施設・障害者施設）

 17.1％

受託
給食会社
75.0％

保育園 10.7％

保育園
33.3％

受託給食会社
52.8％

病院  5.6％
公務員
1.4％

高齢者施設
1.4％

その他
5.6％

※本学園では、学生の皆さんが学生生活を安心して送れるよう、国などの公的機関や各種団体が実施するもののほか学園独自の奨学金制度を
　数多く設けています。



就職データ（職種別実績） 2020年3月卒業生

高まる社会のニーズ。高い就職率を維持。

就職率　99.5％就職率　99.1％

就職率　95.2％

就職率　100％

就職率　100％

実績と87年の伝統は
社会の変化に応じて成長してきた証
実績と87年の伝統は
社会の変化に応じて成長してきた証

様々な「食」へのニーズに
対応できる確かな学び
様々な「食」へのニーズに
対応できる確かな学び

身につけた資格や専門知識で
社会に発進
身につけた資格や専門知識で
社会に発進

女子栄養大学短期大学部

栄養士
65.5％

営業・販売
 8.2％

営業・販売
4.7％

食品技術者
（開発・品質管理等）

4.5％

食品技術者
（開発・品質管理等）

4.5％

一般職・事務 3.6％

総合職
6.4％

調理 4.5％

店舗運営 3.6％

その他 3.6％

香川調理製菓専門学校

女子栄養大学　栄養学部
保健栄養学科  栄養科学専攻

栄養士
26.4％

栄養士 5.9％

臨床検査技師
31.1％

総合職
13.2％
総合職
13.2％

家庭科教諭
5.7％

一般職・事務
7.5％

その他 4.7％栄養教諭 0.9％
栄養教諭 1.8％ 実験実習助手 0.9％

実験実習助手 0.5％

食品技術者
（開発・品質管理等）

4.5％

食品技術者
（開発・品質管理等）

4.5％

食品技術者
（開発・品質管理等）

2.0％

食品技術者
（開発・品質管理等）

2.0％

食品技術者
（開発・品質管理等）

4.7％

食品技術者
（開発・品質管理等）

4.7％

女子栄養大学　栄養学部
食文化栄養学科

ホテル
41.1％

パティシエ 1.0％

製菓専門店
13.3％

集団給食・
病院・
保育園等
10.6％

集団給食・
病院・
保育園等
10.6％

製パン 8.3％

西洋料理専門店
6.7％

カフェ 5.6％

システムエンジニア
4.9％

調理
2.0％

その他 6.9％その他 6.9％
その他 6.8％その他 6.8％

その他 2.2％

多業態 1.1％

中国料理専門店
4.4％

結婚式場・会館 3.9％

日本料理専門店
2.8％

女子栄養大学　栄養学部
実践栄養学科　

管理栄養士・
栄養士
58.1％

管理栄養士・
栄養士
58.1％

営業・販売
6.8％

営業・販売
29.4％

一般職・事務 4.5％

一般職・事務 6.9％

総合職
17.6％

総合職
41.2％

その他 6.3％

特別支援学級担任
3.4％

女子栄養大学　栄養学部
保健栄養学科  保健養護専攻

養護教諭
81.4％

一般職・事務
6.8％

実験実習助手
1.7％

栄養学
専攻

（修士課程）

食と健康に関する
質の高い実践を
創造する“研究力”

多様で複雑な
全体像をとらえ
課題を見抜く力

実現に向けて
工夫を重ね

取り組み続ける力

解決に必要な
実践を柔軟な発想で
想像する力

栄養士＋α
の資格で
就職率
100％

栄養士＋α
の資格で
就職率
100％

養護教諭採用
試験合格者数
（延べ人数）

57名

養護教諭採用
試験合格者数
（延べ人数）

57名

食と人を
つなぐ仕事で
就職率
100％

食と人を
つなぐ仕事で
就職率
100％

管理栄養士
国家試験合格者数

全国第1位
223名

管理栄養士
国家試験合格者数

全国第1位
223名

調理師免許
取得見込者数

152名

栄養士免許
取得者数
165名

 
 1933年 「家庭食養研究会」発足

 1935年 「家庭食養研究会」のテキストとして　　　　
  月刊誌『栄養と料理』創刊

 1937年 「栄養と料理学園」に改称

 1940年 「女子栄養学園」に改称

 1945年 駒込校舎全焼 群馬県に学園疎開
  創立者香川昇三 死去（享年51歳）

 1947年 女子栄養学園 復活

 1948年 「財団法人 香川栄養学園」設立

 1950年 女子栄養短期大学設置
 1951年 「学校法人 香川栄養学園」に改組

 1956年 女子栄養短期大学に第二部（夜間）を設置

 1959年 東京で最初の調理師学校として
  香川調理師学校を設置

 1961年 女子栄養大学家政学部食物栄養学科を設置
  女子栄養学園と香川調理師学校を統合して　　
  「香川栄養学校」を設置

 1965年 「女子栄養大学」家政学部を栄養学部に改組、
  「栄養学科」を設置

 1967年 栄養学部に二部（夜間）を設置

 
 1969年 女子栄養大学大学院栄養学研究科栄養学
　  専攻修士課程を設置

 1976年 香川栄養学校を「香川栄養専門学校」に改組

 1980年 栄養学部に保健栄養学科を設置
 
 1989年 大学院に栄養学専攻博士後期課程を設置
 
 1993年 栄養学部に文化栄養学科を設置

 1994年 西オーストラリアの３大学と国際交流の提携

 1995年 大学院に保健学専攻修士課程を設置

 1997年 大学院保健学専攻に博士後期課程を設置
  創立者香川綾 死去 （享年98歳）
 
 2000年 女子栄養短期大学を「女子栄養大学短期大学部」
  に名称変更

 2001年 女子栄養大学短期大学部第二部（夜間）を廃止

 2010年 「香川栄養専門学校」を
  「香川調理製菓専門学校」に名称変更

 2020年 栄養学部二部（夜間）を廃止

学園の歩み

香川栄養学園の構成香川栄養学園の構成

就職率　98.7％

発育学
基礎栄養学
栄養生理学
臨床栄養学

環境保健学
地域保健学

応用身体情報処理学
実践運動学

運動・病態生理学
統合生理医科学
臨床生化学
分子生物学

看護保健教育学
学校保健学
発育健康学
養護教諭論

分子栄養学
生化学
生理学

食品学
食品機能学
調理科学

調理・食生活学

食文化人類学

環境教育学

医療栄養学
栄養管理学
栄養教育学
学校保健管理学

保健学
専攻

（修士課程）

学
校
法
人

　香
川
栄
養
学
園

栄養学専攻

保健学専攻

実践栄養学科
保健栄養学科
食文化栄養学科

 

 調理マイスター科
調理師科
製菓科

女子栄養大学
短期大学部

香川調理製菓
専門学校

女子栄養大学

大学院 栄養学研究科

栄養学部

栄養科学研究所

食物栄養学科
 

 調理専門課程

修士課程
博士後期課程
修士課程
博士後期課程

栄養科学専攻
保健養護専攻

 
 　
テクニックコース

　　内のデータは、2020年3月卒業生

その他
3.6％

公務員
10.7％

その他
 3.9％

女子栄養大学大学院 健康な社会のために
栄養学の質の高い実践を創造する力を極める学び
健康な社会のために
栄養学の質の高い実践を創造する力を極める学び
人間や食物を取り巻く環境、社会のニーズが日々変化していく中で、
食と健康に関するあらゆる研究課題に対応し、質の高い実践を創造で
きる研究者や専門家を目指します。

香川調理製菓専門学校 「食」の魅力を実感し
料理人として成長するための学び
「食」の魅力を実感し
料理人として成長するための学び
丁寧な技術指導で、基本の一つひとつを自分のものにし、確かな技術
と人を気遣う心で、 「食」を通して、喜びと感動を伝えられる、調理
や製菓のプロを目指します。

【取得可能な資格】
調理マイスター科［2年制］・調理師科［1年制］
　調理師免許、介護食士3級、キュイジィーヌ・バンケットコーディネーター3級 など

製菓科［1年制］
　ラッピングクリエーター 3級、カフェクリエーター 3級 など

テクニックコース［調理師科1年制＋製菓科1年制］
　調理師免許、介護食士3級、キュイジィーヌ・バンケットコーディネーター3級 など

女子栄養大学短期大学部
栄養士としての可能性を
短期間で最大限に伸ばす学び
栄養士としての可能性を
短期間で最大限に伸ばす学び
2年間で「食」の基本を徹底して学び、栄養士免許を取得します。子
どもから高齢者まで誰もが健やかに暮らせるよう、確かな食事の実践
力で、相手に寄り添い支える力を磨きます。
※社会に出て経験を積んで管理栄養士になる、大学に編入して学び続ける、専
門学校に進んで調理師免許を取得する、様々な道が選べます。

【取得可能な資格】
栄養士
栄養教諭二種免許状
フードスペシャリスト受験資格　など

女子栄養大学　栄養学部  実践栄養学科
「食」と健康をつなぎ
栄養学の実践力を極める学び
「食」と健康をつなぎ
栄養学の実践力を極める学び
どんなに複雑で困難な状況下でも、人々の暮らしと健康に貢献できる
食のプロフェッショナルとして、知識を生かせる実践力を身につけ、
管理栄養士を目指します。

【取得可能な資格】
管理栄養士国家試験受験資格
栄養士
栄養教諭一種免許状　など

女子栄養大学　栄養学部  保健栄養学科 栄養科学専攻
様々な領域での「食」の課題を
栄養学で柔軟に解決する力を伸ばす学び
様々な領域での「食」の課題を
栄養学で柔軟に解決する力を伸ばす学び
「食」のサポートが求められる様々な領域で、今、起きている「食」の
課題を、望む姿や成果に近づけつつ、柔軟に解決していくための科学的
な見方や力を養います。

【取得可能な資格】
 臨床検査学コース：臨床検査技師国家試験受験資格　など
 家庭科教職コース：中学校・高等学校教諭一種免許状「家庭」　など
　
栄養士  ＋ 

健康スポーツ栄養コース：スポーツ栄養実践指導者®　など
 食品安全管理コース：食品微生物検査技士受験資格　など

女子栄養大学　栄養学部  保健栄養学科 保健養護専攻
学校現場や地域で健康を守るため
栄養学を基盤に保健の実践力を極める学び
学校現場や地域で健康を守るため
栄養学を基盤に保健の実践力を極める学び
子どもの成長を第一に、学校現場や地域で健康に関する調整を行える
保健のプロフェッショナルとして、知識を生かせる実践力を身につけ、
養護教諭を目指します。

【取得可能な資格】
養護教諭一種免許状
中学校・高等学校教諭一種免許状「保健」
高等学校教諭一種免許状「看護」　など

料理をおいしく作る決め手は味。
材料に対する調味料の量がいい加減だとおいしい味に
なりません。健康にもよくありません。

香川綾は、基本的な料理を“計る”ことにこだわり、
調味パーセント（料理の材料の量に対して使用する
調味料の量の割合）を考案し、料理（レシピ）カードを
作りました。
計量カップと計量スプーンは、そのために必要な
道具として1948（昭和23）年に生まれました。

これにより、使う材料の量が違っても、ちょうどよい
調味料の量がわかり、誰がつくってもおいしい味に
仕上げることができるようになりました。

専門学校から大学院まで持つ本学園は、他に類を見ない「食」
に関する総合学園です。大学は、「栄養学部」の単科大学で
あり、料理を科学的な視点でとらえる
栄養学の実践を探求し続けてきました。
「予防医学」としての側面を
持つ「栄養学」で「食を通して
健康を増進し、病気を予防で
きる専門家を養成して社会に
貢献する」ことが、創立者が
求めた学園の姿であり、
今もなお学園がめざす「実践」の姿です。

女子栄養大学　栄養学部  食文化栄養学科
「食」にかかわる多様な価値観を尊重し
栄養学を魅力的に発信する力を伸ばす学び
「食」にかかわる多様な価値観を尊重し
栄養学を魅力的に発信する力を伸ばす学び
情報化社会・国際社会で、その人らしさ・その店らしさ・地域らしさ
を生み出す「食」の文化を探求し、健康な生活へとつなげるための豊
かな表現力と発信力を養います。

【取得可能な資格】
フードスペシャリスト受験資格
フードコーディネーター３級
調理師またはラッピングクリエーター３級
（調理・製菓プロフェッショナルコース履修者のみ）　など

〈女子栄養大学のキャラクター〉

1948（昭和23）年頃の
計量カップとスプーンの
試作品

現在の坂戸キャンパス

日本最初の理系の「栄養学部」から
「食」の総合学園へ
日本最初の理系の「栄養学部」から
「食」の総合学園へ

創立者香川綾が取り組んだ料理の計量化
～誰が作ってもおいしい味に～

創立者香川綾が取り組んだ料理の計量化
～誰が作ってもおいしい味に～

病院・
クリニック
26.4％

受託
給食会社
39.5％

調剤薬局・ドラッグストア 7.0％
公務員
 6.2％

福祉施設
（保育園・高齢者施設・障害者施設）

 17.1％

受託
給食会社
75.0％

保育園 10.7％

保育園
33.3％

受託給食会社
52.8％

病院  5.6％
公務員
1.4％

高齢者施設
1.4％

その他
5.6％

※本学園では、学生の皆さんが学生生活を安心して送れるよう、国などの公的機関や各種団体が実施するもののほか学園独自の奨学金制度を
　数多く設けています。



新型コロナウィルス感染拡大で、在宅生活が長期化する中、食事と運動の“実践”のヒントを発信新型コロナウィルス感染拡大で、在宅生活が長期化する中、食事と運動の“実践”のヒントを発信

家庭料理検定とは

栄養科学研究所

DATA
URL.https://www.eiyo.ac.jp/ions/ 

TEL.049-282-3701 ／ FAX.049-284-3679

栄養クリニック

DATA
URL.https://www.eiyo.ac.jp/fuzoku/clinic/

TEL.03-3918-6181 ／ FAX.03-3915-3760 

生涯学習センター

DATA
URL.https://www.eiyo.ac.jp/llsc/

TEL.03-3917-9657 ／ FAX.03-3918-6499
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栄養学の実践を通して
社会に貢献
栄養学の実践を通して
社会に貢献

【社会連携の現状（2020年 3月末現在） 】

【連携先との取組事例】

地域密着！「あらかわ満点メニュー」の開発 手軽に「たんぱく質」を
摂取できるふりかけを監修

　本学園が、 2006年に初めて包括連携の協定を結び、
社会連携活動に積極的に取り組み始めてから14年が経
ちました。これまで結んだ産官学連携の協定数は125
件、個別契約での取組を含めると、連携の数は200件
を超えています。
　栄養学の実践を探求し続けてきた本学園が取り組む社
会連携は、それぞれの連携先が大切にしている“ものづ
くり”や“まちづくり”、“健康づくり”へのこだわりを
尊重し、目指す姿の実現に向けて、一緒に考え、取り組
んでいくことを基本に進めています。

　14年前から取り組んでいる「あらか
わ満点メニュー」の開発事業。区民の健
康を支えるために始まった本事業には短
期大学部の学生が参加（指導：小澤啓子
専任講師）して、区内飲食店と共におい
しくて、ヘルシーなメニューの考案・提
供を続けている。

　ウエルシア薬局のPB商品として、
埼玉県産大豆(里のほほえみ)を100%
使用したヨーグルトに葉酸200㎍を
配合した「女子栄養大学監修　大豆ま
るごとヨーグルト」(監修：宮澤紀子
専任講師)を発売。

　「農」のＪＡ香川県と「食」の女子栄養大
学がそれぞれの知見を持ち寄り、香川県
産農畜産物を使ったレシピ開発・商品開
発を実施。「時短」や「食事」などをテー
マに学生たちがレシピを考案。

　「花の町　鴻巣市」を食用花で盛り上
げようと「薬食同源プロジェクト」の
一環で、学生考案によるエディブルフ
ラワー (食用花)を使用したメニュー
を市内のカフェで限定発売。

　株式会社永谷園より、毎日の
食事の中で手軽にたんぱく質を
摂取できる女子栄養大学監修の
ふりかけが首都圏エリア限定で
発売。（監修：川端輝江教授）
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健康をテーマにした商品の共同開発
ウエルシア薬局 株式会社

株式会社 永谷園

香川県産農畜産物を使った
レシピ・商品の共同開発

JA香川県

　三芳町産野菜の周知やブランド
化を目的に活動している「みよし
野菜ブランド課推進研究会」と食
料・地域経済学研究室（平口嘉典
専任講師）のゼミ生が協力して「み
よし野菜  癒しのレシピ」の３メ
ニューを考案。

三芳町（埼玉県）

食用花を使用した
健康メニューを限定発売

鴻巣市（埼玉県）

企業・団体

29

高等学校

47

大学・研究機関等

15（うち海外６）

坂

人々の健康のために
栄養学を探求し続けてきたから
多彩な「食」のスペシャリストを
育成できる

総合案内

　人として生まれて、幸せに生きがいのある生涯を送るに
は、健康が基本です。日本は今、世界でも有数の長寿国とな
り、健やかに成長し、健やかに生きる上で、「食と栄養」は、
人生や生活を支える大切なテーマになっています。
　本学園は創立以来、この「食と健康」を中心として教育研
究・人材育成・普及啓発の活動に力を注いでいます。特に理
論を実践的なものとして実行できる｢食｣のスペシャリスト
を輩出し、日本人の健康の維持・増進に貢献してまいりまし
た。これからも人々の健康づくりのために、学園長としてお
手伝いできれば幸いです。

　本学園は、世界に類を見ない「食」に特化した学園です。
建学の精神と共に「食は生命（いのち）なり」という言葉を
創立者から受け継いで以来87年を越え、今日を迎えました。
　本学園には、社会の変化に応じて成長してきた証として
の実績と伝統があります。それをもとに、学生・生徒の「食
と健康」への様々なニーズに応えることのできる確かな学
びがあります。大学院、大学、短期大学部、専門学校がそ
れぞれ連携しながら学修をすすめられることも大きな特徴
です。卒業後は学園で学んだことを社会や自分自身に活か
しながら活躍できる「人材育成」に力を注いでいます。こ
のパンフレットを通じて、本学の確かな学びと社会に貢献
する姿をお伝えすることができればと思います。

　本校は将来の調理人、パティシエ、ブーランジェを教育する
専門学校です。本学園の大学や短期大学部からの食に関する
様々な情報を有する環境で教育が展開していく特徴があります。
　本校では、伝統と最新の情報を組み入れたカリキュラムを
通して、「食」の魅力を実感し、「安全で美味しいものを作る」
心構えと技術を身につけていきます。そして、楽しみながら
人と人との絆を深められる「食の時間」の大切さを感じても
らいたいと思っています。
　料理とは、時代とともに進化するもの。そして、世界中と
つながることができるものです。そんな刺激的で、極めるほ
どに楽しみが深まる「食」の世界についての学びが、ここに
あります。

私たちが見つめるその先には、
「食」の新しい可能性と、

一人一人の健康な未来があります。

建学の精神
「食により人間の健康の　
維持・改善を図る」のもと
栄養学の実践を極める。

そのための確かな学びが、
ここにあります。
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学校法人　香川栄養学園

学園長　香川 芳子

学校法人　香川栄養学園理事長
女子栄養大学・女子栄養大学短期大学部

学長　香川 明夫
香川調理製菓専門学校

校長　古川 瑞雄

学園の学びを
地域社会に還元
 

学園の学びを
地域社会に還元
 

外部から委託される研究を実施
するほか、栄養科学研究所講演
会やHPを通じて情報発信を行っ
ています。また「栄養クリニッ
ク」と食品の成分分析を行う「食
品成分分析センター」を併設し
ています。

S

主に食生活見直しによる生活習
慣病の予防・肥満治療・メタボ
リックシンドローム対策を中心
として、検査、測定、医師によ
る診察、管理栄養士による栄養
相談、運動指導員による指導な
どを行っています。
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それぞれの学び方に合わせた生
涯学習のメニューを各種ご用意
しています。
◎通信教育　◎公開講座
◎家庭料理技能検定
◎香川料理教室
◎「女子栄養大学生涯学習講師」認定制度

創刊85年を迎えた月刊誌『栄養
と料理』、『食品成分表』等のデー
タ本のほか、各種の健康に役立
つ情報本、健康書、料理本、栄養
計算ソフト「栄養Pro」などの出
版活動を通して、人々の豊かで
健康な生活に寄与しています。

学園で学ぶ学生・生徒の実践教
育の場ですが、一般のお客様に
も予約にてご利用いただけるレ
ストランとして、会食や宴会、出
張料理などを承っております。  
食事をより楽しむ企画「ワイン
セミナー」も開催しています。

専門学校製菓科生徒の実践教育
の場ですが、一般のお客様もご
利用いただけます。  ケーキ・
クッキー・パン・焼き菓子など
を学内で製造・販売。
mini喫茶コーナーも併設してい
ます。

学園オリジナル商品をはじめ、
書籍・教科書・実習用白衣・エ
プロン・包丁・調理器具・文具
など、授業に必要なもの全般を
販売しています。在学生、保護
者の方、一般の方でも気軽に立
ち寄っていただけるお店です。

K S

学園創立者 香川昇三・綾の遺
品や著作の展示を通し、学園の
教育理念と歴史、栄養学の紹介、
香川綾の女子高等教育や職業人
教育への姿勢などを紹介してい
ます。
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坂戸キャンパス
埼玉県坂戸市千代田３-９-21
東武東上線「若葉」駅より徒歩3分

栄養学部
大学院
栄養科学研究所
代理部（サムシング）
農園（坂戸キャンパスから徒歩10分）

栄養学部
大学院
栄養科学研究所
代理部（サムシング）
農園（坂戸キャンパスから徒歩10分）

駒込キャンパス
東京都豊島区駒込３-24-３
JR・東京メトロ南北線「駒込」駅より徒歩3分

短期大学部
香川調理製菓専門学校
栄養クリニック
生涯学習センター
出版部
代理部（サムシング）
レストラン松柏軒
菓子工房プランタン

短期大学部
香川調理製菓専門学校
栄養クリニック
生涯学習センター
出版部
代理部（サムシング）
レストラン松柏軒
菓子工房プランタン

キャンパスガイド

栄養学の実践の基本は、日々の食事であり、家庭での料理です。
「家庭料理検定」は、健やかな成長や健やかな暮らしを支えている「家庭料理」の知識と技能を評価
する検定です。
健康に役立つ知識に加えて、おいしい料理を作る技術を身につけることができます。
毎日家庭で大切な人のために料理をしている自分の実力を測ってみるきっかけにもなります。
進学や就職活動の際に、自分の魅力としてアピールすることもできます。　
みんなが食べている料理のことですから、小学生から大人まで、いくつになっても、いつからでも、
挑戦できます。　

　新型コロナウィルス感染拡大により、外出自粛が呼び掛けられる中、在宅生活は長期化していきました。
　こうした状況だからこそ、日々の暮らしに役立てていただけるよう、学園ホームページに、食事と運動の実践の
ヒントを発信するための「STAY HOME サポートページ」を立ち上げました。
〈学園ホームページに
  「 STAY HOME サポートページ 」を新設〉

[主な発信内容]
●栄養クリニック YouTube：食事と運動で免疫力を高めよう
●教員からの実践メッセージ：教員自ら在宅生活で行っている取組・工夫、お家で
チャレンジできる料理やお菓子づくり（専門学校 YouTube）など

●「栄養と料理」から再発見  ：バックナンバーからの役立つ情報
●生涯学習講師からの実践メッセージ：バランスのとれた食事や簡単にできるレシピなど
●社会連携からのメッセージ：新たな連携先や連携協定を結んでいる自治体からの発信

Pick
UP STAY HOME サポートページ

長期化する在宅生活で
健やかに暮らす
実践メッセージ

食事と運動の
“実践”のヒント

ウエルシア薬局店舗
にて発売（現在は販売終了）
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「毎日パクパクたんぱく質！
 ふりかけ
　 大豆andナッツ」

「毎日パクパクたんぱく質！
 ふりかけ
　 おかかand納豆」

栄養
学の
実践を通して社会に貢献

健康づくり

メニュー開発食　　育
健康

人間 食物
栄養

料理

計画づくり

商品開発

人材育成 食品ロス削減

スポーツ栄養

女子栄養大学

自治体

企  業高等学校
大学等

※2020年4月に社会連携事例集を作成し、
　女子栄養大学HPに掲載
https://www.eiyo.ac.jp/daigaku/socialcontributions/

女子栄養大学　社会連携 検索

三芳町産野菜のPRをお手伝い
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三芳町（埼玉県）

食用花を使用した
健康メニューを限定発売

鴻巣市（埼玉県）

企業・団体

29

高等学校

47

大学・研究機関等

15（うち海外６）

坂

人々の健康のために
栄養学を探求し続けてきたから
多彩な「食」のスペシャリストを
育成できる

総合案内

　人として生まれて、幸せに生きがいのある生涯を送るに
は、健康が基本です。日本は今、世界でも有数の長寿国とな
り、健やかに成長し、健やかに生きる上で、「食と栄養」は、
人生や生活を支える大切なテーマになっています。
　本学園は創立以来、この「食と健康」を中心として教育研
究・人材育成・普及啓発の活動に力を注いでいます。特に理
論を実践的なものとして実行できる｢食｣のスペシャリスト
を輩出し、日本人の健康の維持・増進に貢献してまいりまし
た。これからも人々の健康づくりのために、学園長としてお
手伝いできれば幸いです。

　本学園は、世界に類を見ない「食」に特化した学園です。
建学の精神と共に「食は生命（いのち）なり」という言葉を
創立者から受け継いで以来87年を越え、今日を迎えました。
　本学園には、社会の変化に応じて成長してきた証として
の実績と伝統があります。それをもとに、学生・生徒の「食
と健康」への様々なニーズに応えることのできる確かな学
びがあります。大学院、大学、短期大学部、専門学校がそ
れぞれ連携しながら学修をすすめられることも大きな特徴
です。卒業後は学園で学んだことを社会や自分自身に活か
しながら活躍できる「人材育成」に力を注いでいます。こ
のパンフレットを通じて、本学の確かな学びと社会に貢献
する姿をお伝えすることができればと思います。

　本校は将来の調理人、パティシエ、ブーランジェを教育する
専門学校です。本学園の大学や短期大学部からの食に関する
様々な情報を有する環境で教育が展開していく特徴があります。
　本校では、伝統と最新の情報を組み入れたカリキュラムを
通して、「食」の魅力を実感し、「安全で美味しいものを作る」
心構えと技術を身につけていきます。そして、楽しみながら
人と人との絆を深められる「食の時間」の大切さを感じても
らいたいと思っています。
　料理とは、時代とともに進化するもの。そして、世界中と
つながることができるものです。そんな刺激的で、極めるほ
どに楽しみが深まる「食」の世界についての学びが、ここに
あります。

私たちが見つめるその先には、
「食」の新しい可能性と、

一人一人の健康な未来があります。

建学の精神
「食により人間の健康の　
維持・改善を図る」のもと
栄養学の実践を極める。

そのための確かな学びが、
ここにあります。

私たちが見つめるその先には、
「食」の新しい可能性と、

一人一人の健康な未来があります。

建学の精神
「食により人間の健康の　
維持・改善を図る」のもと
栄養学の実践を極める。

そのための確かな学びが、
ここにあります。

学校法人　香川栄養学園

学園長　香川 芳子

学校法人　香川栄養学園理事長
女子栄養大学・女子栄養大学短期大学部

学長　香川 明夫
香川調理製菓専門学校

校長　古川 瑞雄

学園の学びを
地域社会に還元
 

学園の学びを
地域社会に還元
 

外部から委託される研究を実施
するほか、栄養科学研究所講演
会やHPを通じて情報発信を行っ
ています。また「栄養クリニッ
ク」と食品の成分分析を行う「食
品成分分析センター」を併設し
ています。

S

主に食生活見直しによる生活習
慣病の予防・肥満治療・メタボ
リックシンドローム対策を中心
として、検査、測定、医師によ
る診察、管理栄養士による栄養
相談、運動指導員による指導な
どを行っています。

K
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それぞれの学び方に合わせた生
涯学習のメニューを各種ご用意
しています。
◎通信教育　◎公開講座
◎家庭料理技能検定
◎香川料理教室
◎「女子栄養大学生涯学習講師」認定制度

創刊85年を迎えた月刊誌『栄養
と料理』、『食品成分表』等のデー
タ本のほか、各種の健康に役立
つ情報本、健康書、料理本、栄養
計算ソフト「栄養Pro」などの出
版活動を通して、人々の豊かで
健康な生活に寄与しています。

学園で学ぶ学生・生徒の実践教
育の場ですが、一般のお客様に
も予約にてご利用いただけるレ
ストランとして、会食や宴会、出
張料理などを承っております。  
食事をより楽しむ企画「ワイン
セミナー」も開催しています。

専門学校製菓科生徒の実践教育
の場ですが、一般のお客様もご
利用いただけます。  ケーキ・
クッキー・パン・焼き菓子など
を学内で製造・販売。
mini喫茶コーナーも併設してい
ます。

学園オリジナル商品をはじめ、
書籍・教科書・実習用白衣・エ
プロン・包丁・調理器具・文具
など、授業に必要なもの全般を
販売しています。在学生、保護
者の方、一般の方でも気軽に立
ち寄っていただけるお店です。

K S

学園創立者 香川昇三・綾の遺
品や著作の展示を通し、学園の
教育理念と歴史、栄養学の紹介、
香川綾の女子高等教育や職業人
教育への姿勢などを紹介してい
ます。

Campus GuideCampus Guide

坂戸キャンパス
埼玉県坂戸市千代田３-９-21
東武東上線「若葉」駅より徒歩3分

栄養学部
大学院
栄養科学研究所
代理部（サムシング）
農園（坂戸キャンパスから徒歩10分）

栄養学部
大学院
栄養科学研究所
代理部（サムシング）
農園（坂戸キャンパスから徒歩10分）

駒込キャンパス
東京都豊島区駒込３-24-３
JR・東京メトロ南北線「駒込」駅より徒歩3分

短期大学部
香川調理製菓専門学校
栄養クリニック
生涯学習センター
出版部
代理部（サムシング）
レストラン松柏軒
菓子工房プランタン

短期大学部
香川調理製菓専門学校
栄養クリニック
生涯学習センター
出版部
代理部（サムシング）
レストラン松柏軒
菓子工房プランタン

キャンパスガイド

栄養学の実践の基本は、日々の食事であり、家庭での料理です。
「家庭料理検定」は、健やかな成長や健やかな暮らしを支えている「家庭料理」の知識と技能を評価
する検定です。
健康に役立つ知識に加えて、おいしい料理を作る技術を身につけることができます。
毎日家庭で大切な人のために料理をしている自分の実力を測ってみるきっかけにもなります。
進学や就職活動の際に、自分の魅力としてアピールすることもできます。　
みんなが食べている料理のことですから、小学生から大人まで、いくつになっても、いつからでも、
挑戦できます。　

　新型コロナウィルス感染拡大により、外出自粛が呼び掛けられる中、在宅生活は長期化していきました。
　こうした状況だからこそ、日々の暮らしに役立てていただけるよう、学園ホームページに、食事と運動の実践の
ヒントを発信するための「STAY HOME サポートページ」を立ち上げました。
〈学園ホームページに
  「 STAY HOME サポートページ 」を新設〉

[主な発信内容]
●栄養クリニック YouTube：食事と運動で免疫力を高めよう
●教員からの実践メッセージ：教員自ら在宅生活で行っている取組・工夫、お家で
チャレンジできる料理やお菓子づくり（専門学校 YouTube）など

●「栄養と料理」から再発見  ：バックナンバーからの役立つ情報
●生涯学習講師からの実践メッセージ：バランスのとれた食事や簡単にできるレシピなど
●社会連携からのメッセージ：新たな連携先や連携協定を結んでいる自治体からの発信

Pick
UP STAY HOME サポートページ

長期化する在宅生活で
健やかに暮らす
実践メッセージ

食事と運動の
“実践”のヒント

ウエルシア薬局店舗
にて発売（現在は販売終了）

新型コロナウィルス感染拡大で、在宅生活が長期化する中、食事と運動の“実践”のヒントを発信新型コロナウィルス感染拡大で、在宅生活が長期化する中、食事と運動の“実践”のヒントを発信

2020

「毎日パクパクたんぱく質！
 ふりかけ
　 大豆andナッツ」

「毎日パクパクたんぱく質！
 ふりかけ
　 おかかand納豆」

栄養
学の
実践を通して社会に貢献

健康づくり

メニュー開発食　　育
健康

人間 食物
栄養

料理

計画づくり

商品開発

人材育成 食品ロス削減

スポーツ栄養

女子栄養大学

自治体

企  業高等学校
大学等

※2020年4月に社会連携事例集を作成し、
　女子栄養大学HPに掲載
https://www.eiyo.ac.jp/daigaku/socialcontributions/

女子栄養大学　社会連携 検索

三芳町産野菜のPRをお手伝い


