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学園の歩み
 
 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
 
 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

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。

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

駒込キャンパス駒込キャンパス

坂戸キャンパス坂戸キャンパス



はじめに
栄養学の実践を通して、健康な社会へ

教育こそ、大きな社会貢献

香川栄養学園の歩み

本学園は、創立者香川昇三・綾の「食により人間の健康
の維持・改善を図る」ことを理念として建学されました。

年に学園の前身となる「家庭食養研究会」が発足し
てから、女子栄養短期大学（ 年）、香川調理師学校
（ 年）、女子栄養大学（ 年）、女子栄養大学大学
院修士課程（ 年）、女子栄養大学大学院博士後期課程
（ 年）を設置するなど、長い歳月をかけて、栄養学の
実践・教育・研究の拠点としての「食」の総合学園を創り
上げてきました。
現在に至るまで卒業生は 万名以上に上り、人々の健康の

ために「食」のスペシャリストを養成し続けることで、社
会に大きく貢献しています。

本学園は、栄養学に関する専門の知識と技術を生かし、その実践を通して、
自治体、企業、高等学校の皆さま方と共に、社会に貢献していく役割を果たし
たいと考えています。
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。
連携内容は、社会的要請に栄養学の実践を通してお応えする形で実施してい

るため、健康づくり、食育、地域の計画づくり、飲食店との協働によるメ
ニュー開発、地域産物を使ったレシピづくり、新たな商品の企画開発、地域の
健康づくりを担う人材育成、高等学校への講師派遣や交流授業の実施、運動部
選手への栄養サポートといったように、実に様々です。
こうした取組の多くに、本学の教員とともに学生も参加しています。
「栄養」と「料理」は、人々の健康や地域の食物と深く関わり、市場に出回

る商品の価値として経済活動とも関わります。学生たちは、社会の中で、本学
で身に付けた知識と技術を生かし、実際に活動してみることで、大きく成長し
ていきます。成長した学生たちが、社会に出て、活躍の場を広げることにもつ
ながっています。
今回、栄養学の実践を探求し続けてきた本学園が、社会連携として取り組ん

できた特徴的な事例をご紹介することで、「栄養」と「料理」の重要性と可能
性が再認識され、健康な社会を目指し、新たな連携が生まれてくることを期待
しています。

学校法人香川栄養学園 広報戦略室

〈女子栄養大学の
キャラクター〉

（昭和 ）年頃の計量カップ
とスプーンの試作品

創立者香川綾が取り組んだ
料理の計量化
誰もがおいしい味の
料理に仕上げること
ができるように、計
量カップとスプーン
を使って、調味料の
分量や作り方を明ら
かにし、料理（レシ
ピ）カードを考案し
ました。

2020年4月
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取組事例の特徴と紹介

取組事例 連携先 連携のポイント
①地域密着！「あらかわ満点メニュー」の開発 荒川区 自治体 飲食店メニュー開発

②人口１万人の町の計画づくりをサポート 栃木県市貝町 自治体 計画づくり健康づくり・食育

⑤香川県産農畜産物を使ったレシピの共同開発 （農協） レシピづくり地域産物
「食」を通じて「農」を考える

香川県

⑥料理を格段においしく作れる豆腐の共同開発 食品メーカー 商品開発調理用豆腐
株式会社
三和豆水庵

⑧地域の健康づくりの拠点となる薬局をサポート 薬局 商品開発人材育成ウエルシア薬局
株式会社

④おいしく食べきり「食品ロス削減」への協力 自治体 食品ロス削減 としまコミュニティ大学豊島区

③あらゆる世代の健康づくりを「食」でサポート 埼玉県三郷市 自治体 朝食レシピ フレイル予防

イオン株式会社

浦和学院高等高校

秋田県

⑨高校生が食育の重要性を大学で学び、伝える 高等学校 食育 大学訪問

本学園の社会連携活動は、自治体、企業、高等学校など、各方面からの
様々なご要望にお応えする形で実施しているため、その内容も多岐にわたっ
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。

取組を進めるにあたっては、地域のこと、特産品のこと、商品のこと、お
店のこと、お客さんのこと、高校生のこと、様々な視点から、「食」につい
ての現状を知るところから始まります。いずれの取組にも、生き生きとした
人との関わりと、様々な調整や工夫によるメニューや商品、学びの場の創出
がみられます。

ここでは、そうした特徴ある取組について、連携のポイントに着目して、
１０の事例を紹介します。

⑦中食を通して健康づくりをサポート

⑩高校運動部選手への栄養サポートに協力 県教育委員会 高校生 スポーツ栄養

食品流通 商品開発弁当・惣菜
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地域密着！「あらかわ満点メニュー」の開発
自治体 飲食店メニュー開発

荒川区が取り組む「あらかわ満点メニュー」 女子栄養大学短期大学部小澤啓子専任講師
栄養指導研究室 からのメッセージ

荒川区×女子栄養大学短期大学部

年に荒川区（東京都）からの依頼により始まった「あらかわ満点メニュー」の開発。
これ以降、毎年事業の実施に関する協定を結び、協力して取り組んでいます。
「あらかわ満点メニュー」は、荒川区と区内の飲食店と女子栄養大学短期大学部が連携して、
区民の皆さんの健康づくりを応援するため、安くて、おいしくて、ヘルシーをコンセプトに、
お店独自の味を生かしながら考案しているものです。野菜を増やす、食塩を減らすなどの工夫
を重ねて商品化されており、 年度にも 月に新たなメニューが開発・販売されています。

【活動内容】
⚫ 飲食店で提供される栄養バランスのとれたメニュー開発の協力

⚫ 栄養について手軽に学べる啓発資材の作成

町の飲食店で、おいしく安く健康的
なメニューが食べられたら・・・。
そんな思いで、荒川区の飲食店と大学
と保健所と協同して開発がスタートした
「あらかわ満点メニュー」。全国に先駆
けた事業も今年度で14年目を迎え、今ま
でに60万食超という販売実績からも分か
るように、「地域密着型の食環境整備事
業」に成長しました。満点メニューを食
べられる町、食で健康を目指す町、そん
な荒川区を訪ねてみませんか。

栄養価の詳細
な分析

店主さん
の想い

味や見た目、ボ
リューム、価格等
を総合的に検証

食材の選択・
組合せ

栄養
バランス

おいしさ

安さ

満足感

盛り付け

メニューの開発にあたっては、担当する
学生が店舗に出向き、店主さんの想いや大
切にしているお店の特徴をお聞きし、メ
ニュー分析を行うことから始めます。それ
をもとに、おいしくヘルシーであることは
もちろん、見た目や価格等、すべてが「満
点」であるメニューを目指します。栄養価
の詳細な分析や試作、店主さんとの話し合
いを何度も繰り返し、信頼関係を育みなが
ら、メニューを一緒に開発していきます。

お店で料理がテーブルに運ばれるまでの間に読むことのできるリーフレット「３分でわかる
栄養学」を通して、栄養成分表示の見方など役立つ栄養情報を年６回提供しています。

試作・再分析

店主さんへのインタビュー
（飲食店での実態把握）

メニュー分析

お店の
特徴

メニュー提案

試作・再分析

専門的知識・スキルの提供はもちろんですが、学
生ならではの柔軟な発想、バランス満点なメニュー
を開発したいという純粋な想いをもって、店主さん
の心を動かせるメニュー提案ができるよう、ゼミの
活動として取り組んでいます。
これからも、店主さんと学生との信頼関係を大切

にしながら、メニュー開発、栄養情報の提供を通し
て、荒川区民の方々の健康増進に携わっていきたい
と思います。

学生の柔軟な
発想・純粋な

想い

店主さんの
こだわり・お
店への想い

メニュー開発

実態把握から開発まで
メ二ューに求められる
様々な要素を満たすた
めに調整

（店主さんへのインタビュー） （メニューの写真撮影）

メニュー分析
から開発まで、
店主さんとの
話し合いを繰
り返し実施

〈事例①〉
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人口１万人の町の計画づくりをサポート
市貝町×女子栄養大学

2016年に女子栄養大学と市貝町（栃木県）は、健康増進に関する包括協定を結びました。
市貝町は、栃木県の南東部に位置し、「サシバ」という渡り鳥（タカ）がすむ自然豊かな里地

里山に恵まれ、約11,800人（高齢化率28.9％）が暮らす町です。市貝町では、脳卒中の死亡比が
全国平均の2倍近い数値であること、喫煙率が全国や県の平均よりも高いこと、食塩摂取量が国
の摂取目標量の1.5倍などの健康課題が浮き彫りになっています。
こうした健康課題の解決に向けて、2009年度に策定された市貝町健康増進計画（第１期）の改

定作業に健康福祉課とともに取り組み、新たな10か年計画として「はつらつ市貝21（市貝町健康
増進計画・食育推進計画 第２期）が2019年3月に完成しました。
【活動内容】⚫ 町の健康増進計画・食育計画の策定、計画推進のサポート

市貝町全体に元気の輪を広げたい

自治体 計画づくり
健康づくり・

食育

計画の策定に
あたっては、
庁内の全課の
職員を交えた
ワークショッ
プの実施から
スタートし、
事務局である
健康福祉課と
の話し合いを
重ねながら、
計画完成まで
の作業に協働
して取り組み
ました。

女子栄養大学 林芙美准教授
（食生態学研究室 からのメッセージ

栃木県は、脳卒中による死亡率がワーストクラス
（ 年で男性が全国ワースト４位、女性がワースト
位）で、市貝町は県内でもかなり悪い状況にありまし
た。そこで、脳卒中予防に向けて、 年に初めて管
理栄養士（三村さん）を職員に迎え、彼女の母校であ
る女子栄養大学と 年に健康づくりに関する協定を
結びました。 年からは管理栄養士が１名増え、
名体制となっています。現在、市貝町では、地域の集
会所での元気体操を通じて、町全体へ元気の輪を広げ
ています。三村さんも、元気づくりコーディネーター
の一期生として、元気づくりをサポートしながら、町
の栄養関係事業に取り組んでいます。

学校では、栄養士・養護教諭が中心となり、減塩教
育を実施しています。 年度には、町内の小学校
で児童と保護者を対象とした食塩摂取量の実態を把握
することで、課題が共有できました。町内飲食店・直
売所では、スマートミール®認証（健康的な空間で栄
養バランスのとれた食事を提供する飲食店を認証する
制度）を活用し、地域食材を使った減塩メニューが提
供されています（ 年 月現在 店舗）。道の駅で
は、減塩商品やスマートミールを実際に味わうことが
できるイベントも定期的に実施しています。活動の様
子が地元の新聞などを通じて紹介されることで、参加
できなかった方への情報提供にもつながっています。

道の駅「サシバの里いちかい」にて、
スマートミールの試食や、「輪になって

みんなでつくろう健康いちかい～ひとりひ
とりができること～」として、町民の声を
集める参加型のイベントを実施しました。

計画の推進に
おいては、
町全体で、子
どもも大人も、
家庭でも職場
でも、飲食店
でも直売店で
も重点課題で
ある「減塩」
と「禁煙・受
動喫煙防止」
に取り組める
よう活動の場
を広げてきま
した。

大学院生・学部生が
イベントをサポート

〈事例②〉
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自治体 フレイル予防朝食レシピ

三郷市×女子栄養大学
あらゆる世代の健康づくりを「食」でサポート

三郷市の健康づくりの考え方 女子栄養大学 堀端薫准教授
（給食システム研究室）からのメッセージ

女子栄養大学と三郷市の連携は、 年度の学生実習の受入れから始まり、 年度には若い
世代向けの朝食レシピ集を作成、それを活用した市民向けの調理教室にも取り組んでいます。

三郷市は、埼玉県の東南端に位置し、人口約14万人の市で、若い世代を中心とした転入などに
より人口増加が続いており、重点施策の１つに「赤ちゃんから高齢者までのすこやかライフの充
実」が掲げられています。

さらに連携を深めるため、 年 月に包括協定を結び、 年度には、小中学校の食育の推進
や高齢者の健康づくりをサポートする、新たな連携も実施されました。

【活動内容】
⚫ 若い世代向けの朝食レシピ集を共同で作成

⚫ 高齢者のフレイル予防に向けた料理教室・
講演会をサポート

三郷市が2016年に実施した「健康づくりに関するアンケート調査」で、若
い世代の朝食欠食率が高いことがわかりました。そこで、朝ごはんを食べる
習慣を身につけるために、2017年度に、簡単、早い、おいしいをコンセプト
に、「すこやかみさと朝食レシピ “ぱぱっと簡単！
しあわせ朝ごはん“」を、共同で作成しました。

それ以降、朝食レシピ集の作成に携わった堀端薫准教
授が講師となり、おやこクッキング教室「ぱぱっと簡単！
朝食料理教室」が開催されています。保育園児と
保護者の方を対象とした教室では、子どもでもで
きる簡単な料理を楽しく作っています。

⚫ 小・中学校の管理職・教諭・栄養教諭等を対象とした食育指導力向上のための講演

2020年1月に「令和元年度埼玉県小・中学校食育指導力向上授業研究協議会」（会場：三郷市
立瑞木小学校）において、香川明夫学長が「教育と食育の関わり」について講演しました。

2019年度は、高齢者のフレイル予防に向けて、たんぱ
く質を上手に手軽に摂取できる料理のレシピを考案（栄
養食事療法学研究室府川則子准教授）。レシピを活用し
た「男性のためのフレイル予防調理教室」の運営業務を
研究室が受託し、学生とともに体組成の計測や咀嚼力の
評価を交えた調理実習を行いました。さらに市民のかた
を対象としたフレイル予防の講演会に講師として参加し、
加齢による身体状況の変化や日々の食事で気をつけたい
ことについて解説しました。

品の朝食レシピを紹介。
８つの調理動画も作成・
で公開。

（おやこクッキング教室の様子）

（朝食レシピ集の作成）

（フレイル予防教室の様子）

講話の実施とともに、体
組成の計測、調理実習
等、教室の運営を受託。

これまでよりからだを少し動かす、
食事に少し気を配るなど、身近
で簡単な活動から始めてみる。
それらのきっかけとなる取組を
市内の様々な人たちと連携して
進めていくことで、市の健康づくりの歯車
を動かし、多くの人が健康づくりに参加し
やすい環境づくりを目指しています。

三郷市では、市民一人ひとりに適した健康づくりを支え
ていくことを目的とした「十人十色の健康づくり」を基本
の考え方にしています。

健健康康づづくくりり
ののききっっかかけけ

健健康康づづくくりり
へへのの参参加加

ままちち全全体体のの
健健康康づづくくりりのの
盛盛りり上上ががりり

（フレイル予防講演会の様子）

「すこやかみさと朝食レシピ “ぱぱっと簡単！しあわ
せ朝ごはん“」は、研究室のゼミの学生と一緒に考え
ました。”時短で簡単“をコンセプトに工夫しています。
保育園の年長組の親子を対象にした料理教室では、園
児の皆さんが一生懸命に作り方を聞いて、調理してい
る姿にいつも感動しています。親子で楽しんで食事を
作る機会が少しでも増えればと思っています。また、
このような活動を通じて、私たちの三郷市への理解も
深まり、学生実習の事前指導の際などに役立てること
ができています。

〈事例③〉
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おいしく食べきり「食品ロス削減」への協力
自治体 としまコミュ二ティ大学食品ロス削減

豊島区×女子栄養大学短期大学部

2007年、女子栄養大学と豊島区は「街全体をキャンパス」にというコンセプトのもと、区内の
６大学（2016年から7大学）とともに「連携・協働に関する包括協定」を締結しました。としまコ
ミュニティ大学の講座では、本学教員による食や栄養に関する講演が実施されています。

「食品ロス削減」に向けた取組として、2019年には、講座やイベントへの協力、大学キャンパ
ス内にあるレストラン「松柏軒」の豊島区食べきり協力店登録など、新たな連携が進み始めまし
た。また、豊島区防災フェスに参加し、備蓄食品を使ったメニューの紹介も行いました。

【活動内容】

女子栄養大学短期大学部 豊満美峰子教授
調理学研究室 からのメッセージ

⚫ 食品ロス削減への協力

2019年度は、登録して学ぶマナビト生向け講座で
「何をどれだけ食べたらよいのか～四群点数法の実践
～」（小澤啓子専任講師）、一般公開講座で「味噌汁
の健康効果」（五明紀春名誉教授）、「家庭でできる
体に優しい中国料理」（豊満美峰子教授）が開講され
ました。

⚫ としまコミュニティ大学で大学の特色を生かした講座への協力

（食品ロス削減対策講座①） （食品ロス削減対策講座②）
「ムダをなくして美味しく食べよう！
保存と使い切りテク」（ 豊満美峰子教授）

「食材をムダなく使い切ろう」
（児玉ひろみ専任講師）

（としまコミュニティ
大学では、豊島区と
区内 大学が協働で
講座を開催）

区民の集い「食品ロス削減の輪を広げるイベント」では、香川
明夫学長が「めざそう！ロスをロスする食育」と題した講演で、
食育の歴史から世界の食料事情まで様々なことをお話しました。

食物を大切にする心を育む「食品ロ
ス対策削減講座」が、西武池袋本店の
キッチンスタジオで開催され、本学の
教員が、オープンスペースで実際に調
理をしながら、食品ロス削減につなが
るレシピを紹介しました。

「「未来へ ひびきあう 人 まち・としま」を目指して

街は人々が集い、生活し、文化が生み出される舞台です。
豊島区は、さまざまな人々と共に生き、共に責任を担う協
働・共創のまちづくりを推進しています。

食品ロス削減対策では、食品ロス削減対策講座や啓発冊
子の監修など『食』の専門大学である女子栄養大学と連携
しながら進めております。

また、としまコミュニティ大学では、学びを通じて、人
と人がつながり、いきいきとした地域づくりにつながる
「学びの循環（わ）」の中で、地域（街・社会）文化の担
い手づくりを目指しています。

区主催の「としま 防災フェス」に、長田斎教授
とゼミの学生が参加し、区の備蓄食品のアルファ化米を使った
家庭でおいしく食べられる料理を提案し、試食を提供しました。

女子栄養大学の駒込キャンパス内にあるレストラン「松柏軒」
が食品ロス削減に取り組む「食べきり協力店」※第１号に登録され
ました。 ※2019 年 月から、豊島区が食品ロス削減に取り組む飲食店、宿

泊施設等を「豊島区食べきり協力店」として登録する事業を開始。

（食べきり
協力店に
掲示する
ポスター、
ステッカー）

（豊島区防災フェスで試食を提供）

⚫ 豊島区防災フェスに参加協力

女子栄養大学は「食事で病気予防し健康に」を
モットーに、学生教育や地域への知識の還元を行っ
ています。美味しく食べて健康を維持するためのセ
ミナーなどの他、食品ロス対策にも積極的に関わっ
ています。としまコミュニティ大学で学び、さらに
知識を深めたいと思ったらぜひ駒込キャンパスでの
いろいろなイベントにご参加ください。お待ちして
います。

〈事例④〉
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香川県産農畜産物を使ったレシピの共同開発
（農協） レシピづくり地域産物

ＪＡ香川県×女子栄養大学

瀬戸内の気候風土がはぐくむ香川県産農畜産物の魅力 女子栄養大学 平口嘉典専任講師
（食料・地域経済学研究室）からのメッセージ

女子栄養大学と香川県は、2013年に食と健康に関する連携協定を結び、大学の学生食堂で香
川県産食材を使った「香川県ランチ」の提供など連携した取組を行っています。
2017年度からは、香川県で育てられた、野菜・果物・畜産物の魅力を香川県内外に広めるた
め、「香川県産農畜産物応援プロジェクト」の一環として、『農』のJA香川県と『食』の女子栄
養大学がそれぞれ知見を持ち寄り、共同でレシピ開発・商品開発を進めています。
2019年度のレシピ開発では、県産農畜産物を使い、「時短」や「食事」などをテーマにした

レシピを完成させ、レシピ集としてとりまとめました。
【活動内容】

⚫ 香川県オリジナル商品の共同開発

⚫ 香川県産農畜産物を使ったレシピの共同開発
レシピの開発にあたって、学生たちは指導教員とともに実際に香川県を訪れ、生産者の方々
の説明や集荷場での選別過程の見学などから、生産の実態を学び、その経験も生かしています。

時短レシピの調理動画も
撮影、公開

（食事レシピ編）親子でデュエット！
香川県産野菜でスペイン気分～♪

瀬戸内の太陽を浴びた甘くてジューシーなミニトマトとオリーブ牛のスネ肉をじっくり煮込ん
だ「さぬきのミニトマトとオリーブ牛のカレー」などオリジナルの商品も共同開発しています。

（時短レシピ編）
レタスのペペロンチーノ風炒め

（香川県を訪れ、生産の実態を学ぶ

（レシピの考案、試作

レシピ集の作成

「食」を通じて「農」を考える

瀬戸内の温暖な気候風土の中ではぐくまれてきた香川県産
農畜産物は、土づくりや栽培方法などへのこだわりで、安全
で美味しく栄養豊富なものへと進化し続けています。
土壌管理にこだわり栽培するレタス「らりるれレタス」は

しゃきしゃきした歯ごたえ、ブロッコリーは鮮度にこだわり
氷詰めで出荷、香川県オリジナル品種の「さぬきゴールド」
（キウイフルーツ）は大きな果実と黄金色の甘い果肉、「さ
ぬきひめ」（イチゴ）は酸味と甘味のバランスが絶妙。この
ほかにも、味にこだわり高品質のオリーブ牛や讃岐もち豚な
ど、瀬戸内の自然と生産者の知恵と技術で、魅力ある農畜産
物が数多く生み出されています。

香川県の生産現場を学生とともに訪問し、JA香川県
と香川県産農畜産物のレシピの共同開発を行っていま
す。現地を訪問して驚いたのは、素材の良さです。生
産者の皆さんが日々愛情を注いだ農畜産物は品質が良
いものばかりです。そうした良質の素材を、多くの人
に美味しく楽しんで食べていただきたいという思いか
ら、学生たちがたくさんのレシピを考えました。どの
レシピも学生のアイデアと香川県への思いが込められ
た力作です。またそれらのレシピをもとに、JA香川県
オリジナル商品が開発されています。

県産農畜産物を使ったレシピの提案

〈事例⑤〉
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料理を格段においしく作れる豆腐の共同開発
食品メーカー 商品開発調理用豆腐

株式会社三和豆水庵×女子栄養大学

女子栄養大学 浅尾貴子専任講師
（フードマーケティング研究室）からのメッセージ

三和豆水庵の豆腐作りへのこだわり

大豆本来のもつ甘味とコクが楽しめる「男前豆腐」や
湯葉特有のまったりとした食感を活かし、できたての味
をそのままに豆乳で閉じ込めた「丹精 お刺身湯葉」な
ど、素材の持つ特徴を生かしたおいしさを追求し続けて
いる食品製造販売メーカーです。
安心、安全をモットーに日々お客さまの笑顔を求め食
品づくりに励んでいます。
日本の伝統食品を通じて、お客さまに必要とされる、
なくてはならない企業を常に意識しながら、日々努力し
続ける会社でありたいと願い、当たり前のことを実直に
実行し続ける姿勢を大切にしています。

女子栄養大学と株式会社三和豆水庵は、 年に商品開発業務について締結しました。 三和
豆水庵は「男前豆腐」や「波乗りジョニー」でおなじみの豆腐メーカーです。学生たちが、新た
な商品の企画・開発に携わりました。企画開始から完成まで７ケ月間を要し、 年 月に、共
同開発した「女子大生が考えた料理を格段においしく作れる豆腐」の「鰹だし風味」と「チキン
スープ味」が販売開始されました（ 年 月まで販売）。
おいしさにこだわった豆腐づくりに励む三和豆水庵の技術力と、食卓でもっと豆腐を楽しむた
めに豆腐料理のバリエーションを増やすことに着目した学生の発想力から、生まれた商品です。
【活動内容】
⚫ 料理のバリエーションが広がる新しい豆腐の共同開発

全商品を知る、続いて工場見学、
豆腐づくり体験から学ぶ

プレス発表会の実施

今の豆腐に関するマーケティング
調査、学生たちの自宅での食事の
調査を実施

課題の発見・整理

開発に向けたアイデア出し
新商品づくりのコンセプトの明確化

納得のいく商品になるまで
何度も調整

（話し合い、試作の繰り返し）

新商品の完成

学生たちは、同社の全商品を知り、工場見学や豆腐づくりを実際に体験することから、開発
をスタート。学生たちが実施した調査から豆腐を使った料理のバリエーションの少なさが浮き
彫りとなり、料理に使いやすい新たな商品づくりに着手しました。企画からプレス発表会の実
施まで、様々なプロセスを経て、学生の発想力と食品製造の基本と厳しさに裏打ちされた技術
力によって、新商品が完成し、商品の特徴について企画開発の経緯とともに発信されました。

（おすすめレシピ）

チキンスープ味を使った豆腐
ソースのカルボナーラパスタ

鰹だし風味を使った和風
豆腐ハンバーグ

（新商品発売に関するプレス発表会）

・豆腐料理のバリエーションが少ない
・週に 度程度しか食べない
・味噌汁くらいにしか使わない
という若い女性層の悩み。

洋風料理に使いやすい豆腐、和風料
理に使いやすい豆腐と明確に分ける
ことで、豆腐料理のバリエーション
を増やす。

豆腐は塩分がなく、味付けで料理の
おいしさに差がでやすい。短時間で
味をしみこませることが難しい素材。

あらかじめ豆腐に下味を施すことで、
時短でもおいしい料理に仕上げるこ
とができる。

豆腐料理を作る際に水切りが必要に
なるのも、不便。

水切り不要、パックをあけたらすぐ
に使える。

消費期限が短くて買い置きに向かない。
豆腐の１個が大きすぎる。

比較的日持ちがするように、無駄な
く１回で使いきれるように工夫。

現状・課題 発想力で前進

技術力で前進

（共同開発した
「女子大生が
考えた料理を
格段においしく
作れる豆腐」）

企画開発の経緯について
プレゼンテーション

学生たちは、お客様に近い感覚と目線で商品づく
りに取り組みます。時流に合わせた食卓提案も得意
です。近年は、食事シーンや家庭の調理事情が大き
く変化し続ける時代フェーズに入りました。少しだ
け先の時流にあわせた食卓を描きながら、企画開発
指導をしています。
また、実際の食べ方や使い方などを提案すること
も商品開発の一環です。本件では調理例動画を10本
作製し、販促の一端を担うことができました。

〈事例⑥〉

－　　－10



食品流通 弁当・惣菜 商品開発

イオン株式会社×女子栄養大学

2012年、女子栄養大学とイオン株式会社は、産学連携包括協力に関する協定を締結しました。
「すべては健康を求めるあらゆる人のため」の理念のもと、 本大学が蓄積した教育や研究の成果
を、食品売場を通じて広く社会に発信するもので、「健康」「食」「栄養」を基本に、四群点数
法に基づいたバランスの良いお弁当や惣菜の商品開発、メニュー提案に取り組んできました。

年度は、社内での売り上げが伸びている調理麺のメニュー提案についての依頼があり、共
同で商品開発を行いました。

【活動内容】

女子栄養大学 石田裕美教授
給食・栄養管理研究室 からのメッセージ

⚫ 栄養に特化した調理麺のメニュー提案

⚫ イオンのホームページ「Let’s 食育」コーナーで発信されるコラムを監修

栄養に特化した調理麺で、 ～ 代
女性をターゲットにした、イオントッ
プバリュのプライベートブランドなら
ではの商品を作りたいという要望を受
け、コンセプトづくりから始めました。
メニュー提案にあたっては、栄養学的
価値（１食で野菜を ｇ以上使用す
るなど）とともに、商品として、料理
としての価値を、様々な要素を考慮し
ながら、追求していきます。

打合せや試作による検証を何度も繰
り返しながら、調整や改善を重ねてい
く中で、商品化へとつながっていきま
す。 大学からメニュー提案した の
うち、商品化されたメニューは４つで
した。

イオンの 「Let’s 食育」コーナーでは、食育について楽しく学ぶコラムとして、旬の食材の
楽しみ方、夏休みに子どもと一緒に作るおすすめレシピ、日本の伝統食の由来など、様々な情報
が発信されていて、その内容の監修（監修担当：石田裕美教授）を行っています。

中食を通して健康づくりをサポート

コンセプト
（商品の魅力、
料理の特長）

盛り付け・
容器・表示

衛 生

価 格

販売スケ
ジュール

品質 味、
食感、見た
目、香り）

調理工程

食べやすさ食材の量と
組合せ

消費者のニーズ 製造技術

商品の開発

改善

（商品化されたメニュー）

各要素の
検証

全体の調整
試作に
よる検証

メニュー提案では、栄養学的価値とともに、
商品、料理としての、双方の価値を追求

栄養学的
価値

イオンでは、お客さまの豊かで健康的な食生活を実現
したいという願いから、常に素材の「おいしさ」や「安
全」を追求し、商品開発や商品調達に努めています。

イオングループのプライベートブランド（PB）の企
画・開発を担うイオントップバリュは、お客さまの声を
商品に生かすことを基本姿勢にしています。お客さまの
「健康に配慮した商品が欲しい」という声にお応えする
ために、女子栄養大学が80年以上培ってこられた栄養学
に関する知見と、当社が40年間蓄積してきたPB商品の企
画開発のノウハウを統合し、おいしくかつ健康に配慮し
た商品へと仕上げています。

健康に配慮するお客さまの声にお応えしたい

メニュー提案

私たちが中食や外食の商品開発に取り組むのは、
健康な料理や食事が利用しやすい社会環境をつくる
ためです。学生は学んだ知識を活かし、栄養学的な
価値に加え、商品価値をいかに高めるか悪戦苦闘し
ながら、メニュー提案、試作を繰り返し、販売、製
造、食材に関わる様々な企業の方々とチームとなっ
て取り組みます。自分のこだわりを料理と情報の両
面で表現する力が鍛えられます。失敗も成功も経験
しながら、社会とつながった活動を学生のうちに経
験できる貴重な取組です。

〈事例⑦〉
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地域の健康づくりの拠点となる薬局をサポート
薬局 商品開発人材育成

ウエルシア薬局が社会や地域のために目指す姿

ウエルシア薬局株式会社×女子栄養大学

女子栄養大学とウエルシア薬局株式会社は、 年に産学連携包括協定を結び、管理栄養士の再
教育として、大学院のプログラムを利用した研修が 年計画で開始されました。研修内容は、既存
のプログラムの該当科目に、薬局のニーズに応じた科目を追加する工夫をして、提供しています。
全国約1,800店舗を数えるウエルシア薬局では、地域住民の健康や栄養のニーズに応えるため、
管理栄養士が活躍し始めています。それを後押しする人材の再教育として、本大学で研修を受けた
修了生が次は講師となって全国の管理栄養士の社員を教育するシステムへとつながっています。
また 年には、健康をテーマにした商品の共同開発にも取り組みました。

【活動内容】

⚫ 健康をテーマにした商品の共同開発

ウエルシア薬局は、地域のお客さまの豊かな社会生活と
健康な暮らしをサポートできるドラッグストアの実現を目
指しています。
薬局で働く管理栄養士は、店舗内の商品管理や販売業務
を行う一方で、健康・栄養相談会の開催や、地域包括支援
センターとの共催によるセミナーで運動や食事に関する情
報発信など、地域からの健康・栄養に関するニーズに応え
るための活動も行っています。
こうした管理栄養士の専門性を高め、社会や地域のお客
さまの健康な暮らしに貢献できるよう、従業員の人材育成
に力を入れています。

⚫ 地域に貢献できる管理栄養士の人材育成をサポート

2019年4月、ウエルシア薬局株式会社のプライベートブランド商品として、
「女子栄養大学監修 大豆まるごとヨーグルト」（監修：食品化学研究室
宮澤紀子専任講師）が発売されました（販売は2019年12月まで）。

女子栄養大学 武見ゆかり教授
（大学院研究科長）からのメッセージ

⚫ 大学院に文科省の社会人の学び直しのコー
ス （
として認定されている「 ブラッ
シュアッププログラム 食環境」の履修証
明プログラムのうち、栄養政策・食環境整
備の動向、食事摂取基準 年版，関係学
会診療ガイドラインに関する科目

〈女子栄養大学〉〈ウエルシア薬局株式会社〉

管理栄養士の専門性の向上

全国から 人ほどの社員（管理栄養士）が受講

病気になる前、あるいは病後の回復期など、日々
の食事について的確なアドバイスができる管理栄
養士の専門的知識は、薬局店舗において必要

プログラム（講座）履修者の中から
管理栄養士リーダーを選抜

そのリーダーが講師となって、
全国の管理栄養士の社員を教育

社員（管理栄養士）の専門性を高め、地域に貢献

できる人材育成

健康寿命の延伸が社会的課題となる中、適切な
食品選択ができ、必要な情報提供が行われる食
環境の整備、そこで活躍する管理栄養士の人材
育成が必要

⚫ ウエルシア薬局のニーズに応じた特別科目
（特定保健指導、居宅療養管理指導）を追加
したプログラムを提供

年度受講生と。中央左が武見ゆかり教授，右が府川則子准教授（居宅療養管理指導を担当）

私たちが大学キャンパス近くのウエルシア若葉駅東
口店と協働で実施したフレイルチェックイベントに参
加された方の8-9割は、今まで栄養相談を受けたことの
ない方でした。しかし、一部の方にはプレフレイル、
フレイルのリスクがみられました。地域の薬局・ド
ラッグストアは、住民の身近な健康・栄養相談の場と
して、ますます役割が重要になるでしょう。
大学院は、専門職である社会人の学び直しの場とし
て、求められる学修の機会を一緒に創り出すことがで
きます。

地域の健康づくりの拠点となる薬局で活躍できる管理栄養士の人材育成として、ニーズに
あった研修内容へとプログラムを調整し、大学院レベルの学修の機会を提供しています。

社会や地域の方々の健康な暮らしの実現へ

〈事例⑧〉
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高校生が食育の重要性を大学で学び、伝える
高等学校 大学訪問食育

浦和学院高等学校×女子栄養大学

女子栄養大学は、 年度より「高大連携」を通して、高校生の皆さんに大学での食と健康に
関する教育に触れていただけるよう、様々な形で、高等学校との連携や活動を進めてきました。

年、女子栄養大学と浦和学院高等学校（埼玉県さいたま市）は、連携教育協定を結びまし
た。それ以降継続した取組として、生徒たちが大学を訪問し、食育についての講義やテーブルマ
ナー講習会に参加する交流授業を実施しています。生徒たちは、そこで学び得た内容を栄養新聞
を通して、日々の生活に生かすための情報として、校内で発信する活動へと展開しています。

【活動内容】
⚫ 生徒たちが大学訪問で学んだ内容を、栄養新聞を通して、校内に発信
例年１～２回、栄養指導委員会に所属する生徒たちは、大学で食育についての講義（例年、
実践食事管理研究室西村早苗准教授が担当。 年は国際協力学研究室衛藤久美専任講師が担
当）を受講し、昼食は学生食堂で栄養バランスのとれたランチメニューを体験します。

⚫ を活用した食育授業も実施

浦和学院高等学校の保健医療コースの生徒たちを対象に、アクティブラーニング食育授業と
して、タブレットを用いて、グループワークを取り入れた交流授業（担当：健康情報科学研究
室 藤倉純子教授）も実施しています。

生徒たちは、大学訪問で受けた食育について
の講義やテーブルマナー講習会の内容について
自らの体験や感想も交えた記事を作成し、栄養
新聞に掲載することで、他の生徒たちにも伝え
ています。

校内で作成・発行している栄養新聞の 月号で
は、夏バテ防止レシピや食中毒の予防法、
月号では、おすすめのご当地鍋やおせち料理
など、季節に応じたトピックを生徒たち自身で
調べて紹介。

さらに、テーブルマナーに関心のある生徒た
ちを対象に、テーブルマナー講習会も開講して
います。テーブルマナーを学ぶとともに、
テーブルコーディネート
として自分たちが使う
テーブルに飾るお花のフ
ラワーアレンジメントも
体験します。

浦和学院高等学校は、2014年に「健康と安全宣言」
を行い、生徒一人ひとりの健康と安全を第一に考えた
学校運営と教育活動に取り組んでいます。2016年には、
健康と安全を推進する諸活動が国際的な基準で認めら
れ、高等学校としては日本で初めての国際安全校
（International Safe School）の認証を受けました。
学校内にも健康・安全推進部が設置されており、

「栄養指導委員会」という生徒主体の委員会活動を通
じて、生徒たちの食に関する興味や関心を高めること
にも積極的に取り組んでいます。

テーブルマナーでは、
食卓を囲む場を楽し
むための基本的な知
識やルールを学習。

生徒の健康と安全を第一に考えた教育を推進 女子栄養大学 西村早苗准教授
（実践食事管理研究室）からのメッセージ
生徒の皆さんとは年１回、食育の講義でお会いして
います。栄養指導委員会は人気があるようで、委員は
各クラス１名ですが、２年続けて希望する生徒さんも
みられます。講義では、自分自身の食事を振り返るこ
とで、栄養バランスのとれた食事への理解が深まるよ
う工夫しています。学んだことをクラスや部活動で周
りの人に伝える大切さもお話しているので、報告の時
間を設けてくださるクラスもあるようです。
勉強、部活動と活発な時期ですから、食事をしっか
り摂り元気に高校生活を送ってほしいと願っています。

〈事例⑨〉
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高校運動部選手への栄養サポートに協力
県教育委員会 スポーツ栄養高校生

秋田県×女子栄養大学

2012年から秋田県内でスポーツ栄養の講習をしてい
ます。小学生から中学生、高校生、その保護者、指
導者など多くの人が参加してくださいます。秋田の
人たちは非常にまじめで、しっかり話を聞いてくれ
ます。伝えたいことは、食事もトレーニングの1つで
あることです。ただし美味しく楽しく食べることも
大切です。そして、日々の練習、試合で良い結果を
出すこと、できるだけ長くスポーツを続けていくこ
とを目指します。講演内容が、少しでも日々の食生
活の向上につながることを願っています。

女子栄養大学と秋田県は、 年に、食と健康に関する連携協定を結びました。県の代表的な
ブランド産品「比内地鶏」を使ったメニュー開発や学生たちによる地域食材を使ったレシピ考案
などに取り組んできました。

年からは、県の教育庁保健体育課が取り組む「運動部活動サポート事業」への協力を行っ
ています。事業のモデル校となった運動部において、選手、保護者、指導者への本学教員による
講演の実施とともに、栄養管理を通した体づくりに向けて、選手の体組成の測定、保護者向けの
弁当づくり講座や調理実習などにも連携して取り組んできました。
【活動内容】
⚫ 高校運動部選手の「食」の取組をサポート

女子栄養大学 上西一弘教授
（栄養生理学研究室）からのメッセージ

県の運動部活動サポート事業の「食で
創るスポーツ選手育成」として、これま
で、ラグビー部や野球部、バレー部、新
体操部での栄養サポートに協力して実施
してきました。

年度は、秋田工業高校ラグビー部
と横手清陵学院高校硬式野球部からの依
頼により、選手に対する栄養セミナーの
実施とともに、選手が普段食べている食
事の調査を行い、その結果をフィード
バックすることで、指導者や保護者も巻
き込んで食事の見直しが行われるよう、
連携して取り組みました。

⚫ 県内３会場で、スポーツ少年クラブや運動部に所属する児童・生徒や保護者、
指導者を対象にした講演を実施 講演では、食生活の自己チェック

表として「 の基本」を紹介。毎年、県内３会場（県北・県央・県南）
にて、「スポーツ選手の栄養サポート～栄
養・食事の重要性～」をテーマにした講演
会（講師：上西一弘教授）が実施されてい
ます。

年度の講演では、自分たちで取り
組めることとして、①体重測定、②食生活
チェック、③カルシウム摂取量を知る ④
練習日誌（練習内容、体調、体重、食事・
捕食）をつける、の４つを提案しました。

（講演会の様子）

秋田県では、中学校及び高等学校の運動部活動が生徒の
心身の成長を促す有意義な活動となるよう「秋田型運動部
活動サポート事業」を展開しています。
「食で創るスポーツ選手の育成講演会」では、受講した
選手たちが主体的に自身の栄養管理を行えるようになるた
めの基礎知識や実践のポイントなどを学んでいます。選手
はもちろん、日常的に選手をサポートしている保護者や指
導者の方々も一緒に受講することで、栄養管理を通した体
づくりとスポーツ障害の防止についての理解が一層図られ
ています。参加者のアンケートでは「理解しやすく、とて
も役立つ」という意見がたくさん寄せられています。

運動部活動を通して豊かなスポーツライフの継続を目指す

食食生生活活チチェェッックク（（１１００のの基基本本））
① １日３食（朝、昼、夕）、どれも欠食をしていませんか

② 毎食、主食（ごはん、パン、めん）を食べていますか
③ 毎食、卵、肉、魚、大豆、大豆製品のいずれかを食べて

いますか

④ 毎日、野菜、果物を食べていますか

⑤ 牛乳・乳製品を１日３回あるいは３品食べていますか
⑥ 意識してレバーを食べていますか

⑦ 意識して納豆を食べていますか

⑧ 主食、主菜、副菜がそろった食事を心がけていますか

⑨ 補食を適切に食べていますか

⑩ トレーニングの時に水分補給を心がけていますか

（選手に対する栄養セミナー）

（保護者向けお弁当づくりセミナー）

（保護者向け栄養講習会）

（本学学生による選手への食事提供）

〈事例⑩〉
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社会連携先一覧
社会連携で 年に初めて包括連携の協定を結んでから、

産官学連携の協定数は 件、個別契約での取組を含めると、
件にのぼります（ 年 月末現在）。

個別契約
91

埼玉県：坂戸市、埼玉県教育委員会、埼玉県庁、川島町、越生町、鶴ヶ島市、富士見市、毛呂山町、
西入間警察署、神川町、鳩山町、ときがわ町、白岡市、川越市、春日部市、ふじみ野市、三芳町、
美里町、三郷市、鴻巣市
東京都：荒川区、豊島区、北区、武蔵村山市
北海道：十勝総合振興局 秋田県：秋田県庁 栃木県：市貝町 群馬県：嬬恋村
神奈川県：横浜市教育委員会
福井県：福井県庁 長野県：東御市 和歌山県：和歌山県庁
香川県：香川県庁 沖縄県：久米島町

㈱埼玉りそな銀行、㈱コナミスポーツ＆ライフ、㈱ベルク、㈱山水食品、㈱サンメリー、㈱グリー
ンハウス、㈱日清製粉グループ本社、 ㈱イトーヨーカ堂、ハウスウェルネスフーズ㈱、イオン㈱、
川越総合卸売市場㈱、東京都麺類生活衛生同業組合、全国農業協同組合中央会（ＪＡ全中）、㈱プ
ロントコーポレーション 、㈱東急百貨店、２１胚芽精米推進協議会、㈱フジマック、三光建設㈱ 、
コープデリ生活協同組合連合会、キリン㈱、㈱ウエルフェア、西洋フード・コンパスグループ㈱ 、
埼玉縣信用金庫・（一社）さいしんコラボ産学官、カネテツデリカフーズ㈱ 、全国きな粉工業会 、
全国健康保険協会埼玉支部、あみ印食品工業㈱、ウエルシア薬局㈱、栄養食㈱

国内：国立女性教育会館、埼玉県農業大学校、埼玉医科大学、国立保健医療科学院、東京都教職員
研修センター、東京医科大学、日本薬科大学、上越教育大学 、環太平洋大学
海外：カーティン大学（オーストラリア・パース）、エディス・コーワン大学（オーストラリア・
パース）、西オーストラリア大学（オーストラリア・パース）、マヒドン大学公衆衛生学部（タ
イ・バンコク）、クイーンズランド工科大学（オーストラリア・ブルスベン）、ソウル国立大学校
生活科大学（韓国・ソウル）

埼玉県：大宮開成高等学校、筑波大学附属坂戸高等学校（国立）、県立草加高等学校 、東野高等
学校、本庄東高等学校 、県立鶴ヶ島清風高等学校 、県立滑川総合高等学校、県立坂戸西高等学
校、県立熊谷西高等学校、細田学園高等学校 、浦和学院高等学校、県立熊谷農業高等学校、県立
杉戸農業高等学校 、県立川越総合高等学校、県立秩父農工科学高等学校、県立いずみ高等学校、
県立児玉白楊高等学校 、県立羽生実業高等学校、県立鳩ケ谷高等学校、山村国際高等学校、さい
たま市立大宮西高等学校、県立白岡高等学校、県立浦和高等学校、県立ふじみ野高等学校、県立
常盤高等学校、秋草学園高等学校、県立児玉高等学校、県立大宮東高等学校、県立深谷第一高等
学校、武蔵越生高等学校、県立深谷高等学校、県立日高高等学校、県立埼玉久喜北陽高校
東京都：藤村女子中学・高等学校、都立忍岡高等学校 、麹町学園女子中学校･高等学校 、都立上
水高等学校、村田女子高等学校 、都立武蔵村山高等学校、京華女子中学・高等学校 、文華女子
高等学校
千葉県：県立幕張総合高等学校
神奈川県：湘南工科大学附属高等学校、英理女子学院高等学校
長野県：塩尻志学館高等学校（公立）、松本美須々ヶ丘高等学校（公立）
新潟県：東京学館新潟高等学校

※掲載順は協定締結日順（なお、県別や海外別の場合はその内訳の中で締結日順）

※ メニュー開発・商品開発等の個別契約を締結した取組を実施

自治体等

企業・団体

高等学校
47

大学・
研修機関等

（このうち海外６）

〈連携協定先〉

女子栄養大学は、「埼玉東上地域大学教育プラットフォーム」に参加しています。
「埼玉東上地域大学教育プラットフォーム（TJUP:Saitama Tojo and west area Universities platform）」は、埼玉県の東武東上線
沿線および西武線沿線の大学、自治体、企業が連携するプラットフォームです。プラットフォームでは、“地元で生まれ、地
元で育ち、地元で生きていく若い世代への支援”というビジョンのもとに様々な 活動に取り組んでいます。
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〒170-8481 東京都豊島区駒込3-24-3
TEL：03-3918-3701 FAX：03-3915-3635
e-mail：gkoho@eiyo.ac.jp
ホームページ：http://www.eiyo.ac.jp/daigaku/socialcontributions/
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〈女子栄養大学のキャラクター〉


