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新宿駅から徒歩５分の好立地渋谷からひと駅の閑静な街

「食と美と技」のスペシャリストの養成「食と栄養と健康」のスペシャリストの養成
■ 管理栄養士科 [４年制 ]
　 臨床・福祉コース／健康・食育コース

■ 栄養士科 [２年制 ]
　 健康増進コース／子ども食育コース
　 フードビジネスコース／医療・福祉コース

※2015年4月、
　「東京調理師
　  専門学校」より
　校名変更。

東京調理製菓
専門学校

■  高度調理技術科 [２年制 ]
■   調理技術科 [ 1年制]
■   パティシエ・ブーランジェ科
      [１年制 ]
■   調理総合科[夜間1.5年制]

2017年3月～5月の予定

富士そば社長  丹 道夫  著者
（栄養科20期）

全国書店にて絶賛発売中！全国書店にて絶賛発売中！

確かな商品開発力と経験、実績

東京栄養食糧専門学校
3/5日、3/20月、3/28火
4/29土、5/7日、5/28日

オープンキャンパス

東京調理製菓専門学校
3/9木、3/14火、3/24金
3/25土、3/26日、4/15土
4/22土、4/29土、4/30日
5/13土、5/21日

※詳細内容については
　ホームページをご覧ください。

3月13日月  卒業式

4月5日水  入学式

東京栄養食糧専門学校施設内に、習い事（英会話・スイミング・ピアノ等）ができる新型学童保育施設（ウィズダ
ムアカデミー）と、脱偏差値教育をモットーに英語で覚えるミュージカルやヒップホップ教室（アイキューブ）の
三社協働の教室をオープン致します。

❶ 韓国にある慶州大学で日本料理の教鞭をとられている東京調理製菓専門学校卒業生のジョンジオン先生発信で、12月に6名の学
生受入れから文化交流をスタート。

❷ 冬季の恒例行事であるイタリア/フランス研修旅行に50名を超える在校生が参加しました。彼らの研修レポートは非常に素晴らし
いまとめ方で目を見張る内容でした。

❸ 毎年4月～3月の期間、フランスの提携レストランへ行く研修留学。平成29年度は19名の学生が出発します。
❹ 海外就職（又は就労留学）が活発化しています。今年度は13名、ドバイやドイツ、アメリカやフランスに出発します。

国際交流が活発化

●1941年（昭和16年）1月 
1939年の本郷真砂（仮校舎）での開校2年後、本学院は、当
時まだ武蔵野の風情がある新宿淀橋3丁目※写真1（現在の
西新宿4丁目：関東国際高校がある付近）の3,319坪という広
大な敷地内にに建設された新校舎へ移転。その後、戦火が激
しくなり校舎は焼失し、新松戸の先の北小金の陸軍施設へ学校疎開しました。更に終戦間際には長野県小諸に
再疎開することになりました。終戦翌年の1月、世田谷区池尻の糧秣廠馬糧(りょうまつしょうばりょう）倉庫跡地
に移転し学校を再開しました。
※りょうまつしょう（兵隊や軍馬の食糧管理部門）現在、栄養校の脇には『陸軍用地』と刻まれた境界石が残って
　います。※写真2

1 2

たとえば…　●学校へのお迎えの付添い
　　　　　  ●ウィズダムでの習い事
　　　　　  ●外の習い事への
　　　　　  　お迎えお送り付添い
　　　　　  ●ご自宅へのお送りの付添い

「ウィズダムアカデミー」について

ご両親の元でのご家庭が「第一の家」。ご祖父母
様のご自宅が「第二の家」であるならば、ウィズダ
ムはお子様にとって「第三の家」でありたいと考え
ます。また、ウィズダムをお子様の生活の「ハブ」と
位置づけております。
多様なお迎えお送り付添いが可能です。

▶ ▶自宅 第三の家親戚
祖父母宅

自宅

学校 教室

駅 プール

食糧学院エピソードツー

東京栄養食糧専門学校内に
新型学童施設が開校！

ウィズダムアカデミーは子供たちの 〈自発する力〉 を養う アフタースクール

先日、「笑いヨガ」というものを学びました。
とにかく「ホッホハッハッハ」と大声で笑う体操で、ヨガの難しいポーズはありません。
手拍子を中心にしたエクササイズです。普段、私は笑っても1日に20回程度です。
皆さんはどうでしょうか？ ワッハッハッ！と笑うと3秒程でしょうか？ そうすると私は、
3秒×20回＝60秒！たった1分間しか笑っていない計算になります。これではイカン
ということを教わりました。なんと、1日に15分笑うことが良いそうです。これを毎日
継続すると、NK細胞の活性化、ストレス解消に効果があるそうです。
皆さんも"笑い″を生活の中にもっと入れて、ストレス社会に負けない自分磨きを心掛
けてみませんか？

編集日記 ストレス社会に負けない！

子育て＆仕事
両立支援 共働き支援
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TOPICS
平成28年度食美祭が2月5日(日)に開催され、当日は多くの来校者で賑わいました。調理技
術科51回生、高度調理技術科25回生、パティシエ・ブーランジェ科4回生の卒業年度の学
生達は、各料理部門でレシピ作成から、指定された食材の調達までを一人で行い、学校生活
で学んだ全ての技術と知識を発揮し、自信の作品を作りあげました。来校者の皆様からも高
い評価を頂き、楽しい祭典となりました。

調理技術科５１回生と、高度調理技術科２５回生（2年生）は、卒業を目前に控え、特別授業を実施。現場で料理長としてご活躍されている、先生方の技術
を間近で見て、直接ご指導いただくことができました。調理場での経験談をお話いただいたり、今後へのアドバイスをいただくこともでき、これから社会
へと巣立っていく学生たちにとって、大変貴重な時間となりました。

パティシエ・ブーランジェ科の細工実習授業では、この1年間の集大成として、これまでの授業
で身に着けてきた技術を活かし、各自でウエディングケーキ制作をしました。この制作を通し
て、達成感と自分自身の成長を感じることができたのではないでしょうか。

◉ 後期特別授業

2月７日から10日の4日間、本校6階フードスタジオにて、フランス文化を識る会主催・プロの為の料理講習会
が開催され、会のご厚意で学生数名も参加させていただくことができました。フランスより来日したトップシェ
フによるデモンストレーションを興味深く見入り、いただいたレシピにメモを取る学生たち。出来上がったお料
理を試食させていただくなど、大変有意義な時間となったようです。本校では、このほかにも学内の施設設備
を貸出し、様々な企業のイベントや料理コンクールが年間通して開催されています。

◉ フランス文化を識る会料理講習会

◉ パティシエ・ブーランジェ科 ウエディングケーキ制作

２月２３日から３月２３日の4週間に実施される、高度調理技術科（１年生）の職場体験実習開始に先
立ち、２月１３日に壮行会が行われ、校長・教育部長より、激励の言葉をいただきました。また、代表学
生が、これまでの学内での学びを活かし、積極的に取り組むことを力強く宣誓しました。
一流ホテルなどの調理の現場を体験することにより、段取りの仕方やスピードなどを知
り、自分が働く姿をイメージできることが大切な時間です。今後の授業に対する取り組
み方や就職活動に活かされる貴重な研修となることでしょう。頑張れ26回生！

◉ 職場体験実習壮行会

２月２１日（火）に、新宿NSビルにて、第32回調理師養成施設調理技術コンクールの作
品展示が行われました。この大会は全国の調理師養成施設の代表が調理の技術を競
い合うもので、地区予選を突破した７５名がこの決勝大会に進みました。本校からは、
高度調理技術科２５回生の北村和貴君が西洋料理部門に、里見凱夫さんが日本料理部
門に出場しました。審査は、料理の出来上がりだけを見るのではなく、衛生面や食材の
扱い方、調理作業工程などについて項目が細かくあり、これらをクリアし、完成度の高
い作品に仕上げる為に、この数か月、二人は休日返上で練習に取り組んできました。そ
の結果、日本料理部門に出場した里見君が協賛会社賞を受賞することができました。
二人とも卒業学年の学生として、授業や試験、就職活動や食美祭における卒業作品展
示などにも取り組む多忙な日々の中、途中で投げ出すことなく、最後まで本当によく頑
張りました。この経験を糧に、彼らが社会でも活躍することを期待しています！！

◉ 第32回 調理師養成施設調理技術コンクール全国大会

食 美 祭
～ 未来の巨匠たち　食への感謝 ～

平成
28年度

製 菓 ザ・プリンス パークタワー東京（兼）
グランドプリンスホテル高輪（兼）

品川プリンスホテル 製菓部 内藤総料理長

日本料理 熊本テルサ くまもと大使・くまもと「食」の大地親善大使
土山名誉館長

西洋料理 ホテルオークラ東京 池田総料理長 中国料理 ダイヤモンドホテル 中国料理 金剛飯店 藤本料理長

昨年12月11日から14日、京都へ研修旅行に向か
いました。京料理展示大会の見学をメインとし、錦
市場の見学、料亭での懐石料理や、京都ならではの
食材を使用した食事を楽しみ、和菓子作り体験と、
歴史的な名所を訪れるなど充実した4日間でした。

■ 生徒の感想　51回生 大泉 沙織
京料理展示大会の見学や、和菓子作り体験などを通し、京都の食文化を体感してきました。おばんざいや、有名店
の懐石料理などを味わえたことは、とても貴重な経験でした。これらの料理と同時に印象に残っているのは、京懐
石のご主人のお話です。お客様を万全の態勢で迎え入れたい理由で「一見さんお断り」にするということ、季節を感
じるお料理と空間作りの大切さ、心構えなどは、これから料理に関わる者として、参考にしていきたいお話でした。

■ 生徒の感想　PB４回生　鏡山 亜美　テーマ「薔薇色の時間」
ウエディングケーキということで、これから始まる豊かな人生、道が開けていくというイ
メージをもとに作り上げました。薔薇の花びらの制作枚数が多いため、限られた時間のな
かで、それぞれのパーツにかける時間配分を考えるという作業から始まり、大変でもあり
ましたが、初めての制作ということで、とても満足度の高い大切な作品となりました。

◉ 国内研修旅行

協賛会社賞受賞 日本料理 里見 凱夫さん



私は就職活動で自分を見つめ直し、これまで考えなかった自己分析ができました。学校の就職ガイダンスでは「自問自答しつつ、他人か
らどう思われているか」と先生方から厳しくも温かいご指導いただいて、自分なりに考えをまとめて、自信を持って就職試験に臨むこと
ができました。その結果、志望していた事業所給食の株式会社LEOCに内定をいただくことができ、卒業後は特別養護老人ホームの管
理栄養士として、勤務することになりました。授業、産学コラボ研究会やアルバイトで経験したことを生かして、入居者様のQOLの向上
を目指していきたいと思っています。就職活動中で不安なことがあれば先生方がいつでも相談に乗ってくれます。親身になって考えて
くださる先生方なので、安心です。「目標」をはっきりさせ、それを実現するためのビジョンを持ち精進すれば、栄養士としての活躍の場
はきっと広がって行くと信じています。

◉ 私の就職活動　管理栄養士科 4年 Aクラス　小野 浩章

◉ 授業紹介　栄養士科77回生 2年　コース制科目「メニュープランニング演習」の職業実践教育
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メニュープランニング演習では、様々な目的に合わせた料理メニューを考案し
ます。今回は、高齢者を対象としたメニューを栄養価から検討しました。実際に

お客様をお迎えして、満足していただけるように盛付けやテーブルコーディネート、おもてなしの心を学び実践する機会となりました。
コンセプト：贅沢に旬の野菜や果物を使い、十分な栄養素がとれるようにしました。　（指導教員　服部浩子　晦日英行）

後日、ご参加いただいた余暇開発研究所の相羽久男様から、お礼状をいただきました。
昨年12月には、大勢で大変お世話になり感謝申し上げます。参加者の皆さんから『素晴らしかった』と大好評でした。　特に、学生さん達
の素晴らしい『お・も・て・な・し』の姿勢に感動し、あの姿こそサービス業の原点であり、学生の姿に頭の下がる思いでした。まさに、生きた
教育を学ばれる環境にいる学生さんは幸せなことであり、知らない間に身についた『お・も・て・な・し』の精神は将来の宝物となることで
しょう。これまで150回も実施してきましたが、このような雰囲気は初めての経験です。『また計画して欲しい』との声も上がっておりまし
た。先生方には、本当にお世話になりました。心より厚く御礼申し上げます。

TOPICS

～管理栄養士科「食品学Ⅱ」 乳・乳製品に関するセミナー開催～　 平成29年1月12日（木）
管理栄養士科1年の食品学において、メグミルクの雨宮順子先生（管理栄養士 68回卒業生）と
新原惠子先生（フランスチーズ鑑定士）をお招きして講義を戴きました。日本製のチーズは明治
8年が最初で、1964年の東京オリンピックを機に庶民にもなじみ深いものになったこと。チー
ズの栄養的な弱点はビタミンＣと食物繊維が不足していること。また、エメンタールチーズの大
きな穴は、乳酸発酵で生成されたプロピオン酸の作用により作られるそうです。カマンベール
チーズは、その昔藁の上で作られたなど、興味深い話題ばかりでした。さらに、8種類のチーズの
試食を通して、滑らかな乳脂肪・ツンと鼻に抜ける青かびの香り・切れのある塩味など様々な風
味を体験することができました。乳製品としての加工方法や歴史を知ることにより、お客様・患者
様との会話に説得力が生まれると思いました。　（記　江木敬子）

◉ 職業実践専門課程の取り組み

▼第75回日本公衆衛生学会学術大会　平成28年10月26日(水)～28日(金)　 服部 浩子 先生
少子超高齢化が進むわが国にとって、子供から高齢者までのすべての世代における健康増進、疾病や健康障害の予防、医療、福祉の改
革と充実が求められている中、公衆衛生に係る人材の育成と確保は大きな課題であり、総会にて活発な議論を深めることを目的として
開催されました。シンポジウムでは、「健やか親子２１と母子保健データヘルス」「元気づくりシステムの地域スタイルと人材育成から学
ぶ」「特定健診・特定保健指導の今後：第3期に向けて」「進化していく保健指導～その実際と評価」を聴講しました。私は、「地域住民の男
女世代別に見た食品摂取の多様性について」をポスター発表しました。学会でしかお目にかかれない先生方ともお会いできて貴重な情
報交換ができました。研修会に参加させていただきましたことに感謝します。

▼一般社団法人 日本体力医学会　第71回日本体力医学会大会　平成28年9月　 芹澤 奈保 先生
平成28年9月に岩手県で開催された、一般社団法人　日本体力医学会「第71回日本体力医学会大会」に参加致しました。日本体力医
学会大会では、医学だけではなく、体育学、スポーツ医学、栄養学、心理学など様々な研究分野から発表が行われています。私は現在、ミ
ネラルについて研究しています。私たちが食事から摂取したミネラルは、主に尿や糞便、汗から排泄されます。今回はヒトの尿に含まれ
るミネラルについて発表して参りました。発表は、自身がおこなう研究内容を知ってもらえるだけでなく、様々な研究フィールドからの意
見やアドバイスをいただける貴重な機会です。今後も引き続きミネラル分野で研究し、展開したく思います。

◉ 職員研修

私の大学卒業時は、就職氷河期の真っ最中であり、希望の企業への就職は困難な時期でした。それでも何とか民間企業に就職すること
ができましたが、数年経つうちに自分は、本当はどんな仕事をしたいのか自問自答するようになりました。本来の私は、「自分の周囲の人
を幸せにできる仕事がしたいのだ。」ということに気づいたのです。そこで、「多くの人に食の大切さを伝え、おいしい料理を提供する仕
事をしたい。」という考えに至り、栄養士資格を取得できる本校へ入学しました。
本校は、栄養士資格の他に関東近県でも唯一、栄養教諭の資格も併せて取得できる学校です。私は、両方の資格をとるために、勉強に
専念する2年間をスタートさせました。忙しい中でも知らなかったことを知り、できなかったことができるようになる学びは、何にもかえ
がたい経験となりました。私は、2年の後期に小学校で教育実習を経験しました。その中で食育指導への思いが大きくなり、学校栄養士
の道を目指したいと考えるようになり、「学校給食」と「食育の指導」ができる調布市の栄養士試験を受験し合格しました。
今思うと、公務員試験合格は、普段の学校での勉強とクラスやクラブでの活動を全力でやってきたことがそのまま試験対策につながっ
ていたのだと思います。私は将来、世代を問わず周囲の人々を幸せにできる栄養士（栄養教諭）になりたいと考えています。

◉ 調布市栄養士として採用されました！　栄養士科 2年 Ｂクラス　細谷 瑠美

世界料理探求部では、主に三種類の活動をしています。一つ目の活動は、世界各国の
独特な食材探しです。二つ目の活動は、世界各国料理の試食会です。今まで、イラン、
アラブ、チベット、南インド、ペルーなどの料理を食べながら、その国の食文化に触れま
した。そして、三つ目の活動は世界料理の試作です。部員がそれぞれに料理を分担し、
試作してレシピを作ります。今年度は、ミャンマー、カンボジア、ブルガリア、タイ、レバノ
ン、アルジェリアなどの料理に挑戦し、レシピ集にまとめ上げることができました。
世界料理探求部では部員を募集中です。一緒に活動しませんか。

◉ 世界料理探求部「今年度もレシピ集が完成」　顧問　銀城 康子

栄養士の資質向上を目的とする試験が昨年12月11日（日）に行われました。管理栄養士科4年Ａクラスの國政ひでみさんが8位に輝き
ました。さらに50傑に4名の学生が頑張りました。日頃の勉強に対する姿勢が結果にあらわれる事を実感させられました。また、ご指導
くださった先生方に対して感謝申し上げます。来る3月19日の管理栄養士国家試験に向けて、実力を発揮できるように気をゆるめず頑
張って下さい。　（記　江木敬子）

◉ （一社）全国栄養士養成施設協会　栄養士実力認定試験の結果報告 全国受験者10,350人中 8位に輝く！

私は1月10日（火）～1月27日（金）の3週間、病院において栄養指導やＮＳＴ活動などを中心に院内での管理栄養士業務の実際を学習
しました。特に印象に残った栄養指導の見学では、患者様の食事内容について一方的にアドバイスするのではなく、何気ない日常生活や
悩みなどを一人ひとりに合わせた傾聴の姿勢をもって聞き取ることで信頼関係を築き結果的に指導効果を上げていることに気付くこと
ができました。さらにＮＳＴ（栄養サポートチーム）においては、医師・看護師・薬剤師など他職種の中で管理栄養士が栄養に関する唯一の
専門職として実際の医療（治療）現場に立ち会い患者様にとってより良い栄養管理を提案・実践することで、医療全体を支えている事実
を目の当たりにし、この資格をより誇らしく感じるようになりました。同時に、職業人として挨拶や時間厳守がいかに大切な事なのかを実
習を通して実感し、社会人の一歩を歩み始めたのだと自覚いたしました。

◉ 臨地実習報告　管理栄養士科 3年 Aクラス　上岡 仁美

“余暇開発研究所様へのお・も・て・な・し”

●根菜とスモークサーモンの

　マリネ

●ニンジンのポタージュ

●包み焼ハンバーグ

●きのこピラフ

●手作りイチゴソルベと

　バニラアイス

メニュー

栄養士科1Ａ　田代 珠梨／西沢 琴音／長谷川 航／村井咲喜子
栄養士科1Ｂ　川上 優奈／橋本 玲奈　
栄養士科1Ｃ　デワン きりこ／松浦 さくら
栄養士科2Ｂ　中島 華／中西 杏子
栄養士科2Ｃ　増田 清吾　　　　　以上11名です。

食事提供に参加した学生
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❖ 食育講座
冬から初春への活動報告

12月13日　世田谷区深沢区民センター料理教室
世田谷区にお住まいの方を対象とした、年に1回の料理教室
です。皆さん毎年楽しみにして頂いていて、今回も30名の
方にご参加いただきました。メニューは太巻き寿司を2種類、
「キムパプ」、「薔薇の花」を巻きました。キムパプは韓国の太
巻き寿司、薔薇の花は千葉県の郷土料理「花寿司」です。

渋谷区　上原社会教育館料理教室
11～12月にかけ5回に亘って渋谷区在住の方を対象とした料理教室を開催しました。テーマが「和の食材を使ったパーティーメニュー」という
ことだったので、味噌や塩麹、甘酒、柚子胡椒、干し柿など日本古来の食材を取り入れた「タルト」や「スープ」「デザート」など5日間で計15品を
実習しました。最終日の試食は大皿に盛り込んで立食形式にしたので、皆さんパーティー気分を楽しんでいらっしゃいました。

❖ 第6回 東日本高校生レシピコンテスト 二次審査が行われました！
2月5日(日)東京調理製菓専門学校の食美祭にて二次審査が行われました。当
日は、すでに一次審査を通過した400名以上のレシピの中から、ご来場いただ
いたお客様にご投票いただき、選出されました。たくさんのご投票をいただき、
感謝申し上げます。
二次審査通過者は、3月21日(火)東京調理製菓専門学校にて、決勝大会に出場
していただき、最終審査を受けていただきます！

❖ 平成28年度 教育後援会 事業報告

❖ スキルアップアカデミー

季節に合わせてホーム
パーティーにぴったり
の「デコレーションサン
ド」と今やクリスマスの
定番「シュトーレン」を
作りました。

3月25日（土）開催の「桜の木」は大
人っぽいデザインが人気です。お席
にまだ若干の空きがありますのでご
興味のある方はどうぞ。

❖ JA邑楽館林と食糧学院で、継続的な農村交流に取り組んでいます！
9月より継続的に実施しているJA邑楽館林との調理交流もいよいよ最終回。
12月18日（日）、今回は「冬」をテーマに女性会のお母さん方10名と一緒に調理実習を行いました。2回、3回と参加している学生は、お母さん
方に近況を報告するなど、すっかり打ち解けた様子。参加した学生からは「東京で見る野菜とは段違いの新鮮さと大きさに驚いた。」「お母さん
方とお話ししながら、調理できる機会はなかなかないので、本当に楽しかった。学生生活の良い思い出になりました。」などの感想が寄せられま
した。今回で調理実習は一旦終了し、3月に活動のまとめをする予定です。

●親子で出来るクッキング
　○ほうれん草とブロッコリーのグリーンカレーライス
　　東京調理製菓専門学校　調理技術科　金子蓮

●館林のブランド白菜「邑美人」を使用したメニュー
　○白菜のあんかけ風パスタ・豆乳クリームパスタ・白菜のマリネ
　　東京栄養食糧専門学校　管理栄養士科1年　中島まりな
　○白菜ドーム・白菜のポタージュ
　　東京調理製菓専門学校　調理技術科　大泉沙織

●館林産の野菜を使ったスイーツ
　○白菜のハニープリン
　　東京栄養食糧専門学校　管理栄養士科4年　小野浩章

これまでに共同調理した16個のレシピは、現在編集作業に入って
おり、年度末にはJA邑楽館林に関する施設や農産物直売所にて
配布されます。

❖ 食糧学院 2016年度の主な活動報告
4月 入学式

東京栄養食糧専門学校 校舎リニューアル
東京栄養食糧専門学校 宿泊オリエンテーション開始 10月 日本最大級のパンイベント『世田谷パン祭り』で食育活動

長寿健康ベターエイジング研究所 健康アライアンスセミナーで登壇

11月 食糧祭（東京栄養食糧専門学校）
教育後援会 料理講習会開催

2月 スキルアップアカデミー 今年度受講者500名突破
食美祭（東京調理製菓専門学校）

6月 合同体育祭
産学コラボ研究会 ココウェル社にメニュー提案

8月 学友会 感動ふれあい懇親会に100名参加
宮城県就農インターンシップに学生参加

9月 東京調理製菓専門学校 調理総合科71回生卒業式

★12月10日 パン講座

「桃の花」と「ミ
ニ恵方巻」皆
さん綺麗に中
心に巻けていま
したよ。

★1月22日　絵巻寿司教室

◆ 受付中！ ◆

月日(曜日) 時間 内　　容

4月5日(火) ̶

̶

場所

̶ 平成28年度 合同入学式

5月16日(金) 18：00～ 調理校 役員・幹事候補者の選出・定期総会について

5月21日(土) 10：00～ 栄養校 役員・幹事の決定／平成27年度 事業報告および平成28年度 事業計画について

6月16日(木) 18：00～ 調理校

事業区分

̶

̶
̶

̶ ̶ ̶

̶ ̶

̶

̶

①役員会

11月3日(木祝) 栄養校 食糧祭

総会

②役員会
奨学生の募集・選定について(平成28年度10名予定)
教育後援会　教育環境整備費による購入品等の選定

9月15日(木) 18：00～

栄養校

③役員会

9月29日(木) 17：30～ 栄養校 奨学金支給式

秋の料理講習会について／奨学生の選定について

1月12日(木) 18：00～ 調理校 ④役員会 平成29年度 事業計画について／平成28年度 卒業式について
2月11日(土) 10：00～ 調理校 食美祭 平成28年度 卒業作品展教育後援会会長賞 金賞 銀賞

3月13日(月) 平成28年度 合同卒業式

3月2日(木) 18：00～ 栄養校 ⑤役員会 平成29年度 総会準備：平成28年度 事業報告および平成29年度 事業計画(案)について

11月26日(土) 10：30～ 調理校 料理講習会 平成28年度 『秋の料理講習会』「和菓子」一般参加者8名

6月20日(月) 合同体育祭(駒沢体育館)予定

決勝大会の結果は、3月22日(水)にホームページにて発表になります♪



球技部観劇クラブEL(エレメント)研究部栄養指導クラブ栄養指導教材研究「ぼんぼん」

国試対策部健康・美肌クラブ軽音部GR8（グレイト）部筋力トレーニングクラブ

食品加工部産学コラボ研究会茶 道 部酒類研究部コンクール部

スポーツ麻雀クラブスポーツ観戦部ステンシル部スイーツ研究部書 道 部

デジタルフィットネス部T.E.Sフットサル部卓球愛好会世界料理探求部製菓クラブ

ヒップホップダンスクラブ“JAMES”バレエエクササイズ「エトワール」部バスケットボール部農楽食育部日本料理研究会

ラジオ体操クラブや・き・も・の倶楽部Model Making ClubF＆B（Food and Beverage）フラダンスクラブ

中国料理研究部「ぱおぱお」バスケットボール部フットサル部空間コーディネート部

料飲クラブ食の研究クラブ食品加工部「蔵」野　球　部日本料理研究部

梅 部
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長寿健康ベターエイジング研究所報告 平成28年度　クラブ活動紹介
各校のクラブは今年度もそれぞれ活発に活動を行ってきました。
放課後や休日を利用しとても充実した活動ができていたことと思います。さまざまな技術や知識の向上はもちろんですが、クラブ活
動に参加することにより、学生たちはクラス・学年を越え仲間が増え、お互い良い刺激を持つことができたのではないかと思います。

多様なクラブがあり
それぞれ楽しく活動しています！

多様なクラブがあり
それぞれ楽しく活動しています！

ウォーク＆ハイキング部

西洋料理研究部製菓クラブ

ロコモティブシンドロームで大変注目されている
サプリメントのひとつ「グルコサミン」について、
トップメーカーの甲陽ケミカル株式会社の吉儀
彩乃先生(管理栄養士)から最新の抗加齢・抗炎
症関連情報をわかりやすくご講演いただきまし

た。機能性表示食品への応用も拡大しさらなる発展的プログラムに引
き込まれるような講演でした。
40歳を過ぎると急増する変形性関節症とその改善効果はよく知られる
ところですが、グルコサミンの循環器における機能として、血小板の凝
集を抑制する報文、さらに、血液中の過酸化脂質を低下させ、単球の血
管内皮細胞への接着や浸透を抑制し血管での炎症を和らげ、抗動脈作
用を示す報文と、グルコサミン投与での血管内皮機能保護効果（血管の
しなやかさ改善）の臨床報告、さらに、2015年変形性関節症に関する
グルコサミンのメタアナリシスでの有効性報告、グルコサミンの抗炎症
効果(NF-ｋB活性化抑制作用)、グルコサミンの滑膜細胞でのヒアルロ
ン酸、グルコサミノグリカン合成促進の報文がありました。
さらに、長寿遺伝子のひとつサーチュインSirtはその活性化により寿命
が延びるとされ、肥満や糖尿病などの加齢関連疾患の罹患リスク低減
の可能性で注目されているが、変形性関節炎患者の軟骨細胞では長寿
遺伝子（SIRT１）の発現が低下しており、SIRT１遺伝子欠損マウスでは
変形関節症症状を呈するという報告と軟骨細胞におけるSIRT1遺伝子
と軟骨代謝関連遺伝子の発現に対しグルコサミンは活性化するという
知見を総括されました。

加齢とともにグルコサミンレベルの低下、すなわち、グルコースから生
体内でグルコサミン合成代謝系が衰えはじめたらグルコサミンサプリメ
ント摂取が有効ということになります。グルコサミンが基本構成分子に
なっている生体構成分子であるヘパリンやヒアルグロンサンなどの合
成を維持され、そのタイムリーな補給が、血液サラサラや美肌などと強
く関係していることと関係づけて理解されました。グルコサミンは、関節
関係だけでなく健康寿命延長と関係づけて解析研究が進みそうです。
機能性食品素材であるグルコサミンの摂取方法として、タブレットだけ
でなく粉末ふりかけ他、調理に組み込んでの補充など可能性は広がりま
す。例えば、ロコモ予防の食事のテーマとして「骨、筋肉、関節を強く」が
うたわれますが、それぞれ、「骨粗しょう症」、「サルコペニア」そして「変
形性関節症・腰椎症」予防に対して、「Ca,Vit B6,Vit D, Vit Kなど多く
含む食品」、「プロテイン、BCAAなどを多く含む食品」そして「グルコサ
ミンを含む食品」が応えてくれそうです。

「認知症予防・認知機能改善と健寿への予防栄養 医学的なアプローチ ～健
康寿命を延ばし、おいしく食べて、笑顔で元気、美しく～」をテーマに開催。
88歳をトップとする高齢者から中高年、卒業生だけでなく健康経営の
視点をもつ経営者や教職員の方々、管理栄養士、栄養士、医師、食品保
健指導士アドバイサリースタッフ・NR・調理士などの資格者、さらに、企
業からと近隣の一般の方々の参加者40名でありました。
★講演会の概要紹介：　
1.佐藤浩学院長から老年医学会・老年学会からの直近の国への提言紹介
　❶高齢者定義を65歳以上から75歳以上に引き上げるべき等の定義変更
　❷高齢者比率2030年には31.5％へアップするなどの現状の課題
２．基調報告 ： 機能性表示食品のなど最新情報と健寿アライアンス（岡
部所長）
　❶日本の将来人口推計について（2010年ころから人口減少に転じ）
1）社会の高齢化率の急速な上昇が進み、社会保障費の拡大が財政圧迫要因
2）労働力の減少に伴い経済活動の停滞が懸念、65歳以上の高齢者
人口は横ばいで急速な高齢化は若年層の減少が原因、生涯現役社
会の構築が大事で、ベターエイジング栄養学の生涯学習の大事さ
の強調。

　❷診療費2013年度の１/3以上が生活習慣病関連で、ほかに、老化に
伴う疾患、神経・精神の疾患・器官系の疾患が大きく占め、総額28.8兆
円の現状を示し“健康長寿の大事さ”を強調。

　❸そのために“血管インフラ健全化”が抗老化であり健康寿命の伸延
に寄与すること、そして、注目の食事成分（DHA/EPA　(ω3オイ
ル)、アスタキサンチン、カロテノイド、βグルカン、食物繊維など）、す
なわち、食品のもつ機能性生理作用の活用である新制度の機能性表
示食品の利用推移とそれらの商品詳細へのアクセス方法(消費者庁
ホームページ)の紹介などがあった。　
3．▼特別講演 １ ： 「大麦の食物繊維」 
　～とくにβグルカンの健康効果～辻啓介先生
　（食糧学院学術顧問・兵庫県立大名誉教授）
　食進化論的視点な野生の大麦の利用の歴史、可溶性と不溶性食物繊
維の生理作用、呼気中水素発生源としての穀類や牛乳摂取、水素分

子がハイドロキシラジカルと反応し抗酸化生理活性と関係など。
　▼特別講演 ２ ： 「認知症予防 医学的側面と元気」、馬渕 知子先生
（東京栄養食糧専門学校副校長、マブチメディカルクリニック院長）
　❶常日頃の水分摂取・栄養サプリ・ 用法用量の重要性
　❷脳の栄養を採ること
　❸脳に刺激を！（新しきことへの挑戦、ヒトに見られていることの意識、
歌を歌うこと）など、即参考になる情報満載のご講演でした。
　▼特別講演３：「認知症予防とオイル」～中鎖脂肪酸の認知機能改善
　効果～青山敏明先生(日清オイリオグループ/大東カカオ取締役 )
最新のデータを含め、ケトン体の脳細胞への栄養源にもなること、脂
肪酸の炭素鎖の長さ、短鎖、中鎖、長鎖の分類と機能など、最近の脂
質摂取上の常識までわかりやすくご解説いただけた素晴らしいご講
演でした。
最後の20分間は、エクササイズ 「笑いヨガ 実践教室」夏山美樹先生
（NPO 法人ラフターヨガジャパン理事）のご指導による、笑いの健康
効果の実践効果の体験に驚きの力を体感することができました。数
分のうちに全員が大きな笑い声と体を動かすことで大きなエネル
ギーの発散が同調し、大きな満足感がもたらされました。

★ 長寿健康ベタ－エイジング月例勉強会 ★

1月の報告 1月23日（月） 17：00～
東京栄養食糧専門学校本館会議室

2月の報告 ★第６回 食糧学院 長寿健康ベター・エイジング講演会(2月25日) の報告

★ロコモティブシンドローム対策
食のアプローチ

ロコモティブシンドローム

骨 関 節 筋 肉
骨粗鬆症 変形性関節症 サルコペニア

カルシウム、VB6、
VD、VKなどを
多く含む食品

まだ、
不足の機能性
食品成分

タンパク質、
BCAAなどを
多く含む食品

協賛御礼 ● 全麦連　● 東洋ライス㈱　● 食卓★キラリ
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平成28年度卒業生の内定状況は東京栄養食糧専門学校 91.2%、東京調理製菓専門学校 99.1%で推移
し、卒業まで残すところ1ヶ月となりました。内定を獲得した学生は社会で活躍する心得と準備を行い、まだ活動中の学生の方々は卒

業まで内定が取れる様にキャリアセンターと就職指導課の先生方は共に支援をして参ります。

平成28年度卒業生の内定状況 国際交流の活動キャリアセンターより

「韓国から特待生が来日して和食を学ぶ！」

2016年12月から2017年2月までは、お隣の韓国から特待生が来日して和食を学びました。釜山にある慶州大学から男子学生5
名と引率教員1名が2016年12月より1週間滞在しました。引率教員のジョン先生は、東京調理製菓専門学校の卒業生です。卒業
生が慶州大学の教員となり、自分が学んだ学校で学生にも和食の講習会を企画してくれました。修了式には、慶州大学の理事長も
出席して感謝のお言葉を頂きました。

彗田大学との特待制度も今年で5年目を迎えます。2017年1月15日より2月7日まで3週間の期間で和食の授業、観光、学生交
流、卒業作品展への参加をしました。今年は、男子学生4名、女子学生2名の計6名が参加しました。

2017年2月5日の東京調理製菓専門学校「食美祭」では2グループに分かれて作品を作成しました。

アジアの国々では、日本料理への興味が非常に強くなっています。慶州大学では、今後年2回の春秋に2週間の日程で日本食の研修
を企画しています。このような交流を通して日本食を学ぶ留学生の誘引に役立てればと思います。

公務員
調布市
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
直営病院
IMSグループ／戸田中央医科グループ／新座志木中央総合病院／川崎田園
都市病院／東京慈恵会医科大学付属病院／埼玉医科大学病院／医療法人
社団幸悠会鈴木慈光病院／東京都済生会中央病院／東京医科歯科大学一
般財団法人 和同会／医療法人三優会／優歯科クリニック／医療法人社団 進
興会／世航会 デンタルオフィス／社会福祉法人聖隷福祉事業団
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
受託給食
日清医療食品㈱／シダックス㈱／富士産業㈱／京北給食㈱／㈱ニッコクトラ
スト／㈱安田物産／㈱光風舎／㈱ベネミール／協立給食㈱／一冨士フード
サービス㈱／東京ビジネスサービス㈱／㈱東洋食品／エームサービス㈱／
㈱LEOC／ジャパンウェルネス㈱／長谷川フードサービス㈱／㈱NECライ
ベックス／栄養食㈱／㈱藤江／㈱藤給食センター／㈱アルス／葉隠勇進㈱
／㈱レパスト／㈱ハーベスト／㈱メフォス東日本／㈱ミールケア／㈱ニチダ
ン／㈱神奈川クッキングサービスセンター／エームサービスジャパン㈱／㈱
日本給食サービス／フジ産業㈱／日本栄養給食協会／ソシオークホール
ディングス㈱／日本給食㈱／㈱ホームラン・システムズ／栄養食メディカル㈱
／銀座スエヒロカフェテリアグループ／シップヘルスケアフード㈱／㈱東京
天竜
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
子ども福祉施設
社会福祉法人慈光明徳会／社会福祉法人聖実福祉会富士みのり保育園／社
会福祉法人杉の子保育会／社会福祉法人 敬愛学園／栄光熱海中央保育園
／社会福祉法人 幼年保護会横浜家庭学園／㈱ニチイ学館東京保育事業支
店／社会福祉法人 山百合会／㈱スマイルキッズ／㈱こどもの森／JPホール
ディングスグループ㈱／ねむの木保育園／第二しらとり台保育園／㈱ジェイ
キッチン／サンフラワー・A㈱／㈱小学館アカデミー保育園／㈱こどもの森／
㈱アイグラン／㈱スマイルキッズ／㈱スマイルキッズ／㈱ジェイキッチン（日
本保育サービス）
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
老人福祉施設
㈱オリンピア／医療法人社団 平成会／㈱ベストライフ／㈱ベネッセスタイル
ケア／社会福祉法人 新生寿会／㈱オリンピア／㈱日本ライフデザイン
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
学校
ABC Cooking Studio
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
食品関連企業
㈱武蔵野／㈱ロック・フィールド／ユニフーズ㈱／カネ美食品㈱
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
スポーツ
㈱ムーヴ・オン／住友不動産エスフォルタ㈱／㈱LAVA International／㈱
リエゾン
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
薬局・美容
エステティックTBC／㈱ラッシュジャパン／㈱イービーエム／一般財団法人
日本ボディセラピスト協会／㈱美高商事／㈱クリエイトエス・ディー／B-by-C
㈱／㈱宮本薬局／㈱サンドラッグ／㈱クリエイトエス・ディー／㈱銀座ラ・
フェーム／ウエルシアホールディングス㈱／㈱美高商事／㈱マツモトキヨシ
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ホテル・レストラン
㈱ラムラ／㈱ＷＤＩ ＪＡＰＡＮ／ニラックス㈱／LATTE GRAPHIC／㈱ヒンメ
ルガイスター／東京レストランツファクトリー㈱／プレゼンテスギ／オスカー
プロモーション／㈱ジェイグループホールディングス／㈱ダイヤモンドダイニ
ング／㈱ジェイグループホールディングス／㈱クリアックス伊藤園ホテルズ
グループ／㈱ジェイグループホールディングス
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
その他
第一生命保険㈱／㈱そごう・西武横浜店／㈱ストライプインターナショナル／
㈱コモディイイダ／㈲会営／㈱道林／㈱三越伊勢丹

ホテル
ザ・リッツ・カールトン東京／グランドハイアット東京／ウェスティンホテル東京

／ザ・ペニンシュラ東京／アンダーズ東京／ホテルニューオータニ東京／㈱

近鉄ホテルシステムズ シェラトン都ホテル東／㈱ザ・キャピトルホテル東急

／京王プラザホテル八王子／浦安オリエンタルホテル東京ベイ／グランド

ニッコー東京台場／ホテルイースト２１東京／㈱オークラアクトシティホテル

浜松／レンブラントホテル厚木／グランドホテル浜松／㈱ジェイシティーホテ

ルガデンツア光が丘ホテル／第百ゼネラル㈱ ホテルキャメロットジャパン

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

結婚式場・会館
アルファクラブ武蔵野㈱／㈱八芳園／㈱東京會舘／㈱東日 原宿東郷記念館

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

レストラン（日本料理）
㈱なだ万／㈱六本木田舎家／㈱高台寺和久傳／㈱プレザント（意気地なし処

安部）／㈱ＭＵＧＥＮ／㈱とんき／㈱森ビルホスピタリティコーポレーション

／キープウイルダイニング

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

レストラン（西洋料理）
㈱綱町倶楽部 綱町三井倶楽部／ジローレストランシステム㈱／㈱ひらまつ

／㈱レストラン鎌倉山 ローストビーフの店鎌倉山／㈱カリオカ 西洋料理 南

蛮 銀圓亭／銀座レカン／㈱アンドレ・パッション／㈱パーク・フレンチ（レスト

ラン タテルヨシノ）／㈱イタリアンイノベーションクッチーナ／ラス／エリオ・

ロカンダイタリアーナ／㈱ワイズテーブルコーポレーション／㈱重光／㈱

ハーブスグローイング／シェ・リュイ／㈱日本ガストロノミー研究所

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

レストラン（中国料理）
中条商事㈱ 中国飯店

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

産業給食
シダックス大新東ヒューマンサ－ビス㈱／㈱ＴＦＫ（ティエフケー）／海洋技術

開発㈱／社会福祉法人児童福祉施設久留米みのり保育園／㈱ニッコクトラ

スト／㈱グリーンハウス／日清医療食品㈱ 東京支店／㈲御殿／㈱キョウショ

ク／社会福祉法人 愛生福祉会／社会福祉法人多摩済生医療団 多摩済生園

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

企業名(多業種)
㈱ＷＤＩ ＪＡＰＡＮ／㈱麺食／㈱リーブラス／㈱うかい／東京エアポートレスト

ラン㈱／㈱ＢＹＯ／㈱オーイズミダイニング／㈱トランジェットジェネラルオ

フィス

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

製菓・製パン
ラ・ロシェル㈱サカイ食品／㈱プリンスホテル／ハイアットリージェンシー東

京（㈱ホテル小田急）／㈱キャピトル東急ホテル／㈱コムサ／マ・プリエール

／ピーターパン／㈱ボンドール／㈱AYAカンパニー 神楽坂茶寮／パティシ

エシマ／いたがき／ラ・ダヴォラ・ディ・オーヴェルニュ／麻布十番モンタボー

／ラ・メゾンアンソレイユターブル　㈱ピー・エス・コープ／スイート・ピア／㈱

メゾン・イチ

平成28年度  内定企業様  一覧

★修了式 ★慶州大学の校長も参加 ★箱根をエンジョイ！

★手巻き寿司講座に参加★和食の授業風景。講師の先生方　感謝します！

小田原への観光では、

お城、蒲鉾工場、温泉を

満喫しました。

東京栄養食糧専門学校の

学生方とは

卓球で日韓対決！！

★食美祭 卒業作品展の修了式。3週間、本当に有難うございました。

先生方の

ご指導の

賜物です！

先生方の

ご指導の

賜物です！

食美祭
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学 友 会 卒業後も係われる食糧学院ネットワーク！

◉ 平成２８年度の活躍をふりかえって　食糧学院　学友会会長　坂本 勝
皆様には益々ご健勝にてご活躍のこととお喜び申し上げます。学友会は、会員ためにいろんな活動を行っております
が、会員相互の交流と親睦をはかると言う事で始まった「感動ふれあい会」は時を重ねるごとに数多くの参加者あり親
睦を深めることができました。今後の目標は東京調理製菓専門学校と東京ホテルビジネス専門学校の卒業生の参加者
がもっと増えるように努力すればさらに有意義なものになると思われます。
学友会は同窓会以外の活動もしており、在校生へも合同体育祭・食糧祭・食美祭などの支援活動も行っておりますが、今
年度も管理栄養士の国家試験受験管理栄養士の国家試験受験準備講座にも特別枠として受講していただきました。
平成２８年度活動もあと数か月になりましたが、学友会は「同窓生と在校生及び学院を支援すること」を念頭に置いて引き続き運営にあたって
参りたいと思いますので、会員の皆様にはさらなるご支援とご協力を御願い申しあげます。
最後に卒業生の活躍としましてうれしいニュースが２つありましたのでご報告申し上げます。
１つは、全国ヘルシー中華料理コンテストで宮舘一路さん（平成２５年東京調理製菓専門学校卒業）が最優秀賞（厚生労働大臣賞）受賞いたし
ました。２つは加賀屋裕美さん（昭和６３年東京ホテルビジネス専門学校卒業）はシニアソムリエを取得いたしました。
誠におめでとうございます。
今後も役員一同精進努力してまいりますのでよろしくお願いします。皆様方がより一層ご健勝にてご活躍されますことを、心よりお祈り申し上
げ、ご挨拶申し上げます。

◉ 食美祭開催への支援（東京調理製菓専門学校） ～未来の巨匠たち　食への感謝～
平成２９年２月５日（日）１０時より開門となり、スタートし延べで９００人を超える人たちが集まり、今年は天気にも恵まれて卒業作品展も含め
て、大イベントが行われました。学友会としては本年もベターエイジング研究所の隣にブースを設けました。学校関係者以外の方や、ちらほら
東京調理製菓専門学校卒業生もお見えなりましたが、学友会の役員（前・元）もお見えになり、興味あるお話もしていました。レストランマップ・
糧友を展示し、学友会の活動、役割などをPRに努めました。

これから、社会に旅立つ学生たちへの励みになれば、幸いです。

卒業作品展示の表彰式には例年通り、学友会会長と
して、賞状・他を、坂本勝会長より授与致しました。

◉ ソムリエ加賀屋裕美さん、シニアソムリエへ！
小池東京都知事も実践する女性活躍社会で、東京ホテルビジネス専門学校卒
業生も頑張りを見せてくれました。
日本ソムリエ協会が認定する「シニアソムリエ」の2016年度の認定試験を受
験された加賀屋裕美さんが見事難関を突破し、合格認定を受けられました。
このシニアソムリエは酒類の販売、提供サービスをする業務に10年以上携わ
る経験と、ソムリエ(ワインアドバイザー)資格認定後3年目を迎える方が受験
できる資格で、一般のソムリエの資格より数段難しい（合格率約20％）資格で
す。現在認定を受けているソムリエ(アドバイザー)の総数は、３４，３９２名
（2015年度累計）そしてシニアの保有者はその約１０％と本当に少数です。ワ
インを中心とする飲料サービス販売のプロ中のプロと言っても過言ではあり
ません。
加賀屋さんは、イオンリカー株式会社で酒類の販売、営業をされており、忙しい
ご勤務の傍ら受験勉強に励み、昨年の８月に一次試験（筆記）、９月に２次試験
(テイスティング)に合格され、そして１１月に口頭試問とサービスの実技にも合
格されての認定です。
東京ホテルビジネス専門学校卒業生で、学友会の東京ホテルビジネス専門学
校部会の役員としても役員会への出席や、各行事のお手伝いなど、お忙しい毎
日の中ご協力を頂いております。
学友会では、加賀屋さんの快挙を称え、会則により報奨をいたします。誠にお
めでとうございました。会員の皆様で、ワインのことで何かお知りになりたいと
きは是非学友会へご一報ください！ 加賀屋さんのアドバイスを頂けますよ。
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学友会会長賞
阿部 茉里亜さん
（高度調理技術科 25回生 調理パティシエコース）
テーマ：ソワ・メーム～自分らしく～

東京ホテルビジネス専門学校
本科3回生卒業
加賀屋 裕美 さん

日本ソムリエ協会認定
「シニアソムリエ」合格！
おめでとうございます！！

◉ 東京調理製菓専門学校卒業生コンテストで厚生労働大臣賞、受賞！
第４回全国ヘルシー中華料理コンテストが平成２８年１０月１８日に愛知県名古屋市で行わ
れ、東京調理製菓専門学校卒業生が最優秀賞（厚生労働大臣賞）を受賞しました。

●主催　全国中華料理生活衛生同業者組合連合会
●後援　厚生労働省
●目的　調理技術の向上を促すことはもちろん、新たな中華料理の
　　　　可能性を見出して消費者に提供し、個店の振興につなげる
　　　　こと、併せて、組合自体の活性化に資する。
店主で父上（宮舘 真さん）も昭和５９年の卒業生です。 詳しいことはレ
ストランマップVol，３（学友会発行）のP75を参照してください。レストラ
ンマップご希望の方は学友会まで、ご連絡ください、お送りいたします。

◉ 東京調理製菓専門学校 調理師科（夜間部）６２回生、クラス会開かれる！
当時、担任だった江木敬子先生のクラス会が平成２８年の年も押し詰まった１２月２８日に
開かれました。遠くは福岡からの参加者もあり、代々木上原に集まりました。当日は子供
の感染症流行等で予定より半分以下の人数になってしまいまいましたが、その分、参加者
同士が調理のこと、仕事のこと、近況など、深く濃い話に華が咲きました。会場の
trattoria５２２（イタリアンレストラン）もご夫婦経営の小さなお店でしたが、料理一品一
品に上品な味付け、彩りの盛り付けト工夫と愛情が感じられ、舌もお腹も心もいっぱいに
なりました。本当に楽しいいひと時を過ぎすことができました。ありがとうございました。

◉ 第一線現場で活躍する、東京調理製菓専門学校卒業生！卒業生便り

西洋料理

横浜口イヤルパークホテル勤務
高度調理技術科（14回生）
2006年卒
是枝 貫払 さん
第26回トック・ドール料理コンテスト
『厚生労働大臣賞」受賞。
第3回AJCA 日蘭友好オランダ
ポーク料理コンテスト「総合1位』受賞。

周りに感謝し、常に勉強すること！

入社10年目にして初めてコンクールに出場し、受賞することができました。
会社のサポートを受けながら練習を積み重ね結果が出せました。コンクール挑
戦へのきっかけをくれた上司に感謝しています。現状に満足せず、挑戦を続け
ていきたいです。調理の道を目指している皆さんは今のうちからいろいろな所
へ食べにいき、昧の勉強をすることが大事だと思います！

製　菓

ホテルオークラ東京ベイ勤務
高度調理技術科（21回生）2013年卒
髙木 理稼子 さん

色々な経験を積んでいきたいです！

学校では製菓技術をきっちり学べたのはもちろんのこと、普段の学校生活から
挨拶や授業中にメモを取ることなど習慣化されていたので、社会人になっても
自然とでき、楽でした。ウェディングケーキ作りは、新郎新婦のお二人に『すご
い！』と言っていただけるととても力になります。今年は、昨年も挑戦したジャパ
ンケーキショーという製菓の全国コンクールで絶対入賞するよう頑張ります！！

日本料理

和彩かくや勤務
調理技術科（47回生）
2013年卒
長森 脩 さん

料理だけではなく、広い視野で見ることができる人になりたい！

料理を作るのが好きだった為、との業界に興昧を持ちました。現在の職場は先
生の紹介で、オーナーが卒業生ということもあり入社を希望しました。在学中に
目フリートレーニング”という自習できる実習室があったのですが、そこで自ら
進んで覚えようとする姿勢が習慣化でき、今の仕事にも活かされていると思い
ます。カウンターのお店なので、お客様の反応が間近で見れることが嬉しいで
す。広い視野を持って質もスピードも技術をあげていきたいです。

中国料理

中国料理「驊騮（カリュウ）」
ヨコハマ グランド インター
コンチネンタル ホテル勤務
調理技術科（48回生）
2014年卒
芦澤 昂平 さん

周りに感謝し、常に勉強すること！

中国料理を選んだ理由は、中国料理の長い歴史の中で培われてきた技法など
に魅力を感じたからです。職場環境も良く、先輩方からアドバイスや誉めて頂け
るので、前向きに頑張れます。2～3年後には前菜などのポジションiこ就けるよ
う、準備を常にして一人前の調理師になりたいです。ゆくゆくは料理長になるこ
とが大きな目標です。

角鹿勤務　高度調理技術科（21回生）2013年卒　宮舘 一路 さん
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学 友 会

◉ 健康・食生活ワンポイントナレッジー１1
厚生労働省は平成１５年（２００３）３月に「健康づくりのための睡眠指針～快適な睡眠のための７箇条～」を策定した。平成２５年度（２０１３）か
ら健康日本２１（第二次）を開始したことから、睡眠の重要性について普及啓発を一層推進する必要があったため、「健康づくりのための睡眠指
針２０１４～睡眠１２箇条」が策定された。

第 １ 条　良い睡眠で、からだも心も健康に。
　　　　 　●良い睡眠で、からだの健康づくり　●良い睡眠で、こころの健康づくり　●良い睡眠で、事故防止
第 ２ 条　適度な運動で、しっかり朝食、眠りと目覚めのメリハリを。
　　　　 　●定期的な運動や規則正しい食生活は良い睡眠をもたらす　●朝食はからだとこころの目覚めに重要
　　　　 　●睡眠薬代わりの寝酒は睡眠を悪くする　●就寝前の喫煙やカフェイン摂取を避ける
第 ３ 条　良い睡眠は、生活習慣病予防につながります。
　　　　 　●睡眠不足や不眠は生活習慣病の危険を高める　●睡眠時無呼吸は生活習慣病の原因になる　●肥満は睡眠時無呼吸のもと
第 ４ 条　睡眠による休養感は、心の健康に重要です。
　　　　 　●眠れない、睡眠による休養感が得られない場合、こころのＳＯＳの場合あり
　　　　 　●睡眠による休養感がなく、日中もつらい場合、うつ病の可能性も
第 ５ 条　年齢や季節に応じて、ひるまの眠気で困らない程度の睡眠を。
　　　　 　●必要な睡眠時間は人それぞれ　●睡眠時間は加齢で徐々に短縮　●年をとると朝食化、男性でより顕著
　　　　 　●日中の眠気で困らない程度の自然な睡眠が一番
第 ６ 条　良い睡眠のためには、環境づくりも重要です。
　　　　 　●自分にあったリラックス法が居眠りへの心身の準備となる　●自分の睡眠に適した環境づくり
第 ７ 条　若年世代は夜更かし避けて、体内時計のリズムを保つ。
　　　　 　●子どもには規則正しい生活を　●休日に遅くまで寝床で過ごすと夜型化を促進
　　　　 　●朝目が覚めたら日光を取り入れる　●夜更かしは睡眠を悪くする
第 ８ 条　勤労世代の疲労回復・能率アップに、毎日十分な睡眠を。
　　　　 　●日中の眠気が睡眠不足のサイン　●睡眠不足は結果的には仕事を低下させる
　　　　 　●睡眠不足が蓄積すると回復に時間がかかる　●午後の短い昼寝で眠気をやり過ごし能率改善
第 ９ 条　熟年世代は朝晩メリハリ、昼間に適度な運動で良い睡眠。
　　　　 　●寝床で長く過ごしすぎると熟眠感が減る　●年齢に合った睡眠時間を大きく超えない習慣を　●適度な運動は睡眠を促進　
第１０条　眠くなってから寝床に入り、起きる時間は遅らせない。
　　　　 　●眠くなってから寝床に就く、就床時刻にこだわらない　●眠ろうとする意気込みが頭を冴えさせ寝つきを悪くする
　　　　 　●眠りがあさいときは、むしろ積極的に遅寝・早起き
第１１条　いつもと違う睡眠には、要注意。
　　　　 　●睡眠中の厳しいいびき・呼吸停止、手足のびくつき・むずむず感や歯ぎしりは要注意
　　　　 　●眠っても日中の眠気や居眠りで困っている場合専門家に相談
第１２条　眠れない、その苦しみをかかえずに専門家に相談を。
　　　　 　●専門家に相談することが第一歩　●薬剤は専門家の指示で使用

★この指針により、今後、一人一人が自らの睡眠を見直し、自分に合った睡眠を確保することができるようになることを目指しています★

◉ 管理栄養士国家試験受験対策講座を終えて
平成２８年９月１１日（日）より始まった本年度の講座は、平成２９年１月２９日（日）模擬試験をもって無事終了いたしました。
本年度も主催は学友会で実施いたしました。講師は各大学の管理栄養士国家試験対策に関係している先生方にお願いし、ご指導・ご支援をい
ただき、関係各位の皆さまにも、ご協力いただきましたことを、心より感謝申し上げます。

上記の内容にて終了いたしました。受講者は３９名（当校卒業生、他校卒業生、当校管理栄養士科３年生、４年生）　
★試験は３月１９日（日）に実施されます。受講された皆様、及び管理栄養士科４年生、当校関係者で受験される方々が全員合格されることを
　心よりお祈り申し上げます。

◉ 東京栄養食糧専門学校 スキルアップ講習会実施
テーマ：日本食品標準成分表２０１５年版（七訂）＆追補２０１６年
日　時：平成２９年２月１１日（土）１３時３０分～１５時
場　所：東京栄養食糧専門学校 １号館 １５１教室
講　師：渡邊 智子（千葉県立保健医療大学教授）先生
内容としては基本的には改訂の概要と活用のため留意点及び追補２０１６年版を
中心にポイントを話されたが大きな内容としては、下記の通りである。
1 策定の目的　2 成分表の経過と公開方法　3 成分表の改訂のポイント
4 ４つの成分　5 給食運営での活用　6 追補２０１６年　7 今後の課題　8 まとめ
★詳しい内容については次回に掲載させていただきます。

◉ 学友会研究助成制度（平成２８年度申請・助成）

◉ 学友会研究助成

（抜粋）
学友会研究助成募集要項

　【目的】
　◎会員のスキルアップを目的とし、企画・研究・開発・改善・運営を支
　　援する。
　◎学会（各種）で発表できる支援、調理・サービスコンクール出場
　　への支援を通し、食糧学院の顔（スター）になれる方々の誕生の
　　ために支援する。

　【内容】
　Ⅰ　助成規定（基準）
　　１. 応募資格
　　　学友会会員とする。（非常勤講師・学生を含む）
　　２. 助成期間
　　　原則としては１年間とするが、必要な場合は委員会で協議し、
　　　延長を認める場合もある。
　　３. 内容

　　　① 食糧学院の教育に関係することを基本とする。
　　　② 上記の基礎・実践の研究・開発・調査・改善・企画・運営とする。
　　　　　（学会、コンクール出場、その他）
　　　③ 産学官協同であっても良い。（個人だけでなく、協同も認める）
　　４. 助成金額
　　　助成金額については研究内容を検討し学友会研究助成委員
　　　会で決定する。
　　　① １件当たり２０万円以内とする。（年度内）
　　　② 返済義務はありません。
　Ⅱ　選出方法
　　　１. 申請は学友会所定の「申請書」を提出する。（別紙）
　　　２. 自薦・推薦が出ない場合は学友会研究助成委員会で検討
　　　 する。
　Ⅲ　選出発表
　　　１. 本人に通知し、同時に学院内に公表する。
　Ⅳ　受給者の義務
　　　１. 年間２回（半年単位）で進捗状況を報告する。
　Ⅴ　内容報告
　Ⅵ　その他
　　　１. その他必要がある場合は委員会で検討し、決定する。
◎詳しいことは学友会事務局にお問い合わせください。

（委員長 半田廣志）

若手研究者にチャンスです“ご応募ください”。

健康づくりのための睡眠指針２０１４

１. 東京調理製菓専門学校
第５４回技能五輪全国大会へ東京都代表として参加したので昨年度同様に特別として一部助成した。本人の今後を含めて考慮し、この大会
をステップに更なる努力・精進し、誇れる調理師に成長し、国内外の大会にチャレンジしてほしい。

２. 東京調理製菓専門学校
第４回全国ヘルシー中華料理コンテスト出最優秀賞（厚生労働大臣賞）を受賞した宮舘一路さん（平成２５年卒業）へ更なるステップアップを
期待して助成。ご両親も東京調理製菓専門学校卒業生（現在申請中）

３. 東京ホテルビジネス専門学校
学友会役員としてもお手伝い頂いている加賀屋裕美さん（本科3回生卒業）シニアソムリエを取得いたしましたのでさらに上級のソムリエへ
の期待を込めて助成（現在申請中）

◉ 事務局だより

学友会はいろいろなジャンルの「ノウハウ」が沢山ある集団
です。困っている「問題点」をアドバイスし、又親身になって活
動致します。「人脈情報」も豊富で卒業生の幸せを願っている
学友会です。どうぞ気楽にお立ち寄りください。
★月曜日又は火曜日に事務局の打合せを原則的に実施し、
　仕事をスムーズに運営する。

▼学友会役員会（事務打合せも含む）
①会長と面談（１１月３０日）
　役員会（三役会を含む）の件、及び後期事業（講座、スキ
　るアップ、他）
②事務局ミーティング（１２月１３日、１４日）
　スキルアップ講座の募集について、後期行事の対策等　
　（廣嵜・半田）
③会長と面談（１２月１５日）
　１２月２１日の役員会の内容についての説明
④役員会（１２月２１日）
　前期行事・事業の報告、後期行事・事業についての説明、
　平成２９年度についての協力方（役員改選を含めて）

★学友会「会員サービスセンター」のご利用を
○卒業生の方々の転職やアルバイト　○このような人材(財)を求む
○ビジネスに人脈が欲しい　　　　　○同級生の情報が知りたい
○現在の仕事の壁が破れず困っている等々、遠慮なくご相談ください

●学友会 ☎03-3422-4343
　FAX.０３－３４２２－４３４３
　Ｅ-mail  gakuyuukai@shokuryo.ac.jp
　〈事務所OPEN〉
　  毎週月曜・金曜 10時～16時

●キャリアセンター
　☎03-3424-9110
　〈事務所OPEN〉
　  毎週月曜～金曜

[お問い合わせ]
学院キャリアセンターとタイアップしてご相談を承ります。

⑤事務局ミーティング（１月１２日）
　２月５日（食美祭）、２月１１日（日本食品標準成分表
　２０１５年版７訂改訂講習会）について（廣嵜・半田）
⑥事務局ミーティング（１月２３日）
　２月５日の三役会の内容について
⑦三役会（２月５日）
　平成２８年度行事・事業全般について、及び平成２９年度
　に向けての準備

学友会（同窓会）に遊びに来て下さい!

改訂のポイント ①科学的根拠に基づいた指針　②ライフステージ・ライフスタイル別に記載
③生活習慣病・心の健康に関する記載の充実

睡 眠 １２ 箇 条

平成２８年９月１１日（日）　社会・環境と健康【公衆衛生学、健康管理概論】青地 克頼（聖徳大学）先生 平成２８年１２月４日（土）　応用栄養学　市原 幸文（桐生大学）先生
　　　　　　　　　　　  人体の構造と機能及び疾病の成立 【解剖生理・病理学】大久保 研之（聖徳大学）先生

平成２８年１２月１０日（土） 食べ物と健康【食品学・食品機能・食品加工調理学】
　　　　　　　　　　　  土橋　昇（千葉県立保健医療大学）先生　応用力及び模擬直前試験　学友会担当

平成２９年１月１５日（日） 公衆栄養学　井上 浩一（駒澤女子大学）先生　給食経営管理論 韓 順子（甲子園大学）先生

平成２９年１月２９日（日） 模擬試験（インターメディカル「かんもし」）

平成２８年９月２５日（日）　栄養教育論 川野 因（東京農業大学）先生
　　　　　　　　　　　  食べ物と健康【食品衛生】植木 幸英（聖徳大学）先生

平成２８年１０月２日（日）　臨床栄養学総論・臨床栄養学疾患・病態別　市原 幸文（桐生大学）先生

平成２８年１１月１３日（日） 基礎栄養学、人体の構造と機能及び疾病の成立 【生化学】岡田 昌巳（駒沢女子大学）先生
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