
ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）
食環境科学部の教育方針（ポリシー）

食環境科学部

現代の『食と健康』を担う
人材育成を目指す

子どもから高齢者まで、全ての人々が健
康で活力に満ちた質の高い生活を送るた
めに、「食」と「健康」の研究領域に期待
が集まっています。食環境科学部では、
生命と健康、食の安全・安心にかかわる
分野で貢献できる人材を育てるため、栄
養や人の体、食品の機能を総合的に探求
し、社会問題の解決に向け、自ら学ぶ学
生を歓迎します。

食環境科学科
・フードサイエンス専攻
・スポーツ・食品機能専攻
健康栄養学科

食環境科学部の教育上の目的

１．人材の養成に関する目的
　少子高齢社会において，あらゆるライフステージにおけ
る健康で活力に満ちた質の高い暮らしを実現するため，食
と健康分野における教育・研究を通じて食品の機能を総
合的に探究し，これを高度な栄養指導に発展させるととも
に，21世紀における食と健康を中心とした生命科学の創
成，現在の社会が直面している食糧問題・健康問題など
を解決する，生命と健康，食の安全・安心に係る分野で活
躍できるグローバル人材の育成を目的とする。

２. 学生に修得させるべき能力等の教育目標
「食」，「栄養」，「健康」に関して，最新の生命科学，

バイオテクノロジーを深く学習して，食品機能科学や食と
健康をつなぐ高度な専門的知識・技術を修得する。さら
に，高度な倫理観を身に付け，実社会で自ら判断し，自主
的，主体的に問題を解決していく認知的能力（独立自
活），総合的かつ持続的な学修経験に基づく創造力と構
想力を育成し，食環境科学の新しい分野を切り拓いていく
能力，グローバル化に的確に対応できる能力を身につける
ことを教育目標とする。

　食環境科学部では２学科の定める教育上の目的に基づく教育
課程にしたがって学修し，基準となる単位数を修得することが学
位授与の要件である。生命科学的視点に立って，食品機能科学
の基礎的知識・技術を修得するとともに，「食」，「栄養」，「健康」の
関わりを深く理解し，国民が全体として生涯にわたり健康的で明る
く，活力ある生活が送れるよう，地球社会の発展に貢献するという
強い意志を有すること。



食環境科学科フードサイエンス専攻
３つのポリシー
アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

食環境科学科フードサイエンス専攻の学び
［学問の魅力］

［学び方］　－「食」の専門知識を系統的に学ぶ－

学びの取り組み
１．私が考える食育作文コンテスト

２．食品工場見学会および報告会

３．少人数クラス担任制度

生産流通から地球環境まで、
「食」のすべてを科学する

フードサイエンス専攻の特色

教育上の目的
１．人材の養成に関する目的

２．学生に修得させるべき能力等の教育目標

学　科 食環境科学科　フードサイエンス専攻

分子生物学、微生物学、遺伝子工学などの観点から「食」を捉え、それらを基礎とした最新の生命科学、
生命活動に必要な食品機能の化学的、生物学的解析、食の専門科目を教育課程に多く配し、「食」を地球
環境における生命の維持という視点から探求するカリキュラムとなっています。
　このカリキュラムを通して、食品の機能科学、栄養・健康科学、食品の安全、あるいは食育を通した食文
化の維持・向上などの専門知識を系統的に学修していきます。

　食を通じて健やかな生命を育み，質の高い暮らしを実現するため，生命の維持に必要な「食」の視点から生命科学を学び，生命科学の視点か
ら「食」について考える必要がある。本専攻では，生命科学的視点に立って，食品素材が持つ機能とこれが人の健康維持に果たす役割を考究
し，高度な倫理観によって，生命と健康，食の安全・安心に係る分野で活躍できるグローバルな食品技術者の育成を目的とする。

食環境科学科フードサイエンス専攻は、生命科学の視点から食を考え、最先端のバイオテクノロジーを基礎に食育から食の安全・安心に至る
までの総合的な知識と技術を教授しています。以上の観点から本専攻は、食育・食文化、食品の機能科学、栄養・健康科学、食の安全、あるいは
食品に関わる社会問題に興味を持ち、食を取り巻く諸問題に対して積極的・意欲的に解決したいと考えている人を求めています。

本専攻では以上のような人材を求めるため、多様な入試方式を採用しています。推薦入試では、高等学校で一定学力を修得した学生の推薦
を求めていますが、これに加えてスポーツ、文化活動等も評価対象としています。また、一般入試では、社会、国語等を選択科目として、理工系の
学生とともに、文科系の学生にも門戸を開いています。

　食を通じて健やかな生命を育み、質の高い暮らしを実現するためには、生命の維持に必要な「食」の視点から生命科学を学び、生命科学の視点から
「食」について考える必要があります。本専攻では高度な倫理観と広い視野を持ち、生命と健康、食の安全・安心に関わる専門技術や実践力、総合力を
修得し、食の安全に関する専門的知識と技術、技能を身につけ、食品関連分野で社会に貢献できるグローバルな食品技術者としてふさわしい能力を身
につけていることを学位授与の要件とします。

　「食環境科学」とは、「食」とそれに関わる事柄である「食環境」についての正しい知識と分析力を身につける学問です。なかでもフードサイ
エンスは、生命科学の視点から「食」を学びます。さらに最先端のバイオテクノロジーをベースに、食育から食の安全・安心までの総合的な知
識と技術についても学習します。本専攻で学ぶことにより、食環境についての専門知識の修得から生活の中で生かしていくための実践的な
ノウハウまで、食をコーディネートする総合力を身につけることができます。

　文系出身者にも理解できるよう、カリキュラムは段階的な編成となっています。本専攻では食品の機能科学、栄養・健康科学、食品の安全、
そして食育を通じて食文化の維持・向上といった専門知識を系統的に学びます。特に2 年次からは食品の機能科学・栄養、健康科学に重点を
置き、食をコーディネートする総合力と最先端のバイオテクノロジーによる分析技術を身につけます。さらに食の安全を高度に追求するなど、
将来の目標にしたがって専門的に学びを深めます。

　高校生が自分の考える食育に関した作文を書いて応募し、大学生がそれを読んでコメントをつけたり、表彰式において入選作品の講評を行っ
たりする、2 年生を中心とした双方向型の高大連携プログラムです。本コンテストでは、高校生による作品の応募と大学生による評価・返却の過
程の中で、幅広い実務を主導的に行うことが求められます。具体的には、出身高校への訪問を含む学外への広報活動、応募作品の評価基準の策
定や評価、表彰式や高校生と大学生の意見交換会の企画・運営などです。このコンテストに参加することにより、広範な社会人基礎力の育成が期
待されます。ホームページでの広報に加え、多くの高校へ訪問活動をした成果もあって、平成27 年度は約3000 通もの応募作品がありました。

　4 月中旬に、1 年生全員がクラス単位で板倉キャンパス近隣の食品工場を見学します。製造現場では食品会社の担当者の方々から直接説
明が受けられます。そして製造工程だけでなく、食品の品質や原材料の安全性の確保についての方策、食品企業の理念や経済活動などにつ
いても知ることができます。この体験を通して社会で必要とされる能力を実感することは、学業におけるモチベーションアップにもつながりま
す。また、8 月にはこの食品工場見学の報告会を行います。報告会ではパワーポイントを使って企業（および工場）の説明を行うことが求めら
れるため、各クラスは定期的に集まり資料づくりを行います。クラス全員が協同して作業を行うことで、仲間づくりを促すだけでなく、新入生
の孤独化防止にも一役買っています。

　所属する全教員が学生の担任となり、少人数の学生（各学年10 名程度）に対する学生指導を行っています。これは教員と学生の距離をより近づ
けるために設けられた制度です。1年生については、食品工場見学会やその報告会と連動して、休み時間や授業の合間に定期的なミーティングやゼ
ミ活動を行うことが、全教員に義務付けられています。これらは学校生活における問題点の抽出や、問題の深刻化の防止に役立っています。さら
に、各学年の必修授業で欠席が目立つ学生をクラス担任に連絡することで、不登校学生の早期把握と適切な対応を取ることに努めています。

　食品の機能科学，栄養・健康科学，食品の安全，あるいは食育を通した食文化の維持・向上などの専門知識の系統的な修得，健康の視点から
食をコーディネートする総合力の育成，先端的バイオテクノロジーを基礎とした食品機能と食品の安全を高度に追及できる専門能力の育成。ま
た，高い倫理観を持って社会活動に参画できる人材を育成するため，生命倫理，生命論，生命哲学あるいは技術者倫理に関する科目を配し，生
命の維持に必要な「食」という視点から「生命・人間」を総合的に理解する能力の育成を目指す。

⑴ 食と健康あるいは食の安全など食に関する諸問題に関心を持っている人
⑵ バイオテクノロジーの先端技術を活用して、食品の機能性・安全性を探求するため、「生物」「化学」といった基礎科目を意欲的に勉学する人
⑶ 常に自ら積極的に学ぼうとする強い意欲がある人
⑷ 本専攻で学んだことを活かして社会に貢献したいという目的意識と向上心のある人
⑸ 勉学だけでなくサークル活動等を通してリーダーシップを発揮できる人
⑹ 海外で生命と健康、食の安全・安心に係る分野で活躍したい人

⑴ フードサイエンス専攻では、化学や生物を初めて学ぶ人にも十分学習できるカリキュラムを編成し、食品の機能科学、栄養・健康科学、食品安
全、あるいは食育を通した食文化の維持・向上などの専門知識を系統的に教授しています。また、基盤教育科目に社会人基礎力の育成のた
めの科目や短期海外研修科目を配して、キャリア形成支援とグローバル人材の育成を行うとともに、正しい倫理観を持った技術者を育成する
ための科目を配して、物の見方、考え方をしっかりと身に付ける教育を行います。

⑵ 2 年次からは、将来の目標に沿って専門性を高める教育を行なっています。食品を健康と関連づけて探求したい学生は、「食」を通して「いの
ち」を考え、食品の機能科学・栄養、健康科学を中心に学修することで、健康の視点から食をコーディネートする総合力の修得を目指します。
食品の機能性を化学的に探求したい学生は、先端的バイオテクノロジーを基礎に、食品機能と安全、未利用食資源の有効活用、最新の分析
技術を学修し、食品の安全を高度に追及できる食品技術の修得を目指します。

⑶ 「食」の視点から「生命・人間」を総合的に理解し、高い倫理観を持って社会活動に参画できる人材を育成するため、生命哲学、技術者倫理に
関する科目を教授しています



食環境科学科スポーツ・食品機能専攻
３つのポリシー
アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

食環境科学科スポーツ・食品機能専攻の学び
［学問の魅力］

［学び方］　－専門知識を習得し、人間力を養成する－

学びの取り組み
１．私が考える食育作文コンテスト

２．食品工場見学会および報告会

３．少人数クラス担任制度

栄養学の観点から、
時代のニーズに応える運動と栄養のエキスパートを目指す

スポーツ・食品機能専攻の特色

教育上の目的
１．人材の養成に関する目的

２．学生に修得させるべき能力等の教育目標

学　科 食環境科学科　スポーツ・食品機能専攻

基礎化学、生物学、基礎生化学、人体の構造と機能、生理生化学、運動生理学などの観点から「食品」
と「人体」を捉え、それらを基礎とした遺伝子工学など最新の生命科学、生命活動に必要な食品機能の生
物学的解析、最新バイオテクノロジーなど生物、化学に関連した専門科目を軸に人体と食品機能に関係する
科目を教育課程に配し、ヒトの生命維持活動と食品機能の関わりを通して総合的な生命科学教育を行うカ
リキュラムになっています。
　細胞から運動器官、消化器系、血液に至るまで人体における包括的知識を修得し、その知識をもとに、食
品の生体調節機能である消化吸収促進機能、代謝・免疫系に及ぼす機能を学ぶことによる、生命の営みを
総合的に理解します。

　生命科学の知識を基礎に，栄養学，食品学，衛生学，人体の構造と機能，健康増進のための運動と食品が持つ機能（栄養）の関係を学び，身体
活動に伴う食事・栄養の摂り方などの専門知識を修得し，食品機能が人体におよぼす影響から生命の営みを科学的に探究する食品機能科学，
スポーツ栄養科学を熟知した食品技術者の養成を目的とする。

食環境科学スポーツ・食品機能専攻は、生命科学の知識を基礎に、栄養科学、食品学、衛生学、人体の構造と機能、健康増進のための運動と
食品が持つ機能（栄養）の関係を学び、身体活動に伴う食事・栄養の摂り方などの専門知識を修得し、栄養科学を熟知した人材の養成を行いま
す。以上の観点から本専攻は、スポーツなどの身体活動に関連した食品の栄養学的機能に興味を持ち、実践的栄養管理を用いて食品機能科
学、スポーツ栄養科学を熟知した食品技術者になりたいと考えている人を求めています。

　高校生が自分の考える食育に関した作文を書いて応募し、大学生がそれを読んでコメントをつけたり、表彰式において入選作品の講評を
行ったりする、2 年生を中心とした双方向型の高大連携プログラムです。本コンテストでは、高校生による作品の応募と大学生による評価・返却
の過程の中で、幅広い実務を主導的に行うことが求められます。具体的には、出身高校への訪問を含む学外への広報活動、応募作品の評価基
準の策定や評価、表彰式や高校生と大学生の意見交換会の企画・運営などです。このコンテストに参加することにより、広範な社会人基礎力の
育成が期待されます。ホームページでの広報に加え、多くの高校へ訪問活動をした成果もあって、平成25 年度は約3000 通もの応募作品があり
ました。

　4 月中旬に、1 年生全員がクラス単位で板倉キャンパス近隣の食品工場を見学します。製造現場では食品会社の担当者の方々から直接説明
が受けられます。そして製造工程だけでなく、食品の品質や原材料の安全性の確保についての方策、食品企業の理念や経済活動などについて
も知ることができます。この体験を通して社会で必要とされる能力を実感することは、学業におけるモチベーションアップにもつながります。ま
た、8 月にはこの食品工場見学の報告会を行います。報告会ではパワーポイントを使って企業（および工場）の説明を行うことが求められるた
め、各クラスは定期的に集まり資料づくりを行います。クラス全員が協同して作業を行うことで、仲間づくりを促すだけでなく、新入生の孤独化防
止にも一役買っています。

　所属する全教員が学生の担任となり、少人数の学生（各学年10 名程度）に対する学生指導を行っています。これは教員と学生の距離をより近づけ
るために設けられた制度です。1年生については、食品工場見学会やその報告会と連動して、休み時間や授業の合間に定期的なミーティングやゼミ活
動を行うことが、全教員に義務付けられています。これらは学校生活における問題点の抽出や、問題の深刻化の防止に役立っています。さらに、各学
年の必修授業で欠席が目立つ学生をクラス担任に連絡することで、不登校学生の早期把握と適切な対応を取ることに努めています。

　少子高齢化社会の今、人々の健康的な暮らしを長期にわたって支える運動と食品のはたらきが注目されています。本専攻では、栄養学や食品
学、衛生学、人体の構造と機能などを理解した上で、食・栄養の取り方などの専門知識を学びます。また、競技力の向上に役立つ栄養学の研究
や、健康的な生活を支援する食品の開発などにも取り組みます。

　化学や生物を初めて学ぶ人でもスムーズに学べるよう、ステップアップ式のカリキュラムを編成しています。スポーツ分野の専門知識を学び、スポー
ツに関連した食品技術者を育てるほか、「スポーツ哲学」「生命倫理」といった科目を通じて、東洋大学ならではの人間力の養成にも力を注ぎます。

　生命科学の基礎知識に立って、総合的に「健康」、「栄養」、「スポーツ」を理解し、栄養管理の実践的手法と健康科学、運動生理学を身につけ、
食品機能科学、スポーツ栄養科学を熟知した食品技術者としての専門性や、この知識を活かして社会の課題に対して積極的に問題解決する能
力を有することを学位授与の要件とします。

本専攻では以上のような人材を求めるため、多様な入試方式を採用しています。推薦入試では、高等学校で一定学力を修得した学生の推薦
を求めていますが、これに加えてスポーツ、文化活動等も評価対象としています。また、一般入試では、社会、国語等を選択科目として、理工系の
学生とともに、文化系の学生にも門戸を開いています。

　食品の機能科学，栄養・健康科学，食品の安全，あるいは食育を通した食文化の維持・向上などの基礎知識を系統的に修得し，スポーツと栄
養学・生理学の専門知識を総合的に学ぶとともに，栄養管理の実践手法を理解し，食品機能科学，スポーツ栄養科学を熟知した食品技術者の
育成を目指す。

⑴ 食と運動に関心を持っている人
⑵ バイオテクノロジーの先端技術を活用して、食品の機能性や運動生理学を探求するため、「生物」「化学」といった基礎科目を意欲的に勉学する人
⑶ 常に自ら積極的に学ぼうとする強い意欲がある人
⑷ 本専攻で学んだことを活かして社会に貢献したいという目的意識と向上心のある人
⑸ 勉学だけでなくサークル活動等を通してリーダーシップを発揮できる人

⑴ スポーツ・食品機能専攻では、化学や生物を初めて学ぶ人にも十分学習できるカリキュラムを編成し、基盤教育科目に社会人基礎力育成の
ための科目や短期海外研修科目を配して、キャリア形成支援とグローバル人材の育成を行うとともに、正しい倫理観をもった技術者を育成
するための科目を配して、物の見方、考え方をしっかりと身に付ける教育を行います。

⑵ 2年次からは、生命科学を基礎として食品の機能科学、栄養・健康科学、人体の構造と機能、スポーツ生理学、スポーツ栄養学、運動生理学
などの専門知識を系統的に教授し、栄養管理の実践手法を理解し、食品機能科学、スポーツ栄養科学を熟知した食品技術者として専門性
を高める教育を行います。

⑶ 「健康」、「栄養」、「スポーツ」を総合的に理解できるよう科目を配置し、教育を行います。
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学　科 食環境科学科　フードサイエンス専攻（科目展開チャート） 学　科 食環境科学科　スポーツ・食品機能専攻（科目展開チャート）



農作物の産地判別法を開発する
生物情報学研究室　准教授　玉岡　迅
植物が栽培されるとき、生長した植物に含まれる無機元素は栽培土壌か

ら取り込まれる。栽培土壌が違えば、無機元素組成に差が生じる。そこ

で、いろいろな栽培地の農作物の無機元素

組成を調べ、その差を統計的手法で解析す

ることで、「国産」と産地偽装している外

国産の農作物を見分ける産地判別法につい

て研究しています。

食物の持つ様々な機能を解明し機能性食品を開発しよう
食物科学研究室　教授 吉江 由美子
食物の持つ有用性は抗酸化、抗ガン、抗疲労など様々です。これらの機能

性を持つ成分を分析すると同時に機能性成分が組み合わさったらどのよう

な効能を発現するのか明らかにし、それ

ら機能性を有する食品として加工品を

試作し、食品として受け入れられる味や

形態を有している事を官能検査によっ

て明らかにすることを試みています。

光は生物の情報伝達や体内エネルギー生成の手段
光食環境科学研究室　教授 和田　直久
ホタルやキノコの生物発光反応の電子励起状態生成機構においては酸素

要求性反応が多く見られますが、その発光メカニズムの詳細は分かって

いません。そこで、この機構を分子レ

ベルで解明し、その知見を踏まえて酸

化劣化とも考えられる老化や発ガンな

どの疾患に対する光効果についての応

用研究を目指します。
ヤコウタケ菌糸の発光

「正月太り」「夏太り」季節と体重の関係を考える
応用健康科学研究室　助教 吉田 明日美

全身を巡る血液の流れとそれを流す血管の働き
応用生理学研究室　准教授 大上 安奈

静脈は血液をためやすい性質があるため、安静にしている時は全血液量

の約 60% が静脈血管に存在しています。一方、運動時など体に血液が

たくさん必要な場合、静脈は血管を硬

くして、血液を心臓に還しやすくする

性質もあります。そのような静脈血管

の反応や調節の仕組みをヒトを対象に

調べています。

運動・スポーツ実践を通した健康づくり法
健康スポーツ科学・保健学研究室　准教授 高橋 珠実
「運動」、「環境」、「生涯を通じた健康づくり」をテーマに様々な視点か

ら研究を行っています。「紙飛行機を用いた運動遊びに関する研究」や

「運動と免疫機能に関する研究」等、

こころの健康や健康の維持増進などを

ねらいとする研究、運動・スポーツ実

践を通した健康づくりとその有効な指

導法等について研究を行っています。

食品の機能科学や栄養、健康科学などを通して食の観点から生命をとらえ、バイオテクノロジーを基礎とした
新しい分析技術の開発や、食の安心・安全の保証、健康寿命の延伸、未利用食資源の有効活用などの研究を行っています。

自らカリキュラムをデザインできる教師を目指して
食品流通経済学研究室　教授 野島 直人
多様化、高度化した食生活は、原料生産、加工、流通、消費に至る食料の流

れの中で、生産者と拡大する食品産業（製造、卸売、小売、外食・中食産業

等）の活動に支えられ、今、食品産業な

しには成り立たなくなっています。食品

流通経済研究室では、フードシステムの

主要な担い手である食品産業の市場およ

び流通構造を中心に研究しています。

外界刺激に適応するための生物の仕組み
生体分子制御研究室　教授 福森 文康
細菌は非常に小さな生物ですが、環境の変化を感知しそれに適応するた

めの巧妙な仕組みを持っています。それらは、高等生物の機構のプロ

トタイプと考えられるものや、それに

匹敵するものであることも多くありま

す。細菌の環境応答機構を研究するこ

とで、細菌の衛生面での制御技術や工

業的な利用法の開発を試みています。
タンパク質の二次元電気泳動解析

ニオイや鮮度の可視化、低温電場保蔵技術の開発
食品計測工学研究室　教授 大熊 廣一
鮮度計測などバイオセンサの高感度、多機能化あるいは、食品のニオイ評

価など、官能的な評価を簡易的に数値化するシステム、新規食品保蔵・加

工技術（高電場処理、マイクロバブル）

の開発など、食品の品質評価や商品開

発に役立つ技術を開発しています。こ

れまで生鮮魚介類の鮮度を計測するバ

イオセンサの実用化に成功しています。

『フラクタル次元増大の法則』発見か！？
品質情報管理学研究室　教授 上條 賢一
我々の身近にある様々な「複雑システム」において、一般には予測不可

能と言われている「突発的事象」が生起する前に、何らかの「前兆現象」

があるかをデータ・サイエンスにより

探っています。仮説としての『フラク

タル次元増大の法則』が常に成り立つ

かどうかを、種々の分野における実際

のデータに基づいて検証しています。

自らカリキュラムをデザインできる教師を目指して
理科教育・教材開発研究室 教授 後藤 顕一

奥が深い「食品微生物ワールド」の探求
食品微生物学研究室　教授 佐藤　順
食品の腐敗変敗や食中毒に関与する微生物のふるまいは、相手が目に見

えない生き物でもあり奥が深いものがあります。これら微生物（細菌、

カビ・酵母）の発育挙動や効果的な制

御方法、また検査方法に関する研究を

行っています。まずは、微生物と食品

（培地）との応答をしっかりと観察す

ることを研究の中心に据えています。

日本の健全な超高齢社会を目指して
分子病態栄養学研究室　教授 矢野 友啓
健康寿命を延ばすことができてはじめて、日本の超高齢社会を健全化する

ことができます。この目標に向かって当

研究室では、がんを中心とした各生活習

慣病の病態を分子レベルで解き明かし、

食品由来の機能性成分の潜在力を有効利

用して実効性のある生活習慣病の予防・

治療法の構築を試みています。 健康寿命を平均寿命に極力近づける有
効な方法論の構築を目指して

生命が何故 ”糖 ”を採用したのか
糖質生命機能科学研究室　教授 宮西 伸光
太古地球において、糖（と呼ぶに相応しい形態のもの）はおそらく様々

な状態で存在していました。そのような糖が、ある時、生物によって取

り込まれ（食され）、より使いやすい

状態に変換させたり、結合させたりし

て利用される様になりました。そのよ

うな “ 糖 ” の様々な構造と機能につい

て研究しています。

学　科 食環境科学科（研究室探訪）

このような言葉を耳にしたことのある方は多いのではないでしょうか。

中には、実際に体重の変化を経験した方もいるかも知れません。

この研究室では、季節と体重の関係に

ついて、味覚閾値や食事摂取量、身体

活動量などに着目し、調査を行ってい

ます。

「社会に開かれた教育課程の実現」を目指し，次代を担う子どもに資質・能
力の育成する教育が求められています。その実現は，子どもの学びを支える
教師の力量にかかっており、当研究室で
は，身近な科学現象から教材を作成し，
カリキュラムをデザインするとともに，
探究の過程（課題発見，計画立案，課題
解決，検証，評価，改善など）を経験す
ることを通して，理科教師としての基礎
・基盤を養うことを目指します。

食の色を科学する
植物色素研究室 准教授   佐々木  伸大

植物色素は天然の食品添加物として長い間食品の着色等に用いられてお

り、最近ではそれらが持つ抗酸化力や機能性について興味が持たれてい

ます。当研究室ではこれらの色素分子が

どのような構造をしているか、植物体内

でどのように合成されるのか、ヒトにと

ってどのような機能をもちうるのかにつ

いて研究を行っています。

心身の健康に対する食生活面からのアプローチ法
保健栄養学研究室 講師   吉﨑　貴大

心身ともに健康的に生活するために、どのような食事内容あるいは食生

活のリズムがよいか、さらに睡眠覚醒リズムは平日と休日でどう保つべき

か、そのような疑問を一つ一つ検証し

ていきます。食生活と健康に関わる科

学的なエビデンスを社会に発信し、よ

り多くのヒトの健康維持・増進に貢献

できることを目標としています。



健康栄養学科3つのポリシー

アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

健康栄養学科の学び
［学問の魅力］

［学び方］　－管理栄養士としての実践力を身につける－

4年間の学び
ニーズが高まる「栄養の専門職」

生命科学と栄養学を学び、管理栄養士を目指す

管理栄養士国家試験の受験資格

幅広い分野で活躍する
管理栄養士を養成

健康栄養学科の特色

教育上の目的

第31回  管理栄養士国家試験合格率　97.7％（86名／88名）

１．人材の養成に関する目的

２．学生に修得させるべき能力等の教育目標

学　科 健康栄養学科

　健康栄養学科4 年間の学びを通じて、専門基礎科目分野、専門科目分野における高度な専門知識を身に
つけ、病院・福祉施設などでのチーム医療の現場で専門的知識を活かして行動できる能力や、栄養行政の
場で健康保持増進のために必要な栄養管理・指導ができる能力を身につけます。管理栄養士国家試験の
合格を目指すとともに、幅広い視点から食と健康・栄養を解析する事ができるようなグローバル人材の育成
を行います。

　生命科学分野の幅広い知識を有し，健康と食との間をつなぐ専門的知識と技術を修得し，医療・福祉・栄養行政の分野の専門職を目指して，
社会に貢献できる高度な知識と技術力を持った管理栄養士として，地域社会に参画し，人々の生活の質（QOL）の向上に貢献できる人材の育成
を目的とする。

　最新の生命科学，バイオテクノロジーをもとに，生物学的な観点から人体の構造と機能及び疾病の成り立ち，食べ物と健康を専門基礎科目と
して学び，基礎栄養学，応用栄養学，栄養教育論，臨床栄養学，公衆栄養学，給食経営管理論の講義および実験実習を通して，専門知識を修得
し，学外実習の臨地実習で専門的知識及び技能の統合を図り，管理栄養士としての能力を身に付けて社会で活躍できる実践力を養う。

生命科学の基礎知識に立って、健康と食との間をつなぐ専門的知識と技術を修得し、医療・福祉・栄養行政・食品・スポーツ等の分野の専門
職を目指す管理栄養士として、社会に貢献したいと考えている人、また、国内だけでなく海外での社会貢献を積極的に考えている意欲のある人
を求めています。
求める学生像

　生命科学分野の幅広い知識を身につけ、「健康」と「食」をつなぐ専門知識と技術を修得します。栄養学の知識に加え、生物学的な視点から人
体の構造と機能、疾病の成り立ち、食べものと健康の関わりについても学びます。4 年間の学びを通して所定科目の単位を修得すると、卒業と同
時に管理栄養士国家試験の受験資格が得られます。

少子化、高齢化が進む社会で、人々が健康な生活を送るために、栄養の専門知識と技術を持った人材のニーズはますます高まっています。生
命科学をベースに、栄養と健康の専門知識を幅広く学ぶ健康栄養学科は、国内外を問わず栄養のプロフェッショナルとして活躍したい人にとっ
て、最適な学びの場です。管理栄養士として活躍し、将来は栄養分野のリーダーや指導者になりたい人をはじめ、食と栄養に関心を持っている
人、生物・化学に興味がありバイオテクノロジーの先端技術を活用して食品の栄養科学を探求したい人、食料・資源・環境・健康に関心を持って
いる人など、本学科は「学んだことを生かして社会で活躍したい」という人を求めています。

　本学科4 年間の学びを通じて、基盤教育科目分野、専門科目分野における高度な専門知識を身につけ、病院・福祉施設などでのチーム医療の
現場で専門的知識を生かして行動できる能力や、栄養行政の場で健康保持増進のために必要な栄養管理・指導ができる能力を有していると認
められた人には、管理栄養士国家試験の受験資格が与えられます。

　いのちを科学する生命科学と栄養学は、切っても切れない関係にあります。健康栄養学科では、生命科学分野の幅広い知識を身につけ、健康
と食をつなぐ専門的知識と技術を修得します。また、医療・福祉・栄養行政の専門職にふさわしい高度な知識と技術を得て、管理栄養士国家試
験に合格することを目指します。入学後は、最新の生命科学とバイオテクノロジーをベースにして、生物学的な視点から人体の構造と機能および
疾病の成り立ち、食べものと健康の深い関わりを専門科目として学びます。また基礎栄養学、応用栄養学、栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養
学、給食経営管理論の講義と実験・実習により、管理栄養士としての専門知識と技術を学習します。さらに、学外実習で実践的な知識と技術を
統合させ、社会で活躍できる実践力を獲得します。カリキュラムは、文系出身で化学や生物を初めて学ぶ人でも十分理解できるように編成されて
います。基盤教育科目には「キャリアデザイン」、「異文化コミュニケーション」、「欧米の文学と文化」、「日本の食文化」なども設置し、キャリア支
援とグローバル人材の育成にも力を入れています。

　最新の生命科学とバイオテクノロジーをベースに、生物学的な視点から人体の構造や食べものと健康の関わりなどを「専門科目」として学びま
す。また、基礎栄養学、応用栄養学、栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食経営管理論などの講義や実験・実習により、管理栄養士として
の専門的な知識と技術を修得します。さらに、学外実習によって実践的な知識と技術を統合させ、社会で活躍できる実践力を身につけます。

（1）高等学校までの基礎的学力を有し、社会性を身につけている人
（2）本学科が管理栄養士としての専門的知識・技術を修得する場であると理解し、努力できる人
（3）食と栄養に関心を持っている人
（4）社会における食料、資源、環境、健康に関する問題に関心を持つと同時に、様々な事象について考察し、自分の考えをまとめることができる人
（5）本学科で学んだことを活かして社会に貢献したいという目的意識と向上心のある人
（6）国内外を問わず、管理栄養士として活躍し、将来的にはその指導的な役割を担う意欲がある人

（1）健康栄養学科では、基盤教育科目に社会人基礎力育成のための科目や短期海外研修科目を配して、キャリア形成支援とグローバル人材の育
成を行うとともに、倫理観をもった管理栄養士を育成するための科目を配して、物の見方、考え方をしっかりと身につける教育を行います。

（2）専門基礎科目分野では、生命科学を基礎として社会・環境と健康、人体の構造と機能及び疾病の成り立ち、食べ物と健康を学び、講義および
実験実習を通して、専門知識の基礎を養います。専門科目分野では、基礎栄養学、応用栄養学、栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食
経営管理論の講義および実験実習を通して、専門知識を修得し、学外で実施する臨地実習にて専門的知識及び技能の統合を図ります。

（3）最新バイオテクノロジーの実践的知識を学ぶ科目、スポーツと栄養の関連について学ぶ科目を選択科目に導入し、管理栄養士としての幅広い
知識とより専門的な能力を養います。

（1）生命科学の幅広い知識を基盤とし、管理栄養士に必要な人体・食品・代謝・衛生等の基礎的知識と、行政・学校・病院・給食施設等の職場で
働くにあたっての実践的知識・技能を有していること。

（2）国民の健康づくり、子供の食育、高齢者の介護、アスリートの栄養管理、傷病者の疾病治療、機能性食品の開発等に携わり、人々の健康維
持・増進のために主体的かつ協調的に取り組み、社会に貢献できる能力を有していること。



学　科 健康栄養学科（科目展開チャート） 健康栄養学科（実習風景）学　科

調理実習では色 な々料理を作ります。調理に慣れて
いなくても、丁寧な指導のもと実習に取り組めます。

2200人分のスープを作ることができる大量調理用
の回転鍋です。給食経営管理実習で使用します。

乳酸菌検査の様子。講義と関連した実験実習によ
り、理解が深まります。微生物学実験です。

基礎栄養学実験で、有機酸の滴定をしています。
管理栄養士には、基礎的知識・技術も必要です。

臨床栄養学実習で、病院管理栄養士の仕事を模し、
胃を切除した患者用献立と栄養指導媒体を作成中。

栄養教育論実習で、小学生を対象とした「食に関する
指導」を模擬演習しています。学生が小学生役です。



「臨地実習で学ぶ（保健所・保健センター）」

活性酸素による健康影響評価
予防医学研究室　教授 宮越 雄一
活性酸素は生体内の構成成分を傷害し、発がん、糖尿病、動脈硬化症な

どを引き起こすことが報告されています。活性酸素による酸化ストレス

状態を早期に把握するバイオマーカー

を用いることが病態把握のためにも重

要です。研究室では、健康食品やサプ

リメントなどを用いることにより抗酸

化能の評価について行っています。

科学的根拠に基づいた栄養教育方法と客観的評価の確立を目指す
栄養教育学研究室　准教授 井上 広子
栄養教育学分野における研究は、日本ではまだ発展途上で、今後益々発展

が期待されている分野です。当研究室では、栄養教育学分野の研究におけ

るエビデンスづくりとして、疾病の一次

予防のための科学的根拠に基づく効果的

な栄養教育方法の検証と客観的な評価方

法の確立を目指し、研究成果を世界に向

けて発信できるよう努めています。

食品 -微生物 -ヒトの関わりを解く
分子微生物学研究室　准教授 藤澤　誠
本研究室では、食品 - 微生物 - ヒトの関わりに興味を持って研究しています。ヒト

の健康を真に理解するためには、腸内細菌や皮膚常在菌などのヒトと共生する微生

物や食品に含まれる微生物、さらにはヒト

に病気を起こす微生物も含めた統括的な理

解が必要です。最近は微生物の多様性と食

品微生物の薬剤耐性に興味を持って研究し

ています。

ト ピ ッ ク ス

「臨地実習で学ぶ（病院）」

４歳児に栄養教育を行っている様子
（群馬県某町保健センターにおける実習）

初期の試作病院で実際に
患者さんに提供した朝食

健康栄養学科では 4 年間の学びを通じて、医療、介護、福祉、教育等の場で専門的知識を活かして行動できる能力や、健康保持
増進のために必要な栄養管理・指導ができる専門職にふさわしい高度な知識と技術を身につけ、管理栄養士国家試験の合格によ
り管理栄養士として社会に貢献することを目標とします。

人体における、運動・栄養・休養の必要量
人体栄養学・応用生理学研究室　教授 西牟田 守
必須ミネラルは体内で偏在しており、生理的存在部位でミネラルを分類できます。細

胞内の濃度が高い必須ミネラルを細胞内ミネラル (K, Mg, P, Fe, Zn)、逆に、細胞外

液の濃度が高い必須ミネラルを細胞外ミネラ

ル (Na, Cl, Ca) と呼びます。骨を構成し、骨

が貯蔵庫であるミネラルを骨ミネラルと呼び

ます。骨ミネラルはMg, P, Zn（細胞内）と

Na, Ca（細胞外）からなります。

シェイクスピアの作品研究
イギリス・ルネッサンス文化研究室　教授 五十嵐 博久
板倉キャンパスの英語教育プログラムのコーディネートを担当していま

す。専門的には、シェイクスピア作品の本文編纂、上演方法、そして批

評について、十八世紀以降における受

容史の中でそれらがどのように変容し

てロマン主義の時代へと継承されたの

かについて調査研究を行っています。

食（ポリフェノール、脂肪など）の動脈硬化予防研究
医科栄養学研究室　教授 近藤 和雄
赤ワイン、お茶、ココアが、ＬＤＬの酸化変性を防ぐことをヒトで実証

した研究室で、ヒトのポリフェノール研究の発祥した研究室です。

食が健康維持、疾病（特に心筋梗塞、

脳梗塞などの動脈硬化）の予防に果た

す役割を研究しています。

公衆栄養活動で健康寿命の延伸と医療費抑制を・・。
公衆栄養学研究室　教授 佐藤 加代子
超高齢者社会の今日では「健康寿命」を伸ばして平均寿命との差を埋め

ることが重要な課題です。個人、集団の健康の維持・増進と生活習慣

病予防を目的に人の健康と食をめぐる

問題、特に子どもの健康・食の問題に

ついて公衆栄養学の視点からの研究を

行っています。
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給食における管理栄養士の専門的業務効率を向上させる
給食経営管理研究室　教授 辻 ひろみ
食品の安全性を科学的な根拠に基づいて評価するために、評価科学給食は施設の経

営理念、経営状態、関連法規により実施方法が異なります。多様な施設で活躍す

る管理栄養士とともに給食業務の栄養管理

およびサービス業務の問題を発見し、業務

効率向上に関する研究をしています。また、

給食の食事を教材にした食教育システムに

ついても研究しています。

実践で利用可能な食事療法における科学的根拠の構築
臨床栄養学研究室　教授 角田 伸代
生活習慣病の予防・治療と食生活に関する研究は多数あります。しかし、病院や特

定検診に来る患者さんの身体状況や病態、食生活状況は千差万別で、画一的な科学

的根拠のみでは食生活改善アドバイスに困る

場面が多々あります。本研究室では、病院や

特定検診など実践の場で利用可能な食事療法

における科学的根拠を構築するための研究を

行っています。

生理機能が期待される抗酸化成分の測定
食品機能研究室　教授 林　清
食品には三つ機能があります。栄養機能としての一次機能、おいしさにかかわる二

次機能、健康の維持・向上に関連する三次機能です。三次機能をもつ抗酸化成分には、

体内の過剰な活性酸素の害を抑える機能があ

ります。抗酸化成分は、植物が紫外線や害虫

から身を守るための物質で、色、香り、アク

の成分などであり、これら抗酸化成分を測定

する研究をしています。

ハッショウマメの普及を目指して
調理学研究室　准教授 飯島 久美子
ムクナ属マメの一種であるハッショウマメはL-3,4-dihydroxyphenylalanine

(L-DOPA) が含まれるため、調理品として利用するためには除去あるいは制御

が必要です。そこで、調理方法を組み合わ

せて L-DOPA量を制御しつつ、おいしく

かつ機能性の高い調理品の開発を目的に

研究しています。

学　科 健康栄養学科（研究室探訪）

米を中心とした穀類の調理に関する研究
食生活学研究室　　助教  露久保 美夏

米は炊飯という調理操作を経てご飯として食べられるようになります。この炊飯中にはご飯の甘さやうま味といった味や，か

たさや粘りといった食感に関わる様々な物理化学的変化が起きています。本研究室では，これらの変化が起こるメカニズムを

解明し，おいしいご飯の調理について研究しています。

　私たちの国の平均寿命、健康寿命は世界のトップレベルですが、ガン、脳卒中、
心臓病などの生活習慣病の多いことが健康課題です。これらの生活習慣病の予
防には、健康的な生活習慣，中でも食生活の実践による一次予防が何より重要で
す。このため、地域住民の一次予防とした健康づくりのための栄養・食生活指導や
食環境整備などが、地域の保健センターや保健所で実施されています。健康栄養
学科では、そのような現場で管理栄養士の役割、職務内容について学ぶ「公衆栄
養学臨地実習」を行っています。実際の対象者がいない中で行う模擬演習とは違
い、活き活きとした対象者の表情を見ながら行う臨地実習での栄養教育は、学生
にとって大変に貴重な経験となります。

　病院の管理栄養士は、食事を通して、患者さんの病気の治
療に貢献することが仕事です。患者さんに安全で栄養的配慮
のされた美味しい食事の提供を行うとともに、患者さんのより
よい食生活支援のための栄養指導を行います。医療スタッフ
とともに、患者さんの治療方法についても考えます。この実習
では、3 年次に3 週間にわたり病院管理栄養士の元で、これら
を実施・体験します。

実学に基づく食品開発、そして栄養管理の実践
食品栄養学研究室　准教授  太田 昌子

アスリートの食習慣について検討したり、アスリートの疲労骨折を予防す

るために、バイオマーカーを特定して栄養管理に応用できるように検討し

ています。また、食品開発において

は、マーケティング、品質の維持、流

通経路の確保は重要な要素であり、こ

の3 本柱が揃わないとヒット商品は生

まれません。食品会社の食品開発の手

助けを行っています。



食品安全のプロを目指して

厚生労働省食品衛生監視員採用試験に合格！ 消費者に愛される食品を開発したい
　食環境科学科卒業生丸山有香さんが、食品衛
生監視員任用資格を使用し、厚生労働省食品衛
生監視員採用試験に合格しました。現在、国の検
疫所で食品衛生監視員の業務についています。

　大学生活で一番印象に残っているのは、サー
クル活動です。講義が終わってから毎日のよう
に没頭していました。サークルで培った忍耐力
やコミュニケーション能力は現在の勤務場での
業務に活かされていると感じることが多いで
す。

　在学中には、食品の安全や衛生に関する講義
や工場内での衛生管理技術の経験もでき、これ
らの貴重な体験は、食品業界で働いている今、
様々な場面で役立っています。

新田　絵理
食環境科学科　2013 年度卒業
東洋水産株式会社　勤務

小山内　浩大
食環境科学科　2014 年度卒業
株式会社　中村屋　勤務

丸山　有香
食環境科学科　2013 年度卒業

丸山さんは、入学後早い時期から食品衛生監視員
として働きたいと考え、採用試験にむけて努力
を重ね、昨年度、２０倍を超える難関の採用試
験に見事合格しました。

自分の目指すところがここにあります
　高校生の頃から、サプリメントなどの食品に
興味がありました。「スポーツ、食品」というキー
ワードで大学を検索していたところ、食環境科
学科を見つけ、「自分のやりたいことができる
のではないか。」と思い、入学しました。
　講義は面白いです。「栄養素が体にどのよう
に働くか」あるいは「筋肉はどのように動くの
か」を知ることができました。試験勉強は大変

ですが、忘れたくない知識だからこそ頑張るこ
とができます。
　授業以外は、バレーボールのサークルで活動
しています。大学で起こる様々な出来事を友人
と語るときが、今、一番楽しいです。
　将来は、まだ、漠然としていますが、これま
で学んだことを活かせる場所を見つけていきた
いと思います。間瀬　翔俊

食環境科学科
スポーツ・食品機能専攻４年

攻究できる管理栄養士を志して

川﨑　敦史
健康栄養学科 2016年度卒業
東洋大学　大学院進学

学　部 voice

　私は健康栄養学科1期生として管理栄養士国
家試験に合格しました。1期生ということで不安や
プレッシャーもありましたが、その分学生間や先
生方との交流も多く、得たものも多かったと感じ
ています。現在は、大学院に進学し糖尿病食事療
法についての基礎研究を行っています。学部４年
間で学んだ幅広い専門知識を活かし、管理栄養

士としての強みを十分に発揮できる研究者になり
たいと思っています。
　どんな進路を選んでも、その道でしか得ること
のできない貴重な経験、また後悔も必ずあると思
います。是非自分の選んだ道を信じ、全力で「マ
ナビ」、本気で「アソビ」、中身のぎっしり詰まった
大学生活を送ってください。

自分の作った商品で多くの人に健康を届けたい

潮　実鈴
健康栄養学科 2016年度卒業
株式会社　はくばく　勤務

　私は、将来、栄養のプロとして商品開発をした
いという夢があり、食品・栄養についての知識が
学べる健康栄養学科に入学しました。大学では
基礎となる化学・生物の分野から専門的な食品
の栄養、疾病・体の構造など、様々なことを学び
ました。国家試験の勉強は大変でしたが、友人
と励ましあい勉強に取り組みました。勉強してき

たことは、商品戦略部で働く今、役立つことばか
りです。しかし、まだまだ知識不足で、日々、勉強
が必要なことを実感しています。大学生になる皆
さんも、自分のやりたいことを見つけ、将来に向
けて突き進んでください。

　大学在学時は、食育コンテストの運営に参加し
たり、社会人サークルで女子サッカーを行ってい
ました。昨今の社会情勢の流れで、職場ではフー
ドディフェンスに関する業務を行っています。業
務を進めるうえで、在学時に学んだ官能検査の手
法、HACCP や ISO などの衛生管理、食品学や

栄養学の講義は、品質保証部に在籍している今、
役に立つことばかりです。それと同時に、「学生の
ときに、もっと学んでおけば良かった。」という強
い思いもあります。在学中は思い残すことのない
よう充分に学んで下さい。

信頼される管理栄養士を目指して

矢吹　実久
健康栄養学科3年

　私は、管理栄養士になりたく、東洋大学の健
康栄養学科に入学しました。授業で習う教科
は、栄養学や食品学、調理学、医学や解剖生理
学、微生物学や衛生学、給食経営管理論などが
あり、幅広く学んでいます。先生方の丁寧で分か
りやすいご指導のもと、日々勉学に励んでいま
す。食品の特徴や身体への効果など、授業で学
んだことが日々の生活にもつながっていることを
実感し、自分が興味のあることを学ぶことは、

とても楽しいです。3年生の春休みに大学の先生
のご紹介で、保健所でアルバイトをしました。こ
の経験で、行政管理栄養士の方の業務内容が分
かり、授業も理解しやすくなり、保健所の仕事に
興味を持ちました。将来、信頼される管理栄養士
になるために、東洋大学での学びを身に付け、多
くの方の健康づくりに活かしたいと思っていま
す。高校生の皆さん、自然豊かで学習環境の
整った板倉キャンパスで、一緒に学びませんか。

陸上選手をサポートできる管理栄養士になる夢を描いて

小島　彩夏
健康栄養学科2年　　

　大学進学時に、「陸上に関わりたい」そして「栄
養のことを学びたい」という2つの希望があり、そ
れらを叶えられる東洋大学に進学しました。
　現在、私は陸上部マネージャーとして選手と一緒
に合宿所生活を送っています。マネージャーをして
いて嬉しい時は、選手がいい記録を出したときで
す。選手たちの努力が報われた瞬間に立ち会えた
喜びと同時に、私自身も関係者の1人として達成感
を味わっています。現在は「秋の全日本大学女子
駅伝のシード権獲得を2年連続で達成する」という
目標に向って選手たちと一緒に頑張っています。

　勉学の面では、これまで高校では学ぶことが出
来なかった「栄養素」について、専門的に学んでい
ます。選手が身近にいることもあり、栄養と運動は
密接に関わっていることを毎日実感しています。ま
た、合宿所の管理栄養士の方から、いままでの社
会経験を聞ける貴重な機会もあり、忙しいながら
も充実した毎日を過ごしております。管理栄養士
の取得を目標に、まだまだ学ぶことはたくさんあり
ますが、今の環境を十二分に活用し、より学生生
活を充実させたいと思います。

大学時代の経験を通じて

金子　信朗
健康栄養学科 2016年度卒業
戸田中央医科グループ　勤務　

　大学卒業後は、病院の管理栄養士として、糖尿
病や高血圧などの入院患者様の食事・栄養指導
業務を中心に日々の業務に勤しんでいます。特に
板倉キャンパス内で学んだ臨床栄養学や栄養教
育論などで学んだ事が現場で重要であり、4年間
での知識が基礎となっていることを実感していま

す。同時に卒論で学んだ地域住民への「高血圧
予防・改善チャレンジ」教室での体験も役に立っ
ています。サークル活動で他学科との交流もあ
り、勉強にも遊びにも集中できる環境です。板倉
キャンパスでの大学生活をぜひ楽しんでくださ
い。

興味・関心を大切に

舘　麻里絵
健康栄養学科 2016年度卒業
板倉町役場　健康介護課
健康推進係　勤務

　大学在学時の卒業研究で、幼児の食生活に関
する調査研究を行い、様々なことに疑問を持って
取り組むことを学び、現在の行政管理栄養士業
務にも生かされていると思っています。管理栄養
士国家試験受験に向けた勉強は決して簡単なも
のではありませんでした。しかし、大学で毎日、

友達と一緒に勉強して助け合いながら乗り切るこ
とができました。大学に来て友達と話し、サーク
ル活動を行うなど息抜きの場があったのもよ
かったと思います。大学での4年間はあっという
間です。板倉キャンパスで多くのことに挑戦しな
がら、充実した大学生活を送ってください。



学　部 voice（活躍する女性アスリート）

主な活動内容
❖ 授業内容・進路相談・研究の相談 / ❖ 化学の計算問題勉強会 / ❖ 英語特別授業「イングリッシュ・リメ
デアル・カフェ」 / ❖ バイオ技術者認定試験 模擬試験 / ❖ 自習用教材による学習
その他、様々な催しを企画・実施しています。

ラーニングサポートセンター

教職課程、教職支援室

サポート体制学 生
支 援

小笠原　楓 食環境科学科　スポーツ・食品機能専攻　４年

　私は高校生の時に、炭水化物の制限により走ることに集中
出来なかった経験から、食事とスポーツの関係性についてよ
り深く学びたいと思い食環境科学科を選択しました。
　食環境科学科には、陸上部の活動を続けながら食事や栄養
について学ぶことができる環境が整っています。1 年次の実
験では、周りの学生の傍で実験の様子を見ていることが多
かったのですが、3～4年次になると自分の学んだ知識が広がっ
たことで積極的に実験に参加することができるようになり、
現在はとても充実した学生生活を送ることができています。

陸上部の活動では、周りの仲間から刺激を受けながら日々
切磋琢磨しています。大学で食事について日々学んでいるこ
とから、その日のコンディションに合わせてタンパク質やビ
タミンを取るよう心がけるようになり、大学での勉強が部活
動に直接活かされていると実感しています。
　将来は、これらの経験を活かしてスポーツと食のつながり
について多くの方に伝えることができるような職業に就きた
いと考えています。

陸上競技部・女子長距離部門　監督コメント
女子長距離部門はお蔭様で６年目のシーズンをスタートすることができました。まずは春のトラッ

クシーズンから自己ベスト更新を目標にし、駅伝シーズンに向けて選手層の構築を進めていきます。
応援してくださる方々への感謝の気持ちと TU の誇りを胸に、攻めの走りと最後まであきらめない姿
勢で「杜の都」「富士山」で上位入賞を目指します。

岸　みのり 食環境科学科　スポーツ・食品機能専攻　2016年度卒業
ちふれASエルフェン埼玉（なでしこリーグ1部）入団

　私は高校生の頃に、トレーナーから食生活に関するサポー
トを受けて、練習や試合に向けた食事内容を考えるようにな
り、「食」に興味を持ち始めました。食環境科学科で、特に
印象的であった講義はスポーツ栄養学です。試合前の食事の
内容、減量時の食事方法、さらには種々の食品にどのような
成分が含まれているかを学びました。これらの内容は非常に
実践的であったため、普段、トレーニングを行う上でも参考
になり、より効率的な身体作りができていると実感していま
す。学生時代は毎日の生活が非常に充実していて、勉強と部
活動で時間が足りないくらいでした。スポーツ栄養や身体の
仕組みには非常に興味があったため、勉強が嫌いだった高校
生の時と比べて、学生時代は自然と自ら勉強する習慣が身に
つきました。大学では自分で学びたいことを選択できること
が、高校までの授業と大きく異なると思います。食環境科学
科で学んだことをもとに、サッカーだけでなく、一人の人と
して、あるいは将来的に家庭をもった時に、「食」の視点を
生かしていきたいです。そして私自身としても大きな目標を
立て、ずっとサッカーを続けて活躍できることを目指してい
ます。

サッカー部・女子部門　監督コメント
サッカー部・女子部門は「明るくシビアで粋なチーム」をチームスローガンに掲げ、全日本大学女

子サッカー選手権大会の優勝を目指しています。文武両道を常に意識し、定期的に勉強会を開いて、
大学院の先輩に授業のわからないところを質問あるいは相談することで、日ごろから勉強習慣を身に
つけるようにしています。将来、社会に出た時、スポーツと勉強の両方で得た知識や経験を生かせる
よう日々努力しています。

永井　聡

戸田　有悟

　2017年3月、32名の学生が中学校教諭1種免許状（理科）、高等学校1種免許状（理科）、栄養教諭免許状
を手に卒業しました。このうち4名がこの4月から公立中学校に正式採用され、さらに5名が臨時任用・非常
勤採用、1名が教育系大学院に進学しています。
教育職員を目指す学生の支援として、本学では教職支援室を設置。学校教育や教育行政に永年従事した見識
豊かなスタッフが、公立・私立学校の教員になるまでの様々な相談や試験対策サポートを行っております。
また、採用に関する情報提供や教員採用後の業務相談も実施し、教育職員を目指す学生の皆さんの活動をト
ータルにサポートします。

教職支援室におけるおもな相談内容

■教員採用試験の準備（願書・面接票の書き方、論文指導、模擬授業）
■教員採用試験に関する情報
■教員採用後の業務相談（学級経営・校務分掌等）

教職課程担当教員

■角谷　昌則　教授　（生命科学部 生命科学科）
専攻：研究テーマ／教育政策、道徳教育学、比較教育学

■後藤　顕一　教授　（食環境科学部 食環境科学科）
専攻：研究テーマ／化学教育、科学教育、教育課程

■井上　広子　准教授（食環境科学部 健康栄養学科）
専攻：研究テーマ／栄養教育、実践栄養学、健康科学

　自発的・意欲的に学習したい学生をサポートする
のが『ラーニングサポートセンター』です。また、高校
までの学習内容を定着させ、大学での学習をスムー
ズに進めることが出来るように、高校時代の基礎を
復習することも目的としています。積極的に活用し
て、充実した学生生活を送りましょう。
大学での学びは、高校までの学習が基礎となりま
す。本センターには高校で実際に英語・化学の教員
経験のあるスタッフが皆さんの学習を丁寧にサポー
トします。また、大学での授業が分からない、レポー
トの書き方が分からないといった講義に関する質問
も受け付けています。

・授業での疑問点について聞きたい
・高校までの授業についてもう一度復習したい

こんなときは、気軽にラーニングサポートセンターに
お越しください。



生命科学部 （2017年3月卒業生）

取得可能資格一覧

主な就職先一覧（2017年 3月卒業生）

就職実績学 生
支 援

生命科学科 応用生物科学科

中学校教諭
1種免許状

（理科）

高等学校教諭
1種免許状

（理科）

上級・中級
バイオ技術者
認定試験

危険物取扱者
（甲種） 技術士補 公害防止

管理者 環境計量士

食品衛生管理者
および食品衛生
監視員の任用資格

生命科学部
（生命科学科・応用生物科学科）

資格名称

● ● ◎ ◎ ○ ○ ○●

●所定の科目の単位を修得することで、卒業と同時に資格が得られる ◎所定の科目の単位を修得することで、受験資格が得られる
○在学中もしくは卒業後、試験に合格することで資格が得られる

●所定の科目の単位を修得することで、卒業と同時に資格が得られる ◎所定の科目の単位を修得することで、受験資格が得られる
○在学中もしくは卒業後、試験に合格することで資格が得られる

管理栄養士国家試験の高い合格実績と手厚い支援体制平成28年度生命科学部資格取得実績

業　　種

メーカー（製薬）
農業
検査（食品）
メーカー（食品）

卸・商社

教育
農協
公務（教育）

公務（行政）
公務（保安）

決定先

中外製薬工業（株）
ホクト（株）
一般（財）日本食品分析センター
森永乳業（株）
亀田製菓（株）
岩下食品（株）

（株）武蔵野
信州ハム（株）
みたけ食品工業（株）
日本食研ホールディングス（株）
トキタ種苗（株）
茨城県自然博物館
新田みどり農業（協）
埼玉県教育委員会
栃木県教育委員会
本庄市役所
足利市消防本部

製造・生産関連職
生産管理・品質管理職
総合職
生産管理・品質管理職
営業職
製造・生産関連職
総合職
総合職
総合職
営業職
総合職
その他
一般職
教員（高等学校）・教員（中学校）
教員（中学校）
一般事務職
保安職業従事者

職種業　　種

メーカー（化学）
メーカー（製薬）

メーカー（食品）

メーカー（その他）
卸・商社
医療
農協

公務（教育）

公務（行政）

公務（保安）

決定先

北興化学工業（株）
全薬工業（株）
サンノーバ（株）
山崎製パン（株）
敷島製パン（株）
滝沢ハム（株）
わらべや日洋（株）

（株）トンボ鉛筆
（株）井田産業
（株）新日本科学ＰＰＤ
ちば東葛農業（協）
越後ながおか農業協同組合
埼玉県教育委員会
茨城県教育委員会
北海道庁
栃木市役所
警視庁

営業職
総合職
製造・生産関連職
生産管理・品質管理職
製造・生産関連職
生産管理・品質管理職
総合職
その他
営業職
CRA（臨床開発食）
総合職
一般職
教員（中学校）
教員（中学校）
一般事務職
一般事務職
保安職業従事者

職種

5%

4%

56%

12%

23%

3%
3%

75%

11%

8%

食環境科学部（2017年3月卒業生）

取得可能資格一覧

主な就職先一覧（2017年 3月卒業生）

食環境科学科 健康栄養学科
業　　種

受託給食

一般企業（食品）

一般企業（その他）

病院・クリニック

福祉
保育
公務員

決定先

（株）日本栄養給食協会
（株）ＬＥＯＣ
エームサービス（株）
イートランド（株）

（株）桃屋
（株）神戸屋
第一屋製パン（株）

（株）はくばく
（株）ロック・フィールド
パルシステム生活協連
ファンデリー

（株）スギ薬局
戸田中央医科グループ（ＴＭＧ）
山王病院

（福）ちとせ交友会
キッズラボ（株）
足利市役所
板倉町役場

管理栄養士
管理栄養士
管理栄養士・栄養士・店舗運営職
栄養士
開発・研究職
営業職
製造・生産関連職
総合職
総合職・販売職
総合職
管理栄養士
管理栄養士
管理栄養士
管理栄養士
管理栄養士
栄養士
一般事務職
管理栄養士

職種業　　種

農業
メーカー（化粧品）
メーカー（食品）

学術機関
飲食
小売

公務（教育）
公務（行政）

決定先

ホクト（株）
（株）ナリス化粧品
（株）神戸屋
（株）なとり
味の素冷凍食品（株）
イオンフードサプライ（株）
キッコーマンソイフーズ（株）

（株）全農・キユーピー・エツグステーシヨン
（株）ギャバン
（株）サンデリカ
（株）武蔵野
（株）日本サンガリアベバレッジカンパニー 東京支店
公益（財）社会福祉振興・試験センター
エームサービス（株）

（株）セブン－イレブン・ジャパン
明治屋産業（株）
千葉県教育委員会
上尾市役所

製造・生産関連職
その他
生産管理・品質管理職・製造・生産関連職
生産管理・品質管理職
営業職
総合職
営業職・製造・生産関連職
製造・生産関連職
総合職
総合職
総合職
一般事務職
総合職
総合職
総合職
販売職
教員（中学校）
一般事務職

職種

5%

4%

1%

81%

9%

管理栄養士・栄養士
としての就職割合

中学校教諭
1種免許状

（理科）

高等学校教諭
1種免許状

（理科）

栄養教諭
1種免許状 栄養士 管理栄養士 フード

スペシャリスト

食品衛生管理者
および食品衛生
監視員の任用資格

食環境科学科
健康栄養学科

資格名称

● ●
● ● ◎ ◎●

◎●

健康栄養学科では、管理栄養士国家試験の受験資格が得られることが大きな特徴の1つです。平成28年度には、受験を希望する1期
生全員が受験し、88名中86名が合格しました。合格率97.7%という受験者数80名以上の規模の管理栄養士養成施設校としては全国トッ
プ10に入る高い合格率を1期生から達成することができたのは、本学科学生の素直な気性や粘り強さといった特性に加え、手厚い試験

対策があったからだと考えます。本学科では、通常の講義に加えて、e-ラーニングシステムにも力を入れており、
1年次から4年次まで毎日定時に問題が配信されるなど、学習の習慣化に取り組んでいます。また、4年次にお
いては、毎月1回の模擬試験、セミナー、講演会、集中補習など多岐に渡る手厚い支援を実施しています。

19%

13%

5%
5%

6%
3% 1%

18%

46%

29%

【公害防止管理者試験】公害防止管理者試験（国家資格）に10名合格しました（水質1種に3名、水質4種に7名）
【技 術 士 第 1 次 試 験】技術士（国家資格）第一次試験（上下水道部門または生物工学部門）に16名合格しました。
【バイオ技術者認定試験】バイオ技術者認定試験では、上級に41名、中級に18名が合格しました。

生命科学部は上級バイオ技術者認定試験の成績優秀者（平成28年度：受験者総数657名中上位13
名）を毎年輩出しており、平成28年度で4年連続となります。



2017 年度生命科・食環境科学部入学生納付金額一覧
　2017 年度入学生の納付金は下表のとおりです。入学年度により納付金額が異なりますので、ホームページ等でご確
認ください。東洋大学ホームページ（納付金）　http://www.toyo.ac.jp/site/jyugyou/campuslife-g02-index.html

◆表彰・報奨制度
東洋大学では、学業成績優秀者や、社会貢献活動を行う学生を奨励し、表彰しています。
制　　度　　名 内　　容 選考方法 出願時期 概 要 採否決定時期

東洋大学第１種奨学金
（学業成績優秀者奨学金） 30万円給付 選抜制 （出願するものでは

ありません）
学部２年生以上で、学業成績、人物ともに優秀である
学生を教授会で選考し、奨学金を給付します。 ７月中旬

東洋大学
社会貢献者表彰制度

表彰状および
表彰金10万円 出願制 10月下旬

社会の各分野において著しい貢献を行った学部生に対
し、その努力に報いることと、それによって得た実践
能力を今後の学習活動に活かすことを奨励・目的とし
ます。

２月上旬

東洋大学学長賞 賞状および
賞品又は賞金

選抜制
・

出願制
通　年

（２月末締切）
文化活動及び体育活動等において顕著な業績を挙げ、
本学の発展に貢献したとみなされた場合に、その功績
を讃え授与されます。

３月

◆奨学金・学費減免制度〈東洋大学独自〉
意欲のある学生が安心して学べる環境を整え、また、不慮の事故などで修学困難になった学生や海外への留学を経済的
に支援するための制度を用意しています。ただし、奨学金は修学の意思のある方を対象としており、成績基準があります。

奨　学　金　名 種類 給付・減免額
（対象期間） 出　願　時　期 受　給　資　格　（抜　粋） 採否決定時期 振込

時期

東洋大学第２種奨学金
（経済的修学困難者奨学金） 給付 授業料半額相当額

（１年間）
４月（在学生は３～４月）
10月（10月進級者対象）

７月中旬 9月下旬

12月 ３月
学業成績・人物ともに優良であり、
経済的困窮度が高く修学困難な学部生

東洋大学第３種奨学金
（家計急変者奨学金） 給付 授業料半額相当額

（１年間）

プログラムにより異なります

プログラムにより異なります

本学が設定する語学基準

各種プログラムの選考に合格した
学部・大学院生

主たる家計支持者が死亡し

東洋大学「独立自活」支援
推薦入試実施時

てから３ケ月以内
勉学意欲・人物ともに優良であり、入
学後に主たる家計支持者の死亡により 出願後随時

入学前３月

プログラムにより
異なります

プログラムにより
異なります

東洋大学甫水会奨学金 給付 月額３万円
（当該年度内）

家計が急変した場合は、速
やかに相談してください 出願後随時

自然災害被災者への
納付金減免支援

東洋大学留学奨学金
（交換留学・認定留学・
　協定校語学留学奨学金）

給付
・

減免

減免

３万円～学費全額
（当該学期）

自然災害に対する支援が決
定次第、詳細を案内します

地震・風水害等の自然災害（災害救助
法適用地域に指定）により被災した世
帯の学部生

出願後随時

随時

随時

東洋大学
海外留学促進奨学金 給付

給付

4万円～150万円

授業料4分の1相当額
～授業料相当額

随時

◆奨学金〈各種団体〉
公共団体や民間団体による奨学金の紹介や受付も行っています。奨学金は修学の意思のある方を対象としており、

成績基準があります。

奨学金名 種　類 貸 与 ・ 給 付 額
（対象期間） 出　願　時　期 受　給　資　格　（抜　粋）

備　　　考
採否決定
時期

日本学生支援機構
第一種奨学金

貸与
（無利子）

月額　30,000円
　　　54,000円［自宅］
　　　64,000円［自宅外］
※上記金額から選択

（最長４年間。毎年継続手
続きがあります）

★予約採用 大学進学
前年

［受給資格］
人物・学業ともに特に優れ、経済的理由
により著しく修学困難な学生

［備考］
日本学生支援機構  http://www.jasso.go.jp/
予約採用制度を希望する方は、大学進学
前年までに高等学校等に相談してください

大学進学
前年

在学採用 ４月 ７月中旬

☆緊急採用 家計急変後
１年以内 随時

日本学生支援機構
第二種奨学金

JASSO支援金

貸与

給付 10万円 自然災害が発生した
翌月から4ヶ月以内

自然災害等により、学生が居住する
住宅に半壊以上の被害等を受けた場合

（有利子）

月額　30,000円
　　　50,000円
　　　80,000円
　　 100,000円
　　 120,000円
※上記金額から選択

（最長４年間。毎年継続手
続きがあります）

★予約採用 大学進学
前年

［受給資格］
人物・学業ともに優れ、経済的理由によ
り修学困難な学生

［備考］
日本学生支援機構  http://www.jasso.go.jp/
予約採用制度を希望する方は、大学進学
前年までに高等学校等に相談してください

大学進学
前年

在学採用 ４月 ７月中旬

☆応急採用 家計急変後
１年以内 随時

随時 随時

振込
始期

５月

７月

随時

５月

７月

随時

東洋大学
独立自活支援奨学金

授業料及び一般施設
設備資金の半額相当額

（4 年間。毎年度継続
審査あり）

東洋大学「独立自活」支援推薦入試に
合格し、白山キャンパスの大学事務局
等で就労する者
甫水会（父母または保護者の会）会員が不測の
事態により、家計事情が急変し、修学が困難と
なった学部生※当該年度に東洋大学第2種または
第3種奨学金を受給していない学生を優先する

経済的に修学困難となった学部生

学　　　費

小　計

その他の費用

合　計
２年次以降の

納入金額
〈参　考〉入学金 授業料 一般施設

設備資金 実験実習料
甫水会費

学生課外活動
育成会費小計

250,000 990,000 260,000 80,000 1,580,000 10,000 1,590,000 1,340,000

就職支援学 生
支 援 学費・奨学金学 生

支 援

キャリア形成・就職支援室

胚培養士って？

 

生命科学部
１．カリキュラムに組み込まれたキャリア支援活動
　1 ～ 2 年次は，資料収集・活用方法や、プレゼンテーション・議論の
方法を学ぶほか，企業人や学部卒業生の講演を通じて就職や進学への意
識づけをします。3 年次はインターンシップ（実務研修）を通じて将来
の進路や職業適性を考え，社会のニーズに対応する能力を身につけます。

２．資格取得や体験学習プログラムの実施
　「生殖補助医療胚培養士」（日本哺乳動物卵子学会の認定資格）や「公
害防止管理者」（国家資格）の資格取得支援や関連施設の見学を実施し
ています。田植えや稲刈りを体験し，米作りについて学ぶことができる

「農業体験」も実施しています。その他，「技術士補」（技術士を目指す
ために最も近道な国家資格）や「危険物取扱者」等の資格取得に対して
も対策講座を実施し、意欲のある学生を，充実したサポート体制でバッ
クアップしています。

３．グローバル社会に向けた人材育成
　生命科学の専門分野での語学力，および，企業や研究機関で活躍できる語学力の向上を図り，英語担当教
員が指導します。また，正規科目以外にも，TOEIC スコアを基準とする英語の習熟度別授業など，板倉キャ
ンパスには生きた英語に数多く触れる機会があります。海外での学会発表者には奨励金を支給する制度もあ
ります。

食環境科学部

１．食品工場見学会および報告会
　４月中旬に、１年生全員がクラス単位で板倉キャンパス近隣の食品工場を見学します。製造現場において、
食品会社の担当者の方々から直接説明を受け、製造工程だけでなく、食品の品質や原材料の安全性の確保に
ついての方策、食品企業の理念や経済活動などを知ることができます。このため、社会で必要とされる能力
を実感することにより、修学におけるモチベーションを高めることが期待されます。また、7 月の報告会では、
パワーポイントを使って見学させていただいた企業（および工場）の説明を行うことが求められ、各クラス
は定期的に集まり資料づくりを行います。クラス全員が協同して作業を行うことで、仲間づくりを促すだけ
でなく、新入生の孤立化を防ぐことにも繋がります。 

２．就職支援授業科目（食品科学特別講義）
　食品科学の分野に関連する研究動向、あるいは、新商品開発に関わる話題、企業の経営戦略など食品産業
界の最新のトピックスをテーマに、実践的な講義がオムニバス形式で行なわれます。食環境科学科の各専門
分野の教員の講義と、現場で活躍する外部の招聘されたスペシャリストによる、食品科学の分野に関連する
研究動向や新商品開発に関わる話題、および企業の経営戦略など食品産業界の最新のトピックスについての
講義により構成され、実務レベルで食品産業界を理解することができます。本講義を通して、食品の研究開発、
食品ビジネスに関する知見を広げ、食品産業界の直面している課題等を考えるとともに、就労意識の低下し
がちな 2 年生に、明確な目標設定をもたせることを目的の一つとしています。

キャリアの取り組み

　板倉キャンパスのキャリア形成・就職支援室では、大学に送られてきている求人票のほか、ジョブカフェや
ハローワークなどの情報も網羅した多彩な求人情報を整理・蓄積しています。また、OB・OG の就職活動記
録やさまざまな就職情報誌なども整え、就職活動の情報拠点として機能しています。就職に関する質問・相談
への対応はもちろん、エントリーシートや履歴書の添削、希望者には模擬面接も実施しています。4 年間を通
して学生一人ひとりの状況を把握し、きめ細かい就職活動指導を行っています。
　また3・4 年生の就職支援だけでなく、1・2 年生のためのキャリア形成支援として、資格取得や将来に向け
ての大学生活の過ごし方などの相談にも対応し、積極的なキャリアサポートを行っています。

　生殖補助医療を目的として、医師の指
導の下に体外で配偶子及び胚を取り扱う
業務に従事する医療技術者です。生命科
学部では、生殖補助医療機関における見
学・実習や、関連する専門知識について
の講義を行うなど、さまざまなサポート
を行っています。



⑫ 体育館
授業で使用する以外に、バスケットボー
ルやフットサル等のサークルの活動の場
として使用。

⑦ 図書館
1997 年 4 月に生命科学部が設置されると
同時に開館しました。両学部のニーズに
応えられる専門書が充実。設立当初から
地域住民へ開放されています。

⑨ テニスコート
3 面あるテニスコート。授業実施時以外
は学生にも貸出を行っています。

⑧ 多目的グラウンド
サッカー、フットサル、野球、ソフトボール、
バスケットができる人工芝の多目的
グラウンド。

⑥ 食堂棟
和・洋・中が揃い日替わりランチが楽し
みな学食。800 席以上の座席が設置され
ており、学生の憩いのスペースとなって
います。

⑤ ５号館
36 の実験室と 10 の共通機器室、コラボ
レーションスペースにより、十分な研究
環境が整っています。

⑩ サッカーグラウンド
女子サッカー部が活動する人工芝のサッ
カーグラウンド。ライトが設置されてお
り、夜でも活動を行うことができます。

⑪ 陸上競技場
１周 400m の陸上競技場。陸上部の練習
がないときは、サークルの活動等でも使
用しています。

最新の設備がそろった自然に恵まれたキャンパス
生命科学部と食環境科学部の学生が修学する板倉キャンパス。
実験施設を備えた 5 号館（実験棟）ではゆとりのあるスペースに
最新の設備をそろえ、学生一人ひとりの研究を力強くサポートします。

① １号館
板倉キャンパスのシンボルとして開設当
初から学生を迎えた 1 号館。約 500 名収
容の大教室とキャリア形成・就職支援室、
事務局等が設置されています。

③ ３号館
主に学生実験教室を有する3 号館。
1 階に産官学連携用実験室 1室、大学院
生用実験室 2 室を設置し、多様な研究ニ
ーズに対応しています。

② ２号館
開設当初から設置された講義棟と実験
棟の機能を併せ持つ校舎。学生実験実
習用機器室は、ガスクロマトグラフ室、
HPLC・原子吸光光度計室、クリーンベ
ンチ室等、各種学生実験に特化した機器
室となっています。

④ 生命環境科学研究センター
平成 26 年度私立大学戦略的研究基盤形成
支援事業に採択され、「人為由来環境変化
に対する生物の適応戦略と小進化」に関す
る研究を行っています。

キャンパスマップ大 学
案 内



様々な固形物の柔らかさや粘弾性の特性を評
価する装置。新しい食品の食感などを数値化
することができます。

窒素や炭素を測定します。加工食品をはじめ、
土壌肥料や植物、化学合成物、公共製品など
様々なサンプルを分析する事が可能です。

試料を前処理なしで光学顕微鏡を超える高倍
率ですばやく観察し、また、元素の分析が
できます。食品分野では、シイタケの胞子
やカビの状態、炊飯時のコメや乾燥昆布の表
面解析など、様々な食品の解析ができます。

これまでの実体顕微鏡では不可能だった「立
体感」と「高解像度」を両立させた顕微鏡。
加工食品や食材、作物、生体試料まで様々な
素材の成分分布や観察に利用できます。

人間の官能評価と同じように，においの「質」
と「強さ」を表現できる装置です。においの
強さや質を数値化することにより，客観的な
評価ができるようになります。食品の風味変
化の定量化（賞味期限の設定）、異臭混入時
の原因推定、ロット間のかおりの差の確認、
嗅覚のにおい差判定閾値の比較など、最新の
食品開発に利用されています。

食品素材、加工食品、加工だし、発酵食品、
血液や尿、家畜や農作物など、様々な素材の
アミノ酸の種類と含有量を測定します。タン
パク質の構造解析、臨床検査における疾患の
診断・病態解析、製薬における品質検査分野
など、様々な分野に使用されている装置です。

食品の味に関する総合的な感覚を数値化した
装置です。人の五感である視覚、聴覚、触覚、
嗅覚、味覚を代行するもので、新しい食品の
開発に利用されます。

原子吸光分光光度計は、試料を高温中で原子
化し、そこに光を照射したときに生じる吸収
スペクトルを測定することで試料中の元素の
定量を行うものです。特定の元素に対して高
い選択性を示すことから、食品分野をはじめ
多くの分野で広く用いられています。

食品分野やライフサイエンス分野における
様々な試料の分光特性を、感度よく、迅速に
測定する装置です。

高分子材料・医薬品・食品等の研究開発・品
質管理分野において材料の特性情報を得るた
めに必要不可欠な熱分析装置です。測定試料
と標準物質との間の熱量の差を測定すること
で試料の純度測定やポリマー硬化の測定な
ど、様々な分野に用いられています。

レオメーター エネルギー分散型X線分析装置

実体蛍光顕微鏡 におい識別装置 アミノ酸分析装置

味認識装置 原子吸光分光光度計

紫外可視近赤外分光光度計 自動示差走査熱量計

細胞内構造等を観察する顕微鏡。この他に
SEM, AFM も設置されています。微細な構
造の観察・同定に用いられています。

焦点情報を用い、解像度とコントラストに優
れた三次元的画像を観察・撮影します。試料
の立体的な構造やタンパク質の分布などの解
析を行います。

顕微鏡観察と同時に、観察している細胞部位
をレーザーで特異的に採取します。採取した
細胞は、遺伝子発現や生化学分析に用いられ
ます。

PCR 法による核酸増幅をリアルタイムにモニ
ターするための装置。遺伝子の発現量を定量
解析するために用いられています。

分子構造を原子核レベルで解析する装置で
す。核磁気共鳴スペクトルから、化学物質の
分子構造の分析や同定を行います。

液体中の化学成分・生体成分を高感度に定量・
定性分析します。また、発現タンパク質の網
羅的な解析（プロテオーム解析）も可能です。

　本センターでは、文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事
業で採択された「人為由来環境変化に対する生物の適応戦略と小進
化」という研究プロジェクトを実施しています。本研究によって、
重金属汚染および医薬品類（抗菌剤）汚染に対する生物個体および
個体群の戦略的環境適応（小進化）を明らかにします。

標的分子をイオン化して、得られたイオンの
質量電荷比の違いに基づく飛行時間の違いを
利用することで質量分析を行います。糖鎖な
どの生体高分子の詳細な構造解析および配列
解析を行います。

選択性の高い四重極型および高分解能である
飛行時間（TOF）型の長所を組み合わせた
LC-MS/MS システムです。装置の性能が高分
解能かつ高感度なので、微量な化合物の定性・
定量分析が可能です。

プラズマによりイオン化された試料中の元素
の定性・定量を行います。本機器は他の ICP-
MS に比べて感度が高く，水・土壌・生物といっ
た多様なサンプルに含まれる金属原子の定量
を行います。

研究設備紹介大 学
案 内

板倉キャンパスに設置されている研究設備・機器を一部紹介

透過型電子顕微鏡 (TEM） 共焦点レーザー顕微鏡 レーザーマイクロダイセクション

定量PCR装置 核磁気共鳴（NMR）装置 LC-QTOF(MALDI)/MS

AXIMA®Resonance

TripleTOF®5600+System NexION ICP 質量分析装置

生命環境科学研究センター

スミグラフ

四重極型GC/MSシステムは、揮発性物質な
どの低分子量化合物のイオンの質量電荷比
を測定することのできる装置です。食品中
の香り成分、環境中の成分、水道水中の混
入薬剤、化学製品などに含まれる成分の分
析に用いられています。

試料中に含まれる微量成分を高感度で検出する
ために用いられる分析装置です。液体クロマト
グラフィーで混合物から分離された分析対象成
分はイオン化され質量について分離、検出されま
す。環境試料や食品、医薬品、化学製品などの分
析のために多くの分野で用いられています。

タンデム四重極型LC/MS システム

四重極型GC/MSシステム




