
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別府大学食物栄養学科は 

大分県で唯一の管理栄養士養成校です 

管理栄養士とは 
一生使える資格でやりがいのある専門職です 

 ①管理栄養士は、厚生労働大臣の免許を受けた国家資格で、病気を患っている方や高齢で食事

がとりづらくなっている方、健康な方一人ひとりに合わせて専門的な知識と技術を持って栄

養指導や給食管理、栄養管理を行います。 

②乳幼児期から高齢期まであらゆるライフステージで、個人や集団に食事や栄養についてアド

バイスをしたり、特定給食施設等で献立を立てて食事を提供したり、栄養状態の管理を行

い、皆さんの健康を食と栄養の専門職としてサポートしています。 

●〇●食物栄養学科で取得可能なその他の資格●〇● 
栄養士免許・栄養教諭一種免許・食品衛生管理者・食品衛生監視員・フードスペシャリスト 

別府大学 食物栄養科学部 食物栄養学科 
〒874-8501 大分県別府市北石垣 82 

Tel 0977-66-9630  Fax 0977-66-9631 
http://www.beppu-u.ac.jp/course/nutrition/food 

① ＃別府大学 ＃食物栄養学科 

人前で話すのが苦手 

安心して学べるカリキュラム 

 社会のニーズに合わせて教育課程の見直しを定期的に行っています。学生の声も聞きなが
ら、より学びやすい実践的な新カリキュラムによる授業を行っています。 
クラス担任がきめ細かく学生の学修をサポートしています。学生と教員の距離が近く気軽
に質問や相談をしやすい雰囲気です。 

理系科目が苦手 

こんな生徒さんたちも安心して学べます 

料理はほぼ未経験 

高校で生物や化学を学んだこ
とがない方も、入学前、入学
後の授業でサポートします！ 

授業や学外活動を通し
ての実践体験でコミュ
ニケーション力UP!! 

充実した調理系の実習で、
卒業時には料理上手に!! 

最新情報はHPに 
随時アップしています 

スポーツ栄養に 
関わる仕事がしたい！ 

病院で活躍する 
管理栄養士に 
なりたい！ 

高齢者を食事面で 
サポートしたい！ 

小学校や保育園で 
子どもたちに 
食育がしたい！ 

企業で食品の 
開発をしたい！ 

料理やお菓子作りに 
関わる仕事がしたい！ 

一生、役立つ資格がほしい 

みなさんのこんな 
想いに応えます！ 

2021年度版 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様々な体験により実践力が身につく！ 

     フランス研修旅行（R2年度は実施せず） 

フランス国立の学校で日本では学べない調理技術、テーブルコーデ

ィネート法を学びます。他の養成校では体験できない研修旅行が、学

生の食文化の視野を広げます。 

フランス料理の講習を

受講しているところで

す。現地でよく採れる舌

平目を使った蒸し料理に

挑戦しました（写真は舌

平目のさばきかたを習っ

ています）。 

授業、卒業論文等の研究活動、あるいはボランティア活動において、県内各地のイベントや健康

教室に参加し、地域の方とふれあうことで実践力を身につけます。様々な活動を通じ、地元大分県

活性化のお手伝いをしています。 

また、全国的な料理コンテストに積極的にチャレンジし、金賞を受賞するなど学内外から高い評

価を受け、学生の自信にもつながっています。 

地域の高齢者を対象に開催
する湯けむり健康教室は、学
生がすべて企画し、栄養の指
導を行っています。 

ロコモ予防教室では学生
が地域の高齢者の方の運動
の指導をしています。 
 

コロナ禍でも学びの機会
を失わないよう、外部の医
師・管理栄養士等の先生方
からリモート講義を実施し
ていただきました。 

大分県・大分県旅館組
合・大分県医師会との協働
で、「宿泊施設向け食物ア
レルギー対応メニュー」の
作成に取り組みました。 

講習を終えた後、

修了証書が授与され

ます。仏料理、仏菓

子、ﾌﾙｰﾂｶｯﾄ、ﾃｰﾌﾞﾙ

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄの 4つの課

程を学びます。 

スポーツ栄養に興味のある学生達が「食育スポーツキャラバン隊」
を結成し、県内のスポーツをしている子ども達に対して、食育授業や
調理実習等を行い、ジュニアアスリートの育成に貢献しています。 

研修旅行の後半で

は、フランスの名所旧

跡を巡ります（モンサ

ンミシェルにて）。 

② 

公益社団法人日本フードス
ペシャリスト協会主催の資格
認定では、フードスペシャリ
ストに加え、難関の専門試験
2種ともに合格し、フルライ
センスを取得しました。 

4年生の卒論発表会では、
井玲佳さん（小国高校卒）と
濵田理紗さん（臼杵高校卒）
の発表「アルコケアの小児マ
ウスへの影響」（指導教員：
仙波和代教授）が優秀賞とし
て選出され、賞状の授与が行
われました。 

学外での学会発表が中止にな
りましたが、学内で代替発表会
を実施しました。本学科では希
望者は 1,2 年生からゼミに所
属し研究に取り組んでいます。
しっかりと発表でき充実した会
となりました。 

玖珠町の活性化事業として
玖珠町産大麦粉（もち麦粉）
を用いた「つるつるもち麦う
どん」を商品化しました。も
ちもちとした食感と大麦の風
味が楽しめます！4月下旬以
降、大分県内の店舗で販売が
予定されています。 

明星小学校への食育講座開催 
～コロ滅の食事君も食柱になろう～ 
人気アニメのキャラクター登場に

小学生達も大喜び！楽しみながら食
事の大切さを学びました。 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分県職員（管理栄養士） 5 名 臼杵市役所（行政事務職） １名 
大分市（管理栄養士） 5 名 大分県学校栄養職員 １名 
津久見市（管理栄養士） ２名 別府市学校栄養職員 2 名 
国東市（管理栄養士） ２名 ＜大分県外＞  
竹田市（管理栄養士） 1 名 陸上自衛隊（管理栄養士） ３名 
豊後大野市（管理栄養士） ２名 宮崎県職員（管理栄養士） 1 名 
日出町（管理栄養士） １名 熊本県あさぎり町（管理栄養士） 1 名 
玖珠町（管理栄養士） 1 名 宮崎県椎葉村（管理栄養士） １名 
豊後高田市（管理栄養士） 1 名 長崎県学校栄養職員 １名 

実施回 

（年） 

30 回 

（H28 年） 

31 回 

（H29 年） 

32 回 

（H30 年） 

33 回 

（H31 年） 

34 回 

（R2 年） 

35 回 

（R3 年） 

本学合格率 84.6％ 89.4％ 93.8％ 89.6％ 93.5％ 89.4％ 

合格率 

（管理栄養士養成施設：新卒） 
85.1％ 92.4％ 95.8％ 95.5％ 92.4％ 91.3％ 

別府大学 
食物栄養科学部 食物栄養学科 

2020 年度 就職率 98.0％（2021 年 5 月 31 日現在） 
卒業者 54 名中 50 名が就職（上記就職率は就職希望なし 3 名除く） 

2020 年度管理栄養士国家試験合格率 89.4% 
管理栄養士養成課程(新卒)平均合格率 91.3% 

現在、公務員として活躍している卒業生は 31 名 

●〇●主な就職先（過去 5 年間）●〇● 
■病院：国立病院機構（鹿児島医療センター、肥前精神医療センター）、大分大学医学部附属病院、アルメイダ病院、 

新別府病院、豊後大野市民病院、コスモス病院、津久見中央病院、佐伯中央病院、済生会日田病院、大久保病院、 
東京腎泌尿器センター大和病院、髙木病院（福岡県）、済生会熊本病院 他 

■老健施設、保育園：大分市、別府市、杵築市、日出町、国東市、由布市、豊後大野市、竹田市 他 
県内各地所在の施設、熊本県や宮崎県内の施設 他 

■給食受託会社：日清医療食品（株）、富士産業（株）、（株）レオック 他 
■その他企業：（株）ドラッグストアモリ、コスモス薬品、新生堂薬局、（株）ジョイフル、鳥繁産業、 

（株）ローソン、永富調剤薬局、生活協同組合コープおおいた、JA 大分、JA べっぷ・日出、JA フーズ大分、 
富士甚醤油（株） 他 

地元に強い!! 地元に優しい!! 

管理栄養士を別府から
♨ 

 

授業でしっかりと

基礎力を固める 

国家試験対策 

演習（週 1 回） 

模擬試験（年 3 回） 

国家試験直前まで 

授業内外で国家試験対策 

特別対策講座（年 5 回） 

小テスト（週 1 回） 

模擬試験（年 15 回） 
③ 

詳細は別府大学ホームページをご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

社会医療法人 関愛会 佐賀関病院 
吉田 香 さん（H19年度卒） 
大分県立豊府高等学校出身 

おかげさまで、多くの管理栄養士を 
大分県内外に輩出してきました。 

そしてこれからも。 

夢をかなえた卒業生 

 （株）ローソン 
畑野 歩奈 さん（H29年度卒） 

 大分県立国東高等学校出身 

大分市保健所 
神宮司 あかり さん（H26年度卒） 

大分県立鶴崎高等学校出身 

株式会社 新生堂薬局 
平川真衣 さん（H27年度卒） 

  別府青山高等学校（現 翔青高校）出身 

  

公益財団法人 日本サッカー協会 
JFAアカデミー福島  

後藤 美奈 さん（H18年度卒） 

大分県立竹田高等学校出身 

社会福祉法人 暘谷福祉会 
高齢者総合福祉施設 暘谷苑 
津留 悠貴子 さん（H29 年度卒） 

大分県立大分南高等学校出身 

津久見市西部調理場 
宮原 由美 さん（H26年度卒） 

大分県立杵築高等学校出身 

学校給食の献立を
考え、食材の発注、
献立表や食育だより
を作成します。食育
の授業を行うことも
あります。 

病院の入院患者
様の栄養量のプ
ランニングや栄
養状態のモニタ
リングなどをし
て栄養管理をし
ています。 

食を通して大分に住む
方々の健康を改善して
いく仕事をしていま
す。赤ちゃんの離乳食
の相談から高齢者の食
事、生活習慣病の方へ
の食事指導まで幅広い
年代の方々に関わって
います。 

私は、企業で働く管理栄養士
を目指して、（株）ローソン本
社に入社しました。まだ入社し
てまもないので、都内の店舗の
様子を知るために、様々な業務
を体験しています。 
将来は、大学で学んだ食の知
識を生かして、商品開発や、健
康増進の視点からの商品提供な
どを考え、社内企画として実現
できればと考えています。 

入社して３年間はドラッ
グストアで登録販売者兼栄
養士として勤務し、４年目
から調剤薬局で事務兼栄養
士として勤務しています。
栄養のことだけでなく、お
薬のことや生活に寄り添っ
た栄養指導や特定保健指
導、健康経営委託事業も行
っています。 
 

日本をリードしサッカ
ーのみならず広くスポー
ツ界、社会全体に発信で
きるトータルな人材育成
を目指し選手をサポート
しています。公認スポー
ツ栄養士の知識が役立っ
ています。 

大分県食品・生活衛生課
にて「うまい、楽しい、元
気な大分」を実現するため
に食育活動などを通して県
民が心身ともに健やかに暮
らせるよう業務に従事して
います。 

私は幼少の頃から、
祖母と過ごすことが楽
しく、将来は高齢者の
方々に関わる仕事に就
きたいと考え、老人保
健施設の管理栄養士と
して勤務しています。
入所者の方々との交流
を通じて食事支援をあ
り方を考えています。 

卒業後のサポートも充実！！ 
仕事の悩みや転職、学習などについての相
談や近況報告など、卒業後も多くの卒業生
が大学を訪問してくれます。教員も、そん
な卒業生の悩み・相談に親身に対応する一
方、卒業生と教員との親睦会も盛んに開か
れています。 

【2021/05/31 作成】 
④ 

生活協同組合コープおおいた 
組織支援本部商品政策室 
塩月 聖奈 さん（H28年度卒） 
 大分県立佐伯鶴城高等学校出身 

 大分内分泌糖尿病内科クリニック 
二宮 香織 さん（H30年度卒） 
 大分県立別府鶴見丘高等学校出身 

 独立行政法人 国立病院機構 
鹿児島医療センター 

菊樂 祐太 さん（H30年度卒） 
 楊志館高等学校出身 

 大分県庁 食品・生活衛生課 
木本 舞 さん（H30年度卒） 
 大分県立大分西高等学校出身 

現在の業務内容；店舗の衛生
管理、PB メーカーの工場や県
内外（山口県や佐賀県など）の
契約生産者を訪れ産直産地の
点検などを行っています。その
他、商品表示の管理や組合員さ
んから要望があれば食の安全
などの学習会の講演などもし
ています。 

糖尿病、甲状腺を専門とし
たクリニックで、糖尿病や
高血圧、脂質異常症など
個々に応じた栄養指導を行
っています。その他にも事
務や診察室の中のサポート
など多岐にわたって仕事を
しています。 

急性期病院にて主に栄
養指導や病棟業務、嚥下
回診、献立作成を担当し
ています。嚥下障害のあ
る患者様に関わること
が多いためそのような
患者様でもしっかり栄
養を補給できるような
提案を心がけています。 


