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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
食・栄養・健康に関する専門職です。国家試験に合格して取得できる国家資格
で、高度の専門的知識および技術が必要な栄養の指導を行う医療職種です。
糖尿病などの患者、高齢者、子ども、妊婦、スポーツ選手など、個人の状況にあ
った食事や栄養の指導をすることができます。
人々の健康の維持・増進に貢献できるとてもやりがいのある専門職です。
食物栄養学科で取得可能なその他の資格
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
一生、役立つ資格がほしい
小学校や保育園で
子どもたちに
食育がしたい！

病院で活躍する
管理栄養士に
なりたい！

スポーツ栄養に
関わる仕事がしたい！

料理やお菓子作りに
関わる仕事がしたい！

企業で食品の
開発をしたい！
高齢者を食事面で
サポートしたい！

みなさんのこんな
想いに応えます！

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。

こんな生徒さんたちも安心して学べます
理系科目が苦手

料理はほぼ未経験

人前で話すのが苦手

入学前、入学後授業でサポ
ート（文系クラス出身の学生
もたくさん学んでいます）

充実した調理系の実習で、
卒業時には料理上手に!!

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!!

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
＃別府大学 ＃食物栄養学科

最新情報は HP に
随時アップしています

①

様々な体験により実践力が身につく！
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。

大分県と㈱ローソン共催の「次世
代応援地産地消商品開発コンテス
ト」で 2 年生の作品「カボスとレモン
のレアチーズケーキ」が優秀賞に選
ばれました。

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。

「第 7 回サイエンス・インカレ（文部科
学省主催）」において、食物栄養学科 3
年生のチームが研究した「 別府「湯の
花」の皮膚に対する効果 」が「ファーウェ
イ賞」を受賞しました。

ロコモ予防教室では学生
が運動の指導をしています。

県産野菜をたっぷり使った料理コン
テストでグランプリに輝いたのは「野菜
たっぷりケークサレ」。野菜が苦手な子
どもでもおいしく食べられることが評価
されました。今後、県内のトキハ、大銀
ドーム内のレストランで販売されること
になっています。

野菜を食べようの食育劇。
ゲンエンジャーの登場に園児
たちも大喜び！！

道の駅の依頼で、学生
が食品開発をしました。

フランス研修旅行
～お塩減らしていいあんべえ～
うっとーのまごたちはやさしい定食

特産品を生かした減塩食レシピを競う第 2
回「S-1g（ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ）大会」で本学学生が
考案した「まごたちはやさしい定食」が現役管
理栄養士が作成した作品を抑え金賞を受賞。

②

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。

講習終了後フランスの
講習を終えた後、修了証 講習で作ったフランスの
名所旧跡を巡ります（ル
伝統的なお菓子です（左
書が授与されます。仏料
理、仏菓子、ﾌﾙｰﾂｶｯ からカヌレ、マカロン、奥が ーヴル美術館にて）。
ﾄ、ﾃｰﾌﾞﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰ ピスタチオのタルト）。
ﾄの 4 つの課程を学びま
す。

地元に強い!!

地元に優しい!!

管理栄養士を別府から♨
別府大学
食物栄養科学部

食物栄養学科

平成 29 年度就職率 96.8%（県内就職率 68.9%）
卒業者 65 名中 61 名が就職（上記就職率は進学者 2 名を除く）

県内の主な就職先（過去 5 年間）
■病院：大分大学医学部附属病院、新別府病院、西別府病院、津久見中央病院、日田検診センター、
済生会日田病院 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、（株）ジョイフル、ABC Cooking Studio、
（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
詳細は別府大学ホームページをご覧ください。

現在、公務員として活躍している卒業生は 1９名
★大分県職員（管理栄養士）
★大分市（管理栄養士）
★津久見市（管理栄養士）
★国東市（管理栄養士）
★陸上自衛隊（管理栄養士）

１名
４名
２名
２名
３名

★大分県学校栄養職員
★別府市学校栄養職員
★豊後大野市（管理栄養士）
★日出町（管理栄養士）
★宮崎県職員（管理栄養士）

１名
２名
２名
１名
１名

平成 29 年度管理栄養士国家試験合格率 93.8%
実施回
（年）

28 回
（H26 年）

29 回
（H27 年）

30 回
（H28 年）

31 回
（H29 年）

32 回
（H30 年）

本学合格率

94.9％

96.4％

84.6％

89.4％

93.8％

合格率
（管理栄養士養成施設：新卒）

91.2％

95.4％

85.1％

92.4％

95.8％

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

夢をかなえた卒業生たち
管理栄養士として、
実業団チームで選手
の食事作りや体調面
はもちろん心のサポー
ト等もしています。とて
もやり甲斐のある仕事
です。

大分県豊後大野市
にある豊肥保健所
で、地域の健康問題
への対策や食育活動
などを通して、県民の
健康を守るための業
務に専念しています。

店頭では、管理栄養士
として積極的にお客様
への食事の指導を行い
っています。また、サプ
リメントや医薬品を用い
て健康増進のアドバイ
スを行なっています。今
では店長という役職を
頂いて、店舗管理も行
なっています。

キヤノンアスリートクラブ九州
志賀 彩也香 さん（H23 年度卒）
大分県立大分西高校出身

豊肥保健所 地域保健課
安養寺 真子 さん（H25 年度卒）

（株）ドラッグストアモリ
知念 尚之介 さん（H25 年度卒）

大分県立日田高校出身

沖縄県立南部農林高校出身

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。
大分市保健所
東部保健福祉センター
神宮司 あかり さん（H26 年度卒）

入居されている方の
献立作成や栄養管理
が主な業務です。
また、配食サービス
（独居のお年寄り向
け）の献立作成・発注
作業も行っています。
社会福祉法人 一心会
養護老人ホーム山香苑
田中 美帆 さん（H24 年度卒）

大分県立鶴崎高校出身

大分県立杵築高校出身

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。
津久見市立第二中学校
宮原 由美 さん（H26 年度卒）
大分県立杵築高校出身

私は医薬情報担当者
(MR)という仕事をしてい
ます。医師や薬剤師等に、
自社の薬の品質・有効性・
安全性に関する情報を提
供することで、患者さんに
最適な治療を行っていただ
くためのお手伝いをしてい
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。

Meiji Seika ファルマ㈱
近藤 麗香 さん（H27 年度卒）
明豊高校出身

社会医療法人 関愛会 佐賀関病院
吉田 香 さん（H20 年度卒）
大分県立豊府高校出身

卒業後のサポートも充実！！

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。

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。

食物栄養科学部セミナーも開催予定!!

2018
第1回

④

4/22(日)

第2回

7/16(月祝)

第3回

8/18(土)

2018 年度も
発酵食品を作って
食べる体験学習を開催予定

オープンキャンパスや食物栄養科学部セミナーについて、詳細は別府大学ホームページをご覧ください！
【2018/04/02 作成】

