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〒124−8530 東京都 飾区西新小岩1‐4‐6
TEL ０３−３６９２−０２１１ (代表)

[交通案内] JR 総武線 ｢新小岩｣ 駅北口より徒歩１分

●

沿

昭和22年４月
昭和23年４月
昭和29年４月
昭和32年８月
昭和38年１月
昭和61年４月
昭和62年10月
平成８年４月
平成９年10月
平成16年11月
平成17年２月

革
オリムピア洋裁学院開校
オリムピア学園設立
聖徳高等栄養学校設置認可・栄養士養成施設指定
聖徳栄養専門学校と校名変更
聖徳栄養短期大学設置認可
食物栄養学科第１部に専攻課程(食物栄養専攻・食品科学専攻)設置
学園創立40周年記念式典挙行・創立者渡邉正助先生胸像建立
専攻科食物栄養専攻設置・学位授与機構認定
学園創立50周年記念式典挙行・わたなべ記念館(体育館・講堂)完成
東京聖栄大学設置認可
食品衛生管理者養成施設登録

平成17年３月
平成17年４月
平成18年３月
平成18年９月
平成19年６月
平成21年４月
平成25年９月
平成26年２月
平成27年４月
平成29年４月

管理栄養士養成施設指定
東京聖栄大学開学
６号館 ｢機器分析実験棟｣ 完成・ ｢厚生施設棟｣ 整備
聖徳栄養短期大学廃止
学校法人 東京聖栄大学に改称
食品学科にフードサイエンスコース､ フードビジネスコースを設置
７号館竣工
栄養教諭(一種)教職課程認定
東京聖栄大学開学10周年を迎える
学園創立70周年を迎える

建 学 の 精 神
自立できる知識と技術を育み､ 強い向上心と真摯な行動力をそなえた人材の育成

本 学 の 目 的
本学は､ 教育基本法及び学校教育法に基づき､ 広く知識を授けるとともに､ 深く専門の学芸を教授研究し､ 特に栄養及び食品と健康に関する研究と実
践に重点を置き､ 併せて人格の陶冶と情操の涵養を図り､ もって社会の発展及び文化の向上に貢献する人材を育成することを目的とする｡

教 育 目 標

※教育目標は､ 学則第１条 ｢本学の目的｣ の詳細説明として掲げています｡

健康・栄養・食品に関する専門的知識と技術､ 技能を身につけ､ 地域社会や職業社会で活躍できる人材を育成する
東京聖栄大学は､ 教育基本法､ 学校教育法および関連法規に基づき､ 誠意ある､ 広い視野を持った豊かな人間性を基礎として､ ｢健康・栄養・食品に
関する専門的知識と技術､ 技能を身につけた栄養士・管理栄養士､ 技術者､ 研究者として､ 地域社会や職業社会で活躍できる人材を育成する｣ ことを
目標とします｡
本学の教育理念に基づいて教育目標を具現化するために次の事項を掲げます｡
１.
２.
３.
４.
５.
６.
７.
８.

学生に対して､ 一人ひとりに応じた教育を徹底して､ 学生をかけがえのない一人の人間として大切に育てます
学問的知識・技能が集積された技術を身につけ､ 資格を取得して､ 職業人として社会に貢献できる人間を育てます
他者と共に社会の一員として生きることが出来るように､ 人間関係を形成・維持するためのコミュニケーション能力を身につけた人間を育てます
勤勉で学問的知識と技能(skills)と技術(technique)の習得に自発的・積極的に取り組み､ チャレンジ精神あふれる人間を育てます
身につけた知識を実験や実習を通して確認し､ 体を動かすことを厭わない､ 実践力を持った人間を育てます
困難や様々な問題に直面しても､ それを受け止め､ 立ち向かい､ 乗り越える精神的強さをもった人間を育てます
心と体の健康管理を自ら行える人間を育てます
精神的・経済的・社会的に自立 (自律) できる人間を育てます

教 育 理 念
｢学生を信じ､ 学生と共に学び､ 日々向上し､ 広く社会から信頼を得る教育を行います｣
｢実験・実習を通して培った技能(skills)と技術(technique)で知識を裏づけ､
社会に貢献できる管理栄養士､食品技術者を育成します｣

＊本学の教育姿勢を反映した標語＊
(Tokyo Seiei College)

私たちは東京聖栄大学の一員として､ 信頼に基づく教育を行います｡ 学生の声に真剣に耳を傾け､
変化する社会に対応できるように､ 常に広い視野を持って教育に取り組みます｡
常にカリキュラム､ 教育方法を点検して､ 常に ｢よりよい教育｣ を目指します｡

T：Try hard(一所懸命)：
S：Sincerity(誠実さ) ：
C：Creativity(創造性) ：

この理念のもとに､ 東京聖栄大学は､ 建学の精神を具現化する努力を続けます｡

本学の約束 (ミッション)
東京聖栄大学は､ その全ての活動を通して次の三つのことを約束します｡
１. 健康・栄養・食品に関する専門的知識と技術､ 技能を身につけた栄養士・管理栄養士､ 技術者､ 研究者として､ 地域社会や職業社会で活躍できる
人材の育成を通じて､ 地域社会や職業社会のニーズに応え､ 社会に貢献することを約束します｡
２. 自分自身を大切に出来るとともに､ 他者を尊重することが出来る心身のバランスの取れた人間を育てることを約束します｡
３. 教育理念に基づいた教育目標を達成することが出来るように､ 教職員と学生が一体となって､ 学びの場としてふさわしい環境を作ることを約束し
ます｡

健康栄養学部のアドミッション・ポリシー
東京聖栄大学健康栄養学部は ｢健康・栄養・食品に関する専門的知識と技術､ 技能を身につけ､
地域社会や職業社会で活躍できる人材を育成する｣ を教育目標にしています｡
教育目標を達成するために､ 本学に入学される学生の皆さんには次の各点を期待します｡
１. 勤勉で意欲をもって学び続けることができる
２. 実習や実験などグループワークに積極的に取り組める
３. 将来の夢や目標を持ち､ その実現に向けて日々の努力を惜しまない
４. 何事にも真剣に､ 全力で取り組みチャレンジ精神が旺盛である
５. 常に謙虚で向上心があり､失敗してもそこから学び反省して､次の行動に活かすことができる
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健康栄養学部 (男女共学)
食品学科
80名
フードサイエンスコース
フードビジネスコース
管理栄養学科
80名

●卒業後の進路
＜食品学科＞

＜管理栄養学科＞
病院などの医療分野や老人福祉施設等の福祉分野の他､ 学
校や保健所､ 給食センター等が管理栄養士 (栄養士) の主な
進路となります｡ さらに 食のスペシャリスト として､ 食
品関連企業での研究・開発分野及び営業・販売業務､ レスト
ラン・食堂の店舗運営等でも力を発揮しています｡ 26年度入
学生からは ｢栄養教諭｣ 教職課程を開設し､ 活躍の場は大き
く広がる傾向にあります｡ また､ 公務員試験対策の充実によ
り､ 最近は公務員栄養士 (学校栄養職員) 等に安定して採用
されています｡

食品関連企業における新規食品開発や販売促進､ 外食産業
のメニュー開発や店舗運営等､ フード産業の先端ビジネスに
おける 食 をトータルプロデュースできる人材へのニーズ
は高まっています｡ また､ 輸入品を含め様々な食材が流通し
ている中での遺伝子組み換え食品や食品事故など､ 食の安全
性への関心も高まっています｡ 市場に流通する輸出入食品､
食品の製造・加工､ 流通などのプロセスにおける安全性や衛
生管理などを担う食品衛生監視員の業務への期待がますます
膨らむ現代社会｡ 万全の体制でサポートします｡

開発・製造分野：食品会社における新規食品の開発､ 製造､
加工業務等
流通・販売分野：食品の卸・小売業における品質管理､ 販売
および販売促進等
フードビジネス分野：ホテル・レストラン等の外食産業や中
食産業におけるメニュー開発や店舗運営等
食品行政分野：食品衛生監視員として､ 流通する食品の安全
性の確保や食品事故防止等の指導業務等
その他の分野：食品分析センター等における試験・分析業務､
健康食品会社の商品アドバイザー等

(就職希望者160名中

●学

保健分野：国､ 地方自治体､ 保健所､ 市町村保健センター等
医療分野：病院､ 診療所､ 介護老人保健施設等
福祉分野：特別養護老人ホーム､ 保育所､ 心身障害児等福祉
施設等
教育分野：管理栄養士､ 栄養士､ 調理師等養成施設､ 学校､
栄養教諭等
その他の分野：研究機関､ 食品会社､ 健康・スポーツ施設等

就職内定者157名)

(受験者70名中

費 (29年度実績)

初年度納入金
入学手続き時

＜食品学科＞
1,646,660円
983,660円

●大学案内・募集要項請求先 (送料共無料)

＜管理栄養学科＞
1,661,660円
991,160円

入試・広報課
〒124−8530 東京都 飾区西新小岩１−４−６
ＴＥＬ ０３−３６９２−０２３８(直通)
ＦＡＸ ０３−３６９２−０２４８(直通)

●学生寮

●キャリアサポート

本学では､ 遠隔地から入学を希望される方に良い環境で安心
して利用でき､ 通学に便利な指定学生寮を紹介しています｡
ドーミー平井 (男子)
ドーミー東船橋 (男子)
ドーミー平井２ (女子)
ドーミー東船橋２ (女子) 他

オープン
キャンパス

sat

sat

sat

本学では学生各々の能力や技量に合った進路を見いだせる様
に､ 入学時から卒業後まできめ細かいキャリアサポートを実施
しています｡ 具体的には､ 職業適性テストや就職ガイダンス､
学内での業界・企業説明会等を定期的に実施｡ また就職支援ア
ドバイザーによる個別面談・指導を充実させ､ 学生一人一人の
資質・能力を高めます｡ 結果､ 多くの卒業生が目標に適った職
域で活躍しています｡

sun

sat

時間：各回とも13:00〜16:00 −要予約−
内容：学部・学科案内､ 30年度入試案内､ キャンパス見学､ 模擬授業､ 個別入試相談､ 在学生と語ろう

受験
相談会

聖栄 飾祭
(大学祭)

他

■お申込み
sat

sat

sat

時間：各回とも13:00〜16:00 −要予約−
内容：30年度入試案内､ 個別入試相談､ キャンパス見学

sat

合格者 63名)

他

sun

＊受験相談コーナーを開設します｡
時間：各回とも10:00〜16:00 −予約不要−

大学ホームページ：http://www.tsc-05.ac.jp/
E-mail：nyushi@tsc-05.ac.jp
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