
京都女子大学栄養クリニック

１０年のあゆみ



　京都女子大学栄養クリニックは、今年、設立10周年を迎えることができました。この節目を迎えることがで
きましたのも、ひとえに学内外の多くの皆様からのご支援の賜物であり、改めてここに深く感謝申し上げます。
　本施設は、「地域及び社会貢献」「管理栄養士養成のための実践教育」「臨床研究」という３つの目的のもとに
平成20年に設立されました。この目的の達成に向けて、食物栄養学科と有機的な連携を図りながら、料理教室、
地域連携活動、食育活動、疾病予防に向けての取り組み・研究活動・書籍出版など、様々な行事や施策を行って
まいりました。また、平成24年度からは、新築のR研究棟に移転し、設備を大幅
に充実することができました。本冊子では、この10年のあゆみの一部をご紹介
させていただいております。
　栄養クリニックを有する管理栄養士養成施設は全国でも極めて少なく、本施設
の社会的な責任は大きいものと思われます。次の10年に向けて皆様のご協力を
賜りながら、さらに精進と努力を重ねていければと考えております。
　最後になりましたが、設立及び運営に際しましてご支援とご協力をいただきま
した本学をはじめ、多くの関係者の方々のご尽力に厚くお礼申し上げます。
　今後もいっそうのご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げて、ご挨拶と
させていただきます。
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栄養クリニックのおもな活動

ごあいさつ

地域貢献　P.02

研究活動　P.03

　　　　　P.04教育活動
・学生支援

広報活動　P.05

　一般市民を対象に料理教室、学習会、栄養相談や健康情報の発信などを行っています。さまざまな事業を通し
て、生活習慣病予防や健康増進の啓発を行い、豊かな人生をサポートすることを目指しています。

京都女子大学栄養クリニック

栄養クリニック長　宮脇 尚志

公開講座・健康づくりのための料理教室・テーブルコーディネート講座・健康増進のため
の学習会・乳幼児期～高齢期の食事支援教室・東日本大震災の被災者に対する栄養管理支
援プロジェクト・栄養アセスメント（大学祭、中信ビジネスフェア、京都市健康イベント他）・
高齢者の骨を守るための栄養ケア対策・東山区まちづくり支援事業・栄養相談・特定保健
指導・「認定NPO法人 京滋骨を守る会」共催料理教室 など

管理栄養士などの専門職を対象とする研究会・臨床栄養学や予防栄養学分野の研究・日本
栄養改善学会における研究成果の発表 など

食物栄養学科卒業生のための生涯学習・学生対象「女子力向上のための料理教室」・学生
ボランティア支援（附小ランチ／附小スクールランチ・料理教室・その他のイベント）・
卒業生向けメールマガジン配信・料理コンテスト支援・企業コラボ製品開発支援 など

食withプロジェクト～レシピ甲子園コンテスト～・健康情報冊子／レシピ集・京女大栄
養クリニック通信・栄養クリニック監修『京女レシピ』・食物栄養学科受験生向け見学会
（オープンキャンパス）・出張講演・食、栄養、健康に関する取材協力 など



　京都女子大学は、京都市や東山区、企業との間で連携を結んでいます。栄養クリニックは、健康に関する啓発
活動を行うために学内外イベントに参加したり、健康づくりを支援するために個別の栄養相談や健康づくりのた
めの料理教室を開催するなど、幅広い活動を行っています。

公開講座 
　栄養・健康の分野で活躍している講師を招き、定
期的に講演を行っています。一般の方を対象に、栄
養や健康に関する正しい情報・知識を普及すること
を目的としています。

健康増進のための学習会
　メタボリックシンドローム、高血圧症、骨

こつそしょうしょう
粗鬆症

などの疾病予防をテーマに身体の各種測定、生活習
慣に関するアンケートを実施。測定結果やミニ講義
を通して自身の健康状態と生活習慣上の課題を把握
し、学習会後の６ヵ月間、各自で改善に取り組んで
いただきます。その後、再び生活習慣に関するアン
ケートを行い、改善点や問題点を栄養クリニックが
分析し、結果をフィードバックしています。

②アンケート 

食生活や運動、生活習
慣に関してアンケート
形式で調査

①テーマごとに測定 

身体計測・血圧測定 ・
骨密度測定・ロコモ度
テストなどを実施

③ミニ講義・実習

講義や測定の結果から
課題を見つけ、調理実
習や講義で学んだこと
を日常に取り入れられる
ようにアドバイス

④６ヵ月後アンケート 

学習会後にどの程度知
識が定着したか、どのぐ
らい意識が変わり目標が
達成できたかを確認

健康づくりのための料理教室
　減塩・低カロリー食や季節の食材を使った健康料
理など、身近な要望に応える料理教室を開催。栄養
や食に関するミニ講義で知識を深め、日常の食生活
で実践できるよう支援することを目的としています。
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地域貢献
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東日本大震災の被災者に対する
栄養管理支援プロジェクト 
　平成25年より被災地へ出向き、栄養アセスメン
ト、食事調査
を行っている
ほか、現地の
方を対象に食
や運動につい
ての講演を
行っています。

地域の方への栄養アセスメント
　大学祭、京都市など、外部主催のイベントで身体
計測や栄養相談を実施。健康に関する啓発活動を行
い、地域住民
の健康づくり
を支援してい
ます。

栄養相談・特定保健指導

生活習慣病予防の食事や健康に
ついての相談、要望に応じて栄
養評価・食事分析・身体計測を
行っています。また、平成29
年より特定保健指導を開始しま
した。

高齢者の骨を守るための
栄養ケア対策
京都市老人福祉センター 17ヵ
所で、骨密度測定、身体計測な
どを実施。測定結果と栄養クリ
ニック作成の冊子をもとに、骨
に関する栄養や運動のアドバイ
スを行っています。

東山区まちづくり支援事業

東山区活性化、地域の世代間交
流を目的として、夏休み親子料
理教室を開催。また、高齢者対
象の料理教室の実施や、地域の
小学校に京女大栄養クリニック
通信を年２回配布しています。

「認定NPO法人 
　京滋骨を守る会」共催事業
当栄養クリニック内には、骨粗鬆
症財団との連携のもと設立された
認定NPO法人の事務所が設置さ
れています。同法人と、骨粗鬆症
予防のための料理教室などの共催
事業を定期的に行っています。

　大学附属研究施設として、健康寿命の延伸、骨粗鬆症やメタボリックシンドロームなどの生活習慣病を中心と
した臨床栄養学や予防栄養学分野での研究に取り組んでおり、肥満者や高齢者などを対象とした研究成果を学会
で発表しています。また、管理栄養士などの専門職を対象とした研究会も開催しています。

研究会 
　管理栄養士などの専門職を対象に、職場ですぐに
活かせる知識や技術を学ぶ研究会（嚥

えん
下
げ
食、パック

クッキングの講習会）を開催しています。また、炎
症性腸疾患、糖尿病の方を対象とした講習会なども
行ってきました。 

臨床栄養学や予防栄養学分野の研究
　「肥満者の生活習慣改善による体組成の変化」「高
齢者の骨密度と生活習慣との関連」などについて分
析し、その成果を学会で発表してきました。 

研究活動
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教育活動・学生支援
　栄養クリニックの開催するイベントに、本学食物栄養学科の学生がボランティアとして参加し、将来管理栄養
士として働く上で役立つ知識や技術を学んでいます。卒業生・大学院生に対しては、「生涯学習」の開催、栄養
クリニック研修員としての受け入れを行っています。

生涯学習
　在学生、卒業生を対象に土曜日の午後に定期的に開催。これまでに食
事摂取基準や医療報酬、各種疾患の治療ガイドラインの改定や最新の栄
養情報を交えた講座を開設してきました。また、講座終了後は参加者同
士の交流、情報交換の場を提供し、在学生にとっては卒業生と交流でき
るよい機会となっています。

附小ランチ／附小スクールランチ
　平成18年からスター
トし「小学校・大学連
携の附小ランチ」とし
て８年間、平成26年か
らは「附小スクールラ
ンチ」として、食育活
動を10年以上継続・発
展的に展開してきました。ボランティアリーダーを中心
に年間延べ1,000人の学生ボランティアが給食の時間の
食育放送やお楽しみ献立の考案・食育を行っています。

イベント参加の学生より

　授業では学べない実践的な知識や技術を学べてよい
経験になり、将来の進路を考えるうえで参考になること
がたくさんありました。コミュニケーションを取るのが
苦手でしたが、徐々に参加者と会話ができるようになり
ました。

学生ボランティアリーダーの感想

　児童から「おいしかったよ。食べ物の知識が増えたよ」
という言葉を聞くたびに、うれしく、やりがいを感じて
いました。附属小学校での食育の経験は、現在栄養教諭
としての職務に生かされていると思います。

学 生 ボ ラ ン テ ィ ア
　管理栄養士や栄養教諭を目指す学生がボランティアとして積極的に食育活動やイベントに参加しています。

料理教室・その他のイベント
　栄養クリニッ
クで開催してい
るイベントに、
学生が参加。コ
ミュニケーショ
ン力を養い、実
践的な専門知識
や技術を身に付ける教育の場として活用してい
ます。参加者した学生からは、すばらしい感想
がたくさん寄せられます。（下記参照）

学生対象の料理教室
　学生生活センターとの共催で「女子力向上のための料理教室」を開催。
調理の基本から学び、和食・洋食・お菓子作りの講座を毎年各１回ずつ
行っています。調理技術だけでなく食事のバランスの大切さを伝え、日々
の健康管理に役立ててもらうことを目的としています。
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広報活動
　広報活動の一環として、学外への出張講演、イベントでの出張栄養アセスメント・栄養相談を行っています。
さらに、食・栄養に関する情報や栄養クリニックの活動についての取材、レシピの紹介や食をテーマとした企画
への協力も行ってきました。また、健康・栄養に関する正しい情報を伝え、実生活で活用できるように、レシピ
付き冊子８種類に加え、健康情報を記載した料理本『京女レシピ』を発行してきました。

食withプロジェクト
～レシピ甲子園コンテスト～開催
　読売新聞社と当栄養クリニックのコラボ企画
として、全国の高校生を対象とした、朝食レシ
ピのコンテストを開催しています。応募者は
年々増加し、第４回となる平成28年度は4,843
名の応募がありました。コンテストの最終審査
に残った高校生は、当大学で試作及び自己PR
を実施。厳正なる審査を経て、文部科学大臣賞
をはじめ、個人賞、団体賞の表彰を行います。

栄養クリニック通信発行・
健康情報冊子／レシピ集
　「栄養クリニック通信」や「貧血予防のガイ
ド＆レシピ」「メタボリックシンドロームを予
防・改善しよう！」「骨を元気にするレシピ集」
「子育てママへ応援レシピ集」など生活習慣病
予防や各年代の食生活に役立つ冊子を作成し、
栄養クリニックのイベント参加者や地域の小学
校へ配布しています。

栄養クリニック監修『京女レシピ』出版
　平成21年～平成25年の５年間本願寺新報に
連載していた約150のレシピをもとにした料理
本『京女レシピ』を、平成27年５月に本願寺
出版社より出版しました。「美肌」「骨」「腸」「貧
血」「血液サラサラ」「免疫」「カロリーダウン」「伝
統食・おもてなし食」の８章からなる127頁に、
体の中から健康を支える100レシピを掲載して
います。
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平成20年７月　栄養クリニック開設　
初代栄養クリニック長　田中 清就任
開設記念式典、開設記念公開講座開催
料理教室、栄養相談、生涯学習、研究会、 附
小ランチ（平成26年度～附小スクールラン
チ）、大学祭での栄養アセスメント、地域連
携事業開始
京大病院IBD患者会料理教室など開催

平成21年　　　開設１周年記念公開講座開催
水都大阪2009水辺のにぎわいフェスティバル
に協賛、中信ビジネスフェアへの出展開始
本願寺新報コラム「食と健康の教室」開始（５
年間継続 全159回掲載）

平成22年　　　学園創立100周年記念イベントへの参加
たんぽぽ広場の子育て支援（３年間継続）

平成23年　　　全国栄養クリニック連絡会議への参画開始
栄養クリニック公開講座開始

平成24年　　　R研究所新築棟へ移転
研究棟新築記念式典、新築記念公開講座開催
「高齢者の骨を守るためのケア対策事業」開始
「東山区まちづくり支援事業」開始（平成24
年度東山区助成金公布）
「NPO法人 京滋骨を守る会」の事務局設置 
（平成28年～認定NPO法人として京都市より認定）
読売新聞社共催「食withプロジェクト」開始

京都女子大学栄養クリニック開設10年のあゆみ

平成25年　　　「食withプロジェクト～レシピ甲子園コンテ
スト～」開始
「東日本大震災被災者に対する栄養管理支援
プロジェクト」開始（５年間継続） 
学生生活センター共催「女子大生のための料
理教室」開始
学生生活支援事業「Beginner’s Cooking 
School」（２年間継続） 
NPO法人京滋骨を守る会との共催事業「骨
粗鬆症予防のための料理教室」開始
 

平成26年　　　京都市あゆみ産院子育ママの会「アレルギー
対応食の料理教室」開始 

平成27年　　　二代目栄養クリニック長　宮脇尚志就任
京都私立幼稚園協会東山区・山科区共催研修
会「食物アレルギー対応のための学習会」開始
認定NPO 法人支援アレルギーネットワーク
「アレルギー大学京都講座」開始

平成28年　　　京都市民病院糖尿病患者対象の料理教室開催
「健康増進のための学習会」開始

平成29年　　　開設10周年記念事業（公開講座、大学祭出展）
開催
「特定保健指導」開始

東北支援

附小ランチ／
附小スクールランチ

東山区
連携事業

高齢者の骨を
守るための
栄養ケア対策

卒業生の
ための
生涯学習

臨床栄養学・
予防栄養学
分野の研究

健康づくりの
ための料理教室
・学習会

研究会



　　　　　　　　  栄養クリニック
〒605-8501　京都市東山区今熊野北日吉町35
TEL：075-531-2136　FAX：075-531-2153
Email：eiyou-clinic@kyoto ｰ wu.ac.jp
URL:http://www.kyoto-wu.ac.jp/daigaku/shisetsu/eiyouclinic/index.html

京都女子大学栄養クリニック10年のあゆみ

平成29年10月23日　発行


