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料理教室・テーブルコーディネート講座

日　付 タ　イ　ト　ル 開催 参加者数
（学生ボランティア数）

参加スタッフ

4／16（火） テーブルコーディネート講座⑴
「春のおもてなしのテーブル演出」 主催 16（ 0 ） 中野・木戸・日野・

松浦

4／19（金） 電子レンジで簡単洋食⑴ 主催 15（ 2 ） 木戸・日野・松浦

4／25（木） 春の食材を使った料理教室⑴ 主催 14（ 2 ） 日野・木戸・松浦

5／14（火） 電子レンジで簡単和食⑵ 主催 14（ 2 ） 木戸・松浦

5／23（木） 春の食材を使った料理教室⑵ 主催 13（ 2 ） 日野・木戸・松浦

5／31（金） 電子レンジで簡単中華⑶ 主催 17（ 2 ） 木戸・日野・松浦

6／ 5（水） 健康対策教室　減塩調理⑴ 主催 16（ 2 ） 木戸・日野・松浦

6／14（金） 健康対策教室　減塩調理⑵ 主催 14（ 2 ） 木戸・中村・松浦

6／21（金）
手づくりパン教室⑴
「ホウレンソウのフォカッチャ・ハッシュ
ビーフの包み焼き」

主催 7（ 2） 大西・木戸・中村・
松浦

6／26（水） 子育て支援教室　偏食対策⑴ 主催 9（ 2） 木戸・日野・中村・
松浦

6／27（木） 初夏の食材を使った料理教室 主催 15（ 1 ） 日野・木戸・中村・
松浦

7／ 2（火） テーブルコーディネート講座⑵
「夏のおもてなしのテーブル演出」 主催 14（ 0 ） 中野・木戸・日野・

松浦

7／12（金） 健康対策教室　減塩調理⑶ 主催 11（ 2 ） 木戸・中村・松浦

7／17（水） 健康対策教室　減塩調理⑷ 主催 11（ 2 ） 木戸・日野・松浦

7／18（木） 手づくりパン教室⑵
「雑穀カンパーニュ・野菜バーガー」 主催 8（ 2） 大西・木戸・日野・

松浦

7／31（水） 東山区まちづくり支援事業⑴
「ベテラン主婦に学ぶ親子料理教室」 主催 21

親 9／子12（0） 日野・木戸・松浦

8／ 1（木） 夏休み・親子クッキング
「楽しい調理体験・軽食とおやつ作り」 主催 10

親 4／子 6（0）
木戸・日野・中村・
松浦

8／ 2（金） 夏休み・親子クッキング
「楽しい調理体験・軽食とおやつ作り」 主催 18

親 8／子10（2）
木戸・中村・日野・
松浦

8／ 7（水） 子育て支援教室　偏食対策⑵ 共催 9（ 2） 中村・木戸・大西・
日野・松浦

8／ 8（木） 手づくりパン教室⑶「パンキッシュ」 主催 7（ 1） 大西・木戸・日野・
松浦

9／ 6（金） 手づくりパン教室⑷「オレンジブレッド」 主催 8（ 2） 大西・木戸・中村・
松浦

9／11（水） 高齢者のための食事支援⑴ 主催 16（ 2 ） 日野・木戸・松浦

平成25年度 年間行事報告
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9 ／18（水） 電子レンジで簡単京のおばんざい⑷ 主催 15（ 2 ） 木戸・日野・松浦

9／19（木） 電子レンジで簡単京のおばんざい⑷ 主催 12（ 2 ） 木戸・中村・日野・
松浦

9／24（火） テーブルコーディネート講座⑶
「秋のおもてなしのテーブル演出」 主催 13（ 0 ） 中野・木戸・中村・

松浦

9／27（金） 子育て支援教室
「中・高生の育ちざかりのお弁当」 主催 10（ 2 ） 中村・木戸・松浦

10／ 2（水） 健康対策教室　減塩調理⑸ 主催 14（ 2 ） 木戸・日野・松浦

10／ 7（月） 学生生活支援行事⑴ 主催 11（ 0 ） 木戸・松浦

10／10（木） 手づくりパン教室⑸
「包子（パオズ）バリエーション」 主催 8（ 2） 大西・木戸・日野・

松浦

10／11（金） お父さんのお弁当教室 主催 10（ 2 ） 中村・木戸・大西・
松浦

10／24（木） 東山区まちづくり支援事業⑵
「高齢期のからだにやさしい料理教室」 主催 19（ 0 ） 日野・木戸・中村・

松浦

10／30（水） 健康対策教室　減塩調理⑹ 主催 15（ 2 ） 木戸・日野・松浦

11／ 8（金） 手軽な朝食メニュー 主催 14（ 2 ） 中村・木戸・松浦

11／14（木） 秋のサンマを使った料理教室 主催 13（ 1 ） 日野・木戸・中村・
松浦

11／19（火） 手づくりケーキ教室⑹
「フランボワーズショコラ」 主催 12（ 2 ） 大西・木戸・中村・

松浦

11／29（金） 健康対策教室　エネルギーカットの調理 主催 15（ 2 ） 木戸・中村・松浦

12／ 4（水） 高齢者のための食事支援教室⑵ 主催 9（ 2） 日野・木戸・松浦

12／ 9（月） 学生生活支援行事⑵
「Beginner’s�Cooking�School�」 主催 9（ 0） 木戸・松浦

12／11（水） 手作りパン教室⑺「おもてなしパン」 主催 8（ 2） 大西・木戸・日野・
松浦

12／13（金） 冬のお手軽おもてなし料理～洋食～ 共催 16（ 2 ） 大西・木戸・中村・
松浦

12／17（火） 子育て支援教室
「子どものパーティー料理」 主催 15（ 2 ） 中村・木戸・松浦

12／19（木） 接客（おせち）料理 主催 15（ 2 ） 木戸・中村・日野・
松浦

12／20（金） 接客（おせち）料理 主催 13（ 2 ） 木戸・中村・松浦

1／ 9（木） ホットプレートで簡単リゾット/シューサ
レ 主催 10（ 2 ） 木戸・中村・日野・

松浦

1／14（火） テーブルコーディネート講座⑷
「冬のおもてなしのテーブル演出」 主催 9（ 0） 中野・木戸・中村・

松浦

1／17（金） 白菜使いきりメニュー 主催 12（ 0 ） 中村・木戸・松浦

1／24（金） 手づくりパン教室⑼「カレーパン」 主催 8（ 0） 大西・中村・松浦

1／28（火） 一食600kcal 以下の料理 主催 12（ 0 ） 大西・木戸・中村・
松浦
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2 ／ 4（火） 和のスイーツと簡単なワンプレート料理 主催 13（ 2 ） 大西・木戸・中村・
松浦

2／13（木） 冬が旬の食材を使った季節料理 主催 16（ 2 ） 日野・木戸・中村・
松浦

2／20（木） 精進料理 主催 13（ 2 ） 木戸・日野・中村・
松浦

2／21（金） 精進料理 主催 14（ 2 ） 木戸・中村・松浦

2／26（水） 手づくりパン教室⑽「ベーグル」 主催 8（ 2） 大西・木戸・日野・
松浦

2／27（木） 手づくりパン教室⑽「ベーグル」 主催 8（ 0） 大西・木戸・日野・
松浦

食 with プロジェクト

日　付 タ　イ　ト　ル 開催 参加者数
（学生ボランティア数）

参加スタッフ

7／ 4（木）�
～ 9 ／ 6（金）

第 1回「食with レシピ甲子園（高校生が
つくるレシピコンテスト）」
「健康、笑顔の朝ごはん」レシピ募集

共催
レシピ応募
総数
1346作品

7／ 7（日）
第 1回「食with レシピ甲子園（高校生が
つくるレシピコンテスト）」特集記事掲載
「豊かな人生は豊かな食卓から」

共催 中山

11／10（日）
第 1回「食with レシピ甲子園（高校生が
つくるレシピコンテスト）」
「健康、笑顔の朝ごはん」最終審査会

共催 高校生 5名
（ 2）

中山・宮崎・木戸・
松浦

12／ 1（日）
第 1回「食with レシピ甲子園（高校生が
つくるレシピコンテスト）」
「健康、笑顔の朝ごはん」表彰式・講演会

共催 100名 中山・宮崎・木戸

12／ 8（日）
第 1回「食with レシピ甲子園（高校生が
つくるレシピコンテスト）」特集記事掲載
「家族への思い、料理に込めて」

共催

栄養アセスメント・栄養相談

日　付 タ　イ　ト　ル 開催 参加者数
（学生ボランティア数）

参加スタッフ

10／17（木） 中信ビジネスフェア2013
出張栄養アセスメント 依頼 131（ 3 ） 木戸・松浦

10／18（金） 中信ビジネスフェア2013
出張栄養アセスメント 依頼 121（ 3 ） 木戸・松浦

11／ 3（日） 大学祭における栄養アセスメント・栄養相
談 主催 314（20）

宮崎・中山・木戸・
日野・中村・今井・
岡田・松浦・村上
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個別栄養相談

日　付 タ　イ　ト　ル 件　数 担当スタッフ

4月 個別栄養相談 1 日野

5月 個別栄養相談 1 日野

7月 個別栄養相談 1 日野

10月 個別栄養相談 2 木戸・日野

11月 個別栄養相談 2 木戸・日野

2月 個別栄養相談 2 木戸・日野

栄養相談実践講座

日　付 タ　イ　ト　ル 件　数 担当スタッフ
8／ 5（月） 栄養相談実践講座（本学卒業生） 1 木戸
10／22（火） 栄養相談実践講座（本学卒業生） 1 木戸

児童学科との連携事業としての子育て支援

日　付 タ　イ　ト　ル 開催 参加者数 参加スタッフ
7／27（土） おやつ作りと遊び活動による子育て支援［夏］ 主催 親： 6、子： 7 桂・松浦
11／30（土） おやつ作りと遊び活動による子育て支援［冬］ 主催 親： 3、子： 3 桂・松浦

学生生活支援行事・その他

日　付 タ　イ　ト　ル 開催 参加者数
（学生ボランティア数）

参加スタッフ

6／19（水）
栄養クリニックによる女子大生のための料
理教室　「第 1回　和食の基本」

共催 18（ 0 ）
日野・木戸・大西・
松浦

11／20（水）
栄養クリニックによる女子大生のための料
理教室　「第 2回　洋食の基本」

共催 13（ 0 ）
大西・木戸・中村・
松浦

2／ 5（水）
栄養クリニックによる女子大生のための料
理教室　「第 3回　手づくりチョコレート
＆すてきなラッピング」

共催 20（ 0 ） 木戸・日野・松浦

3／13（木）
NPO法人京滋骨を守る会共催
骨粗鬆症予防のための料理教室

共催 16（ 2 ）
田中・木戸・日野・
松浦

学生料理サークル「Callus」の利用　 6／28（金）、 2／25（火）、 3／24（月）　学生延べ 24名

交流会

日　付 タ　イ　ト　ル 参加者 参加スタッフ
5／16（木） 奈良女子大学・京都女子大学との交流会 22 木戸・松浦
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大学地域連携事業　健康づくりイベント
高齢者の骨を守るための栄養ケア対策

日　付 開　催　場　所 開催
対象者

（学生ボランティア）
内　容

参加
スタッフ

6／ 6（木） 西京老人福祉センター 依頼
西京老人福祉センター利用
の高齢者　28名（ 2）

骨密度検査、
栄養相談

宮崎

6／19（水） 東山老人福祉センター 依頼
東山老人福祉センター利用
の高齢者　31名（ 2）

骨密度検査、
栄養相談

宮崎

6／20（木） 下京老人福祉センター 依頼
下京老人福祉センター利用
の高齢者　30名（ 2）

骨密度検査、
栄養相談

宮崎

6／26（水）
山科中央老人福祉セン
ター

依頼
山科中央老人福祉センター
利用の高齢者　33名（ 2）

骨密度検査、
栄養相談

宮崎

7／ 5（金） 南老人福祉センター 依頼
南老人福祉センター利用の
高齢者　51名（ 2）

骨密度検査、
栄養相談

宮崎

7／17（水） 北老人福祉センター 依頼
北老人福祉センター利用の
高齢者　45名（ 2）

骨密度検査、
栄養相談

宮崎

7／18（木）
東山区弥栄地区
すこやか学級

依頼
東山区弥栄地区すこやか学
級利用の高齢者　53名（ 3）

骨密度検査、
栄養相談

宮崎

7／31（水） 左京老人福祉センター 依頼
左京老人福祉センター利用
の高齢者　34名（ 2）

骨密度検査、
栄養相談

宮崎

9／19（木）
東山区弥栄地区
すこやか学級

依頼
東山区弥栄地区すこやか学
級利用の高齢者　45名（ 3）

骨密度検査、
栄養相談

宮崎

10／24（木） 中京老人福祉センター 依頼
中京老人福祉センター利用
の高齢者　27名（ 2）

骨密度検査、
栄養相談

宮崎

10／30（水）
右京中央老人福祉セン
ター

依頼
右京中央老人福祉センター
利用の高齢者　30名（ 2）

骨密度検査、
栄養相談

宮崎

10／31（木） 醍醐老人福祉センター 依頼
醍醐老人福祉センター利用
の高齢者　31名（ 2）

骨密度検査、
栄養相談

宮崎

10／31（木） 淀老人福祉センター 依頼
淀老人福祉センター利用の
高齢者　32名（ 2）

骨密度検査、
栄養相談

宮崎

11／14（木） 伏見老人福祉センター 依頼
伏見老人福祉センター利用
の高齢者　31名（ 3）

骨密度検査、
栄養相談

宮崎

11／21（木）
東山区弥栄地区
すこやか学級

依頼
東山区弥栄地区すこやか学
級利用の高齢者　55名（ 2）

骨密度検査、
栄養相談

宮崎

12／19（木）
東山区弥栄地区
すこやか学級

依頼
東山区弥栄地区すこやか学
級利用の高齢者　45名（ 0）

骨密度検査、
栄養相談

宮崎
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生涯学習

日　付 タ　イ　ト　ル 開催 参加者 参加スタッフ

6／ 8（土）
研究会⑴スポーツ栄養を学ぶ
「スポーツ栄養～2007大阪世界陸上選手村
の栄養管理～」

主催
34名

（うち、在
校生23名）

木戸・日野・中山・
中村・松浦

9／28（土）
研究会⑵特定健診・特定保健指導を学ぶ
「管理栄養士に必要とされる特定健診・特
定保健指導の知識」

主催
19名

（うち、在
校生 9名）

宮脇・田中・中山・
木戸・日野・中村・
松浦

2／22（土）
研究会⑶特定健診・特定保健指導を学ぶ
「効果的な特定保健指導に向けての事例検
討」

主催
7名

（うち、在
校生 6名）

宮脇・木戸・中村・
日野・松浦

附属小学校ランチ　担当：中山玲子指導教員

日　　　付 委員会、附小ランチなど

6／ 7（金）
平成25年度　附小ランチ検討委員会＊（年間食育計画とランチの
テーマについて）、第 1期�附小ランチ献立検討会＆試食会

6／11（火） 附小ランチ　 1年生保護者試食会

6／17（月）～ 7／ 2（火）　12日間 第 1期　附小ランチ

9／ 3（火） 第 2期　附小ランチ献立検討会＆試食会

9／ 9（月）～10／ 3（木）　12日間 第 2期　附小ランチ

10／ 4（金） 第 3期　附小ランチ献立検討会＆試食会

10／ 7（月）～10／23（水）　12日間 第 3期　附小ランチ

11／ 1（金） 第 4期　附小ランチ献立検討会＆試食会

11／ 7（木）～11／25（月）　12日間 第 4期　附小ランチ

2／ 5（水） 第 5期　附小ランチ献立検討会＆試食会

2／12（水）～ 3／ 3（月）　12日間 第 5期　附小ランチ

学外講演

日　付 講　演　題　目 対　象　者 講　師

10／20（日）
東山歯科医師会主催　歯のひろば
「嚥下食への誘い～口から食べることの大切さ」

東山区在住の市民
40名

宮崎由子

3／17（月）
青年期から壮年期にかけてのライフステージ別栄養
教育　食生活の注意点とアドバイス

上京保健センター・
保健師　14名

中山玲子

3／18（火）
保健師研修会～潰瘍性大腸炎・クローン病等の難病
者の食事管理～

上京保健センター・
保健師　140名

木戸詔子
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2013年度　栄養クリニック連絡会議

日　付 参　加　大　学 参加者数 参加スタッフ

9／12（木）

京都女子大学　栄養クリニック
武庫川女子大学　栄養クリニック
中村学園大学　栄養クリニック
天使大学　天使健康栄養クリニック
女子栄養大学　栄養クリニック
神戸女子大学　健康福祉学部

7
5
3
5
4
2

田中・中山・宮崎
宮脇・木戸・日野・松浦

学外学術広報活動

日　付 報道機関 記事見出しタイトル

5／25（土） 京都リビング新聞社 「子どもと集中力」

7月号 （株）北星社
JA京都広報誌　ぱあとなぁ～
「一汁三菜が栄養バランスに優れている理由は？」

7月号 京滋骨を守る会
京滋骨を守る会ニュースNo. 2
「骨粗鬆症予防のための講演・料理教室」

7／ 7（日） 読売新聞社
食with 第 1 回レシピ甲子園　特集記事「豊かな人生は豊か
な食卓から」

7／25（木）
発行

京都女子大学
by�AERA

「栄養クリニック　楽しい！管理栄養士が教えてくれる料理
教室」

8／ 1（木） 本願寺出版社
お盆特集号「成長期の子の調理体験～食事は健康な心と体の
かけ橋～」

8／21（水） 読売新聞 「朝食とって健康、笑顔に」

9月号 （株）北星社
JA京都広報誌　ぱあとなぁ～「貧血に悩む人へおすすめの
食事法は？」

10／30（水） 京都新聞
「くらし塾～ロコモを防げ～」
秋サケとニョッキのホワイトソース(レシピ紹介)

10月
京都中央信用金
社内報

中信ビジネスフェア2013

11月 7 日号 週刊文春
「骨粗しょう症はこうして防げ！」（田中　清クリニック長
の談話）

12／ 8（日） 読売新聞社
食with 第 1 回レシピ甲子園　特集記事「家族への思い、料
理に込めて」

2／21（金） 京都リビング新聞社 「美容に効く食べるオイル」

4／ 1～ 3／20���� 本願寺新報 「京都女子大学栄養クリニック　食と健康の教室」32回連載

その他（学生ボランティア）
・学生登録　56名
・料理教室　延べ 95名、附小ランチ　延べ 300名、大学祭・学外事業　延べ 50名
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【京都女子大学 栄養クリニック職員】

■ 栄養クリニック長（医師）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当科目・研究分野

田中　　清　　家政学部教授　　　　　臨床栄養学・骨粗鬆症、内分泌代謝学

■ 副栄養クリニック長（管理栄養士）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究分野

木戸　詔子　　京都女子大学名誉教授　食品蛋白質工学・臨床栄養学・調理科学

■ 栄養クリニック指導教員（管理栄養士）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当科目・研究分野

中山　玲子　　家政学部教授　　　　　栄養教育論・脂質栄養生化学、栄養教育（食育）
宮崎　由子　　家政学部教授　　　　　応用栄養学、栄養カウンセリング論・食品免疫機能
桂　　博美　　家政学部准教授　　　　給食経営管理論・食品栄養学
河野　篤子　　家政学部准教授　　　　給食経営管理論、給食運営論・食文化
米浪　直子　　家政学部准教授　　　　基礎調理学、臨床栄養学・エネルギー代謝
横山　佳子　　家政学部准教授　　　　公衆栄養学・細菌学、食品衛生
吉野世美子　　家政学部准教授　　　　調理学、ライフステージ別栄養学・調理科学
樹山　敦子　　家政学部講師　　　　　臨床栄養学・栄養生理学

■ 栄養クリニック研究員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当科目・研究分野

宮脇　尚志　　家政学部教授　　　　　病態栄養学、解剖生理学、臨床医学概論・予防
医学、健康科学、糖尿病、肥満

■ 栄養クリニック指導員（管理栄養士）
大西　清子　　元京都桂病院　管理栄養士
（田中）　　　　元株式会社アプリーティ・セサモ　管理栄養士
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（産業栄養指導者、料理講師）
中村　智子　　元丸大食品株式会社　管理栄養士（商品開発）
　　　　　　　株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア（特定保健指導）
日野千恵子　　元京都民医連第二中央病院　管理栄養士

■ 栄養クリニックスタッフ（管理栄養士）
松浦　稚紗　　ラボラトリー・スタッフ
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（設置）
第 1 条　京都女子大学学則第59条に基づき、京都女子大学に
京都女子大学栄養クリニック（以下「クリニック」という。）
を置く。
2　クリニックの組織及び運営は、この規則の定めるところに
よる。

（目的）
第 2 条　クリニックは建学の精神に則り、管理栄養士の実践
教育をはじめ、広く健康・栄養にかかわる学術研究を深め、
その成果を学部・大学院の教育、並びに社会一般に還元する
ことを目的とする。

（事業）
第 3 条　クリニックは前条の目的を達成するために次の事業
を行う。
⑴　家政学部食物栄養学科における健康・栄養にかかわる実
践教育・研究

⑵　家政学研究科における実践教育・研究
⑶　京都女子学園内における食育の推進
⑷　市民を対象とした栄養指導・相談、啓発活動・刊行物の
発行

⑸　その他、クリニックの目的を達成するために必要と認め
た事業

（健康・栄養指導の種類及び料金）
第 4 条　健康・栄養指導等の種類及び料金については別に定
める。

（クリニック構成員）
第 5 条　クリニックの事業を行うため次の構成員を置くこと
ができる。
⑴　栄養クリニック長（以下「クリニック長」という。）　
1名

⑵　副栄養クリニック長（非専任職員）（以下「副クリニッ
ク長」という。）　 1名

⑶　栄養クリニック指導教員（以下「クリニック指導教員」
という。）　若干名

⑷　栄養クリニック指導員（非専任職員）（以下「クリニッ
ク指導員」という。）　若干名

⑸　栄養クリニック・スタッフ（ラボラトリー・スタッフ）
（以下「クリニック・スタッフ」という。）　 1名
⑹　栄養クリニック研究員（以下「クリニック研究員」とい
う。）　若干名

⑺　栄養クリニック研修員（以下「クリニック研修員」とい
う。）　若干名

（クリニック長）
第 6 条　クリニック長は、クリニック運営業務全般を統括す
るとともに、クリニック構成員として栄養相談活動に従事する。

京都女子大学 栄養クリニック規則　

2 　クリニック長は、クリニック研究員及び研修員に対する助
言・指導を行い、その責任を負う。
3　クリニック長は家政学部の専任教員で、かつ医師資格を有
する者の中から、家政学部長の推薦にもとづき学長が委嘱する。
4　クリニック長の任期は 2年とし、再任を妨げない。
（副クリニック長）
第 6 条 2　副クリニック長は、クリニック長のもとにクリ
ニック運営業務全般を掌り、栄養相談活動に従事するととも
に、クリニック指導員、クリニック・スタッフを指揮して相
談活動に付随する諸業務を推進する。
2　副クリニック長は、クリニック長のもとにクリニック研究
員及び研修員に対する助言・指導を行い、その責任を負う。
3　副クリニック長は、家政学部食物栄養学科において管理栄
養士養成課程の専任教員として 5年以上の教育経歴を有する
ものの中から、運営委員会の議を経てクリニック長が推薦し、
学長の申し出にもとづき、学園長の承認を得た者について、
理事長名で雇用契約を締結する。
4　副クリニック長の任期は 1年とし、再任を妨げない。
（クリニック指導教員）
第 7 条　クリニック指導教員は、クリニック長及び副クリ
ニック長を補佐して、クリニック運営業務全般に従事すると
ともに、栄養相談活動を分担する。
2　クリニック指導教員は、クリニック長及び副クリニック長
とともに、クリニック研究員及び研修員に対する助言・指導
を行い、その責任を負う。
3　クリニック指導教員は家政学部の専任教員で、かつ管理栄
養士免許取得者の中からクリニック長の推薦にもとづき、運
営委員会の議をへて学長が委嘱する。
4　クリニック指導教員の任期は 2年とし、再任を妨げない。
（クリニック指導員）
第 8 条　クリニック指導員は、クリニック長、副クリニック
長、クリニック指導教員とともに、栄養相談活動を分担し、
併せて相談活動に付随する諸業務に従事する。
2　クリニック指導員は、管理栄養士免許取得者で、かつ原則
として 5年以上の管理栄養士としての実務経験があるものの
中から、運営委員会の議を経てクリニック長が推薦し、学長
の申し出にもとづき、学園長の承認を得た者について、理事
長名で雇用契約を締結する。
3　クリニック指導員は任期を 1年とし、再任を妨げない。
（クリニック・スタッフ）
第 9 条　クリニック・スタッフは、クリニック長、副クリ
ニック長、学部事務課長の監督のもと、クリニック運営業務
全般に従事し、併せて栄養相談活動に付随する諸業務を行う。
2　クリニック・スタッフは、管理栄養士免許取得者（取得見
込みの者を含む。）とする。

制　　定　平成20年 4 月 1 日
最終改定　平成25年 3 月19日
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（クリニック研究員）
第 1 0 条　クリニック研究員は、クリニック長、副クリニック
長、クリニック指導教員、クリニック指導員とともに、栄養
相談活動を分担することができる。
2　クリニック研究員は、原則として京都女子大学及び京都女
子大学短期大学部の専任教職員で、クリニック長が推薦し、
運営委員会の議を経て、学長が委嘱する。
3　クリニック研究員の任期は 1年とし、再任を妨げない。
（クリニック研修員）
第 1 1 条　クリニック研修員は、原則として本学大学院生また
は卒業生であり、かつ管理栄養士免許取得者でクリニック長
が認めた者とする。
2　クリニック研修員は、クリニック長、副クリニック長及び
クリニック指導教員の指導・監督のもとに、栄養相談活動に
従事することができる。
3　クリニック研修員の研修期間は 1年とする。
（運営委員会）
第 1 2 条　クリニックの適正かつ円滑な運営を図るため、栄養
クリニック運営委員会（以下「運営委員会」という。）を設
ける。

（運営委員会の構成）
第 1 3 条　運営委員会は次の各号に定める委員をもって構成す
る。
⑴　家政学部長
⑵　食物栄養学科主任
⑶　クリニック長
⑷　副クリニック長
⑸　クリニック指導教員の中より、クリニック長の指名する
者 1名

⑹　クリニック指導員（但し、複数の場合はクリニック長の
指名する者 1名）

⑺　教務部長
⑻　総務部長
⑼　教務部次長

（任期）
第 1 4 条　前条第 5号及び第 6号に定める委員の任期は 1年と
し、再任を妨げない。
2　前項の委員に欠員が生じたときは、直ちに補充するものと
し、その任期は前任者の残任期間とする。
3　前条第 5号及び第 6号を除く委員の任期は、それぞれの在
任中とする。

（委員長）
第 1 5 条　委員長は教務部長をもってあてる。
（運営委員会の運営）
第 1 6 条　委員長は運営委員会を招集し、その議長となる。
2　運営委員会は委員の過半数の出席により成立し、出席者の
過半数の同意により議事を決する。
3　委員長は必要に応じて、関係職員に出席を求めて、説明又
は意見を聞くことができる。

（運営委員会の審議事項）
第 1 7 条　運営委員会は次の事項を審議する。

⑴　クリニックの管理運営に関すること
⑵　健康・栄養指導、啓発活動の基本方針に関すること
⑶　クリニック研究員及び研修員の指導に関わる基本方針に
関すること
⑷　副クリニック長、クリニック指導教員、クリニック指導
員、クリニック研究員の選任に関すること
⑸　他の部局との連携に関する事項
⑹　その他、クリニックの業務に関する基本的事項
（専門会議）
第 1 8 条　第 3条の事業を円滑に行うため、運営委員会のもと
に専門会議を設ける。
2　専門会議は次の各号に定める委員をもって構成する。
⑴　クリニック長
⑵　副クリニック長
⑶　クリニック指導教員
⑷　クリニック指導員
⑸　食物栄養学科主任
⑹　学部事務課長
3　専門会議はクリニック長が議長となって議事を運営する。
4　クリニック長は必要に応じて、関係職員に出席を求めて、
説明又は意見を聞くことができる。
（専門会議の審議事項）
第 1 9 条　専門会議は次の事項を審議する。
⑴　健康・栄養指導、啓発活動に関する事項
⑵　健康・栄養指導、啓発活動担当者の業務分担並びに連絡
調整に関する事項
⑶　クリニック研究員及び研修員の指導に関する事項
⑷　その他、健康・栄養指導、啓発活動に必要な具体的事項
（事務の所掌）
第 2 0 条　クリニックの事務は、教務部学部事務課がこれを所
掌する。
（機密の保持）
第 2 1 条　健康・栄養指導、啓発活動担当者及びクリニックの
業務に関与する者は、職務上知り得た相談者の秘密を他に漏
らしてはならない。
2　その他、倫理に関わる事項については、「京都女子大学栄
養クリニック倫理綱領」を遵守するものとする。
（改廃）
第 2 2 条　この規則の改廃は、大学評議会の議を経て、学長が
これを行う。
　　　附　則
　この規則は、平成20年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
1　この規則は、平成22年 4 月 1 日から施行する。
2　第 5条第 1項第 4号のクリニック指導員の人数については、
毎年度、当該年度の予算の範囲内においてこれを定めるもの
とする。
　　　附　則
　この規則は、平成23年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成25年 4 月 1 日から施行する。
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栄養クリニックが京都女子大学の ｢教育研究機関｣ として平成20年度に開設され、多くの
方々のご支援ご尽力により、丸 6年が経過しようとしています。お陰さまで、活動報告書第
6号（2013年度）を発行することが出来ましたことを厚く御礼申し上げます。
今年度は、昨年に引き続き、従来からの料理教室やテーブルコーディネート教室、読売新
聞と栄養クリニックの共催による ｢食with｣ プロジェクトで「高校生によるレシピ甲子園」
の事業などを実施してまいりました。また、本学学生生活センターとの共催による学生対象
の ｢女子力アップ｣ 講座、研究会や卒後教育などの事業も推し進めております。
特に今年度は、東北大震災対策として、岩手県の一関市を拠点に仮設住宅にお住まいの
方々の食生活支援活動を開始し、生活習慣病対策の支援をしております。さらに、東山区の
子育て支援や京都市との大学連携事業による高齢者の栄養相談業務などの社会貢献にも努め、
種々の冊子を発行いたしました。本願寺新報のコラムにも引き続き掲載し、そのメニューを
2014年度のカレンダーとして集約いたしましたので、ご活用いただければ幸いです。
調理実習室とセミナー室が隣接しており、大変学びやすい環境であることにより、すべて
の行事に多数の方に参加いただき好評を得ております。
まだまだ課題はありますが、これからも地域に根ざした大学の ｢教育研究機関｣ として活
動内容の拡大、充実を図って参りたいと思っております。今後とも引き続き、ご支援ご指導
を賜りますようお願い申し上げます。
� （宮崎由子）
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