
  

令和４年度 同窓生功労賞および同窓生奨励賞候補者推薦のお願い 
 

名古屋文理大学短期大学部   

学長 景 山  節 

名古屋文理栄養士専門学校   

校長 滝 川  和 郎 

 

本学では、名古屋栄養専門学院時代を含めて多くの卒業生を社会に送り出してまいりました。現代社会におい

て、食と健康との関わりが益々重要性を帯びてきており、その中で卒業生は時流をリードする活躍をしてきてお

ります。 

そこで、平成 17 年より、このような社会で活躍している卒業生の顕彰を行うことを目的として、同窓生功労

賞（1 名）と同窓生奨励賞（1 名）を設置いたしました。 

つきましては、下記要綱をご参照のうえ、本年度の受賞候補者を、自薦他薦を問わずご推薦いただきますよう、

お願い申し上げます。 

 

◆表彰の基準  

同窓生功労賞 

・専門（健康、栄養、食）に関連する分野で、長年に亘り指導的立場にあり、顕著な実績を挙げている卒業生

（例：個人経営者、施設長、企業や病院の部・科(課)長クラス以上） 

・専門（健康、栄養、食）を通じて、長年に亘り広く社会に対して食と健康に関する啓蒙活動を行い、多大な

功労が認められる卒業生（例：料理研究家） 

・その他、上記に準じる功績があり、表彰に値すると認められる卒業生 
 

同窓生奨励賞 

・卒業後 10 年以上で、現在、専門（健康、栄養、食）に関連する分野での活躍および今後の飛躍が期待され

る卒業生 

 ・その他、上記に準じる功績があり、表彰に値すると認められる卒業生 
 

◆対象者 

名栄会会員 ※同窓生功労賞、同窓生奨励賞いずれも、本学の常勤教職員および退職者は除く 
 

◆申請方法 

名栄同窓会員や教職員からの推薦、または本人からの申請（自薦）により候補者を募り、募集期間内に、名古

屋文理大学短期大学部 キャリア支援センター宛に、規定の推薦書（様式1）を作成し、必要事項を記入して申請

していただきますよう、お願いいたします。 
 

◆選考 

本学の就職委員会で審査、選考の上、各表彰者を決定し、11 月中旬迄に本人および推薦者に通知します。 
 

◆募集期間 

令和４年7 月～令和４年9 月末日 
 

◆表彰式と講演会 

表彰式と表彰者による講演会を令和５年2 月上旬に行う予定です。 

講演時間は、同窓生功労賞表彰者および同窓生奨励賞表彰者、お一人 20～30 分程度を予定し、「私の歩んだ

道」など、後輩（在学生）に語りかけるような、エピソードも含めた楽しい話をお願いいたします。 
 

◆表彰内容 

賞状と記念品および賞金 
 

連絡先および申請先 

〒451-0077 名古屋市西区笹塚町２－１ 

名古屋文理大学短期大学部 就職委員会・キャリア支援センター 

TEL : 052-521-2254  FAX : 052-521-2230  E-mail : nagoyask@nagoya-bunri.ac.jp 



 

様式１ 

令和４年度 同窓生功労賞・奨励賞候補者 推薦書 

功労賞  ・  奨励賞 （←いずれかに○を付けてください） 

候補者氏名・勤務先等所属※  

 

（卒業年：     年 卒業校・学科専攻：              卒業生） 

推薦者氏名・勤務先等所属（他薦の場合ご記入願います）※ 

 

 

推薦理由：（候補者の功績などの表彰対象事項を挙げてください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※連絡先（電話番号等）もご記入願います。 

  



 

過去の受賞者 

同窓生功労賞 

平成 17 年度 上原正子氏 
（昭和 47 年名古屋栄養学専門学院卒：愛知県教育委員会健康学習課 主任主査） 

 

平成 18 年度 藤野敏夫氏 
（昭和 42 年名古屋栄養学専門学院卒：豊川市民病院 栄養科栄養管理室長 ・ 愛知県栄養

士会副会長） 

 

平成 19 年度 爾見忠雄氏 
（昭和 49 年名古屋栄養学専門学院卒：ゲットフーズ夢の蔵取締役会長） 

 

平成 20 年度 斐正宣氏 
（昭和 50 年名古屋栄養学専門学院卒：フジ産業株式会社常務取締役） 

 

平成 21 年度 鈴木富夫氏 
（昭和 50 年名古屋栄養学専門学院卒：名古屋大学医学部付属病院 栄養管理部副部長） 

 

平成 22 年度 岡本夏子氏 
（昭和 45 年名古屋栄養学専門学院卒：上飯田第 1 病院 統括栄養科長） 

 

平成 23 年度 柵木嘉和氏 
（昭和 50 年名古屋栄養短期大学卒：愛知県一宮市立木曽川中学校 栄養教諭） 

 

平成 24 年度 市江美津昭氏 
（昭和 54 年名古屋栄養短期大学栄養士養成所卒：名古屋掖済会病院 栄養科栄養士長） 

 

平成 25 年度 木下忠氏 
（昭和 52 年名古屋栄養学専門学院卒：藤田保健衛生大学病院） 

 

平成 26 年度 山村浩二氏 
（昭和 56 年名古屋栄養短期大学食物栄養学科卒：愛知県健康福祉部保健医療局健康対策課） 

 

平成 27 年度 水野高信氏 
（昭和 55 年名古屋栄養短期大学食物栄養学科卒：フジ産業株式会社 名古屋本部事業部長） 

 

平成 28 年度 朱宮哲明氏 
（昭和 58 年名古屋栄養短期大学栄養士養成所卒：愛知県厚生連 江南厚生病院） 

 
平成 29 年度 安田和代氏 

（昭和 60 年名古屋栄養短期大学食物栄養学科卒： 

医療法人かがやき 総合在宅医療クリニック 勤務） 

平成 30 年度 外山友之氏 
（昭和 56 年名古屋栄養短期大学栄養士養成所卒：メーキュー株式会社 人事部 部長） 

 

令和元年度  金子康彦氏 
（昭和 57 年名古屋栄養短期大学卒：国立病院機構金沢医療センター栄養管理室長） 

 

令和２年度  渡辺和代氏 
（昭和 60 年名古屋栄養短期大学卒：名古屋市西保健センター 保健予防課） 

 

令和３年度  藍川智津氏 
（平成２年名古屋文理短期大学栄養士養成所卒：医療法人社団喜峰会 東海記念病院） 



 

同窓生奨励賞 

平成 17 年度 長田健太氏 
（平成 2 年名古屋文理短期大学食物栄養科卒：日本料理店「小判天」料理長） 

 

平成 18 年度 小佛和行氏 
（平成 5 年名古屋文理短期大学栄養士養成所卒：愛知厚生連 海南病院 栄養科企画係 主任栄養士） 

 

平成 19 年度 戸崎早百合氏 
（平成 5 年名古屋文理短期大学栄養士養成所卒：松浪総合病院 栄養科科長） 

 

平成 20 年度 金子康彦氏 
（昭和 57 年名古屋栄養短期大学卒：国立病院機構名古屋医療センター栄養管理室主任） 

 

平成 21 年度 伊藤 愛氏 
（平成 13 年名古屋文理大学短期大学部食物栄養学科卒 

平成 15 年同短期大学部生活科学科生活福祉専攻卒：特別養護老人ホーム大和の里 介護主任） 

 

平成 22 年度 亀山幸雄氏 
（平成元年名古屋文理短期大学栄養士養成所卒：豊川市民病院 栄養管理室係長） 

 

平成 23 年度 村崎明広氏 
（昭和 63 年名古屋栄養短期大学栄養士養成所卒：東尾張病院 栄養管理室 室長） 

 

平成 24 年度 大宮光代氏 
（昭和 55 年名古屋栄養短期大学食物栄養学科卒：日清医療食品株式会社 名古屋支店採用教育インストラクター） 

 

平成 25 年度 佐藤幸恵氏 
（平成 6 年名古屋栄養短期大学栄養士養成所卒： 

フジ産業株式会社(医療法人善樹会 老人保健施設ウェルネス守山勤務）) 

 

平成 26 年度 大村伸恵氏 
（平成 2 年名古屋文理短期大学食物栄養科卒：愛知県高浜市立南中学校 栄養教諭） 

 

平成 27 年度 重村隼人氏 
（平成 12 年名古屋文理大学短期大学部食物栄養学科卒：愛知県厚生連 江南厚生病院） 

 

平成 28 年度 今井純二氏 
（昭和 63 年名古屋栄養短期大学栄養士養成所卒：三菱電機ライフサービス株式会社） 

 

平成 29 年度  藍川智津氏 
（平成 2 年名古屋文理短期大学栄養士養成所卒：医療法人社団喜峰会 東海記念病院） 

 

平成 30 年度  保科雪彦氏 
（平成 21 年名古屋文理大学短期大学部食物栄養学科食生活専攻卒：曾木のベーカリーKATTAN パン店経営） 

 

令和元年度   杉浦友祐氏 

（平成15年名古屋文理短期大学食物栄養学科卒： 

株式会社杉浦友祐料理研究所 名古屋クッキングスクール 代表取締役・主宰） 

 

令和２年度  井上祐貴氏 
（平成 19年名古屋文理大学短期大学部食物栄養学科栄養士専攻卒：公益財団法人 慈友会 慈友学園） 

 

令和３年度  千田さゆり氏 
（平成 24 年名古屋文理栄養士専門学校卒：社会福祉法人名古屋新生福祉会 新生さくら保育園） 


