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下の QR コードか本学HPまたは電話
でお申し込みください。　

TEL   :  0898-22-7279
mail :  info@meitan.ac.jp
HP ：https://www.meitan.ac.jp/

共催 :株式会社今治．夢スポーツ
後援 : 今治市・今治市教育委員会

※コアタイムは、授業の中心となる時間帯です。全ての授業を見学される場合は、コアタイムを参考に移動してください。
※イベント中は、記録と広報のため、撮影をさせていただきます。
※選手の出演に関しては、状況により急遽変更となる可能性がございます。予めご了承ください。
※当日はマスクの着用をお願いします。発熱など体調不良の場合は参加できません。

SCHEDULE

申し込み方法（参加無料）【対象】

地域連携センター
申込先・お問い合わせ

（12:30 受付開始）

お申込みの授業時間にあわせてご来場ください。

これまでの
学びは裏面へ

12月18日
会場：今治明徳短期大学

報告会報告会報告会

スポーツ栄養教室
「学生が考えたメニューの発表」

学生による「選手にオススメしたい食事内容」の
発表や、選手や参加者との意見交換を行います。
食品模型を使った食事診断のワークショップや
個別の食事相談で、体づくりのためのメニュー
を一緒に考えてみましょう。

13:00▶16:00

食・栄養・保育を
いっしょに学ぼう！

＼　学びをもっと面白く ／

地元食材を利用したメニュー開発
「コラボ考案料理の動画作成」

今治市の食材を使用して、学生が選
手と一緒に考えた料理の工程を撮影
し、動画を制作します。撮影の様子
の見学と、撮影で調理する料理の試
食ができます。

子育て広場
「実践～親子で体を動かして遊ぼう～」

学生と FC 今治ホームグロウンコーチが、
３歳から就学前の子どもとその保護者に親
子遊びプログラムを実践します。見学者に
は、これまでの学びのまとめを掲示してご
説明します。

【申込期間 】
令和4年12月1日（木）
～12月16日（金）正午

見学・参加　定員80名 参加親子定員20組/見学者定員40名 見学・試食体験　定員40名

学生・コーチと
遊びたい親子
募集します！

あなたの食事も
いっしょに
考えてみませんか？

参加無料

13:00▶14:30 14:00▶15:30 14:30▶16:0013:00 ▶14:00コアタイム 14:00 ▶15:00コアタイム 15:00 ▶16:00コアタイム

修学 成果

食物栄養コース ×FC今治トップチーム選手 幼児教育学科 ×FC今治ホームグロウンコーチ 調理ビジネスコース×FC今治トップチーム選手

・コーチと

明徳短大×FC今治 コラボ授業

今治明徳短期大学公開講座 2022

ＦＣ今治コラボ授業、栄養・食・
幼児教育分野の学びや本学の
教育に興味をお持ちの方
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果

試食できます！

公開授業

ｺｰﾃ ｨ゙ﾈｰ ﾀ ：ー公認ｽﾎ ﾟーﾂ栄養士・栄養教諭 濱西美幸先生

©FC.IMABARI



×

×地域の人や環境全てを学びの場と捉え、FC今治の
選手やコーチと楽しみながら活動し、関わる人を笑
顔にしていく。
専門や立場が異なる分野の人々との出会いを一歩
踏み出すきっかけにし、自分の世界を広げていこう。 

ともに学び、挑む。

FC 今治の選手と地元の特産品や、ブランド化
を推進している食材について学び考案したレ
シピ料理動画を作成し、地産地消の大切さ、
手作りの楽しさを伝えます。

地元食材を使用したメニュー開発

調理ビジネスコース

FC 今治ホームグロウンコーチと一緒に体を
動かす遊びを通した子育て支援を学び、親子
遊びのプログラムを提供します。

子育て広場
FC 今治の選手、専属の管理栄養士からスポー
ツ栄養を学びながら選手各々にあった食事の提
案にチャレンジし、スポーツ栄養を通して食事
の力や大切さを伝えます。

スポーツ栄養教室

食物栄養コース 幼児教育学科

愛媛県東予地方局今治支局の方や、い
まばり博士から、今治市の食材につい
て選手と学び、グループワークでどん
な料理がいいかを話し合いました。

オリーブ収穫体験を通して開発対象の
食材を知り、学生の試作品を FC 今治選
手やオリーブ園の方々と試食し、意見
交換を行いました。

コーチと互いの専門性を生かした遊び
を共有しました。学生が保育で行って
いる遊びにコーチが参加し、学生もサッ
カー教室の遊びを体験しました。

体育館でのリハーサルです。学生担当
パートの動きをコーチに確認してもらい
ました。振り返りでは、気付いた点をあ
げ、改善点を話し合いました。

対談とグループワークで、選手の食事・
補食、スポーツ選手に必要な栄養素は
何が・いつ・どういう目的で必要とな
るのかを栄養学的に学びました。

アスリートの基本的な食事のとり方や食
事戦略の一つであるグリコーゲンロー
ディングについて学び、試合のパフォー
マンスを上げる食事を選手と考えました。

FC今治コラボ授業 学びの流れ

1

FC今治選手の食生活を知る

トップチーム管理栄養士
河南こころ先生によるお話

3 学生が考えた
メニューの発表

地元食材について学ぶ

大島でオリーブ収穫体験

3実践
～親子で体を動かして遊ぼう～

コラボ考案料理の
動画作成

1 1

FC今治と幼児教育学科が
実践している遊びの共有

2 22

親子遊びプログラムの立案
及び練習

3

地域活性化

コラボ授業

共に学び、挑む。

明徳短大
未来を切り開いて
地域に貢献できる
人材育成

FC 今治
地域を知り

地域社会に貢献する

今治市
愛媛県
団体
企業

▲FC今治コラボ授業
特設ページ

協力

※選手の出演に関しては、状況により急遽変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

佐藤選手
1回目

アダム選手
2回目

松井選手
2回目

髙瀨選手
1・2回目

武井選手
1・2回目

近藤選手
1・2回目

齋藤コーチ
1回目

安倍コーチ
1・2回目

佐藤選手
1回目

アダム選手
2回目

松井選手
2回目

×FC 今治トップチーム選手 ×FC 今治トップチーム選手

スポーツ栄養
についての
グループ学習

×FC 今治ホームグロウンコーチ

髙瀨選手
1・2回目

武井選手
1・2回目

各分野全３回のプログラムで
3回目が報告会となります。

近藤選手
1・2回目

齋藤コーチ
1回目

安倍コーチ
1・2回目

提案をもとに
作った試作品は
全部で 30 種類！

調理＆動画
撮影を練習
しています。

本番に向けて引き続き
製作・練習・打合せを
繰り返します。

発表に向けて
準備しています。

ｽﾎ ﾟーﾂ栄養教室ｺｰﾃ ｨ゙ﾈｰ ﾀ ：ー公認ｽﾎ ﾟーﾂ栄養士 濱西美幸先生

プログラム
立案＆製作

安倍コーチとの
打ち合わせなど…

参加
選手

参加
選手

参加
コーチ

（2022.7.21 実施）

（2022.10.28 実施）

（2022.6.21 実施）

（2022.10.20 実施）

（2022.7.5 実施）（2022.7.21 実施）

（2022.10.28 実施） （2022.10.28 実施）（2022.10.28 実施）

（2022.6.21 実施）

（2022.10.20 実施）

（2022.7.5 実施）
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報告会報告会
修学 成果

報告会報告会
修学 成果

報告会報告会
修学 成果




