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　（2012年１月～2012年12月）　

井上　吉世

＜社会的活動＞

　　１） 日本家政学会関西支部役員

　　２） 平成24年度教員免許状更新講習実施（2012．８）

　　３） 日本家政学会関西支部平成24年度研究発表会。若手顕彰審査員。奈良女子大学（2012．10）

今本　美幸

＜著　　書＞

　　１） 本田桂子，土江節子，曽根博仁編：栄養科学イラストレイテッド臨床栄養学　疾患別編，羊土社

pp.152-161（2012．２）

　　２） 本田桂子，土江節子，曽根博仁編：栄養科学イラストレイテッド臨床栄養学ノート　基礎編＆疾

患別編，羊土社 pp.204-210（2012．２）

＜論　　文＞

　　１） 今本美幸，伊達佐和子，森下敏子：ポーアイ4大学連携学生研究事業「きらめきプロジェクト」に

おける「食育」の実践―V-net による実施－，神戸女子短期大学論攷（2012.3）

　　２） Kenji Ueshima，Masato Ksahara，Daisuke Koya，Tetsuya Babazono，Toshiya Sato，Miyuki 

Imamoto，Shinji Yasuno，Akira Fujimoto，Shiro Tanaka，Genjiro Kimura，Kazuwa 

Nakao：Effects of atorvastatin on renal function in patients with dyslipidemia and chronic 

kidney disease: Rationale and design of the Assessment of clinical Usefulness in CKD 

patients with Atorvastatin （ASUCA） trial，Clinical and Experimental Nephrology （2012.11）

＜学会発表＞

　　１） 内田雅子，笠原正登，三浦由美子，今本美幸，向山政志，上嶋健治：CKD 合併脂質異常症患者を

対象とした ASUCA Trial における栄養指導，第55回日本腎臓病学会学術総会，横浜（2012．６）

　　２） 上嶋健治，笠原正登，古家大祐，馬場園哲也，佐藤俊成，今本美幸，保野慎治，藤本明，田中司

朗，木村玄次郎，中尾一和： Effects of atorvastatin on renal function in patients with 

dyslipidemia and chronic kidney disease: Rationale and design of the ASUCA trial，第55回日

本腎臓病学会学術総会，横浜（2012．６）

　　３） 橋本弘子，高橋千尋，北村汐織，谷口信子，小関左貴代，村井秀子，今本美幸，土江節子，栗原

伸公：栄養を学ぶ短大生・大学生における食事記録と食事アンケートの差異，第82回日本衛生学

会学術総会，京都（2012．３）

研　究　活　動
－ 50音順 －　
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＜講　　演＞

　　１） 「介護食の作り方と食事介助の方法」ポーアイ4大学連携による連携事業，神戸（2012.2）

　　２） 調理実習「慢性腎臓病（CKD）といわれたら～腎臓を守る食事療法のポイント～」ポーアイ４大

学連携による連携事業，神戸（2012．２）

　　３） 「理想的な保育園給食～バランスの良い給食とは～」日本キリスト教保育所同盟　調理士・栄養

士・保育士研修会，神戸（2012．３）

＜社会的活動＞

　　１） 京都大学大学院医学研究科 EBM 研究センター「ASUCA Trial」食事療法担当委員長

　　２） 先端医療センター腎臓・血液浄化領域グループ研究員

　　３） ポーアイ４大学連携による連携事業講演会「慢性腎臓病（CKD）といわれたら」，企画と栄養相談

（2012．２）

　　４） 兵庫県タバコフリー協会，三宮街頭行進（2012．５）

　　５） 杉の子保育園における V-net 食育実践活動支援（2012．５～11）

　　６） 神戸市「こうべ朝食メニューコンテスト」（2012．８）

　　７） 医療センター中央市民病院小児科病棟における V-net ボランティア活動支援

　　８）V-net クラブ活動支援

＜そ の 他＞

　　１） 「目指せスキルアップ！臨床の管理栄養士のおしごと24」，Nutrition Care 第37号，メディカ出版

pp.24-29（2012．２）

　　２） 「保育園現場の『食育』に関する一考察」，栄養兵庫 No.215，公益社団法人兵庫県栄養士会，p5

（2012．９）

　　３） 今本美幸，塗師玲子：食育の実践「こうべ朝食メニューコンテスト　食物栄養学科の食育時活動

報告」食物と健康　第156号 pp.26-27（2012．12）

上野　和廣

＜学会研究発表司会＞

　　１） イギリス・ロマン派学会第38回全国大会において研究発表の司会，

 「P.B. シェリーとイタリアの新しい声」　東京大学　アルヴィ宮本なほ子

 「『六週間の旅行記』にみるピクチャレスク」　同志社大学　阿部美春

 会場　熊本大学（2012，10）

　　２） 関西コールリッジ研究会第156回例会において研究発表の司会，

 「旋律の狂気―シェリー “To a Sky-Lark” の考察」 神戸大学大学院生　関初海

 会場　同志社大学　今出川キャンパス（2012．11）



50 －　　－51

＜そ の 他＞

　　１） 上野和廣：Coffee Break: パーシー・シェリーと国債，日本シェリー研究センター年報 第20号，19

－20（2012）

小澤　美貴

〈論　　文〉

　　１） Masaharu Seguchi,  Miki Ozawa, Chieko Nakamura and Aya Tabara：“Development of 

Gluten-Free Bread baked with Yam Flour ”Food Sci.Technol Res.,18（4）,543-548,2012

〈学会発表〉

　　１） 小澤美貴， 中村智英子， 瀬口正晴：“乾熱処理小麦粉中グルテン区分の RVA プロフィール変化へ

の影響”日本農芸化学会，2012年度（平成24年度）大会　京都女子大学　京都　 （2012．３）

　　２） 瀬口正晴， 小澤美貴， 中村智英子，：“赤色パプリカ中，糖質（グルコース／フラクトース混合）区

分の示す製パン性改良効果について”日本農芸化学会，2012年度（平成24年度）大会　京都女子

大学　京都　 （2012．３）　

　　３） 瀬口正晴， 小澤美貴， 中村智英子，：“バナナを用いた Gluten-free パンの調製”日本食品科学工学

会，第59回大会　藤女子大学　北海道　 （2012．８）

〈社会的活動〉

　　１） 第42回神戸まつり「ふれあい中央カーニバル2012」ボランティア学生指導（2011．５）

　　２） 平成24年度教員免許状更新講習実施（2011．８）

　　３） 「神戸マラソン」ボランティア学生指導（2011．11）

  〈そ の 他〉

　　１） 小澤美貴，京砂（岡田）祐季，富田圭子：レッツトライクッキング１，２，３「旬の野菜を無駄な

く美味しく食べよう！」， 食物と健康　第155号（2012．７）

庄司　圭子

〈講　　演〉

　　１） 幼児期に大切にしたいこと～あと伸びする子を育てるには～　たつの市立神岡幼稚園教育懇談会

（2012．６）

　　２） 自発的な遊びが展開するための援助について　たつの市立神岡幼稚園（2012．11）

〈社会的活動〉

　　１） 西脇市保育協会研修会　講師（2012．１・３　計２回）

　　２） 神戸市立港島幼稚園園内研究会　指導助言（2012．６）

　　３） 赤穂市立御津幼稚園園内研究会　指導助言（2012．９）

　　４） 赤穂市立御津幼稚園園内研究会　指導助言（2012．11）
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　　５） 加東市立福田幼稚園園内研修会　指導助言（2012．１・１・２・２　計４回）

　　６） 地域交流推進

 　・中央区役所との連携事業（2012．６・７　計２回）

 　・神戸市立港島幼稚園との交流検討会（2012．１～12）

 　　　人形劇・演劇等の公演交流，「わくわく Farm」の交流

　　７） 平成24年度教員免許状更新講習実施（2012．８）

　　８） 「きずな DAY」神女中山手保育園・神戸女子短期大学　幼児教育学科主催　（2012．12）

高瀬　陽子

＜社会的活動＞

　　１）子育て支援活動「にこにこクラブ」学生指導　在宅子育て家庭の親子（０～３歳）対象（2012．１

～2012．12）

　　２）平成24年度教員免許状更新講習実施（2012．８）

谷山　澤子

＜著　　書＞

　　１） Sawako Taniyama:  On Teaching F. Scott Fitzgerald’s “Babylon Revisited” to Japanese 

University Students， Paul Underwood，高野成彦，羽井佐明彦，原田隆二，松岡みさ子，Gordon 

Myskow，Timothy Wright 編『言語文化の諸相・服部孝彦博士還暦記念論文集』メディアイラ

ンド，2012年（全頁333），pp. 104-110

＜論　　文＞

　　１） Sawako Taniyama: Teaching “Winter Dreams” by F. Scott Fitzgerald. 日本言語文化学会，The 

LCA Journal, 27, 25-31. （2011．12．20）

＜学会発表＞

　　１） Sawako Taniyama:  “In Teaching ‘Babylon Revisited’ by F. Scott Fitzgerald” 第19回日本言語

文化学会研究大会，大妻女子大学，（2012．５．19）

　　２） Sawako Taniyama: “A Comparative Analysis of Dystopia in Hard-boiled Wonderland and the 

End of the World by Haruki Murakami and Nineteen Eighty-four by George Orwell,” 

October 6, 2012, The Society for Utopian Studies, 37th Annual Meeting, Toronto, Canada, 

October 4-7, 2012. （村上春樹著『世界の終りとハードボイルドワンターランド』及びジョージ・

オーウェル著『1984年』におけるディストピア比較分析，第37回ユートピア研究国際学会，トロ

ント，10月６日発表） 

＜社会的活動＞

　　１） 2012年度第１回，第２回国連英検試験会場として神戸女子大学教育センターの利用促進（2012．５．
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20, 2012.11.4）

　　２） 国際連合公用語英語検定指導検討委員

田中　智子

＜論　　文＞

 田中智子，茶山健二：ICP 発光分光法による国産大豆から作られた豆腐中ミネラル含有量と製造

法との関係，神戸女子短期大学論攷，１－９（2012）

 田中智子：原子スペクトル分析法による大豆加工食品中のミネラル成分の研究（学位論文）神戸

大学（2012．10）

＜発　　表＞

 田中智子：原子スペクトル分析法による大豆加工食品中のミネラル成分の研究，神戸大学大学院

人間発達環境学研究科公聴会（2012．10）

＜社会活動＞

 男性のための料理教室（2012．2）

＜そ の 他＞

 ICP 発光分光分析法による野菜中ミネラルの定量（2012．2）株ロックフィールドで発表

 田中智子，森内安子：食物と健康　食育の実践「第8回こうべ食育フェア」に参加して　2012夏号

26-27

塚田みちる

＜学会発表＞

　　１） 塚田みちる：新米母親の寝かしつけ行為にみる親の抱く大人性と子ども性－里帰り中の母子と祖

母の関係から－，日本発達心理学会，名古屋国際会議場（2012．３）

　　２） 冨貴田智子・矢野円都・塚田みちる：おもちゃの片付け場面における子どもの行動パターン，日

本発達心理学会，名古屋国際会議場（2012．３）

　　３） 水野里恵・小島康生・冨貴田智子・矢野（松岡）円都・塚田みちる：乳児の気質－月齢による母

親の認識の違い－，日本心理学会，専修大学（2012．．９）

　　４） 冨貴田智子・水野里恵・小島康生・矢野（松岡）円都・塚田みちる：乳児の気質―行動データと

母親の認識との比較－実験的観察法と質問紙測定による行動的抑制傾向とエフォートフル・コン

トロール，日本心理学会，専修大学（2012．９）

　　５） 小島康生・水野里恵・冨貴田智子・矢野（松岡）円都・塚田みちる：乳児のいる家庭におけるケ

ガ対策としての家庭環境の調整，日本心理学会，専修大学（2012．９）

＜社会的活動＞

　　１） 愛知県家庭裁判所自庁研修　講師
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　　２） 静岡県家庭裁判所自庁研修　講師

逵　　牧子

＜論　　文＞

　　１） Makiko Tsuji, Tadashi Teramoto,Takatoshi Moriyama, Kumio Yokoigawa. Determination of 

living cells of lactic bacteria in foods with petri-film. Natural science research, Vol.26, No.1, 

pp.1-6, 2012.

　　２） Makiko Tsuji and Kumio Yokoigawa. Attachment of Escherichia coli O157:H7 to abiotic 

surfaces of cooking utensils . Journal of Food Science, Vol.77,No.4,pp.194-199,2012.

　　３） Makiko Tsuji .Suppression of Virulence of Escherichia coli O157：H7 During Cooking 

Process，Graduate School of Integrated Arts and Sciences, University of Tokushima.pp.1-

48,2012.

塗師　玲子

＜学会発表＞

　　１） 森明子，森沢知之，香川真二，塗師玲子，高橋哲也，野﨑園子：地域高齢者の平均歩数と身体機

能との関連性について―地域交流活動を通じた理学療法士の可能性について―，第47回日本理学

療法学術大会，神戸（2012．５）

＜社会的活動＞

　　１） 神戸市「朝食メニューコンテスト」，本学（2012．８）

　　２） ポーアイ４大学による連携事業「花倶楽部」ミニ講座－シニアに優しい献立－　講師，兵庫医療

大学（2012．９）

永井久美子

＜著　　書＞

 田中まさ子 編　田中まさ子　青山佳代　矢藤誠慈郎　永井久美子　片山知子　畑千鶴乃

 久洋子　渡辺桜　市野繁子　北村由真　坂井亜也子　田中ヒロ江　勝村とも子　村川京子　　共著

 新・保育者養成テキスト　保育者論　（2012．10）みらい

＜学会発表＞

 永井久美子　家庭的保育の実践－家庭的保育の現状（１）－　日本保育学会　第65回大会（2012．５）

＜社会的活動＞

 人形劇部公演指導　ポートピア保育園（2012．５）太田共同保育所（2012．11）生田神社

 ＜七五三詣りの児童養護施設入所児童対象＞（2012．11）ポートピアプラザ子ども会（2012．12）
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＜そ の 他＞

 平成24年度全国保育士養成セミナー・全国保育士養成協議会第51回研究大会　実行委員会

 （2010．12 ～2012．９）

 きずな DAY　準備委員会（2012．４～2012．12）　

中尾美千代

＜社会活動＞

　　１） ポーアイ４大学による連携事業「第10回男性のための料理教室」，神戸女子短期大学講座講師（2012．

２）

中川　伸子

＜論　　文＞

　　１） 中川伸子：職場で求められるコミュニケーション力とその育成 - 企業よりのアンケート調査をも

とに -，神戸女子短期大学『論攷』第57巻（2012．３）pp11-18

＜学会発表＞

　　１） 油谷純子，中川伸子，仁平章子，服部美樹子，福井愛美，加藤晴美 :「きく・話す」能力の教育技

法Ⅱ　－社会人基礎力を中心として－，日本ビジネス実務学会近畿ブロック受託研究報告，日本

ビジネス実務学会全国大会（2012．６）

　　２） 中川伸子：ホスピタリティの起源，関西人間学会（2012．11）

＜講 演 等＞

　　１） 兵庫県栄養士会生涯学習研修会

 職場をつなぐコミュニケーション（2012．９）

＜社会的活動＞

　　１） 関西人間学会　理事

　　２） 日本ビジネス実務学会　評議員

長瀬　荘一

＜論　　文＞

　　１） 長瀬荘一：望まれる教師：望まれるサブリーダー・ミドルリーダー．日本教育評価研究会，指導

と評価，58，12，８－11（2012．12）

＜講 演 等＞                                                       　

　　１） 学校組織マネジメントと学校の活性化―評価の時代を生きる校長と新学習指導要領．神戸市総合

教育センター（2012．１）

　　２） 自律的な学校経営と中堅教員の役割．大分県教育センター（2012．５）
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　　３） 授業研究の意義とその在り方―生徒の目線からみた授業改善．兵庫県立教育研修所（2012．７）

　　４） 求められる校長像とその力量―学校経営と人材育成．神戸市教育委員会（2012．８）

　　５） 学習評価の妥当性・信頼性を高めるために．兵庫県教育委員会（2012．９）

　　６） これからの学校評価に求められること．大阪府茨木市教育研究所（2012．10）

　　７） トップリーダーに求められる確かな教育観と人材育成―学校ミドルリーダーはいかにして育つか．

神戸市総合教育センター（2012．11）

　　８） 教員の資質，指導力の向上に向けて．大阪府茨木市教育研究所（2012．11）

＜社会的活動＞

　　１） 兵庫県教育委員会「学力向上連絡協議会」委員長 

　　２） 兵庫県教育委員会「県立高等学校長期構想検討委員会」副委員長

　　３） 神戸市教育委員会「神戸市教育振興基本計画点検・評価委員会」座長

　　４） 神戸市教育委員会「神戸市キャリア教育推進協議会」議長

中村智英子

＜論文発表＞

　　１） Development of Gluten-Free Bread baked with Yam Flour．Food science and Technology 

Research 18（4）, 2012.

＜学会発表＞

　　１）小澤美貴，中村智英子，瀬口正晴：乾熱処理小麦粉中グルテン区分の RVA プロフィール変化へ

の影響，  日本農芸化学会　2012年度大会， 京都女子大学（2012．３）

　　２）瀬口正晴，小澤美貴，中村智英子：赤色パプリカ中，糖質（グルコース／フラクトース混合）区

分に示す製パン性改良効果について　日本農芸化学会　2012年度大会， 京都女子大学（2012．３）

　　３） 瀬口正晴，小澤美貴，中村智英子：バナナを用いた Gluten-free パンの調整，日本食品科学工学

会　第59回大会，藤女子大学（2012．９）

＜そ の 他＞

　　１） ポーアイ４大学による連携事業

 家庭でできる CKD 治療食のポイントと調理実習（2012．２）

　　２） 教員免許状更新講習（2012．８．７）

西川　貴子

＜講　　演＞

　　１） 「伝えたい日本の食文化」平成23年度後期教養講座「元気で長生き」神戸市旧友会（2012．２．27）

＜社会的活動＞

　　１） 小大連携食育プログラム　神戸市立こうべ小学校5年生対象調理実習指導「まごはやさしい」を



56 －　　－57

作って食べよう，本学調理実習室での授業を実施（2012．２．21～23）

　　２） 平成24年度教員免許状更新講習実施（2012．８．７）

　　３） 第15回お弁当・おむすびコンテスト審査委員長　兵庫県農政環境部農政企画局（2012．11．25）

　　４） 神戸市配食サービス事業者募集に係る公募選定委員会委員　神戸市保健福祉局

　　５） 兵庫県栄養士養成施設協会監事

　　６） 特定非営利活動法人食ネット理事

長谷川美和

＜作　　品＞

　　１） 長谷川美和：「雛の宴」（日本画），京都ちもと（2012．１）

　　２） 長谷川美和：「ラオスの緋い布」（日本画 SM 号），京都市立芸術大学美術教育研究会兵庫支部第24

回４Ｂ展，南天荘画廊（2012．７．27－８．１）

＜著　　書＞

　　１） 長谷川美和：（共著）「幼児の造形 ニューヒット教材集１絵画・造形あそび編」，明治図書（2012．４）

　　２） 長谷川美和：（共著）「幼児の造形 ニューヒット教材集２手づくりおもちゃ・立体造形編」，明治図

書（2012．４）

＜社会的活動＞

　　１） 西宮市ファミリーサポートセンター子育て支援活動，幼児預かり援助活動（2012．５．11，６．27，

７．23，12．６）

羽多　悦子

＜著　　書＞

　（分　担）

 幼児の造形ニューヒット教材集１　絵画・造形遊び編 p48　明治図書  （2012．４）

　（分　担）

 幼児の造形ニューヒット教材集２　手づくりおもちゃ・立体造形編 p83　明治図書（2012．４）

＜作品発表＞　　

 神戸芸術文化会議展（芸文展）彫塑作品出品　原田の森美術館（2012．10）

 和 ON 展（親和学園 OG 展） 彫塑作品出品　さんちかホール（2012．11）

 専門誌「花美術館・佐藤忠良特集」VoL27　彫塑作品発表 p117（2012．10）

＜社会的活動＞

 杉原紙年賀状全国コンクール審査委員長　兵庫県多可郡多可町加美区（2012．１）

 神戸の100人色紙展　絵画出品　さんちかホール（2012．４）

 神戸新聞厚生事業団著名芸術家と名士作品展絵画出品　神戸クリスタルホール（2012．12）
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＜そ の 他＞

 全国保育士養成協議会24年度研究会・セミナー運営委員会（近畿ブロック）委員（2012．９）

 きずな DAY（神戸女子短期大学・神女中山手保育園連携イベント）運営委員（2012．12）

畠山由佳子

＜論　　文＞

　　１） 畠山由佳子 「日本における児童虐待在宅ケースにおける家族維持を目的とした援助の現状把握」（関

西学院大学審査博士学位申請論文）（2012年11月博士号学位授与決定済）

　　２） 畠山由佳子「アメリカにおけるネグレクトの取り組み」加藤曜子（研究代表者）『要保護児童・ネ

グレクト家庭における支援類型化の試み』，科学研究報告書．317－325.（2012）

＜学会発表＞

　　１） 畠山由佳子（口頭発表）　「児童虐待ケースに対する家族支援の在り方について：市町村実践者

へのインタビュー調査とアメリカ合衆国での在宅支援現地調査を比較して」．第13回日本子ども家

庭福祉学会全国大会（大阪府立大学，2012年６月３日）．

　　２） Yukako HATAKEYAMA （Paper Presentation）　“Efforts to keep families together in 

Japan: The implication of the data from two nationwide surveys on family preservation 

services in the Japanese child welfare system.” XIX ISPCAN International Congress on Child 

Abuse and Neglect （September 11, 2012, Harbiye Cultural Center and Museum, Istanbul, 

Turkey） 

　　３） 畠山由佳子（特定課題セッション，報告者）「市町村における児童虐待在宅ケースへの「家族維持」

実践に対する一考察　－自由記述回答に対するテキストマイニングによる分析－」，特定課題セッ

ションⅡ「特定課題セッションⅡ児童虐待の実態と課題を考える　－市町村の役割を中心に－」

（コーディネーター：加藤曜子）．日本社会福祉学会第60回秋季大会（関西学院大学　2012年10月

20日）

林　　孝三

＜作　　品＞

　　１） 林孝三絵画展，ギャラリー・プチ・フォルム（大阪），2012．５

　　２） 林孝三絵画展，ギャラリー・田中美術（神戸），2012．11

＜社会的活動＞

　　１） 山陽新聞年末チャリティー展，山陽新聞社会事業団，2012．

　　２） 読売新聞チャリティー展，読売新聞西部本社事業部，2012．

　　３） 毎日新聞年末チャリティー展，毎日新聞大阪社会事業団，2012．

　　４） 京都新聞年末チャリティー展，京都新聞社会福祉事業団，2012.
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　　５） 朝日新聞年末チャリティー展，朝日新聞厚生文化事業団，2012.

　　６） NHK チャリティー展，社会福祉法人 NHK 厚生文化事業団中部支部，2012.

平野　直美

＜学会発表＞

　　１） 柳沢花，田中紀子，平野直美：大学ラクロス選手のストレス評価について，日本生理人類学会　第

66回大会・長崎（2012．５）

　　２） 海崎彩，田中紀子，平野直美，高橋歩：高温環境下のエネルギー代謝について，日本生理人類学会 

第66回大会・長崎（2012．５）

　　３）  海崎彩，田中紀子，平野直美，高橋歩：食質が高温環境下のエネルギー代謝に及ぼす影響につい

て，第66回日本栄養・食糧学会大会・東北大学 ･東京エレクトロンホール宮城　（2012．５）

　　４）  田中紀子，篠原久枝，奥田豊子，濱口郁枝，康薔薇，東根裕子，浅野恭代，八竹美輝，平野直美：

高学年児童の咀嚼意識と食生活・生活習慣との関連性　―調理への関心の重要性―，第59回日本

栄養改善学会学術総会・名古屋国際会議場 （2012．９）

　　５）  中原　律、豊島秀崇、西川寿和、米須健二、中井陽一、佐々木阿悠佳、沖 和久、池上友広 、澤 

卓実、中島琢人、近藤龍市、住田行志、林　了大、井上海平、中村　満、西岡奈保、田中紀子、平

野直美：介護予防としてのトレーニング効果（３）－高齢者の運動能力と咀嚼・栄養・包括的QOL

との関係－，日本柔道整復師会第37回近畿学術大会 和歌山大会（2012．10）

＜講　　演＞

　　１）「子どもの脳の健やかな発達のための親の関わり方～脳科学からみた幼児教育の重要性～」，堺市

幼児教育実践報告会（2010．３）

　　２）「幼児期における食育の大切さ」，芦屋市立幼稚園教育研究会総会・講演会（2012．４）

　　３）「幼児期における食育の大切さ」，関西学院聖和幼稚園保護者会講演会 （2012．６）

　　４）「幼児教育における食育の重要性」，平成24年度・第29回総合幼児教育研究大会（2012．７）

　　５）「幼児教育における食育の重要性～子どもたちの健やかな心と体の発育・発達～」，神戸市私立幼

稚園連盟主催・専門研修（食育）・神戸市総合教育センター（2012．９）

　　６）「生きる力を育てる食育」平成24年度・兵庫県国公立幼稚園西播磨地区 PTCA 活動支援事業・地

区別研究大会「教育講演会」（2012．11）　

　　７）「お母さんに知って欲しい幼児期からの食育」，芦屋市保健福祉センター主催・平成24年度栄養指

導講習会「幼児の食事とおやつの教室」（2012．12）

＜社会的活動＞

　　１）  親学推進協会（PHP 親学研究会）主催・親学アドバイザー養成講座・第２講座「子どもの脳の発

達と親の関わり方」講師

　　２）  神戸市立こうべ小学校（５年生全クラス児童）「『病気』を防ぎ『元気』を育てる食育」出張授業
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講師（2012．２）

廣田　周子

＜論　　文＞

　　１） 廣田周子（単著）：幼稚園の保育発表会で用いられるピアノ曲の選択－－－私立幼稚園における教育

実践を踏まえて－－－神戸女子短期大学論攷第57巻 , 35－43（2012．３）

　　２） 廣田周子（単著）：伴奏法指導に関する一考察－－－言葉（詩）と音楽の本質をとらえて－－－神戸女

子短期大学論攷第57巻，45－54（2012．３）

＜社会的活動＞

　　１） 第22回港島たそがれコンサート　アンサンブル部出演指導（2012．10）

古田貴美子

＜社会的活動＞

　　１） 神戸市立兵庫大開小学校施設開放運営委員

　　２） 兵庫大開さわやかスポーツクラブ運営委員

　　３） 神戸中央少年ラグビークラブ代表

　　４） 兵庫県ラグビースクール連盟理事

　　５） 「第９回全国小学生タグラグビー選手権大会　兵庫県予選大会」ボランティア学生の指導（2012．12）

＜そ の 他＞

　　１） 中小企業支援ネットワーク強化事業（経済産業局）の支援

 秋田県内縫製会社の商品開発のために，専門家（介護福祉職のユニフォーム）として指導・助言

（2012．１～12）

　　２） 2012　OSAKA 手づくりフェア内イベント「デコリメイク & リメイク　チャレンジ展」（主催：

大阪釦服飾手芸卸協同組合）応募作品とプレゼンテーションの指導（2012．６～９ ）

細見　和子

＜論　　文＞

　　１） 細見和子：京都府和束町における茶葉の生産とその利用について：神戸女子短期大学論攷　第57

巻，ｐ55－63（平成24年３月）

＜学会発表＞

　　１） 八木千鶴・渡辺豊子・大喜多祥子・奥山孝子・樋上純子・細見和子・山本悦子・米田泰子：微細

粒粉米粉を用いたスポンジケーキの焼成時内部温度と生地や製品の特徴，日本調理科学会　平成

24年度大会（平成24年８月）



60 －　　－61

＜社会的活動＞

　　１） 京都府和束町教育委員会　食育指導（平成24年２月）

　　２） ポーアイ４大学による連携事業（平成24年11月）

本田　まり

＜著　　書＞

　　１） 「機能性おやつ」を栄養管理にどう活かすか，扱うか，Bio Industry 4，13-17（2012）

＜社会活動＞

　　１） 第９回こうべ食育フェア　参加（2012．６．16）

　　２） 「地域栄養管理を考える会」研究会開催（計５回開催）

本保　弘子

＜論　　文＞

　　１） 本保弘子：神戸女子短期大学食堂２階のリフォームについて，神戸女子短期大学論攷（2012．３）

＜社会的活動＞

　　１） 明石市建築審査会委員

宮内真知子

＜社会的活動＞

　　１） 神戸女子大学・神戸女子短期大学オープンカレッジ「美しい抒情歌の世界」講座講師

　　２） 神戸女子大学・神戸女子短期大学オープンカレッジ「ソロ・チャレンジコース」講座講師

　　３） オープンカレッジ両講座受講生による介護老人保健施設での「ボランティア演奏会」企画・指導

（2012．３月）

　　４） オープンカレッジ両講座受講生による介護老人保健施設での「ボランティア演奏会」企画，指導

（2012．８月）

　　５） 神戸区役所まちづくり推進課主催「生田川水辺まつり」ボランティア参加及び学生指導（2012．７

月）

　　６） 神戸区役所まちづくり推進課主催「多文化交流フェスティバル」ボランティア参加及び学生指導

　　７） 「第２回神戸マラソン」団体ボランティア（ポートアイランド４大学連携社会貢献部会主催）ボラ

ンティア参加及び学生指導（2012．11月）

水島賢太郎

（そ の 他）

 岡部成玄，河村一樹，稲葉利江子，岡田正，川合慧，喜多一，北上始，駒谷昇一，佐々木整，滝
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澤武信，立田ルミ，中西通雄，水島賢太郎，山川修，山口和紀，山下和之，湯瀬裕昭，和田勉：

 大学における一般情報教育の予備調査（情報処理学会一般情報教育委員会），

 情報処理学会・情報教育シンポジウム SSS2012　特別セッション（2012．８）

武藤美也子

＜論　　文＞

 武藤美也子，｢伊江島の大折目（ウプウイミ）―報告と分析―，『神戸女子大学古典芸能研究セン

ター紀要』６号，90―105（2012．07．31）

＜講 演 等＞

 武藤美也子，｢芸能とお祭り｣　｢お祭りの中の芸能を見る―沖縄祭祀資料データベースを使って」，

兵庫県立西宮今津高等学校校外学習（神戸女子大学古典芸能研究センター）　（2012．10．26）

＜地域活動＞

 神戸市立図書館において対面朗読　（2012．03．17）

森内　安子

＜論　　文＞

　　１） 森内安子：果実によるタンパク質分解酵素の活性検査，神戸女子短期大学　論攷，57，27-33（2012）

＜社会的活動＞

　　１） 管理栄養士国家試験対策講座事務局

＜そ の 他＞

 田中智子，森内安子：「第８回こうべ食育フェア」に参加して，食物と健康，155，26-27（2012．７）


