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　（2013年１月～2013年12月）　

浅木森和夫

＜論　　文＞

　　「Recent Development of Galactic γ-ray Observation and The Origin of Cosmic Rays」

　　　論攷　神戸女子短期大学　第58巻　9-14　（ 2013 ）

今本　美幸

＜著　　書＞

　　１）吉田勉監修，飯島正広・今本美幸編著：臨床栄養学，学文社（2013.10）

＜論　　文＞

　　１）西川貴子，森内安子，今本美幸，中野佐和子，才新直子：栄養士校外実習における学生の自己評

価の実態と課題－平成23年度の校外実習を終えてのアンケートより－，神戸女子短期大学論攷

（2013.3）

＜学会発表＞

　　１）今本美幸，土江節子，大瀬良知子，栗原伸公：保育園栄養士の食育実践に関する調査，第７回日

本食育学会・学術総会，東京（2013.5）

　　２）内田雅子，笠原正登，今本美幸，三浦由美子，上嶋健治：CKD 合併脂質異常症を対象にした

ASUCA Trial における栄養指導，日本透析医学会学術集会・総会，福岡（2013.6）

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

和子，木村玄次郎，中尾一和：CKD 合併脂質異常症に対するアトルバスタチンの腎保護効果の検

討（プロトコル），日本透析医学会学術集会・総会，福岡（2013.6）

　　４）三浦由美子，今本美幸，内田雅子，高木和則，笠原正登：CKD 合併脂質異常症を対象にした

ASUCA Trial における栄養指導，第１回日本腎不全栄養研究会学術集会・総会，横浜（2013.7）

　　５）今本美幸，土江節子，大瀬良知子，栗原伸公：給食だよりを用いた保育園給食業務の評価に関す

る研究，第60回日本栄養改善学会学術総会，神戸（2013.9）

　　６）大瀬良知子，土江節子，安田敬子，今本美幸，栗原伸公：施設における昼食が幼児の好き嫌いに

与える影響，第60回日本栄養改善学会学術総会，神戸（2013.9）

＜講　　演＞

　　１）「食べて学ぼう介護食～家庭で出来る介護食のポイントと食事介助の方法～」ポーアイ４大学連携

による連携事業，神戸（2013.2）

　　２）「慢性腎臓病（CKD）との上手なつきあい方～食事療法のウソとホント～」ポーアイ４大学連携に

研　究　活　動
－ 50音順 －　
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よる連携事業，神戸（2013.2）

＜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「慢性腎臓病（CKD）との上手なつきあい方」講演会企画と

栄養相談（2013.2）

　　４）ポーアイ４大学連携による連携事業「おいしく出来る CKD 治療食のポイントと調理実習」企画

（2013.2）

　　５）兵庫県タバコフリー協会，三宮街頭行進（2013.6）

　　６）兵庫県栄養士会生涯学習研修会における神戸女子短期大学 V-net クラブ「保育園児への食育活動」

学生発表指導（2013.7）

　　７）神戸市「こうべ朝食メニューコンテスト」（2013.8）

　　８）第60回日本栄養改善学会学術総会座長，神戸（2013.9）

　　９）医療センター中央市民病院小児科病棟における V-net 活動支援

　　10）ボランティアクラブ V-net 活動支援

上野　和廣

＜著　　書＞

　　１）上野和廣：『無秩序の仮面』の背景，文学と評論社編，文学と戦争―英米文学の視点から―，英宝

社，67－82（2013）

＜学会特別講演＞

　　１）上野和廣：「理想と現実の間で」，日本シェリー研究センター第22回大会，東京大学，（2013. 12）

才新　直子

＜論　　文＞

　　１）西川貴子，森内安子，今本美幸，中野佐和子，才新直子： 栄養士校外実習における学生の自己評

価の実態と課題―平成23年度の校外実習を終えてのアンケートより―，神戸女子短期大学論攷 第

58巻15-22（2013.3）

＜学会発表＞

　　１）上野裕美子，才新直子，上田雅美，和田明，山本勇：アラビアゴム分解能をもつ Bifidobacterium 

longum subsp. longum JCM7052 のゲノム解析，第86回 日本生化学会大会，パシフィコ横浜，

（2013.9）

＜社会活動＞

　　１）小大連携食育プログラム　神戸市立こうべ小学校５年生対象調理実習協力（2013.2）
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＜そ の 他＞

　　１）中尾美千代，才新直子，冨田圭子：レッツトライクッキング１．２．３「海の幸シリーズ２－旬の

魚，おいしく調理 -　秋冬の海の幸！！」，食物と健康　第158号 14-20（2013.12）

庄司　圭子

＜論　　文＞

　　１）庄司圭子：AWO キンダーガルテン「フレーベルハウス」の教育環境が幼児の心身の発達に及ぼ

す影響についての一考察　神戸女子短期大学『論攷』第58巻，（2013.3）pp23―36

＜社会的活動＞

　　１）平成25年度全日本音楽教育研究会全国大会，第55回近畿音楽教育研究大会兵庫大会（総合大会）幼

稚園部会指導助言（主催：全日本音楽教育研究会，全日本音楽教育研究会大学部会，近畿音楽教

育連合会，兵庫県音楽教育研究協議会，兵庫県国公立幼稚園研究会，近畿高等学校音楽教育研究

会），神戸市立御影幼稚園・神戸市立御影小学校，神戸市総合教育センター（2013.5～6）

　　２）幼稚園内研修会指導助言

　　　・神戸市立御影幼稚園（2013.1～5）

　　　・加東市立福田幼稚園（2013.1～12）

　　　・たつの市立神岡幼稚園（2013.2）

　　３）地域交流推進

　　　・中央区役所との連携事業（2013.10）

　　　・神戸市立港島幼稚園との交流検討会（2013.1～12）

　　　　人形劇・演劇等の公演交流，「わくわくファーム」での交流

　　４）平成25年度教員免許状更新講習実施（2013.8）

竹内　美貴

〈学会発表〉

　　１）田原彩，竹内美貴，中村智英子，瀬口正晴：“ショ糖脂肪酸エステルを用いた各種乾熱処理デンプ

ン粒表面の疎水性定量法について”日本食品科学工学会，第60回記念大会　実践女子大学　東京

（2013.8）

　　２）Masaharu Seguchi, Aya Tabara, Miki Takeuchi, and Chieko Nakamura：“Development of 

Gluten-Free Bread Baked with Banana（ musa spp.）Flour”AACC International Annual 

Meeting Albuquerque Convention Center Albuquerque, New Mexico, U.S.A.（2013.9）　

〈社会的活動〉

　　１）日本調理科学会近畿支部委員

　　２）第４回中央区「小学校ドッジボール大会」学生ボランティア指導（2013.5）
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　　３）日本冷凍食品協会主催　講習会・調理講習会　本学　（2013.7）

　　４）「神戸マラソン」学生ボランティア指導（2012.11）

　　５）第37回食品公害を追放し安全な食べ物を求める会　収穫感謝祭　学生ボランティア指導（2013.11）

谷山　澤子

＜著　　書＞

　　１）谷山澤子，清水公男，Alexander Shishin: 公益財団法人日本国際連合協会編『2013年度版国連英

検過去問題集Ｂ級・Ｃ級』メディアイランド，2013年（全頁263），pp. 158-198，220-259.

＜論　　文＞

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

End of the World by Haruki Mirakami and Nineteen Eighty-four by George Orwell.” 日本言

語文化学会，The LCA Journal, 28, 21-25.（2012.12.20）

　　２）Sawako Taniyama: “Teaching Cross-Cultural Communication Through Movies.” 日本言語文

化学会，The LCA Journal, 29, 25-29.（2013.12.20）

＜学会発表＞

　　１）Sawako Taniyama:  “Teaching Cross-Cultural Communication Through Movies.” 第20回日本

言語文化学会研究大会，大妻女子大学，（2013.6.29）

＜社会的活動＞

　　１）2013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（2013.5.16， 

2013.10.27）

　　２）国際連合公用語英語検定指導検討委員

＜そ の 他＞

　　１）谷山澤子：大学英語教育についての一考察，公益財団法人日本国際連合協会，国連ジャーナル2013

年秋号，14-16.

　　２）スタンフォード大学 The LASERs（Leonardo Art Science Evening Rendezvous）（「総合科学技

術研究国際学会」）出席，2013.8.8.

田中　智子

＜発　　表＞

　　　　田中智子，茶山健二：野菜中のミネラル成分と主要呈味成分の分析について，日本食生活学会第

46回研究発表会，淑徳大学（2013.6）

＜そ の 他＞

　　　　ICP 発光分光分析法による野菜中ミネラルの定量（2013.2）株ロックフィールドで発表
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塚田みちる

＜学会発表＞

　　１）塚田みちる：新米ママによる寝かしつけ行為の生後１間の変化～「育てられる者」から「育てる

者」への転換に向けて～，第66回日本保育学会，中村学園大学・中村学園大学短期大学部（2013.5）

＜論　　文＞

　　１）小島康生・水野里恵・塚田みちる：家庭参入型の親子とのふれあい体験が大学生の親準備性にも

たらす効果，臨床発達心理実践研究，８，73-79，2013年

　　２）塚田みちる：実習における＜子ども‐実習生との関係＞の検討―保育実習・教育実習での体験を

エピソード記述で描く―，神戸女子短期大学紀要「論攷」，印刷中

＜社会的活動＞

　　１）神女中山手保育園　保護者懇談会講師（2013.10）

　　２）神女中山手保育園　子育て支援活動「そよかぜ広場」での子育て相談担当（2013.6～2014.1）

逵　　牧子

＜著　　書＞

　　　　逵牧子：調理過程での大腸菌Ｏ157の病原性抑制，第39回　日本食品微生物学会学術セミナー　講

演資料集，日本食品微生物学会，41-52（2013.3）

＜論　　文＞

　　　　逵牧子・武政二郎・横井川久己男：食品中の大腸菌 O157 に対するマイクロ波照射の影響，自然

科学研究 徳島大学ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部，27，３号13-17（2013）

＜講　　演＞

　　１）調理過程での大腸菌Ｏ157の病原性抑制，第39回　日本食品微生物学会学術セミナー，徳島市あわ

ぎんホール，（2013.3）

　　２）カット野菜の洗浄と加熱による除菌効果，神戸食品微生物研究会　第94回技術交流会（第１回産

学連携事例研究発表会），神戸市教育会館，（2013.3）

＜学会発表＞

　　１）逵牧子，横井川久己男：非生物素材に付着した大腸菌 O157の生存性，日本農芸化学会・日本ビタ

ミン学会合同広島大会，広島（2013.9）

　　２）横井川久己男，逵牧子，武政二郎：食品及び食物繊維のベロ毒素吸着性，第34回日本食品微生物

学会学術総会，東京（2013.10）

＜社会活動＞

　　１）平成24年度栄養士をめざす学生の研修会，コーディネーター，兵庫県栄養士養成施設協会（2013.2）

　　２）第39回　日本食品微生物学会学術セミナー徳島大会「食の安心・安全確保のための様々な取り組

み」，開催実行委員（2013.3）
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永井久美子

＜著　　書＞

　　　　三宅茂夫　中西利恵　編　日坂歩都恵　西村美紀　吉次豊見　丁子かおる　永井久美子　多田琴

子　佐藤智恵　保育内容総論（2013.3）あいり出版

　　　　大方美香　中西利恵　編　大橋喜美子　谷口ナオミ　原佳央理　永井久美子　毛受矩子　長谷秀

揮　中川愛　西谷香苗　影浦紀子　西村真実　原口富美子　乳児保育（2013.4）あいり出版

＜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（２）－　日本保育学会　第66回大会（2013.5）

　　　　永井久美子　松本敦　保育制度と養成教育（４）－家庭的保育と養成カリキュラム－全国保育士

養成協議会　第52回研究大会　ポスター発表（2013.9）

　　　　松本敦　永井久美子　保育制度と養成教育（５）－養成教育の中の「在宅保育」－全国保育士養

成協議会　第52回研究大会　ポスター発表（2013.9）

＜社会的活動＞

　　　　人形劇部公演指導　ポートピア保育園（2013.7.）生田神社＜七五三詣りの児童養護施設入所児童

対象＞（2013.11）ポートピアプラザ子ども会（2013.12）

　　　　家庭的保育を考える会開催（2013.9）

　　　　園内研修　大和郡山市立　昭和幼稚園（2013.10）

＜そ の 他＞

　　　　きずな DAY　準備委員会（2013.4～2013.12）

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11回男性のための料理教室」，　神戸女子短期大学講座講師

（2013.2）

＜そ の 他＞

　　１）中尾美千代，才新直子，冨田圭子：レッツトライクッキング１．２．３「海の幸シリーズ２－旬の

魚，おいしく調理－　秋冬の海の幸！！」，食物と健康　第158号14-20（2013.12）

中川　伸子

＜論　　文＞

　　１）中川伸子：ホスピタリティと善性，関西人間学会10周年記念論集5-17（2013.11）

＜学会発表等＞

　　１）油谷純子，仁平章子，服部美樹子，中川伸子，福井愛美，加藤晴美：「きく・話す」教育指導法セ

ミナー講師，日本ビジネス実務学会主催（2013.2）
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　　２）中川伸子 : コミュニケーション教育が目指すもの，日本国際秘書学会（2013.11）

＜社会的活動＞

　　１）関西人間学会　副会長

　　２）日本国際秘書学会　編集委員

　　３）日本ビジネス実務学会　評議員

長瀬　荘一

＜論　　文＞

　　１）長瀬荘一：教師力を高める学校経営．応用教育研究所，指導と評価大学講座，55，30-39（2013.7）

＜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（2013.1）

　　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（2013.5）

　　３）目標準拠評価に関する考え方，留意点．大阪府教育委員会（2013.7）

　　４）今，求められる学校経営とは．兵庫県相生市教育委員会（2013.8）

　　５）神戸の教育 10年を振り返り，そして未来へ ～『教育日本一のまち神戸』をめざして～．神戸市教

育委員会（2013.8）

　　６）現代トップリーダーの言語力＆人間力～人はどのようにして動き始めるか～．神戸市教育委員会

（2013.8）

　　７）教頭職に求められる確かな教育観と人材育成．兵庫県西播磨教育事務所（2013.11）

　　８）ミドルリーダーの果たす役割―ミドル・アップダウン・マネジメント . 大分県教育センター（2013.11）

＜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「兵庫県教育振興基本計画検討委員会」副委員長

　　３）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

　　４）兵庫県教育委員会の点検及び評価に係る外部有識者委員

　　５）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

　　６）神戸市教育委員会「神戸市キャリア教育推進協議会」議長

　　７）神戸市「こうべ食育推進懇話会」会長

　　８）国立大学法人神戸大学附属中等教育学校学校評議員

中村智英子

〈学会発表〉

　　１）「ショ糖脂肪酸エステル（SFAE）を用いた各種乾熱処理デンプン粒表面の疎水性定量について」
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　日本食品科学工学会　第60回記念大会　実践女子大学　（2013.8）

　　２）Development of Gluten-Free Bread baked with banana Flour.  AACC International Annual 

Meeting Albuquerque Convention Center New Mexico, USA（2013.9）

〈そ の 他〉

　　　　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（2013.2）

西川　貴子

＜論　　文＞

　　１）西川貴子・森内安子・今本美幸・中野佐和子・才新直子「栄養士校外実習における学生の自己評

価の実態と課題－平成23年度の校外実習を終えてのアンケートより－」神戸女子短期大学「論攷」

第58巻15-22（2013.3）

＜講　　演＞

　　１）「和食文化で育む心と体」平成25年度神戸市北区高校６校PTA・育友会合同研修講演会（2013.11.23）

＜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

作って食べよう，本学調理実習室で授業を実施（2013.2.19～21）

　　２）平成25年度教員免許状更新講習実施（2013.8.6）

　　３）平成25年こどもエコチャレンジ児童館出前教室「野菜を使ったヘルシーエコおやつクッキング」，

北区桜ノ宮児童館（2013.8.8），垂水区本多聞児童館（2013.9.14），灘区原田児童館（2013.9.21），

主催：神戸こどもエコチャレンジ21倶楽部

　　４）第16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（2013.11.16）

　　５）平成25年度第６回 KOBE 環境大学エコクッキング，コミスタこうべ（2013.11.22），主催：神戸市

環境局環境創造部地球環境課

　　６）兵庫県栄養士養成施設協会監事

　　７）特定非営利活動法人食ネット理事

＜そ の 他＞

　　１）西川貴子・平郡玲子・冨田圭子，レッツトライクッキング１．２．３　海の幸シリーズ「さっぱり

美味しく食べたい海の幸！！」食物と健康夏号№157　14-20（2013.7）

長谷川美和

＜作　　品＞

　　１）長谷川美和：「雛の宴」（日本画），京都ちもと（2013.1）

　　２）長谷川美和：「緋い布」（日本画0号），京都市立芸術大学美術教育研究会兵庫支部第25回４Ｂ展，南
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天荘画廊（2013.7.26-7.31）

＜論　　文＞

　　１）辻田忠弘，長谷川美和：沖縄の焼き物についての一考察，沖縄県立博物館友の会紀要，博友第25

号（2013.5.29）

＜発　　表＞

　　１）長谷川美和：西宮市ファミリーサポート事例発表，西宮市ファミリーサポートセンター（2013.11.15）

＜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（2013.6.14，11.27）

羽多　悦子

＜作品発表＞

　　　　神戸芸術文化会議展（芸文40周年記念展）彫塑作品出品　　原田の森美術館（2013.10）

　　　　和 ON 展（親和学園 OG 展）彫塑作品出品　　　　　　　   さんちかホール（2013.11）

＜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　　　（2013.1）

　　　　神戸の100人色紙展　絵画出品　　　　　　さんちかホール　　　　　　 　　（2013.4）

　　　　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（2013.12）

＜そ の 他＞

　　　　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　（2013.12）

畠山由佳子

＜学会発表＞

　　１．畠山由佳子（口頭発表・単独）　「北米における Differential Response（区分対応システム）実

践―コロラド州・ミネソタ州での実践調査よりー）．第19回日本子どもの虐待防止学会学術集会信

州大会（信州大学，2013年12月14日）．

＜社会的活動＞

　　１．日本子ども虐待防止学会国際広報委員ソーシャルメディア部員

　　２．日本子ども家庭福祉学会学会誌査読委員

林　　孝三

＜作　　品＞

　　１．個展　　奈良　近鉄百貨店奈良店

　　２．二人展　東京，ギャラリーボンブラ　　吉元耕平・林孝三　NHK ハート展がご縁で「二人展」

　　３．個展　　東京　小田急百貨店新宿本店
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　　４．グループ展　神戸　兵庫県立美術館　王子分館　原田の森ギャラリー　日本美術家連盟近畿地区

会員展

　　５．個展　　東京　ギャラリーボンブラ

　　６．個展　　大阪　近鉄百貨店上本町店

　　７．グループ展　神戸　神戸アートマルシェ2013

＜社会的活動＞

　　１．大阪・朝日新聞チャリティー美術展

　　２．京都・京都新聞チャリティー美術展

　　３．大阪・毎日新聞チャリティー美術展

　　４．名古屋・NHK チャリティー美術展

　　５．岡山・山陽新聞チャリティー美術展

　　６．福岡・読売新聞チャリティー美術展

　　７．福岡・毎日新聞チャリティー美術展

平野　直美

＜論　　文＞

　　１）西岡奈保，田中紀子，平野直美，中村満：介護予防としてトレーニングを行っている高齢者の身

体機能の向上と栄養摂取状況について，日本栄養食料学会誌，第66巻　第１号（2013. 2）

　　２）平野直美，中村満，市橋研一：MRI 画像による腰椎椎間板ヘルニアの発生部位の検討および大腰

筋との関連性について，神戸女子短期大学論攷，第58巻　１－７（2013.3）

　　３）平野直美：食育と親子のコミュニケーション－（１）「味覚」の記憶は，「愛され記憶」－，キリ

スト教保育，第535号6-12（2013.10）

　　４）平野直美：食育と親子のコミュニケーション－（2）子どもたちの「心」を豊かに育む「食」－，

キリスト教保育，第536号6-12（2013.11）

＜学会発表＞

　　１）田中紀子，西岡奈保，平野直美，中村満，介護予防として長期間運動を行っている在宅高齢者の

身体機能と栄養状態について，日本調理科学会・平成19～24年「高齢と食分科会報告会」・奈良女

子大学（2013.6）

　　２）田原茉莉，上田朋佳，沖 和久，櫻井裕士，佐々木阿悠佳，中村　満，山下浩美，海崎　彩，田中

紀子，平野直美：介護予防のための機能訓練教室に通う高齢者の口腔機能と運動機能の特徴，日

本柔道整復師会第38回近畿学術大会 兵庫大会　（2013.10）

　　３）N. Hirano, N. Nishioka, N. Tanaka, A. Kaizaki, M.Nakamura：IMPROVEMENT OF 

PHYSICAL FUNCTIONS AND　NUTRITIONAL STATUS IN ELDERLY PERSONS BY 

LONG-TERM TRAINING FOR PREVENTIVE CARE，20th International Congress of 
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Nutrition, Granada, Spain, September 15-20, 2013, Abstracts pp872

　　４）N. Tanaka, T. Okuda, H. Shinohara, I. Hamaguchi, Y.Asano, Y. Higashine, J. Kang, K. 

Wakimoto, N. Hirano：THE IMPORTANCE OF HAVING INTEREST IN COOKING AND 

VEGETABLES AND FRUIT INTAKE FOR CHEWING CONSCIOUSNESS IN PRIMARY 

SCHOOLCHILDREN，20th International Congress of Nutrition, Granada, Spain, September 

15-20, 2013, Abstracts pp898

　　５）T. Okuda, N. Tanaka, H. Shinohara, I. Hamaguchi, Y. Asano, Y. Higashine, J. Kang, K. 

Wakimoto, N. Hirano：DIETARY AND LIFE-STYLE FACTORS THAT INFLUENCE THE 

CHEWING CONSCIOUSNESS IN PRIMARY SCHOOLCHILDREN IN JAPAN，20th 

International Congress of Nutrition, Granada, Spain, September 15-20, 2013, Abstracts 

pp942

＜講　　演＞

　　１）「食育の実践に向けて～脳を健やかに育てる食　Part Ⅱ～」姫路市保健所主催・食育指導者研修

会・姫路市保健所（2013.2）

　　２）「子どもたちの心と体を健やかに育てる食育」，茨城県坂東市・若草明徳保育園・講演会（2013.5）

　　３）「子どもたちの脳を健やかに育てる食育」，神奈川県横須賀市・ぎんなん幼稚園・講演会（2013.5）

　　４）「子どもたちの健やかな心と体の発育・発達－幼児期における食育の重要性－」，平成25年度兵庫

県国公立幼稚園阪神地区 PTA 連絡協議会・研修会，宝塚市立文化施設ソリオホール（2013.6）

　　５）「味覚教育の大切さ」，第５回兵庫県こども環境フォーラム・兵庫県公館・大会議室（2013.6）

　　６）「現代における食育の重要性」，相生市食育講演会・相生市民会館（2013.7）

　　７） 「現代における食育の重要性」，大阪市・大阪市食生活改善推進員協議会共催，健康づくり地区組織

活動研修会・阿倍野区民センター・大ホール（2013.7）

　　８）「子どもたちの健やかな心と体を育む食育の重要性」，兵庫県教育委員会阪神教育事務所主催・平

成25年度地域の特色を生かした食育推進事業学校食育実践研究大会（阪神地区大会），伊丹市立労

働福  祉会館・青少年センター・スワンホール（2013.8）

　　９）「子どもがかわる食卓づくり～時間栄養学からみえる朝ごはん」，姫路市保健所主催食育セミナー

（姫路南保健センター）（2013.10）

　　10）「幼児教育における食育の重要性」，芦屋市立小槌幼稚園（2013.10）

　　11）「子どもたちの健やかな心と体の発育・発達～」，三田市立三田幼稚園・講演会（2013.10）

　　12）「幼児教育における食育の重要性」，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（2013.10）

　　13）「栄養学と食育」（社）兵庫県私立幼稚園協会主催「私立幼稚園教員子育て支援研修」（2013.11/1，

11/22）　

　　14）「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25年度栄養指
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導講習会「幼児の食事とおやつの教室」（2013.11）

　　15）「子どもたちの心とからだを健やかにやかに育む食育」，平成25 年度「地域の特色を生かした食育

推進事業研究発表会・講演，川西市立川西小学校　やなぎホール（2013.12）

＜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」出張授業講

師（2013.2）

　　３）兵庫県教育委員会「体力アップサポート委員会」委員

古田貴美子

＜論　　文＞

　　１）古田貴美子：短大生の記述力に関する考察―「被服学」の試験答案にみられる変化―，神戸女子

短期大学論攷，第58巻，37－47（2013.3）

　　２）安川あけみ，古田貴美子，前田圭香，日景弥生：汚れた布の吸水性測定実験の提案，東北家庭科

研究，第12号，１－７（2013.4）

＜学会発表＞

　　１）安川あけみ，古田貴美子，日景弥生：汚れた布の吸水性測定実験の提案，日本家庭科教育学会第

56回大会，ポスター発表，弘前大学教育学部（2013.6）

　　２）古田貴美子：女子大生の被服実習に対する印象と基本縫いの技術に関する考察，2013年度第35回

（通算91回）（一社）日本家政学会関西支部　研究発表会，大阪青山大学（2013.10）

＜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）平成25年度教員免許状更新講習実施（2013.8）

＜作　　品＞

　　１）ターシャ・テューダーの世界　展におけるターシャのドレス製作（イメージ再現），磐田市香りの

博物館（静岡県磐田市）（2013.10～2014.1）

＜そ の 他＞

　　１）中小企業支援　秋田県内縫製会社の商品開発のための試作と製作及び素材選択に関する助言（2013.1

～12）

　　２）2013　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：
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大阪釦服飾手芸卸協同組合）応募作品製作の指導（2013.6～9 ）

　　３）2013　OSAKA 手づくりフェア内イベント　学生によるファッションショー（総合生活学科１・

２年生参加）の指導（2013.7～9 ）

平郡（塗師）玲子

＜著　　書＞

　　１）野﨑園子編　松田暉，野﨑園子，今井教仁，牛尾実有紀，大黒大輔，太田有美，桂木聡子，川阪

直子，北裏真己，坂本利恵，杉下周平，館村卓，玉木彰，塗師玲子，長井美樹，西尾依見子，福

岡達之，松井利浩，森明子，山本陽子，渡辺祐治：摂食嚥下ケアがわかる本－食の楽しみをささ

えるために－，エピック pp.44-49（2013.3）

＜学会発表＞

　　１）塗師玲子，奥田豊子，篠原久枝，田中紀子，濱口郁枝，東根裕子，康薔薇，浅野恭代：高学年児

童の自己肯定感と食生活・生活習慣との関連，第60回日本栄養改善学会学術総会，神戸国際会議

場・神戸（2013.9）

　　２）塗師玲子，田中紀子，篠原久枝，濱口郁枝，東根裕子，康薔薇，浅野恭代，奥田豊子：高学年児

童の咀嚼意識・学習態度意欲へ影響する要因－調理への関心と野菜果物摂取の重要性－，第12 回

日本栄養改善学会近畿支部学術総会，千里金蘭大学・大阪（2013.12）

＜社会的活動＞

　　１）神戸市「朝食メニューコンテスト」，本学（2013.8）

　　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（2013.9）

＜そ の 他＞

　　１）西川貴子，平郡玲子，冨田圭子：レッツトライクッキング１，２，３「さっぱりいただきたい夏の

海の幸」，食物と健康　第157号（2013.7）

細見　和子

＜著　　書＞

　　１）林　淳三・青柳康夫・林　俊郎・宮尾茂雄・磯田厚子・細見和子・沢野　勉・品川弘子・大石敦

志・木島　実・春日敦子・藤原しのぶ・中島久男　共著：四訂　フードスペシャリスト論（2013.3）

㈱建帛社

＜研究発表＞

　　１）細見和子：いっしょに食べよう「わが家のおもてなし」テーブルコーディネートコンテスト　in

神戸2013　大会　入選（2013.10）
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＜講　　演＞

　　１）細見和子：「お茶をたのしみましょう」　尼崎市立公民館（2013.10）

＜社会的活動＞

　　１）京都府和束町教育委員会　食育指導（2013.2）

　　２）神戸市中央区と中央区３大学による連携事業（～2013.10完成）（マップ３種類作成）

　　３）神戸市中央区と中央区３大学による連携事業としてパンレシピ考案，提供（2013.11）（フォトロゲ

イニング）

　　４）神戸市中央区「KOBE パンのまち散歩」特別企画展参加（2013.11）

本田　まり

＜著　　書＞

　　１）ライフステージに合わせた栄養補給とおやつ食の提案，Food Style21：17.3，34-37（2013）

＜社会活動＞

　　１）第10回こうべ食育フェア　参加（2013.6.29）

　　２）（社）日本冷凍食品協会主催 冷凍食品講習会・調理講習会 実施（2013.7.30）

　　３）（株）味の素主催 ビギナーズクッキング教室 実施（2013.10.8）

　　４）公益社団法人 米穀安定供給確保支援機構主催“３・１・２弁当箱法”体験セミナー 実施（2013.12.16）

　　５）「地域栄養管理を考える会」研修会 開催（計４回開催）

　　６）地域栄養管理を考える会主催「栄養食事教室」開催（2013.10.27）

　　７）「家庭的保育を考える会」発足（2013），第1回集会 共同開催（2013.8.25）

　　８）「日本を健康にする！」研究会 理事

本保　弘子

〈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「美しい叙情歌の世界」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施設での「ボランティア演奏会｣企画・指導（2013.2）

　　４）オープンカレッジ両講座受講生による発表会「家族と楽しむ抒情歌」（NHK神戸放送局2013.3）企

画・指導

　　５）オープンカレッジ両講座受講生による成果発表会（三宮キャンパス2013.3）企画・指導
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　　６）オープンカレッジ両講座受講生による有料老人ホームでの「ボランティア演奏会」（2013.9）企画・

指導

　　７）神戸市中央区主催 ｢生田川クリーン作戦 ｣学生ボランティア指導（2013.7）

　　８）神戸市中央区主催「山であそぼう」エコ工作学生ボランティア指導（2013.10）

　　９） 神戸市中央区主催 ｢多文化交流フェスティバル ｣学生ボランティア指導（2013.10）

　　10）第３回神戸マラソン（PI4大学連携）学生ボランティア指導（2013.10）


