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（2010年１月～ 2010年12月）

浅木森和夫

 〈学会発表〉

　　１）竹田和恵，浅木森和夫，森下淳也，康敏「情報教育における質問支援システムの共有化に関する

プロトタイプの考案」　日本教育工学会第26回全国大会　日本教育工学学会

井上　吉世

 〈論　　文〉

　　１）村上恵，安藤真美，伊藤知子，井上吉世，高村仁知，武知多与理，中原満子，原知子，林淑美，

藤村浩嗣，水野千恵，的場輝佳，山下貴稔，和田珠子：使用限界（風味点数３）に達したフライ

油の特性，日本調理科学会誌，43，1，38-43（2010.2）

　　２）井上吉世，林淑美，原知子，和田珠子，水野千恵，中原満子，伊藤知子，村上恵，的場輝佳：フ

ライ油の使用限界に関する研究―から揚げの食味とフライ油の風味点数―，日本食生活学会誌，

20，4，313-319（2010.3）

　　３）井上吉世，森下敏子：平成21年度教員免許状更新講習における実証研究（Ⅰ）―食育に活かした

い「ふくらむ調理」―，食生活研究誌，30，6，45-49（2010.9）

　　４）森下敏子，井上吉世：平成21年度教員免許状更新講習における実証研究（Ⅱ）―食育に活かした

い「かたまる調理」―，食生活研究誌，30，6，50-56（2010.9）

 〈社会的活動〉

　　１）日本調理科学会近畿支部委員

　　２）日本家政学会関西支部役員

　　２）平成22年度教員免許状更新講習実施（2010,8）

今本　美幸

 〈論　　文〉

　　１）今本美幸，栗原伸公，熊谷聡子，土江節子：栄養教育に使用する『控える』という言葉の一考察

～管理栄養士の調査より～，栄養学雑誌，68，5，322-327（2010）

 〈学会発表〉

　　１）熊谷聡子，今本美幸，土江節子，栗原伸公，小野未喜，吉尾美沙，佐竹久美子，篠原由梨香，

三ヶ尻礼子，山本育子，戸田明代：栄養指導で使用される「バランスよく食べましょう」という

言葉の有効性について～患者調査より～，第13回日本病態栄養学会，京都（2010.1）

研　究　活　動
－ 50 音順 －　
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　　２）細見和子，森下敏子，今本美幸，稲垣寛：ローゼルの栽培と食利用，神戸生活創設センター

（2010.6）

　　３）熊谷聡子，今本美幸，土江節子，栗原伸公：栄養指導で使用される「バランスよく食べましょ

う」という言葉の有効性について～管理栄養士の調査より～，第57回日本栄養改善学会，埼玉

（2010.9）

　　４）森下敏子，今本美幸：ポーアイ４大学連携学生支援事業「きらめきプロジェクト」における食育

の実践，第57回日本栄養改善学会，埼玉（2010.9）

　　５）森下敏子，細見和子，今本美幸，稲垣寛：環境保全植物“ローゼルの食利用”，食とケナフ，神

戸（2010.10）

　　６）細見和子，森下敏子，今本美幸，岡田佑季，稲垣寛：「ローゼル」の食利用，第13回ケナフ等植

物資源利用研究会，神戸（2010.10）

 〈講　　演〉

　　１）Meet The Specialist ～日本人の腎臓を守るために～腎機能低下患者における食事療法，ファイ

ザー株式会社，津（2010.1）

 〈社会的活動〉

　　１）ポーアイ４大学連携による連携学生研究支援事業「きらめきプロジェクト」におけるV-net食育

の実践支援（2010.2および9　計３回）

　　２）兵庫県喫煙問題研究会，禁煙活動街頭行進（2010.6）

　　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）に迫る～ＣＫＤ克服のため

に」，栄養相談（2010.9）

　　４）ポーアイ4大学連携による連携事業　調理実習「慢性腎臓病（ＣＫＤ）に迫る～ＣＫＤ克服のた

めに」講師（2010.10）

　　５）ポーアイ４大学連携による連携事業「スポーツ・健康フェア」栄養相談（2010.12）

　　６）ポーアイ４大学連携による連携事業　調理実習「健康生活を守るための介護予防・介護する人の

支援　豊かな食事にするために～家庭の食事をアレンジして～」講師（2010.12）

　　７）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

　　８）先端医療センター腎臓・血液浄化領域グループ研究員

　　９）先端医療センター健康情報研究グループ研究員

　　10）栄養士養成施設ボランティアグループ「V-net」の活動支援

上野　和廣

 〈著　　書〉

　　１）上野和廣：シェリーの詩と科学－「雲」が誕生するまで－，文学と評論社編，文学とサイエンス

－英米文学の視点から－，英潮社フェニックス，91-102（2010）
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 〈学会研究発表司会〉

　　１）関西コールリッジ研究会第148回例会において研究発表の司会，「オスマン・トルコの記憶－『フ

ランケンシュタイン』におけるオリエンタリズム」　阿部美春　　会場　同志社大学　（2010.11）

 〈そ の 他〉

　　１）上野和廣：巻頭言，パーシーとメアリー，日本シェリー研究センター年報 第18号，19-22（2010）

小澤　美貴

 〈講　　演〉

　　１）「小麦粉の乾熱処理がパンケーキの性状に及ぼす影響」，第37回食品の物性に関するシンポジウム，

東京（2010.9）

 〈そ の 他〉

　　１）神戸女子短期大学  食物栄養学科　「男性のための料理教室」（2010.2）

　　２）教員免許状更新講習（2010.8）

　　３）４大学連携事業「家庭で出来るCKD治療食のポイントと調理実習」（2010.10）

　　４）山本隆子，小澤美貴，富田圭子：レッツトライクッキング1，2，3豆マメシリーズ４・目からう

ろこの落花生　食物と健康No.152号，14-20（2010.12）

才新　直子

 〈論　　文〉

　　１）Naoko Saishin, Masami Ueta, Akira Wada, Isamu Yamamoto “Purification and characterization 

of α-galactosidase I from Bifidobacterium longum subsp. longum JCM 7052” Journal of Biological 

Macromolecules 10, 13-22 (2010)

　　２）Naoko Saishin, Masami Ueta, Akira Wada, Isamu Yamamoto “Properties of β-galactosidase 

purified from Bifidobacterium longum subsp. longum JCM 7052 grown on gum Arabic” 

Journal of Biological Macromolecules 10, 23-31 (2010)

 〈社会的活動〉

　　１）ポーアイ４大学による連携事業 第10回「豊かな食事のために～家族団らん　介護食　いつもの

食事をアレンジして～」（2010.12）

庄司　圭子

 〈論　　文〉

　　１）庄司圭子：幼稚園における親子鉢植え野菜栽培の実践と効果の検討，修士論文，（2010.2）

 〈講　　演〉

　　１）「親子野菜栽培の成果と課題」丹波市立北幼稚園研修会（2010.2）
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　　２）「考えよう　カウンセリングマインドを生かした保護者とのかかわり」全国幼稚園教育研究大会

　第59回福岡大会第４分科会（2010.7）

 〈社会的活動〉

　　１）加東市児童館講話「親子ふれあい遊びの大切さ」加東市児童館（2010.3）

　　２）幼稚園内研修会指導助言

　　　　・加東市立福田幼稚園（2010.1 ～ 2, 12）

　　３）地域交流推進　神戸市立港島幼稚園との交流検討会（2010.1 ～ 12）

　　　　・人形劇・演劇等の公演交流

　　　　・「わくわくファーム」での食農交流

　　４）保育ボランティア活動における保育法指導助言

　　　　・神戸市立港島幼稚園（2010.1 ～ 12）

　　５）平成22年度教員免許状更新講習実施（2010.8）

　　６）中央区区民まちづくり会議委員（2010.6 ～）

高瀬　陽子

 〈社会的活動〉

　　１）行吉学園創立70周年記念「ターシャ・テューダーから学ぶ」絵本読み聞かせに向けて学生指導

（2010.6）

　　２）平成22年度教員免許状更新講習実施（2010.8）

伊達佐和子

 〈社会的活動〉

　　１）兵庫県ひょうご親学び応援学習プログラム　三世代交流の調理実習指導、六甲道勤労センター

（2010.3）

　　２）兵庫県ひょうご親学び応援学習プログラム　親子プログラムの料理実習指導、東垂水会館

（2010.7）

　　３）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、本学（2010.2）

　　４）神戸市「朝食メニューコンテスト」　本学（2010.8）

　　５）森下敏子、今本美幸、伊達佐和子、V-net：ポーアイ４大学連携学生研究支援事業「きらめきプ

ロジェクト」における食育の実践への参加　保育園児対象の料理教室を実施、本学（2010.9）

  〈そ  の  他〉

　　１）中尾美千代、伊達佐和子、冨田圭子：豆マメシリーズ３　新顔！ひよこまめとレンズまめ　食物

と健康151号、14-20（2010.7）
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田中　智子

 〈論　　文〉

　　１）田中智子・岩槻聡史・茶山健二：ザルツマン法による二酸化窒素の簡易定量と室内環境，神戸女

子短期大学　論攷，55，31-35（2010）

  〈学会発表〉

　　１）田中智子・坂本須美子・岩槻聡史・茶山健二：水素化物発生原子吸光法による豆腐中セレン含有

量と大豆原産国との関係，日本食生活学会第41回大会，岡山大学（2010.11）

  〈社会活動〉

　　１）男性のための料理教室（2010.2）

谷山　澤子

 〈著　　書〉

　　１）Sawako Taniyama: “F. Scott Fitzgerald’s ‘The Ice Palace’: Climate, Culture, and Stereotypes” 

in Local Natures, Global Responsibilities: Ecocritical Perspectives on the New English 

Literatures, ASNEL Papers 15.  Association for the Study of the New Literatures in English 

(ASNEL).  307-320. Amsterdam-New York: Rodopi. 2010.

  〈学会発表〉

　　１）Sawako Taniyama: Teaching C. S. Lewis’s The Lion, the Witch and the Wardrobe　第17回日

本言語文化学会研究大会，神戸女子短期大学，（2010.6.26）

 〈社会的活動〉

　　１）2010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及び神戸女子短期大

学ポートアイランドキャンパスの利用促進（20010.6.6，2010.11.7）

　　２）国際連合公用語英語検定指導検討委員

逵　牧子

 〈論　　文〉

　　１）逵牧子・武政二郎・田村弥生：学生を取りまく食と環境の諸問題，徳島大学プロジェクト報告

書，49-62（2010.3）

  〈学会発表〉

　　１）武政二郎，逵牧子，田中文乃，横井川久己男：大腸菌O157の固体表面への付着性，日本農芸化

学会，東京（2010.3）

　　２）逵牧子，寺本忠司，守山隆敏，横井川久己男：ペトリフィルムACプレートを用いる乳酸菌数測

定の評価，日本家政学会大会，広島（2010.5）

　　３）横井川久己男，浅野亜耶佳，石本麻衣子，武政二郎，逵牧子：大腸菌O157の調理器具素材に対
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する付着性の抑制，日本農芸化学会中四国支部大会，香川（2010.9）

　　４）横井川久己男，武政二郎，田中文乃，四方知子，逵牧子：大腸菌Ｏ157の固体表面への付着性と

アシルホモセリンラクトン類の影響，日本食品微生物学会，滋賀（2010.11）

 〈国際学会〉

　　 １）K.Yokoigawa，M.Tsuji，N.Takemasa：Attachment of Escherichia coli O157 to abiotic 

surfaces, 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies，Honolulu, 

Hawaii, USA (Dec 18)

 〈社会的活動〉

　　１）調査発表：学生を取りまく食と環境の諸問題　徳島大学（2010.02.17）

　　２）新聞掲載：バイオフィルム－台所の衛生に気をつけて－，毎日新聞（2010.7.27）

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８回男性のための料理教室」，神戸女子短期大学食物栄養学

科講座講師（2010.2）

　　２）小大連携食育プログラム 小学校５年生対象の調理実習（2010.2）

　　３）行吉学園創立70周年記念　ターシャ・テューダの世界「ターシャレシピからクッキーを焼く」

（2010.6）

　　４）「夏バテ予防の食事」，ラジオ関西（2010.7）

　　５）兵庫県立八鹿高等学校，出張授業講師（2010.11）

 〈そ の 他〉

　　１）中尾美千代， 伊達佐和子，冨田圭子：レッツトライクッキング1.2.3　豆マメシリーズ３「新顔！

ひよこまめとレンズまめ」，食物と健康　 151号，14-20（2010.7）

中川　伸子

 〈論　　文〉

　　１）中川伸子：「歓待」としての倫理，神戸大学文学部哲学科哲学懇話会編『愛知』第22号28-39

（2010.10）

 〈講 演 等〉

　　１）文部科学省委託事業「再チャレンジ支援講座」パネルディスカッション　女性の再チャレンジに

やさしい地域社会の創造　パネリスト（2010.3）

 〈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近畿ブロック　教育推進委員
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　　３）岡山県立高等学校社会人講師

　　　　①人間関係とマナー，岡山県立岡山南高等学校（2010.9）

　　　　②ビジネスコミュニケーション，岡山県立岡山南高等学校（2010.11）

長瀬　荘一

 〈著　　書〉

　　１）長瀬荘一：神戸らしさ―その本質と取組―．神戸市小学校長会・神戸市立中学校長会編，神戸発　

新たな教育創造へ，みるめ書房，1-18（2010.12）

 〈論　　文〉

　　１）長瀬荘一：配慮を要する子どもへの対応とは：配慮の多様性を心得た確かな支援．明治図書，心

を育てる学級経営，300，7（2010.1）

　　２）長瀬荘一：個性豊かな教師の必要性とは何か：教師の魅力が学級をつくり学ぶ意欲を育む．明治

図書，現代教育科学，643，34-36（2010.4）

　　３）長瀬荘一：「学習意欲」の育て方・引き出し方：意欲は小さな成功体験の積み重ね．明治図書，

授業力＆学級統率力，8，9（2010.11）

　　４）長瀬荘一：教師はどんな危機管理意識が必要か：広がる子どもとの心理的距離の克服．明治図

書，授業力＆学級統率力，9，8（2010.12）

 〈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（2010.1）

　　２）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．兵庫県川西市教育委員会（2010.5）

　　３）自律的な学校経営と中堅教員の役割（小中学校）．大分県教育センター（2010.5）

　　４）自律的な学校経営と中堅教員の役割（高校）．大分県教育センター（2010.5）

　　５）新学習指導要領に基づく教育課程の効果的な展開．兵庫県明石市教育研究所（2010.6）

　　６）学校力を高める校内研修の在り方．兵庫県相生市教育委員会（2010.6）

　　７）学校組織マネジメントの実際課題．大阪府茨木市教育研究所（2010.8）

　　８）新学習指導要領の趣旨を踏まえた特色ある教育課程の編成．兵庫県教育委員会但馬教育事務所

（2010.8）

　　９）生徒の学ぶ意欲を高める指導の在り方―教科の枠を超えた授業改善の方法．兵庫県立教育研修所

（2010.8）

　　10）確かな学力を育てる小中学校の接続と少人数指導．兵庫県教育委員会阪神教育事務所宝塚教育振

興室（2010.8）

　　11）学校力と授業力を高めるための学校運営の課題．兵庫県教育委員会高校教育課（2010.9）
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　　12）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（2010.10）

　　13）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．兵庫県神戸市総合教育センター（2010.11）

　　14）確かな学力を育てる小中学校の接続と少人数指導．兵庫県教育委員会阪神教育事務所（2010.11）

　　15）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（2010.11）

 〈社会的活動〉

　　１）兵庫県教育委員会「県立高等学校学力向上プロジェクト推進協議会」委員長 

　　２）兵庫県教育委員会「職業教育を主とする学科の在り方検討会」委員長

　　３）兵庫県教育委員会「兵庫県高等学校通学区域検討委員会」委員

　　４）神戸市「神戸市教育振興基本計画点検・評価委員会」座長

　　５）神戸市「こうべ食育推進会議」議長

　　６）神戸市「神戸市総合基本計画審議会」委員

　　７）神戸市教育委員会「キャリア教育推進協議会」議長

　　８）兵庫県伊丹市「伊丹市総合計画審議会」委員

　　９）兵庫県明石市教育委員会「明石市教育研究所スーパーバイザー」

　　10）「大学コンソーシアムひょうご神戸」高大交流委員会委員

中村　智英子

 〈そ の 他〉

　　１）神戸女子短期大学　食物栄養学科「男性のための料理教室」（2010.2）

　　２）平成21年度教員免許更新講習（2010.8）

西川　貴子

 〈講　　演〉

　　１）旬の野菜をしっかり食べて健康に，川西市農業振興大会（2010.11）

  〈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，本学調理実習室での授業を実施（2010.2.17 ～ 19）

　　２）兵庫県栄養士養成施設協会主催「栄養士をめざす学生の研修会」企画・運営（2010.2）

　　３）神戸市主催「食育フェア」参加（2010.6）

　　４）兵庫県栄養士養成施設協会監事

 〈そ の 他〉

　　１）西川貴子：子どもたちに伝えたい日本の行事食，給食ニュース3月号（No.1471）6-7，株式会社

少年写真新聞社（2010.3）
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長谷川　美和

 〈作　　品〉

　　１）長谷川美和：「雛の宴」（日本画），京都ちもと（2010.1）

　　２）長谷川美和：「イヴァンの布」（日本画），京都市立芸術大学美術教育研究会兵庫支部第22回４B展，

南天荘画廊（2010.7-8）

 〈論　　文〉

　　１）長谷川美和，辻田忠弘：長谷川等伯の美的感性（美意識）の謎についての一考察，情報処理学会

研究報告［人文科学とコンピュータ］　2009-CH-85　（2010.2）

　　２）長谷川美和，辻田忠弘：「名画にある謎の解明」に用いたSD法とその限界，甲南大学情報教育研

究センター紀要，第９号　（2010.3）

 〈学会発表〉

　　１）長谷川美和，辻田忠弘：長谷川等伯の美的感性（美意識）の謎についての一考察，情報処理学会

第85回人文科学とコンピュータ研究発表会　（2010.2）

羽多　悦子

 〈作　　品〉

　　１）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（2010.9）

  〈社会的活動〉

　　１）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（2010.2）

　　２）神戸の100人色紙展　大丸神戸店（2010.4）

　　３）神戸新聞厚生事業団　著名芸術家と名士作品展　クリスタルホール（2010.12）

畠山　由佳子

 〈学会発表〉

　　１）児童虐待在宅ケースに対する日本版家族維持実践モデルの開発的研究（単独発表），日本子ども

の虐待防止学会第16回学術集会くまもと大会（2010.11）

 〈報 告 書〉

　　１）児童虐待在宅ケースに対する日本版家族維持実践モデルの開発的研究，平成19年度・平成20年度

科学研究費補助金（若手研究スタートアップ）　研究成果報告書

林　孝三

 〈作品発表〉

　　１）2010年１月　個展「林孝三展」東京・銀座　TAMURA Akio GALLERY

　　２）2010年３月　個展「林孝三絵画展」東京町田小田急百貨店　７階美術サロン
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　　３）2010年10月「増田誠とゆかりの作家展」山梨県都留市増田誠美術館

平野　直美

 〈学会発表〉

　　１）池上友広，中井陽一，池尻稔明，佐々木阿悠佳，中村満，西岡奈保，田中紀子，平野直美：関西

健康科学専門学校における高齢者機能訓練プログラム～介護予防への取組み～，第52回全国柔道

整復学校協会教員研修会・東京大会（2010.8）

　　２）松岡直文，櫻井裕士，中井陽一，池上友広，佐々木阿悠佳，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（第2報），第35回柔道整復・接骨医学近畿学会京都大

会（2010.10）

 〈講　　演〉

　　１）「幼児の食育」宝塚市教育委員会研修会（2010.1）

　　２）「食育の大切さ～子どもたちの心とからだを健やかに育むために～」平成21年度大分県食育実践

研修会（2010.1）

　　３）「栄養学と食育」兵庫県立私立幼稚園協会研修会（2010.1）

　　４）「幼児期における食育の重要性について」神戸市立幼稚園ＰＴＡ連合会講演会（2010.5）

　　５）「「食育」の理解から実践に向けて」　平成22年度兵庫県教育委員会「食育講演会」（2010.8）

　　６）「生きる力を育てるー子どもの食が危ないー」，相生教育研究所「子ども理解研修講座」（2010.8）

　　７）「家庭教育について～食育の重要性～」平成22年度西宮市ＰＴＡ協議会役員・委員研修会

（2010.9）

 〈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（2009.2）

廣田　周子

 〈論　　文〉

　　１）廣田周子（単著）：唱歌のピアノ伴奏を再考察する－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55巻，37-49（2010.3）

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
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　　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

 〈そ の 他〉

　　１）行吉学園創立70周年記念「ターシャ・テューダーの世界」ターシャ着用イメージのドレスの製作

（1/2縮小サイズ２体），さんちかホールにて展示（2010.6）

　　２）行吉学園創立70周年記念ファッションショー「第１部　学園の歴史とともに」の企画・指導

（2010.11）

細見　和子

 〈学会発表〉

　　１）細見和子，森下敏子，今本美幸：第７回緑で地球温暖化防止ケナフの機能と多様性に学ぶ，タイ

ケナフ（ローゼル）の栽培と食利用，神戸生活創造（2010.6）

　　２）細見和子：過熱水蒸気オーブンを用いた調理に関する基礎的研究－ハンバーグステーキ焼成時の

温度履歴と製品について　「焼く」分科会活動報告，日本調理科学会近畿支部第37回研究発表会，

大阪夕陽丘学園短期大学（2010.7）

　　３）細見和子，森下敏子，今本美幸，岡田佑季，稲垣　寛：「ローゼル」の食利用　第13回ケナフ等

植物資源利用研究会，神戸学院大学（2001.10）

　　４）森下敏子，細見和子，今本美幸，稲垣　寛：食とケナフ　環境保全植物“ローゼル”の食利用，

ケナフ20周年記念第16回特別講演会，神戸学院大学

 〈講　　演〉

　　１）お茶－心身のリラックスのために－，尼崎市市民大学教養講座（2010.1）

　　２）「こころと体の栄養　－パン食とのつきあい方とお茶の効用－」第３回地域連携栄養治療ネット

ワーク講演会（2010.4）

 〈社会的活動〉

　　１）学生による食育授業指導－和束町（2010.2）

　　２）和束茶料理メニュー監修―東京，京都和束茶フェア（2010.5）

　　３）「こうべ海の盆踊り」ボランティア学生指導（2010.8）

　　４）ＫＯＢＯみなとマルシェ「神戸の食文化」神戸の食材を使ったパンの焼成出展指導（2010.10）

　　５）平城遷都1300年祭メイン会場における和束茶PRブースに和束茶パンの焼成出展指導（2010.10）

　　６）和束町産業祭「グリーンフェスタinわつか」官学連携による和束町ＰＲコーナーでの「和束茶パ

ン」焼成出展指導（2010.11）

　　７）チャレンジショップ　和束茶パン焼成販売指導（2010.10）
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  〈作　　品〉

　　１）テーブルアート作品展示　たのしい食卓　食空間コーディネート協会主催　たのしい食卓展示

（入選作品）

　　２）テーブルアート「ターシャ・チューダ展」ターシャのテーブル１（神戸女子短期大学）（2010.5）

　　３）テーブルアート「ターシャ・チューダ展」ターシャのテーブル２（さんちか）（2010.5）

  〈そ  の  他〉

　　１） 製菓衛生師試験委員

本保　弘子

 〈論　　文〉

　　１）本保弘子，併用住宅の設計，神戸女子短期大学論攷　第55巻　51-60（2010.3）

　　２）本保弘子，ホテル客室のデザインについて，武庫川女子大学生活美学研究所紀要　第20号　

87-94（2010.11）

 〈講　　演〉

　　１）本保弘子，ホテル客室のデザインについて，武庫川女子大学生活美学研究所もてなし研究会，

（2010.2）

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）介護老人保健施設におけるボランティア演奏会の指導（オープンカレッジ両講座受講生による）

（2010.3）

　　４）介護老人保健施設におけるボランティア演奏会の指導（オープンカレッジ両講座受講生による）

（2010.9）

　　５）公開音楽講座講師（高槻市立大冠コミュニティーセンター主催）（2010.1）

　　６）神戸女子大学・神戸女子短期大学オープンカレッジ成果発表会における演奏会の指導（オープン

カレッジ両講座受講生による）（2010.3）

　　７）神戸市立中央市民病院ボランティア演奏会の指導（コーラス部）（2010.2）

　　８）神戸市立中央市民病院ボランティア演奏会の指導（コーラス部）（2010.3）

　　９）神戸市立中央市民病院ボランティア演奏会の指導（幼児保育学科学科特別演習）（2010.7）
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森内　安子

 〈社会的活動〉

　　１）管理栄養士国家試験対策講座事務局

森下　敏子

 〈論　　文〉

　　１）井上吉世・森下敏子：平成21年度教員免許状更新講習における実証研究Ⅰ－食育に活かしたい

「ふくらむ調理」－，食生活研究30，6，45-49（2010）

　　２）森下敏子・井上吉世：平成21年度教員免許状更新講習における実証研究Ⅱ－食育に活かしたい

「かたまる調理」－，食生活研究30，6，50-56（2010）

 〈学会発表〉

　　１）細見和子，森下敏子，今本美幸，稲垣　寛：ローゼルの栽培と食利用，2010年神戸生活創造セン

ター・兵庫ケナフの会タイアップ交流事業，神戸生活創造センター（2010.6）

　　２）森下敏子，今本美幸：ポーアイ４大学連携学生研究支援事業「きらめきプロジェクト」における

食育の実践，第57回日本栄養改善学会，女子栄養大学（2010.9）

　　３）森下敏子，細見和子，今本美幸，稲垣　寛：食とケナフ　環境保全植物“ローゼル”の食利用，

ケナフ20周年記念第16回特別講演会，神戸学院大学（2010.10）

　　４）細見和子，森下敏子，今本美幸，岡田祐季，稲垣　寛：「ローゼル」の食利用，第13回ケナフ等

植物資源利用研究会，神戸学院大学（2010.10）

 〈社会的活動〉

　　１）森下敏子，井上吉世：平成22年度教員免許状更新講習，講義「食育の歴史的背景と食育基本法の

成立」，「学習指導要領の改訂にみる食育」，実験・実習「かたまる不思議を科学する」「ふくらむ

不思議を科学する」，神戸女子短期大学（2010.8）

　　２）森下敏子，今本美幸，V-net：ポーアイ４大学連携学生研究支援事業「きらめきプロジェクト」

における食育の実践への参加，保育園児対象の料理教室を実施，2010.2および2010.9（計３回）

　　３）朝日ファミリーニュース　「エコクッキング」（2010.11）

　　４）キャンパス通信　ポーアイ４大学連携講座，毎日新聞（2010.7）

　　５）防災，明日に備える，ボランテイアグループ，V-net，毎日新聞（2010.10）

　　６）日本栄養改善学会近畿支部評議委員，日本食生活学会評議委員　関西電力（社）家庭電気文化会

関西支部神戸地区運営委員会委員長

　　７）兵庫県喫煙問題研究会所属，禁煙活動に参加

　　８）阪神間の栄養士養成施設のボランテイアグループ「V-－net」の活動支援

 〈そ の 他〉

　　１）森下敏子：「ボランテイアの実践」まとめの冊子を作成（2010.9）
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矢木　昌子

 〈社会的活動〉

　　１）神戸市立保育所保育士自主研究会　　助言指導（2010.1 ～ 12）

　　２）中央区保健福祉部の事業「地域なかよしクラブ・じゃんぷ」（港島居住の発達障がい児親子のサー

クル）プログラム等の助言（2010.1 ～ 12）

　　３）子育て支援活動「にこにこクラブ」　学生指導及び育児相談　在宅子育て家庭の親子（０～３歳）

対象， 神戸女子短期大学（2010.1 ～ 2010.12）

　　４）中央区保健福祉部の子育て支援事業「げんきッズまつり」にて参加学生を指導（2010.10）

　　５）人形劇部公演 公演指導　ポートピア保育園（2010.5），生田神社〈七五三詣りの児童養護施設入

所児童対象〉（2010.11），ポートピアプラザ子ども会（2010.12），にこにこクラブクリスマス会

（2010.12）

　　６）保育士試験採点委員（2010.10）

山口　芳弘

 〈著　　書〉

　　１）子どもの目が輝く『生活科』の創造，ブライトンシステムズ印刷部（2010.3）

　　２）教育原理ノート～教育の目的・内容・方法・歴史・制度～，ブライトンシステムズ印刷部

（2010.3）

　　３）積極的生徒指導論～自己実現への指導・支援～，ブライトンシステムズ印刷部（2010.3）

 〈講 演 等〉

　　１）変化の時代の学校教育，平成９年度神戸市総合教育センター教師塾閉講記念講演，（2010.2.27）

　　２）異文化ふれあいの街神戸の魅力，神戸教育研究会，（2010.10.20）

　　３）地域の教育力を学校へ，神戸市立塩屋小学校（2010.7.12）

　　４）地域との協働による学校運営，神戸市立伊川谷中学校（2010.9.13）

　　５）生徒の目が輝く授業の創造，社会科授業研究会，神戸市立上野中学校（2010.11.11）

　　６）家庭・地域・学校園の連携～心豊かにたくましく生きるこうべっ子を目指して～，神戸市立六甲

アイランド小学校（2010.12.8）

　　７）授業力の向上と学校力の充実，神戸市小・中・高等学校教頭研修会，（2010.12.10）

　　８）神戸市の教育施策，神戸市立灘小学校，（2010.12.15.）

 〈社会的活動〉

　　１）神戸市教育委員会委員長代理

　　２）須磨警察署災害モニター
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米山　冨士子

 〈社会活動〉

　　１）第21回 全国車いす駅伝競走大会競技役員，（2010）．


