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　（2011年１月～2011年12月）　

浅木森和夫

＜論　　文＞

　　１）「情報処理実習室におけるパソコン配置と利用者動向との関連」神戸女子短期大学『論攷』第56号

　　　　pp19-24（2011）

井上　吉世

＜論　　文＞

　　１）井上吉世：おからの添加がケーキの品質に及ぼす影響，神戸女子短期大学　論攷，56，33-38

（2011.3）

＜学会発表＞

　　１）井上吉世：乾燥おから添加ケーキの特徴，日本調理科学会，京都女子大学（2011.7）

　　２）井上吉世，安藤真美，北尾　悟：ケーキの性状に及ぼす乾燥おから添加の影響，日本家政学会，滋

賀県立大学（2011.10）

＜そ の 他＞

　　１）井上吉世，才新直子，冨田圭子：ゴマ「胡麻」の健康パワーを食卓に，食物と健康，153，14-20

（2011.7）

＜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

　　３）平成23年度教員免許状更新講習実施（2011,8）

今本　美幸

＜論　　文＞

　　１）今本美幸，西川貴子，伊達佐和子，森下敏子：子どもの料理教室における「食」への関心の高ま

りについて，神戸女子短期大学論攷（2011.3）

　　２）森下敏子，細見和子，今本美幸，稲垣寛：ローゼル（Hibiscus sabdariffa L.）葉およびケナフ

（H. cannabinus L.）葉の二酸化炭素吸収量，神戸女子短期大学論攷（2011.3）

＜学会発表＞

　　１）今本美幸，元淵雅子，三浦由美子，笠原正登：CKD 合併脂質異常症患者対象の他施設共同研究

ASUCA Trial における栄養指導効果について―第１報　栄養指導方法―，第14回日本病態栄養学

研　究　活　動
－ 50音順 －　
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会，横浜（2011.1）

　　２）元淵雅子，今本美幸，三浦由美子，笠原正登：CKD 合併脂質異常症患者対象の他施設共同研究

ASUCA Trial における栄養指導効果について―第２報　栄養摂取状況―，第14回日本病態栄養学

会，横浜（2011.1）

　　３）三浦由美子，今本美幸，元淵雅子，笠原正登：CKD 合併脂質異常症患者対象の他施設共同研究

ASUCA Trial における栄養指導効果について―第３報　生活アンケート―，第14回日本病態栄養

学会，横浜（2011.1）

　　４）熊谷聡子，今本美幸，土江節子，栗原伸公：「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～一般社会人の調査より～，第14回日本病態栄養学会，横浜（2011.1）

　　５）今本美幸，森下敏子，伊達佐和子：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」のアンケート結果より，第5回日本食育学会，横須賀（2011.5）

＜講　　演＞

　　１）「こどもたちのための，よりよい食事提供をめざして～献立作成の基本～」，神戸市児童養護施設

連盟，神戸（2011.2）

＜社会的活動＞

　　１）日本キリスト教保育園連盟講習会「３歳児からの料理教室“プレキッズキッチン”」（2011.2）

　　２）兵庫県タバコフリー協会，禁煙活動街頭行進（2011.6）

　　３）神戸市，「こうべ朝食メニューコンテスト」（2011.8）

　　４）杉の子保育園における V-net 食育実践活動支援（2011.5-8）

　　５）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

　　６）先端医療センター腎臓・血液浄化領域グループ研究員

　　７）先端医療センター健康情報研究グループ研究員

　　８）栄養士養成施設ボランティアグループ「V-net」の活動支援

＜そ の 他＞

　　１）今本美幸，中村智恵子，富田圭子：レッツトライクッキング1.2.3　「ミネラル豊富な海草でいつ

も健康」，食物と健康　第154号（2011.12）

小澤　美貴

＜学会発表＞

　　１）瀬口正晴，小澤美貴，中村智英子，：“赤色パプリカの糖質区分の製パン性改良効果について”日

本農芸化学会，2011年度（平成23年度）大会　京都女子大学　京都　 （2011.3）　

　　２）M. Seguchi,  M. Ozawa, C. Nakamura：“Oil binding ability of wheat starch granules in aged 

or dry-heated wheat flour and the role of this hydrophobicity in cake baking with the flour ”

Colloids and Materials 2011, Amsterdam,The Netherlands, 8-11 May, 2011



74 －　　－75

　　３）瀬口正晴，小澤美貴，中村智英子：“ねかし，あるいは乾熱処理小麦粉中のデンプン粒の疎水化と

それらによるケーキベーキング結果との関係について”日本食品科学工学会第58回大会　東北大

学川内北キャンパス　宮城（2011.9）

＜社会的活動＞

　　１）平成23年度教員免許状更新講習実施　（2011.8）

　　２）「こうべ海の盆踊り」ボランティア学生指導（2011.8）

　　３）「神戸マラソン」ボランティア学生指導（2011.11）

庄司　圭子

＜講　　演＞

　　１）学びの連続性を確保するための連携について　揖龍幼稚園教育研究会「保幼小中の連携」分科会

（2011. 7）

　　２）地域社会とのつながりの中で育つ子どもたち　兵庫県国公立幼稚園研究会但馬地区幼稚園教育研

究大会（2011. 10）

＜社会的活動＞

　　１）西脇市保育協会研修会　講師（2011. 6・8・8・11・12　計５回）

　　２）養父市幼稚園研修会　講師　（2011.8）

　　３）たつの市幼小中交流『確かな学力』育成事業研修会　指導助言（2011.6）

　　４）美方郡幼稚園連合会研究会　指導助言（2011.6）

　　５）加東市立福田幼稚園園内研修会　指導助言（2011.1・2・2・11・11・12 計６回）

　　６）地域交流推進

　　　・中央区役所との連携事業他

　　　・神戸市立港島幼稚園との交流検討会（2011.1～12）人形劇・演劇等の公演交流

　　７）平成23年度教員免許状更新講習実施（2010.8）中央区区民まちづくり会議委員

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（2011.6～

12）

　　２）平成23年度教員免許状更新講習実施（2011.8）

田中　智子

＜論　　文＞

　　１）Determination of Selenium in Tofu by Hydride Generation-Atomic Absorption Spectrometry 
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and the Relationship between Selenium Content and Soybean Origin：Satoko TANAKA, 

Sumiko SAKAMOTO, Satoshi IWATSUKI, and Kenji CHAYAMA，J.Cookery Sci.Jpn. 44 

（6）， P17-22,2011

＜社会活動＞

　　１）男性のための料理教室（2011,2）

　　２）第８回こうべ食育フェア（2011.6.18）

谷山　澤子

＜著　　書＞

　　１）日本国際連合協会編：（共著）谷山澤子・水島孝司・Alexander Shishin・Andrew Hayes 国連英

検 B 級・C 級（改訂版）三修社

＜学会発表＞

　　１）Sawako Taniyama: Teaching “Winter Dreams” by F. Scott Fitzgerald 第18回日本言語文化学

会研究大会，大妻女子大学，（2011.7.2）

＜社会的活動＞

　　１）2011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（20011.6.5, 

2011.11.6）

　　２）国際連合公用語英語検定指導検討委員

逵　　牧子

＜論　　文＞

　　１）Makiko Tsuji and Kumio Yokoigawa. Acid resistance and verocytotoxin productivity of 

enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7 exposed to microwave.  Journal of Food Science, 

Vol.76, No.6,pp.445-449,2011.

＜著　　書＞

　　１）伊藤武編著：Ｎブックス新版　食品衛生学，建帛社11-19，23-26，29-36（2011.4）

＜そ の 他＞

　　１）逵　牧子：大腸菌 O157による食中毒の調理過程での防止に関する研究，徳島大学大学院総合科学

教育部発表会，徳島（2011.3）

塗師　玲子

＜社会的活動＞

　　１）神戸市「朝食メニューコンテスト」，本学（2011.8）

　　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
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療大学（2011.9）

永井久美子

＜学会発表＞

　　１）永井久美子　子育て支援と個別保育　単独発表　平成23年５月　日本保育学会　第64回大会

　　２）〇永井久美子　松本敦　保育制度と養成教育（３）－家庭的保育の実践その１－ 共同発表　平成

23年９月　全国保育士養成協議会　第50回研究大会　ポスター発表

＜社会的活動＞

　　１）人形劇部公演指導　ポートピア保育園（2011.5）生田神社　＜七五三詣りの児童養護施設入所児童

対象＞（2011.11）ポートピアプラザ子ども会（2011.12）

　　２）保育士試験採点委員　補助（2011.10）

中尾美千代

＜社会活動＞

　　１）ポーアイ４大学推進連携事業　「第９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（2011.2）

　　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（2011.2）

中川　伸子

＜報 告 書＞

　　１）油谷純子，有働壽恵，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

力の教育方法　～社会人基礎力を中心として～，日本ビジネス実務学会平成22年度受託研究報告

書3-6,13-31（2011.6），http://www.b-jitsumu.com/

＜学会発表＞

　　１）油谷純子，有働壽恵，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　－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中

間発表日本ビジネス実務学会　近畿ブロック研究会（2011.2）

　　２）油谷純子，有働壽恵，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　－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（2011.6）

＜講 演 等＞

　　１）兵庫県栄養士会生涯学習研修会　会話コミュニケーション（2011.10）

＜社会的活動＞

　　１）関西人間学会　理事
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　　２）日本ビジネス実務学会　評議員

　　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（2011.9）

　　　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（2011.11）

長瀬　荘一

＜論　　文＞

　　１）長瀬荘一：なぜ「学習習慣」の確立が必要か：反復学習で知識・技能・態度が身に付く．明治図

書，授業力＆学級統率力，11，7（2011.2）

　　２）長瀬荘一：落ちこぼしも伸びこぼしも許さない授業力．明治図書，現代教育科学，656，17-19

（2011.5）

　　３）長瀬荘一：「学級のいじめ」なぜ起きるのか：行き過ぎた管理と放任がいじめを生む．明治図書，

授業力＆学級統率力，16，7（2011.7）

＜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（2011.1）

　　２）児童・生徒指導要録の改訂と学習評価の方向性．兵庫県三田市教育委員会（2011.1）

　　３）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（2011.5）

　　４）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（2011.6）

　　５）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（2011.8）

　　６）学ぶ意欲を高める指導のあり方．兵庫県篠山市教育会（2011.8）

　　７）子どもが‘やる気’になる授業づくりの基礎．兵庫県相生市教育委員会（2011.8）

　　８）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（2011.10）

　　９）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（2011.11）

　　10）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（2011.11）

＜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「評価規準表作成委員会」委員長

　　４）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

　　５）神戸市「神戸市教育振興基本計画点検・評価委員会」座長

　　６）神戸市「こうべ食育推進懇話会」会長

　　７）神戸市「神戸市総合基本計画審議会」委員
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　　８）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」

中野佐和子

＜論　　文＞

　　１）今本美幸　西川貴子　伊達佐和子　森下敏子：子どもの料理教室における「食」への関心の高ま

りについて，神戸女子短期大学論攷，第56巻39-46（2011.3）

＜学会発表＞

　　１）今本美幸，森下敏子，中野佐和子：食育実践活動報告「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』における食育のアンケート結果より」，第５回日本食育学会・学術大会，

神奈川県立保健福祉大学（2011.5）

＜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，本学（2011.2）

　　２）子ども料理教室『プレ・キッチン』（包丁を使わない食育），日本キリスト教保育所同盟　調理師・

栄養士研修会，本学（2011.2）

中村智英子

＜学会発表＞

　　１）瀬口正晴，小澤美貴，中村智英子：赤色パプリカの糖質区分の製パン製改良効果について，日本

農芸化学会　2011年度大会，京都女子大学（2011.3）

　　２）瀬口正晴，小澤美貴，中村智英子：Oil binding ability of wheat starch granules in aged or dry-

heated wheat flour and the role of this hydrophobicity in cake baking with the flour.  

Colloids and materials 2011  Amsterdam,the Netherland（2011.5）

　　３）瀬口正晴，小澤美貴，中村智英子：ねかし，あるいは乾熱処理小麦粉中のデンプン粒の疎水化と，

それらによるケーキベーキング結果の関係について，日本食品科学工学会　第58回大会，東北大

学（2011.9）

＜講　　演＞

　　１）エージング（ねかし）や乾熱処理した小麦粉が示すパンケーキやカステラの品質効果の研究，AACC 

International 日本支部　日本パン技術研究所（2011.9）

＜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」（2011.2）

西川　貴子

＜論　　文＞

　　１）今本美幸　西川貴子　伊達佐和子　森下敏子：子どもの料理教室における「食」への関心の高ま
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りについて，神戸女子短期大学論攷，第56巻39-46（2011.3）

＜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（2011.2.16～18）

　　２）神戸市総合福祉センター「こべっこランド講座」開催にあたっての協力参加（2011.5,2011.9）

　　３）平成23年度教員免許状更新講習実施（2011.8）

　　４）幼稚園教育研究会活動の指導助言　篠山市立西紀みなみ幼稚園（2011.8～11）

　　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（2011.1）

　　２）長谷川美和：「ハーバルガーデン」（日本画），京都市立芸術大学美術教育研究会兵庫支部第23回４

Ｂ展，南天荘画廊（2011.7-8）

　　３）長谷川美和：記念品デザイン画制作，社会福祉法人イエス団杉の子保育園（2011.7）

＜論　　文＞

　　１）長谷川美和，辻田忠弘：「感性情報処理手法（SD 法）についての一考察　―個人の完成と集団の

感性―」，甲南大学情報教育研究センター紀要，第10号（2011.3）

　　２）辻田忠弘，長谷川美和：沖縄県立博物館にある謎を追う―湊川人は黒髪か，金髪か―，沖縄県立

博物館友の会紀要，博友第23号（2011.5）

羽多　悦子

＜作品発表＞　　

　　１）蒙日芸術神話樹立祭作品展　作品出品　モンゴル宝珠美術館（2011. ４）

　　２）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（2011.10）

　　３）ビエンナーレ武蔵美 HYOGO 展　彫塑作品出品　原田の森美術館（2011.11）

　　４）和 ON 展（親和学園 OG 展） 彫塑作品出品　さんちかホール（2011.11）

＜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（2011. １）

　　２）神戸の100人色紙展　出品　さんちかホール（2011.4）

　　３）神戸新聞厚生事業団著名芸術家と名士作品展　出品　そごう神戸店 （2011.12）
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畠山由佳子

＜学会発表＞

　　１）「イリノイ州での区別対応システム（Differential Response）実践における当事者参加の取り組み」

日本子どもの虐待防止学会第17回学術集会いばらき大会，2011年12月

平野　直美

＜論　　文＞

　　１）柳沢　花，田中紀子，平野直美，海崎　彩，西岡奈保，後藤昌弘：大学ラクロス競技選手の試合

におけるストレス評価について，食生活研究誌，第31巻４号30-39（2011）

＜学会発表＞

　　１）西岡奈保，平野直美，池上友広，中井陽一，佐々木阿悠佳，中村満，吉田陽子，市橋研一，海崎

彩，柳沢　花，田中紀子：機能訓練を行っている高齢者の栄養状態と身体能力について，第65回

日本栄養・食糧学会大会（2011.5）

＜講　　演＞

　　１）「今こそ考える！『食べる』ということの大切さ」篠山市食育推進大会（2011.2）

　　２）「生きる力を育てる食育」平成23年度兵庫県国公立幼稚園 PTA 連絡協議会 （2011.6）

　　３）「子どもの心と体を育む食～食育の理解を深める～」食育推進研修会（中播磨健康福祉事務所・食

育推進地域づくり事業）（2011.9）

　　４）「食育の重要性」平成23年度学校給食実践研究大会（丹波大会）・学校給食を活用した食育推進事

業（2011.10）

　　５）「幼児期における食育の重要性」但馬幼稚園 PTA 連絡協議会研修会（2011.11）

＜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（2011.2）

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
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＜そ の 他＞

　　１）2011　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（2011．５～９）

　　２）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（2011.10～12）

細見　和子

＜著　　書＞

　　１）瀬口正晴・阿部誠・大喜多祥子・大久保郁子・楠瀬千春・細見和子・松村羊子・吉野世美子　共

著：食の科学と生活（2011．12）建帛社

＜論　　文＞

　　１）過熱水蒸気オーブンを用いた時のハンバーグステーキ焼成温度の違いがジューシーさやおいしさ

に及ぼす影響：奥山孝子・石村哲代・片寄眞木子・阪上愛子・中山玲子・樋上純子・福本タミ子・

細見和子・安田直子・山本悦子・米田泰子・渡邊豊子：日本調理科学会誌　Vol、44　No ６　2011

　　２）近畿の家庭における「焼く」調理の実態調査：阪上愛子・石村哲代・奥山孝子・片寄眞木子・中

山玲子・中野輝子・樋上純子・福本タミ子・細見和子・安田直子・山本悦子・米田泰子・渡邊豊

子：食生活研究　Vol、31　No ２　2011．

＜講　　演＞

　　１）「日本茶で老化を防ぐ『日常アンチエイジング術』」：リーガロイヤルホテル　堺（2011．５月）

　　２）「アンチエイジング術　～お茶で美容と健康～」：リーガロイヤルホテル　京都（2011．６月）

＜社会的活動＞

　　１）リーガロイヤルホテル京都―メニュー監修（2011．５月）

　　２）KOBE 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店指導（2011．５月）

　　３）こうべ　水辺まつり　ボランティア参加および学生指導（2011．７月）

　　４）こうべ　海の盆踊り　ボランティア参加および学生指導（2011．８月）

　　３）KOBE ビエンナーレ　2011（神戸市みなと総局　学生チャレンジショップ）和束茶カフェ参加の

ためパン・菓子焼成・出店指導（2011．10月２回、11月）

＜そ の 他＞

　　１）京都新聞　こんにちは　研究室　「神戸女子短期大学　細見ゼミ」掲載（2011．５月）

本田　まり

＜論　　文＞

　　１）本田まり，河中正裕：糖尿病の家族歴と耐糖能異常，肥満との関連，糖尿病54.7，503-507（2011）
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＜講　　演＞

　　１）栄養管理における機能性食品の活用法，「日本を健康にする！」研究会 第２回総会・シンポジウム

（2011.5）

　　２）糖尿病 栄養食事指導の実際，鈴鹿地区薬剤師研修会（2011.10）

　　３）機能性おやつ　栄養食事管理にどう活かすか，扱うか，「日本を健康にする！」研究会シンポジウ

ム（2011.11）

＜社会活動＞

　　１）「地域栄養管理を考える会」発足，第１回研究会開催（2011.10）

　　２）「地域栄養管理を考える会」第２回研究会開催（2011.12）

本保　弘子

＜そ の 他＞

　　１）神戸女子短期大学食堂２階のインテリア設計（リフォーム実施案）（2011.7）

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）（2011.3）

　　４）発表会の企画・指導「家族と楽しむ　抒情歌の世界」（オープンカレッジ両講座受講生）NHK 神

戸放送局（2011.8）

　　５）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）（2011.9）

森内　安子

＜論　　文＞

　　１）森内安子：脂質の消化に及ぼす乳化の影響，神戸女子短期大学　論攷，56，47―52（2011）

＜社会的活動＞

　　１）神戸市主催「食育フェア」参加

　　２）管理栄養士国家試験対策講座事務局


