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　（2014年１月～2014年12月）　

赤桐　里美

＜学会発表＞

　　１）箱田温子，菊田香苗，丹賀直美，渡邊利雄，赤桐里美，植野洋志（口頭発表）　「HDC-GFP BAC

トランスジェニックマウスの作製」．2014年度日本生物高分子学会（信州大学，2014年９月12-13

日）．

　　２）Atsuko Hakoda, Kanae Kikuta, Satomi Akagiri, Toshio Watanabe, Yasunori Ogura and 

Hiroshi Ueno.（Paper Presentation）“Generation of Transgenic Mice for the Study of 

Histamine Production.” 日伊シンポジウム2014：持続可能社会構築のための酵素と微生物の科学

と工学に関する新潮流（奈良東大寺総合文化センター，2014年11月5-7日）

今本　美幸

＜著　　書＞

　　１）吉田勉監修，飯島正広・栗原公伸編著：人体の構造・機能・疾病，PP71－99，学文社（2014.3）

＜学会発表＞

　　１）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における給食・おやつ

の評価，第２回日本食育学会・学術総会，神奈川（2014.5）

　　２）大瀬良知子，土江節子，今本美幸，栗原伸公：幼児の弁当の頻度の，保護者の弁当に対する意識

および幼児の好き嫌いとの関連，第２回日本食育学会・学術総会，神奈川（2014.5）

＜講　　演＞

　　１）「介護予防のための支援～介護食最前線，家庭で作れる介護食～」ポーアイ４大学連携による連携

事業　第４回慢性腎臓病市民公開講座，神戸（2014.2）

　　２）「薬に負けなかった食事療法 ASUCA Trial から見た食事療法の効果」ポーアイ４大学連携による

連携事業　第４回慢性腎臓病市民公開講座，神戸（2014.2）

　　３）「健康長寿をめざす食生活の工夫」，神戸新聞六甲 KCC，神戸（2014.5）

　　４）「食べて元気に介護予防～いつまでもおいしく食べる工夫～」いちょうカレッジ，大阪市教育委員

会，大阪（2014.9）

＜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）兵庫県タバコフリー協会，三宮街頭行進（2014.6）

研　究　活　動
－ 50音順 －　
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　　４）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

　　５）ボランティアクラブ V-net 活動支援

＜そ の 他＞

　　１）ポーアイ４大学連携による連携事業，第４回慢性腎臓病市民公開講座企画（2014.2）

　　２）毎日新聞「キャンパス通信―ポーアイ４大学通信講座」（2014.5）

　　３）西川貴子，今本美幸，竹内美貴：「校外実習における神戸女子短期大学の学生の現状と課題」栄養

兵庫，№226，10（2014.7）

　　４）神戸市「こうべ朝食メニューコンテスト」（2014.8）

上野　和廣

＜そ の 他＞

　　１）上野和廣：Special Lecture: Shelley’s Struggle between the ideal and the real　日本シェリー研

究センター年報 第22号，４（2014）

　

川村　高弘

＜学会発表＞

　　１）川村高弘・永井久美子「保育専攻学生の動物に対する意識について」全国保育士養成協議会　第

53回研究大会　ポスター発表（2014.9）

＜作品発表＞

　　１）第34回 BOL5th 展　絵画作品出品　東京銀座美術家連盟画廊（2014.8）

＜講　　演＞

　　１）「職員間のコミュニケーション向上」，仲間のつどい主催・島根県内保育士，介護福祉士，看護師，

栄養士合同研修会・出雲空港ホテル（2014.5）

　　２）「幼児の歌とリズム遊び」，平成26年度　愛媛県私立幼稚園協会新居地区私立幼稚園協会教職員研

修会・リーガロイヤルホテル新居浜（2014.7）

　　３）「幼稚園教諭の望ましいキャリア形成」，愛媛県私立幼稚園協会主催・第20回主任教諭研修会・ホ

テルクレメント宇和島（2014.8）

　　４）「折れない心と音楽」，山口芸術短期大学同窓会主催・第２回しょうび祭・クリエイティブ・スペー

ス赤レンガ・山口市（2014.11）

＜社会的活動＞

　　　　「学びの連続性」，平成26年度教員免許状更新講習講師・神戸女子短期大学主催（2014.8）

＜そ の 他＞

　　１）第３回きずな DAY（神戸女子短期大学・神女中山手保育園合同イベント）企画代表（2014.12）
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才新　直子

＜著　　書＞

　　１）竹内美貴，本田まり，西川貴子，中野佐和子，中村智英子，才新直子，平郡玲子：調理学実習テ

キスト，神戸女子短期大学食物栄養学科（2014.4）

＜論　　文＞ 

　　１）山本勇，才新直子： ビフィズス菌の糖鎖分解酵素とゲノム，Journal of Life Science Research, 

vol.12, p.23-26（2014.12）

　　２）本田まり，田中智子，中野佐和子，才新直子：食物栄養学科学生の食イベントへの参加動機と希

望進路との関連性―平成24年度女子学生等を学習者とした「３．１．２弁当箱法」体験セミナーよ

り―，神戸女子短期大学論攷　第59巻41-46（2014.3）

＜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「まごはやさしい」を作っ

て食べよう，本学調理実習室（2014.2.18～21）

下山　亜美

＜そ の 他＞

　　１）災害時の栄養・食生活支援体制整備に向けた取組について～市町及び特定給食施設等ガイドライ

ンを策定して～，平成25年度京都府保健福祉環境等調査研究発表会，京都府（2014.1）

　　２）Kizugawa つながる FESTA（2013.3）

庄司　圭子

＜論　　文＞

＜社会的活動＞

　　１）一般社団法人　国際幼児教育振興協会　理事

　　２）幼稚園内研修会指導助言

　　　・加東市立福田幼稚園（2014．１～12）

　　３）地域交流推進

　　　・神戸市立港島幼稚園との交流検討会（2014．１～12）

　　　　　エプロンシアター・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（2014.8）

竹内　美貴

＜著　　書＞

　　１）竹内美貴，本田まり，西川貴子，中野佐和子，中村智英子，才新直子，平郡玲子（共著）：「調理
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学実習テキスト」第１刷 神戸女子短期大学 食物栄養学科（2014.4）

＜論　　文＞

　　１）Masaharu Seguchi, Aya Tabara, Kyoko Iseki, Miki Takeuchi, Chieko Nakamura：

“Development of Gluten-Free Bread Baked with Banana（musa spp.）Flour” Food Science 

and Technology Research, 20（3）613-619（2014）

＜総　　説＞

　　１）竹内（小澤）美貴，瀬口正晴：小麦粉の乾熱処理がパンケーキの性状に及ぼす影響について，神

戸女子大学紀要，第47巻，1-10（2014）

＜社会的活動＞

　　１）日本栄養士会　研究教育事業部　運営委員

　　２）兵庫県栄養士会　研究教育理事

　　３）日本調理科学会近畿支部委員

　　４）日本冷凍食品協会主催　講習会・調理講習会　調理担当　本学　（2013.8）

　　５）兵庫県栄養士会主催　健康食生活アドバイス講習会　講師　本学（2014.10）

　　６）兵庫県栄養士養成施設協会・兵庫県栄養士会共催「臨地・校外実習在り方検討会」企画運営　神

戸学院大学（2014.12）

　　７）兵庫県栄養士会主催　児童食育研修会　講師　本学（2014.12）

 ＜そ の 他＞

　　１）西川貴子，今本美幸，竹内美貴：校外実習における神戸女子短期大学の学生の現状と課題，栄養

兵庫，No.226，10（2014.7）

田中　智子

＜著　　書＞

　　　　村上俊男編著，池内ますみ，稲田吉昭，小垂眞，島田淳巳，田中恵子，田中智子，三浦さつき，吉

川秀樹：改訂基礎からの食品・栄養学実験，建帛社全142ｐ　pp.60-65, pp68-69,pp.82-85, pp106-

109（2014.4）

＜論　　文＞

　　１）田中智子，石田康浩，奥田まなみ，茶山健二：野菜中のミネラル成分と主要呈味成分について，神

戸女子短期大学「論攷」59巻47－54（2014）

　　２）本田まり，田中智子，中野佐和子，才新直子：食物栄養学科学生の食イベントｈの参加動機と希

望進路との関係～平成24年度女子大学生等を学習者とした「３．１．２弁当箱法」体験セミナーよ

り～，神戸女子短期大学「論攷」59巻41－46（2014）

　　３）茶山健二，大池志織，丹田孝平，田中智子，岩月聡史，脇田慎一：食品中に含まれる抗酸化物質

評価方法の検討，甲南大学紀要（理工学部編），61巻29-45（2014）
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＜社会活動＞

　　（一）全国栄養士施設協会理事

＜そ の 他＞

　　　　フードスペシャリスト協会紙 No50　特集・キャリア教育の取り組み「教職協働による進路決定率

100％をめざして」

谷山　澤子

＜論　　文＞

　　１）Sawako Taniyama:  “Teaching Materials and Methods of English for Japanese Higher 

Education.” 日本総合言語文化学会，The JAIAS Journal, 15, 21-27.（2014.6.20）

＜学会発表＞

　　１）Sawako Taniyama:  “Requiring a Critical Essay on Malamud’s ‘The First Seven Years’” 第21

回日本言語文化学会研究大会，大妻女子大学，（2014.6.28）

＜社会的活動＞

　　１）2014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（2014.5.18, 

2014.11.2）

　　２）国際連合公用語英語検定指導検討委員

塚田みちる

＜学会発表＞

　　１）塚田みちる：子どもと通じ合うということ～初めての保育実習，教育実習の経験を実習生がエピ

ソード記述で描く～，第25回日本発達心理学会，京都大学（2014,3月）

　　２）塚田みちる：子どもと通じ合うという実習体験を描く～初めての保育所実習と教育実習での体験

を比較して～，第67回日本保育学会　大阪総合保育大学，大阪城南女子短期大学（2014,5.）

＜論　　文＞

　　１）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」，2014,3.

＜調査報告書＞

　　１）塚田みちる：コホート１（妊娠期からの大阪縦断研究）の成果報告， 科学研究費助成事業（学術研

究助成基金助成金）研究代表者：中京大学　水野里恵，研究課題名：自己制御行動に係る子ども

の気質の発達過程：発達初期の生育環境を考慮した縦断研究（2014,5.）

＜社会的活動＞

　　１）神女中山手保育園　保護者懇談会講師（2014,10.）

　　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（月に一度）
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　　３）神女中山手保育園　園内研修講師（2014,11.）

　　４）読売新聞ほうむたうん子育てコラム「あっちむいてほい」（～2014，３月まで）

逵　　牧子

＜学会発表＞

　　　　後藤月江 ，逵牧子，横井川久己男：非生物素材に付着した大腸菌 O157の次亜塩素酸ナトリウム

耐性，日本農芸化学会・日本ビタミン学会合同広島大会，徳島（2014．9）

＜社会活動＞

　　　　一般財団法人短期大学基準協会，評価員

永井久美子

＜著　　書＞

　　１）編者：井上孝之　奥山優佳　山崎敦子　共著者：井上孝之　岩井哲雄　石川悟司　岡部祐子　松

浦淳　仲真人　福田洋子　明柴聰史　永井久美子　清水桂子　山崎敦子　西川正晃　奥山優佳　

柴田千賀子　和田明人　子どもと共に学びあう 演習・保育内容総論（2014.3.）株式会社みらい

＜学会発表＞

　　１）永井久美子　家庭的保育の実践－家庭的保育の現状（３）－　日本保育学会　第67回大会（2014.5.）

　　２）永井久美子　本田まり　末永美紀子　舟橋知子　古田千春　網野武博　家庭的保育の実践－家庭

的保育者からの提言－　日本保育学会　第67回大会　自主シンポジウム（2014.5.）

　　３）永井久美子　松尾寛子　乳児保育に対する学習意欲についての一考察（１）　全国保育士養成協

議会　第53回研究大会　ポスター発表（2014.9.）

　　４）川村高弘　永井久美子　保育専攻学生の動物に対する意識について　全国保育士養成協議会　第

53回研究大会　ポスター発表（2014.9.）

＜社会的貢献＞

　　１）人形劇部公演指導　ポートピアプラザ子ども会（2014.12.）

　　２）「第２回 家庭的保育を考える会」開催（2014.2.）

　　３）「第３回 家庭的保育を考える会」開催（2014.9.）

　　４）瀧川光治　小寺玲音　永井久美子　社会福祉法人夢工房 夢咲保育園研究会　話題提供・助言・指

導（2014.8.）

　　５）西宮市保育ルーム 子育て園 ぽかぽか　実地調査及び実地指導（2014.1.）

　　６）西宮市保育ルーム 子育て園 ぽかぽか　実地調査及び実地指導（2014.7.）《２回》

　　７）大津市家庭的保育室 ふたば　実地調査及び実地指導（2014.12.）

　　８）大津市家庭的保育室 ひまわりっこ　実地調査及び実地指導（2014.12.）

　　９）大津市家庭的保育室 ぽこぁぽこ　実地調査及び実地指導（2014.12.）
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　　10）大津市家庭的保育室 ぽっけ　実地調査及び実地指導（2014.12.）

　　11）大津市家庭的保育室 おひさま　実地調査及び実地指導（2014.12.）

　　12）大津市家庭的保育室 スマイル　実地調査及び実地指導（2014.12.）

　　13）大津市家庭的保育室 えんじぇる 実地調査及び実地指導（2014.12.）

＜そ の 他＞

　　１）きずな DAY　実行委員会（2014.4.～2014.12.）

　　２）大橋喜美子　松本敦　鎮朋子　平野知見　太田顕子　小寺玲音　森知子　永井久美子　張貞京　

 三宅茂夫　山田秀江　松尾寛子　西本望　大森弘子　今後の保育士育成と求められる保育のあり

方について　近畿ブロック保育士養成協議会ワーキンググループ研究（2014.10.～2015.3.）

中尾美千代

＜学会発表＞

　　１）山本隆子，中尾美千代，安原美帆：食嗜好から推定される女子学生の食傾向（第１報），日本食生

活学会　第49回大会　（2014.11）

＜社会活動＞

　　１）ポーアイ４大学による連携事業　「第12回男性のための料理教室」，　神戸女子短期大学講座講師

（2014.2）

中川　伸子

＜論　　文＞

　　１）中川伸子：レヴィナスにおける身体性，神戸大学文学部哲学懇話会『愛知』第26号，52-64（2014.11）

＜学会発表＞

　　２）中川伸子，福井愛美：地域の専門力を活用した就業力育成，日本ビジネス実務学会第33回全国大

会（2014.6）

＜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：生徒指導に求められる教師の視野と教師力．三重県高等学校生徒指導連絡協議会，生

徒指導，51，15-35（2014.3）
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＜講 演 等＞

　　１）ミドルリーダーとしての学校組織マネジメント．和歌山県教育センター（2014.1）  

　　２）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（2014.1）

　　３）授業改善に有効な研究授業を行うために．兵庫県教育委員会（2014.1）

　　４）学校組織における中堅教員の役割．大分県教育センター（2014.5）

　　５）校長に求められる学校マネジメント能力．兵庫県教育委員会播磨西教育事務所（2014.6）

　　６）教育改革と今後の学校経営．兵庫県相生市教育委員会（2014.8）

　　７）現代の学校マネジメント：私が心懸けていること．神戸市総合教育センター（2014.10）

　　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（2014.11）

＜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検討委員会」委員長

　　６）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

　　７）神戸市教育委員会「神戸市キャリア教育推進協議会」議長

　　８）神戸市「こうべ食育推進懇話会」会長

　　９）兵庫県洲本市「洲本市教育振興基本計画策定委員会」委員長

　　10）国立大学法人神戸大学附属中等教育学校学校評議員

中野　佐和子

＜著　　書＞

　　１）竹内美貴，本田まり，西川貴子，中野佐和子，中村智英子，才新直子，平郡玲子：調理学実習テ

キスト， 神戸女子短期大学食物栄養学科（2014.4）

＜論　　文＞

　　１）本田まり，田中智子，中野佐和子，才新直子：食物栄養学科学生の食イベントへの参加動機と希

望進路との関連性 ―平成24年度女子学生等を学習者とした「３．１．２弁当箱法」体験セミナーよ

り― ，神戸女子短期大学論攷　第59巻41-46（2014.3）

＜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「まごはやさしい」を作っ

て食べよう，本学調理実習室（2014.2.18～21）

　　２）神戸市「こうべ朝食メニューコンテスト」（2014.8）
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＜そ の 他＞

　　１）今本美幸，中野佐和子，冨田圭子：レッツトライクッキング１．２．３　芋料理は「おふくろの味」，

食物と健康　第160号14-20（2014.12）

中村智英子

＜著　　書＞

　　１）竹内美貴，本田まり，西川貴子，中野佐和子，中村智英子，才新直子，平郡玲子　調理学実習テ

キスト（2014.4）

＜論文発表＞

　　１）西川貴子，平野直美，中村智英子，平郡玲子：栄養士校外実習における学生の自己評価の実態と

課題（Ⅱ）－平成24年度の校外実習を終えてのアンケート結果より－，神戸女子短期学紀要「論

攷」第59巻31-39（2014.3）

　　２）瀬口正晴，田原彩，井関京子，竹内美貴，中村智英子：Development of Gluten-Free Bread Baked 

With Banana（Musa spp.）Flour. Food Science and Technology Research Vol 20. №3（2014）

pp,613-619

＜そ の 他＞

　　１）ポーアイ４大学による連携事業「スペイン料理を楽しもう！CDK 治療食のコツとポイント」調理

実習（2014.2）

　　２）井上吉世，中村智英子，冨田圭子：レッツトライクッキング１．２．３「食物繊維たっぷりきのこ

料理」，食物と健康　第160号 14-20（2014.7）

西川　貴子

＜著　　書＞

　　１） 竹内美貴，本田まり，西川貴子，中野佐和子，中村智英子，才新直子，平郡玲子「調理学実習テ

キスト」，神戸女子短期大学食物栄養学科（2014.4）

＜論　　文＞

　　１）西川貴子，平野直美，今本美幸，中村智英子，平郡玲子「栄養士校外実習における学生の自己評

価の実態と課題（Ⅱ）－平成24年度の校外実習を終えてのアンケート結果より－」神戸女子短期

大学紀要「論攷」第59巻31-39（2014.3）

＜講　　演＞

　　１）「給食施設における献立作成のポイント」平成26年度　公益社団法人兵庫県栄養士会　生涯教育研

修会（2014.9.27）

＜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
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作って食べよう，本学調理実習室で授業を実施（2014.2.18～21）

　　２）平成26年度第４回 KOBE 環境大学　エコクッキング，コミスタこうべ，主催：神戸市環境局環境

創造部地球環境課（2014.6.27）

　　３）平成26年度教員免許状更新講習実施（2014.8.5）

　　４）　第17回お弁当・おむすびコンテスト審査委員長，主催：兵庫県，兵庫県米穀事業共同組合

（2014.11.15）

　　５）平成26年度第９回 KOBE 環境大学　エコクッキング，コミスタこうべ，主催：神戸市環境局環境

創造部地球環境課（2014.12.6）

　　６）児童食育研修会「親子で学ぶ食育講座」神戸女子短期大学調理実習室，主催：公益社団法人兵庫

県栄養士会（2014.12.13）

　　７）兵庫県栄養士養成施設協会監事

　　８）特定非営利活動法人食ネット理事

＜そ の 他＞

　　１）西川貴子・今本美幸・竹内美貴，校外実習における神戸女子短期大学の学生の現状と課題，栄養

兵庫 No226　11，公益社団法人兵庫県栄養士会（2014.7）

長谷川美和

＜作　　品＞

　　１）長谷川美和：「雛の宴」（日本画），京都ちもと（2014.1）

　　２）長谷川美和：「ラオスの布」（日本画），京都市立芸術大学美術教育研究会兵庫支部第26回４Ｂ展，

南天荘画廊（2014.7.25-7.30）

＜学会発表＞

　　１）長谷川美和：減法混色を体感する～保育者養成と子どもの造形表現活動支援のための実践～，第

63回日本美術教育学会学術研究大会兵庫大会，関西国際大学（2014.8.7）

＜社会的活動＞

　　１）第63回日本美術教育学会学術研究大会兵庫大会実行委員（2013.7-2014.8）

　　２）西宮市ファミリーサポートセンター子育て支援活動

＜そ の 他＞

　　１）長谷川美和：茶の湯に見る日本の美，日本美術教育学会会報 No.136（2014.10）

羽多　悦子

＜作品発表＞

　　　　ムサビ校友会展（東京本部移動開催・兵庫）彫塑作品出品　幼き日（猫だっこ）（2014．１）原田

の森美術館本館
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　　　　ビエンナーレ武蔵美展（兵庫支部展）彫塑作品出品　猫（散歩）（2014．１）原田の森美術館東館

　　　　芸文展（神戸芸術文化会議展）彫塑作品出品　幼き日（猫と）（2014．11）原田の森美術館本館

　　　　和ON祭作品展（親和学園OG会展）彫塑作品出品　リズムが聞こえて（2014．11）さんちかホー

ル

＜社会的活動＞

　　　　杉原紙年賀状全国コンクール　審査（2014．１）

　　　　神戸の百人色紙展　色紙出品（2014．４）

　　　　著名芸術化と名士作品展　色紙出品　（2014．12）

畠山由佳子

＜学会発表＞

　　１）市町村・児童相談所における子ども虐待対応システムのあり方：日本におけるディファレンシャ

ルレスポンスの援用　（公募シンポジウム）企画者：畠山 由佳子（神戸女子短期大学）

　　　　Discussing possible reforms for child abuse response system on both levels of child guidance 

centers and municipal child welfare sections; What can we learn from the practice of 

Differential Response in the United States? Coordinator: Yukako Hatakeyama（Kobe 

Women’s Junior College）第20回 ISPCAN 子ども虐待防止世界大会　名古屋大会　2014年９月

14日　名古屋国際会議場

　　２）Aiming to Go Beyond Child Abuse:  The Struggle to Develop Differential Response in the 

Japanese child Welfare System. The Kempe Center’s 9th National Conference on Differential 

Response in Child Welfare　2014年11月14日　The Westin Seattle

＜講　　演＞

　　１）テーマ「わが国における子ども虐待と支援の現状」

　　　　　講演会「大人たちが目を背けてはいけないこと　HIV 感染の背景要因としての虐待」

　　　　　平成26年６月７日（土），宝塚大学看護学部　大阪梅田キャンパス　７階 702教室

　　２）テーマ「アメリカにおける里親養育ケースマネージメントの実際」

　　　　　研修会「里親養育におけるケースマネージメントとは何か」

　　　　　平成26年11月25日（火），あすてっぷ KOBE セミナー室１．２（神戸市男女共同参画センター）

　　３）テーマ「わが国における子ども虐待と支援の現状」

　　　　　講演会「大人たちが目を背けてはいけないこと　HIV 感染の背景要因としての虐待」

　　　　　平成26年12月20日（土），慶応大学日吉キャンパス　第４校舎Ｂ棟 J14 教室

＜そ の 他＞

　　　　　西宮市社会福祉審議会児童福祉専門分科会副会長
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林　　孝三

＜作　　品＞

　　　　2014年３月　個展　東京　吉祥寺コピス

　　　　2014年３月　個展　東京　吉祥寺ギャラリー・ボンブラ

　　　　2014年５月　個展　大阪　ギャラリー・プチフォルム

　　　　2014年５月　個展　東京　小田急百貨店新宿本店

　　　　2014年９月　グループ展　神戸　神戸アートマルシェ2014

　　　　2014年12月　個展　神戸　THE GALLERY／田中美術

＜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

＜著　　書＞

　　１）平野直美：「味覚」の記憶は，「愛され記憶」おかあちゃんの味は一生を支える，「PHP のびのび

子育て －子どもが変わる食卓の魔法－」，６月特別増刊号26-31（2014.6）

　　２）平野直美：お母さんの味は愛され記憶，さんさい11号特集（2014.11）

＜学会発表＞

　　１）平野直美，田中紀子，山下浩美，中村 満：介護予防として継続的トレーニングを行っている高齢

者の口腔体操プログラムによる口腔機能の改善効果，第68回 日本栄養・食糧学会大会，北海道・

酪農学園大学（2014.6）

　　２） 中橋絢音，田中紀子，平野直美，吉野昌恵：大学女子ラクロス選手の食物摂取・体組成の現状と栄

養指導の効果について，第61回 日本栄養改善学会学術総会，横浜・パシフィコ横浜　（2014.8）

　　３） 田中紀子，下中里恵，奥田豊子，篠原久恵，浅野泰代，梅本真美，平野直美，康薔薇，東根裕子，

濱口郁枝：体組成の季節変化と食物摂取・エネルギー代謝の関連，第53回 日本栄養・食糧学会近

畿支部大会，京都・京都府立大学　（2014.10）

　　４）山下浩美，田中紀子，平野直美，海崎 彩，下中里恵，中村 満：高齢者の口腔体操プログラムによ

る口腔機能向上について，第13回 日本栄養改善学会近畿支部学術総会， 京都・京都女子大学

（2014.12）
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＜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」，鴨谷学園・諏訪森学園／社会福祉法人・森

の子ども主催講演会・堺市認定鳳こども園（2014.2）

　　２）「幼児期における食育と愛着形成の重要性」，明舞幼稚園・愛児会主催・講演会，明舞幼稚園ホー

ル（2014.5）

　　３）「幼児期における食育の重要性」，上郡町立梨ヶ原保育所・保護者講演会・園内研修，上郡町立梨ヶ

原保育所（2014.6）

　　４）「脳科学から見た子どもの育ち」，大阪女子大学同窓会斐文会講座，大阪府立大学学術交流会館

（2014.6）

　　５）「食育の実践に向けて～子どもの食に関わる全ての職員が知っておいて欲しいこと～」，姫路市社

会福祉研修，姫路市防災センター（2014.7）

　　６）「子どもたちの心と体を健やかに育てる食育」，尼崎市食育研修講座，尼崎市立教育総合センター

（2014.7）

　　７） 「幼児期における食育の重要性」，第２回垂水区子育て支援ネットワーク会議における研修会，神戸

市垂水区役所（2014.8）

　　８） 「生きる力を育む食育」，平成26年度栄養教諭・学校栄養職員研修会及び食育推進研修会，西宮市職

員会館大ホール（2014.8）

　　９） 「地域で子どもを見守るために～現代の子どもとその親の生活習慣・食生活の実態」，平成26年度兵

庫県いずみ会食生活改善地区組織育成・強化推進研修，神戸市・兵庫県立のじぎく会館（2014.9）

　　10）「幼児教育における食育の重要性」，常盤幼稚園保護者会講演会・保育者研修会，三重県伊勢市常

盤幼稚園（2014.9）

　　11）「幼児期における食育の重要性Ⅰ・Ⅱ」，大阪市中央区子育て応援団・子育て講座，大阪市中央区

役所（2014.11）

　　12）「現代における食育の重要性」，佐用町保育園保護者会研修会，佐用町センターひまわり（2014.11）

　　13）「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26年度栄養指

導講習会「幼児の食事とおやつの教室」（2014.11）

　　14）「幼児期における食育の重要性」，三田市立三輪幼稚園　「PTCA 活動支援事業」講演会，三田市

立三輪幼稚園（2014.12）

　　15）「現代における食育の重要性」，平成26年度丹波地区学校給食研究協議会研修会，篠山市民センター

（2014.12）

＜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
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師（2014.2）

　　３） 「免疫力をアップしよう！～腸管免疫の大切さ～」児童食育研修会（兵庫県栄養士会主催）（2014.12）

　　４） 兵庫県教育委員会「体力アップサポート委員会」委員

廣田　周子

＜学会発表＞

　　１）廣田周子　研究演奏：ドビュッシー　子どもの領分より「グラドゥス・アド・パルナッスム博士」

「ゴリウォークのケーク・ウォーク」全国大学音楽教育学会全国大会，東京音楽の友ホール（2013.8）

＜社会的活動＞

　　１）中山手保育園　演奏会（2014.1）

　　２）老人ホームディア－ジュ神戸 演奏会（2014.6）

　　３）第24回港島たそがれコンサート　アンサンブル部出演指導（2014.10）

　　４）第３回きずなデイ　神戸女子短期大学幼児教育学科音楽会　ゼミ生出演指導（2014.12）

福井　愛美

＜著　　書＞

　　１）水原道子，福井愛美，上田知美共著：新版・日本語表現法，アイシー印刷（株）（2014.9）

＜学会発表＞

　　１）中川伸子，福井愛美：地域の専門力を活用した就業力育成－ハローワークの支援による「キャリ

アへのアプローチ」－，日本ビジネス実務学会第33回全国大会，札幌（2014.6）

＜講 演 等＞

　　１）医院の「おもてなし」コミュニケーション力アップのために，兵庫県保険医協会明石支部 医療安

全管理研修会，（2014.6）

　　２） 初級歯科助手講座「患者接遇とコミュニケーション」　兵庫県保険医協会歯科部会，神戸（2014.6）

＜社会的活動＞

　　１）日本ビジネス実務学会　近畿ブロック　事務局

＜そ の 他＞

　　１）第44回神戸まつり「六甲ファミリーまつり」総合司会　神戸まつり灘区協賛会（2014.5）

古田貴美子

＜論　　文＞

　　１）安川あけみ，古田貴美子，日景弥生：バイレック法による正確で簡便な吸水速度測定法の検討，東

北家庭科研究，第13号， ９－18（2014.5）
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＜学会発表＞

　　１）安川あけみ，小野恭子，古田貴美子，日景弥生：バイレック法による正確で簡便な吸水速度測定

法の検討，日本家庭科教育学会第57回大会，ポスター発表，岡山大学教育学部（2014.6）

＜社会的活動＞

　　１）教職志望学生の指導力向上を目的とした「タグラグビー指導者講習会」開催（幼稚園・保育所の

遊びおよび小学校体育の指導）（2014.8, 12）

　　２）平成26年度教員免許状更新講習開設（2014.12）

＜そ の 他＞

　　１）2014　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）応募作品製作の指導（2014.6～9 ）

　　２）2014　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２年

生参加）の指導（2014.7～9 ）

平郡　玲子

＜著　　書＞

　　１）竹内美貴，本田まり，西川貴子，中野佐和子，中村智英子，才新直子，平郡玲子：調理学実習テ

キスト，神戸女子短期大学食物栄養学科（2014.4）

＜論　　文＞

　　１）西川貴子，平野直美，今本美幸，中村智英子，平郡玲子：栄養士校外実習における学生の自己評

価の実態と課題（Ⅱ）－平成24年度の校外実習を終えてのアンケート結果より－，神戸女子短期

大学論攷 pp.31-39（2014.3）

細見　和子

＜社会的活動＞

　　１）京都府和束町地域力推進協議会　「和束茶を使った簡単お菓子づくり教」講師　（2014.1）

　　２）京都府和束町地産地消推進協議会　「地元産野菜料理教室」講師（2014.3）

　　３）St.Patrick's Church における結婚式の Flower Arrangement 担当（2014.8）

　　４）神戸市中央区「KOBE パンのまち散歩」特別企画展参加（2014.11）

本田　まり

＜著　　書＞

　　１）竹内美貴，本田まり，西川貴子，中野佐和子，中村智英子，才新直子，平郡玲子：調理学実習テ

キスト，神戸女子短期大学 食物栄養学科（2014.4）
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＜論　　文＞

　　１）本田まり，田中智子，中野佐和子，才新直子：食物栄養学科学生の食イベントへの参加動機と希

望進路との関連性 ～平成24年度 女子大学生等を学習者とした「３．１．２弁当箱法」体験セミナー

より～，神戸女子短期大学論攷59，41-46（2014.3）

＜学会発表＞

　　１）永井久美子，本田まり，末永美紀子，舟橋知子，古田千春，網野武博：家庭的保育の実践 －家庭

的保育者からの提言－，第67回日本保育学会，大阪（2014.5）

　　２）本田まり，志水孝久：診療所の患者を対象とした食事会付き糖尿病教室の実践に関する考察，第

57回日本糖尿病学会年次学術集会，大阪（2014.5）

＜社会活動＞

　　１）本学卒業生栄養士と在学生との体験セミナー　開催（2014.2）

　　２）第11回こうべ食育フェア　参加（2014.6）

　　３）西宮アレルギー交流会懇話会　開催（2014.7）

　　４）（社）日本冷凍食品協会主催 冷凍食品講習会・調理講習会 開催（2014.8）

　　５）地域栄養管理を考える会主催「第２回栄養食事教室」開催（2014.8）

　　６）「家庭的保育を考える会」研修会 共同開催（2014.2，2014.9）

　　７）兵庫県栄養士会主催　健康食生活アドバイス講習会 講師（2014.10）

　　８）「地域栄養管理を考える会」研修会 開催（計５回開催）

　　９）「日本を健康にする！」研究会 理事

＜そ の 他＞

　　１）研究活動を続けている卒業生，武庫川女子大学 ロールモデル集 第１号，23-24（2014.3）

　　２）食物アレルギー対応食実習を体験してみよう！，スマイルナビ48，11（2014.5）

　　３）毎日新聞掲載，キャンパス通信ポーアイ４大学連携講座　大切な人への栄養食事指導（2014.6.24）

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　その２，神戸女子短期大学論攷，第

59巻，pp.55－63（2014.3）

＜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「美しい叙情歌の世界」「ソロ・チャレンジ」
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講座講師

　　２） オープンカレッジ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（2014.2）

　　３） オープンカレッジ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」（2014.9）企画・指

導

　　４） 神戸市中央区主催「さくらまつり」学生ボランティア指導（2014.4）

　　５） 「ソロ・チャレンジ」講座受講生による発表会指導（2014.2）

武藤　美也子

＜調　　査＞　

　　　　沖縄県石垣市（2014.9.21～9.28）

　　　　石垣市川平・四箇・大浜・白保後追い調査

　　　　西表島　祖納 ｢節祭 ｣現地調査

＜作　　品＞

　　　　2014／05「はじまりの芸能」映像資料制作

＜社会的活動＞

　　　　対面朗読　神戸市中央図書館（大倉山図書館）

＜そ の 他＞

　　　　2014／11／29　国際研究集会総合司会（神戸女子大学古典芸能研究センター主催）


