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赤桐 里美

＜論 文＞

�）Yuji Naito, Hiroshi Ichikawa, Satomi Akagiri, Kazuhiko Uchiyama, Tomohisa Takagi, Osamu

Handa, Zenta Yasukawa, Makoto Tokunaga, Noriyuki Ishihara, Tsutomu Okubo, Jun Mukai,

Makoto Ohki, Kagehiro Uchida and Toshikazu Yoshikawa., Identification of cysteinylated

transthyretin, a predictive biomarker of treatment response to partially hydrolyzed guar

gum in type 2 diabetes rats, by surface‒enhanced laser desorption/ionization time‒of‒flight

mass spectrometry., J. Clin. Biochem. Nutr., Published online : 8 December 2015, 1-11

上野 和廣

＜そ の 他＞

�）上野和廣：私の想像力説 日本シェリー研究センター年報 第23号，26（2015）

川村 高弘

＜論 文＞

�）川村高弘・永井久美子「保育専攻学生における動物と触れ合う経験が保育実践に与える影響」

神戸女子短期大学論攷60，pp. 1-7（2015.3）

�）川村高弘・庄司圭子・三木さち子「保育者のレジリエンスと保育者効力感の関連」神戸女子

短期大学論攷60，pp. 9-16（2015.3）

�）川村高弘・泉浩徳「保育専攻学生の保育者効力感とレジリエンスの関連」今治明徳短期大学

研究紀要，38，pp. 11-18（2015.3）

＜学会発表＞

�）川村高弘・永井久美子「保育専攻学生における動物と触れ合う経験が保育実践に与える影響」

第68回日本保育学会，名古屋・椙山女学園大学（2015.5）

�）川村高弘「保育者の意欲向上や苦手意識の克服に影響を及ぼす要因について」日本子ども社

会学会第22回大会，愛知・愛知教育大学（2015.6）

�）川村高弘「保育専攻大学生の自己教育力と『音楽表現』保育者効力感の関連」全国大学音楽

教育学会第31回全国大会，下関・海峡メッセ（2015.8）

�）川村高弘「保育専攻学生の意欲向上や苦手分野の克服に影響を及ぼす要因について ―実習

及び保育者養成課程における学びより―」全国保育士養成協議会第54回研究大会，札幌
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（2015.9）

�）永井久美子・川村高弘「学生の乳児に対するイメージの分析 ―保育者専攻学生における学

年別調査を通して―」全国保育士養成協議会第54回研究大会，札幌（2015.9）

/）川村高弘「保育専攻学生のレジリエンスと保育者効力感の関係」日本乳幼児教育学会第25回

大会，東京・昭和女子大学（2015.11）

＜作品発表＞

�）第35回 BOL5th 展 絵画作品出品 東京銀座美術家連盟画廊（2015.8）

＜講 演＞

�）「これからの時代を切り拓く幼稚園教諭の資質」平成27年度 愛媛県私立幼稚園新規採用教

員研修会，松山市・松山市総合コミュニティーセンター（2015.5）

�）「幼稚園教諭の学びの連続性」第30回全日本私立幼稚園連合会四国地区教育研究大会 内全

日本私立幼稚園幼児教育研究機構 平成27年度免許状更新講習，徳島市・徳島グランヴィリ

オホテル（2015.8）

�）「『これからの幼稚園教諭に必要な資質』〜新制度スタートを踏まえた保育より〜」第31回愛

媛県私立幼稚園教育研究大会，松山市・松山市総合コミュニティーセンター（2015.10）

�）「保育者の望ましいキャリア形成」兵庫県保育協会 平成27年度スキルアップ研修会，神戸

市・兵庫県福祉センター（2015.12）

＜社会的活動＞

「学びの連続性」，平成27年度教員免許状更新講習講師・神戸女子短期大学主催（2015.8）

＜そ の 他＞

�）第�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（2015.12）

桐原美恵子

＜講 演＞

�）「自主性を育む教師の援助」宍粟市幼稚園職員研修会・宍粟市防災センター（2015.9.2)

�）「豊かな体験を通して生きる力を育む」一宮学校園所人権教育推進協議会幼稚園研修会・宍

粟市立神戸幼稚園（2015.11.11)

＜社会活動＞

�）幼稚園園内研修会指導助言

神戸市立東灘のぞみ幼稚園（2015.6.17，7.29，9.16，12.16）

神戸市立いかわ幼稚園（2015.10.21)

�）平成27年度教員免許状更新講習講師・神戸女子短期大学（2015.8）

�）平成27年度神戸大学附属幼稚園学校評議員
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才新 直子

＜著 書＞

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（2015.4）

＜論 文＞

西川貴子，竹内慶江，才新直子，中野佐和子，中村智英子，平郡玲子：給食運営管理実習Ⅰ・

Ⅱの学生の自己評価からみる理解度の検討―平成25年度入学生対象の自己評価より―，神戸

女子短期大学論攷 第60巻55-62（2015.3）

＜学会発表＞

Naoko Saishin, Masami Ueta, Akira Wada and Isamu Yamamoto : Characterization and gene

identification of two α‒glucosidases purified from Bifidobacterium longum subsp. longum

JCM7052 grown on gum arabic，第88回日本生化学会大会，神戸国際展示場（2015.12)

＜社会的活動＞

小大連携食育プログラム 神戸市立こうべ小学校�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（2015.2.17〜19）

下山 亜美

＜社会的活動＞

�）小大連携食育プログラム 神戸市立こうべ小学校�年生対象調理実習 本学（2015.2.16〜19）

�）（社)日本冷凍食品協会主催 冷凍食品講習会・調理講習会 本学（2015.8.7）

�）兵庫県栄養士会 研究教育研修会「講演とワークショップ」本学（2015.11.28）

竹内 美貴

＜著 書＞

�）宮澤節子，長浜幸子 編著，伊澤正利，稲毛順子，川上純子，関千代子，竹内美貴，武田純枝，

目加田優子，芳本信子（共著）：新編応用栄養学実習―健康なライフステージのために―学

建書院 pp. 98-121.（2015.3）

�）竹内美貴，本田まり，下山亜美，西川貴子，中野佐和子，中村智英子，才新直子，平郡玲子

（共著）：「食物栄養学科・調理学実習テキスト」第�刷 神戸女子短期大学 食物栄養学科

（2015.4）

＜社会的活動＞

�）日本栄養士会 研究教育事業部 運営委員

�）兵庫県栄養士会 研究教育理事

�）日本調理科学会近畿支部委員
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�）兵庫県栄養士会主催 研究教育研修会「講演とワークショップ」 企画運営�回開催 本校

（2015.1・12）

�）兵庫県栄養士会主催 第31回兵庫県栄養改善研究発表会 企画運営 本校（2015.2）

/）日本栄養士会主催 研究教育研修会・リーダー研修会 企画運営 東京農業大学（2015・

3/6・7）

�）日本冷凍食品協会主催 講習会・調理講習会 開催 本学（2015.8）

0）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（2015.12）

＜そ の 他＞

�）竹内美貴，才新直子，富田圭子：レッツトライクッキング1.2.3「完全栄養！「卵」をおしゃ

れにおいしく食べよう！」，食物と健康 第161号14-20（2015.7）

田中 智子

＜学会発表＞

�）桂木聡子，野崎園子，山崎明子，平郡玲子，田中智子，市村久美子：服薬困難のある高齢者

の拝啓と服薬の実態，日本神経疾患・摂食・嚥下・栄養研究会第11回学術集会神戸大会，神

戸医療大学（2015.10）

�）田中智子，奥田まなみ，岩月聡史，茶山健二：キャピラリー電気泳動法による野菜に含まれ

る主要呈味成分の一斉定量，日本食生活学会第51回大会，岡山（2015.11）

＜社会的活動＞

�）(一)全国栄養士施設協会理事

�）収穫祭参加，学生引率

谷山 澤子

＜著 書＞

�）谷山澤子，Alexander Shishin，服部孝彦：公益財団法人日本国際連合協会編著『国連英検

過去問題集Ｃ級[2013・2014実施]』メディアイランド，2015年（全頁241），pp. 12-237.

＜学会発表＞

�）Sawako Taniyama :“What the Three Charactersʼ Wishes Represent in The Wizard of Oz by

Lyman Frank Baum”第22回日本言語文化学会研究大会，大妻女子大学（2015.7.4)

＜社会的活動＞

�）2015年度第�回，第�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

（2015.5.31，2015.10.18)

�）国際連合公用語英語検定指導検討委員
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塚田みちる

＜学会発表＞

�）塚田みちる：子どもと通じ合うということ〜初めての集団保育の経験を実習生がエピソード

で描く〜，第26回日本発達心理学会 東京大学（2015,3）

＜社会的活動＞

�）神女中山手保育園 保護者懇談会講師（2015,10）

�）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（2015，

1,4,5,6,7,9,10,11,12月）

逵 牧子

＜論 文＞

逵牧子，中村智英子：ペトリフイルムTMを用いた食品中の乳酸菌数測定，神戸女子短期大

学論攷60，49-54（2015.3）

＜学会発表＞

K. Yokoigawa, M. Tsuji, T. Goto : Adsorption of shiga toxin to foods containing indigestible

components, 2015 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, Honolulu,

Hawaii, USA (Dec 16)

＜社会活動＞

ALO（一般財団法人短期大学基準協会）

永井久美子

＜論 文＞

�）川村高弘 永井久美子 保育専攻学生における動物と触れ合う経験が保育実践に与える影響

神戸女子短期大学論攷60，1-7（2015.3.）

�）弘田陽介 永井久美子 子どもの発達と「メディア」としてのおもちゃ―保育現場における

おもちゃと家庭における「妖怪ウォッチ」の商品の狭間で― 大阪城南女子短期大学49，

69-92（2015.3.）

＜資 料＞

�）永井久美子 乳児保育のテキスト類に見る「教育」について 神戸女子短期大学論攷60，

63-79（2015.3.）

�）本田まり 西川貴子 下山亜美 永井久美子 給食施設における食物アレルギー対応に関す

る実態調査―保育園，家庭的保育施設等を中心に― 神戸女子短期大学論攷60，141-149

（2015.3.）
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＜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（4）― 日本保育学会 第68回大会

ポスター発表（2015.5.）

�）川村高弘 永井久美子 保育専攻学生の動物に対する意識と保育実践力との関係 日本保育

学会 第68回大会 口頭発表（2015.5.）

�）永井久美子 本田まり 末永美紀子 舟橋知子 川那辺一子 網野武博 福川須美 家庭的

保育における食物アレルギー対策について 日本保育学会 第68回大会 自主シンポジウム

（2015.5.）

�）永井久美子 川村高弘 学生の乳児に対するイメージの研究―保育専攻学生における学年別

調査を通して― 全国保育士養成協議会 第54回研究大会 ポスター発表（2015.9.）

＜社会的活動＞

�）「第�回 家庭的保育を考える会」開催（2015.2.）

�）「第�回 家庭的保育を考える会」開催（2015.10.）

�）瀧川光治 小寺玲音 永井久美子 社会福祉法人夢工房 山手夢保育園研究会 話題提供・

助言・指導（2015.8.）

＜研修会講師＞

�）大阪市一時預かり事業（幼稚園型）研修（2015.10.）

�）大阪市一時預かり事業（幼稚園型）研修（2015.11.）

＜そ の 他＞

�）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）実行委員会（2015.4

〜2015.12）

�）日本乳幼児教育学会 運営委員（編集チーフ）（2015.7.〜2017.3.）

中尾美千代

＜論 文＞

�）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�報），神

戸女子大学健康福祉学部紀要第�巻79-89（2015.3）

＜社会活動＞

�）ポーアイ�大学による連携事業「第13回男性のための料理教室」，神戸女子短期大学講座講

師（2015.2）

中川 伸子

＜社会的活動＞

�）関西人間学会 副会長
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�）日本ビジネス実務学会 理事

�）日本国際秘書学会 全国大会委員長

長瀬 荘一

＜論 文＞

�）長瀬荘一：学生の授業評価における記名式と無記名式の有意差(1)．神戸女子短期大学論攷，

60，81-89（2015.3）

�）長瀬荘一：子どものために「学校が機能する」ということ．明石市教育研究所，所報あかし

の教育，183，2-3（2015.11）

�）長瀬荘一：「食育」という名の教育．一般社団法人全国栄養士養成施設協会，全栄施協月報，

663，1-2（2015.12）

＜講 演 等＞

�）学校組織マネジメントと学校園の活性化―評価の時代を生きる校園長の新年度構想．神戸市

総合教育センター（2015.1）

�）学校組織における中堅教員の役割．大分県教育センター（2015.5）

�）同僚性を重視した校内研究の進め方．兵庫県明石市教育研究所（2015.8）

�）今，子どもの教育で大切にしたいこと〜洲本市教育振興基本計画と教育・文化のまちづくり

〜．兵庫県洲本市教育委員会（2015.8）

�）学校園組織におけるミドルリーダーの役割．兵庫県相生市教育委員会（2015.8）

/）ミドルステージを生きる教員が期待されていること．兵庫県宍粟市教育委員会（2015.8）

�）マネージメント力で校内研修を活性化させる．兵庫県丹波市教育委員会（2015.8）

0）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

（2015.11）

＜社会的活動＞

�）兵庫県教育委員会「学力向上懇話会」座長

�）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

�）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

�）神戸市教育委員会「神戸市キャリア教育推進協議会」議長

�）神戸市「こうべ食育推進懇話会」会長

/）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

�）国立大学法人神戸大学附属中等教育学校学校評議員
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中野佐和子

＜著 書＞

竹内美貴，本田まり，下山亜美，西川貴子，中野佐和子，中村智英子，才新直子，平郡玲子

（共著）：「調理学実習テキスト」第�刷，神戸女子短期大学食物栄養学科（2015.4）

＜論 文＞

西川貴子，竹内慶江，才新直子，中野佐和子，中村智英子，平郡玲子：給食運営管理実習Ⅰ・

Ⅱの学生の自己評価からみる理解度の検討―平成25年度入学生対象の自己評価より：神戸女

子短期大学論攷 第60巻55-62（2015.3）

＜社会的活動＞

小大連携食育プログラム 神戸市立こうべ小学校�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（2015.2.17〜19）

中村智英子

＜著 書＞

�）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（2015.4）

＜論文発表＞

�）逵牧子，中村智英子：ペトリフィルムTMを用いた食品中の乳酸菌測定

神戸女子短期大学紀要「論攷」第60巻49-54（2015.3)

�）西川貴子，竹内慶江，才新直子，中野佐和子，中村智英子，平郡玲子：給食運営管理実習Ⅰ・

Ⅱの学生の自己評価からみる理解度の検討―平成25年度入学生対象の自己評価より―，神戸

女子短期大学紀要「論攷」第60巻55-62（2015.3)

＜そ の 他＞

�）ポーアイ�大学による連携事業

「気軽に簡単♪低たんぱくフレンチ〜CDKに負けない食事作りのコツ〜」調理実習（2015.2）

西川 貴子

＜論 文＞

�）西川貴子・竹内慶江・才新直子・中野佐和子・中村智英子・平郡玲子「給食運営管理実習Ⅰ・

Ⅱの学生の自己評価からみる理解度の検討―平成25年度入学生対象の自己評価より―」神戸

女子短期大学「論攷」第60巻55-62（2015.3）

�）細見和子・西川貴子「教養科目「日本の生活文化」受講生の生活文化に対する意識の現状」

神戸女子短期大学「論攷」第60巻125-132（2015.3）

�）本田まり・西川貴子・境田可奈子「本学卒業の栄養士・管理栄養士と交流する体験セミナー
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が学生の意識に与える影響」神戸女子短期大学「論攷」第60巻133-140（2015.3）

�）本田まり・西川貴子・下山亜美・永井久美子「給食施設における食物アレルギー対応に関す

る実態調査〜保育園・家庭的保育施設等を中心に〜」神戸女子短期大学「論攷」第60巻

141-149（2015.3）

＜講 演＞

�）「食でつながる子どもの育ち〜保育園・小学校の食育の連携を探る〜」神戸市私立保育園連

盟主催，食生活フェア講演会（2015.6.27）

�）「食でつながる子どもの育ち〜和食文化を大切にした食育」学校法人和弘学園 桃の木幼稚

園，保護者対象講演会（2015.11.18）

＜社会的活動＞

�）小大連携食育プログラム 神戸市立こうべ小学校�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（2015.2.17〜19）

�）平成27年度教員免許状更新講習実施（2015.8.4）

�）平成27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」，松尾学童保育センター（2015.8.6），あさひ児童館（2015.8.26），主催：神戸こどもエ

コチャレンジ21倶楽部

�）平成27年度第18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

協同組合（2015.12.5）

�）平成27年度第8回 KOBE環境大学「省エネヘルシークッキング」コミスタこうべ，主催：神

戸市環境局地球環境課（2015.12.12）

/）兵庫県栄養士養成施設協会監事

�）特定非営利活動法人食ネット理事

長谷川美和

＜作 品＞

�）長谷川美和：「雛の宴」（日本画），京都ちもと（2015.1）

�）長谷川美和：「朱い布」（日本画），京都市立芸術大学美術教育研究会兵庫支部第27回4B展，

南天荘画廊（2015.7.31-8.5)

＜著 書＞

�）長谷川美和：立体的に表現する「かっこいいのりもの」の制作〜保育者をめざす女子学生の

造形表現活動支援として〜，京都市立芸術大美術教育研究会誌「美」197号（2015.10）

＜社会的活動＞

�）フェルトのワークショップ開催，RICエコアートカプセル2015（2015.10.18）

�）西宮市ファミリーサポートセンター子育て支援活動
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＜そ の 他＞

�）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―，

日本美術教育学会誌 美術教育 No. 299（2015.3）

畠山由佳子

＜著 書＞

畠山由佳子（単著）『子ども虐待在宅ケースの家族維持』明石書店（2015年11月）

＜論 文＞

畠山由佳子（単著）「「家族維持」を目的とした子ども虐待ケース在宅支援初期対応における

意思決定要因抽出のためのエキスパートインタビュー調査」神戸女子短期大学論攷第60巻，

33-48．

＜研究報告書＞

畠山由佳子「日本における児童虐待ケースに対する区分対応システムの開発的研究」平成25

年度・平成26年度 学術研究助成基金助成金（基盤研究 C）助成 研究成果報告書 課題番

号 25380835（2015年�月）

＜学会発表＞

畠山由佳子・有村大士「支援につなげるための『児童虐待対応システム』構築への提言Ⅱ―

アメリカ合衆国での Differential Response 実践調査からの提言―．第16回子ども家庭福祉学

会全国大会（2015年/月）

畠山由佳子（公開シンポジウム企画者・発表者）「支援につなげるための子ども虐待システ

ムのあり方，安全・ニーズ・リスク，家族の参加，支援型対応」日本子どもの虐待防止学会

第21回学術大会新潟大会（2015年11月）

畠山由佳子（公開シンポジウム発表者）「米国での Differential Response の取り組みとそこ

から得られる示唆について」，公開シンポジウム「189」から受理やその後の対応を考える，

日本子どもの虐待防止学会第21回学術大会新潟大会（2015年11月）

＜そ の 他＞

西宮市社会福祉審議会児童福祉部会副会長

日本子どもの虐待防止学会広報委員

林 孝三

＜作 品＞

2015年�月 個展 奈良 近鉄百貨店奈良店

2015年�月 二人展 東京 ギャラリー・ボン・ブラ

2015年�月 個展 東京 小田急百貨店新宿本店
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2015年1月 個展 大阪 近鉄百貨店上本町店

2015年1月 グループ展 神戸 神戸アートマルシェ2015

2015年12月 個展 静岡 静岡伊勢丹

＜社会的活動＞

�）大阪・朝日新聞チャリティー美術展

�）京都・京都新聞チャリティー美術展

�）大阪・毎日新聞チャリティー美術展

�）名古屋・ＮＨＫチャリティー美術展

�）岡山・山陽新聞チャリティー美術展

/）福岡・読売新聞チャリティー美術展

�）福岡・毎日新聞チャリティー美術展

0）NHKハートネット TV出演

平野 直美

＜著 書＞

�）平野直美（分担執筆）：人体の構造と機能「解剖生理学実習」栄養科学シリーズ NEXT，

5.3,10.1 講談社（2015.4)

＜学会発表＞

�）Naomi Hirano, Hiromi Yamashita, Noriko Tanaka, Aya Kaizaki, Rie Shimonaka, Mitsuru

Nakamura : The effect of daily oral function training in the elderly who participate in

long‒term strength training program for preventive care, 12th Asian Congress of Nutrition,

Yokohama, Japan, May 16, 2015, Abstracts pp404

�）Noriko Tanaka, Toyoko Okuda, Naomi Hirano, Hisae Shinohara, Yasuyo Asano, Mami

Umemoto, Jangmi Kang, Yuko Higashine, Ikue Hamaguchi, Rie Shimonaka : Seasonal

Variation in food intake, physical activity and change in body composition in female college

student, 12th Asian Congress of Nutrition, Yokohama, Japan, May 16, 2015, Abstracts pp177

�）Rie Shimonaka, Noriko Tanaka, Toyoko Okuda, Naomi Hirano, Hisae Shinohara, Yasuyo

Asano, Mami Umemoto, Jangmi Kang, Yuko Higashine, Ikue Hamaguchi : Seasonal variation

of body composition associated with food intake, physical activity, and resting energy

metabolism, 12th Asian Congress of Nutrition, Yokohama, Japan, May 16, 2015, Abstracts

pp175

�）山下浩美，田中紀子，平野直美，清水典子，下中里恵，中村 満：在宅高齢者の口腔体操プ

ログラムによる口腔機能の変化について，第14回日本栄養改善学会近畿支部学術総会，帝塚

山大学奈良・学園前キャンパス（2015.12）
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＜講 演＞

�）「子どもの健康を育むための私たちの役割を考える〜子どもと保護者の生活習慣・食生活の

実態から〜」食育推進リーダー研修会（中播磨健康福祉事務所主催）・福崎町文化センター

（2015.1）

�）「食育と親子のコミュニケーション〜味覚の記憶は愛され記憶〜」，静岡保育士会主催平成26

年度食育研修会講演，清水テルサ・テルサホール（2015.2）

�）「子どもたちの健やかな成長を育む食育」，香美町健康課主催食育研修会，香住地域福祉セン

ター（2015.2）

�）「共食について」，平成26年度健康づくり地区組織活動研修会及び平成26年度全国食生活改善

推進員リーダー研修会参加報告会，阿倍野区民センター（2015.2）

�）「味覚の記憶は愛され記憶〜脳科学からみた幼児期における食育の重要性」，長野県風越保育

園（2015.6）

/）「子どもの心を豊かに育む食育―味覚の記憶は愛され記憶―」，キリスト教保育連盟夏期講習

会（ホテルニューオータニ大阪）（(2015.7)

�）「現代における食育の重要性−健やかな脳と心の発達―」，平成27年度西脇市夏季円熟期教員

研修会，西脇市生涯学習まちづくりセンター（2015.8）

0）「子どもたちの健やかな心と体を育む食育の重要性」，姫路市役所こども保育課主催・姫路市

児童福祉施設食育講演，姫路防災センター（2015.9)

1）「脳科学からみた子どもの発達」児童文化講座，大阪府立中央図書館（2015.9)

10）「子どもたちの自立と自律を支える食育」，平成27年度垂水区子育て講演会，レバンテホール

（垂水区役所�階）（2015.10)

11）「子どもたちの生きる力を育む食育」，平成27年度人権教育研究発表会講演，上郡町立梨ヶ原

保育所（2015.11）

12）「目からウロコの食育学」，西脇市制10周年記念事業「食育セミナー」，Miraie（みらいえ）

多目的ホール（2015.11)

13）「子どもの『生きる力』を育む食育」丹波地区養護教諭研修会（2015.12)

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27年度栄

養指導講習会「幼児の食事とおやつの教室」（2015.12)

15）「現代における食育の課題―食物アレルギーと腸管免疫―」，平成27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（2015.12)

＜社会的活動＞

�）「兵庫県スポーツ推進審議会」委員

�）兵庫県教育委員会「体力アップサポート委員会」委員
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廣田 周子

＜論 文＞

�）廣田周子：表現力豊かな演奏をするための自由曲選択，神戸女子短期大学論攷第60巻 pp.

91-99（2015.3)

＜学会発表＞

�）廣田周子，高橋智子 研究演奏連弾：ラヴェル マ・メール・ロワより「女王の陶器人形レ

ドロネット」，「妖精の国」全国大学音楽教育学会関西地区学会後期大会（2015.1）

＜社会的活動＞

�）中山手保育園 演奏会（2015.1）

�）第�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（2015.12）

福井 愛美

＜論 文＞

�）福井愛美：パーソナリティーとコミュニケーション様式の自己認識との関連，神戸女子短期

大学紀要「論攷」第60巻101-111（2015.3）

＜学会発表＞

�）酒井健，福井愛美：コミュニケーション能力の客観的測定尺度のための基礎研究，日本ビジ

ネス実務学会第51回近畿ブロック研究会，西宮（2015.2）

＜社会的活動＞

�）日本ビジネス実務学会 近畿ブロック 事務局

�）日本国際秘書学会 第24回全国大会 大会副委員長

＜そ の 他＞

�）平成27年「灘区新年のつどい」司会 灘区役所灘区勢振興会 灘区民ホール（2015.1）

�）第45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（2015.5）

�）「神戸ビエンナーレ2015 東北/県被災者応援プロジェクト特別企画 めぶくアート展 神

戸 オープニングセレモニー」総合司会 神戸市役所市民ギャラリー（2015.8）

�）「ふれあいの祭典」ミュージック・グランプリ・フェスティバル総合司会 兵庫県 兵庫県

立芸術文化センター（2015.9）

�）「もう一度 大学へ！」番組パーソナリティー ラジオNIKKEI第� 毎週火曜日22：30〜

22：45放送（2015.12〜2016.2）
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古田貴美子

＜論 文＞

�）古田貴美子：女子大生のタグラグビー指導者講習会受講における効果 ―幼児・児童の指導

方法の理解に関して―，神戸女子短期大学論攷，第60巻，113-123（2015.3）

＜社会的活動＞

�）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）（2015.7, 12）

�）平成27年度教員免許状更新講習開設（2015.12）

＜そ の 他＞

�）2015 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（2015.6〜9）

�）2015 OSAKA手づくりフェア内イベント 学生によるプレゼンテーション（総合生活学科

�年生参加）の指導（2015.8〜9）

平郡 玲子

＜著 書＞

�）竹内美貴，本田まり，下山亜美，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（2015.4）

＜論 文＞

�）西川貴子，竹内慶江，才新直子，中野佐和子，中村智英子，平郡玲子：給食運営管理実習Ⅰ・

Ⅱの学生自己評価から見る理解度の検討―平成25年度入学生対象の自己評価より―，神戸女

子短期大学論攷第60巻55-62（2015.3）

＜学会発表＞

�）桂木聡子，野﨑園子，山崎明子，平郡玲子，田中智子，市村久美子：服薬困難のある高齢者

の背景と服薬の実態，日本神経筋疾患摂食・嚥下・栄養研究会第11回学術集会神戸大会，兵

庫医療大学，神戸（2015.10）

＜社会的活動＞

�）神戸市「朝食メニューコンテスト」，本学（2015.8）

�）ポーアイ�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（2015.1）

＜そ の 他＞

�）本田まり，平郡玲子，冨田圭子：レッツトライクッキング�，�，�「おもてなしの肉料理，

普段使いの肉料理」，食物と健康 第162号（2015.12）
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細見 和子

＜著 書＞

�）大喜多祥子・濱口郁枝編著 久保加織・作田はるみ・時岡菜穂子・中平真由巳・禾本悦子・

東根裕子・藤原智子・細見和子・三浦加代子：新版 トータルクッキング 健康のための調

理実習，㈱講談社（2015.3）

＜論 文＞

�）教養科目「日本の生活文化」受講生の生活文化に対する意識と現状：細見和子・西川貴子，

神戸女子短期大学論攷（2015.3）

�）小麦粉ケーキとの比較による微細米粉ケーキの特徴：八木千鶴・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・渡辺豊子，日本調理科学会誌（2015.4）

＜社会的活動＞

�）京都府和束町地域力推進課 「和菓子づくり教室」講師（2015.1）

�）京都府和束町地域力推進課 「和束町親子和菓子・郷土料理づくり教室」講師（2015.2）

�）神戸市主催「KOBEパンのまち散歩」パンの特別企画展（2015.11）

本田 まり

＜著 書＞

�）本田まり，平郡玲子，冨田圭子：肉〜おもてなしの肉料理，普段使いの肉料理〜，食物と健

康 No.162，神戸女子大学・神戸女子短期大学食物研究会編（2015.12）

＜論 文＞

�）本田まり，西川貴子，下山亜美，永井久美子：給食施設における食物アレルギー対応に関す

る実態調査〜保育園，家庭的保育施設等を中心に〜，神戸女子短期大学論攷60，（2015.3.1）

�）本田まり，西川貴子，境田可奈子：本学卒業の栄養士・管理栄養士と交流する体験セミナー

が学生の意識に与える影響，神戸女子短期大学論攷60，（2015.3.1）

＜学会発表＞

�）永井久美子，本田まり，末永美紀子，舟橋知子，川那辺一子，福川須美，網野武博：家庭的

保育の実践家庭的保育における食物アレルギー対策について，第68回日本保育学会，名古屋

（2015.5.10）

＜社会活動＞

�）食物栄養学科卒業生栄養士と在学生との体験セミナー開催（2015.2.7）

�）㈱味の素主催 ビギナーズクッキング教室開催（2015.2.9）

�）「日本を健康にする！」研究会 関西シンポジウム2015 講演（2015.2.19）

�）第11回こうべ食育フェア 参加（2015.6.13）

�）（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（2015.8.7）

【T：】Edianserver/神戸女子短期大学/論攷/第61巻/研究活動

� 校

−175−



  Page 180 16/03/16 20:34

/）「家庭的保育を考える会」研修会 共同開催（2015.1.31，2015.10.24）

�）地域栄養管理を考える会主催「第�回栄養食事教室」開催（2015.9.13）

0）「地域栄養管理を考える会」研修会 開催（�，�，�，1，11月：年�回開催）

1）「日本を健康にする！」研究会 理事

本保 弘子

＜社会的活動＞

明石市建築審査会委員

武藤美也子

＜論 文＞

武藤美也子：石垣島・西表島祖納後追い調査報告，神戸女子大学古典芸能研究センター紀要

1号，84-87（2015.6.30)
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