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赤桐 里美

＜論 文＞

�．Y. Naito, H. Ichikawa, S. Akagiri, K. Uchiyama, T. Takagi, O. Handa, Z. Yasukawa, M.

Tokunaga, N. Ishihara, T. Okubo, J. Mukai, M. Ohki, K. Uchida and T. 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., 2016 Jan ;

58(1) : 23-33. doi : 10.3164/jcbn.15-98. Epub 2015 Dec 8

上野 和廣

＜著 書＞

�）上野和廣：シェリーのキリスト教批判，文学と評論社編，超自然―英米文学の視点から―，

英宝社，77-92（2016）

＜翻 訳＞

�）上野和廣：菜食主義について，上野和廣監修，シェリー研究会訳 鷲の蛇の闘い―シェリー

中期散文集―，南雲堂，95-106（2016）

＜そ の 他＞

�）上野和廣：1816年のパーシー・シェリー 日本シェリー研究センター年報 第24号，2-3（2016）

川村 高弘

＜論 文＞

�）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」神戸女子短期

大学論攷60，pp. 11-17（2016.3）

�）川村高弘「保育専攻学生における動物との触れ合う経験が保育実践に与える影響―その�―」

神戸女子短期大学論攷60，pp. 19-25（2016.3）

�）川村高弘・廣田周子・桐原美恵子・庄司圭子・水島賢太郎・塚田みちる・永井久美子・長谷

川美和・畠山由佳子「子育て支援に向けての保育者養成校と保育園の連携―『きずな DAY』

の事例より―」神戸女子短期大学論攷60，pp. 89-97（2016.3）
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＜学会発表＞

�）川村高弘「保育専攻学生の実態と保育者効力感の関連」日本子ども社会学会第23回大会，沖

縄・琉球大学（2016.6）

�）川村高弘「保育専攻大学の自己教育力と『造形表現』保育者効力感の関連」全国保育士養成

協議会第55回研究大会，盛岡（2016.8）

�）川村高弘「保育専攻大学生のキャリア形成及び職業意識の実態―就職活動を目前に控えた学

生を対象として―」日本キャリア教育学会第38回研究大会，札幌・札幌大谷大学（2016.10）

＜作品発表＞

�）第36回BOL5th 展 絵画作品出品 東京銀座美術家連盟画廊（2016.8）

＜講 演＞

�）「保育者の望ましいキャリア形成」平成27年度社会福祉法人光聖会園長研修会，大阪市・蓮

美幼児学園本部（2016.2）

�）「保育研究の取り組み方、進め方」第�回兵庫県の保育を考える会，加古川市・兵庫大学

（2016.3）

�）「乳幼児の人的環境である保育者における自尊心」兵庫県保育連絡協議会第�回研修会，神

戸市・神戸女子大学大学（2016.9）

＜社会的活動＞

「学びの連続性」，平成28年度教員免許状更新講習講師・神戸女子短期大学主催（2016.8）

＜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

（2016.12）

桐原美恵子

＜講 演＞

�）「幼児期に大切にしたいこと」〜伝え合う力・表現する力を育む〜 神戸パイロットスクー

ル事業研究発表会，神戸市立東灘のぞみ幼稚園（2016.1）

�）「幼児期に育てたいこと」 播磨西地区幼児教育研修会 兼 兵庫県国公立幼稚園・こども園教

育研究会西播磨支部研究会，宍粟市立神戸幼稚園（2016.11）

�）「幼児期の『遊び』から学ぶ」〜遊びの充実と教師の援助を考える〜 兵庫県国公立幼稚園・

こども園教育研究会神戸支部研究会，神戸市立いかわ幼稚園（2106.11）

＜社会的活動＞

�）幼稚園園内研修会講師

神戸市立清風幼稚園（2016.1）

神戸市立東灘のぞみ幼稚園（2016.1）
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神戸市立いかわ幼稚園（2016.2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11）

宍粟市立神戸幼稚園（2016.4, 6, 8, 10）

相生市立平芝幼稚園（2016.6, 8, 11）

宍粟市一宮学校園所人権教育推進協議会幼稚園研究会，宍粟市立三方幼稚園（2016.6）

�）平成28年度教員免許状更新講習講師，神戸女子短期大学（2016.8）

�）第回きずな DAY ミニ講座担当「絵本の魅力」，神女中山手保育園（2016.11）

�）平成28年度神戸大学附属幼稚園学校評議員

小橋 賢子

＜社会活動＞

�）安原美帆，中尾美千代，小橋賢子：関西テレビ放送「みんなのワンダーランド」「みんなの

疑問“白味噌、おすましのお雑煮の境界線は？”」，（2016.12）

才新 直子

＜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（2016.4）

＜論 文＞

�）西川貴子，本田まり，才新直子，中野佐和子：地域住民と連携した授業の取り組み（第�報）

〜給食運営管理からみた効果〜，神戸女子短期大学論攷 第61巻75-80（2016.3）

�）本田まり，西川貴子，中野佐和子，才新直子：地域住民と連携した授業の取り組み（第�報）

〜栄養教育・指導論実習からみた効果〜，神戸女子短期大学論攷 第61巻131-136（2016.3）

�）竹内慶江，西川貴子，才新直子，中野佐和子：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(Ⅱ)―平成25年度入学生と平成26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61巻153-160（2016.3）

�）Naoko Saishin, Masami Ueta, Akira Wada, Isamu Yamamoto : Characterization of two

α‒glucosidases purified from Bifidobacterium longum subsp. longum JCM 7052, Journal of

Biological Macromolecules 16, in press (2016.12)

＜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（2016.2.16〜19）
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下山 亜美

＜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，神戸女子短期大学食物栄養学科（2016.4）

＜論 文＞

下山亜美：グアーミールについて―歴史・文化・科学・利用―，神戸女子短期大学論攷第61

巻，145-151（2016.3）

＜社会的活動＞

�）兵庫県栄養士会 第32回兵庫県栄養改善研究発表会 本学（2016.2.20）

�）食物アレルギー講習会 本学（2016.2.28）

�）日本栄養士会 平成27年度全国研究教育栄養士研修会（2016.3.12）

�）日本栄養士会 平成27年度研究教育事業部リーダー研修会（2016.3.13）

）農林水産省フードチェーン食育活動推進事業 おさかな講習会 本学（2016.11.21,25）

＜そ の 他＞

�）神戸女子短期大学長賞 授与（2016.12.15）

竹内 美貴

＜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）：「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

（2016.4）

＜学会発表＞

�）田原彩，中川真理子，牛島雄毅，松永幸太郎，中村智英子，竹内美貴，瀬口正晴：乾熱処理

による米粉たんぱく質の SH基の露出と米粉パンの製パン性劣化について，日本農芸化学会

2016年度大会，札幌（2016.3）

＜社会的活動＞

�）日本栄養士会 研究教育事業部 運営委員（2016.3月迄）

�）兵庫県栄養士会 研究教育理事（2016.5月迄）

�）兵庫県栄養士会主催 第32回兵庫県栄養改善研究発表会 企画運営 本校（2016.2）

�）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 本校（2016・3/12・13）

）一般社団法人 全国腎臓病協議会・NPO 法人 兵庫県腎友会主催 合同記念大会における

V-net 活動支援（2016.5）

�）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

�）ボランティアクラブ V-net 活動支援
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＜そ の 他＞

�）竹内美貴：栄養士を目指す学生と取り組む食育活動，日本栄養士会雑誌，Vol. 59, 8 16-17

（2016.8）

�）神戸市「学校給食料理研修会」（2016.8）

�）神戸市「こうべ朝食メニューコンテスト」（2016.8）

田中 智子

＜論 文＞

�）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中に含ま

れる主要呈味成分の一斉定量分析，神戸女子短期大学「論攷」61，27-33（20018）

＜社会的活動＞

�）（一)全国栄養士施設協会会員

�）第39回収穫感謝祭参加，学生引率（2016.11.26）神戸学生青年センターにて

谷山 澤子

＜論 文＞

�）Sawako Taniyama : “An Analysis of ‘Rembrandtʼs Hat’ by Bernard Malamud.” 日本総合言

語文化学会、The LCA Journal, 30, 13-17. (2016.11.10)

＜学会発表＞

�）Sawako Taniyama : “An Analysis of ‘Rembrandtʼs Hat’ by Bernard Malamud.” 第23回日本

言語文化学会研究大会、大妻女子大学（2016.6.25)

＜社会的活動＞

�）2016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

（2016.5.29, 2016.10.30)

�）国際連合公用語英語検定指導検討委員

塚田みちる

＜論 文＞

�）川村高弘・廣田周子・桐原美恵子・庄司圭子・水島賢太郎・塚田みちる・永井久美子・長谷

川美和・畠山由佳子：子育て支援に向けての保育者養成校と保育園の連携―「きずな DAY」

の事例より―, 神戸女子短期大学紀要「論攷」，2016，�月.

＜社会的活動＞

�）神女中山手保育園 保護者懇談会講師（2016,10）

�）神女中山手保育園 「子育てサロン」での子育て相談担当（月に一度）
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�）ポーアイキャンパスでの親子遊びの場の提供「保育室開放」（2016，�月に回実施）

逵 牧子

＜著 書＞

逵 牧子，金丸 芳，横井川久己男：総説，食品加工・調理器具への微生物の付着と殺菌剤

耐性，月刊・食品機械装置，株式会社ビジネスセンター社，通巻626号，pp. 50-55（2016.10）

＜論 文＞

�）逵牧子，中村智英子：大腸菌へのマイクロ波照射の影響，神戸女子短期大学論攷61，69-74

(2016.3)

�）Tsukie Goto, Makiko Tsuji, Kaori Kanemaru, and Kumio Yokoigawa. Adsorption of Shiga

Toxin to Poly- γ -Glutamate Precipitated. Journal of Food Science, Vol. 81, pp. 2977-2981．

（2016.12）

＜学会発表＞

後藤月江，逵 牧子，金丸 芳，横井川久己男：沈殿したポリ- γ -グルタミン酸の志賀毒素

吸着性，日本農芸化学会・中四国支部，香川大学農学部（2016.6.11）

＜社会的活動＞

�）一般財団法人短期大学基準協会 ALO（第三者評価連絡調整責任者）

�）一般財団法人神戸食品微生物科学協会「第�回産学連携事例研究発表」（2016.3.11）

�）一般財団法人神戸食品微生物科学協会「食品微生物検査初級コース 技術指導」神戸女子短

期大学食品化学実験室（2016.9）

�）日本食品微生物学会第38回学術総会 実行委員（2016.9）

永井久美子

＜学会発表＞

�）永井久美子 学生と保育者の乳児保育の捉え方に対する比較検討（1） 日本保育学会 第69

回大会 ポスター発表（2016.5.）

�）谷川裕子 末永美紀子 永井久美子 共生保育を担う保育士のキャリアパスと現任教育 日

本保育学会 第69回大会 口頭発表（2016.5.）

�）末永美紀子 谷川裕子 永井久美子 小規模保育の保育士のキャリアパスと現任教育 日本

保育学会 第69回大会 口頭発表（2016.5.）

�）鎮朋子 太田顕子 大橋喜美子 大森弘子 小寺玲音 森知子 永井久美子 西本望 張貞

京 平野知見 松尾寛子 三宅茂夫 森知子 山田秀江 保育現場と養成校との連携に関す

る研究 全国保育士養成協議会 第55回研究大会 ポスター発表（2016.8.）
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）大西雅裕 柏原栄子 須河内貢 林孝三 永井久美子 内正子 梶木典子 三宅茂夫 小田

豊 子どもの“存在・いのち”から考える―心の“こえ”を聴こう― 日本乳幼児教育学会

第26回大会 大会企画シンポジウムⅡ（2016.11.）

＜講 演＞

�）京都府私立幼稚園連盟研修会「第�回 乳幼児の発達を考える会」（2016.6.）

�）京都府私立幼稚園連盟研修会「第�回 乳幼児の発達を考える会」（2016.7.）

�）京都府私立幼稚園連盟研修会「第�回 乳幼児の発達を考える会」（2016.9.）

�）京都府私立幼稚園連盟研修会「第�回 乳幼児の発達を考える会」（2016.10.）

）京都府私立幼稚園連盟研修会「第回 乳幼児の発達を考える会」（2016.12.）

＜社会的活動＞

�）「第�回家庭的保育を考える会」開催（2016.3.）

�）「第�回家庭的保育を考える会」開催（2016.9.）

＜そ の 他＞

�）きずな DAY（神戸女子短期大学・神女中山手保育園共同事業）実行委員会（2016.4〜

2017.3.）

�）第26回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＞

�）中尾美千代，中川伸子：日本におけるハラール食―京都の和食レストランへの調査―，神戸

女子短期大学紀要 論攷第61巻107-116（2016.3）

＜社会活動＞

�）安原美帆，中尾美千代，小橋賢子：関西テレビ放送「みんなのワンダーランド」「みんなの

疑問“白味噌、おすましのお雑煮の境界線は？”」，（2016.12）

＜そ の 他＞

�）中尾美千代，中野佐和子，冨田圭子：レッツトライクッキング1.2.3「乳・乳製品、おいし

く食べて丈夫な骨を作りましょう！」，食物と健康 第164号14-20（2016.12）

中川 伸子

＜論 文＞

�）中川伸子：「地域限定旅行業」の展望 ―地方創生と学生のキャリア支援に向けて―．神戸

女子短期大学論攷第61巻，35-42（2016.3）

�）中尾美千代，中川伸子：日本におけるハラール食 ―京都の和食レストランへの調査―．神

戸女子短期大学論攷第61巻，107-116（2016.3）
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＜学会発表＞

�）中川伸子，川島正章：「地域限定旅行業の現状と将来性」（ブロック助成研究中間発表），日

本ビジネス実務学会近畿ブロック第52回研究会（2016.2）

＜講 演＞

�）中川伸子：スキルアップ クレーム対応．公益社団法人神戸市私立幼稚園連盟設置者・園長

対象講演会（2016.7）

＜社会的活動＞

�）関西人間学会 副会長

�）日本ビジネス実務学会 理事

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(2)．神戸女子短期大学論攷，

61，59-67（2016.3）

＜講 演 等＞

�）キャリア教育の考え方と各学校における取組．兵庫県芦屋市教育委員会（2016.1）

�）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（2016.1）

�）学校組織における中堅教員の役割．大分県教育センター（2016.5）

�）教育改革時代の学校ミドルリーダーとは．兵庫県明石市教育研究所（2016.6）

）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

（2016.11）

�）今、小学校の校長がしなければならないこと―人材育成の観点を踏まえて―. 大阪府茨木市

公立小学校長会（2016.11）

�）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（2016.12）

＜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

）神戸市教育委員会「神戸市教育史（第�集）刊行委員会」委員

�）神戸市「こうべ食育推進懇話会」会長

�）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（2016.4）

＜論 文＞

�）本田まり，西川貴子，中野佐和子，才新直子：地域住民と連携した授業の取り組み（第�報）

〜栄養指導・指導論実習からみた効果〜：神戸女子短期大学論攷 第61巻131-136（2016.3）

�）西川貴子，本田まり，才新直子，中野佐和子：地域住民と連携した授業の取り組み（第�報）

〜給食管理運営実習からみた効果〜：神戸女子短期大学論攷 第61巻75-80（2016.3）

�）竹内慶江，西川貴子，才新直子，中野佐和子：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（Ⅱ）―平成25年度と平成26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61巻153-160（2016.3）

＜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（2016.2.16〜19）

�）平成28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」，兵庫児童館，主催：神戸こどもエコチャレンジ21倶楽部（2016.8.19）

�）神戸市「朝食メニューコンテスト」，本学調理実習室（2016.8.27）

＜そ の 他＞

�）中尾美千代，中野佐和子，冨田圭子：レッツトライクッキング1.2.3「乳・乳製品、おいし

く食べて丈夫な骨を作りましょう！」，食物と健康 第164号14-20（2016.12）

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（2016.4）

＜論文発表＞

�）逵牧子，中村智英子：大腸菌へのマイクロ波照射の影響 神戸女子短期大学紀要「論攷」第

61巻69-74（2016.3）

�）平野直美，西川貴子，平郡玲子，今本美幸，本田まり，中村智英子：栄養士校外実習におけ

る学生の自己評価からの検討，神戸女子短期大学紀要「論攷」第61巻1-87（2016.3）
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＜学会発表＞

�）田原彩，中川真理子，牛島雄毅，松永幸太郎，中村智英子，竹内美貴，瀬口正晴：乾熱処理

による米粉タンパク質の SH 基の露出と米粉パンの製パン性劣化について，2016年度大会

日本農芸化学会 札幌（2016.3）

＜そ の 他＞

�）ポーアイ�大学による連携事業「美味しく、楽しく、しっかり治療食♪〜からだを守る

CDKの食事〜」調理実習（2016.2）

�）中村智英子，逵牧子，寺本忠司：市販食品における乳酸菌数測定，神戸食品微生物科学協会

第�回産学連携研究発表会（2016.3)

西川 貴子

＜著 書＞

�）西川貴子・深津智恵美・清水典子・富永しのぶ「Plan-Do-Check-Act にそった給食運営・

経営管理実習のてびき第5版」医歯薬出版株式会社（2016.4）

＜論 文＞

�）西川貴子・本田まり・才新直子・中野佐和子「地域住民と連携した授業の取り組み（第�報）

〜給食運営管理実習からみた効果〜」神戸女子短期大学「論攷」第61巻75-80（2016.3）

�）平野直美・西川貴子・平郡玲子・今本美幸・本田まり・中村智英子「栄養士校外実習におけ

る学生の自己評価からの検討」神戸女子短期大学「論攷」第61巻81-87（2016.3）

�）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

（Ⅱ）〜平成25年度と平成26年度受講生の比較を通しての検討〜」神戸女子短期大学「論攷」

第61巻123-130（2016.3）

�）本田まり・西川貴子・中野佐和子・才新直子「地域住民と連携した授業の取り組み（第�報）

〜栄養教育・指導論実習からみた効果〜」神戸女子短期大学「論攷」第61巻131-136（2016.3）

）竹内慶江・西川貴子・才新直子・中野佐和子「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（Ⅱ）―平成25年度と平成26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61巻153-160（2016.3）

＜講 演＞

�）「環境にやさしいヘルシークッキング」ニッケパークタウンセンタープラザ，平成27年度加

古川市消費者大会，主催：加古川市・加古川市消費者協会・生活共同組合コープこうべ

（2016.1.16）

�）「和食文化を大切にした食育」篠山市民センター，平成28年度篠山市保育園・幼稚園・認定

こども園・預かり保育職員合同研修会，主催：篠山市教育委員会（2016.6.4）
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�）「日本食品標準成分表2015年版（七訂）の改訂について」神戸商工貿易センタービル，学校

給食食品衛生講習会，主催：（公財）神戸市スポーツ教育協会（2016.8.25）

＜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（2016.2.16〜19）

�）食物アレルギー講習会（第�回）企画・開催，主催：神戸女子短期大学食物栄養学科 共催：

兵庫小児アレルギー研究会（2016.2.28）

�）平成28年度教員免許状更新講習実施（2016.8.4）

�）平成28年度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」，兵庫児童館（2016.8.19），主催：神戸こどもエコチャレンジ21倶楽部

）平成28年度第19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（2016.11.20）

�）こべっこランド講座「ヘルシーおやつクッキング」開催（対象：小学生），こべっこランド

調理室，主催：神戸市総合児童センター（2016.11.26）

�）「エコ＋」企画展へ出展（省エネクッキング・食育），2016.11.1〜11.29，こうべ環境未来館

�）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

＜そ の 他＞

�）西川貴子・中村智英子・冨田圭子，レッツトライクッキング1.2.3「お米に雑穀をプラスし

てヘルシーな食生活を!!」食物と健康163号（2016.7）

長谷川美和

＜作 品＞

�）長谷川美和「雛の宴」（日本画），京都ちもと（2016.1）

�）長谷川美和「インドの赤い布」（日本画），第31回兵庫県私学教員美術展，兵庫県民会館特別

展示室（神戸市）（2016.1.22-24)

�）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28回4B展，

南天荘画廊（2016.7.29-8.3)

＜論 文＞

�）長谷川美和（単著）：描画表現における「表現する」ということ〜保育者養成と子どもの造

形表現活動支援のための実践〜，神戸女子短期大学論攷第61巻117-122（2016.3)

�）長谷川美和（共著）：子育て支援に向けての保育者養成校と保育園の連携―「きずな DAY」

の事例より―，神戸女子短期大学論攷第61巻89-97（2016.3)
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＜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2016（2016.10.16）

�）西宮市ファミリーサポートセンター子育て支援活動

�）西宮市立香櫨園小学校読み聞かせ図書ボランティア代表

畠山由佳子

＜学会発表＞

畠山由佳子（公募シンポジウム企画者・発表者）「子どもの安全を守り、家族を支えるため

の支援対応の創設：子ども虐待対応を超えたシステムのあり方」日本子どもの虐待防止学会

第22回学術大会おおさか大会（2016年11月）

＜社会的活動＞

西宮市社会福祉審議会児童福祉部会副会長

林 孝三

＜作 品＞

二人展 東京 東急百貨店吉祥寺店

個展 三重 近鉄百貨店四日市店

二人展 東京 小田急百貨店町田店

個展 東京 東急百貨店渋谷本店

個展 東京 小田急百貨店新宿本店

個展 横浜 横浜そごう

個展 大阪 ギャラリー・プチフォルム

個展 千葉 千葉そごう

個展 藤沢 小田急百貨店藤沢店

＜社会活動＞

年末チャリティー展出品

朝日新聞社（大阪）

読売新聞社（西日本）

毎日新聞社（大阪、西日本）

京都新聞社

山陽新聞社

ＮＨＫ名古屋放送局
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平野 直美

＜論 文＞

�）平野直美，西川貴子，平郡玲子，今本美幸，本田まり，中村智英子：栄養士校外実習におけ

る学生の自己評価からの検討，論攷，第61巻81-87（2016.3)

＜学会発表＞

�）N. Tanaka, T. Okuda, N. Hirano, H, Shinohara, Y. Asano, Y. Hamaguchi,M. Umemoto, J. Kang,

Y. Higashine, R. Shimonaka and Y. Morikawa.：The relation between intake of both of bean

products and vegetables and mental and physical health of Japanese female university

students, XXIII IFHF World Congress 2016 (Daejeon Convention Center, Daejeon, Korea),

August 4, 2016, Abstract book, 302

�）山下浩美，田中紀子，平野直美，松澤沙代，小川正人，林 健一，弘瀬久嗣，福永隆洋，足

立明未，前田 聡：特別養護老人ホームにおける口腔体操プログラムによる口腔機能の変化

について，第15回日本栄養改善学会近畿支部学術総会，神戸学院大学ポート・アイランド

キャンパス/神戸（2016.12）

＜講 演＞

�）「子どもたちの脳と心を健やかに育む食育」，平成27年度地域の特色を生かした食育推進事業

（食育推進校発表会）／兵庫県教育委員，丹波市立鴨庄小学校（2016.1)

�）「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27

年度食育研修会講演，清水テルサ・テルサホール（2016.2）

�）「子どもの健やかな成長と食のかかわり」，平成28年度福知山市連合婦人会／第22回【母の日

大会】市民交流プラザ福知山（2016.5）

�）「幼児教育における食育の重要性」，平成28年度総合幼児教育研究会・夏期総合セミナー

（ANAクラウンプラザホテル神戸）（2016.7）

）「子どもたちの自立と自律を支える食育〜思春期の子どもたちに大切なこと〜」，西宮市立瓦

木中学校・校内食育研修会，西宮市立瓦木中学校（2016.8・11）

�）「食とことばが子どもの脳を育てる」，羽曳野市子ども文庫連絡会・秋の読書講演会・共催/

羽曳野市立中央図書館（2016.9)

�）「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(2016.8・9)

�）「脳科学から見た子どもの育ちと食の関係」，平成28年度西宮市真砂中学校・学校保健委員会

（2016.9）

�）「乳幼児期の発育・発達と食育〜こどもの食事に関わる全ての大人が知っておいてほしいこ

と〜」平成28年度ブロック別児童福祉施設給食関係者研修会，姫路市市民会館大ホール

（2016.10)
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10）「目からウロコの栄養学〜食で脳とからだを健康に〜」，小野市健康大学ミニ講座，小野市う

るおい交流館エクラ（2016.10）

11）「食が育む子どもの心とことばの発達」，豊中市子ども文庫連絡会・後援／豊中市立岡町図書

館，岡町図書館（2016.11)

12）「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（2016．11）

13）「子どもの心と体を健やかに育む食育」兵庫県保育協会淡路支部南あわじブロック研修会，

南あわじ市広田地区公民館（2016.12)

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28年度栄

養指導講習会「幼児の食事とおやつの教室」（2016.12)

15）「食物アレルギーの理解と対応」，平成27年度丹波地区学校給食研究協議会研修会，丹波市立

やまなみホール（2016.12)

＜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

�）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�講座「子どもの

脳の発達と親の関わり方」講師

�）神戸市立こうべ小学校（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（2016.1）

廣田 周子

＜資 料＞

�）川村高弘・廣田周子・桐原美恵子・庄司圭子・水島賢太郎・塚田みちる・永井久美子・長谷

川美和・畠山由佳子：子育て支援に向けての保育者養成校と保育園の連携―「きずな DAY」

の事例より―，神戸女子短期大学論攷第61巻 pp. 89-97（2016.3）

＜社会的活動＞

�）中山手保育園 ピアノ演奏会（2016.1）

�）老人施設ディアージュ神戸 ピアノコンサート（2016.12）

＜そ の 他＞

�）第26回たそがれコンサート アンサンブル部出演指導（2016.10）

�）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（2016.12）
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福井 愛美

＜著 書＞

�）（共著）福井愛美『キャリアデザイン―社会人に向けての基礎と実践―』㈱樹村房（2016.2）

＜論 文＞

�）福井愛美「ルーブリックを用いて大学生のプレゼンテーションを評価する際に考慮すべきこ

と」神戸女子短期大学紀要「論攷」第61巻43-50（2016.3）

＜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」最終報告，

日本ビジネス実務学会第52回近畿ブロック研究会，西宮（2016.2）

�）酒井健，福井愛美「コミュニケーション能力の客観的判断に影響する要因についての考察」

日本ビジネス実務学会第35回全国大会，金沢・金城大学（2016.6）

�）上田知美，浅田真理子，岡野大輔，坂手喜彦，福井愛美，水原道子，宮田篤，森山廣美（共・

ポスター発表）「キャリアデザイン教育における教材開発」日本ビジネス実務学会第35回全

国大会，金沢・金城大学（2016.6）

＜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 理事

＜そ の 他＞

「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（〜2016.2）

古田貴美子

＜著 書＞

�）長瀬善雄，長瀬荘一，谷坂昇，野坂静枝，榎並雅之，古田貴美子：教育実習事前･事後指導（小

学校），第�章 教職実践演習，pp. 76-85，姫路大学教育学部通信教育課程（2016.4）

＜論 文＞

�）古田貴美子：女子短大生に対する防災教育の取り組み ―グループワークによる授業の実践

―，神戸女子短期大学論攷，第61巻，51-57（2016.3）

＜調査報告書＞

�）古田貴美子，福井愛美：全学的な教育の質的転換を図るための先駆的調査・研究（教育推進

課題：女性の活躍支援のための学修環境の整備）報告書（2016.4）

＜社会的活動＞

�）平成28年度教員免許状更新講習開設（2016.12）

【T：】Edianserver/神戸女子短期大学/論攷/第62巻/研究活動

� 校

−111−



  Page 114 17/03/10 09:55

＜そ の 他＞

�）2016 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（2016.6〜7）

�）2016 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（2016.8〜9）

細見 和子

＜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（Ⅱ）

〜平成25年度と平成26年度受講生の比較を通しての検討〜：細見和子・西川貴子，神戸女子

短期大学論攷（2016.3）

＜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 第�弾」講師（2016.3）

�）神戸市主催「ＫＯＢＥパンのまち散歩」パンの特別企画展（2016.11）

本田 まり

＜論 文＞

�）本田まり，西川貴子，中野佐和子，才新直子：地域住民と連携した授業の取り組み（第�報）

〜栄養教育・指導論実習からみた効果〜，神戸女子短期大学論攷61（2016.3.1）

�）西川貴子，本田まり，中野佐和子，才新直子：地域住民と連携した授業の取り組み（第�報）

〜給食運営管理実習からみた効果〜，神戸女子短期大学論攷61（2016.3.1）

�）平野直美，西川貴子，平郡玲子，今本美幸，本田まり，中村智英子：栄養士校外実習におけ

る学生の自己評価からの検討，神戸女子短期大学論攷61（2016.3.1）

＜学会発表＞

�）本田まり，佐伯志保里，大西恵生他：有志の管理栄養士が集結してできたこと 地域での糖

尿病教室の開催を例に，第32回兵庫県栄養改善研究発表会，兵庫（2016.2.20）

�）本田まり：管理栄養士有志の会による地域での栄養食事教室の実践と効果に関する考察，第

59回日本糖尿病学会年次学術集会，京都（2016.5.19）

＜社会活動＞

�）第�回食物栄養学科卒業生栄養士と在学生との合同セミナー開催（2016.2.6）

�）公益社団法人 全国保育サービス協会主催 居宅訪問型保育 基礎研修「乳幼児の食事と栄

養」講師（2016.2.18）

�）食物栄養学科主催，(旧)兵庫食物アレルギー研究会共催「第�回食物アレルギー講習会」開

催（2016.2.28）
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�）NPO法人 家庭的保育全国連絡協議会受託 家庭的保育事業 西宮市基礎研修「乳幼児の食

事と栄養」講師（2016.3.5）

）第11回こうべ食育フェア 参加（2016.6.18）

�）「家庭的保育を考える会」研修会 共同開催（2016.9.24）

�）地域栄養管理を考える会主催「第�回栄養食事教室」開催（2016.9.4）

�）「地域栄養管理を考える会」研修会 開催（�月，月，�月，�月，12月：年回開催）

�）「日本を健康にする！」研究会 理事

本保 弘子

＜論 文＞

本保 弘子：住宅リフォーム訪問販売業者による高齢消費者被害について，神戸女子短期大

学紀要「論攷」第61巻137-144（2016.3）

＜社会的活動＞

明石市建築審査会委員
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