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NDSU 資料編纂室
学   内   報

学術往来 （2009 年 12 月〜 2010 年 11 月）

　　⑴　ノートルダム清心女子大学  紀要
　　　　　外国語・外国文学編 紀要 A 編
　　　　　日本語・日本文学編 紀要 B 編
　　　　　文化学編 紀要 C 編
　　　　　人間生活学・児童学・食品栄養学編 紀要 D 編
　　⑵　英語英米文学研究会『Immaculata』 Immaculata

⑶　日本語日本文学会『清心語文』 清心語文
⑷　キリスト教文化研究所『キリスト教文化 キ文研年報
　　研究所年報』
⑸　生活文化研究所『生活文化研究所年報』 生文研年報
⑹　情報理学研究所『情報理学研究所講究録』情理研講究録
⑺　児童臨床研究所『児童臨床研究所年報』 CCI 年報

・氏名は、教授、准教授、講師、助教、助手の順
・番号は区分を表す
　　①著書　　②論文　　③展覧会・演奏会・競技大会等　　
　　④その他（研究発表、学会、研究会、シンポジウム、訳書、訳文、書評、寄稿、講演、講座等）
・掲載事項は、題名、共（共同）、発行所・発表機関等、発表年月の順
・本学関係の出版物の略記

赤松　佳子
②刊行百周年を機に読み直す『赤毛のアン』（単）　奈良女
子大学文学部研究教育年報第 6 号　09・12　②［ディス 
カッション］少女たちの現実と未来（共）　奈良女子大学
文学部研究教育年報第 6 号　09・12　④研究発表　Fair, 
Friendly, and Fanciful: The Influence of L. M. Montgomery’s 
Nature Writing on Japanese Readers（単）　L. M. Montgomery 
Institute’s 9th International L. M. Montgomery Conference, 
"L. M. Montgomery and the Matter of Nature"　10・6

足立　萬壽子
①生誕 200 年記念 エリザベス・ギャスケルとイギリス文学
の伝統（共）　大阪教育図書  日本ギャスケル協会編　10・9 
②エリザベス・ギャスケル作『北と南』に見られる真の恋愛
結婚−ヒロインの伴侶選びを通して（単）　紀要 A 編第 34
巻第 1 号　10・3　④講演　英文学の世界（単）　本学高大連
携英語講座　10・1　④講演　外国語 ･ 国際関係分野での学
修内容とイギリス小説（単）　金光学園高等学校　10・10　
④講演　外国語学部・学科での学修内容とイギリス小説（単） 
香川県立坂出高等学校　10・10

坂口　真理
④研究ノート　『副詞の意味と否定の作用域について』（単）
紀要 A 編第 34 巻第 1 号　10・3

広瀬　佳司
② “A New Yiddish”: Cynthia Ozick Reading Isaac Bashevis 
Singer（単）　 紀 要 A 編 第 34 巻 第 1 号　10・3　 ② The 
Continuity of Expectations in Cynthia Ozick’s Trust−A 
particular judgment on what has happened（単）　 シ ュ レ
ミール No.9　日本ユダヤ系作家研究会　10・3　④エッセイ 

「バシェルト」−失われる記憶（単）　シュレミール No.9　
日本ユダヤ系作家研究会　10・3　④講演　世界の常識−
日本の非常識（単）　 おかやま山陽高等学校教職員研修会　
10・4　④講演　My Journey to the World of Yiddish（単） 
国際イディッシュ語学会　於：サンフランシスコ　10・4　

④講演　ユダヤ人にみる人権（単）　栃木県高等学校教育研
究会人権教育部特別講演　10・6　　④講演　ユダヤの笑い
と文学（単）　日本ユダヤ系作家研究会特別講演　10・9　④
出張講義　外国語の楽しみ方（単）　津山東高等学校　生徒
対象説明会　10・5　④出張講義　世界の中の日本−コモ
ンセンスを磨く（単）　宇都宮海星女子学院高等学校　特別
講演会　10・6　④出張講義　ユダヤ系アメリカ人の活躍と
その宗教問題（単）　芳泉高等学校　出張講義　10・11　④
出張講義　ユダヤ系文学の深層（単）　清心女子高等学校「発
展科目」特別講義　10・11

福島　富士郎
④出張講義　「歴史の中の英語」（単）　清心女子高校　特別
講義　10・2　④出張講義　「英語学について」　勝山高校　
出張講義　10・10　④研究ノート　フレームによる副詞解
釈（単）　紀要 A 編第 34 巻第 1 号　10・3

藤木　和子
②チェーホフ世界の中のフリールのバリーベッグ：Uncle 
Vanyna の場合（単）　紀要 A 編第 34 号第 1 号　10・3

David Ramsey
② Omnia Vincit… Amor? Thymos? Shakespeare’s Antony 
and Cleopatra and the Apotheosis of Love（単）　 紀 要 A 編
第 34 号第 1 号　10・3

伊藤　豊美
④講演　小学校英語活動の在り方　岡山市総合教育センター 
10・1　④講演　小学校英語活動の在り方　備前市立片上小
学校　10・2　④講演　なぜ英語が読めないのか　本学　
10・8

Robert Waring
①Danny Dark（共）　Heinle: Cengage Boston USA　10・
7　 ①Mercy Killer（共）　Heinle: Cengage Boston USA　
10・7　 ①Nature（共）　Heinle: Cengage Boston USA　

文学部英語英文学科
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10・7　 ①Come Home（共）　Heinle: Cengage Boston USA 
10・7　 ①Bad Blood（共）　Heinle: Cengage Boston USA 
10・7　 ①Running Free（共）　Heinle: Cengage Boston 
USA　10・7　 ①The Beaut i ful  Game（共）　Heinle : 
Cengage Boston USA　10・7　 ①Soccer Crazy（共）　
Heinle: Cengage Boston USA　10・7　 ①Heart of a Fighter

（共）　Heinle: Cengage Boston USA　10・7　 ①Trust
（共）　Heinle: Cengage Boston USA　10・7　 ①Bigfoot
（共）　Heinle: Cengage Boston USA　10・7　 ①Picture in 
the Attic（共）　Heinle: Cengage Boston USA　10・7　 ①
Secret Beach（共）　Heinle: Cengage Boston USA　10・7　
①La Cuidad Perdida de Machu Pichu（共）　SGEL / Heinle 
coleccion andar.es　10・9　 ①Vida en el Orinoco（共）　
SGEL / Heinle coleccion andar.es　10・9　 ①Tejedoras 
Peruanas（共）　SGEL / Heinle coleccion andar.es　10・9 
①Salvemos El Amazonas（共）　SGEL / Heinle coleccion 
andar.es　10・9　 ①Calles Por Las De Barcelona（共）　
SGEL / Heinle coleccion andar.es　10・9　 ①Socorristas 
Del Cielo（共）　SGEL / Heinle coleccion andar.es　10・9 
①Gauchos De Argentina（共）　SGEL / Heinle coleccion 
andar.es　10・9　 ①Colon Y El Nuevo Mundo（共）　SGEL / 
Heinle coleccion andar.es　10・9　 ①Abejas Asesinas!（共） 
SGEL / Heinle coleccion andar.es　10・9　 ①Capoeira: 
Lucha Danza O（共）　SGEL / Heinle coleccion andar.es 
10・9　 ①Perdidos Templos Los De Los Mayas（共）　
SGEL / Heinle coleccion andar.es　10・9　 ①Calamares 
Gigantes（共）　SGEL / Heinle coleccion andar.es　10・9 
①The Greatest Creatures on Earth（共）　Commercial Press 
Publishing Hong Kong / Heinle Cengage　10・10　 ①
Amazing Homes We Choose to Live in（共）　Commercial 
Press Publishing Hong Kong / Heinle Cengage　10・10　
①Living Legends（共）　Commercial Press Publishing Hong 
Kong / Heinle Cengage　10・10　 ①True Adventures and 
Exciting Sports（共）　Commercial Press Publishing Hong 
Kong / Heinle Cengage　10・10　 ①Who are the Real 
Winners?（共）　Commercial Press Publishing Hong Kong / 
Heinle Cengage　10・10　 ①Discovering Special Cultures

（共）　Commercial Press Publishing Hong Kong / Heinle 
Cengage　10・10　 ①Changing Climates and Natural 
Habitats（共）　Commercial Press Publishing Hong Kong / 
Heinle Cengage　10・10　 ①Creativity in Environmental 
Protection（共）　Commercial Press Publishing Hong Kong 
/ Heinle Cengage　10・10　 ①Roommates（共）　Heinle: 
Cengage　10・11　 ①Hacker（共）　Heinle: Cengage　
10・11　 ①Kitchen Love Story（共）　Heinle: Cengage　
10・11　 ①Dead Before Midnight（共）　Heinle: Cengage 
10・11　 ①Light（共）　Heinle: Cengage　10・11　 ④
Writing a Graded reader（単）　Speech at JALT Okayama 
10・2　 ④Reading Skills - methods and applications（単） 
Speech at ETJ / Oxford University Press Course,  Tokyo 
and Osaka.　10・6　 ④The missing piece of the puzzle: 
Why rugby players like fairy stories（単）　Speech at 
Okayama University Public Lecture series.　10・6　 ④
Factors in Second Language Acquisition: Opportunity, 
Exposure, Uptake and Retention（単）　Keynote Speech 
at JALT Yokohama Vocabulary Conference, Yokohama.　
10・7　 ④Researching Vocabulary in Extensive Reading

（単）　AsiaTEFL Conference, Hanoi, Vietnam.　10・8　 ④
Vocabulary considerations for course book writers（単）　
Special Invited lecture at People’s Education Press, Beijing, 
China.　10・8　 ④Setting up and running an Extensive 
Reading program（単）　Speech at Korea TESOL Conference, 

Sookmyung University.　10・10　 ④Extensive reading 
Resources（単）　CELEA conference, Shandong University, 
Jinan, China.　10・10　 ④The Missing Piece of the Puzzle

（単）　Keynote Speech at CELEA conference, Shandong 
University, Jinan, China.　10・10　 ④Choosing the right 
Extensive Reading Materials（単）　Speech at English 
Teachers in Japan Tokyo Expo, Toyo Gakuen.　10・11　 ④
Easy Extensive Reading（単）　Compass Media Day, Korea 
National University of Education.　10・11　 ④Extensive 
Reading. What? Why? How?（単）　SETA Jeju Conference, 
Jeju, Korea.　10・11　 ④Choosing the right Extensive 
Reading Materials（単）　Speech at English Teachers in 
Japan Osaka Expo, Seifu High School.　10・11

Carolyn Swierski
④Greetings!（Directed the English Drama Club’s Winter 
Show）presented at NDSU　09・12、10・2　④Just Passing

（Directed the English Drama Club’s Summer Show）　
presented at NDSU　10・7

高橋　幸子
②「小学校英語における教員養成カリキュラムの提案−教
師としてのビリーフの育成−」（単）　紀要 A 編第 34 巻
1 号　10・3　④研究発表　「小学校英語における教師とし
てのビリーフの構築」（共）　小学校英語教育学会（JES）第
10 回全国研究大会　於：北海道工業大学　10・7　④訳書 

『子どもの認知と言語はどう発達するか−早期英語教育の
ための発達心理言語学−』（共）　松柏社　10・8　④司会 
研究発表・実践報告Ⅱ第 6 会場 Elementary school（共）　
外国語教育メディア学会（LET）50 周年記念全国大会　於：
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校　10・8　④
研究助成等（学外）　「英語の受動的能力におけるメタ認知ス
トラテジーの働きとその育成プラン」（単）　科学研究費補助
金・基盤研究（Ｃ）　10 〜

中村　善雄
①『Go for TOEIC Test−実践 TOEIC コンパクト演習』（共） 
英宝社　10・12　②論文　「消失する銀板写真と複製される
写真―ジェイムズの美学と現実の感覚−」（単）　中・四
国アメリカ文学会『中・四国アメリカ文学研究』第 46 号　
10・6　④研究発表　「Henry James の戦争体験−刻印さ
れた身体と動揺するアイデンティティ−」（単）　中・四国
アメリカ文学会秋季研究会　10・9　④研究ノート　「大学
英語教育をめぐる現状と文学教育の意義」（単）　『I’NEXUS』
No.3　10・3　④翻訳　「ローズ・アガサ」試訳（単）　紀要
A 編第 34 巻第1号　10・3　④翻訳　The New Joys of Yiddish 
“S”: Part2（単）　10・3　Shlemiel No.9　④研究助成等（学外） 
科学研究費補助金・基盤研究（Ｃ） 「19 世紀アメリカ文学に
及ぼす写真の影響に関する多面的研究」（単）　継続中　④
研究助成等（学外）　科学研究費補助金・萌芽研究 「科学実験
で学ぶ生活密着型英語学習教材作成」（共）　継続中

Jason Williams
② Student Use of Electronic Dictionaries During Oral 
Communication Activities（単）　紀要 A 編第 34 巻第 1 号　
10・3　④ Bashert-Vanishing Memories（単）　日本ユダヤ
系作家研究会　Shlemiel, No.9　10・3
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Kathryn Bowes
②The Menagerie of the Mind: A Musing on Multiplicity（単） 
紀要 A 編第 34 巻第 1 号　10・3

Stephen Shrader
④研究発表　Assumptions about classroom culture: Helping 
students from Japan prepare for study abroad（単）　Japan 
Intercultural Institute　10・10　④研究発表　“Are you serious? 
There’s textbooks and lectures?”: Talking with Japanese 
students about university classes in the US（単）　SIETAR 
Japan　10・10

綾目　広治
②太宰治文学のなかの女性たち−その幸福と不幸（単）　
紀要Ｂ編第 34 巻　10・3　②松本清張の新興宗教観−邪
教と反逆と天皇制（単）　「松本清張研究」第 11 号、北九州
市立松本清張記念館　10・3　②格差の中の現代文学（単）　

「試想」第 7 号　「試想」の会　10・7　②井上靖文学と仏教
（単）　「井上靖研究」9 号　井上靖研究会　10・7　②森本
厚吉の先駆性と独自性−文化生活論・女性論・中流階級論

（単）10・9「有島武郎研究」第 13 号、有島武郎研究会　④
寄稿　21 世紀に親鸞を考える意味−五木寛之『親鸞』を
めぐって（単）　「千年紀文学」第 84 号　「千年紀文学」の
会 10・1　④書評　佐藤公一『小林秀雄の超近代−セザ
ンヌ・ゴッホ・ピカソ・漱石』（単）　「社会文学」第 31 号 
日本社会文学会　10・2　④寄稿　アナキズムの再考を（単） 

「社会文学通信」第 89 号　日本社会文学会　10・2　④寄
稿　格差・貧困の時代と賀川豊彦の再評価（単）　「千年紀
文 学 」 第 85 号　「 千 年 紀 文 学 」 の 会　10・3　 ④ 寄 稿　
LITERATURE（単）　「クリエイティヴ・ジャパン」　在独日
本大使館　10・3　④インタビュー　吉行淳之介展に寄せ
て−宮城まり子氏に聞く（単）　温☆時間　OHK 岡山放送
10・5　④寄稿　「反世界」の歴史・時代小説を−冲方丁

『天地明察』から（単）　「千年紀文学」第 86 号　「千年紀文
学」の会　10・5　④講演　吉行淳之介の文学（単）　吉備路
文学館　10・6　④講座　岡山の文学者たち−内田百閒、
小川洋子など（単）　本学公開講座　10・7　④講演　21 世
紀に読む太宰治（単）　菊池寛記念館　10・7　④寄稿・「世
界同時革命」へ−柄谷行人『世界史の構造』（単）「千年紀
文学」第 87 号　「千年紀文学」の会　10・7　④寄稿　中国
ブロック（単）　「社会文学通信」第 91 号　日本社会文学会 
10・9　④対談　岡山出身の作家たち−絢爛多彩な顔ぶれ

（共）国民文化祭・開幕 50 日前文化フォーラム　10・9　④
寄稿　再び賀川豊彦について−その現代性（単）　「千年紀
文学」第 88 号　「千年紀文学」の会　10・9　④講演　近
代日本思想史上における賀川豊彦（単）　賀川豊彦記念館　
10・10　④書評　平岡敏夫著『文学史家の夢』（単）　「国文
学　解釈と鑑賞」第 75 巻 11 号　至文堂　10・11　④寄稿 
社会派ミステリーの現在−緒川怜の場合（単）　「千年紀文
学」第 89 号　「千年紀文学」の会　10・11　④講演　松本
清張の文学とその魅力（単）　学びの広場・岡山　10・11

尾崎　喜光
②社会言語・言語生活（単）　『日本語の研究』第 6 巻第 3 号

（日本語学会）　10・7　④口頭発表　外来語音は現在どのく
らい普及しているか？−全国多人数録音調査から−（単） 
国立国語研究所研究プロジェクト「第 2 回多角的アプローチ
による現代日本語の動態の解明」研究会（国立国語研究所） 

10・3　④研究の紹介記事　外来語に方言−北海道では
ピーテーエー　西日本はピーティーエー−　『朝日新聞』
夕刊　10・5　④口頭発表　十字架の愛と日本語の授受表現

（単）　「ノートルダム清心女子大学 キリスト教文化研究所会
議」本学　10・5　④リレーエッセイ　気になる「き」（単） 

「ノートルダム清心女子大学日本語日本文学科リレーエッセ
イ（Web）」　10・6　④研究の紹介記事　外来語にも方言の
影響？−尾崎喜光・ノートルダム清心女子大学教授が分析
−　『朝日小学生新聞』　10・6　④研究の紹介記事　時代
映す漢字 196 字　『朝日新聞』　10・6　④研究・教育の紹介
記事　「日本」どう読む？−ノートルダム清心女子大・尾
崎教授と学生調査−　『山陽新聞』　10・7　④リレーエッ
セイ　そうじゃろ？（単）　「ノートルダム清心女子大学日本
語日本文学科リレーエッセイ（Web）」　10・9　④口頭発
表　調査会社委託方式による音声調査の開拓（単）　国立国
語研究所研究プロジェクト「第 2 回 文字環境のモデル化と
社会言語科学への応用」研究会　於：関西学院大学大阪梅田
キャンパス　10・9　④口頭発表　北海道釧路市における言
語変化−「釧路言語調査」の結果から−（共）　「第 190 回 
北海道方言研究会」　於：札幌市北区民センター　10・11

片岡　智子
④研究発表　「吉備の中山」と二つの一の宮─歌枕としての
吉備の中山−（単）　 平成 22 年度社叢学会・分科会　於：
奈良県文化会館　10・5　④パネリスト　国ぼめの歌にみる
大和の景観（単）　平成 22 年社叢学会・シンポジュウム「大
和の歴史的風景をかえりみる」　於：春日大社　感謝・共生
の館　10・5　④講演　『源氏物語』と色彩−「紫」をめぐっ
て−（単）　葛原イングリッシュスクール主催　於：高松・
二蝶　10・7　④実行委員　第 14 回岡山県留学生日本語弁
論大会　実行委員長　留学生日本語弁論大会実行委員会主催 
於：岡山県生涯学習センター　10・10

神原　俊治
④リレーエッセイ　県内図書館みてある記−姫新線沿線
−（単）　日文読本 2011　日本語日本文学科　10・6

佐野　榮輝
③展覧会　篆刻「開帙抱琴」（単）　第 10 回扶桑印社展　セ
ントラル美術館　10・4　③展覧会　篆刻「明珠在掌」、「無
孔笛」（単）　第 62 回毎日書道展　東京展・国立新美術館、
中国展・広島県立美術館　10・7 〜 8　③展覧会　篆刻「心
月同光」、「兎子望月」（単）　第 25 回国民文化祭・おかやま
2010「美術展（書）」代表書作家展　岡山県天神山文化プラ
ザ　10・10 〜 11　③展覧会　篆刻「指東劃西、将南作北」、「遊
神」ほか旧作を含め 10 点を顧問賛助出品（単）　第 2 回清心
玉兎印会篆刻展　岡山県生涯学習センター　10・11

山根　知子
①少年少女の名作案内　日本の文学リアリズム編（共）　自
由国民社　10・2　②坪田譲治　草稿「ペルーの話」−解題
と翻刻−（単）　紀要 B 編第 34 巻第 1 号　10・3　②坪田
譲治　「お化けの世界」の成立−草稿「ライオン」との関
係から−（単）　善太と三平の会　10・7　②坪田譲治　作
品の舞台−譲治生家−（単）　清心語文第 12 号　10・9 
④選者選後評　完成度の高さをめざして（単）　おかやま　
しみんのどうわ 2010　10・2　④講演　おひなまつり朗読
会〜みんなのひろば〜（単）　御津公民館（かながわＳＡＫＡ

文学部日本語日本文学科
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ＧＵＲＡ）　10・2　④寄稿　トシが「自省録」を書き終え
た二月（単）　宮沢賢治記念館『宮沢賢治記念館通信』　10・
3　④模型作製・展示　坪田譲治生家模型（共）　本学附属図
書館「坪田譲治コレクション」展示『坪田譲治の原風景』　
10・3　④対談　あまんきみこ氏対談（共）　本学・岡山市主
催『坪田譲治−あまんきみこが語る恩師の姿−』　10・
3　④講演　坪田譲治−幼時に知った幸福の記憶−（単） 
岡山県退職女性教職員の会　10・4　④講演　坪田譲治と岡
山（単）　本学公開講座　10・6　④学会・講演　宮沢賢治「宇
宙意志」への軌跡−「銀河鉄道の夜」を通して−（単）　
日本キリスト教文学会九州支部（梅光学院大学）　10・8　④
講演　故郷岡山を描き続けた作家・坪田譲治（単）　おかや
ま歴史塾（山陽新聞社）　10・8　④講演　宮澤賢治と妹ト
シ−成瀬仁蔵をめぐって−（単）　 日本女子大学　桜楓
学園・LLC 連携公開講座　10・10　④講演　故郷岡山を描
き続けた作家・坪田譲治（単）　岡山銘々伝を語る会（岡山
県立図書館）　10・11　④講演　坪田譲治のメッセージ（単） 
岡西公民館　10・11

大滝　一登
①高等学校新学習指導要領の展開　国語科編（共）　明治図
書　10・5　①高等学校学習指導要領解説国語編（共）　教育
出版　文部科学省　10・6　②これからの「国語の特質」の
指導の方向性−知識のための知識に終わらない指導を−

（単）　月刊国語教育研究（2010 年 2 月号）　日本国語教育
学会　10・2　④研究発表　中国四国教育学会（単）　中国四
国教育学会第 62 回大会　於：香川大学教育学部　発表題目

「高等学校国語教科書にみられる単元観に関する一考察−
「国語総合」における現代文教材を中心に−」　10・11　
④講演・講話　岡山県立倉敷天城高等学校小論文講演会（単）
岡山県立倉敷天城高等学校小論文講演会　於：岡山県立倉
敷天城高等学校　演題「小論文の書き方−入門編−」　
09・12　④講演・講話　岡山県経験年数研修講座（岡山県
教育委員会）（単）　平成 22 年度岡山県経験年数研修講座（経
験 15 年）　於：岡山県総合教育センター　演題「言語活動
の充実を目指した授業改善」　10・8　④講演・講話　国語
力向上指導者養成研修・西部ブロック（文部科学省・独立行
政法人教員研修センター）（単）　平成 22 年度国語力向上指
導者養成研修・西部ブロック　於：福岡国際会議場　演題「各
教科等における言語活動の充実に向けて」　10・8　④講演・
講話　国語力向上指導者養成研修・東部ブロック（文部科学
省・独立行政法人教員研修センター）（単）　平成 22 年度国
語力向上指導者養成研修・東部ブロック　於：独立行政法人
教員研修センター　演題「各教科等における言語活動の充実
に向けて」　10・8　④講演・講話　倉敷市立茶屋町小学校校
内研修会（単）　倉敷市立茶屋町小学校校内研修会　於：倉敷
市立茶屋町小学校　演題「これからの国語科における効果的
な学習評価」　10・8　④指導・助言　金光学園高等学校出
張講義（単）　 金光学園高等学校探究Ⅱポスターセッション
発表会　於：金光学園高等学校　10・9　④指導・助言　岡
山県立倉敷南高等学校学校評議員会（単）　第１回学校評議
員会及び学校関係者評価委員会　於：岡山県立倉敷南高等学
校　09・12、10・3、7　④指導・助言　岡山県高等学校弁
論大会（岡山県高等学校芸術文化連盟）（単）　第 19 回岡山
県高等学校弁論大会　於：岡山県立高松農業高等学校　10・
10　④指導・助言　鳥取県教育センタースーパーバイザー
による学校支援事業・校内研究会（鳥取県教育委員会）（単） 
鳥取県教育センタースーパーバイザー事業校内研究会　於：
米子市立東山中学校　10・10　④指導・助言　高等学校教
科指導パワーアップ事業・校内研究会（岡山県教育委員会）

（単）高等学校教科指導パワーアップ事業・倉敷南高等学校

校内研究会　於：岡山県立倉敷南高等学校　10・10　④指導・
助言　高等学校教科指導パワーアップ事業・公開授業（岡山
県教育委員会）（単）　高等学校教科指導パワーアップ事業・
倉敷南高等学校公開授業　於：岡山県立倉敷南高等学校　
10・11　④指導・助言　中国地区国語教育研究大会・広島
県国語教育研究大会（単）　第 27 回中国地区国語教育研究大
会（広島大会）・第 58 回広島県国語教育研究大会（広島大会） 
於：広島国際会議場　10・11

新美　哲彦
①『正宗敦夫収集善本叢書』第 1 期第 1 巻『光源氏物語抄』

（共）　武蔵野書院　10・2　①『正宗敦夫収集善本叢書』第
1 期第 2 巻『花屋抄』（共）　武蔵野書院　10・9　④発表・
講演　『源氏物語』の絵画化　危機・挑戦・新パラダイム
Paintings of the Tale of Genji（単）　第 8 回ブラジル日本研
究国際学会・第 21 回全伯日本語・日本文学・日本文化学会 
10・8　④発表・講演　Paintings of the Tale of Genji（単）　
I Encontro Internacional Linguagens do Oriente　10・9　
④発表・講演　絵で受け継がれる源氏物語（単）　国際交流
基金サンパウロ文化センター講演会　10・9　④発表・講演 

『源氏物語』と古典籍（単）　本学公開講座　10・10

星野　佳之
②『かざし抄』アハレの条の考察（単）　紀要 B 編通巻 44 号 
10・3

藤川　玲満
②成蹊大学図書館蔵『川路聖謨関係書簡』−翻刻と解題− 

（共）　『成蹊人文研究』18　成蹊大学大学院文学研究科　
10・3　②名所図会をめぐる書肆の動向−小川多左衛門と
河内屋太助（単）　『江戸文学』42　ぺりかん社　10・5　④
研究発表　『信長記拾遺』の形成（単）　本学日本語日本文学
会第 13 回大会　10・7　④研究助成等（学外）　科学研究費
補助金（特別研究員奨励費）近世中期上方文学界・出版界にお
ける書物の形成に関する研究−秋里籬島を中心として−

（単）　09・6 〜 10・3　④研究助成等（学外）　科学研究費
補助金（研究活動スタート支援）秋里籬島を中心とする、近世
中期上方の文学と出版に関する研究（単）　10・10 〜（継続中）

小嶋　博巳
①神・人・自然−民俗的世界の相貌−（共）　慶友社　
田中宣一先生古稀記念論集編纂委員会編　10・2　④講演　
霊山巡拝と旅の民俗学（単）　富山県［立山博物館］文化講
演会　10・10　④データベース公開　廻国供養塔データベー
ス（単）　10・8

八重樫　直比古
②康僧会訳『六度集経』第 25 節をめぐる覚書（単）　紀要 C
編第 34 巻 1 号　10・3

河合　保生
②地図と学校図書館（単）　岡山県高等学校教育研究会学校
図書館部会年報第 46 号　10・3　②中等教育における学習
指導要領の改訂と教育課程−社会科・地理歴史科を中心に
−（単）　諸課程年報第 7 号　10・3　④講演　地図と学校

文学部現代社会学科
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図書館（単）　岡山県高等学校教育研究会学校図書館部会　
於：ライフパーク倉敷　10・2　④学会発表　全国の教育セ
ンター等における中学校社会科地理的分野に関する教員研修
の実施状況（共）　日本地理学会　於：法政大学　10・3　④
学会発表　社会科地理的分野における単元「身近な地域」の
実践状況（共）　 日本地理学会　於：名古屋大学 10・10　④
講演　社会人講座Ⅷ　岡山の歴史的都市（単）　於：本学　
10・7　④講座講師　岡山県総合教育センター研修講座講師 
地域調査の基礎基本（単）　岡山県総合教育センター主催　
10・8　④研修会講師　高槻市教育センター研修会講師　地
域調査の方法（共）　高槻市教育センター　10・10

紺谷　亮一
②紺谷亮一「エイリキョイ遺跡における考古地理学的調査
−トルコ共和国カイセリ県における一般調査の一成果」

（共）　岡山市立オリエント美術館研究紀要 24　10・3　
② Ryoichi Kontani “Kayseri Arkeolojik Arastirmasi Projesi 
2008”（共）　XXVII. Arastirma Sonuclari Toplantisi, 3.　
10・5　② Ryoichi Kontani “Kultepe’de Suriye Sisesi Bicimli 
Ithal Kaplar Uzerinde Kisa Bir Gozlem?”（単）　Kultepe 
Kanesh Karum-Assyrians in Istanbul.　Istanbul.　10・12　
④ Ryoichi Kontani, “Kayseri Arkeolojik Arastirmasi Projesi 
2009”（単）　32nd International Symposium of Excavations, 
Surveys and Archaeometry, Republic of Turkey-Ministry 
of Culture and Tourism General Directorate for Cultural 
Heritage and Museum.　Istanbul.　10・５　④紺谷亮一「ト
ルコの大地を掘る」（単）　吉備創生カレッジ歴史講座　於：
山陽本社ビル　10・10　④アンカラ大学キュルテペ遺跡発掘
調査（隊員）、カイセリ県一般調査（フィールドディレクター） 
10・8 〜 9

轟木　広太郎
④研究助成等（学外）　科学研究費実績報告書（基盤研究 C）

「13 世紀フランスの裁判と行政における調査・審問の導入
と発展」（単）　10・4　④研究発表　「中世盛期王権の裁判
−戦争モデルから行政モデルへ−」（単）　関西フランス
史研究会　10・10

二階堂　裕子
④学会発表　外国人研修生・技能実習生を支える−NPO・
行政・企業の協働による日本語学習支援システムの構築−

（単）　日本都市社会学会第 28 回大会　於：日本大学　10・
9　④学会発表　沖縄県民が考える県民性と U ターン（共）　
日本社会学会第 83 回大会　於：名古屋大学　10・11　④研
究発表　「学ぶこと」が結ぶ民族関係の可能性−阪神間地
域における実践から−（単）　第 4 回民族関係研究会　於：
大阪市立大学　10・2　④研究発表　ベトナム人研修生・技
能実習生を支える日本語教室の実践（単）　長田協同研究会 
於：神戸定住外国人支援センター　10・9　④研究発表　グ
ローバル化と地域コミュニティにおけるエスニシティの多様
性−大阪市生野区の日本人・在日コリアン・新来コリアン

（単）　第４回東アジア人類学再考研究会　於：韓国外国語
大学校　10・9　④研究発表　移民女性にとって、「学ぶこと」
とは何か−識字教室の在日コリアン女性たちを事例に−

（単）　比較移民研究会第 8 回研究会　於：東北大学　10・
10　④講座　多文化共生の可能性−大阪市と神戸市の取
り組みから−（単）　広島県安芸高田市多文化共生会議　
於：ホテル北野プラザ六甲荘　10・11

藤實　久美子
①近世公家名鑑編年集成５（共）　柊風舎　10・1　①近世公
家名鑑編年集成６（共）　柊風舎　10・2　①近世公家名鑑編
年集成７（共）　柊風舎　10・7　①近世公家名鑑編年集成８

（共）　柊風舎　10・8　①近世公家名鑑編年集成９（共）　
柊風舎　10・8　①近世公家名鑑編年集成 10（共）　柊風舎 
10・9　①近世公家名鑑編年集成 11（共）　柊風舎　10・9 
①近世公家名鑑編年集成 12（共）　柊風舎　10・10　①近世
公家名鑑編年集成 13（共）　柊風舎　10・10　①近世公家名
鑑編年集成 14（共）　柊風舎　10・11　①近世公家名鑑編年
集成 15（共）　柊風舎　10・11　②文献史学はなぜ書籍史料
と向かい合うようになったのか？（単）　人間文化研究機構
総合推進事業 2009 年度活動提案報告書『人間文化研究資料
の多元的複眼的比較研究』　10・2　②江戸書物問屋仲間の
構造と板権の実効性−武鑑株を事例に−（単）　『江戸文
学』第 42 号　10・5　④研究発表　太政官日誌調査カード
の検討−山口県立文書館の第一次調査を終えて−（単） 
第 3 回戊辰戦争期木版刊行物研究会　於：東京大学史料編纂
所　10・2　④研究発表　武鑑記事と大名家・御三家付家老

（単）　大阪諸藩研究会　於：関西大学　10・7　④研究発表 
武鑑記事と大名家の家意識（単）　 科研「近世・近代におけ
る大名・華族家資料群に関する基礎的研究−榊原家を中心
に−」研究会　於：上越市立総合博物館　10・7　④研究
発表　太政官日誌調査カードの作成にむけて−マニュアル
の検討−（単）　 科研「『太政官日誌』を対象にした史料学
の構築と戊辰戦争期の社会文化論に関する学際的研究」研究
会　於：東京大学史料編纂所　10・8　④書評　杉仁著『近
世の在村文化と書籍出版』（単）　『日本史研究』第 572 号　
10・4　④講座　日本近世・近代の書籍史料をより深く理解
するために（単）　 博物館実習（実務実習）特別講師　於：
学習院大学史料館　10・8

山下　美紀
②子ども研究への視座（単）　紀要 C 編 45 号　10・3

鈴木　真
④書評　「杜家驥著『八旗与清朝政治論稿』」（単）　『満族史
研究』第 8 号　09・12　④新刊紹介　「邸永君著『清代満蒙
翰林群体研究』」（単）　『満族史研究』第 8 号　09・12　④
研究助成等（学外）　平成 22 年度・文部科学省科学研究費
補助金（若手研究 B・研究代表者）「清朝康煕年間における
旗王権力と皇位継承問題に関する研究」（新規）

上田　恭嗣
②建築家薬師寺主計の研究  その 15  倉敷絹織株式会社本
社工場内の福利厚生施設について（単）　 日本建築学会　学
術講演梗概集　建築歴史・意匠　10・9　④講演　大原美
術館ワークショップ「大原美術館の誕生」（単）　 大原美術
館主催　於：旧大原家別邸 新渓園　10・1　④講演　早島
町景観まちなみ講演会（単）　 早島町主催　於：早島町町民
総合会館　10・3　④講演　倉敷における近代の街づくり

（単）　 備中倉敷学主催　於：倉敷公民館　10・10　④講
演　総社が生んだ建築家薬師寺主計（単）　 建築行政中国ブ
ロック主催　於：サントピア岡山総社　10・10　④講演　
岡山市防災まちづくり学校　「新しいまちづくり地域づく
り」（単）　 岡山市主催　岡山ふれあいセンター　10・11 
④寄稿　住宅建築１月号「無為村荘に見た夢」（単）　 住宅
建築　建築資料研究社　10・1　④寄稿　岡山の近代学校

人間生活学部人間生活学科
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建築「ノートルダム清心女子大学本館」（単）　 教育時報 
岡山県教育委員会　10・9

小川　賢一
④定期刊行物　今が旬の黄ニラ（単）　（財）武蔵野スポーツ
振興事業団野外活動センター　自然のたより No.464　09・
12　④定期刊行物　自然からの贈り物（単）　（財）武蔵野ス
ポーツ振興事業団野外活動センター　自然のたより No.466 
10・1　④定期刊行物　サクラだより（単）　（財）武蔵野ス
ポーツ振興事業団野外活動センター　自然のたより No.470 
10・3　 ④ 定 期 刊 行 物　 ブ ラ ン ド・ イ チ ゴ（単）　（財 ）武
蔵野生涯学習振興事業団野外活動センター　自然のたより
No.471　10・4　④定期刊行物　どーも気になる花粉症（単） 

（財）武蔵野生涯学習振興事業団野外活動センター　自然のた
より No.472　10・4　④定期刊行物　いずれがアヤメ？カ
キツバタ？（単）　（財）武蔵野生涯学習振興事業団野外活動
センター　自然のたより No.475　10・6　④定期刊行物　
半夏生・ハンゲショウ・半化粧（単）　（財）武蔵野生涯学習
振興事業団野外活動センター　自然のたより No.476　10・
6　④定期刊行物　チョウが集まる花ランタナの正体は？

（単）　（財）武蔵野生涯学習振興事業団野外活動センター　
自然のたより No.477　10・7　④定期刊行物　梅雨明けを
告げるタチアオイ（単）　（財）武蔵野生涯学習振興事業団野
外活動センター　自然のたより No.478　10・7　④講座　
暮らしの中の自然と生きもの（単）　 吉備創生カレッジ生活
講座　於：山陽新聞本社ビル　10・5 〜 6

加藤　正春
①奄美沖縄の火葬と葬墓制　−変容と持続−（単）　榕
樹書林　10・4　④研究発表　柳田国男の「葬制の沿革につ
いて」と沖縄の葬墓制（単）　沖縄文化協会研究発表会　10・
11　④受賞　「奄美沖縄の葬墓制と霊魂観の研究」に対して 
沖縄文化協会賞（金城朝永賞）　10・11

葛生　栄二郎
①新・人間福祉学への招待（共）　法律文化社　10・3　④レ
ター　徳倫理学の復興と看護の知（単）　日本看護倫理学会
学会誌　10・2　④学会発表　批判的ケア倫理と正義（単）　
西日本生命倫理研究会　10・10　④学会発表　死ねない時
代と死ぬ力の回復（共）　日本生命倫理学会　10・11　④講
演　医療倫理と職業倫理（単）　岡山済生会総合病院臨床セ
ミナー　10・5　④講演　生命倫理における人間の尊厳（単） 
10・11　九州大学教養科目「医療倫理学」

杉山　博昭
①新・人間福祉学への招待（共）　法律文化社　10・3　①日
本の社会事業−社会と共同性をめぐって−（共）　社会福
祉形成史研究会　10・3　①山口県史　資料編　近代 2（共） 
山口県　10・3　① 2011 社会福祉士国家試験過去問解説集

（共）　中央法規出版　10・5　①史資料ガイドブック（共）　
社会事業史学会　10・7　②山口県慈善事業への岡山孤児院
の影響（単）　岡山孤児院におけるネットワーク形成と自立
支援に関する総合的研究　10・3　② 1934 年東北凶作での
救世軍による婦女売買防止運動（単）　東北社会福祉史研究
第 28 号　10・3　②賀川豊彦と優生思想（単）　賀川豊彦学
会論叢第 18 号　10・6　②山口県における傷痍軍人対策（単） 
中国四国社会福祉史研究第９号　10・7　②社会福祉史と歴
史学（単）　歴史評論№ 725　10・9　②キリスト教による

社会事業思想の受容と展開（単）　社会事業史研究第 38 号　
10・9　④学会発表　キリスト教による社会事業思想の受容
と展開（単）　社会事業史学会第 12 回大会　於：関西学院大
学　10・5　④学会発表　近代社会事業の形成における地域
的特質（単）　日本福祉文化学会第 21 回大会　於：長崎純心
大学　10・11

水谷　節子
②家庭科における住設備からみた消費者環境教育（共）　紀
要 D 編第 34 巻第 1 号　10・3　②病院組織の医療消費者志
向−患者満足度向上を担う事務スタッフにおける役割追求
−（共）　日本消費者教育学会誌第 30 巻　10・9　②消費
者の権利と責任に関する消費者教育の新展開へ−家庭科に
おける教育実践の課題考察−（共）　日本消費者教育学会誌
第 30 巻　10・9　④研究発表　家庭科における電気コンセ
ントからの題材化考察−持続可能な消費生活と環境のため
に−（共）　日本家政学会第 62 回大会　10・5　④研究発
表　医療従事者へ消費者参加を醸成する消費者教育の課題追
究（共）　日本消費者教育学会中国・四国支部第 26 回研究発
表会　10・6　④研究発表　消費者の権利と責任に関する消
費者教育スキームの開発（共）　日本消費者教育学会中国・四
国支部第 26 回研究発表会　10・6　④研究発表　医療従事
者へ消費者参加を醸成する消費者教育の課題研究（共）　日本
消費者教育学会第 30 回全国大会　10・10　④研究発表　消
費者の権利と責任に関する消費者教育スキーム（共）　日本消
費者教育学会第 30 回全国大会　10・10　④寄稿　医療従事者
へ消費者参加を醸成する消費者教育の課題追究（共）　日本消費
者教育学会中国・四国支部会報 Vol.18　10・7　④寄稿　消
費者の権利と責任に関する消費者教育スキームの開発（共）　
日本消費者教育学会中国・四国支部会報 Vol.18　10・7

中川　敦子
②靴選択時における実態と学校教育におけるニーズの検討
−女子大生の場合−（単）　家庭科教育実践研究誌第 9 号
　10・2　④女子大生の学校制服に対する意識（単）　日本衣
服学会第 62 回（平成 22 年度）年次大会　研究発表および特別
講演　於：和歌山大学地域連携・生涯学習センター　10・10

山本　幾子
②地域の食文化理解を目指した調理実習題材の開発（共）　
紀要 D 編第 34 巻第 1 号　10・3　④研究発表　黒大豆を用
いた地域の食文化の理解（共）　日本調理科学会平成 22 年度
大会　10・8　④寄稿　伝統的な食材への興味・関心を高め
る工夫（共）　東書Ｅネット　教材研究・教科情報・実践事
例　10・1　④講座講師　生活援助の方法（単）　訪問介護員
養成研修講座　於：岡山ふれあいセンター　09・12

阪本　恭子
①事例でまなぶケアの倫理・改訂２版（共）　メディカ出版 
10・2　①新・人間福祉学への招待（共）　法律文化社　10・
3　②“ Baby-post in Japan and Related Issues to be Solved 
vers.2”（単）　“Journal of Philosophy and Ethics in Health 
Care and Medicine No.4”　10・3　④研究助成等（学外）　臨
床医工学をめぐるコミュニケーション・モデルの構築に向け
て　日本学術振興会科学研究費補助金・基礎研究（B）

谷口　美香子
④講演　高齢者と人権（単）　奈義町人権教育研修講座　於：
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奈義町文化センター　10・8　④講演　支援困難事例への対
応について（単）　岡山市居宅介護支援事業所連絡協議会研修
会　於：岡山ふれあいセンター　10・9　④講演　ケアマネ
ジメントに生かす周辺制度の理解（単）　岡山県介護支援専門
員実務従事者基礎研修会　於：JA 岡山本所ビル　10・11

石原　金由
①小児科臨床ピクシス 14 巻　睡眠関連病態（共）　中山書店
10・2　②保育実践における音声コミュニケーションの機能
について（Ⅱ）−間投詞的応答表現「ハイ」の音声評価を
手掛かりとして−（共）　紀要 D 編 34 巻　10・3　②大
学生における睡眠時間の規則性と幼児の睡眠・生活習慣への
認識との関連（共）　小児保健研究 69 巻　④学会　保育者と
子ども間における音声相互作用（Ⅰ）（共）　発達心理学会第
21 回大会　於：神戸　10・3

稲森　義雄
②保育実践における音声コミュニケーションの機能について

（Ⅱ）−間投詞的応答表現「ハイ」の音声評価を手掛かりと
して−（共）　紀要 D 編 34 巻 1 号　10・3　④学会発表　
大学生における愛着スタイルとペットとの関係についての研
究（共）　第 16 回ヒトと動物の関係学会　10・3　④学会発
表　保育実践における音声コミュニケーションの機能につい
て（Ⅰ）−間投詞的応答表現「ハイ」の音声評価から−

（共）　日本発達心理学会大 21 回大会発表論文集　10・3 
④学会発表　医学教育における傾聴トレーニングの効果−
社会的スキル尺度（KISS−18）を手がかりに加えて−（共） 
日本心理学会第 74 回大会　10・9　④資料　運転と人間要
因 1：認知機能（単）　 平成 22 年度岡山県安全運転学校安全
運転管理者等講習テキスト　10・5　④資料　運転とストレ
ス（共）　平成 22 年度兵庫県指定自動車教習所協会現任職員
法定講習資料　10・6

片山　裕之
③展覧会　「ある風景 2009 Ⅰ」油絵 F150 号、「ある風景
2009 Ⅱ」油絵 F150 号、「ある風景 2009 Ⅲ」油絵 F150 号、

「ある風景 2009A」油絵 F50 号、「ある風景 2009B」油絵
F50 号、「ある風景 2009C」油絵 F50 号　第 39 回ギャルド
･ ファイブ展　岡山県天神山文化プラザ　10・1　③展覧会 

「 あ る 風 景 A」 油 絵 F50 号、「 あ る 風 景 B」 油 絵 F50 号　
第 63 回関西新制作展　兵庫県立美術館　10・5　③展覧会 

「 あ る 風 景 2005」 油 絵 F150 号、「 あ る 風 景 2007」 油 絵
F150 号、「ある風景 2008」油絵 F150 号、「ある風景 2009Ⅰ」
油絵 F150 号、「ある風景 2009 Ⅱ」油絵 F150 号　第 28 回
７人展　津山アルネ美術展示ホール　10・8　③展覧会　「あ
る風景」油絵Ｓ 50 号　第 61 回岡山県展　岡山県立美術館 
10・8　③展覧会　「ある風景」油絵 F150 号　第 74 回新制
作展　国立新美術館　10・9　③展覧会　「ある風景シリー
ズ」油絵 F50 号…5 点、油絵 S50 号…２点、油絵 F100 号
…６点、油絵 F150 号…５点　計 18 点　第２回学内発表（個
展）　本学附属図書館３F　10・11 〜 12

熊澤　住子
①キッズ BOX ピアノ・コンサート（共）　オンキョウパブリッ
シュ　10・3　①新しい日本歌曲Ⅳ（共）　全音楽譜出版社　
10・11　③作曲 ･ 演奏　ピアノ曲「夕方の公園」　日本作曲
家協議会主催　第 25 回こどもたちへ　於：紀尾井ホール　

10・3　③作曲　ピアノのために　中国 ･ 四国の作曲家 2010 
in 秋吉台」〜悠久の時空との対話〜　於：秋吉台国際芸術村
ホール　10・10 ③作曲　歌曲「蛍は蛍の」　日本歌曲振興会
主催「新作歌曲の夕べ 2010」　於：東京文化会館　10・11

清板　芳子
④講演　教育部会講演「大学における人権教育　総合科目：
わたしにつながるハンセン病問題、を展開して」　第 6 回ハ
ンセン病市民学会総会・交流集会 in 瀬戸内　10・5　④講
演　「性同一性障害と家族」　性同一性障害フォーラム in 大
阪　10・7

西井　麻美
①子どもと教師のための教育原理（共）　保育出版社　10・4 
①教育学キーワード第３版（共）　有斐閣　10・6　④地域
の NPO や大学による子育てや高齢者の支援（単）　第 1 回備
中地区社会教育実践研究交流会第１分科会コーディネーター

（助言）　09・12　④第 1 分科会「地域の NPO や大学による
子育てや高齢者の支援」報告（単）　備中地区の生涯学習・社
会教育情報『新しい風！』　備前地区社会教育協議会事務局 
10・3　④ ESD と生涯学習（単）　文部科学省主催平成 22 年
度社会教育主事講習講師　岡山大学　10・7　④知ろう学ぼ
う ESD ！教材・資料集（試作版）（共）　岡山市　10・8　④
公民館向け男女共同参画プログラム開発にむけて（単）　公
民館向け男女共同参画開発プロジェクト講師　岡山市男女共
同参画社会推進センター「さんかく岡山」　10・8

平松　清志
②性格および親密度が自己開示に与える影響（共）　CCI 年
報 22　09・12　②箱庭で表現される「水のある風景」と性
格特性（共）　CCI 年報 22　09・12　④学会発表　青年期
におけるフォーカシング的態度と精神的健康との関連につい
て（共）　 岡山心理学会第 57 回大会　09・12　④学会発表 
小学校から中学校への環境移行における学校適応と性格

（共）　岡山心理学会第 57 回大会　09・12　④学会発表　
描画表現活動の心理的効果（共）　岡山心理学会第 57 回大会 
09・12　④講師　心身症児の箱庭表現（単）　2009 年度第
２回日本箱庭療法学会全国研修会　10・2　④講師　遊戯療
法について（単）　岡山県総合教育センター教育相談担当者
研修会　10・5　④講師　箱庭と象徴性（単）　2010 年度日
本箱庭療法学会箱庭制作実習研修会　中国四国地区　10・9 
④シンポジウム司会　箱庭療法と解釈（共）　日本箱庭療法
学会第 24 回大会　10・10　④学会発表　絵本の読み聞かせ
が女子大学生に与える心理的効果（共）　中国四国心理学会
第 66 回大会　10・11

本保　恭子
①障害のある子どもの保育実践（共）　学文社　10・3　①幼
児体育（初級編）（共）　大学教育出版 10・9　①知的障害児
の教育（共）　大学教育出版 10・1　②障害児の放課後 ･ 休
日における生活の実態と地域活動の重要性（単）　CCI 年報
第 22 集　09・3　②幼児の運動能力と生活習慣からみた小
児の健全育成（日本幼児体育学会編）（単）　幼児体育学研
究 第３巻１号　09・5　④学会　幼児の運動能力と生活習慣
からみた小児の健全育成（単）　第５回すこやかキッズセミ
ナー　10・３　④学会　三田谷啓と日本児童学会（単）　第
11 回　日本子ども家庭福祉学会 10・５　④学会　三田谷啓
と母の会の活動（単）　第 48 回日本特殊教育学会　於：長崎

人間生活学部児童学科
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大学　10・９　④学会　わが国における障害教育・福祉実
践資料の保存に向けた取り組みⅤ（共）　第 48 回日本特殊教
育学会　於：長崎大学　10・９　④学会　三田谷治療教育
院所蔵ドイツ語書籍の分析（単）　第 21 回日本福祉文化学会 
10・11

吉永　早苗
②保育実践における音声コミュニケーションの機能につい
て（Ⅱ）−間投詞的応答表現「ハイ」の音声評価を手掛か
りとして（共）　ノートルダム清心女子大学紀要 Vol.32 no.1 
10・3　②幼稚園教諭・保育士の声に関するイメージの調査

（共）　CCI 年報第 22 集　09・12　③音の絵本Ⅳスーホの白
い馬新作コンサート　岡山市立オリエント美術館　10・3　
③第 48 回（平成 22 年度）岡山県芸術祭参加事業音の絵本
コンサート「セロ弾きのゴーシュ」　岡山県立美術館ホール 
10・9　③瀬戸内国際芸術祭　香川県豊島　10・10　③中
国・四国の作曲家 2010　秋吉台国際芸術村ホール　10・10 
④学会発表　保育者と子ども間における音声相互作用（1）
−間投詞的応答表現「ハイ」の音声評価から−（共）日
本発達心理学会第 21 回大会　於：神戸国際会議場　10・3 
④学会発表　音環境をいかした保育（2）−望ましい音環境
のためのチェックリスト試行調査−（共）　日本発達心理
学会　第 21 回大会　於：神戸国際会議場　10・3　④学会
発表　保育者と子ども間における音声相互作用（2）−幼稚
園教諭・保育士の声に対するイメージの調査から−（単）
日本保育学会第 63 回大会　於：松山東雲女子大学・松山東
雲短期大学　10・5　④学会発表　音環境をいかした保育（4）
−保育における音環境チェックリスト調査−（共）　日本
保育学会　第 63 回大会　於：松山東雲女子大学・松山東雲
短期大学　10・5　④学会発表　「音楽で教える」ための音
楽を教える−感性と基礎技能の育成を目指して（単）　平
成 22 年度全国保育士養成セミナー第 10 分科会　音楽表現
系科目の授業実践の課題　於：甲府富士屋ホテル　10・9　
④講演「音・声・音楽−感性の改革！」総社私立総社西小
学校　教育講演会　10・11

脇　明子
②昔話の再話を評価するための視点を探る（単）　紀要Ｃ編
第 34 巻第 1 号　10・3　④講演要旨　物語が育てる人間的
知性（単）　日本子どもの本研究会 子どもの本棚 505 号 10・
11　④事典項目執筆　絵本（単）　宮澤賢治イーハトヴ学事
典 弘文堂　10・11　④講演　子どもの発達を支援する物語
の役割（単）　 発達心理学会岡山地区シンポジウム　09・12 
④講演　物語が生きる力を育てる（単）　 姫路市立城内図書
館　09・12　④講演　昔話を選ぶということ（単）　 おかや
ま選書セミナー　10・2　④講演　物語が生きる力を育てる

（単）　 彦根市立図書館　10・2　④講演　物語が生きる力
を育てる（単）　 読りーむ IN ちの　10・3　④講演　物語が
生きる力を育てる（単）　 羽曳野市文庫連 10・3　④講演　
子どもの育ちを支える物語の力（単）　 備前市教育委員会　
10・5　④講演　子どもの育ちを支える物語の力（単）　 山
都町立図書館　10・6　④講演　子どもの育ちを支える絵本

（単）　岡山市私立幼稚園協会　10・7　④講演　生きる力に
つながる読書（単）　 備前市図書館教育部会　10・8　④講
演　物語が育てる人間的知性（単）　 日本子どもの本研究会
第 12 回全国子どもの本と児童文化講座　10・8　④講演　
子どもの育ちを支える物語の力（単）　 静岡県子ども読書ア
ドバイザー養成講座　10・8　④講演　子どもの育ちを支え
る読書（単）　 篠山市立中央図書館　10・8　④講演　少女
たちの 19 世紀−人魚姫からアリスまで（全４回）（単）　

岩波市民セミナー　10・9　④講演　子どもの育ちを支える
読書（単）　 茅ヶ崎市立図書館　10・9　④講演　子どもの
育ちを支える読書（単）　 葛飾区立中央図書館　10・9　④
講演　子どもの育ちを支える読書（単）　 広がれ子ども読書
活動みまさかの会　10・10　④講演　子どもの育ちを支え
る読書（単）　 京都府社会教育・生涯学習・公民館等指導者
研修会　10・10　④講演　「お話」が生きる力を育てる（単） 
東松島市教育委員会　10・11　④講演　物語が生きる力を
育てる（単）　NPO 法人ワンダーポケット　10・11　④講
演　物語が生きる力を育てる（単）　 伊丹・本の杜フォーラ
ム　10・11　④講演　物語は死をどう語ってきたか（単）　
NDSU 公開講座　10・11

赤木　雅宣
①「文学の授業づくりハンドブック−授業実践史をふまえ
て−」　小学校中学年編（共）　渓水社　10・6　②「活用型」
学習の授業構想の研究−詩教材「春の歌」を核にした二つ
の単元の比較検討を中心にして−（単）　 紀要Ｄ編第 34 巻
第 1 号　10・3　②小学校国語科におけるノート指導の研究
−全文提示型ノートの有効性を探る−（単）　 中国四国
教育学会編・教育学研究紀要第 55 巻　10・3　④講演　学
校図書館を核にして読書活用力を培う　岡山市学校図書館教
育研究発表会（単）　10・1　④講話　学校図書館と授業との
連携を探る　岡山県学校司書研究協議会（単）　10・7　④
講演　思考力・表現力を高める授業づくり　倉敷市学力向上
研修会（単）　10・8　④指導助言　読者としてことばに反応
する力を高める文学的文章の指導　岡山大学教育学部附属小
学校実践発表会（単）　10・10　④講演　自分の考えを自分
のことばで表現する国語科の授業づくり　津山市教育委員会
指定公開授業研究会（単）　10・10　④指導助言　習得した
読み方を意識的に活用する説明的文章の授業を求めて　岡山
県小学校教育研究会国語部会・研究発表会（県大会）（単）　
10・11

梶谷　恵子
④講演　「岡山選書セミナー in 赤磐　選書はなぜ必要か」　
岡山県教育委員会委託事業　平成 21 年度サポート・セミナー 
10・2　④指導助言　研究テーマ「自園の特色や方針を生
かす保育や行事を見直す」　香川県私立幼稚園連盟西ブロッ
ク班別研究　高松聖母幼稚園　10・5　④講演　「こころを
育む子育てって？」　妹尾公民館主催　ほっとほっとネット
ワークペース　子育て座談会　アドバイザー　10・6　④指
導助言　研究テーマ「自園の特色や方針を生かす保育や行事
を見直す」　香川県私立幼稚園連盟西ブロック班別研究　高
松聖母幼稚園　10・6　④講演　「絵本とつながる遊びや活
動」　吉備中央町立御北幼稚園主催　園内および町内合同研
修会　10・6　④講演　「子育て相談とその手法」　平成 22
年度赤磐市幼児教育推進保幼合同研修会　第１回子育て支援
研修会　10・7　④講話　「ことば育ちはこころ育て」　本学
附属幼稚園主催　絵本の部屋ボランティア対象　10・9　④
指導助言者　金光学園幼稚園　園内研修会　10・9　④講演 

「笑顔で子育て」　総社市立総社幼稚園主催　PTA 人権教育研
修会　10・11　④講演　「泣いて  笑って  子どもと育つ」　
岡山市立妹尾幼稚園　ふれあいグループ主催　研修会と座談
会　　10・12　④研究助成等（学内）　保育者の専門性向上
を目指した研修プログラムの開発とその評価−研究と実践
の共同研究を軸に− 　本学学内助成（研究代表）　④研究
助成等（学内）　発達に障害のある子ども達にこそ、良質の
読み聞かせ・読書体験を−医者・教育者・児童文学者・発
達心理学者からの提言−　本学学内助成（分担）
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中内　みさ
②女子大学生における病気像（Disease Image）−アンケー
ト結果からⅠ−（単）　CCI 年報 22　09・12　②病弱養護
学校における危機と教師カウンセラーの介入（単）　清心こ
ころの相談室年報　09・12　②北欧おとぎ話のユング心理
学的解釈−ウロボロスからの解放−（単）　紀要 D 編第
34 巻第 1 号　10・3　④ 2009 年度箱庭制作実習研修会（中
国・四国地区）講師　日本箱庭療法学会　於：高知心理療法
研究所　10・3

西　隆太朗
②保育の中の静かな時間（単）　幼児の教育 109（5）　10・
4　④講師　クラスの研究保育　山手保育園　於：総社市　
10・8　④学会　イメージの生成と多層性−子どもたちと
のかかわりを通して−（共）　日本箱庭療法学会第 24 回発
表　10・10

西崎　博子
①知的障害児の教育（共）　大阪教育出版　10・1

東　俊一
①知的障害児教育（共）　大学教育出版　10・1　①発達のた
めの臨床心理学（共）　保育出版社　10・3　②赤ちゃんが来
てくれた日−「乳児保育の授業」における乳児の実際的観
察−（共）　CCI 年報第 22 集　09・12　②発達障害が疑わ
れる幼児の保育場面における相互作用の促進（単）　清心こ
ころの相談室年報第 6 集　09・12　② PDD と診断されてい
る 4 歳男児の面接過程−環境設定の工夫による課題遂行の
促進−（共）　清心こころの相談室年報第 6 集　09・12　
②広汎性発達障害と診断されている児童の言語アセスメント
における回避行動の変化（共）　清心こころの相談室年報第 6
集　09・12　② ADHD が疑われる小学 2 年生男子との面接
過程−逸脱行動の抑制と課題従事行動の増加−（共）　清
心こころの相談室年報第 6 集　09・12　②自閉症児への数
の指導（共）　清心こころの相談室年報第 6 集　09・12　②
フリーオペラント法による知的障害児の対人音声反応の形成

（単）　紀要 D 編第 34 巻第 1 号　10・3　②自閉症児の数
概念の形成過程に関する事例研究（共）　別府大学短期大学部
紀要　10・3　④講演　一人一人のニーズに対応した支援　
岡山県教育委員会　平成 21 年度特別支援学級等新任担当教
員研修講座　10・5　④講演　発達障害について−正しい
理解と支援−　平成 22 年度浅口市立六条院小学校保護者
研修会　10・6　④研修会　岡山県立岡山東支援学校事例研
修会講師・スーパーバイザー　10・7　④研修会　特別支援
を要する児童の指導について−各学年からの事例研究につ
いて−　本学附属小学校校内事例検討会講師・スーパーバ
イザー　10・7　④研修会　発達障がいが疑われる学生に対
する学生生活支援　加計・順正学園関連学園学生相談連絡協
議会主催　第 10 回関連学園学生相談研修会講師　10・8　
④特別支援教育コーディネーターの困難と課題に関する検討

（単）　日本特殊教育学会第 48 回大会発表論文集　10・9　
④知的障害者の意思表明・自己決定による余暇活動の実践 3

（単）　日本行動分析学会第 28 回年次大会発表論文集　10・
10　④講演　発達障害の生徒への理解　平成 22 年度岡山県
立倉敷青陵高校研修会講師　10・10　④研修会　気になる
生徒の見方、理解の仕方と支援の在り方〜事例を通して〜　
岡山県立倉敷琴浦高等支援学校研修会講師　10・11　④研
修会　岡山県立岡山東支援学校事例研修会講師・スーパーバ
イザー　10・11　④講演　心豊かなおかやまっ子育成のた

めに　岡山県教育委員会　平成 22 年度「心豊かなおかやまっ
子」育成研修講座　10・11

湯澤　美紀
①ワーキングメモリと学習指導−教師のための実践ガイド

（共）　北大路書房　09・12　②仲間とともに育つ−アス
ペルガー症候群の子どもの体験と成長−（共）　保育学研
究 48（1）　10・8　②児童の遊びに対する意欲を規定する
諸要因−遊びのタイプ・年齢・性別・学童経験・主観的幸
福観−（共）　CCI 年報 22　09・12　④学会発表　発達心
理学岡山地区シンポジウム（企画・話題提供）「自閉症スペ
クトラム児の成長を支える本との関わり〜今、大人達がすべ
きこと〜」　於：本学　09・12　④学会発表　発達心理学会
第 21 回大会　日本発達心理学会　ポスター発表「幼児のク
ラスの仲間づくり−こだわりの子を中心にして−」　於：
神戸国際会議場　10・3　④学会発表　イギリス心理学会発
達部門　ポスター発表　「“Effects of a multisensory program 
for English phonological awareness skills on phonological 
learning of English in young Japanese children”」　於：ロン
ドン大学　④学会発表　ワーキングメモリと学習指導　日本
心理学会第 74 回大会　日本心理学会　ワークショップ（企
画・話題提供）　於：大阪大学　10・9　④研究助成等（学外） 
幼児の音韻的短期記憶に関する研究　風間書房　科学研究費
補助金（研究成果公開促進費） （研究代表）　④研究助成等（学
外）　日本人幼児・児童における日本語の音韻認識と英語の
音韻処理との発達的関係　科学研究費補助金基盤研究（C）（分
担）　④研究助成等（学外）　作動記憶及び音韻認識に焦点化
した学習障害児介入プログラムの実施・評価に関する研究　
科学研究費補助金若手研究（B）（21730530）（研究代表）　
④研究助成等（学内）　保育者の専門性向上を目指した研修
プログラムの開発とその評価−研究と実践の共同研究を軸
に−　本学学内助成（分担）　④研究助成等（学内）　発達
に障害のある子ども達にこそ、良質の読み聞かせ・読書体験
を−医者・教育者・児童文学者・発達心理学者からの提言
−　本学学内助成　（研究代表）　④新聞記事　成長を支え
る本〜発達心理学会岡山地区シンポジウムの報告から〜　岡
山日日新聞　09・12　④ニュースレター　日本臨床発達心
理士会ニュースレター　2009 年度第１号（16 号）

伊藤　美保子
②赤ちゃんが来てくれた日−「乳児保育の授業」における
乳児の実際的観察−（共）　CCI 年報第 22 集　10・12　
②保育園児の食事に対する保育士・保護者の意識（2）−保
育所におけるアンケート調査より−（単）　紀要 D 編第 34
巻第 1 号　10・3 月　④学会　子どもの育ちと食育Ⅴ−
保育園児の朝食の実態と保育者の課題意識−（共）　日本
保育学会第 63 回大会発表論文集 2010　10・5　④学会　
子どもの育ちと食育Ⅵ−幼稚園児の食事と保護者・教師の
意識−（共）　日本保育学会第 63 回大会発表論文集 2010 
10・5　④学会　保育における乳幼児の「身体表現」−ア
ンケート調査の分析より−（共）　日本乳幼児教育学会第
20 回大会　研究発表論文集 2010　10・10　④講演　「子ど
もの世界のすばらしさ」（単）　総社市山手保育園保護者講
演会　10・6　④講演　「保育指針改定と保育内容」（単）　
総社市山手保育園職員研修会　10・6

小田　久美子
①『障害のある子どもの保育実践』（共）　学文社　10・3　②

「家庭や集団の中で展開する幼児の豊かな造形遊びの必要性｣
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（単）　日本家庭教育学会『家庭教育研究』第 15 号　10・3 
③油彩 F50 号　奨励賞受賞　第 58 回光陽展　上野の森美術
館　準本展選抜　広島県立美術館（10・6）・京都市立美術
館（10・8）　10・2　④受賞　発達科学研究教育奨励賞（単） 
発達科学研究教育センター　10・8　④寄稿　「子どもの絵
画表現について①〜④」　岡山日日新聞　09・12、10・1、
10・3、10・5

福原　史子
②学童保育と家庭との連携（共）　CCI 年報第 22 集　09・12 
②ノートルダム清心女子大学のモンテッソーリ教育に関する
研究（Ⅲ）−モンテッソーリ教育実習を中心に−（単）　
紀要 D 編第 34 巻第 1 号　10・3　②「三つ編み」の習得過
程における幼児の心の育ち（共）　日本モンテッソーリ協会　
モンテッソーリ教育第 42 号　10・3　④研究発表　モンテッ
ソーリ教師養成における実習園と養成機関との連携（単）　
日本保育学会第 63 回大会　於：松山東雲女子大学・松山東
雲短期大学　10・5　④研究発表　小学校英語における教師
としてのビリーフの構築（共）　小学校英語教育学会　10 回
大会　於：北海道工業大学　10・7　④講演　伸びしろいっ
ぱい夢いっぱい（単）　本学附属小学校　ノートルダム・ファ
ミリーコース「マリア会」2009 年度第 3 回　10・1　④
講演　プラス思考で子どもの可能性を伸ばそう（単）　本学
附属小学校　ノートルダム・ファミリーコース「マリア会」
2010 年度第１回　10・5　④パネルディスカッション　子
どもの自立を促す大人の関わり方「支える・導く」（共）　本
学附属小学校　ノートルダム・ファミリーコース「マリア会」
2010 年度第２回　10・10　④研修会　モンテッソーリ教育
について（単）　本学附属幼稚園園内研修　10・10

藤村　省蔵
④講習会　球技における安全（単）　児島子ども会協議会　
10・5　④講習会　キャンプにおいての安全（単）　児島子
ども会協議会　10・6

池田　尚子
④依頼演奏　福山市立神村小学校・学校公演　10・10　④
チャリティーコンサート　イスラエルとパレスチナの子ども
たちのために　於：福山カトリック教会　10・10　④依頼
演奏　福山市立霞小学校創立 90 周年記念コンサート　10・
11　③独唱　ベートーヴェン作曲　交響曲第 9 番　第 47 回
岡山芸術祭　於：岡山シンフォニーホール　ソプラノソリス
トとして出演　09・12　③独唱・重唱　ヴェルディ作曲オ
ペラ「椿姫」より　「Estrano... 〜 Sempre libera」他　ふく
やまコーラスフェスティバル 2010　於：リーデンローズ大
ホール　10・1　③独唱　青島広志作曲「ビリティスの唄」
全 4 曲　奏楽堂日本歌曲コンクール　入賞記念コンサート　
於：旧東京音楽学校奏楽堂　10・7　③独唱　ラヴェル作曲

「カディッシュ」他　イスラエル音楽の調べ　於：リーデン
ローズ小ホール（福山）、広島東区民文化センター（広島）、
岡垣サンリーアイ（福岡）　10・10　③独唱・重唱　ヴェル
ディ作曲オペラ「椿姫」より「Estrano... 〜 Sempre libera」
他　中国二期会主催　第 11 回ゴールデンコンサート　於：
リーデンローズ小ホール　10・11

大西　孝司
②いわゆる「健康食品」に対する意識調査（Ⅰ）−成人男

女の調査結果について−（共）　紀要 D 編第 34 巻第 1 号通
巻 55 号　10・3　②薬膳の効能効果について−東洋医学的
観点からの評価−（共）　紀要 D 編第 34 巻第 1 号通巻 55
号　10・3　②地域に根ざした食育実践教材の開発とその効
果（共）　紀要 D 編第 34 巻第 1 号通巻 55 号　10・3　②女
子大学祭イベントにおける食事バランスチェックの分析−
模擬バイキングを用いた試み−（共）　紀要 D 編第 34 巻
第 1 号通巻 55 号　10・3　④学会　児童館での食育活動実
施に影響を与える要因の検討（共）　第 7 回日本予防医学会
学術総会　09・12　④学会　女子大学祭イベントにおける
食事バランスチェックの分析−模擬バイキングを用いた試み
−（共）　第 16 回岡山県保健福祉学会　10・1　④学会　
保育所における食育の実態と連携のあり方について（共）　
第 57 回日本栄養改善学会学術総会　10・9　④学会　女性
特有の疾患に対する薬膳の効能効果の評価（共）　第 57 回
日本栄養改善学会学術総会　10・9　④学会　外食栄養成分
表示の方法論に関する検討（共）　第 69 回日本公衆衛生学
会総会　10・10　④学会　児童館における食育活動の実施
状況−地方自治体の人口規模別食育実践度の比較−（共） 
第 57 回日本学校保健学会　10・11

菊永　茂司
①基礎栄養学（改訂第 3 版）（共）　南江堂　10・2　②女子
大学祭イベントにおける食事バランスチェックの分析−模
擬バイキングを用いた試み−（共）　紀要 D 編第 34 巻第 1
号　10・3　②巨大胚芽米の自然発症高血圧ラットにおける
血圧、脂質代謝に及ばす影響（共）　紀要 D 編第 34 巻第 1 号 
10・3　④学会発表　施設入所高齢者における血清亜鉛およ
び銅濃度による食事摂取量の検討（共）　日本食生活学会第
41 回大会講演要旨集　10・11　④学会発表　女子中学生バ
レーボール選手への栄養サポートの効果に関する研究（共）　
日本食生活学会第 41 回大会講演要旨集　10・11

太郎良　裕子
①備前市吉永地区・奈義町における児童生徒の食生活等実態
調査報告（単）　平成 21 年度文部科学省委託　栄養教諭を中
核とした食育推進事業報告書　10・2　④研究発表　通所リ
ハビリテーションにおける介護予防を目指した役割の構築に
向けて（共）　第 57 回日本栄養改善学会学術総会　於：女子
栄養大学　坂戸キャンパス　10・9　④講演　給食従事者と
しての給食管理（単）　平成 22 年度　給食施設従事者研修会 
於：岡山県備前保健所　10・8　④講演　給食従事者として
の給食管理（単）　平成 22 年度　給食施設従事者研修会　
於：学び館「サエスタ」大ホール（和気郡和気町）　10・8

服部　幸雄
④学会発表　オルニチンの抗ストレス作用に関する検討（共） 
日本薬学会第 130 年会　10・3　④学会発表　コーヒー香
気の抗ストレス作用に関する行動薬理学的評価（共）　第 33
回日本神経科学大会、第 53 回日本神経化学大会、第 20
回日本神経回路学会大会・合同大会　10・9　④学会発表 
Volatile compounds in roasted coffee beans reduce the 
stress-induced hyperthermia and prolong the pentobarbital-
induced sleep time in mice（共）　40th Annual Meeting 
Society for Neuroscience　10・11

林　泰資
④学会発表　オルニチンの抗ストレス作用に関する検討（共） 

人間生活学部食品栄養学科
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日本薬学会第 130 年会　10・3　④学会発表　コーヒー
香気はストレス性高体温を抑制する（共）　日本薬学会第
130 年会　10・3　④学会発表　コーヒー香気のストレス
緩和作用に関する行動薬理学的検討（共）　第 64 回日本栄
養・食糧学会大会　10・5　④学会発表　コーヒー香気の
抗ストレス作用に関する行動薬理学的評価（共）　第 33 回
日本神経科学大会，第 53 回日本神経化学大会，第 20 回
日本神経回路学会大会・合同大会　10・9　④学会発表 
Volatile compounds in roasted coffee beans reduce the 
stress-induced hyperthermia and prolong the pentobarbital-
induced sleep time in mice（共）　40th Annual Meeting 
Society for Neuroscience　10・11

遠藤　美智子
④学会　食後高血糖抑制のための食酢の効果的な摂取方法
と食酢の作用特性について（共）　第 13 回日本病態栄養学会
年次学術集会　於：国立京都国際会館　10・1　④学会　女
子大学生の体格と耐糖能異常、脂質代謝異常についての検
討（共）　第 57 回日本栄養改善学会学術総会　於：女子栄養
大学坂戸キャンパス（埼玉）10・9　④学会　女子大学生の
食塩摂取量に関する研究−5 日間尿中塩分量測定から−

（共）　第 69 回日本公衆衛生学会総会　於：東京国際フォー
ラム　10・10

小山　洋子
④研究発表　小児 1 型糖尿病サマーキャンプにおけるフリー
バイキングの試みと検討（共）　第 13 回日本病態栄養学会年次
学術総会　於：国立京都国際会館　10・1　④研究発表　大学
卒業期における日常的ストレス要因と食行動の関連（共）　第
57 回日本栄養改善学会学術総会　於：女子栄養大学　10・9

白神　俊幸
① 2011 年　管理栄養士国家試験合格！ ONO U-CA-R-TA（共） 
メディカ出版　10・9　②炎症性腸疾患モデル細胞系にお
けるペプチド輸送担体 PEPT1 の発現制御メカニズムの解明

（単）　財団法人両備檉園記念財団　生物学に関する試験研
究論叢第 25 集　10・9　④学会発表　ヒト炎症性腸疾患モ
デル細胞系におけるペプチド輸送担体 PEPT1 の遺伝子発現
調節（共）　第 13 回日本病態栄養学会年次学術集会　於：京
都　10・1　④学会発表　ヒト炎症性腸疾患モデル細胞にお
けるペプチド輸送担体および関連分子の遺伝子発現調節（共） 
第 64 回日本栄養・食糧学会大会　於：徳島　10・5　④学
会発表　炎症性腸疾患とペプチドトランスポーター（ワーク
ショップ「ビタミン・バイオファクターのトランスポーター」）

（共）　第 5 回トランスポーター研究会年会　於：東京　10・
7　④特許　「内因性オピオイドペプチドの血中分泌促進用組
成物」特願 2007-255330、特開 2009-84197（共）　特許庁 
10・9（出願審査請求）　④研究助成等（学外）　小腸傷害ラッ
トにおけるペプチド栄養の栄養改善効果を反映する指標の網
羅的探索（単）　平成 21 年度科学研究費補助金（若手研究 B） 
日本学術振興会（文部科学省）　〜 10・3　④研究助成等（学
外）　大腸炎ラットにおけるペプチド輸送担体の大腸異所発
現の機構解明とペプチド食の影響（単）　 平成 22 年度科学
研究費補助金（若手研究 B）　日本学術振興会（文部科学省）　
10・4 〜

中西　裕美子
④学会　女子大学生の体格と耐糖能異常・脂質代謝異常につ

いての検討（共）　第 57 回日本栄養改善学会総会　於：女子
栄養大学　10・9　④学会　女子大学生の食塩摂取量に関す
る研究（共）　第 69 回日本公衆衛生学会総会　於：東京国際
フォーラム　10・10　④学会　管理栄養士専攻学生の専門
職意識とその関連要因（共）　第 69 回日本公衆衛生学会総会 
於：東京国際フォーラム　10・10　④学会　女子学生の各
種身体機能の相互関係および生活習慣の影響（共）　第 69 回
日本公衆衛生学会総会　於：東京国際フォーラム　10・10 
④学会　9 種類国外産穀類および雑穀類中の 57 種残留農薬

（共）　第 69 回日本公衆衛生学会総会　於：東京国際フォー
ラム　10・10

逸見　眞理子
②地域に根ざした食育実践教材の開発とその効果（共）　紀要
D 編第 34 巻第 1 号通巻 55 号　10・3　②女子大学祭イベ
ントにおける食事バランスチェックの分析−模擬バイキン
グを用いた試み−（共）　紀要 D 編第 34 巻第 1 号通巻 55
号　10・3　②いわゆる「健康食品」に対する意識調査（Ⅰ）
−成人男女の調査結果について−（共）　　紀要 D 編第
34 巻第 1 号通巻 55 号　10・3　②薬膳の効能効果につい
て（共）　紀要 D 編第 34 巻第 1 号通巻 55 号　10・3　④寄
稿　肥満を防ぐ−生活習慣病の温床へ対策−（単）　岡山
日日新聞　10・1　④寄稿　外食をおいしく健康に−栄養
成分表示を賢く活用−（単）　岡山日日新聞　10・2　④寄
稿　間食を賢く摂るコツ−摂る回数や量・種類を調整−

（単）　岡山日日新聞　10・3　④学会　女子大学祭イベント
における食事バランスチェックの分析〜模擬バイキングを用
いた試み〜（共）　第 16 回岡山県保健福祉学会　於：岡山県
総合福祉・ボランティア・NPO 会館　10・1　④学会　保育
所における食育の実態と連携のあり方について（共）　第 57
回日本栄養改善学会　於：女子栄養大学　10・9　④学会　
女性特有の疾患に対する薬膳の効能効果の評価（共）　第 57
回日本栄養改善学会　於：女子栄養大学　10・9　④学会　
外食栄養成分表示の方法論に関する検討（共）　第 69 回日本
公衆衛生学会　於：東京国際フォーラム　10・10　④講演
　栄養委員活動と食育　平成 22 年度倉敷市真備地区　栄養
改善協議会総会並びに研修会　於：倉敷市真備保健福祉会館
　10・5　④講演　子どもの食をめぐる現状〜みんなで進め
よう食育〜　平成 22 年度玉野市保育協議会総会並びに研修
会　於：玉野市日の出ふれあい会館　10・5　④講演　これ
からの栄養委員活動に期待すること　平成 22 年度岡山県美
作保健所勝英支所管内新人栄養委員研修会　於：美作市英田
公民館　10・5　④講演　栄養委員活動について　平成 22
年度岡山県備前保健所東備支所管内新人栄養委員研修会　
於：赤磐市中央公民館　10・7　④講演　メタボリックシン
ドローム対策への取り組み　平成 22 年度岡山県栄養士会生
涯学習　於：岡山県立大学　10・7　④講演　栄養委員活動
について　平成 22 年度岡山市栄養改善協議会学区・地区会
長・副会長研修会　於：岡山市北ふれあいセンター　10・9
　④講演　みんなで進めよう食育〜朝食の重要性〜　玉野市
槌ヶ原保育園保護者研修会（玉野市子育て親育て事業）　於：
玉野市立槌ヶ原保育園 　10・11

若本　ゆかり
①栄養教育論（共）　朝倉書店　10・4　②管理栄養士として
の専門意識形成とその関連因子（単）　紀要 D 編第 34 巻第 1
号　10・3　④学会　管理栄養士専攻学生の専門職意識とそ
の関連要因（共）　第 69 回日本公衆衛生学会総会　於：東京
国際フォーラム　10・10　④学会　女子大学生の食塩摂取
量に関する研究（共）　第 69 回日本公衆衛生学会総会　於：
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東京国際フォーラム　10・10　④学会　女子学生の各種身
体機能の相互関係および生活習慣の影響（共）　第 69 回日
本公衆衛生学会総会　於：東京国際フォーラム　10・10　
④学会　9 種類国外産穀類および雑穀類中の 57 種残留農薬

（共）　第 69 回日本公衆衛生学会総会　於：東京国際フォー
ラム　10・10

小川　眞紀子
②ヒスチジン経口摂取による肥満防止効果に関する研究

（単）　 上智大学博士学位論文　10・3　④研究発表　希少
糖 D−プシコースを利用した蒸しケーキの特性について（共） 
日本調理科学会平成 22 年度大会　於：中村学園大学　10・
8　④研究発表　希少糖 D−プシコースを利用したシフォン
ケーキの特性について（共）　日本調理科学会平成 22 年度大
会　於：中村学園大学　10・8　④研究発表　女子大学生の
食事作りの楽しさと食行動、生活リズム、健康状態との関連

（共）　第 57 回日本栄養改善学会学術総会　於：女子栄養大
学　10・9

井上　里加子
④研究発表　ヒト炎症性腸疾患モデル細胞系におけるペプチ
ド輸送担体 PEPT1 の遺伝子発現調節（共）　第 13 回日本病
態栄養学会年次学術集会　於：国立京都国際会館　10・1　
④研究発表　ヒト炎症性腸疾患モデル細胞におけるペプチド
輸送担体および関連分子の遺伝子発現調節（共）　第 64 回日
本栄養・食糧学会大会　於：アスティとくしま　10・5　④
研究発表　女子大学生の食塩摂取量に関する研究−5 日間
尿中塩分量測定から−（共）　第 69 回日本公衆衛生学会総
会　於：東京国際フォーラム　10・10　④研究発表　中学
生のメディア接触時間に関する調査（共）　第 57 回日本学校
保健学会　於：女子栄養大学　10・11　④研究発表　薬膳
の効能・効果に関する評価−女性特有の症状および癌に対
する薬膳の効果−（共）　第 8 回日本予防医学学会学術総
会　於：石川県立音楽堂交流ホール　10・12

曽我部　咲
④学会発表　オルニチンの抗ストレス作用に関する検討（共） 
日本薬学会第 130 年会　於：岡山大学　10・3　④学会発
表　コーヒー香気はストレス性高体温を抑制する（共）　日
本薬学会第 130 年会　於：岡山大学　10・3　④学会発表 
コーヒー香気のストレス緩和作用に関する行動薬理学的検
討（共）　第 64 回日本栄養食糧学会大会　於：アスティ徳
島　10・5　④学会発表　コーヒー香気のストレス作用に
関する行動薬理学的評価（共）　第 33 回日本神経科学大会、
第 53 回日本神経化学会大会、第 20 回日本神経回路学会大
会　於：神戸コンベンションセンター　10・9　④学会発
表　Volatile compounds in roasted coffee beans reduce the 
stress-induced hyperthermia and prolong the pentobarbital-
induced sleep time in mice（共）　Neuroscience, 2010　in 
San Diego Convention Center　10・11

逸見　佐恵子
②中学生・高校生の不定愁訴の発現と排便頻度との関わり　

（共）　運動 ･ 健康教育研究第 18 巻第 1 号　10・3

山本　いず美
④学会　女子大学生の食事作りの楽しさと食行動、生活リ

ズム、健康状態との関連（共）　第 57 回日本栄養改善学会　
10・9

須沢　かおり
②エディット・シュタインにおける教育論の展開（単）　 キ
文研年報 32　10・3　② According to the Level of Each and 
Every One: Rabbinic Commentaries on the Self-Revelation 
of God on Mount Sinai in the Light of Sufi and Zen-Buddhist 
Texts（III）（共）　紀要Ｃ編第 34 巻　10・3　②研究助成等（学
外）　平成 22 年度科学研究費補助金・基盤研究（Ｃ）（研究
代表者）　日本学術振興会　10・4

山根　道公
①遠藤周作『深い河』を読む　マザー・テレサ、宮沢賢治と
響きあう世界（単）　朝文社　10・9　②遠藤周作とイデオロ
ギー（単）　 日本キリスト教文学会誌「キリスト教文学研究」
第 27 号　10・5　④書評　井上洋治著『イエスの福音にた
たずむ』（単）　 キ文研年報 32 号　10・3　④研究発表　切
支丹時代が集約された『沈黙』−歴史的素材の再構成をめ
ぐって（単）　 遠藤周作学会全国大会　於：長崎市立遠藤周
作文学館　10・9

原田　豊己
④講演　研修会のコメントと総評（単）　学校法人広島信望
愛学園教職員研修会　10・7　④講演　カトリック教育とは

（単）　カトリック中国ブロック養・保主任施設長研修会　
10・11

保江　邦夫
②脳と刀：精神物理学から見た剣術極意と合気（単）　海鳴
社　10・12

水野　博
②ディスクレス PC のネットワークブートについて（単）　情
報理学研究所講究録第 11 巻　10・11

横山　學
②坂西志保の不思議：父傳明と桜井農場（単）　生文研年報
第 23 輯　10・3　②翻刻史料・解題「酒井貞輝著『美濃之
家褁道鑑』（単）　生文研年報第 23 輯　10・3　②史料解
題『女古状揃女今川園生竹』（単）　生文研年報第 23 輯　
10・3　④講演　「岡山とハワイの縁」　NDSU 公開講座　
10・7　④講演シンポジウム講師　「米国議会図書館の日本
語コレクション：過去・現在・未来」において「Sakanishi 
Documents: What tells us」講演　ワシントン DC 米国議会
図書館　10・9 

今里　有紀子
②スーパーヴィジョン体験に関する一考察−臨床心理士養
成課程訓練生におけるスーパーヴィジョンの実態調査−

（単）　清心こころの相談室年報第 6 集　09・12

情 報 理 学 研 究 所

生 活 文 化 研 究 所

児 童 臨 床 研 究 所

キリスト教文化研究所


