2017 年度 研究業績一覧
東 孝至（生活未来科生活福祉コース講師）
研究報告：介護に求められる人材：奈良県下の調査から；奈良佐保短期大学研究紀要第 25
号 pp.43-48 平成 30.3（2018）単著
島村 知歩（生活未来科食物栄養コース教授）
著書：すし：ちらしずし・巻きずし・押しずし など．伝え継ぐ日本の家庭料理；農山漁
村文化協会 p.64 平成 29.12（2017）共著
学会発表：奈良県の家庭料理 おやつの特徴；日本調理科学会平成 29 年度大会研究発表要
旨集 p. 235（2017） 共同
野間 智子（生活未来科食物栄養コース准教授）
著書：食物アレルギーの栄養指導；医歯薬出版 掲載予定 平成 30.3 共著
学術論文：Effects of School-Based Nutrition Education Program on Behavioral Changes in Dietary
Habits：Analysis of Elementary School Fourth Grade ；奈良佐保短期大学研究紀要第 25 号
pp.1-15 平成 30.3（2018）
学会発表：食物アレルギーを持つ乳幼児における貧血対策の必要性；第 34 回日本小児難治
喘息・アレルギー学会；日本小児難治喘息・アレルギー学会誌第 15 巻第 2 号 p.269
（2017）共同
坊 安恵（生活未来科食物栄養コース講師）
学会発表：受入組織に所属する農家民宿の普及と展開に関する一考察：農家民宿経営世帯
へのアンケート・ヒアリング調査を基に；平成 29 年度日本農業経営学会研究大学・個
別報告 pp. 140-141（2017）単独
水野 尚美（生活未来科生活福祉コース講師）
学会発表：外国人留学生の受け入れに関する文献的考察；第 25 回日本介護福祉学会大会プ
ログラム・発表報告要旨集 p.77 平成 29.9（2017）単独
戸田 信聡（生活未来科ビジネスキャリアコース講師）
研究ノート：キャリア研究を活用した大学・短期大学でのキャリア教育に関する一考察；
奈良佐保短期大学研究紀要第 25 号 pp.17-29 平成 30.3（2018）単著
梓川 一（地域こども学科准教授）
学術論文：当事者研究における方法論の検討：ナラティブにみる可能性の探索へ；豊岡短
期大学論集第 14 号 掲載予定 平成 30.3（2018）単著
研究ノート：初年次実践教育において涵養されること：ソーシャルワーク実習入門におけ
る学生の学びを通じて；Human Welfare : HW 第 10 巻 1 号 平成 30.3（2018）共著
その他：西宮市空家等対策計画平成 29 年度～平成 33 年度；西宮市環境局環境総括室
pp.1-76 平成 29.7 共著
第 4 期豊能町障害者計画 第 5 期豊能町障害福祉計画 第 1 期豊野町障害児福祉計画：と
よの いきいき ほほえみ プラン；豊能町生活福祉部 pp.1-80 平成 30.3（2018）共
著
第 2 次猪名川町障がい者計画 平成 19 年度～平成 29 年度；猪名川町生活部福祉課 pp.1-71
平 30.3（2018）共著
学会発表 奈良県難病ピアカウンセリング事業の立ち上げにみる社会的意義：難病仲間の
支えあいから社会的な共生の動きへ；日本保健医療行動科学会第 32 回学術大会

平成 29 年（2017）共同
北村 麻樹（地域こども学科講師）
研究報告：学生の子ども理解につながる学びの現状と課題；奈良佐保短期大学研究紀要特
別号 pp.47-54 平成 30.2（2018）共著
杉山 晋平（地域こども学科講師）
著書：新・保育実践を支える 保育内容総論：多様な子どもたちが共生し、包摂される保
育；福村出版 pp.91-104 平成 30.2（2018）共著
中田 奈月（地域こども学科教授）
研究報告：小学校社会科にみる社会調査；奈良佐保短期大学研究紀要特別号
平成 30.2（2018）単著

pp.41-46

西岡由郎（地域こども学科特任教授）
研究報告：新任校長への学校経営等支援の概要と今後の展望；平成 28 年度奈良県立教育研
究所紀要第 1 号（要旨集）p.40-45（2018）共著
研究報告：活用力を高める読解指導法の研究：考えを深める力・深め合う力を育む学習づ
くり；第 9 次全国研究協力委員の実践研究 pp.19-22（2018）単著
研究報告：生徒指導と連動させた小学校特別活動における自治的能力の育成についての研
究；奈良佐保短期大学研究紀要特別号 pp.53-63 平成 30.2（2018）単著
研究報告：小学校におけるキャリア教育の推進・充実を図る実践的方法についての研究：
基礎的・汎用的能力育成の観点に立った特別活動との連動；奈良佐保短期大学研究紀
要特別号 pp.65-75 平成 30.2（2018）単著
藤田 悦代（地域こども学科特任教授）
著書：新・保育実践を支える 保育内容総論：多様な子どもたちが共生し、包摂される保
育；福村出版 pp.91-104 平成 30.2（2018）共著
研究報告：学生の子ども理解につながる学びの現状と課題；奈良佐保短期大学研究紀要特
別号 pp.47-54 平成 30.2（2018）共著
古海 忍（地域こども学科教授）
学術論文：幼児期の保育活動から学童期の教科「生活」、「理科」へとつながる科学的思考
力の形成過程について：保育者アンケートからの一考察；総合教育研究センター紀要
15 号 pp.1-14 平成 29.6（2017）共著
研究報告：生活科から理科への連続性について；奈良佐保短期大学研究紀要特別号
pp.29-40 平成 30.2（2018）単著
別所 崇（地域こども学科講師）
著書：成長し続ける教育・保育実習；教育情報出版
pp.166-169 平成 30.3（2018）共著
研究報告：学生相談における居場所づくり：対人関係支援を目的とした取り組み；奈良佐
保短期大学研究紀要特別号 pp.77-86 平成 30.2（2018）単著
増井 啓子（地域こども学科教授）
研究報告：アンケートから見える教育実習指導の学びと課題：実習事前指導・実習・実習
事後指導を通して；奈良佐保短期大学研究紀要特別号 pp.87-101 平成 30.2（2018）
単著
宮川 久美（地域こども学科教授）
学術論文：正倉院文書の訓読と注釈 月借銭解編 第八分冊；奈良佐保短期大学研究紀要

第 25 号 pp.1-26 平成 30.3（2018）単著
研究報告：小学校・中学校古典教材としての『竹取物語』についての考察；奈良佐保短期
大学研究紀要特別号 pp.11-27 平成 30.2（2018）単著
安永 龍子（地域こども学科教授）
学術論文：介護老人福祉施設における介護職員の身体的負担軽減のための効果的な取り組
みについての研究；龍谷大学大学院修士論文 平成 30.3（2018）単著
吉田 直子（地域こども学科講師）
著書：初等音楽科教育．MINERVA はじめて学ぶ教科教育第 7 巻；ミネルヴァ書房 p.223
平成 30.2（2018）共著
学術論文：〈音楽家の耳〉トレーニングを活用した幼児期の音楽基礎教育「聴く活動」に
関する研究：保育者養成校の学生との実践から；エリザベト音楽大学研究紀要第 38 号
pp.29-42 平成 30.1（2018）共著
研究報告：子どもの音楽表現と「遊び歌」；奈良佐保短期大学研究紀要特別号 pp.1-9 平
成 30.2（2018）単著
学会発表：異なる聴き方に導くこと：『拍』と『フレーズ』に着目して；日本音楽表現学
会第 15 回大会発表；
『音楽表現学』第 15 号 p.157 平成 29.11（2017）単独
青野 潤子（日本語教育別科特任講師）
研究報告：ストーリー・マンガ「美味しんぼ」を用いた日本語教育の一例：語用論的な学
習の可能性；奈良佐保短期大学研究紀要第 25 号 pp.31-42 平成 30.3（2018）単著

