
岐阜女子大学

研 究 業 績 一 覧 （２００３年１０月～２００４年９月）
研究業績を，著書，論文，翻訳・翻刻，調査報告，学会発表，講演・公演・展覧

会等，その他の７項目に分類し，各項目について氏名の五十音順に掲載した。

著書，論文，翻訳・翻刻，調査報告は，［著者名：書名，論文名，発行所，雑誌

名巻号，刊行年月日，ペ－ジ］の順に，学会発表，講演・公演・展覧会等は，［発

表者・演者・出品者名：題名，学会名・主催団体名，開催場所，発表年月日］の順

とした。

１．著 書

飯 田 真 美
中村正和，松崎道幸監修，飯田真美分担執筆：禁煙治療チャート『心疾患とタバコ』，

pp．８～９

藤原久義，高野照夫，高橋裕子，竹下 彰，友池仁暢，望月友美子，飯田真美：『あ

なたにもできる禁煙ガイド PASSPORT to STOP SMOKING』，�日本循環
器学会禁煙推進委員会

井 上 広 国
水野かがみ，水野敏昭，井上広国，大森正英：『スポーツ科学論』，株式会社みらい，

２００４．４．１，pp．８２～１０４

片 山 洋 子
片山眞之，片山洋子：『図解 栄養生理学・生化学 第３刷』，産業図書株式会社，２００４．

４．２，pp．１～２１１

片山洋子編：『解剖生理学 第３刷』，朝倉書店，２００４．４．２０，pp．１～１６６

岸 昭 道
岸 昭道，湯浅道男編著：『初めて学ぶ法学 第２版』，㈱成文堂，２００４．２．１０，pp．１７

～６２

桑 野 稔 子
加藤昌彦，木村友子，井上明美編著，桑野稔子他：『臨地・校外実習書』，㈱建帛社，

２００４．４．１，pp．１７～２８

近 藤 正 則
近藤正則，大谷光男，栗原圭介，小坂眞二，小林龍彦，小林春樹，中村 士，濱 久

雄，山下克明：『若杉家文書『三家簿讃』の研究』，大東文化大学東洋研究

所 ２００４．３，pp．１～６０

編集統括小林日出夫，執筆分担：『一〇〇の古典一〇〇のことば』，明徳出版社，

２００４．５，pp．１７７～１７９ 中江藤樹「翁問答」，pp．１９０～１９２ 佐藤一斎「言志

晩録」，pp．１９７～１９９ 大塩中斎「洗心洞箚記」）
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塩 田 公 子
『無名草子』輪読会：『無名草子』注釈と資料，和泉書院，２００４．２．１５．

谷口 知司
北川宗忠，井口 貢，河野健男，杉田由紀子，高橋一夫，谷口知司，内田州昭：『観

光文化論』，㈱ミネルヴァ書房，２００４．６．１０，pp．１８１～１９９

吉 水 淑 雄
吉水淑雄：『一発合格のきめて 総合旅行業務管理者試験』，愛知書房，２００４．５．１６，

pp．２００

２．論 文
浅 野 珠 美
桑野稔子，浅野珠美，吉村美紀，山田純子，崎原真由美，佐々木朱美，湯本淑子：「岐

阜県上石津町牧田地区における行事食について（２）後半期の行事食および

儀礼食」，『岐阜女子大学地域文化研究』第２１号，２００４．３．３１，pp．１～８

安 藤 久 夫
安藤久夫，梶井芳景，佐藤正明，興戸律子，松川禮子，谷 里佐，古池嘉和，後藤忠

彦：「図書館等の基本機能の計画と実施結果の課題」，『岐阜女子大学文化情

報研究』Vol．５，２００３．１０．１０，pp．１～６

安藤久夫，古池嘉和，興戸律子，松川禮子，久世 均，後藤忠彦：「社会教育を目的

とした情報化社会の基盤整備の変遷」，『岐阜女子大学文化情報研究』Vol．５，

２００３．１０．１０，pp．７～１２

安藤久夫，久世 均，林 知世，興戸律子，若山皖一郎，古池嘉和，後藤忠彦：「教

育文化に関する情報の中枢としての生涯学習施設等の課題～ネットワークの

課題～」，『岐阜女子大学文化情報研究』Vol．５，２００３．１０．１０，pp．１３～１８

安藤久夫，久世 均，梶井芳景，松川禮子，興戸律子，谷 里佐，後藤忠彦：「生涯

学習を支援する生涯学習施設と図書館」，『岐阜女子大学文化情報研究』

Vol．５，２００３．１０．１０，pp．１９～２４

安藤久夫，久世 均，梶井芳景，林 知世，後藤忠彦：「通信ネットワークを用いた

生涯学習情報提供の変化」，『岐阜女子大学文化情報研究』Vol．５，２００３．１０．１０，

pp．３７～４２

後藤忠彦，安藤久夫，谷 理佐，三宅茜巳，加藤真由美，古池嘉和：「図書館による

文化・芸術の創造活動支援の課題」，『岐阜女子大学文化情報研究』

Vol．５，２００３．１０．１０，pp．６１～６６

安 藤 義 久
安藤義久：「現代英語の “Way”構文とその成立に関するノート」，『Aurora』第８

号，２００４．１．２０，pp．９５～１００
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飯 田 真 美
飯田真美，藤原久義：第２回禁煙推進セミナー特別報告，禁煙支援・禁煙外来の実際．

循環器専門医第１１巻第２号，２００３，pp．３５４～３５８

飯田真美，藤原久義：高血圧患者とのよりよいコミュニケーションのために，タバコ

Hypertens-Scope. Vol．３，no．１，２００４，p．１２

飯田真美，藤原久義：特集「生活習慣（病）と末梢循環」喫煙と末梢循環，Angiology

Frontier, Vol．３，no．１，２００４，pp．４１～４６

飯田真美：飯田真美：さまざまな取り組みから学ぶ一歩先ゆく禁煙サポート，呼吸器

ケア，Vol．２，no．７，２００４，pp．４８～５４

飯田真美，藤原久義：「知っておきたいことア・ラ・カルト」禁煙支援薬，Medical

Practice，２００４

飯田真美，藤原久義：特集「循環器系疾患―予防最前線」虚血性心疾患 禁煙キャン

ペーンの実効性，「綜合臨床」５３巻９号２００４，pp．２４８５～２４９１

飯田真美，藤原久義：特集「冠危険因子を知る」冠危険因子としての位置づけ 喫煙，

Heart View Vol．８，No．９，２００４，pp．３７～４１

Iida H, Iida M: Spinal analgesics and cerebrospinal circulation. Research Advance in Anesthe-

sia１，２００４，pp．１～９

Iida H, Iida M , Ohata H, Nagase K, Dohi S: Hypothermia attenuates the vasodilator effects of

dexmedetomidine on pial vessels in rabbits in vivo. Anesthesia and Analgesia，９８，

pp．４７７～４８２，２００４

太 田 和 子
太田和子：「岐阜女子大学構内の湿地に生育するカキツバタ群落の保護に関する研

究」，『岐阜女子大学紀要』第３３号，２００４．３．３０，pp．１２３～１２９

大 場 君 枝
大場君枝，稲垣明子，山中なつみ，小川宣子：「消化管組織における構造変化の評価」，

『岐阜女子大学紀要』第３３号，２００４．３．３０，pp．９９～１０５

小 川 宣 子
長屋郁子，小川宣子：「幼児期における食教育」，『食生活研究』．２３（６），２００３．１０．１，

pp．２６～３３

長屋郁子，福田美津枝，山中なつみ，小川宣子：「岐阜県吉城郡神岡町における食生

活の特性―大晦日と正月の場合―」，『岐阜女子大学地域文化研究』第２１

号，２００４．３．３０，pp．１１１～１１８

大西真理子，庄司一郎，小川宣子，中山 寧，長岡俊治，下村道子：「米飯の硬さお

よび組織に及ぼす食塩添加の影響」，『日本家政学会誌』．５５（４），２００４．３．３１，

pp．３０５～３１３

稲垣明子，山中なつみ，小川宣子：「ローヤルゼリーの摂取がラット消化管組織に与

える影響」，『岐阜女子大学紀要』第３３号，２００４．３．３０，pp．９３～９７

大場君枝，稲垣明子，山中なつみ，小川宣子：「消化管組織における構造変化の評価」，
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『岐阜女子大学紀要』第３３号，２００４．３．３０，pp．９９～１０５

長屋郁子，小川宣子：「幼児期における栄養教育 １０．風土への関心」，『岐阜女子大

学紀要』第３３号，２００４．３．３０，pp．１０７～１１３

舘 和彦，小川宣子，下山田真，渡邊乾二，加藤宏冶：「中華麺の物性，構造に及ぼ

す乾熱卵白添加の影響」，『日本食品科学工学会誌．５１（９），２００４．９．１５，pp．４５６

～４６２

楓 森 博
後藤忠彦，谷 里佐，谷口知司，橋詰惠雄，楓 森博：『図書館等における産業，学

術関連情報の提供と地域の活性化の課題』，岐阜女子大学文化情報研究

Vol．５，２００３．１０．１８，pp．５５～６０

楓 森博，谷口 知司，後藤忠彦：『図書館の情報流通システムの課題』，岐阜女子

大学文化情報研究 Vol．５，２００３．１０．１８，pp．４３～４８

楓 森博：『社会における ITの活用事例研究（Ⅰ）税務申告における電子申告』，岐

阜女子大学紀要 Vol．３３，２００４．３．２５，pp．１１～２０

片 山 洋 子
Sugawa-Katayama Yohko : Effect of trehalose on intraepithelial lymphocytes（IEL）of the

small intestine in ovalbumin-sensitive enteropathic mice, Digestion and Absorption

２６．（２），２００４．３．，pp．２６～２９

Sugawa-Katayama Yohko, Katayama Masayuki, Sakiyama Chie and NakanoYukihiro : Distri-

bution of accumulated arsenic in the seaweed Hijiki, Sargassum fusiforme（Harvey）

Setchell（２）, Bull. Fac. Human Environ. Sci., Fukuoka Women’s Univ.３５，２００４．

３., pp．８１～９０

Sugawa-Katayama Yohko, Katayama Masayuki, Sakiyama Chie and NakanoYukihiro: Distri-

bution of accumulated arsenic in the seaweed Hijiki, Sargassum fusiforme（Harvey）

Setchell（３）, Bull. Fac. Human Environ. Sci., Fukuoka Women’s Univ.３５，２００４．

３., pp．９１～１００

Sakiyama Chie, Katayama Masayuki, NakanoYukihiro and Sugawa-Katayama Yohko: Distri-

bution of accumulated arsenic in the seaweed Hijiki, Sargassum fusiforme（Harvey）

Setchell（４）, Bull. Fac. Human Environ. Sci., Fukuoka Women’s Univ.３５，２００４．

３., pp．１０１～１０６

Sugawa-Katayama Yohko, Katayama Masayuki, Sakiyama Chie and NakanoYukihiro : Distri-

bution of accumulated arsenic in the seaweed Hijiki, Sargassum fusiforme（Harvey）

Setchell（５）, Trace Nutr. Res.２０，２００３．１２., pp．７３～７９

池口主弥，小林正和，有浦由紀，高垣欣也，頴川一忠，片山（須川）洋子：難消化性

デキストリン含有粉末飲料の摂取が女性便秘傾向者の便通に及ぼす影響，日

本食品新素材研究会誌 ６．（２），２００３．１２., pp．６７～７５

神 田 卓 朗
神田卓朗：「糸切りからくりの俄的性格について」―『美濃流しにわか』との比較を

岐阜女子大学紀要 第３４号 （２００５．３．）

― ―１１０



通して」，『岐阜女子大学地域文化研究』第２１号，２００４．３．３１，pp．７８～９６

木 澤 光 子
木澤光子：「思春期の心性に関する研究―「キレる」子どもの特徴」，『岐阜女子大学

紀要』，第３３号，２００４．３., pp．６７～７４

三輪聖子，木澤光子：「子育て支援活動に関する研究―旧岐阜県山県郡高富町の支援

状況について―」，『岐阜女子大学紀要』，第３３号，２００４．３., pp．６１～６６

桑 野 稔 子
桑野稔子，浅野珠美，吉村美紀，山田純子，崎原真由美，佐々木朱美，湯本淑子「岐

阜県上石津町牧田地区における行事食について（２）後半期の行事食および

儀礼食」，『岐阜女子大学地域文化研究』第２１号，２００４．３．３１，pp．１～８

古 池 嘉 和
古池嘉和，柏倉百合：「自発的なコミュニティ型余暇に関する研究―愛知県小原村に

おける実践事例を通じて―」，『余暇学研究』第７号，２００４．３．３１，pp．６９～

７６

谷口知司，古池嘉和，佐藤正明，三宅茜巳，安藤久夫，加藤真由美，松川禮子：「国

の内外との連携を配慮した生涯学習でのコミュニケーションを支援する図書

館」，『岐阜女子大学文化情報研究』第５号，２００３．１０．１０，pp．２５～３０

安藤久夫，梶井芳景，佐藤正明，興戸律子，松川禮子，谷 理佐，古池嘉和，後藤忠

彦：「図書館等の基本機能の計画と実施結果の課題」，『岐阜女子大学文化情

報研究』第５号，２００３．１０．１０，pp．１～６

安藤久夫，古池嘉和，興戸律子，松川禮子，久世 均，後藤忠彦：「社会教育を目的

とした情報化社会の基盤整備の変遷」，『岐阜女子大学文化情報研究』第５

号，２００３．１０．１０，pp．７～１２

安藤久夫，久世 均，林 知代，興戸律子，若山皖一郎，古池嘉和，後藤忠彦：「教

育文化に関する情報の中枢としての生涯学習施設等の課題～ネットワークの

課題～」，『岐阜女子大学文化情報研究』第５号，２００３．１０．１０，pp．１３～１８

後藤忠彦，安藤久夫，谷理佐，三宅茜巳，加藤真由美，古池嘉和：「図書館による文

化・芸術の創造活動の支援の課題」，『岐阜女子大学文化情報研究』第５

号，２００３．１０．１０，pp．６１～６６

三宅茜巳，平松清美，田口機子，谷口知司，橋詰惠雄，古池嘉和，久代美和子，山田

悦司，吉村和昌：「「学力」という視点から見たテレビ会議システムを用いた

高大連携授業―マルチメディアを用いた英語教育・異文化コミュニケーショ

ン教育の実践例―」，『岐阜女子大学文化情報研究』第５～２号，２００３．１２．２２，

pp．３０～３３

谷口知司，古池嘉和：「情報化の社会史的考察―行政の情報化（１）―」，『岐阜女子大

学文化情報研究』第５～２号，２００３．１２．２２，pp．４０～４７

小瀬千恵子
小瀬千恵子：「松井利彦論」，『天佰』，２００３．１０．５，pp．２６～３３
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小瀬千恵子：「雑草風景」，『国文学：解釈と鑑賞』，至文堂，２００４．１０．１，pp．１３３～

１３６

小瀬千恵子：「『紙すきうた』の世界」，『天弓』第１巻第１号，２００４．５．１，pp．５５～

５８

小瀬千恵子：「季節のことば」，『天弓』第１巻第２号，２００４．６．１，pp．８０

小瀬千恵子：「俳句教室」，『天弓』第１巻第３号，２００４．７．１，pp．８６～８８

小瀬千恵子：「俳句教室Ⅰ」，『天弓』第１巻第４号，２００４．８．１，pp．３５

後 藤 忠 彦
安藤久夫，梶井芳景，佐藤正明，興戸律子，松川禮子，谷 里佐，古池嘉和，後藤忠

彦：「図書館等の基本機能の計画と実施結果の課題」，『岐阜女子大学文化情

報研究』Vol．５，２００３．１０．１０，pp．１～６

安藤久夫，古池嘉和，興戸律子，松川禮子，久世 均，後藤忠彦：「社会教育を目的

とした情報化社会の基盤整備の変遷」，『岐阜女子大学文化情報研究』

Vol．５，２００３．１０．１０，pp．７～１２

安藤久夫，久世 均，林 知代，興戸律子，若山皖一郎，古池嘉和，後藤忠彦：「教

育文化に関する情報の中枢としての生涯学習施設等の課題～ネットワークの

課題～」，『岐阜女子大学文化情報研究』Vol．５，２００３．１０．１０，pp．１３～１８

安藤久夫，久世 均，梶井芳景，松川禮子，興戸律子，谷 里佐，後藤忠彦：「生涯

学習を支援する生涯学習施設と図書館」，『岐阜女子大学文化情報研究』

Vol．５，２００３．１０．１０，pp．１９～２４

後藤忠彦，梶井芳景，谷口知司，谷 里佐，松川禮子，久世 均：「人々に開かれた

図書館・博物館等の社会教育施設の課題～県民に開かれた社会教育施設

～」，『岐阜女子大学文化情報研究』Vol．５，２００３．１０．１０，pp．３１～３６

久世 均，安藤久夫，梶井芳景，林 知代，後藤忠彦：「通信ネットワークを用いた

生涯学習情報提供の変化」，『岐阜女子大学文化情報研究』Vol．５，２００３．１０．１０，

pp．３７～４２

後藤忠彦，谷口知司，谷 里佐，橋詰惠雄，楓 森博：「図書館等における産業，学

術関連情報の提供と地域の活性化の課題」，『岐阜女子大学文化情報研究』

Vol．５，２００３．１０．１０，pp．４３～４８

橋詰惠雄，谷口知司，久世 均，林 知代，後藤忠彦：「図書館等で放送大学，大学

間ネットワークの生涯学習としての機能の検討」，『岐阜女子大学文化情報研

究』Vol．５，２００３．１０．１０，pp．４９～５４

梶井芳景，楓 森博，谷口知司，後藤忠彦：「図書館の情報流通システムの課題」，『岐

阜女子大学文化情報研究』Vol．５，２００３．１０．１０，pp．５５～６０

後藤忠彦，安藤久夫，谷 里佐，三宅茜巳，加藤真由美，古池嘉和：「図書館による

文化・芸術の創造活動支援の課題」，『岐阜女子大学文化情報研究』Vol．５，

２００３．１０．１０，pp．６１～６６

横山隆光，服部 晃，後藤忠彦，谷口知司：「岐阜県における教育用コンテンツの開
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発」，『岐阜女子大学文化情報研究』Vol．５No．２，２００３．１２．２２，pp．３４～３９

後藤忠彦，林 徳治，若山皖一郎，三宅茜巳，林 知代，加藤真由美，高橋裕美，楓

森博：「調査資料 望ましい教育用パソコンの機能や構成に関する調査

（Ⅰ）」，『日本教育情報学会誌教育情報研究』，２００４．３．２０，pp．４１～５０

後藤忠彦，桜林正巳，谷 里佐：「「木田宏教育資料」について（３）～昭和６１年から

平成１５年～」，『日本教育情報学会誌教育情報研究』，２００４．９．３０，pp．４３～７３

近 藤 正 則
近藤正則：「司馬光の非孟説十二ヶ條」，『國學院中國學會報』第４９輯，２００３．１２，pp．５５

～６６

近藤正則：「理・気と包摂の思想―程朱学の思惟基調」，『長良アカデミア』第７

号，２００４．２，pp．８７～９４

近藤正則：「佐藤一斎『言志録』のモチーフ―「知言」と「立志」―」，岐阜女子大

学紀要第３３，２００４．３pp．１４６～１３９

近藤正則：「一斎の「立志」」，季刊『文』第７６号，２００４．７．１０，pp．６～８

佐 藤 義 隆
佐藤義隆：「ダフネの末裔」，『岐阜女子大学紀要』第３３号，２００４，３，３０，pp．１～１０

塩 田 公 子
塩田公子：「戦い途中で日が暮れて」，『古代文学研究第二次』第１２号，２００３．１０，古

代文学研究会，pp．４０～５４

塩田公子：「教壇より愛をこめて」，『岐阜女子大学紀要』第２０号，２００３．１．３１，pp．２９

～３６

住 谷 芳 幸
住谷芳幸：「『大般若経字抄』について」，『岐阜女子大学紀要』第３３号，２００４．３．３０，

pp．１６０～１４７

谷 口 知 司
谷口知司，古池嘉和，佐藤正明，三宅茜巳，安藤久夫，加藤真由美，松川禮子：「国

の内外との連携を配慮した生涯学習でのコミュニケーションを支援する図書

館」，『岐阜女子大学文化情報研究』Vol．５，２００３．１０．１０，pp．２５～３０

後藤忠彦，梶井芳景，谷口知司，谷 里佐，松川禮子，久世 均：「人々に開かれた

図書館・博物館等の社会教育施設の課題～県民に開かれた社会教育施設

～」，『岐阜女子大学文化情報研究』Vol．５，２００３．１０．１０，pp．３１～３６

後藤忠彦，谷口知司，谷 里佐，橋詰恵雄，楓 森博：「図書館等における産業，学

術関連情報の提供と地域の活性化の課題」，『岐阜女子大学文化情報研究』

Vol．５，２００３．１０．１０，pp．４３～４８

橋詰恵雄，谷口知司，久世 均，林 知代，後藤忠彦：「図書館等で放送大学，大学

間ネットワークの生涯学習としての機能の検討」，『岐阜女子大学文化情報研

究』Vol．５，２００３．１０．１０，pp．４９～５４

梶井芳景，楓 森博，谷口知司，後藤忠彦：「図書館の情報流通システムの課題」，『岐
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阜女子大学文化情報研究』Vol．５，２００３．１０．１０，pp．５５～６０

三宅茜巳，平松清美，田口機子，谷口知司：「子どもの文化環境としての家庭におけ

る児童書（絵本を含む）の現状」，『岐阜女子大学文化情報研究』Vol．５No．２，

２００３．１２．２２，pp．１～６

三宅茜巳，平松清美，田口機子，谷口知司，橋詰惠雄，古池嘉和，久代美和子，山田

悦司，吉村和昌：「「学力」という視点から見たテレビ会議システムを用いた

高大連携授業―マルチメディアを用いた英語教育・異文化コミュニケーショ

ン教育の実践例―」，『岐阜女子大学文化情報研究』Vol．５No．２，

２００３．１２．２２，pp．３０～３３

横山隆光，服部 晃，後藤忠彦，谷口知司：「岐阜県における教育用コンテンツの開

発」，『岐阜女子大学文化情報研究』Vol．５No．２，２００３．１２．２２，pp．３４～３９

谷口知司，古池嘉和：「情報化の社会史的考察―行政の情報化（１）―」，『岐阜女子大

学文化情報研究』Vol．５No．２，２００３．１２．２２，pp．４０～４７

中 村 重 勝
中村重勝：「日本の大学の書法教育」，『国際高等書法教育論壇論文集』，中国美術学

院出版社，２００３．１１，pp．１５２～１６１

中村重勝：「初心者必見！レッスン・はじめの一歩」，『墨 １６６号 ２００４年１．２月

号』，芸術新聞社，２００４．２．１，pp．２８～３３

長 屋 郁 子
長屋郁子，小川宣子：「幼児期における食教育」，『食生活研究』．２３（６），２００３．１０．１，

pp．２６～３３

長屋郁子，小川宣子：「幼児期における栄養教育 １０．風土への関心」，『岐阜女子大学

紀要』第３３号，２００４．３．３０，pp．１０７～１１３

長屋郁子，福田美津枝，山中なつみ，小川宣子：「岐阜県吉城郡神岡町における食生

活の特性―大晦日と正月の場合―」，『岐阜女子大学地域文化研究』第２１

号，２００４．３．３０，pp．１１１～１１８

橋 詰 惠 雄
橋詰惠雄，谷口知司，久世 均，林 知代，後藤忠彦：「図書館等で放送大学，大学

間ネットワークの生涯学習としての機能の検討」，『岐阜女子大学文化情報研

究』第５号，２００３．１０．１０，pp．４９～５４

後藤忠彦，谷口知司，谷 里佐，橋詰惠雄，楓 森博：「図書館等における産業，学

術関連情報の提供と地域の活性化の課題」，『岐阜女子大学文化情報研究』第

５号，２００３．１０．１０，pp．４３～４８

三宅茜巳，平松清美，田口機子，谷口知司，橋詰惠雄，古池嘉和，久代美和子，山田

悦司，吉村和昌：「「学力」という視点から見たテレビ会議システムを用いた

高大連携授業―マルチメディアを用いた英語教育・異文化コミュニケーショ

ン教育の実践例―」，『岐阜女子大学文化情報研究』第５～２号，２００３．１２．２２，

pp．３０～３３
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服 部 晃
服部 晃：「教員研修の体系化とその課題（１）―初任者研修について―」，『岐阜女

子大学文化情報研究 Vol．５ No．２』２００３．１２，pp．５２～５５

服部 晃，浅野弘光，森瀬一幸，森 洋子：「幼・保・小連携の必要性 その１ 科

学的思考の発達を考察する」，『岐阜女子大学文化情報研究 Vol．５ No．２』

２００３．１２，pp．２５～２９

服部 晃，浅野弘光，田口機子：「幼・保園の一元化と家庭・地域教育との連携 そ

の１ 幼，保・家庭の連携の必要性」，『岐阜女子大学文化情報研究 Vol．５

No．２』２００３．１２，pp．７～１２

服部 晃，横山隆光，後藤忠彦，谷口知司：「岐阜県における教育用コンテンツの開

発」，『岐阜女子大学文化情報研究 Vol．５ No．２』２００３．１２，pp．３４～３９

服部 晃：「教員研修の総合化―教員のライフステージに即した研修体系―」，『日本

教育情報学会第２０回年会論文集』２００４．８，pp．５８～６１

服部 晃，横山隆光，中馬悟朗，小山 徹：「小中高の関連を図った算数・数学の学

習支援～楽しく学ぶ算数・数学プロジェクト～」，『日本教育情報学会第２０回

年会論文集』２００４．８，pp．１１４～１１７

松尾眞砂子
Matsuo Masako : Saccharification of Okara-Fiber by Plant Dietary Hydrolases, J. Nutri. Sci.

Vitaminol.,５０．（４），２００４．８., pp．２９１～２９４

三 宅 茜 巳
谷口知司，古池嘉和，佐藤正明，三宅茜巳他：「国の内外との連携を配慮した生涯学

習でのコミュニケーションを支援する図書館」，『岐阜女子大学文化情報研

究』Vol．５，２００３．１０．１０，pp．２５～３０

後藤忠彦，安藤久夫，谷 里佐，三宅茜巳他：「図書館による文化・芸術の創造活動

支援の課題」，『岐阜女子大学文化情報研究』Vol．５，２００３．１０．１０，pp．６１～

６６

三宅茜巳，平松清美，田口機子，谷口知司：「子どもの文化環境としての家庭におけ

る児童書（絵本を含む）の現状」，『岐阜女子大学文化情報研究』Vol．５No．２，

２００３．１２，pp．１～６

後藤忠彦，林 徳治，若山皖一郎，三宅茜己，林 知代他：「望ましい教育用パソコ

ンの機能や構成に関する調査（Ⅰ）」日本教育情報学会誌「教育情報研究」

１９．３，２００３，pp．４１～５０

三宅茜巳，北川邦夫，谷口知司，山中マーガレット，橋詰恵雄，古池嘉和他：「「学

力」という視点から見たテレビ会議システムを用いた高大連携授業―マルチ

メディアを用いた英語教育・異文化コミュニケーション教育の実践例―」，

『岐阜女子大学文化情報研究』Vol．５No．２，２００３．１２．２２，pp．３１～３４

三宅茜巳，北川邦夫，谷口知司，山中マーガレット，橋詰恵雄：「テレビ会議システ

ムを用いた高大連携授業」，『日本教育情報学会年会論文集２０』，２００４．８，
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pp．１７０～１７１

三宅茜巳：「植民地時代のアメリカ演劇 始まりの頃（１）１６０７年以前」『AURORA』

８，２００４．１．２０，岐阜女子大学英米文学会，pp．３７～４３

三 輪 聖 子
三輪聖子，木澤光子：「子育て支援活動に関する研究―旧岐阜県山県郡高富町の支援

状況について―」，『岐阜女子大学紀要』第３３号，２００４．３，pp．６１～６６

望月美也子
Mochizuki Miyako, Hasegawa Noboru : Stereospecific effects of catechin isomers on insulin

induced lipogenesis in３T３-L１cells, Phytotherapy Research，１８．（６），２００４．，

pp．４４９～４５０

森 俊 夫
森 俊夫：衣服シルエットの形状パターンの複雑性の評価，『日本衣服学会誌』，４７

No．１，２００３．１０，pp．２５～３２

森 俊夫：「色彩テクスチャの周波数解析」，『岐阜女子大学紀要』第３３号，２００４．３，

pp．５５～６０

森 俊夫：「視覚的しわ回復指数による布の折りしわ回復の新しい評価法」，『日本家

政学会誌』５５（６），２００４．６，pp．４９３～４９８

森 俊夫：「テキスタイルデザインと視覚的特徴（１）―衣服形態やテクスチャの視

覚的評価―」，『家庭科教育』７８（６），２００４．６，pp．３４～３９

森 俊夫：「テキスタイルデザインと視覚的特徴（２）―テクスチャの美しさとゆら

ぎ―」，『家庭科教育』７８（７），２００４．７，pp．２９～３４

森 俊夫：「テキスタイルデザインと視覚的特徴（３）―画像情報量から美しさへの

アプローチ―」，『家庭科教育』７８（８），２００４．８，pp．３５～４０

山中なつみ
稲垣明子，山中なつみ，小川宣子：「ローヤルゼリーの摂取がラット消化管組織に与

える影響」，『岐阜女子大学紀要』第３３号，２００４．３．３０，pp．９３～９７

大場君枝，稲垣明子，山中なつみ，小川宣子：「消化管組織における構造変化の評

価」，『岐阜女子大学紀要』第３３号，２００４．３．３０，pp．９９～１０５

長屋郁子，福田美津枝，山中なつみ，小川宣子：「岐阜県吉城郡神岡町における食生

活の特性―大晦日と正月の場合―」，『岐阜女子大学地域文化研究』第２１

号，２００４．３．３０，pp．１１１～１１８

山 中 冬 彦
山中冬彦：「空間のドラマツルギーと異文化理解―韓国集落空間研究の序として」．

『岐阜女子大学紀要』第３３号．２００４．３．３０，pp．１３１～１３８

山中マーガレット
北川邦夫・三宅茜巳編集『テレビ会議システムを用いた高大連携授業―マルチメディ

アを用いた英語教育・異文化コミュニケーション教育の実践例―岐阜県の観

光と文化・オーストラリアの観光と文化』，２００３．１１．２１発行
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三宅茜巳，谷口知司，橋詰恵雄，山中マーガレット・北川邦夫，「テレビ会議システ

ムを用いた高大連携授業」，『文化情報研究 Vol．５ No．２』，２００３．１２

三宅茜巳，北川邦夫，谷口知司，山中マーガレット，橋詰惠雄：「テレビ会議システ

ムを用いた高大連携授業」，『日本教育情報学会年会論文集２０』，２００４．８，

pp．１７０～１７１

３．翻訳・翻刻
なし

４．調査報告
木 澤 光 子
三輪聖子，木澤光子：「子育て支援活動に関する研究―女性のライフスタイルと子育

て支援」，日本家政学会中部支部第５０回記念大会，岐阜女子大学，２００４．９．１７

黒 見 敏 丈
天野圭子，黒見敏丈：「コミュニティバスの利用実態に関する研究―岐阜県山県市の

ハ―バスを事例として」，日本建築学会２００４年度大会，北海道大学，２００４．

８．２９

天野圭子，黒見敏丈：「ハーバスの利用実態に関する調査結果報告」，山形市役所，２００４．

３．１６

黒見敏丈：「温泉地もてなし研究調査結果報告」，白川村カルチャーセンター，２００４．

９．１

谷 口 知 司
谷口知司：「ブロードバンドを用いた高等教育用 e-Learningの基礎研究」，『平成１４年

度～平成１５年度科学研究費補助金基盤研究（C）研究成果報告書』，２００４．３，

pp．１～１１１

谷口知司：「ブロードバンド通信システムを用いた高等教育の研究」，『平成１４年度（第

２７回）学術研究振興資金学術研究報告』，２００３．１２，pp．４９９～５０３

橋 詰 惠 雄
谷口知司，橋詰惠雄：「コミュニケーション機能を強化した遠隔教育システムの開発

と運用」，日本教育情報学会第２０回年会，国立オリンピック記念青少年総合

センター，２００４．８．１８

服 部 晃
服部 晃：「教員研修の総合化―教員のライフステージに即した研修体系―」，日本

教育情報学会第２０回年会，国立オリンピック記念青少年総合センター，２００４．

８．１９
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水 野 幸 子
水野幸子，武田成正，服部福徳：「高齢者ための実践栄養教育」日本病態栄養学会年

次学術集会，国立京都国際会館，２００４．１．１１

三 輪 聖 子
三輪聖子，木澤光子：「子育て支援活動に関する研究―女性のライフスタイルと子育

て支援―」，（社）日本家政学会中部支部第５０回記念大会，岐阜女子大

学，２００４．９．１７

三 宅 茜 巳
三宅茜巳：「岐阜県の音楽文化の発展と可能性の調査研究」，財団法人岐阜県産業文

化振興事業団・大垣女子短期大学，２００４．３，pp．１５～３４

吉 見 静 子
吉見静子，室谷誠一：「北国脇往還の民家の形式」『中近世古道調査報告７北国街道・

北国往還（補遺）』，滋賀県教育委員会，２００４．３，pp．４～１４

５．学会発表
浅 野 珠 美

T. Kuwano, T. Asano, M. Yoshimura and K. Nagaya:「The importance of nutrition education

for early infants」, IFHE THE２０TH WORLD CONGRESS OF INTERNATIONAL

FEDERATION FOR HOME ECONOMICS, Kyoto Japan，２００４．８．４

桑野稔子，浅野珠美，岡本享子，小林直子：「学童期における生活習慣および食生活

の体型別特徴」，日本家政学会第５０回記念大会，岐阜女子大学，２００４．９．１７

安 藤 久 夫
安藤久夫，久世 均，谷口幸子，後藤忠彦：「生涯学習におけ情報活用能力の習得に

対するシニアの知的欲求を満たす研修講座」，日本教育情報学会第２０回年回

論文集，国立オリンピック記念青少年総合センター，２００４．８．１８～１９，pp．７０

～７１

安藤久夫，久世 均，土本 潤，佐藤正明，梶井芳景，松久明博，後藤忠彦：「岐阜

県における生涯学習施設の建設経緯と現状」，日本教育情報学会第２０回年回

論文集，国立オリンピック記念青少年総合センター，２００４．８．１８～１９，pp．７２

～７５

飯 田 真 美
Uchida M, Iida H, Iida M, Kumazawa M, Dohi S : Edaravone attenuates sustained pial arterio-

lar vasoconstriction after unclamping of abdominal aortic cross-clamping in rabbits,

American Society of Anestesiolosist２００３Annual Meeting, San Francisco, USA，

２００３．１０．１５

Iida H, Iida M, Ohata H, Nagase K, Dohi S : Hypothermia attenuates the vasodilatory effects

of dexmedetomidine on pial vessels in rabbits in vivo. American Society of Anes-
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thesiologists２００３Annual Meeting, San Francisco, USA，２００３．１０．１５

磯部多恵，丸山路代，飯田真美：小学校低学年に対する喫煙予防教室の効果―小学校

３年生の２年間の経過― 日本公衆衛生学会 京都 ２００３．１０．２３

飯田真美，飯田宏樹，土肥修司：喫煙およびニコチンが脳血管内皮依存性血管拡張反

応に与える影響，第８回日本神経麻酔・集中治療研究会学術総会，札幌

２００４．６．１９

伊 藤 敬 恵
伊藤敬恵，山中なつみ，小川宣子，柘植治人，早川享志：「脂質代謝に及ぼす難消化

性デンプンの効果」，日本調理科学会東海・北陸支部第５回研究発表会，仁

愛女子短期大学，２００４．７．１０

井 上 広 国
井上広国，山崎旭男，水野敏昭，大森正英：「ウォーキングの運動量分類による比

較」，第６２回日本公衆衛生学会総会，国立京都国際会館，２００３．１０．２２

井上広国，山澤和子，天野博江，森 基要，山崎旭男，水野敏昭，大森正英：「女子

大学生の飲酒頻度と日常生活の特徴」，第５２回日本教育医学会大会，兵庫大

学，２００４．８．８

宮田延子，下井勝子，増田亜紀，水野かがみ，水野敏昭，長尾志津香，井上広国，大

森正英「温泉施設利用による高齢者の健康づくり事業評価の試み 第一報

参加者の体力及び学習評価を中心に」，第５２回日本教育医学会大会，兵庫大

学，２００４．８．８

水野かがみ，宮田延子，下井勝子，水野敏昭，長尾志津香，橋本広子，井上広国，大

森 正英「温泉施設利用による高齢者の健康づくり事業評価の試み 第二報

参加者の健康調査結果を中心に」，第５２回日本教育医学会大会，兵庫大学，

２００４．８．９

太 田 和 子
太田和子：「岐阜女子大学構内の湿地におけるサギソウ群落復元に関する研究」，名

古屋国際蘭会議２００４，名古屋ドーム，２００４．３．１１

太田和子：「サギソウ群落の復元に関する研究Ⅲ」，植物学会第６８回大会，日大湘南

キャンパス，２００４．９．１０

大 場 君 枝
山中なつみ，大場君枝，稲垣明子，坂田 隆，小川宣子：「消化管内容物の物理的性

質が消化管の形態と機能に及ぼす影響（Ⅲ）」，日本家政学会中部支部第５０回

記念大会，岐阜女子大学，２００４．９．１７

小 川 宣 子
山添隆文，加藤邦人，山本和彦，小川宣子：「高速度カメラを用いたプリンの弾性体

モデルマッチングによるおいしさ評価法の予備的検討」，２００３年度電気関係

学会東海支部連合大会，２００３．１０．３

山添隆文，加藤邦人，山本和彦，小川宣子：「高速度カメラを用いたプリンの弾性体
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モデルマッチングによるおいしさ評価の考察」，第８回パターン計測シンポ

ジウム，２００３．１１．１４

K. Kato, Y. Yamamoto and N. Ogawa : A Taste Evaluating Method of the Sponge Cake by

Using３D Range Sensor, Proc.ICAPR２００３，India，２００３．１２．１２

山中なつみ，中谷愛子，稲垣明子，小川宣子：「セルロースの摂取がラットの消化管

の形態と機能に及ぼす影響」，日本家政学会中部支部平成１５年度家政学関連

院生・学生研究発表会，名城大学，２００４．３．８

小川宣子，加藤絵美：「モチ性小麦の添加が小麦粉加工食品の性状に与える影響」，

日本家政学会中部支部平成１５年度家政学関連院生・学生研究発表会，名城大

学，２００４．３．８

小川宣子，西村知紘，加藤邦人：「画像処理による食品の品質評価―プティング及び

パン・シューの性状について―」，日本家政学会中部支部平成１５年度家政学

関連院生・学生研究発表会，名城大学，２００４．３．８

立部裕信，加藤邦人，山本和彦，小川宣子：「長時間動画像処理によるパンのおいし

さ評価手法の予備的検討」，２００４年信学総大会，２００４．３．２４

稲垣明子，山中なつみ，小川宣子，坂田 隆：「消化管内の嵩の増加が消化管組織に

与える影響」，第５８回日本栄養・食糧学会大会，東北大学，２００４．５．２３

立部裕信，加藤邦人，山本和彦，小川宣子：「動画像処理によるパンのおいしさ評価

手法の検討」，第１０回画像センシングシンポジウム，２００４．６．１０

伊藤敬恵，山中なつみ，小川宣子，柘植治人，早川亨志：「脂質代謝に及ぼす難消化

性デンプンの効果」，日本調理科学会東海・北陸支部第５回研究発表会，仁

愛女子短期大学，２００４．７．１０

小川宣子，山中なつみ，長屋郁子，宮本悦子：「炊飯過程における無機イオンの存在

が飯の性状に与える影響」，日本調理科学会東海・北陸支部第５回研究発表

会，仁愛女子短期大学，２００４．７．１０

N. Yamanaka, I. Nagaya and N. Ogawa : Effective Methods of Teaching Proper Dietary Habits

in Early Childhood and the Roles of Family and Community, The２０th World Con-

gress of International Federation for Home Economics, Kyoto International Confer-

ence Hall，２００４．８．４

I. Nagaya, M. Hori, N. Yamanaka and N. Ogawa : Characteristics of Tokai-Area Legumes ―

Focusing on Gifu Broad Beans ―, IFHE２００４ Post-Congress on Japanese Food

Culture, International Conference Center Kobe，２００４．８．８

I. Nagaya, N. Yamanaka and N. Ogawa : Characteristics of Eating Habits in Kamioka Town,

Yoshiki-gun, Gifu, IFHE２００４ Post-Congress on Japanese Food Culture, Interna-

tional Conference Center Kobe，２００４．８．８

H. Hirayama, J. Okumura, N. Iwara, F. Tange, I. Nagaya, K. Okada and N. Ogawa : Promotion

of Meal Education from Infacy to Prevent Lifestyle-related Illness, IFHE２００４Post-

Congress on Japanese Food Culture, International Conference Center Kobe，
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２００４．８．８

小川宣子，山中なつみ，長屋郁子：「炊飯過程におけるマグネシウムイオンの存在が

飯の性状に与える影響」，日本調理科学会平成１６年度大会，北海道浅井学園

大学北方圏学術情報センター，２００４．９．９

長屋郁子，山中なつみ，小川宣子：「岐阜県吉城郡神岡町における冬季を中心とした

食生活の特性」，日本調理科学会平成１６年度大会，北海道浅井学園大学北方

圏学術情報センター，２００４．９．１０

小川宣子，室川弥生，長屋郁子：「卵の添加がパンの性状に及ぼす影響」，日本家政

学会中部支部第５０回記念大会，岐阜女子大学，２００４．９．１７

山中なつみ，大場君枝，稲垣明子，坂田 隆，小川宣子：「消化管内容物の物理的性

質が消化管の形態と機能に及ぼす影響（Ⅲ）」，日本家政学会中部支部第５０回

記念大会，岐阜女子大学，２００４．９．１７

小川宣子：「卵がもつ栄養の力，おいしさの力」，日本家禽学会創立５０周年記念大会

シンポジウム，広島大学，２００４．９．２６

片 山 洋 子
片山〔須川〕洋子，片山眞之，天野秀臣，有川洋子：「ヒジキ（Hijikia fusiforme Okam．）

におけるヒ素代謝について」，第１１回ヒ素シンポジウム，北海道大学，２００３．

１０．１４

宮井俊治，秋庭正典，村枝陽子，片山〔須川〕洋子，山下亀次郎：「乳菓オリゴ糖配

合粉末飲料の摂取が健常女子大学生の排便および糞便内菌叢に及ぼす影

響」，日本食物繊維研究会第８回学術集会，阿波観光ホテル，２００３．１１．２１

片山〔須川〕洋子，藤永奈都子，丸山弘子：「遅延型食物過敏腸症マウスにおけるト

レハロ－スの影響」，第５８回日本栄養・食糧学会大会，東北大学，２００４．５．２２

片山〔須川〕洋子，荒巻伊都香，松田千加子，三鼓仁志，茶圓博人：「Mg吸収に及

ぼすトレハロ－スの影響」，第５３回日本応用糖質科学会大会，かごしま県民

交流センタ－，２００４．９．１５

木 澤 光 子
三輪聖子，木澤光子：「子育て支援活動に関する研究―女性のライフスタイルと子育

て支援」，日本家政学会中部支部第５０回記念大会，岐阜女子大学，２００４．９．１７

黒 見 敏 丈
天野圭子，黒見敏丈：「コミュニティバスの利用実態に関する研究―岐阜県山県市の

ハ―バスを事例として」，日本建築学会２００４年度大会，北海道大学，２００４．

８．２９

桑 野 稔 子
吉村美紀，盛崎利恵，桑野稔子，西成勝好：「増粘剤を付与したきざみ食のレオロジー

特性と嗜好特性について」，日本栄養・食糧学会第４２回近畿支部大会，大阪

市立大学，２００３．１０．２５

T. Kuwano, T. Asano, M. Yoshimura and K. Nagaya:「The importance of nutrition education
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for early infants」, IFHE THE２０TH WORLD CONGRESS OF INTERNATIONAL

FEDERATION FOR HOME ECONOMICS, Kyoto Japan２００４．８．４

M. Yoshimura, T. Kuwano and K.Nishinari:「Relationship between the theological properties

and the palatability of the minced foods with thickening agents」, IFHE THE２０TH

WORLD CONGRESS OF INTERNATIONAL FEDERATION FOR HOME ECO-

NOMICS, Kyoto Japan，２００４．８．４

桑野稔子，浅野珠美，岡本享子，小林直子：「学童期における生活習慣および食生活

の体型別特徴」，日本家政学会第５０回記念大会，岐阜女子大学，２００４．９．１７

古 池 嘉 和
古池嘉和：「生産コミュニティにおける工業協同組合の役割と限界―美濃焼産地を例

にとって」，文化経済学会２００４年度大会，跡見学園女子大学，２００４．６．１２

近 藤 正 則
近藤正則：「言志四録」の士道論，全国漢文教育学会第２０回〔通算５０回〕大会，国士

館大学世田谷校舎，２００４．６．１９

谷口 知司
谷口知司，橋詰恵雄：「コミュニケーション機能を強化した遠隔教育システムの開発

と運用」，日本教育情報学会第２０回年会，国立オリンピック記念青少年総合

センター，２００４．８．１８

三宅茜巳，北川邦夫，谷口知司，山中マーガレット，橋詰惠雄：「テレビ会議システ

ムを用いた高大連携授業―マルチメディアを用いた英語教育・異文化コミュ

ニケーション教育の実践例―」，日本教育情報学会第２０回年会，国立オリン

ピック記念青少年総合センター，２００４．８．１８

谷口知司，橋詰恵雄：「コミュニケーション機能を強化した遠隔教育システムの開発

と運用」，日本教育情報学会第２０回年会，国立オリンピック記念青少年総合

センター，２００４．８．１８

三宅茜巳，北川邦夫，谷口知司，山中マーガレット，橋詰惠雄：「テレビ会議システ

ムを用いた高大連携授業―マルチメディアを用いた英語教育・異文化コミュ

ニケーション教育の実践例―」，日本教育情報学会第２０回年会，国立オリン

ピック記念青少年総合センター，２００４．８．１８

長 屋 郁 子
小川宣子，山中なつみ，長屋郁子，宮本悦子：「炊飯過程における無機イオンの存在

が飯の性状に与える影響」，日本調理科学会東海・北陸支部第５回研究発表

会，仁愛女子短期大学，２００４．７．１０

N. Yamanaka, I. Nagaya and N. Ogawa : Effective Methods of Teaching Proper Dietary Habits

in Early Childhood and the Roles of Family and Community, The２０th World Con-

gress of International Federation for Home Economics, Kyoto International Confer-

ence Hall，２００４．８．４

I. Nagaya, M.Hori, N. Yamanaka and N. Ogawa : Characteristics of Tokai-Area Legumes ―
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Focusing on Gifu Broad Beans ―, IFHE２００４ Post-Congress on Japanese Food

Culture, International Conference Center Kobe，２００４．８．８

I. Nagaya, N. Yamanaka and N. Ogawa : Characteristics of Eating Habits in Kamioka Town,

Yoshiki-gun, Gifu, IFHE２００４ Post-Congress on Japanese Food Culture, Interna-

tional Conference Center Kobe，２００４．８．８

H. Hirayama, J. Okumura, N. Iwara, F. Tange, I. Nagaya, K. Okada and N. Ogawa:Promotion

of Meal Education from Infacy to Prevent Lifestyle-related Illness, IFHE２００４Post-

Congress on Japanese Food Culture, International Conference Center Kobe，

２００４．８．８

小川宣子，山中なつみ，長屋郁子：「炊飯過程におけるマグネシウムイオンの存在が

飯の性状に与える影響」，日本調理科学会平成１６年度大会，北海道浅井学園

大学北方圏学術情報センター，２００４．９．９

長屋郁子，山中なつみ，小川宣子：「岐阜県吉城郡神岡町における冬季を中心とした

食生活の特性」，日本調理科学会平成１６年度大会，北海道浅井学園大学北方

圏学術情報センター，２００４．９．１０

小川宣子，室川弥生，長屋郁子：「卵の添加がパンの性状に及ぼす影響」，第５０回日

本家政学会中部支部大会，岐阜女子大学，２００４．９．１７

橋 詰 惠 雄
谷口知司，橋詰惠雄：「コミュニケーション機能を強化した遠隔教育システムの開発

と運用」，日本教育情報学会第２０回年会，国立オリンピック記念青少年総合

センター，２００４．８．１８

服 部 晃
服部 晃：「教員研修の総合化―教員のライフステージに即した研修体系―」，日本

教育情報学会第２０回年会，国立オリンピック記念青少年総合センター，

２００４．８．１９

松尾眞砂子
松尾眞砂子，小原由香：「キノアテンペの生体内抗酸化作用」，日本栄養・食糧学会

大会，東北大学，２００４．５．２２

松尾眞砂子：「超低塩味噌の機能性」，日本家政学会中部支部大会，岐阜女子大学，

２００４．９．１７

水 野 幸 子
水野幸子，武田成正，服部福徳：「高齢者ための実践栄養教育」日本病態栄養学会年

次学術集会，国立京都国際会館，２００４．１．１１

三 宅 茜 巳
三宅茜巳，北川邦夫，谷口知司，山中マーガレット，橋詰恵雄：「テレビ会議システ

ムを用いた高大連携授業」，日本教育情報学会独立行政法人オリンピック記

念青少年総合センター ２００４．８．１８
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三 輪 聖 子
三輪聖子，木澤光子：「子育て支援活動に関する研究―女性のライフスタイルと子育

て支援―」，�日本家政学会中部支部第５０回記念大会，岐阜女子大学，
２００４．９．１７

望月美也子
望月美也子，長谷川昇：「緑茶カテキンの TNBSによる炎症性腸疾患に及ぼす炎症

軽減作用」，日本薬学会第１２４年会，大阪WTC，２００４．３．３０

望月美也子，長谷川昇：「脂肪細胞における緑茶カテキンの脂肪分解作用」，日本家

政学会第５６回大会，国立京都国際会館，２００４．８．２

Miyako Mochizuki, Noboru Hasegawa : Lipolytic effect of tea catechins in adipocytes.,２０th

IFHE, Kyoto, Japan，２００４．８．４

長谷川昇，重村隼人，望月美也子：「グルテン分解産物が炎症性腸疾患に及ぼす抗炎

症効果」，日本家政学会中部支部第５０回記念大会，岐阜女子大学，２００４．９．１７

森 俊 夫
森 俊夫，浅海真弓：「画像解析による折りしわ外観の評価」，日本衣服学会第５５回

大会，大阪教育大学，２００３．１１．８

杉浦愛子，森 俊夫，日下部信幸：「カーテン地のテクスチャとしゃへい性の関係」，

第１７回東海支部若手繊維研究会，金城学院大学，２００３．１１．２９

浅海真弓，森 俊夫：「画像解析による多色系色柄布の日光堅牢性の評価」，日本色

彩学会第３５回全国大会，名古屋大学，２００４．５．１６

杉浦愛子，浅海真弓，森 俊夫，日下部信幸：「天然素材の消臭性と利用法（第４報）―

カンキツ類によるアンモニア消臭効果―」，日本繊維製品消費科学会２００４年

年次大会，大阪樟蔭女子大学，２００４．６．１３

浅海真弓，森 俊夫，遠藤善道，日下部信幸：「多色系色柄布の日光堅牢性の客観的

効果」，日本繊維製品消費科学会２００４年年次大会，大阪樟蔭女子大学，２００４．

６．１３

宮田慶美，森 俊夫：「ファッションデザインにおけるコンピュータの活用につい

て」，日本家政学会中部支部第５０回記念大会，岐阜女子大学，２００４．９．１７

岩佐美代子，森 俊夫：「画像解析による編み地模様のテクスチャ特性」，日本家政

学会中部支部第５０回記念大会，岐阜女子大学，２００４．９．１７

浅海真弓，森 俊夫，杉浦愛子，日下部信幸：「多色系色柄布の変退色の定量的評価」，

日本家政学会中部支部第５０回記念大会，岐阜女子大学，２００４．９．１７

杉浦愛子，高柳紅美，浅海真弓，森 俊夫，日下部信幸：「アンモニア消臭について」，

日本家政学会中部支部第５０回記念大会，岐阜女子大学，２００４．９．１７

山中なつみ
山中なつみ，中谷愛子，稲垣明子，小川宣子：「セルロースの摂取がラットの消化管

の形態と機能に及ぼす影響」，日本家政学会中部支部平成１５年度家政学関連

院生・学生研究発表会，名城大学，２００４．３．８
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稲垣明子，山中なつみ，小川宣子，坂田 隆：「消化管内の嵩の増加が消化管組織に

与える影響」，第５８回日本栄養・食糧学会大会，東北大学，２００４．５．２３

伊藤敬恵，山中なつみ，小川宣子，柘植治人，早川亨志：「脂質代謝に及ぼす難消化

性デンプンの効果」，日本調理科学会東海・北陸支部第５回研究発表会，仁

愛女子短期大学，２００４．７．１０

小川宣子，山中なつみ，長屋郁子，宮本悦子：「炊飯過程における無機イオンの存在

が飯の性状に与える影響」，日本調理科学会東海・北陸支部第５回研究発表

会，仁愛女子短期大学，２００４．７．１０

N. Yamanaka, I. Nagaya and N. Ogawa : Effective Methods of Teaching Proper Dietary Habits

in Early Childhood and the Roles of Family and Community, The２０th World Con-

gress of International Federation for Home Economics, Kyoto International Confer-

ence Hall，２００４．８．４

I. Nagaya, M. Hori, N. Yamanaka and N. Ogawa :Characteristics of Tokai-Area Legumes ―

Focusing on Gifu Broad Beans ―, IFHE２００４ Post-Congress on Japanese Food

Culture, International Conference Center Kobe，２００４．８．８

I. Nagaya, N. Yamanaka and N. Ogawa : Characteristics of Eating Habits in Kamioka Town,

Yoshiki-gun, Gifu, IFHE２００４ Post-Congress on Japanese Food Culture, Interna-

tional Conference Center Kobe，２００４．８．８

小川宣子，山中なつみ，長屋郁子：「炊飯過程におけるマグネシウムイオンの存在が

飯の性状に与える影響」，日本調理科学会平成１６年度大会，北海道浅井学園

大学北方圏学術情報センター，２００４．９．９

長屋郁子，山中なつみ，小川宣子：「岐阜県吉城郡神岡町における冬季を中心とした

食生活の特性」，日本調理科学会平成１６年度大会，北海道浅井学園大学北方

圏学術情報センター，２００４．９．１０

山中なつみ，大場君枝，稲垣明子，坂田 隆，小川宣子：「消化管内容物の物理的性

質が消化管の形態と機能に及ぼす影響（Ⅲ）」，日本家政学会中部支部第５０回

記念大会，岐阜女子大学，２００４．９．１７

山 中 冬 彦
山中冬彦：「亭と〈山の連なり〉」，日本建築学会２００４年大会，北海道大学，２００４．８．２９．

学術講演梗概集５９７～５９８頁

山中マーガレット
三宅茜巳，北川邦夫，谷口知司，山中マーガレット，橋詰惠雄：「テレビ会議システ

ムを用いた高大連携授業」，日本教育情報学会独立行政法人オリンピック記

念青少年総合センター，２００４．８．１８

吉 見 静 子
吉見静子：「結婚式から読み取る民家の空間構成の特性」―日野商人の場合―，日本

家政学会大会国立京都国際会館，２００４．８．３
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６．講演・公演・展覧会等
安 藤 文 夫
安藤文夫：「第５６回岐阜市美術展『一群鴻』」，審査員出品，岐阜市民会館，２００３．１０．

４～１０．１２

安藤文夫：「第２６回県有名人チャリティ色紙展『識遠』『一國魁』」出品，新岐阜百貨

店，２００３．１１．１４～１１．１８

安藤文夫：「中国西�印社創立１００周年記念日中交流書法展『池養右軍鵞』」出品，中
国杭州市，２００３．１１．１８～１１．２０

安藤文夫：「中日書道会チャリティー色紙展『三顧之礼』『好機到来』」出品，名古屋

市中日ギャラリー，２００３．１２．４～１２．７

安藤文夫：「第４回郷土の美術家１００人展『煙黛遙』」出品，中日新聞社主催，岐阜高

島屋２００３．１２．１８～１２．２３

安藤文夫：「第２５回墨の祭典岐阜県書作展『虚心處沖黙』」出品，岐阜高島屋，２００４．

２．１８～２．２４

安藤文夫：「第３２回日本の書展中部展『忘機無物我』」出品，愛知県美術館，２００４．２．２４

～２．２９

安藤文夫：「第６５回謙慎書道展『戡乱』」出品，東京都美術館，２００４．２．２８～３．５

安藤文夫：「第２４回岐阜県書作家協会『撥乱』」出品，岐阜県美術館，２００４．４．２０～

４．２５

安藤文夫：「第１１回槙社文会展『映澄潭』」出品，池袋サンシャイン文化会館，２００４．

５．１８～５．２３

安藤文夫：「第５８回岐阜県展『揮�』」出品，岐阜県美術館，２００４．５．２９～６．６
安藤文夫：「第５４回中日書道展『劇談歓有餘』」出品．愛知県美術館．２００４．６．９～

６．１３

安藤文夫：「第２１回読売書法展『劇寇』」理事出品．愛知県美術館．２００４．９．２～９．７

飯 田 真 美
飯田真美：禁煙チャレンジ２００３禁煙セミナー「禁煙チャレンジ，タバコにさよなら」，

岐阜県教育委員会，岐阜，２００３．１０．８

飯田真美：第４８回日本日本口腔外科学会シンポジウム『日本口腔外科学会の禁煙推進

宣言』「関連各学会合同『禁煙指導のガイドラインについて』」，富山，２００３．

１０．２３

飯田真美：平成１５年度薬剤師のための薬物乱用防止研修会，愛知県産業貿易会館，名

古屋，２００３．１０．２６

飯田真美：防煙指導者研修会「タバコを吸わせないための教育の実際」，可茂総合庁

舎，美濃加茂，２００３．１０．２９

飯田真美：名古屋市立老松小学校禁煙教室「喫煙予防について」，名古屋市立老松小

学校，名古屋，２００３．１１．１０

飯田真美：麗澤瑞浪中学校防煙講演会「喫煙と健康」，麗澤瑞浪中学校，瑞浪，２００３．
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１１．１２

飯田真美：岐阜県立中濃西高等学校喫煙防止講話「喫煙と健康」，岐阜県立中濃西高

等学校，関，２００３．１１．１９

飯田真美：いきいき健康公開講座「守る！分煙・やるぞ！禁煙」，健康科学センター，

各務原，２００３．１１．２６

飯田真美：岐阜県高等学校教育研究会保健部会研究協議会「防煙・禁煙教育のすすめ

方」，健康科学センター，各務原，２００３．１２．５

飯田真美：県民健康セミナー『禁煙セミナー』「親の喫煙とこども」，ぱるるプラザ

GIFU，岐阜２００３．１２．６

飯田真美：平成１５年度地域禁煙支援指導者養成事業講演会「禁煙支援の必要性と実

際」，飛騨総合庁舎，高山，２００３．１２．１０

飯田真美：たばこ対策推進セミナー「受動喫煙の健康への影響と防止対策について」，

東濃西部総合庁舎，多治見，２００３．１２．１５

飯田真美：岐阜地方裁判所禁煙講演会「禁煙チャレンジ」，岐阜地方裁判所，岐阜，

２００３．１２．１７

飯田真美：禁煙指導者研修会「効果的な禁煙支援の実際」，三重県伊勢，２００４．１．２９

飯田真美：岐阜工業高等専門学校特別講演「タバコと健康―あなたはどちらを選びま

すか」，岐阜，２００４．１３０

飯田真美：禁煙講習会，「タバコと健康―あなたはどちらを選びますか」，岐阜大

学，２００４．２．４

飯田真美：第６８回日本循環器学会学術集会第３回禁煙推進セミナー，「喫煙する医療

従事者の問題点と禁煙サポート」，東京，２００４．３．２８

飯田真美：岐阜大学禁煙に関する講演会「タバコについて」，岐阜大学，岐阜，２００４．

５．７

飯田真美：川島町生活習慣病予防教室「喫煙と健康―タバコについてもう一度考えて

みませんか」，川島町，２００４．５．２１

飯田真美：岐阜県教育委員会禁煙セミナー「喫煙と健康」，関，２００４．５．２６

飯田真美：多治見健康チャレンジスタート式「禁煙のコツ」，多治見，２００４．５．２９

飯田真美：三輪発展会講演会「喫煙と生活習慣病」，岐阜市，２００４．６．２３

飯田真美：日本空調㈱平成１６年度安全衛生大会「喫煙による害と生活習慣病予防につ

いて」，名古屋，２００４．６．２５

飯田真美：瑞穂市立生津小学校禁煙教室「タバコと健康」，瑞穂市立生津小学校，瑞

穂，２００４．７．２

飯田真美：岐南町立北小学校禁煙教室「タバコと健康」，岐南町立北小学校，岐南，２００４．

７．１２２

飯田真美：静岡県田方郡医師会研究会「タバコ関連疾患と禁煙のすすめ」静岡，２００４．

７．１５

飯田真美：教育ソリューションフェア２００４「教職員の禁煙を実現させるための知識と
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スキル」，東京，２００４．７．２７

飯田真美：各務原市保健予防事業講演会「禁煙のコツ」，各務原，２００４．８．２４

飯田真美：禁煙指導者検討会（第１回）「喫煙による妊婦・乳幼児への影響と禁煙個

別指導法」，関，２００４．９．２１

井 上 広 国
井上広国：「揖斐地区スポーツ少年団バレーボール指導者講習」，谷汲スポーツセン

ター，２００３．１０．１８

井上広国：「白川地区中学生バレーボール指導者講習」，上麻生中学校，２００３．１１．８

井上広国：「平成１５年度�日本体育協会公認 C級スポーツ指導員養成講習会」，岐阜

女子大学，２００３．１１．２４

井上広国：「平成１５年度�日本体育協会公認 C級スポーツ指導員養成講習会」，岐阜

女子大学，２００３．１２．２１

井上広国：「中濃地区小学生バレーボール指導者講習」，八幡市総合体育館，２００４．

５．５

井上広国：「西濃地区小・中学生バレーボール指導者講習」，郡上市総合スポーツセ

ンター，２００４．５．５

井上広国：「可茂地区小学生バレーボール指導者講習」，プラザちゅうたいホール，

２００４．７．１０

井上広国：「平成１６年度�日本体育協会公認 C級スポーツ指導員養成講習会」，岐阜

女子大学，２００４．９．５

井上広国：「平成１６年度�日本体育協会公認 C級スポーツ指導員養成講習会」，岐阜

女子大学，２００４．９．２０

今 井 弘 昌
今井弘昌：「留学生を通して見た中国」，佐藤一斎研究会，岩村町指定文化財「勝川

家」，２００４．９．１１

太 田 和 子
太田和子：「よみがえれ自然！～サギソウ・ギフチョウの保護活動をとおして～」，

岐阜市立三輪中学校，２００３．１１．８

太田和子：「生物多様性の保護」，岐阜女子大学出前授業，岐阜県立岐阜農林高等学

校，２００４．７．９

太田和子：「環境問題を考える」，２１世紀の教育を考える会，岐阜女子大学，２００４．８．６

小 川 宣 子
小川宣子：「食育について」，小牧市立光が丘小学校，小牧市光が丘小学校，２００３．１０．２３

小川宣子：「幼児期の食生活から生活習慣予防を」，岐阜県公衆衛生検査センター，ホ

テルグランベール岐山，２００３．１１．１０

小川宣子：「卵と健康―上手な食べ方・選び方―」，とうかい食農健サポートクラブ，

家畜改良センター岡崎牧場，２００３．１１．２２

小川宣子：「食と農の将来を考える」，西濃地域農林商工事務所・西濃地域揖斐農林
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商工事務所，大垣西部研修センター，２００３．１１．２５

小川宣子：「地域の食を考える」，中濃・武儀・郡上農林商工事務所，ホテルマリー

バル石金，２００３．１１．２６

小川宣子：「スローフード」，岐阜県生涯学習センター，ぱるるプラザ岐阜，２００３．１１．３０

小川宣子：「農業・農村の良さを伝えることの意義，期待」，農業者生涯教育研修，愛

知県立農業大学，２００３．１２．１２

小川宣子：「健脳食」，可茂社会福祉協議会，兼山町総合会館，２００４．１．２３

小川宣子：「消費者から鶏卵生産者へのメッセージ―健脳食材としての鶏卵の評

価―」，岐阜県畜産協会，羽島市簡易保険保養センター，２００４．２．１６

小川宣子：「子どもの健康をつくる，守る，伸ばす」，大垣市立北小学校，大垣市立

北小学校，２００４．２．２０

小川宣子：「高齢者の健康と健脳食」，東濃地域振興局，東濃西部総合庁舎，２００４．

３．１０

小川宣子：「食育について」，豊田市健康づくり協議会，豊田市産業文化センター，２００４．

４．２３

小川宣子：「食育と子どもの健康について」，武芸川町教育委員会，武芸川中央公民

会館，２００４．６．２３

小川宣子：「食育と子どもの健康について」，武芸川町教育委員会，武芸川中央公民

会館，２００４．６．３０

小川宣子：「味覚を育てる」，みかわ市民生活協同組合，豊川勤労福祉会館，２００４．６．２５

小川宣子：「卵って栄養ありすぎ？」，みかわ市民生活協同組合，豊川勤労福祉会

館，２００４．７．１６

小川宣子：「生活者からみた鶏卵の品質」，鶏卵の品質管理指針策定委員会，東海コー

プ，２００４．７．２３

小川宣子：「健脳食」，岐阜県老人障害予防センター，ぱるるプラザ岐阜，２００４．８．１０

小川宣子：「健脳食」，岐阜県老人障害予防センター，関市文化会館，２００４．８．１７

小川宣子：「米を食べるということ」，みかわ市民生活協同組合，JAひまわり西部営

農センター，２００４．８．２３

小川宣子：「健脳食」，岐阜県老人障害予防センター，恵那簡易保険保養センター，２００４．

８．２６

小川宣子：「健脳食」，岐阜県老人障害予防センター，高山市文化会館，２００４．８．３１

小川宣子：「食を通しての生きがいと健康」，ぎふ２１シルバーサミット，揖斐川町中

央公民館，２００４．９．１５

小川宣子：「野菜を食べるということ」，みかわ市民生活協同組合，豊川勤労福祉会

館，２００４．９．２４

片 山 洋 子
Yohko Sugawa-Katayama : [A comparative study of barley bran and wheat bran on incidence

of DMH-induced colon carcinoma in rats] at The Chinese University of Hong
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Kong，２００４．８．２４

神 田 卓 朗
神田卓朗：「ふるさとのなまり懐かし岐阜弁事情」，可茂地区読書サークル協議会，美

濃加茂文化会館，２００３．１０．９

神田卓朗：「グレードアップ講座（中濃・飛騨地区）」，岐阜私立幼稚園連合会，関市

わかくさプラザ，２００３．１０．１８

神田卓朗：「グレードアップ講座（東濃・可茂地区）」，岐阜私立幼稚園連合会，セラ

ミックパークMINO，２００３．１０．２５

神田卓朗：「愛知のことばと共通語」，愛知県新川町立新川中学校，同校体育館，２００３．

１１．８

神田卓朗：「方言と地域文化」，武儀郡 PTA連合会および美濃ブロック PTA協議会，

中濃総合庁舎，２００３．１１．１４

神田卓朗：「方言と地域文化～ふるさとなまりのコミュニケーション」，白鳥中学校

PTA，同体育館，２００３．１１．１５

神田卓朗：「グレードアップ講座（中濃・飛騨地区）」，岐阜県私立幼稚園連合会，関

市文化会館，２００３．１１．２２

神田卓朗：「グレードアップ講座（東濃・可茂地区）」，岐阜県私立幼稚園連合会，可

児市梅ケ丘公民館，２００３．１１．２９

神田卓朗：「岐阜方言と地域文化」，岐阜県図書館地図フォーラム，同図書館，

２００３．１１．３０

神田卓朗：「なまるが勝ち」，岐阜市高齢者大学講座，ハートフルスクエアー G，

２００３．１２．２４

神田卓朗：「笑いの芸能にわか～かつては岐阜市にも」，岐阜市高齢者大学講座，ハー

トフルスクエアー G，２００４．１．２１

神田卓朗：「第２回岐阜県高校生アナウンス・コンクール」，岐阜女子大学文学部文

化情報メディア学科および岐阜県高等学校文化連盟放送部会，岐阜女子大学

文化情報センター，２００４．１．２４

神田卓朗：「岐阜県内のユニークな風習・地域文化」，岐阜市高齢者大学講座，ハー

トフルスクエアー G，２００４．１．２８

神田卓朗：「岐阜方言と地域文化」，岐阜県シルバー大学講座大垣校，ソフトピアジャ

パン，２００４．２．４

神田卓朗：「岐阜方言と地域文化」，岐阜県シルバー大学講座岐阜校，岐阜県福祉農

業会館，２００４．２．６

神田卓朗：「方言と地域文化～やっとかめの岐阜弁コミュニケーション」，岐阜市コ

ミュニティーセンター連絡協議会，岐阜グランドホテル，２００４．２．１６

神田卓朗：「三河弁と共通語」，愛知県岡崎市学区社会教育委員長連絡協議会，岡崎

市福祉会館，２００４．３．１２

神田卓朗：「ふるさとのことばと岐阜弁川柳」，岐阜川柳社結社５０周年記念大会，岐
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阜キャッスル・イン，２００４．５．９

神田卓朗：「岐阜方言と竹鼻にわか」，羽島市老人クラブ連合会，羽島市文化セン

ター，２００４．５．２１

神田卓朗：「岐阜方言白書」，岐阜青色申告連合会，岐阜会館，２００４．６．１０

神田卓朗：「地域学入門～美濃飛騨のユニークな文化」，岐阜県シルバー大学講座岐

阜校，岐阜県福祉農業会館，２００４．６．１８

神田卓朗：「魅力ある話し方のために」，一石会，岐阜会館，２００４．６．２４

神田卓朗：「地域学入門～美濃飛騨のユニークな文化」，岐阜県シルバー大学講座関

校，関市わかくさプラザ，２００４．６．２５

神田卓朗：「第１回岐阜県高校生アナウンス研修会」，岐阜女子大学文学部文化情報

メディア学科および岐阜県高等学校文化連盟放送部会，岐阜女子大学放送ス

タジオ，２００４．７．３

神田卓朗：「コミュニケーション講座」，ORIBEコンソーシアム・スタイリストスクー

ル，ORIBEコンソーシアム，２００４．７．２１

神田卓朗：「地域学入門～美濃飛騨のユニークな文化」，岐阜県シルバー大学講座高

山校，高山市市民文化会館，２００４．７．２８

木 澤 光 子
木澤光子：「不登校の子どもへの関わり方」，関市教育委員会，関市ふれあい教室，

２００４．１．２７

木澤光子：「思春期の子どもを持つ親のあり方」，星和中学校 PTA，大垣市立星和中

学校，２００４．２．１７

木澤光子：「カウンセリング入門―聴く―」，２１世紀の教育を考える会，岐阜女子大

学，２００４．８．６

木澤光子：「高齢者の疾病と心理」，白川町社会福祉協議会，白川町福祉センター，

２００４．８．１０

木澤光子：「スクールカウンセラー・スクール相談員の役割と活用のあり方」，可茂

教育振興事務所，可児市中部中学校，２００４．８．２０

桑 野 稔 子
桑野稔子：「高齢者の食事と健康」，地域保健関係職員研修会，中濃総合庁舎，

２００３．１０．１７

桑野稔子：「行動変容のための栄養教育方法―カウンセリングの必要性とテクニッ

ク―」，岐阜県栄養士会平成１５年岐阜・伊奈波・羽島支部合同研修会，長良

川スポーツプラザ，２００３．１１．８

桑野稔子：「集団給食施設における生活習慣病予防と栄養教育―幼児期から高齢期ま

で―」，平成１５年度集団給食施設等給食関係者研修会，岐阜県健康科学セン

ター，２００３．１２．９

桑野稔子：「幼児期から高齢期までの生涯をとおしての食育のすすめ方」，平成１５年

度地域保健関係職員（地域活動栄養士等）研修会，岐阜県保健環境研究所，
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２００４．１．２８

桑野稔子：「「噛む」ことは健康の始まり」，北方町育児セミナー，北方町子育て支援

センター，２００４．２．１９

桑野稔子：「高齢者の食事と健康」，平成１５年度第２回給食施設関係者研修会，中濃

総合庁舎，２００４．２．２０

桑野稔子：「乳幼児および高齢者に対しての栄養教育の進め方―山県市食生活アン

ケート結果に基づく実態把握より―」，山県市食生活改善連絡協議会，山県

市保健福祉ふれあいセンター，２００４．５．１１

桑野稔子：「食育のすすめ～乳幼児期から高齢期まで～」，平成１６年度岐阜地域食生

活改善連絡協議会第１回中央研修会，岐阜県健康科学センター，２００４．５．２４

桑野稔子：「乳幼児期からの食育について」，平成１６年度羽島食生活改善連絡協議会，

笠松中央公民館，２００４．５．２８

桑野稔子：「新カリキュラムとは 臨地・校外実習にもとめられているもの」，岐阜

県栄養士会生涯学習研修会，岐阜聖徳学園大学短期大学部，２００４．６．１９

桑野稔子：「大切にしたい食育」，平成１６年度岐阜県主催保育士研修会，長良川会館，

２００４．６．２２

桑野稔子：「行動変容のための栄養教育方法―カウンセリングの必要性とテクニッ

ク―」，武儀郡教育研究会栄養職員部会，関市文化会館，２００４．７．２２

桑野稔子：「食育について」，岐阜市保育協会給食部会，岐阜市市橋コミュニティセ

ンター，２００４．７．２３

桑野稔子：「年長児の食育の進め方について」，岐阜市保育協会年長部会，北部コミュ

ニティセンター，２００４．７．２７

桑野稔子：「栄養指導のためのカウンセリング技法と演習」，岐阜ブロック学校栄養

士夏季研修会，山県市役所，２００４．８．１１

桑野稔子：「新カリキュラムとは 臨地・校外実習の教育目標の理解について」，平

成１６年度岐阜県栄養士会行政協議会第１回研修会，健康科学センター，

２００４．８．２８

桑野稔子：「高齢者の食事と健康」，大垣桜高校，２００４．９．１０

桑野稔子：「栄養指導のためのカウンセリング」，地域保健関係職員研修会，中濃総

合庁舎，２００４．９．２８

古 池 嘉 和
古池嘉和：「第１０回全国文化のみえるまちづくり政策研究フォーラム（第１分科会：

産業と文化の融合，コーディネーター」，多治見市産業文化会館，２００３．１１．２１

古池嘉和：「いび産業連携会議」，講師，岐阜県西濃地域揖斐農林商工事務所，２００３．

１２．１６，２００４．３．１５

古池嘉和：「セラミックパークMINOの利活用と産業観光の振興」，セラミックパー

クMINOイベントホール，セラミックパークMINO協働推進協議会，

２００４．２．２４
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古池嘉和：第４回出店者の集い「楽しい朝市にしよう」，ニューさかレディースせせ

らぎ会，坂内村役場２００４．３．１０

古池嘉和：「山東町・伊吹町・米原町合併協議会モニター会議」，講演会，山東町・

伊吹町・米原町合併協議会，米原町中央公民館，２００４．６．３

古池嘉和：「山東町・伊吹町・米原町合併協議会第１１回小委員会」，講演，山東町・

伊吹町・米原町合併協議会，山東町ルッチプラザ，２００４．６．１７

古池嘉和：「これでいいのか夢京橋」，夢京橋商店街振興組合，夢あかり館，２００４．

６．２４，２００４．７．１５

古池嘉和：「平湯温泉講演会」，平湯温泉，２００４．７．１３

古池嘉和：地域参画型学習会講師「地域点検手法・ワークショップのすすめ」，愛知

県東三河農林水産事務所，２００４．７．３０

古池嘉和：「これからの観光」，伊香郡商工会青年部，高月町役場，２００４．８．１８

古池嘉和：「地域活性化イベントを考える」，糸貫町商工会，２００４．８．２４

古池嘉和：「明知鉄道を活かしたまちづくり」，東濃地域恵那農林商工事務所，２００４．

９．６

小瀬千恵子
小瀬千恵子：「季節の言葉と日本人の心」，NHK文化センター，４月から月２回

小瀬千恵子：「下田歌子，歌人の誕生」，第１回佐藤一斎塾，岩村町，２００４．６．１９

近 藤 正 則
近藤正則：「生活の中の伝統 ―「礼」について―」，第１回：生活の中の所作と様

式の由来 ―「曲礼」ということ―， 第２回：形式の底に流れる真情 ―

「冠婚喪祭」のかたち―， 第３回：女性は必ずしも婦人にあらず ―「人

生儀礼」の意味―，岐阜市教育委員会・平成１５年度生涯学習「長良川大学」

市民大学講座，ハートフルスクエアー G，２００３．９．２３／１０．１／１０．９

近藤正則：「漢字の歴史・漢語の仕組み」，岐阜女子大学出張講義，名古屋市立富田

高等学校，２００３．１０．２２

近藤正則：「「静坐観心閑中一適」 ―佐藤一斎の書と修養―」，第七回言志祭記念講

演，岐阜県恵那郡岩村町公民館，２００３．１０．２５

近藤正則：「美濃の碩学・佐藤一斎に学ぶⅢ ―『言志録』講読―」，平成１５年度後

期岐阜女子大学エクステンション公開講座，岐阜女子大文化情報センター，

２００３．１０．１４／１０．２８／１１．１１／１１．２５

近藤正則：「生活の中の「礼」の伝統」，岐阜女子大学出張講義，愛知県立愛知商業

高等学校体育館，２００３．１２．２２

近藤正則：「中国４０００年の英知に学ぶ―『論語』と孔子―」，岐阜新聞・岐阜放送カ

ルチャーアカデミーコミュニケーションカレッジ，ぱるるプラザ GIFU・ぱ

るる教室，２００３．１０．７／１０．２８／１１．１１／１１．１８／１２．２／１２．１６

近藤正則：「「経世済民」と東洋倫理」，岐阜西ロータリークラブ，岐阜会館，２００４．３．８

近藤正則：「人はなぜ，学び続けるのか―「人間の自覚」と「立志」について」，岐
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阜女子大学出張講義，愛知県立一宮北高等学校，２００４．３．１０

近藤正則：「中国４０００年の英知に学ぶ―『論語』と孔子―」，岐阜新聞・岐阜放送カ

ルチャーアカデミーコミュニケーションカレッジ，ぱるるプラザ GIFU・ぱ

るる教室，２００４．１．１４／１．２８／２．４／３．３／３．１７／３．２４

近藤正則：「君子の過つや，日月の食するが如し―『論語』子張第２１章」，平成１６年

度岩村町孔子祭講経，岐阜県岩村町・藩校知新館正門，２００４．４．１７

近藤正則：「温故知新―古典に学ぶ“家庭”の役割」，平成１６年度岩村町孔子祭記念

講演，岐阜県岩村町公民館，２００４．４．１７

近藤正則：「『論語』とカステラ ―岩村の藩校精神―」，岐阜女子大学特別オープン

講義「岐阜に生きる」，岐阜女子大学，２００４．６．９．

近藤正則：「中国４０００年の英知に学ぶ―『論語』と孔子―」，岐阜新聞・岐阜放送カ

ルチャーアカデミーコミュニケーションカレッジ，ぱるるプラザ GIFU・ぱ

るる教室，２００４．４．１３／４．２７／５．１１／５．２５／６．８／６．２２

近藤正則：「人はなぜ，学び続けるのか―温故と知新―」，岐阜県立岩村高等学校学

校祭記念講演，岐阜県立岩村高等学校，２００４．９．２

塩 田 公 子
塩田公子：出張講義「かぐやひめはどこから来たの？『竹取物語』を読む」，三重県

川越高校 ２００３，１２，１６

塩田公子：出張講義「『源氏物語』と２０００円札」，名古屋経済大学附属高蔵高校，２００４，

７．９

塩田公子：講演「学習支援システム『Campus Partner』の活用―日本語表現と文学の

講義から」，『２１世紀の教育を考える会』「教育評価部会」，岐阜女子大学，

２００４．８．６

谷 口 知 司
谷口知司：「オンデマンド型遠隔教育システムの構成とそれを活用した教育の提

案」，２１世紀の教育を考える会，岐阜女子大学，２００４．８．６

中 村 重 勝
中村重勝：「康有為の人と書について」，奈良県書道教育研究会振興部総会，大和郡

山南部公民館，２００４．５．１８

中村重勝：「中国近代の書人―伊秉綬・陳鴻壽」，文林書道講座，奈良市文林堂，２００４．

６．１３

中村重勝：「中国近代の書人―呉大澂・楊守敬」，文林書道講座，奈良市文林堂，２００４．

９．１２

中村重勝：「陶淵明桃花源記」（６２cm×２４２cm×４四幅対）ほか１点，“第８回嚮鵠会

書作展”，書法研究嚮鵠会，奈良県橿原文化会館，２００３．１１．２８～１２．１

中村重勝：「欲観千古，則数今日」（９１cm×１８２cmタテ形式）“第３９回雪心会書作展”，

書道研究会雪心会，奈良県文化会館，２００４．３．１７～２１

中村重勝：「遊吉野」（５３cm×１３５cmタテ形式）“第３２回日本の書展”，全国書美術振
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興会，大阪国際会議場，２００４．３．２６～２９

中村重勝：「寧為鶏口，無為牛後」（９１cm×１８２cmタテ形式）ほか５点“第３６回中和

書道２１人展”，中和書道研究会，大和高田市さざんかホール，２００４．３．１７～

２１

中村重勝：「詩経関�」（１６０cm×４０cm×４屏風）“２００４日本書芸院展”，社団法人日

本書芸院，大阪国際会議場，２００４．４．２７～５．２

中村重勝：「鶏口牛後」（１８２cm×９１cmヨコ形式）ほか６点“第８回寧社展”，書道

研究会寧社，奈良県文化会館，２００４．５．３～５

中村重勝：「曹丕語」（９１cm×３０３cmタテ形式）“第３１回雪心会選抜書作展”，書道研

究会雪心会，東京上野の森美術館，２００４．７．２５～２８

中村重勝：「通会之際人書倶老」（９１cm×２４２cmタテ形式）“第２１回読売書展”，読売

新聞社，京都市立美術館，２００４．８．２４～２９

堀 幹 夫
堀 幹夫：「中国美術学院建院７５周年記念式典祝辞」，中国美術学院，２００３．１１．２２

堀 幹夫：「くすりと健康」，こばと幼稚園創立５０周年記念講演，こばと幼稚園，２００４．

５．１８

堀 幹夫：「三輪真長寺文化財保存会１０年を迎えて」，三輪真長寺文化財保存会，２００４．

５．２５

堀 幹夫：「美しくなるには」，岐阜北ライオンズクラブ９月講演，岐阜ルネッサン

スホテル，２００４．９．２

堀 幹夫：「人生１００才，７０～８０才はまだ若い」，岐商凛心４０の喜寿記念講演会，２００４．

９．６

松尾眞砂子
松尾眞砂子：「発酵大豆食品で老化や生活習慣病を防ぎましょう」，岐阜女子大学エ

クステンション公開講座，岐阜女子大学文化情報センター，２００３．１０．６，

１０．１５，１０．２９，１１．５，１１．１２，１１．１９，１１．２６

松尾眞砂子：「バイオの力で食品の味と健康機能を向上させる」，福井県立武生東高

等学校，２００４．２．２０

松尾眞砂子：「食品の健康増進機能」，岐阜県立武義高等学校，２００４．５．２７

松尾眞砂子：「おからテンペの生理作用と食品素材性」，平成１６年度プロジェクト創

出研究会講演会，テクノプラザ，２００４．９．１０

三 輪 聖 子
三輪聖子：フォーラム「生きる力をそなえた人づくり―家族の立場から―」�日本家

政学会中部支部第５０回記念大会，岐阜女子大学，２００４．９．１７

村 瀬 啓 一
村瀬啓一：「第８０回記念白日会展」，白日会，東京都美術館，２００４．３．２６～４．４

Keiichi Murase : 「Japanese Contemporary Visual Art Exhibition Euregio２００４］, Club des

Amis de I ‘Europe des Arts, UNIZO Limburg, Hasselt, BELGIUM．２００４．４．２～

研究業績一覧

― ―１３５



４．３０

山中マーガレット
山中マーガレット：「Global citizen」，岐阜県立関高等学校，関市，２００３．１１．２０

山中マーガレット：「ウォルターウェストンと私 ―異国の目が見た美濃の伝

統―」，いわむら一斎塾，岩村町，２００４．７．１０

山中マーガレット：「外国人は誰？」，第３４回岐阜県高等学校家庭クラブ連盟指導者

講習会平成１６年度大会，２００４．８．１０

吉 澤 龍 二
吉澤龍二：「第３５回日展『望月』」，会友出品入選，東京都美術館，２００３．１１．２～１１．２４

吉澤龍二：「第２６回県有名人チャリティ色紙展『回想』」出品，新岐阜百貨店，２００３．

１１．１５～１１．１９

吉澤龍二：「第６５回千草会書展『天の原』」出品，大阪市マイドーム大阪，２００３．１１．２２

～１１．２３

吉澤龍二：「第２５回墨の祭典岐阜県書作展『鳥の声』」出品，岐阜市高島屋，２００４．２．１８

～２．２４

吉澤龍二：「第３２回日本の書展中部展『春の日』」出品，財団法人全国書美術振興会

主催，愛知県美術館，２００４．２．２４～２．２９

吉澤龍二：「岐阜県書作家協会設立２５周年・中国西�印社設立１００周年記念・岐阜市，
杭州市姉妹都市提携２５周年記念日中書法展帰国展『秋興』」出品，岐阜県書

作家協会主催，岐阜市民会館，２００４．３．３～３．７

吉澤龍二：「第２５回岐阜県書作家協会展『梅花』」出品，岐阜県美術館，２００４．４．２０

～４．２５

吉澤龍二：「サンフランシスコ州立大学日本現代書展『鳥声』」出品，サンフランシ

スコ州立大学外国語学部主催，サンフランシスコ州立大学ヒューマニティ・

ビルディングディーン会議室，２００４．４．２６～５．７

吉澤龍二：「日本書芸院展・魁星の書家『すみれ草』」出品，大阪国際会議場，２００４．

４．２７～５．２

吉澤龍二：「第５４回中日書道展『梅の花』」二科審査員出品，名古屋市民ギャラリー

栄，２００４．２．６．

吉澤龍二：「第５０回全関西美術展『梅花』」招待作家出品，大阪市立美術館２００４．７．９

～７．２５

吉澤龍二：「第２１回読売書法展『懐旧』」理事出品，愛知県美術館，２００４．８．３１～９．５

吉 見 静 子
吉見静子：「川つくりと生活文化」，滋賀県河港協会定期総会講演，２００４．６．１

吉 水 淑 雄
吉水淑雄：「インカ帝国の謎～ペルー観光のハイライト～」，岐阜ライオンズクラブ

１２月講演，岐阜グランドホテル，２００３．１２．１３
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７．その他
浅 野 珠 美
桑野稔子，中野宏美，岡本享子，浅野珠美：「乳・幼児期からの生活習慣病予防のた

めの基礎的調査研究」（報告書），山県市母子保健計画，２００４．３

大塚陽子，浅野珠美：「管理栄養士への道～管理栄養士になるための必要な知識技術

と栄養価計算～」，岐阜県農業教育研究会部会別研修会，２００４．８．９

飯 田 真 美
飯田真美：みんなが主役明日の岐阜県づくり「県民働同宣言」起草第２部Ⅱ生涯にわ

たり安心して暮らせる社会づくり（健康・医療），２００４．３

飯田真美：日本循環器学会禁煙推進委員会幹事，２００４．６まで，同委員会委員，２００４．７

から

飯田真美：多治見市喫煙対策検討会議委員

飯田真美：岐阜県２１世紀ビジョン委員会委員，２００４．３．３１まで

飯田真美：岐阜県２１世紀ビジョン委員会専門調査員，２００４．３．３１まで，２００４．８．２か

ら

飯田真美：岐阜県スーパー・マニュフェスト県政評価委員会委員

飯田真美：岐阜県保健医療推進協議会委員

飯田真美：第６７回国民体育大会岐阜県準備委員会地域スポーツ振興に関する研究会委

員，２００４．８．２０から

小 川 宣 子
小川宣子：「幼児の食教育」，中日新聞，２００４．１～９

小川宣子：「岐阜県食料計画県民会議専門部会」，（委員長），岐阜県，２００３．１０

小川宣子：「岐阜県農政審議会」，（委員），岐阜県，２００３．１０

小川宣子：「岐阜県食料自給率向上部会」，岐阜県，２００３．１０

小川宣子：「岐阜県食料確保審議会」，岐阜県，２００３．１０

小川宣子：「鶏卵・鶏肉料理コンクール」，（審査委員長），岐阜県養鶏協会，２００４．１

小川宣子：「東海地域食育推進協議会」，（座長），農林水産省東海農政局，２００４．３

小川宣子：「岐阜県健康相談活動支援体制整備事業」，（講師），岐阜県，２００４．４

小川宣子：「「健脳食」検討委員会」，（委員長），岐阜県老人障害予防センター，２００４．４

小川宣子：「ふるさとクリーン村審査委員会」，（委員），岐阜県，２００４．４

小川宣子：「とうかい食農健サポートクラブ」，（幹事），とうかい食農健サポートク

ラブ，２００４．４

小川宣子：「岐阜県保育士試験予備講習会」，（講師），岐阜県，２００４．４

小川宣子：「岐阜「食」を考える会」，（役員），岐阜「食」を考える会，２００４．４

小川宣子：「西濃地域食育支援委員会」，（委員長），岐阜県，２００４．４

小川宣子：「岐阜県食育推進会議」，（議長），岐阜県，２００４．４

小川宣子：「岐阜県調理師試験」，（委員），岐阜県，２００４．４

小川宣子：「対策・改革検証委員会」，（委員），岐阜県，２００４．４
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小川宣子：「アイデアおさつのお菓子・料理コンクール」，（審査委員長），各務原市，

２００４．１．２５

小川宣子：「先端技術を活用した農林水産研究高度化事業」，（専門評価委員），岐阜

県，２００４．２

小川宣子：「東海地域農政懇談会」，（委員），東海農政局，２００４．３

神 田 卓 朗
神田卓朗：「飛騨学のススメ～上宝村のユニークな節分」，岐阜新聞飛騨地域版，

２００４．９．１５

神田卓朗：「飛騨学のススメ～方言駆使・古里の語り部」，岐阜新聞飛騨地域版，

２００４．９．１７

神田卓朗：「飛騨学のススメ～息づく平安の都言葉」，岐阜新聞飛騨地域版，

２００４．９．２２

神田卓朗：「力持ち小太郎伝説」，『月刊ぎふ』１０月号，北白川書房，pp．２０～２１，

２００３．１０．１

神田卓朗：「懐かしの味・ぶんたこ」，『月刊ぎふ』１１月号，北白川書房，pp．２０～２１，

２００３．１１．１

神田卓朗：「うだつとつり鐘の残る旧家」，『月刊ぎふ』１２月号，北白川書房，pp．２０

～２１，２００３．１２．１

神田卓朗：「ちょっと昔の道具たち展」，『月刊ぎふ』１月号，北白川書房，pp．２０～

２１，２００４．１．１

神田卓朗：「江戸時代からの飾り物」，『月刊ぎふ』２月号，北白川書房，pp．２０～２１，

２００４．２．１

神田卓朗：「正法寺の籠大仏」，『月刊ぎふ』３月号，北白川書房，pp．２０～２１，２００４．

３．１

神田卓朗：「カラフルな杵振り踊り」，『月刊ぎふ』４月号，北白川書房，pp．２０～２１，

２００４．４．１

神田卓朗：「クローンでマンモス復元へ」，『月刊ぎふ』５月号，北白川書房，pp．２０

～２１，２００４．５．１

神田卓朗：「１５町のにわか競演に沸く」，『月刊ぎふ』６月号，北白川書房，pp．２０～

２１，２００４．６．１

神田卓朗：「中山道細久手宿・大黒屋」，『月刊ぎふ』７月号，北白川書房，pp．２０～

２１，２００４．７．１

神田卓朗：「郡上おどりエピソード」，『月刊ぎふ』８月号，北白川書房，pp．１８～１９，

２００４．８．１

神田卓朗：「３０年前のリクエストカード初公開」，『月刊ぎふ』９月号，北白川書房，

pp．１８～１９，２００４．９．１

神田卓朗：「合掌集落・白川村の『春駒』～江戸時代から続く七福神の初笑い～」，

『ホットパストール』４８号，ホットパストール編集局， ２００３．１２．２０
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神田卓朗：「フォークソングになった民話・二ツ葉の源次」『ホットパストール』４９号，

ホットパストール編集局，２００４．３．２０

神田卓朗：「クローン技術でマンモス復元へ～岐阜県と近畿大学が共同研究～」，

『ホットパストール』５０号，ホットパストール編集局，２００４．６．２０

神田卓朗：「力持ち小太郎伝説とアームレスリング大会」，『ホットパストール』５１号，

ホットパストール編集局，２００４．９．２０

神田卓朗，山中マーガレット：「神田卓朗とマーガレットのポップス・トーク」，岐

阜ラジオ，毎週月曜日１８：３０～１９：００放送，２００３．１０．６～２００４．９．２０

木 澤 光 子
木澤光子：「学校に行けない子，行かない子に対する親の理解と支え（助言者）」，関

市教育委員会，ふれあい教室，２００３．１０．６，１１．１７，１２．８，２００４．１．１９，２．１６，

３．９，５．１７

木澤光子：「引きこもり当事者の居場所づくり（助言者）」，郡上郡保健センター，大

和町精神障害者小規模作業所，２００３．１０．２７，２００４．３．１０

木澤光子：「子ども健やか相談（助言者）」，郡上郡保健センター，白鳥町保健センター，

２００３．１１．１０，２００４．３．１

桑 野 稔 子
桑野稔子，中野宏美，岡本享子，浅野珠美：「乳・幼児期からの生活習慣病予防のた

めの基礎的研究調査」（報告書），山県市母子保健計画，２００４．３

桑野稔子：�岐阜県栄養士会生涯学習研修委員，２００４．１
桑野稔子：�岐阜県栄養士会理事，２００４．５
桑野稔子：「平成１６年度管理栄養士国家試験受験準備講習会」（司会）岐阜県栄養士会

２００３．９．１１，２００３．９．２５

小瀬千恵子
小瀬千恵子：「第１回ユニバーシアード俳句大会」受賞，２００３．６．２３

小瀬千恵子：「第６４回国民植樹祭企画委員会」，２００４．１．６，２．４，１０．１

後 藤 忠 彦
後藤忠彦：「衛星放送 CSと通信ネットワークを用いた遠隔教育システムの開発」，『平

成１３年度～平成１５年度科学研究費補助金（基礎研究（B）（１））研究成果報告

書』，２００４．３

塩 田 公 子
塩田公子：「源氏物語の真髄を聞く会」，「源氏香古典の会」月例会， 愛知県知多郡

南知多町ホテル「源氏香」，２００３．１０．２９，１１，２６，１２，１７，２００４．１．２８，２．２５，

３．２４，４．２８，５．２６，６．３０，７．２１，８．２５，９．２９

塩田公子：岐阜市読書市民サークル 助言者，「大掴み源氏物語 マロン」，２００３．１１．

２７，

塩田公子：知多市東部公民館 平成１５年度文学講座，「更級日記を読む」，２００３．１２．１２，

２００３．１２．１９，２００４．１．９，１．２３，２．６，２．１３，２．２０，２．２７，知多市教
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育委員会主催

塩田公子：『国文学科をでたはずなのに』，『名古屋大学国語国文学会報』，第２３号，２００３．

１１，２５，名古屋大学国語国文学会

塩田公子：『イタリアンに夢中』，「であい」，第８０号，２００４．３．１５，岐阜市読書サー

クル協議会

中 村 重 勝
張裕�「行書五言聯」（解説），『新書鑑』，２００３．１０．２５
伊秉綬「隷書六言聯」（解説），『新書鑑』，２００３．１１．２５

錢 �「楷書七言聯」（解説），『新書鑑』，２００３．１２．２５
錢 �「行書七言聯」（解説），『新書鑑』，２００４．１．２５
趙孟�「潘岳秋興賦巻」（解説），『新書鑑』，２００３．２．２５
黄士陵「篆書七言聯」（解説），『新書鑑』，２００４．３．２５

陳鴻壽「隷書五言聯」（解説），『新書鑑』，２００４．４．２５

伊秉綬「行書五言聯」（解説），『新書鑑』，２００４．５．２５

伊秉綬「薔薇花詩幅」（解説），『新書鑑』，２００４．６．２５

傅 山「行書七言聯」（解説），『新書鑑』，２００４．７．２５

康有為「行書七言詩軸」（解説），『新書鑑』，２００４．８．２５

呉大澂「篆書五言聯」（解説），『新書鑑』，２００４．９．２５

藤 田 昌 子
藤田昌子：「こんだてじまん」，『臨床栄養』，vol.１０４，No.４，pp４８７―４９０，医歯薬出

版株式会社，２００４．４．１

堀 幹 夫
堀 幹夫：「市民参画賞」，三輪真長寺文化保存会（団体の部会長）の功績を賛える，

細江茂光岐阜市長，２００３．１０．１

堀 幹夫：「財団法人岐阜市公共ホール管理財団評議員会委員（議長）」，細江茂光岐

阜市長，２００３．５．２９

堀 幹夫：「NPO法人地域資料情報化コンソーシアム代表への感謝状」，武山�司岐
阜県博物館長，２００３．１０．７

堀 幹夫：「財団法人岐阜県研究開発財団理事」，同財団金城俊夫理事長，２００４．４．１

堀 幹夫：「岐阜県教育改革研究委員会委員」，梶原拓岐阜県知事，２００４．４．１

堀 幹夫：「IUPAC（国際純粋応用化学連合）の ICO―１５（第１５回創造的有機合成化

学国際会議）組織委員会顧問，同組織委員会，２００４．４．１

堀 幹夫：「NPO法人キャリア開発センター副理事長」，同役員会，２００４．４．１

堀 幹夫：「岐阜県博物館協議会委員」（会長，議長），岐阜県教育委員会，２００４．９．２４

（任期２ヶ年）

松尾眞砂子
松尾眞砂子：「生活改良普及員資格試験委員会」，委員，岐阜県，２００３．１１．２１

松尾眞砂子：「生活改良普及員資格試験委員会」，委員，岐阜県，２００４．６．３
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水 野 幸 子
水野幸子，武田成正，服部福徳，高木具爾子：「高齢者ための実践栄養教室につい

て」，医歯薬出版株式会社月刊総合ケア，２００３．１２号

三宅 茜巳
三宅茜巳：「国際音楽交流フォーラム」，コーディネイター，県民文化ホール未来会

館，２００４．８．９

三宅茜巳：「岐阜市行政改革推進会議」，岐阜市役所，２００３．１０～２００４．７

三宅茜巳：「岐阜市総合計画審議会」，岐阜市役所，２００３．１０～２００４．１

三宅茜巳：「岐阜県の音楽文化の発展と可能性の調査研究会」，ハートフル・スクエ

アー，２００３．１０～２００４．４

森 俊 夫
森 俊夫：「岐阜県岐阜圏域循環型社会形成推進協議会」，（会長）２００４．３．２４

森 俊夫：「感性の不思議（新しい価値や美意識を生む）」，岐阜新聞サンデーコラム，

２００４．１．１１

森 俊夫：「学家庭で出る植物素材ごみ（高い消臭効果，活用を）」，岐阜新聞サンデー

コラム，２００４．５．９

森 俊夫：「大学の第三者評価制度（高い質の保障へ義務化）」，岐阜新聞サンデーコ

ラム，２００４．８．１

山中マーガレット
Yamanaka, Margaret : “The Trip and the Travelogue”, Aurora No．８，２００４．pp．３３～３５．

山中マーガレット，神田卓朗：「神田卓朗とマーガレットのポップストーク」，岐阜

放送，毎週月曜日１８：３０～１９：００放送，２００３．１０．６～２００４．９．２０

山中マーガレット：全国商業高校英語弁論大会岐阜県予選審査委員長，２００３．１１．３

山中マーガレット：岐阜県高校英語ディベートコンクール予選審査委員，２００３．１１．１０

山中マーガレット，北川邦夫，石神政幸，堀尾護：「Super English Language High School

の取り組み―遠隔 TV会議システムを用いたオーストラリアの高校との共同

授業―』，第二回「２１世紀の教育を考える会」，２００４．８．６

山中マーガレット通訳：第４３回中部防衛衛生学会，２００４．２．１８

山中マーガレット：「異文化に暮らす」，岐阜新聞，２００４．２．８ 掲載

山中マーガレット（江口ともみインタビュアー）：「旅行」，中日新聞，２００４．９．２４

掲載

吉 澤 龍 二
吉澤龍二：「２００４書作品年鑑・現代の旗手たち」，書道ジャーナル，小野寺啓二編著，

pp．３７０～３７１

吉澤龍二：「月刊競書雑誌『臨池』仮名講座・仮名手本執筆」，２００４．１０．１～２００４．９．３０

吉澤龍二：「月刊競書雑誌『書魁』仮名講座・仮名手本執筆」，２００４．１０．１～２００４．９．３０

吉澤龍二：「月刊競書雑誌『書研』仮名講座・仮名手本執筆」，２００４．１０．１～２００４．９．３０
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