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大阪信愛女学院短期大学研究活動報告 
 

（2009 年 1 月～2009 年 12 月） 

氏 名 区分 書名／論文名／演題／名称他 発行所／誌名／学会名／主催他 発表年月 
     岩井秀昭 

（教授） 
演奏 大阪木管カメラータ（モーツァルト

／セレナード 他） 
ラブリーホール 2009.2 

      〃 チャペルコンサート・大阪木管カメ

ラータ（モーツァルト／セレナード 
他） 

大阪信愛女学院聖堂 2009.2 

      〃 チャペルコンサート・関西クラリネ

ット四重奏団（ヒケティック／３つ

のラテンダンス 他） 

大阪信愛女学院聖堂 2009.3 

      〃 関西クラリネット四重奏団演奏会

（シューベルト／アヴェマリア 
他） 

Marine (Italy) 2009.3 

      〃 関西クラリネット四重奏団演奏会

（モーツァルト／アヴェヴェルム 
他） 

Parrochia, S. Pio X alla Bulduina, 
Rome (Italy) 

2009.3 

      〃 関西クラリネット四重奏団演奏会

（ヒケティック／３つのラテンダ

ンス 他） 

Koepelkerk, Sappemeer 
(Nederland) 

2009.3 

      〃 関西クラリネット四重奏団演奏会

（ヒケティック／３つのラテンダ

ンス 他） 

Music Instruments Museum, 
Eelde (Nederland) 

2009.3 

      〃 関西クラリネット･ソサエティ演奏

会 
神戸バイブルハウス主催，神戸バイ

ブルハウス 
2009.7 

      〃 関西クラリネット･ソサエティ演奏

会 
関西クラリネット･ソサエティ主

催，クレオ大阪東 
2009.11 

      放送 関西クラリネット四重奏団（ヒケテ

ィック／３つのラテンダンス 他） 
バチカン放送 2009.4 

      マ ス タ ー 
クラス 

クラリネット演奏法 メトロポリス社主催，ボルネム市後

援，ボルネム市文化会館 
2009.8 

          上田博之 
（教授） 

論文 Cutaneous Vasodilation Response 
to a Linear Increase in Air 
Temperature from 28℃ to 40℃ in 
Prepubetal Boys and Young Men 

J Physiol Anthropol 28 137-144 頁

（共著） 
2009 

      〃 熱帯地住人の環境適応能の解明と

それに及ぼす生活環境要因 
平成 17~19 年度科学研究補助金（基

盤研究（Ｂ））研究成果報告書（共

著） 

2009 

      〃 Sweat Gland Function in Thai and 
Japanese Males in Relation to 
Physical Training 

13th International Conference on 
Environmental Ergonomics, 
(CD-ROM 版) （共著） 

2009 

      学会 
発表 

衣服換気量による紙おむつの湿り

気評価 
日本繊維機械学会第 62 回年次大会 

大阪科学技術センター（共同・筆頭） 
2009.5 

          



          上田博之 
（教授） 

〃 Sweat Gland Function in Thai and 
Japanese Males in Relation to 
Physical Training 

13th International Conference on 
Environmental Ergonomics，
Boston USA 

2009.8 

          高井明徳 
（教授） 

学会 
発表 

分染法によるツマジロモンガラの

染色体研究 
染色体学会第 60 回年会 2009.11 

          田中順子 
（教授） 

論文 介護予防のための食支援～配食サ

ービスの現状と課題 
大阪ガスグループ福祉財団研究・調

査報告集 Vol.22, 33-42 頁,（共著・

筆頭） 

2009.7 

      学会 
発表 

居宅高齢者への食支援～奈良県Ｉ

町の生活支援型配食サ－ビス利用

者と中断者について 

第 56 回日本栄養改善学会学術総会 
札幌コンベンションセンター（共

同・筆頭） 

2009.9 

      報告書 大阪市における生活支援型食事サ

ービス事業者調査報告書 
高齢者食支援研究会（共著・筆頭） 2009.3 

          種谷睦子 
（教授） 

演奏 マリンバ・コンサート 種谷睦子主催, 学園前ホール 2009.3 

      〃 マリンバ・コンサート 種谷睦子主催, 学園前ホール 2009.7 

      〃 種谷睦子マリンバ・コンサート 藍野病院主催, 藍野病院エントラン

ス・ロビー 
2009.12 

          橋本富子 
（教授） 

講演 海外保健医療分野人材育成事業「日

本の学校保健におけるリプロダク

ティブ・ヘルス教育－性教育」 

（財）国際看護交流協会主催 アフ

リカ英語圏・看護教育能力強化研修

コース、アジア太平洋地域・安全な

出産のための助産師研修コース 

JICA 大阪国際センター 

2009.2 

      〃 講義「地域母子保健－地域母子保健

における助産師の活動（子育て女性

の健康支援センター活動）」 

（財）聖バルナバ助産師学院 2009.2 

      〃 職業講話「看護師・助産師・保健師

の仕事」 
大阪市主催 大阪市立住吉中学校 2009.2 

      〃 大阪市保健師研修「学校における性

教育」 
大阪市健康福祉局主催 大阪市保

健所あべのメディックス 
2009.2 

      〃 「ベビーマッサージ」 大阪市住吉区子ども子育てプラザ

主催 住吉区子ども子育てプラザ 
2009.3 

      〃 平成 20 年度大阪市生涯学習ネット

ワーク助成事業「妊娠期子育て講

座」 

(社)大阪府助産師会/子育て女性の健

康支援センター主催 
住吉区子ども子育てプラザ、東住吉

区子ども子育てプラザ 

2009.1～3 

      〃 平成 20 年度独立行政法人福祉医療

機構助成金事業「地域ぐるみで取り

組む子育て応援事業」 

(社)大阪府助産師会/子育て女性の健

康支援センター主催 
東淀川区子ども子育てプラザ、東淀

川区保健福祉センター、住吉区子ど

も子育てプラザ、住吉区保健福祉セ

ンター、東大阪市市民会館、近江堂

リージョンセンター 

2009.1～3 

      講演 
カウンセ

リング 

「職場におけるメンタルヘルス」

「ストレスの対処法」 
（株）エーエヌエー（ANA）スカイ

パル主催 関西国際空港・大阪国際

空港事業所 

2009.1～3 

      講演 講義「現代と人間に関する総合演習

（女性学・男性学）」 
大阪千代田短期大学 2009.5 

          



          橋本富子 
（教授） 

ｽｰﾊﾟｰ 
ﾋﾞｼﾞｮﾝ 

大阪府不妊対策事業（不妊相談セン

ター事業）「不妊に関するサポート

グループ」 

大阪府主催 （財）大阪府男女共同

参画推進財団（ドーンセンター） 
2009.9 

      講演 人権学習「大切ないのち」「私たち

の生と性を考えよう」 
大阪信愛女学院中学・高等学校 中

学 1 年・高校１,2 年生 
2009.11 

          足立京一 
（准教授） 

論文 嘘をつく人と騙される人のパーソ

ナリティに関する研究 
大阪信愛女学院短期大学紀要 , 第
43 集, 9-27 頁 

2009.6 

          市川隆司 
（准教授） 

学会 
発表 

保育者養成課程における協働性の

育成－チーム学習を用いた授業デ

ザインと実践－ 

第 15 回大学教育研究フォーラム，

京都大学（共同） 
2009.3 

      〃 チーム学習を用いた学習者中心の

学習環境のデザイン 
日本教育情報学会第 25 回年会，立

命館大学（共同） 
2009.8 

      〃 Lesson Design and Practice for 
Collaborative Self-directed 
Learning 
Team Learning in High School 
"Period for Integrated Study" 

International Conference for 
Media in Education (7th) 2009, 
Seoul National University, Seoul
（共同） 

2009.8 

      講演 教育の情報化を考える～知識基盤

社会で生きるため～ 
キャリア発展セミナー，畿央大学教

育学部 
2009.2 

          奥田昌代 
（准教授） 

論文 ピアノ伴奏技能向上を目指す指導

上の試み―伴奏付け指導の効果に

ついての量的分析― 

全国大学音楽教育学会研究紀要，第

20 号，21-30 頁 
2009.3 

      〃 保育者養成におけるピアノ伴奏技

能向上の試みⅡ―指導法変更に伴

う効果についての量的分析― 

大阪信愛女学院短期大学紀要，第 43
集，29-36 頁 

2009.6 

      演奏 全国大学音楽教育学会関西地区学

会平成 20 年度後期研究会（ドビュ

ッシー／エチュード第２集より「ア

ルペジョのための」他 

全国大学音楽教育学会関西地区学

会主催，大阪市生涯学習センター第

１研修室 

2009.1 

      〃 原盾二郎記念コンサート（メンデル

スゾーン／ロンド・カプリチオーソ 

他） 

紀南文化会館主催，紀南文化会館大

ホール 
2009.6 

          佐久正秀 
（准教授） 

著書 「トピックでみがく留学生のため

の大学日本語１－インプットから

アウトプットまで快適にみがく篇」 

関西大学出版部，大阪府，（執筆分

担） 
2009.9 

      学会 
発表 

外来語分析と英語語彙指導－外国

語活動における指導語彙の観点か

ら－ 

関西英語教育学会 第１3 回 研究大

会，摂南大学寝屋川キャンパス（共

同） 

2009.6 

      指導 
助言 

平成 20 年度 文部科学省 英語活動

等国際理解活動推進事業 公開授業 
大阪市立西生野小学校，大阪市教育

委員会 
2009.1 

      〃 平成 20 年度 文部科学省 英語活動

等国際理解活動推進事業 
大阪市立池島小学校，大阪市教育委

員会 
2009.2 

      〃 平成 20 年度 文部科学省 英語活動

等国際理解活動推進事業 
大阪市立城北小学校，大阪市教育委

員会 
2009.2 

          長 尾 尚 
（准教授） 

学会 
発表 

 

「保育者養成課程における協働性

の育成」 －チーム学習を用いた授

業デザインと実践 

第 15 回大学教育研究フォーラム 

京都大学高等教育研究推進センタ

ー 京都大学百周年時計台記念館 

2009.3 

          



          長 尾 尚 
（准教授） 

〃 チーム学習を用いた学習者中心の

学習環境のデザイン 
日本教育情報学会 第 25 回年会 

立命館大学 
2009.8 

      口頭 
発表 

「知識時代の学習環境のデザイン」 第 7回ケータイ活用教育研究会 東

京未来大学 
2009.9 

      講演 「今時の大学の授業」－考えて表現

する力を養う－ 
公開講座フェスタ 2009 阪神奈大

学・研究機関生涯学習ネット 大阪

府府民文化部都市魅力創造局文化

課 さいかくホール 

2009.11 

          中嶋光司 
（准教授） 

指揮 上野ウインドアンサンブル 23 回演

奏会（福島 弘和：音楽物語『注文

の多い料理店』） 

上野ウインドアンサンブル主催／

伊賀市文化会館／三重県吹奏楽連

盟・ 伊賀吹奏楽連盟・上野芸術文

化協会・伊賀市教育委員会・名張市

教育委員会 

2009.6 

          中島充代 
（准教授） 

学会 
発表 

 

精神看護院内実習指導者講習会が

指導者効力感に及ぼす効果 －講

習会前後と講習会修了者との比較

より－ 

第 40 回日本看護学会－看護教育－

（共同） 
2009.8 

      論文 精神看護院内実習指導者講習会が

実習指導者教師効力感に及ぼす効

果 －講習会前後と講習会修了者

との比較より－ 

第 40 回日本看護学会論文集（看護

教育），95-97 頁（共著・筆頭） 
2009 

          中野幸子 
（准教授） 

学会 
発表 

保育実習で保育士が求め学生が学

ぶ子どもの捉え方や関わり方 
日本看護協会 第 40 回 日本看護学

会 小児看護 高知市文化プラザ（筆

頭） 

2009.8 

      〃 小児看護学実習の臨地の場で行う

危険予知訓練（以下 KYT）の効果 
日本看護協会 第 40 回 日本看護学

会 看護教育 岡山コンベンション

センター（筆頭） 

2009.8 

          西 節子 
（准教授） 

講演 介護職と接遇 大阪市西区区役所 
大阪市西区社会福祉協議会主催 

2009.10 

          角地正範 
（助教） 

演奏 ザ タロー シンガーズ 「ニューイ

ヤーコンサート」  『〜究極のア

カペラ来たる〜』 

（財）大阪狭山市文化振興事業団主

催，SAYAKA ホール(大阪狭山市文

化会館) 

2009.1 

      〃 関西歌劇団 サロンオペラシリー

ズ G・F・ヘンデル作曲 歌劇「ジ

ュリアス・シーザー」 トローメオ

役 

（財）尼崎総合文化センター/NPO
関西芸術振興会主催，尼崎アルカイ

ックホール 

2009.1 

      〃 第２回城東区第九演奏会 ベート

ーヴェン作曲『交響曲第九番』 テ

ノール独唱 

TEAM Jo-9♪／城東区コミュニテ

ィ協会主催，城東区ゆめ〜まち〜未

来会議／大阪信愛女学院共催，城東

区役所／城東区生涯学習推進会／

ドイツ文化センター大阪後援、大阪

信愛女学院講堂 

2009.2 

      〃 ザ タロー シンガーズ 「大阪音楽

大学サテライト・マスタークラス 

合唱指揮者コース」『自作品の解釈

と演奏』 

大阪音楽大学主催，大阪音楽大学ミ

レニアムホール 
2009.3 

      〃 関西歌劇団「スプリングコンサー

ト」オペラ『夕鶴』与ひょう役 
NPO 関西芸術振興会主催，関西元

気文化圏推進協議会後援，兵庫県立

文化センター・小ホール 

2009.5 

          



          角地正範 
（助教） 

〃 ザ タロー シンガーズ 「第１１回 
東京定期演奏会」 『20 世紀の響き 

～その聖と俗～』 

ザ タロー シンガーズ主催， トッ

パンホール 
2009.8 

      〃 ザ タロー シンガーズ 「第１６回 
大阪定期演奏会」 『20 世紀・祈り

の声 ～それぞれの響きとかたち

～』 

ザ タロー シンガーズ主催，いずみ

ホール  
2009.1 

      〃 喜歌劇楽友協会 ヨハン・シュトラ

ウスⅡ作曲 オペレッタ『こうも

り』アイゼンシュタイン役 

喜歌劇楽友協会主催，エル・シアタ

ー大ホール 
2009.12 

      講演 「吹田市民の『第九』２００９」  

四ヶ月間１５回にわたるベートー

ヴェン『第九』の合唱指導 

（財）吹田市文化振興事業団主催，

関西フィルハーモニー管弦楽団，藤

岡幸夫指揮，メイシアター大ホール  

2009.12 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 


