【教員の教育研究業績等】
氏
名

橋本 洋子

所 属

地域保育学科

職 位

教授

研究分野

社会学／家政学および生活科学
／スポーツ科学、体育、健康科学
関連分野

学 位

資格・免許

栄養士、管理栄養士

担当教科

子どもの食と栄養、子どものための食育実習、総合演習Ⅰ、総合演習Ⅱ（卒業研究）、インターンシップⅠ、
インターンシップⅡ、短大基礎講座、健康、健康（指導法）

家政学士

教育上の能力及び職務上の実績に関する事項
事

項

年月日

1 教育方法の実践例
2 作成した教科書、教材
1．「保育ネオシリーズ 小児栄養演習」（同文書院）
2．「子どもの食と栄養演習書」（医歯薬出版株式会社）
3．「子どもの食と栄養 －演習－」（同文書院）
4．「現代保育入門-保育者をめざす人たちへ-」（大学図書出版）
5．「食卓の生化学」（医歯薬出版）
6．「子どもの食と栄養 演習書 第２版」（医歯薬出版株式会社）
7．「子どもの食と栄養 演習書 第３版」（医歯薬出版株式会社）
8．「子どもの食と栄養 -演習-」(同文書院）第二版
3 教育上の能力に関する大学等の評価

平成18年３月
平成23年２月
平成23年５月
平成25年９月
平成29年５月
平成30年１月
令和２年３月
令和３年３月

4 実務の経験を有する者についての特記事項
・財団法人21世紀職業財団 保育サポーター要請講座 講師 「ほ乳と食事」
・群馬県保育士協会給食分科会時別講演 講師 「今問われる食教育」
・平成18年度所沢市民大学講座 講師「子どもが育つ環境をみつめよう ２ 子どもの食
べ物を考えよう
・青森県行政栄養士スキルアップ研修会 講師 「代謝をふまえた栄養指導」
・平成19年度市民大学講座 講師健康な食生活～体に必要な食事～」
・やよい保育園子育て支援研修会 講師「バランスのよい食事」（150分）
・所沢市清進小学校 家庭教育学級 地域子育て支援講座 講師 「食育～栄養補助
食品との賢いつきあい方と成長期のからだづくり～」
・子育て支援後援会 講師「朝食の大切さ」
・こども大学ところざわ 講師「ところざわの郷土料理をつくろう」
・立川市西砂児童館 食育講座講師 「親子の元気をつくる「食」について考えよう」
・こども大学ところざわ 講師「所沢の食材をつかった郷土料理」
・こども大学ところざわ 講師・レシピ開発 「狭山茶クッキーをつくろう」
・こども大学ところざわ 講師「英語でクッキング」
5 その他
・全国小児栄養研究会 事務局長
・東村山市保健福祉協議会委員
・東村山市地域福祉計画策栄委員
・こども大学ところざわ 運営委員

平成15年９月
平成16年５月
平成19年２月
平成19年８月
平成20年２月
平成20年12月
平成21年６月
平成21年６月
平成23年12月
平成26年11月
平成26年12月
平成29年９月
平成30年９月
平成16年３月～現在に至る
平成23年４月～現在に至る
平成23年度、平成29年度
平成30年度～令和元年度

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称
（著書）
1．食卓の生化学
2．「保育ネオシリーズ 小児栄養演習」
3．子どもの食と栄養演習書
4．子どもの食と栄養 －演習－
5．現代保育入門-保育者をめざす人たちへ6．食卓の生化学 第二版
7．子どもの食と栄養 演習書 第２版
8．子どもの食と栄養 演習書 第３版
9．子どもの食と栄養 - 演習- 第２版

単著
共著
の別
共
共
共
共
共
共
共
共
共

発行又は発表の年月
平成14年２月
平成18年３月
平成23年２月
平成23年５月
平成25年９月
平成29年５月
平成30年１月
令和２年３月
令和３年３月

発行所、発表雑誌等又は発表
学会等の名称
医歯薬出版株式会社 全157頁
同文書院 全209頁
医歯薬出版株式会社 全199頁
同文書院 全187頁
大学図書出版 全179頁
医歯薬出版株式会社 全202頁
医歯薬出版株式会社 全203頁
医歯薬出版株式会社 全215頁
同文書院 全239頁

（学術論文）
1．幼稚園における食生活指導について（査読付）

共

平成13年３月

聖セシリア女子短期大学紀要第26
号、pp.53-60
Cellular and Molecular Biology, Vol.49
No.4, France pp.587～590
千葉医学 第79巻5号 pp.183-186
臨床栄養 第111巻第5号 pp.675684

2．New appreciation of nitrogen balance of obtained
from Japanese Navy data（英文論文）（査読付）
3．たんぱく質の摂取量には上限がある（査読付）
4．薬剤師、栄養士、一般人のサプリメント利用行動と
意識の実態に関する検討（査読付）
5．女子大生の生活調査時間からみる学生生活の食事
のあり方 -食事時間と欠食率の検討-（査読付）
6．Use of Dietary Supplements among Preschool
Chiledren in Japan（査読付）
7．日本食品標準成分表の改訂に伴う野菜中のビタミ
ンC収載値の変動に対する分析法の影響（査読付）
8．幼児を持つ母親の食や栄養、サプリメントに関す
る知識と情報源（査読付）
9．保育者養成課程における女子大生の栄養の知識と
食事に関する研究
10．幼児期の好き嫌いと食嗜好の関連

共

平成15年６月

共
共

平成15年７月
平成19年10月

単

平成20年３月

共

平成21年８月

共

平成22年４月

共

平成23年２月

栄養学雑誌 第68号第２巻 pp141145

単

平成27年３月

栄養学雑誌 第69号第１巻 pp39-47

単

平成30年３月

11．女子学生の食の安全に関する研究 -食品表示の
利用実態-

単

令和３年３月

秋草学園短期大学紀要第33号
ｐｐ81-94
秋草学園短期大学紀要第34号
ｐｐ225-237
秋草学園短期大学紀要第37号

1．発表「特定検診における健診項目と問診の関連性
についての横断的検討」
2．財団法人三井生命厚生事業団 「健康診査の質問
票と健診結果に関する検討 平成20年度報告書」
3．発表「子育てに求められている食の知識と食教育の
あり方についての考察－保育者養成課程の学生の問
題点から－
4．発表「女子大生のサプリメント利用と栄養摂取状況」
5．発表「若い世代にに必要な食教育と「生きる力」につ
いての考察－保育者養成課程の女子学生の現状から
－
6．発表「保育者養成課程の学生の栄養教育の実態入学時における栄養の基礎知識の習得状況から7．発表「保育者養成課程の学生の「食の安全」に関す
る意識調査-食品表示法の理解および利用-」

共

平成22年5月

第46回日本循環器病予防学会

共

平成22年９月

財団法人三井生命厚生事業団

単

平成27年11月

日本子育て学会第７回大会

共
単

平成28年９月
平成28年11月

第63回日本栄養改善学会学術総会
日本子育て学会第８回大会

単

平成29年３月

日本保育者養成教育学会第1回大会

単

平成30年３月

日本保育者養成教育学会第2回大会

秋草学園短期大学紀要 第24号
pp.177-188
J Nutr Sci Vitaminol, 55, 317-325

