
著書･論文目録 2000年(平成12年) １月～12月刊

文化教養学科 日本文化コース

氏 名 著 書 ・ 論 文 名 掲載誌名(発行所・発行年月) 備 考

片桐 弥生 ｢『源氏物語絵巻』 (徳川・五島本)
の巻構成ついての再検討｣

｢美術史における源氏物語―源氏絵
の場面選択と図様の問題を中心に―｣

『鉄心斎文庫所蔵 伊勢物語図録第
19集 伊勢物語絵の伝統』

『日本文化研究』 第12号 (静岡県立大学
短期大学部日本文化学会) 2000年３月

『源氏物語研究集成第14巻 源氏物語享
受史』 (風間書房) 2000年６月

鉄心斎文庫伊勢物語文華館 2000年11月 総論
各個解
説

須田 悦生 ｢大頭舞之系図｣ が語るもの―九州
への伝来と伝播のあり方―

甲冑堂と奥州白石城をめぐって

日本民俗芸術的“老翁”(中国語文)

中国雲南紀行 (中国語文)

幸若舞曲のテキスト―軍記物関連曲
のテキスト異同を中心に―

講座日本の伝承文学第８巻 『在地伝承
の世界 [西日本]』 所収 (2000年３月
三弥井書店)

｢たちばな｣ 13号 (2000年３月 本学日
文研究室)

『中日民俗文化国際学術研討会論文集』
所収 (2000年７月 中国雲南大学出版
社)

『中日民族文化国際学術研討会論文集』
所収 (2000年７月 中国雲南大学出版
社)

軍記文学研究叢書12 『軍記語りと芸能』
所収 (2000年11月 汲古書院)



文化教養学科 英米文化コース

氏 名 著 書 ・ 論 文 名 掲載誌名(発行所・発行年月) 備 考

石川慎一郎 英語教育におけるコーパスの利用―
時事英語コーパスの自作の方法―

現代の英語コミュニケーションに見
る パンクチュエーションの機能―
時事英語と高等学校英語科教科書に
見るセミコロンの出現の状況―

コミュニケーション型英語教育にお
ける語法指導―教科書と時事英語に
見る関係代名詞whichの制限所内使
用について―

The Type of Clavse in Which
the Relative Pronoun 'WHICH'
Tends to Appear: A Research
Based on the Dictionaries and
the Corpus Data

Six Types of 'Which' Seen in the
Media Corpus

D.H.ロレンスの詩に見る二つの夕焼
け

『��������	
�����������	��』
15号 (神戸英語教育学会 2000年１月)

『��������	
�����������	��』
15号 (神戸英語教育学会 2000年１月)

『紀要』 第13-1号 (静岡県立大学短大部
2000年３月)

『言語文化学会論集』 14号 (言語文化学
会 2000年５月)

『大学英語文化学会論集』 12号 (大学英
語文化学会 2000年５月)

『言語文化学会論集』 15号 (言語文化学
会 2000年10月)

美濃部京子 ｢マザーグースとバラッド｣

｢マザーグースと昔話｣

『マザーグース研究』 ４ (マザーグース
研究会 2000年３月)

『マザーグース研究』 ４ (マザーグース
研究会 2000年３月)



文化教養学科 秘書教養コース

氏 名 著 書 ・ 論 文 名 掲載誌名(発行所・発行年月) 備 考

中村 健壽 わが国における秘書教育の現状と課
題

ビジネス・ワークにおけるプレゼン
テーションに関する一考察

『日本文化研究』 (日本文化研究会) 第
12号､ 2000年３月

『秘書学研究』 (秘書学研究会) 第８号､
2000年３月

単著

共著

中村 健壽
福岡 欣治
加藤 宏美

秘書業務の効率化に関する諸要因の
研究―経営組織と秘書との関わりを
中心に―

ビジネス・インターンシップに関す
る研究

『秘書学研究』 (秘書学研究会) 第８号､
2000年３月

『秘書学研究』 (秘書学研究会) 第８号､
2000年３月

共著

共著

福岡 欣治 ｢青年の援助とサポート｣ (１章)

｢早期痴呆患者における病気の受容と
適応｣

『援助とサポートの社会心理学』 (北大
路書房) 2000年５月

『早期痴呆の予防・治療対策最前線』
(真興交易医書出版) 2000年11月

共著



食物栄養学科

氏 名 著 書 ・ 論 文 名 掲載誌名(発行所・発行年月) 備 考

Itaro
OGUNI ��
���

"Effects of Green Tea on Growth,
Food Utilization and Lipid
Metabolism in Mice"

���	
� vol.� 481～484 (2000年７
月)

共著

小國伊太郎
ほか

『お茶のなんでも小事典』 (大坪檀監
修・O-CHA学構想会編)

『���������』 (講談社､ 2000年８月) 共同執
筆

Itaro
OGUNI

"Epidemiological and Experimental
Studies on Protection against
Cancer Risk by Green Tea"

������������������	�����
����� ����������������
	� 
p.1421～46 (静岡県・静岡健康長寿学
術フォーラム組織委員会､ 2000年３月)

単著

小國伊太郎 『Recipe110緑茶の健康料理レシピ
110』

『タウン情報はままつ』 2000年４月 監修

｢驚くべきその効用 お茶パワーの
秘密を探る｣

『月刊健康』(協栄生命健康事業団､
2000年９月) 44～49頁

単著

貝沼やす子

江間 章子
貝沼やす子

貝沼やす子
江間 章子

｢温水浸漬が低温保存米飯のテクス
チャー変化に及ぼす影響｣

｢粥の調理に関する研究 (第４報)
調理後の経過時間および保温条件が
粥の性状に及ぼす影響｣

｢粥の調整条件と粥飯の性状｣

『日本家政学会誌』 第51巻第２号､
2000年２月

『日本家政学会誌』 第51巻第７号､
2000年７月

『New Food Industry』 第42巻第10号､
2000年10月

単著

共著

共著

Shin-ichi
Saito

"Increase in Production of
Ascorbate Radical in Tissues of
Rat Treated with Paraquat"

����!���!���,33,179-185 (2000) 共著

米屋 武文 ｢アフリカの伝統的酒類 (上) 単発
酵酒について―製法による分類と性
状―｣

『VESTA』 No.40 (味の素 食の文化
センター､ 2000年11月)

単著

亀山 (松岡)
良子

｢24時間尿中電解質及び窒素排泄に
対する生活習慣因子の影響―特に､
運動・摂取タンパク質レベルの及ぼ
す影響について―｣

『日本衛生学雑誌』 第54巻第４号､
2000年１月

単著


