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氏名/所属/職名 小林知未 / 人間科学部食物栄養学科 / 講師 

専門分野 

生活科学、社会医学 

研究課題 

健康と食生活、食と栄養、食教育、健康管理、健康増進 

教育活動 

 担当授業科目（学部） 

管理栄養士課程：公衆栄養学Ⅱ、公衆栄養学実習、公衆栄養臨地実習、演習 A、演習 B、卒業研究 

健康栄養実践課程：公衆栄養学Ⅰ、公衆栄養学実習、栄養教育論Ⅰ、栄養教育論Ⅱ、栄養教育論実習、応用栄養学Ⅰ 

 担当授業科目（大学院） 

 

事項 年月 対象者 概要 

 教育方法の実践例    

    

 作成した教材･資料集    

    

 その他教育活動上特記すべき事項    

    

研究活動 

著書・CD・論文・学会発表 

・演奏会等の名称 

単共 

の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所、発表雑誌等又は 

発表学会等の名称 

共著者、共同発表者、共演者の名

前、曲名、担当頁、概要など 

 著書・訳書・CD 等 

栄養教育論第 2 版 共 平成 29 年 3 月 株式会社朝倉書店 田中敬子、前田佳予子 編集 

下記の執筆を担当した。 

P78-89：栄養教育計画立案 

P164-170：栄養教育における国際的動

向 

公衆栄養学第 5 版 共 平成 29 年 3 月 株式会社光生館 古畑公、松村康弘、鈴木三枝 編集 

下記の執筆を担当した。 

P76-85：国の健康増進基本方針と地方

計画 

 学術論文 

高齢者における食行動と身体状況との関連に

ついて 
共 平成 28年 12月 

帝塚山学院大学人間科学部研

究年報 18号, 85-92 
小林知未、新野弘美、福田ひとみ 

成人における年代別・性別の共食頻度と生活習

慣，社会参加および精神的健康状態との関連 
共 平成 27年 12月 栄養学雑誌 73(6), 243-252 

赤利吉弘、小林知未、小林千鶴、 

植杉優一 、内藤義彦 

Effectiveness of diet versus exercise intervention 

on weight reduction in local Japanese residents 
共 

平成 24 年 1 月 21

日 

Environmental Health and 

Preventive Medicine 

2012 Jul;17(4):332-40 

Chihiro Toji, Naoko Okamoto, Tomomi 

Kobayashi, Yoko Furukawa, Sanae 

Tanaka, Kayoko Ueji, Mitsuru Fukui • 

Chigusa Date 

 学会発表 

高校生における朝食に焦点を当てた食育の推

進(第３報)－短期間の食習慣改善指導の効果

－ 

 

平成 28 年 9 月 9

日 

第 63 回 日本栄養改善学会

学術総会(青森県) 

小林知未、小林千鶴、内藤義彦 

ラダリング法を用いた若年女性の食事選択動

機に関する研究 
  

平成 27年 10月 5

日 

第 74回日本公衆衛生 

学会総会(長崎県) 

小林知未、小林千鶴、植杉優一 、赤

利吉弘、湊聡美、内藤義彦 

高校生における朝食に焦点を当てた食育の推

進(第２報)－短期間の食習慣改善指導の効果

－ 

  
平成 27年 9月 24

日 

第 62回 日本栄養改善学会

学術総会(福岡県) 

小林知未、小林千鶴、内藤義彦 
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新しい食事評価ツールの有用性に関する研究

～ピッタシ栄養君との比較～ 
  

平成 26年 8月 1

日 

第 61回 日本栄養改善学会

学術総会(神奈川県) 

小林知未、小林千鶴、赤利吉弘、爲房

恭子、内藤義彦 

新しい食事評価指 

導ツールの妥当性に関する研究~食事聞き取り

法の検討~ 

  
平成 25年 10月 23

日 

第 72回日本公衆衛生 

学会総会(三重県) 

小林知未、小林千鶴、赤利吉弘、 内

藤義彦 

バーコードと料理写真を用いた食事評価指導

ツールの開発と妥当性に関する研究 
  

平成 24年 12月 2

日 

第 11回日本栄養改善学会近

畿支部学術総会(兵庫県) 

小林知未、小林千鶴、内藤義彦 

Lifestyle factors influencing the dietary habits of 

school children from kindergarten through junior 

high-school in an urban city in Japan 

  
平成 24 年 9 月 7

日 

The 16th International 

Congress of Dietetics 

(Sydney, Australia) 

Tomomi Kobayashi, Kobayashi Chizuru, 

Yoshihiko Naito 

 演奏会・発表会 

     

 その他の研究発表、演奏 

     

 その他の著書、訳書等（雑誌原稿等を含む） 

     

 研究助成金の受給状況 

 科研費の採択 

研究タイトル 助成金タイトル、支給元 研究代表者・分担者の区別 

  

    

支給額 支給年度 

   

 その他の外部資金による活動 

研究タイトル 助成金タイトル、支給元 研究代表者・分担者の区別 

  

    

支給額 支給年度 

   

 その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要 

      

学内委員等 

就任期間 機関名・委員名・役職名 

平成 29 年～現在 高大接続委員会 

平成 27 年～現在 教務員会、HS 教務部小委員会 

平成 27 年～平成 28 年 学生部委員会、voices 運営会議 

平成 26 年～平成 28 年 大学ハラスメント委員会、ハラスメント窓口委員 

社会活動 

 学会役員 

就任期間 学会役員名 

  

 公開講座 

講座名、講演タイトル 
単共 

の別 
年月 場所 概要 

     

 学外機関委員等 
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就任期間 機関名・委員名・役職名 

  

 その他、学会や学術的団体での活動、社会活動上特記すべき事項 

平成 28 年度 

・熊取町健康づくり・地域ネットワーク推進事業である「健康リーダー養成講座」に協力し、その報告書作成に携わっている。 

・富田林保健所と共に、高校生を対象に実践的な食育の実施し、高校生の食生活改善を図るとともに、卒業後も健康的な食生活を実践する力の習得を目指す

取り組みを行い、その報告書作成に携わっている。 

・平成 28 年度大東シニア総合大学にて、健康ボランティア育成及び受講者の健康維持・向上のために講演を行った。 

 

平成 27 年度 

・富田林保健所と共に、高校生を対象に実践的な食育の実施し、高校生の食生活改善を図るとともに、卒業後も健康的な食生活を実践する力の習得を目指す

取り組みを行い、その報告書作成に携わった。 

 

平成 26 年度 

・交野市健康づくり・地域ネットワーク推進事業である「健康リーダー養成講座」に協力し、その報告書作成に携わった。 

・富田林保健所と共に、高校生を対象に実践的な食育の実施し、高校生の食生活改善を図るとともに、卒業後も健康的な食生活を実践する力の習得を目指す

取り組みを行い、その報告書作成に携わった。 

 

平成 25 年度 

・泉南市で活用される健康せんなん 21(第 2 次計画)の策定に協力し、報告書作成に携わった。 

・富田林市健康づくり・地域ネットワーク推進事業である「富田林ウォーキングサポーター養成講座」に協力し、その報告書作成に携わった。 

 

平成 24 年度 

・高槻市健康づくり・地域ネットワーク推進事業である「高槻ウォーキングサポーター養成講座」に協力し、その報告書作成に携わった。 

 

海外での活動 

 海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること 

期間 国名 概要 

    

 


