
尚絅公開講座 平成24年9月

平成31年2月

講話「保育所等における食育～PDCAサイクルによ
る効果的な食育実践～」（熊本県県北広域本部保
健福祉環境部）

令和2年1月

保育所における給食の衛生管理についての手引
き書検討委員会の委員として務めた。

平成22 ～令和3年

保育所給食の手引き（熊本県） 平成23年

生活科学部

所属

「熊本藩士のレシピ帖」
（発行：熊本城築城400年記念事業実行委員会）
保育所給食の手引き（熊本県）

平成20年

・教科書や参考資料を利用し、小テストや事前課題
を取り入れ、事前事後学修を円滑に行い,学修の理
解度の向上に取り組んでいる。

・給食管理実習（2年後期）

（3）教育方法・教育実践に関する発表、講演等

教育実践上の主な業績 年 月 日 概　　　　　　要

（1）教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

教育研究業績書

Ⅰ　教育活動

氏名

　川上　育代

学位

学内学生を対象とした給食の提供を通して、給食の運
営・栄養管理等に関する理解と応用力を培う実習を実施
している。（喫食者を対象にアンケート調査を実施し、給
食の満足度や食環境の分析を行う。食材料のABC分析
を実施し、食材料費の原価分析を行う。グループで課題
を抽出し、改善案を議論する。）

職名

（4）その他教育活動上特記すべき事項

（2）作成した教科書・教材・参考書

熊本県家庭的保育者等研修会

平成23年～令和元年
年1回

調理師試験の直前対策講座（調理学）を担当。調
理学の過去問題、各項目のポイントについて解説
を行った。（熊本市食品衛生協会）

近世熊本の食史料である「料理方秘」と「歳時記」
をもとにした現代版レシピ本の作成（菓子部門）に
携わった。

准教授

講話「若年者の味覚感受性と食生活の関連につい
て」（尚絅大学）

和食について学ぶ実践講座 平成26年12月 講話「味覚閾値と食生活について」
（九州農政局消費・安全部消費生活課食育推進係）

博士（環境共生学）

平成30年3月

講話「おいしさを味わう」（熊本小児歯科懇話会）

第58回東海大学九州キャンパス公開セミナー
Lets'不思議！

ラウンドテーブル（熊本市産業振興課）

菊池地域食育活動事例報告会

平成30年12月

平成30年3月

熊本県調理師試験準備対策講習会

平成24年9月
平成25年9月
平成26年9月

家庭的保育者研修会の栄養分野（「食事と栄養」）
について講話を担当した。

熊日管理栄養士国家試験対策講座 平成25年3回
平成26年3回

一般社会人（少人数クラス）を対象とした管理栄養
士国家試験対策講座で給食経営管理論の講義を
担当した。

講話「おいしさと健康を求めて」（東海大学）

おいしさと味覚に関する講話担当

熊本元気塾 平成29年8月23日
講話「おいしさを科学する‐生存に欠かせぬ感覚　味覚-」
（熊本市流通団地協同組合：熊本市流通情報会館）

平成29年度熊本市歯科衛生士職能力向上研修会 講話「おいしさを味わう」（熊本市）

熊本小児歯科懇話会研修会



女子大生における味覚感
度の現状と「だし」の嗜好性

共著 平成23年2月 栄養学雑誌，Vol.69 No1 川上育代，我如古菜月，湯之
上祐子，松添直隆，北野直子，
他1名

p10-p19

女子大生における味覚感
度と食物摂取状況ならびに
食生活との関連

共著 平成24年10月 日本食育学会誌，6巻，4
号

川上育代，我如古菜月， 湯之
上祐子，松添直隆，北野直子，
他1名

p351-p357

園児を取り巻く食環境の現
状

共著 平成24年7月 保育と保健，18巻，2号 松添直隆，川上育代，中嶋名
菜，和島孝浩，北野直子

p92-p96

保育園の食育の実態調査 共著 平成24年7月 保育と保健，18巻，2号 川上育代，中嶋名菜，和島孝
浩，北野直子，松添直隆

p88-p91

大学生における調理に対
する意識の現状と料理教
室参加後の調理に対する
意識および調理技術の変
化

共著 平成24年4月 日本食生活，Vol.22 No4 北野直子，我如古菜月，川上
育代，中嶋名菜，江藤ひろみ，
他2名

p308-p314

幼児における身体活動・生
活時間と食物摂取状況の
実態調査

共著 平成24年 保育と保健，18巻，1号 池上由美，中嶋名菜，川上育
代，西脇雅人，松添直隆，北野
直子

p35-p40

若年女性の5基本味の味覚
感度の経年変化と食習慣と
の関連	

共著 令和2年7月	 美味技術学会誌，19(1) 川上育代，中嶋名菜，我如古
菜月，北野直子 ，松添直隆

p20-p29

若年女性の食習慣，ストレ
ス，痩せ願望が味覚感受性
に及ぼす影響

共著 令和2年7月	 美味技術学会誌，19(1)	 中嶋名菜，松田志穂，川上育
代，松添直隆，北野直子

p37-p45

高校生のだしの嗜好ならび
に食経験がうま味認知閾値
に及ぼす影響

共著 平成31年2月 美味技術学会誌，17(1) 中嶋名菜，小泉采音，北野直
子，川上育代，中嶋康博，松添
直隆

p18-p25

p35-p40

The relationship between
taste sensitivity and
eatingbehaviors in high
school students

共著 平成28年4月 Agriculture & Environment
Journal of Food，vol.14(1)

Ikuyo Kawakami， Natsuki
Ganeko， Nana Nakashima，
Naoko Kitano，  Naotaka
Matsuzoe，他1名

p238-p242

共著 平成25年1月 保育と保健，18巻，2号 川上育代，中嶋名菜，和島孝
浩，北野直子，松添直隆

p22-p28

園児と保護者の食嗜好の
現状

共著 平成25年1月 保育と保健，19巻，1号 松添直隆，川上育代，中嶋名
菜，和島孝浩，北野直子

〇秋吉澄子１、小林康子１、柴
田文１、原田香１、川上育代２、
中嶋名菜３、北野直子３、戸次
元子（１尚絅大短大、２尚絅
大、３熊本県立大）

熊本県の家庭料理
副菜の特徴
新鮮な山の幸・
海の幸・川の幸を味わう
料理

共同 平成30年
8月31日、9月1日

一般社団法人
日本調理科学会
（武庫川女子大学）

〇秋吉澄子１、小林康子１、柴
田文１、原田香１、川上育代２、
中嶋名菜３、北野直子３、戸次
元子（１尚絅大短大、２尚絅
大、３熊本県立大）

（その他）

熊本県の家庭料理
おやつの特徴
小麦粉を中心とした農繁期
の小昼

共同 平成29 年
8月31日、9月1日

一般社団法人
日本調理科学会
（お茶の水大学）

令和元年9月 農山漁村文化協会
（農文協）

p108

伝え継ぐ日本の家庭料
理

共著 平成30年6月 農山漁村文化協会
（農文協）

p45

編者・著者名
（共著の場合のみ記入）

伝え継ぐ日本の家庭料
理

共著

（論文）

伝え継ぐ日本の家庭料
理

共著

農山漁村文化協会
（農文協）

p101
共著 令和2年12月

農山漁村文化協会
（農文協）

p105

該当頁数
発行所、発表雑誌

（及び巻、号数）等の名称
著書・論文等の名称

単著・共著
の別

発行または発表の
年月

保育園における食育の内
容と考え方

Ⅱ　研究活動

（著書）

令和3年2月

伝え継ぐ日本の家庭料
理



〇秋吉澄子１、小林康子１、柴
田文１、原田香１、川上育代２、
中嶋名菜３、北野直子３、戸次
元子（１尚絅大短大、２尚絅
大、３熊本県立大）

令和元年8月　　

共同

Ⅲ　学会等及び社会における主な活動

令和元年
8月26日、27日

一般社団法人
日本調理科学会
（中村学園大学）

熊本県の家庭料理
副菜の特徴
先人の知恵が生かされた
地産地消のおかず

平成22年6月  
学校給食用物資検討委員会　熊本市学校給食会（熊本市）
（副委員長～平成26年6月、委員長～平成27年6月～現在に至る）

平成23年7月  「保育所給食の手引き」（熊本県）作成委員会（～平成23年8月）

一時的なストレスが味覚感受
性に与える影響（140）

平成29年7月1日 日本調理科学会九州支部大会　（主催県：熊本県熊本市）

 平成29年9～11月　　　　 中村学園大学　非常勤講師　（後期　給食経営管理実習　9～11月）（～令和2年）

平成25年12月  熊本県子ども総合療育センター給食業務委託契約審査委員会（～平成26年3月）

平成27年6月　
熊本市学校給食用調理等業務委託評価委員会（委員長）、
熊本市教育委員会（熊本市）、（～現在に至る）

平成28年12月　 熊本県子ども総合療育センター給食業務委託契約審査委員会（～平成29年3月）

平成30年7月1日 一般社団法人大学コンソーシアム熊本主催「進学大ダンスセミナ―2018」

平成30年11月16日 高大連携事業（尚絅高校）

熊本市学校給食調理等業務委託における総合評価落札方式に係る学識経験者意見聴取

平成31年9月12日 【模擬授業】高大連携事業（尚絅高校）

平成30年11月
～令和2年2月

令和2年4月
～令和5年3月

令和2年11月
～令和3年10月

一時的なストレスが味覚感受
性に与える影響

地域資源を活用した加工品開
発と食農教育活動（50）

廃棄サラダタマネギを活用し
た新規加工食品と料理レシピ
開発（2529）

熊本県　

公益財団法人水俣・芦北地域
振興財団

美味技術学会
2021年度研究助成

果実連 栗の新品種である「ぽろた
ん」の食べ方についてレシピ
作成（500）

分担

分担

代表

平成22年レシピ作成委託事業（受託研
究）

平成30年度中山間農業モデル
地区支援事業

廃棄サラダタマネギを活用し
た新規加工食品と 料理レシ
ピ開発

代表

（その他）

平成30年8月　　 熊本市学校給食調理等業務委託における総合評価落札方式に係る学識経験者意見聴取


