
  

 

平成 28年度 幼児教育学科 地域・社会貢献活動実績 

 

１． 現状 

（１）研究 

①著書・論文・作品発表等 

 
石動 瑞代    
「乳児保育担当者から見た保育の「質」の検討」 日本保育学会第 69 回大会発表要旨集 

単著     平成２８年５月 
  「入園・入学に伴う子どもの登校（登園）拒否」 月刊チャイルドヘルス 2 月号 

単著     平成２９年２月 
 
 
望月 健一   
「短期大学における目的別英語教育(2)：食物栄養学科及び専攻科食物栄養専攻の 

英語科目の授業計画と運営」 
            富山短期大学紀要 第 52 巻  単著    平成２９年３月 

   
 

中山 里美   
研究発表「保育内容表現領域における総合的授業の実践－音を楽しむ音具づくり－(2)」 

全国保育士養成協議会第 55 回研究大会（ポスター発表） 協同  平成２８年８月 
絵画制作「NYAN1」「NYAN2」  ネコのいるくらし展・春       平成２８年４月 
絵画制作「Floral tube」    第 93 回春陽展           平成２８年４月 
絵画制作「にゃん」       煌なる惣展Ⅳ                  平成２８年４月 
絵画制作「Flora」       富山県美術連合展         平成２８年１１月 
絵画制作「Floral tube」     春陽会富山研究会展 平成２８年１２月 
絵画制作「Floral tube」    富山市美術作家連合会展       平成２９年１月 

     
 

難波 純子     
「保育者は楽器あそびをどのように捉えているのか」 

日本保育学会第 69 回大会発表要旨集 単著 平成２８年５月 
 

「保育内容表現領域における総合的授業の実践－音を楽しむ音具づくり(2)－」 
     全国保育士養成協議会 第 55 回研究大会 共同      平成２８年９月 

 
  

大森 宏一     
「保育内容健康における「健康」の定義について」 

富山短期大学紀要 第 52 巻  単著   平成２９年３月 
 

ポスター発表「健康の定義についての一考察」 
                北陸体育学会大会号  単独   平成２９年３月 

  
 
梅本 恵   
「幼児期における性同一性形成の境界域の実態」 

          富山短期大学紀要第 52 巻 単著   平成２９年３月 
  「授業改善の内容・方法等に関する事例報告（発表）」 
                   富山短期大学 FD・SD 研修 単著 平成２８年１０月 
  「発問から始まるアクティブラーニング」   富山短期大学  単著   平成２９年 
     
   

 



  

 

②所属学会・研究等 
 
赤川 雅和 
日本国語教育学会 
【参加】 
日本国語教育学会・桐蔭国語研究会            平成２９年３月・東京 
 
 
石動 瑞代  
日本保育学会 日本発達心理学会 日本心理臨床学会 
【参加】  
日本保育学会第 69 回大会                  平成２８年５月・東京都 
第 28 回日本発達心理学会大会              平成２９年３月・広島市 
 
 
宮田 徹  
日本社会福祉学会 日本心理臨床学会 日本発達心理学会 
【参加】  
日本心理臨床学会第 35 回秋季大会             平成２８年９月・横浜 
第 1 回日本保育者養成教育学会研究大会           平成２９年３月・東京 
 
 
望月 健一      
日本英文学会 大学英語教育学会（ＪＡＣＥＴ） イギリス・ロマン派学会 
日本シェリー研究センター  
【参加】  
日本英文学会第 88 回大会                平成２８年５月・京都市 
8th International Conference on ESP in Asia & 3rd International Symposium on 
  Innovative Teaching and Research in ESP            平成２８年８月・東京都 
日本英文学会第 68 回中部支部大会           平成２８年１０月・富山市 
イギリス・ロマン派学会第 41 回大会           平成２８年１０月・神戸市 
日本シェリー研究センター第 25 回大会          平成２８年１２月・東京都 
 
 
高木 三郎 
日本教師教育学会 越中史壇会 
 
 
中山 里美  
春陽会会員 富山県洋画連盟会員 富山市洋画作家連盟会員 
【参加】  
第 93 回春陽展 審査、講評会               平成２８年４月・東京都 
 
 
難波 純子  
日本保育学会 日本乳幼児教育学会 日本オルフ音楽教育研究会 日本音楽表現学会 
日本学校音楽教育実践学会  
【参加】 
日本保育学会第 69 回大会                   平成２８年５月・東京学芸大学 

  第 55 回全国保育士養成セミナー・研究大会  平成２８年８月・盛岡市民文化ホール 
  日本乳幼児教育学会第 26 回大会         平成２８年１１月・神戸女子大学 

 
 

山川 賀世子 
日本心理学会 日本教育心理学会 日本発達心理学会 日本心理臨床学会  
神奈川臨床心理士会 
 
 



  

 

大森 宏一  
日本体育学会 北陸体育学会 日本教育実践学会 日本体育科教育学会 
【参加】  
平成 28 年度北陸体育学会大会           平成２９年１月・金沢工業大学 
 

   
梅本 恵  
日本乳幼児教育学会 日本保育学会 日本教師教育学会 関西教育学会 
日本子ども社会学会 
【参加】  
日本教師教育学会第 26 回研究大会           平成２８年９月・帝京大学 
日本乳幼児教育学会第 26 回大会           平成２８年１１月・神戸女子大学 

 
 

（２）社会的活動 

 
赤川 雅和 
県立水橋高校相山奨学会評議員会                平成２８年５月 
魚津市子どもの権利員会委員長                平成２８年１０月 
富山市立図書館協議会委員                  平成２８年１０月 
全国保育士養成協議会中部ブロック幹事             平成２８年４月 
富山県民生涯学習カレッジ運営会議委員             平成２９年２月 
富山県民生涯学習カレッジ新川地区センター運営会議委員     平成２９年１月 
富山短期大学公開講座（高岡市教育センター）講師        平成２９年１月 
幼稚園教諭免許状特例講座講師                 平成２８年８月 
 

 
石動 瑞代 
富山市社会福祉審議会委員（児童福祉専門分科会）              平成２５年度～ 
「富山市健康プラン」推進委員会委員                           平成２５年度～ 
小矢部市立統合こども園構想検討委員会委員          平成２８年１０月～ 
朝日町保育士会保育研究会助言者（県保育士会委託研究）      平成２６年度～ 
射水市保育士会保育研究会助言者（県保育士会委託研究）      平成２７年度～ 
黒部市保育士会保育研究会助言者（県保育士会委託研究）         平成２８年度～ 
射水おおぞら保育園園内研修講師                      平成２３年度～ 
射水市保育士会総会講演                     平成２８年５月 
射水市保育部会事例検討会、部会長勉強会助言者        ６月・７月・１１月 
中堅保育士研究会講師（福祉カレッジ）              平成２８年７月 
富山市立幼稚園協会園長研修会講師                平成２８年８月 
富山県児童福祉司任用資格講習会「児童福祉論」講師              平成２８年８月 
富山市保育連盟保育研究部会８「子ども理解」講師        平成２８年１０月 
南砺市保育士会研修会講師                   平成２８年１０月 
富山県保育研究大会第２分科会助言者              平成２８年１１月 
富山国際大学・富山短期大学 幼稚園教諭免許状特例講座「教育課程論」講師 
                               平成２８年１１月 
高岡市社会福祉協議会子育て支援講座講師            平成２８年１２月 
朝日町保育士会全体研修会講師                   ７月・１１月 
富山市出産・子育て応援シンポジウムパネリスト          平成２９年２月 
はっぴーママ富山版（（有）楓工房） 

「ようこそ！こどものせかいへ」連載               平成１８年～ 
北日本新聞「日曜すくすく子育てリレーエッセイ」担当（月１）  平成２８年８月～ 
 
 
宮田 徹 
富山県放課後子どもプラン推進委員会 副会長                 平成１９年度～ 
富山県立黒部学園第三者委員                               平成１９年４月～ 
富山県立富山学園第三者委員                               平成２２年８月～ 



  

 

富山市立保育所第三者委員                     平成２５年４月～ 
富山県ひとり親家庭等自立促進計画検討委員会委員        平成２６年１１月～ 
富山市民営化対象保育所及び引受法人選考委員会委員       平成２７年８月～ 
＜講演等＞  
石川県児童福祉司任用資格講習 講師 「児童心理学」          平成２８年７月 
富山県児童福祉司任用資格講習会 講師「社会福祉概論」      平成２８年８月 
富山県放課後児童支援員認定資格講習会 講師「子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ」 
                               平成２８年１０月 
 
 
高木 三郎 
幼稚園教諭免許状特例講座 講師                          平成２８年１２月 

     
中山 里美 
富山短期大学公開講座 講師（みどり野幼稚園）          平成２８年６月 
付属みどり野幼稚園未就園児親子クラブ 講師           平成２８年９月 
第２８回読書感想画中央コンクール富山県高等学校の部審査     平成２９年１月 

 
 

難波 純子 
海老江保育園園内研修会講師(毎月１回)            平成２８年５月～平成２９年３月 
射水市保育研究部会 講師             平成２８年６月～１１月(計６回) 
富山短期大学付属みどり野幼稚園未就園児親子クラブ講師       平成２８年９月  
富山短期大学教員免許状更新講習 講師              平成２８年１２月 
うれしい１年生のつどい（北日本新聞社主催）運営・演出指導（高岡市民会館） 

                    平成２９年２月  
  新入園児のつどい（北日本新聞社主催）運営・演出指導（富山県民会館） 
                                  平成２９年３月 
 

山川 賀世子 
富山県放課後児童支援員認定資格研修会 講師（全２回）         平成２８年７月 
富山県児童福祉士任用資格講習会 講師               平成２８年８月 
富山県子育て支援員研修会 講師                 平成２８年１２月  
富山県保育士会（南砺市） 研究助言者                平成２８年度 
射水市大島つばさ保育園 園内研修 講師               平成２８年度 
 
 
大森 宏一 
北陸体育学会理事会役員として理事会への参加 ３回            ５月８月１月 
にながわ保育園公開講座講師                    平成２９年２月 
 
 
梅本 恵 
新湊中部保育園園内研修会講師                                 毎月 
若葉保育園園内研修会講師                                   毎月 
黒部市保育士会委託研究講師                             平成２８年７月～ 
小矢部市保育士会公開保育講師            平成２８年７月、１１月計３回 
小矢部市保育士会第５４回総会講演講師               平成２８年５月 
富山短期大学２０１６公開講座講師                 平成２９年３月 
高岡市 園長研修会講師                      平成２８年７月 
射水市保育士会保育研究部会講師           平成２８年６月、１１月計５回 
富山市保育連盟保育研究部会講師                  平成２８年９月 
幼保連携型認定こども園吉島保育園講演会講師           平成２８年１２月 
南砺市保育士会研究部会講師                   平成２８年１２月 
富山県社会福祉法人経営青年会勉強会講師              平成２８年８月 
 

   



  

 

（３）所属団体研修等 
全国保育士養成協議会 第５５回研究大会 
      盛岡市（参加者：高木、中山）               平成２８年８月 
全国保育士養成協議会中部ブロックセミナー・研究大会 
     伊勢市（参加者：赤川、高木）            平成２８年１２月 
平成２８年度現代保育研究所第１回研修会 

「保育士養成課程のあり方を今あらためて問う」 
東京（参加者：宮田）                 平成２８年７月 

富山第一銀行奨学財団研究助成セミナー研究成果発表会 
     富山市（参加者：望月）                平成２８年７月 
電気通信大学 Pre‐Conference Workshop  
     東京都（参加者：望月）                平成２８年８月 
富山県高大連携セミナー 
     富山市（参加者：望月）                平成２９年１月 
富山大学国際交流センター特別セミナー・国際シンポジウム 
     富山市（参加者：望月）                平成２９年２月 
第９３回春陽展 講評・研修会            
     東京都（参加者：中山）                             平成２８年４月 
平成２８年度第１回研修会「震災支援の基本」            
        （参加者：山川）                平成２８年７月 
平成２８年度第２回スクールカウンセラー研修会 
               「迷いのない臨床に急ぎすぎてはいないか」 
        （参加者：山川）                平成２９年１月 
全国大学体育連合 平成２８年度全国指導者研修会     
     福井工業大学（参加者：大森）             平成２８年８月 
日本教師教育学会第５回課題研究会（教員養成とジェンダー） 
     立教大学（参加者：梅本）               平成２８年７月 
生涯学生支援実務者育成研修会「基礎プログラム」 
     千里ライフサイエンスセンター（参加者：梅本）     平成２８年８月 
富山短期大学ＦＤ＆ＳＤ研修会（障害学生支援） 
     富山短期大学（参加者：梅本） 平成２９年２月 
富山ＹＭＣＡ福祉会評議員 
         （参加者：梅本）                平成２８年～ 
 


