
教員数及び学位保有状況

（幼児教育学科）
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２９歳
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合　計

人 人 人 人 人 人 人 人

博　 士 0

修　 士 1 2 3

4 学　 士 1 1

人 短期大学士 0

その他 0

博　 士 0

修　 士 2 1 3

4 学　 士 0

人 短期大学士 0

その他 1 1

博　 士 0

修　 士 1 1

1 学　 士 0

人 短期大学士 0

その他 0

博　 士 0

修　 士 1 1

1 学　 士 0

人 短期大学士 0

その他 0

博　 士 0

修　 士 0

0 学　 士 0

人 短期大学士 0

その他 0

博　 士 0 0 0 0 0 0 0 0

修　 士 1 0 2 3 2 0 0 8

10 学　 士 0 0 0 0 1 0 0 1

人 短期大学士 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 1 0 0 1

※年齢は、令和4年5月1日現在における満年齢

教　 授

准教授

講　 師

助　 教

助　 手

合　 計

1



女子美術大学 芸術学部絵画科　卒業(芸術学士）

富山短期大学　講師

富山短期大学　准教授

富山短期大学　教授

富山短期大学　幼児教育学科長

春陽会、富山県洋画連盟、富山市洋画作家連盟

春陽会会員推挙

資格、免許

(1)芸術学士 昭和58年３月 女子美術大学

(2)中学校・高等学校教諭一種免許（美術） 昭和58年３月 東京都教育委員会

（その他）

<作品発表>

「Yellow Flora」  富山市美術作家連合会展
「Vermilion Flora」他 2021春陽会富山研究会展
「Flora Ⅰ」「Flora Ⅱ」 令和を紡ぐ洋画の旅シリーズ　
「Peach Flora」 富山県美術連合展会70年記念展
「Flora」　　 第35回富山市洋画作家連盟展　 
「Vermilion Flora」　 第98回春陽展　
「Flower girl 」 サムホールによる惣展

「Flower nectar #2」 令和2年2月 富山市美術作家連合展

「Flower girl 」 

「Plant Petal」他

令和2年11月

令和3年　3月

ﾌﾘｶﾞﾅ

春陽会富山研究会アーカイブ展

富山市洋画作家連盟展

2020春陽会富山研究会展・小品展

富山県美術連合展

教　員　個　人　調　書（概　要）

学 会 及 び 社 会 に お け る 活 動 等

中山　里美
幼児教育学科・准教授 女

第73回春陽展奨励賞

令和2年　4月

事　　　　　　　　　　　　　項

履　　　　　　　歴　　　　　　　書　

昭和58年 3月

性別

職　　　　　　　　　　　　　歴

平成26年 4月

学　　　　　　　　　　　　　歴

所属学科・職名

年　月

年　月

氏　　名

ﾅｶﾔﾏ　ｻﾄﾐ

事　　　　　　　　　　　　　項

発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称

職　務　上　の　実　績　に　関　す　る　事　項

現在所属している学会

研　　　　究　　　　分　　　　野

平成13年　4月

平成14年　4月

年　月

教　育　研　究　業　績　書　

絵画・造形表現

第78回春陽展奨励賞

発行又は、発表の年月

平成17年  4月

単著・共著の別

2012神通峡美術展神通峡美術賞平成24年　10月　

「Scarlet Flora」
「Bloom Bloom」

令和3年8月

令和3年4月

令和3年4月

令和2年11月

令和2年12月

令和3年2月

平成21年 4月

平成８年　4月

著書、学術論文等の名称

研　究　業　績　等　に　関　す　る　事　項

「Flora」

令和4年2月

令和3年12月

令和3年11月

令和3年11月

第79回春陽展奨励賞



武庫川女子大学大学院臨床教育学研究科臨床教育学専攻修士課程　卒業（臨床教育学修士）

関西学院大学大学院教育学研究科博士課程後期課程　単位取得退学

富山短期大学幼児教育学科　教授

富山短期大学幼児教育学科　学科長

日本乳幼児教育学会（現在に至る）

関西教育学会（現在に至る）

日本教師教育学会（現在に至る）

資格、免許

（1）文学士

（2）臨床教育学修士 武庫川女子大学

（3）保育士資格 京都府

教　員　個　人　調　書（概　要）

履　　　　　　　歴　　　　　　　書　

所属学科・職名 幼児教育学科・教授
ﾌﾘｶﾞﾅ ウメモト　メグミ

性別 女
氏　　名 梅本　恵

学　　　　　　　　　　　　　歴

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

1983年3月 大阪市立大学文学部史学地理学科西洋史専攻　卒業（文学学士）

2009年3月

2013年3月

職　　　　　　　　　　　　　歴

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

2013年4月 富山短期大学幼児教育学科　講師

2016年4月 富山短期大学　学生部次長、地域連携センター副センター長

2017年4月 富山短期大学幼児教育学科　准教授

2018年4月 富山短期大学地域連携センター長　学生部次長　教務部次長

2018年4月

2020年4月

2021年4月 富山短期大学　学生部部長

学 会 及 び 社 会 に お け る 活 動 等

現在所属している学会 日本保育学会、日本乳幼児教育学会、関西教育学会、日本教師教育学会、日本子ども社会学会

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

2007年6月 日本保育学会（現在に至る）

2010年4月

2010年11月

2011年5月

2015年4月 日本子ども社会学会（現在に至る）

教　育　研　究　業　績　書　
研　　　　究　　　　分　　　　野

幼児教育学

職　務　上　の　実　績　に　関　す　る　事　項

1983年3月 大阪市立大学

2009年3月

1982年10月

研　究　業　績　等　に　関　す　る　事　項

著書、学術論文等の名称 単著・共著の別 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

1．富山県における保育所の
変遷（1）

単著 2014年3月 富山短期大学紀要第49巻

2．保育者がとらえる子ども
の性差と関わり方－幼稚園
教諭への質問紙調査の結果
から－

単著 2015年3月 富山短期大学紀要第50巻

3．保育者のジェンダー意識
と子どもへの関わりに関す
る考察

単著 2016年3月 富山短期大学紀要第51巻

2017年11月 関西教育学会第69回大会

5．保育環境における黒板に
関する考察－富山県下保育
所(園)の実態調査から－

単著 2017年9月

3．保育者養成課程に在籍す
る学生の性的マイノリティ
に対する知識と態度

単著 2020年11月 日本乳幼児教育学会第30回大会

1．幼児期における性同一性
形成過程の境界域の実態

4．幼児期における性同一性
形成の境界域の実態

単著 2017年3月 富山短期大学紀要第52巻

単著 2015年6月 日本子ども社会学会第22回大会

2．保育者養成課程に在籍す
る学生は多様な性をどのよ
うにとらえているか

単著

富山短期大学紀要第53巻

6.保育者養成における「性
の多様性」教育－学生の授
業後感想文の分析から－

単著 2019年3月 富山短期大学紀要第54巻



昭和 57年 3月 慶應義塾大学 文学部文学科英米文学専攻　卒業（文学士）

昭和 59年 3月 立教大学大学院　文学研究科博士前期課程英米文学専攻　修了（文学修士）

昭和 62年 3月 関西学院大学大学院　文学研究科博士後期課程英文学専攻　単位取得満期退学

昭和 62年 4月 関西学院大学大学院研究員（１年間）

昭和62年 10月 富山女子短期大学　文学科英文専攻　講師

平成12年 4月 富山国際大学　人文社会学部　講師 　

平成24年 4月 富山短期大学　幼児教育学科　教授（現在に至る）

昭和62年４月 イギリス・ロマン派学会会員（現在に至る）

平成１年４月 日本シェリー研究センター会員（現在に至る）

平成２年９月 日本英文学会会員（現在に至る）

平成10年４月 大学英語教育学会（JACET）会員（現在に至る）

資格、免許

(1)文学士 昭和57年３月 慶應義塾大学

(2)文学修士 昭和59年３月 立教大学

（学術論文）

単著 平成29年３月

単著 平成30年３月

共著 平成31年３月

単著 平成31年３月

単著 令和２年３月

単著 令和３年３月

単著 令和４年３月

単著 令和４年３月

（その他）

＜特集記事＞

単著 令和２年10月

単著 令和３年３月

＜書評＞

上野和廣監修、シェリー研究会
訳『鷲と蛇の闘い－シェリー中
期散文集』

単著 平成29年４月 図書新聞 3297号

音楽家の愛、才能、そして名声
―カズオ・イシグロの『夜想曲
集 音楽と夕暮れをめぐる五つ
の物語』―

短期大学図書館研究第40・41合併号（私立短期大学図
書館協議会）

短期大学でのオンライン授業の
取り組み

The Eternal Artifact from the
Still Cave of the Witch Poesy:
The Role and Quality of
Hermaphrodite in P. B.
Shelley's The Witch of Atlas

富山短期大学紀要第57巻

英語教育 2020年10月別冊 英語教師のためのオンライ
ン授業・動画配信ガイド Vol. 69, No.8（大修館書
店）

学力差のあるクラスでの効果的
なリーディング指導

英語教育 2021年3月 Vol. 69, No.13（大修館書店）

言葉の塔に閉じ籠って
－ディラン・トマスの創作プロ
セスの詩（２）－

富山短期大学紀要第56巻

From Chronos to Kairos
－Time and Eternity in P. B.
Shelley’s Prometheus
Unbound －

富山短期大学紀要第58巻

富山短期大学　幼児教育学科　准教授

望月　健一

研　究　業　績　等　に　関　す　る　事　項

著書、学術論文等の名称 単著・共著の別

年　月

英米文学、英語教育

職　務　上　の　実　績　に　関　す　る　事　項

発行又は、発表の年月

教　育　研　究　業　績　書　

氏　　名
所属学科・職名

現在所属している学会

職　　　　　　　　　　　　　歴

ﾌﾘｶﾞﾅ

事　　　　　　　　　　　　　項年　月

幼児教育学科・教授

事　　　　　　　　　　　　　項

短期大学図書館研究第38号（私立短期大学図書館協議
会）

教職連携によるゼミ学生の学修
支援

言葉の塔に閉じ籠って
－ディラン・トマスの創作プロ
セスの詩（１）－

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

研　　　　究　　　　分　　　　野

富山短期大学紀要第55巻

短期大学における目的別英語教
育(3)：福祉学科「英語」の授
業計画と運営

発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称

富山短期大学紀要第54巻

教　員　個　人　調　書（概　要）

学 会 及 び 社 会 に お け る 活 動 等

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

学　　　　　　　　　　　　　歴

履　　　　　　　歴　　　　　　　書　

男性別
モチヅキ　ケンイチ

平成21年 4月



お茶の水女子大学家政学部児童学科　卒業（家政学士）

日本大学大学院 総合社会情報研究科人間科学専攻　修了（人間科学修士）

富山短期大学　幼児教育学科　講師

富山短期大学　幼児教育学科　准教授

富山短期大学　幼児教育学科　副学科長(～平成30年3月）

富山短期大学　幼児教育学科　教授　　～現在に至る

富山短期大学付属みどり野幼稚園長（兼務）　～現在に至る

日本心理臨床学会　日本保育学会　日本発達心理学会

日本心理臨床学会会員（現在に至る）

日本保育学会会員（現在に至る）

日本発達心理学会会員（現在に至る）

資格、免許

(1)家政学士 昭和62年３月 お茶の水女子大学

(2)人間科学修士 平成21年３月 日本大学大学院

(3)幼稚園教諭一級普通免許 昭和62年３月 東京都教育委員会

(4)小学校教諭一級普通免許 昭和62年３月 東京都教育委員会

(5)保育士資格 昭和62年３月 富山県

(6)社会福祉士資格 平成11年７月 (財）社会福祉振興・試験センター

（著書）

共著 平成29年2月 月刊チャイルドヘルス2月号ｐ28-31

共著 平成30年2月 みらい　　ｐｐ126-141

みらい　pp79-92、ｐｐ165-168

（学術論文）

単著 平成30年3月 富山短期大学紀要第54巻pp95-104

単著 令和4年5月

（その他）

単著 平成17年～現在 はっぴーママ富山版（楓工房）

共著 北日本新聞

日本保育学会第75回大会発表要旨集

「ようこそこどものせかい
へ」連載

「すくすくきょういく」
平成28年8月～平成29
年12月

「実践を創造する保育原理
第二版」第9章『保育の目標
と内容』

「保育と子ども家庭支援
論」はじめに、第5章、終章

共著
（著作・編集)

令和2年3月

協同的な遊びを導く保育方
法の検討

子どもの視点を活用した保
育評価の試み

研　究　業　績　等　に　関　す　る　事　項

著書、学術論文等の名称 単著・共著の別発行又は、発表の年月 発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称

「入園・入学に伴う子ども
の登校（登園）拒否」

平成18年　月

平成18年　月

教　育　研　究　業　績　書　
研　　　　究　　　　分　　　　野

保育・幼児教育学

職　務　上　の　実　績　に　関　す　る　事　項

平成29年 4月

学 会 及 び 社 会 に お け る 活 動 等

現在所属している学会

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

平成６年　月

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

平成17年 4月

平成20年 4月

平成24年 4月

平成25年 4月

学　　　　　　　　　　　　　歴

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

昭和62年 3月

平成21年 9月

職　　　　　　　　　　　　　歴

教　員　個　人　調　書（概　要）
履　　　　　　　歴　　　　　　　書　

所属学科・職名 幼児教育学科・教授
ﾌﾘｶﾞﾅ イスルギ　ミズヨ

性別 女
氏　　名 石動　瑞代



富山市立看護専門学校卒業

富山短期大学　福祉学科　講師

富山短期大学　幼児教育学科　准教授

富山短期大学　幼児教育学科　副学科長

日本介護福祉学会　　日本介護福祉教育学会   日本転倒予防学会

富山県福祉カレッジ　講師（現在に至る）

富山短期大学教員免許状更新講習　講師（現在に至る）

富山市認定こども園協議会　保育士等キャリアアップ研修　保健衛生・安全対策研修　講師（現在に至る）

資格、免許

(1)看護師 昭和57年　5月 厚生労働省

(2)介護支援専門員 平成11年　8月 富山県知事

(3)訪問看護師 平成12年 11月 富山県看護協会

(4)介護教員 平成18年 10月 新潟福祉医療専門学校

(5)転倒予防指導士 平成21年 11月 転倒予防医学研究会

(6)介護福祉士国家試験実地試験委員 平成22・26年　財団法人社会福祉振興・試験センター

(7)グリーフケア・アドバイザー1級 平成22年　6月 日本グリーフケア協会

(8)医療的ケア教員 平成24年 1月 社団法人　日本介護福祉士養成施設協会

(9)ノーリフトケアコーディネーター 平成27年 10月 日本ノーリフト協会

（著書）

介護福祉士国家試験対策 共著 平成24年6月 株式会社　日本医療企画

（学術論文）

生活支援技術の授業改善 共著 平成28年3月 富山短期大学紀要　第51巻

に関する研究 （日本介護福祉教育学会　発表）

共著 平成29年3月 第23回  日本介護福祉士教育学会

（その他）

単著 令和3年3月

基本テキスト介護過程と
コミュニケーションの理
解

コロナ禍での保育実習
（学内実習）の実践報告
―障害者の生活支援を取
り入れた取り組み―

富山短期大学紀要   第57巻  (査読付）

職　務　上　の　実　績　に　関　す　る　事　項

研　究　業　績　等　に　関　す　る　事　項

著書、学術論文等の名称 単著・共著の別発行又は、発表の年月

実習予定表のあり方と課
題

発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称

平成28年　10月

平成30年　8月

令和3年　9月

教　育　研　究　業　績　書　
研　　　　究　　　　分　　　　野

健康・福祉

平成20年 4月

平成30年 4月

令和3年 4月

学 会 及 び 社 会 に お け る 活 動 等

現在所属している学会

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

学　　　　　　　　　　　　　歴

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

昭和57年 3月

職　　　　　　　　　　　　　歴

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

教　員　個　人　調　書（概　要）
履　　　　　　　歴　　　　　　　書　

所属学科・職名 幼児教育学科・准教授
ﾌﾘｶﾞﾅ マツイ　キクコ

性別 女
氏　　名 松居　紀久子



園田学園女子大学人間健康学部 幼児教育学科　卒 業（教育学士）

兵庫教育大学大学院学校教育研究科 学校教育学専攻幼年教育コース 修士課程 修 了(学校教育学修士)

資格、免許

(1) 保育士資格

(2) 幼稚園教諭二種免許状 平成6年3月 兵庫県教育委員会（平5幼2第2705号）

(3) 幼稚園教諭一種免許状 平成20年3月 兵庫県教育委員会（平19幼1第615号）

(5) 幼稚園・保育園のためのリトミック指導資格一級 平成20年4月 リトミック研究センター（6601-07025）

平成23年 4月 富山短期大学幼児教育学科　講師 

富山短期大学幼児教育学科　准教授（現在に至る）

2.保育者が抱える音楽表現
活動の課題と養成教育の検
討

単　著 平成30年5月
日本保育学会

第71回大会発表要旨集2018
p.1102

(6) 幼稚園教諭専修免許状

(4) 保育音楽療育士

発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称

3.領域「表現」における保
育実践力の向上―子どもの
姿に即した音楽表現活動を
めざして―

令和元年5月
日本保育学会

第72回大会発表要旨集2019

職　　　　　　　　　　　　　歴

教　育　研　究　業　績　書　

平成28年 4月

平成24年4月

全国大学実務協会（第493号）

兵庫県教育委員会（平22幼専修第7号）

平成20年3月

年　月

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏　　名
所属学科・職名

ナンバ　ジュンコ

事　　　　　　　　　　　　　項

平成20年3月

難 波　純 子

平成22年3月

　日本保育学会,日本オルフ音楽教育研究会,日本乳幼児教育学会
  日本音楽表現学会,日本学校音楽教育実践学会

職　務　上　の　実　績　に　関　す　る　事　項

幼児教育・保育学（音楽表現）

幼児教育学科・准教授

大阪府（大阪府－00547）

年　月

女

事　　　　　　　　　　　　　項

射水万葉会園内研修講師（現在に至る）

著書、学術論文等の名称

平成22年8月

教　員　個　人　調　書（概　要）

学 会 及 び 社 会 に お け る 活 動 等

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

学　　　　　　　　　　　　　歴

履　　　　　　　歴　　　　　　　書　

平成6年3月

単　著 令和2年3月

単著・共著の別

1.「楽器を用いた音楽表現
の指導における保育者の悩
みと困惑感」

性別

現在所属している学会

研　　　　究　　　　分　　　　野

（その他)
1.保育者が捉える幼児の表
現活動とは ―楽器あそびに
着目して―

単　著 平成29年5月
日本保育学会

第70回大会発表要旨集2017
p.779

(7) 特別支援学校教諭二種免許状 平成22年12月 兵庫県教育委員会（平22特2種第102号）

研　究　業　績　等　に　関　す　る　事　項

発行又は、発表の年月

富山短期大学紀要第56巻
pp.81-88

日本保育学会
第73回大会発表要旨集2020

4.保育者に求められる音楽
的表現活動に必要な力の育
成

単　著 令和2年5月

単　著

（著書）
1.「幼児の造形ニューヒッ
ト教材集 ① 絵画・立体造
形編」
2.「幼児の造形ニューヒッ
ト教材集 ② 手づくりおも
ちゃ・立体造形編」
3.「実習日誌の書き方」
4.「保育現場と養成校のコ
ラボレーション！実習生指
導サポートブック」

明治図書

明治図書

一藝社

北大路書房

　
　　共　著

    共　著

　
    共　著
　
　　共　著

平成24年4月

平成24年4月

平成24年4月

平成25年9月

（学術論文）



富山県厚生部子ども支援課主催児童福祉士任用資格講習会

　及び要保護児童対策調整機関担当者研修講師（現在に至る）

富山県ハートフル保育普及研修会（初任者研修）講師（現在に至る）
富山県保育士・保育所支援センター主催保育士再就職支援研修講師（現在に至る）

資格、免許

（1）臨床心理士 財団法人臨床心理士資格認定協会（No.8029)

（2）公認心理師 一般財団法人日本心理研修センター（No.7623）

（著書）

（学術論文）

（学会発表）

教　員　個　人　調　書（概　要）

履　　　　　　　歴　　　　　　　書　

所属学科・職名 幼児教育学科・准教授
ﾌﾘｶﾞﾅ シマノ　タマオ

性別 女
氏　　名 嶋野　珠生

学　　　　　　　　　　　　　歴

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

平成3年3月 東京大学教育学部　教育心理学科　卒業（教育学士）
平成8年3月 御茶ノ水女子大学大学院家政学研究科　児童学専攻　修士課程修了（家政学修士）

職　　　　　　　　　　　　　歴

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

平成31年4月 富山短期大学幼児教育学科　准教授（現在に至る）

学 会 及 び 社 会 に お け る 活 動 等

現在所属している学会 日本保育学会、日本心理臨床学会、日本EMDR学会、日本子ども虐待防止学会

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

令和元年4月

令和3年6月
令和3年3月

教　育　研　究　業　績　書　
研　　　　究　　　　分　　　　野

臨床心理学

職　務　上　の　実　績　に　関　す　る　事　項

平成12年4月

平成31年2月

研　究　業　績　等　に　関　す　る　事　項

著書、学術論文等の名称 単著・共著の別発行又は、発表の年月 発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称

1.「保育と心理臨床をつな
ぐ」

共著 平成30年7月

2.「MSPAの理解と活用」 共著 平成30年10月

3.「保育士を目指す人の子ど
も家庭支援」

共著 令和3年3月 みらい

4.新保育ライブラリー「子育
て支援」

共著 令和4年3月 北大路書房

5.「なぜ？から探る子ども理
解と援助」

共著 令和4年1月 みらい

1.富山県内の子育て支援セン
ターでの「安心感の輪」子育
てプログラム実践報告～その
成果と今後の課題～

共著 令和2年3月 富山短期大学紀要第56巻　pp.55-67

2.COVIT-19パンデミック下に
おける施設実習代替演習の内
容分析と今後の課題

共著 令和4年3月 盛岡大学紀要　第39号pp.63-72

3.保育者養成における自己理
解、他者理解、共感性向上を
目指した授業「幼児理解」2
年間の実践に関する一考察

単著 令和4年3月 富山短期大学紀要第58巻　pp.94-106

令和2年5月 日本保育学会第73回大会

1.「キンダーカウンセラーの
可能性―”専属性”の観点か
ら見る園への根付き方―」ポ
スター発表

共著 平成30年9月 日本心理臨床学会第37回大会

5.「新任保育者が心理専門職
と協働しながら特別支援教育
に取り組む意義」ポスター発
表

共著 令和4年5月 日本保育学会第75回大会

2.「家庭との連携のために保
育者が保護者の視点に立って
みること ―キンダーカウン
セラーが実施したロールプレ
イ研修から―」ポスター発表

共著 令和元年5月 日本保育学会第72回大会

3.「登園しぶり」を大切に扱
う～キンダーカウンセリング
における継続的な母親面接か
ら～」抄録集掲載

共著

6.幼稚園側からみるキンダー
カウンセラーの有用性②－幼
稚園管理職に対するインタ
ビューから－

共著 令和４年9月 日本心理臨床学会第41回大会

勁草書房

ミネルヴァ書房

4.「コロナ禍における大学発
「地域子育て支援」の果たす
役割Ⅱ－学生の学びに見る保
育者としての専門性の育ち
－」ポスター発表

共著 令和4年5月 日本保育学会第75回大会



資格、免許

医療的ケア児コーディネーター　修了 富山県第82号

（著書）

1.子どもと保護者に寄り添う「子育て支援」 共著

2.児童・家庭福祉　子どもと家庭の最善の利益 共著

（学術論文）

富山短期大学紀要　第56号

令和4年4月

単著 平成31年3月

2.富山県内の放課後等デイサービスの現状と課題

3.保育の質向上のための研修のあり方－保育士等
キャリアアップ研修「マネジメント」を通して－

4.障害児(者)施設における保育士のワーク・エン
ゲイジメントに関する一考察

単著 令和2年3月

令和4年4月

ミネルヴァ書房

関西学院大学大学院　教育学研究科　博士課程前期課程幼児教育学領域修了　修士(教育学)
学位論文の題目「児童養護施設におけるケア単位の小規模化－現状と課題－」

令和4年3月 富山短期大学紀要　第58号

兵庫県‐012020

平一四幼一第三二一号

第684号

10.子どもと共に学びあう　演習・保育内容総論
(第2版)

1.障がいのある子どもを育てる保護者の保育所等
利用における現状と課題

令和4年9月

単著 令和3年3月 富山短期大学紀要　第57号

共著

平成31年3月 みらい

平成30年12月 みらい

共著

単著

兵二四幼専修第一一号

9.保育と社会的養護実践

大谷保育協会保育心理士　取得

平成29年11月

幼稚園教諭専修免許状　取得

幼稚園教諭1種免許状　取得

平成15年3月

平成15年3月

平成20年8月

平成25年3月

平成25年3月

職　　　　　　　　　　　　　歴

富山短期大学　幼児教育学科　講師　(R4.3.31まで)

令和4年4月～

社会学・教育学・生活科学

年　月

平成25年11月

平成24年7月 日本子ども虐待防止学会入会（正会員）日本子ども家庭福祉学会入会（正会員）（現在に至る）

研　　　　究　　　　分　　　　野

教　員　個　人　調　書（概　要）

学 会 及 び 社 会 に お け る 活 動 等

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

学　　　　　　　　　　　　　歴

明柴　聰史
幼児教育学科　准教授

履　　　　　　　歴　　　　　　　書　

年　月

ﾌﾘｶﾞﾅ

研　究　業　績　等　に　関　す　る　事　項

発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称発行又は発表の年月

平成30年4月

教　育　研　究　業　績　書　

事　　　　　　　　　　　　　項

日本子ども虐待防止学会・日本子ども家庭福祉学会・日本保育学会
日本児童養護実践学会・日本保育ソーシャルワーク学会・日本保育者養成教育学
会

食品衛生責任者　修了 令和2年9月 表示番号86915

氏　　名

職　務　上　の　実　績　に　関　す　る　事　項

男所属学科・職名
アケシバ　サトシ

性別

日本保育者養成教育学会入会（正会員）（現在に至る）

現在所属している学会

令和4年４月 富山短期大学　幼児教育学科　准教授　(現在に至る)

平成29年2月 日本保育ソーシャルワーク学会入会（正会員）（現在に至る）

平成25年4月

事　　　　　　　　　　　　　項

著書、学術論文等の名称

日本保育学会入会（正会員）（現在に至る）

日本児童養護実践学会入会（正会員）（現在に至る）

大阪府・大阪市・富山県・東京都「保育士等キャリアアップ研修会（マネジメント）」講師

保育士資格　取得

単著・
共著の別

4.子どもと共に学びあう 演習・保育者論 共著 令和2年4月 みらい
5.本当に知りたいことがわかる！　保育所・施設
実習ハンドブック

共著 令和2年4月 ミネルヴァ書房

ミネルヴァ書房

共著 令和元年10月 ミネルヴァ書房

7.保育実践に求められる子育て支援 共著 令和元年10月 ミネルヴァ書房

富山短期大学紀要　第55号

3.保育福祉小六法2021 共著 令和3年4月 みらい

8.障害児の保育・福祉と特別支援教育 共著 令和元年9月 ミネルヴァ書房

6.保育実践に求められる子ども家庭支援



資格、免許

（7）日本プロテニス協会 プロフェッショナル 2 日本プロテニス協会

（8）USプロテニス協会 Professional Ⅱ アメリカ合衆国プロテニス協会

日本消防設備安全センター
（10）日本スポーツ協会 上級教師（テニス） 日本スポーツ協会
（11）日本スポーツ協会 コーチ（テニス） 日本スポーツ協会

日本障がい者スポーツ協会

日本教育カウンセラー協会

（著書）

（学術論文）

（学会発表）

大修館書店 保健体育教室 1998年 第3号

性別

現在所属している学会

令和3年4月 日本教育カウンセリング学会（現在に至る）

平成30年1月

事　　　　　　　　　　　　　項

四国・体育スポーツ学会 兼 日本体育学会四国地域（現在に至る）

日本子ども学会（現在に至る）

事　　　　　　　　　　　　　項

（14）日本防災士機構 防災士 令和元年12月 日本防災士機構

氏　　名

職　務　上　の　実　績　に　関　す　る　事　項

男所属学科・職名
シオミ カズナリ

職　　　　　　　　　　　　　歴

教　員　個　人　調　書（概　要）

学 会 及 び 社 会 に お け る 活 動 等

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

学　　　　　　　　　　　　　歴

塩 見　一 成
幼児教育学科・講師

履　　　　　　　歴　　　　　　　書　

年　月

ﾌﾘｶﾞﾅ

富山短期大学 幼児教育学科 講師

身体教育学（感覚と運動発達学）、運動指導論（幼児の動き・リズムの発生）

年　月

平成30年8月

平成28年10月 日本スポーツ運動学会（現在に至る）

研　　　　究　　　　分　　　　野

令和4年4月

教　育　研　究　業　績　書　

日本スポーツ運動学会、日本子ども学会、日本教育カウンセリング学会、
四国体育・スポーツ学会 兼 日本体育学会四国地域

（3）中学校教諭1種免許状（保健体育）

（4）高等学校教諭1種免許状 （保健体育）

（2）教育学 修士

平成3年3月

平成30年3月

平成3年3月

平成3年3月

（1）教育学 学士

平成30年11月

令和2年3月

日本スポーツ運動学会 スポーツ運動学
研究 32巻 P.107-110

1 グラウンドストロークの初心者指導に関する実践
的研究

共著

高知県

研　究　業　績　等　に　関　す　る　事　項
発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称発行又は発表の年月著書、学術論文等の名称

高知大学

高知大学大学院

高知県

共著 令和4年3月

共著 令和元年12月

単著・
共著の別

高知大学 学校教育研究
第4号　P.89-96

書評

4 高等学校女子体育授業での生徒の学びを深める授
業について ～卓球授業のインパクト指導を通して～

高知県

高知県

単著 中九州短期大学 論叢 第43巻
第2号 P.12-21

令和3年3月

平成30年3月 高知大学 教育実践研究
32巻 P.105-110

1 テニスプレーヤーのメンタル開発プログラム 平成10年

単著

単著

平成30年3月

平成19年7月

平成19年7月

平成26年10月

平成28年7月

平成28年7月

共著

単著

（5）中学校専修免許状（保健体育）

（6）高等学校教諭専修免許状（保健体育 ）

（12）日本障がい者スポーツ協会 上級

（13）中級教育カウンセラー 平成30年11月

平成30年11月

平成30年3月

1 テニスのショット動作の促発指導に関する発生運動学
的研究 ～グラウンドストロークの初心者指導において～

平成3年3月

平成30年3月

高知大学 教育学部特別教科保健体育教員養成課程 卒業

高知大学大学院 総合人間自然科学研究科(修士課程）教育学専攻授業実践コース 修了

単著

2 グラウンドストロークの促発指導に関する発生運
動学的研究 ～「打つ」からその発展を目指して～

3 各学校で教育カウンセリングはどう推進していけ
ばよいのか ～各学校での教育カウンセリングの実践～

2 サイドステップから導入するスキップ動作の段階
的練習方法

3 保育内容[健康]の授業におけるアクティブラーニ
ング実施による学生の運動に関する意識の変化

（9）自営消防業務 講習修了

4 幼児におけるスキップ動作の段階的指導法

5 インパクトの身体知を意識した体育授業が学びの
成果におよぼす影響
 ～高校女子の卓球授業を事例として～

第30回 日本スポーツ運動学会大会
テーマ〈スポーツ・体育の未来に向け
〉 表平成29年度 四国体育・スポーツ学会大

会 発表

平成30年度 高知県教育カウンセラー協
会 発表

第15回 子ども学会議 日本子ども学会
学術集会 発表（ポスターセッション）

2019年度 四国体育・スポーツ学会大会
発表

平成29年3月

平成30年3月

平成30年6月



資格、免許

（著書）

（学術論文）

（その他）

2021年2月 三学出版

単著
３.「会田実の教育実践に関する一考察―「横のつなが
り」の形成の試み」（査読有）

2021年9月

2017年3月
2017年3月

単著・
共著の別

『神戸大学大学院人間発達環境学研究科研
究紀要』15巻1号、41-52頁。

平三〇高専修第三二号（福井県教育委員会）

研　究　業　績　等　に　関　す　る　事　項

発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称発行又は発表の年月

高等学校教諭専修免許状（公民） 2019年9月

平二八特支一種二二号（福井県教育委員会）
教修第914号（福井大学）

2019年9月
2019年9月

中学校教諭専修免許状（社会）

日本カリキュラム学会　会員（現在に至る）

2019年8月

2019年5月 神戸大学教育学会（現在に至る）

2017年7月 日本教育方法学会　会員（現在に至る）

障害学会　会員（現在に至る）

職　務　上　の　実　績　に　関　す　る　事　項

男所属学科・職名
マツモト　ヨシロウ

性別

教育目標・評価学会（現在に至る）

現在所属している学会

ﾌﾘｶﾞﾅ

2022年4月

教　育　研　究　業　績　書　

事　　　　　　　　　　　　　項

研　　　　究　　　　分　　　　野

教育学・教育方法学

2017年10月

2017年4月

教　員　個　人　調　書（概　要）

学 会 及 び 社 会 に お け る 活 動 等

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

学　　　　　　　　　　　　　歴
松本　圭朗

幼児教育学科・助教

履　　　　　　　歴　　　　　　　書　

年　月
2013年4月
2017年3月
2017年4月
2019年3月
2019年4月

職　　　　　　　　　　　　　歴

富山短期大学 幼児教育学科 助教（現在に至る）

年　月

福井大学教育地域科学部　学校教育課程　入学
福井大学教育地域科学部　学校教育課程　卒業　（教育学士）
福井大学大学院教育学研究科　学校教育専攻　入学
福井大学大学院教育学研究科　学校教育専攻　修了　（教育学修士）
神戸大学大学院人間発達環境学研究科　人間発達専攻　入学　（現在に至る）

氏　　名

事　　　　　　　　　　　　　項

特別支援学校一種免許状

２．「雑誌『教育静岡』総目次(2) 」 単著 2022年2月 『教育科学論集』25号、37-63頁。

2020年9月

2020年3月
日本教育方法学会『教育方法学研究』45
号、73-83頁。

著書、学術論文等の名称

平三〇中専修第二八号（福井県教育委員会）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史） 平三〇高専修第二八号（福井県教育委員会）

2019年9月修士（教育学）

１.『糸賀一雄研究の新展開―ひとと生まれて人間とな
る』

共著

３.「菅原・矢川論争と勝田守一―民間教育研究運動の
あり方をめぐって」 単著 2022年3月

『神戸大学大学院人間発達環境学研究科研
究紀要』15巻2号、139-151頁。

小学校教諭専修免許状 平三〇小専修第二七号（福井県教育委員会）2019年9月

１．「雑誌『教育静岡』総目次(1) 」 単著 2021年2月 『教育科学論集』24号、51-79頁。

『神戸大学大学院人間発達環境学研究科研
究紀要』14巻1号、27-36頁。

１.「勝田守一における生活指導概念の史的展開に関す
る一考察―『生活指導と教育課程との統一』をめぐっ
て」（査読有）

単著

２.「教育的なるもの、あるいは政治的なるものとして
の教育的価値―勝田守一の教育的価値論に着目して」
（査読有）

単著

学校図書館司書教諭資格 2016年12月 第三八〇〇二一号（文部科学省）
学士（教育学） 第10968号（福井大学）
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