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52回大会、東洋大学2004年10月

16
〇中田周作, 河内昌彦, 守本友美, 立石宏昭, 包 敏「大学教育における『体験型学習』導入の社会的背景に関する一考
察」日本教育学会第63回大会、北海学園大学2004年8月

17
〇立石宏昭, 河内昌彦, 守本友美, 包 敏, 中田周作「福祉教育実践プログラムにおける教育効果」日本地域福祉学会第18
回大会、日本福祉大学2004年6月

18 住田正樹, 〇中田周作「子どもの遊びに関するイメージについて」日本子ども社会学会第11回大会、九州大学2004年6月

19
〇住田正樹, 田中理絵, 〇中田周作, 〇横山 卓, 〇溝田めぐみ, 東野充成「子どもたちの『居場所』と対人関係（II）」日本教
育社会学会第54回大会、広島大学2002年9月

20
〇住田正樹, 田中理絵, 〇中田周作, 〇横山 卓, 〇溝田めぐみ, 東野充成「子どもたちの『居場所』と対人関係（I）－小学
生の場合－」日本子ども社会学会第９回大会、岡山大学2002年6月

21 中田周作「現代文学に見る子ども観の研究」日本教育社会学会第53回大会、上智大学2001年10月

22
住田正樹, 田中理絵, 中田周作, 〇横山 卓, 〇溝田めぐみ, 東野充成「子どもの発達と友人観の変容」日本教育社会学会
第53回大会、上智大学2001年10月

23
住田正樹, 田中理絵, 中田周作, 〇横山 卓, 〇溝田めぐみ, 東野充成「地域における子どもの人間関係」日本子ども社会
学会第８回大会、明治学院大学2001年6月

24
中田周作「戦後ベストセラー小説に見る子ども観とその社会背景」九州教育社会学会第40回研究集会、熊本大学2000年
11月

25
住田正樹, 藤井美保, 田中理絵, 〇中田周作「父親の育児態度と母親の育児不安」日本教育社会学会第51回大会、東京
大学1999年10月



26 中田周作「現代ベストセラーにおける子ども観の研究」九州教育学会第50回大会、長崎大学1998年11月

27 中田周作「戦後日本における子ども観の研究」日本教育社会学会第50回大会、大阪大学1998年10月

28
住田正樹, 〇多賀 太, 〇稲永由紀, 〇中田周作「子ども研究の現代的動向と課題」日本子ども社会学会第４回大会、東京
学芸大学1997年6月

29 中田周作「子どもの遊びの変容」九州教育学会第48回大会、九州大学1996年11月

科学研究費補助金

1
研究代表者　生田周二,研究分担者　中田周作ほか14名(課題番号22H00966)2022年-2025年,子ども・若者支援従事者の
専門性構築の課題と展望─「支援の重層性」の視点から─,日本学術振興会  科学研究費助成事業 基盤研究(B)(総
額)4,810,000円(直接経費)3,700,000円(間接経費)1,110,000円

2
研究代表者　生田周二,研究分担者　中田周作ほか13名(課題番号18H00978)2018年4月 - 2022年3月,子ども・若者支援
における専門性の構築─「社会教育的支援」の比較研究を踏まえて─,日本学術振興会  科学研究費助成事業 基盤研究
(B)(総額)16,770,000円(直接経費)12,900,000円(間接経費)3,870,000円

3
研究代表者：住田正樹。研究協力者：中田周作ほか計6名。平成13～15年度,文部科学省科学研究費補助金基盤研究
(C)(2)13610305,研究課題：現代日本の「子ども観」に関する実証的研究,研究費：3,500(千円)

4
研究代表者：住田正樹。研究分担者：北山修、南博文、無藤隆ほか、計10名。研究協力者：中田周作ほか計21名。平成10
～12年度,文部科学省科学研究費補助金基盤研究(A)(1)10301013 研究課題：子どもたちの「居場所」と対人的世界の現
在 研究費：14,700(千円)

外部資金等

1
中田周作、中国学園大学 中国短期大学 令和2年度 特別研究助成費、研究課題:放課後児童支援員の子どもに対するか
かわり方の分析、研究費：90千円

2
中田周作、中国学園大学 中国短期大学 平成31年度 特別研究助成費、研究課題:放課後児童指導員養成課程における
学童保育実習の課題、研究費：10千円

3
平成30年度 岡山県委託事業保育士養成施設連携強化事業（保育士就業支援及び離職防止）受託者：中国学園大学子
ども学部（保育士養成施設連携強化事業　運営委員会　代表　千葉喬三）（総額1,620千円）

4
保育士等キャリアアップ研修　受託者：岡山県保育士等キャリアアップ研究会（学校法人中国学園）（平成30年度総額11，
824千円、令和元年度総額11，735千円）

5
中田周作、中国学園大学 中国短期大学 平成30年度 特別研究助成費、研究課題:放課後児童指導員養成課程における
学童保育実習の研究、研究費：110千円



6
中田周作、中国学園大学 中国短期大学 平成29年度 特別研究助成費、研究課題:放課後児童クラブの安全教育に関す
る聞き取り調査　～保育所・幼稚園・小学校ならびに地域社会との連携～、研究費：60千円

7
中田周作、中国学園大学 中国短期大学 平成28年度 特別研究助成費、研究課題:学童保育のつくり運動の歴史に関する
聞き取り調査、研究費：70千円

8
中田周作、中国学園大学 中国短期大学 平成27年度 特別研究助成費、研究課題:学童保育の概念構築に関する聞き取
り調査、研究費：60千円

9
中田周作、中国学園大学 中国短期大学 平成26年度 特別研究助成費、研究課題:児童期を対象とした保育概念の実証
的研究、研究費：100千円

10
中田周作、中国学園大学 中国短期大学 平成25年度 特別研究助成費、研究課題:ＰＣソフトによる自由記述の分析、研究
費：100千円

11
中田周作、中国学園大学 中国短期大学 平成24年度 特別研究助成費、研究課題:放課後児童クラブに関する調査研究、
研究費：80千円

12
中田周作、平成23年度、岡山市教育委員会 委託研究、研究課題:岡山市における子どもの自然体験活動調査、研究費：
480千円

13
中田周作、中国学園大学 中国短期大学 平成23年度 特別研究助成費、研究課題:放課後児童クラブの実態に関する調
査研究、研究費：60千円

14
中田周作、中国学園大学 中国短期大学 平成22年度 特別研究助成費、研究課題:放課後児童クラブの制度等に関する
調査研究、研究費：100千円

15
中典子・中田周作、中国学園大学 中国短期大学 平成21年度 特別研究助成費、研究課題:中国四国地方における学童
保育指導員の就労実態に関する調査研究、研究費：100千円

16
代表校：東京学芸大学、連携校：奈良教育大学　鳴門教育大学　東京成徳大学　白梅学園大学　中国学園大学、（中国学
園大学 運営委員・カリキュラム検討部会委員）平成20-22年度 文部科学省 戦略的大学連携支援事業、取組名称：地域
に根ざす多様な教育支援人材の育成プログラムと資格認証システムの実践的共同開発

17
中田周作、中国学園大学 中国短期大学 平成20年度 特別研究助成費、研究課題:岡山市内における子どもの体験活動
に関わる地域集団等の実態等に関する調査研究、研究費：100千円

18
中国学園大学 子ども学部 教育研究所＆岡山県立児童会館（申請代表者：中田周作）平成19年度、財団法人 福武文化
振興財団（現：福武教育文化振興財団） 文化活動助成、研究課題：地域の青年たちとともに取り組む将来の児童館の在り
方に関する調査活動、研究費：200(千円)

19
高旗正人・中田周作、中国学園大学 中国短期大学 平成18年度 特別研究助成費、研究課題：「認定こども園（総合施
設）」の開設に係る課題と人材育成に関する実証的研究、研究費：200(千円)

20
代表：中田周作。平成17年度(第20回)公益信託 TaKaRaハーモニストファンド、研究課題：岡南地区における干拓関連文
化財を中心とした水辺環境に関する基礎的調査、研究費：500(千円)



21
受託者：広島ボランティア活動研究会。代表：守本友美。研究委員：河内昌彦、立石宏昭、包敏、中田周作。平成16年度、
第10回(平成15年度)大和証券福祉財団「ボランティア活動等に関する調査研究助成」、研究課題：福祉系四年制大学にお
ける授業としてのボランティア活動に関する調査研究、研究費：600(千円)

学位論文

1 中田周作「わが国における子ども観の研究」修士論文、九州大学大学院、1998年1月

学術論文以外

1
中田周作「6．おわりに －行政への提言」執筆 中国学園大学 子ども学部 子ども学科 岡山県委託事業 保育士養成施設
連携強化事業（保育士就業支援及び離職防止）平成30(2018)年度 報告書41-45頁、2019年3月

2
中田周作「4．訪問調査について（2）訪問調査のまとめ」執筆 中国学園大学 子ども学部 子ども学科 岡山県委託事業 保
育士養成施設連携強化事業（保育士就業支援及び離職防止）平成30(2018)年度 報告書19-20頁、2019年3月

3
中田周作「3．若手保育士意見交換会について（3）若手保育士意見交換会のまとめ」執筆 中国学園大学 子ども学部 子ど
も学科 岡山県委託事業 保育士養成施設連携強化事業（保育士就業支援及び離職防止）平成30(2018)年度 報告書15-
16頁、2019年3月

4
中田周作「1．はじめに」執筆 中国学園大学 子ども学部 子ども学科 岡山県委託事業 保育士養成施設連携強化事業（保
育士就業支援及び離職防止）平成30(2018)年度 報告書1-1頁、2019年3月

令和４年(2022)４月更新


