研究業績一覧
〈中国短期大学〉
氏

名

ウノ

ヤスコ

宇野 保子

所属
中国短期大学
総合生活学科

職位
教授

役職

学位

短期大学部長 修士（学術）

専門分野

研究に関する業績

服飾文化史

著書（共著）：生活環境学ライブラリ－「アパレル科学概論」2002 朝倉書店、 pp.117-122

民俗学

著書（共著）：「服装史・服飾美学関連論文要旨集1998～2008」 建帛社 2010年、東京 pp.30-49

生活科学

論文（単著）：「近代看護婦の誕生とその服装－看護理念を支える看護服」 Journal of the International Association of Costume Vol.37 pp.57-66（2010）
著書(共著)：「現代生活とマナー」ふくろう出版2012,岡山(pｐ11-30)
口頭発表：「自己愛傾向とファッション行動との関連」一般社団法人日本家政学会第66回研究発表会(2014.5.25)北九州国際会議場
研究助成：「竹久夢二の服装観と服飾表現」公益社団法人両備檉園記念財団 H26.10.14 両備ホールディングス
著書（単著）『竹久夢二の服飾表現 和服の中にみられる洋服の美意識 洋服女性画と和服女性画に表われたプロポ－ションを中心に』 文化、芸術、教育活動に関する
研究論叢（第29集）ｐｐ44-56 公益社団法人両備檉園記念財団Ｈ28.9
著書（共著）：『被服学事典』 朝倉書店 初版第1版ｐｐ75-77 2016.10.15
著書(共著)：平成26年度文部科学省委託成長分野における中核的専門人材育成等の戦略的推進事業「岡山県をモデル地区としたデニム･ジーンズ産業の中核的クリエ
イター養成」 事業報告書 H27.2.岡山
著書(共著)：平成28年度文部科学省委託「成長分野における中核的専門人材育成等の戦略的推進事業」成果報告書 H.29.2 「グロ-バル時代のデニム・ジーンズマー
ケティング」Ｈ.29.2岡山 他3冊

コ ヅキ ヤスヒロ

小築 康弘

中国短期大学
総合生活学科

教授

博士（農学）

栄養生化学

著書（共著）：「わかりやすい栄養学（改訂5版)」 三共出版、2016年、東京 pp.44-61

食品機能学

著書（共著）：「栄養科学シリーズNEXT 食べ物と健康、食品と衛生 食品学総論 第３版」 講談社、2016年、東京 pp.84-92
学会発表(共同)：「植物コレステロールおよびエルゴステロールのマウス大腸癌細胞増殖抑制効果」第68回日本栄養・食糧学会,2014
学会発表（共同）：Anti-proliferative effects and quantitative structure-activity relationship of phytosterols and other sterols on Colon-26 cells. 12th Asian Congress of
Nutrition (ACN2015, 横浜), 2015

フジタ

サトル

藤田 悟

中国短期大学
総合生活学科

准教授 入試広報課長

修士（社会学）

ファッションビジネス

著書（単著）：「ファッションビジネス入門」繊研新聞社 (1999.8)

ファッション社会学

著書（単著）：「ファッションビジネスのインターネット販売入門」繊研新聞社 (2002.4)
著書（単著）：「目で見るファッションマップの作り方」チャネラー (2005.1)
学会研究発表：「インターネットにおけるファッション販売教育の課題と問題点」ファッションビジネス学会 (2010.9)
学会発表：共同研究発表「大阪キタ・ミナミ・あべの地区の平成23年5月～8月にかけての顧客動向調査」ファッションビジネス学会 (2012.3)
学会発表：共同研究発表「大阪キタ地区の平成24年5月～8月にかけての顧客動向調査」ファッションビジネス学会 (2013.11)
学会発表：共同研究発表「天王寺地区の平成25年8月～9月にかけての顧客動向調査」ファッションビジネス学会 (2014.11)
学会発表：共同研究発表「大阪あべの地区における顧客動向変化」ファッションビジネス学会 (2015.3)

ニノミヤ

仁宮

ソウ

崇

中国短期大学
総合生活学科

講師

博士(医療福祉学)

医療情報学

口頭発表 「国民生活基礎調査における健康票と自殺との関連」 第36回日本保健医療社会学会, 2010/5

医療福祉学

論文共著「自殺と世帯所得における貧困率との関係」医学と生物学会論文誌, VoL.154，No.6，pp.280-285, 2010/6
論文単著「格差社会と自殺－社会経済的要因をめぐって」日本人権教育研究学会論文誌, VoL.10，pp.1-16, 2010/8
論文共著「自殺の要因につながる世帯所得と精神疾患との関係」医学と生物学会論文誌, VoL.155，No.1，pp.280-285, 2011/1
口頭発表「DPCデータ分析」全日本病院協会, 2011/10
口頭発表「肺炎患者の臨床像」全日本病院協会, 2012/9
口頭発表「歴史からみる統計学の力と落とし穴」第3回瀬戸内医療情報ネットワーク勉強会, 2013/7
口頭発表「医療情報技師勉強会を立ち上げた者として合格体験談」 第6回瀬戸内医療情報ネットワーク勉強会, 2014/5
口頭発表「名言から学ぶメンタルヘルス対策」第7回瀬戸内医療情報ネットワーク勉強会, 2014/8
口頭発表「政府統計の調査・分析による医療、福祉労働者のストレスの現状把握」日本医療秘書実務学会第7回全国大会 2016/9
論文単著「社会経済状態と健康との関連」 中国学園紀要第16号pp.1-6 (2017.6)
論文単著「医療福祉労働者のストレスと 労働者の相談状況に関する調査」医療秘書実務論集 (7), pp.11-17, 2017/3
口頭発表「逆思考法を用いた診療報酬請求事務学習」日本医療秘書実務学会第9回全国大会, 2018/9

口頭発表「こころを支え合う言葉の力」第23回瀬戸内医療情報ネットワーク勉強会, 2018/11
カガタ

エリ

加賀田 江里

中国短期大学
総合生活学科

講師

修士（栄養学）

調理

論文（共著）：「切り干しダイコンの煮えにくさとペクチンの状態」日本家政学会誌59（８）ｐｐ.575-582（2008）
著書(共著)：「現代生活とマナー」ふくろう出版2012,岡山(pｐ42-54)
口頭発表「高等教育機関に在籍する学生の 地域農産物に関する意識調査 － 大学及び短期大学学生 －」第8回日本食育学術会議2013
口頭発表(共)「幼児の給食時の咀嚼回数といくつかの身体指標について－給食時の接触状況の観察から－」第8回日本食育学術会議2013
論文(共著)：「大学生および短期大学生の地域農産物に関する意識調査」 中国学園紀要第12号（2013）
口頭発表(共)：「幼児期の咀嚼に関する食育指導媒体の作成と保育園勤務職員の食育感」

第9回日本食育学術会議2014

口頭発表(共)「岡山県特産野菜の黄ニラに含まれるアスコルピン酸含量の周年変動」 一般社団法人日本調理科学会 平成26年度大会
論文(共著)：「黄ニラおよび黄ニラのビタミンC含有量の周年変動」 中国学園紀要第13号（2014）
オクムラ ヤヨイ

奥村 弥生

中国短期大学
総合生活学科

講師

修士（人間環境学）

心理学
臨床心理学

訳書（共著）：『エビデンスベイスト精神力動的心理療法ハンドブック－科学と臨床実践をつなぐ試み』R.A.レヴィ, J.S.アブロン編著 （第9章） 北大路書房 2012
訳書（共著）：『APA心理学大辞典』 繁桝算男・四本裕子監訳 （rationality-representativenessの50項目） 培風館 2013
論文（単著）：「情緒に対して恥や罪悪感を感じること」 心理臨床学研究第32巻第5号 2014
論文（共著）：「発達障害学生の自己理解を進めるためのアプローチ～就労に向けた支援システムにつなげた事例から～」 プール学院大学研究紀要第57号 2017
論文（共著）：「小学校における児童のいざこざの分類と教師の介入解決方略としてのミディエーションの有効性」 岡山大学教師教育開発センター紀要 (9) 2019
論文（共著）：「大学進学時の進路選択における親の関与と進学後の自立および適応との関連」 心理学研究第90巻 印刷中
口頭発表（共）：「発達障害学生の自己理解を進めるためのアプローチ～就労に向けた支援システムにつなげた事例から～」 一般社団法人日本LD学会第25回大会
2016

ハラダ

マスミ

原田 眞澄

中国短期大学
保育学科

教授

学科長

修士(看護学)

小児看護

論文(単著)：『園児の睡眠リズムに関する研究 東日本大震災における保育の対応に関する文献検討』 中国学園紀要第11号pp13～18（2012）
論文(単著)：『保育学生への手洗い指導～洗い残しが見える教材を導入して～』
論文(単著)：『3.4.5.6歳児の睡眠に関する研究～睡眠リズムと親の意識について～』中国学園紀要第12号pp19～25（2013）
論文(共著)：『保育学生が園児から受けたプライベートゾーンに関する言動・行動と対応の実態 第2報 ～保育所での保育実習・幼稚園での教育実習を終了して～』中
国学園紀要第12号pp.83-88（2013）
論文(単著)：『｢保育所における危機対応｣に関する授業の考察 -保育学生の感想の分析ｰ』中国学園紀要第13号 pp.5５～60(2014)
研究発表(単著)：『保育学生の睡眠に関する考え方 子どもの保健受講後の変化』全国保育士養成協議会第54回研究大会(2015）
論文(単著)：『おんぶひもに関する考察』 中国学園紀要第14号pp.51～58(2015)
論文(単著)：『子どもへのタッチングに関する考察』 中国学園紀要第16号pp.51～57(2017)
論文(単著)：『幼児に対する手洗い指導のあり方に関する考察』保育学科紀要第1号，pp75-82（2018）
論文(単著)：『幼児に対する安全教育に関する考察』保育学科紀要第2号，pp60-p67（2018）

ウエオカ

上岡

ヒトシ

仁

中国短期大学
保育学科

教授

学士(法律)

教育原理

論文：『総社市立幼稚園における職場・職務環境に関する調査結果の考察』 中国短期大学保育学科紀要第2号 (2018)
論文：『立憲主義に基づく憲法における個人の尊重の再考』 中国短期大学保育学科紀要第1号 (2018)
論文：『総合的な学習の時間において育成したい資質・能力，学習過程及び教師の指導・支援の再考』 中国短期大学保育学科紀要第1号(2018)
論文：『学校適応促進と関連を図った特別活動を中心としたキャリア教育の取組に関する一考察』 中国短期大学保育学科紀要第1号 (2018)
論文：『教育相談的手法を用いた学校適応促進と学力向上の取組に関する一考察』 中国短期大学保育学科紀要第1号 (2018)
論文（共著）：『進んで関わりをもち，好ましい人間関係を築こうとする子の育成～SEL，協同学習，ピア・サポート，品格教育を通して～』平成26年度総社市立総社小学校
研究紀要 (2015)
論文（共著）：『進んで関わりをもち，好ましい人間関係を築こうとする子の育成～SEL，協同学習，ピア・サポート，品格教育を通して～』平成25年度総社市立総社小学校
研究紀要(2014)
著書（共著）：『"Hello" from Okayama 岡山から "ハロー"』 岡山ローバル英語研究会編 山陽新聞社 (2014)
著書（共著）：『総社市版学校評価Ｑ＆Ａ』 総社市教育委員会

(2010)

著書（共著）：『最終報告書 総社市における学校評価の新たな展開』

総社市教育委員会 (2010)

論文：『信頼される開かれた学校の基盤づくりに向けて』 生きる力をはぐくむ学校経営の推進実践事例集第28号 岡山県小・中学校長会連絡協議会

(2010)

論文（共著）：『読むことのおもしろさを味わいながら，ことばの活用力を高める説明的文章の授業づくり』 平成21年度総社市立山手小学校研究紀(2010)
マツイ

ケイゾウ

松井 圭三

中国短期大学
保育学科

教授

修士(文学)

社会福祉政策

編著：『児童家庭福祉』 大学教育出版 (2010)

マツイ

ケイゾウ

松井 圭三

中国短期大学
保育学科

教授

修士(文学)

社会福祉政策
編著：『よくわかる社会福祉概論』 大学教育出版 (2010)
編著：『家庭支援論』 大学教育出版 (2013)
編著：『相談援助概説』 ふくろう出版 (2013)
論文(共著)：『地方教育行政法第47条の5に基づく学校運営協議会制度の研究』 地域福祉サイエンス第2号 地域福祉総合研究センター 2015.10
論文(共著)：『介護保険法改正の政策形成過程を一考察』 草の根福祉第45号 社会福祉研究センター 2015.12)
著書(共著)：『私たちの暮らしとソーシャルワークⅡ』保育出版社(2016.3)
編著：『社会福祉記事ワークブック』 大学教育出版 (2016.4)
論文(共著)：『教育課程における新聞記事と文章表現についての一考察』 松井圭三、今井慶宗 中国学園紀要第15号 2016.6
著書(共著)：『社会福祉論』 現代図書 2016.10
学会発表(共同)：『岡山市における地域協働学校の一考察』 日本地域福祉学会 社会事業大学 2016.6
学会発表(共同)：『介護保険政策の一考察 -旧与党、旧民主党を中心にｰ』 日本社会福祉学会 佛教大学 2016.9
学会発表(共同)：『新聞実践研究 -社会福祉教育を中心に-』 日本ＮＩＥ学会 愛媛大学 2016.11

マツイ

松井 みさ

中国短期大学
保育学科

教授

修士(芸術学)

作曲

Canto contemporaneoⅡ～ピアノのために～の作曲・発表
童謡集「とっくんこ」の詩による童謡の作曲・発表
ボランティア活動における学生の意識変容について（1）
ボランティア活動における学生の意識変容について（2）
ボランティア活動における学生の意識変容について（3）
論文(共著)：『中国短期大学保育学科における鍵盤楽器未経験者に対する演奏技術向上の為の取り組み(1)』 中国学園紀要第15号 pp.19～24 (2015.6)
論文(共著)：『中国短期大学保育学科における鍵盤楽器未経験者に対する演奏技術向上の為の取り組み(2)』 中国学園紀要第15号 pp.11～16 (2016.6)
論文(共著)：『中国短期大学保育学科における鍵盤楽器未経験者に対する演奏技術向上の為の取り組み(3)』中国学園紀要第16号 pp.23〜30(2017)
作品発表（共演）スイカスイスイイカスイスイ 詩：いしざきかつこ おんなじみたいで 詩：しおたとしこ 第３回総社芸術祭2017『Ｒ＆Ｂジョイフルコンサート～吉備から発信
する日本の歌パート2～』（2017．4）
論文(単著)：『幼児の創作意欲を育むための表現指導法についての一考察(１)』保育学科紀要第１号 pp.91〜95 (2018)
論文(単著)：『幼児の創作意欲を育むための表現指導法についての一考察(２)』保育学科紀要第２号 pp.68〜75 (2018)

オオヤマ サチコ

大山 佐知子

中国短期大学
保育学科

教授

学士(芸術)

ピアノ

ピアノ基礎技法を中国短期大学紀要第31号、第32号、中国学園紀要第1号～第7号・第12号記載。
1993、1994、1997、1999、2001、2003、2004、2006にソロリサイタルを行う。
ソロを中心に活動を行う他、オーケストラとの協演、アンサンブルコンサート、デュオコンサートにも取り組む
論文(共著)：『音楽の｢ノリ｣を感じる表現活動 その1』 日本保育学会第69回大会(2016.5.7)
論文(単著)：『音楽の基礎 -｢リズム感｣についての一考察- その2 』 中国学園紀要第15号 pp.1～4 (2016.6)
論文(共著)：『中国短期大学保育学科における鍵盤楽器未経験者に対する演奏技術向上の為の取り組み(1)』 中国学園紀要第15号 pp.19～24 (2015.6)
論文(共著)：『中国短期大学保育学科における鍵盤楽器未経験者に対する演奏技術向上の為の取り組み(2)』 中国学園紀要第15号 pp.11～16 (2016.6)
演奏(共演)：『歌・マリンバ・ピアノによる音楽鑑賞会』三宅史子、今井忍、大山佐知子 城見小学校 （2016.7.4）
論文(単著)：『乳幼児におけるリズム感育成の試み』H28年度中・四国保育士養成協議会研究助成費報告pp28～29(2017.4.16)
論文(共著)：『中国短期大学保育学科における鍵盤楽器未経験者に対する演奏技術向上』中国学園紀要第16号pp23～30(2017.6)
論文(共著)：『音楽の｢ノリ｣を感じる表現活動 その2』日本保育学会第70回大会p923(2017.5)
講座：『川崎紫明音符ビッツ体験講座』中国学園公開講座2017(2017.6/7/8/9/10月)
論文(単著)：『音楽の｢ノリ」を感じる

表現活動 その３』日本保育学会第71回大会 p541(2018)

論文(単著)：『身体でリズムを感じる ための表現の仕方』保育学科紀要 第1号

p32-p39(2018)

論文(単著)：『身体でリズムを感じる ための表現の仕方』 その３ 保育学科紀要 第2号 p28-p35 (2018)

講座：『川崎紫明音符ビッツ体験講座』中国学園公開講座2018 (2018.9)
オノ

ジュンコ

小野 順子

中国短期大学
保育学科

教授

修士(教育学)

幼児教育

著書(共著)：『子どもの育ちと「ことば」』 保育出版社(2010)
論文：『｢保育の基本」の習得に関する考察』学校法人中国学園紀要第11号(2012)
導入保育プログラムにおける学生の保育現場での学び (2012) 日本保育学会
「保育をみる」ことから得られる気づきについて(2012) 全保養研究
保育者養成における「こころもち」に関する研究 (2013) 全保養研究
幼児への食事指導の現状と課題 (2013) 日本保育学会
論文：『地域連携における保育士養成校の役割について』中・四保養研究 (2013)
著書(共著)：｢幼稚園教育実習｣ ふくろう出版(2011) / 「準備と自己評価で実力をやしなう 改訂版 幼稚園教育実習」ふくろう出版(2014)
論文（単）「「教育」と「保育」に関する一考察」学校法人中国学園紀要第14号（2015）

論文（単）「保育士養成校学生の「心もち」育成に関する研究」中・四保養研究（2015）
著書（共著）：『保育者養成シリーズ 保育原理』一藝社（2015）
著書(共著)：『コンパクト版保育内容シリーズ「保育原理」』一藝社(2016)

著書（共著）：『新版保育用語辞典』一藝社（2016）
論文(単著)：『「心もち」豊かな保育者養成に関する研究』 学校法人中国学園紀要第15号(2016)
研究発表(単著)：『認定こども園における教育実習の現状と課題』 日本保育学会第69回大会(2016)
研究発表(共著)：『音楽の｢ノリ｣を感じる表現活動 その1』 日本保育学会第69回大会(2016)
著書(共著)：『コンパクト版保育内容シリーズ「保育内容総論」』一藝社(2017)
論文：『人間関係を深める実習日誌の指導方法』－｢実習のねらい｣を学びに生かす言語表現－ 中国学園紀要第16号pp.7～16 (2017.6)
研究発表（単著）:『保連携型認定こども園での教育実習生の学びについて』日本保育学会第70回大会（2017）
研究発表（単著）：『幼保連携型認定こども園での教育実習生の学びについて』日本保育学会第70回大会（2017）
研究発表（共著）：『音楽の「ノリ」を感じる音楽表現 その3－「ノリ」を感じる音に何が必要かを探る－』日本保育学会第71回大会（2018）

論文（単著)：『遊びの援助と展開』学校法人中国学園紀要第17号（2018）
論文（単著)：『保育教材としての絵本の可能性について －その機能と読み聞かせの方法－』中国短期大学保育学科紀要第1号（2018）
論文（共著)：『「関わり」「伝え合い」を育てる保育実習』中国短期大学保育学科紀要第2号（2018）

論文（共著)：『保育現場における子どもとの関係性』中国短期大学保育学科紀要第2号（2018）
論文（共著)：『子どもと保育者を繋ぐ言葉に関する研究』中国短期大学保育学科紀要第2号（2018）
論文（共著)：『人と関わる力を育てる保育計画案についての一考察』中国短期大学保育学科紀要第2号（2018）
研究発表（共著）:『幼稚園教員養成課程と保育士養成課程の変遷」の実績と今後』保育教諭養成研究大会（2019）
オオハシ ミサコ

大橋 美佐子

中国短期大学
保育学科

准教授

教務課長

修士(子ども学)

保育

伝承あそびに関する調査研究（1）-30年間における伝承あそびの意識調査の変容－
保育所実習に対する不安要因の研究
保育所実習Ⅰ（施設）の現状と課題－学生・実習施設先アンケート結果からの考察－
保育者養成における望ましい学びの過程（1）～現場アンケートから～
保育者養成における望ましい学びの過程（2）～現場アンケートから～
「保育の扉」建帛社2012
保育士の保護者支援における感情労働の検討
ボランティア活動における学生の変容について
保育実習中に精神的な落ち込みを経験した学生の事例検討
学生の表現力の向上に効果的な題材に関する研究
論文：『保育士の保護者支援における感情労働の検討』中国学園大学大学院子ども学研究科（修士論文）（2013）
論文：『「関わり」「伝え合い」を育てる保育実習』 中国短期大学保育学科「紀要」第2号pp.12-19｛2018）
論文：『保育現場における子どもとの関係性―声掛け・一人一人・個々をキーワードとした実習の学びの分析― 』 中国短期大学保育学科「紀要」第2号pp.20-27（2018）

論文:『子どもと保育者を繋ぐ言葉に関する研究―共感的理解のできる保育者養成を目指して―』中国短期大学保育学科「紀要」第2号pp.86-91（2018）
トリゴエ

アヤ

鳥越 亜矢

中国短期大学
保育学科

准教授

修士(教育学)

幼児造形

論文：『岡山県内の保育者を対象とした鑑賞に関する意識調査および鑑賞の研修機会の提供』平成22年9月 (財)両備檉園記念財団 活動に関する
文化､芸術､教育研究論叢(第23集)pp.1-21

トリゴエ

アヤ

鳥越 亜矢

中国短期大学
保育学科

准教授

修士(教育学)

幼児造形
論文：『遊びに関する保育者への実践的な情報提供－大量の紙コップを使った遊び－』平成25年3月 大学造形美術教育研究 第11号 pp.20-25
論文：『遊びにおける子どもの姿について－普段とは違う姿－』平成29年3月 大学造形美術教育研究 第15号 pp.20-25
論文：『潜在保育士のキャリア研究－20代30代保育士の「退職者」と「継続者」の比較による離職防止研究－』 平成28年12月 山陽論叢第23号(2016)pp.49-65
報告(共著)：『子どもの創造力を育成する段ボール遊具の開発を目指して』平成28年6月 山陽学園大学・短期大学学内研究
報告：『全国大会に関わる様々な仕掛け～保育者・子ども達・大会参加者に向けた提案と実践の応酬～』全国大学造形美術教育教員養成会議メールマガジン 第５号
2018年2月
論文(共著) ：『園内研修の研究－５Cの力とパースのカテゴリー論を保育の視点として－』大学造形美術教育研究第16号 2018年3月 pp.26～31
論文：『保育者養成カリキュラム改正を踏まえた授業科目「幼児造形」の分析』中国短期大学保育学科紀要 第2号 2018年9月

pp.50～59

論文：『研究成果発表の場としてのフォーラムに関する考察―平成29年度 造形美術教育フォーラムより―』大学造形美術教育研究第17号 2019年3月 pp.2～11

執筆協力：「みる活動における５Cの力を体験的に学ぶ」北沢昌代、畠山智宏、中村光絵 著『子どもの造形表現―ワークシートで学ぶ 第2版』第7章５－
３ 開成出版 2019年4月 p.151
トダ

土田

ユタカ

豊

中国短期大学
保育学科

准教授

修士(体育学)

幼児体育

編著「子ども白書2005」草土文化2005年
編著「学校で実践！子どものからだ・心づくり」教育開発研究所2007年
編著「子どものからだと心白書２００８」ブックハウスHD2008年
生命を大切にする心を育む長期キャンプの実践 埼玉大学教育学部 紀要 第8号（2009年）
男性保育士に求められる資質と能力（第1報） 2012 日本保育学会
子どものからだと心のおかしさに寄り添う保育者の育成 2012 全国保育士養成協議会
体験をとおした健康教育シンポジスト 2012 日本幼少児健康教育学会
編著「子どものしあわせ―夏休みをゆたかに草土文化」2012
実習生が実感した子どものからだと心のおかしさ（2012） 中国学園 紀要 第12号（2013）
長期ｷｬﾝﾌﾟ（30泊31日）が子どもの生体リズムに及ぼす生化学的影響 発育発達研究第58号 2013
男性保育士に求められる資質と能力－第2報-2013日本保育学会
男性保育士に求められる資質と能力－第3報-2014日本保育学会
保育士の実感に基づく子どものからだと心の実態調査（その1）2015日本保育学会
ネイチャーゲームを活用した保育者養成の可能性2016日本保育学会
幼児期の生活リズム形成評価の可能性について～棒反応テストを用いた脳の覚醒調査～中国短期大学 保育学科紀要第１号（2018）
幼児期における開眼片足立ちと接地足趾の関係性中国短期大学 保育学科紀要第2号（2018年）
編著「めざせ!からだはかせ④子どものからだと心調査ハンドブック」旬報社2018

ナカノ

中野 ひとみ

中国短期大学
保育学科

准教授

図書課長

修士(人間学)

介護福祉
看護学

研究発表（単著）：「大規模災害未経験地域の福祉施設の現状と課題－西日本豪雨災害の教訓を活かす教育支援－」日本教育福祉学会春季研究大会（2019.3）
研究発表（単著）：「大規模災害未経験地域の福祉介護施設の現状と課題」
日本福祉のまちづくり学会中国四国支部研究活動発表会（2019.3）
研究発表（単著）：「大規模災害未経験地域の福祉的課題－西日本豪雨災害の教訓をどう活かすか－」交通エコロジーモビリティ財団共催・日本福祉のまちづくり学会研
究活動発表会（2019.2）
論文（単著）：「岡山県福祉介護施設の災害対策への現状と課題－西日本豪雨災害の教訓は活かされるか－」中国学園紀要 第18号
論文（単著）：「福祉・介護施設における介護職員のバーンアウトに関する系統的レビュー」
武蔵野大学大学院 修士論文（2019）
著書（共著）：「相談援助概説」ふくろう出版（2019）
著書（共著）：「NIE介護の基本演習」大学教育出版（2019）
講座：「知っているようでしらない認知症の理解」他６講座
岡山県キャリア形成訪問指導事業 岡山県内福祉介護施設22件（2018.7～2019.2）

講座：「子どもの事故とその予防」岡山県備中子どもサポーター育成講座（2018.11）
研究発表（単著）：「キャリア形成訪問指導事業から考える福祉人材育成と課題－職場定着のための効果的な福祉・介護教育の検討－」日本教育福祉学会春季研究大
会（2018.3）
論文（単著）：「大規模災害発生時における福祉施設の現状と課題－緊急対応期、福祉現場はどう動くか－」中国学園紀要 第17号
論文（単著）：「福祉専門職の倫理観構築のための一考察－人間疎外による倫理観への影響－」
中国学園紀要 第17号
著書（共著）「社会的養護・社会的養護内容」翔雲社（2018）
講座：「知っているようでしらない認知症の理解」他４講座
岡山県キャリア形成訪問指導事業 岡山県内福祉介護施設24件（2017.7～2018.3）
講座：「福祉ってなあに」土曜‘楽‘習講座 中国学園公開講座（2017）
論文（単著）：「福祉・介護職への効果的な教育支援の検討－岡山県キャリア形成訪問指導事業を通して－」 中国学園紀要 第16号
講座：「知っているようでしらない認知症の理解」他３講座
岡山県キャリア形成訪問指導事業 岡山県内福祉介護施設18件（2016.7～2017.3）
講座：「知っているようでしらないこころとからだのしくみ」
介護有料老人ホームさくらの苑 介護施設職員研修（2017.2）
論文(共著)：「福祉・介護人材確保対策研修事業「高校生への訪問講座」に関する質的研究
‐KJ法による自由記述の分析－」別府溝部学園短期大学紀要（2015）
講座：大分県福祉・介護人材参入促進事業 高校訪問授業 9校16クラス（2015）
講座：別府市介護人材育成事業 別府市中学訪問授業 8校20クラス（2015）
講座：別府市（地域創生型）介護人材育成事業 介護現任者研修 （2015）
論文（共著）：「6年間の「ボランティア」講座の取り組み‐平成23年度スペシャルオリンピックス（SO）日本・大分の開催校として‐」別府溝部学園短期大学紀要（2013）
講座：大分県福祉・介護人材参入促進研修事業 大分県内福祉介護施設4件（2013）
講座：大分県福祉・介護人材参入促進研修事業 別府溝部学園公開講座
（2011、2012、2013、2014、2015）
国家試験実地委員：介護福祉士国家試験実地試験委員（2013、2014、2015）
ヤマモト フサコ

山本 房子

中国短期大学
保育学科

講師

修士（{教育学）

幼児教育

論文：『乳幼児期におけるのメディア環境の研究』 愛媛大学大学院修士論文(2000)
論文：『「言葉による伝え合い」の芽生えを育むための保育に関する一考察』 保育学科「紀要」第2号（2018）
論文：『幼小連携・接続の取り組みについての一考察』 保育学科「紀要」第2号（2018）

論文（共著）：『人と関わる力を育てる保育計画案についての一考察－「ロボット・カミィ」の読み聞かせの実践から－』保育学科「紀要」第2号（2018）
論文：『小学校接続に向けた「学びの芽生え」についての一考察－園見学における学生の気付きや学びから－』中・四国保育士養成協議会教職員研究（2018）
研究発表・論文：『「言葉に対する感覚」を豊かにするための保育について』第70回中国四国教育学会 教育学研究紀要（CD-ROM版）第64巻（2018）
ナサダ

シンヤ

名定 慎也

中国短期大学
保育学科

講師

修士（専門職）
ヘルスケアマネジメント

介護福祉
社会福祉学

論文(共著)：『短期大学の教育課程における国語表現科目の研究 -介護福祉士養成課程の福祉教育を通して-』 名定慎也､今井慶宗 学校法人中国学園紀要第16号
(2017.6)
論文（単著）：『介護職員の離職に係る要因の把握とその対策の検討‐離職経験のある介護職員を対象とするインタビュー調査をもとに‐』 兵庫県立大学大学院経営研
究科商大ビジネスレビュー第7巻pp.105-137(2017.9)
著書(共著)：『社会的養護・社会的養護内容』小宅理沙、中典子、潮谷光人、名定慎也 他 第15章「成人障害者への支援の実際」 第2節「障害福祉サービス事業所での
利用者支援の実際」pp.190-201 翔雲社 (2017.10)
学会発表(共著)：『介護福祉教育における児童福祉とソーシャルワーク』名定慎也､今井慶宗 日本保育ソーシャルワーク学会（2017.11.12)
論文(共著)：査読あり 『地方教育行政法に基づく学校運営協議会制度の評価の研究-岡山市吉備中学校区における地域協働学校を例として―』 松井圭三、名定慎也、
今井慶宗 社会福祉研究センター草の根福祉 第47号pp.75-84 (2017.12)
学会発表(共著)：『介護福祉士養成課程における国語表現科目の研究－全国東西及び保育士養成課程との比較を含めて－』 名定慎也、今井慶宗、土田耕司 社会福
祉史学会(2017.12.9)
学会発表(共著)：『介護保険制度における住宅改修制度の研究－社会保障審議会の部会・分科会の議論を中心に』
名定慎也、今井慶宗 岡山県保健福祉学会 (2018.1.22)
学会発表（単著）：『介護職員の離職に関する研究-離職理由「理念・運営のあり方への不満」に関連する要因の検討-』
日本生活支援学会（2018.5.19）
論文（共著）：『介護保険制度における住宅改修制度の研究－社会保障審議会の部会・分科会の議論についての一考察－』
名定慎也、今井慶宗、安田幸平、吉田真浩 学校法人中国学園紀要第17号pp.19-28 (2018.6)
研究ノート（共著）：査読あり 『介護福祉教育における児童福祉とソーシャルワーク』名定慎也､今井慶宗
福祉サイエンス第5号pp.205-214（2018.11）
ポスター発表（共著）：『自由記述の分析に基づく介護施設職員の無力感に関連する要因』
藤田益伸、名定慎也、中藤恵美、稲田ゆかり、田中洋三 日本ホスピス・在宅ケア研究会 （2018.9.19）
研究ノート（共著）：『老人福祉センター行財政の研究』藤田了、名定慎也、今井慶宗、安田幸平、吉田真浩
大阪国際大学紀要 国際研究論叢 32 （１）P187〜P205（2018.10）
学会発表（共著）：『老人憩の家の政策研究』 名定慎也、今井慶宗 中四国社会福祉史学会 （2018.10.27）
論文（共著）：査読あり 『高齢者施設で働く介護職員の専門職としての意識について』
田岡紀美子、今井慶宗、名定慎也 他 社会福祉研究センター草の根福祉 第48号P71-P84 （2018.12）
著書(共著)： 「福祉の基本体系シリーズ10 社会福祉の形成と展開」井村圭壯、今井慶宗、名定慎也 他
第4章3節「社会福祉の施設」 pp.43-47 勁草書房 （2019.1）

著書(共著)：『改訂版 現代社会福祉概説』松井圭三､今井慶宗､難波利光､名定慎也 他
第4章「社会福祉専門職」 pp44-68 ふくろう出版(2019.4)
著書（共著）：『第2版 相談援助概説』松井圭三、土田耕司、中典子、名定慎也他
第5章「高齢者の対応についての相談援助」pp73-82 ふくろう出版（2019.4）
著書(共著)：『NIE 介護の基本演習』松井圭三､小倉毅、今井慶宗、名定慎也他
第11章｢介護における安全の確保とリスクマネジメント｣ pp96-105 大学教育出版(2019.4)
論文（単著)：『介護職員の実習生に対する意識の構造－アンケート調査の自由記述分析をもとに－』 学校法人中国学園紀要（2019）
著書(共著)：『NIE児童家庭福祉ワークブック』松井圭三､今井慶宗、名定慎也 他 第14章｢児童を取り巻く専門職｣
大学教育出版(2017.3)
学術論文(共同研究)：『短期大学の教育課程における国語表現科目の研究 -介護福祉士養成課程の福祉教育を通して-』
名定慎也､今井慶宗 学校法人中国学園紀要第16号 (2017.6)
学術論文（単著）：『介護職員の離職に係る要因の把握とその対策の検討‐離職経験のある介護職員を対象とするインタビュー調査
をもとに‐』 兵庫県立大学大学院経営研究科商大ビジネスレビュー第7巻pp.105-137(2017.9)
著書(共著)：『社会的養護・社会的養護内容』小宅理沙、中典子、潮谷光人、名定慎也 他 第15章「成人障害者への支援の実際」
第2節「障害福祉サービス事業所での利用者支援の実際」pp.190-201 翔雲社 (2017.10)
学会発表(共同研究)：『介護福祉教育における児童福祉とソーシャルワーク』名定慎也､今井慶宗
日本保育ソーシャルワーク学会（2017.11.12)
ヒラオ

平尾

タイ スケ

太亮

中国短期大学
保育学科

准教授

修士(教育学)

障害児保育
臨床心理学

フレンドシップ形成に影響を及ぼすソーシャルスキルの特定に関する検討
スクールニーズに応じたSSTが児童のフレンドシップ形成に及ぼす効果
身体拘束軽減を目指す支援について
論文：『知的障害をもつ学生に対する性教育プログラムの開発と実践Ⅰ』 中国学園紀要第13号(2014.6)
論文(共著)：『保育士養成課程における施設実習に関する課題Ⅱ-現状と約10年前の比較ｰ』土谷由美子､平尾太亮 中国学園紀要第13号(2014.6)
論文：『スクールニーズに応じたSSTが児童のフレンドシップ形成に及ぼす効果』
論文（共著）：『身体拘束軽減を目指す支援について』
論文：『知的障害をもつ学生に対する性教育プログラムの開発と実践Ⅰ』
論文（共著）：『保育士養成課程における施設実習に関する課題Ⅱ-現状と約10年前の比較-』
論文（共著）：『保育士養成課程における施設実習に関する一研究

マツタニ カズトシ

松谷 和俊

中国短期大学
保育学科

講師

修士(教育学)

幼児教育学

論文：『特別支援学校における発達障害を持つ児童への不登校支援についてⅠ』
著書（共著）：『現代の障がい児保育』 井村圭壯・相澤譲治 編著 pp.79-85 学文社（2016）
著書（共著）：『社会的養護の理念と実践』 中野菜穂子・東俊一・大迫秀樹 編著 pp.49-60 みらい（2016）
著書（共著）：『発達心理学』 越智幸一 編著 pp.122-133 大学図書出版（2016）
論文（単著）：『戦前日本における幼稚園保姆養成に関する研究』聖カタリナ大学研究紀要第29号pp39-59（2017）
論文（単著）：『保育絵本キンダーブックに関する研究―フレーベル館創業者・高市次郎の射程―』人間文化研究所紀要 第22号pp63-80（2017）
論文（単著）：『キリスト教保育に関する研究―新キリスト教保育指針とキリスト教ハンドブックを手掛かりに―』キリスト教研究所紀要第20号pp23-31(2017）
論文（単著）：『保育内容言語の内容変遷および教師の役割に関する研究―1956年から1964年保育内容言語に着目して―』聖カタリナ大学研究紀要第30号pp81-93
論文（単著）：『観察絵本ミクニノコドモ』に関する研究―第15輯第１編の詳細および前身絵雑誌『キンダーブック』の保育現場における使用状況―『児童文学研究』第51
号、日本児童文学学会、pp125-138(2019)

ﾌｸﾓﾘ ﾏﾓﾙ
福森 護

（2010年以降）
中国短期大学
情報ビジネス学科

教授

学科長

博士（学術）

データサイエンス
心理統計・行動計量
社会心理学

論文（共著）：「知的障害のある生徒の就労を見据えた進路指導に関する考察」，中国学園紀要第９号，2010年．
論文・口頭発表（単著）：「テレビ番組の制作体験によるアクティブラーニングの実践とその効果」，情報メディア研究会論文集，2010年．
論文（共著）：「自閉的傾向のある児童生徒の「心理的安定」を目指した支援に関する考察(4)」，中国学園紀要第10号，2011年．
論文（共著）：「知的障害を伴う自閉症生徒の社会性向上に関する研究－極小規模校におけるコミュニケーション能力の育成－」，中国学園紀要第11号，
2012年．
論文・口頭発表（単著）：「ニューラルネットワークを用いた対人的魅力の規定要因に関する検討」，心理データ分析研究会論文集，2013年．
論文・口頭発表（単著）：「心理学におけるビッグデータ活用の有効性」，心理データ分析研究会論文集，2014年．
論文（共著）：「自閉的傾向のある児童生徒の「心理的安定」を目指した支援に関する考察（５）」，中国学園紀要第14号，2015年．
論文（共著）：「セピア調映像の心理的効果に関する探索的検討」，中国学園紀要第16号，2017年．
論文（共著）：「自閉的傾向のある児童生徒の「心理的安定」を目指した支援に関する考察（6）」，中国学園紀要第16号，2017年．
論文（共著）：「生徒理解を深める心理・適応6尺度の構成」，中国学園紀要第16号，2017年．
論文（共著）：「心理・適応６尺度と内田クレペリン精神検査による生徒理解」，中国学園紀要第17号，2018年．
論文（共著）：「保健室利用生徒における心理・適応６尺度の妥当性」，中国学園紀要第17号，2018年．

論文（共著）：「知的障害特別支援学級論考」，中国学園紀要第17号．2018年．
論文（共著）：「ファストファッションにおける消費行動の分析－シングルソースデータを用いたブランド比較を通して－」，日本繊維製品消費科学会，
Vol.59．2018年．
ソン

宋

ナンオク

娘沃

中国短期大学
情報ビジネス学科

教授

博士（経営学）

経営戦略，国際経営，
単著
経営学

『技術発展と半導体産業－韓国半導体産業の発展プロセス－』文理閣，2005年。

単著

『日本団塊世代の退職技術者の現状と活用方案』韓国産業技術財団，2007年。

共著

「韓国モバイル産業における部品の調達戦略」（第8章）夏目啓二編『21世紀ICT企業の経営戦略』ミネルヴァ書房,2017年2月。

共著

「韓国ICT産業における人材の国際移動」（第10章）

共著

「三星電子の技術形成」（第5章）

共著

「韓国IT産業の労働市場」（第7章）夏目啓二編『21世紀の企業経営』日本評論社，2006年。

論文

「半導体専業におけるIP（設計資産）ビジネスの一考察」『立命館大学経営学』第56巻第6号，2018年3月。

夏目啓二編『アジアＩＣＴ企業の競争力』ミネルヴァ書房，2010年。

橋本輝彦・岩谷昌樹編『組織能力と企業経営』晃洋書房，2008年。

論文「半導体産業におけるシステムLSIの現段階」『龍谷大学経営学論集』第57巻第1号，2017年10月。
論文「韓国モバイル産業の生産・開発体制」『産業学会研究年報』第30号，2015年3月。
論文「モバイル産業におけるOS戦略」『中国学園紀要』第13号,2014年6月。
論文
カワタ

河田

教授

ケンジ

健二

学士(芸術)

作曲、電子楽器

中国短期大学
情報ビジネス学科

「韓国半導体産業の構造変化」『比較経営研究』第36巻，2012年。

きびふれあいコンサート（複数回）出演、オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」伴奏（福山）
オペラガラコンサート（ルーマニア・尾道）、まなびピア岡山2007記念事業
「みんなで元気！吉備キビ桃太郎体操」音楽制作、他多数

フルヤ

古谷

准教授

シュンジ

俊爾

学士（工学）

情報教育

中国短期大学
情報ビジネス学科

古谷俊爾，赤木竜也：中国学園のキャンパスネットワーク（Ⅱ）．中国学園紀要（2014）13,81-85
赤木竜也，古谷俊爾：中国学園における情報セキュリティ意識の調査．中国学園紀要（2010）9,17-21
古谷俊爾，赤木竜也：中国学園の新キャンパスシステムに関するアンケート調査．中国学園紀要（2009）8,29-33
古谷俊爾，赤木竜也：中国学園キャンパスシステムに関する一考察．中国学園紀要（2008）7,55-59

サトウ

佐藤

講師

ユミコ

由美子

修士（経営学・MBA）

ビジネス実務

中国短期大学
情報ビジネス学科

発表：「接遇実習における知的好奇心達成動機を活用した一試論」西日本地区秘書教育担当者研修会（1990年）
論文：「知的好奇心を活用した秘書科の接遇実習の一展開」秘書教育全国協議会研究収録15号(1991年)
論文：『接遇実習を通した社会化の検証－就職面接における接遇実習の一応用例－』専修学校教員研究奨励事業研究紀要21号(2000年)
論文：「『子ども食堂』の歴史的背景に於ける一考察」地域活性学会研究誌(2018年)
論文：「子どもの社会性を育む場としての『子ども食堂』についての一考察」中国学園紀要第17号（2018年）
論文：『専門学校の経営戦略の成功要因に関する考察－職業実践専門課程（文部科学省）認定校を中心として－』関西学院大学経営戦略研究第12号（2018
年）

イタノ

板野

ケイ ゴ

敬吾

中国短期大学
情報ビジネス学科

講師

修士

経済学

著書（共著）:『パソコン成績処理ハンドブック』 山田隆，板野敬吾，坂部望，飯塚留美 (財)国際通信経済研究所 田口英一（1997.9）
著書（共著:『主要国・国際機関における情報通信の現状と動向』板野敬吾，田口英一，河又貴洋，大久保規子，北村順生，水元豊文
ｐ.5～ｐ.38 (財)国際通信経済研究所（1997.10）
著書:（共著）『欧米主要国における情報通信の現状と動向』 板野敬吾，田口英一，大久保規子，杉本昌昭
ｐ.3～ｐ.24 (財)国際通信経済研究所（1998.8）

著書（共著）:『ASEANの通信法制 （マレーシア）』坂部望，板野敬吾 (財)国際通信経済研究所ｐ.12～ｐ.29 （ 1998.10）
著書（共著）:『欧米主要国における情報通信の現状と動向』板野敬吾，清家和哉，大久保規子，杉本昌昭，高杉敏男
ｐ.5～ｐ.33(財)国際通信経済研究所（1999.12）
著書（共著）:『電気通信端末機器の流通･利用状況調査』山田隆，板野敬吾 (財)国際通信経済研究所 ｐ.3～ｐ.50（1998.2）
著書:『特殊法人におけるディスクロージャーに関する調査研究』(財)国際通信経済研究所（1998.3）
著書（共著）:『情報化時代における先進的立法事例の研究』坂部望，板野敬吾 (財)国際通信経済研究所 p.11～p.19（1998.3）
著書（共著）:『韓国及び台湾における電気通信ニーズの動向及びリスク要因と対応策』板野敬吾，杉下勇

(財)国際通信経済研究所

p.1～p.66（1998.5）

著書:『カナダにおける郵政事業等に関する調査分析』(財)国際通信経済研究所（1998.12）
著書（共著）:『欧米における経済団体の構造と機能に関する調査研究』清家秀哉，岡本秀之，板野敬吾，山田隆 (財)国際通信経済研究所 p.3-1～p.3-76
（1999.1）
著書（共著）:『アジアにおける経済ネットワークと利益団体の構造と機能に関する調査』岡本秀之，山田隆，板野敬吾，坂部望 (財)国際通信経済研究所
p.8-1～p.8-58，ｐ.9-1～p.9-57，p.10-1～ｐ.10-83（1999.3）
論説『世界の情報通信事業の概要』 (財)日本ITU協会･ITUジャーナル(8月号）p.7～p.11（2000.8）
岡山市域情報水道ネットワーク基盤中間評価報告書 岡山市情報水道実験推進協議会（2003.7）

岡山市情報水道実証実験実績報告書（平成15年版）

岡山市情報水道実験推進協議会（2003.9）

岡山市情報水道実証実験実績報告書（平成16年版）岡山市情報水道実験推進協議会（2004.7）
口頭発表：「岡山市地域情報水道構想の概要と現状について」倉敷商工会議所情報通信部会（2005.10）
口頭発表：「日本の情報通信の発展と通信政策」岡山理科大学総合情報学部社会情報学科第13回地域分析研究会（2007.7）
論文:『日本の情報通信政策と情報通信市場への影響』岡山理科大学総合情報学部（2008.9）
論文:『ユビキタスネット社会に向けたICTの現状と課題』岡山理科大学総合情報学部（2010.3）
フジモト

藤本

ヒロミ

宏美

中国短期大学
情報ビジネス学科

講師

博士(工学)

情報数学

学術論文(共著)：『地域におけるスポーツ復興支援活動』

スポーツ産業学会 スポーツ産業学研究vol.22,No.1 pp.219～226(H24.3)

学術論文(共著)：『3A Mechanical Method for Evaluating Trainee Answers in a Risk Prediction Training System Based on the 4R Method』
Information Engineering Express International Institute of Applied Informatics 2015,Vol.1,No.3 (H27.10)
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