
氏　　名 所属 職位 役職 学位 専門分野

教授 学科長 博士（農学） 栄養生化学

著書（共著）：辻英明・海老原清・渡邊浩幸・竹内弘幸 編，池田清和・石見佳子・海老原清・岡田希和子・金谷建一郎・木本眞
順美・小築康弘・瀧本秀美・竹内弘幸・竹林純・辻英明・寺尾純二・新田陽子・細谷佳助・増田晃子・増田俊哉・室田佳恵子・森
山達哉・山西倫太郎・渡邊浩幸・渡邉文雄，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４版，講談
社，2021年3月

食品機能学
著書（共著）：吉田勉編，伊藤順子・井上久美子・笠原賀子・小築康弘・小林実夏・小松渡・志田万里子・篠田粧子・南道子・村
上淳，わかりやすい栄養学（改訂6版)，三共出版，2020年4月

著書（共著）：辻英明・海老原清・渡邊浩幸・竹内弘幸 編，池田清和・石見佳子・海老原清・岡田希和子・金谷建一郎・木本眞
順美・小築康弘・瀧本秀美・竹内弘幸・辻英明・寺尾純二・新田陽子・細谷佳助・増田晃子・増田俊哉・室田佳恵子・森山達哉・
山西倫太郎・渡邊浩幸・渡邉文雄，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
3月

著書（共著）：吉田勉編，伊藤順子・井上久美子・笠原賀子・小築康弘・小林実夏・小松渡・志田万里子・篠田粧子・南道子・村
上淳，わかりやすい栄養学（改訂5版)，三共出版，2016年3月

学会発表（共同）：Yasuhiro Kozuki, Mami Kawamura, Yuri Nakashima, Yasuhide Okuhara, Yukihiko Ito, Reiko Osato-Sasada, 
Toshitsugu Sato, Hiroyuki Watanabe, 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年5月

松井　圭三

中国短期大学
総合生活学科 教授 図書館長 文学修士 社会福祉政策 「NIE家庭支援論演習の実践報告－保育学科学生を中心に-」単著2020年6月中国学園紀要第19号pp1～6ｐ

「社会福祉概論第5版社会福祉の原理と政策」共著2020年2月勁草書房pp47～55ｐ

「知識を生かし実力をつけえる子ども家庭福祉」	共著	2020年2月	教育情報出版pp17-19p

「社会民主党の介護保険政策の一考察」	共著	2020年1月	大阪国際大学・大阪国際短期大学部紀要第33巻第2号pp101-115p

「家庭支援意義とシステム構築に関する課題研究」（査読付）	共著	2019年12月	福祉図書文献研究第18号pp16-24p

「ＮＩＥ社会福祉記事ワ－クブック実践-文章表現を中心に-」単鳴門教育大学2019年11月

「社会的養護Ⅰ・Ⅱ」	共著	2019年10月	翔雲社pp41-48p

「保育士・看護師・介護福祉士が学ぶ社会福祉」	共著	2019年9月	現代図書pp1-14p

「岡山市協働のまちづくり条例第14条に基づく岡山市協働推進委員会における地域福祉活動 」	共著	2019年6月	中国学園紀要
第18号pp11-18p

「ＮＩＥ介護の基本論演習」	編著	2019年4月	大学教育出版pp137-141p

「現代社会福祉概説」	編著	2019年4月	ふくろう出版pp1-9p

「保育学科学生における児童家庭福祉教育と文章表現教育の一考察―『ＮＩＥ児童家庭福祉演習』を中心に」（査読付）	共著
	2018年12月	草の根福祉第48号pp18-26p

「岡山市北区における区づくり推進事業に見る福祉活動―ソーシャルワークの視点から―」（査読付）	共著	2018年12月	四国老
人福祉学会誌論文集2018pp27-31p

「ＮＩＥ児童家庭福祉演習の実践-保育学科アンケ－トを中心に-」単2018年11月鹿児島大学

「岡山市設計委員会に見る福祉活動の現状と課題」	共著	2018年6月	中国学園紀要第17号pp11-17p

「ＮＩＥ家庭支援論演習」	編著	2018年4月	大学教育出版pp29-33p

「保育福祉小六法2018年版」	共著	2018年3月	みらい

「日本共産党と自由民主党・公明党及び旧民主党の介護保険政策の対比－2005年から2015年まで-	」共著	2018年3月	大阪国
際大学紀要第31巻第3号pp24－30p

「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―岡山市吉備中学校学区における地域協働学校を例として
―」（査読付）	共著	2017年12月	草の根福祉第47号pp28-34p

「社会的養護・社会的養護内容」	共著	2017年10月	翔雲社pp39-46p

「短期大学における教育課程での新聞を用いた社会福祉教育の評価の一考察	」共著	2017年6月	中国学園紀要第16号pp31-
39p

「保育福祉小六法2017年版」	共著	2017年4月	みらい

「ＮＩＥ児童家庭福祉演習」	編著	2017年4月	大学教育出版pp80-89p

「学びを追究する高齢者福祉」（第２版）	共著	2017年3月	保育出版社

「保育学科学生におけるNIE実践・社会福祉教育の一考察－社会福祉ワ－クブックを中心に－」（査読付）	共著	2017年3月	日本
ＮＩＥ学会学会誌第12号pp16－21p

「新版社会福祉」	共著	2017年1月	一藝社pp40-46p

「家庭支援論の基本と課題」	編著	2017年1月	学文社pp47-57p

「社会福祉概論」（第4版）	共著	2016年12月	勁草書房pp46-54p

「介護保険法改正の政策形成過程の一考察－自民党・公明党・民主党の政策を中心に-」	共著	2016年12月	奈良保育学院紀要
第17号pp9－14p

「男女共同参画条例と地方公共団体の児童福祉に関する行政施策―岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例
を例として―」（査読付）	共著	2016年12月	草の根福祉第46号pp16－22p

「家庭支援論」（第3版）	共著	2016年7月	保育出版社66pp-69p

「教育課程における新聞記事活用と文章表現についての一考察―社会福祉教育での学科・学校種間の比較を中心に―	」共
著	2016年6月	中国学園紀要第15号pp17－25p

「ＮＩＥ社会福祉記事ワークブック」	編著	2016年4月	大学教育出版pp10-19p

「子ども家庭福祉」（第3版）	共著	2016年4月	保育出版社pp17-19p

「保育小六法」（2016年版）	共著	2016年4月みらい

「私たちの暮らしとソ－シャルワ－クⅡ」	共著	2016年3月	保育出版社pp106-110p
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ヤスヒロ 中国短期大学

総合生活学科

研究業績一覧（総合生活学科）　2014年4月～2021年3月



「社会福祉論」	共著	2016年2月	建帛社pp140-157p

「介護保険法改正の政策形成過程の一考察―自由民主党・公明党の政策を中心に―」（査読付）	共著	2015年12月	草の根福祉
第45号pp15-20p

「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－岡山市吉備中学校区における地域協働学校の福祉活動
を例として－」（査読付）	共著	2015年10月	地域福祉サイエンス（第２号）pp24-30p

「新聞記事を活用した文章表現―記事の選択傾向と感想文を通じて―	」共著	2015年6月	中国学園紀要第14号pp9－18p

「保育福祉小六法2015年版」	共著	2015年4月	みらい

「現代社会福祉概説」	編著	2015年3月	ふくろう出版pp1‐9p

「相談援助概説」（改訂版）	編著	2015年3月	ふくろう出版pp1-11p

「相談援助」（共著）	編著	2015年1月	大学図書出版pp1-6p

「福祉教育における保育学科学生の新聞記事検索の指向についての一考察」（査読付）	共著	2014年11月	福祉図書文献研究
第13号pp17－21p

「子ども家庭福祉」（第2版）共著	2014年10月	保育出版社pp26-30p

「児童家庭福祉」（第3版）	編著	2014年10月	大学教育出版pp1-11p

「社会福祉概論（第3版）」共著	2014年10月	勁草書房pp46‐54p

「教育課程における新聞活用―保育学科の福祉教育での学生の意識調査の一考察―	」共著	2014年10月	中国学園紀要第１３
号pp37－44p

「岡山市の介護保険事業計画の研究」（査読付）	共著	2014年10月	地域福祉サイエンス（創刊号）pp14-19p

「社会保障論」	編著	2014年4月	大学図書出版pp54-66p

「保育福祉小六法2014年版」	共著	2014年4月	みらい

「家庭支援論」（第2版）	共著	2014年3月	保育出版社66pp-69p

「実践から学ぶ社会福祉」（第2版）	共著	2014年3月	保育出版社pp107-109p

「実践から学ぶ社会福祉」	共著	2014年3月	保育pp107-109p

「相談援助」	編著	2014年1月	大学図書出版pp2－6p

教授 博士（工学） 人間医工学
論文(共著) : 韓在都・小川耕平・ 渡邉裕美・ 加藤仁美・山本直子,   運動・認知機能訓練型ディサービスにおける介護予防運
動プログラムの効果,共創福祉,14(2):1-10,2019．

介護福祉学
論文(共著) : 韓在都・宮崎正己・毛利亘,　介護職員の腰部の負担軽減のための一考察:脊椎起立筋の筋電図解析による基礎
的研究,共創福祉,13(2):17-25,2019．

健康科学 論文(共著) : 韓在都・毛利亘,    唾液アミラーゼ活性からみた介護実習のストレスに関する研究，共創福祉,13(2):9-15,2019．

論文(単著)：韓在都,    介護福祉士養成校の腰痛予防実習の取り組みに関する研究:腰痛予防の事前学習の効果について,共
創福祉,13(2):45-54,2019．

論文(共著) : 荒木晴美・松尾祐子・今川孝枝・炭谷英信・韓在都,    多職種連携教育における看護学生への教育的効果と展
望:社会福祉学科との合同授業を終えて，共創福祉，13(2) :37-44，2019．

論文(単著)：韓在都,    臥床時膝関節屈曲姿勢におけるクッション使用の効果,共創福祉,13(1):1-9,2018.

学会発表（共同）: 韓在都・毛利亘・宮崎正己,   介護職員の腰部の負担軽減のための一考察:脊柱起立筋の筋電図解析による
基礎的研究，第73回日本体力医学会，JPFSM :biomechanics 449，7(6), 2018．

学会発表（共同）: Kayoko Uchinami, Jae-do Han, Masami Miyazaki, Effects of Wearing Jewelry on Middle-Aged Women, ICAP 
2014, ICAP14-ABS2475, France．

社会貢献活動 : 韓在都, 富山県射水市市民講座,「介護職の魅力について」(富山県射水市役所), 2018年8月.

招待講演 : 韓在都, 富山県私学研修部会主催, 「家庭科における福祉分野の取り組みについて」（富山県民会館), 2017年8月.

准教授
入試広報課

長
修士（社会学） ファッションビジネス 学会発表（単独）：「シニア世代のリカレント教育実証研究」ファッションビジネス学会（大阪府大阪市），2020年2月

ファッション社会学
学会発表（単独）：「これからの短大の役割と学生募集広報に関する実証研究」ファッションビジネス学会（大阪府大阪市），
2018年11月

学会発表（単独）：「教育機関のコーポレート・コミュニケーション」日本広報学会（岡山県岡山市） ，2018年9月

社会貢献活動：講師 藤田悟　中国学園エクステンションセンター主催　中国学園土曜‘楽‘習講座「アドビ・イラストレーターお
遊び講座」，2018年8月

学会発表（単独）：「新世代における初年次教育カリキュラムの試み」ファッションビジネス学会（東京都渋谷区），2017年11月

社会貢献活動：講師 藤田悟　中国学園エクステンションセンター主催　中国学園土曜‘楽‘習講座「フォトショップエレメンツフォ
トレタッチ」，2017年8月

学会発表（単独）：「これからの短大の役割と学生募集について」ファッションビジネス学会（大阪府大阪市），2017年3月

社会貢献活動：講師 藤田悟  山陽新聞社主催　吉備創生カレッジ講座「洋服の価格の仕組みを解明」，2016年10月

学会発表（単独）：「専門職大学ファッション教育カリキュラム」ファッションビジネス学会（大阪府大阪市），2016年3月

学会発表（単独）：「新世代型ファッション教育カリキュラム」ファッションビジネス学会（福岡県福岡市），2015年11月

学会発表（共同）：藤田悟:窪添道朗:森貞雄:高原昌彦:島崎千江子:田村登志子:井村公美「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（大阪府大阪市），2015年3月

学会発表（共同）：藤田悟:窪添道朗:森貞雄:高原昌彦:島崎千江子:田村登志子:井村公美「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（大阪府大阪市），2014年11月

中野　ひとみ

中国短期大学
総合生活学科 准教授 修士（人間学） 福祉倫理・哲学

学会発表（単著）：中野ひとみ「介護福祉士教育における「障害の理解」の現状と課題―修業教育課程よる障害者イメージ差異
からの検討－」日本教育福祉学会第10回春季研究大会，（東京　文京学院大学zoom），2021.3

福祉教育
学会発表(単著）：中野ひとみ「コロナ感染症拡大に伴う災害支援への課題―岡山県福祉避難所実態調査からの検討―」日本
福祉のまちづくり学会中国四国支部研究・活動発表会講演概要集　日本福祉のまちづくり学会中国四国支部第6回研究活動
発表会 ，（愛知　豊田工業高等専門学校zoom），2021.3

韓 在都
ハン　ジェド 中国短期大学

総合生活学科

藤田
フジタ

　悟
サトル 中国短期大学

総合生活学科



論文（単著）：中野ひとみ「福祉専門職の倫理観変容に起因する人の関わり－歪みの生起が倫理観に与える影響－」中国学
園紀要第19号，pp.7-15．2020

論文（単著）：中野ひとみ「介護福祉士養成課程における効果的な「障害の理解」の教授法－修業年限による障害者のイメージ
差異の比較検討－」中国学園保育学科紀要第3号，pp8‐15　2020

寄稿：中野ひとみ　特集　コロナ禍に想う「後世の世界史に残る今を生きる」第12号照顧脚下，東九州龍谷高校退職職員の会
通信，2020年10月1日

学会発表（単著）：中野ひとみ「福祉専門職と倫理観－倫理観の歪みの変容への一考察」日本教育福祉学会第9回春季研究
大会，（東京　高千穂大学），2020.3

学会発表(単著）：中野ひとみ「岡山県福祉介護施設における避難所機能の実態と課題」日本福祉のまちづくり学会中国四国
支部研究・活動発表会講演概要集　日本福祉のまちづくり学会中国四国支部第7回研究活動発表会 ，（広島　広島サテライト
キャンパス）2020.3

著書（共著)：松井圭三・小倉毅・今井慶宗・江草明彦・伍賀正・橋本歩・吉田真浩・中野ひとみ・竹内公昭・安田幸平・藤田了・
城島義隆・名定慎也・村上留美 ・田口淳子・NIE介護の基本演習，大学教育出版，2019

著書（共著）：松井圭三・土田耕司・中典子・中野ひとみ・伊藤秀樹・名定慎也　相談援助概説，ふくろう出版，2019

著書（共著）：小宅理沙・中典子・塩谷光人・今井慶宗・伊藤秀樹・上績宏道・島田妙子・出口顕・片岡佳美・植村梓・木塚勝豊・
槙尾真佐枝・三木馨・西川友里・石川・義之・小倉毅・小林恵・中野ひとみ・名定慎也・八木慎一　社会的養護Ⅰ・Ⅱ，祥雲社，
2019

論文（単著）：中野ひとみ「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，pp.19‐28．2019

社会貢献活動：講師中野ひとみ　公益財団法人岡山市ふれあい公社主催　 介護職員人材育成講座　「災害発生時、福祉現
場はどう動くか－西日本豪雨災害の教訓をどう活かすのか－」（岡山市），2019.10

学会発表（単著）：中野ひとみ「災害発生時の福祉介護施設が担う避難所としての現状と課題」日本福祉のまちづくり学会第22
回全国大会概要集　日本福祉のまちづくり学会全国大会，（東京　日本大学理工学部駿河台校舎），2019.8

社会貢献活動： 講師中野ひとみ　岡山県福祉・介護人材参入促進事業キャリア形成訪問指導事業　介護現場で役立つ－
知っているようでしらない職員理解－」他5講座，岡山県内福祉介護施設16施設実績，2019.7～2019.11

学会研究セミナー：パネリスト中野ひとみ「災害と障害―西日本豪雨の実態から問いなおす― 第3部パネルディスカッション岡
山県福祉避難所の状況と課題　研究活動報告」日本福祉のまちづくり学会災害支援研究会・関西支部共催，（大阪　新大阪ビ
ル別館），2019.7

社会貢献活動：講師中野ひとみ　中国学園図書館主催　第19回中国学園図書館deプチ講座「地域へ活かす持続可能な災害
教育」，2019.6

学会発表（単著）：中野ひとみ「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
－」日本教育福祉学会第8回春季研究大会，（東京　日本大学文理学部），2019.3

学会発表(単著）：中野ひとみ「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・活動発表会講演概要集，日本福祉のまちづくり学会中国四国支部第7回研究活動発表会 ，（広島　広島サテライト
キャンパス），2019.3

学会発表（単著）：中野ひとみ「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，（東京　文京区男女平等センター）2019.2

社会貢献活動：講師中野ひとみ　岡山県民局主催岡山県備中子どもサポーター育成講座　「続・子どもの事故とその予防」（岡
山県笠岡市保健センター），2019

著書（共著：小宅理沙・中典子・塩谷光人・今井慶宗・伊藤秀樹・上績宏道・島田妙子・出口顕・片岡佳美・植村梓・木塚勝豊・
槙尾真佐枝・三木馨・西川友里・石川・義之・小倉毅・小林恵・中野ひとみ・名定慎也・八木慎一  社会的養護・社会的養護内
容，翔雲社，2018

論文（単著）：中野ひとみ「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，pp.29⁻35．2018

論文（単著）：中野ひとみ「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，pp．37‐44．2018

社会貢献活動：講師中野ひとみ　岡山県福祉・介護人材確保推進事業キャリア形成訪問指導事業　「知っているようでしらない
認知症の理解」他６講座，岡山県内福祉介護施設22施設実績，2018.7～2019.2

シンポジウム：コーディネーター中野ひとみ岡山県介護人材参入促進事業　介護シンポジウム「これからの介護を考える―ふく
し社会が抱える課題と解決への道―　第2部誰もが安心できる福祉・介護を語る」（岡山市）　中国学園大学・中国短期大学　専
攻科介護福祉専攻主催，2018．3

学会発表（単著）：中野ひとみ「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－」日本教育福祉学会第7回春季研究大会，（東京　文京学院大学），2018.3

社会貢献活動：講師中野ひとみ　岡山県民局主催，岡山県備中子どもサポーター育成講座　「子どもの事故とその予防」（岡山
県矢掛町農村環境改善センター），2018

論文（単著）：中野ひとみ「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，pp.59‐67．2017

社会貢献活動：講師中野ひとみ　岡山県福祉・介護人材確保推進事業キャリア形成訪問指導事業「知っているようでしらない
認知症の理解」他４講座，岡山県内福祉介護施設24施設実績，2017.7～2018.3

社会貢献活動：講師中野ひとみ　中国学園エクステンションセンター主催　中国学園土曜‘楽‘習講座「福祉ってなあに」，
2017.7

社会貢献活動：講師中野ひとみ岡山県福祉・介護人材確保推進事業キャリア形成訪問指導事業「知っているようでしらない認
知症の理解」他３講座，岡山県内福祉介護施設18施設実績，2016.7～2017.3

論文(共著)：中野ひとみ「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第37号，pp.27‐34．2015

教材（共著）：溝部佳子・中野ひとみ・佐伯一夫・棹朋美　介護福祉士士国家試験模擬試験　「平成27年度溝部学園介護福祉
士受験対策講座」こころとからだのしくみ・総合問題の領域担当　別府溝部学園　2015

社会貢献活動：講師中野ひとみ　別府溝部学園主催　「介護福祉士国家試験対策講座2015」こころとからだのしくみの領域担
当　2015.12~2016.1

社会貢献活動（共同）：講師溝部佳子・中野ひとみ・佐伯一夫・棹朋美　(公社）介護福祉士養成施設協会　地域の介護人材育
成に関するモデル調査事業　福祉ふれあい広場」　溝部学園．2015，10

社会貢献活動：講師中野ひとみ　大分県キャリアパス支援事業「医療的ケアの実際」別府溝部学園　2015.7

社会貢献活動：主任指導者中野ひとみ　（公社）介護福祉士養成施設協会　介護技術講習会　別府溝部学園　2015.4~2015.11

社会貢献活動：講師中野ひとみ　　別府溝部学園主催　介護初任者研修　2015.3

社会貢献活動：国家試験実地試験委嘱委員中野ひとみ　公益財団社会福祉振興・試験センター主催　介護福祉士国家実技
試験　2015.3

社会貢献活動(共同）：講師溝部佳子・中野ひとみ　大分県福祉・介護人材確保推進事業　福祉介護人材参入促進事業，大分
県高校生対象講座「福祉ってなあに」「こころとからだのしくみ」　大分県内高校9校16クラス実績，2015

社会貢献活動（共同）：講師溝部佳子・中野ひとみ大分県福祉・介護人材確保推進事業　別府市介護人材育成事業　別府市
中学生対象講座「福祉ってなあに」「こころとからだのしくみのしくみ」　別府市内中学校8校20クラス実績，2015

社会貢献活動：講師中野ひとみ　大分県福祉・介護人材確保推進事業　別府市（地域創生型）介護人材育成事業　介護現任
者研修「知ってるようでしらない　認知症の理解」，2015

社会貢献活動：講師中野ひとみ大分県キャリアパス支援事業　福祉・介護人材参入促進研修事業「介護福祉士にならんかえ」
別府溝部学園公開講座　「知ってるようでしらない認知症の理解」，2015

教材（共著）：溝部佳子・中野ひとみ・佐伯一夫・棹朋美　介護福祉士士国家試験模擬試験　「平成26年度溝部学園介護福祉
士受験対策講座」こころとからだのしくみ・総合問題の領域担当　　2014

社会貢献活動：講師中野ひとみ　別府溝部学園主催　「介護福祉士国家試験対策講座2014」こころとからだのしくみの領域担
当　2014.12~2015.1

社会貢献活動：平成25年度日本家政学会九州支部第60回大会　実行委員　大分　2014.9



社会貢献活動（共同）：講師溝部佳子・中野ひとみ・佐伯一夫・棹朋美　大分県福祉人材確保対策研修事業　「福祉ふれあい
広場・食事に関するからだのしくみ　体験しよう嚥下食」溝部学園.，2014．10

社会貢献活動：講師中野ひとみ　大分県キャリアパス支援事業「これからの認知症ケア」別府溝部学園　2014.7

社会貢献活動：主任指導者中野ひとみ　（公社）介護福祉士養成施設協会　介護技術講習会　別府溝部学園　2014.4~2015.11

社会貢献活動：講師中野ひとみ　別府溝部学園主催　介護初任者研修　2014.3

社会貢献活動：国家試験実地試験委嘱委員中野ひとみ　公益財団社会福祉振興・試験センター主催　介護福祉士国家実技
試験　2014.3

社会貢献活動：講師中野ひとみ　大分県キャリアパス支援事業　福祉・介護人材参入促進研修事業「介護福祉士にならんか
え」別府溝部学園公開講座「知ってるようでしらない　こころとからだのしくみのしくみ」，2014

社会貢献活動：講師中野ひとみ　大分県福祉・介護人材参入促進研修事業　「あなたは大丈夫？リスクマネージメント」別府市
内福祉介護施設2施設×2回実績　2014

准教授 修士（栄養学） 調理
学会発表（共同）：加賀田江里・我如古菜月・新田陽子・田淵真愉美・伊東秀之, 低価格米粉の性質および加工特性について
（第2報）, 第 9 回 日本調理科学会中国・四国支部大会, 2019年10月.

学会発表（共同）：我如古菜月・加賀田江里・新田陽子・田淵真愉美・伊東秀之, 低価格米粉の性質および加工特性について
（第1報）, 第 9 回 日本調理科学会中国・四国支部大会, 2019年10月.

社会貢献活動：講師　加賀田江里, 学校法人中国学園　たねのくに子ども園主催, 第3回たねのくにこども園子育て支援講座, 
2019年9月.

学会発表（共同）：人見 哲子・藤井 わか子・藤堂 雅恵・青木 三恵子・大野 婦美子・小川 眞紀子・加賀田 江里・槇尾 幸子・我
如古 菜月・新田 陽子・藤井 久美子, 岡山県の家庭料理　副菜の特徴　材料の種類とその調理方法, 日本調理科学会2019年
度大会, 2019年8月.

論文（共著）：加賀田江里・北島葉子・山﨑真未・山内有信・村上淳, 専攻の違いによる地域生産農産物の既視体験と実物認識
等に関する考察
～岡山県特産黄ニラについて～, 中国学園紀要, 第15号:47-54, 2019年6月.

社会貢献活動：日本食育学術会議　第14回大会実行委員, 2019年6月

学会発表（共同）：加賀田江里, 山﨑真未, 北島葉子, 山内有信, 村上　淳, 地域農産物の認識の違いによる食体験や食知識に
ついて, 日本食育学術会議　第14回大会, 2019年6月.

社会貢献活動：講師　加賀田江里　中国学園エクステンションセンター主催, 土曜“楽”習セミナー『日本の食学び直し－「米を
炊く」「出汁をひく」－』, 2019年5月.

社会貢献活動：講師　加賀田江里　学校法人中国学園　図書館主催, 図書館でクリスマス2018　お菓子でミニケーキを作ろう, 
2018年12月.

学会発表（共同）：大野 婦美子・小川 眞紀子・藤井 わか子・槇尾 幸子・青木 三恵子・我如古 菜月・藤堂 雅恵・新田 陽子・人
見 哲子・藤井 久美子・加賀田 江里, 岡山県の家庭料理　主菜の特徴　魚料理に使われた魚介類の種類と地域性, 日本調理
科学会平成30年度大会, 2018年8月.

社会貢献活動：講師　加賀田江里　中国学園エクステンションセンター主催, 土曜“楽”習講座：面白い「茶」の世界, 2018年6月.

学会発表（共同）：加賀田 江里・藤井 わか子・槇尾 幸子・大野 婦美子・小川 眞紀・青木 三恵子・我如古 菜月・藤堂 雅恵・新
田 陽子・人見 哲子・藤井 久美子, 岡山県の家庭料理　おやつの特徴　主な材料　米・麦・雑穀, 日本調理科学会平成29年度
大会, 2017年8月.

学会発表（単独）：加賀田江里, 黄ニラを含むネギ属野菜の抗酸化能と季節変動, 第71回日本栄養・食糧学会大会, 2017年5月.

学会発表（共同）：藤井わか子・山下広美・槇尾幸子・大野婦美子・青木三恵子・小川眞紀子・加賀田江里・我如古菜月・國本
あゆみ・指田夏美・藤堂雅恵・新田陽子・人見哲子・藤井久美子, 岡山県の家庭料理　主食の特徴－「すし」と「おこわ」の食文
化, 日本調理科学会平成28年度大会, 2016年8月.

学会発表（単独）：加賀田江里, 黄ニラおよび青ニラの DPPHラジカル消去能および ポリフェノール量 , 平成27年度日本食品科
学工学会西日本支部会, 2015年10月.

論文（共著）：加賀田江里・佐々木公之・大田住吉, アジア高齢化社会における介護食レシピの開発～岡山県内企業との産学
連携事例から～, 中国学園紀要, 第14号:1-8, 2015年6月.

学会発表（単独）：加賀田江里, 岡山県特産野菜の黄ニラに含まれるアスコルビン酸含量の周年変動, 日本調理科学会平成26
年度大会, 2014年8月.

論文（共著）：加賀田江里・村上淳・多田幹朗・北島葉子・笠間基寛・嶋田義弘, 青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:1-5, 2014年6月.

学会発表（共同）：村上淳・北島葉子・射越亜弥子・笠間基寛・加賀田江里, 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観, 日本食育学術会議第9回大会, 2014年6月.

准教授
入試広報課

長
博士(医療福祉

学)
医療情報学 口頭発表「Googleフォーム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11回大会, 2020年9月

医療福祉学 論文単著「医療事務分野の授業における教材作成」 中国学園紀要第19号pp.71-77, 2020年6月

口頭発表「診療報酬請求事務「検査」の学習指導における取り組み」日本レセプト学会第２回学術大会, 2020年2月

口頭発表「診療報酬請求事務と Excel操作の同時学習 」日本医療秘書実務学会第10回記念大会, 2019年9月

社会貢献活動「ストレスの”見方”を変えて”味方”にする」中国学園エクステンションセンター公開講座2017土曜楽習講座で講
演（学校法人中国学園）, 2018年11月

社会貢献活動「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で口頭発表（福山すこやかセンター）, 
2018年11月

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年9月

社会貢献活動「幸せに暮らせる地球であるために」中国学園エコナイトミニエコ講座で講演（学校法人中国学園）, 2018年7月

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年6月

社会貢献活動「勉強方法」中国学園エクステンションセンター公開講座2017土曜楽習講座で講演（学校法人中国学園）, 2017
年4月

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年3月

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年9月

社会貢献活動「医療機関における事務職のやりがいと課題」総合生活学科第2回リカレントセミナーで企画・司会（学校法人中
国学園）, 2016年2月

社会貢献活動「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（専門学校岡山ビジネスカレッ
ジ）, 2014年8月

社会貢献活動「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（渡辺胃腸
科外科病院）, 2014年5月

名定　慎也

中国短期大学
総合生活学科 講師 介護マネジメント

著書（共著）：松井圭三・今井慶宗・江草明彦・小宅理沙・中典子・藤田了・名定慎也・竹内公昭,・中川陽子・植村梓・鎌田鋼，
NIE社会的養護Ⅰ・Ⅱ演習，大学教育出版，2021.4

社会福祉学
著書(共著)：松井圭三・今井慶宗，小宅理沙，名定慎也，田岡紀美子，横山順一，小倉毅・藤田了・竹内公昭・伊藤秀樹，現代
社会福祉要説，ふくろう出版，2021.4

介護福祉学
論文（共著）：名定慎也・今井慶宗，介護福祉士政策に関する歴史的展開－岡山県議会会議における質問・答弁を例として
－，山陽社会科学研究　創刊号 37-47，2021.3

ヘルスケア・マネ
ジメント修士（専

門職）

中国短期大学
総合生活学科

仁
ニノ

宮
ミヤ

　　崇
ソウ

加賀田
カガタ

　江里
エリ

中国短期大学
総合生活学科



論文（共著)：名定慎也・今井慶宗・井村圭壯，実践報告：社会福祉の実施体制と援助構造を基本原理とする文献研究　－社会
福祉基礎構造改革以降の倫理形成を基盤として－，福祉図書文献研究第19号　95-99，2020.12

論文（共著）：名定慎也・今井慶宗　，老人憩いの家政策議論についての一考察，社会福祉研究センター草の根福祉　第50号　
57-65 ，2020.12.

社会貢献活動：名定慎也，赤磐市社会福祉協議会　職員研修「介護サービス提供における感染症対策-感染予防（COVID19）
に配慮した生活支援技術-」（赤磐市），2020.8.27

論文（共著)：名定慎也・今井慶宗・藤田益伸，「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に基づく介護労働安定セン
ターに関する行財政の研究，学校法人中国学園19号紀要　27-36，2020.6

学会発表(単独)：名定慎也，介護職員が介護福祉士を目指す学生に求める能力についての一考察，岡山県保健福祉学会（岡
山），2020.1.27

社会貢献活動：名定慎也，岡山県備前県民局　民生委員・児童委員研修会　講演「高齢者とのコミュニケーション」（岡山市），
2020.1.15

著書（共著）：井村圭壯、今井慶宗、上村裕樹・古野誠生・伊藤秀樹・名定慎也・坪井真・棟方梢・木村匡登・若宮邦彦・田中公
一・坂本真一・谷川和昭・吉田祐一郎・中典子・田中久美子・隣谷正範・釜野鉄平，福祉の基本体系シリーズ11　社会福祉の拡
大と形成，勁草書房，2019.12

論文（共著)：名定慎也・井村圭壯・今井慶宗，実践報告：障がい児保育の基本と課題に対する研究，福祉図書文献研究第18
号　125-29，2019.12

論文（共著)：藤田益伸・名定慎也・中藤恵美・稲田ゆかり・田中洋三，介護施設職員の心理的困難の構造－自由記述の分析
をもとに－，ホスピスケアと在宅ケア　27（3），2019.12

ポスター発表（共同）：藤田益伸・名定慎也・中藤恵美・稲田ゆかり・田中洋三，認知症サポートチームの展開による特養入居
者のBPSD解消に向けた実践，日本ホスピス・在宅ケア研究会（山梨）　，2019.12.15

学会発表(共同)：名定慎也・今井慶宗 ，岡山県議会本会議における介護福祉士制度に関する質問・答弁の歴史的展開，中四
国社会福祉史学会（岡山），2019.11.9

著書（共著）：小宅理沙・中典子・塩谷光人・今井慶宗・伊藤秀樹・上績宏道・島田妙子・出口顕・松井圭三・片岡佳美・植村梓・
木塚勝豊・槙尾真佐枝・三木馨・西川友里・石川・義之・小倉毅・小林恵・中野ひとみ・名定慎也・八木慎一，社会的養護Ⅰ・
Ⅱ，祥雲社，2019.10

論文（共著)：名定慎也・今井慶宗・井村圭壯，社会保障政策としての医療事務作業補助者制度の研究-The Doctor’s Clerk 
System as Social Welfare Policy-，地域福祉総合研究センター地域福祉サイエンス第6号　33-40，2019.10

著書（共著）：小宅理沙・中典子・今井慶宗・松井圭三・坂彦亮・中典子・名定慎也・角田みどり・中川陽子・福嶋正人・槙尾真佐
枝・梶原隆之，保育士･看護師･介護福祉士が学ぶ 社会福祉，現代図書出版，2019.9

論文（単著)：名定慎也，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18号紀要　37-46，2019.6

著書(共著)：松井圭三・今井慶宗・難波利光・名定慎也・田中幸作・横山順一・小倉毅・吉川知巳・藤田了・竹内公昭・伊藤秀
樹，改訂版 現代社会福祉概説，ふくろう出版，2019.4

著書（共著）：松井圭三・土田耕司・中典子・今井慶宗・中野ひとみ・伊藤秀樹・名定慎也，相談援助概説第2版，ふくろう出版，
2019.4

著書（共著)：松井圭三・小倉毅・今井慶宗・江草明彦・伍賀正・橋本歩・吉田真浩・中野ひとみ・竹内公昭・安田幸平・藤田了・
城島義隆・名定慎也・村上留美 ・田口淳子，NIE介護の基本演習，大学教育出版，2019.4

著書(共著)：井村圭壯・今井慶宗・小渕高志・大瀬戸美紀・名定慎也・長谷川洋昭・曽根章友・渡邊慶一・坂本真一・新沼英明・
小宅理沙・若倉健・森合真一・角田雅昭・鎌田鋼・浅沼裕治，福祉の基本体系シリーズ10　社会福祉の形成と展開，勁草書
房，2019.1

論文（共著）：田岡紀美子・今井慶宗・名定慎也・安田幸平・吉田真浩，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，社会福祉研究センター草の根福祉第48号　71-84，2018.12

研究ノート（共著）：名定慎也・今井慶宗，介護福祉教育における児童福祉とソーシャルワーク，福祉サイエンス第5号　205-
214，2018.11

学会発表（共同）：名定慎也、今井慶宗，老人憩の家の政策研究』　中四国社会福祉史学会（岡山），2018.10.27

研究ノート（共著）：藤田了・名定慎也・今井慶宗・安田幸平・吉田真浩，老人福祉センター行財政の研究，大阪国際大学紀要　
国際研究論叢　32（１）187-205，2018.10

ポスター発表（共同）：藤田益伸・名定慎也・中藤恵美・稲田ゆかり・田中洋三，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，日本ホスピス・在宅ケア研究会（十勝），2018.9.19

論文（共著）：名定慎也・今井慶宗・安田幸平・吉田真浩，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－，学校法人中国学園紀要第17号　19-28 ，2018.6

学会発表（単独）：名定慎也，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（埼玉），2018.5.19

学会発表(共同)：名定慎也・今井慶宗 ，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，岡山県保健福祉学会（岡山） ，2018.1.22

論文(共著)：松井圭三・名定慎也・今井慶宗 ，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―，社会福祉研究センター草の根福祉　第47号　75-84，2017.12

学会発表(共同)：名定慎也・今井慶宗・土田耕司  ，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－，中四国社会福祉史学会（岡山），2017.12.9

社会貢献活動：名定慎也，（一社）長野県高齢者福祉事業協会　訪問介護事業所専門部会平成29年度「訪問介護事業所専門
部会研修会：コミュニケーション技術の基本とチームビルディング」（松本市），2017.11.18

学会発表(共同)：名定慎也・今井慶宗，介護福祉教育における児童福祉とソーシャルワーク，日本保育ソーシャルワーク学会
（大阪），2017.11.12

著書（共著)：小宅理沙・中典子・塩谷光人・今井慶宗・伊藤秀樹・松浦崇・島田妙子・浅利武弘・出口顕・松井圭三・片岡佳美・
植村梓・木塚勝豊・槙尾真佐枝・三木馨・西川友里・石川義之・小倉毅・小林恵・中野ひとみ・名定慎也 ， 社会的養護・社会的
養護内容，翔雲社，2017.10

論文（単著）：名定慎也，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　105-137，2017.9

論文(共著)：名定慎也・今井慶宗，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-，学校法人中国学園紀要第16号　41-50 ，2017.6

著書(共著)：松井圭三・今井慶宗・佐々木善久・松畑煕一・小倉毅・村田恵子・和田光徳・吉川知巳・中典子・角田みどり・西木
貴美子・小宅理沙・藤田了・竹内公昭,・名定慎也 ，NIE児童家庭福祉ワークブック，大学教育出版，2017.3

社会貢献活動：名定慎也，市民協働局市民協働部女性が輝くまちづくり推進課男女共同参画社会推進センター主催：岡山県
さんかくウィーク2017実行委員　実行委員長（岡山市），2017

論文(共著)：藤田了・松井圭三・名定慎也，介護保険法改正の政策形成過程の一考察 -自民党･公明党・民主党の政策を中心
に-，学校法人白藤学園奈良保育学院紀要　75-92，2016.12

著書(共著)：小宅理沙・吉川知巳・松井圭三・彦坂亮・中典子・角田みどり・名定慎也・中川陽子・浅利武弘，社会福祉論-保育
士･栄養士･介護福祉士が学ぶ-，日本現代図書出版，2016.9

学会発表(共同)：藤田了・松井圭三・名定慎也 ，介護保険法改正の政策形成過程の一考察 -与党･民主党の政策を中心に-，
日本社会福祉学会（東京），2016.9.11

学会発表(共同)：松井圭三・名定慎也 ，岡山県A中学校区における地域協働学校の評価と課題，日本地域福祉学会（京都），
2016.6.12

社会貢献活動：名定慎也，西播磨ブロックホームヘルプ事業者協会主催：「介護福祉士取得に向けた技術研修」（姫路市），
2015.2.24

著書(共著)：松井圭三・今井慶宗・難波利光・名定慎也・田中幸作・横山順一・吉川知巳・藤田了・竹内公昭・伊藤秀樹，現代社
会福祉概説，ふくろう出版,2015.3

社会貢献活動：名定慎也，岡山県福祉・介護人材確保推進事業キャリア形成訪問指導事業　講座「リスクマネジメント・生活支
援技術・コミュニケーション技術等」，岡山県内福祉施設での講演，2014～2020

講師
修士（人間環境

学）
心理学 論文（単著）：奥村弥生「大学・短期大学におけるコミュニケーション教育の現状と課題」中国学園紀要19号，2020

奥村　弥生
オクムラ　ヤヨイ 中国短期大学

総合生活学科



臨床心理学
論文（共著）：青木 多寿子 , 奥村 弥生 , 森田 愛望「大学進学後の自立および適応と親の関与・自己決定との関連 : 中学時代
の部活選択を通して」岡山大学教師教育開発センター紀要 (10) 2020

論文（共著）：奥村 弥生 , 森田 愛望 , 青木 多寿子「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　2019

論文（共著）：青木 多寿子 , 山﨑 彩加 , 奥村 弥生 , 三宅 幹子 , 木村 正信「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）：高瀬 智恵 , 今村 佐智子 , 奥村 弥生 , 小脇 智佳子 , 松久 眞実「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（単著）：奥村 弥生「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

口頭発表（共）：高瀬智恵, 松久眞実, 奥村弥生, 今村佐智子, 小脇智佳子「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

研究業績一覧（保育学科）　2014年4月～2021年3月

氏　　名 所属 職位 役職 学位 専門分野 研究に関する業績

松井
マツイ　　　　ミサ

　みさ
中国短期大学
保育学科 教授 学科長 芸術学修士 音楽（作曲） 保育学科　　松井みさの業績

論文（共著）『ボランティア活動における学生の意識変容について（Ⅱ）−２年間での 学生の意識変容―』中国学園大学紀要第
10号 pp.215-220(2011)

論文（共著）『ボランティア活動における学生の意識変容について（Ⅲ）−卒業生への聞取り調査より検討—』中国学園大学紀要
第11号 pp.49-55(2012)

論文（単著）『伴奏付けの指導方法に関する一考察(１)』中国学園紀要第12号　pp.43-48(2013)

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14号 pp19-24(2015)

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 pp11-16(2016)

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)

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）

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(３)』保育学科紀要第３号 pp.21-27（2020）

研究発表（共著）『保育者養成校における教材としてのオペレッタの可能性（1）』日本保育学会第72回大会（2019）

研究発表（共著）『保育者養成校における教材としてのオペレッタの可能性（2）』日本保育学会第73回大会（2020）

研究発表（共著）『保育者養成校における教材としてのオペレッタの可能性（3）』日本保育学会第73回大会（2020）

研究発表（共著）：『オノマトペを使用した表現の取組１』日本保育学会第7４回大会（奈良）発表要旨集，p.121（2020）(大山佐知
子、鳥越亜矢、松井みさ、大橋美佐子、𡈽田豊、
山本房子、松谷和俊）

楽曲掲載（共著）『「ふゆごもり」』童謡集「とっくんこ」第31号 pp.54（2011）

楽曲掲載（共著）『「ワハハのワルツ」』童謡集「とっくんこ」第32号 pp.56-57（2011）

楽曲掲載（共著）『「あじさい」』童謡集「とっくんこ」第33号 pp.47（2011）

楽曲掲載（共著）『「からっ風の吹く日には」』童謡集「とっくんこ」第35号 pp.56-57（2012）

楽曲掲載（共著）『「夢をかなえて」』童謡集「とっくんこ」第36号 pp.58-59（2012）

楽曲掲載（共著）『「いいないいな春っていいな」』童謡集「とっくんこ」第38号 pp.52-53（2013）

楽曲掲載（共著）『「月のおやすみ」』童謡集「とっくんこ」第39号 pp.52-53（2013）

楽曲掲載（共著）『「どろろんにんじゃ」』童謡集「とっくんこ」第44号 pp.57-61（2015）

楽曲掲載（共著）『「昆虫はおともだち」』童謡集「とっくんこ」第57号 pp.32-33 （2019）

作品発表（共演）『「うそ」』「とっくんこ」童謡まつり（2011）

作品発表（共演）『「雨あがり」「えんがわ」「鬼の子」「おやまのでんしゃ」「ふゆごもり」』中国学園図書館 「絵本ミュージアム」開
設記念行事（2011）

作品発表（共演）『「きょうのおしゅうじ」「風のおはなし」「さぎ一羽」「猫が帰らない」「きょうりゅうの赤ちゃん」』とっくんこコンサー
ト'12　
　　　　　　　　　あたらしい子どものうた―心から心へ―　（2012）

作品発表（共演）『「キムチなべとイカスミパスタ」「きょうのしゅくだい赤と黒」「風のおはなし」「いいないいな春っていいな」』
　　　　　　　　　第２回総社芸術祭R&Bジョイフルコンサート（2015）

作品発表（単）　『「たんぽぽ保育園園歌」』南岡山病院たんぽぽ保育園（2015）

作品発表（共演）『「スイカスイスイイカスイスイ」「おんなじみたいで」』
　　　　　　　　　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）

作品発表（共演）『「昆虫はおともだち」「お山になったら・・・」』音楽のたまて箱　vol.5-子どもとともに創る・楽しむ-（2019）

演奏発表（共演）『「ハリー・ポッターと賢者の石メドレー」「ニューヨーク・ニューヨーク」「交響詩『ローマの松』より“アッピア街道
の松”」』
　　　　　　　　第24回きび・りょうなん ふれあいコンサート（2014）

原田
ハラダ

　眞澄
マスミ 中国短期大学

保育学科 教授 看護学修士 小児看護 保育学科　　原田眞澄の業績

論文(単著)：『東日本大震災における保育士の対応に関する文献検討』第11号， pp.13～18(2012)

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)：『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）

奥村　弥生
オクムラ　ヤヨイ 中国短期大学

総合生活学科



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)

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)：『幼児に対する安全教育に関する考察』保育学科紀要第2号，pp60-p67（2018）

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）：『保育学生が考える乳児保育で最も大切なこと～自由記述からの分析～』保育学科紀要第2号，pp16-20（2020）

研究発表(共著)：『子どもに対する性の健康教育のあり方ー保育学生への特別講義9年目の実績と評価－』岡山県小児保健
協会発表会(2012）

研究発表(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～』全国保育士養成協議会第52回研究大会
(2013）

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）

大山
オオヤマ

　佐知子
サチコ 中国短期大学

保育学科 教授 音楽学士 音楽（ピアノ） 保育学科　　大山佐知子の業績

論文(単著):「ピアノ基礎技法」～基礎の和声感のためのバイエル教則本～
　　　　　　中国学園紀要 第12号 pp61-68(2013)

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14号 pp19-24(2015)

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 pp1-4(2016)

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 pp11-16(2016)

論文(単著):乳幼児におけるリズム感育成の試み
            平成28年度中･四国保育士養成協議会研究助成費報告pp28-29 (平成29年度4月報告)(2017)

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 pp23-30(2017)

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 pp32-39(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２
            保育学科紀要 第2号 pp28-35(2018)

論文(単著):ピアノ初心者が譜読みをするときに必要な秘訣～楽譜を読むときの視線～
　　　　　　保育学科紀要 第3号 pp32-39(2020)

研究発表(単著):「音楽基礎演習に関する考察Ⅰ」－感動体験を子どもと共有できる為に－
            平成25年度全国保育士養成セミナー全国保育士養成協議会 第52回研究大会 研究発表論文集,pp222-223 ポスター
発表(2013)

研究発表(共著):「ボディ打ンス」創作からの学び－生きた音楽を感じるために－
            平成26年度日本保育学会 第67回大会 発表要旨集，p491 ポスター発表(2014)（大山佐知子、小野順子）

研究発表(共著):保育における音楽表現活動－幼児と楽しむ「ボディ打ンス」－
            平成27年度日本保育学会　第68回大会  発表要旨集，発表ID 15074  ポスター発表(2015)（大山佐知子、小野順子）

研究発表(共著):音楽の｢ノリ」を感じる表現活動　その１
　　　　　　平成28年度日本保育学会第69回大会 発表要旨集，p106 ポスター発表(2016)（大山佐知子、小野順子）

研究発表(共著):音楽の｢ノリ」を感じる表現活動　その２
　　　　　　平成29年度日本保育学会第70回大会 発表要旨集，p923 ポスター発表(2017)（大山佐知子、小野順子）

研究発表(共著):音楽の｢ノリ」を感じる表現活動　その３
　　　　　　平成30年度日本保育学会第71回大会 発表要旨集，p541 ポスター発表(2018)

研究発表(単著):「ボディ打ンス」創作における表現方法
　　　　　　平成31年度日本保育学会第72回大会 発表要旨集，pp615-616 ポスター発表(2019)

研究発表（共著）：『オノマトペを使用した表現の取組１』日本保育学会第7４回大会（奈良）発表要旨集，p.121（2020）(大山佐知
子、鳥越亜矢、松井みさ、大橋美佐子、𡈽田豊、
山本房子、松谷和俊）

演奏(共演)：ペトルーシュカⅠ，Ⅱ，Ⅲ(ストラヴインスキー作曲)ピアノソロ
　　　　　　第77回倉敷音楽協会定期演奏会 倉敷公民館大ホール(2011)

演奏(共演)：ペトルーシュカよりⅢ(ストラヴインスキー作曲)ピアノソロ
　　　　　　第11回ブルクハルト国際音楽コンクール 入賞者披露演奏会 東京・日暮里ｻﾆｰﾎｰﾙ ｺﾝｻｰﾄｻﾛﾝ(2012)

演奏(共演)：ピアノソナタ第21番ハ長調Op.53「ワルトシュタイン」第2楽章(ベートーヴェン作曲)ピアノソロ
　　　　　　＜40周年記念＞第80回倉敷音楽協会定期演奏会 倉敷市芸文館ホール(2012)

演奏(共演)：２台のピアノの為の「組曲第2番」Op.17より 第2曲ワルツ 第4曲タランテラ(S.ラフマニノフ作曲)ピアノデュオ
　          ＜中国学園創立50周年記念事業＞中国短期大学専攻科音楽専攻演奏会「専攻科学生と教員によるｺﾝｻｰﾄ」
            中国学園音楽ホール(2013)

演奏(共演)：トランペット講座 「ｲｷﾞﾘｽ組曲より『ﾌﾟﾚﾘｭｰﾄﾞ』『ｱﾘｱ』『ﾌｨﾅｰﾚ』」他3曲ピアノ伴奏
　　　　　　中国学園ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ受講生演奏会ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄ2014　中国学園音楽ﾎｰﾙ (2014)

演奏(共演)：「ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ：ｳﾞｫｶﾘｰｽﾞ」「ﾘﾑｽｷｰ・ｺﾙｻｺﾌ：熊蜂の飛行」「越谷達之助：初恋」「ﾃﾞﾝﾂｧ：ﾌﾆｸﾘ・ﾌﾆｸﾗ」他5曲ピアノ伴奏
　　　　　　さんかくｳｨｰｸｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄ　さんかく岡山　主催：岡山市男女共同参画社会推進センター(2014)

演奏(共演)：ピアノソナタ第21番ハ長調Op.53「ワルトシュタイン」第1楽章(ベートーヴェン作曲)ピアノソロ
　　　　　　金光学園卒業生による第14回楽興の会演奏会　金光学園内「120記念館」大講義室(2014)

演奏(共演)：トランペット講座「ｻﾝ・ｻｰﾝｽ：幻想曲変ﾎ長調」他3曲ピアノ伴奏
　　　　　　中国学園ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ受講生演奏会　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄ2015　中国学園音楽ホール (2015)

大橋
オオハシ

　美佐子
ミサコ 中国短期大学

保育学科 准教授 こども学修士 乳幼児保育 保育学科　　　大橋美佐子の業績

著書（共著）：『保育者の扉』　Chapter1「プロとしての保育者」pp.6-11　2012

論文（単著）：『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（単著）：『実践と知識を結びつける試み　―保育方法演習Aの授業計画―』中国学園紀要第16号　pp69‐73　2017

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　pp.12-19　2018

論文（共著）：『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（共著）：『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



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・カミイ」の読み聞かせの実践から』

　　　　　　　　　中国短期大学保育学科「紀要」第2号　pp.92-100　2018

研究発表（共著）：『学生の表現力の向上に効果的な題材に関する研究』全国保育士養成協議会第50回研究大会研究
発表論文集　pp.368-369

研究発表（共著）：『オノマトペを使用した表現の取組１』日本保育学会第7４回大会（奈良）発表要旨集，p.121（2020）(大山佐知
子、鳥越亜矢、松井みさ、大橋美佐子、𡈽田豊、
山本房子、松谷和俊）

投稿（共著）：『保育相談室　特集言いにくいことを保護者に上手に伝えるこつ！』　POT10月号　pp.81-83

鳥越
トリゴエ

　亜矢
アヤ 中国短期大学

保育学科 准教授 教育学修士 造形教育 保育学科　　鳥越亜矢の業績

論文(共著)：『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―』山陽論叢
第23号，pp.49～65（2016），（神戸康弘・上地玲子・松浦美晴・鳥越亜矢・森英子・中川淳子・荒島礼子）

論文(共著)：『保育士に関する追加調査－潜在保育士の復職を阻む要因とその対策に向けて－』山陽学園大学・短期大学学
内研究，（2016），（鳥越亜矢、皆川順（浦和大学）、中川　淳子、荒島礼子、森英子）

論文(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』山陽学園大学・短期大学学内研究，（2016），（荒島
礼子、中川淳子、香川晴美（安田女子大学）、鳥越亜矢、森英子、安部紀子）

論文(単著)：『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―』「大学造形美術教育研究」第11
号，pp.20～25(2017)

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，
pp.26～31(2018），（鳥越亜矢、服部由美子）

論文(単著)：『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，
pp.50～11（2018）

論文（単著）：『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，pp.2～11（2019）

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，　p.151開成出版　（2019）

実践報告（単著）：『造形遊びが新たな展開を見せるきっかけとそのプロセス―紙コップを大量に使った遊びにおける挑戦と発
見―』日本美術教育学会「美術教育」第297号，pp.52～58
（2013）

実践報告（共著）：『平成26年度岡山県委託事業　潜在保育士復職支援プロジェクト報告書』山陽学園大学・山陽学園短期大
学潜在保育士復職支援プロジェクト，（2015）（神戸康弘・上地玲子・松浦美晴・鳥越亜矢・森英子・中川淳子・荒島礼子）

実践報告（共著）：『保育士に関する追加調査－潜在保育士の復職を阻む要因とその対策に向けて－』山陽学園大学・短期大
学学内研究，（2016）（鳥越亜矢、皆川順、中川　淳子、荒島礼子、森英子）

実践報告（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』山陽学園大学・短期大学学内研究，（2016）
（荒島礼子、中川淳子、香川晴美、鳥越亜矢、森英子、安部紀子）

実践報告（単著）：『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）

実践報告（単著）：『版の遊びや版画の指導に関する保育者の課題解決を目的とした調査と研修』日本美術教育学会「美術教
育」第305号，pp.

研究発表（単著）：『大量の紙コップを用いた遊びの多様性』全国保育士養成協議会第50回研究大会（富山）研究論文集，
pp.74～75（2011）

研究発表（単著）：『大量の紙コップを使った集団遊び―遊びの要因としての素材・空間・人―』第61回日本美術教育学会学術
研究大会　大会要項，p.17（2012）

研究発表（単著）：『ダウン症児たちとのふれあい―大量の紙コップを使って―』日本保育学会第66回大会（九州・沖縄ブロッ
ク）発表要旨集，p.379（2013）

研究発表（単著）：『保育者養成校での授業経験を生かした学生のボランティア活動』日本保育学会第67回大会（近畿ブロック）
発表要旨集，p.234（2014）

研究発表（単著）：『保育者養成校の既卒者に対する保育現場への就職支援』日本保育学会第68回大会（中部地区ブロック）
発表要旨集，p.59（2015）

研究発表（共著）：『潜在保育士の復職を阻む要因について―専門職就労経験の有無に着目して―』全国保育士養成協議会
第54回研究大会（札幌）研究論文集，p.99（2015），（鳥越亜矢、皆川順、森英子）

研究発表（共著）：『保育指導案作成力向上の取り組み』日本保育学会第69回大会（関東ブロック）発表要旨集，p.239（2016），
（森英子、鳥越亜矢）

研究発表（共著）：『潜在保育士が必要としている復職支援とは』日本保育学会第69回大会（関東ブロック）発表要旨集，p.290
（2016），（鳥越亜矢、皆川順、森英子）

研究発表（単著）：『保育現場における保育者養成校教員提案の視点活用 －「面白い」を捉える「5Cの力」を視点として－』日
本保育学会九州地区主催研究会，ポスターセッション（2016）

研究発表（単著）：『子どもや遊びの面白さを捉える視点を保育者間で共有するメリット』日本保育学会第70回大会（中国ブロッ
ク）発表要旨集，p.377（2017）

研究発表（単著）：『「５Ｃ」の力、こんなふうに使っています！－保育者養成校・保育現場での活用事例[』全国大学造形美術教
育教員養成協議会主催　平成29年度造形美術教育フォーラム，（2018）

研究発表（共著）：『オノマトペを使用した表現の取組１』日本保育学会第7４回大会（奈良）発表要旨集，p.121（2020）(大山佐知
子、鳥越亜矢、松井みさ、大橋美佐子、𡈽田豊、
山本房子、松谷和俊）

土田
トダ

　豊
ユタカ 中国短期大学

保育学科 准教授 体育学修士 幼児体育 保育学科　　土田豊の業績　　　著書・作品、論文、学会発表、演奏・展示発表

著書（共著）：「こどものしあわせ-夏休みをゆたかに-」草土文化（2012年）

著書（共著）：「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年）

著書（共著）：「子どもと発育発達-遊びの世界46-」（株）杏林書院（2020年）

論文：長期キャンプ（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ｐｐ25～33（2013年）

論文：実習生が実感した子どものからだと心のおかしさ～幼稚園教育実習での子どもたちとの関わりから～中国学園紀要第
12号ｐｐ9～17（2013年）

論文：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ｐｐ65～74（2018年）

論文：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ｐｐ42～49（2018年）

論文：保育士の実感に基づく子どもの実態に関する研究～個に応じた保育実践に向けて～中国学園紀要第18号ｐｐ29～36
（2019年）

論文：幼保連携型認定こども園における体力・運動能力の年齢変化と園外の身体活動量の実態　中国学園紀要第19号ｐｐ17
～25（2020年）

論文：幼児における踵骨骨強度と園外の身体活動量との関連　聖カタリナ大学研究紀要第33号ｐｐ89～96（2021年）

研究発表：「男性保育士に求められる資質と能力－第1報-」2013日本保育学会



研究発表：30泊31日キャンプが子どもの体温に及ぼす影響　2013日本幼少児健康教育学会

研究発表：男性保育士に求められる資質と能力－第2報-　2014日本保育学会

研究発表：男性保育士に求められる資質と能力－第3報-　2015日本保育学会

研究発表：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）　2016日本保育学会

研究発表：ネイチャーゲームを活用した保育者養成の可能性　2018日本保育学会

研究発表：子どもたちが体を動かしたくなる保育環境づくり2019日本保育学会

研究発表：保育者による運動遊びに対する保育観の変容と体力・運動能力の変化（その1）2020日本保育学会

研究発表：1号認定の幼児における土踏まず形成の有無と運動能力の関係2020日本幼少児健康教育学会

平尾
ヒラオ

　太亮
タイスケ 中国短期大学

保育学科 准教授 就職支援課長 教育学修士障害児心理学/臨床心理学保育学科　　平尾太亮の業績

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（共著）：『身体拘束軽減を目指す支援について』　旭川荘研究年報　第42巻第1号　pp.123～125（2011）

論文（単著）：『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　pp.17～21（2014）

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-』 中国学園紀要 第13号 pp.31
～35（2014）

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』　　中国学園紀要　第15号　pp.5～10（2016）

論文（単著）：『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』 保育学科紀要 第1号 pp.83～90
（2018）

研究発表（分科会運営責任者）：『家庭的養護のなかでの実習のあり方―現状と課題から子どもの最善の利益を尊重する実
習について考える―』
　　　　　　　　　　　　　　　　全国保育士養成セミナー（2020）

松田
マツダ

　文春
フミハル 中国短期大学

保育学科 講師 教育学修士 特別支援教育 保育学科　　松田文春の業績

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研究－職場実習でのサポートブックによる支援を通し
ての考察－」　
                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成22年6月16日）　中国学園紀要第9号（p131～p138）

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）－集団学習場面における視覚的
提示の方法や支援者の関わりに焦点を
                当てて－」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成23年6月16日）　中国学園紀要第10号（p227～
p232）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
―」
               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成24年6月16日）　中国学園紀要第11号（p83～p88）

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）－自立活動に重点を置いた取り
組みを通しての考察－」　
　　
　　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）－道徳教育の取り組みから考え
る自立活動との接点と理論的背景－」　                            （平成29年6月16日）　中国学園紀要第16号（p89～p95）　
　

論文（共著）「知的障害特別支援学級論考」　　　　　　　　　　　　　　（平成30年6月16日）　中国学園紀要第17号（p67～p73）

論文（単著）「教育原理の現状と課題―教育実践を通して―」　　　　　（令和２年２月）　　中国短期大学保育学科紀要第３号
（p34～p40）

論文（共著）「社会への貢献を実感する生徒を育てるための教育実践－中学生の自己有用感を刺激するロボット研究グループ
の育成を通して」　（令和３年３月）　　教育実践方法学研究第6巻第１号（p45～p57）

学会発表（共著）「自閉症児の自立活動に関する研究」　　　　　　　　　（令和2年10月9日）　　第7回日本教育実践方法学会研
究大会

学会発表（共著）「社会貢献を意識し自己有用感を高めるための教育プログラムの開発に関する研究－中高生による福祉ロ
ボット研究グループの育成―」　　　　　　　　　　（令和2年10月9日）　　第7回日本教育実践方法学会研究大会

論文（単著）「生徒指導における特別支援教育の視点」（投稿中）　　中国学園紀要第２０号

研究発表（共著）「共生社会の進展に向けて、社会貢献意識を高めるための総合的な学習の時間の取り組み」　　（令和３年３
月２４日）　　公益財団法人橋本財団研究助成研究中間発表会

山本
ヤマモト

　房子
フサコ 中国短期大学

保育学科 講師 教育学修士 幼児教育 保育学科　　山本房子の業績

著書(共著)：『倉敷市幼児教育・保育共通カリキュラム』倉敷市 子ども・子育て支援新制度準備室（2015）

著書(共著)：『デザインする保育内容指導法「言葉」』教育情報出版（2019）

著書（共著）：『詳説 幼稚園教育実習～準備から振り返りまで～』ふくろう出版（2019）

論文（単著）：『「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 pp76-85（2018）

論文(単著）：『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 pp102-109（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 pp92-100（2018）

論文（単著）：『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）

論文（単著）：『保育における言葉遊びについての一考察』保育学科紀要第3号 pp28-33（2020）

論文（単著）：『「言葉に対する感覚」を豊かにするための保育について』教育学研究紀要（CD-ROM版）第64巻　pp370-375
（2018）

研究発表（単著）：『「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（2018）

研究発表（共著）：『保育者養成校における教材としてのオペレッタの可能性―「言葉」および「表現」の視点から―』日本保育
学会第72回大会（2019）

研究発表（単著）：『昭和30 年代の幼稚園教育課程の実際』乳幼児教育学会第29回大会（2019）



研究発表（共著）：『保育者養成校における教材としてのオペレッタの可能性（2）―言葉に対する感覚を豊かにするために―』
日本保育学会第73回大会（2020）

研究発表（共著）：『保育者養成校における教材としてのオペレッタの可能性（3）―さまざまな音楽表現から考える―』日本保育
学会第73回大会（2020）

清水
シミズ

　憲
ケン

志
ジ 中国短期大学

保育学科 講師 学校教育学
幼児教育・保育、子

育て支援
保育学科　　清水憲志の業績

著書(共著)：『子育て支援の理論と実践』pp3-7，pp141-161（2013）

論文(単著)：『おやじの会の参加の有無による父親の特性―幼稚園におけるおやじの会への参加がもたらす意味―』大垣女子
短期大学紀要，vol53， pp43-51（2012）

論文(共著)：『幼小中連携「おやじの会」の実践と効果』兵庫教育大学幼年教育コース紀要，vol25，pp63-69（2013）

研究発表(単著)：『「学校のおやじの会に関する研究―H三校園おやじの会に着目してー』日本乳幼児教育学会，vol21，
pp190-191（2011）

ポスター発表(単著)：『学校のおやじの会における飲み会が持つ意味』日本保育学会，vol66，pp538(2013)

研究発表(単著)：『三校園おやじの会に関する研究―設立10年の歴史からの考察―』日本乳幼児教育学会，Vol.26(2016)

ラウンドテーブル(共著)：『幼小中連携「おやじの会」の実践と効果』日本子育て学会，Vol.4，pp34-36(2012)

特集記事(単著)：『おやじの力―おやじ達が集まる魅力―』日本子育て学会，vol4，pp11-13（2014）

福澤
フクザワ

　惇
アツ

也
ヤ 中国短期大学

保育学科 助教 学校教育学修士 幼児教育 保育学科　　福澤惇也の業績

論文（単著）：『数量教育に対する保育者の意識』　幼年児童教育研究, 30, 37-45,  2018

著書（共著）：『家族会議のススメ：ポジティブシンキングからの子育て家庭教育Q and A』　吉弘淳一（編）　晃洋書房,  2020

論文（共著）：『乳幼児の遊びにおける建設的相互作用－学びを３つの種類に分けて－』　佛教大学教育学部学会紀要, 19, 
81-96,  2020

論文（単著）：『幼児の自発的な遊びにおける数量形に関する学び－５歳児に着目して－』　幼年教育実践学会WEBジャーナル
第３号,  2020

学会発表：「幼児期における遊びと学びのつながり－幼児の遊ぶ姿の観察を踏まえて－」　日本保育学会, 第73回大会研究発
表,  2020

学会発表：「幼児教育における“園”という空間的環境の意義について」　日本乳幼児教育学会, 第30回大会研究発表,  2020

論文（単著）：『園における「見ること」の可能性－鼓隊活動がもつ象徴的な役割と幼児の学びに着目して－』　佛教大学教育学
部学会紀要, 20, 163-173, 2021

論文（単著）：『保育者養成における手遊びの選択に関する研究－キャラクターの認知に関する世代間ギャップに着目して－』　
中国学園紀要, 2021

学会発表：「保育の時間的環境に対する保育者の意識－F先生のユーモア行動に着目して－」　日本保育学会, 第74回大会口
頭発表, 2021

研究業績一覧（情報ビジネス学科）　2014年4月 ～2021年3月

氏　　名 所属 職位 役職 学位 専門分野

論文（共著）：「星座グラフの変形による多変量データの可視化とクラスタ分析への応用」，中国学園紀要，第19号，2020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．（査読有り）

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）：「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）：「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）：「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．大学）、2019年11月

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）：「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（５）」，中国学園紀要第14号，2015
年．

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．

招待講演：「才能の開花」，日本振興会，2020年．

招待講演：「子どもをとりまく情報環境」，日本振興会，2019年．

招待講演：「天才を育てる」，日本振興会，2018年．

論文（共著）：河田健二、小野文子、子どもの音楽ー創作活動からの一考察（1）－、子ども学実践研究論文集、41-47、2018年
3月．

論文（共著）：小野文子、河田健二、嶋田泉、織田典恵、片岡祥子、土師範子、廣畑まゆ美、子どもと音楽～保育者・小学校教
員養成のために、岡山音楽教育研究会、24-46、2017年8月．

響演Vol.12、Impromptu、作曲・演奏、2020年1月24日、中国学園音楽ホール

響演Vol.11、だいすきなたべもの・子ども学部子ども学科の歌、作曲・演奏データ作成・歌唱、2017年11月16日、中国学園音楽
ホール．

響演Vol.10、日本のうたメドレー（七つの子・ふるさと他）、編曲・テルミン演奏、共演：織田典恵（ピアノ）、2015年12月3日、中国
学園音楽ホール

響演Vol.9、動物の謝肉祭より「白鳥」（C.サン＝サーンス作曲）、テルミン演奏、共演：片岡祥子、2014年11月27日、中国学園音
楽ホール

第8章  163～183ページ「韓国モバイル産業における部品の調達戦略」，夏目啓二編『21世紀ICT企業の経営戦略』，文眞堂，
2017年．

論文：「AI半導体企業におけるグローバル競争」，中国学園紀要，第19号，2020年6月，53～61ページ．

作曲
電子楽器

宋 娘沃
ソン　ナンオク 中国短期大学

情報ビジネス学科
教授 博士（経営学） 経営戦力論

 国際経営論

河田
カワタ

 健二
ケンジ 中国短期大学

情報ビジネス学科
教授 学科長 学士（芸術）

データサイエンス
心理統計福森

フクモリ

　護
マモル 中国短期大学

情報ビジネス学科
教授 短期大学部長 博士（学術）



論文：「韓国半導体産業におけるメモリー製品開発の現段階」，アジア経営研究，No.25，173～193ページ，2019年．（査読有り）

論文：「半導体産業における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，225～248ページ，2018
年．（査読有り）

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，14～32ページ，2017年．（査読有
り）

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，77～93ページ，2015年．（査読有り）

論文：「モバイル産業におけるOS戦略」，中国学園紀要，第13号, 71～79ページ，2014年．

学会発表：「韓国半導体産業の技術競争力の現段階」，アジア経営学会第25回全国大会，2018年．

学会発表：「韓国モバイル産業の開発・生産体制」，産業学会第52回全国大会，2014年．

学会発表：「韓国モバイル産業の競争優位‐生産・開発・OSの視点から‐」，産業学会イノベーション研究部会，2014年．

書評：トマ・ピケティ著，山形浩生 守岡桜 森本正史訳『21世紀の資本』みすず書房，2014年12月，『社会科学研究年報』龍谷
大学社会科学研究年報，第45号，243～250ページ，2015年．

書評：夏目啓二，21世紀のICT多国籍企業，同文舘出版，2014年3月，『社会科学年報』龍谷大学社会科学研究年報，第44
号，311～317ページ，2014年．

古谷
フルヤ

 俊爾
シュンジ 中国短期大学

情報ビジネス学科
准教授 学士（工学） 情報教育

論文（共著）：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，13，81-85，2014年．

論文（単著）：佐藤由美子，「子ども食堂」の諸問題と今後の展望,地域活性学会研究誌，13，189-196,2020.

論文（単著）：佐藤由美子，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，12，91-103，2018.

論文（単著）：佐藤由美子，「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，9，377-383，2018.

論文（単著）：佐藤由美子，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，17，75-82，
2018.

論文(共著)：Hirotsugu Minowa, Hiromi Fujimoto, Koichi Takeuchi, A Mechanical Method for Evaluating Trainee Answers in a 
Risk Prediction Training System Based on the 4R Method, Information Engineering Express (IEE) Journal, Vol.1, No.3: 59-68, 
2015.

国際会議(共同):Takeshi Kakegawa, Akihiro Kanagawa,Hiromi Fujimoto, CLASSROOM SCHEDULING FOR JUNIOR HIGH 
SCHOOL USING MUTUALLY CONNECTED NEURAL NETWORKS,Iproceedings of International Conference of Industrial 
Management(ICIM)(BEIHANG UNIVERSITY)，518-522,2018年9月.

学会発表(共同):懸川岳,金川明弘,藤本宏美，五次元バイナリーニューラルネットワークを用いた時間割編成問題の一解法，
2018年日本経営工学会春季大会（名古屋工業大学），2018年5月.

学会発表(共同):吉長裕司，近藤真史，宮崎仁，藤本宏美，吉長明宏，金川明弘，大学入学時におけるコンピュータ操作能力
の追跡調査（その3），平成29年度（第68回） 電気・情報関連学会中国支部連合大会（岡山理科大学），2017年10月.

学会発表(共同):吉長裕司, 近藤真史, 宮崎 仁, 藤本宏美, 吉長明宏,金川明弘，大学入学時におけるコンピュータ操作能力に
関する追跡調査（その2），平成28年度（第67回） 電気・情報関連学会中国支部連合大会（広島大学）, 2016年10月.

学会発表(共同):箕輪弘嗣, 竹内孔一, 藤本宏美, デジタル4R訓練システム構築のための成否判定システムの最適化手法の研
究,  第15回 情報科学技術フォーラム（FIT2016)（富山大学)，2016年9月.

学会発表(共同):箕輪弘嗣, 藤本宏美, 竹内孔一, デジタル危険予知訓練システム開発のための回答文の正否判定システムの
評価, 第48回 安全工学研究発表会(新潟), pp.169-170, 2015年12月.

学会発表(共同):吉長裕司, 近藤真史, 宮崎 仁, 藤本宏美, 吉長明宏,金川明弘，大学入学時におけるコンピュータ操作能力に
関する追跡調査，平成27年度（第66回） 電気・情報関連学会中国支部連合大会（山口大学）, 2015年10月.

学会発表(単独):藤本宏美, 情報基礎演習における自己評価観点に関する分析，第14回情報科学技術フォーラム（FIT2015)
（愛媛大学），2015年9月.

学会発表(共同):箕輪弘嗣, 藤本宏美, 竹内孔一, デジタル危険予知訓練システム開発のための回答文の正否判定システムの
開発, 第14回 情報科学技術フォーラム（FIT2015)（愛媛大学），2015年9月.

国際会議(共同):Hirotsugu Minowa, Hiromi Fujimoto, Koichi Takeuchi, Automatic Evaluation Methods of Trainee’s Answers to 
Develop a 4R Risk Prediction Training System, IIAI 4th International Congress on Advanced Applied Informatics(IIAI 
AAI)(Okayama），2015年7月.

学会発表(共同):藤本宏美,吉長 裕司，高校生と大学生におけるコンピュータ操作能力に関する比較調査，平成26年度電気・
情報関連学会中国支部連合大会（福山大学），2014年10月.

学会発表(共同)：吉長裕司，近藤真史，宮崎仁，藤本宏美，吉長明宏，金川明弘，大学入学時におけるコンピュータ操作能力
に関する調査，平成26年度電気・情報関連学会中国支部連合大会（福山大学），2014年10月.

招待講演：藤本宏美，統計からみるサッカー，日本振興会（島根），2017年 9月.

社会貢献活動:藤本宏美，大学コンソーシアム岡山　吉備創生カレッジ「スポーツ・データ分析」（計3回）（山陽新聞カルチャープ
ラザ），2019年2月.

社会貢献活動:藤本宏美，中国学園　図書館deプチ講座「サッカーと地域貢献」（中国学園図書館），2018年10月.

論文：『労働関係法令からみた情報通信技術を利用した事業場外労働』，中国学園紀要，2020年．

社会貢献活動：「大英帝国と通信の裏話」，吉備創生カレッジ，2020年．

論文（共著）：藤原美佳・梶西将司・栗原考次，VISUALIZATION OF MULTIVARIATE DATA USING EXPANDED 
CONSTELLATION AND EXPANDED KANJI GRAPHS AND THEIR APPLICATION TO CLUSTERING，Journal of 
Environmental Science for Sustainable Society，2021年．（査読有り）

論文（共著）：福森護・藤原美佳，星座グラフの変形による多変量データの可視化とクラスタ分析への応用，中国学園紀要，第
19号，pp.45-51，2020年．

論文（単著）：藤原美佳，ファストファッションの消費行動を規定する要因－SNS・スマホ決済・消費価値観に焦点を当てて－ブ
ランド比較を通してー，日本繊維製品消費科学会，Vol.61，pp.43-51，No.4，2020年．（査読有り）

論文（共著）：藤原美佳・福森護，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，No.12，pp.50-57，2018年．（査読有り）

論文（共著）：藤原美佳・福森護，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，pp.75-82，2017
年．

学会発表（共著）：藤原美佳・梶西将司・栗原考次，空間的分析手法を用いた消費行動の評価，北海道大学情報基盤センター
萌芽型共同研究集会，2020年．

学会発表（共著）：藤原美佳・羅明振・石岡文生・栗原考次，ファストファッションに関する購買行動における要因の分析，日本
分類学会，2019年．

学会発表（単著）：藤原美佳ファストファッション業界における購買行動の分析ー国内3大ブランドを例としてー，日本行動計量
学会岡山地域部会，2018年．（学会賞受賞）

学会発表（共著）：藤原美佳・福森護，SNS利用と広告接触頻度が購買行動に及ぼす影響，岡山心理学会、第65回大会論文
集，2017年．（学会賞受賞）

経済学

藤原
フジワラ

 美佳
ミカ 中国短期大学

情報ビジネス学科
講師 修士（文学） 行動軽量

マーケティング

板野
イタノ

 敬吾
ケイゴ 中国短期大学

情報ビジネス学科
講師 修士

ビジネス実務

藤本
フジモト

 宏美
ヒロミ 中国短期大学

情報ビジネス学科
講師 博士（工学） 情報数学

経営工学

佐藤
サトウ

 由美子
ユミコ 中国短期大学

情報ビジネス学科
准教授 修士（経営学・

MBA）

宋 娘沃
ソン　ナンオク 中国短期大学

情報ビジネス学科
教授 博士（経営学） 経営戦力論

 国際経営論


