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教員名 井　上　雅　弘 所属 学長 職名 教授 学　位 工学博士

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

教員名 菱　谷　信　子 所属 幼児保育学科 職名 教授 学　位 教育学士

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

昭和44年　九州大学大学院工学研究科機械工学専攻博士課程単位取得後退学

技術者教育、ターボ機械の流体力学的研究、環境とエネルギー

日本工学アカデミー、日本工学教育協会、日本機械学会、ターボ機械協会

論説「高専の教育研究に対する期待」ターボ機械４０巻７号、２０１２年７月
寄稿「九州工学教育協会の還暦に際して思うこと」九工協ニュース No.31、２０１２年１２月

昭和46年　福岡教育大学教育学部幼稚園課程卒業

乳幼児期の保育内容や方法の構造および乳幼児期の発達の過程を保育現場における保育実践の分析、仮説実践を実施する中で明らかにし
ていくのが現在の研究課題である。また、優れた保育者養成のための教育システムの検討や保育者の実践力形成に関する研究にも取り組
んでいる。

日本教育学会、日本保育学会、九州教育学会、保育研究所会員、全国保育問題研究会

研究成果
の 公 表

著書

１）「改訂版　保育者を目指す学生のための実習指導サブノート」（共著）,　 ふくろう出版
    pp５,11，53,54〜57,69〜70　2011年4月11，

論文

１）「小論　小学校との接続を考える」（単著）
    ちいさいなかま２月号　NO.571ちいさいなかま社pp27〜33　2012年2月

学会発表等

７）第46回全国保育団体合同研究集会「ゼロ歳児の保育Ｂ分科会報告」全国保育団体連絡会編
　　ちいさいなかま12月臨時増刊号　p36　　ちいさいなかま社　2014年12月
8）第47回全国保育団体合同研究集会「ゼロ歳児の保育Ｂ分科会報告」全国保育団体連絡会編
　　ちいさいなかま12月臨時増刊号　p34　　ちいさいなかま社　2015年12月

資料

１）「環境を通して行う保育」小郡市保育協会主任研修会資料　pp1〜11
　　小郡市保育協会　2011年5月

２）「乳児保育で大切にしたいこと　〜子どもの育ちを支える保育者の役割を考える〜」
    福岡県保育所職員乳児保育研修会資料　pp7〜24　公益社団法人福岡県保育協会　2011年6月

５）第44回全国保育団体合同研究集会「ゼロ歳児の保育Ｂ分科会報告」全国保育団体連絡会編
　　ちいさいなかま12月臨時増刊号　pp34　ちいさいなかま社　2012年12月

６）第4５回全国保育団体合同研究集会「ゼロ歳児の保育Ｂ分科会報告」全国保育団体連絡会編
　　ちいさいなかま12月臨時増刊号　p36　　ちいさいなかま社　2013年12月

１）自主シンポジウム「保育者と親との関係づくりの方向を探る」　話題提供
    日本保育学会第64回大会発表要旨集，pp141　2011年5月

２）「新任の先生方と保育士養成考える」（単独）
   全国保育士養成協議会第14回九州ブロックセミナー大会話題提供　2012年8月

３）「保育者の実践力形成〜保育者養成における実践記録の活用について〜」
   日本保育学会第66回大会発表要旨集，Ｐ072　2013年5月

４）「保育者の実践力形成（その2）保育者養成校における授業分析から〜」
   日本保育学会第67回大会発表要旨集，　2014年5月

３）乳児保育入門講座「乳児保育をもっと楽しく〜0､1､2歳児の世界を豊かに創り出すために〜」
　　第43回九州保育団体合同研究集会宮崎集会提案集　pp37〜38　2012年9月

４）乳児保育入門講座「乳児の生活と遊びを文化として考える　〜乳児の心地よい生活と遊びを
　　創り出すために〜」第44回九州保育団体合同研究集会鹿児島集会提案集　　　2013年9月

５）「子どもを見る目　　育てる心」平成26年度福津市立3園研修会資料　pp1〜38　2014年9月
６）乳児保育入門講座「乳児のあそびとコミュニケーションの発達」第45回九州保育団体合同研究集会
    熊本集会提案集　　　2015年9月

５）「世界の保育ならびに保育者養成の潮流から我が国の保育者養成の今とこれからを読む」
   『我が国の保育と保育者養成の現状と課題を考える』平成26年度全国保育士養成協議会セミ
　　ナーシンポジウム，平成26年度全国保育士養成協議会セミナー実施要項　ｐ32　2014年9月
６）「「こどもがわかる」「保育が見える」保育者の育ちに関する研究〜保育者への聞き取り調査を
   中心として〜」　全国保育士養成協議会第54回研究大会発表論文集　p200　2015年9月
７）「保育実践力の形成過程に関する研究〜保育者の聞き取り調査から〜」日本保育学会
    第69回大会発表要旨集，p1031　2016年5月

報告集

１）第50回全国保育問題研究集会　「乳児保育分科会報告」　全国保育問題研究協議会編集委員会編,
    季刊保育問題研究　No.251　　pp34〜39　　新読書社　　2011年10月

２）第43回全国保育団体合同研究集会「ゼロ歳児の保育Ｂ分科会報告」全国保育団体連絡会編
   ちいさいなかま12月臨時増刊号　p38　ちいさいなかま社　2011年12月

３）第42回九州保育団体合同研究集会北九州集会報告集　乳児保育基礎講座「0、1、2歳児の保育
 　〜乳児の遊びごころを大切に〜」pp23〜34　九州保育団体合同研究集会福岡県実行委員会編
   　2012年7月

４）第51回全国保育問題研究集会　「乳児保育分科会報告」
　　全国保育問題研究協議会編集委員会編季刊保育問題研究　No.25７　　pp36〜41
　　新読書社　2012年10月



教員名 田　尻　由美子 所属 幼児保育学科 職名 教授 学　位 農学士

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

教員名 清　原　貴　子 所属 幼児保育学科 職名 教授 学　位 学士（教育）

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の公表

研究成果

昭和51年　九州大学農学部農芸化学科卒業

幼児期の環境教育、保育者養成における環境教育について、「自然に親しむ保育の意義と具体的実践内容について」「保育士養成教育に
おける『自然とかかわる保育』の実践的保育指導力の養成について」など

日本保育学会、日本環境教育学会、日本理科教育学会、日本乳幼児教育学会、福岡県環境教育学会等

著書

１）保育実践に生かす保育内容「環境」,　共著,　2014年3月,　保育出版社

学術論文

１）幼児にとっての宿泊自然体験の意義と課題－自然体験教室の実施結果を通して－,　単著　,
   精華女子短期大学研究紀要,　第39号　2013年3月

２）保育者養成教育課程における教科に関する科目「生活」についての一考察,　単著　,
    精華女子短期大学研究紀要,　第40号　2014年3月

学会発表

１）宿泊型自然体験の意義と課題―保護者アンケートから―　,　共同　,
    日本保育学会第66回大会，　2013年5月　,　中村学園大学

2）宿泊型自然体験（お泊り保育）の意義と具体的実践について,　共同,
   日本保育学会第66回大会，　2013年5月　,　中村学園大学

社会活動

昭和48年　国立大学法人福岡教育大学教育学部中学課程音楽科卒業

音楽教育・声楽
保育者養成における音楽教育、歌唱表現における音程問題、演奏活動など

１）(財）日本生態系協会  全国学校・園庭ビオトープコンクール2015の審査員：
     九州地区の応募幼稚園・保育園の園庭の審査を実施（2016年3月まで）

２）筑豊地区幼稚園教師研修会において「協同的なあそびと学び～自然と友達ととのかかわりの
　　中で刺激を受け、気付き、学ぶ～」の助言者　　主催：福岡県私立幼稚園振興協会筑豊地区
　　部会　場所：大和幼稚園 　2013年 6月

３）平成25年度第32回福岡県私立幼稚園振興協会　教師研修会において、「子どもの発達と幼稚園
　　教育の課題」第3分科会において助言者　主催：福岡県私立幼稚園振興協会　場所：天神ビル
　　2013年 7月

４）平成25年度全国保育士養成セミナー第11分科会「学力保証と入学者選抜」において、
　　「保育者養成校における高大連携・入学前教育の取り組みの現状と課題」についての
　　話題提供　主催：全国保育士養成協議会　場所：サンポートホール高松　 2013年 9月

５）筑豊地区幼稚園教師研修会において、「協同的なあそびと学び～自然と友達ととのかかわりの
　　中で刺激を受け、気付き、学ぶ～」の助言者　主催：福岡県私立幼稚園振興協会筑豊地区部会
　　場所：大和幼稚園  2013年 10月

６）九州保育研究会　分科会みんなで語る保育の課題
　　「保護者への対応　こうすれば心がかよい、信頼が得られる」　司会者　2013年　11月

日本音楽教育学会、全国大学音楽教育学会、九州地区大学音楽教育学会

報告集
１）第44回（神奈川）全国保育団体合同研究集会報告集「子どもの生活と音楽」分科会報告，
　　全国保育団体連絡会編集，ちいさいなかま12月臨時増刊号，第583号，ｐ61　ちいさいなかま社
　　2012年12月１日
２）第45回（神奈川）全国保育団体合同研究集会報告集「子どもの生活と音楽」分科会報告，
　　全国保育団体連絡会編集，ちいさいなかま12月臨時増刊号，第598号，ｐ65　ちいさいなかま社
　　2013年12月１日

演奏活動(声楽）
１）第16回サロン音楽交流会出演　トモノホール（東京）2013年 5月26日
２）第10回VIVA　VOCE　東京ヴォーカルコンサート出演　大田区民ホール(東京）2013年10月26日
３）第17回サロン音楽交流会出演　トモノホール（東京）2014年 5月25日
４）第18回VIVA　VOCE ヴォーカルコンサート出演　ふくふくホール(福岡）　2014年9月28日
５）第11回VIVA　VOCE　ヴォーカルコンサート出演　大田区民ホール(東京）　2014年10月26日
６) 渡辺了舟テノールコンサート　ゲスト出演　藤島ミュージックホール(福岡）　2015年4月23日
７）第19回VIVA　VOCE ヴォーカルコンサート出演　西南コミュニティーセンター(福岡）　2015年10月24日

社会活動
１）特別養護老人ホームにおける声楽演奏とレクリエーション指導 福岡県宗像市ケアポート玄海　2015年1月23日
２）特別養護老人ホームにおける声楽演奏とレクリエーション指導 福岡県宗像市ケアポート玄海　2015年6月25日
３）親子サロンにおける声楽演奏とわらべうたあそび指導　福岡県糟屋郡乙中原西公民館　2015年11月26日
４）特別養護老人ホームにおける声楽演奏とレクリエーション指導 福岡県宗像市ケアポート玄海　2015年12月17日



教員名 阿部　祐治 所属 幼児保育学科 職名 教授 学　位 教育学修士

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

教員名 阪　木　啓　二 所属 幼児保育学科 職名 准教授 学　位 教育学修士

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

教員名 元　田　幸　代 所属 幼児保育学科 職名 准教授 学　位 教育学修士

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

教員名 椛　島　英　樹 所属 幼児保育学科 職名 講師 学　位 経済学修士

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

【学術論文】
  「保育現場におけるピアノ以外の楽器が持つ可能性　ギターによる実践を例に」
  中京学院大学紀要第45巻第1号　p45-54
【学会発表】
  保育現場におけるピアノ以外の楽器を用いた展開」
  日本音楽表現学会第13回全国大会　帝塚山大学

平成18年九州大学大学院人間環境学府人間共生システム専攻心理臨床学コース博士後期課程単位取得満期退学

臨床心理学、特別支援教育　発達障がい児・者を主な対象とした心理面への援助を中心に行
っている。特に情緒面や自尊感情などの不適応に対し、生活場面を活用しながらの援助につ
いての臨床および研究を行っている。

日本心理臨床学会、日本特殊教育学会、日本LD学会、日本心理リハビリテイション学会、
西日本心理劇学会

学術論文
阪木啓二（2016）：保育を学ぶ学生がオペレッタを制作する中で体験する教育的効果
阪木啓二（2015）：時系列でみる学生が考える施設実習の意味合い　精華女子短期大学紀要　第41号
阪木啓二　吉住直行　竹迫英里　谷崎亮太(2013)：発達障がい児の社会的スキルの形成を目指したプログラムについて　精華女子短期大
学紀要　第39号

著書
つながる・つなげる障害児保育　七木田敦編著　７章４節　2015年8月
学び、考え、実践力をつける家庭支援論　木村志保編著　10章「現場の声」、12章3節　2014年3月
ともだちだいすき保育園だいすき　柳瀬保育園+清水陽子編著　９章　2013年12月
新版　生徒指導のフロンティア　中谷馨編著　8章　44アスペルガー症候群　 45学習障害(LD)　2013年4月

学会活動等
平成27年度全国保育士養成セミナー　第7分科会　実習指導ー実習システムの再考　話題提供　2015年9月
平成26年度全国保育士養成セミナー　第12分科会　施設実習事前事後指導とその後の教科指導との連携について　話題提供　2014年9月
第66回日本保育学会　座長　2013年5月

講演活動
保育・子育て公開講座　大和保育所後援　講師『子どもとの向き合い方』 2014年2月
平成25年度保護者研修会　福岡市保育連盟主催　講師「成長信じ見守る大切さ」 2013年8月

平成10年　福岡教育大学教育学研究科家政教育専攻修了

平成４年　奈良教育大学大学院修士課程音楽教育専攻修了
平成13年　兵庫教育大学大学院連合（岡山大学配属）博士後期課程教育実践学専攻中退

比較音楽教育学（東南アジアと日本の子どもを対象に）

日本音楽表現学会　全国大学音楽教育学会　日本音楽教育学会　日本比較教育学会
異文化間教育学会　日本ポピュラー音楽学会
International Society of Music Education   　International council for Traditional Music

（著書）

1.谷山哲郎・椛島英樹共著,『PRESENTATION POWERUP BOOK』,サンダーバーズ,2010年,pp.96-118

家政教育、情報教育
保育者に求められる・保育者養成に必要となるという視点での家政教育、情報教育に取り組んでいる。

日本家政学会、日本図学会、日本教育工学会

学術論文
１）「保育者養成校における保育実習指導内容の検討Ⅱ
　　－保育所実習Ⅰにおける学生自己評価と実習園評価の比較を通して－」（共著）,
　　精華女子短期大学研究紀要 第39号,2013年3月

昭和58年　福岡大学大学院博士課程前期修了

マルチメディアを利用したノーマライゼーションの実践について、特に福祉情報提供の方法について、ITを利用した分野を中心に推進す
る。

ＯＲ学会、西日本理論経済学会



教員名 大　谷　　朝 所属 幼児保育学科 職名 講師 学　位 博士(人間科学）

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

教員名 朝　木　　徹 所属 幼児保育学科 職名 講師 学　位 児童学修士

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

教員名 井邑智哉 所属 幼児保育学科 職名 講師 学　位 博士（心理学）

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

平成23年　甲南女子大学大学院人文科学総合研究所博士課程修了

幼児教育学・乳幼児言語発達論　「ストーリーテリングと幼児の想像」

日本乳幼児教育学会・日本保育学会・関西教育学会・絵本学会・読書学会

学術論文
　「フレーベルの「お話」とストーリーテリングの類似性」（単著），精華女子短期大学研究紀要第42号，
　　　2016年３月
　「保育所実習を通した絵本の読み聞かせ体験の検討」（共著），精華女子短期大学研究紀要第42号，
　　　2016年３月
　「保育者養成校における保育実習指導内容の検討Ⅳ」（共著），精華女子短期大学研究紀要第41号，
　　　2015年３月
　「保育者養成校における保育実習指導内容の検討Ⅲ」（共著），精華女子短期大学研究紀要第40号，
　　　2014年３月
　「ストーリーテリングにおける４歳児と９歳児の物語体験の違い」（単著），精華女子短期大学研究紀要
　　　第38号，2012年３月
報告・資料
　『ともだちだいすき　保育園だいすき　柳瀬保育園の保育実践と計画づくり』柳瀬保育園・清水陽子編著
　　　第8章　乳幼児とことば(p.70-81)，みき書房，2013年12月

平成20年　聖徳大学大学院児童学研究科修士課程修了

研究成果
の公表

学術論文

1）承諾抵抗方略の使用に及ぼす文化的自己観の影響　単著、精華女子短期大学研究紀要　第41号　P1-6. 2015年

2）保育者養成校における保育実習指導内容の検討Ⅳ―実習事前指導における段階的自己評価指標の活用を通して―

  共著（第3著書）、精華女子短期大学研究紀要　第41号　P13-22. 2015年

3）品格がWell-beingに及ぼす影響ー自分らしくある感覚（本来感）からの検討ー　共著（第1著書）、精華女子短期大学紀要　第42号

P9-14. 2016年

4) 承諾抵抗方略使用の発達的変化に関する研究　単著、対人コミュニケーション研究　第4号　P47-56. 2016年

5） 時間管理尺度の作成と時間管理が心理的ストレス反応に及ぼす影響の検討　共著（第1著書）、心理学研究　第87号　2016年（印刷
中）

保育学・幼児教育学
保育者効力感に関する研究

日本教育心理学会，日本学校心理士会，カウンセリング学会

保育者志望学生の学習意欲の検討‐保育者効力感と不合理な信念に着目して‐
（共著）精華女子短期大学研究紀要第37号 2011年3月

保育者養成校における保育実習指導内容の検討‐現場の保育者が実習生に求める保育技術を通して‐
（共著）精華女子短期大学研究紀要第38号 2012年3月

保育者養成校における保育実習指導内容の検討Ⅱ‐保育所実習Ⅰにおける学生自己評価と実習園評価の比較を通して‐（共著）精華女子
短期大学研究紀要第39号 2013年3月

保育者養成校における保育実習指導内容の検討Ⅲ‐学生自己評価と実習園評価の比較に基づく段階的自己評価指標（試案）の提言‐（共
著）精華女子短期大学研究紀要第40号 2014年3月

精華女子短期大学生の学びと学生生活に関する研究‐在学時調査及び卒業後調査より‐
（共著）精華女子短期大学研究紀要第41号 2015年3月

保育者養成校における保育実習指導内容の検討Ⅳ‐実習事前指導の段階的自己評価指標の活用を通して‐
（共著）精華女子短期大学研究紀要第41号2015年3月

幼児教育と小学校教育の連携の在り方‐小学校教諭の「幼稚園・保育所の保育者に求める内容」の検討を通して‐  精華女子短期大学研
究紀要第41号2015年3月

初年次教育における対人関係ゲーム・プログラムの試み‐保育者志望学生の友人関係に着目して‐
精華女子短期大学研究紀要第42号2016年3月

保育所実習を通した絵本の読み聞かせ体験の検討‐保育現場における絵本の意味‐
（共著）精華女子短期大学研究紀要第42号2016年3月

平成24年　広島大学大学院教育学研究科教育人間科学専攻博士課程後期　修了

社会心理学、教育心理学・要求に対する断り方（承諾抵抗方略）、児童生徒の品格、時間管理

日本心理学会、日本社会心理学会、日本グループ・ダイナミックス学会、日本学校メンタルヘルス学会、中国四国心理学会



教員名 三 好 伸 幸 所属 幼児保育学科 職名 講師 学　位 スポーツ健康科学修士

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

教員名 佐藤　晃子 所属 幼児保育学科 職名 講師 学　位 修士（教育学）

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

教員名 宮本　幸 所属 幼児保育学科 職名 講師 学　位 修士（保健医療学）

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

　東京大学大学院教育学研究科  総合教育科学専攻生涯学習基盤経営コース　博士課程
  単位取得満期退学（平成25年3月）

　教育学
  地域における子育て支援、学童保育（放課後児童クラブ）に関する研究

　日本教育学会、日本保育学会、日本社会教育学会、日本子ども家庭福祉学会

（著書）
・松村祥子・野中賢治編著『学童保育（放課後児童クラブ）指導員の国際比較』平成25年8月，
　中央法規出版（共著）
・放課後児童支援員認定資格研修教材編集委員会編著『放課後児童支援員都道府県認定資格研修教材』
　平成27年8月，中央法規出版（共著）
（学術論文）
・「学童保育の制度変容と保護者の子育て意識の関係性」『生涯学習基盤経営研究』第35号，
　平成23年3月，東京大学大学院教育学研究科生涯学習基盤経営コース
・「『子ども放課後』をめぐる学校・家庭間関係の変容に関する研究」『生涯学習基盤経営研究』
　第34号，平成22年3月，東京大学大学院教育学研究科生涯学習基盤経営コース
・「近年の『子どもの放課後』をめぐる政策的変容に関する一考察」『生涯学習・社会教育学研究』
　第33号，平成21年3月，東京大学大学院教育学研究科生涯教育計画講座
（学会発表）
・「放課後児童クラブ運営指針の作成とその意義」
　日本子ども家庭福祉学会第16回大会自由研究報告，平成27年6月（共同）
・「放課後児童クラブガイドラインの改定に向けて−試案の作成−」
・「放課後児童クラブを取り巻く動向の推移と政策の方向性」
　日本子ども家庭福祉学会第14回大会自由研究報告，平成25年6月（共同）
（社会的活動）
・「放課後児童クラブの見直しに関する委員会」委員及びワーキング委員　平成26年12月〜平成27年3月
 （平成26年度厚生労働省調査委託事業「放課後児童クラブガイドラインの見直しに向けた調査」
 （みずほ情報総研株式会社）において設置）
・志免町子どもの権利委員　平成25年12月〜平成28年12月

平成25年　国際医療福祉大学大学院修士課程保健医療学専攻修了

福岡大学大学院　スポーツ健康科学研究科　スポーツ健康科学専攻　博士課程後期　単位取得後満期退学

応用健康科学、運動生理学、運動疫学・身体活動に関する運動生理学的研究、
子どもの体力に関する研究

日本体力医学会・日本肥満学会・日本健康支援学会

学術論文
1）児童の持久走に対する意識変容と体格・体力・学力に関する縦断的研究．
   ラニング学研究23(2)：pp1～9，2012（共著）
2）非アスリートの食事内容自己選択型グリコーゲンローディングにおける糖質摂取量と筋グリコー
　 ゲンの変化．
　 ランニング学研究25(2)，2014（共著）
3）Estimation of thigh muscle cross-sectional area by single- and multi-frequency
   segmental bioelectrical impedance analysis in the elderly．
   Journal of Applied Physiology : Vol. 116 Issue 2, p176-182，2014（共著）
4) Factors Associated With Non-participation in a Face-to-Face Second Survey Conducted 5
   Years After the Baseline Survey.
   J Epidemiol 25:117-125 2015（共著）
学会発表
1）認知機能低下者における運動介入の効果―福岡那珂川研究―．
　 第69回日本体力医学会大会，長崎，2014年9月．（共著）
2) Longitudinal relationships of perceived stress and coping strategies with C-reactive
　 protein in middle-aged and older men and women.
   WPA section on Epidemiology and Public Health 2014 Meeting,
   Nara Japan,October 2014．（共著）
3）保健指導該当高齢者に対する運動支援を柱にした長期介入の効果～教室開催期間と自宅での任意
　 継続期間に着目して～．
　 第16回日本健康支援学会，福岡，2015年3月．（共著）
4）体力科学的アプローチによる認知症とサルコペニア予防の縦断研究―福岡那珂川研究―
   至適運動強度を用いた有酸素性トレーニングの可能性．
   第17回七隈パーキンソン・アルツハイマー研究会, 2015年4月．（共著）
5）地域高齢者の有酸素能と脳萎縮の関係. 第70回日本体力医学会, 2015年9月.（共著）

臨床現場で行っている障がい児・精神科・高齢者領域の音楽療法を中心とし、作業療法からの視点を含め、対象者にとっての音楽の効果
の臨床的研究。既成曲の未知と既知が人におよぼす心理学的・生理学的影響の基礎データ収集と解析。

(社)日本作業療法士協会、日本音楽療法学会

(著書)
古賀幹敏編著,江口奈々子,中垣美子,宮本幸『基礎から学ぶ音楽療法』2014年10月,海鳥社出版(共著)
(学術論文)
1)集団歌唱における伴奏法について　『西日本芸術療法学会誌』№28,2000年6月
2)集団歌唱における伴奏法-間奏及び前奏・後奏-　『西日本芸術療法学会誌』№29,2001年6月
3)療法的視点における重症心身障害児・者のための音楽活動第33回明日への療育研究報告書　2005年3月(共著)
(学会発表)
1)集団歌唱における伴奏法について　第28回西日本芸術療法学会,香川,1999年6月
2)集団歌唱における伴奏法-間奏及び前奏・後奏-　第29回西日本芸術療法学会,宮崎,2000年6月
3)療法的視点における重症心身障害児・者のための音楽活動　第33回明日へ療育研究報告会,東京,2005年1月(共同)
4)音楽療法士の質の向上への一提案～医療職とのカリキュラム比較から見えてきたこと～　第7回日本音楽療法学会学術大会,札幌,2007
年9月
5)地域在住の中・高齢者における音楽療法教室の取組報告
第13回日本音楽療法学会学術大会,米子,2013年9月(共同)
6)既成曲の既知と未知が人におよぼす心理学的・生理学的影響について　第16回世界作業療法士連盟大会・第48回日本作業療法学会（同
時開催）横浜,2014年6月
7)地域在住の中・高齢者における音楽療法教室の取組報告(その2)～音楽療法教室3年間のまとめ～ 第15回日本音楽療法学会学術大会,札
幌,2015年9月



教員名 山　下　耕　平 所属
生活科学科
食物栄養専攻

職名 教授 学　位 博士(農学)・MBA

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

教員名 市　丸　哲　造 所属
生活科学科
食物栄養専攻

職名 教授 学　位 農学士

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

教員名 末　田　和　代 所属
生活科学科
食物栄養専攻

職名 教授 学　位 医学博士

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

教員名 葉　　　山　泉 所属
生活科学科
食物栄養専攻

職名 教授 学　位 医学博士　

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

著書
1）最新食品学　総論・各論　第４版（共著）講談社. 2016年

学術論文
1）機能性パン作りに関する研究（共著）精華女子短期大学研究紀要．第42号．41～43頁．2016年
2）食物アレルギーとその対応食について（共著）精華女子短期大学研究紀要．第39号．27～33頁．2013年
3）Epidemiological study of lgE antibodies among junior high school students in Wakayama，
　  Japan，by using a solid phase multiple technology. （共著）Proceedings of the 28th Symposium
    of the Collegium lnternationale Allergologicum(CIA), 63-65. 2012
4）同時多項目アレルゲン特異lgE測定試薬について（単著）アレルギーの臨床．28巻4号．70～77頁．2008年

公開特許
1）クロマトグラフィー分析用ストリップの製造方法（共同出願）特開2009-258095．2009年
2）クロマトグラフィー分析用ストリップ及びその製造方法（共同出願）特開2009-258094．2009年
3）積層体を切断する方法及びそれを用いたストリップの製造方法（共同出願）特開2009-131948．2008年

学外活動
1）「水耕栽培による機能性植物、食事療法用植物栽培の実用化に向けた研究」（生物機能研究所、九州大学
　　農学部、株式会社果実堂、九州産業技術センターとの産官学共同プロジェクト、2012年4月～2013年3月）
2）「食物アレルギーってなんだろう？」（南区公開講座、福岡市南区区政推進部企画振興課、2013年3月）
3）「食物とアレルギーについて」（一般社団法人全国栄養士養成施設協議会後援公開講座、2012年12月）

昭和47年　九州大学農学部農芸化学卒業

食品学全般

日本農芸化学会、日本調理科学会

その他
１）最新食品学-総論・各論-(第4版)、共著、p127〜128・p163,2016年3月 講談社

平成17年　久留米大学大学院後期博士課程修了

平成13年　九州大学大学院農学研究科食糧化学工学専攻博士後期課程修了
平成21年　オックスフォード大学サイードビジネススクールMBA（経営学修士）課程修了

アレルギー診断システムの開発、食品の機能性に関する研究

日本アレルギー学会、世界アレルギー機構 (WAO)、日本栄養食糧学会、食品機能研究所、日本食品科学工学会

の 公 表 3．「大学生における少子化問題と諸因子との関連～少子化への関心ならびにそれに伴う諸状況（第2報）」
    精華女子短期大学紀要39号　共著

　

昭和44年　久留米大学医学部卒業

高齢者の骨折の治療法の臨床開発研究

栄養教育における行動科学的研究
正しい食生活習慣を身につけるための理解しやすく、且つ日常生活のなかで食生活改善に利用可能な栄養教育用教材の開発。食生活全般
の改善事項の考察。日常食生活において、実行可能な食生活改善のための栄養教育内容とその方法の立案。

日本調理科学会九州支部幹事、日本家政学会九州支部幹事、日本栄養改善学会、日本調理科学会、日本家政学会
日本公衆衛生学会、日本栄養士会、福岡県栄養士会

1. 福岡県の家庭料理　-福岡志賀島地域における家庭料理の特徴-平成２７年　日本調理科学会特別研究報告集

2. 「次世代に伝え継ぐ日本の家庭料理」聞き書き調査報告 平成２６年度日本調理科学会特別研究報告集　共著

日本整形外科学会、西日本整形･災害外科学会、日本骨折治療学会



教員名 武　部　幸　世 所属
生活科学科
食物栄養専攻

職名 准教授 学　位 人間環境学修士

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

論文

１）「女子学生の食行動改善に対するセルフ・エフィカシー尺度の作成と食行動変容ステージ

　　との関係」,日本栄養・食糧学会　2010年5月
２）「食物アレルギーとその対応食について」,共著,精華女子短期大学研究紀要,第39号,2013年3月

３）「女子高校生の食の現状について」,共著,精華女子短期大学紀要,第40号,2014年3月

報告

１）「中学－高校－短大の連携事業を通したキャリア教育に関するシンポジウム報告」,共著

    短期大学コンソーシアム九州紀要,Vol.1,2011年3月

研究ノート

教員名 阪　田　直　美 所属
生活科学科
食物栄養専攻

職名 講師 学　位 教育学修士

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

教員名 渡邉　智美 所属
生活科学科
食物栄養専攻

職名 講師 学　位 修士（人間環境学）

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

教員名 益　田　玲　香 所属
生活科学科
食物栄養専攻

職名 助教 学　位 栄養科学博士

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

１）「精華女子短期大学生の学びと学生生活に関する研究」,共著,精華女子短期大学研究紀要,第41号,2015年3月

研究成果
の 公 表

学会発表
１）「女子学生の食行動改善に対するセルフ・エフィカシー尺度の作成と食行動変容ステージ
　　との関係」,日本栄養・食糧学会　2010年5月

平成13年　福岡教育大学大学院教育学研究科家政教育専攻修了

栄養学・栄養教育・食品の機能性に関する研究　　食育の情報発信とその方法及びメニュー考案について

日本栄養改善学会、日本健康科学学会、日本健康教育学会、日本食品科学工学会、日本栄養士会
福岡県栄養士会

学術論文
1)栄養教育実習に関する研究.精華女子短期大学研究紀要,第38号,2012年 (単著）
2)食物アレルギーとその対応食について.精華女子短期大学研究紀要,第39号,2013年（共著）
3)女子高校生の食の現状について.精華女子短期大学研究紀要,第40号,2014年（共著）
4)機能性パン作りに関する研究．精華女子短期大学研究紀要，第42号，2016年（共著）
5)女子学生のハチミツに対する食意識調査及び活用方法について． 精華女子短期大学研究紀要，第42号，201年（共著）
6)栄養教育実習の取り組みについて．精華女子短期大学研究紀要，第42号，2016年（共著）
7)機能性パン作りに関する研究．日本食品科学工学会誌．2015年（共著）
8)女子学生のハチミツに対する食意識調査及び活用方法について.日本栄養改善学会誌．2015年（共著）

学会発表
1)機能性パン作りに関する研究．日本食品科学工学会．2015年．8月
2)女子学生のハチミツに対する食意識調査及び活用方法について.日本栄養改善学会．2015年．9月

公開講座
1) 食育学習会．春日中学校．2012年11月
2)「食物とアレルギーについて」（社団法人全国栄養士養成施設協議会後援，2012年12月）
3) 食に関する指導．お弁当の日．春日中学校．2013年3月
4)「親子食育講座」（一般社団法人全国栄養士養成施設協会後援，2013年8月）
5）食育学習会．春日中学校．2013年11月
6）食に関する指導．お弁当の日．春日中学校．2014年3月
7)「親子食育講座」（公益社団法人日本フードスペシャリスト協会後援，2014年8月）
8) 食育学習会．春日中学校．2014年12月
9）食に関する指導．お弁当の日．春日中学校．2015年3月
10)彩り豊かにバランスの良い食事～お弁当づくりを通して～．公益社団法人　福岡県栄養士会．2015年9月
11)食育学習会．春日中学校．2015年11月
12)食に関する指導．お弁当の日．春日中学校．2016年3月

平成18年3月　福岡女子大学大学院人間環境学研究科栄養健康科学専攻修士課程修了

平成17年　九州大学大学院人間環境学府行動システム専攻修士課程修了

「食行動に関する研究」食行動変容の起因要因について研究

日本栄養士会、日本栄養改善学会、日本栄養・食糧学会、健康支援学会、産業栄養指導者会

学術論文
１  女子高校生の食の現状について（共著）：精華女子短期大学研究紀要 第40号

調理学実習の調理技術の向上と実践及び教育効果

日本調理科学会

学会発表
1) 「廃棄パンの再資源化へのプロテアーゼの応用」,日本調理科学会,2010年8月,共同
2) 「調理実習の教材改善の試み」,日本家庭科教育学会,2014年6月

紀要
「廃棄パン再資源化へのプロテアーゼの応用」,福岡女子大学人間環境学部紀要第41巻,2010年3月,共著

平成21年　中村学園大学大学院栄養科学研究科博士課程修了

生活習慣病の危険因子と食事・運動療法、スポーツ栄養に関する研究

日本透析医学会、日本総合健診医学会、日本栄養士会、福岡県栄養士会



教員名 原　菜　月 所属
　生活科学科
　食物栄養専攻

職名 助手 学　位 健康科学修士

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

教員名 福永　純 所属 食物栄養専攻 職名 助手 学　位 学士（食生活健康）

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

教員名 横大路　麻希子 所属 食物栄養専攻 職名 助手 学　位 短期大学士（食物栄養）

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

教員名 安藤　舞香 所属 食物栄養専攻 職名 助手 学　位 学士(健康栄養学科)

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

教員名 庄　野　千　鶴 所属
生活科学科
生活総合ビジネス専攻

職名 教　授 学　位 博士（農学）

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

平成26年　至学館大学大学院健康科学研究科健康学科専攻修了

発酵食品の機能性、食品微生物学、食品衛生学

日本食品微生物学会

西九州大学　健康福祉健康栄養学科　卒業

栄養教育について

平成11年　精華女子短期大学生活科学科食物栄養専攻卒業

食品の加工について

学会発表
　1)「甘酒づくりにおける麹菌や米の種類および醗酵条件等の検討」,共同,第34回日本食品微生物学
　　　会学術総会,2013年10月

活水女子大学健康生活学部食生活健康学科

小学生の朝食について

平成12年　九州大学大学院博士後期課程農学研究科農政経済学専攻単位取得後退学

食料消費分析・農産物貿易

九州農業経済学会、日本フードシステム学会

1)事例研究報告:インターンシップをとおした学修効果測定に関する一考察,共著,平成28年,精華女子短期大学研究紀要第42号
2)カリキュラムマトリックスによる学修成果のビジュアル化について（報告書）,共著,平成27年,精華女子短期大学研究紀要第41号
3)寄稿：「精華女子短期大学・アクティブ・ラーニングとその評価への取り組み」,平成26年,一般財団法人全国大学実務協会会報 第12
号pp7
4)生活総合ビジネス専攻におけるインターンシップの取組,共著,平成25年,精華女子短期大学研究紀要第39号
1)委託研究：こんにゃく健康パウダー「コンジャック・パウダーの開発研究事業」,平成20年, 福岡県産炭地域振興センター新産業創造
等基金支援事業
2)九州創発塾2009～7つのシナジーが切り拓く未来へ～第３回佐賀大会,中小企業基盤整備機構九州支部特別講演『ソフトパワーで繋ぐ新
しい九州』　パネリスト,平成21年,主催:九州創発塾（佐賀新聞社,南日本新聞社,西日本新聞社,長崎新聞社,熊本日日新聞社,大分合同新
聞社,宮崎日日新聞社）,場所:佐賀市マリトピア

【主な著書・論文】
　ＷＴＯと国際乳製品貿易,2001,農林統計協会
　グローバル経済下の地域構造, 2001, 九州大学出版
　Will China's Diet follow Western Diets ?, 2000, Agribusiness,Vol.16/Number3
　現代経済システムの諸問題,九州大学出版
　パソコン・ビジネス文書処理,嵯峨野書院



教員名 芝　木　儀　夫 所属
 生活科学科
 生活総合ビジネス専攻

職名 教授 学　位 学術博士（九州大学）

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

教員名 井　浦　順　二 所属
 生活科学科
 生活総合ビジネス専攻

職名 教授 学　位 文学士

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

教員名 渡　邊　和　明 所属
生活科学科
生活総合ビジネス専攻

職名 講師 学　位
    教育学修士
　　公共政策学修士

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

印刷学、色彩学、口腔画像情報科学・
　顔貌画像の物理的な特徴を画像解析し心理物理評価との関係を明らかにすることに関心を持つ。また、色彩学の教育研究のために東ア
ジアと西ヨーロッパの美術・デザイン資料を取材・収集している。さらに最近は印刷技術史の調査研究を行っており、西洋音楽の印刷楽
譜について印刷工学的なアプローチを試みている。

日本口腔科学会、日本顔学会、日本印刷学会、日本歯科放射線学会、日本観光ホスピタリティ教育学会

１）「楽譜印刷の歴史を考える―初期の楽譜用活字から細分活字まで―」（共著）（論文）
     日本印刷学会誌　第52巻　第5号405-422頁，2015年11月（一般社団法人日本印刷学会発行）

２）「インターンシップをとおおした学修効果測定に関する一考察」（共著）（事例報告）
     精華女子短期大学研究紀要　第42号77－86頁、2016年3月（精華女子短期大学発行）

山口大学文理学部文学科

英語学

福岡県高等学校教育研究会　顧問

昭和54年　千葉大大学院工学研究科印刷工学専攻修士課程修了

英語道場（文法問題集・非売）
授業の充実に関する研究（共同研究）
修学旅行の新しい形を求めて（共同研究）

九州大学人間環境学府教育システム専攻修士課程修了

教育社会学・高等教育セクターにおける職業教育・キャリア教育の特質に関する研究

日本教育社会学会,日本インターンシップ学会(理事:平成21年10月～平成25年9月,九州支部運営委員幹事:平成25年10月～現在に至る),日
本高等教育学会,日本産業教育学会,教育目標・評価学会,九州教育学会,九州教育社会学会

研究成果
の 公 表

学術論文
1)白坂正太,渡邊和明「大学生のボランティア活動を契機としたサービス・ラーニングに関する一考察：子どもの遊び 支援活動における
大学生のキャリア形成に着目して」(共著),精華女子短期大学紀要42号,2016年3月
2)井邑智哉,三好伸幸,渡邊和明「品格がWell-beingに及ぼす影響過程―自分らしくある感覚（本来感）からの検討 ―」(共著),精華女子
短期大学紀要42号,2016年3月
3)渡邊和明「ビジネス系短期大学における学習成果と階層的分類」(単著),精華女子短期大学紀要41号,2015年3月
4)渡邊和明「専門学校における資格・検定の今日的意義に関する研究-職業教育・キャリア教育を視点として-」(単著),九州大学大学院
教育学コース院生論文集『飛梅論集』第15号,2015年3月

報告書
1)庄野千鶴,芝木儀夫,渡邊和明,張景泰「インターシップをとおした学修効果測定に関する一考察」(共著),精華女子短期大学紀要42
号,2016年3月
2)庄野千鶴,芝木儀夫,渡邊和明,熊田亜矢子「カリキュラムマトリックスによる学修成果のビジュアル化について」(共著),精華女子短期
大学紀要41号,2015年3月

社会活動等
1)平成27年度共同研究分担者「産学連携型ゼミナール活動における社会人(基礎)力形成に向けての取り組みについて-ソーシャルメディ
アを利用した事業実践型ゼミナールへの試み」共同研究機関:九州情報大学,2015年6月
2)平成27年度「新任教員研修」講師,一般社団法人福岡県専修学校各種学校協会主催,2015年8月
3)平成26 年度文部科学省委託事業「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進事業」九州大学(代表：吉本圭一)　実証講座
評価委員,2015年11月

研究助成
1)平成24年度科学研究費補助金 奨励研究(課題番号:24907030)  題目:「専門学校における国家資格・民間検定の目的と意義に関する研
究」
2)日本インターンシップ学会「平成20年度高良記念研究助成」,平成20年10月
3)財団法人専修学校教育振興会「教員国内派遣研修研究助成」,平成20年4月



教員名 金　戊丁 所属
 生活科学科
 生活総合ビジネス専攻

職名 講師 学　位 修士（経営学）

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

教員名 緒　方　まゆみ 所属 専攻科 職名 教授 学　位 家政学士・福祉経営学士

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

教員名 角　　　眞由美 所属 専攻科 職名 准教授 学　位

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

教員名 大川絹代 所属 専攻科 職名 準教授 学　位 修士（教育学）

最終学歴

研究分野・
テ  ー  マ

学会活動

研究成果
の 公 表

西南学院大学大学院経営学研究科博士後期満期退学

観光経営学、観光社会学、都市観光の活性化

東アジア学会、福岡デザインリーグ

著書
「九州経済白書2013：アジア最前線～九州のグローバル戦略」（2013）九州経済調査協会

研究報告書
「福岡・九州の観光側面からみた釜山の観光資源と魅力性」（2012）韓国釜山発展研究院
「都市観光の側面からみた持続可能な福岡の観光資源とその魅力性」（2013）福岡アジア都市研究所
「九州の地方都市における国際観光」
「東北アジアクルーズ市場と都市観光の活性化」（2013）東アジア学会
「国際間都市観光における北九州市の現況と問題点」（2014）東アジア学会
「九州の地方都市における国際観光」（2015）福岡大学寄付研究連携「新殖産研」講座

日本社会福祉学会、日本ソーシャルワーク学会

学会発表
「知的障害者施設の日常生活における自己選択・自己決定に関する調査」
                  日本社会福祉学会発表論文、進藤啓子、大川絹代
著書
「養護原理」ナカニシヤ出版、2010、　昇地勝人、進藤啓子、田中麻里　編
第８章　執筆担当
「社会的養護内容」ナカニシヤ出版、2013、昇地勝人、進藤啓子、田中麻里　編
第１０章　執筆担当

介護福祉学会、地域福祉学会、介護福祉教育学会、生活支援学会、日本在宅ケア学会

学術研究
○「三短大介護職実践セミナー報告会実施の意義＝一年課程の介護福祉士養成施設三短大合同に
　　よる介護職実践セミナーの教育的効果＝」（共著）
    第２１回日本介護福祉教育学会　平成２６年８月
○「介護職実践セミナー開催による学生の成長と指導指針」（共薯）
 　  精華女子短期大学研究紀要　第４１号，pp４１～５０，平成２７年３月

鳴門教育大学大学院(修士課程)学校教育研究課障害児教育専攻修了

障害児・者支援、権利擁護に関する研究。

平成19年　日本福祉大学福祉経営学部医療・福祉マネジメント学科卒業

介護過程の展開方法
　より良い介護をするために、もっとも大事な介護過程を、どのように展開していくことが利用者のQOL
　向上に必要なのかを研究する。利用者理解のために必要なこと、自己覚知力・コミュニケーション能力
　・アセスメント力・プランニングから評価・考察力の総合マネージメント能力の構築を学生に教授して
　いく。

日本介護福祉教育学会、日本介護福祉学会、日本医療保育学会、日本生活支援学会

学会発表　「キャリア教育と職業教育の評価」～PCFキャリア形成プログラムの取り組み～
          （共同研究）　平成23年度全国教職員研究会　　別府コンベンションセンター 2011年11月
本学研究紀要掲載（第38号）
　　　　　　「1年課程の介護福祉士養成施設におけるPCFキャリア形成プログラムの取り組み」
          （共同研究）
本学研究紀要掲載（第39号）
　　　　　　「『介護過程の展開』の教授法に関する一考察～新カリキュラム後の学生の変化～」
本学研究紀要掲載（第41号）
 「地域コミュニティーとの関わりにおける学びと有意性について」
  ～「出前せいかよかよか倶楽部」活動を通して～

平成9年　NHK学園高等学校卒業

介護学、福祉学、介護技術学、生活支援学
　介護福祉士としての専門性の探求。人が生まれ人生の終焉となるまでにその人らしく生きるとは、
　人としての尊厳を支える介護とは何か。その人らしい日常生活を支援するにはどのような知識と
　技術が必要なのか、より良い介護福祉士の育成をテーマとし取り組んでいる。


