
ﾌﾘｶﾞﾅ カナイ　マサヤス

氏　名 金井　昌康

職名 教授

学位 学士（教育学）

所属学科 幼児保育学科

専門分野 国語

主な担当科目
国語表現法
人間研究

主な研究業
績、職務上の
実績、社会活

動等

八代市立日奈久中学校（心の教室相談員）（平成10年～平成12年）

中九州短期大学公開講座
講師「生・死・縁-金子みすゞの世界にふれる-」（平成20年2月）

八代市八千把校区　人権教育
講演「一人一人の命を大切に　～津森小学校遭難に学ぶ～」

津森小学校遭難慰霊碑建立実行委員

「津森小学校修学旅行遭難記録」発刊

教員紹介



ﾌﾘｶﾞﾅ ヤマグチ　マサズミ

氏　名 山口　昌澄

職名 教授

学位 博士（学術）

所属学科 幼児保育学科

専門分野 発達心理学・教育心理学

主な担当科目

保育の心理学Ⅰ・Ⅱ
保育内容（生活と人間関係）
保育臨床相談
こどもの発達障害

主な研究業
績、職務上の
実績、社会活

動等

■研究・著書■（過去5年）
・よくわかる青年心理学-第2版-（共著：2015年3月 ミネルヴァ書房）
・新しい心理学のアプローチ（共著：2014年12月 保育出版社）
・新・青年心理学ハンドブック（共著：2014年1月 福村出版）
・人間関係（実践 保育内容シリーズ2）（共著：2014年9月 一藝社）
・青年期女性における自己（価値）形成に関する研究―父娘関係（父親からの影響度）という視点
   によせて（2014年5月 中九州短期大学論叢，第36巻1号）
・八代市における就学前子育てニーズと支援についての一考察（その１）－「八代市次世代育成
   支援に関するニーズ調査」の分析より―（共著：2013年3月 中九州短期大学論叢，第35巻1号）
・学士力を支える学習支援の方法論（共著：2012年12月 ナカニシヤ出版）
・学びと教えで育つ心理学‐教育心理学入門-（共著：2011年3月 保育出版社）
・カウンセリング心理学（共著：2011年4月 おうふう出版）
・自己心理学の最先端―自己の構造と機能を科学する（共著：2011年2月 あいり出版）　他

■学会・社会活動等■（過去5年）
・第58回熊本県保育研究大会第1分科会助言者（2016年2月）
・人吉市社会教育委員会PTA連絡協議会母親部会第9回家庭教育講演会講師（2016年2月）
・八代市教育委員会 外部評価委員（2015年8月～現在にいたる）
・日本青年心理学会 研究委員会委員（2015年4月～現在にいたる）
・第57回熊本県保育研究大会第2分科会 助言者（2015年2月）
・八代市個人情報保護審査会委員（2014年4月～現在にいたる）
・平成25年度 熊本県保育協会 保育士有資格者研修会 講師（2013年11月）
・八代市立保育所民間移管法人候補者選定委員会委員（2013年10月～2015年3月まで）
・第41回九州地区学生指導協議会 短期大学・高等専門学校部会 座長・司会（2013年9月）
・松橋支援学校 専門性向上研修会 講師（2013年8月）
・八代市公立保育園園長研修会 講師（2012年7月）
・八代青年会議所主催「八代市長ローカルマニフェスト検証会」運営委員（2012年4月～6月ま
で）
・八代市子ども未来課 公立保育園全体研修会 講師（2011年11月）
・くまもと県民カレッジ主催講座 講師
・大学コンソーシアム熊本 学生交流推進部会員
・大学コンソーシアム熊本 教員免許状更新講習事業部会員・必修科目　講師
・日本教育心理学会会員
・日本発達心理学会会員

教員紹介



ﾌﾘｶﾞﾅ ムラカミ　キヨヒデ

氏　名 村上　清英

職名 教授

学位 修士（体育学）

所属学科 幼児保育学科

専門分野 体育学

体育実技

体育講義

幼児体育

こどもの遊びと運動学

保育内容（生活と健康）

障がい総論

・陸上競技サークル顧問（平成23年〜）

・卓球サークル顧問（平成24年～）　　
・ソフトテニスサークル顧問（平成25年～）　　
・学生課長（平成26年～）　　
・八代市トップアスリート育成事業　八代市強化指定選手選考委員（平成26年～）　　
・代陽婦人会総会　講演　「運動と認知症予防の関係」（平成28年4月）　　

・中九州短期大学　公開講座　「自身の健康について考えてみませんか！」　（平成
27年11月）

・大学卒業時における学士力と大学体育の関係（体育・スポーツ学研究第16巻第1
号：5-15,2016）共著　（平成28年）

・大学体育における授業内容の検討 : 卓球の生理学（中九州短期大学　論叢35巻：
28-37,2013）（平成25年）
・大学体育における知識・能力の形成(9) : 卓球の生理学（中九州短期大学　論叢34
巻:18-25,2012）共著　（平成24年）
・地域在住高齢者のQOL:太宰府研（Quality of life in community- dwelling
eldery:Dazaifu Study）（健康科学（Journal of Health Science）34：45-53,2012）共著
・大学体育における知識・能力の形成(8) : フットボールの文化論（熊本大学教育学
部紀要. 人文科学 60, 163-174, 2011）共著　（平成23年）
・Regulation of muscle genes by moderate exercise.（Int J Sports Med. 2010
Sep;31(9):656-70）共著　（平成22年）
・大学体育のためのSAQ関連体力測定および評価法の検討  （大学体育学6,33-
42,2009）共著　（平成21年）
・体育実技における準備運動の活用がSAQ関連体力に及ぼす影響について（体育・
スポーツ教育研究 9(1), 5-13, 2009）共著　（平成21年）
・女子学生の椅子立ち上がりテスト成績と体力およびSAQ 能力との関係（福岡女学
院大学紀要8,45～50,2007）共著　（平成19年）
・クリティカルパワーの概念を用いた陸上競技選手の個人特性評価法（日本陸上競
技連盟陸上競技紀要17号: 30～34）共著　（平成14年）
・The relation between critical running velocity and the Results of Individual Events
during the Decathlon（ランニング学会誌 11巻: 29-33）共著　（平成12年）
 ・中学生長距離選手のランニングにおけるクリティカル速度の運動強度の指標とし
ての有用性（体育科学26巻: 36-42）共著　（平成10年）

教員紹介

主な担当科目

主な研究業
績、職務上の
実績、社会活

動等



ﾌﾘｶﾞﾅ カサノ　ケイコ

氏　名 笠野　恵子

職名 教授

学位 修士（教育学・社会福祉学）

所属学科 幼児保育学科

専門分野 社会福祉学・保育内容（方法・指導法）・教育実習・保育実習

主な担当科目

保育課程論
保育内容指導法
保育実習ⅠⅡ
保育実習指導ⅠⅡ
保育・教職実践演習

主な研究業
績、職務上の
実績、社会活

動等

■研究・著書■
・『現代福祉用語辞典』(共著、2011年3月、学文社）
・「社会的ひきこもりにおける家族支援への一考察」（単著、2008年3月、日本社会福祉学会九州部
会№4、101～110）
・「大学における高等学校福祉科教員養成のあり方に関する一考察」（単著、日本社会福祉学会九
州部会№6、2010年3月、65～74）
・「子育ての外部化における保育の質の一考察」（単著、2014年3月、九州社会福祉学年報第5号、19
～28）
・「子育ての外部化と家族機能についての一考察」-施設経営者のインタビュー調査から‐（単著、
2014年10月、九州社会福祉学年報第6号、31～39）
・「保育の外部化に関する一考察」（単著、2016年3月九州社会福祉学 (12), 79～89）
■学会・社会活動等■
・鹿児島県教育委員会主催「高校生職業選択セミナー」事業、講師（2005年1月～3月）
・鹿児島県ひきこもり家族の会支援者（2006年～2015年3月）
・第21回日本保健福祉学会学術集会、副座長(2008年、10月）
・日本福祉心理学会第7回大会、副座長（2009年、7月）
・鹿児島県主催・鹿児島県精神保健福祉会セミナー、シンポジスト（2009年1月）
・鹿児島県社会教育委員（2006年7月～2008年7月）
・鹿児島市障害者自立支援協議会委員(2008年7月～2011年3月）
・全国保育士養成協議会第14回九州ブロックセミナー実行委員、分科会司会者（2011年6月）
・全国保育士養成セミナー・第53回研究大会実行委員（2014年9月）
・第45回熊本県私立幼稚園研修大会第6分科会　保育実践「遊びの意味と育ちへのつながり」助言
者　（2016年7月）

教員紹介



ﾌﾘｶﾞﾅ ウシジマ　トヨヒロ

氏　名 牛島　豊広

職名 専任講師

学位 修士（社会福祉学）

所属学科 幼児保育学科

専門分野 社会福祉、地域福祉

主な担当科目 社会福祉、相談援助、保育相談支援、児童家庭福祉、保育実習指導Ⅰ・Ⅲ

主な研究業
績、職務上の
実績、社会活

動等

(研究業績）
・「高齢者の見守り支援の仕組みにおける個人情報と共有に関する研究」
　　2012年3月ルーテル学院大学院修士論文
・「保育士養成における保育（施設）実習事後指導の在り方について」
　　2014年3月　中九州短期大学論叢共著第36巻第1号
・「保育実習（保育所）における保護者支援の取り組みの現状と課題
　　‐保育士へのインタビュー調査から‐」
　　2015年3月　中九州短期大学論叢第37巻第1号

（社会活動）
・幼稚園教諭免許状を有するものにおける保育士資格取得特例教科目講師（相談
　支援）　2015年8月
・熊本県八代市地域自立支援協議会　2016年4月

教員紹介



ﾌﾘｶﾞﾅ ニシジマ　ノブヨ

氏　名 西島　　宣代

職名 専任講師

学位 博士（文学：北海道大学）

所属学科 幼児保育学科

専門分野
文化社会学・臨床社会学・教育相談・スクールソーシャルワーク・
教育（保育）方法

主な担当科目 保育方法論・保育内容総論・保育内容（生活と環境）・社会福祉・教育実習指導

主な研究業
績、職務上の
実績、社会活

動等

単著（2006）　『ヤマギシ会と家族―近代化・共同体・現代日本文化』慧文社
編著（2006）　『よくわかる社会調査法』大学教育出版
共著（2008）　『新版　よくわかる社会調査法』大学教育出版
共著（2007）　『よくわかる宗教社会学』ミネルヴァ書房
共著（2003）　『グリーンツーリズム』創成社出版
単著（2016）　書評「持続と変容の沖縄－沖縄的なるものの現在－」『西日本社
会学　　会14号』
単著（2015）「学校教育現場における思春期生徒の発達とその支援―相談室生
徒支援を中心に―」『福岡国際大学紀要第34号』
単著（2013）「学校教育現場における専門家導入のアポリア」『現代の社会病理
第28号』
佐賀県スクールソーシャルワーカー兼スーパーバイザー　平成23年～27年
長崎県スクールカウンセラー　平成26年～27年
長崎県佐世保市　市民協働推進委員会委員　平成26年～平成28年
長崎県佐世保市　男女共同参画審議会委員　平成22年～24年
大分市　社会福祉協議会　「短期里親」　平成15年～17年

教員紹介



ﾌﾘｶﾞﾅ カニ　ミヅキ

氏　名 可児　みづき

職名 講師

学位 修士（教育学）

所属学科 幼児保育学科

専門分野 教育学、教育制度論、教員養成、青年期教育

主な担当科目
保育原理、保育者論、教育原理、教育制度論、教育実習指導、教育実習、教職（幼稚園）・
保育実践演習

主な研究業
績、職務上の
実績、社会活

動等

単著「高等学校における『教育』関連コース等のカリキュラムに関する事例研究―教員養成
の試みとしての特徴と意義―」
『神戸大学大学院人間発達環境学研究科研究紀要』第5巻第2号、85-94頁、平成24年3月。

共著「教師―保護者間関係構築に向けた教員養成上の課題と実践―米国における試みに
当てて―」
『神戸大学大学院人間発達環境学研究科研究紀要』第5巻第2号、85-94頁、平成24年3月。

共著・寄稿「教員制度の再編と政治過程をめぐる今日的研究課題―米国における新任教員
支援・教員評価を手がかりに―」
関西教育行政学会『教育行財政研究』第40号、33-42頁、平成25年3月。

単著・寄稿「教員制度のゆくえと現在の研究動向」
日本教育制度学会『教育制度学研究』第20号、184-187頁、平成25年11月。

単著「米国都市部における教員確保を目指した新たな養成システムの意義―若年・教員志
望者の主体的な意味構成への作用に注目して―」
『関西教育学会研究紀要』第15号、1-16頁、平成27年8月。

教員紹介



ﾌﾘｶﾞﾅ タナベ　ヒロコ

氏　名 田邊　裕子

職名 専任講師

学位 学士（音楽）

所属学科 幼児保育学科

専門分野 声楽　児童合唱

主な担当科目
基礎音楽
保育内容（生活と表現Ⅰ）
こどもの音楽遊び

■研究・著書■
・少年少女のための合唱ミュージカル「うらしま太郎の鬼たいじ」（杉並会議　共編：2013
年2月　音楽之友社）
・ヴォーカルコンサート（ソプラノ）出演（熊本郵便貯金会館：1989年3月）
・全国児童合唱指導者の会「杉並会議」研修会研究伴奏及び指揮（岐阜県：1992年6月
～現在に至る）
・ヴォーカルコンサート（ソプラノ）出演（八代市厚生会館：1994年6月）
・ヴォーカルコンサート（ソプラノ）出演（パトリア千丁：1997年10月）
・全国児童合唱指導者の会「杉並会議」西部地区研修会研究指揮（下関市：1998年2月
～現在に至る）
・クリスマスコンサート（ソプラノ）出演（やつしろハーモニーホール：2002年12月）
・クリスマスコンサート（ソプラノ）出演（やつしろハーモニーホール：2013年12月）　　　他

■学会・社会活動等■
・八代少年少女合唱団　指導者（1992年4月～現在に至る）
・八代少年少女合唱団定期演奏会（伴奏および指揮）出演（八代市厚生会館：1993年4
月～現在に至る）
・ケアハウス「偕老苑」合唱クラブ　講師（1999年5月～現在に至る）
・八代市私立保育園研修会　講師（1999年7月）
・八代市小学校音楽研究会研修会　講師（2009年8月）
・八代市立金剛小学校６年生合唱講習　講師（2013年10月）
・宇土市立鶴城中学校合唱部　講師（2014年7月）
・八代市立太田郷小学校音楽部　講師（2014年7月～現在に至る）
・八代市立第六中学校合唱コンクール　審査員（2014年11月）
・八代市公立保育園職員研修会　講師（2015年5月～現在に至る）
・嘉島町立嘉島西小学校6年生合唱講習　講師（2016年3月）
・八代市立千丁小学校合唱部　講師（2016年3月）
・いずみ保育園親子レクレーション　講師（2016年6月）
・いずみ保育園職員研修会　講師（2016年7月～）
・いずみ保育園うたの広場　講師（2016年7月～）
・日本クラシック音楽コンクール声楽部門熊本予選会　審査員（2016年8月）
・全国大学音楽教育学会会員
・全国児童合唱指導者の会「杉並会議」会員
・熊本県少年少女・児童合唱連盟会員　　　他

教員紹介

主な研究業
績、職務上の
実績、社会活
動等



ﾌﾘｶﾞﾅ モリモト　ナオキ

氏　名 森本　直樹

職名 助教

学位 学士

所属学科 幼児保育学科

専門分野 造形

主な担当科目 造形、幼児造形、子どもの造形遊び、生活と表現Ⅱ

主な研究業
績、職務上の
実績、社会活

動等

・ソーシャルスキル・トレーニングの教材開発
　～よりよい人間関係を築く力を育成する支援の在り方～
　　（H27.6月～現在に至る）

・八代・宮地和紙の教材開発　　（H28.6月～現在に至る）

教員紹介
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