
教員紹介 
 

ﾌﾘｶﾞﾅ ヤマモトヤエコ 

氏  名 山本八重子 

職名 特任教授 

学位 学士（教育学） 

所属学科 幼児保育学科 

専門分野 国語科教育 

主な担当科目 文学、国語表現法、人間研究、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 

 

【研究業績】 

（教育論文） 

「谷崎潤一郎の女性観について」昭和47年1月 熊本大学教育学部国語科 

「自分のよさを発揮し主体的な読み手が育つ国語科学習」 平成6年3月 八代市教育 

委員会 

（共著）「説明文重要教材の授業展開」 昭和60年3月 明治図書出版  

（共著）「文学教材の授業選集」 昭和61年10月 明治図書出版 

 

【業務上の実績】 

日本国語教育学会熊本支部研究会分科会助言（平成20年） 

熊本県小学校国語教育研究大会分科会助言（平成22年） 

九州小学校国語教育研究大会分科会助言（平成22年） 

熊本県学校図書館研究大会分科会助言（平成22年） 

九州地区学校図書館研究大会福岡大会分科会助言（平成23年） 

八代市教育研究所教育論文・教育実践記録審査員（平成20年～平成22年） 

八代市立図書館童話発表大会審査員（平成20年～平成26年） 

 

【社会活動等】 

八代市立代陽小学校学校評議員          平成22年4月～現在 

八代市協働のまちづくり条例検討委員会副会長 平成27年8月～平成29年8月 

八代市公平委員会委員                平成27年10月～現在 

八代市共同募金委員会「審査委員会」委員    平成31年3月～現在   

 

【所属学会】 

日本国語教育学会会員 

熊本大学教育学部国文学会会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

主な担当科目 
体育実技、体育講義、こどもの遊びと運動学、保育内容（健康）、こどもと健康、 

障がい総論 

主な研究業
績、職務上の
実績、社会活

動等 

 
【研究業績】 
論文 
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） 

 

【職務上の実績】 

陸上競技サークル顧問（平成23年〜平成28年） 
ソフトテニスサークル顧問（平成25年～平成28年） 
フィットネスサークル顧問（平成29年～） 
 
【社会活動等】 
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長（平成26年～） 
ギラヴァンツ北九州 サッカーを活用した健康づくり講座（主催：北九州市）「自身の“カラダ”を
知り運動しよう ！ 体力測定と運動に関する知識について」講師(令和2年2月) 
熊本市立保育園職員専門能力向上研修「第2回初任前期保育士研修会」講師(令和1年9月) 

くまもと県民カレッジ講座「キャンパスパレア」講師(令和1年8月) 

熊本県シルバー人材センター連合会「保育補助講習」講師(令和1年8月) 

熊本大学教員免許状更新講習 講師(令和1年8月) 

くまもと未来創生会議（有識者として出席）(平成31年3月) 
ギラヴァンツ北九州 サッカーを活用した健康づくり講座（主催：北九州市）「スポーツの前に自
身のカラダを知ろう，体力測定と運動に関する知識について」講師（平成31年1月） 
ギラヴァンツ北九州 サッカーを活用した健康づくり講座（主催：北九州市）「あなたの体は大
丈夫？〜ロコモ度，サルコペニアのチェックとその対策〜」講師（平成30年2月） 
八代市鏡町地域社協 健康支援教室 測定会・講話「ロコモ度テストとロコモ予防について」講
師（平成29年11月） 

 



教員紹介 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ タナベ  ヒロコ 

氏  名 田邊  裕子 

職名 准教授 

学位 学士（芸術） 

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、こどもと表現、こどもの音楽遊び 

主な研究業
績、職務上の
実績、社会活

動等 

 
【研究業績等】 
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』共編（杉並会議2013年2月  音
楽之友社） 
論文 
幼児の歌唱活動を中心とした音楽表現の実践」単著（中九州短期大学論叢第40巻第2号
2018年2月） 
「音楽療法の意義」中九州短期大学論叢第40巻第2号 2018年2月（共著） 
（演奏） 
しらぬい作陽の会主催ヴォーカルコンサート（ソプラノ独唱）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」主催演奏会（研究演奏〔ピアノ〕及び研究指揮）出演
（東京都、岐阜県、静岡県、大阪府、滋賀県、岡山県、山口県、九州各県 1992年6月～現在 
泉の会主催ヴォーカルコンサート（ソプラノ独唱）出演（八代市厚生会館／パトリア千丁1994
年6月～1997年10月） 
八代少年少女合唱団主催クリスマスコンサート（ソプラノ独唱）出演（やつしろハーモニーホー
ル 2002年12月、2013年12月） 
声楽発声研究所カリオペくまもと主催第27回クリスマスコンサート（ソプラノ独唱）出演（ギャラ
リーキムラ 2014年12月） 
八代演奏家協会主催第38回定期演奏会（ソプラノ独唱）出演（やつしろハーモニーホール
2015年2月） 
 

【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） 
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） 
八代市小学校音楽教育研究会夏期研修会  講師（2009年8月、2017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～2016年7月） 
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～2016年11月） 
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および育児講座  講師（2016年6月、2017年11月） 
いずみ保育園職員研修会  講師（2016年7月～現在に至る） 
いずみ保育園うたの広場（園児のための歌唱指導）  講師（2016年7月～現在に至る） 
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～現在に至る） 
八代市千丁子育て支援センター育児講座 講師（2016年12月～2019年11月） 
中九州短期大学公開講座 講師（2016年12月、2018年2月、2018年12月、2019年2月） 
 
【所属学会】 
全国大学音楽教育学会 
全国児童合唱指導者の会「杉並会議」 
熊本県少年少女・児童合唱連盟  
 



教員紹介  
 

ﾌﾘｶﾞﾅ イケガミ ユミ 

氏  名 池上 由美 

職名 講師 

学位 修士（環境共生学） 

所属学科 幼児保育学科 

専門分野 環境学 

主な担当科目 
保育内容研究【環境】、こどもと環境、こどもの健康と安全、 

基礎ゼミ、キャリアスタディなど 

主な研究業績、
職務上の実績、
社会活動等 

【研究業績】（論文） 

・ 保育所の5歳児クラスにおける歩数と生活時間との関連（小児保健研究 第78巻 第4

号 p354－365） 共著（令和元年） 

・ 幼稚園教諭・保育士養成課程の学生における生活習慣と体格，食生活との関連（平成

音楽大学紀要 14（1・2） p93－100） 単著 （平成27年） 

・ 一地域住民における副菜摂取頻度と健康・食生活との関連（日本食生活学会誌 第25

巻 第3号 p161－170） 共著 （平成26年） 

・ 活動量計とTwitterを併用した生活介入が身体活動量に与える影響－無作為割り付

け介入試験（体力科学 第62巻 第4号 p293－302） 共著 （平成25年） 

・ 女子大生における味覚感度と食物摂取状況ならびに食生活との関連（日本食育学会

誌 第6巻 第4号 p351－357） 共著（平成24年） 

・ 新しいゲーム機能付き活動量計で得られる日常生活時の歩数と身体活動量に関する

検討（トレーニング科学  第24巻 第2号 p193－201）共著（平成24年） 

・ ゲーム機能付き活動量計を用いた生活介入が身体活動量に与える影響 : 無作為割

り付けクロスオーバー試験（体力科学  第61巻 第3号 p335－341）共著（平成24年） 

・ 大学生における調理に対する意識の現状と料理教室参加後の調理に対する意識およ

び調理技術の変化（日本食生活学会誌 Vol．22 No．4 p308－314）共著（平成24年） 

・ 幼児における身体活動・生活時間と食物摂取状況の実態調査（保育と保健第18巻 第

1号 p35－40）共著（平成24年） 

・ 女子大生における味覚感度の現状と「だし」の嗜好性（栄養学雑誌Vol．69 No．1 p10

－19）共著（平成23年） 

 

【職務上の実績、社会活動等】 

・ 熊本市乳幼児ママ・パパ教室 「子育てと食生活について」講師 令和2年2月 

・ 熊本県情報提供センター くらしのセミナー「あなたの食生活を確認しましょう」 

令和2年2月 

・ 熊本県情報提供センター くらしのセミナー「糖尿病にならないために」 平成31年 1
月 

・ 保育士特例制度講習会「保健と食と栄養（分担；食と栄養）」講師 平成28・29年度 

・ 熊本地震における避難所（聴覚障がい者）での健康体操指導 平成28年 5月 

・ 熊本県難聴中途失聴協会総会 ストレッチ実技と講和 平成22年 4月 

・ 「お魚カレンダー」旬の魚の栄養に関するコメント提供 平成22年 

・ 熊本魚商組合 ストレッチ実技と講和 平成21年 6月 

・ 熊本日日新聞掲載小中学生新聞「食事のバランスって何だろう？」 平成18年8月 

・ 農薬に関するリスクコミュニケーションパネラー 平成17年10月 

・ 子育て支援 栄養相談業務 平成16－19年 

 

 

 

 



教員紹介 
 

ﾌﾘｶﾞﾅ モリモト  ナオキ 

氏  名 森本  直樹 

職名 専任講師 

学位 学士（芸術学） 

所属学科 幼児保育学科 

専門分野 造形 

主な担当科目 

幼児造形、子どもの造形遊び、保育内容（生活と表現Ⅱ） 

教育実習指導、保育実習指導、基礎ゼミ、キャリアスタディ、 

卒業研究 

主な研究業績、
職務上の実績、
社会活動等 

【研究業績】 

論文 

・「イラストによるコミュニケーション能力の教材開発」 

 京都造形芸術大学卒業制作・論文集 H28.3  

・「短期大学学生の「造形表現」に関する研究」 

   中九州短期大学論叢第40巻第１号H29.9共著 pp63-68. 

・「幼児期における協同活動としての絵画制作の検討」 

  中九州短期大学論叢第40巻第2号H30.2単著 pp54-65. 

・「「１０の姿」に着目した紙芝居の分類と活用（１）ー幼少接続から考えるー」 

  中九州短期大学論叢第41巻第２号H31.3 共著 pp41-49. 

・「「１０の姿」に着目した紙芝居の分類と活用（２）ー幼少接続への考察ー」 

  中九州短期大学論叢第42巻第1号R1.9 共著 pp31-39. 

研究ノート 

・「「１０の姿」に着目した紙芝居の製作」ー幼少接続への展開ー」 

中九州短期大学論叢第42巻第２号R2.2 共著 pp27-37. 

その他 
・（高校生（美術）の指導） 

 平成26年度熊本県高文連美術展絵画部門（優秀賞） H26.12 

・（高校生（コンクール）の指導） 

 平成27年度熊本県主催・木造住宅設計コンクール（優秀賞） H27.2 

・第72回熊本県美術協会展 TKU賞受賞 H29.8 

・第73回熊本県美術協会展 協会賞 H30.8 

・熊本県美術協会会友推挙 H30.8 

・第74回熊本県美術協会展 会友賞 R1.9 

・熊本県美術協会会員推挙 R1.9 

【職務上の実績】 
・平成３０年度学生課長 
・平成３０年度（第２８回）熊本地区大学・高専学生部連絡会議長 
・令和元年度学生課長 
【社会活動等】 

・福岡県田川市においての社会学習活動（イラストによる教材の実演及び講師） 

H29.11〜R１.12 

・八代市工業振興協議会、第21回八代こども科学フェア出展、体験ブース実施 

H30.1〜R２.1 

・八代市立代陽幼稚園創立130周年記念事業依頼協力（地域貢献活動） 

（園児が描いた描画を壁画にする製作活動）R1.10  

 

 



教員紹介 
 

ﾌﾘｶﾞﾅ ナカゾノヒロフミ 

氏  名 中園 博文 

職名 講師 

学位 修士（心理臨床学） 

所属学科 幼児保育学科 

専門分野 臨床心理学 

主な担当科目 

こどもと人間関係        こどもの発達障害    こども家庭支援の心理学 

こどもの理解と援助       特別支援教育論 

保育内容【人間関係】      保育現場の人間関係 

主な研究業績、
職務上の実績、
社会活動等 

【研究業績】 

・父親像に関する研究【学位論文】障害のある子どもの父親であること 

鹿児島純心女子大学大学院心理臨床相談センター紀要pp.77～84 

・自閉性障害が疑われる女児に対するアセスメント面接 

鹿児島純心女子大学大学院心理臨床相談センター紀要pp.77～84 

・通所事業所における施設職員へのコンサルテーションの実際-暴言・悪
態を主訴とするダウン症の女児への変化を通して- 

鹿児島純心女子大学大学院人間科学研究科紀要第13号pp.13～21 

・.保育園での気になる子どもの支援と保護者への対応について 
－発達検査を用いた事例を通して 

鹿児島純心女子大学大学院人間科学研究科紀要第13号pp.23～31 

 

【社会活動等】 

・鹿児島県療育等支援事業 平成27年4月～令和2年3月まで 

・姶良市特別支援連携協議会委員 平成30年4月～令和2年3月まで 

・姶良市就学相談会専門員 平成30年7月 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



教員紹介 
 

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾔｶﾍﾞ ﾖｳｲﾁ 

氏  名 矢ヶ部 陽一 

職名 講師 

学位 修士（健康福祉学） 

所属学科 幼児保育学科 

専門分野 ソーシャルワーク、社会福祉学 

主な担当科目 
社会福祉、子ども家庭福祉、子ども家庭支援論、子育て支援、障害総論 

保育実習指導Ⅰ・Ⅲ、保育実習Ⅰ・Ⅲ、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 

 

【研究業績】 

（主な論文）                                            

・単著（2018）「中高年齢に至るひきこもり概念に関する一考察－ソーシャルワーク実

践対象としての検討－」『九州社会福祉研究』第43号，17-31． 

・単著（2019）「長期・高齢化傾向にあるひきこもりの生活問題についての一考察 

－ソーシャルワーク実践の視点による検討－」『中九州短期大学論叢』第41巻２号

61-75． 

・共著（2019）「中高年齢のひきこもりに伴う生活困難に関する一考察－狭間概念に

よる一事例の分析－」『西九州大学健康福祉学部紀要』第48巻，1-7． 

・共著（2020）「保育者養成系短期大学生のストレス対処の特徴－コーピング尺度を

用いて－」『中九州短期大学論叢』第42巻２号，17-26． 

 

（学会発表等） 

・共同(2014) 「ケースワーカーとして自死問題に関わるとき－支援の際に考慮するこ

と－」『季刊公的扶助研究』第234号，50-51． 

・単独(2015) 「医療保護入院に至る受診経路の構造～医療保護入院届の分析から

～」『精神保健福祉』103号（郡山市），218-219． 

・単独(2016)「九州地方における精神保健福祉指標の比較考察の試み～精神保健

福祉資料（平成24年度6月30日調査）より～」『精神保健福祉』107号（下関市），227-

228． 

・単独(2019)「中高年齢のひきこもりにある人々の生活困難の構造に関する考察 

－生活困難事象の仮説として－」『日本社会福祉学会九州地域部会第60回研究大

会要旨集』（北九州市立大学），40-41． 

 

（著書） 

・分担執筆（2019）「第７章 子育て支援における職員連携の方法」西尾裕吾監修 

『保育の協働性を高める「こども家庭支援」「子育て支援」』晃洋書房，199-204． 

・分担執筆（2019）九州社会福祉研究会編『第２版 21世紀の現代社会福祉用語辞
典』学文社． 

 

【社会活動】 

・八代市子ども・子育て会議委員（平成31年２月～現在に至る）。 

・公益社団法人佐賀県社会福祉士会生涯研修「基礎研修Ⅰ・Ⅱ」 ソーシャルワーク
理論系科目講師（平成30年度～現在に至る）。 

 

 

 



教員紹介 
 

ﾌﾘｶﾞﾅ コレトウ ヤスヒロ 

氏  名 惟任 泰裕 

職名 専任講師 

学位 修士（教育学） 

所属学科 幼児保育学科 

専門分野 教育史、教育学 

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、 

保育・教職実践演習（幼稚園） 

主な研究業績、
職務上の実績、
社会活動等 

【研究業績】 

論文（単著） 

「東京商科大学の入学者選抜制度の歴史」神戸大学教育学会編『研究論叢』第22 
号、2016年6月、3～14頁。 

 

「戦前期の東京商科大学予科における英語入学試験問題：その特質と受験生に求

められた英語学力」日本英語教育史学会編『日本英語教育史研究』第32号、2017

年5月、25～46頁。 

 

「斎藤公子の保育実践に関する一考察」神戸大学大学院人間発達環境学研究科

教育科学論コース編『教育科学論集』第21号、2018年3月、15～25頁。 

 

研究ノート（単著） 

「学習指導要領改訂にみる戦後日本の英語教育史」神戸大学大学院人間発達環

境学研究科教育科学論コース編『教育科学論集』第20 号、2017年3月、１～12頁。 

 

【職務上の実績】 

兵庫県立総合衛生学院非常勤講師（「教育学」2017年9月～12月） 

八代看護学校非常勤講師（「教育学」2018年5月～現在） 

 

【社会活動等】 

日本英語教育史学会幹事（2017年5月～現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



教員紹介 
 

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾀﾅｶ   ﾕｳﾔ 

氏  名 田中 優也 

職名 助教 

学位 修士（幼年教育） 

所属学科 幼児保育学科 

専門分野 幼児保育 

主な担当科目 保育内容【言葉】、こどもの保健、保育実習指導 

主な研究業績、
職務上の実績、 

【研究業績】 

 

（論文） 

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」の分析よりー 平成25年3月 中九州短期大学
論叢 第35巻1号 

 

保育所実習指導の実態と課題に関する検討―Y市における調査をもとにしてー平成
30年3月 上越教育大学大学院教育研究科修士論文 

 

（著書） 

「理系のための教育実習ガイド」（共著，近代学生物理工学部教職課程発行） 平成
30年3月 

 

 

【職務上の実績】 

 

高田東部保育園（平成23年4月〜平成28年3月） 

 

国立大学法人 上越教育大学附属幼稚園 保育指導員（平成29年4月〜平成30年3
月） 

 

 

 


