
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 幼児保育学部 

専門分野 国語科教育 

主な担当科目 国語表現法、文学、人間研究、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】  

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 

・「説明文重要教材の授業展開」 （昭和60年3月 共著）― 明治図書出版  

・「文学教材の授業選集」（昭和61年10月 共著）― 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） 

・熊本県大学図書館協議会当番館(令和元年～令和２年) 

・熊本県図書館連絡協議会理事(令和２年～令和３年) 

・八代市幼稚園規模適正化等審議会会長(令和３年１月～現在) 

【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～令和2年３月  

・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 

 

 



ﾌﾘｶﾞﾅ ミヤザキユキコ 

氏  名 宮崎由紀子 

職名 教授 

学位 修士(社会福祉学) 

所属学科 幼児保育学科 

専門分野 社会福祉学 

主な担当科目 こども家庭支援論、保育実習指導、社会福祉、教育実習指導 

主な業績、職務上

の実績、社会活

動等 

【研究業績】 

論文 

・地域子育て支援をめぐる動向と今後の課題(平成２１年３月 単著)―熊本学園大学修士論文 

・保育現場に親和性のある保育ソーシャルワークの理論と実践モデルに関する一考察(平成２４年１２月 共著)―

熊本学園大学論文集「総合科学」第１９巻第１号 

・保育ソーシャルワークの視点からの「子育て支援コーディネーター」に関する研究―資格・素質・養成を中心にー

(平成２５年６月 共著)―熊本学園大学論文集「総合科学」第１９号第２号 

・「熊本における保育実習指導者講習会の試行的取組み内容と課題」 

著書 

・道徳教育のフロンティア(平成２６年９月 共著)―晃洋書房 

・保育ソーシャルワークの世界(平成２６年11月 共著)―晃洋書房 

・人間ハンドブック(平成２８年１１月 共著)―福村出版 

・保育ソーシャルワーカーのお仕事ガイドブック(平成２９年１０月 共著)―風鳴舎 

・現場から福祉の課題を考える 子どもの豊かな育ちを支えるソーシャル・キャピタル(平成３０年２月 共著)―ミ

ネルヴァ書房 

・乳児保育のフロンティア(平成３０年４月 共著)―晃洋書房 

・保育・幼児教育のフロンティア(平成３０年４月 共著)―晃洋書房 

・改訂版 保育ソーシャルワークの世界(平成３０年７月 共著)―晃洋書房 

・改訂新版 子ども家庭福祉のフロンティア(令和２年４月 共著)―晃洋書房 

【所属学会】 

・日本社会福祉学会 

・日本乳幼児教育学会 

・日本保育ソーシャルワーク学会(常任理事) 

【受賞歴】 

・熊本学園大学高橋賞 

 



ﾌﾘｶﾞﾅ タナベヒロコ 

氏  名 田邊裕子 

職名 准教授・学科長 

学位 学士(芸術学) 

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、保育実習指導、保育内容【表現Ⅰ】、教育実習指導 

主な研究業績、
職務上の実績、
社会活動等 

【研究業績】 
論文 

・「幼児の歌唱活動を中心とした音楽表現の実践」(教育実践記録)(平成３０年２月 

単著)―中九州短期大学論叢第４０巻第２号 

・「音楽療法の意義」(教育実践記録)(平成３０年２月 共著)―中九州短期大学論

叢第４０巻第２号 

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2013

年2月 共編）―音楽之友社 

 

【職務上の実績】 

演奏 

・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～現在に至る） 
・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～２０１９年12月）  

・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～20２０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 

 

 

 



ﾌﾘｶﾞﾅ シオミカズナリ 

氏  名 塩見一成 

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 運動学 

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

主な研究業績、
職務上の実績、
社会活動等 

【研究業績】 

論文 

・グラウンドストロークの初心者指導に関する実践的研究(平成30年3月 共著)―高

知大学教育実践研究 32巻 

・テニスのショット動作の促発指導に関する発生運動学的研究(平成30年3月 単著)

―高知大学大学院総合人間自然科学研究科(修士課程)教育学専攻学位論文 

・サイドステップから導入するスキップ動作の段階的練習方法(令和元年12月 共著)

―日本スポーツ運動学会スポーツ運動学研究 32巻 

・保育内容【健康】の授業におけるアクティブラーニング実施による学生の運動に関す

る意識の変化(令和3年3月 単著)―中九州短期大学論叢 第43巻第2号 

 

 

著書 

・テニスプレーヤーのメンタル開発プログラム(書評)(平成10年)―大修館書店保健体

育教室1998年 第3号 

 

 

【社会活動等】 
・日本障がい者スポーツ協会 初級障がい者スポーツ指導員養成講習会 講師(平成

30年12月) 

・令和2年度熊本県シルバー人材連合会高齢者活躍人材確保育成事業保育補助講習 

講師(令和3年1月) 

・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 副委員長（令和3年

～） 

 

 

【所属学会】 

・日本スポーツ運動学会 

・日本子ども学会 

・四国体育・スポーツ学会(日本体育学会四国地域) 

・日本教育カウンセリング学会 

 

 

【受賞歴】 

・吾川郡体育指導委員功労者表彰(吾川郡体育指導委員連絡協議会) 平成16年3月 

・高知県体育指導委員功労者表彰(高知県) 平成20年11月 

・四国地区体育指導委員協議会会長表彰(四国地区体育指導委員協議会) 平成26年

1月 

 



ﾌﾘｶﾞﾅ モリモトナオキ 

氏  名 森本直樹 

職名 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 こどもの造形遊び、保育内容【表現Ⅱ】 

主な研究業

績、職務上の

実績、社会活

動等 

【研究業績】 

論文・研究ノート 

・短期大学学生の「造形表現」に関する研究：灯りを活用した立体造形の実践から(平成29年９月 共著)―中九州短

期大学論叢第４０巻第１号 

・幼児期における協働活動としての絵画制作の検討(平成３０年２月 単著)―中九州短期大学論叢第４０巻第２号 

・「１０の姿」に着目した紙芝居の分類と活用(１)-幼少接続から考える‐(平成３１年３月 共著)―中九州短期大学論叢

第４１巻第２号 

・「１０の姿」に着目した紙芝居の分類と活用(２) -幼少接続から考える‐(令和元年９月 共著)―中九州短期大学論叢

第４２巻第１号 

・「１０の姿」に着目した紙芝居の製作-幼少接続への展開-(令和２年２月 共著)―中九州短期大学論叢第４２巻第１号 

・公立幼稚園とのコラボレーションによる絵画制作の実践(令和３年３月 単著)―中九州短期大学論叢第４３巻第２号 

【社会活動】 

・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）平成29年11月〜令和元年12月 

・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 平成30年1月〜令和２年1月  

・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）

令和元年10月 

・八代市立植柳幼稚園創立70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）令

和2年11月 

・熊本県美術協会会員 令和２年〜現在 

【受賞歴】 

・第72回熊本県美術協会展 TKU賞受賞（平成29年8月）  

・第73回熊本県美術協会展 協会賞（平成30年8月） 

・第74回熊本県美術協会展 会友賞（令和元年９月） 

【所属学科】 

・美術科教育学会(平成２９年８月～現在) 

・大学美術教育学会(令和元年６月～現在) 

 



ﾌﾘｶﾞﾅ ナカトミ タカヒロ 

氏  名 中富 尚宏 

職名 講師 

学位 博士(医学) 

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、こども家庭支援の心理学、特別支援教育論 

主な研究業績、

職務上の実績、

社会活動等 

【研究業績】 

＜査読論文＞ 

1. 児童養護施設における被虐待児と親への家族療法的援助の可能性. 単著. 家族療

法研究, 第31巻第3号(P255-262). 2014. 

2. 親に捨てられたと信じていた男子高校生が児童養護施設から自立に至るまでの

一考察. 単著. 家族療法研究, 第33巻第1号(P45-52). 2016. 

3. 乳幼児虐待死のサイコロジカル・オートプシー -8事例のリスク分析-. 単著. 乳幼

児医学心理学研究, 第25巻第1号(P43-53). 2016. 

4. 児童養護施設入所児のQOLにおける虐待の影響. 単著. 厚生の指標, 第64巻第

12号(P35-40). 2016. 

5. Children and adolescents in institutional care versus traditional 

families: A Quality of Life comparison in Japan. Takahiro Nakatomi, 

Shuhei Ichikawa, Hideki Wakabayashi, Yousuke C Takemura. 

Health and Quality of Life Outcomes 2018,16:151. 

6. 海外の里親制度から検討する日本の課題. 単著. 家族療法研究, 第36巻第1号

(P95-103). 2019. 

 

【所属学会】 

心理臨床学会、子ども虐待防止学会、家族療法学会、乳幼児医学心理学会 

 

【受賞】 

・2016年3月 一般財団法人 児童健全育成推進財団 第40回児童健全育成賞(數

納賞)佳作 

・2016年4月 三重大学大学院 博士課程成績等優秀者 

・2018年11月 一般財団法人 厚生労働統計協会 第19回川井記念賞 

 



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、教育実習指導 

主な研究業績、

職務上の実績、

社会活動等 

 

 

【研究業績】 

論文 

・幼稚園教育要領における領域「言葉」に関する一考察-「幼児期の終わりまでに育

ってほしい１０の姿」との関連性について‐(令和２年９月 単著)―中九州短期大学

論叢第３５巻１号 

・保育者養成における保育教材作成について‐幼児向け布絵本製作の実践報告-

(令和２年３月 単著)―中九州短期大学論叢第４３巻２号 

・八代市の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‐(平成２５年４月 共著)―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 単著)―上越教育大学大学院学校教育研究科修士論文 

 

 

【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） 

 

 

 

 

 

 



ﾌﾘｶﾞﾅ コレトウヤスヒロ 

氏  名 惟任泰裕 

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 教育史・教育学 

主な担当科目 

 

教育原理、保育原理、保育実習指導、教育実習指導 

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２月、15～25頁（査読なし）。 

 

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。 

「戦後英語教育実践史研究ノート：長谷川清『学校に灯をともせ』(１９７３)を手がかりとし

て」辻伸幸・上野舞斗・青田庄真・川口勇・磯辺ゆかり編『英語教育の歴史に学び現在を問

い未来を拓く(江利川春雄教授退職記念論集)』渓水社、2021年３月、111～126頁。 

 

その他（単著） 

「図書紹介 江利川春雄著『英語と日本軍：知られざる外国語教育史』」神戸大学教育学会

編『研究論叢』第２３号、2017年６月、76～77頁。 

「図書紹介 谷本宗生著『学都金沢形成の様相：近代日本官立高等教育機関の設置過程』神

戸大学教育学会編『研究論叢』第２５号、2019年６月、63～66頁。 

 

その他（共著） 

「書評とリプライコメント森悟著『武信由太郎伝』」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、83～86頁。 

「教育学専攻院生による『教育学教育』実践の今日的展開に関する事例検討：葛藤・逡巡・

困難の成立機制と向き合い方を中心に」神戸大学教育学会編『研究論叢』第２６号、2020

年６月、75～87頁。 

 

【所属学会】 

・日本教育学会 

・教育史学会 

・日本教師教育学会 

・日本英語教育史学会 

・日本教育史研究会 

 

【競争的研究資金の獲得】 

「『文検英語科』の研究」日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究 2020年４月 
～2024年３月 

 

 


