
教員の学位・教育研究活動（令和元年度） 

職位 教員名 担当科目 学位・資格 教育研究活動 

教授 有岡 由香 言葉Ⅰ指導法 

言葉Ⅱ指導法 

文学 

国語 

卒業研究 

文学修士 

高等学校教諭 1

種免許(国語) 

〇論文・著書 

・「言葉がもつ精神文化形成のため

の機能」（第一幼児教育短期大学

研究紀要 2008） 

・鹿児島郷土学「河童学」（第一幼

児教育短期大学紀要 2012） 

・「読み書きを中心とした幼児期の言

葉の発達と小学校『国語科』との接

続に関する一考察」（第一幼児教育

短期大学研究紀要 2018 年） 

・『保育内容 言葉』(共著)（青踏社

2016 年) 

〇研究テーマ（分野） 

近代文学、 民話、現代文化、ジェン

ダー他 

〇社会貢献 

・平成 24 年度中洲地区公民館生涯学

習講座「鹿児島県の妖怪学」（講師） 

・平成 28 年国分ロータリークラブ

8 月例会講話「民話と怪談の可能

性」講師 

教授 笠野 恵子 保育課程論 

保育内容 言葉 

保育指導法 

教育実習指導 

教育実習 

保育・教育実践演習 

社会福祉学博士 

教育学修士 

社会福祉士 

精神保健福祉士 

介護福祉士 

保育士 

幼稚園教諭専修免許状 

高等学校教員専修免許

状（福祉） 

高等学校教員専修免許

状（公民） 

高等学校教員専修免許

状（地理・歴史） 

 

 

 

〇論文・著書 

「保育内容「環境」に関する一考察」

（中九州短期大学論叢 41 巻第 1 号：

2018.9） 

「日本における子守学校に関する一

考察」（中九州短期大学論叢 41 巻第

2 号：2019.3） 

「福祉を拓く 2―連携と協働の創生」 

（共著：南方新社、2019.2） 

「領域「言葉」の検討」（第一幼児教育

短期大学、2020.3） 

「保育系短期大学生の実習における学

びに関する一考察」（共著、第一幼児教

育短期大学、2020.3） 

〇研究テーマ 

・保育ソーシャルワーク・幼児教育 

（2018年度全国保育士養成協議会九

州ブロック研究助成） 



〇社会貢献 

熊本県八代市子育て支援委員（平成

28.4～平成 31.3 迄） 

熊本県八代市特別職報酬等審議会委員

（平成 29.4～平成 31.3 迄） 

熊本県私立幼稚園研修大会助言者（平

成 28.4～平成 31.3 迄） 

専門的立場から教育・保育に関する

助言（KTS、2020） 

教授 松﨑 優 子ども家庭福祉 

教育・保育実習指導 

特別支援教育・保育 

社会的養護Ⅱ 

保育実習指導Ⅰ 

保育実習指導Ⅲ 

保育実習Ⅰ 

保育実習Ⅲ 

社会福祉学修士 

社会福祉士 

〇論文・著書 

施設実習指導及び施設実習における教

育の在り方に関する一考察～実習アン

ケート調査をもとに考える～ 

（第一幼児教育短期大学紀要 2020） 

発達障害児への援助法に関する一考察

（その２）～社会的機能化を目的とし

た発達支援プログラムの構築～ 

（第一幼児教育短期大学紀要 2018） 

保育実践と児童家庭福祉論（勁草書

房、2017） 

子どもの社会的養護の基本（学文社、

2017） 

〇研究テーマ（分野） 

・発達に課題を有する子どもへの発

達支援  

・特別支援保育 

〇社会貢献 

・霧島市子ども子育て会議委員 

・社会福祉法人白蓮福祉会評議員 

・平成 31 年度鹿児島県保育連合会主

催鹿児島県保育事業研究大会助言

者 

・令和元年度鹿児島県児童クラブ研

修会講師 

・令和元年度度保育士等キャリアア

ップ講座講師 



教授 武藤幸穂 発達心理学Ⅱ 

保育の心理学 

子どもの理解と援助 

保育実習Ⅲ 

教育心理学 

教育学修士 〇論文・著書 

・「発達心理学要論」7 章 3・4 節（北

大路書房 1997） 

・「心理学実験を愉しむ」共著 （ナ

カニシヤ出版 2003） 

・「幸せをよぶ心理学」1 章心のあら

われ（北大路書房 2003） 

〇研究テーマ 

里親‐里子関係 

准教授 大窪 智美 子どもの保健 

子どもの健康と安全 

健康 

健康指導法 

保健講義 

社会福祉学士 

保健師免許 

看護師免許 

養護教諭一種免許 

社会福祉主事任用資格 

〇論文・著書 

・「食事指導を実践できる保育者育成 

に関する一考察」（第一幼児教育短期

大学紀要 2016） 

・「感染症予防対策における予防接種

の重要性」（第一幼児教育短期大学紀

要 2018） 

・「食物アレルギーに関する学習の習

得状況と今後の課題」（第一幼児教育

短期大学紀要 2019） 

〇研究テーマ 

・感染症予防対策 

・子どもの生活習慣 

〇社会貢献 

・平成 29 年度霧島姶良伊佐保育連合

会研修会講師 

・平成 30 年度鹿児島第一幼稚園子育

て講座講師 

・平成 30 年度、令和元年度鹿児島県児

童クラブ連絡協議会研修会講師 

准教授 中池順子 子どもと音楽Ⅰ 

子どもと音楽Ⅱ 

卒業研究（音楽アンサ

ンブル） 

教育学士 

幼稚園教諭一種免許 

小学校教諭二種免許 

中学校教諭一種免許 

（音楽） 

高等学校教諭一種免

許（音楽） 

〇論文・著書 

・保育者養成におけるピアノ技術指

導の改善～指トレーニングの導入

～（第 34 回全国音楽教育九州地区

学会発表 2018） 

・保育者養成における入学前教育講

座(ピアノレッスン)の効果～学生

の視点からその意義を探る～ 

（第一幼児教育短期大学紀要 2019） 

・保育者に求められる音楽力を培う

連携とは－現場と養成校・協働研

修の意義と成果－（共）（全国保育

士養成セミナー／ブロック助成



2019） 

・教育実習（幼稚園）における音楽活

動の実態と学生の現状～本学の取

り組みと課題～（第一幼児教育短

期大学紀要 2020） 

〇研究テーマ 

・音楽教育・ピアノ 

〇社会貢献 

・鹿児島市音楽実技講座講師(2017) 

・姶良・伊佐地区私立幼稚園教職員研

修大会実技講師（2018） 

・第 56 回鹿児島県音楽教育研究大会 

ワークショップ講師（2018） 

・第 56 回鹿児島県音楽教育研究大会 

 幼稚園指導助言者（2018） 

・西諸県地区教育研究会小・中学校音

楽部会指導者講習会講師（2019） 

・鹿屋市立上小原中学校芸術鑑賞教

室演奏（2020） 

・ピアノグループ RIKI 会員 

・全国大学音楽教育学会員 

准教授 牧野 周三 体育実技 

幼児体育 

卒業研究 

キャリア講座 

初年次教育講座 

教育学修士 

体育学士 

高 等 学 校 専 修 

(保健体育) 

中 学 校 専 修  

(保健体育) 

小学校２級(普通) 

幼児体育公認指

導員 

幼児体育指導者

２級 

心理検査士 

食育アドバイザ

ー 

幼児食ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 

〇論文 

・「学生の精神的健康度の把握と支援

実践の試み ―UPI 検査とピア・サ

ポートの実践―」（第一幼児教育短期

大学紀要 2018,第 13 号） 

〇研究テーマ 

・幼児の生活改善と運動能力の向上 

・学級集団づくりとアセスメント 

・インプロシンキングを活用したコ

ミュニケーション方法の開発 

〇社会貢献 

・令和元年度 鹿児島第一幼稚園 

子育て講座「親子運動遊び」講師 

・令和元年度 鹿屋中央高校 

 キャリア講座 

「幼児の運動遊び」講師 

・平成 30 年度姶良伊佐地区私立幼稚

園協会第２回資質向上研修会講師 

・平成 30 年度石田学園宮内認定こど

も園研修会講師 

・平成 29 年度浜松市教育研究会生徒

指導部研修会講師 



講師 中村 佳代子 音楽表現 

音楽表現指導法 

幼児音楽 

卒業研究 

短期大学士 

早期発達支援士 

中学校教諭 2 種

免許（音楽） 

 

〇論文・著書 

・「保育者養成における音楽表現力に

関する一考察 ―絵本を使用した

音楽創作活動を通して―」（第一幼

児教育短期大学紀要 2019） 

・「保育者に求められる音楽力を培う

連携を目指して ―現場と養成

校・協働研修の意義と成果―」(共) 

（宮崎学園短期大学研究紀要第 11

号 2019） 

・新たのしい子どものうたあそび 

―現場で生かせる保育実践― 第

２版」(共)（同文書院出版 2017） 

〇研究テーマ 

・幼児音楽 

・ダルクローズリトミック 

〇社会貢献 

・令和元年度第一幼児教育短期大学

公開講座講師 

・平成２８年～令和元年度幼稚園教

諭免許状取得特例講座講師 

・平成２６年～令和元年度子どもの

リトミック指導法研究会特別講座

講師 

・令和元年度社会福祉法人さくら福

祉会川東さくらんぼこども園職員

研修講師 

・令和元年度こども家族早期発達支援

学会認定「発達サポーター養成講座」 

講師 

・子どものリトミック指導法研究会

代表 

・早期発達支援を学ぶ会代表 

講 師 西田 雅美 社会的養護Ⅰ 

保育者論 

保育実習指導Ⅰ 

保育実習指導Ⅱ 

保育実習Ⅰ 

保育実習Ⅱ 

文学・教育学修士 

社会福祉学修士 

 

幼稚園教諭専修 

小学校教諭専修 

養護学校教諭一種 

特別支援教育一種

（聴覚障害者に関

する教育の領域） 

保育士資格 

保育心理士 

 

〇論文 

・「保育実習指導案作成における保育

学生の保育内容の理解との関連性に関

する一考察」 

（第一幼児教育短期大学紀要 2020） 

・「保育者養成の現状と課題：学生を対

象としたアンケート調査より」（共） 

（中九州短期大学論叢 41(2) 2019） 

・「子ども・子育て支援新制度施行後の

課題と考察」（共） 

（第一幼児教育短期大学紀要 2017） 

・「保育現場がかかえる子育て支援の

課題と新制度の移行から考えられる子

ども・子育て支援の課題」 



（日本教育情報学会・教育資料研究会

主催 第 20回教育資料研究会 2016） 

・「親子が共に育ち合う地域子育て支

援とは」（共） 

（第一幼児教育短期大学紀要 2016） 

〇研究テーマ 

・子育て支援  ・幼児教育学 

・特別支援教育 

助教 神田 諭志 保育実習指導Ⅰ 

保育実習指導Ⅱ 

保育実習Ⅰ 

保育実習Ⅱ 

在宅保育 

保育士資格 

高等学校教諭 1 種

免許（公民） 

社会福祉主事任用

資格 

食生活アドバイザ

ー 

〇論文・著書 

「保育系短期大学生の実習における

学びに関する一考察」(第一幼児教育

短期大学紀要 2019) 

〇研究テーマ 

「幼児期の心理」 

「児童虐待に関する研究」 

〇社会貢献 

職位、50 音順（令和 2 年 6 月現在） 


