
明和学園短期大学の教員情報 
令和元年５月１日現在 

 

松本 昭彦 職 
位 

教授 
学科長 

専門

領域 教育学、国語学 所属

専攻 栄養専攻 

学位・資格 
群馬大学教育学部卒 
最近５年間の担当科目 

教職実践演習、生活と文学、教育方法（含道徳特別活動）、現代社会と食、卒業研究 
現在の研究テーマ 

教育方法、教育と食、文学と食 
最近５年間の主な研究業績 

平成 29 年度 
明和学園短期大学論文「栄養士養成施設における授業評価アンケートの活用と展望」（共著） 

〃  研究ノート「食品消毒保管庫の設定温度表示と庫内測定温度の差異分析」（共著） 
〃  教育実践報告書「学習指導要領における教育方法について」（単著） 

平成 30 年度 
明和学園短期大学研究ノート「時間経過による保温食缶内の温度変化について」（共著） 

〃  研究ノート「明単子育て広場マンボウ」 開設から 10 年を振り返って（共著） 
最近５年間の主な社会貢献活動 

平成 25 年度 災害ボランティア参加 
平成 26 年度 災害ボランティア参加 
平成 29 年度 桐生市 PTA 会長・校長全体研修会講師 

 

金井 尚之 職 
位 

教授 
教務課長 

専門

領域 歴史（近代史） 所属

専攻  

学位・資格 
文学士、高等学校教諭専修免許状（地理歴史）、中学校教諭一種免許状（社会）        

最近５年間の担当科目 
現代社会と食、キャリアプラン、卒業研究、日本国憲法、法学、現代社会と経済 

現在の研究テーマ 
近代日本政治外交史、西欧近代史 

最近５年間の主な研究業績 
「フィッシャー論争をめぐって －第一次世界大戦におけるドイツの戦争目的政策に関する 

一考察－」明和学園短期大学紀要第 28集（2019.3） 
最近５年間の主な社会貢献活動 

平成 26～28 年度 群馬県高等学校文化連盟会長 

平成 26～28 年度 群馬県高等学校長協会書記 

平成 26～28 年度 群馬県普通科高等学校長会理事 

平成 27～28 年度 群馬県高等学校体育連盟テニス専門部長 

平成 30 年度   下川淵公民館いきいき生活講座「近代日本と世界の流れ」 
 

伊藤 恭滋 職 
位 

教授 
こども学主任 

専門

領域 理科 所属

専攻 こども学専攻 

学位・資格 
・高等学校教諭第１種免許状（理科） 理学士 



最近５年間の担当科目 
家庭支援論、相談技法、保育・教職実践演習、教育実習事前事後指導、教育実習指導 
保育実習指導Ⅰ、保育実習指導Ⅱ、保育実習指導Ⅲ、現代社会と食、卒業研究 

現在の研究テーマ 
支援方法と技術、理科教育 

最近５年間の主な研究業績 
平成 30 年度研究紀要「保育系短期大学大学生の教育実習の自己評価」 

最近５年間の主な社会貢献活動 
平成 26 年・27 年度群馬県高等学校教育研究会家庭部会福祉委員会長 
平成 28 年・29 年度群馬県高等学校体育連盟専門部長 

 

小山 孝 職 
位 教授 専門

領域 生化学、食品安全学 所属

専攻 栄養専攻 

学位・資格 
医学博士、獣医師 

最近５年間の担当科目 
生化学、生化学実験、食品衛生学、食品安全学 

現在の研究テーマ 
食品の安全性確保とフードディフェンス対策 

最近５年間の主な研究業績 
 

最近５年間の主な社会貢献活動 
平成 28 年～  群馬県動物愛護普及啓発検討委員会委員長 

 

早乙女千恵子 職 
位 教授 専門

領域 公衆衛生学、解剖学、生理学 所属

専攻 栄養専攻 

学位・資格 
医学博士・医師 

最近５年間の担当科目 
公衆衛生学、解剖学、生理学、小児の保健Ⅰ 

現在の研究テーマ 
食物アレルギー 

最近５年間の主な研究業績 
平成 24 年日本公衆衛生学会 10 月 25 日発表（共同演者 
第 4 期麻しん風疹予防接種率の向上につながった学校と関係機関の連携 

平成 29 年明和学園短期大学紀要（共著） 
「食物アレルギー症状を緩和させるために 

― 特定アレルゲンフリー食品の利用及び抗アレルギー食品成分の探索 ― 」 
平成 30 年明和学園短期大学紀要（共著） 

「時間経過による保温食缶内の温度変化について」 
最近５年間の主な社会貢献活動 

平成 28 年 
明和学園短期大学公開講座「テレビで楽しく健康づくり」（1 月 30 日） 

  群馬県環境審議会温泉部会（3 月） 
群馬県登録販売者試験実施委員会（8 月 6 日、10 月 3 日） 

  群馬県環境審議会温泉部会（10 月 27 日） 
  高崎市廃棄物処理専門委員会（12 月 9 日） 
平成 29 年 



明和学園短期大学公開講座「暮しの手帖とわたしの暮し」（1 月 21 日） 
群馬県環境審議会温泉部会 
伊勢崎市健康づくり推進協議会 
群馬県登録販売者試験実施委員会 

平成 30 年 
明和学園短期大学公開講座「楽しく脳を活性化～脳活のすすめ～」（1 月 20 日） 
群馬県医療審議会 

 

横坂 好枝 

 

職 

位 

教授 

 

専門

領域 幼児教育 

 

所属専

攻 こども学専攻 

 

学位・資格 

幼稚園教諭１級普通免許・保育士資格 

最近５年間の担当科目 

教育実習、教育実習指導、保育内容総論、保育内容言葉、保育・教職実践演習、家庭支援論、

教師・保育者論、保育実習Ⅰ、保育実習指導Ⅰ、教育・保育課程論、教育・保育方法論 

現在の研究テーマ 

幼児理解と幼児教育、幼児教育と母親カウンセリング 

最近５年間の主な研究業績 

平成２９年教育実践報告「幼稚園４歳児との交流を通しての学生の学びを振り返る」   

平成３０年度研究紀要「幼稚園教育実習において学生が実習日誌にかけた時間と内容の検討」共著

平成３０年度研究紀要「保育系短期大学生の教育実習の自己評価～実習前後の比較検討～」共著 

平成３０年度研究紀要研究ノート「「明短子育て広場マンボウ」開設から１０年間を振り返って」共著 

最近５年間の主な社会貢献活動 

平成２６年度 

①「親子の触れ合い～親子で遊ぼう！楽しもう！」家庭教育学級すこやか学級（講師） 

前橋市元総社公民館 

②「群馬大学附属幼稚園公開研究会①」（指導助言）    群馬大学教育学部附属幼稚園 

③「幼児期に大切なこと」総社地区・清里地区合同家庭教育学級講師  清里公民館 

④「幼稚園採用職員研修会」（講師）            前橋市幼児教育センター 

⑤「群馬大学附属幼稚園公開研究会②」（指導助言）    群馬大学教育学部附属幼稚園 

⑥ 「幼保小連携地区ブロック研修会(総社・清里地区)」(指導助言)前橋市幼児教育センター 

⑦ 「子育て座談会in榛名幼」ＰＴＡ講演会(講師)             沼田市立榛名幼稚園 

⑧ 「入学・進級を前にした親子のかかわりと身につけたい大切なこと」PTA講演会（講師） 

         高山村立高山幼稚園 

⑨ 沼田市教育機関の適正配置及び設置に関する審議会委員 

⑩ 公益社団法人 全国幼児教育研究協会群馬支部理事 

 

平成２７年年度 

①「発達に応じた教材・教具のあり方～日常の保育に役立つ教材作り～」（講師） 

子ども教育研修会  前橋市幼児教育センター 

②「幼保小連携地区ブロック研修会(広瀬保育所)」(指導助言)   前橋市幼児教育センター 

③「幼児理解に基づく学級経営について」(講演会講師)  邑楽町立幼稚園三園合同研修会 

④「群馬大学附属幼稚園公開研究会①」（指導助言）    群馬大学教育学部附属幼稚園 

⑤「幼児期に大切にしたいこと」（講師）高崎市中央公民館 イキイキ孫育て講座 

⑥「ぐんま県民カレッジ1・2・3幼児期に大切にしたいこと」（講師） 群馬県教育委員会 

⑦「 乳幼児期の保育等について」（講師） 

 群馬県長寿社会づくり財団 保育アシスタント講習 

⑧「親子の触れ合い～親子で遊ぼう！楽しもう！」（講師） 

元総社公民館 家庭教育学級すこやか学級 



⑨「読み聞かせ前に子どもの興味を引き集中させるツールの紹介」（講師） 

                 高崎市中央公民館 読み聞かせボランティア養成講座 

⑩「群馬大学附属幼稚園公開研究会②」（指導助言）    群馬大学教育学部附属幼稚園 

⑪「幼児期に大切なこと」（講師）      高崎市社会福祉協議会 子育てお役立て講座 

⑫「幼児の主体性を育てる保育とは①」（講師）  明和幼稚園園内研修 

⑬「幼保小連携地区ブロック研修会(敷島幼稚園)」(指導助言)  前橋市幼児教育センター 

⑭「幼保小連携地区ブロック研修会(長昌第二保育園)」(指導助言)前橋市幼児教育センター 

⑮「大胡幼稚園大胡東幼稚園交流会①」（指導助言）前橋幼児教育センター 

⑯「幼児の主体性を育てる保育とは②」（講師） 明和幼稚園園内研修 

⑰「教材のあり方を考える」（講師）前橋市幼児教育センター 子ども教育研修会 

⑱「大胡幼稚園大胡東幼稚園交流会②」（指導助言）前橋幼児教育センター 

⑲「親子で遊ぼう！楽しもう！」（出張マンボウ）中之条町立中之条保育所 

⑳ 前橋市幼児教育センター保育カウンセラー 

㉑ 公益社団法人 全国幼児教育研究協会群馬支部理事 

㉒ 公益社団法人 全国幼児教育研究協会経営研究会群馬大会 副委員長 

 

平成２８年年度 

①「群馬大学附属幼稚園公開研究会①」（指導助言）     群馬大学教育学部附属幼稚園 

②「幼児の読み取りと保育の基本」（講師）  群馬県幼児教育センター夕焼け保育研究会 

③「園内研修（認定こども園あおぞら北）」（指導助言）   前橋市幼児教育センター 

④「幼児期に大切なこと」子育て支援講座（講師）      前橋市桂萱公民館 

⑤「伊勢崎市立幼稚園一日研修事前指導）（講師）        伊勢崎市立宮郷幼稚園 

⑥「園内研修（前橋市立大胡幼稚園）」（指導助言）       前橋市幼児教育センター 

⑦「群馬大学附属幼稚園公開研究会②」（指導助言）     群馬大学教育学部附属幼稚園 

⑧「幼保小連携地区ブロック研修会(荒砥地区ブロック)荒砥保育所」（指導助言） 

前橋市幼児教育センター 

⑨「幼保小連携地区ブロック研修会(富士見地区ブロック)ぽらりすこども園」（指導助言） 

                   前橋市幼児教育センター 

⑩「幼児教育の新と真～社会に開かれた幼児教育を考える～」 

公益社団法人 全国幼児教育研究協会経営研究会（群馬）司会進行 

⑪「伊勢崎市立幼稚園一日研修会(宮郷幼稚園)」(講師・指導助言)   伊勢崎市教育委員会 

⑫「保育の悩み相談しよう～指導・援助の仕方を探る～」(指導助言）   前橋市幼児教育センター 

⑬「園内研修（前橋市立大胡幼稚園）」（指導助言）          前橋市幼児教育センター 

⑭「園内研修（ふたば保育園）環境構成と保育士のかかわり」（指導助言） 

                              前橋市幼児教育センター 

⑮「幼児期に大切なこと」（講師）家庭教育学級            前橋市桂萱公民館 

⑯「第９回こども教育研究会：必要な体験から教材を考える」（講師） 

                              前橋市幼児教育センター 

⑰「まえばし幼児教育充実指針めぶく～幼児の育ち～」フォーラムシンポジウム 

                        前橋市教育委員会 幼児教育センター 

⑱ 前橋市幼児教育センター保育アドバイザー 

⑲ 公益社団法人 全国幼児教育研究協会群馬支部理事 

⑳ 公益社団法人 全全国幼児教育研究協会経営研究会群馬大会 副委員長 

 

平成２９年度 

①「幼児期に大切なこと」前橋市遊び場指導員全体研修会 （講師）  前橋市教育委員会 

②「群馬大学附属幼稚園公開研究会①」（指導助言）      群馬大学教育学部附属幼稚園 

③「前橋市立おおご幼稚園」①（指導助言）        前橋市幼児教育センター 

④「親子で簡単なおもちゃ作り」（講師）          前橋市南橘公民館 

⑤「夏季教職員研修講座（中級）」（講師）     群馬県私立幼稚園・認定こども園協会 



⑥「前橋市立おおご幼稚園」②（指導助言）        前橋市幼児教育センター 

⑦「幼保小連携地区ブロック研修会(元総社地区ブロック)しゃか保育園」（指導助言） 

前橋市幼児教育センター 

⑧「群馬大学附属幼稚園公開研究会②」（指導助言）        群馬大学教育学部附属幼稚園 

⑨「幼保小連携地区ブロック研修会(敷島地区ブロック)岩神保育園」（指導助言） 

前橋市幼児教育センター 

⑩「幼保小連携地区ブロック研修会(上川淵地区ブロック)ひろせ幼稚園」（指導助言） 

前橋市幼児教育センター 

⑪「第７回こども教育研究会：保護者と連携するということ」（講師） 

前橋市幼児教育センター 

⑫「高崎市立塚沢幼稚園 園内研修」（講師） 高崎市立塚沢幼稚園 

⑬「前橋市立おおご幼稚園：幼児期の終わりまでに育てたい１０の姿」③（指導助言）  前

橋市幼児教育センター 

⑭「子育て支援講座」保健推進委員対象 （講師）     粕川公民館 

⑮「幼児期に大切なこと」（講師）  桐生市・みどり市子育て拠点施設連絡協議会研修会 

⑯ 前橋市幼児教育センター保育アドバイザー 

⑰ 公益社団法人 全国幼児教育研究協会群馬支部理事 

 

平成３０年度 

①「前橋市立おおご幼稚園」①（指導助言）           前橋市幼児教育センター 

②「幼稚園採用教員研修会」（指導助言）まえばし幼稚園       前橋市幼児教育センター  

③「群馬大学附属幼稚園保護者懇談会①」（指導助言）     群馬大学教育学部附属幼稚園 

④「保育研究会」3歳児まえばし幼稚園（指導助言）        前橋市幼児教育センター  

⑤「幼保小連携地区ブロック研修会(永明地区ブロック)永明保育園」（指導助言） 

   前橋市幼児教育センター 

⑥「平成３０年度わくわく子育てセミナー」（講師）大泉公民館  大泉町教育委員会 

⑦「子育て井戸端会議」指導助言                 明和幼稚園 

⑧「平成３０年度群馬県総合教育センタ-ー夕やけ保育研修会」（講師）嬬恋会場 嬬恋会館 

                                                               群馬県総合教育センター 

⑧「幼教研公開講座」（講師）群馬県生涯学習センター      幼児教育研究会 

⑨「子育て井戸端会議」（講師）桂萱公民館           前橋市幼児教育センター 

⑩「幼保小連携地区ブロック研修会(芳賀地区ブロック)芳賀保育園」（指導助言） 

前橋市幼児教育センター 

⑪「平成３０年度群馬県総合教育センタ-ー夕やけ保育研修会」（講師）高崎会場  

                    高崎市民活動センター  群馬県総合教育センター 

⑫「高崎市立塚沢幼稚園 園内研修①」（講師） 高崎市立塚沢幼稚園 

⑬「幼保小連携地区ブロック研修会(東地区ブロック)旭が丘幼稚園」（指導助言） 

  前橋市幼児教育センター 

⑭「幼保小連携地区ブロック研修会(中央地区ブロック)明星幼稚園」（指導助言） 

  前橋市幼児教育センター 

⑮「前橋市立幼稚園保育研究会」（おおご幼稚園）（指導助言）    前橋市幼児教育センター 

⑯「保育アシスタント研修」富岡会場（講師）         群馬県長寿社会づくり財団 

⑰「高崎市立塚沢幼稚園 園内研修②」（講師） 高崎市立塚沢幼稚園 

⑱「子育て支援講演会」①・②（講師）  明和幼稚園 

⑲「保育アドバイザー研修（園所訪問）」（指導助言） 幼保連携型認定こども園  相愛館 

⑳「幼稚園等中堅教諭資質向上研修」（幼児の見取りと評価）（講師） 群馬県総合教育センター 

㉑「こども教育研修会」（１年のまとめ～子どもの成長を捉えて伝える要録作成と引き継ぎのポイ

  ント）（講師）                                            前橋市幼児教育センター 

㉒ 前橋市幼児教育センター保育アドバイザー 

㉓ 公益社団法人 全国幼児教育研究協会群馬支部理事 



 

 

神保 京子 職 
位 教授 専門

領域 公衆栄養・給食管理 所属

専攻 栄養 

学位・資格 
管理栄養士 

最近５年間の担当科目 
公衆栄養学、給食計画実務論、栄養指導論Ⅱ、栄養指導論実習Ⅱ、調理学実習Ⅱ、校外実習 

現在の研究テーマ 
食品衛生における温度管理と新調理法 

最近５年間の主な研究業績 
平成 30 年 時間経過による保温食缶内の温度変化 
平成 29 年 食品消毒保管庫の設定温度表示と庫内測定温度の差異分析 
平成 28 年 烏龍茶のカテキン含量 
平成 27 年 紅茶のカテキン含量 
平成 26 年 災害時用備蓄食品の開発 

最近５年間の主な社会貢献活動 
平成 26 年～  公益社団法人 群馬県栄養士会 副会長 
       公益社団法人 日本栄養士会代議員  
             群馬県栄養改善学会審査員 

群馬県小児保健会 常任理事 
       群馬県母子保健計画策定委員 
平成 27 年  元気県ぐんま２１推進会議委員及び群馬県地域・職域連携推進協議会委員（副委員長） 

  平成２７年度群馬県調理師試験問題策定委員 
   群馬県ホームページ掲載「時短簡単朝ごはんレシピ集 」監修 

平成 28 年～ 地域食文化継承検討会委員 
平成 29 年～ 群馬県国民保険運営協議会 
平成 30 年～ 群馬県栄養士会会長 

 

佐藤 功 職 
位 

教授 
総務課長 

専門

領域 数学 所属

専攻 学園本部 

学位・資格 
理学士、高等学校教諭 一種免許状（数学）、中学校教諭 一種免許状（数学） 

最近５年間の担当科目 
算数、数学の活用、卒業研究 

現在の研究テーマ 
ルーブリック評価の活用、主成分分析 

最近５年間の主な研究業績 
 

最近５年間の主な社会貢献活動 
平成２８年 進路実現をサポートする教科指導力向上研修講座講師：進路実現のために必要とさ

れる教員の資質能力～県内トップ校教諭に求められること～（群馬県総合教育セン

ター（県教委）） 
平成２８年 ３年目経験者研修講師：３年目教員に期待すること（群馬県総合教育センター（県

教委）） 
平成２８年 第７１回関東都県算数・数学教育研究静岡大会 高等学校部会における発表者への

指導・助言：（関東都県算数・数学教育研究会連合会） 



平成２８年 次世代教育セミナー講師：アメリカＮＡＳＡ研修～実施までの道のり～（株式会社

アイエスエイ） 
平成２９年 数学科初任者研修講座講師：高大接続改革を見据えた数学科指導の在り方（群馬県

総合教育センター（県教委）） 
平成３０年 数学科初任者研修講座講師：高大接続改革を見据えた数学科指導の在り方（群馬県

総合教育センター（県教委）） 
      群馬県私立小・中・高等学校中堅教員研修会講師 

 

峯川 一郎 職 
位 

常務理事 

教授 
専門

領域 教育原理・教育課程論 所属

専攻 栄養専攻 

学位・資格 
・高等学校教諭専修免許状 ・測量士 ・教育相談技術中級資格認定 

最近５年間の担当科目 
・教育原理  ・特別活動研究  ・教育課程論 

現在の研究テーマ 
 

最近５年間の主な研究業績 
平成 29 年 教育原理の授業実践（明和学園短期大学生活学科 教育実践報告集） 

最近５年間の主な社会貢献活動 
平成 26 年 

・講演「利根実業高校『えだまメンチ』について」（沼田市・部課長会議研修会講演） 
・講座「『教える』という仕事」（群馬大学教育学部・教育実践講座） 
・沼田ＦＭ放送番組審議委員会副委員長 
・日本ロシア協会群馬県連盟代表理事 

平成 27 年 
・講座「『教える』という仕事」（群馬大学教育学部・教育実践講座） 
・沼田ＦＭ放送番組審議委員会副委員長 
・日本ロシア協会群馬県連盟代表理事 

平成 28 年 
・講座「『教える』という仕事」（群馬大学教育学部・教育実践講座） 
・沼田ＦＭ放送番組審議委員会委員長 
・日本ロシア協会群馬県連盟代表理事 

平成 29 年 
・沼田ＦＭ放送番組審議委員会委員長 
・日本ロシア協会群馬県連盟代表理事 

平成 30 年 
・沼田ＦＭ放送番組審議委員会委員長（４月まで） 

 

田口 哲男 職 
位 教授 専門

領域 
総合的な学習の時間の指導法、特別

活動の指導法、教育の方法と技術 
所属

専攻  

学位・資格 
学士(工学)  高等学校教諭一種免許状（理科）(高二普め 第 5880 号)  

最近５年間の担当科目 
キャリアプラン、キャリアプランⅠ、キャリアプランⅡ、化学の基礎と有機化学、道徳・総合

的な学習・特別活動、卒業研究 
現在の研究テーマ 

教育の方法及び技術、総合的な探究の時間の指導法、特別活動の指導法、キャリア教育 
最近５年間の主な研究業績 



（著書） 
平成 30 年  『高校生に「確かな学力」をつける－アクティブ・ラーニング型授業や探究的 

学習の実践を通して－』単著  学事出版 
（学術論文等） 
平成 30 年     「総合的な学習の時間における「探究的な学習」の構築に向けて 

―桐生高校のスーパーサイエンスハイスクールの取組を通して―」  単著 
高崎経済大学経済学会 高崎経済大学論集（26 ページ）60 巻 

平成 31 年   「保育系短期大学生の社会人基礎力を育む授業デザインの検討」共著   
明和学園短期大学紀要 28 集 (2018) 

最近５年間の主な社会貢献活動 
平成 23～ 31 年  高崎経済大学教員免許状更新講習 必修領域、選択必修領域 講師 

「学習指導要領の改訂の動向等」「法令改正及び国の審議会の状況等」 
「学校を巡る近年の状況の変化と学習指導要領の改訂の動向等」 
「学校を巡る近年の状況の変化と法令改正及び国の審議会の状況等」 

平成 29 年     教職実践演習ゲストティーチャー（高崎経済大学） 
平成 23 年～31 年 （文部科学省）学校教育段階における科学技術人材育成支援 

サイエンス・インカレ研究発表会 審査員  
平成 25 年～31 年 （文部科学省）学校教育段階における科学技術人材育成支援 

サイエンス・インカレ企画評価委員  
平成 25 年～28 年 群馬県高大連携推進協議会委員（群馬県教育委員会） 
平成 29 年    新任校長研修会講師（群馬県総合教育センター） 
平成 30 年    「これからの学びの当たり前？｢探究学習｣のつくりかた」NPO 法人 DNA 
平成 30 年    上毛新聞オピニオン委員（～平成 31 年 10 月）  
平成 31 年     高校教員等対象「探究セミナー」ビエント高崎 
         伊勢崎市倫理法人会「経営者モーニングセミナー」伊勢崎大木ビル  
         高校教員等対象「探究セミナー」NOLTY プランナーズ本社 
         群馬県スポーツエキスパート活用事業(県立高崎高校バレーボール部) 

 

加藤 富士人 職 
位 教授 専門

領域 国文学・国語学 所属

専攻 こども学専攻 

学位・資格 
教育学士、高等学校教諭１種（国語）、中学校教諭１種（国語）、小学校教諭１種 

最近５年間の担当科目 
国語、相談技法、相談援助、卒業研究 

現在の研究テーマ 
主体的・対話的で深い学びをめざした授業改善、近代文学研究 

最近５年間の主な研究業績 
＜研究論文＞ 
平成 30 年 4 月、「群馬の思想・文学・教育 2017」（思想文化方法論の会）に「寺山修司と『万

有引力』の思弁的実験㈠」 
平成 31 年 4 月、「群馬の思想・文学・教育 2018」（思想文化方法論の会）に「寺山修司と『万

有引力』の思弁的実験㈡」 
＜実践報告＞ 
平成 30 年度「明和学園短期大学教育実践報告集」に「幼稚園教諭をこころざす学生のための能

動的学修とカウンセリングの技法～こころの土台を築く「国語」の授業を考える～」 
最近５年間の主な社会貢献活動 

平成 26 年・平成 30 年、伊勢崎市あずま公民館文学教室サークル講師 
平成 30 年、太田フレックス高等学校学校評議員 

 



松本 玲子 職 
位 教授 専門

領域 芸術・文化政策 所属

専攻 こども学 

学位・資格 
学位：美学修士(慶応義塾大学) 資格：博物館学芸員・教員免許(社会 高 2・中 1) 

最近５年間の担当科目 
保育内容 表現・音楽と遊びⅠ・音楽と遊びⅡ・ピアノ奏法Ⅰ・ピアノ奏法Ⅱ 

現在の研究テーマ 
博物館における音環境(サウンドスケープ)・文化行政 

最近５年間の主な研究業績 
（演奏） 

平成 27 年 金谷美術館特別展「スウェーデン芸術祭」ミュージアム・コンサートの制作と演奏 

平成 29 年 西宮市貝類館リニューアルオープン記念コンサートの制作と演奏 

（論文・研究ノート） 

平成 25 年  本学紀要 

「文化庁『ＮＰＯによる文化財建造物活用モデル事業』におけるコンサート」 

平成 26 年 1.本学紀要 

「明治時代の東京国立博物館とこどもたち」 

2.『青山文化政策学』（通巻第 9号） 

研究ノート「東京国立博物館の「音風景」(１)――博物館黎明期を聴く」 

平成 27 年  本学紀要 

            「音の出る玩具・幼児と遊べる楽器をめぐる音風景 （１）―幼児教育を学ぶ

学生に対する調査より」 

平成 28 年  本学紀要 

   「戦時下の東京国立博物館と子ども達―『東京帝室博物館学芸課日誌』によ

る」 

(学会発表) 

平成 25 年  日本サウンドスケープ協会秋季研究発表会 

        テーマ「ミュージアムジークの実践と可能性（１）」(千葉県立中央博物館) 

平成 26 年  日本サウンドスケープ協会秋季研究発表会 

「明治時代における東京国立博物館の音風景（２）― 明治時代の奏楽を聴く」 

（金沢工業大学） 

平成 27 年  全日本博物館学会 第 41回研究大会 

        テーマ「『ミュージアムジーク』で聴く博物館の音風景」(京都国立博物館) 

平成 28 年  全日本博物館学会 第 42回研究大会 

                テーマ「ミュージアムジーク 金谷美術館での実践報告」(明治大学) 

平成 29 年  全日本博物館学会 第 43回研究大会 

                テーマ「～地域を聴くミュージアム・コンサート～『西宮市貝類館における事

例報告』」(琵琶湖博物館) 

(その他) 

平成 26 年  日本サウンドスケープ協会ポスターセッションテーマ「ミュージアムジーク」 

平成 27 年  日本サウンドスケープ協会春季研究発表会実行委員長(東京大学) 

最近５年間の主な社会貢献活動 

独立行政法人 日本芸術文化振興基金 専門委員として助成事業の選定及び実施状況の視察 

（平成 28年度まで毎年） 

平成 24 年   福島県で音楽を学ぶ子ども達への義援金を募るコンサート（主催・企画・演奏） 

同義援金を渡すコンサート（福島県いわき市） 

平成 24 年～現在  茨木県「ゆうあいぴっく」レクレーション競技における演奏（主催：茨城

県 毎年） 

平成 29 年 第 44回群馬県保育研究大会におけるアドバイザー 



 

木村 祐美 職 
位 教授 専門

領域 食物学・栄養学・食育・食生活 所属

専攻 栄養専攻 

学位・資格 
家政学修士 
中学校教諭専修免許状（家庭）、高等学校専修免許状（家庭）、学校図書館司書教諭 
NR・サプリメントアドバイザー、エコ・クッキングアドバイザー、食生活アドバイザー検定 2 級、 
食品衛生責任者、登録販売者、機能性表示食品届出指導員、環境アレルギーアドバイザー 

最近５年間の担当科目 
食育の理解と発展、社会貢献活動（ボランティア）、人間関係論、生活と環境 
生活学概論、現代社会と食、卒業研究、食品学総論、食品学各論、食品学実験 

現在の研究テーマ 
機能性食品及びサプリメントに関する研究、桑葉食品の機能性に関する研究 
食物アレルギーの理解に関する研究 
知的障害者の調理指導実践の効果に関する事例研究 

最近５年間の主な研究業績 
◎著書 
平成 23 年『わかりやすい食物と健康２（食品の分類と特性）第 2 版』（共著）（三共出版） 

平成 23 年『わかりやすい食物と健康３（食品の生産・加工・流通・調理）第 2 版』（共著）（三共

出版） 

◎論文等 
平成 26 年 3 月 論文「桑葉食品の活用」明和学園短期大学紀要 23 号 
平成 27 年 3 月 論文「短大生のサプリメントに関する意識調査(第 2 報)」明和学園短期大学紀要 24 

   号 
平成 28 年 3 月 論文「食品の抗酸化機能と健康」明和学園短期大学紀要 25 号 
平成 29 年 3 月 論文「知的障碍者への調理指導の実践(第 2 報)」明和学園短期大学紀要 26 号 
        論文「桑葉摂取による血糖値上昇抑制効果について」明和学園短期大学紀要 26 号 
               論文「食物アレルギー症状を緩和させるために‐特定アレルゲンフリー食品の利用 

及び抗アレルギー食品成分の探索‐」明和学園短期大学紀要 26 号 
平成 30 年 3 月 論文「イベント会場来場者のカルシウム摂取意識に関する一考察」明和学園短期大

学紀要 27 号 
        論文「桑茶と緑茶の混合飲料の官能評価及び血糖上昇抑制効果の検討」明和学園短

期大学紀要 27 号 
論文「栄養士養成施設における授業形態からみた授業評価アンケートの活用につい

て」明和学園短期大学紀要 27 号 
平成 31 年 3 月 論文「保健機能食品の理解と活用‐短大生を対象としたアンケート調査から‐」

明和学園短期大学紀要 28 号 
        論文「栄養士養成課程学生における「健康観」の教育効果」明和学園短期大学紀要

28 号 
◎学会発表等 
平成 29 年 3 月 第 35 回群馬栄養改善学会「特定アレルゲンフリー食品及び抗アレルギー食品成分

の探索」 
平成 31 年 2 月 第 36 回群馬栄養改善学会「内臓脂肪による肥満への対応として短期大学生を対象

とした質問票から得たこと」 
最近５年間の主な社会貢献活動 

平成 26 年 2 月 前橋市大友児童館「子育て講座」、演題「食育をしてみよう～食育のあり方を理解

し、実践してみよう」 
平成 26 年 6 月 大泉町教育委員会生涯学習課「平成 26 年度女性セミナー」講師、演題「健康食品

と正しくつきあいましょう」 
平成 26 年 7 月 群馬県栄養士会「生涯教育（基幹教育）研修会」講師、演題「食と栄養に関する



基礎知識-保健機能食品の分類・栄養成分表示制度-」 
平成 26 年 7 月 高崎市教育委員会「子育支援フォーラム」講師、演題「豊かな心をはぐくむ食

卓」 
平成 26 年 8 月 前橋市総社公民館「家庭教育学級すくすく教室」講師、内容「食育をしてみよ

う」 
平成 26 年 9・10 月 群馬県教育委員会「ぐんま県民カレッジ連携講座」講師、演題「こどもの未来

は、食育が決め手！」３回連続講座 
平成 26 年  9 月 前橋市元総社公民館「元総社家庭教育学級すこやか学級」講師、内容「簡単クッ

キング＆食育のお話」 
平成 26 年 10 月 高崎市福祉協議会「子育てお役立ち講座」講師、演題「食育について考えてみよ

う～食卓から生きる力へ～」 
平成 26 年 11 月 岩神地区地域づくり協議会「岩神地区合同文化祭」講師、演題「食育をしてみよ

う」 
平成 26 年 11 月 高崎市教育委員会「子育てスキルアップ講座」講師、演題「食楽を、楽しく囲ん

でいますか」 
平成 27 年 2 月 前橋市永明公民館「子育て応援プラス」講師、内容「食育＆簡単おやつ」 
平成 27 年 9 月 前橋市元総社公民館「元総社家庭教育学級すこやか学級」講師、内容「簡単クッ

キング＆食育のお話」 
平成 27 年 10 月 高崎市立東小学校「PTA セミナー」講師、内容「元気なこどもを育てる食育」 
平成 27 年 10 月 高崎市民政委員児童委員協議会西地区「いきいきサロン」講師、内容「健康に過

ごすための栄養学」 
平成 28 年 2 月 半田保育園子育て支援センター「にこにこランド セミナー」講師、内容「食育を

してみよう」 
平成 28 年 6 月 桐生市中央公民館「第 54 回桐生市高齢者大学」講師、内容「健康食品と正しくつ

きあいましょう」  
平成 28 年 9 月 前橋市中央公民館「家庭教育学級 はぐはぐ教室お父さん講座」講師、内容「食物

アレルギーにやさしいおやつ」 
平成 28 年 9 月 前橋市元総社公民館「元総社すこやか学級」講師、内容「簡単クッキング＆食育の

お話」 
平成 28 年 10 月 大友児童館母親クラブ「子育て教育充実事業」講師、内容「家庭でできるスイー

ツ及び軽食メニューの学習」 
平成 29 年 1 月 第 44 回「群馬県保育研究大会第 4 分科会」講師、内容「家庭や地域との連携によ

る食育の推進」 
平成 29 年 1 月 「群馬県若い世代食育推進協議会」委員、内容「若い世代への食育推進取り組み案

の検討」 
平成 29 年 2 月 上川淵公民館「家庭学級 上川淵公民館＆朝倉児童館で遊ぼう！」講師、内容「食

物アレルギーにやさしいおやつ」 
平成 29 年 8 月 前橋市元総社公民館「「元総社すこやか学級」講師、内容「簡単クッキング＆食育

のお話」 
平成 29 年 9 月 平成 29 年度「保育士分科会・給食分科会合同研修会」講師、内容「豊かな食生活

と味覚の表現～ていねいに味わってみよう～」 
平成 29 年 9 月 大友児童館母親クラブ「子育て支援教育充実事業」講師、内容「家庭でできるスイ

ーツ及び軽食メニューの学習」 
平成 29 年 10 月 生活協同組合コープぐんま「子育て支援教育充実事業」講師、内容「食物アレル

ギー学習及び小麦・牛乳・卵を使わないおやつ作り」 
平成 29 年 11 月 群馬県栄養士会「生涯教育(基幹教育)研修会」講師、内容「食育の理解と発展につ

いて」 
平成 29 年 11 月 「群馬県若い世代食育推進協議会」委員、内容「若い世代への食育推進取り組み

案の検討」 
平成 30 年 2 月 前橋市上川淵公民館「上川淵家庭教育学級」講師、内容「食物アレルギーにやさし



いおやつ」 
平成 30 年 8 月 前橋市元総社公民館「元総社すこやか学級」講師、内容「簡単クッキング＆食育の

お話」 
平成 30 年 10 月 大友児童館母親クラブ「子育て支援教育充実事業」講師、内容「家庭でできるエ

コ・クッキングの学習」 
平成 30 年 11 月 「平成 30 年度利根沼田支部主任保育士研修」講師、内容「食育についてのお話・

食物アレルギーについて」 
平成 30 年 12 月 「群馬県若い世代食育推進協議会」委員、内容「若い世代への食育推進取り組み

案の検討」 
平成 31 年 2 月 上川淵公民館「家庭学級 上川淵公民館＆朝倉児童館で遊ぼう！」講師、内容「食

物アレルギーにやさしいおやつ」 
 

渡辺 靜 職 
位 教授 専門

領域 臨床・応用栄養、健康教育 所属

専攻 栄養専攻 

学位・資格 
保健学修士、管理栄養士 
最近５年間の担当科目 

臨床栄養学・実習、栄養学各論・実習、食品と栄養、調理学実習 
現在の研究テーマ 

各ライフステージにおける食教育、栄養士教育のあり方、食品表示の活用とあり方 
最近５年間の主な研究業績 

平成２８年 

論文 

「コンビニエンスストアの米飯弁当の食品添加物と食品・栄養量の 20年間調査」 

明和学園短期大学紀要第 25号 2016.3 

「自分のことは自分でする 自立した生涯をおくるために 

―各ライフステージにおける運動・食事の関連指標を探る― 4年間のまとめ（第 5報）」    

明和学園短期大学紀要第 25号 2016.3 

学会発表 

群馬県の家庭料理 主食の特徴－ハレの食と日常食に見られる主食の特徴」 

日本調理科学会平成 28年度大会 2016 

A study of training programs for new dietitians/registered dietitians and  

refresher programs for graduates                 48th APACPH 

2016.9 

「若年栄養士・管理栄養士の新人研修・卒後教育について」 

第 75回日本公衆衛生学会発表、

2016.10 

「ライフステージ大学生における運動・食事の関連指標を探る」 

第 75回日本公衆衛生学会発表、

2016.10 

「栄養士・管理栄養士の新人研修と卒後教育のあり方について」 

第 81回日本民族衛生学会 

2016.11 

平成２７年 

著書「標準食品学各論」改訂 医歯薬出版 P139-153 2015 

論文 

「食品表示・栄養成分表示を探る―コンビニエンスストアの弁当から―」 

明和学園短期大学紀要第 24号 2015.3 

「自分のことは自分でする」自立した生涯をおくるために 



―各ライフステージにおける運動・食事の関連指標を探る― （第 4報） 

明和学園短期大学紀要第 24号 2015.3  

「栄養士・管理栄養士就業状況と養成施設における教育方法」 

明和学園短期大学紀要第 24号 2015.3 

「Employment status of Dietitian/Registered Dietitians and Education methods of their 

Training Institutions」 

                              女子栄養大学 教育学研究室紀要 第 12号 2015 

学会発表 

「栄養士・管理栄養士の短期離職に関わる要因と雇用者側が期待する栄養士像について」          

第 80回 日本民族衛生学会 2015.11 

「栄養士・管理栄養士の短期離職に関わる要因について」 

第 74回 日本公衆衛生学会 2015.10 

「Reason for young dietitians changing careers」 

The 47h APACPH   2015.10 

報告書 

「平成２６年度 次世代に伝え継ぐ 日本の家庭料理 聞き書き調査報告書」  

一般社団法人 日本調理科学会  2015.3 

 

平成２６年 

論文 

「食品表示・栄養表示の役割」            明和学園短期大学紀要第 23号 

2014.3 

「自分のことは自分でする」自立した生涯をおくるために 

―各ライフステージにおける運動・食事の関連指標を探る― （第 3報） 

明和学園短期大学紀要第 23号 2014 

学会発表 

「良好な栄養ケアに関わる栄養士・管理栄養士養成教育について」 

第 79 回日本民族衛生学会総会、 2014.11 

「栄養士・管理栄養士就業状況と養成施設における教育方法について」 

第 73 回日本公衆衛生学会   2014  

「コンビニエンスストアにおける米飯弁当の食品添加物の現状と変遷」 

日本食生活学会代 49 回大会 2014 

平成２５年 

論文 

「コンビニエンスストアのお弁当に見る 栄養成分表示の変遷と課題」 

明和学園短期大学紀要第 22号 2013.3 

「コンビニエンスストアで販売されている弁当の主菜使用の動態について」 

 ―鶏肉の現状を探る―              明和学園短期大学紀要第 22号 2013.3 

「自分のことは自分でする」自立した生涯をおくるために」 

 ―各ライフステージにおける運動・食事の関連指標を探る― （第１報） 

明和学園短期大学紀要第 22号 2013.3 

「自分のことは自分でする」自立した生涯をおくるために」 

 ―各ライフステージにおける運動・食事の関連指標を探る― （第２報） 

明和学園短期大学紀要第 22号 2013.3 

平成２４年 

論文 

「コンビニエンスストアの購入状況の現状から」 

明和学園短期大学紀要第 21号 2012.3 

最近５年間の主な社会貢献活動 

平成２８年 



「管理栄養国家試験講習会」講師                              

「女子栄養大学校友会」 幹事                          

平成２７年 

「教員更新講習」講師                               

「管理栄養国家試験講習会」講師                              

「女子栄養大学校友会」 幹事                         

 

高橋 雅子 職 
位 准教授 専門

領域 
調理学、調理学実習、栄養指導

論 
所属

専攻 栄養専攻 

学位・資格 
学士（家政学） 管理栄養士 ＮＲサプリメントアドバイザー ＮＰＯ食育インストラクター（プライ

マリー） エコ・クッキングナビゲーター ジョブカード作成アドバイザー 
最近５年間の担当科目 

調理学、調理学実習Ⅰ、給食計画論、給食実務論、栄養指導論Ⅱ、栄養指導論実習Ⅱ、インターンシ

ップ 
現在の研究テーマ 

日本調理科学会特別研究「次世代に伝え継ぐ日本の家庭料理」について 
子どもの発育と食生活  コンビニエンスストアの米飯弁当の変遷について 
農業の６次産業化と商品開発について 

最近５年間の主な研究業績 
〇著書 
平成２６年 「平成２４～２５年度 次世代に伝え継ぐ 日本の家庭料理」共著（農山漁村文化協会） 
平成２７年 「平成２６年度 次世代に伝え継ぐ 日本の家庭料理」共著（農山漁村文化協会） 
平成３０年 「伝え継ぐ日本の家庭料理―小麦・いも・豆のおやつ」共著（農山漁村文化協会）  
〇論文 
平成２６年 「食品表示・栄養成分表示を探る」～コンビニエンスストアの米飯弁当から～共著（明和学

園短期大学紀要２０１４） 
平成２７年 「コンビニエンスストアの米飯弁当 食品添加物と栄養量の研究２０年間」共著（明和学園

短期大学紀要２０１５） 
平成２９年 「栄養士養成施設における授業評価アンケートの活用と展望について」共著（明和学園短期

大学紀要２０１７） 
〇研究ノート 
平成２６年 「酒石酸鉄法による市販日本茶(緑茶)抽出液中のカテキン含量の分析」共著（明和学園短期大

学紀要２０１４） 
平成２７年 「酒石酸鉄法による市販紅茶葉抽出液中のカテキン含有量の分析」共著（明和学園短期大学

紀２０１５） 
平成２８年 「酒石酸鉄法による烏龍茶中のカテキン含量分析」共著（明和学園短期大学紀要２０１６） 
平成２９年 「栄養士・管理栄養士の実践力向上を目指す教育」―食品、料理重量の目測訓練の検討― 
       共著（明和学園短期大学紀要２０１７） 
平成２９年 「食器消毒保管庫の設定温度表示と庫内測定温度の差異分析」共著（明和学園短期大学紀要

２０１７） 
平成３０年 「栄養士・管理栄養士の実践力向上を目指す教育（第２報）」―食品・料理「重量の目測学修

の検討―共著（明和学園短期大学紀要２０１８） 
平成３０年 「時間経過による保温食缶内の温度変化について」共著（明和学園短期大学紀要２０１８） 
平成３０年 「スプラウトについてのアンケート調査と市販ブロッコリースプラウト中の一般生菌数・大

腸菌群について」共著（明和学園短期大学紀要２０１８） 
〇学会発表等 
平成２６年 「次世代に伝え継ぐ 群馬の家庭料理」日本調理科学会２６年度大会（広島県）にてポスタ

ー発表（共同）  



平成２６年 「コンビニエンスストアにおける米飯弁当の食品添加物の現状と変遷」日本食生活学会（石川

県）にて口頭発表（共同）  
平成２８年 「群馬県の家庭料理 主食の特徴～おっきりこみ、そば、くろこ～」日本調理科学会でポスタ

ー発表（共同） 
平成２９年 「コンビニエンスストアにおける米飯弁当の変遷と現状～食品表示の活用と栄養量の検討～」

日本食生活学会（茨城県）にてポスター発表（共同）  
平成２９年 「群馬県の家庭料理 おやつの特徴～粉もの～」日本調理科学会（東京）でポスター発表（共

同） 
平成３０年 「群馬県の家庭料理 主菜の特徴―川魚と海産加工品―」日本調理科学会（名古屋）でポスタ

ー発表（共同） 
最近５年間の主な社会貢献活動 

平成２６年 「親子でクッキング」（実習）ぴたごらきっず 前橋市 
平成３０年 「食で応援 こどもの食育」高崎市孫育て講座講師 高崎中央公民館 
平成３０年 「食で育てよう」高崎市孫育て講座講師 高崎中央公民館 
高崎スプリングフェスティバル参加（高崎市） 
みのり感謝祭参加（上毛新聞社） 
平成２５年～３０年  群馬県栄養士会研究教育事業部副部長 
平成２５年～     群馬県食育推進リーダー（群馬県） 
平成２５年～     家庭料理技能検定実施委員（香川栄養学園） 

 

天宮陽子 職 
位 准教授 専門

領域 家政・生活学一般 所属

専攻 こども学専攻 

学位・資格 
博士（家政学） 

中学校・高等学校専修免許状(家庭) 

図書館司書教諭 
最近５年間の担当科目 

子ども家庭支援の心理学、保育内容・子どもの遊びⅠ、保育内容・造形と遊びⅠ、保育内容・造

形と遊びⅡ、絵本と保育、生活、社会貢献活動（ボランティア）、生活学、生活学概論、人間関係

論、基礎ゼミ、卒業研究 
現在の研究テーマ 

平成 26 年～現在 
・父親の育児参加を促進する参加型教育プログラムの開発と効果検証のための一研究 

（研究課題番号：26350059） 

前橋市内で子育て期の父親を対象とした集いの場を作り、子育ち・子育て支援に関わる関係

者や専門家が加わり、また同地域で 7年にわたり子育て支援に関わるボランティア組織（名

称：ぴたごらきっず）での実績を活かし、集団的対話法を取り入れた対話アプローチと参加型

アクティビティ（親子でできる簡単実験工作教室・伝承遊び教室等）を含む一連のセミナープ

ログラムを実践する。一連のプログラム開発とその効果検証を通して、父親の育児力向上の指

標を得るとともに、持続可能な父親のワークライフバランスの在り方を探る。 

平成 30 年～現在 

・思考力と豊かな感性を育む「造形ワークショップ」―科学とアートの実践― 
最近５年間の主な研究業績 

平成 26 年度 

・｢パパたちによる子育てトーク｣を中心とした男性育児参加啓発推進の試み―実践報告(明和学

園短期大学紀要) 

平成 27 年度 

・｢父親の育児参加を促進する参加型教育プログラムの一実践」（日本公衆衛生学会発表） 

・｢パパたちによる子育てトーク｣を中心とした男性育児参加啓発推進の試み―実践報告第 2 報)



（明和学園短期大学紀要） 

・対話アプローチにおける評価指標の開発―ワールドカフェの事後評価の分析―（明和学園短

期大学紀要） 

平成 28 年度 

・｢父親の育児参加を促進する参加型教育プログラムの一実践 第２報｣(日本公衆衛生学会発表) 

・「短期大学生における「生活の授業」のあり方」（明和学園短期大学紀要） 

・｢パパたちによる子育てトーク｣を中心とした男性育児参加啓発推進の試み―実践報告第 3 報)

（明和学園短期大学紀要） 

平成 29 年度 

・｢パパたちによる子育てトーク｣を中心とした男性育児参加啓発推進の試み―実践報告第 4 報)

（明和学園短期大学紀要） 

平成 30 年度 

・思考力と豊かな感性を育む「造形ワークショップ」―科学とアートの実践―（明和学園短期

大学紀要） 

最近５年間の主な社会貢献活動 
平成 22 年度～現在 

・ボランティア組織『ぴたごらきっず』を主宰。「親と子どもの簡単実験工作教室（未就園児及び

小学校低学年とその保護者を対象）」を実施。平成 22年より現在まで年間 4回程度を実施 

平成 23 年度～現在 

・前橋市内小学校にて「読み聞かせ」を月 1回実施。 

・震災ボランティアとして福島県郡山市内の幼稚園に学生と訪問し「レクリエーションおよび工

作」を実施。平成 24年 1月から現在まで計 8回実施。 

平成 26 年度 
①高崎市中央公民館主催「孫育て講座 ちょっとした遊びのヒント～身近なものをおもちゃにし

よう～」（講師） 
②沼田市立幼稚園教育研究会主催「子どもが喜ぶ楽しい製作」（講師） 
③前橋市元総社公民館主催「すこやか学級 親子のふれあい～楽しく遊ぼう･楽しもう」（講師）

④高崎市中央公民館主催「育メン講座～パパを楽しもう～ふしぎ発見!パパと子どものサイエン

スショー!」（講師） 
⑤前橋市岩神地区地域づくり協議会主催「子ども実験工作教室」（講師） 
⑥前橋市総社公民館主催「家庭教育学級～パパってすごいね（実験工作）～子どもはみんな物づ

くりが大好き～パパトーク～パパだっていっぱい話したい!!」（講師） 
⑦群馬県生活文化スポーツ部 少子化対策・青少年課主催「パパと子どものふれあい講座～イク

メンの星が伝える子育てに取り組むヒント・親子で楽しむ実験、工作教室（全 2回）」（講師） 
⑧群馬県生活文化スポーツ部 少子化対策・青少年課主催「パパと子どものふれあい講座～家庭

内におけるコミュニケーション方法・親子で楽しむ実験、工作教室（全 2回）」（講師・アドバイ

ザー） 
⑨前橋市永明公民館主催「子ども冬休みステーション～ワクワク実験・工作教室」（講師） 
⑩群馬県生活文化スポーツ部 少子化対策・青少年課主催「ぐんま結婚・新家族応援フォーラム

『いつか家族をつくるために今できる 10のこと』（パネリスト） 
⑪前橋市児童文化センター主催「子ども理科（全 2回）」（実験工作協力） 
⑫前橋地区ボーイスカウト主催「前橋地区ＢＰ際 サイエンスショー」（協力） 
⑬前橋市主催「男女共同参画職員意識啓発研修会」（協力） 
 
平成 27 年度 
①前橋市児童文化センター主催「子ども理科（全 2回）」（実験工作協力） 

②前橋地区ボーイスカウト主催「前橋地区ＢＰ際 サイエンスショー」（協力） 

③群馬県国公立幼稚園研究会主催「楽しく遊べる教材づくり」（講師） 

④前橋市日吉児童館主催「夏休み教室～ワクワク実験工作教室」（講師） 

⑤特定非営利活動法人キッズバレイ主催「きりゅうアフタースクール～ふしぎの世界に飛び込も



う！親と子の実験工作教室（全 2回）」（講師） 

⑥群馬県立土屋文明記念文学館主催「第 89 回企画展～ほら、童謡が聞こえる～北原白秋・西條

八十・野口雨情の世界～」のワークショップ「ジャンボしゃぼん玉を作ろう」（講師） 

⑦群馬県子ども育成連合会主催「第 48 回関東甲信越静地区子ども会育成研究協議会～ワールド

カフェ」（講師） 

⑧群馬県生活文化スポーツ部 少子化対策・青少年課主催「共働き世代の子育て～ワーママサポ

ート術」（講師） 

 

平成 28 年度 

①前橋市大友町子ども会育成会主催「お楽しみ会～工作遊び」（講師） 
②科研費事業｢パパトーク・パネルディスカッション｣（企画運営） 

③前橋市日吉児童館主催「夏休み教室～ワクワク実験教室」（講師） 
④前橋市幼稚園教育研究会主催「幼児教育研修会実技研修」（講師） 
⑤前橋市元総社公民館主催「家庭教育学級～元総社すこやか学級」（講師） 
⑥群馬大学主催「ちびっこ大学～工作実験」（協力） 
⑦前橋市元総社地区子ども会育成団体（理事） 

⑧公益社団法人群馬県子ども会育成連合会研究協議会主催｢ワールドカフェ｣（講師） 

⑨科研費事業｢ボランティア団体ぴたごらきっずハロウィン衣装制作｣（企画運営） 

⑩科研費事業｢ボランティア団体ぴたごらきっずハロウィン仮装行列｣（企画運営） 
⑪科研費事業｢ボランティア団体ぴたごらきっずクリスマス会｣（企画運営） 
⑫前橋市元総社小学校共催｢こども元小マイスター｣造形ワークショップ全 3回（企画運営） 
⑬前橋市児童文化センター主催「子ども理科（全 2回）」（実験工作協力） 

 
平成 29 年度 

①生活協同組合コープぐんま主催「親子企画～実験工作教室」（講師） 
②前橋市大友町子ども育成会主催「お楽しみ会」（講師） 
③前橋市元総社地区子ども会育成団体（理事） 

④前橋市元総社小学校共催｢こども元小マイスター｣造形ワークショップ（計 3回企画運営） 
⑤前橋市元総社公民館主催「家庭教育学級～元総社すこやか学級」（講師） 
⑥前橋市日吉児童館主催「夏休み教室～ワクワク実験教室」（講師） 
⑦前橋市朝倉児童館主催「夏休み教室～ワクワク工作」（講師） 
⑧公益社団法人群馬県子ども会育成連合会主催「群馬県子ども会育成関係者研究協議会」（講師） 
⑨科研費事業｢ボランティア団体ぴたごらきっずハロウィン仮装行列｣（企画運営） 
⑩科研費事業｢ボランティア団体ぴたごらきっずクリスマス会｣（企画運営） 
⑪前橋市中央公民館主催「お父さんのほっと子育て講座『親子チャレンジ講座』」（講師） 
⑫前橋市大友町子ども育成会主催「クリスマス会」（講師） 
⑬前橋市児童文化センター主催「子ども理科」（講師） 

 

平成 30 年度 

①前橋市児童文化センター運営委員 

②前橋市大友町子ども育成会主催「お楽しみ会」（講師） 
③前橋市児童文化センター主催「こども春まつり」（講師） 

④生活協同組合コープぐんま主催「キッズサポーター全体交流会」（講師） 

⑤前橋市元総社公民館主催「家庭教育学級～元総社すこやか学級」（講師） 

⑥前橋市日吉児童館主催「夏休み教室～ワクワク実験・工作教室」（講師） 
⑦前橋市日上川淵公民館主催「子育て・親子支援事業」（講師） 

⑧公益社団法人群馬県子ども会育成連合会主催「群馬県子ども会育成関係者研究協議会」(講師) 
⑨伊勢崎市ＰＴＡ連合会主催「幼児の幸せを考える集い」(講師) 

⑩長寿づくり財団主催「保育アシスタント」(講師) 

⑪前橋市元総社小学校共催｢第１回こども元小マイスター｣造形ワークショップ（講師） 



⑫前橋市元総社小学校共催｢第２回こども元小マイスター｣造形ワークショップ（講師） 

⑬榛東村立南幼稚園主催「全園児保育参観(親子制作遊び)」（講師） 

⑭｢ボランティア団体ぴたごらきっずハロウィン仮装行列｣（企画運営） 

⑮｢ボランティア団体ぴたごらきっずクリスマス会｣（企画運営） 
⑯前橋市児童文化センター主催「子ども理科」（協力講師） 

 

尾上治子 職 
位 准教授 専門

領域 栄養の指導 所属

専攻 栄養専攻 

学位・資格 
管理栄養士、健康運動指導士 

現在の研究テーマ 
乳幼児期と食育、学校行事と食育、スポーツ栄養、簡単な災害食 

最近５年間の主な研究業績 
平成 26 年度 
（研究ノート） 
小学校高学年の児童における野菜摂取の現状および意識の調査、共著、明和学園短期大学紀要、24、
137-143 
平成 27 年度（論文） 
群馬県内で行われた食に関する講習会参加者における自家製野菜の栽培と野菜摂取量との関連につい

て、共著、第 12 回アジア栄養学会議 第 69 回日本栄養・食糧学会大会合同 2015．5.14-18 
（研究ノート） 
群馬県内で行われた食に関する講習会参加者における自家製野菜の栽培と野菜摂取量との関連につい

て、共著、日本食育学会誌、10(2)、109-114 
酒石酸鉄法による市販紅茶葉抽出液中のカテキン含有量の分析、共著、明和学園短期大学紀要、25、
133-140 
平成 28 年度 
（研究ノート） 
酒石酸鉄法による市販烏龍茶 抽出液中のカテキン含有量の分析、共著、明和学園短期大学紀要、26、 
85-88 
平成 29 年度（論文） 
栄養士養成施設における授業評価アンケートの活用と展望について、共著、明和学園短期大学紀要、

27、81-97 
イベント来場者のカルシウム摂取意識に関するする一考察、共著、明和学園短期大学紀要、27、119-128 
（研究ノート） 
食器消毒保管庫の設定温度表示と庫内測定温度の差異分析、共著、明和学園短期大学紀要、27、157-
161 
平成 30 年度 
（研究ノート） 
「子育て広場マンボウ」開設から 10 年間を振り返って、共著、明和学園短期大学紀要、28、121-126 
時間経過による保温食缶内の温度変化について、共著、明和学園短期大学紀要、28、127-131 

最近５年間の主な社会貢献活動 
所属学会及び研究会 
日本栄養改善学会、日本食育学会、日本スポーツ栄養学会、群馬県小児保健会 
 
平成 26 年   講話「おっきりこみから考える野菜摂取」（沼田県民局労働組合）：沼田市 
       講話「健康づくりのための栄養と運動」三原工業株式会社：前橋市 
       実習「保育所給食に活かせるレシピ」安中市保育協議会調理研究会：安中市 
 
平成 27 年   講話「健康づくりのための栄養と運動」柏井建設株式会社：前橋市 
       講話「健康づくりのための栄養と運動」林創業株式会社：桐生市 



   講話「健康づくりのための栄養と運動」群馬県社会保険協会：前橋市 
   講話「スポーツと栄養」群馬県スポーツ少年団認定試験講習会：みなかみ町 

 
平成 28 年   実習「アレルギー対応の保育所給食」渋川地区保育連絡協議会 ：渋川市   
 
平成 29 年   講話「楽しく体験食育講座」ＰＴＡ食育講座 沼田市立升形小学校：沼田市 
        実習「調理実習・食育講座」トライアルレッスンクッキング 

 ＫＴＣ中央高等学院食育授業：高崎市 
        実習「幼児の食事」前橋市桂萱公民館 家庭教育学級 桂萱公民館：前橋市 
        講話「ジュニアアスリートのための栄養を考える」ジュニア育成委員会研修会  

関東ゴルフ連盟・プロゴルフ協会：前橋市 
 
平成 30 年   実習「調理実習・食育講座」トライアルレッスンクッキング 

 ＫＴＣ中央高等学院食育授業：高崎市 
講話「スポーツと栄養」群馬県スポーツ少年団認定試験講習会：高崎健康福祉大 

       講話「健康づくりのための栄養と運動」群馬県ビルメンテナンス協同組合衛生大  

会特別講演：前橋テルサ 
講話「健康づくりのための栄養と運動」（株）クシダ工業 衛生大会特別講演： 

高崎マリエール 
講話「ジュニアアスリートのための栄養を考える」ゴルフジュニア育成委員会研

修会 関東ゴルフ連盟・プロゴルフ協会：サンコー72 カントリークラブ 
講話 保育キャリアアップ講習会「食育計画の作成と活用」勤労福祉センター 

群馬県産業技術センター 
講話  保育アシスタント講習「幼児期の栄養と食育」（公財）群馬県長寿社会づ

くり財団：富岡市生涯学習センター・みどり市  
実習「利便性の良い食材の活用法」中毛保育連絡協議会沼田支部：利根沼田保健

福祉事務所：沼田市 
講話「めいたんキッチン～災害編～」めぶく。プラットホーム前橋 明和学園短

期大学公開講座：明和学園短期大学 
講話「災害時にできる簡単料理と健康維持を考える」青少年赤十字渋川地区リー

ダーシップトレーニングセンター：渋川工業高校：渋川市 

栄養相談：「スポーツ選手に対する個別栄養相談」健康・体力測定時の栄養相談

群馬県スポーツセンター：前橋市   
 
その他 
平成 26 年     沼田栄養士会会長、（公社）群馬県栄養士会 理事 事業部長 
平成 26 年     第 70 回国民体育大会冬季大会「2015 ぐんま冬国体」実行委員会 

宿泊輸送専門委員会委員 宿泊施設向けスポーツ栄養リーフレット作成 
平成 26 年～29 年 （公社）群馬県栄養士会 地域活動事業部部長  

公益社団法人群馬県栄養士会 理事、栄養・ケアステーション部長 
 

永井 真紀  職 
位 准教授 専門

領域 健康教育 健康づくり 所属

専攻 栄養専攻 

学位・資格 
【学位】 
学士（教育学）群馬大学 
修士（体育学）筑波大学大学院 

【資格・免許】 
幼稚園教諭一種免許状・小学校教諭一種免許状 
中学校教諭一種免許状（保健体育）・高等学校教諭一種免許状（保健体育） 



中学校教諭専修免許状（保健体育）・高等学校教諭専修免許状（保健体育） 
最近５年間の担当科目 

保健体育、実践スポーツ健康概論、運動生理学、スポーツ栄養学、スポーツ栄養学実習、校外実

習（給食管理実習）、栄養教育実習、事前事後指導（栄養教育実習）、教職実践演習（栄養）、スポ

ーツ健康学、保育内容の研究「健康」、幼児体育、生涯健康論、健康特論 
現在の研究テーマ 

・生涯にわたる健康づくりのための、各ライフステージにおける運動・食事の関連指標を探る 
・学校を拠点とした健康教育と食育について 
・歩数量増加の運動介入が高齢者の身体組成、脚筋力、心理的ストレスに及ぼす影響 
・群馬県指定強化選手のメディカルチェックと体力測定結果の解析 
・機能性インソールが歩行に与える効果について 

最近５年間の主な研究業績 
（学術論文） 
1.平成 30 年度明和学園短期大学教育実践報告集第 2 集 PP.27～36「ボール運動系の習得・活用学習

場面における技能獲得と楽しさの関連－「ボールをもたない動きに着目した主体的・対話的な局面学

習」－」 
2.平成 30 年度明和学園短期大学紀要 28 巻, PP.11～18「今日の教職に求められる役割や資質能力につ

いて」－チーム学校運営や主体的・対話的で深い学び・学校組織運営とのつながりの視点から― 
3.平成 30 年度明和学園短期大学紀要 28 巻,PP.:27～37「各学校における教育課程とカリキュラム・マ

ネジメントについて」―教育課程法制と学習指導要領の変遷を含めて― 
4.平成 29 年度 明和学園短期大学紀要,27 巻,PP.81～97「栄養士養成施設における授業評価アンケー

トの活用と展望について」 
5.平成 29 年度明和学園短期大学紀要,27 巻,PP.99～105「自分のことは自分でする」自立した生涯を

送るために―学生期の運動・食事の現状から関連指標を再考―  
6.平成 29 年度 明和学園短期大学教育実践報告集,第 1 集.PP.48～52.「子育て支援事業での「親子運

動あそび」に参加する未就園児親子の置かれている子育て環境について」 
7.平成 28 年度明和学園短期大学紀要,26 巻,PP.43～51「大学生の健康づくりにおける運動・食事の影

響因子と変容のためのアプローチ方法について」  
8.平成 27 年度明和学園短期大学紀要,25 巻,PP.83～92「自分のことは自分でする」自立した生涯をお

くるために―各ライフステージにおける運動・食事の関連指標を探る―4 年間のまとめ（第５報） 
9.平成 27 年度明和学園短期大学紀要,25 巻,PP.121～133「短期大学における栄養教育実習の実践と

課題」 
10.平成 26 年度明和学園短期大学紀要,24 巻,PP.117～130「子育て広場「マンボウ」におけるおやつ

の取り組みについて―生活学科における両専攻の協働について―」  
11.平成 26 年度明和学園短期大学紀要,24 巻,PP.105～115「自分のことは自分でする」自立した生涯

をおくるために―各ライフステージにおける運動・食事の関連指標を探る―女子短大生の骨密度評価

からの考察（第４報）」 
12.平成 26 年度明和学園短期大学紀要,24 巻,PP.47～63「校外実習で得た自己効力感が学習者の行動

変容に結びつくかについての一考察」 
13.平成 26 年度明和学園短期大学紀要,24 巻,PP.65～72「大学を地域高齢者の「居場所づくり」とす

る取り組み―参加者の実態と関心から（第２報）―」 
（その他） 
外部資金受給実績 
1.健康づくり研究助成「あさを賞」平成 25 年度（研究責任者） 
2.群馬健康医学振興会助成金平成 24 年度（研究責任者） 

最近５年間の主な社会貢献活動 
平成 30年度 

①講演「運動機能を刺激して健康な体を作ろう～生活習慣に運動を取り入れよう～」（高崎市立金古南

小学校 第 2回拡大学校保健委員会兼 PTAセミナー講師） 

②講演「親子で楽しむ運動遊び」（高崎市立金古南小学校 1学年 PTA親子行事講師） 



③講演「親子で楽しむ運動遊び」（高崎市立下室田小学校 5･6学年 PTA親子行事講師） 

④講座「子どもの発達と運動」（県社会福祉協議会高齢者人材育成事業保育アシスタント講習講師）他 

 

平成 29年度 

①講演「親子で楽しむ“運動遊び”」（平成 29年度みなかみ町立にいはるこども園親子ふれあい事業講

師） 

②講演「子育てのヒント差しあげます ～幼児期に親子で感じたい、遊びと食事と眠りの３つの“り”

～」（群馬県国公立幼稚園・こども園 PTA連絡協議会講師）  

③講座「ロコトレに挑戦してみよう」（群馬県社会福祉協議会高齢者人材育成事業介護スタッフ講習会

講師） 

④講座「ロコトレに挑戦してみよう」（玉村町福祉協議会講習会講師）  他 

 

平成 28年度  

①平成 28年度 PTAセミナー「ロコトレに挑戦してみよう」（講師）（前橋市立第七中学校 PTA主催）  

②親子ふれあい事業（研修会）「親子で楽しむ“運動遊び”」（講師）（利根沼田公立幼稚園・こども園

PTA 連絡協議会主催） 

 

平成 27年度 

①ぐんま県民カレッジ「オープンキャンパス」大学等出前講座 「10 年後の自分にプレゼント」（講

師）（群馬県教育委員会主催）  

②家庭教育学級（すくすく子育て教室）「親子で楽しむ運動遊び」（講師）（前橋市南橘公民館主催） 

③第 11 回群馬県薬剤師会学術大会 県民公開講座「ロコモティブシンドロームの話―予防とロコモ

体操の効果―」（協力者）（群馬県薬剤師会主催） 
 

平成 26年度 

①親子運動教室「からだを使って親子で元気に遊ぼう」（講師）（伊勢崎市立南幼稚園主催）  

②キャリアデザイン支援事業「働く女性の艶モテ講座」（講師）（高崎市中央公民館主催）  

③ライフアップ推進事業「イクメン講座 パパと思いっきり!ダイナミックな体あそび！」（講師）（高

崎市中央公民館主催） 

④高齢者向け健康講話「骨のために今できる事、これからできる事」（講師）（昭和町いきいきふれあ

いサロン主催） 

 

 

高橋 慶子 職 
位 准教授 専門

領域 学校保健・学校安全 所属

専攻 こども学専攻 

学位・資格 
・養護教諭免許状 
・中学教諭免許状（保健） 
・歯科衛生士 

最近５年間の担当科目 
子どもの保健Ⅱ・社会的養護・社会的養護内容・保育実習Ⅲ・卒業研究（食物アレルギー） 

現在の研究テーマ 
健康管理能力向上を図るための支援方法 

最近５年間の主な研究業績 
 

最近５年間の主な社会貢献活動 
平成２６年 
・厚生科学審議会専門委員／厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会 
及び感染症部会風しんに関する小委員会委員（厚生労働省） 



・麻しん・風しん対策推進会議委員（厚生労働省） 
・全国病弱虚弱教育研究連盟事務局長 
・群馬県総合教育センター講師 
 
平成２７年 
・厚生科学審議会専門委員／厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会 
及び感染症部会風しんに関する小委員会委員（厚生労働省） 

・麻しん・風しん対策推進会議委員（厚生労働省） 
・群馬県高等学校教頭・副校長会副会長 
・群馬県総合教育センター講師 
 
平成２８年 
・麻しん・風しん対策推進会議委員（厚生労働省） 
・群馬県高等学校教頭・副校長会副会長 
・全国特別支援学校病弱教育副校長・教頭会会長 
・群馬県総合教育センター講師 
 
平成２９年 
・麻しん・風しん対策推進会議委員（厚生労働省） 
・群馬県総合教育センター講師 
 
平成３０年 
・麻しん・風しん対策推進会議委員（厚生労働省） 
・桐生市公立幼稚園ＰＴＡ指導者研修会講師 
・群馬県立赤城特別支援学校学校評議員 
 

 

篠塚 晃子 職 
位 講師 専門

領域 音楽教育 所属

専攻 こども学専攻 

学位・資格 
修士（教育学）・中学校教諭専修免許状（音楽）、高等学校教諭専修免許状（音楽） 

最近５年間の担当科目 
ピアノ奏法Ⅰ、ピアノ奏法Ⅱ、音楽基礎 

現在の研究テーマ 
鍵盤作品楽曲研究、ピアノ指導法 

最近５年間の主な研究業績 
（学術論文等） 
平成 29 年 『M.ラヴェル《ダフニスとクロエ》第 2 組曲における演奏法研究』 

単著 明和学園短期大学紀要 第 27 集 
平成 29 年  『「音楽基礎」履修者におけるソルフェージュ能力の向上的変化』 
      単著 明和学園短期大学 教育実践報告集 第 1 集 

最近５年間の主な社会貢献活動 
平成 26 年 第 3 回古賀記念音楽祭 於：横浜 CROSS STREET 
平成 26 年 ピアノデュオラファールコンサート～連弾と２台ピアノによるピアノデュオの魅力～ 
平成 27 年  東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 OB 会主催スプリングポピュラーコンサート 2015 
            にて Rhapsody in Blue(G.Gershwin)を共演 於：群馬音楽センター 
平成 27 年  EVENING CONCERT 於：CHACONNE 
平成 28 年  Triple inC ベーカリーカフェ・レンガ コンサート 
平成 28 年  Triple inC 太田市役所ロビーコンサート 



平成 28 年  Triple inC＋１ スプリングコンサート（平成 28 年度 高崎市食生活改善推進協議会総

会でのゲスト演奏。於：高崎シティギャラリーコアホール） 
平成 28 年  アトリウムコンサート Vol.9～Triple inC～ 於：桐生市市民文化会館アトリウム 
平成 28 年  ピアノデュオラファールコンサート～デジタルピアノ・アップライトピアノ・グランド

ピアノの魅力～ 於：カワイ楽器前橋ショップ 
平成 28 年  Triple inC 高崎中央病院慰問コンサート 
平成 28 年  ピアノデュオラファールコンサート～デジタルピアノ・アップライトピアノ・グランド

ピアノの魅力～ 於：カワイ楽器新潟ショップ 
平成 28 年  社会福祉法人育美会 生品保育園クリスマスコンサート（Triple inC でゲスト出演） 
平成 28 年  Triple inC X’mas Concert 於：高崎市役所 
平成 28 年  ピアノデュオラファールクリスマスコンサート 於：太田市文化会館エアリスホール 
平成 29 年  Triple inC 前橋テルサロビーコンサート 
平成 29 年  NPO 法人安中ひだまりマルシェ主催 Triple inC コンサート 
平成 29 年  第 84 回 NHK 全国学校音楽コンクール 関東甲信越ブロックコンクール  

於：大宮ソニックシティ 
平成 29 年  中野孝紀×Piano Duo Rafale～２台ピアノによる舞踏と神話の世界～  

於：スタインウェイサロン東京 松尾ホール 
平成 29 年  藤岡ロータリークラブ主催 第 18 回少年少女合唱団群馬県フェスティバル  

於：藤岡市みかぼみらい館 
平成 29 年  TBS こども音楽コンクール 東日本優秀演奏発表会 
       於：江戸川区総合文化センター 
平成 30 年  群馬県音楽教育協会主催 第 28 回群馬県小・中学校合唱フェスティバル 
       於：前橋市民文化会館 
平成 30 年  第 26 回埼玉群馬ソロコンテスト本選 於：本庄市児玉文化会館セルディ 
平成 30 年  第 10 回群馬県西部地区ソロコンテスト 於：かぶら文化ホール 
平成 30 年  地区郷土芸能祭 於：京ケ島長寿センター 
平成 30 年  第 22 回群馬県ソロコンテスト 於：ベイシア文化ホール 
平成 30 年  第 66 期 TBS こども音楽コンクール 於：ベイシア文化ホール 
平成 30 年 第 85 回 NHK 全国学校音楽コンクール関東甲信越ブロックコンクール 
      於：大宮ソニックシティ 
平成 30 年 ピアノ・デュオ・ラファール ミニコンサート 於：館林アゼリアホール 
平成 30 年 第 19 回少年少女合唱団群馬県フェスティバル 於：みかぼみらい館 
平成 30 年 ピアノ・デュオ・ラファール クリスマスコンサート  於：ひかり幼稚園 
平成 31 年 第 21 回群馬県小・中学校合唱フェスティバル 於：前橋市民文化会館 

 

藤生 睦恵 職 
位 講師 専門

領域 保育 所属

専攻 こども学専攻 

学位・資格 
・保育士資格 

最近５年間の担当科目 
乳児保育    保育相談支援   保育実習指導Ⅰ・Ⅱ   乳児保育Ⅰ・Ⅱ 

現在の研究テーマ 
3 歳未満児保育の現状と課題   保護者支援 

最近５年間の主な研究業績 
平成３０年研究紀要「保育系短期大学生の教育の自己評価」 

最近５年間の主な社会貢献活動 



平成 26 年 
 ・桐生市公立保育園園長会 副会長 
・混声合唱団カメラータ（太田市藪塚文化協会サークル・平成２１年に設立・現在に至る） 
事務局長  
藪塚中央公民館にて「混声合唱団カメラータと愉快な仲間たちコンサート」を運営、企画、出演 

・太田市藪塚文化祭にて混声合唱団カメラータ出演 
・混声合唱団カメラータ桐生市老人福祉施設にて「カメラータふれあいコンサート」出演 

平成 27 年 
・桐生市公立保育園園長会 会長 
・混声合唱団カメラータ団長 現在に至る 
・藪塚中央公民館にて「混声合唱団カメラータと愉快な仲間たちコンサート」を運営、企画、出演 

平成 28 年 
・藪塚中央公民館にて「混声合唱団カメラータと愉快な仲間たちコンサート」を運営、企画、出演 
・混声合唱団カメラータ桐生市老人福祉施設にて「カメラータふれあいコンサート」出演 
・太田市エアリス大ホールにて「太田フィルハーモニー管弦楽団コンサート」の総合司会担当、 
オペラ「こうもり」賛助出演 

 ・桐生市街中コンサート・ベーカリーレンガにて「混声合唱団カメラータ」参加出演 
平成 29 年 
・藪塚中央公民館にて「混声合唱団カメラータと愉快な仲間たちコンサート」を運営、企画、出演 
・混声合唱団カメラータ桐生市老人福祉施設にて「カメラータふれあいコンサート」出演 
・桐生市街中コンサート・ベーカリーレンガにて「混声合唱団カメラータ」参加出演 
・桐生市依頼 講師 ファミリーサポート研修会「乳幼児期の遊び・保育の心」 

平成 30 年 
・藪塚中央公民館にて「混声合唱団カメラータと愉快な仲間たちコンサート」を運営、企画、出演 
・混声合唱団カメラータ桐生市老人福祉施設にて「ボランティアコンサート」出演 
・みどり市保育アシスタント 講師 「絵本と子育て」「乳幼児期の遊び・60 歳以上の貴方へ」 
・桐生市依頼 講師 ファミリーサポート研修会「乳幼児期の遊び」 
・群馬県保育士等キャリアアップ研修 講師 「乳児保育の意義」 

 
 

甲賀崇史 職 
位 講師 専門

領域 幼児教育 所属

専攻 こども学専攻 

学位・資格 
修士(特別支援教育学)、小学校教諭二種免許状、特別支援学校教諭専修免許状(視覚障害者, 知的

障害者, 肢体不自由者の領域) 
最近５年間の担当科目 

保育内容・健康、保育実習Ⅰ、保育実習指導Ⅰ、保育実習Ⅲ、保育実習指導Ⅲ 

現在の研究テーマ 
保育学、幼児教育学 

最近５年間の主な研究業績 
平成 31 年  
《学術論文》 
 甲賀 崇史 (2019). 保育所のテラスにおける子どもの靴を脱ぐ操作と姿勢の発達的検討. 日本 
  家政学会誌, 70(2) 78-85.  
《著書》  
 甲賀 崇史 (2019). 重症心身障害児施設. 駒井美智子(編) 保育者のための保育実習対応ガイド   
    ブック 保育実習でのスムーズな実習力 UP↑を求めて (pp. 130-134)  大学図書出版     
《学会発表》 
 甲賀 崇史 (2019). 保育所 1-2 歳児の靴履き行動の縦断的観察−システム論的視点からの事例   
  検討. 日本保育学会第 72 回大会発表論文集, 577-588.【著書】 
平成 30 年  



甲賀崇史 (2018) 13 章 特別に支援の必要な子どもの健康指導(分担執筆). 谷田貝公昭・髙橋弥 
生 (編) 健康 (コンパクト版保育内容シリーズ). 105-112. 一藝社.  

【学術論文(査読付き)】 
平成 30 年 
甲賀崇史 (2018) 幼稚園における幼児の靴履き行動の発達的検討：姿勢および四肢動作の機能

的変化. 乳幼児教育学研究, 26, 47-62.   
平成 29 年 
甲賀崇史・根ケ山光一 (2017) 保育所のテラスにおける幼児の靴履き行動の発達的検討. 保育学

研究, 26, 52-63. 
平成 25 年 
甲賀崇史・安藤隆男 (2013) 国立久里浜養護学校の設置過程:「実験教育研究施設」から「養護

学校」への転換. 障害科学研究, 37, 169-181. 
安藤隆男・池田彩乃・甲賀 崇史・大木 慶典 (2013) 特別支援学校(肢体不自由)における地域支

援体制の現状 : 特別支援教育制度施行以前との比較から. 障害科学研究, 37, 57-64. 
【学術論文(査読無し】 
平成 30 年 
甲賀崇史 (2018) 保育者養成校における園庭を活用した事故防止及び安全対策の指導法の検討. 
秋草学園短期大学紀要, 34, 91-98. 

甲賀崇史 (2018) 領域「健康」における基礎的運動パターンの語想起課題を用いた指導法の検討. 
草苑保育専門学校研究紀要. 2, 53-59.  
押田加奈子・甲賀崇史 (2018) 保育系専門学生における子どもの描画スキルの発達的理解. 草苑

保育専門学校研究紀要. 2, 32-36.  
甲賀崇史・山藤宏子 (2018) 保育系専門学校生における新生児の体重のイメージ−記述による表

現と抱き上げ選択による比較検討−. 草苑保育専門学校研究紀要. 2, 60-64.  
平成 29 年 
甲賀崇史・大内里紗 (2017) 保育系短期大学生におけるタッチタイピング練習の有効性. 湘北紀

要 38, 115-123. 
甲賀崇史・山藤宏子 (2017) 保育系専門学校生における新生児の身長イメージ. 草苑保育専門学

校研究紀要. 1, 41-45. 
平成 25 年～平成 28 年 

<省略> 
【国際会議】 
平成 28 年 
Kohga Takashi (2016) Development of shoes wearing in Japan: a longitudinal observation. 
International Conference of Psychology 2016 congress. Yokohama, Tokyo, July 20-29. 

【国内学会(口頭発表)】 
平成 28 年 
甲賀崇史・根ケ山光一 (2016) 幼児の靴履き行動にみる姿勢および四肢動作の安定性から効率

性への機能的変化日本乳幼児・医学心理学会. 第 26 回大会 
平成 27 年 
甲賀崇史・根ケ山光一 (2015) 保育園のテラスにおける「靴履き」行動の発達的検討. 日本乳幼

児・医学心理学会. 第 25 回大会.   
【国内学会(ポスター発表)】 
平成 30 年 
甲賀崇史 (2018) 保育者養成校における園庭を活用した事故防止の指導法の検討. 日本保育者養

成教育学会第 2 回大会. 第 2 回大会.  
平成 29 年 
甲賀崇史・山藤宏子 (2017) 子育てニーズに応える延長保育を考える: 延長保育にみる子育て支

援の現状とその特性. 日本子育て学会. 第 9 回大会.  
山藤宏子・甲賀崇史 (2017) 子育てニーズに応える延長保育を考える: 延長保育に対する保育者



の認識と課題. 日本子育て学会. 第 9 回大会.  
山藤宏子・甲賀崇史・阿江美知代 (2017) 保育実習の事前指導に学生が求める情報の検討. 日本

保育者養成教育学会. 第 1 回大会.  
平成 25 年～平成 28 年 

<省略> 
【競争的資金等の獲得】 
平成 29 年 
公益財団法人東京都私学財団 学校研究助成事業研究課題 
研究課題「延長保育における保育者の負担感の検討」(平成 29 年度研究報告(概要)集 印刷中) 
(研究者代表者) 

平成 28 年 
公益財団法人東京都私学財団 学校研究助成事業 
研究課題「即戦力を育む草苑式保育実習プログラムの開発-養成校と実習園とをつなぐ実習事前

計画書の作成の試み-」 (平成 28 年度研究報告(概要)集 p.145-p.150)  (共同研究者) 
【受賞歴】 
平成 27 年 
日本乳幼児医学・心理学会第 25 回大会にて優秀発表賞を受賞した 
 

最近５年間の主な社会貢献活動 
平成 30 年 
社会福祉法人東京都社会福祉協議会 保育士就職支援セミナー 委託講師 
平成 29 年 
社会福祉法人東京都社会福祉協議会 保育士就職支援セミナー 委託講師 
平成 28 年 
社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会同援さくら保育園 園内研修講師 

 

大﨑 香苗 職 
位 助手 専門

領域 栄養学、調理学 所属

専攻 栄養専攻 

学位・資格 
管理栄養士 

最近５年間の担当科目 
栄養学各論実習、栄養指導論実習Ⅰ、栄養指導論実習Ⅱ、校内実習、調理学実習Ⅰ、食品学実

習 
現在の研究テーマ 

保育施設の給食について 
最近５年間の主な研究業績 

平成 29 年食器消毒保管庫の設定温度表示と庫内測定温度の差異分析、 
時間経過による保温食缶内の温度変化について 

最近５年間の主な社会貢献活動 
平成 29.30 年みなかみキッズ 

 

天沼 由樹子 職 
位 助手 専門

領域 栄養学、調理学 所属

専攻 栄養専攻 

学位・資格 
管理栄養士 

最近５年間の担当科目 
調理学実習Ⅱ・食品学実験・校外実習・校外実習 

現在の研究テーマ 



現代社会における青少年の食環境について 
最近５年間の主な研究業績 

なし 
最近５年間の主な社会貢献活動 

なし 
 

宮﨑 絢子 職 
位 助手 専門

領域 栄養学、調理学 所属

専攻 栄養専攻 

学位・資格 
管理栄養士 

最近５年間の担当科目 
調理学実習Ⅰ・校内実習 

現在の研究テーマ 
集団調理における衛生管理 

最近５年間の主な研究業績 
衛生管理 

最近５年間の主な社会貢献活動 
 

 


