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所 属 東筑紫短期大学 保育学科 
担 当 科 目 〔保育学科〕 

 ・言葉 
 ・人間関係 
 ・幼児の理解と教育相談 
 ・保育・教職実践演習（幼稚園） 
 ・キャリア教育演習Ⅰ（初年次教育含む）、キャリア教育演習Ⅱ 

専 門 分 野 ■ 教育学 
最 終 学 歴  東筑紫短期大学 保育学科 
学 位 短期大学士 
職 歴 あおば幼稚園 教諭 （昭和48(1973)年4月～昭和50(1975)年3月）

 あおば幼稚園 主任教諭 （昭和50(1975)年4月～昭和53(1978)年3月）

 長行幼稚園 主任教諭 （昭和53(1978)年4月～平成9(1997)年3月）

 長行幼稚園 園長 （平成9(1997)年4月～平成18(2006)年3月）

 長行幼稚園 主事・教頭 （平成18(2006)年4月～平成25(2013)年3月）

 東筑紫短期大学 保育学科 非常勤講師 （平成24(2012)年9月～平成25(2013)年3月）

 東筑紫短期大学 保育学科 准教授 （平成25(2013)年4月～平成28(2016)年3月）

 東筑紫短期大学 保育学科 教授 （平成28(2016)年4月～現在に至る）

 東筑紫短期大学 保育学科 学科長 （平成30(2018)年4月～現在に至る）

 学校法人 東筑紫学園 評議員 （平成30(2018)年6月～現在に至る）

 学校法人 あおば学園 評議員 （令和2（2020)年3月～現在に至る）

教育上の業績 〇1997年より2006年3月まで長行幼稚園園長として、幼児教育の向上を図るとともに地域との

連携活動や、各校保育学科の学生実習を受け入れ教職の意義・役割・業務内容を指導・助言。

2013年4月より東筑紫短期大学保育学科生に対し、保育経験を通して教育学を指導。 
主な研究活動 【論文】 

 1. 教育職の研究 「現場で実践力として活躍できる保育士を育てる方法」 

 （東筑紫短期大学研究紀要第45号 平成26(2014)年12月） 

 （概要） 
 生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育にかかわる新米保育者にとって今、何が必要であるのか。

学生を教育する立場から、検証を重ね、実践力をもった活躍できる保育者を育てるために授業を充実させ

る研究を行う。 

 2.「保育内容『言葉』と絵本との関係」 
（東筑紫短期大学研究紀要第46号 平成27(2015)年12月） 

 （概要） 
 教育実習において学生が用いた絵本を検証．・分析。学生に対するアンケートを基に、絵本の重要性を学

生がどのように考え、問題点は何かを検証し、現在の授業を振り返るとともに今後の授業組み立てに繋げ

るべき研究を行った。 

 3.「保育内容『人間関係』子どものケンカの対処法（学生のアンケートを通して）」 
（東筑紫短期大学研究紀要第47号 平成28(2016)年12月） 

 （概要） 
“保育内容『人間関係』ねらい”の子ども同士で遊びを共有し、共感し合うという中で生じる子どものケン

カに対して、保育者がいかに対応するか、子どもへの指導法の研究を行う。 



 
 4.「幼児の理解と教育相談」子どもの片付けについて（学生への授業内容を通して） 

（東筑紫短期大学研究紀要第48号 平成29(2017)年12月） 

 （概要） 
 幼稚園生活では、皆が一緒に過ごすために片付けをすることが必要である。片付けのやり方や必要性に

気付き、体験を繰り返しながら、行動できるようになっていくことが大切である。子どもの片付けに対し

て、子どもに合った言葉がけや対応の仕方を学生のアンケート、アクティブ・ラーニングを通して研究を行

う。 

 5.「子どもが育つ伝統行事への取組」（学生への授業内容を通して） 
（東筑紫短期大学研究紀要第49号 平成30(2018)年12月） 

 （概要） 
 幼稚園、保育所に就職して行事に遭遇する。保育者は子どもに行事に関して援助、指導を行う。学生が行

事に関心をもち、目を向け、行事内容を把握し、時期由来をよく理解していなければ子どもへ伝える事はで

きない。行事に関して学生がどのように捉えているかアンケートによりを把握し、今後の授業展開へと繋

げる研究をおこなった。 

6．アクティブ・ラーニングによる「保育・教職実践演習」の取組（2） 
（東筑紫短期大学研究紀要第49号 平成30(2018)年12月） 

（概要）  

本学保育学科学生のアクティブ・ラーニングを指導する中で、本学附属幼稚園園児を対象にいわゆる「ご

っご遊び」が幼児の遊びの発展や気づきに及ぼす影響を調査した。「お店屋さんごっこ」を素材に園児が身

近な素材に興味をもち、その仕組みや遊びをより楽しくするための工夫がみられことを明らかにした。 

7.「言葉あそびの指導法」（保育現場で使える言葉あそびの習得法） 
（東筑紫短期大学研究紀要第50号 令和元(2019)年12月） 

（概要） 
  当校の保育内容「言葉」の授業で行った「言葉あそび」、特に「わずかの空き時間で行える言葉あそび」

を検討課題とした。保育現場で行っている「言葉あそび」との比較を行うことで学生の指導法に考察を加え

た。 

 8.アクティブ・ラーニングによる「保育・教職実践演習」の取組（4） 
（東筑紫短期大学研究紀要第51号 令和2(2020)年12月） 

（概要） 
  教職の免許状を取得するために、学生による個人の課題を明確にし、「研究活動計画書」を作成し、課題

解決の方法を提示した。学生の指導は個別に行い、授業内容をまとめた。毎時間アクティブ・ラーニングを

取り入れた授業を展開、学生が保育士としての確かな実践力を修得する研究となった。 

9．アクティブ・ラーニングによる「保育・教職実践演習」の取組（5） 
 （東筑紫短期大学研究紀要第52号 令和3(2021)年12月） 

（概要） 
  保育・教職実践演習の授業において、アクティブ・ラーニングを取り入れたグループ研究活動を行った。

しかし、コロナ禍のため個人研究へと移行したが最終的にはグループによる研究発表を行い、「研究活動計

画書」を作成し、課題解決の方法を提示した。その結果、学生が保育士としての確かな実践力を修得する研

究となった 

主な社会活動 【講演会】 
 ・「親の笑顔・子どもの笑顔（平成25(2013)年12月） 

東筑紫短期大学附属幼稚園にて講演を行う。父親・母親の子育ての役割、及び親のけんか、子どものけん

かから学ぶもの、子どもの安全は子ども自ら守るものであり、そのために今、親ができる子育とは何かなど

に関して話す。 

・「これからの保育に向けて～主任の役割と人材育成について」（令和元(2019)年8月） 

筑豊地方保育協会保育士会主催、会場直方いこいの村にて筑豊地方保育士研修会講演を行う。主任の立

場、後輩職員教育の在り方、職場の充実について話す。様々な悩みをもつ主任が、自らの役割を再認識し、

職員育成に役立つことを願い講演を終えた。 



 
 ・｢集団で育つ保育」（令和3(2021)年3月） 

  築上町築上社会福祉センターにて行われた築上地方保育協会主催、京筑保育協会保育士会研究部会研修

会の講義を行った。コロナ禍のため、ビデオを使っての研修であった。鼓笛隊編成及び子どもへの指導に 

関しては実務体験を取り入れての講義を行った。 

・RKB「タダイマ」の番組内特集「声かけ変換表」紹介コメント（令和3(2021)年9月） 
特集「子育て」の中の「声掛け変換表」の子どもに対して「声かけ」を変えることで子どもの成長に 

どのような影響があるかのコメントを述べた。 

・｢集団で育つ保育」（令和3(2021)年10月） 
築上町築上社会福祉センターにて行われた築上地方保育協会主催、京筑保育協会保育士会研究部会研修 

の講義を行った。来年度、ポッポ保育園が研修発表を行う資料の研修の助言を行った。 

 【子育て支援事業】 
 ・長行幼稚園にて保護者への子育て相談及び親子遊び指導（平成25(2013)年度9回） 

  動物・パズルあそびのゲームで遊ぶことで動物のかたちに興味をもたせる。ゲームを行うことにより、保

育内容「人間関係」の友達と順番を守りながら進めていくゲームについて学ばせる。また、動物の鳴き声の

まねっこ遊びから動物の動きのまねっこ遊びへと展開させる。 

 ・子育て支援事業：長行幼稚園にて保護者への子育て相談及び親子遊び指導（平成26(2014)年2月）

丸めた軍手とフェルトでヨウヨウづくりをする。フェルトを切って軍手に貼って模様を作った。ヨウヨ

ウで保護者と色々な遊びが展開される。子どもと保護者がヨウヨウで的当てをする。最後に誰が一番沢山

ヨウヨウができるか競争を行う。保護者が数を数えると喜ぶ子どもが増えてきた。 

・子育て支援事業：東筑紫短期大学つくしっこルームにて親子遊び指導（平成26(2014)年7月） 
紙芝居「かわるよ かわるよ」を見た後に、親子で動くおもちゃの製作「びっくりコップ」づくりをす

る。紙コップの中からスチロール球の動物うさぎ・猫・パンダ・犬などの顔が飛び出すおもちゃを製作し

た。親子でそのおもちゃを使って、飛び出す動物で「こんにちは」「お年はいくつ？」「何してるの？」など

言葉遊びに発展する。 

 ・子育て支援事業：東筑紫短期大学つくしっこルームにて親子遊び指導（平成26(2014)年7月） 
「親子で動くおもちゃをつくろう」のテーマで製作をする。絵本「おかあさんどこ」の絵本を読み、「ぱた

ぱた鳥さん」をつくる。紙芝居を楽しそうに集中して聞き、製作では親子が協力して羽がぱたぱた動く鳥さ

んを、紙皿を使って全員でつくる。その後、そのおもちゃを使って動かして遊ぶ。 

 ・子育て支援事業：東筑紫短期大学つくしっこルームにて親子遊び指導（平成26(2014)年7月） 
「親子で作って遊ぼう！！からくりおもちゃ」のテーマでエプロンシアター「野原のかくれんぼ」をする。

トイレットペーパーの芯を4つ使って動く蛇の製作は参加年齢が異なるので、年齢に応じて、製作過程を

変えて行う。出来上がった作品を使ってくねくね動かして遊ぶ。 

 ・子育て支援事業：東筑紫短期大学つくしっこルームにて親子遊び指導（平成27(2015)年6月） 
「親子で作って遊ぼう！！からくりおもちゃ」のテーマで製作をする。帽子を使っての手品で子どもが集 

中する。絵本「あめぽっつん」で梅雨のイメージをもたせ、紙コップ、色画用紙でカエルを親子で話をし 

ながら楽しくつくる。アジサイの花をつくり、ボールに見立てカエルを倒す遊びへと展開する。 

 ・子育て支援事業：東筑紫短期大学つくしっこルームにて親子遊び指導 学生による指導助言 
（平成27(2015)年7月） 

東筑紫短期大学にて子ども・保護者 60 名（3 日間合計）を対象に行う。保育学科 1・2 年生有志がペー

プサート・パネルシアター・手遊び・わらべ歌を行った。子どもの年齢にあった内容・事前準備・環境構成

を学生が企画し、指導者（寺本）がその内容の調整・誘導方法を助言調整した。子どもとのかかわり方を経

験した学生は、今後の実習につながる学びがあったと感想を述べた。 

・子育て支援事業：東筑紫短期大学つくしっこルームにて親子遊び指導 学生による指導助言 

（平成28(2016)年7月） 

東筑紫短期大学にて子ども・保護者35名（3日間合計）を対象に行う。対象年齢が低かったため、誘導

の途中で子どもの動きに対応することの難しさを学生が経験できた。学生による反省事項においても、そ

の時の指導者の対応を見て、子どもへの誘いがけの言葉などを学ぶことができたと記載されていた。 



 
 ・子育て支援事業：到津文化会館（乳幼児及び保護者子そだて相談学生引率助言） 

 （平成29(2017)年4月） 
北九州市立子ども文化会館で催された乳幼児と保護者、および妊婦の「到津子育て相談」に学生が参加

し、手遊びや保育を行った。乳幼児の身長、体重測定などを見学、学生は貴重な体験をした。その際、コー

ナーでの学生の援助指導を行った。 

 ・子育て支援事業：東筑紫短期大学附属幼稚園にて親子遊び指導         （平成30(2018)年2月）

「ふれあいあそび」「つくってあそぼう」のテーマでおひな様をつくり遊んだ。保護者より「子どもが興味

をもち、楽しんで子どもがつくっていた」「我が子が集中して作っていたのでうれしかった」などの感想が

聞かれた。 

 ・子育て支援事業：東筑紫短期大学つくしっこルームにて親子遊び指導 学生による指導助言 
（平成30(2018)年3月） 

東筑紫短期大学にて子ども・保護者23名（3日間合計）を対象に行う。保育学科2年生有志がペープサ

ート・パネルシアター・手遊び・わらべ歌・絵本読み・リズム遊びを行った。子どもの年齢にあった内容・

事前準備・環境構成を学生が企画し、指導者（寺本）が内容の調整・誘導方法を確認助言した。 

 ・子育て支援事業：東筑紫短期大学つくしっこルームにて親子遊び指導 （平成30(2018)年10月）

「親子で遊ぼう！」ふれあいあそびのテーマで製作、ふれあい遊びを行った。赤とんぼを作り飛ばしその

後ふれあい遊びをした。年齢が違ったが、保護者が、「家ではしない製作遊び、わらべ歌が出来て親子で楽

しむことができた」「周りの子どもさんとの関わりできた」「自分の子どもの落ち着きのなさを感じたが、

先生からのアドバイスを受けられてよかった」との感想が聞かれた。 

・子育て支援事業：東筑紫短期大学つくしっこルームにて親子遊び指導 学生による指導助言 
（令和元(2019)年2月） 

東筑紫短期大学にて子ども・保護者（27 名）を対象に行う。を行う。保育学科生 1・2 年生有志がエプ

ロンシアター・手遊び・わらべ歌・ふれあい遊び・大型絵本読みを行った。年齢が低い子どもの危険が伴う

行動の援助の難しさを肌で感じた学生が多かった。また、わらべを授業で学生相手に行ったときはスムー

ズに進んだけれど、実際子どもの前で行うと進め方、説明の仕方が難しかったと感じ、今後の自己研鑽が

必要性と述べている学生がいた。2年生が1年生にアドバイスを残すところも見られた。 

・子育て支援事業：到津市民センター親子遊び指導 学生による指導助言（令和元(2019)年4月）

 地域社会との連携及び社会貢献の一環として到津市民センター主催「こいのぼりまつり」に短大保育学

科学生有志 7 名が参加する。こいのぼりの製作や、様々なイベントの補助を学生が行う。その際の指導助

言を行った。終わった後、学生から年齢によって子どもの対応の難しさを感じたとの声が聞かれた。 

・子育て支援事業：直方親子遊び指導 学生による指導助言（令和元(2019)年10月） 
直方市図書館コメ二ティのおがた 小ホールにて直方市主催「図書館こどもまつり」で保育学科生 8 名

(希望者)が親子子育て支援を行った。手遊びパネルシアター、絵本読みを実演した。学校での練習の際は1

年生で初めての経験で恥ずかしがる光景があったが、練習を重ねるごとによくなり、直方の実演では堂々

と子どもの様子を見ながら声の表情を変えて演じ、達成感を感じたようであった。終わった後、自己反省

を行い、指導者の助言も素直に受け入れていた。授業では味わえない子どもや保護者へ支援する言葉がけ

の学びなどアクティブな活動となった。 

・子育て支援事業：東筑紫短期大学つくしっこルームにて子育て支援（令和2(2020)年2月） 

 「第3回 九州沖縄のこども食堂がつながる研究会 in北九州」 

 本校において、九州沖縄の子ども食堂・こどもの居場所の運営者が研修会を開催した。運営者が語らい・

繋がることで、子どもたちや地域の人々が安心して過ごせる居場所づくりを推進し、持続可能な社会の実

現に向けての研修会であった。その際、出席者の子どもの支援を行う。7ヶ月の乳児より小学生まで16名

で、年齢差があった。製作できる子どもは牛乳パックで「けん玉つくり」を行い、製作したもので遊んだ。

その他、ブロック遊びをする子どもなど、楽しい雰囲気であった。 

  



 
 【地域社会貢献活動】 

 ・平成27年度福岡県私立幼稚園振興協会「第34回教師研修会分科会」指導・助言 
（平成27(2015)年7月） 
第一分科会『子どもの発達とさまざまな保育の実践』のテーマででんき幼稚園が発表した。その分科会の

助言を行った。事例をあげ援助が必要な子どもに対しての保育者の関わり、言葉がけ等、具体的な事例をあ

げ、参加教師自身の保育の在り方を見直す研修大会となった。 

 【教員免許状更新講習】 
 ・【選択領域】幼児の言葉を育てる子どもと教師の関りについて（平成30(2018)年8月） 

  子どもが言葉で表現することの意欲と力をどのように育てるか、その援助の在り方を考えた。 

手づくり人形を使っての遊びも演習した。 

・【選択領域】幼児の言葉を育てる子どもと教師の関りについて（令和元(2019)年8月） 

  幼児が見たり、聞いたり、おたがいに言葉を交わすことの喜びを経験し、言葉の面白さを知るプロセス

について学習をした。 

・【選択領域】幼児の言葉を育てる子どもと教師の関りについて（令和3(2021)年8月） 

   領域「言葉」の講座は、身近な材料で人形を創作活用して、言葉の表現力を高める言葉遊びの楽しさを

再確認し、言語活動の充実を図ることを教授した。 

領域「環境」は周囲の様々な環境に好奇心や探求心を持って関わり、それらを生活に取り入れていこうと

する力を養うための活動について教授した。 

所 属 学 会 日本保育学会   （平成25(2013)年～現在に至る）

受 賞 歴 北九州私立幼稚園連盟永年30年勤続表彰       （平成15(2003)年7月） 
 

  



 

津山
ツヤマ

 美紀
ミ キ

 MIKI Tsuyama 教授 

所 属 東筑紫短期大学 保育学科 
担 当 科 目 〔保育学科〕 

 ・音楽Ⅰ 
 ・音楽Ⅱ 
 ・音楽Ⅲ 
 ・音楽Ⅳ 
 ・キャリア教育演習Ⅰ（初年次教育含む）、キャリア教育演習Ⅱ 

専 門 分 野 ■ ピアノ教育 
最 終 学 歴 国立音楽大学 音楽学部器楽学科 
学 位 学士（芸術学） 
職 歴  九州女子短期大学 音楽科 非常勤講師 

「 ピアノ実技」担当 （昭和54(1979)年4月～昭和55(1980)年3月）

  九州女子短期大学 音楽科 助手 
「専門ピアノ」「副科ピアノ」「聴音 」担当 （昭和54(1979)年4月～昭和62(1987)年3月）

  九州女子短期大学 音楽科 講師 
  「演奏学」「器楽基礎」 「伴奏法」担当 （昭和62(1987)年4月～平成12(2000)年3月）

  九州女子短期大学 初等教育科 講師 
 「演奏学」「器楽基礎」「器楽」担当 （平成12(2000)年4月～平成13(2001)年3月）

  九州女子短期大学 音楽科 講師 
「演奏学」「伴奏法演習（専攻科）」「器楽」担当 （平成13(2001)年4月～平成17(2005)年3月）

  九州女子短期大学 初等教育科 講師 
  「音楽（器楽）」「子ども学Ⅱ」「芸術を楽しむ」担当 （平成17(2005)年4月～平成23(2011)年3月）

  九州女子短期大学 子ども健康学科 准教授 
 「音楽(器楽)」「保育内容(表現)」「キャリアデザイン」担当  

  （平成23(2011)年4月～平成27(2015)年3月）

  九州女子短期大学 子ども健康学科 教授・専攻科長 
「音楽(器楽)」「保育内容(表現)」「伴奏法」 

「修了研究(専攻科)」担当  

  （平成27(2015)年4月～平成29(2017)年3月）

  九州女子短期大学 子ども健康学科 教授 
  「音楽(器楽)Ⅰ・Ⅱ」「保育内容(表現)」「伴奏法」 

「キャリアデザイン」「修了研究(専攻科)」担当  

  （平成29(2017)年4月～令和2(2020)年3月）

 東筑紫短期大学 保育学科 教授 
  「音楽Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ」「キャリア教育演習Ⅰ・Ⅱ」担当   （令和2(2020)年4月～現在に至る）

 東亜大学人間科学部 非常勤講師 
「保育内容と実践Ⅱ」担当 （平成24(2012)年４月～平成27(2015)年3月）

 八幡医師会看護専門学院 非常勤講師 
「創造と表現(音楽)」担当 （平成29(2017)年4月～現在に至る）

 姫路大学教育学部こども未来学科通信教育課程 
非常勤講師  「音楽科教育法」担当 （平成30(2018)年4月～現在に至る）

 九州産業大学人間科学部子ども教育学科 
非常勤講師 「保育内容（表現Ⅰ）」担当    (令和4年(2022)年4月～現在に至る)

教育上の業績 〇作成した教科書  
  「アクティブラーニングを取り入れた子どもの発達と音楽表現」（共著） 

  PP.144～164 学文社 （平成27(2015)年10月） 
(概要) 

①子どもの発達の理解と音楽を通した表現活動の体験活動を通して学生の実践力を培うことを

目的としている。 
②音楽表現活動での「聴く」「歌う」「動く」「奏でる」「つくる」の視点から子ども活動の意義と

ねらいを踏まえ実践を想定した内容の理解を深める。    



 
 〇特別教育研究費の獲得「大学教育の質向上への一体的な取組プログラム」 

 「地域連携を取り入れた学生の実践型教育プログラムの検証」 
 （平成25(2013)年、28(2016)年、29(2017)年）

「学生の実践力向上を目指した地域との交流」          （平成31・令和元(2019)年）

 〇北九州市立年長者研修大学校「シニアサマーカレッジ」（平成27(2015)年、平成29(2017)年）

主な研究活動 【学術論文】 
 1．「ピアノ演奏における音楽表現力の育成に関する一考察」 

九州女子大学紀要(第44巻３号) p83～98  (平成20(2008)年3月) 単著 

 （概要） 
 表現力豊かな演奏をするために授業内で特別演習を行い、ピアノ演習における音楽表現力および意識の

変化について考察した。 

 2．「器楽(ピアノ)の授業に対する学生の学習意欲について」 
九州女子大学紀要(第46巻1号) p65～76 （平成21(2009)年9月）単著 

 (概要) 

 ピアノの授業に対する学習意欲についての調査を行い、その要因を検証することでより効率的な授業内容

に繋げることを目的とした。ピアノの授業に対する学習意欲を「心理的要因」と「外的要因」に分け調査

分析を行い考察した。 

 3．「表現力育成についての一考察」 
九州女子大学紀要(第51巻1号) p69～82 （平成26(2014)年9月）共著 

 （概要） 
｢表現発表会｣を通して表現の授業の在り方や進め方を検証し、表現力を身につけるための教育方法を確

立していくことを目的とした。(津山美紀／冨永 剛／相原 豊) 

 4．「音楽による癒しの追求～テンポと癒しの関係～」 
九州女子大学紀要(第51巻2号)  p45～60 （平成27(2015)年3月）共著 

 （概要） 
音楽が心身に与える影響を追及し、快・不快に感じる曲を3つの音楽ジャンルに設定し、テンポに特化

してテンポと癒しの関係について分析を行い考察した。（津山美紀/／古堅佐規子） 

 5．「環境音がおよぼす成長過程の学習効果について」 
九州女子大学紀要(第51巻2号) p61～72 （平成27(2015)年3月）共著 

 （概要） 
「無音」「生活環境音」「クラシック音楽」の３種類の環境音を設定し、どのような環境下で学習するのが

効果的なのか調査し考察を行った。（津山美紀／武吉 栞） 

 6．「保育を学ぶ学生の表現力と人間関係」 
九州女子大学紀要(第53巻2号) p75～84 （平成29(2017)年3月）共著 

 （概要） 
学生による音楽劇の制作と発表において音楽表現、絵画造形表現、身体表現、幼児教育学及び心理学の5

つの分野の担当教員が参画し、事前に対象学生の表現意欲、態度、技術や人間関係を把握して、事後と

比較し課題解決型の授業の効果を検証した。（津山美紀／矢野洋子／/冨永 剛／田中敏明） 

 7．「アクティブ・ラーニングを取り入れた音楽表現活動の指導法」 
九州女子大学学術情報センター研究紀要Vol.1  p57～71 （平成30(2018)年3月）単著 

 （概要） 
アクティブ・ラーニングを取り入れた音楽表現活動の授業を展開し、グループワーク活動の有効性につ

いてアンケート調査を行い、「歌う」「奏でる」「動く」活動の視点から学生が苦手とする音楽表現技術を

分析し、実践力育成の課題を明らかにした。また、グループワーク活動を通して学生自身が自己評価と

学習評価を行い、アクティブ・ラーニングを取り入れた音楽表現活動の指導法の課題を明らかにした。 

 8．「アクティブ・ラーニングを取り入れた音楽表現活動Ⅱ」 
九州女子大学学術情報センター研究紀要Vol.2 p79～88 （平成31(2019)年3月）単著 

 （概要） 
保育内容(表現)の授業経過として「表現発表会」を開催した後、学生自身が自己評価による振り返りを行

い、グループワークの有効性とアクティブ・ラーニングを取り入れた音楽表現活動の指導法の課題につ

いて考察を行った。 

  



 
 9．「教育者・保育者養成におけるピアノ学習の実態に基づく課題」 

九州公私立大学音楽学会音楽研究第８号 p1～11（令和3(2021)年3月）（共著） 

 （概要） 
質の高い学士課程教育を行うには、学生が授業のための事前準備、授業の受講、事後の展開

を通した主体的な学びに要する総学修時間の確保が必要である。本稿では入学までのピアノ

学習開始時期や家庭での準備学習時間等の実態を調査し、成績評価との相関関係の検証を行

うことにより、ピアノ学習の課題について考察を行った。（津山美紀／北嶋季之） 

 10．「教育者・保育者養成におけるピアノ学習の実態に基づく課題Ⅱ」 
九州公私立大学音楽学会音楽研究第９号 p12～23（令和3(2021)年11月）（共著） 

  (概要) 
教育者・保育者養成校におけるピアノの授業の目的は、子どもたちが自由に自己表現するた

めに、保育現場ですぐに実践できる表現力やピアノ演奏技術の習得を目指すことである。 
 そこで、本稿では一年を通じた学生のピアノ演奏技術の習得やピアノ練習に対する意識の変

化を調査し、指導者の立場から学習支援の課題について検証することを目的とした。 
 （笹部聡子／津山美紀） 

 11．「ピアノ学習支援の課題についての一考察 ―ピアノ学習の実態調査から―」 
  東筑紫短期大学研究起用第52号 p29～43（令和3年(2021)年12月）（共著） 

  (概要) 
 本稿では、本学におけるピアノ学習の主体的な学びに着目して、練習量や苦手な箇所の克

服、音楽表現に対しての意欲や今後の課題についての実態調査を行い、その結果をもとに 
 ピアノ学習の実態を明らかにし、今後の教育者・保育者養成校におけるピアノの授業の在り

方や指導法について考察を行った。（津山美紀／北嶋季之／笹部聡子） 

 【学会発表】 
 1. 「保育者養成校における音楽表現領域の指導のあり方」について 

第31回全国大学音楽教育学会全国大会 （平成27(2015)年8月） 

 （概要） 
 音楽表現領域の指導法を見直すことで、学生自身が音楽の諸要素について理解を深め、子どもの発達に応

じた各活動の充実を図ることを目的とした。また「つくる」活動に焦点をあてその指導法について研究発

表を行った。 

 【その他研究活動等（研究ノート）】 
 1. 自主学習の有効性についての一考察―「子どもの歌」の授業を通して 

九州公私立大学音楽学会 音楽研究 第7号 pp.73～78 （令和元(1989)年10月） 

 （概要） 
 「子どもの歌」の授業を通して、事前・事後学習と授業の習熟度を記録する「達成度表」を作成し、学生

自身が達成度を記録しその調査を行った。また中間試験および期末試験の教員評価と自身の達成度との関

連性および自主学習の有効性と課題を考察した。 

 【演奏会】 
 1. 瀬尾洋二フルートリサイタル 伴奏 （昭和58(1983)年）

 2. 江崎裕子メゾソプラノリサイタル 伴奏 （平成元(1989)年、3(1991)年、5(1993)年、17(2005)年）

 3. 唐崎由起子＆津山美紀ピアノデュオリサイタル （平成5(1993)年、12(2000)年）

 4. 末永真理チェロリサイタル 伴奏 （平成12(2000)年）

 5. 津山美紀＆黒木俊行ピアノデュオリサイタル （平成15(2003)年、17(2005)年）

 6. 津山美紀＆黒木俊行カワイコンサート （平成18(2006)年）

 7. 津山美紀＆加来洋子 ジョイントコンサート （平成22(2010)年）

 8. 津山美紀 ピアノリサイタル （平成25(2013)年）

 9. ピアチェヴォ－レコンサート 第1回～第26回  
 （昭和62(1987)年～平成31・令和元(2019)年）

  



 
主な社会活動 ・日本ピアノグレード認定協会審査員 （昭和62(1987)年～現在に至る）

 ・ヴェルデ音楽コンクール審査員 （平成13(2001)年～現在に至る）

 ・九州・山口ジュニアピアノコンクール審査員 （平成17(2005)年～現在に至る）

 ・九州・山口音楽協会ドリカムピアノコンクール審査員 （平成17(2005)年～現在に至る）

所 属 学 会  九州公私立大学音楽学会 （平成9(1997)年4月～現在に至る）

（ 役 職 含 ）  全国大学音楽教育学会 （平成9(1997)年4月～現在に至る）

  九州公私立大学音楽学会理事  （平成11(1999)年11月）

  九州公私立大学音楽学会事務局次長 （平成18(2006)年10月）

  九州公私立大学音楽学会副会長 （平成27(2015)年10月）

  九州公私立大学音楽学会会長 （平成29(2017)年10月～現在に至る）

受 賞 歴 文部科学省短期大学教育60周年 功労賞 （平成22(2010)年）

 

  



 

前川
マエカワ

 公一
コウイチ

 MAEKAWA Koichi 特任教授 

所 属 東筑紫短期大学 保育学科 
担 当 科 目 〔保育学科〕 

 ・保育原理 
 ・教育原理 
 ・教育課程・保育計画と評価 
 ・保育・教職実践演習（幼稚園） 

専 門 分 野 ■ 教職教育学 
■ 教育方法学 
■ 保育学 
■ 算数数学教育学 

最 終 学 歴 兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 学校教育専攻 
学 位 修士（教育学） 
職 歴  北九州市立小学校教諭 （昭和47(1972)年4月～昭和63(1988)年3月）

  北九州市立教育センタ－指導主事 （昭和63(1988)年4月～平成5(1993)年3月）

  北九州市立小学校教頭 （平成5(1993)年4月～平成8(1996)年3月）

  福岡教育大学 非常勤講師 
  ・教員養成実地指導（算数科教育研究）担当 （平成5(1993)年4月～平成20(2008)年3月）

  北九州市立公立小学校校長 （平成8(1996)年4月～平成22(2010)年3月）

  東筑紫短期大学 保育学科 准教授 （平成22(2010)年4月～平成27(2015)年3月）

  兵庫教育大学大学院 非常勤講師 
・教育実践課題研究、教育実践開発実習 担当 （平成25(2013)年4月～平成28(2016)年3月）

  東筑紫短期大学 保育学科 教授 （平成27(2015)年4月～令和2(2020)年3月）

  東筑紫短期大学 保育学科 学科長 （平成28(2016)年4月～平成30(2018)年3月）

  九州栄養福祉大学 学生部長 （平成30(2018)年4月～令和2(2020)年3月）

  東筑紫短期大学 学生部長 （平成30(2018)年4月～令和2(2020)年3月）

  東筑紫短期大学 保育学科 特任教授 （令和2(2020)年4月～現在に至る） 

教育上の業績 【論文】 
 1.『幼児期の数量感覚を豊かにする活動』   （メールブック授業アップわくわくクラブ,2014・8）

 2.『幼児の数量感覚はどのように育てるか』 （メールブック授業アップわくわくクラブ,2014・9）

 3.『幼児の図形、時間、空間の感覚はどのように育てるか』 
（メールブック授業アップわくわくクラブ,2014・10）

 4.『実習生における「指導案」作成の現状と課題についての一考察』（共著） 
（東筑紫短期大学研究紀要 2016） 

 5.『病院内保育施設の現状と課題と』（共著）（東筑紫短期大学研究紀要 2016） 

 6 『部分指導計画案の作成に関する学生の実態と指導の在り方』（共著）（東筑紫短期大学研究紀要 2017）

 7 アクティブ・ラーニングによる「保育・教職実践演習」の実践1（共著）（東筑紫短期大学研究紀要 2017）

 8 保幼小連携・接続の在り方についての一考察（東筑紫短期大学研究紀要 2018） 

 9 アクティブ・ラーニングによる「保育・教職実践演習」の実践2（共著）（東筑紫短期大学研究紀要 2018）

 10 幼少の円滑な接続を図る算数教育の推進１（東筑紫短期大学研究紀要 2019） 

 11 アクティブ・ラーニングによる「保育・教職実践演習」の実践3（共著）（東筑紫短期大学研究紀要 2019）

 12 幼小の円滑な接続を図る領域「環境」における保育活動の在り方-2 

～数量や図形の感覚を豊かにする活動を通して～（単著）（東筑紫短期大学研究紀要 2020） 

 13 アクティブ・ラーニングによる「保育・教職実践演習」の実践4（共著）（東筑紫短期大学研究紀要 2020）

 
 

14 改訂学習指導要領に基づく算数科学習指導案の作成 

  ～どこを、どのように変えていくのか～（東筑紫短期大学研究紀要 2021） 

 15 アクティブ・ラーニングによる「保育・教職実践演習」の実践5（共署）（東筑紫短期大学研究紀要 2021）

  



 
主な研究活動 【著書】 

 『個を生かす集団づくりの思想』 （分担執筆）（黎明書房,1989・4） 
 『学級・授業づくりハンドブック』（分担執筆）（黎明書房,1990・12） 
 『学級経営重要語300の基礎知識』（分担執筆）（明治図書,1991・3） 

 『こうすれば学力は伸びる』（分担執筆）（ぎょうせい,2006・6） 
 『学びの質を高める算数科学習指導』福岡県算数教育研究会著 会長 (2008・1) 
 『新時代を担う小学校経営の基本』全国連合小学校校長会（分担執筆）（第一広報社､2009・5） 
 『365日の算数授業づくりガイドブック』志水廣・前川公一編著（明治図書,2010）） 
 『365日の算数学習指導案1・2年編』志水廣監修・前川公一編著（明治図書,2011） 
 『365日の算数学習指導案3・4年編』志水廣監修・前川公一編著（明治図書,2011） 
 『365日の算数学習指導案5・6年編』志水廣監修・前川公一編著（明治図書,2011） 
 『算数教科書の「図」はこう教える』志水廣監修・前川公一編著（明治図書,2015） 
 『重要単元の学習指導案&板書モデル35』志水廣監修・前川公一編著（明治図書,2013） 
 『算数教科書の「図」はこう教える』志水廣監修・前川公一編著（明治図書,2015） 

 【最近の主な論文、報告書、手引き書など】 
 『絶対評価はだれのため』（分担執筆）学校運営 学校運営研究（明治図書，2003・2） 
 『６年単元体積での発展的な学習』（分担執筆） 楽しい算数授業（明治図書,2003・3） 
 『成功する授業の進め方』（分担執筆）授業研究（明治図書,2004・3） 
 『教育課程編成資料 実践事例集－指導と評価の一体化』（分担執筆）北九州市教育委員会(2004・3)

 『小学校算数科特定課題調査研究最終報告書』監修 北九州市教育委員会 (2005・12) 
 『確かな学力向上のための実践事例集』（分担執筆）福岡県教育委員会 (2005・3) 
 『算数が好きになる問題』（分担執筆）新しい算数の授業（明治図書,2006・6） 
 『個を伸ばし、生かす指導』（分担執筆）新しい算数教育（東洋館出版,2006・7） 
 『伝え合う力を高める説明文の指導の工夫』編著 北九州市教育委員会（2008・3） 
 『確かな学力を育てる算数科学習指導の創造(1)』編著 北九州市教育委員会（2007・3） 
 『かずのピラミッド』（分担執筆）楽しい算数の授業（明治図書,2007・3） 
 『確かな学力を育てる算数科学習指導の創造(2)』編著 北九州市教育委員会（2008・3） 
 『地域の特性を生かした授業』（分担執筆）楽しい算数の授業（明治図書,2008・1） 
 『数学的思考力・表現力を高める算数科学習指導の創造(1)』編著 北九州市教育委員会（2009・3）

 『北九州市立小学校移行措置資料』監修 北九州市教育委員会（2009・3） 
 『算数・数学教育の改善に経営的視点からの教師のスキルアップ』 

巻頭言 九州数学教育会 (2009・4) 

 『管理職実務ハンドブック』（分担執筆）北九州市教頭会 (昇文印刷 2010・3) 
 『思考力・表現力をはぐくむ算数授業』（分担執筆）楽しい算数の授業（明治図書,2010・6） 
 『数学的思考力・表現力を高める算数科学習指導の創造(2)』編著 北九州市教育委員会（2010・3）

 『北九州市立小学校移行措置資料』監修 北九州市教育委員会（2010・3） 
 『365日の授業づくりガイドブック』（分担執筆）楽しい算数の授業（明治図書,2011・4） 
 『活用力・思考力・表現力を育てる365日の算数科学習指導案』（分担執筆） 

楽しい算数の授業（明治図書,2012・１） 

 『観点別学習状況の評価を生かして』（分担執筆）楽しい算数の授業（明治図書,2012・3） 
主な社会活動 【最近の主な研究大会や研究発表会、研修会での講師、指導助言者等】 

 ・第57回九州算数・数学教育研究（福岡）大会 指導助言 東箱崎小学校  

 (平成15(2003)年7月)

 ・北九州市主催『市民と共に考える子どもの未来をひらく教育』 
パネラー 北九州国際会議場 (平成21(2009)年10月)

 ・北九州市教育委員会委嘱『学校大好きオンリーワン事業』講話 

門司中央小学校 (平成21(2009)年9月)

 ・福岡県『教育力向上福岡県民フｫーラム』 パネリスト 北九州国際会議場   

 (平成21(2009)年12月)



 
 ・京都郡みやこ町立久保小学校研究発表会 講演 久保小学校  (平成22(2020)年10月)

 ・添田町立真木小学校研究発表会 講演 真木小学校  (平成22(2010)年11月)

 ・八女市立黒木小学校発表会   講話 (平成22(2010)年6月)

 ・嘉麻市教育委員会主催学力向上研修会 
『学力向上と授業改善の視点』 講演  下山田小学校  (平成22(2010)年8月)

 ・北九州市教育委員会委嘱 
『学力向上スッテプアップ事業推進指定校実践報告会』講演 城野小学校  

 (平成22(2010)年11月)

 ・北九州市教育委員会委嘱『学校大好きオンリーワン事業』講話 

門司中央小学校 (平成22(2010)年9月)

 ・第55回九州ブロックPTA熊本大会 第一分科会 指導助言 

熊本市総合体育館 (平成22(2010)年10月)

 ・第43回 北九州市算数研究会夏期研究大会 指導助言 
玄海ロイヤルホテル (平成22(2010)年8月)

 ・平成22年度 北九州市立小学校教頭会夏季研究大会 
『今、副校長・教頭に期待すること』講話 小倉リーセントホテル (平成23(2011)年8月)

 ・平成22年度 北九州市立小学校教頭会冬期研究大会 
『教師の授業力向上を図る機能的な組織運営』講話 小倉リーセントホテル (平成24(2012)年1月)

 ・第44回 北九州市算数研究会夏期研究大会 指導助言  
玄海ロイヤルホテル (平成23(2011)年8月)

 ・北九州市教育委員会委嘱 
『学力向上スッテプアップ事業推進指定校実践報告会』講話 城野小学校 (平成23(2011)年9月)

 ・北九州市教育委員会委嘱『学校大好きオンリーワン事業』講話 
門司中央小学校 (平成23(2011)年11月)

 ・平成23年度 筑豊地区小学校教頭研究大会 
『授業改善と教頭の役割』講演 川崎町勤労青少年ホーム (平成23(2011)年11月)

 ・京築地区算数・数学教科推進合同研修兼特別研修会 講話 
京築教育事務所 (平成24(2012)年7月)

 ・第94回全国算数・数学教育研究大会 福岡大会 指導助言者 
九州国際大学 (平成24(2012)年7月)

 ・第45回 北九州市算数研究会夏期研究大会 指導助言 
玄海ロイヤルホテル (平成24(2012)年8月)

 ・第57回福岡県へき地・小規模校教育研究大会 講演 
北九州市立伊川小学校 (平成24(2012)年10月)

 ・北九州市教育委員会委嘱『学校大好きオンリーワン事業』講評 
門司中央小学校 (平成24(2012)年11月)

 ・北九州市教育委員会委嘱 
『学力向上スッテプアップ事業推進指定校実践報告会』講話 城野小学校   

 (平成24(2012)年11月)

 ・熊本県山鹿市立中富小学校自主研究発表会第20回記念大会 
『わかる、活かす、好きになる算数科授業の創造』講話、パネラ－ 
中富小学校 (平成25(2013)年6月)

 ・第47回北九州市算数研究会夏期研究大会 指導助言 玄海ロイヤルホテル  

 (平成25(2013)年8月)

 ・北九州市教育委員会委嘱 
『学力向上スッテプアップ事業推進指定校実践報告会』講話 城野小学校 (平成25(2013)年11月)

 ・上毛町教育委員会指定、上毛町学力向上検証委員会研究指定発表会講演

上毛町立友枝小学校  

 (平成25(2013)年11月)

 ・小倉南区小学校長会『学力向上へ向けての校長の役割』講演 
沼市民センタ－ (平成26(2014)年2月)



 
 ・第48回北九州市算数研究会夏期研究大会 指導助言 玄海ロイヤルホテル  

 (平成26(2014)年8月)

 ・北九州市教育委員会委嘱 
『学力向上ステップアップ事業推進指定校実践報告会』講演 城野小学校  

 (平成26(2014)年11月)

 ・北九州市教育委員会委嘱『学校大好きオンリーワン事業』講話 
門司中央小学校 (平成26(2014)年9月)

 ・北九州市教育委員会委嘱 
『学力向上ステップアップ事業推進指定校実践報告会』講話 城野小学校  

 (平成26(2014)年10月)

 ・北九州市立教育センタ－研修会 
『数学的思考力・表現力をはぐくむ授業のあり方』講話 (平成27(2015)年7月)

 ・第49回北九州市算数研究会夏期研究大会 指導助言 
玄海ロイヤルホテル (平成27(2015)年8月)

 ・北九州市教育委員会委嘱『学校大好きオンリーワン事業』講話 
門司中央小学校 (平成27(2015)年9月)

 ・東筑紫短期大学附属幼稚園講演会『今、家庭教育に求められているもの』附属幼稚園2階講堂 

  (平成28(2016)年2月)

 ・平成28年度北九州市私立幼稚園連盟教職員研修会 
『保護者と上手に付き合う魔法のコミュニケーション』 
北九州市立商工貿易会館 (平成28(2016)年8月)

 ・第50回北九州市算数研究会夏期研究大会 指導助言 玄海ロイヤルホテル  

  (平成28(2016)年8月)

 ・教員免許状更新講習「幼稚園教育の最新情報」講師 東筑紫短期大学  

  (平成28(2016)年8月)

 ・北九州市立年長者研修大学校 周望学舎 シニアカレッジ 講師 
東筑紫短期大学  

  (平成28(2016)年10月)

 ・教員免許状更新講習「幼稚園教育の最新情報」講師 東筑紫短期大学  

  (平成29(2017)年8月)

 ・第50回北九州市算数研究会夏季研究大会 指導助言 玄海ロイヤルホテル  

  (平成29(2017)年8月)

 ・北九州市立年長者研修大学校 周望学舎 シニアカレッジ 講師 
東筑紫短期大学 (平成29(2017)年10月)

 ・平成29年度 幼小連携（尾倉幼稚園･皿倉小学校）事業 指導講師 (平成30(2018)年7月)

 ・平成30年度北九州市立幼稚園連盟教師研修大会 助言者 （平成30(2018)年7月）

 ・幼稚園宿泊研修会北九州大会「新しい幼稚園教育の動き」講師 かんぽの宿 
  （平成30(2018)年8月）

 ・第51回北九州市算数研究会夏季研究大会 指導助言 （平成30(2018)年8月）

 ・教員免許状更新講習「幼稚園教育の最新情報」講師 東筑紫短期大学 （平成30(2018)年8月）

 ・第52回北九州市算数研究会夏季研究大会 指導助言 （令和元(2019)年8月）

 ・北九州市児童福祉施設等第三者評価委員会専門委員 （令和2(2020)年4月～現在に至る）

 一般社団法人 理数教育研究所（リムス九州 自由研究 審査委員） 

 （平成24(2012)年～現在に至る）

所 属 学 会 日本数学教育学会  （平成12(2000)年～現在に至る）

 日本保育学会 （平成22(2010)年～現在に至る）

受 賞 歴 北九州市教職員永年勤続（30年）表彰 （平成14(2002)年1月）

 平成22年度 福岡県教育文化表彰受賞 （平成23(2011)年3月）

 平成28年度 公益社団法人九州数学教育会表彰 （平成28(2016)年11月）
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マモル

 TSURU Mamoru 准教授 

所 属 東筑紫短期大学 保育学科 
担 当 科 目 〔保育学科学科〕 

 ・図画工作 
 ・美術 
 ・保育・教職実践演習（幼稚園） 
 ・キャリア教育演習Ⅰ・Ⅱ 
 〔食物栄養学科〕 
 ・美術 

専 門 分 野 ■ 絵画（描画、版画） 
■ 対話による美術鑑賞教育 

最 終 学 歴 福岡教育大学 小学校教員養成課程 美術科 
学 位 学士（教育学） 
職 歴  北九州市立小学校 教諭 （18年間）

  北九州立小学校 教頭 （10年間）

  北九州市教育委員会 指導部・学校教育部 図画工作科・美術科指導主事          （4年間）

  北九州市立小学校 校長                                （4年間）

教育上の業績 〇平成6年度 第45回造形表現・図画工作・美術教育研究大会富山大会 分科会指導助言 
会場：愛宕小学校                          （平成6(1994)年6月9日）

 ○全国教育美術展 北九州地区運営委員長及び審査員 
（平成9(1997)年4月～平成19(2007)年3月）（11年間）

 ○北九州市図画工作科教育研究会 事務局長 
（平成11(1999)年4月～平成13(2001)年3月）（3年間）

 ○木青会主催 木工作品コンクール 審査員 
（平成13(2001)年8月～平成16(2004)年3月）（4年間）

 ○アイデア貯金箱コンクール 審査員   
（平成13(2001)年8月～平成16(2004)年3月）（4年間）

 ○毎日新聞社主催わたしのお母さんの絵コンクール審査員 
（平成17(2005)年4月～平成18(2006)年3月）（2年間）

 ○住友生命主催 子ども絵画コンクール審査員 
（平成17(2005)年4月～令和2(2020)年3月）（16年間）

 ○北九州市立美術館「美術と心の旅展 見つめる感じる考える展」企画委員 
（平成17(2005)年4月～平成19(2007)年3月）（3年間）

 ○北九州市立美術館運営協議会 運営委員 
（平成17(2005)年4月～平成19(2007)年3月）（3年間）

 ○福岡県図画工作教育研究会 理事       （平成17(2005)年4月～平成20(2008)年3月）（4年間）

 ○北九州市図画工作科教育研究会 副会長・研修部長 
（平成17(2005)年4月～平成20(2008)年3月）（4年間）

 ○北九州市教育研究会事務局 事務局書記･事務局長 
（平成18(2006)年4月～平成20(2008)年3月）（3年間）

 ○平成19・20年度 国立教育政策研究所教育課程研究センター教育課程研究指定校： 
図画工作科授業研究発表会開催： 
発表会テーマ「新学習指導要領で図画工作科の学習はどう変わるのか」 

 ○第57回造形表現・図画工作美術教育研究大会全国大会指導助言 
（平成18(2006)年11月22日（水））

 ○第45回広島県造形教育研究会牛田新町小学校：分科会 指導助言 
 ○InSEA世界大会記念 第59回全国図画工作・美術教育研究大会 in大阪：分科会指導助言     

（平成20(2008)年8月）

  



 
 ○第7回美術鑑賞教育フォーラム  

科学研究費補助金による研究成果報告会で研究成果を発表 
会場：文部科学省講堂                                           （平成21(2009)年1月）

 ○北九州市美術鑑賞教育カリキュラム作成委員会 委員長      （平成21(2009)年4月～）（3年間）

 ○令和2年度北九州市私立幼稚園連盟第一ブロック教職員研修会講師 
  （令和2(2020)年9月1日）（令和3(2021)年3月9日）

主な研究活動 ○昭和60年度～62年 北九州市立教育センター委嘱研究員（図画工作科） 
研究主題「カウンセリングマインドを生かした授業」「よくわかる授業」 

 ○昭和61年度 北九州市教育委員会主催教育研究論文「特選受賞」 
研究主題「子どもの『遊び生活』に目を向けた題材開発（図画工作科）」 

 ○松下視聴覚教育研究財団主催松下視聴覚教育研究賞「森戸賞受賞」 
研究主題「コンピュータのアニメーション機能を使った図画工作科の授業の研究」 （平成6(1994)年5月）

 ○平成9年度 第221回 教職員等中央研修講座 第4回中堅教員研修講座 
主催 文部省・国立教育会館学校教育研修所   （派遣期間：平成9(1997)年4月～平成10(1998)年3月）

 ○平成11年度 文部省教員海外派遣団（長期派遣）第1団 
派遣期間：平成11(1999)年11月11日～12月10日 

派遣視察団：オランダ・イタリア・フランス・アメリカ合衆国 

 ○平成21－23年度科学研究費補助金基盤研究（B） 
研究課題「対話による意味生成的な美術鑑賞教育の地域カリキュラム開発」実践研究 

 ○平成28年度福岡県産業教育振興会家庭科部会研修会 講義・実習 講師 
 ○平成28年度 福岡県私立幼稚園振興協会 第35回夏季教師研修会 第4分科会 助言者 

 〇令和２年度北九州市私立幼稚園連盟第一ブロック教職員研修会 講師 
受 賞 歴 北九州市教育委員会主催教育研究論文「特選受賞」 

研究主題「子どもの『遊び生活』に目を向けた題材開発（図画工作科）」   （昭和61(1986)年）

 松下視聴覚教育研究財団主催松下視聴覚教育研究賞 「森戸賞受賞」  （平成6(1994)年5月）
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所 属 東筑紫短期大学 保育学科 
担 当 科 目 〔保育学科〕 

 ・音楽基礎（ピアノ／理論・声楽） 
 ・器楽基礎Ⅰ 
 ・器楽基礎Ⅱ 
 ・器楽応用 
 ・子どもの表現 

専 門 分 野 ■ 音楽（声楽） 
最 終 学 歴 武蔵野音楽大学 大学院 音楽研究科 声楽専攻（修士課程） 
学 位 修士（音楽） 

学士（社会福祉学） 
職 歴 久留米信愛女学院短期大学幼児教育科 非常勤講師 

  （平成6(1994)年 4月～平成10(1998)年 3月）

 帝京大学福岡短期大学 非常勤講師 （平成9(1997)年 4月～平成11(1999)年 3月）

 九州大谷短期大学幼児教育学科 非常勤講師   （平成11(1999)年4月～平成13(2001)年7月）

 久留米市立金丸小学校特別非常勤講師 （平成12(2000)年1月～平成13(2001)年3月）

 久留米大学附設中学校非常勤講師 （平成13(2001)年4月～平成13(2001)年7月）

 株式会社トータル・ブライダル・ネットワーク（主任） 
  （平成13(2001)年9月～平成15(2003)年1月）

 久留米市立宮ノ陣中学校 常勤講師 （平成15(2003)年4月～平成16(2004)年3月）

 クラーク記念国際高等学校 講師 （平成16(2004)年4月～平成17(2005)年3月）

 東筑紫短期大学保育学科 非常勤講師  
「音楽Ⅰ」「音楽Ⅱ」担当 （平成16(2004)年4月～平成17(2005)年3月）

  東筑紫短期大学保育学科 講師 
「音楽Ⅰ（ピアノ・理論）」「音楽Ⅱ（ピアノ）」

「音楽Ⅲ（わらべ歌と劇音楽）」担当 （平成17(2005)年4月～平成25(2013)年3月）

  東筑紫短期大学保育学科 講師 
「音楽Ⅰ（ピアノ・理論）」「音楽Ⅱ（ピアノ）」「音楽Ⅲ」「音楽Ⅳ」 

「音楽演習（ボディパーカッション）」担当          （平成26(2014)年4月～平成27(2015)年3月）

  東筑紫短期大学保育学科 准教授 
「音楽Ⅰ（ピアノ・理論・声楽）」「音楽Ⅱ」「音楽Ⅲ」 

「音楽Ⅳ」「キャリア教育演習Ⅰ・Ⅱ」担当          （平成28(2016)年4月～平成30(2018)年3月）

 東筑紫短期大学保育学科 准教授 

「音楽Ⅰ（ピアノ・理論・声楽）」「音楽Ⅱ」「音楽Ⅲ」 

「音楽Ⅳ」「キャリア教育演習Ⅰ（初年次教育含む）・Ⅱ」担当  （平成30(2018)年4月～現在に至る）

 出向で教務部企画広報課 指導主事兼任    （平成17(2005)年4月～令和4(2022)年3月）

  教務部企画広報課長  （令和4(2022)年4月～現在に至る） 

教育上の業績 ○教員免許状更新講習 園児の表現力を高める音楽・リズム指導        （平成21(2009)年8月）

 ○教員免許状更新講習 園児の表現力を高める音楽・リズム指導        （平成22(2010)年8月）

 ○教員免許状更新講習 幼児の言葉を育てる指導法／絵本論、身体表現の構成・演出  
（平成22(2010)年8月）

 ○教員免許状更新講習 園児の表現力を高める音楽・リズム指導        （平成23(2011)年8月）

 ○教員免許状更新講習 幼児の言葉を育てる指導法／絵本論、身体表現の構成・演出  
（平成23(2011)年8月）

 ○教員免許状更新講習 園児の表現力を高める音楽・リズム指導         （平成24(2012)年8月）

 ○教員免許状更新講習 園児の表現力を高める音楽・リズム指導        （平成25(2013)年8月）

 ○教員免許状更新講習 園児の表現力を高める音楽・リズム指導        （平成26(2014)年8月）



 
 ○教員免許状更新講習 園児の表現力を高める音楽・リズム指導        （平成27(2015)年8月）

 〇教員免許状更新講習 音楽表現の指導法                  （平成28(2016)年8月）

 〇教員免許状更新講習 音楽表現の指導法                  （平成29(2017)年8月）

 〇教員免許状更新講習 音楽表現の指導法                  （平成30(2018)年8月）

 〇教員免許状更新講習 音楽表現の指導法                   （令和元(2019)年8月）

主な研究活動 【演奏会】 
 1. 演奏会 東町教会クリスマスコンサート                       （平成18(2006)年12月）

 2. 演奏会 名曲奏友会クラシックコンサート福岡大学オーケストラと共演 
（平成20(2008)年1月）

 3. 演奏会 お寺でLIVE2008 春 オペラ・アリアと歌曲の夕べⅡ      （平成20(2008)年5月）

4. 演奏会 馬田保育園ミニコンサート                （平成22(2010)年2月）

5. 演奏会 Pinoccioチャリティーコンサート                       （平成22(2010)年12月）

 6. 演奏会 読売交響楽団トップメンバー＆シンフォニー合唱団New Year Concert 
   （平成23(2011)年5月）

7. 演奏会 語りと音楽が織り成す民話の世界「久留米歌劇」           （平成23(2011)年8月）

 8. 演奏会  石橋文化センター つばきまつり カメリアコンサート     （平成24(2012)年3月）

 9. 演奏会  北嶋ちひろ・北嶋季之 ソプラノ・テノールファーストコンサート 
（平成25(2013)年9月）

 10. 演奏会 石橋美術館利用促進事業ミュージアムコンサート 
ソプラノとテノールのウィンターコンサート                （平成25(2013)年12月）

 11. 演奏会 北野女性の会 コンサート                  （平成26(2014)年12月）

 12. 演奏会 北嶋ちひろ・北嶋季之 ソプラノ・テノールセカンドコンサート 
（平成27(2015)年10月）

 13. 演奏会 こころのふるさと童謡をたずねて                    （平成28(2016)年4月）

 14. 演奏会 コールF.L.C 第23回 定期演奏会 日本の歌・日本の合唱（平成28(2016)年9月）

 15. 演奏会 VIVAきたの2016                      （平成28(2016)年11月）

 16. 演奏会 八女ベーゼンドルファー音楽祭2016「冬」クリスマスガラコンサート 
（平成28(2016)年12月）

 17. 演奏会 混声合唱団くるめ市民コール 第10回記念演奏会 久留米合唱のつどい 
（平成29(2017)年12月）

 18. 演奏会 FFGホール合唱団サウス・エコー              （平成30(2018)年5月）

 19. 演奏会 久留米シティプラザ グランドホール合唱団サウス・エコー （平成30(2018)年7月）

 20. 演奏会 北嶋ちひろ＆季之 ソプラノ・テノール ～花鳥風月こころ～コンサート 
（令和元(2019)年9月）

 【論文】 
 １．「音楽と福祉からの一考察」 音（歌）とリズムを体でどのように感じるか？ ⑦ 

東筑紫短期大学 研究紀要 第42号  P139～156 単著  （平成23(2011)年12月）

 （概要） 
 ボディパーカッション®を取り入れ3年。ボディパーカッションによる集中力・リズム感・コミュ

ニケーション力の向上という効果が、視覚的・音楽的・リズム表現的に表れるようになって来た。 
回、現場指導者にボディパーカッション®の導入部分を指導し、指導者、子ども、学生がそれぞれどの

ように反応したかを含め、検証した。                    

 ２．「音楽と福祉からの一考察」 音（歌）とリズムを体でどのように感じるか？ ⑧ 
東筑紫短期大学 研究紀要 第43号  P141～P150 単著 （平成24(2012)年12月）

（概要） 
ボディパーカッション®を取り入れて4回目である。体（身体）で表現することで、音とリズムの感

じ方にどのような変化が起こるのか、またそれによってどのように感じられるか、を検証する。 

  



 
 ３．「音楽と福祉からの一考察」音（歌）とリズムを体でどのように感じるか？ ⑨ 

東筑紫短期大学 研究紀要 第45号  P105～P116 単著 （平成26(2014)年12月）

（概要） 
ボディパーカッション®について論ずるのは5回目である。節目の5回にあたるため、結果とそれに

よる効果、これからの継続について述べていく。授業の中で学生の反応と行動との関係がリズム感の

修得へどのようにつながるか検証した。 

 ４．「音楽と福祉からの一考察」音（歌）とリズムを身体でどのように感じるか？ ⑩ 
東筑紫短期大学 研究紀要 第48号  P193～P210 単著 （平成29(2017)年12月）

 （概要） 
ボディパーカッション®について論ずるのは6回目である。今回は、短時間ではあるが授業でボディ

パーカッション®を取り入れ、学生の興味関心を含めどのようにこのボディパーカッションを感じたか

を考察する。また、以前紀要に挙げてきた指導者への実践の中で、三年間データを取りどのような結果

が出たかまとめた。さらにこのボディパーカッションを音楽教育・保育現場の一つのアイテムとして

取り入れ、活用できるように考察する。 

 ５．「音楽と福祉からの一考察」音（歌）とリズムを身体でどのように感じるか？ ⑪ 
東筑紫短期大学 研究紀要 第49号   P65～P78 単著（平成30(2018)年12月）

 （概要） 
ボディパーカッション®について論ずるのは7回目になる。今回も音楽理論の授業の一部でボディパ

ーカッション®を取り入れ、学生が授業の中でボディパーカッションのリズムを使い、どの様にすれば、

少しでも確実にリズムを習得できるか、またどの様に感じたら通常のリズムの練習よりも楽しむ事が

できるかを考察する。 

 ６．「音楽と福祉からの一考察」音（歌）とリズムを身体でどのように感じるか？ ⑫ 
東筑紫短期大学 研究紀要 第50号   P133～P150 単著（令和元(2019)年12月）

 （概要） 

ボディパーカッション®について考察するのは、今回で8回目になる。前回に引き続き、音楽の授業の

中で一部ボディパーカッションを取り入れ、今回も学生の反応を見ながら授業を行った。 

今回、「音痴」という「言葉」についても触れる。この言葉によって実際に子ども（人）が受ける影響

は大きいと思われる。そして、学校での音楽教育の難しさについても少し関連するため、触れてみた。

 ７．「音楽と福祉からの一考察」音楽における 感性と表現に関する領域「表現」 ⑬ 
東筑紫短期大学 研究紀要 第51号   P87～P96 単著（令和2(2020)年12月） 

 （概要） 

昨年まで9回のボディパーカッション®について考察を行ってきた。今回は、文部科学省で幼稚園教

育指導要領、厚生労働省で保育所保育指針、また内閣府、文部科学者、厚生労働省では幼保連携型認定

こども園要領が平成 29(2017)年 3 月 31 日に公示され、本格的に教育課程の内容が新たに定められた

ことを受け、それぞれの中できされている「表現」について考察する。 

 ８．「音楽と福祉からの一考察」音楽における 感性と表現に関する領域「表現」 ⑭ 
東筑紫短期大学 研究紀要 第52号   P45～P53 単著（令和3(2021)年12月） 

 （概要） 

今回、10回目のボディパーカッション®については、リズムをとることはあまり難しくない。しかし、

オンライン上でのリズムの取り方は、非常に難しく感じる。オンライン上でのリズムをとる練習をさ

せ、データを集めた。また、昨年は、最後の更新講習で受講する人数が少なかったがその中でボディパ

ーカッションのデータを取り、一部結果を出すことが出来た。このことにより、受講者が何に不得意な

ものか少し見えてくるようになった。 

  



 
 【学会論文】 単著 
 １．保育者・教育者養成校による音楽理論の基礎学習について 

‐一部オンライン授業における学習効果の一考察について‐ 
九州公私立大学音楽学会音楽研究第8号 P24～P37 単著（令和3(2021)年3月）

 （概要） 
「音楽理論」の授業内で「ボディパーカッション活動」を取り入れ、「リズムの理解度」の調査を行

い、併せてオンライン授業を一部取り入れた「音楽理論」の基礎知識の理解度および学習効果や課題

について考察を行った。 

 【学会論文】 単著 

 ２．リズム学習を取り入れた「音楽理論」の学習成果についての一考察 
－オンライン授業に表現活動を取り入れた成果－ 

九州公私立大学音楽学会音楽研究第9号 P1～P11 単著（令和3（(2021)年11月） 
 （概要） 

 「音楽理論」理解度の調査及び授業の習熟度の検証。また、リズム学習を取り入れたことによ

る「音楽理論の学習成果」を検証。オンライン授業と対面授業におけるリズムの理解を軸にピ

アノ演奏技術や音楽理論の習得のみならず学生が保育現場で音楽を通して豊かな表現活動が 
できるような効果の成果を研究し、一考察として行った。 

 【学会論文】 共著 
 ２．教育者・保育者におけるピアノ学習の実態に基づく課題 

‐準備学習とピアノ演奏技術の習得を通して‐ 

九州公私立大学音楽学会音楽研究第8号 P1～P11 共著（令和3(2021)年3月） 

 （概要） 
質の高い学士課程教育を行うには、学生が授業のための事前準備、授業の受講、事後の展開を通した

主体的な学びに要する総学修時間の確保が必要である。本稿では入学までのピアノ学習開始時期や

家庭での準備学習時間等の実態を調査し、成績評価との相関関係の検証を行うことにより、ピアノ

学習の課題について考察を行った。（津山美紀／北嶋季之） 

主な社会活動 ○演奏会 八女ベーゼンドルファー音楽祭2016「冬」クリスマスガラコンサート 

熊本県益城町〈文化会館〉支援コンサート                          （平成28(2016)年12月）

 〇審査員 第2回 シュテルン・ムジーク コンペティション （平成28(2016)年8月）

 ○審査員 第3回 シュテルン・ムジーク コンペティション （平成29(2017)年8月）

 ○審査員 佐賀県高等学校音楽コンクール（声楽） （平成30(2018)年8月）

 ○審査員 第4回 シュテルン・ムジーク コンペティション （平成30(2018)年12月）

 ○審査員 佐賀県高等学校音楽コンクール（声楽） （令和元(2019)年8月）

所 属 学 会 久留米連合文化会会員   （平成7(1995)年5月）

 九州公私立大学音楽学会会員 （平成23(2011)年4月）

  保育教諭養成課程研究会会員 （平成29(2017)年9月）

受 賞 歴 日本演奏連盟新人演奏会受賞 （平成10(1998)年1月）

 第17回飯塚新人音楽コンクール入選 （平成10(1998)年6月）

 久留米連合文化会賞受賞 （平成11(1999)年5月）

 久留米市芸術奨励賞受賞 （平成29(2017)年11月）
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所 属 東筑紫短期大学 保育学科 
担 当 科 目 〔保育学科〕 

 ・保育指導論 
 ・保育内容（子どもの生活と遊び） 
 ・保育実習指導Ⅰ、保育実習指導Ⅱ 
 ・保育実習Ⅰ、保育実習Ⅱ 
 ・在宅保育論 

専 門 分 野  保育学（指導法） 
 保育実習指導分野 

最 終 学 歴 東筑紫短期大学 保育学科  

学 位 短期大学士 
職 歴 北九州市福祉事業団（保育所保育士） 

  ・北九州市立日明保育所 （昭和49(1974)年7月～昭和50(1975)年3月）

  ・北九州市立篠﨑保育所 （昭和50(1975)年4月～昭和50(1975)年6月）

  ・北九州市立清水保育所 （昭和50(1975)年7月～昭和59(1984)年3月）

  ・北九州市立小倉乳児保育所 （昭和59(1984)年4月～平成2(1990)年3月）

  ・北九州市立黒原保育所 （平成2(1990)年4月～平成9(1997)年3月）

  ・北九州市立到津保育所 （平成9(1997)年4月～平成14(2002)年3月）

  ・北九州市立井堀保育所 （平成14(2002)年4月～平成16(2004)年3月）

  ・北九州市立南丘保育所 （平成16(2004)年4月～平成25(2013)年3月）

 東筑紫短期大学 保育学科 講師 保育実習担当 （平成25(2013)年4月～2017年3月）

 東筑紫短期大学 保育学科 准教授 （平成29(2017)年4月～現在に至る）

教育上の業績 〇北九州市保健福祉局生活福祉部保育課主催の統合研修にて4歳児で入所、四肢より全身に硬化

麻痺していく難病を患った子どもを受け入れたクラス運営の中で、子ども同士の関りを見据

え、日常の保育、行事等の参加の仕方、保護者との連携、保育所全体の取り組み、保育士集団

の連結の必要性など受講している市内の公・私立各保育所（園）の保育士に対して保育実践発

表をした。 
 北九州市保健福祉局生活福祉部保育課発行の冊子「ともにそだつ」 
 第8集中頁52～頁57執筆 

 〇東筑紫短期大学保育学科において学年主任補佐、教職課程委員、図書委員等の教科外業務にも

従事している。 
主な研究活動 【学術論文】 

 1. 「保育実習指導における試み」 

 （概要） 
「保育実習指導における試み」を主テーマに実習を体験していくことで、自己評価及び振り返りから見ら

れる意識変化と学生達の意識が保育者としてどのように変貌していくのかを追いながら、実習の振り返り

の中で保育者に求められる資質が自己課題にあることへの気付き・実習記録を書き直したことによる意識

変化、自己評価と保育所評価から見えてくる差異を明らかにしながら事前事後指導に構築していくことを

目的とした内容を記す。        （東筑紫短期大学研究紀要第45号 平成26(2014)年12月） 

 2. 「保育実習指導における試み（2）」 

 （概要） 
「保育実習指導における試み（2）」では2回目の保育所実習終了後の時点で、実習前・実習中・実習後に

分けて振り返りのチェックリストを記入していった。今まで気付くことができなかった部分や子ども達と

のかかわりの中で押さえておきたい援助等の自己課題をしっかりと捉え記述した、そのことによる気付き

と学内学習で自作のパネルシアターを用いて行う発表でそれぞれが表現力を発揮する力を付けていくこと

ができた。付せて他教科で習得するわらべ歌や季節・年齢に応じた絵本、歌を年間指導計画としてグルー

プでまとめ挙げ、保育技術をより確かなものとして構築していく学生の育ちと取り組みを記す。 
                  （東筑紫短期大学研究紀要第46号 平成27(2015)年12月） 



 
 3. 「保育実習指導における試み（3）」 

 （概要） 
「保育実習指導における試み（3）」においては、実習を通して気付いた自分のコミュニケーション能力、

目標や目的意識はもつが目の前の課題や問題点に対処できない課題対応力、モチベーションが下がると自

分で立て直すことができないなど、次年度就職を見据えて活動している2年生を対象として保育現場で求

められている社会人としての基礎能力や汎用的技能の中でどの部分が弱いのか、どのように対処していく

とよいのかなど自己内面を振り返った。1年生に対しても自己内面などで課題を抱える学生に対して実習

先での対応を検討していくなど実習園と大学が連携を取り合うことで、不安感を抱えることなく実習に臨

めるように学生自身の自己改革と併用して社会形成能力・人間関係能力・自己管理能力・課題対応能力の

4つの面から汎用的能力や技能に学生自らが気付き、質の高い保育者へと自覚して目指していけるよう自

己評価の形で研究に取り組んだことを記す。（東筑紫短期大学研究紀要第47号 平成28(2016)年12月）

 4. 「保育実習指導における試み（４）」 

 （概要） 
第48幼稚園教諭免許と保育士資格の双方を取得希望する学生が受講する「保育指導論」の科目におい

て、「部分指導計画案」作成に取り組むために押さえておくべき各項目の視点から振り返ることにした。

今まで  参考文例から引用する学生が多かったため、各年齢における子どもの姿を提示して学生達自身が

考案していくように講義内容を方向転換したことによる学生達の学びや保育現場において安心して設定保

育ができるような体制を作ってくれていることが分かり、保育実践に対して前向きに取り組もうとする意

欲に繋がったこと、一人では難しかった部分指導計画案もグループディスカッション及びシミュレーショ

ンを繰り返すことで自分がしたいと思う保育内容をイメージしやすいように授業展開を改善し、実習現場

で保育実践した学生の気付きや今後の課題等検討したことを記す。また、学生が「部分指導計画案」作成

にあたってどのようなところで躓いているのか、その実態を具体的に把握することにした。学生の実態に

応じて改善の手立てを試みながら、指導計画案作成に携わる関連教科の担当教員が連携し合い、「部分指

導計画案」のモデルを学科内で作成し、授業に活用できるようにした取り組みを記す。 
                    （東筑紫短期大学研究紀要48号 平成29(2017)年12月） 

 5. 「保育実習指導における試み（５）」 

 （概要） 
平成29年改訂で、『保育所保育指針』『幼稚園教育要領』『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』の3

法令が同時に改訂されたことで、幼稚園も保育所も認定こども園も幼児教育施設として位置づけられ、保

育所保育指針においては、子ども・子育て支援の一層の「量的拡充」と「質の向上」が今後も必要である

ことが述べられている。職員の一人一人がその資質を向上させることと、保育所全体としての保育の向上

に取り組んでいく必要が挙げられたことを受けて、「保育者間の協働性」に的を絞り、実習を重ねていく

経験で学生達が保育現場に立った時、子どもとかかわっていく時や保育の仕事をしていく中で職員間の協

力だけでなく、保育所全体としての目標を共有しながら協働する一つのチームとなって保育に当たるため

には、保育者間に必要なことはどのようなものがあるか等に気付いていけるよう一人一人及びグループで

試みた取り組みを記す。                （東筑紫短期大学研究紀要49号 平成29(2017)年12月） 

 6. 「保育実習指導における試み（６）」 

 （概要） 
「保育実習指導における試み（6）」においては、実習後の振り返りを通して一回目の保育所実習で見え

た自己課題、現場の保育士から学んだ保育者に必要な資質や姿勢、自分自身が課題として設定するものと

して、自分自身に関すること、子どもに関して、身につけたい保育技術等を今後どのように取り組んでい

こうと考えているかを、次の保育・教育実習までの期間を見通したスケジュールを立案し、実践している

取り組みを記す。合わせて、保育実習Ⅱの終了後においては学生の自己評価と実習園の評価との差異を分

析することで、学生ができていると判断していることでも実習園の評価と比較することで取り組んでいく

課題や視点がはっきりすること。自分の課題点を見据えて努力することが余裕をもって実習することや子

どもに寄り添ったかかわりがもてるなどに繋がり、学生にとって残る幼稚園の教育実習はまたとない実践

の機会であり保育技術をより確かなものにできること等を捉えて、より現場に近い取り組みを取り入れて

いくことで、学生たちが持つ力を実践力に繋げていこうと試みている授業の構築を記す。 
                   （東筑紫短期大学研究紀要第50号 令和元(2019)年12月） 

  



 
主な社会活動 ・子育て支援（東筑紫短期大学附属幼稚園） ① （平成25(2013)年9月）

   0歳～5・6歳児を対象とし、親子で楽しく触れ合って遊べる内容を中心に紹介。普段から親しんで

いる歌やわらべ歌を通して、十分に身体を動かして遊べることやその楽しさに気付いてもらえるよう

配慮した。 

 ・子育て支援（東筑紫短期大学附属幼稚園） ② （平成26(2014)年7月）

 参加している子ども達の年齢に応じた触れ合い遊びの関わり方を保護者だけでなく、本学の保育学

科1年生の学生にも分かるように子どもとやってみるなど触れ合う場を設けていくようにした。子ど

も達親子や学生と触れ合った後、絵本の読み聞かせやエプロンシアター等を楽しませていくようにし

た。 

 ・子育て支援（東筑紫短期大学附属幼稚園） ③ （平成26(2014)年7月）

 7 ヶ月～2 歳前後と参加している子ども達の年齢が低いため、ゆったりとした動きで触れ合って遊

べるわらべ歌を中心にした内容で進めていった。繰り返しの動きがあるものを取り入れたり、保護者

の身体の上に乗ったり普段あまり経験できない空間あそびで親子が触れ合える場を十分にもつよう

にした。 

 ・子育て支援（東筑紫短期大学附属幼稚園）④   （平成26(2014)年9月）

 2．3 歳児を対象にして親子で楽しんで身体を動かしていけるような体操を実施し、中でも保護者

の身体を使って遊べる内容を取り入れたり、親子合作で絵描き歌なども楽しめるように家庭で取り入

れやすい親子遊びを行った。 

 ・子育て支援（東筑紫短期大学保育学科）⑤ （平成27(2015)年7月～平成28(2016)年2月）

 保育学科 1・2 年生が子どもの前で演じる手遊び、絵本の読み聞かせ、パネルシアター、ペープサ

ート等において環境構成のもっていき方や声、表情などを指導する。 
学生達が考案した当日の流れの中で、遊びと遊びの間を繋いでいくやり方等、学生たち自身が経験

しながら積極的に子ども達と関わっていくことで、授業では味わえない子どもや保護者へ支援する言

葉かけなどをアクティブさせていくようにした。 

 ・子育て支援（東筑紫短期大学保育学科）⑥ （平成28(2016)年7月～2017年2月）

 0 歳児～3 歳児と参加者の対象年齢が低かった分、遊びの中で関わる時の言葉の掛け方や子どもの

前で演じている時等、急に近寄ってきた子どもに対する臨機応変な対応等に気を付けるよう指導して

いった。探索活動が旺盛な年齢の子ども達に対する遊びへの誘い掛けや遊びの間の取り方等、2年生

の姿を見て1年生がアクティブに参加できるようにした。 

 ・子育て支援（東筑紫短期大学保学育科）⑦ （平成29(2017)年7月）

 2 年生を中心に自分たちで考案した保育内容の展開で、1 年生たちが自分でできると思えることを

協同参画していくようにした。絵本の読み聞かせ、エプロンシアターは1年生が司会やわらべ歌の時

の進行は2年生が担当した。0歳児～6 歳児までの子ども達で年齢幅があったので、自分の役割に固

執することなく探索活動が旺盛な子ども達から目を離さないようにする関わりや一人一人の子ども

からの要求に丁寧に応じた関りを積極的にするよう指導した。 

 ・子育て支援（東筑紫短期大学附属幼稚園）⑧ （平成30(2018)年2月）

 1、2歳児と5、6歳児を対象とし、親子で楽しく製作できるひな人形づくり（紙皿とシール）を提

供した。 
その後製作に時間がかかっている 5、6 歳児以外の子ども達とお手玉や洗濯ばさみなどを使って、

触れ合って遊べる内容を中心に紹介。普段から親しんでいる歌やわらべ歌を通して十分に手先を使っ

て遊べることやその楽しさに気付いてもらえるように配慮した。 

 ・子育て支援（東筑紫短期大学附属幼稚園）⑨ （平成30(2018)年10月）

 1~2歳児と3、4、5歳児の子ども達がストローや画用紙等を使って親子で思い思いのとんぼづくり

を楽しんだ。4、5歳児が飛ばし合うところを1、2歳児が手を叩いて応援するなど、遊びの楽しさが

共有できるように配慮した。その後、異年齢児や保護者、クラスの先生と一緒に体と体を触れ合いな

がら、口ずさむ歌に合わせてゆっくり体を動かす面白さや余韻に浸れるわらべ歌での触れ合い遊びが

楽しめるような環境づくりを展開した。 

  



 
 ・子育て支援（東筑紫短期大学附属幼稚園）⑩ （令和元(2019)年11月）

 2.3歳児~小学校低学年の子ども達で年齢層が広かったが牛乳パックを使ってけん玉づくりをした。

ハサミを使用したので安全面に留意しながら、手を添えて楽しませていくようにした。製作後は大き

い子ども達が小さい子と関わりが持てるように声掛けしながら異年齢児の関りを中心にもっていき、

最後はCDに合わせて体を触れ合って楽しさが共有できるような展開で締めくくった。 

 ・子育て支援（東筑紫短期大学保学育科）⑪  （令和2(2020)年2月）

  九州沖縄の子ども食堂がつながる研修会が当番校である九州栄養福祉大学で開催されることに

合わせて、保育学科に参加教員の子どもさんを見て欲しいとの要請がありました。当初、保育学科の

学生にも手伝い要請をかけていたが、新型コロナウイルス感染の流行が懸念されることから教職員4
名で一日託児をおこなった。長時間 だったので、安全面や適宜な休息タイム等を取り入れながら、

ゆったりと遊べる環境を心がけた。 

 ・子育て支援（東筑紫短期大学附属幼稚園）⑫ （令和3（2021）年7月）

 「わらべ歌」を中心に参加している 2 歳児の子どもたちに、親子で触れ合う楽しさが味わえるよ

うな展開を心がけていくようにした。家庭内にある身近なハンカチやタオルなどを使って遊べるもの

からお手玉やオーガンジーの感触を楽しませて普段の遊びに少し手を加えることで遊びの経験幅が

広がることを紹介しながら、子どもたちが手にとって自由に遊べるようにゆったりとした時間を設け

た。その間に親子で遊んでいる横に寄り添って声をかけていき子育てトークの時間を設けた。 

 ・北九州市社会福祉法人等審査会委員 （平成30(2018)年4月～現在に至る）

所 属 学 会 日本保育学会  （平成26(2014)年4月～現在に至る）

受 賞 歴 北九州市福祉事業団永年勤続表彰 （平成16(2004)年11月）

 福岡県社会福祉協議会永年勤続表彰 （平成16(2004)年11月）

 福岡県知事表彰 （平成17(2005)年10月）

 

  



 

笹部
ササベ

 聡子
サトコ

 SASABE Satoko 准教授 

所 属 東筑紫短期大学 保育学科 
担 当 科 目 〔保育学科〕 

 ・音楽Ⅰ 
 ・音楽Ⅱ 
 ・音楽Ⅲ 
 ・音楽Ⅳ 
 ・キャリア教育演習Ⅱ 

専 門 分 野 ■ 音楽（ピアノ） 
最 終 学 歴 MM in Piano, Mannes School of Music（マネス音楽院大学院修士課程） 
学 位 修士（音楽） 

学士（音楽） 
職 歴 ぎじゅつやさんのピアノ店音楽教室講師  （平成17(2005)年7月～平成30(2018)年3月）

 マメット音楽教室 ピアノ講師 （平成26(2014)年4月～平成30(2018)年3月）

 〇東筑紫短期大学保育学科非常勤講師 （平成27(2015)年4月～平成30(2018)年3月）

 〇東筑紫短期大学保育学科講師 （平成30(2018)年4月～令和4(2022)年3月）

 〇東筑紫短期大学保育学科准教授 （令和4(2022)年4月～現在に至る） 
教育上の業績 〇東筑紫短期大学 保育学科 非常勤講師    （平成27(2015)年4月～平成30(2018)年3月）

  平成27年度前期担当科目 「音楽Ⅰ」「音楽Ⅲ」 
  平成27年度後期担当科目 「音楽Ⅱ」「音楽Ⅳ」 
  平成28年度前期担当科目 「音楽Ⅰ」「音楽Ⅲ」 
  平成28年度後期担当科目 「音楽Ⅱ」「音楽Ⅳ」 
  平成29年度前期担当科目 「音楽Ⅰ」「音楽Ⅲ」 
 平成29年度後期担当科目 「音楽Ⅱ」「音楽Ⅳ」 

主な研究活動 ［論文］ 
 １．「保育者養成校における学生のピアノ指導についての一考察－実践的楽曲分析を基に(１)－」

  （東筑紫短期大学研究紀要第49号pp.133-144）単著

 （概要） 
 本学学生がピアノに対してどのような意識を持っているかを探り、問題点を追及した。 
また、楽曲分析によるバイエルの有効な活用法、演奏に際しての基礎的な技術の指導法を考察した。

 ２．「保育者養成校における学生のピアノ指導についての一考察－実践的楽曲分析を基に(２)－」

                   （東筑紫短期大学研究紀要第50号pp.173-183）単著

 （概要） 
東筑紫短期大学研究紀要第49号に引き続き、本学学生のピアノ技術習得のための有効な方法を模索

した。特に左手の和声進行についてバイエルとマーチを用いて分析し、和音移動をスムーズに行う

ための指導法を考察した。 

 ３．「幼児への音楽アウトリーチの実践と考察」 
                    （東筑紫短期大学研究紀要第51号pp.97-107）単著

 （概要） 
北九州市内および直方市内におけるアウトリーチコンサートの活動について検証した。 
音楽アウトリーチの可能性を模索するとともに子どもたちの感性を豊かにする音楽の実践について

考察した。 

  



 
 ４．「教育者・保育者養成におけるピアノ学習の実態に基づく課題Ⅱ 

－ピアノ演奏技術の習得およびピアノ練習に対する意識の変化－」 
（九州公私立大学音楽学会研究第9号pp.12-23）共著

 （概要） 
 保育者養成校におけるピアノの授業の目的は、子どもたちが自由に自己表現するために、保育現

場ですぐに実践できる表現力やピアノ演奏技術の習得を目指すことである。本稿では一年を通じ

た学生のピアノ演奏技術やピアノ練習に対する意識の変化を調査し、指導者の立場から学習支援

の課題について検証を行った。（笹部聡子／津山美紀） 
 ５．ピアノ学習支援の課題についての一考察－ピアノ学習の実態調査から－ 

（東筑紫短期大学研究紀要第52号pp.29-43）共著

 （概要） 
 本学の学生におけるピアノ学習の主体的な学びに着目して、練習量や苦手な箇所の克服、音楽表

現に対しての意欲や今後の課題についての実態調査を行った。その結果をもとに、ピアノ学習の

実態を明らかにし、今後の保育者養成校におけるピアノの授業のあり方や指導法について考察し

た。（津山美紀／北嶋季之／笹部聡子） 
 ６．領域「表現」における音楽アウトリーチ活動の可能性に関する一考察 

（東筑紫短期大学研究紀要第52号pp.73-83）単著

 （概要） 
 東筑紫短期大学研究紀要第51号における考察を受け、本稿では将来の保育者である本学学生を 
対象としたアウトリーチ型のコンサートの実施について検証を行った。アウトリーチコンサート

として実施するアクティビティについてだけでなく、日々の保育現場を司る保育者の観点から、

「音楽表現」について考察を行った。 

 ［(公財)北九州市芸術文化振興財団音楽アウトリーチ事業登録アーティスト］ 
 登録アーティストオーディション合格後、コーディネーターによる2年間の研修を受ける。 

小学校での音楽教育は20～100名程度の児童（特定された学年のみ）を対象とし、音楽室において演奏を 

より近い場所で聴いてもらうことにより、息遣いや音の響き、空気の振動を感じることを指導している。 

曲目をより深く理解させるため、作曲された背景、作曲者の人間性、楽曲分析など、児童にわかるように 

話しながら、1時間のプログラムを進めている。この事により児童たちのクラシック音楽への興味・関心 

を持たせることができた。 

  会場:北九州市立光貞小学校 対象:小学2年生70名 （平成18(2006)年11月）

  会場:北九州市立若松中央小学校 対象:小学6年生59名 （平成19(2007)年1月）

  会場:北九州市立平野市民ｾﾝﾀ  ー 対象:地域住民70名 （平成19(2007)年2月）

  会場:北九州市立柄杓田小学校 対象:全児童27名 （平成19(2007)年6月）

  会場:北九州市立光貞市民ｾﾝﾀ  ー 対象:地域住民106名 （平成19(2007)年6月）

  会場:北九州市立長行小学校 対象:小学4年生43名 （平成19(2007)年10月）

 会場:北九州市立大里東小学校 対象:小学3年生92名 （平成20(2008)年1月）

  会場:北九州市立松ヶ江小学校 対象:小学5年生18名 （平成20(2008)年12月）

 会場:北九州市立ひびきが丘小学校 対象:小学3,4年生96名 （平成24(2012)年6月）

  会場:北九州市立曽根東小学校 対象:小学4年生66名 （平成25(2013)年1月）

  会場:北九州市立本城小学校 対象:小学6年生118名 （平成25(2013)年6月）

  会場:北九州市立青山小学校 対象:小学4年生65名 （平成25(2013)年9月）

  会場:北九州市立柄杓田小学校 対象:全児童41名 （平成25(2013)年11月）

 会場:北九州市立花房小学校 対象:小学4年生49名  （平成26(2014)年5月）

 会場:北九州市立企救丘小学校 対象:小学3年生65名小学3年生69名 

（2公演実施） 

（平成26(2014)年11月）

 会場:北九州市立到津小学校 対象:小学4年生44名 （平成27(2015)年6月）

 会場:北九州市立星ヶ丘小学校 対象:小学4年生102名 （平成27(2015)年6月）

 会場:北九州市立筒井小学校 対象:小学4年生33名 （平成27(2015)年6月）

 会場:北九州市立八枝小学校 対象:小学3年生96名 （平成27(2015)年9月）

  



 
 ［(公財)直方文化青少年協会おでかけクラシック事業アーティスト］ 
 北九州でのアウトリーチ研修を活かし、年間を通じて直方市内の幼稚園及び小学校でのコンサートを行って

いる。 

特に幼稚園でのコンサートでは、拍子感の習得のため手拍子でリズム打ちをしながらピアノ演奏を聴くスタ

イルを取り入れている。園児たちが自分自身で音楽的な表現活動をすることでクラシック音楽への興味・関心

をもたせ、園児の感性を磨くことを目標にしクラシック音楽を推進することを目的としている。 

 会場:直方市立直方西小学 校対象:小学4年生23名 （平成24(2012)年11月）

 会場:直方市立直方北小学 校対象：小学5年生39名 （平成24(2012)年11月）

 会場:頓野幼稚園 対象:全園児83名 （平成25(2013)年10月）

 会場:大和幼稚園 対象:全園児192名 （平成25(2013)年10月）

 会場:直方市立直方西小学校 対象:小学4年生29名 （平成25(2013)年9月）

 会場:直方市立植木小学校 対象:小学4年生33名 （平成25(2013)年10月）

 会場:直方市立感田小学校 対象:小学5年生99名 （平成25(2013)年10月）

 会場:直方市立直方北小学校 対象:小学4年生32名 （平成25(2013)年10月）

 会場:直方市立下境小学校 対象:小学5年生46名 （平成25(2013)年10月）

 会場:頓野幼稚園 対象:全園児101名 （平成26(2014)年9月）

 会場:直方市立直方南小学校 対象:小学5,6年生41名 （平成26(2014)年10月）

 会場:直方市立直方北小学校 対象:小学5年生47名対象:小学4年生55名 

（2公演実施） 
（平成27(2015)年12月）

 会場:直方市立直方南小学校 対象:小学5,6年生38名 （平成27(2015)年12月）

 会場:直方市立中泉小学校 対象:小学5,6年生29名 （平成27(2015)年12月）

 会場:大和幼稚園 対象:全児童142名 （平成28(2016)年9月）

 会場:直方市立下境小学校 対象:小学1年生41名 （平成28(2016)年9月）

 会場:直方市立上頓野小学校 対象:小学4年生62名 （平成28(2016)年9月）

 会場:直方市立直方北小学校 対象:小学4年生54名 （平成28(2016)年9月）

 会場:直方市立直方南小学校 対象:小学5,6年生25名 （平成28(2016)年12月）

 会場:頓野幼稚園 対象:全児童95名 （平成29(2017)年12月）

 会場:直方市立上頓野小学校 対象:小学4年生60名 （平成29(2017)年9月）

 会場:直方市立中泉小学校 対象:全児童107名 （平成29(2017)年10月）

 会場:直方市立新入小学校 対象:小学3年生57名 （平成29(2017)年11月）

 会場:直方市立直方東小学校 対象:小学３年生60名 （令和元(2019)年10月）

 会場:直方市立直方北小学校 対象:小学3年生66名 （令和元(2019)年10月）

 会場:大和幼稚園 対象:年中・年長101名 （令和元(2019)年11月）

 会場:頓野幼稚園 対象:全園児108名 （令和元(2019)年11月）

 会場:直方市立直方西小学校 対象:小学3,4年生48名 （令和2(2020)年10月）

 会場:直方市立中泉小学校 対象:小学1,2年生36名 （令和2(2020)年10月）

 会場:頓野幼稚園 対象:全園児109名 （令和2(2020)年10月）

 会場:直方市立直方北小学校 対象:小学3年生69名 （令和2(2020)年11月）

 会場:直方市立感田小学校 対象:小学1年生104名 （令和2(2020)年11月）

 会場:直方市立直方東小学校 対象:小学2年生50名 （令和2(2020)年11月）

 会場:直方市立新入小学校 対象:小学4年生59名 （令和3(2021)年1月） 

 会場:頓野幼稚園 対象:年中・年長67名 （令和4(2022)年1月） 

 【演奏会等】  
 1．やすらぎの森10周年記念コンサート 会場：西野病院1階ロビー （平成25(2013)年10月）

 2．やさしいピアノコンサート     会場：ユメニティのおがた小ホール （平成25(2013)年10月）

 3．能楽と洋楽をあなたに         会場：響ホール （平成27(2015)年2月）

 4．学校法人百華学園精華幼稚園 創立60周年記念式典  
会場：若松区極楽寺  （平成27(2015)年2月）

 5．ホールのひみつ 会場：ユメニティのおがた大ホール （平成27(2015)年7月）

 6．チャリティーコンサート 会場：リーガロイヤルホテル小倉リーガトップ （平成28(2016)年9月）

  



 
 7．笹部聡子ピアノコンサート～ピアノ＆フルート・ボディパーカッション～ 

                    会場：ウェル戸畑中ホール 

（平成30(2018)年5月）

 8．絵本ひろばピアノコンサート      会場：ユメニティのおがた小ホール （平成30(2018)年9月）

 9．北九州日独協会クリスマスピアノコンサート 
                     会場：西日本工業倶楽部 （平成30(2018)年12月）

主な社会活動 ・九州山口ジュニアピアノコンクール審査員 （平成20(2008)年～現在に至る）

 ・音の夢ピアノコンクール審査員  （平成22(2010)年～現在に至る）

 ・北九州市立年長者研修大学校周望学舎シニアカレッジ講師 （令和元(2019)年9月）

 「愉しいピアノコンサート～日常から少し離れて、一緒に音楽を愉しみましょう～」 

 ・としょかんこどもまつり（学生引率助言）  （令和元(2019)年10月）

 直方市立図書館で開催された「としょかんこどもまつり」に学生が参加し、手袋人形やエプロンシア

ター、ペープサートなどを行った。その際、学生の援助指導を行った。学外で様々な子どもたちや保

護者と関わることで、実践力を身に着けることを目的とした。 

 ・北九州音楽協会会員                      （平成12（2000）年～現在に至る）

所 属 学 会 九州公私立大学音楽学会  （令和3(2021)年～現在に至る）

受 賞 歴 全日本学生音楽コンクール高等学校の部福岡大会第1位受賞 （平成6(1994)年10月）

 ニューヨーク国際音楽祭コンクール第1位受賞 （平成12(2000)年 7月）

 西日本出身新人紹介演奏会最優秀賞受賞 （平成12(2000)年10月）

 マリアン･マーカス･ウォール賞受賞（マネス音楽院大学院修了時） （平成15(2003)年 5月）
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 URATA Kazuyuki 准教授 

所 属 東筑紫短期大学 保育学科 
担 当 科 目 〔保育学科〕 

 ・教育原理 
 ・教職概論 
 ・教育課程・保育計画と評価 
 ・保育制度論 
 ・保育・教職実践演習（幼稚園） 

専 門 分 野  幼児教育と初等教育（総合的な学習の時間・特別活動） 
 保育・教育職と保育・教育制度 

最 終 学 歴 福岡教育大学 教育学部小学校教員養成課程 社会科（地理学）専修 
学 位 学士（教育学） 
職 歴 北九州市立小学校 教諭 （昭和59(1984)年4月～平成11(1999)年3月）

 北九州市教育委員会指導部・学校教育部指導第一課 指導主事（総合的な学習の時間担当） 
  （平成11(1999)年4月～平成16(2004)年3月）

 北九州市立小学校 教頭 （平成16(2004)年4月～平成19(2007)年3月）

  北九州市立教育センター 指導主事（総合的な学習の時間・初任者研修等担当） 
  （平成19(2007)年4月～平成21(2009)年3月）

 北九州市立小学校 教頭 （平成21(2009)年4月～平成22(2010)年3月）

 北九州市立小学校 校長 （平成22(2010)年4月～令和  3(2020)年3月）

 東筑紫短期大学保育学科 准教授 （令和  4(2022)年4月～現在に至る） 
教育上の業績 〇北九州市立小学校 校長（11年間） 

 （概要） 
 北九州市立到津小学校・松ヶ江北小学校等で計 11 年間校長を務め、それぞれの学校で以下の

ような事項に重点を置き学校経営に当たった。 
・学校の教育目標の具現化、合言葉化、短期目標化 
・特別支援学級、通常学級における特別支援教育の充実 
・児童理解や心理学等を踏まえた教育・啓発活動、教育相談 
・児童及び保護者に寄り添った不登校対応、就学相談 
・PTA活動や地域活動との強力な連携 など 

主な研究活動 ［論文、研究大会・講演会・研修会資料 等］ 

 1．第23回福岡県小学校生活科・総合的な学習教育研究協議会研究大会北九州市大会要項 
   浦田一幸 他（平成28 (2016)年11月）                       （共著）

   共著者：北九州市立松ヶ江北小学校教員8名及び福岡県教員実践提案者3名の計9名 

 （概要） 
  研究主題「共に学び、考え、未来をつくる子どもの育成～子どもが本気で取り組む生活科・

総合的な学習の時間の在り方を探る～」を企画し、探究的で協同的な深い学びの実現等につ

いての実践的提案を行った。 
  具体的には、教育基本法の理念や中央教育審議会答申を踏まえ、「子ども主体の学習（授業）

への質的転換」・「子どもが自ら学ぶ授業づくりに向けた教師の意識改革」・「子どもの自然な

意識の流れに沿った学習展開」・「体験的な活動及び問題解決的な学習活動」・「気付きや学び

の質を高める工夫」・「将来に生きて働く力の育成」などに焦点を当てながら、全6学年にお

いて、研究主題に迫る新たな授業づくりを提案した。 
  特に、幼児教育と関連深い実践としては、1年生活科「『あき いっぱい フェスティバル』で

あそぼう」を企画し、幼小連携の在り方についての提言も行うなどした。 
  （執筆担当部分：巻頭あいさつ・研究主題構想・研究大会のあゆみ等） 

  



 
 2．北九州市「生活科・総合的な学習の時間」教育研究論文（共著） 

   浦田一幸 他（平成29 (2017)年1月） 

   共著者：北九州市立松ヶ江北小学校教員8名 

 （概要） 
  研究主題「児童の『やる気・本気・根気』を引き出すことを重視しながら学力の向上を目指

す生活科及び総合的な学習の時間の学習指導の在り方」を企画し、3 年間の実践研究の成果

等をまとめた。 
  具体的には、 
  ・ 教師の適切な「動機付け」が，児童の「やる気」を引き出す。 
  ・ 教師の適切な「意義付け」が，児童の「本気」を引き出す。 
  ・ 教師の適切な「価値付け」が，児童の「根気」を引き出す。 
  という3点に着目した様々な実践を積み重ねた。 
  具体的には、生活科では、 
  2年「もっと なかよし 松北まちたんけん」 
  総合的な学習の時間では、 
  3年「世界の国とこんにちは」 
  4年「松北エコクッキング大作戦」 
  5年「松北の宝『猿喰新田』ＰＲ大作戦」 
  6年「日赤豊寿園『にこにこ交流』プロジェクト」 
  などの実践について、その成果や課題についての考察を加えながら、これからの授業づくり

についての方向性を探った。 

 3．中学校区4校合同職員研修会資料 
 「コミュニケーション4タイプで考える教職員、児童・生徒」（単著） 
   浦田一幸（平成30 (2018)年8月） 

 （概要） 
  教育活動等における教職員相互及び児童・生徒とのコミュニケーションの重要性について、

小中合同の職員研修会を企画した。 
  具体的には、4校の教職員約40名を対象に、チェックリストへの回答や演習等を通して、教

職員組織としての学校力やチームワーク力の向上、より豊かな児童・生徒への理解力を養う

プログラムについて考察した。 

 4．家庭教育学級人権教育講演会資料「LGBT人権啓発講演ライブ」（単著） 
   浦田一幸（令和元 (2019)年9月） 

 （概要） 
  ご自身もそうでありLGBTに関する啓発・講演活動等を続けておられる、地域在住の“ROSE”

氏こと宮崎猛志氏を招聘し、人権教育講演会を企画した。 
  LGBTを切り口の一つとしながら、教育の根幹をなす「人権」・「生き方」・「人と人とのつな

がり」などに焦点を当て、教育思想についても幅広く考察を試みた。保護者、教員だけでな

く地域住民にも参加を呼びかけ、地域を挙げての人権意識の高揚に加えて地域における生涯

学習の意義等についても論じた。 

 5．第6学年道徳「様々な性別LGBT」後の特別授業資料「ROSEさんとの出会い」（単著） 
   浦田一幸（令和元 (2019)年11月） 

 （概要） 
  保護者、教職員、地域住民を対象とした前出の人権教育講演会の成果等を踏まえ、教育とは

何かを考察した。 
  具体的には、６年生の児童を対象とした道徳科授業を企画する中で、学校と家庭との連携、

児童がもつ人権意識を素材として、教職員の豊かな教育観を涵養する手法、開かれた教育課

程などについて考察した。 

  



 
 6．小倉南区小学校教頭会研修会資料「保護者対応についての課題」（単著） 

   浦田一幸（令和2 (2020)年11月） 

 （概要） 
  教頭会の実践等を踏まえて保護者対応についての課題をまとめるとともに、「メラビアンの

法則」等を紹介しながら、人とのコミュニケーションにおけるよりよい在り方等についても

考察した。 

 7．北九州市小学校特別活動研究会冬季実践講座指導助言資料集「学級びらき」（単著） 
   浦田一幸（令和3 (2021)年2月） 

 （概要） 
  約 50 名の北九州市内若年教職員に対して、学級担任としての、4 月の始業式の日における

児童との出会いのつくり方「学級びらき」の在り方について、実践発表等を踏まえながら、

そのポイントや留意点などについて指導した。 
  さらに、「メラビアンの法則」等を紹介しながら、人と人とのコミュニケーションの在り方や

留意点についても考察した。 

主な社会活動  北九州市立教育センター主催「初任者研修」等担当指導主事（平成20(2008)年度） 

 （概要） 
  市内小・中・特別支援学校新規採用教諭の初任者研修指導に当たった。編集担当者として、

北九州市立教育委員会編『平成20年度初任者研修資料』（平成20年4月～平成21年3月）

の全面執筆・とりまとめを行った。 

 北九州市立教育センター主催「初任者研修」・「総合的な学習の時間研修」指導講師 
北九州市立教育センター「総合的な学習の時間・特別活動委嘱研究員」指導校長 

（平成22(2010)年度～平成27(2015)年度）

 （概要） 
  上記の期間、指導講師及び指導校長として市内教職員の指導に当たった。 

  北九州市小学校生活科・総合的な学習の時間教育研究会会長 
（平成24(2012)年度～平成28(2016)年度）

 福岡県小学校生活科・総合的な学習教育研究会協議会会長      （平成28(2016)年度）

 （概要） 
 平成11(1999)年度に北九州市における初代の総合的な学習の時間担当指導主事となって以来、

20年以上にわたり、市内及び県内における総合的な学習の時間（及び生活科）の充実・発展に

努めてきた。 
 

  



 

吉田
ヨシダ

 千津子
チ ヅ コ

 YOSHIDA Chizuko 准教授 

所 属 東筑紫短期大学 保育学科 
担 当 科 目 〔保育学科〕 

 ・保育指導論 
 ・保育実習Ⅰ/Ⅱ（保育所） 
 ・保育実習指導Ⅰ／保育実習指導Ⅱ 
 ・保育・教職実践演習（幼稚園） 
 ・キャリア教育演習Ⅰ 

専 門 分 野 ■ 保育学 安全管理論等 
最 終 学 歴 東筑紫短期大学保育科 卒業 
学 位 准学士 
職 歴 〇東筑紫短期大学附属幼稚園 教諭 （昭和57(1982)年4月～平成4(1992)年3月）

 〇北九州市福祉事業団 うさぎ保育所 保育士 （平成10(1998)年11月～平成11(1999)年3月）

 〇北九州市福祉事業団 うさぎ保育所 保育士 （平成16(2004)年4月～平成19(2007)年6月）

 〇北九州市福祉事業団 うさぎ保育所 常勤保育士 （平成19(2007)年7月～平成20(2008)年3月）

 〇東筑紫短期大学附属幼稚園 教諭 （平成20(2008)年6月～平成27(2015)年3月）

 〇 同 主幹教諭（主任） （平成27(2015)年4月～令和4(2022)年3月）

 〇 同 副園長（保育園部） （平成31(2019)年4月～令和4(2022)年3月）

 東筑紫短期大学保育学科 准教授 （令和4(2022)年4月～現在に至る） 
教育上の業績 〇教育方法の実践例 

 １. 東筑紫短期大学保育学科「表現（指導法）」特別講師（平成25(2013)年10月） 
 （概要） 

担任する5歳児クラスの生活発表会「創作劇」の取り組みにおいて子どもの姿からテーマを決め、子ど

も達が主体的にお話作りや役決め、小道具作り等を行い、表現するまでの過程や発表後の成長を保育学

科学生へ講義した。 

 ２. 東筑紫短期大学保育学科「キャリア教育」特別講師 
「幼稚園(こども園)とは」～お弁当交流会も含めて～ （令和元(2019)年6月） 

 （概要） 
附属幼稚園のカリキュラム（教育要領・建学の精神）や一日の保育の流れ、園をとりまく環境や食育、

保育の仕事の魅力について講義した。お弁当交流会（保育学科生と園児参加）で学生に必要な視点や園

児との関わり方を伝えた。 

 ３. 東筑紫短期大学保育学科「保育・教職実践演習（幼稚園）」科目担当(兼任講師) 
（令和2(2020)年後期） 

 （概要） 
学生による自己評価シートの結果を基に、個人テーマを設定し、共通のテーマごとにアクティブラーニ

グによる研究活動を実践した。研究活動において、保育現場特有の視点で助言や質疑応答に対応するな

ど幼稚園教諭養成課程学生への指導を行った。 

 ４. 東筑紫短期大学保育学科「環境（指導法）」特別講師 
「身近な生き物や植物に親しみをもってかかわる」 （令和2(2020)年10月） 

 （概要） 
附属幼稚園の園庭で畑や植物を観察後、コオロギの生態を学び、身近な自然物（どんぐり・落ち葉・サ

ツマイモの水栽培 他）を用いた遊びや園児の作品を紹介し、保育者としての視点や自然と関わることの

重要性について講義した。 

 ５. 東筑紫短期大学保育学科「保育・教職実践演習（幼稚園）」科目担当(兼任講師) 
（令和3(2021)年後期） 

 （概要） 
アクティブラーニングによる研究活動のテーマ決定・研究計画書・研究方法等学生ごとに対応し、保育

現場特有の視点で助言や質疑応答に対応する等幼稚園教諭養成課程学生への指導を行った。 

  



 
 ６. 東筑紫短期大学保育学科「環境（指導法）」特別講師 

「身近な生き物や自然との関わり①」（令和3(2021)年9月・10月） 
 （概要） 

附属幼稚園における野菜の種まき・土づくりの方法や野菜に応じた種のまき方を講義した。プランター

栽培・園庭の畑・大学キャンパス内の畑の畝づくり等を各クラスで取り組むとともに、附属幼稚園園児

とともに種まきを行った。 

 ７. 東筑紫短期大学保育学科「環境（指導法）」特別講師 
「身近な生き物や自然との関わり②」（令和3(2021)年10月） 

 （概要） 
附属幼稚園にいる生き物や植物に触れ、観察を通じてその特徴等を学び（カメ・コオロギ・カブトムシ

の幼虫・お米の籾摺り等）自然物を使った遊びへの展開事例や絵本等を提示し、保育者としての資質向

上を促す講義を行った。 

 ８. 附属幼稚園における短期大学保育学科生の実習受入れ、指導等 
（昭和57(1982)年～平成4(1992)年3月／平成20(2008)年6月～令和4(2022)年3月） 

 （概要） 
東筑紫短期大学の附属幼稚園であることから、毎年5月は保育学科2年生の部分実習（約1週間）。 
10月は集中実習（約2週間）、後期後半には1年生の観察実習を受け入れ、指導してきた。オリエンテ

ーション・指導計画（部分指導案・全日指導案）・反省会・幼児理解等、1日の流れに応じた動き、実習

記録、実習全体の実務について長年指導をおこなってきた。附属幼稚園の役職者となってからは、受け

入れ学生だけでなく実習のクラス担任への助言も行ってきた。また、保育学科とも日々情報を共有し効

果的な実習指導の構築に努めた。 

主な研究活動 ［論文(研究紀要等)］ 
 １．「保育職の研究(その11)―保育学科生に保育現場の実態と魅力を示す授業方法の考察―」（共著）

木本節子、小島久須美、富田智恵、吉田千津子（平成24 (2012)年12月） 

（東筑紫短期大学研究紀要第43号） 

 （概要） 
大学保育学科の特色ある教育課程の展開を企図し、附属幼稚園と連動したカリキュラムの構築を論じた。

附属幼稚園のクラス担任としての立場から保育学科学生へ各種行事の保育の実践を行い、各行事の指導

計画等の資料の提供と担任からのメッセージを寄稿した。 

 ２．「アクティブラーニングによる「保育・教職実践演習」の取組(5 )」（共著） 
寺本普見子、前川公一、都留 守、井上まゆみ、富田智恵、吉田千津子（令和3 (2021)年12月） 
（東筑紫短期大学研究紀要第52号） 

 （概要） 
令和2(2020)年度後期に開講された「保育・教職実践演習（幼稚園）」の授業方法、とりわけ本授業の主

たる目的であるアクティブラーニングによる課題の発見、自己評価、研究テーマの設定に向けたよりよ

い教授方法の検討について論じた。 

 ３．「幼稚園等施設における安全管理(１)園児の園バス送迎マニュアルについて」（単著） 
吉田千津子（令和3 (2021)年12月）       （東筑紫短期大学研究紀要第52号） 

 （概要） 
感染症の拡大や園バスにおける幼児の死亡事故等が多発している状況を受け、附属幼稚園の園バスの安

全マニュアルについて論じるとともに実際の園バス運行の留意点等を検証し、感染症対策と安全対策の

重要性や具体策について考察した。 

主な社会活動 １．『交通安全母の会（八幡））』会員（平成14(2002)年４月～（平成20(2008)年5月） 
 （概要） 

交通安全啓発活動・小学校3校疼痛安全教室（人形実演付き）共催・折尾警察署長訪問・通学路安全確

保対策の活動を特に前半3年間活発に行ってきた。 

  



 
 ２．『読み聞かせボランティア ともだちや』設立（平成14(2002)年11月～（平成20(2008)年5月） 
 （概要） 

北九市立池田小学校にて週1 回から2回朝自習時間と月1回程度昼休みに読み聞かせ（1年生～6年生

対象）の実演を行って来た。毎年、春と秋の読書週間においてブックトーク・人形劇・掛けず絵話等を

実施した。また、近隣の幼稚園でも読み聞かせ実演会を行った。 

 ３．『こいのぼり交流会』地域交流担当（平成22（2010年4月～令和3(2021)年４月） 
  （概要） 

東筑紫短期大学附属幼稚園の園児（年長組）が製作した大きなこいのぼりを到津自治区の方々と一

緒に板櫃川にこいのぼりを揚げ、「こいのぼり交流会」を行っている。この取り組みを通して地域

交流を深めていった。 
 ４．『保幼少連携事業担当』（平成22（2010年4月～令和3(2021)年４月） 
 （概要） 

北九州市立到津小学校と年長児との交流を深め、保幼小連携研修会等に参加しゆるやかな接続に取

り組んできた。 
 ５．『新採幼稚園教諭研修』北九市立教育センター主催 公開保育（平成25(2013)年10月） 
 （概要） 

北九州市幼稚園・私立幼稚園（参加希望園）の新規採用幼稚園教諭研修（東筑紫短期大学附属幼稚園に

て）を担任していた5歳児のクラスにおいて子どもが主体となって企画・司会・準備・活動等取り組ん

だ「ちくしおにぎりがしま収穫感謝祭誕生会」の公開保育を行った。 

 ６．『北九州市立教育センター木曜ミニ教室』講師（平成27(2015)年6月） 
 （概要） 

基本のリズムや野菜、魚等の食べ物をテーマに指遊びや表現を行った。（講座の前半を担当） 

 ７．『剣舞会津白虎隊』担当 慰問（平成28(2016)年2月～平成31年(2019)年２月） 

 (概要) 
到津市民センターのふれあい昼食会で担当している剣舞会津白虎隊を園児と披露し、シニアの方々

とふれあいを深めていった。 
 ８．『体験型子育て支援事業』担当（平成29(2017)年4月～令和4(2022年９月） 

 （概要） 
認定こども園東筑紫短期大学附属幼稚園の園児たちと未就園児たちが一緒に遊ぶ時間を設定し、

『体験型子育て支援事業』～みんななかよし このゆびと～まれ！～を担当し、募集、計画、準備、

アンケート、保護者からの子育ての相談等全般にわたって携わった。毎年12月には“親子による

製作活動” 講師を担当した。 

 ９．『九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学・認定こども園東筑紫短期大学付属幼稚園 共催 
子育て支援事業』担当（平成29(2017)年４月～令和４(2022)年3月） 

 （概要） 
九州栄養福祉大学、東筑紫短期大学の各学科の先生方が講師となって認定こども園東筑紫短期大学

の園児や未就園児を対象に親子で活動する子育て事業「子育ち・親育ちの会」を担当した。 
 

  



 

古野
フルノ

 誠生
ナリオ

 FURUNO Nario 講師 

所 属 東筑紫短期大学 保育学科 
担 当 科 目 〔保育学科〕 

 ・子ども家庭福祉 
 ・子ども家庭福祉演習 
 ・保育実習指導Ⅰ、保育実習指導Ⅲ 
 ・保育実習Ⅰ、保育実習Ⅲ（施設） 
 ・キャリア教育演習Ⅰ（初年次教育含む） 

専 門 分 野 ■ 社会福祉（障害福祉） 
■ 障害児保育 

最 終 学 歴 徳島大学大学院  人間・自然環境研究科 人間環境専攻 修士課程修了 
学 位 修士（学術） 
職 歴 社会福祉法人福岡障害者支援センター通所更生施設おおほり苑 支援員  

  （平成13(2001)年5月～平成20(2008)年3月）

 社会福祉法人アイリス野芥デイサービスセンター 介護員 
  （平成20(2008)年4月～平成21(2009)年3月）

 社会福祉法人アイリス野芥デイサービスセンター 生活相談員  
  （平成21(2009)年4月～平成22(2010)年1月）

 有限会社オフィスT・R悠愛ヘルパーサービスセンター サービス提供責任者 
 （平成22(2010)年2月～平成23(2011)年8月）

 学校法人純真学園 純真短期大学こども学科 助教  

  （平成23(2011)年9月～平成30(2018)年3月）

 学校法人純真学園 純真短期大学こども学科 講師  

  （平成30(2018)年4月～平成31(2019)年3月）

 学校法人東筑紫学園 東筑紫短期大学保育学科 講師  

  （平成31(2019)年4月～現在に至る）

教育上の業績 【学会発表】 
 日本保育者養成教育学会第1回研究大会（白百合女子大学、東京） 

 「子ども理解の方法」「保育・教職実践演習」へのフォトカンファレンスの導入 （平成29(2017)年3 月）

主な研究活動 【著書】 
 井村圭壯・相澤譲治編著『保育実践と社会的養護』       勁草書房2016年（分担執筆）p59-p67 

 井村圭壯・今井慶宗編著『社会福祉の基本体系（第5版）』勁草書房2017年（分担執筆）p39-p45 

 井村圭壯・今井慶宗編著『保育実践と児童家庭福祉論』  勁草書房2017年（分担執筆）p51-p59 

 井村圭壯・今井慶宗編著『社会福祉の拡大と形成』    勁草書房2019年（分担執筆）p51-p59 

 【学術論文】 

 古野誠生・豊辻晴香 （2015） 

「統合保育の遊び場面における、障害児と健常児の社会的相互作用についての考察』 
純真短期大学紀要，55．81-93 

 古野誠生・飯塚恭一郎（2016） 

「保育実習Ⅲ（施設）実習指導の効果に関する一考察」 
純真短期大学紀要，56．65-78 

 古野誠生・飯塚恭一郎（2017） 

「保育実習Ⅲ（施設）実習指導の効果に関する一考察（２）」 
純真短期大学紀要，57．63-76 

 古野誠生・徳安敦・豊辻晴香 （2018） 

「子どもの理解を深めるための授業方法の研究－園との連携によるフォトカンファレンスの導入－」

純真短期大学紀要，58．55-68 

  



 
 古野誠生・飯塚恭一郎（2019） 

「異年齢クラスにおける遊び集団の変化の過程に関する研究ノート－3歳児の人間関係に着目して－」 

純真短期大学紀要，59．63-76 

 古野誠生・池畑雅子（2021） 

「コロナウイルス感染拡大状況下における保育実習指導Ⅰ（施設）の取り組みについての報告」 

東筑紫短期大学研究紀要，52．55-72 

主な社会活動  福岡市レクリエーション協会インストラクター養成講習会 人材開発委員会委員 

                                            （平成26(2014)年4月～平成31(2019)年3月）

 北九州市児童福祉施設等第三者評価委員会 専門委員 
 （令和4(2022)年4月～現在に至る）

所 属 学 会 日本心理学会 （平成11(1999)年12月～現在に至る）

 九州保育学会 （平成23(2011)年10月～現在に至る）

 日本保育者養成教育学会 （平成29(2017)年1月～現在に至る）

 日本保育学会 （平成29(2017)年10月～現在に至る）

 

  



 

井上
イノウエ

 まゆみ INOUE Mayumi 講師 

所 属 東筑紫短期大学 保育学科 
担 当 科 目 〔保育学科〕 

 ・保育内容総論 
 ・保育内容総論演習 
 ・教育実習事前・事後指導 
 ・教育実習 
 ・保育・教職実践演習（幼稚園） 

専 門 分 野 ■ 教育実習、保・幼小連携 
最 終 学 歴 九州女子短期大学 初等教育科 
学 位 短期大学士 
職 歴 北九州市立大谷小学校 講師 （昭和54(1979)年4月～昭和55(1980)年3月）

   北九州市立江川小学校 講師 （昭和55(1980)年4月～昭和56(1981)年3月）

   北九州市立江川小学校 教諭（視聴覚主任・理科主任）  
   （昭和56(1981)年4月～昭和58(1983)年3月）

  北九州市立花房小学校 教諭（学年主任、特別活動主任・理科主任） 
    （昭和58(1983)年4月～平成2(1990)年3月）

  北九州市立小石小学校 教諭（学年主任・生活科、幼年期主任 
   （平成2(1990)年4月～平成7(1995)年3月）

  北九州市立鴨生田小学校 教諭（生活科、幼年期主任・研究主任） 
   （平成7(1995)年4月～平成13(2001)年3月）

  北九州市立則松小学校 教諭（生活科、幼年期主任、情報主任） 
  （平成13(2001)年4月～平成18(2006)年3月）

  北九州市立本城小学校 教諭（学年主任、生活科・幼年期主任・情報主任） 
  （平成18(2006)年4月～平成23(2011)年3月）

  北九州市立光貞小学校 教諭（学年主任、生活科・幼年期主任・情報主任） 
  （平成23(2011)年4月～平成29(2017)年3月）

  北九州市立江川小学校 教諭（学年主任、生活科・幼年期主任） 
  （平成29(2017)年4月～平成30(2018)年3月）

 北九州市立すがお小学校 講師・教頭補佐、アクティブ・ラーニング研究補佐 
  （平成30(2018)年9月～平成31(2019)年3月）

  東筑紫短期大学 保育学科 講師 （令和2(2020)年4月～現在に至る）

教育上の業績 〇ソニー教育財団に生活科の論文提出（平成7(1995)年6月～平成8(1996)年6月） 
最優秀学校に選ばれ、翌年全国大会を開催した。その際、生活科研究主任として研究の基調提案をした。

 〇北九州市教育センター委嘱研究員（平成11(1999)年4月～平成13(2001)年3月） 
生活科カリキュラム作りや生活科の公開授業を行い、その実践を教育センター代表として実践発表した。

さらに、日本生活科学会においても発表した。その際に保・幼小連携の重要性を提案し、新しい研究とし

て支持を得た。 

 〇北九州市教育センター初任者研修会における新採指導教員実践発表（平成19(2007)年2月） 
従前の実績が評価され、新規に新採指導教員となる教員に対する研修講師に委嘱された。同研修では 1．

基本方針や事務的処理、2．新採指導の具体的方策、3．今後の課題などの観点から研修を行い、指導教員

の育成に努めた。 

 〇教育実習生の指導（平成23(2011)年9月～平成25(2013)年11月） 
平成23年度から平成25年度まで教育実習生の指導教員として指導案の作成ならびに査定授業の指導等 

を実施。実習生派遣元大学から学生の教師になりたいという姿勢がさらに強くなり、真剣に学ぶようにな

ったと高評価を得た。 

  



 
主な研究活動 【担当授業科目に関する研究業績等】 

 【保育内容総論】 
 1. 新1年生学校生活スタートブック「なかよし」（共著） 

 北九州市教育委員会 (pp.8-13.）（平成23(2011)年3月） 

（概要） 
 小学校での生活を具体的に説明し、保護者の学校生活への理解を深めるようにした。副読本を作成した。

保護者と担任との連絡帳として活用するために北九州市の公立小学校１年生に配布。保護者との関わり合

いの重要性を理解させ、共通理解の重要性について示した。 

 2. 環境ワークシート「みどりのノート」（共著） 
 北九州市環境局 (pp.23-28.）（平成23(2011)年4月） 

（概要） 
 環境に対する意識をもたせるためにワークシートを作成した。「できることからはじめよう」環境すごろ

く「大切なでんき・水」地球塗り絵等を執筆し、低年齢から地球環境を大切にする意識をもたせ、実際に

行動する態度を育成するようにした。これらが評価され、北九州市では現在でも活用されている。 

 【教育実習事前・事後指導】 
 1.「教育実習マニュアル」（単著） 

  益地ゼミ（教育サークル）（平成24(2012)年3月） 

（概要） 
 教育実習を行う際に必要な心構えや準備、指導案・実習ノートの書き方、児童理解の仕方等をまとめた。

このマニュアルの内容は、幼稚園の実習事前・事後指導にも生かせる。 

 2.「教育技術」（共著） 
  小学館 (pp.36-39.）（平成26(2014)年10月） 

（概要） 
 生活科単元 2年生の展開 執筆 

「生きものとともだち」、「あしたへジャンプ」 

どの展開にも幼小交流活動を位置付けた。交流活動を小学校だけの目標達成でなく、双方向の教育目標が

達成できるように計画した。1日保育計画を立てる際の参考となる。 

 3.「生活科学習の関連カリキュラムと実践」（単著） 
  北九州市教育委員会 (pp.36-39.）（平成27(2015)年11月） 

（概要） 
生活科学習「子供の意識の流れを大切にした総合学習の工夫」において生活科を中心とした他教科との連

関、合科カリキュラムの作成などを試みた。生活科独自の新プログラムとして「鴨生田ランドであそぼう」

を作成、同学習を道徳、国語、算数、図画工作と資質能力で関連させたり、内容で合科学習した実践記録。

幼稚園教育の遊びの中での学びを生かした学習になり、自由に遊び場を作って遊ぶ活動を様々な表現活動

で表し、友達との交流も深まるなどの効果が確認できた。 

 4.「教育課程編成北九州スタンダードカリキュラム生活科」（共著） 
  北九州市教育委員会 (pp.5-8.）（平成28(2016)年3月） 

（概要） 
小学校教育課程サークルにおける委員として生活科のカリキュラム・や指導展開案・実践報告者を共同で

執筆した。指導案や実習記録等の書き方等の指導に使用した。 

 【保育・教職実践演習】 
 1.「保幼小の１日」（共著） 

  北九州市教育委員会 (pp.7-8.）（教育サークル）（平成26(2014)年） 

（概要） 
 保育所・保育園・幼稚園の様子を動画で撮影し、解説を付けた。保育内容総論演習の際に視聴し、具体的

な演習に役立つ工夫を凝らしている。 

  



 
 【教育実習】 
 1.「アクティブ・ラーニングよる授業改善の在り方」（単著） 

  北九州市立すがお小学校（平成30(2018)年11月） 

（概要） 
 北九州市立すがお小学校において開発した教材。市内の各小学校に配布した。 

 2. 「考えるための技法」（思考ツール等）（単著） 
  北九州市立すがお小学校（平成31(2019)年1月） 

（概要） 
 北九州市立すがお小学校における研究会で開発した教材。対話的な学びにおいては「考えるための技法」

（思考ツール等）を効果的に活用することで考えを可視化する。そのことによってより質の高い授業を通

してアクティブ・ラーニングを実現させるよう工夫した。 

 3. 『生活科・総合的な学習資料集』「SDGs17の目標を取り入れたカリキュラム」（単著） 
  北九州市立すがお小学校（平成31(2019)年1月） 

（概要） 
 2020 年学習指導要領全面改訂を受け、SDGs、17 指標を取り入れたカリキュラム作成を行った。そのこ

とにより、幼小の接続を意識し、見通しをもった実践を行うことができると考える。また、幼児期の教育

と小学校教育を円滑に接続するために小学校の入学当初に編成されるスタートカリキュラムについても

学習指導対象とした。 

 【学会発表等】 
 1. 生活科「雨の日の遊びものをつくろう」（再掲） 

ソニー教育資金全国大会 研究提案・公開授業 （平成8(1996)年6月） 

 2. 実践発表「自分らしさを発揮し、共に生活をつくり出す 子どもの育成」について 
日本生活科学会 神奈川大会 （平成13(2001)年6月） 

 3. 個人課題提案「小学校の生活科を核とした合科・関連的な学習のカリキュラム」 
日本生活科・総合的学習学会 山形大会 （平成20(2008)年6月） 

 4. 「保育者養成校における音楽表現領域の指導のあり方」について 
日本生活科学会 神奈川大会 （平成20(2008)年6月） 

主な社会活動 ・日本生活科・総合的学習学会 千葉大会分科会 司会 （平成19(2007)年6月）

 ・日本生活科・総合的学習学会 福岡大会実行委員 幼稚園担当 （平成27(2015)年6月）

所 属 学 会  日本生活科学会 （平成9(1997)年4月～現在に至る）

  日本生活科・総合的学習学会 （平成29(2017)年10月～現在に至る）

受 賞 歴 ソニー教育資金論文提出 最優秀 「一人ひとりのよさを引き出す生活科授業」 
  （平成7(1995)年6月）

 北九州市教育委員会主催教育研究論文 最優秀「生きる力を培う生活科授業の研究」 
  （平成9(1997)年3月）

 北九州市教職員永年勤続（30年）表彰 （平成23(2011)年4月）
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 ISHIHARA yujiro 講師 

所 属 東筑紫短期大学 保育学科 
担 当 科 目 〔食物栄養学科〕 

 ・スポーツ健康科学Ⅰ、スポーツ健康科学Ⅱ 
 〔保育学科〕 
 ・スポーツ健康科学Ⅰ、スポーツ健康科学Ⅱ 

専 門 分 野 ■ 発育発達学、身体組成学 
 ■ 健康科学 

最 終 学 歴 福岡教育大学大学院  教育学研究科教育科学専攻 保健体育コース 
学 位 修士（教育学） 
職 歴  東筑紫学園高等学校・照曜館中学校 常勤講師 （平成24(2012)年4月～平成28(2016)年3月）

   東筑紫短期大学 食物栄養学科 助教 （平成28(2016)年4月～平成30(2018)年3月）

 東筑紫短期大学 保育学科 助教 （平成30(2018)年4月～令和3(2021)年3月）

 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 学生部学生指導課 指導主事

  （平成30(2018)年4月～現在に至る）

 東筑紫短期大学 保育学科 講師   （令和3(2021)年4月～現在に至る）

主な研究活動 【論文】 
 1. 石原勇次郎, 片平誠人, 小宮秀一： 

皮下脂肪厚の局所減少に及ぼす有酸素性トレーニングの影響.  
福岡教育大学紀要, 5分冊芸術・保健体育・家政科編60号, 平成23(2011)年2月.  

 2. 石原勇次郎, 室井由起子： 

本学学生の体力測定の結果と現状.  

東筑紫短期大学研究紀要, 第47号,  平成28(2016)年12月.  

 3. 室井由起子, 石原勇次郎, 矢津田みずほ： 

本学学生における食生活状況調査.   

九州栄養福祉大学紀要, 第14号, 平成29(2017)年12月.  

 4. 石原勇次郎, 室井由起子： 

本学の授業「スポーツ健康科学Ⅰ」における教育効果の向上と女子学生の健康増進の啓発に

資するための考察.  
東筑紫短期大学研究紀要, 第48号, 平成29(2017)年12月.  

 5. 石原勇次郎, 宇野直士, 松田晃二郎, 小川洋子： 

保健体育における正確な体格評価の重要性.  
東筑紫短期大学研究紀要, 第50号, 令和元(2019)年12月. 

 6. 石原勇次郎, 小宮秀一： 

青年期女性の体力・運動能力と身体組成指数との関係.  

発育発達研究, 第86号, 令和2(2020)年, 3月. 

 7. 新美尚行, 石原勇次郎, 馬場崇豪, 木下温子： 

新型コロナウイルス感染症流行下における学生の身体活動状況.  
教養研究 = Studies of Liberal Arts 28 (2), 令和3(2021), 12月 

 8. Keisuke Teramoto, Kodo Otoki, Erina Muramatsu, Yui Kataoka, Chika Oya, Yujiro Ishihara, 

Shuichi Komiya：A Cross-Sectional Study for a Reference Model of Body Composition in  
Japanese Children Aged 3 to 10 Years. International Journal of School Health9(1), 2022.  

 【学会発表】 
 1. 石原勇次郎, 片平誠人, 畦山与里子： 

マッサージスティックによるセルフマッサージが下肢における筋柔軟性の改善に及ぼす影響.
第60回九州・体育スポーツ学会.（平成22(2010)年8月.） 

 2. 石原勇次郎, 小宮秀一： 

青年期女子の体力・運動能力と身長というボディーサイズを調整した身体組成との関係.  
第16回日本発育発達学会.（平成30(2018)年3月） 



 
 3. 石原勇次郎 

身体組成からみた体力・運動能力評価の意義.  
日本体育学会第70回大会. （令和元(2019)年9月） 

 4. Yujiro Ishihara, Satoshi Muraki： 

Body constitution measurement of pubertal school girls by the BI-TBW method and 
examination of the optimal body-mass index,  
The 2020 Yokohama sport Conference.（令和2(2020)年9月） 

 5. 松田晃二郎，相羽枝莉子，佐久間智央，石原勇次郎，入部祐郁，杉山佳生： 

スポーツ場面における COVID-19 をめぐるストレス体験に対する意味づけと 
心理的成長の関係. 
九州スポーツ心理学会第 35 回大会（令和4(2022)年3月） 

 6. 石原勇次郎, 赤崎房生, 乙木幸道, 寺本圭輔, 村木里志： 

高校生における身体組成指数を用いた体格および体力・運動能力の評価.  

日本発育発達学会第20回大会. （令和4年(2022)年3月） 

主な社会活動  北九州市立年長者研修大学校 周望学舎 シニアカレッジ 講師（平成29(2017)年6月） 

「基礎代謝を上げよう！～今日から始めるからだのケア～」 
所 属 学 会 

 
日本体育・スポーツ・健康学会            （平成29(2017)年～現在に至る） 
日本発育発達学会                  （平成29(2017)年～現在に至る） 
日本生理人類学会                   （平成30(2018)年～現在に至る） 
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 KODAMA Ayumi 助教 

所 属 東筑紫短期大学 保育学科 
担 当 科 目 〔保育学科〕 

 ・幼児体育 
 ・レクリエーション概論 
 ・レクリエーション実技 
 ・キャリア教育演習 

専 門 分 野 ■ スポーツ科学 
最 終 学 歴 九州大学人間環境学府行動システム専攻 健康・スポーツ科学コース 修了 
学 位 修士（人間環境学） 
職 歴 九州大学基幹教育科目 

「健康・運動スポーツ科学演習（一般クラス）」 
「健康・運動スポーツ科学演習（障害・疾病を有する学生を対象としたクラス）」 
「身体運動科学実習」 ティーチングアシスタント 

（平成30(2018)年4月～令和2(2020)年1月）

 福岡市立障がい者スポーツセンター 臨時指導員  
 （平成30(2018)年9月～令和2(2020)年1月）

  学校法人東明館学園中学校・高等学校 非常勤講師 
  （令和元(2019)年10月～令和2(2020)年2月）

  東筑紫短期大学 保育学科 助教 （令和2(2020)年4月～現在に至る）

 国立大学法人福岡教育大学「健康・スポーツ科学実習Ⅰ」 非常勤講師 
                          （令和3年(2021)年4月～現在に至る）

 製鉄記念八幡看護専門学校「人間と文化活動」 非常勤講師 
（令和3年(2021)年4月～現在に至る）

教育上の業績 〇九州大学基幹教育科目 
「健康・運動スポーツ科学演習（一般クラス）」 
「健康・運動スポーツ科学演習（障害・疾病を有する学生を対象としたクラス）」 
「身体運動科学実習」 ティーチングアシスタント     

  九州大学基幹教育科目の「健康・スポーツ科学演習」「身体運動科学実習」において、ティーチング

アシスタントとして、担当教員の補助を担当した。担当教員の監督の元、受講学生に対して用具使用

の教示を行い、安全管理の配慮に努めた。（平成30(2018)年4月～令和2(2020)年1月） 

 「健康・スポーツ科学演習」の障害・疾病を有する学生を対象とした、アダプテッド・コースにおい

て、ティーチングアシスタントとして担当教員の補助を担当した。受講学生の障害種は様々であり、

それぞれの障害や残存能力に配慮して、担当教員をサポートした。  
（平成31(2019)年4月～令和元(2019)年7月）

 〇学校法人東明館学園中学校・高等学校 非常勤講師「体育」担当 
 東明館学園中学校・高等学校の体育の授業において、バスケットボール、サッカー、バレーな

どの種目を担当した。生徒の身体の状態を把握し、安全管理の配慮に努めた。 
  （令和元(2019)年10月～令和2(2020)年2月）

主な研究活動 【学術論文】 
 1. 「運動遊び指導におけるA短期大学生の課題の検討～運動遊び指導の計画・実践から～」 

 （単著） 
  児玉亜由実 東筑紫短期大学研究紀要第52号（令和3(2021)年12月） 

 2. 「スポーツの試合中における感情調節方略尺度の作成」（共著） 
  相羽枝莉子，松田晃二郎，児玉亜由実，杉山佳生 

スポーツ心理学研究第49巻第1号（令和4(2022)年2月） 

  



 
 【その他研究活動等】 
 1.「大学スポーツにおける応援する心理的特徴」（共著）：ポスター発表 

児玉亜由実，下園博信 九州スポーツ心理学会（平成30(2018)年3月） 

 2.「大学運動部の試合観戦行動における意思決定バランス尺度の予備的検討」（共著）： 
ポスター発表  
児玉亜由実，内田若希 九州スポーツ心理学会（オンライン）（令和2(2019)年3月） 

 3.「大学運動部の試合観戦者増加に向けたアプローチ法の検討」（共著）：ポスター発表 
児玉亜由実，内田若希 日本スポーツ心理学会（オンライン）（令和2(2020)年11月） 

主な社会活動 〇ジュニアチアリーディングチームでの技術指導 
 ・福岡市内のジュニアチアリーディングチーム（3歳から中学3年生までを対象）にて、 

平成29年より指導を行っており、主に幼児（3歳から6歳）に対する指導を担当した。 

 （平成29(2017)年4月～令和2(2020)年2月）

 〇ジュニアバドミントンチームへのメンタルトレーニング 
 ・ジュニアのバドミントンチームにて、メンタルトレーニングを実施し、子どもたちの心理サポート

を行った。                       （平成30(2018)年8月～平成31(2019)年3月）

 〇第64回全国私立保育研究大会の発表に向けた助言 
・第64回全国私立保育研究大会で発表予定の保育園（保育連盟）に対して、発表資料作成および発表

に向けた助言を行った。                         （令和3(2021)年3月～10月）

 〇令和3年度教員免許状更新講習「表現活動の指導法」講師 
 ・幼稚園教諭免許状更新講習受講者に対して、表現活動の指導方法について実践を通して学ぶことが

できるようにした。                          （令和3(2021)年8月）

所 属 学 会  日本スポーツ心理学会                （平成30(2018)年5月～現在に至る）

 九州スポーツ心理学会                 （令和2(2020)年3月～現在に至る）

 

  



 

池畑
イケハタ

 雅子
マサコ

 IKEHATA Masako 特任助手 

所 属 東筑紫短期大学 保育学科 
担 当 科 目 〔保育学科〕 
〔講義補助〕 ・情報処理学 

 〔食物栄養学科〕 
 ・情報処理学 

専 門 分 野 ■ 情報学 
最 終 学 歴 東筑紫短期大学  食物栄養学科 
学 位 短期大学士 
職 歴 東筑紫短期大学 副手 （昭和57(1982)年5月1日～昭和63(1988)年3月31日）

  東筑紫短期大学 助手 （昭和63(1988)年4月1日～令和4年(2022)年3月） 

  東筑紫短期大学 特任助手 （令和4(2022)年4月1日～現在に至る） 
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