
教員情報（教職課程　非常勤講師）

幼児教育学科

■ 氏名 岡島　泰三

■ 最終学歴

■ 学位 博士（教育心理学）

■ 担当科目 教育心理学

■ 主な著書・論文

論文

論文

論文

論文

論文 青年期・成人期のアタッチメントスタイルに関する研究―内的作業モデル
の変化と機能―
（単著）　平成26年3月

関西学院大学大学院文学研究科博士課程後期課程教育学専攻満期退学

青年期におけるアタッチメントスタイルの変化と恋人の応答性
（単著）　平成22年8月

青年期の愛着スタイルと自立との関連
（共著）　平成24年3月

青年期におけるアタッチメントスタイルと対人認知：交際期間の違う恋人
の応答性の認知
（共著）　平成24年12月

青年期の愛着スタイルと情動生起の関連性について
（共著）　平成26年3月



教員情報（教職課程　非常勤講師）

幼児教育学科

■ 氏名 河上　雄紀

■ 最終学歴

■ 学位 修士（学校教育学）

■ 担当科目 保育内容の指導法（人間関係）

■ 主な著書・論文

論文

論文

■ その他

　学会発表

　学会発表

　学会発表

　学会発表 ”人見知り”に悩む大学生に対する行動療法的アプローチ―他者の行動
観察と話題設定の効果―
（共同）　令和3年10月

「最近のトラウマ」へのEMDRの適用事例 ―R-TEPの有効性―
（共同）　令和3年10月

兵庫教育大学大学院学校教育研究科　人間発達教育専攻　修士課程
修了

社会不安の程度が視線の検出速度に及ぼす影響-視覚探索課題を用い
た検討-　（単著）　平成27年3月

社交不安は視線の検出を速める-視覚探索課題を用いた実験的検討-
（共同）　平成29年9月

接触機会が少ない恐怖対象にどのように挑戦するか-祖父母宅の二階
恐怖とテレビ恐怖に対応した事例-
（単独）　平成30年10月

社交不安は視線の検出を速める-視覚探索課題を用いた検討-
（共著）　令和3年12月



教員情報（教職課程　非常勤講師）

栄養学科

■ 氏名 髙宮　正貴

 

■ 最終学歴

■ 学位 博士（教育学）

■ 担当科目 道徳教育論

■ 主な著書・論文

著書

著書

著書

著書

著書

著書

論文

論文

論文

上智大学大学院総合人間科学研究科　教育学専攻　博士後期課程　修了

ワークで学ぶ道徳教育
（共著）　平成28年3月

価値観を広げる道徳授業づくり：教材の価値分析で発問力を高める
（単著）　令和2年10月

道徳教育はいかにあるべきか：歴史・理論・実践
（共著）　令和3年4月

諸外国の道徳教育の動向と展望（新道徳教育全集　第2巻）
（共著）　令和3年6月

「間柄」と「尊敬」の倫理学：和辻哲郎とカントから見る道徳の内容項目(「ま
ことの倫理」というアポリア：和辻哲郎と勝田守一の倫理および道徳教育を
めぐる思考を中心として)
（単著）　令和3年9月

道徳教育の理論と方法
（共著）　令和2年12月

道徳教育の変遷・展開・展望（新道徳教育全集　第1巻）
（共著）　令和3年6月

道徳の本質および道徳教育への示唆
（共著）　平成27年3月

道徳科の授業において「深い学び」を可能にする発問の工夫：「問題解決的
な学習」は「深い学び」になりうるのか
（単著）　平成29年3月



教員情報（教職課程　非常勤講師）

幼児教育学科

■ 氏名 中澤　鮎美

■ 最終学歴

■ 学位 修士（臨床心理学）

■ 担当科目 幼児理解・教育相談

■ 主な著書・論文

論文

論文

論文

論文

論文

大学が地域の子育て支援にかかわる意義と今後の課題―大学の開放
スペースを利用しての出張おやこひろば開催を通して―
（単著）　令和2年9月

映画『サイドカーに犬』に見る、大人のまなざしと「ほどよい母親」に出会
うこと―あるはずのものがなく、ないかもしれないものがあること―
（単著）　令和3年9月

児童養護施設に入所する子どもが抱える問題とその情緒的傾向、およ
び心理士の役割
（単著）　平成29年6月

大阪経済大学大学院人間科学研究科臨床心理学専攻　修了

絵本の読み聞かせ体験とクライエントの語り
（単著）　平成24年6月

登校しぶりをする小学生男児との面接過程
（単著）　平成25年6月



教員情報（教職課程　非常勤講師）

幼児教育学科

■ 氏名 馬場  　住子

■ 最終学歴

■ 学位 博士（教育学）

■ 担当科目 教育原理

■ 主な著書・論文

著書

著書

著書

論文

論文

論文

論文

論文

論文

論文

論文

論文

論文

科学絵本ガイドブック
（共著）　平成29年12月

大阪総合保育大学大学院児童保育研究科　児童保育学専攻
博士後期課程修了

保育の学びファーストステップ
（共著）　平成30年3月

暮らしを見つめて、そこから始める持続可能な社会
（共著）　平成31年4月

支援が必要と考えられる保護者に対する保育者の取り組み-アンケート調
査における成功事例、困難要因、今後必要な取り組み-
（単著）　平成31年3月

現代教育課程への提言-フレーベル教育論文「マイニンゲン領ヘルバに計
画された国民学校」との比較を基に-　（単著）　令和元年8月

園芸療法士の資格を持つ保育士養成の意義・フレーベル『母の歌と愛撫
の歌』に描かれた教育思想を基に　（単著）　令和2年3月

現代教育課程への一提言・フレーベル教育論文「ヴァルテンゼー学園の告
示」および「人の教育の概要」に描かれた教育課程を基に
（単著）　令和2年8月

自然環境における体験を重視した教育への一考察-フレーベル教育論文
「地理学の教授」を基に-　（単著）　平成30年8月

こども音楽療育士の資格を持つ保育者養成の意義‐フレーベル『母の歌と
愛撫の歌』の教育方法を基に‐　（単著）　令和4年3月

「絵本」について‐フレーベル教育論文「形および形態の学、ならびにそれら
の高尚な意義と関係」から‐　（単著）　令和3年8月

認定絵本士の資格を持つ保育者養成の意義‐フレーベル『母の歌と愛撫
の歌』の教育方法を基に‐　（単著）　令和3年3月

現代乳幼児の食を通した教育の提言‐フレーベル『母の歌と愛撫の歌』の
教育方法から‐　（単著）　令和3年3月

環境を通した教育方法の実践事例‐A　幼稚園における「ピザ釜づくり」‐
（共著）　令和3年3月



教員情報（教職課程　非常勤講師）

栄養学科

■ 氏名 松田　忠喜
 

■ 最終学歴

■ 学位 教育学士

■ 担当科目 総合的な学習の時間と特別活動

■ 主な著書・論文

著書

著書

著書

著書

21世紀社会に必要な「生き抜く力」を育む特別活動の理論と実践
(新学習指導要領準拠版)　(共著)　平成30年3月

小・中・高等学校　総合的な学習・探究の時間の指導
～新学習指導要領に準拠した理論と実践
(共著)　令和2年1月

神戸大学教育学部　初等教育科　卒業

小学校教育課程実践講座(特別活動)
(共著)　平成29年12月

小・中・高等学校　特別活動と総合的学習・探究の理論と指導
(共著)　令和2年9月



教員情報（教職課程　非常勤講師）

栄養学科

■ 氏名 渡部　昭男

■ 最終学歴

■ 学位 教育学修士

■ 担当科目 特別支援教育

■ 主な著書・論文

著書

著書

著書

著書

論文

論文

論文

 
論文

論文

論文

改訂新版　障がいのある子の就学・進学ガイドブック
（単著）　令和4年3月

京都大学大学院教育学研究科修士課程教育方法学専攻修了

日本型インクルーシブ教育システムへの道―中教審報告のインパクト
（共著）　平成24年10月

七転び八起きの「自分づくり」ー知的障害青年期教育と高等部専攻科の
挑戦ー　（共著）　平成29年9月

糸賀一雄研究の新展開　ひとと生まれて人間となる
（共著）　令和3年2月

特別の支援および指導の拡がり：学校教育法等の改正・学習指導要領
の改訂にそくして　（単著）　平成31年2月

「特別ニーズ教育」と「学習と発達への権利」
（単著）　令和元年10月

「排除から包摂へ」のあゆみ―SNE学会の研究運動課題によせて―
（単著）　平成27年10月

The Last Message of Kazuo Itoga:“Let These Children be the Light of
the World” 　（単著）　平成25年8月

障害児の学習権
（単著）　平成24年5月

解題　田中昌人『障害のある人びとと創る人間教育』
（単著）　平成25年3月
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