
 
 

職名 教授 氏名 Ａｌｅｘ．Ｍ．林 学位 修士（文化学） 

校務分掌 研究部(授業研究)、学生支援(海外研修)、入試問題作成委員、地域貢献 

教育活動 

担当授業科目 

英語スピーチプレゼンテーション、リスニング・フォー・コミュニケーション、 

英語学演習、欧米の子ども文化、ベーシック・イングリッシュ・カンヴァセーション、 

幼児英語教材研究、幼児英語実践論、中学英語、中学教科教育法（英語）Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ 

その他の活動 

地域密着型情報発信 FM 放送 DJ パーソナリティ平野区学力サポート事業（小学生・中学生のため

の英語スピーチコンテスト）監修大阪市英語授業サポート、全日本大学生英語スピーチコンテスト

審査委員 

高校生・中学生英語プレゼンテーション指導研修委員 

研究活動 

専攻分野 

日米文化比較（言語・文化） 

バイリンガル教育 

プレゼンテーション（言語） 

 

所属学会 大学英語教育学会、国際ビジネスコミュニケーション学会、日本英語授業研究学会 

研究課題 英語プレゼンテーション、英語ティーチング・メソッド、英語教材 

研究キーワード プレゼンテーション、バイリンガリズム、キッズイングリッシュ、クロスカルチャー 

著書  

書名 単/共 発行年月 発行所 

Let’s Cross Culture!  (第 8版改訂)  単 令和 3 年 8 月 朝日カルチャー出版 

中学英語リスニングテスト 単 令和 3 年 9 月 全日本模試  

中学英語「主体的・対話的で深い学び×CLIL×

ICT×UDL」 

共 令和 4 年 3 月 大学教育出版 

論文  

タイトル 単/共 発行年月 発表雑誌等 

発表等  

タイトル 単/共 発表年月 発表学会等 

第 51 回 天野杯 全日本大学生英語弁論大会 共 令和 3 年 10 月 獨協大学 草加キャンパス 

第 7 回 平野区子供英語スピーチコンテスト 共 令和 3 年 11 月 大阪市平野区役所 

第 71 回 高校生英語弁論チャーチル杯 共 令和 3 年 11 月 関西学院大学 

第 51 回 学長杯争奪学生英語弁論大会 共 令和 3 年 11 月 龍谷大学 深草キャンパス 

第 71 回 高崎市長杯英語弁論大会 共 令和 3 年 11 月 高崎経済大学 

第 19 回 津田梅子杯争奪学生英語弁論大会 共 令和 3 年 12 月 津田塾大学 小平キャンパス 

社会貢献活動等 

活動内容等 

・全日本社会人・大学生英語弁論大会審査委員長 

・全日本高校生英語弁論大会審査委員長 

・大阪市平野区子ども英語スピーチコンテスト監修・審査委員長 

・高校生・中学生英語プレゼンテーション指導研修講師 

・大学英語教育学会(元社員)・大学英語教育学会（学術論文審査・査読委員） 

・地域密着型情報発信 FM 放送 DJ パーソナリティ 



 
 

職名 講師 氏名 井上 敏孝 (イノウエ トシタカ) 学位 博士 (学校教育学) 

校務分掌 入試部 教養教育検討委員会 リメディアル教育検討委員会 高大接続検討委員会 １年次指導 

教育活動 

担当授業科目 社会 社会科教育法 日本国憲法 交流教育の指導 総合演習教職Ⅱ 介護等体験実習  

その他の活動 兵庫教育大学 非常勤講師 

研究活動 

専攻分野 日本史・アジア史・教科教育学関連  

所属学会 
台湾史研究会・社会系教科教育学会・日本社会科教育学会・日本家政学会・日本技術史教育学会・

日本インターンシップ学会・日本教育情報学会・日本産業技術史学会・史訪会 等 

研究課題 歴史学の視点を組み込んだ社会科教材開発及び授業構想力の育成 

研究キーワード 台湾史 社会科教育 教科教育学 人材育成 土木史  

著書  

書名 単/共 発行年月 発行所 

日本統治時代台湾の築港・人材育成事業 単 2021 年 5 月 晃洋書房 

論文  

タイトル 単/共 発行年月 発表雑誌等 

「4 コママンガ」・「歌」・「擬人化」を取り入れ

た 教員養成課程における歴史学習 

単 2021 年 5 月 『東洋史訪』第 28 号、pp.35-48 

戦前期における土木会議の設立について－港湾

部会での審議事項を中心に－ 

単 2021 年 9 月 『土木学会論文集 D2（土木史）』

Vol.77、1 号、pp.68-79 

戦前のバンコク港を巡る国際コンペへの参加と

設計案について 

単 2021 年 9 月 『タイ国情報』55 巻 5 号、pp.86-99 

八仙山におけるインクライン 単 2021 年 9 月 『森林技術』第 954 号、pp.28-31 

大泊港における水陸連絡設備について 単 2021 年 10 月 『技術と文明 別号』第 23 巻、pp.1-10 

日本統治時代台湾の金瓜石における架空索道に

ついて 

単 2021 年 11 月 『鉱山』第 74 巻第 7 号、pp.20-24 

戦前の「鮮満一如」構想による多獅島港開発 単 2021 年 12 月 『海事交通研究』70 巻、pp.55-61 

昭南における港湾復旧・整備工事について 単 2022 年 2 月 『土木学会論文集 D2（土木史）』

Vol.78、1 号、pp.1-10 

発表等  

タイトル 単/共 発表年月 発表学会等 

大泊港における水陸連絡設備 単 2021 年 8 月 史訪会第 28 回学術討論会  

VUCA 時代における円滑なコミュニケーション能

力の獲得と“しなやかさ”の育成 

単 2021 年 11 月 日本社会科教育学会第 70 回全国研究大

会 オンライン開催 

日窒鉱業株式会社江迎鉱業所の架空索道と石炭

積込装置について 

単 2022 年 3 月 

(予定) 

日本技術史教育学会関西支部 2021 年度

研究発表講演会 オンライン開催 

社会貢献活動等 

活動内容等 

史訪会 副会長兼編集委員長・日本技術史教育学会関西支部 幹事(企画)・近鉄文化サロン講師・

アジア探訪研究所 研究所員・日本私立学校振興・共済事業団 2021 年度若手・女性研究者奨励金・

常磐会学園大学 教員免許状更新講習・常磐会学園大学 社会教育センター公開講座講師  

 

 



 
 

職名 教授 氏名 植原 和彦（ウエハラ カズヒコ） 学位 学士（経済学） 

校務分掌 教務部 図書館運営委員会 

教育活動 

担当授業科目 「学校経営と学校図書館」「学習指導と学校図書館」「学校図書館のメディアの構成」「教育原理」 

その他の活動 岸和田市教育委員会教育長職務代理   岸和田市緑化協会監事 

研究活動 

専攻分野 生涯学習論・学校図書館 就学前教育  

所属学会 学校図書館学会 関西教育学会 

研究課題 幼稚園、小学校、中学校の連続性について、学校図書館の活用とアクティブラーニング 

研究キーワード 学校図書館  主体的な学び    幼小連携 

著書  

書名 単/共 発行年月 発行所 

保育士試験の要点 共 令和３年４月 大阪教育図書 

保育問題検討委員会 

教員採用試験・公務員一般教養 SPI、専門教養 

過去問題 

共 令和３年４月 大阪教育図書 

福祉小六法 共 令和３年４月 みらい社 

「保育士資格・採用試験問題 200 選」 共 令和３年４月 大阪教育図書 保育問題検討委員会 

幼稚園・幼保認定型こども園教員採用試験問題

200 選」 

共 

 

令和３年４月 

 

大阪教育図書  

幼稚園採用試験検討委員会 

役立つ保育・教育用語集 共 令和３年４月 大阪教育図書 

    

論文  

タイトル 単/共 発行年月 発表雑誌等 

主体的・対話的で深い学びと学校図書館 単 令和４年３月 関西短期大学図書館紀要 

発表等  

タイトル 単/共 発表年月 発表学会等 

主体的・対話的で深い学びと学校図書館  単 令和 3 年９月 関西短期大学図書館協議会 

社会貢献活動等 

活動内容等 

岸和田市公園緑化協会監事 

大阪健康保育評価委員 

大阪調理師専門学校評価委員  

すこやか認定こども園第三者評価委員 

岸和田市教育委員会教育長職務代理  

 

 

 

 

 

 



 
 

職名 講師 氏名 大隅 敏明（オオスミ トシアキ） 学位 修士（情報学） 

校務分掌 学生部 情報センター 学生相談室 ハラスメント防止対策相談員 リメディアル教育委員会 

教育活動 

担当授業科目 

情報基礎演習Ⅰ 情報基礎演習Ⅱ 総合演習教職Ⅰ 

プレゼンテーション演習 ウェブデザイン演習 

ボランティア概論 ボランティア演習 

その他の活動 

 

 

 

研究活動 

専攻分野 情報教育  

所属学会 情報文化学会、教育システム情報学会 

研究課題 学校教育におけるプログラミング教育の在り方の考察 

研究キーワード 教育のデザイン、科目デザイン、大学教育、支援システム 

著書  

書名 単/共 発行年月 発行所 

教員採用試験・公務員一般教養 SPI、専門教養 

過去問題 

共 令和３年４月 大阪教育図書 

    

論文  

タイトル 単/共 発行年月 発表雑誌等 

    

    

発表等  

タイトル 単/共 発表年月 発表学会等 

    

    

    

社会貢献活動等 

活動内容等 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

職名 教授 氏名 大森 彰（オオモリ アキラ） 学位 社会学士 

校務分掌 進路・実習指導部、進路支援センター運営委員 

教育活動 

担当授業科目 

総合演習教職Ⅱ、幼児理解、カウンセリング実務演習Ⅱ、学校の危機管理、教育実習事前事後指導、

カウンセリング実務論、、多文化共生概論、教育課程総論 

 

その他の活動 

 

 

 

研究活動 

専攻分野 教師教育学  

所属学会 日本教師教育学会、日本教育社会学会、日本交流分析協会、日本教育カウンセラー協会 

研究課題 人権教育を基板に据えた授業研究・集団づくり 

研究キーワード 生徒指導、授業研究、コミュニケーション力、人権 

著書  

書名 単/共 発行年月 発行所 

    

    

論文  

タイトル 単/共 発行年月 発表雑誌等 

 単   

    

発表等  

タイトル 単/共 発表年月 発表学会等 

    

    

    

社会貢献活動等 

活動内容等 

令和３年  11 月松原市市民協働課 多文化共生研修会、１２月富田林市立錦郡小学校講演会 

 社会福祉法人「風媒花」評議員（平成２５年より年間を通して） 

 平野区「喜連村史の会」との連携活動 

 

 

 

 



 
 

職名 教授 氏名 岡（宮薗）美佳 学位 博士（文学） 

校務分掌 研究部、図書館運営委員会、教養教育検討委員会、リメデイアル教育検討委員会、１年次指導 

教育活動 

担当授業科目 
国語科教育法（書写を含む）、小学国語（書写を含む）、コミュニケーション基礎、言語表現法、 

読書と豊かな人間性、児童文学研究、基礎演習Ⅰ、専門演習Ⅰ・Ⅱ、保育実践演習Ⅱ（分担） 

その他の活動 教員免許更新講習 選択必修 「子どもと言葉」 

研究活動 

専攻分野 日本近代文学・国語教育  

所属学会 
日本近代文学会、日本近代文学会関西支部、日本文芸学会、阪神近代文学会、日本キリスト教文学

会、日本キリスト教文学会関西支部、日本国語教育学会、日本保育者養成教育学会 

研究課題 近代文学における教師像、近代文学におけるキリスト教の表象 

研究キーワード 近代文学、夏目漱石、文化表象 

著書  

書名 単/共 発行年月 発行所 

『遠藤周作事典』 共 2021 年 4 月 鼎書房 

担当箇所 

「中年の作家」「江藤淳」「内村鑑三と

文学」「『自分をどう愛するか〈生活

編〉幸せの求め方』」 

論文  

タイトル 単/共 発行年月 発表雑誌等 

「コロナ禍に伴う保育実習遅延に際した学びに

ついての一考察――総合演習保育Ⅱにおける３

教員の試み―― 

共 2022 年 3 月 「常磐会学園大学研究紀要」第 22 号

（予定） 

「常磐会学園図書館における感染症対策」 単 

 

2022 年 3 月 『短期大学図書館研究』第 40・41 合併

号（予定） 

発表等  

タイトル 単/共 発表年月 発表学会等 

多面的な保育の営みの中に実習を位置づける意

識を育てる―総合演習保育Ⅱの試み― 

共 2022 年 3 月 日本保育者養成教育学会第６回研究大

会（web 開催 主催校：日本女子大

学） 

    

社会貢献活動等 

活動内容等 

阪神近代文学会会長、日本キリスト教文学会関西支部運営委員、日本文芸学会常任理事 

2021 年度 社会福祉法人 清和会 幼保連携型こども園清和こども園評議員 

2021 年 11 月 27 日 神戸文学館 講演「内田百閒から見た夏目漱石」 

 



 
 

職名 准教授 氏名 笠川 武史（カサガワ タケシ） 学位  修士（芸術学） 

校務分掌 
運営部会、学生部長、将来計画検討委員会、大学評価委員会、ＦＤ委員会、ハラスメント防止

対策委員会、学生相談室、カウンセリングケア、保健センター運営委員会、 

教育活動 

担当授業科目 
図画工作科教育法、総合演習教職Ⅱ、教育実習事前・事後指導、保育表現指導、絵本の指導、 

保育内容(表現Ⅱ)、教職実践演習 

その他の活動  

研究活動 

専攻分野 芸術学(日本画) 図画工作,造形表現  

所属学会 

社団法人 日展(第 1 科日本画) 会友、新日春展 会友、京都日本画家協会会員、 

日本画研究団体「東丘社」会員 

全国大学造形美術教育教員養成協議会、全国保育士養成協議会、日本保育者養成教育学会 

研究課題 日本画、保育・教職の現場で活用できる造形表現力と指導力の向上 

研究キーワード 日本画、岩絵の具、技法、表現、感性 

著書  

書名 単/共 発行年月 発行所 

なし    

    

論文  

タイトル 単/共 発行年月 発表雑誌等 

保育表現指導科目におけるリモートを活用し 

た授業展開について 

 共 令和 4 年 3 月 研究紀要 第 22 号 常磐会学園大学 

学生アンケートを通した幼児期の表現活動に

ついての意識調査 

 共 令和 4 年 3 月 研究紀要 第 22 号 常磐会学園大学 

発表等  

タイトル 単/共 発表年月 発表学会等 

第 5 回 新日春展 奨励賞 単 令和 3 年 4 月 新日春会 

第 8 回 日展(第 1 科 日本画) 特選 単 令和 3 年 10 月 社団法人 日展 

保育表現指導科目におけるリモートを活用し 

た授業展開について 

共 令和 4 年 3 月 日本保育者養成教育学会第 6回研究大会 

社会貢献活動等 

活動内容等 ・泉佐野市民展 日本画・洋画・平面作品の部  審査員   

 

 

 



 
 

職名 教授 氏名 加藤 達雄（カトウ タツオ） 学位 修士（教育学） 

校務分掌 
進路実習指導部、将来構想検討委員会、大学評価委員会、ＦＤ委員会、実習指導室、進路支援セン

ター運営委員会、地域貢献プロジェクト 

教育活動 

担当授業科目 
体育科教育法、保育内容（健康）、ウェルネスの科学、保育表現指導、総合演習教職Ⅰ 

 

その他の活動 

常磐会短期大学・常磐会学園大学 教員免許状更新講習講師 

大阪府立芥川高校出前授業「レクレーション」 

大阪府立岬高校出前授業「レクレーション、運動あそび」 

研究活動 

専攻分野 健康・スポーツ科学  

所属学会 
日本体育学会、日本体力医学会、日本バイオメカニクス学会、日本ウォーキング学会、保育者養成教

育学会、日本トレーニング学会 

研究課題 運動あそびの習熟、幼児・児童・青年の体力・健康観、性教育 

研究キーワード 運動学、バイオメカニクス、健康 

著書  

書名 単/共 発行年月 発行所 

 なし    

論文  

タイトル 単/共 発行年月 発表雑誌等 

保育表現指導科目におけるリモートを活用した

授業展開について 

共 令和 4 年 3 月 常磐会学園大学紀要 22 号 

発表等  

タイトル 単/共 発表年月 発表学会等 

保育表現指導科目におけるリモートを活用した

授業展開について 

共 令和 4 年 3 月 保育者養成教育学会第 6 回研究大会 

社会貢献活動等 

活動内容等 

・常磐会学園教育センター公開講座講師 

・大阪市平野区健康まつり実行委員会委員・監事 

・香芝市まちづくり提案活動支援事業審査委員・副会長 

・香芝市子ども・子育て会議委員・会長 

・平野区コミュニティ育成事業の選定会議委員 

 

 

 

 

 



 
 

職名 准教授 氏名 坂口 静子(サカグチ シズコ) 学位 学士 (教育学) 

学務分掌 
進路・実習指導部 実習指導室運営   こどもセンター運営委員会 

  常磐会学園乳幼児研究部会    

教育活動 

担当授業科目 
幼児教育課程論、保育方法論、保育実習指導Ⅱ、保育実習Ⅱ、総合演習保育Ⅰ・Ⅱ 

保育実践演習、教育実習、幼稚園教育実習事前事後指導 

その他の活動 
実習指導室業務  教育保育実習の手引き・実習日誌作成業務  こどもセンター運営委員   

乳幼児教育研究会運営委員  進路実習指導部委員   

研究活動 

専攻分野 子ども学（子ども環境学）  

所属学会 日本心理学会  日本保育学会  日本保育者養成教育学会 

研究課題 認定子ども園が本格化する現状の中、よりよい保育者としての質とはどうあるべきかを研究する。 

研究キーワード 保幼小連携  地域連携  預かり保育  子育て支援 

著書  

書名 単/共 発行年月 発行所 

    

論文  

幼児教育の現代課題に即した保育案作成力 

～「教育実習事前指導」等の保育指導案作成から～ 
単 2022 年 3 月 常磐会学園大学研究紀要第 22号 

コロナ禍に伴う保育実習遅延に際した学びについての

一考察 

～総合演習保育Ⅱにおける 3教員の試み～ 

共 2022 年 3 月 常磐会学園大学研究紀要第 22号 

    

発表等    

多面的な保育の営みの中に実習を位置付ける 

意識を育てる 

～総合演習保育Ⅱの試み～ 

共 
2022 年 3 月 6

日 

日本保育者養成教育学会第 6回研

究大会 

  

    

    

社会貢献活動等 

活動内容等 

・こども青少年局保育・幼児教育センター関連事業委託業者 選定会議委員 

・大阪市住之江区 2 歳児子育てケアプラン作成事業 選定会議委員 

 

 



 
 

職名 教授 氏名 佐谷 力（サタニ ツトム） 学位 経済学士 

校務分掌 運営部会  研究部長  ＦＤ委員会  学生相談室  大学評価委員会  将来構想検討委員会            

教育活動 

担当授業科目 私たちと人権  学校教育相談  生徒・進路指導論  カウンセリング実務演習Ⅰ 

その他の活動  

研究活動 

専攻分野 教育学  

所属学会 日本学校教育相談学会 

研究課題 カウンセリングの考え方を生かした教育実践 

研究キーワード カウンセリング 信頼関係づくり 教育相談 生徒指導 人権  

著書   

書名 単/共 発行年月 発行所 

     

論文  

タイトル 単/共 発行年月 発表雑誌等 

    

発表等  

タイトル 単/共 発表年月 発表学会等 

    

    

社会貢献活動等 

活動内容等 

＜令和３年度 講演会・研修会講師＞  

・大阪府教員 小学校・中学校 各 10 年経験者研修   

・大阪府教員 高等学校・支援学校 各インターメディエイト研修 

・大阪府教員 小学校・中学校・高等学校・支援学校 各初任者研修 

・寝屋川市教員 ４年目研修、10 年目研修 

・枚方市教員 ３年目研修 

・堺市教員 学校教育相談研修 

・茨木市教員 教育相談研修 

・松原市人権教育研究会 幼児人権教育部講演会 

・読売「教育フォーラム」講演会 

・兵庫県専修学校各種学校連合会 教職員教養講習会 

・大阪私立学校保健大会（共催）大阪府学校保健会学校医師会 講演会 

・大阪私立学校人権教育研究会 人権研修会 

・校内教員研修（初芝立命館高校、藤井寺工科高校）    

 

 



 
 

職名 教授 氏名 荘司 泰弘（ショウジ ヤスヒロ） 学位 博士（教育学） 

校務分掌 教務部、こどもセンター運営委員会、図書館運営委員会、乳幼児教育研究会、１年次指導 

教育活動 

担当授業科目 
保育内容総論、保育内容（環境）、保育実習指導Ⅰ、保育内容研究、保育者論、保育内容（人間関

係） 

その他の活動 
日本自然保育学会会長、日本ペスタロッチー・フレーベル学会理事、日本乳幼児教育学会論文査読

委員、 

研究活動 

専攻分野 幼児教育  

所属学会 日本ペスタロッチー・フレーベル学会、日本自然保育学会、日本乳幼児教育学学会 

研究課題 フレーベルの教育遊具 

研究キーワード フレーベル、教育遊具、こども園、自然保育 

著書 フレーベル教育遊具の研究 

書名 単/共 発行年月 発行所 

    

    

論文  

タイトル 単/共 発行年月 発表雑誌等 

    

    

発表等  

タイトル 単/共 発表年月 発表学会等 

    

    

社会貢献活動等 

活動内容等 
データベース・フリードリッヒ・フレーベル記録編纂者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

職名 専任講師 氏名 白川 晴美(シラカワ ハルミ) 学位 修士 (教育学) 

学務分掌 入試部 １年次指導 常磐会学園乳幼児研究部会    

教育活動 

担当授業科目 
保育者論、保育実習指導Ⅱ、保育実習Ⅱ、総合演習保育Ⅰ・Ⅱ 

保育実践演習 保育の計画と評価  

その他の活動 日本メディカル福祉専門学校 非常勤講師 姫路大学 非常勤講師 

研究活動 

専攻分野 幼児教育・社会福祉  

所属学会 日本保育学会  日本保育者養成教育学会 日本自然保育学会 日本乳幼児保育者学会 

研究課題 子どもを尊重する為の環境や人間関係についての研究 

研究キーワード 子どもの権利 子どもの最善の利益 異年齢保育 多様性  

著書  

書名 単/共 発行年月 発行所 

    

論文  

異年齢保育における人間関係の一考察 単 2022 年 3 月 「常磐会学園大学研究紀要」第22号

（予定） 

「コロナ禍に伴う保育実習遅延に際した学びについて

の一考察 ～総合演習保育Ⅱにおける３教員の試み～ 

共 2022 年 3 月 「常磐会学園大学研究紀要」第22号

（予定） 

発表等  

多面的な保育の営みの中に実習を位置付ける意識を育

てる ～総合演習保育Ⅱの試み～ 
共 

2022 年 3 月 6

日 

日本保育者養成教育学会第 6回研

究大会 

社会貢献活動等 

活動内容等 第６回日本自然保育学会 会計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

職名 専任講師 氏名 中村 哲也 （ナカムラ テツヤ） 学位  教職修士 （教育学） 

学務分掌 教務部 学生相談室 高大接続検討委員会 実習指導室 教職教育研究   

教育活動 

担当授業科目 こども学 地域学習論 教育制度論 教育実習指導 教育史  ボランティア実習 生活科教育法 教職実践演習 

研究活動 

専攻分野 教育学 教育方法学  

所属学会 
日本生活科・総合的学習教育学会 日本教育方法学会 日本学校心理士会 日本教育カウンセリン

グ学会 日本ピア・サポート学会 日本協同教育学会 

研究課題 小集団を活用した協同的・対話的な学習活動の実践方法 

研究キーワード 
生活科・総合的な学習の時間 協同学習 グループ・ワーク アクティブ・ラーニング SGE  

グループダイナミクス アドラー心理学 

著書  

論文  

タイトル 単/共 発行年月 発表雑誌等 

習得型 Question Learning（QL-1）の開発 

-学習意欲の理論に基づく学習者による問題作りと相互出題による授業モデル‐ 

単 2022/3 研究紀要 第 22 号 常磐会学園大学 

コロナ禍における PTA 活動の有用性について 共 2022/3 研究紀要 第 22 号 常磐会学園大学 

児童は幼小施設一体型連携校をどのようにとらえているのか 

－生活科・総合的な学習の時間のカリキュラム・マネジメントを通して－ 

共 2022/3 研究紀要 第 22 号 常磐会学園大学 

発表等  

タイトル 単/共 発表年月 発表学会等 

生活科・総合的な学習の時間の授業における協同的な対話活動の実現 

「協同学習」の視点に基づく実践報告の調査・分析 

単 2021/6 

 

日本生活科・総合的学習教育学会 

学習意欲の理論をもとにした協同学習の授業デザイン 単 2021/10 日本協同教育学会 

協同学習を協同的に学ぶ 

―参加者同士の学びあい・高めあいを活かした授業づくり― 

共 2021/10 日本協同教育学会 

社会貢献活動等 

活動内容等 

・平野みんな食堂パイオニア スーパーバイザー 

・平野みんな食堂事業参加 

（みんな食堂ネットワークフォーラム みんな食堂まつり キャンプ等） 

・大阪市課外活動事業業者選定会議委員 

・きょうどう・探究型授業づくり研究会主催 

・令和 3 年度大東市教育改善会議出席  

・授業改善研修指導助言 大東市立（住道中学 北条中学 深野中学）四条畷市立田原中学 

 



 
 

職名 准教授 氏名 昇 慶一（ノボリ ケイイチ） 学位  学士 （法律学） 

学務分掌 
運営部会  入試部長  将来計画委員会  大学評価委員会  ＦＤ委員会   

高大接続委員会  学生募集  実習指導室 

教育活動 

担当授業科目 

子育て支援  社会的養護Ⅰ  社会的養護Ⅱ  子どもの生活と権利  介護概論 

総合演習教職Ⅰ  保育実習指導Ⅲ  保育実習Ⅲ 

その他の活動 
保育実習（施設）の実習施設調整担当 

公立幼稚園教諭・保育士採用試験対策サークル（「たまごサークル」）顧問 

研究活動 

専攻分野 社会法学（児童福祉分野）   

所属学会 日本子ども虐待防止学会  児童福祉法研究会  児童養護研究会 

研究課題 児童福祉現場における子どもの権利保障 

研究キーワード 子どもの権利  児童虐待  社会的養護  司法福祉 

著書  

書名 単/共 発行年月 発行所 

    

論文  

タイトル 単/共 発行年月 発表雑誌等 

    

発表等  

タイトル 単/共 発表年月 発表学会等 

    

社会貢献活動等 

活動内容等 

社会福祉法人千里聖愛保育センター 理事 

社会福祉法人和泉乳児院 苦情解決第三者委員 

社会福祉法人永寿福祉会 苦情解決第三者委員 

社会福祉法人泉大津市社会福祉協議会 苦情解決第三者委員 

社会福祉法人泉大津市社会福祉協議会 評議員（令和 3年 6月～） 

NPO 法人子どもアドボカシーセンターOSAKA 理事（令和 3年 6 月～） 

NPO 法人子どもアドボカシーセンターOSAKA 子どもアドボカシー基礎講座講師（令和 3年 5 月 15 日） 

一般社団法人子どもアドボカシーセンターNAGOYA 子どもアドボカシー基礎講座講師（令和 3 年 10 月

24 日） 

子どもアドボカシーセンター広島 子どもアドボカシー基礎講座講師（令和 4 年 2 月 6 日） 

社会福祉法人社会福祉協議会児童施設部会 大阪府 合同人権研修会講師（令和 4 年 3 月 7 日） 
 

 



 
 

職名 教授 氏名 ビル・ロッケンバッハ 学位 修士（数学） 

校務分掌 学生部  海外研修 

教育活動 

担当授業科目 

英語Ⅰ・Ⅱ     実用英語    英語学概論    英語文学講読（閉講） 

アクティヴコミュニケーション   リーデイング・フォー・コミュニケーション 

英語コミュニケーション概論   英語Ⅲ   総合演習教職Ⅰ 

時事英語研究（閉講） インテグレイティド・コミュニケーション・スキルズ（閉講） 

最新英語国事情（閉講）   

実践コミュニケーション英語Ⅰ(春:1-t と 1-d、秋:2-t と 2-d)(←帝塚山学院大学) 

その他の活動 

 

教科書・受験用の教材の校正と作成 

常磐会学園教育センター公開講座（講師） 

 

研究活動 

専攻分野 英語教育  

所属学会 全国語学教育学会（JALT）  Computer Society (affiliate of IEEE) 

研究課題 英語（発音・語彙・文法）教育で利用できるソフトの研究と開発 

研究キーワード 英語教育 発音 語彙 文法 

著書  

書名 単/共 発行年月 発行所 

CREATIVE English Communication II 共 2022 年 1 月 25 日

←検定合格 

第一学習社 

    

論文  

タイトル 単/共 発行年月 発表雑誌等 

    

発表等  

タイトル 単/共 発表年月 発表学会等 

    

社会貢献活動等 

活動内容等 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

職名 教授 氏名 丸井 理恵（マルイ リエ） 学位 修士（教育学） 

校務分掌 入試部 高大接続検討委員会、教職教育研究、地域貢献プロジェクト 

教育活動 

担当授業科目 
音楽表現（器楽合奏）、音楽科教育法、保育表現指導、総合演習教職Ⅰ・Ⅱ  

音楽演習ⅠA・ⅠB、ⅡA・ⅡB、ⅢA・ⅢB、ⅣA・ⅣB   

その他の活動 教員免許状更新講習 

研究活動 

専攻分野 音楽（器楽）  

所属学会 全国大学音楽教育学会、日本保育者養成教育学会、日本保育学会、JPTA（日本ピアノ教育連盟） 

研究課題 保育・教職の現場で活用できるピアノテクニックの指導法と教材開発 

研究キーワード 
音楽表現、ピアノテクニック、タッチタイピング奏法、伴奏法、ML（ミュージック・ラボラトリ）

システム 

著書  

書名 単/共 発行年月 発行所 

    

論文  

タイトル 単/共 発行年月 発表雑誌等 

音楽指導における遠隔・対面指導の機能的な併

用について 

単 令和 4 年 3 月 常磐会学園大学研究紀要 第 22 号 

保育表現指導科目におけるリモートを活用した

授業展開について 

共 令和 4 年 3 月 常磐会学園大学研究紀要 第 22 号 

学生アンケートを通した幼児期の表現活動につ

いての意識調査 

共 令和 4 年 3 月 常磐会学園大学研究紀要 要 22 号 

発表等  

タイトル 単/共 発表年月 発表学会等 

保育表現指導科目におけるリモートを活用した

授業展開について 

共 令和 4 年 3 月 保育者養成教育学会第 6 回研究大会 

学生アンケートを通した幼児期の表現活動につ

いての意識調査 

共 令和 4 年 3 月 保育者養成教育学会第 6 回研究大会 

社会貢献活動等 

活動内容等 

・全国大学音楽教育学会関西地区学会副会長     

・大阪府立夕陽丘高校同窓会「清香会」役員 

・大阪府立夕陽丘高校音楽科後援会「紫陽会」役員 

 

 



 
 

職名 准教授 氏名 山崎 徳子（ヤマサキノリコ） 学位 博士（人間・環境学） 

校務分掌 学生部、学生相談室、人権教育推進委員会、カウンセリングケア、実習指導室、こどもセンター、 

教育活動 

担当授業科目 
保育の心理学、子どもの理解と援助、特別支援教育論、子ども家庭支援の心理学、 

保育実習指導Ⅰ、保育実習Ⅰ 

その他の活動 
ボランティアサークル、 自治会担当 

 

研究活動 

専攻分野 発達心理学、保育学  

所属学会 保育学会、発達心理学会、質的心理学会 

研究課題 子どもの自己の形成、発達障害がある子どもの自己の形成、 発達相談を通した子育て支援 

研究キーワード  自閉症 自己の形成 関係発達 間主観性 発達障害 

著書  

書名 単/共 発行年月 発行所 

人権としての特別支援教育 共著 令和 4・2 文理閣 

    

論文  

タイトル 単/共 発行年月 発表雑誌等 

    

発表等  

タイトル 単/共 発表年月 発表学会等 

自閉症のある子どもの子育てに「家族の流儀」

は どのように影響するのか(8) 

共同 令和 4・3 ラウンドテーブル 話題提供 

日本発達心理学会 

    

社会貢献活動等 

活動内容等 

通年 

和歌山県橋本市図書館協議会委員 

NPO 法人アサヒキャンプ 理事 

堺市 早期支援員派遣事業 

常磐会短期大学付属いずみがおか園 キンダ―カウンセリング 

 大阪市 みんな食堂ネットワーク  

講師 

 堺市立登美丘幼稚園 研修会 (令和 3・8) 

 NPO 法人アサヒキャンプ 発達障害についての研修会 (令和 4・2) 

 



 
 

職名 准教授 氏名 山田 義則 （ ヤマダ ヨシノリ ） 学位 修士（教育学） 

校務分掌 進路実習指導部 

教育活動 

担当授業科目 
特別支援教育論 保育実習指導Ⅰ 保育実習Ⅰ  保育実習Ⅲ 保育実習指導Ⅲ 

特別支援教育の指導  障害児保育Ⅰ 教育心理学   

その他の活動  

研究活動 

専攻分野 特別支援教育 発達心理学  

所属学会 日本発達障害学会 日本臨床発達心理士会 日本学校心理士会 

研究課題 発達障害および自閉症スペクトラム障害児者の社会適応 

研究キーワード 自閉症スペクトラム障害 発達障害 社会スキル 社会適応 行動変容 発達 

著書  

書名 単/共 発行年月 発行所 

    

    

論文  

タイトル 単/共 発行年月 発表雑誌等 

    

    

発表等  

タイトル 単/共 発表年月 発表学会等 

    

    

社会貢献活動等 

活動内容等 

通年 

大阪府立住ノ江支援学校 学校運営協議会委員 

大阪市立常盤幼稚園 園内委員会アドバイザー 保護者相談会 

大阪市立城東幼稚園 園内委員会アドバイザー 

大阪市立銅座幼稚園 園内委員会アドバイザー  

大阪市立生魂幼稚園 園内委員会アドバイザー   

大阪市立大江幼稚園 園内委員会アドバイザー   

大阪市立味原幼稚園 園内委員会アドバイザー 

大阪市立菅南幼稚園 園内委員会アドバイザー 

 

 

 

 



 
 

職名 教授 氏名 山本 元子（ヤマモト モトコ） 学位 修士（文学） 

校務分掌 入試部 海外研修 入試問題作成委員 ハラスメント防止対策委員 教養教育検討委員 

教育活動 

担当授業科目 
小学校英語科授業実践(小学校英語)Ⅰ・Ⅱ  グローバル教育概論  英語音声学 

異文化間コミュニケーション  教育実習事前・事後指導（中学） 教育実習（中学） 

その他の活動 
常磐会学園・平野区共催 英語講座講師 

大阪市教育振興基本計画グローバル事業 指導講師（英語関連） 

研究活動 

専攻分野 英語教育学、英語学  

所属学会 日本教育学会、大学英語教育学会、関西英語教育学会、英語教育総合学会  

研究課題 

・小学校で英語を指導する教員を対象とした効果的な研修の構築と実践はどうあるべきか 

・教員養成系大学における国際理解教育のあり方について  

・日本と韓国の英語教育比較 

研究キーワード 国際比較（日韓の英語教育）、小学校英語、中学校英語教育、小・中連携、教員研修、国際理解教育 

著書  

書名 単/共 発行年月 発行所 

AERA English 2021 （インタビュー記事） 

韓国の英語力はなぜ高いのか？  
共 令和 3 年４月 朝日新聞出版 

英語の辞書使用について: ―学校での指導、お

よび、訳語の視点より―英語学論説資料第 52 号 
単 令和 3 年 6 月 論説資料保存会 

    

論文  

タイトル 単/共 発行年月 発表雑誌等 

     

発表等  

タイトル 単/共 発表年月 発表学会等 

効果的な音読指導  

―学生の口頭発表への意識向上を目指して―  
共 令和 3 年 6 月 

関西英語教育学会 研究大会 

研究発表 （WEB 開催） 

韓国の英語教育の現状 

―英語授業の実際からみる日本との比較― 
単 令和 3 年 11 月 

多摩大学 グローバル教育学部 

特別講演 （WEB 開催） 

社会貢献活動等 

活動内容等 

・英語教育研究団体 ATELAS 事務局長  

・NPO 小学校教員の英語力を伸ばす会 事務局長  

・大学英語教育学会 関西支部海外の外国語教育研究会会員 

・常磐会学園教育センター公開講座講師   

・高校生対象出張講座講師 （対象：大阪府立高校等） 

・大阪市学力アップサポート事業 教員対象指導講師 



 
 

職名 教授 氏名 吉田 健（ヨシダ ケン） 学位 修士（人間科学） 

校務分掌 運営部会  教務部部長  ICT 委員会  大学評価委員会  将来構想検討委員会 

教育活動 

担当授業科目 
情報メディア論  情報モラルと情報セキュリティ  情報社会と倫理   

学校 ICT 活用  保育の ICT活用  私たちと文化 

その他の活動 
 

 

研究活動 

専攻分野 教育工学  

所属学会 日本教育工学会、日本科学教育学会 

研究課題 学習者の能動的な学習を引き出す学習メディアの活用 

研究キーワード 能動的学修、メディア、情報リテラシー 

著書  

書名 単/共 発行年月 発行所 

    

    

論文  

タイトル 単/共 発行年月 発表雑誌等 

遠隔授業の取り組みと課題（２） 単 令和４年 3 月 常磐会学園大学紀要 22 号 

    

発表等  

タイトル 単/共 発表年月 発表学会等 

    

    

    

社会貢献活動等 

活動内容等 ・箕面市立北小学校校区青少年を守る会運営委員 

 

 

 

 

  

 

 

 


