
1. 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること
(1) 教員養成の目標
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幼児教育に関する理論を学び、幅広い知識とより高度な技能を身に付ける。

研究テーマの取組方法の基本を学び、資料収集を行う。

専攻科の集大成として、研究論文をまとめる。

専門科目を中心に幼児教育に関する学びを深め、実習に関する基礎知識を身に付け
る。

専門的知識や技能を実践の場で活かせる応用力を身に付ける。

保育を取り巻く多様な問題に目を向け、学びの集大成として卒業論文に取り組む。

到達目標

幼児教育に関する理論を学び、幅広い知識とより高度な技能を身に付ける。

実習を通した学びから自己課題に取り組み、保育の場で必要とされる実践力を身に
付ける。

到達目標

教養科目での学びを通し、社会人基礎力や保育の基本的知識を身に付ける。

保育に必要とされる基礎技能を高め、保育内容科目について学ぶ、

保育者として必要な専門科目を学ぶとともに、地域活動を通し保育ニーズについて学
ぶ。

教養教科を中心に、社会人に必要とされる教養と保育技能を身に付ける。

教育に関する理論や方法論について学び、保育実践との関係性について理解する。

基礎技能を高め、保育者に求められる専門的知識を身に付ける。

教育実習の準備を核とした専門的知識と技能を身に付ける。

専門的知識や技能を実践の場で応用できるようにする。

社会人として必要な教養と保育者に必要とされる基礎的な理論と技能を身に付ける。

保育者に必要とされる専門知識を身に付け、保育の場で必要とされる技能を高める。

1年次に学んだ知識や技能を実践の場で応用できる力を身に付ける。

実習を通した学びから自己課題に取り組み、保育の場で必要とされる実践力を身に
付ける。
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教員の養成の状況に係る情報の公開について

   秋草学園短期大学は、昭和54年に幼児教育学科第一部・第二部を開設し、幼稚園教諭の養成に取り組んできまし
た。また、平成11年からは専攻科幼児教育専攻（大学改革支援・学位授与機構認定）において幼稚園教諭一種免許状
を有する教員の養成を、さらに平成19年には地域保育学科においても三年課程による幼稚園教諭の養成を開始しまし
た。
　秋草学園短期大学の建学の理念は「愛され信頼される女性の育成」です。また、教育目標は「豊かな人間性と高い実
践力を備えた、地域に貢献できる人材を育成する」ことです。
　秋草学園短期大学の教員養成も、この建学の理念と教育目標に基づいています。つまり、「人に愛され信頼される教
員」の養成、「豊かな人間性と高い実践力を備え、地域に貢献できる教員」の養成、これが秋草学園短期大学の教員養
成の理念です。
　教員養成の理念を実現するため、以下の目的に重点を置いて教員養成を行います。
     (a)　教育者としての豊かな人間性の育成
     (b)　教員に求められる高い実践力の養成
     (c)　教員として地域に貢献できる人材の育成

(2) 教員養成の計画
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②幼児教育学科第二部

③地域保育学科

④専攻科幼児教育専攻
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1年次

2年次

到達目標



№ 氏　　名 学　　位 業　　　　績 担当授業科目
1 豊泉尚美 文学修士 1.「『部分実習としてのパネルシアターの意義と課題について』－実

習性の自己表現に関する一考察－」　単著　平成23年5月　日本保
育学会（ポスター発表）
2.「保育所における2歳児の発達に沿った造形活動」 単著　平成24
年3月　秋草学園短期大学紀要第28号
3.「音でイメージをむすぶ」 共著　 平成25年5月　日本保育学会（ポ
スター発表）
4.「デンマークの自然こども園における就学前の保育内容について」
単著　平成26年3月　秋草学園短期大学紀要第30号
5.「『保育内容』の授業連携」 共著　平成28年5月　日本保育学会

保育内容（造形表現
Ⅰ），保育内容（造形表
現Ⅱ），保育・教職実践
演習（幼稚園）

2 中村陽一 学術修士 1.「体験・実践・事例に基づく保育内容『環境』」共著　平成20年4月
保育出版社
2.「割り箸と森林資源をめぐる経営文化論～『割り箸論争』を検証す
る～」　単著　平成24年3月　学際連携研究「公共と社会」
3.「保育所における野菜の栽培に関する研究」　単著　平成24年12
月　秋草学園短期大学紀要第29号
4.「植物資源の持続的利用に関するグローバル化経営の研究～名
古屋議定書の意義と日本の針路～」」 単著 平成24年12月　経営経
理研究第95号
5.「保育原理－保育士と幼稚園教諭を志す人に－」　共著　平成26
年6月　東信堂

数量教育，
保育内容（環境）

3 高崎和子 芸術学士 1.「簡易伴奏による実用子どものうた」　共著　平成19年4月　カワイ
出版
2.「幼稚園教諭・保育士を目指す人のための新しいピアノ教則本」
共著　平成22年3月　カワイ出版
3.「『山形県安楽城のわらべうたの研究』～その1～（調査報告）」　共
著　平成23年12月　秋草学園短期大学紀要第28号
4.「『山形県安楽城のわらべうたの研究』～その2～」 共著　平成25
年12月　秋草学園短期大学紀要第30号
5.「研究演奏（ピアノ連弾）」　共　平成26年8月　全国大学音楽教育
学会　第30回全国大会　音楽之友ホール

保育内容（音楽表現
Ⅰ），保育内容（音楽表
現Ⅱ）

4 茗井香保里 教育学修士 1.「子どもの運動・表現遊び～動きを通して育むこころとからだ～」
共著　平成22年5月　大学図書出版
2.「ライフキャリア発達の視点からみた幼児体育の意義とあり方-運
動遊びを中心に」単著　平成25年2月　秋草学園短期大学紀要第
29号
3.「新版　保育内容「健康」～遊びと園生活から育む豊かな心とから
だ～」　共著　平成25年3月　大学図書出版
4.「ライフキャリア発達の視点からの生涯健康と運動あそび」 単著
平成26年9月　推敲舎
5.「いのちかがやく（健康育て）」単著　平成27年8月　推敲舎

幼児体育，
保育内容（健康）

5 平島美保 芸術学士 1.「こどものうた　簡易伴奏曲付」　共著　平成23年2月　圭文社
2.「みほ先生のソルフェージュレッスン（初級編）」Ⅰ～Ⅳ巻 DVD　単
平成25年3月　(有)響　リズムの森
3.「こどものためのソルフェージュ」　発表　単　平成26年8月　日本
ジャック＝ダルクローズ協会主催　リトミック国際大会
4.「和音で奏でる『のはらうた』」発表　単　平成26年8月　日本ジャッ
ク＝ダルクローズ協会主催　リトミック国際大会

音楽(1)基礎音楽

2. 教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関
   すること

①幼児教育学科（第一部・第二部）



6 松木久子 教育学修士 1.「保育者養成シリーズ『教育原理』」　共著　平成24年4月 　一藝社
2.「旧制小樽市中学校における吉田惟孝校長の教育思想の影響
(1)」　単著　平成24年12月　秋草学園短期大学紀要第29号pp.67-
78
3.「ロース幼稚園と静修女学校」　単著　平成23年12月　秋草学園
短期大学紀要第28号pp.87-98
4.「ヘレン・パーカースト教育思想における「ドルトン・プラン」の着
想」　単著　平成22年10月　関東教育学会紀要第37号pp.39-50
5.「道徳教育における「型」についての考察」単著　平成19年12月
秋草学園短期大学紀要第24号

保育者論，
教育原理

7 塩崎みづほ 教育学修士 1.「大学生のための体育講義－今日をつくる未来・今日を生きる知
恵」　共著　平成28年11月　推敲舎
2.「幼児教育養成校における体育実技の授業内容に関する研究－
運動と健康に関する調査から－」　単著　平成27年3月　秋草学園
短期大学紀要第31号　p.75-85
3.「身体表現遊びの効果的な指導法をさぐる－言葉がけの分類に
着目して－」　単著　平成29年3月　秋草学園短期大学紀要第33号
p.173-182
4.「「わくわくはずむ問いかけ～みんなで楽しく～」　単著　平成28年
2・3月　女子体育58（2・3）（社）日本女子体育連綿　p.10－15

幼児体育

8 丸橋聡美 修士（人間生
活学）

1.「自閉的傾向のある子どもの発達過程ー継時的な臨床場面にお
ける子どもの対人関係の分析ー」　単著　平成9年　東京家政学院
大学大学院修士論文
2.「子どもの対人関係の展開についての一考察ージャンケンゲーム
遊び―」　単著　平成8年関係学研究第24巻第1号Ⅱ部年報　「関係
学」(18回大会研究発表論文)
3.「幼児グループ活動における人間関係の展開Ⅳー個と集団の相
即的発展を促す補助自我的機能ー」　共著　平成12年　日本人間
関係学会第8回大会論文集
4.「幼児グループ活動における人間関係の展開Ⅹー母子関係の変
化ー」　共著　平成13年　日本人間関係学会第9回大会論文集
5.「家庭支援の保育学」　共著　平成22年4月  建帛社
6.「実習事前指導における授業連携について」　共著　平成24年9
月　全国保育者養成協議会第51回研究大会研究発表論文集

保育内容（人間関係），
保育・教職実践演習
（幼稚園）

9 鹿戸一範 修士（音楽） 1.「学生の資質向上をめざす音楽授業の試み(2)」　共著　平成25年
1月　清和短期大学紀要第41号
2.「保育者養成校における音楽指導に関する一考察」　共著　平成
28年3月　秋草学園短期大学紀要第32号
3.「ピアノ初学者のための使用テキストの実態と傾向－全国の幼稚
園教諭・保育士養成校のシラバスに基づいて」共著　平成29年3月
埼玉東萌短期大学研究紀要第15号
4.ジョイントリサイタル　共　平成21年11月　日本大学カザルスホー
ル
5.ジョイントリサイタル　共　平成22年11月　すみだトリフォニーホー
ル

音楽(1)ピアノ，指導技
術

10 小口　偉 修士（芸術
学）

1.「異年齢保育における造形表現活動からの一考察」　単著　平成
28年3月　日本美術教育連合、日本美術教育研究論集第49号
2.「Ａ保育園での造形表現活動からの一考察」　単著　平成29年3月
日本美術教育連合、日本美術教育研究論集第50号
3.「異年齢保育における造形活動からの考察」　単（口頭発表）　平
成28年10月　日本美術教育連合 第50回記念日本美術教育研究発
表会
4.「put」　単（作品発表）　平成27年9月　「第79回新制作展」新制作
協会　国立新美術館
5.「ridge」　単（作品発表）　平成28年9月 「第80回記念新制作展」新
制作協会　国立新美術館

図画工作



11 大熊美佳子 家政学修士 1.「達成動機と親和動機-構成要素としての因子の次元性と動機発
現に関わる場面規程性について-」　単著　平成23年　ソーシャルモ
チベーション研究第6巻pp.2-17
2.「バグトイによる創造性の開発(2)-その2 『具現性』『巧妙性』の評
価基準-」　共　平成20年　第50回教育心理学会
3.「子どもの困った行動に対する母親の対応-母親の子育て感情の
違いに注目して-」　共　平成25年　第24回日本発達心理学会
4.「子育てをめぐる親の認知・感情・行動-親教育の可能性を考える-
」　単　平成25年　日本教育心理学会第55回総会
5.「乳幼児期から青年期に至る読書活動のあり方と発達との関連
(2)」　共　平成27年　第26回日本発達心理学会

教育心理学，
発達心理学，
教育相談，
教育実習，
幼児教育研究，
保育・教職実践演習
（幼稚園），

12 嶌田貞子 修士（文学） 1.実践　保育内容シリーズ①『健康』　共著　平成26年4月　一藝社
（全184頁）第10章「食育と健康」
2.保育者養成シリーズ『保育原理』　共著　平成27年4月　一藝社
（全212頁）第4章「発達過程に応じた保育」
3.『保育方法の基礎』　共著　平成27年5月　わかば社　（全185頁）
第5章第2節
4.『新版　保育用語辞典』　共著　平成28年4月　一藝社　（全464
頁）
5.『幼稚園・保育所・施設実習』　共著　平成29年4月　大学図書出
版

指導技術，
教育実習，
幼児教育研究，
保育・教職実践演習
（幼稚園），

13 北澤明子 修士（生活科
学）

1.「こどもと自然を捉える視点－樹木から広がる幼児のかかわりの分
析を通して－」　単著　平成26年3月   修士論文
2.「保育内容の基礎と演習」　共著　平成27年2月　わかば社
3.「保育内容の基礎と演習」　共著　平成28年8月　わかば社
4.「家庭支援論の基本と課題」　共著　平成29年1月　学文社
5.「樹木から広がる幼児のかかわりの分析②－探るかかわりに焦点
を当てて－」　単著　平成29年3月　秋草学園短期大学紀要第33号

保育内容（環境），
教育実習，
幼児教育研究

14 加賀谷崇文 修士（人間科
学）

1.「事例で学ぶ保育のための相談援助・支援～その方法と実際～」
共著　平成25年3月　同文書院
2.「幼児期の睡眠環境が青年期の睡眠習慣に及ぼす影響」　共　平
成24年11月　日本子育て学会第4回大会
3.「保育所が求めるメンタルケアに対する心理職の可能性」　共　平
成24年5月　日本保育学会第66回大会発表論文集
4.「保育者を目指す学生の子育て・保護者支援に対する意識」　単
平成25年9月　全国保育士養成協議会第52回研究大会

教育相談

15 大輪公壱 音楽学士 1.「シューベルト作曲　ピアノとヴァイオリンのための幻想曲　ハ長調
D.934 作品159」　単著　平成25年9月　演奏表現学会年報第16号
2.「メンデルスゾーン、シューマン及びブラームス各作曲家のオーケ
ストレーションの特徴について」　単著　平成26年9月　演奏表現学
会年報第17号
3.「ハチャトゥリャン　バレエ音楽≪スパルタクス≫による交響的絵画
（第4場、第5場）」単著　平成27年2月　全音楽譜出版社
4.「ハチャトゥリャン　バレエ音楽≪スパルタクス≫による交響的絵画
（第9場）」単著　平成27年2月  全音楽譜出版社
5.「シベリウス　ヴァイオリン協奏曲　二短調作品47」 単著　平成27
年3月　全音楽譜出版社

音楽(1)ピアノ

16 星野　治 修士（理学） 1.「『数』の『学』問としての数学」　単著　平成20年12月 秋草学園短
期大学紀要第25号 pp.99-112
2.「コンピュータ利活用に関する一考察－現代版“打ち出の小槌”を
賢く使いこなそう－」単著　平成21年12月　秋草学園短期大学紀要
第26号 pp.97-103
3.「時計算に関する一考察」　単著　平成22年12月  秋草学園短期
大学紀要第27号 pp.121-132
4.「『数』の『学』問としての数学(2)－数の『規則性』をどのように教え
るか－」　単著　平成24年12月　秋草学園短期大学紀要第29号
pp.163-173
5.「『数』の『学』問としての数学(3)－数“楽”演習の実例紹介－」 単
著　平成25年12月　秋草学園短期大学紀要第30号 pp.17-34

数量教育



17 浅木尚実 修士（文学） 1.「自己肯定感を育む教育：ロングセラー絵本の読み聞かせ」　単
平成24年3月　日本子ども学会「チャイルドサイエンスvol8」
2.「保育内容　言葉」　共著　平成24年10月　みらい
3.「ストリーテリングと国語教育『話す力』『聞く力』養成～教員志望学
生のコミュニケーション力向上に関する考察～」　単著　平成26年2
月　淑徳短期大学研究紀要第53号
4.「絵本から学ぶ子どもの文化」責任編集　共著　平成27年4月　同
文書院
5.『子育て・家庭支援論』（細井香編著）　平成28年10月　北樹出版
CHAPTER4子育て支援の実践

保育内容（言葉）

18 今泉　豊 修士（心理学）1.「教育相談室における不登校児童・生徒の保護者面接」　共著
平成20年8月　日本心理臨床学会第27回大会発表論文集
2.「教育相談における連携の実際」　共著　平成21年8月　日本心理
臨床学会第28回大会発表論文集
3.「教育相談室と学校との連携・発達障害ケースを中心に」　共著
平成22年2月　平成21年度教育相談研究紀要　中野区教育委員会
4.「教育相談から見えてきた“きょうだい”・家族の問題を映し出す存
在」　共著　平成23年2月　平成22年度教育相談研究紀要中野区教
育委員会
5.「教育相談室から見える“不登校予備群”・子どものサインに気づく
ために」　共著　平成24年2月　平成23年度教育相談研究紀要中野
区教育委員会

教育相談

19 北洞誠一 教育学修士 1.「幼児体育の生活実戦化にむけてー佐藤式健康体操を中心にー
その2」　共著　平成20年12月　秋草学園短期大学紀要25号
2.「幼児体育の生活実戦化にむけてー佐藤式健康体操を中心にー
その2」　共同発表　日本幼少児健康教育学会第28回大会春季
3.「子どもの運動・表現遊び～動きを通して育むこころとからだ～」
共著　平成22年5月　大学図書出版
4.「新版　保育内容　健康～遊びと園生活から育む豊かな心とから
だ～」　共著　平成25年3月　大学図書出版

保育内容（健康）

20 金　宰郁 工学博士 1.「スマートフォンに顔画像と二次元コードを表示する個人認証と評
価」　共著　平成28年12月　大学ＩＣＴ推進協議会2016年度年次大
会論文集
2.「The Electronic Voting Admission Using aCellPhone and its
Evaluations」　共著　平成28年12月　International　Journal　of
Political　Science,Law and International Relations（ＩＪＰＳＬＩＲ）Vol.6
3.「スマートフォンに顔画像と二次元コードを表示する個人認証方式
の開発」 共著　平成29年2月　松蔭大学紀要21

情報機器利用

21 市瀬恭子 1.「たのしい造形表現」　共著　平成19年3月　圭文社
2.保育技術専門講座「保育における教材研究」「保育環境と造形表
現」等　平成17年～22年　主催：文部科学省、埼玉県教育委員会
3.国公立幼稚園教諭サポート研修「保育を創ろう研修会」　平成18
年～22年　主催：埼玉県教育センター
4.事業所内保育施設等保育従事者研修会「保育のねらいと遊びの
指導」　平成21年・24年　主催：こども未来財団、埼玉県
5.狭山市地域交流事業「親と子の造形ワークショップ」　20年間毎年
開催

図画工作



22 久保田美絵 芸術学士 1.2台ピアノによるCD「ラ・ヴァルス」（平成21年3月東京文化会館小
ホールにおけるライヴ録音）　平成21年７月　（有）コジマ録音
2.「第81回日本音楽コンクール本選会（毎日新聞社・NHK主催）」
ピアノ伴奏　平成24年10月　東京オペラシティ・コンサートホール
3.トランペットとサクソフォンの作品による演奏会「SAXOPET（日本ト
ランペット協会・日本サクソフォン協会後援）ピアノ共演　平成27年３
月　（株）ドルチェ楽器・ドルチェアーティストサロン
4.研究ノート「演奏における心と身体の相関性への考察～Ｔ.ガル
ウェイの「インナーゲーム」理論を通して～」　単著　平成28年3月1
日　秋草学園短期大学紀要第32号
5.陸上自衛隊中央音楽隊ＣＤ「ニュー・アレンジ・コレクションvol.14
中国の不思議な役人」チェレスタ共演　平成29年1月　（株）ブレーン

音楽(1)ピアノ

23 木住野睦子 藝術學士 1.「初夏に歌う～日本の歌を集めて」　共　平成26年5月　くにたち市
民芸術小ホール
2.「NEW YEAR CONCERT」　共　平成27年1月　所沢市民文化セン
ター・ミューズ マーキーホール
3.「秋の散歩道」ジョイントコンサート　平成27年11月22日 アートス
ペース<わとわ>
4.「歌とヴァイオリンの夕べ」　平成28年3月27日　アートスペース<わ
とわ>
5.「夢の世界コンサートVol・3」　平成29年5月14日　アートスペース<
わとわ>

音楽(1)ピアノ

24 内田なおこ 修士（芸術） 1.「チェロとピアノ デュオコンサート」　独奏・共演　平成27年11月
宮代町須賀中学校
2.「ソプラノ、ヴィオラ、ピアノ、トリオコンサート」　独奏・共演　平成28
年6月　狭山総合クリニック３Ｆピアノホール
3.日本音楽高等学校　教員によるコンサート　賛助出演　独奏・共演
平成28年8月　ルーテル市ヶ谷ホール
4.「内田なおこ　ピアノリサイタル」　独奏　平成29年3月 サロンパッ
サージュ
5.「むさしのコンサート」　共演　平成29年5月　狭山市民会館ホール

音楽(1)ピアノ

25 齋藤初美 芸術修士 1.「第8回ムジカーレケイ齋藤初美・田中裕子ジョイントリサイタル」平
成25年2月　めぐろパーシモンホール小ホール
2.「新進演奏家育成プロジェクト第18回仙台オーケストラ・シリーズ」
平成26年3月　日立システムズホール仙台
3.「アテスウェイVol.4」　平成26年6月 　イズミティ21小ホール
4.「故郷へ贈る音楽会Vol.3」 平成27年11月 カワイミュージックショッ
プ仙台4階ホール
5.「秋草学園短期大学　ＮＥＷ　ＹＥＡＲ　ＣＯＮＣＥＲＴ」平成28年1
月　所沢文化センター　ミューズ・マーキーホール

音楽(1)ピアノ

26 有吉英奈 学士（音楽） 1.Wamiles:チャリティコンサート・ツアー　平成25年10月、平成26年
9・10月　大阪ドーンセンター他7回
2.震災被災地支援コンサート・ツアー　平成24年3月　日本キリスト教
団逗子教会他2回
3.アムネスティーインターナショナル設立50周年記念コンサート・ツ
アー　平成23年4・5月　神戸・芦屋市民センター大ホール他7回
4.プラハ チェロファミリー初来日コンサート 平成22年8月　チェコ大
使館
5.鎌田實あったかトーク　おもいやりコンサート　平成21年10月　府
中の森芸術劇場ウィーンホール

音楽(1)ピアノ



27 志茂貴子 芸術学士 1.「small　small　ｃａｆé13　東日本大震災遺児支援コンサート」　平成
28年6月　国立せきやホール
2.「五つの女性合唱団による東日本大震災チャリティーコンサート」
平成28年7月　国分寺　本多公民館
3.「秋草学園短期大学　NEW　ＹＥＡＲ　ＣＯＮＣＥＲＴ」　平成29年1
月　所沢市民文化センター・ミューズ マーキーホール
4.「乳幼児とお母さんのためのコンサート」 平成29年3月　さいたま
市中央区向原児童館
5..「音楽の四季　国分寺女性合唱団コーロ・アマービレ創立40周年
記念チャリティーコンサート」　平成29年4月小金井宮地楽器ホール

音楽(1)ピアノ

28 渡邊愛里 学士（音楽） 1.「渡邊愛里ピアノソロリサイタル」平成23年3月　新潟市民芸術文化
会館スタジオA
2.「秋草学園短期大学　NEW　ＹＥＡＲ　ＣＯＮＣＥＲＴ」　平成27年1
月　所沢市民文化センター・ミューズ マーキーホール
3.「渡邊愛里・前田薫　ピアノジョイントリサイタル」平成27年9月 すみ
だトリフォニーホール
4.「第38回新座少年少女合唱団演奏会」ピアノ伴奏　平成29年3月
ふるさと新座館ホール
5.「ティタイムコンサート」　平成29年4月　国立スペース「縁」

音楽(1)ピアノ

29 池埜裕子 学士（音楽） 1.「やさしいクラッシック・ピアノ・ベスト100」　共著　平成21年7月　自
由現代社
2.「ピアノ三重奏の夕べ『メイトリオコンサート』」　平成22年5月　大泉
学園ゆめりあホール
3.「日本歌曲の夕べVol.3」　平成24年11月　自由学園明日館講堂
4.「第8回ムジカーレ・ケイ齋藤初美・田中裕子ピアノジョイントコン
サート」　平成25年2月 　めぐろパーシモンホール小ホール
5.「ヴォーカル・エテルナVol.6オペラガラコンサート」  平成25年8月
自由学園明日館講堂

音楽(1)ピアノ

30 黒崎絵美 学士（音楽） 1.第13回くにたちコンサート　共　平成20年10月　長崎市民会館文
化ホール
2.第24回アジア国際文化フェスティバル　共　平成21年10月 けやき
ホール（東京）
3.東京国際芸術協会新人演奏会ミニリサイタル　共　平成22年3月
日暮里サニーホールコンサートサロン
4.Ricera di un Souno Bello 美しい音色を求めて　共　平成23年5
月、平成25年5月　静岡音楽館AOIホール

音楽(1)ピアノ

31 根本志保 修士（音楽） 1.「リストのピアノ協奏曲における分析的研究～主題変容技法を中
心として～」　単著　平成12年2月　武蔵野音楽大学修士論文
2.武蔵野音楽大学管弦楽団と各地で共演　　平成8年
3.武蔵野音楽大学卒業演奏会、同大学新人演奏会、読売新人演
奏会等　平成10年
4.ソロリサイタル　平成16年9月　津田ホール
5.ソロリサイタル　平成20年10月　HAKUJUホール

音楽(1)ピアノ



32 綱川立彦 芸術学修士 1.「正派合奏団演奏会　中島靖子乃音楽　卒寿を祝って」　ソリスト
平成27年9月　国立劇場大劇場
2.ＣＭＣ誌（音楽文化と生涯学習の総合情報・研究誌）連載　メディ
アと音楽6「人とヴァイオリンの微妙な係」　単著　平成28年3月　（公
財）音楽文化創造
3.「平成28年度奏楽堂日本歌曲コンクール本選会」初演独唱第2位
受賞　平成28年5月　台東区生涯学習センターミレニアムホール　主
催：（公財）台東区芸術文化財団
4..「平成28年度奏楽堂日本歌曲コンクール入賞記念コンサート」独
唱第2位受賞作品　東　秋幸作曲　バリトンとピアノのための「私の
歌」独唱　平成28年7月台東区生涯学習センターミレニアムホール
主催：（公財）台東区芸術文化財団
5.<友>音楽工房シリーズ<日本歌曲に求める無限の楽しみ>～様々
に挑戦する歌手たち～　第23回≪似た者同志・名曲探訪ＸＩＶ「四季
に寄せて」≫平井康三郎　組曲≪四季の歌≫ほか独唱及び重唱
平成29年4月
　音楽の友ホール　主催：<友>音楽工房

音楽(1)ピアノ

33 大石綾子 学士（音楽） 1.アンサンブル コンサート　Vol.7　2台ピアノ他　平成26年8月
　杉並公会堂
2.秋草学園短期大学「NEW YEAR CONCERT」　ピアノ独奏・連弾
　平成27年1月　所沢市民文化センターミューズ・マーキーホール
3.七里ヶ浜　ＳＵＭＭＥＲ　ＣＯＮＣＥＲＴ　ピアノ＆フルートリサイタル
平成27年6月　七里ヶ浜　森田邸サロン
4.ピアノ研究発表会　平成28年5月　五反田文化センター
5.サウンドライブコンサート　平成28年11月　こけしやサロンホール

音楽(1)ピアノ

34 高尾章子 芸術学修士 1.「第26回荻窪音楽祭」　共演　平成25年11月　主催:「クラッシック
音楽を楽しむ街・荻窪」の会　荻窪地域区民センター
2.「第27回荻窪音楽祭」 共演　平成26年11月　主催:「クラッシック音
楽を楽しむ街・荻窪」の会　GRAN DUO
3.「第28回荻窪音楽祭」 共演　平成27年11月　主催:「クラッシック音
楽を楽しむ街・荻窪」の会　杉並公会堂小ホール
4.「第29回荻窪音楽祭」 共演　平成28年11月　主催:「クラッシック音
楽を楽しむ街・荻窪」の会　かん芸館
5.全国大学音楽教育学会関東地区学会研究発表：「読譜力向上へ
の試み～レベルアップ方式のタイムトライアルテストを用いて」　平成
28年11月　武蔵野大学有明キャンパス

音楽(1)ピアノ

35 阿部陽子 学士（音楽） 1.ピアノ発表会　国分寺いずみホール　平成28年7月
2.ヴァイオリン発表会伴奏　代々木の森リブロホール　平成28年7月
3.りんどう幼稚園おわかれ会伴奏　平成29年3月
4.桐朋学園子どものための音楽教室　　ヴァイオリンおさらい会伴奏
平成29年3月

音楽(1)ピアノ

36 河野有香 音楽学士 1.「デュオ・まるみや」　共演　宮村和宏（ob）丸田悠太（fl）　平成28
年12月23日　アーティストサロン“Dolce”
2..「秋草学園短期大学　ＮＥＷ　ＹＥＡＲ　ＣＯＮＣＥＲＴ」　共演　志
茂貴子(pf） 平成29年1月21日　所沢文化センター　ミューズ・マー
キーホール
3.「コントラバスジョイントリサイタル～コントラバスソロの暖かな調べ
～共演大庭芙由子（cb）　平成29年2月27日　タカギクラブィア　松
濤サロン
4.「スプリングコンサート～クラリネット・サクソフォン・パーカッションの
共演～」共演　萩原通友（ma）島田和音（sax）海老澤栄美（cl）　平成
29年4月29日　真岡市民会館小ホール

音楽(1)ピアノ

37 諏訪幹雄 芸術学士 1.ピアノコンクール等の審査（平成28年～現在に至る）主催:全日本
ピアノ指導者協会　計20回
2.演奏批評（平成28年～29年5月現在に至る）月刊誌「ムジカノー
ヴァ」（ペンネーム 時幹雄）
3.永夢の会発表会　平成28年8月・平成29年2月

音楽(1)ピアノ



38 才郷眞弓 学士（教育学）1.「流れがわかる幼稚園・保育所実習」　共著　平成27年4月　萌文
書林
2.「ソニー幼児教育支援プログラム　奨励園入選」　平成26・27年度
ソニー教育財団

保育課程総論

39 石河信雅 法学士 1.「一人ひとりの子どもの自己実現を図る生徒指導・教育相談」 単
著　平成3年　埼玉県長期研修教員研究
2.「登校拒否傾向（情緒混乱型）にある児童の早期発見に関する研
究」　平成4年　日本教育相談学会北海道大会発表
3.「体力向上の基礎を培うための幼児期における実践活動の在り方
に関する調査研究」　平成20年～21年　文部科学省委嘱研究　埼
玉県深谷市立深谷西幼稚園
4.「『体』から始まる学びの基礎づくり」　平成22年　全国国公立幼稚
園研究協議会岩手大会発表
5.「通常学級における特別支援教育の視点に立った学級経営」　共
著　平成25年　学苑社

保育内容（言葉）

40 宮林佳子 短期大学士
（保育・幼児
教育学）

1.「絵具大好き絶対描きたくなる！幼児の絵画活動　季節別・年齢
別50」共著　平成26年3月初版　明治図書出版
2.「子育て支援における保健相談マニュアル」子どもが絵を描くこと
の意味　共著　平成16年6月初版　（株）日本小児医事出版
3.講演「絵画指導法と切り紙構成」　平成18年7月　全国私立保育園
連盟東京支部主催
4.講演「心育む絵画活動」　平成23年4月　福島県福祉施設協会主
催
5.講演「なぜ、子どもは絵を描くのか心育む絵画活動」　平成26年7
月　北九州市保育所連盟主催

指導技術

41 信田理奈 修士（文学） 1.「人間中心の開発とジェンダー：共生社会の実現に向けて」　単著
平成25年4月　三恵社
2.「ジェンダー平等の国際的潮流：国際女性年（1975）以降の動きを
通して」　単著　平成27年4月　三恵社
3.「ジェンダーが拓く未来：多様性と包摂性の尊重に向けて」　共著
平成28年8月　一粒書房

教育社会学

№ 氏　　名 学　　位 業　　　　績 担当授業科目
1 染谷哲夫 芸術学修士 1.「楽しい造形表現」　平成19年3月　共著　圭文社

2.「A・FAM展」（グループ展）　平成20年9月　銀座芸術家連盟画廊
日本画50号
3.「クロッキー展」（グループ展）　平成23年11月　浦和彩光舎　ペン
素描6号
4.「A・FAM展」（グループ展）　平成24年2月　銀座芸術家連盟画廊
日本画50号、水彩SM8点
5.「クロッキー展」（グループ展）　平成25年11月　浦和彩光舎　鉛筆
素描6号

図画工作

2 大輪公壱 音楽学士 1.「シューベルト作曲　ピアノとヴァイオリンのための幻想曲　ハ長調
D.934 作品159」　単著　平成25年9月　演奏表現学会年報第16号
2.「メンデルスゾーン、シューマン及びブラームス各作曲家のオーケ
ストレーションの特徴について」　単著　平成26年9月　演奏表現学
会年報第17号
3.「ハチャトゥリャン　バレエ音楽≪スパルタクス≫による交響的絵画
（第4場、第5場）」単著　平成27年2月　全音楽譜出版社
4.「ハチャトゥリャン　バレエ音楽≪スパルタクス≫による交響的絵画
（第9場）」単著　平成27年2月  全音楽譜出版社
5.「シベリウス　ヴァイオリン協奏曲　二短調作品47」 単著　平成27
年3月　全音楽譜出版社

音楽Ⅰ（基礎音楽）

②地域保育学科



3 土屋　由 家政学修士 1.「現代保育者論」 共著　平成23年5月　大学図書出版  「第8章
子どもや保育者を守る権利と支援」担当
2.「保育方法の探究」共著　平成23年12月　 建帛社 「第6章　保育
の充実と発達過程」担当
3.「保育原理－保育士と幼稚園教諭を志す人に－」　共著 平成26
年6月　東信堂　「第8章　保育の計画」担当
4.「乳児と養育者との愛着関係の生成過程の検討」　単著 平成16年
6月　児童研究第83巻（日本児童学会）
5.「保育の場での継続的なボランティアによる学生の子どもへのかか
わり方の理解」 単著　平成26年12月　秋草学園短期大学紀要第31
号

保育内容（人間関係），
保育・教職実践演習
（幼稚園）

4 伊藤明芳 修士（心理
学）

1.「発達障害のある子どもへの理解と対応の基本を考える」　単著
平成26年5月　日本保育学会第67回大会・研究論文集
2.「事例で学ぶ保育のための相談・援助支援」 共著　平成25年3月
同文書院
3.「保育におけるカウンセリングの実践的展開」　単著　平成24年12
月　秋草学園短期大学紀要第29号
4.「保護者の理解と対応における保育者の基本姿勢を考える」単著
平成24年8月　全国保育士養成協議会第51回大会研究論文集
5.「カウンセリング実践ハンドブック」　共著　平成23年1月　丸善
6.「子育て支援を考えるために」　共著　平成20年12月　蒼丘書林

発達心理学，
教育相談，
保育・教職実践演習
（幼稚園）

5 浅木尚実 修士（文学） 1.「自己肯定感を育む教育：ロングセラー絵本の読み聞かせ」　単
平成24年3月　日本子ども学会「チャイルドサイエンスvol8」
2.「保育内容　言葉」　共著　平成24年10月　みらい
3.「ストリーテリングと国語教育『話す力』『聞く力』養成～教員志望学
生のコミュニケーション力向上に関する考察～」　単著　平成26年2
月　淑徳短期大学研究紀要第53号
4.「絵本から学ぶ子どもの文化」責任編集　共著　平成27年4月　同
文書院
5.『子育て・家庭支援論』（細井香編著）　平成28年10月　北樹出版
CHAPTER4子育て支援の実践

国語教育，
保育内容（言葉）

6 星野　治 修士（理学） 1.「『数』の『学』問としての数学」　単著　平成20年12月　秋草学園
短期大学紀要第25号 pp.99-112
2.「コンピュータ利活用に関する一考察－現代版“打ち出の小槌”を
賢く使いこなそう－」単著　平成21年12月　秋草学園短期大学紀要
第26号  pp.97-103
3.「時計算に関する一考察」　単著　平成22年12月 秋草学園短期
大学紀要第27号 pp.121-132
4.「『数』の『学』問としての数学(2)－数の『規則性』をどのように教え
るか－」　単著　平成24年12月　秋草学園短期大学紀要第29号
pp.163-173
5.「『数』の『学』問としての数学(3)－数“楽”演習の実例紹介－」 単
著　平成25年12月　秋草学園短期大学紀要第30号 pp.17-34

数量教育

7 越川葉子 修士（教育
学）

1.「逸脱者を集団の一員とみなす日常的実践形式について－『児
童』集団からの〈切り離し〉と〈再帰属〉に着目して」　単著　平成26年
12月　秋草学園短期大学紀要第31号
2.「加害少年の『謝罪』概念に関する覚書－新聞記事を事例として」
単著　平成25年3月　立教大学文学部教育学科研究室  『立教大学
教育学科研究年報』第56号 pp.67-76
3.「『役割』行動の役割－『子ども』役割への抵抗と受け入れ過程に
着目して」　共著　平成24年9月　名古屋大学出版　pp.188-212
4.「『家族』になった『父』と『娘』－成員性の喪失と回復手続きとして
の〈泣き〉」　共著　平成24年12月　頸草書房　pp.111-133
5.「小学校の授業場面にみる『やり方』の説明をめぐる考察－G.ベイ
トソンの学習論とG.ライルの方法知を手がかりにして」　単著　平成
23年3月　立教大学大文学研究科教育学専攻『立教大学大学院教
育学研究収録』第8号 pp.27-39

教育原理，
教育社会学，
教育方法・技術論，
幼児教育実習，
幼児教育実習研究，
保育・教職実践演習
（幼稚園）



8 茗井香保里 教育学修士 1.「子どもの運動・表現遊び～動きを通して育むこころとからだ～」
共著　平成22年5月　大学図書出版
2.「ライフキャリア発達の視点からみた幼児体育の意義とあり方-運
動遊びを中心に」単著　平成25年2月　秋草学園短期大学紀要第
29号
3.「新版　保育内容「健康」～遊びと園生活から育む豊かな心とから
だ～」　共著　平成25年3月　大学図書出版
4.「ライフキャリア発達の視点からの生涯健康と運動あそび」　単著
平成26年9月　推敲舎
5.「いのちかがやく（健康育て）」単著　平成27年8月　推敲舎

体育（幼児体育を含む）

9 大熊美佳子 家政学修士 1.「達成動機と親和動機-構成要素としての因子の次元性と動機発
現に関わる場面規程性について-」　単著　平成23年　ソーシャルモ
チベーション研究第6巻pp.2-17
2.「バグトイによる創造性の開発(2)-その2 『具現性』『巧妙性』の評
価基準-」　共　平成20年　第50回教育心理学会
3.「子どもの困った行動に対する母親の対応-母親の子育て感情の
違いに注目して-」　共　平成25年　第24回日本発達心理学会
4.「子育てをめぐる親の認知・感情・行動-親教育の可能性を考える-
」　単　平成25年　日本教育心理学会第55回総会
5.「乳幼児期から青年期に至る読書活動のあり方と発達との関連
(2)」　共　平成27年　第26回日本発達心理学会

教育心理学

10 北澤明子 修士（生活科
学）

1.「こどもと自然を捉える視点－樹木から広がる幼児のかかわりの分
析を通して－」　単著　平成26年3月   修士論文
2.「保育内容の基礎と演習」　共著　平成27年2月　わかば社
3.「保育内容の基礎と演習」　共著　平成28年8月　わかば社
4.「家庭支援論の基本と課題」　共著　平成29年1月　学文社
5.「樹木から広がる幼児のかかわりの分析②－探るかかわりに焦点
を当てて－」　単著　平成29年3月　秋草学園短期大学紀要第33号

保育内容（環境）

11 近喰晴子 教養学学士 1.「幼稚園教育実習」　共著　平成23年4月　大学図書出版　『第4章
指導計画と実習』担当
2.「表現する力を育てるために」　単著　平成24年4月　幼児教育学
研究
3.「保育内容総論」　共著　平成25年4月　大学図書出版
4.「教育課程・保育課程」　共著　平成26年4月　大学図書出版　『第
8章 保育課程の編成』担当
5.「保育原理」　共著　平成26年6月　東信堂　『第1章 保育の意義』
担当

幼児教育実習，
幼児教育実習研究

12 高原典子 家政学修士 1.「保育内容『言葉』」　共著　平成19年3月　大学図書出版
2.「児童文化」　共著　平成20年　保育出版社
3.「手あそびについての一考察」　単著　平成20年3月　小田原女子
短期大学研究紀要第38号
4.「子どもの言葉とコミュニケーションを促す手あそびの特性につい
て」単著　平成22年3月  小田原女子短期大学研究紀要第40号
5.「保育・教育実習を通して考える敬語表現指導について」　単著
平成26年12月　秋草学園短期大学紀要第31号

保育・教職実践演習
（幼稚園）

13 鯛谷和代 体育学士 1.「埼玉県幼稚園教育課程編成要領」　平成18年3月 埼玉県教育
委員会
2.「幼稚園・保育士のための『現代保育者論』」　共著　平成24年5月
大学図書出版
3.「子どもの育ちを支える『子どもと環境』」　共著　平成24年4月　大
学図書出版
4.「保育教職実践演習一年目のまとめ」　単著　平成24年8月  日本
基礎教育学会紀要

保育課程論



14 當麻祐子 学士（文学） 1.講演：「子育てについて」　平成27年１月　西東京市役所主催
2.執筆：サンケイリビング新聞社「あんふぁん」夏休み号「先生からの
手紙」　平成27年7月
3.発表：第6回幼児教育実践学会「地区における公開保育コーディ
ネーター養成カリキュラムの開発」　平成27年8月　福島県
4.発表：第7回幼児教育実践学会「公開保育コーディネーター養成
カリキュラムの開発2年度」　平成28年8月　東京都

保育指導法

15 二藤宏美 学士（芸術学）1.「音楽の時間構造と情動の関係～心理実験を通した検討」」 共著
平成26年3月　秋草学園短期大学紀要31号pp.97-116
2.「音楽構造の破壊による音楽情動への影響の調査」　共著 平成
25年3月　日本認知学会・認知科学第20巻第1号pp.152-159
3.「The development of Perceptual grouping biases in Infanciy ； A
Japanese-English cross-linguistic study」　共著　平成22年5月
Cognition 115(2) pp.356-361
4.「おんがくパズル1(レベル1～3)、(レベル2～4)、(レベル3～5)」  共
著　平成26年2月  ヤマハミュージックメディア
5..「おんがくパズル2(レベル1～3)、(レベル2～4)、(レベル3～5)」
共著　平成26年2月  ヤマハミュージックメディア

保育内容（音楽表現
Ⅰ），保育内容（音楽表
現Ⅱ）

16 石河信雅 法学士 1.「一人ひとりの子どもの自己実現を図る生徒指導・教育相談」　単
著　平成3年　埼玉県長期研修教員研究
2.「登校拒否傾向（情緒混乱型）にある児童の早期発見に関する研
究」　平成4年　日本教育相談学会北海道大会発表
3.「体力向上の基礎を培うための幼児期における実践活動の在り方
に関する調査研究」　平成20年～21年　文部科学省委嘱研究　埼
玉県深谷市立深谷西幼稚園
4.「『体』から始まる学びの基礎づくり」　平成22年　全国国公立幼稚
園研究協議会岩手大会発表
5.「通常学級における特別支援教育の視点に立った学級経営」　共
著　平成25年　学苑社

保育者論，
保育内容（健康）

17 木住野睦子 藝術學士 1.「初夏に歌う～日本の歌を集めて」　共　平成26年5月　くにたち市
民芸術小ホール
2.「NEW YEAR CONCERT」　共　平成27年1月　所沢市民文化セン
ター・ミューズ マーキーホール
3.「秋の散歩道」ジョイントコンサート　平成27年11月22日　アートス
ペース<わとわ>
4.「歌とヴァイオリンの夕べ」　平成28年3月27日　アートスペース<わ
とわ>
5.「夢の世界コンサートVol・3」　平成29年5月14日　アートスペース<
わとわ>

音楽Ⅰ（ピアノ）

18 有吉英奈 学士（音楽） 1.Wamiles:チャリティコンサート・ツアー　平成25年10月、平成26年
9・10月　大阪ドーンセンター他7回
2.震災被災地支援コンサート・ツアー　平成24年3月　日本キリスト教
団逗子教会他2回
3.アムネスティーインターナショナル設立50周年記念コンサート・ツ
アー　平成23年4・5月　神戸・芦屋市民センター大ホール他7回
4.プラハ チェロファミリー初来日コンサート  平成22年8月　チェコ大
使館
5.鎌田實あったかトーク　おもいやりコンサート　平成21年10月 府中
の森芸術劇場ウィーンホール

音楽Ⅰ（ピアノ）

19 黒崎絵美 学士（音楽） 1.第13回くにたちコンサート　共　平成20年10月　長崎市民会館文
化ホール
2.第24回アジア国際文化フェスティバル　共　平成21年10月　けや
きホール（東京）
3.東京国際芸術協会新人演奏会ミニリサイタル　共　平成22年3月
日暮里サニーホールコンサートサロン
4.Ricera di un Souno Bello 美しい音色を求めて　共　平成23年5
月、2013年5月　静岡音楽館AOIホール

音楽Ⅰ（ピアノ）



20 根本志保 修士（音楽） 1.「リストのピアノ協奏曲における分析的研究～主題変容技法を中
心として～」　単著　平成12年2月　武蔵野音楽大学修士論文
2.武蔵野音楽大学管弦楽団と各地で共演　　平成8年
3.武蔵野音楽大学卒業演奏会、同大学新人演奏会、読売新人演
奏会等　　平成10年
4.ソロリサイタル　平成16年9月　津田ホール
5.ソロリサイタル　平成20年10月　HAKUJUホール

音楽Ⅰ（ピアノ）

21 綱川立彦 芸術学修士 1.「正派合奏団演奏会　中島靖子乃音楽　卒寿を祝って」　ソリスト
平成27年9月　国立劇場大劇場
2.ＣＭＣ誌（音楽文化と生涯学習の総合情報・研究誌）連載　メディ
アと音楽6「人とヴァイオリンの微妙な係」　単著　平成28年3月　（公
財）音楽文化創造
3.「平成28年度奏楽堂日本歌曲コンクール本選会」初演独唱第2位
受賞　平成28年5月　台東区生涯学習センターミレニアムホール　主
催：（公財）台東区芸術文化財団
4..「平成28年度奏楽堂日本歌曲コンクール入賞記念コンサート」独
唱第2位受賞作品　東　秋幸作曲　バリトンとピアノのための「私の
歌」独唱　平成28年7月　台東区生涯学習センターミレニアムホール
主催：（公財）台東区芸術文化財団
5.<友>音楽工房シリーズ<日本歌曲に求める無限の楽しみ>～様々
に挑戦する歌手たち～　第23回≪似た者同志・名曲探訪ＸＩＶ「四季
に寄せて」≫平井康三郎　組曲≪四季の歌≫ほか独唱及び重唱
平成29年4月 音楽の友ホール　主催：<友>音楽工房

音楽Ⅰ（ピアノ）

22 高尾章子 芸術学修士 1.「第26回荻窪音楽祭」　共演　平成25年11月　主催:「クラッシック
音楽を楽しむ街・荻窪」の会　荻窪地域区民センター
2.「第27回荻窪音楽祭」 共演　平成26年11月　主催:「クラッシック音
楽を楽しむ街・荻窪」の会　GRAN DUO
3.「第28回荻窪音楽祭」 共演　平成27年11月　主催:「クラッシック音
楽を楽しむ街・荻窪」の会　杉並公会堂小ホール
4.「第29回荻窪音楽祭」 共演　平成28年11月　主催:「クラッシック音
楽を楽しむ街・荻窪」の会　かん芸館
5.全国大学音楽教育学会関東地区学会研究発表：「読譜力向上へ
の試み～レベルアップ方式のタイムトライアルテストを用いて」　平成
28年11月　武蔵野大学有明キャンパス

音楽Ⅰ（ピアノ）

23 齋藤初美 芸術修士 1.「第8回ムジカーレケイ齋藤初美・田中裕子ジョイントリサイタル」
平成25年2月　めぐろパーシモンホール小ホール
2.「新進演奏家育成プロジェクト第18回仙台オーケストラ・シリーズ」
平成26年3月　日立システムズホール仙台
3.「アテスウェイVol.4」　平成26年6月 　イズミティ21小ホール
4.「故郷へ贈る音楽会Vol.3」 平成27年11月　カワイミュージック
ショップ仙台4階ホール
5.「秋草学園短期大学　ＮＥＷ　ＹＥＡＲ　ＣＯＮＣＥＲＴ」　平成28年1
月　所沢文化センター　ミューズ・マーキーホール

音楽(1)ピアノ

24 諏訪幹雄 芸術学士 1.ピアノコンクール等の審査（平成28年～29年5月現在に至る）　主
催:全日本ピアノ指導者協会　計20回
2.演奏批評（平成28年～29年5月現在に至る）　月刊誌「ムジカノー
ヴァ」（ペンネーム 時幹雄）
3.永夢の会発表会　平成28年8月・平成29年2月

音楽Ⅰ（ピアノ）

25 武田真里恵 学士（教育学）1.「アイデアカード＆ギフトグッズ12カ月」　単著　黎明書房　平成10
年5月20日
2.「0～3才親子ふれあい手づくりおもちゃ42」　共著　黎明書房 平
成15年5月1日
3.「紙の工作大百科カードと小物をつくろう　単著　あかね書房　平
成17年3月5日
4.「だいすき！ラッピングとカード」　単著　主婦の友社　平成19年2
月20日

保育内容（造形表現
Ⅰ），保育内容（造形表
現Ⅱ）



№ 氏　　名 学　　位 業　　　　績 担当授業科目
1 豊泉尚美 文学修士 1.「『部分実習としてのパネルシアターの意義と課題について』－実

習性の自己表現に関する一考察－」　単著　平成23年5月　日本保
育学会（ポスター発表）
2.「保育所における2歳児の発達に沿った造形活動」　単著　平成24
年3月　秋草学園短期大学紀要第28号
3.「音でイメージをむすぶ」 共著 平成25年5月　日本保育学会（ポス
ター発表）
4.「デンマークの自然こども園における就学前の保育内容について」
単著　平成26年3月　秋草学園短期大学紀要第30号
5.「『保育内容』の授業連携」共著　平成28年5月　日本保育学会

幼児造形表現

2 中村陽一 学術修士 1.「保育原理－保育士と幼稚園教諭を志す人に－」　共著　平成26
年6月　東信堂
2.「体験・実践・事例に基づく保育内容『環境』」　共著　平成20年4
月　保育出版社
3.「植物資源の持続的利用に関するグローバル化経営の研究～名
古屋議定書の意義と日本の針路～」」 単著 平成24年12月　経営経
理研究第95号
4.「保育所における野菜の栽培に関する研究」　単著　平成24年12
月　秋草学園短期大学紀要第29号
5.「割り箸と森林資源をめぐる経営文化論～『割り箸論争』を検証す
る～」　単著　平成24年3月　学際連携研究「公共と社会」

幼児環境特論

3 高崎和子 芸術学士 1.「簡易伴奏による実用子どものうた」　共著　平成19年4月　カワイ
出版
2.「幼稚園教諭・保育士を目指す人のための新しいピアノ教則本」
共著　平成22年3月　カワイ出版
3.「『山形県安楽城のわらべうたの研究』～その1～（調査報告）」　共
著　平成23年12月　秋草学園短期大学紀要第28号
4.「『山形県安楽城のわらべうたの研究』～その2～」　共著　平成25
年12月　秋草学園短期大学紀要第30号
5.「研究演奏（ピアノ連弾）」　共　平成26年8月　全国大学音楽教育
学会　第30回全国大会　音楽之友ホール

幼児音楽表現

4 茗井香保里 教育学修士 1.「子どもの運動・表現遊び～動きを通して育むこころとからだ～」
共著　平成22年5月　大学図書出版
2.「ライフキャリア発達の視点からみた幼児体育の意義とあり方-運
動遊びを中心に」単著　平成25年2月　秋草学園短期大学紀要
第29号
3.「新版　保育内容「健康」～遊びと園生活から育む豊かな心とから
だ～」　共著　平成25年3月　大学図書出版
4.「ライフキャリア発達の視点からの生涯健康と運動あそび」　単著
平成26年9月　推敲舎
5.「いのちかがやく（健康育て）」単著　平成27年8月　推敲舎

幼児身体表現

5 平島美保 芸術学士 1.「こどものうた　簡易伴奏曲付」　共著　平成23年2月　圭文社
2.「みほ先生のソルフェージュレッスン（初級編）」Ⅰ～Ⅳ巻 DVD　単
平成25年3月　(有)響　リズムの森
3.「こどものためのソルフェージュ」　発表　単　平成26年8月　日本
ジャック＝ダルクローズ協会主催　リトミック国際大会
4.「和音で奏でる『のはらうた』」発表　単　平成26年8月　日本ジャッ
ク＝ダルクローズ協会主催　リトミック国際大会

総合音楽演習

③専攻科幼児教育専攻



6 平山素子 修士（家政
学）

1.「子どもの生活リズムと親の生活リズム」　単著　平成23年4月　子
どもと発育発達Vol.9　№1　pp.24～29
2.「平成22年度児童生徒の食事状況等調査、報告書」　共著　平成
24年5月　（独）日本スポーツ振興センター 全464頁
3.「保育所における『授乳・離乳の支援ガイド』活用の実態」 単著
平成24年12月　秋草学園短期大学紀要第29号pp.55～66
4.「改訂子どもの食と栄養」　共著　平成27年3月　光生館　全204頁
5.「調理技術の既習得度と調理実習での学びに関する研究」　単著
平成29年3月　秋草学園短期大学紀要第33号　pp.95～104

小児栄養特論

7 松木久子 教育学修士 1.「保育者養成シリーズ『教育原理』」　共著　平成24年4月 　一藝社
2.「旧制小樽市中学校における吉田惟孝校長の教育思想の影響
(1)」　単著　平成24年12月　秋草学園短期大学紀要第29号 pp.67-
78
3.「ロース幼稚園と静修女学校」　単著　平成23年12月　秋草学園
短期大学紀要第28号pp.87-98
4.「ヘレン・パーカースト教育思想における「ドルトン・プラン」の着
想」　単著　平成22年10月　関東教育学会紀要第37号pp.39-50
5.「道徳教育における「型」についての考察」　単著　平成19年12月
秋草学園短期大学紀要第24号

特別総合演習，
教師形成論，
幼児教育学特論

8 塩崎みづほ 教育学修士 1.「大学生のための体育講義－今日をつくる未来・今日を生きる知
恵」　共著　平成28年11月　推敲舎
2.「幼児教育養成校における体育実技の授業内容に関する研究－
運動と健康に関する調査から－」　単著　平成27年3月　秋草学園
短期大学紀要第31号　p.75-85
3.「身体表現遊びの効果的な指導法をさぐる－言葉がけの分類に
着目して－」　単著　平成29年3月　秋草学園短期大学紀要第33号
p.173-182
4.「「わくわくはずむ問いかけ～みんなで楽しく～」　単著　平成28年
2・3月　女子体育58（2・3）（社）日本女子体育連綿　p.10－15

体育演習

9 丸橋聡美 修士（人間生
活学）

1.「自閉的傾向のある子どもの発達過程ー継時的な臨床場面にお
ける子どもの対人関係の分析ー」　単著　平成9年　東京家政学院
大学大学院修士論文
2.「子どもの対人関係の展開についての一考察ージャンケンゲーム
遊び―」　単著　平成8年関係学研究第24巻第1号Ⅱ部年報　「関係
学」(18回大会研究発表論文)
3.「幼児グループ活動における人間関係の展開Ⅳー個と集団の相
即的発展を促す補助自我的機能ー」　共著　平成12年　日本人間
関係学会第8回大会論文集
4.「幼児グループ活動における人間関係の展開Ⅹー母子関係の変
化ー」　共著　平成13年　日本人間関係学会第9回大会論文集
5.「家庭支援の保育学」　共著　平成22年4月  建帛社
6.「実習事前指導における授業連携について」　共著　平成24年9
月　全国保育者養成協議会第51回研究大会研究発表論文集

幼児人間関係特論

10 大熊美佳子 家政学修士 1.「達成動機と親和動機-構成要素としての因子の次元性と動機発
現に関わる場面規程性について-」　単著　2011年　ソーシャルモチ
ベーション研究第6巻pp.2-17
2.「バグトイによる創造性の開発(2)-その2 『具現性』『巧妙性』の評
価基準-」　共　2008年　第50回教育心理学会
3.「子どもの困った行動に対する母親の対応-母親の子育て感情の
違いに注目して-」　共　2013年　第24回日本発達心理学会
4.「子育てをめぐる親の認知・感情・行動-親教育の可能性を考える-
」　単　2013年　日本教育心理学会第55回総会
5.「乳幼児期から青年期に至る読書活動のあり方と発達との関連
(2)」　共　2015年　第26回日本発達心理学会

発達心理学特論Ⅱ，
認知心理学特論



11 嶌田貞子 修士（文学） 1.実践　保育内容シリーズ①『健康』　共著　平成26年4月　一藝社
2.保育者養成シリーズ『保育原理』　共著　平成27年4月　一藝社
3.『保育方法の基礎』　共著　平成27年5月　わかば社
4.『新版　保育用語辞典』　共著　平成28年4月　一藝社
5.『幼稚園・保育所・施設実習』　共著　平成29年4月　大学図書出
版

保育指導法演習

12 及川道之 文学修士 1.「源頼朝と陸奥の歌枕－「磐手」「信夫」「壺のいしぶみ－」　単著
平成28年3月　日本文学風土学会『紀事』40号
2.「歌語り・歌物語事典」　共著　平成9年2月　勉誠社
3.「文学と風土」　共著　平成10年6月　日本文学風土学会編　勉誠
出版
4.「枕草子大事典」　共著　平成13年4月　勉誠出版
5.「日本文学の空間と時間」　共著　平成27年11月　勉誠出版

国語教育特論

13 染谷哲夫 芸術学修士 1.「楽しい造形表現」　平成19年3月　　共著　　圭文社
2.「A・FAM展」（グループ展）　平成20年9月　銀座芸術家連盟画廊
日本画50号
3.「クロッキー展」（グループ展）　平成23年11月　浦和彩光舎　ペン
素描6号
4.「A・FAM展」（グループ展）　平成24年2月　銀座芸術家連盟画廊
日本画50号、水彩SM8点
5.「クロッキー展」（グループ展）　平成25年11月　浦和彩光舎　鉛筆
素描6号

図画工作演習

14 加賀谷崇文 修士（人間科
学）

1.「事例で学ぶ保育のための相談援助・支援～その方法と実際～」
共著　平成25年3月　同文書院
2.「幼児期の睡眠環境が青年期の睡眠習慣に及ぼす影響」　共 平
成24年11月　日本子育て学会第4回大会
3.「保育所が求めるメンタルケアに対する心理職の可能性」　共 平
成24年5月　日本保育学会第66回大会発表論文集
4.「保育者を目指す学生の子育て・保護者支援に対する意識」　単
平成25年9月　全国保育士養成協議会第52回研究大会

幼児発達研究法，
児童臨床心理学

15 土屋　由 家政学修士 1.「現代保育者論」 共著　平成23年5月　大学図書出版   「第8章
子どもや保育者を守る権利と支援」担当
2.「保育方法の探究」共著　平成23年12月　 建帛社　 「第6章　保育
の充実と発達過程」担当
3.「保育原理－保育士と幼稚園教諭を志す人に－」　共著　平成26
年6月　東信堂　　「第8章　保育の計画」担当
4.「乳児と養育者との愛着関係の生成過程の検討」　単著　平成16
年6月　児童研究第83巻（日本児童学会）
5.「保育の場での継続的なボランティアによる学生の子どもへのかか
わり方の理解」 単著　平成26年12月　秋草学園短期大学紀要第31
号

特別総合演習

16 伊藤明芳 修士（心理
学）

1.「発達障害のある子どもへの理解と対応の基本を考える」 単著
平成26年5月　日本保育学会第67回大会・研究論文集
2.「事例で学ぶ保育のための相談・援助支援」 共著　平成25年3月
同文書院
3.「保育におけるカウンセリングの実践的展開」　単著　平成24年12
月　秋草学園短期大学紀要第29号
4.「保護者の理解と対応における保育者の基本姿勢を考える」単著
平成24年8月　全国保育士養成協議会第51回大会研究論文集
5.「カウンセリング実践ハンドブック」　共著　平成23年1月　丸善
6.「子育て支援を考えるために」　共著　平成20年12月　蒼丘書林

発達心理学特論Ⅰ，
カウンセリング演習



17 星野　治 修士（理学） 1.「『数』の『学』問としての数学」 単著　平成20年12月 秋草学園短
期大学紀要第25号 pp.99-112
2.「コンピュータ利活用に関する一考察－現代版“打ち出の小槌”を
賢く使いこなそう－」単著　平成21年12月　秋草学園短期大学紀要
第26号  pp.97-103
3.「時計算に関する一考察」　単著　平成22年12月  秋草学園短期
大学紀要第27号 pp.121-132
4.「『数』の『学』問としての数学(2)－数の『規則性』をどのように教え
るか－」　単著　平成24年12月　秋草学園短期大学紀要第29号
pp.163-173
5.「『数』の『学』問としての数学(3)－数“楽”演習の実例紹介－」　単
著　平成25年12月　秋草学園短期大学紀要第30号 pp.17-34

算数科教育特論

18 越川葉子 修士（教育
学）

1.「逸脱者を集団の一員とみなす日常的実践形式について－『児
童』集団からの〈切り離し〉と〈再帰属〉に着目して」　単著　平成26年
12月　秋草学園短期大学紀要第31号
2.「加害少年の『謝罪』概念に関する覚書－新聞記事を事例として」
単著　平成25年3月　立教大学文学部教育学科研究室  『立教大学
教育学科研究年報』第56号 pp.67-76
3.「『役割』行動の役割－『子ども』役割への抵抗と受け入れ過程に
着目して」　共著　平成24年9月　名古屋大学出版　pp.188-212
4.「『家族』になった『父』と『娘』－成員性の喪失と回復手続きとして
の〈泣き〉」　共著　平成24年12月　頸草書房　pp.111-133
5.「小学校の授業場面にみる『やり方』の説明をめぐる考察－G.ベイ
トソンの学習論とG.ライルの方法知を手がかりにして」　単著　平成
23年3月　立教大学大院文学研究科教育学専攻『立教大学大学院
教育学研究収録』第8号 pp.27-39

教育学特論

19 近喰晴子 教養学学士 1.「幼稚園教育実習」　共著　平成23年4月　大学図書出版　『第4章
指導計画と実習』担当
2.「表現する力を育てるために」　単著　平成24年4月　幼児教育学
研究
3.「保育内容総論」　共著　平成25年4月　大学図書出版
4.「教育課程・保育課程」　共著　平成26年4月　大学図書出版　『第
8章 保育課程の編成』担当
5.「保育原理」　共著　平成26年6月　東信堂　『第1章 保育の意義』
担当

教育課程特論，
幼児言葉特論

20 西山みちよ 看護学士 1.「分娩直後出血の看護と救急対策」　単　平成1年6月　国立病院
学会
2.「性行為感染症に関する女性の意識調査」　単　平成1年10月　国
立病院学会
3.「乳がん患者の精神的援助を考える」　単　平成10年10月　国立
病院学会

保健衛生特論

21 小林ますみ 修士（ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝ）

1.「特別支援教育に活かせる発達障害のアセスメントとケーススタ
ディ-発達神経心理学的な理解と対応：言語機能編-」　共著　平成
20年3月　早稲田教育叢書新刊
2.「未熟児網膜症児における早期教育のあり方と盲重複児の養護・
訓練」　単著　平成10年3月　国立特殊教育総合研究所長期研修論
文
3.「視覚・聴覚2重障害生の指導－2年間の学校生活を振り返って-」
単著　平成11年3月　はちもうの実践（研究紀要）
4.「視覚障害を伴う重複障害者の進路の実態と課題～在宅生活者
に視点を当てて」単著　平成15年3月　筑波大学大学院修士論文
5.「多種連携ゆえの失敗」一つ間違えば強制力に　ﾎﾟｽﾀｰ発表　平
成29年3月18日　日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ連携科学学会第18回大会

障害児保育特論

22 信田理奈 修士（文学） 1.「人間中心の開発とジェンダー：共生社会の実現に向けて」　単著
平成25年4月　三恵社
2.「ジェンダー平等の国際的潮流：国際女性年（1975）以降の動きを
通して」　単著　平成27年4月　三恵社
3.「ジェンダーが拓く未来：多様性と包摂性の尊重に向けて」　共著
平成28年8月　一粒書房

教育社会学特論，
教育方法論



　　　卒業者数　　　　　　  170人　　　教員への就職者数　　　　　　42人
②幼児教育学科第二部
　　　卒業者数　　　　　　 　94人　　　教員への就職者数　　　　　　 15人
③地域保育学科
　　　卒業者数　　　　　　   94人　　　教員への就職者数　　　　　　 25人
④専攻科幼児教育専攻
　　　修了者数　　　　　　　  5人　　　教員への就職者数　　　　　　　  0人

6. 教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること
(1) 教務委員会において、教職に関するカリキュラムの検討を行っています。また、実習委員会において、実習に関する
事項の検討を行っています。
(2) 前期、後期それぞれ学生による授業評価アンケートや授業の相互参観を実施し、その結果を授業改善に活用して
います。
(3) 教育実習については、事前に幼稚園の園長を招いて講話を聴いたり、実習後は次年度実習を行う学生を交えての
「実習報告会」を開催するなどして、充実した指導を行っています。

4. 卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること（平成28年度）
①幼児教育学科第一部
　　　卒業者数　　　　　　　170人　　  教員免許状取得者数　　  　 164人
②幼児教育学科第二部
　　　卒業者数　　　　　　　  94人　　　教員免許状取得者数　　　　　79人
③地域保育学科
　　　卒業者数　　　　　　 　 94人　　　教員免許状取得者数　　　　  89人
④専攻科幼児教育専攻
　　　修了者数　　　　　　　    5人　　　教員免許状取得者数　　　　　 5人

5. 卒業者の教員への就職の状況に関すること（平成28年度）
①幼児教育学科第一部

　　　　　講義要項（シラバス）参照

3. 教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること（平成29年
度）

①幼児教育学科（第一部・第二部）
　　　　　講義要項（シラバス）参照
②地域保育学科

(1) 教員養成に係る授業科目

(2) 授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
　　　　　教職課程表参照

②地域保育学科

　　　　　教職課程表参照

③専攻科幼児教育専攻

③専攻科幼児教育専攻
　　　　　講義要項（シラバス）参照

①幼児教育学科（第一部・第二部）

　　　　　教職課程表参照


