
各教員が有する学位・業績等について

氏名 学位

鯵坂　はるよ 文学修士

所属学会 学術論文等の名称 発表年月日 発行所

”A Comparison of The Winter’s Tale  and
Pandosto“.

1991年1月 龍谷大学大学院

The Winter’s Tale　とPandostoの比較研究 1991年9月 龍谷大学大学院

The Tempestについての一考察 1992年9月 龍谷大学大学院

The Winter’s Taleとギリシア・ローマ神話 1997年12月 本学紀要26号

著書 The Winter’s TaleとDaphnis and Chloe 1998年12月 本学紀要27号

 『アメリカン・ドリーム』 The TempestとDaphnis and Chloe 1999年12月 本学紀要28号

　『新しい保育基礎』 The Winter’s TaleとPandostoの相違点 2000年12月
大阪私立短期大学
協会

資格免許等
 レクリエーション・インストラクター資格の変遷に
ついて

2013年12月 本学紀要38号

中学校教諭専修免許（英語） Titus AndronicusとMetamorphoses 2016年2月 本学紀要44号

高等学校専修免許（英語）
小学校の外国語（英語）活動の指導法ー教材としての
児童文学ー

2019年2月 本学紀要48号

準上級レクリエーション・インストラクター  絵本における繰り返し構造と結末の分析 2020年2月 本学紀要49号

ネイチャーゲーム初級指導員
日本の絵本と外国の絵本における繰り返し構造と結末
の分析

2021年2月 本学紀要50号

自然体験活動リーダー 教育実践記録 発表年月日 発行所

ミュージック・ケア初級 レクリエーション授業の実践報告 2006年12月 本学紀要３５号

福祉レクリエーション・ワーカー 総合型地域スポーツクラブについての一考察 2007年12月 本学紀要３６号

大阪の短期大学の英語教育と学生充足率について 2017 年2月 本学紀要４５号

幼児教育学科における英語教育実践 2018年1月 本学紀要４６号

短期インターンシップの内容分析 2018年3月 本学紀要４７号

職位

准教授

日本レジャー・レクリエーション協会、日本レクリ
エーション協会、日本ネイチャーゲーム協会、日本
ミュージック・ケア協会、日本英文学会、日本シェ
イクスピア協会、龍谷大学大学院英語英米文学会、
日本保育学会



各教員が有する学位・業績等について

氏名 学位

板倉　史郎 修士(学校教育学)

所属学会 学術論文等の名称 発表年月日 発行所

教師と父母の協力‐その形式と実質 1984年12月 現代学校研究論集

校内研修の意義と阻害要因 1988年3月 現代学校研究論集

教師の授業実践と学校経営 1991年3月 現代学校研究論集

親・地域と学校の関係‐学校行事をめぐって 1992年3月 現代学校研究論集

親の学校経営参加の必要性と可能性 1999年3月 関西教育行政学会3

著書 小学校における教育課程編成の意味と課題 1999年3月 現代学校研究論集

教師と学校経営－教師にとっての学校経営の実践と
理論

親の学校経営参加の教師にとっての意義 2000年1月 現代学校経営研究

教職員の職能発達と組織開発 親の学校経営参加－その実態と課題 2002年3月 現代学校研究論集

21世紀を生きる子どもたちからのメッセージ 校長の権限拡大－実態と可能性－ 2006年3月 現代学校研究論集

公教育経営の展開 教員評価の実際と教職員の受け止め 2007年3月 関西教育行政学会

新しい保育基礎－免許法改定に対応して 小学校教員の職能成長と専門性 2009年3月 現代学校研究論集

資格免許等 学校と教職員にとっての学校裁量の意味 2011年3月 現代学校研究論集

小学校教諭一級普通 小中連携教育の在り様と学校の自律性 2017年3月 関西教育行政学会

小学校教諭専修 小学校における初任者研修の現状と課題 2018年3月 本学紀要　第47号

教員と保護者の信頼関係構築をめざした取組 2019年3月 本学紀要　第48号

保育士養成課程における科目間連携 2020年3月 本学紀要　第49号

教育実習指導におけるICT活用の取組と可能性 2021年2月 本学紀要　第50号

教育実践記録 発表年月日 発行所

職位

講師

関西教育行政学会、日本リメディアル教育学会



各教員が有する学位・業績等について

氏名 学位

今滝　憲雄 修士(教育学) 博士(学術)

所属学会 学術論文等の名称 発表年月日 発行所

矢内原忠雄における信仰と実践をめぐる問題 - 西田
幾多郎の「宗教論」を介して

2000年7月 大阪府立大学

無教会の「無」の論理と西田幾多郎の宗教哲学 - 絶
対矛盾的自己同一をめぐって

2003年3月
現代キリスト教思想
研究会

矢内原忠雄の預言者的精神と平和思想 - 絶対矛盾的
自己同一をモチーフにして

2004年3月
現代キリスト教思想
研究会

日本における無教会と社会正義ー井藤道子の実践を中
心に

2005年3月
現代キリスト教思想
研究会

矢内原忠雄の朝鮮観 - 隣国愛の可能性をめぐって 2007年3月 晃洋書房

著書 教育における価値の探求 2018年2月 本学紀要　第46号

道徳性の教育の再検討 2019年2月 本学紀要　第49号

資格免許等

小学校教諭一種免許状

小学校教諭専修免許状

教育実践記録 発表年月日 発行所

職位

教授

東西宗教交流学会
日本臨床教育学会



各教員が有する学位・業績等について

氏名 学位

大浦　知加 学士(音楽) 修士(教育学)

所属学会 学術論文等の名称 発表年月日 発行所

子どもを育む社会と大人の役割に関する一考察 2016年3月
大阪教育大学大学院
教育学研究科

保育者養成校における「音楽表現」の授業実践―感覚
間協応に基づく授業モデルの開発と展開―

2019年2月
大阪教育大学初等教
育講座実践学校教育

「音楽・言語・造形・身体」表現による「創作音楽
劇」授業の開発と実践

2021年2月
大阪教育大学初等教
育講座実践学校教育

協働的な学びを生み出す表現授業―音楽から連想する創作オ
ペレッタを通して―

2022年2月
大阪教育大学初等教
育講座実践学校教育

感覚間協応に基づく表現活動についての一考察―絵本
リトミックの提案―

2022年2月
大阪千代田短期大学
紀要

著書

資格免許等

中学校教諭1種免許状（音楽）

高等学校教諭１種免許状（音楽）

保育士 教育実践記録 発表年月日 発行所

全国音楽療法協会認定音楽療法士 ガールスカウト大阪連盟「虹色音符のおもちゃ箱」 2016年11月 御堂筋会館

MITS認定音楽療法士 休み時間に外遊びをする児童の実態調査 2017年10月
日本スポーツ教育学
会

ﾘﾄﾐｯｸ研究センター認定指導者
第九アジア初演100周年記念事業「子どもと大人のﾍﾞｰ
ﾛｰｳﾞｪﾝ第九交響曲第4楽章演奏会」

2018年6月 鳴門市文化会館

公益財団法人大谷保育協会　保育心理士 野外子ども音楽フェスティバル 2018年9月 河内長野花の文化園

児童発達支援士 子どもクリスマス訪問音楽会 2019年12月 高齢者施設ﾊｰﾓﾆｰｺｰﾄ

全日本ﾐｭｰｼﾞｯｸﾍﾞﾙ・ﾄｰﾝﾁｬｲﾑ連盟講師資格 一万人の祈りの祭典・水で繋がる芸術祭 2022年4月 高野山真言宗福勝寺

公益財団法人音楽文化創造　地域音楽ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
音楽と造形を融合した実践的授業に関する研究（1）
―表現活動に対する学生の意識調査―

2022年5月 日本保育学会

大阪音楽大学附属音楽学園ピアノ指導員

職位

講師

日本保育学会
日本音楽療法学会
全国大学音楽教育学会
全国音楽療法協会
日本乳幼児教育学会



各教員が有する学位・業績等について

氏名 学位

黒田　浩継 学士(教育学)

所属学会 学術論文等の名称 発表年月日 発行所

著書

資格免許等

高等学校教諭２級普通免許状（数学）

中学校教諭１級普通免許状（数学）

教育実践記録 発表年月日 発行所

職位

教授



各教員が有する学位・業績等について

氏名 学位

坂本　渉 学士(教育学)

所属学会 学術論文等の名称 発表年月日 発行所

『教育実習の責任実習に焦点をあてて―保育学生の責
任実習から見えてくるもの―』 2008年12月 奈良保育学院紀要

保育士養成校における身体表現作品に関する一研究―
発表の場で学生と鑑賞者は何を共有して 2008年12月 奈良保育学院紀要

幼児のごっこ遊びにおいて交わされる会話に関する一
考察 2012年12月 奈良保育学院紀要

幼児のままごと遊びにおける環境構成についての一考
察 2013年12月 プール学院大学紀要

保育者養成における学生の意識についての一考察―学
生の意欲を高める実習指導を目指して― 2014年12月 プール学院大学紀要

著書
保育者養成における学生の意識についての一考察(2)
―3年間の横断的意識調査の結果をふまえて― 2017年1月 プール学院大学紀要

園務支援システムの導入と運用方法の研究～アンケー
ト分析～ 2022年2月 本学紀要　第51号

資格免許等

幼稚園教諭1種免許状

保育士

教育実践記録 発表年月日 発行所

「平成8・9・10年度文部科学省教育課程研究指定校研
究発表資料」

1999年1月 木の実幼稚園

「保育カリキュラム研究チーム報告集」 2004年3月
大阪保育子育て人権
情報センター

職位

講師

日本保育学会、日本乳幼児教育学会、日本乳幼児教
育・保育者養成学会



各教員が有する学位・業績等について

氏名 学位

馬場　住子 修士(教育学)博士(教育学)

所属学会 学術論文等の名称 発表年月日 発行所

小学校「生活科」に繋がる就学前教育への一考察 2018年3月 大阪総合保育大学

小学校生活科に繋がる就学前教育への一考察 2016年8月 関西教育学会年報

自然環境における体験を重視した教育への一考察
2018年8月 関西教育学会

支援が必要とされる保護者に対する保育者の取り組み
の研究

2019年3月 大阪総合保育大学

現代教育課程への提言 2019年8月 関西教育学会

著書 園芸療法士の資格を持つ保育士養成の意義 2019年3月 甲子園短期大学

子育て支援の今とこれから～大阪府下の保育所・幼
稚園での実態調査から～

環境を通した教育方法の実践事例 2021年12月 日本子ども食育学会

科学絵本ガイドブック 現代乳幼児の食を通した教育の提言 2021年12月 日本子ども食育学会

保育の学びファ―ストステップ
こども音楽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』の教育方法を基に- 2022年12月 大阪千代田短期大学

暮らしを見つめて　そこから始める持続可能な社会

資格免許等

日本音楽審査会ピアノ科指導資格

保育士

幼稚園教諭一級免許状

学士(教育学)

幼稚園教諭専修免許状 教育実践記録 発表年月日 発行所

小学校教諭専修免許状 

修士(教育学) 、博士（教育学）

ローランド・ミュージック・スクール講師資格

職位

講師

日本乳幼児教育学会　正会員
日本保育学会　正会員
関西教育学会　正会員
日本保育者養成教育学会　正会員
日本子ども食育学会　正会員　事務局



各教員が有する学位・業績等について

氏名 学位

本田　和隆 修士(福祉マネジメント)

所属学会 学術論文等の名称 発表年月日 発行所

地域密着型NPOのネットワークを生かした調査活動と
新たな事業開発 2010年5月 地域福祉実践研究

地域における児童館の意義と可能性に関する研究
2015年1月 本学紀要　第43号

企業保育園撤退時における地域福祉と事業運営の課題
2016年1月 本学紀要　第44号

総合支援事業の実施に向けた『要支援』高齢者の介護
サービス利用に関する調査報告 2016年 本学紀要　第45号

保育・教育相談支援に求められる専門性
2017年 本学紀要　第46号

著書
ソーシャルワーカー養成の現状分析と課題

2018年 本学紀要　第47号

『保育士をめざす人の社会福祉』分担執筆
『地域共生社会』と保育・幼児教育分野の接点

2019年 本学紀要　第48号

『子ども家庭福祉入門』分担執筆
地方自治体の規模別にみる待機児童とその対策

2020年 本学紀要　第49号

『社会福祉入門』分担執筆
保育士養成課程における科目連携―保育の本質・目的
に関する科目に着目して 2020年 本学紀要　第49号

『社会的養護入門』分担執筆

『子ども家庭支援・子育て支援入門』分担執筆

資格免許等

幼稚園教諭2種免許状

保育士 教育実践記録 発表年月日 発行所

社会福祉士

日本社会福祉学会
日本地域福祉学会
日本子ども家庭福祉学会
日本保育学会

職位

准教授



各教員が有する学位・業績等について

氏名 学位

松浦　善満 修士(教育学)

所属学会 学術論文等の名称 発表年月日 発行所

崩れる子どもと大人の境界 2004年5月 日本教育心理学会

時代を切り拓いた教師達 2006年11月 教育目標・評価学会

和歌山県内４地域における小・中学生の生活習慣の違いが心
身の健康におよぼす影響と食育について

2008年2月
和大学附属教育実践
研究指導センター

和歌山県におけるニューカマー生徒の適応に関する研
究 2008年2月

和大学附属教育実践
研究指導センター

学童期は不在か―子どもの「社会力」と学童保育 2008年10月 『学童保育研究』

著書 いじめ対応への臨床的視点 2013年9月
和大学附属教育実践
研究指導センター

『いじめととりくんだ世界の国々』

『放課後児童支援員認定資格研修テキスト』

『放課後児童支援員認定資格研修テキスト』（改訂
版）

生徒の対人関係性といじめ問題 2015年10月 慶応大学学術出版会

『新しい保育基礎ー免許法改定に対応して』 今日のいじめ問題の論点 2016年8月 関西教育学会

資格免許等 教師のバーンアウトと教職への満足度を左右するもの 2017年3月
科学研究費調査報告
書

小学校教諭1級普通免許状
幼少連携からみた幼稚園教育領域と生活課・社会科・
総合的学習の学び

2019年2月 本学紀要　第49号

教育実践記録 発表年月日 発行所

いじめ自死事件の教訓と提言 2013年10月 日本教育方法学会

日本教育社会学会、日本教師教育学会会員、日本教
育学会会員、日本生活指導学会会員、日本学童保育
学会会員

職位

教授



各教員が有する学位・業績等について

氏名 学位

宮本　直美 修士(教育学)

所属学会 学術論文等の名称 発表年月日 発行所

特別支援教育におけるマルチメディアデイジー教科書
を活用した実践及び評価方法に関する研究

2012年9月 大阪教育大学紀要

特別支援教育におけるマルチメディアデイジー教科書
を活用した実践及び評価方法に関する研究

2013年9月 大阪教育大学紀要

社会科副読本のマルチメディアデイジー化及び活用に
関する実践的研究

2016年9月 大阪教育大学紀要

幼稚園における「読み」に困難のある幼児の実態 2020年11月
日本乳幼児教育・保
育者養成学会

著書
幼稚園における特別支援教育の体制整備状況に関する
研究

2021年2月 大阪教育大学紀要

新しい保育基礎
「読み」に困難のある子どもの幼児期の特徴について
の一考察

2021年2月 本学紀要　第50号

文献レビューによる読み困難のメカニズムと幼児・児
童にみられる特徴

2021年2月 大阪総合保育大学

文字や読みに対する興味・関心と読みに関する認知能
力及び習得度との関連
－年長児保護者への質問紙調査から－

2022年2月 本学紀要　第51号

資格免許等 教育実践記録 発表年月日 発行所

幼稚園教諭2種
特別なニーズのある児童に対する自尊感情をはぐくむ
支援の一考察

2012年12月 生涯発達学会

中学校教諭2種社会 教育相談における「チーム援助」の実践 2018年4月 本学紀要　第47号

高等学校教諭1種社会
保育現場で求められる基盤的スキルにおける学生の自
己評価（第1報）
－保育者を目指す学生の実態から－

2019年12月
日本学校心理2019年
度大会

学校図書館司書教諭 「支援」を必要とする児童についての一実践 2020年2月 本学紀要　第49号

小学校教諭専修 コロナ禍における 「ゼミナール活動」の一実践報告 2020年11月
日本乳幼児教育・保
育者養成学会　第1回
大会

臨床発達心理士
年長児におけるひらがな読みの習得と読みに関する認
知能力との関連

2021年8月
日本教育心理学会第
63回総会　PB001

公認心理師

学校心理師

ガイダンスカウンセラー

准教授

日本心理発達学会、日本学校心理学会　日本ＬＤ学
会　日本教育心理学会　自閉症スペクトラム学会
日本乳幼児教育・保育者養成学会、日本臨床発達心
理士会

職位



各教員が有する学位・業績等について

氏名 学位

森　大樹 文学修士

所属学会 学術論文等の名称 発表年月日 発行所

大阪千代田短期大学図書館のコンピュータ化 1996年12月 本学紀要　第25号

LIBROS OPAC版 1997年12月 本学紀要　第26号

ヘーゲルとスピノザ 1998年12月 本学紀要　第27号

マルチカメラ撮影 2008年12月 本学紀要　第37号

タイピング入力とフリック入力の文字数比較考察 2020年2月 本学紀要　第49号

著書
園務支援システム導入と運用方法の研究　～アンケー
ト分析～

2021年2月 本学紀要　第51号

「第13章　情報機器の活用と保育」『新しい保育基
礎 免許法改訂に対応して』

『これからの保育のための　ICTリテラシー＆メ
ディア入門』「PowerPoint編」(共著)（pp.144-
194）

資格免許等

図書館司書

第2種情報処理技術者

Microsoft Office Word 2010 Expert

Microsoft Office Excel 2010 Expert

Microsoft Office PowerPoint 2019 教育実践記録 発表年月日 発行所

タッチ・タイピングの有用性 2006年12月 本学紀要　第35号

レゴマインドストームによるプログラミング教育 2016年2月 本学紀要　第44号

情報モラルとセキュリティ教育 2017年3月 本学紀要　第45条

「情報機器の操作」科目のシラバス比較～大阪府内の
保育者養成施設のシラバス～

2018年1月 本学紀要　第46条

タッチタイピング教育の考察～スマートフォン普及に
よるパソコン文字入力速度への影響～

2019年2月 本学紀要　第48号

職位

講師

日本哲学会　　日本ビジネス実務学会  日本乳幼児
教育・保育者養成学会



各教員が有する学位・業績等について

氏名 学位

吉井　英博 教職修士(専門職)

所属学会 学術論文等の名称 発表年月日 発行所

下肢筋力と運動器障害に関する一考察 1999年1月 日本体力医学会

大腿四頭筋筋力と平衡機能に関する検討 1999年6月
関西臨床スポーツ
医・科学研究会

子どもの体力とスポーツテスト 2005年3月 帝塚山学院小学校

IB教育導入における学校改善 2013年3月 兵庫教育大学大学院

著書
臨海学校における教師・指導者のリーダーシップに関
する研究

2017年2月 大阪教育大学

保育と表現
小学校におけるBLS教育の有効性に関する検討:道徳的
アプローチによる教育実践

2017年12月 名古屋経済大学

小学校体育科指導法
初等教育の能力・資質と小学校入学までに育てたい姿を子ど
もの育ちや成長の過程として捉えるためにすべきこと

2018年12月 草の根福祉

アクティブラーニングのための体育科教育法
保育者養成校におけるBLS教育の有効性に関する一考
察

2019年2月 本学紀要　第48号

新・保育と表現 子どもの心に残る学級経営を目指して 2020年1月 実践学級経営研究

新しい保育基礎 子どもの健康づくりに関する検討 2020年2月 本学紀要　第49号

幼児期の運動あそびと健康 教育実践記録 発表年月日 発行所

子どもの姿からはじめる領域・健康 臨海学校における教師のリーダーシップに関する研究 2013年9月 日本海洋人間学会

PM理論からみた臨海学校の教育実践 2013年11月 日本教育実践学会

資格免許等 かけっこ指導における協調学習の有効性 2016年8月 日本幼児体育学会

小学校教諭第1種免許状、専修免許状
小学校低学年・マット運動の指導法：良いところを見
つけ、伝えあう学習の有効性

2016年8月 日本幼児体育学会

学校図書館司書教諭
学生の作成した教職実践演習（保育）・幼児体育指導
案の検討

2017年3月
日本保育者養成教育
学会

国際バカロレア初等教育プログラム指導者
小学校における臨海学校の教師・指導者のリーダー
シップに関する研究

2017年9月 日本海洋人間学

日本陸上競技連盟公認審判員、応急手当普及員
小学校におけるBLS教育の有効性に関する検討：道徳
的アプローチによる実践

2017年10月 日本教育心理学会

日本防災士機構認定防災士
小学校における子どもロコモの予防の有効性に関する
研究

2018年12月 日本教育実践学会

おもちゃインストラクター
保育者養成校におけるなわとび指導の有効性に関する
研究

2019年8月 アジア幼児体育学会

運動遊具の安全管理・安全指導スペシャリスト
保育現場で求められる基盤的スキルにおける学生の自
己評価（第１報）

2019年12月 日本学校心理学会

ビジョントレーニング指導者資格２級

職位

准教授

日本安全教育学会
日本幼児体育学会
アジア幼児体育学会



各教員が有する学位・業績等について

氏名 学位

寄　ゆかり 修士(教育学)

所属学会 学術論文等の名称 発表年月日 発行所

『Snugly in a feeling of Christmas』 2007年3月 本学紀要　第35号

学生の音楽経験とリズム読譜の能力の関連について 2012年3月 本学紀要　第41号

『Pebble』 2013年3月 本学紀要　第42号

表現力育成を中心とする音楽教育 2015年1月 本学紀要　第43号

高短連携事業に基づいた保育基礎講座と保育体験によ
る学びの定量化と内容分析

2016年1月 本学紀要　第44号

著書
「保育者養成校での『保育内容・表現』における音楽
の位置づけ」

2017年1月 本学紀要　第45号

日本伝統音楽の授業をデザインする
動画活用による音楽表現の指導法ー視覚と聴覚から吸
収する音楽表現力

2021年2月 本学紀要　第50号

音楽教育実践学事典

「新しい保育基礎―免許法改定に対応して―」

資格免許等

幼稚園二級免許取得

教育実践記録 発表年月日 発行所

「効果音を用いた音楽活動」 2014年3月
全国大学音楽教育学
会

総合的に幼児教育を捉える力 2018年1月 本学紀要　第46号

絵本からイメージできる音表現の追求 2018年3月 本学紀要　第47号

日本学校音楽教育実践学会、全国大学音楽教育学
会,日本保育学会，日本保育者養成教育学会、日本
臨床教育学会

職位

教授

劇づくり『雷の落ちない村』－表現活動の総合研究の
まとめ－（3）劇づくりで育つ学生の音楽力

2012年12月 本学紀要　第41号



各教員が有する学位・業績等について

氏名 学位

島田　和秀 学士（理学士）

所属学会 学術論文等の名称 発表年月日 発行所

著書

子どもの貧困白書

子ども・学生の貧困と学ぶ権利の補償

資格免許等

高等学校教諭2級普通免許状（理科）

教育実践記録 発表年月日 発行所

職位

教授


