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　　　　　　形態は括弧書きで示す）、専門分野、現在の研究テーマ。

            主な研究業績は著書・論文または芸術・体育関係等の業績で、代
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鳥取県体育協会副会長

４．主な研究業績

５．所属学会

鳥取県産業振興機構評議員

鳥取大学経営協議会委員
鳥取県児童福祉入所施設協議会参与

著書
　(1)よい動きを引き出すための幼児体育　建帛社　東京　2011（共著）
　(2)子どもの元気を育む保育内容研究　不昧堂出版　東京　2009（共著）
　(3)領域健康―こころとからだを育てる―　不昧堂出版　東京　1996（共著）
論文
　(1)「用具などを操作する動き」の意義
　　鳥取短期大学研究紀要　第69号　pp.1-8  2014 (単著）
　(2)伝承あそびと運動感覚
　　鳥取短期大学研究紀要　第48号　pp.79-86　2003（単著）
　(3)幼児の運動感覚の発達と手具との関連
　　鳥取女子短期大学研究紀要　第38号　pp.43-50　1998（単著）
　(4)親子体操〔Eltern Kind Turnen〕の指導方法に関する考察
　　スポーツ方法学研究　第7巻　第1号　pp.83-91  1994（単著）

６．主な社会活動
鳥取県公安委員会委員

日本体育学会
日本コーチング学会
体操ゼミナール

(2)用具を使った運動方法の開発

２．専門分野 運動方法学（幼児体育）

３．現在の研究テーマ
(1)幼児期における操作性の動きの意義

職　　名

１．主な担当授業科目 体育Ⅰ、子どもの運動指導法

ふりがな

氏　　名

学　　位

まつもと　のりこ

教授、学長

体育学修士

学科・専攻

松　本　典　子



 

 

 

国際文化交流学科 

 

 

 

 

 



４．主な研究業績

５．所属学会

論文
　(1)総合的コミュニケーション力の伸長を目指す異文化交流授業の手法
　　　鳥取短期大学研究紀要  第59号　pp.1-12　2009（共著）
　(2)公立小学校における「総合的な学習の時間」が目指すもの
　　―自己表現力の育成―
　　　鳥取短期大学研究紀要  第50記念号　pp.33-41　2004（単著）
　(3)小学校における英語学習導入のための教員研修
　　―公立小学校での実践を踏まえて―
　　　鳥取短期大学研究紀要  第43号　pp.51-57  2001（単著）
　(4)公立小学校学級担任のための基礎英語
　　 ―英語教育のための基礎的語彙、構文とアクティヴィティ―
　　　鳥取女子短期大学研究紀要  第42号　pp.43-48　2000（単著）
　(5)公立小学校における英語教育および国際理解教育の意義
　　　鳥取女子短期大学研究紀要  第29号　pp.21-26　1994（単著）
　(6)郷土の英学先覚者 ―頭本元貞(2)―
　　　鳥取女子短期大学研究紀要　第16号　pp.22-30　1987（単著）

６．主な社会活動
鳥取県私立学校審議会委員

日本児童英語教育学会

(2)異文化理解教育
(3)鳥取県の英学史

２．専門分野 英語教育、児童英語教育

３．現在の研究テーマ
(1)小学校外国語活動と言語技術教育

職　　名

１．主な担当授業科目 子ども英語ワークショップ、英語科教育法、英文講読、異文化交流

ふりがな

氏　　名

学　　位

かわぐち　やすこ

国際文化交流学科

教授

教育学士

学科・専攻

川　口　康　子



教授

文学修士

学科・専攻

大　江　節　子

学　　位

おおえ　せつこ

国際文化交流学科

ふりがな

氏　　名

３．現在の研究テーマ
(1)シュメール・バビロニアの法制度研究

職　　名

１．主な担当授業科目 古代オリエント文明論、歴史と現在、東西交流史、多文化共生論

２．専門分野 アッシリア学（古代西アジア史）

日本オリエント学会
史学研究会
日本西洋史学会

(2)古代西アジア社会文化史

４．主な研究業績

５．所属学会

東洋史研究会
日本歴史学協会

著書
　(1)西洋の歴史 基本用語集（古代・中世編）
　　ミネルヴァ書房　京都　2008（共著）
　(2)古代オリエント事典　岩波書店　東京　2004（共著）
　(3)角川世界史辞典　角川書店　東京　2001（共著）
　(4)アジアの歴史と文化　第9巻　西アジア史　同朋舎　東京　2000（共著）
論文
　(1)舞鶴市立赤れんが博物館所蔵楔形文字刻印練瓦
　　鳥取短期大学研究紀要  第54号  pp.67-71　2006（単著）
　(2)On the Function of the Maškim,Ⅰ
　　ACTA SUMEROLOGICA, no.5　pp.113-126　1983（単著）
　(3)The Term Lú ki-ba-gub-ba and Lú mar-za ki-ba-gub-ba in the Ur Ⅲ texts
　　ACTA SUMEROLOGICA, no.2　pp.126-140　1980（単著）

６．主な社会活動
倉吉市文化財保護審議会委員



著書
　(1)平安時代複合動詞索引　清文堂出版　大阪　2003（共著）
論文
　(1)中世末期・江戸時代における「すわる」の意味素描
　　広島大学日本語史研究論集　第3号　1-10頁　2017（単著）
　(2)『枕草子』の複合動詞語彙　―用語選択の意識から見た―
　　鳥取看護大学・鳥取短期大学研究紀要　第74号　(1)-(13)頁　2017（単著）
　(3)源氏物語における複合動詞「思ひ知る」の意味用法
　　広島大学日本語史研究論集　第2号　11-19頁　2016（単著）
　(4)石黒武顕著『鳥取県方言分布の実態』の資料性
　　鳥取短期大学研究紀要　第70号　1-11頁　2014（単著）
　(5)衣川長秋「やつれ蓑の日記」に見られる上代語
　　北東アジア文化研究　第34号　69-84頁　2011（単著）
資料
　(1)「やつれ蓑の日記」訳注（一）
　　鳥取短期大学研究紀要　第67号　(1)-(11)頁　2013（単著）

６．主な社会活動
鳥取県出版文化賞（新日本海新聞社主催）審査員

４．主な研究業績

５．所属学会
日本語学会・訓点語学会
中古文学会・日本語文法学会・日本歴史言語学会
広島大学国語国文学会・山口大学国語国文学会

(2)中世王朝物語の語彙・語法
(3)｢和文体」の国語史的研究

２．専門分野 国語学

３．現在の研究テーマ
(1)平安時代和文における複合動詞の意味構造

職　　名

１．主な担当授業科目 日本語表現法、資格日本語演習、日本の言葉、日本の文学

ふりがな

氏　　名

学　　位

おかの  ゆきお

国際文化交流学科

教授

修士（文学）

学科・専攻

岡　野　幸　夫



因幡・伯耆の手づくりまつり実行委員

論文
　(1)次世代に伝え次ぐ鳥取県の家庭料理
　　鳥取短期大学研究紀要　第71号　pp.11-22　2015（共著）
　(2)鳥取県における行事食の認知・喫食状況および地域特性
　　鳥取短期大学研究紀要　第64号　pp.21-29　2011（共著）
　(3)鳥取県内における外食・中食・調理冷凍食品の利用状況について
　　鳥取短期大学研究紀要　第59号　pp.45-51　2009（共著）
　(4)鳥取県における豆類・いも類の伝統的郷土食と地域特性
　　日本調理科学会誌　第38巻 1号　pp.99-104　2005（共著）
研究ノート
　(1)学生の地域活動を支える学内コーディネーション―「因幡の手づくりまつ
　　り」を事例として―　鳥取短期大学研究紀要　第60号  pp.45-58　2009（共著）
報告書
　(1)地域における教育とキャリア教育との有機的連携の試み　－国際文化交流学科
　　におけるカリキュラム改善の事例から－　鳥取短期大学地域交流センター
　　平成25年度研究報告書大学における「地域人」の育成　pp.20-27　2014（単著）

６．主な社会活動
日本家政学会中国・四国支部鳥取県常任幹事
日本調理科学会中国・四国支部役員
公益財団法人鳥取県育英会理事
鳥取県中部地区農業関係プラン審査会審査員

４．主な研究業績

５．所属学会
日本家政学会
日本調理科学会

(2)学生の地域活動における主体形成
(3)食文化の地域性

２．専門分野 家政学

３．現在の研究テーマ
(1)大学における家政教育の導入と展開

職　　名

１．主な担当授業科目 地域交流、キャリアデザイン、社会生活論、プレゼンソフト活用演習

ふりがな

氏　　名

学　　位

いたくら　かずえ

国際文化交流学科

助教

学士（教育学）

学科・専攻

板　倉　一　枝



論文
　(1)主体的な学びをはぐくむ図書館学教育の可能性―鳥取短期大学「図書館倶楽部」の活動を通して―
　　図書館学　第102号　pp.19-26　2013（単著）
  (2)メルヴィル・デューイと図書館成人教育論
　　鳥取短期大学研究紀要　第66号　pp.11-19　2012（単著）
  (3)19世紀アメリカ図書館界における図書選択論
　　広島大学大学院教育学研究科社会教育学研究室編『生涯大学実践フォーラム』
　　第2号　pp.59-69　2012（単著）
　(4)アメリカ公共図書館成立期におけるフィクション論争と市民教育
　　藤村好美編著『成人教育における市民的教養に関する社会史的研究』
　　科学研究費補助金研究成果報告書　pp.77-95　2008（単著）
　(5)アメリカ公共図書館における成人教育論史
　　広島大学大学院教育学研究科編『教育学研究科修士論文抄（平成19年）』
　　pp.313-314　2008（単著）

６．主な社会活動
鳥取県立図書館協議会委員

４．主な研究業績

５．所属学会
西日本図書館学会
中国四国教育学会
日本図書館協会

(2)図書館における成人教育活動

２．専門分野 図書館情報学、社会教育学

３．現在の研究テーマ
(1)アメリカ図書館史

職　　名

１．主な担当授業科目 図書館概論、図書・図書館史、生涯学習概論、学習指導と学校図書館

ふりがな

氏　　名

学　　位

ながおか　えりか

国際文化交流学科

助教

修士（教育学）

学科・専攻

長　岡　絵里佳



論文
　(1)A Case Study on the Number of Feedback Items in an EFL Presentation
    Class
　　鳥取看護大学・短期大学研究紀要　第72号　pp.29-38　2015（単著）
　(2)A Theoretical Evaluation of English Communication Objectives Set for
　　Japanese Senior High School Students
　　鳥取短期大学研究紀要　第69号　pp.9-16　2014（単著）

６．主な社会活動
倉吉市民の国際交流イベント

４．主な研究業績

５．所属学会
全国語学教育学会（The Japan Association For Language Teaching）

(2)言語学習における独創性の促進

２．専門分野 英語・日本語比較研究、日本経済・商業研究

３．現在の研究テーマ
(1)高等教育における英語学習得方法

職　　名

１．主な担当授業科目 実践英会話、スピーチ＆ディスカッション、リスニング演習

ふりがな

氏　　名

学　　位

レヴィ、レイモンド

国際文化交流学科

助教

学士（日本文化・経済学）

学科・専攻

Levy, Raymond



 

 

 

生活学科 

情報・経営専攻 

 

 

 

 



鳥取県メディア教育研究会　会長

著書
　(1)JST地域ﾈｯﾄﾜｰｸ支援事業ものづくり道場教材集　教育図書　東京  2011（共著）
　(2)新版基礎からの情報処理　富士書店　鳥取  1999（共著）
　(3)基礎からの情報処理　今井書店　米子  1996（共著）
論文
　(1)東アジア地域での情報・通信・放送事情について
　　鳥取短期大学北東アジア文化研究  第24号
　(2)ライントレースカー学習のためのコースの設計について(Ⅰ)
　　鳥取短期大学研究紀要　第54号　pp.9-14　2006（単著）
　(3)自律型ロボットの設計について
　　鳥取県教育情報処理学会誌　第17号　pp.23-26　2005（単著）
  (4)センサ搭載遠隔操作ロボットの設計
　　鳥取短期大学研究紀要　第50号  pp.133-140　2004（単著）
その他
　(1)サイバー空間の現状とセキュリティ対策　2017（単著）
　(2)大学のセキュリティ対策 ～プライバシーとセキュリティのバランス～　2017（単著）

６．主な社会活動
鳥取県警サイバーセキュリティアドバイザー
倉吉市情報公開・個人情報保護審議会　委員長代理
北栄町教育行政評価委員会　委員長
わかとり科学技術育成会　副会長

４．主な研究業績

５．所属学会
日本ソフトウェア科学会
日本オぺレーションズリサーチ学会

(2)セキュリティ・マネージメント
(3)ヒューマノイド型ロボットの設計

２．専門分野 サイバーセキュリティ、数理計画法

３．現在の研究テーマ
(1)ネットワークシステムの設計と実技

職　　名

１．主な担当授業科目 ネットワークの基礎、プログラミング、ウェブプログラミング演習、情報処理実務

ふりがな

氏　　名

学　　位

のつ　しんじ

生活学科　情報・経営専攻

教授

学士（経済学）

学科・専攻

野　津　伸　治



中四国法政学会

著書
　(1)憲法を学ぶ　嵯峨野書院　京都　2014（単著）2017　改訂2版
　(2)生活の法律　刑法編サブノート　ふくろう出版　岡山　2010（単著）2015改訂版
　(3)要説　憲法講義　ふくろう出版　岡山　2010（単著）
　(4)アクセス知的財産法　嵯峨野書院　京都　2006（共著）2007　改訂版　2010　改訂2版
　(5)アクセスビジネス実務法務　嵯峨野書院　京都　2005（共著）2006年　第2版
　(6)アクセス憲法　嵯峨野書院　京都　2004（共著）　2006　第2版
　(7)目で学ぶ知的財産法　嵯峨野書院　京都　2001（共著）

６．主な社会活動
鳥取県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会会長
鳥取地方最低賃金審議会公益委員

４．主な研究業績

５．所属学会
日本公法学会
著作権法学会
日本経営実務法学会（理事）

(2)著作権の管理
(3)医療行為における過失の注意義務

２．専門分野 憲法、刑法、ビジネス実務法

３．現在の研究テーマ
(1)日本国憲法

職　　名

１．主な担当授業科目 日本国憲法、生活と法律、企業の法律、ビジネス実務概論

ふりがな

氏　　名

学　　位

いわい　かずよし

生活学科　情報・経営専攻

教授

修士（法学）

学科・専攻

岩　井　和　由



アジア会計学会（AAAA）

論文
　(1)修正国際基準に関する公開草案と今後の方向性
　　中国学園紀要　第14号　pp.59-68　2015（単著）
　(2)国際財務報告基準の動向
　　中国学園紀要　第13号　pp.61-70　2014（単著）
　(3)国際財務報告基準における財務諸表表示の変更について
　　中国学園紀要　第11号　pp.75-82　2012（単著）
　(4)国際財務報告基準のわが国会計基準への影響
　　中国学園紀要　第9号　pp.31-37　2010（単著）
　(5)ラパポートモデルによる企業価値評価に関する実証研究－残余利益モデルとの比較－
　　岡山大学大学院文化科学研究科　博士（学術）学位論文　2008（単著）
  (6)資金的アプローチによる会計教育－高橋格一の検討－
　　岡山大学大学院経済学研究科　修士（経済学）論文　1998（単著）
その他
　(1)キャッシュ・フロー情報を用いた企業価値評価モデルの株価関連性分析
　　　－Rappaportモデルを中心として－（学会報告）
　　日本経営分析学会第23回秋季大会　岡山　2007（単独）

６．主な社会活動

４．主な研究業績

５．所属学会
日本簿記学会
日本経営分析学会
国際公会計学会

(2)企業価値評価における会計数値の有用性
(3)キャッシュ・フロー計算書

２．専門分野 財務会計、企業評価

３．現在の研究テーマ
(1)国際会計基準の今後の動向と概念フレームワーク

職　　名

１．主な担当授業科目 基礎簿記、経営学、コンピュータ会計、マーケティング

ふりがな

氏　　名

学　　位

はしもと　かずひさ

生活学科　情報・経営専攻

教授

博士（学術）

学科・専攻

橋　本　和　久



論文
　(1)倉吉市プレミアム付商品券事業の経済効果について―消費者アンケートをもとに―
　　地域交流　Vol.1　pp.17-25　2016（共著）
　(2)安定結婚問題を基礎としたインターンシップ配属問題に関する研究
　　鳥取短期大学研究紀要　Vol.68　pp.13-19　2013（単著）
　(3)フェロモン値の再構成機能を有するACOによる集配送計画問題の解法
　　鳥取短期大学研究紀要　Vol.66　pp.21-29　2012（単著）
　(4)Applying the Ant Colony Optimization to Dynamic Vehicle Routing Problem
　　APJIM,Vol.2,ISSUE1　pp.23-28　2009（共著）
　(5)ACOを用いたJSSにおける機械故障の再スケジューリング法
　　日本ロジスティクスシステム学会誌　Vol.7　No.1　pp.55-65  2007（共著）
　(6)多目的遺伝的アルゴリズムによる段ボール箱製造スケジューリング問題の解法
　　日本経営工学会論文誌　Vol.56　No.2　pp.74-83　2005（共著）
研究ノート
　(1)ウイルス感染に基づく進化型計算手法の性能向上に関する研究(1)
　　鳥取短期大学研究紀要　Vol.64　pp.41-47　2011（単著）

６．主な社会活動

４．主な研究業績

５．所属学会
日本経営工学会
日本OR学会
電気学会

(2)意思決定支援アルゴリズムの開発
(3)実用的な小規模データベースシステムの開発

２．専門分野 経営工学、システム工学

３．現在の研究テーマ
(1)群知能手法を基礎としたクエリオプティマイザの開発

職　　名

１．主な担当授業科目 情報処理総論、情報数理、基礎数学、基礎統計、プロジェクト演習（情報）

ふりがな

氏　　名

学　　位

みさわ　ひでたか

生活学科　情報・経営専攻

准教授

博士（工学）

学科・専攻

三　沢　英　貴



論文
　(1)梁泊戈・小盂鼎に見える「鬼」について（3）
　　北東アジア文化研究　第38号　pp.63-69　2014（単著）
　(2)梁泊戈・小盂鼎に見える「鬼」について（2）
　　　　　　―『西周銅器断代』（陳夢家）を読む―
　　北東アジア文化研究　第36・37合併号　pp.59-64　2013（単著）
　(3)甲骨文に見える「鬼」について（1）
　　北東アジア文化研究　第34号　pp.45-52　2011（単著）
資料
　(1)ウェブデザイン教育の実践―倉吉市教育委員会のホームページ診断を題材に―
　　鳥取短期大学研究紀要　第69号　pp.31-36　2014（単著）

６．主な社会活動
日本商工会議所　日商PC検定試験委員

４．主な研究業績

５．所属学会
日本教育工学会

(2)先秦時代の「鬼方」について

２．専門分野 ウェブデザイン、東アジア文化論

３．現在の研究テーマ
(1)ウェブデザイン教育

職　　名

１．主な担当授業科目 ウェブデザインＡ､ ウェブデザインＢ、ウェブデザイン演習、ビジネス文書演習

ふりがな

氏　　名

学　　位

ふじもと　なおこ

生活学科　情報・経営専攻

助教

修士（地域学）

学科・専攻

藤　本　直　子



大学評価学会

著書
  (1)Just Work? : Migrant Workers' Struggles Today，PlutoPress，London，2015（共著）
　(2)資本主義の現在－資本主義の変容とその社会的影響　文理閣　京都　2015（共著）
　(3)Probleme der Globalisierung aus europäischer und japanischer
　　Perspektive: Beiträgezurvergleichenden Wirtschaftsforschung，Verlag，
　　Hamburg，2013（共著）
論文
  (1)公立保育園における非正規保育者―Ａ市の事例をもとに―
　　北東アジア文化研究　第41号　鳥取短期大学北東アジア文化総合研究所
　　pp.1-18　2016（単著）
　(2)日系ブラジル人の基幹労働力化－自動車部品メーカーを例に
　　社会政策　第4巻第2号　ミネルヴァ書房　pp.117-128　2012（単著）
　(3)日系ブラジル人への労務管理－自動車部品メーカーを例に
　　賃金と社会保障　第1570号　旬報社　pp.48-64　2012（単著）

６．主な社会活動
鳥取県職員人材開発センター審議会　委員
北栄町下水道使用料審議会　委員長

４．主な研究業績

５．所属学会
社会政策学会
労務理論学会
労働社会学会

(2)非正規労働者問題
(3)地域経済の活性化

２．専門分野 社会政策、労務管理

３．現在の研究テーマ
(1)日本における外国人労働者問題

職　　名

１．主な担当授業科目 経済学、地域経済論、キャリアデザイン、国際関係論

ふりがな

氏　　名

学　　位

うえき　ひろし

生活学科　情報・経営専攻

助教

修士（経済学）

学科・専攻

植　木　　洋



 

 

 

生活学科 

住居・デザイン専攻 

 

 

 

 



日本人間工学会

著書
  (1)情報教育重要用語300の基礎知識　明治図書　東京　2001（共著）
  (2)テキスト心理学－心の理解を求めて　ミネルヴァ書房　京都　2000（共著）
論文
　(1)３次元画像と２次元画像間の印象と観察持続時間の比較
　　日本教育工学論文誌　第36号　pp.133-136　2012（単著）
　(2)方式の異なる３次元画像提示と２次元画像提示によるスライドショーの印象や
　　内容理解の相違
　　日本教育工学論文誌　第33号　pp.169-172　2009（単著）
　(3)改良した紙筆版IATによる死に対する態度測定の試み
　　鳥取短期大学研究紀要　第58号　pp.1-6　2008（単著）
　(4)大学生の友人関係に対するエンカウンター・グループを取り入れた授業の効果
　　鳥取短期大学研究紀要　第52号　pp.13-20　2005（単著）
　(5)電子メール・カウンセリングに対する学生の態度の検討
　　鳥取短期大学研究紀要　第48号　pp.9-18　2003（単著）

６．主な社会活動
倉吉市学校教育審議会
日本海ケーブルネットワーク放送番組審議委員

４．主な研究業績

５．所属学会
日本心理学会
日本教育心理学会
日本教育工学会

(2)教育メディア
(3)学生相談

２．専門分野 心理学、教育工学

３．現在の研究テーマ
(1)自己意識

職　　名

１．主な担当授業科目 心理学、教育心理学、造形心理学、人間関係論

ふりがな

氏　　名

学　　位

かわむら　そういちろう

生活学科　住居・デザイン専攻

教授

博士（学術）

学科・専攻

河　村　壮一郎



生活学科　住居・デザイン専攻

教授

学士

学科・専攻

倉　恒　俊　一

学　　位

くらつね　しゅんいちふりがな

氏　　名

３．現在の研究テーマ
(1)まち並み修景と保存

職　　名

１．主な担当授業科目 建築施工論、建築法規論、建築計画論、建築構造論、建築設備

２．専門分野 建築施工

日本建築学会

(2)既存木造建築物耐震性能について

鳥取県倉吉市町並み保存審議委員
鳥取県倉吉市景観審議委員

鳥取県倉吉市地域振興協議会成徳地区常任委員

４．主な研究業績

５．所属学会

鳥取県倉吉市社会教育委員競技委員

中部建築職人「匠の集い」委員

著書
　(1)写真アルバム、倉吉・東伯の昭和　樹林舎　名古屋　2013（共著）

その他
　(1)平成25年度　鳥取短期大学　地域研究・活動推進事業助成金　報告
　　第30回全国都市緑化とっとりフェア報告書　pp.34-37　2013（単著）
　(2)柱根継ぎのある木造軸組の面内せん断加力実験
　　2012年度日本建築学会大会学術講演梗概集（東海）　pp.511-512　2012（共著）

６．主な社会活動
鳥取県景観アドバイザー
鳥取県景観審議委員



生活学科　住居・デザイン専攻

准教授

修士（教育学）

学科・専攻

前　田　夏　樹

学　　位

まえだ　なつきふりがな

氏　　名

３．現在の研究テーマ
(1)デザイン科目の教育実践

職　　名

１．主な担当授業科目 グラフィックデザイン、デザイン概論、コンピュータグラフィックスⅠ、色彩学

２．専門分野 グラフィックデザイン、デザイン教育

日本デザイン学会
日本美術教育学会

(2)油彩とアクリルによる絵画制作

鳥取県景観アドバイザー
鳥取県文化芸術事業評価委員

北栄町マンガ寺子屋実行委員会　副実行委員長

４．主な研究業績

５．所属学会

鳥取県美術家協会会員

論文
　(1)作品解説「鳥取グルメ」
    鳥取短期大学研究紀要　第74号　pp.43-44　2016（単著）

作品
　(1)「Night×Light」第49回鳥取県美術展覧会　奨励賞　2005
　(2)「2.5Dimensions」第63回現展　新人賞　2007
　(3)「A girl in...」第52回鳥取県美術展覧会　奨励賞　2008
　(4)「Waiting for...」第15回北東アジア地方政府サミット美術作品展示会　2013
　(5)「鳥取グルメ」日本海新聞発刊40周年記念広告企画みらいとっとり　スポンサー賞　2016
　(6)「大怪獣現る」第21回鳥取県美術家協会作品展　2017

６．主な社会活動
鳥取県美術展覧会審査員（デザイン部門）
鳥取県デザイナー協会中部支部長



倉吉市まちづくり評価会議　委員（コーディネーター）

倉吉市総合戦略会議　委員

研究ノート
　(1)工事用仮囲いのデザイン制作に関する学生指導と機能分析
　　鳥取短期大学研究紀要　第66号　pp.31-38　2012（共著）

設計作品
　(1)Ｕ邸新築工事（個人住宅）
　(2)Ｍ邸新築工事（個人住宅）
　(3)琴浦町立釛保育園改築工事
　(4)（社）鳥取県私学振興協会私学会館建設工事

６．主な社会活動
鳥取県建築審査会  試験委員
(一財）鳥取県建設技術センター理事会　理事
鳥取県景観アドバイザー
(一社）鳥取県建築士会　女性委員会委員

倉吉市空き家対策審議会　委員

４．主な研究業績

５．所属学会
日本建築学会

(2)防火都市計画
(3)コミュニティ政策

２．専門分野 建築計画、建築歴史・意匠

３．現在の研究テーマ
(1)まちづくりと小学校の関わり

職　　名

１．主な担当授業科目 建築史、建築設計製図、建築ＣＡＤⅠ、インテリアデザイン

ふりがな

氏　　名

学　　位

おさき　せいこ

生活学科　住居・デザイン専攻

助教

修士（工学）

学科・専攻

尾　﨑　せい子



論文
　(1)鳥取県西部地震被災者からみた震災時のライフサポートに関する調査研究
　　鳥取短期大学研究紀要　第54号　pp.21-26　2006（共著）
　(2)在宅高齢者の実態調査と考察①
　　鳥取短期大学研究紀要  第46号  pp.51-58　2002（単著）

６．主な社会活動

４．主な研究業績

５．所属学会
日本家政学会

(2)伝統的住居の住まい方の調査研究

２．専門分野 住居計画

３．現在の研究テーマ
(1)高齢者の住まい方の調査研究

職　　名

１．主な担当授業科目 (建築ＣＡＤⅠ・Ⅱ)、(パース演習)、(建築設計製図)

ふりがな

氏　　名

学　　位

あおがめ　ちえみ

生活学科　住居・デザイン専攻

助手

家政学士

学科・専攻

青　亀　 智恵美



 

 

 

生活学科 

食物栄養専攻 

 

 

 

 



鳥取県ふるさと認証食品協議会委員

鳥取県牛乳・乳製品利用料理コンクール審査委員長

日本家政学会　
日本栄養改善学会

著書
　(1)エキスパート管理栄養士養成シリーズ　調理学（第3版）　化学同人　京都　2011（共著）
論文
　(1)次世代に伝え継ぐ鳥取県の家庭料理
　　鳥取短期大学研究紀要　第71号　pp.11-22　2015（共著）
　(2)鳥取県における行事食の認知・喫食状況および地域特性
　　鳥取短期大学研究紀要　第64号　pp.21-29　2011（共著）
　(3)Up-regulation in the expression of renin gene by the influence of aluminium
    Journal of Inorganic Biochemistry　103　pp.1563-1570　2009（共著）
　(4)鳥取県における豆類・いも類の伝統的郷土食と地域特性
　　日本調理科学会誌　第38巻 1号　pp.99-104　2005（共著）
　(5)食物および医薬品からのアルミニウム摂取と排泄
　　日本衛生学雑誌　第56巻 2号　pp.528-534　2001（共著）
　(6)Absorption of aluminum from aspirin preparations with aluminum glycinate
    Trace Elements and Electrolytes　Vol.16 No.4　pp.175-176　1999（共著）

６．主な社会活動
（公財）鳥取県食鳥肉衛生協会副理事長
（公財）鳥取県学校給食会理事
（公財）鳥取県天神川流域下水道公社評議員
（一社）日本調理科学会鳥取県家庭料理著作委員会責任者

JA鳥取中央女性大学運営委員

食のみやこ鳥取県特産品コンクール審査委員長

４．主な研究業績

５．所属学会
日本衛生学会・日本公衆衛生学会
日本栄養・食糧学会　
日本調理科学会

(2)食品中のアルミニウム含有量と加工・調理による影響
(3)伝え継ぐ日本の食文化

２．専門分野 調理学、食品加工学

３．現在の研究テーマ
(1)アルミニウムの摂取・吸収・排泄ならびに健康影響

職　　名

１．主な担当授業科目 調理学、食品加工学、調理学実習Ⅰ、食品加工学実習

ふりがな

氏　　名

学　　位

まつしま　ふみこ

生活学科　食物栄養専攻

教授

博士（医学）　家政学士

学科・専攻

松　島　文　子



論文
　(1)体脂肪率と基礎代謝の関係について
　　鳥取短期大学研究紀要　第46号  pp.113-118　2002（単著）
　(2)ソフトボール投球法におけるスリングショット技法
　　鳥取女子短期大学研究紀要　第24号　pp.51-55　1991（単著）
　(3)ソフトボール投球法におけるウィンドミル技法
　　鳥取女子短期大学研究紀要　第21号　pp.23-30　1990（単著）
体育関係 2010～
 (指導者業績)
　(1)2015年　鳥取県ソフトボール指導者認定講習会講師
　(2)2014年　鳥取県ソフトボール指導者認定講習会講師
　(3)2013年　鳥取県指導者認定ソフトボール技術講習会講師
  (4)2013年　鳥取県指導者認定ソフトボール技術講習会講師
　(5)2013年  全日本大学ソフトボール選手権大会出場
　(6)2012年　鳥取県指導者認定ソフトボール技術講習会講師
　(7)2011年　アジア・パシフィックソフトボール大会西日本大学監督

６．主な社会活動
鳥取県ソフトボール協会大学委員
鳥取県体育協会評議委員
伯耆国「大山開山1300年祭」実行委員会委員

４．主な研究業績

５．所属学会
日本運動・スポーツ科学学会

(2)体脂肪と有酸素運動
(3)基礎代謝と体脂肪の関係

２．専門分野 運動生理学、ソフトボール

３．現在の研究テーマ
(1)ソフトボール

職　　名

１．主な担当授業科目 実践スポーツ、運動生理学、健康科学

ふりがな

氏　　名

学　　位

あいさか　ひでき

生活学科　食物栄養専攻

教授

体育学士

学科・専攻

逢　坂　秀　樹



生活学科　食物栄養専攻

教授

博士（医学）　家政学士

学科・専攻

亀　崎　幸　子

学　　位

かめざき　さちこふりがな

氏　　名

３．現在の研究テーマ
(1)地産地消に重きを置いた食品の商品開発

職　　名

１．主な担当授業科目 給食管理、給食管理実習、食品官能評価・鑑別演習、食品学各論

２．専門分野 給食管理、食品学各論

日本家政学会
日本栄養改善学会
日本臨床栄養学会

(2)高齢者の食事（嚥下食）に関する研究
(3)女子短大生の骨量と食生活に関する研究

４．主な研究業績

５．所属学会

日本栄養・食糧学会
日本公衆衛生学会

論文
　(1)中高年健常者の食品摂取頻度と血清sICAM-1とsVCAM-1レベルとの関連
　　栄養学雑誌　第66巻 6号　pp.295-304　2008（共著）
　(2)ヤーコン乾燥粉末を配合したロールパンの摂取が健常若年女性の排便に及ぼす影響
  　米子医学雑誌　第57巻 4号　pp.162-168　2006（共著）
　(3)Serum levels of soluble ICAM-1 and VCAM-1 predict pre-clinical cancer
　　European Journal of Cancer　vol.41　pp.2355-2359　2005（共著）
　(4)ヤーコンクッキーの官能評価について
　　鳥取短期大学研究紀要　第51号  pp.71-76　2005（共著）
　(5)青年女子におけるカルシウム摂取量推定のための食物摂取頻度調査法の妥当性と再現性
    米子医学雑誌　51巻 45号　pp.197-204  2000（共著）
　(6)女子短大生の体重調節志向と減量実施及び自覚症状との関連について
　　栄養学雑誌　第56巻 6号　pp.35-46　1999（共著）
　(7)農村地域住民における栄養摂取状況の評価に関する研究
　　米子医学雑誌　第48巻 3号　pp.207-218　1997（共著）

６．主な社会活動
鳥取県食の安全推進会議委員
湯梨浜町公民館運営審議会委員



ガイナーレ鳥取の栄養サポート

日本糖尿病協会

著書
　(1)新版　栄養教育論実習・演習　ドメス出版　東京　2017（共著）
論文
  (1)Estimation of habitual iodine intake in Japanese adults using 16 d diet
　　records over four seasons with a newly developed food composition
　　database for iodine.Br J Nutr. 2015 Aug 28;114(4):624-34（共著）
　(2)Designing optimal food intake patterns to achieve nutritional goals for
　　Japanese adults through the use of linear programming optimization
　　models.Nutr J. 2015 Jun 6;14:57（共著）
　(3)Higher proportion of total and fat energy intake during the morning may
　　reduce absolute intake of energy within the day. An observational study
　　in free-living Japanese adults.Appetite. 2015 Sep;92:66-73（共著）
　(4)Estimation of intakes of copper, zinc, and manganese in Japanese adults
　　using 16-day semi-weighed diet records.Asia Pac J Clin Nutr.
　　2014;23(3):465-72.（共著）
　(5)Effect of seasonality on the estimated mean value of nutrients and
　　ranking ability of a self-administered diet history questionnaire.Nutr
　　J. 2014 May 31;13:51.（共著）
　(6)Within- and between-individual variation in energy and nutrient intake
　　in Japanese adults: effect of age and sex differences on group size and
　　number of records required for adequate dietary assessment.
　　J Epidemiol. 2013;23(3):178-86. Epub 2013 Apr 13.（共著）

６．主な社会活動
日本栄養改善学会評議員
健康を支える食文化専門会議委員
健康栄養専門会議委員
三朝町食育推進委員

４．主な研究業績

５．所属学会
日本栄養・食糧学会、日本栄養改善学会
日本公衆衛生学会、日本病態栄養学会
日本スポーツ栄養学会

(2)鳥取県の食育に関する調査研究
(3)スポーツ栄養に関する研究

２．専門分野 公衆栄養学、栄養教育

３．現在の研究テーマ
(1)自記式食事歴法質問票の妥当性に関する研究

職　　名

１．主な担当授業科目 公衆栄養学、栄養指導論、臨床栄養学実習、学校栄養教育論

ふりがな

氏　　名

学　　位

のつ　あきこ

生活学科　食物栄養専攻

教授

栄養学士

学科・専攻

野　津　あきこ



著書
　(1)機能性食品の作用と安全性　丸善出版　東京　2013（共著）
　(2)抗ストレス食品の開発と展望Ⅱ　シーエムシー出版　東京　2013（共著）

論文
　(1)Dopamine release from rat pheochromocytoma (PC12) cells and rat brain striata induced by
     a series of straight carbon chain aldehydes with variations in carbon chain length and
     functional groups. Eur. J. Pharmacol., 691, pp.86-92, 2012（共著）
　(2)Effects of n-hexanal on dopamine release in the striatum of living rats. Eur. J.
     Pharmacol., 651, pp.77-82, 2011（共著）
　(3)Effect of direct exposure of green odor components on the dopamine release from rat
     brain striatal slices and PC12 cells. Brain Res. Bul., 75, pp.706-12, 2008（共著）

その他
　(1)「地域」を身近な食から見つめ直す～旬の食材とその利用～
　　鳥取看護大学・鳥取短期大学地域交流センター年報「地域交流」第1号　pp.34-37　2016（共著）
　(2)伊豆半島産農産物によるでんぷん分解作用に関する研究
　　鳥取短期大学紀要　第70号　pp.29-34　2014（単著）

６．主な社会活動
とっとりイノベーションファシリティネットワーク運営会議 委員
鳥取県衛生環境研究所調査研究外部評価委員会 委員

４．主な研究業績

５．所属学会
日本栄養・食糧学会
日本生化学会
日本農芸化学会

(2)食品香気成分と脳機能

２．専門分野 食品化学、栄養化学

３．現在の研究テーマ
(1)地場産品の機能性探索

職　　名

１．主な担当授業科目 食品学総論、栄養学総論、生化学、食品学実験

ふりがな

氏　　名

学　　位

かこ　ひろなり

生活学科　食物栄養専攻

助教

博士（食品栄養科学）

学科・専攻

加　古　大　也



論文
　(1)サラダほうれん草を利用したレシピの考案
　　鳥取短期大学研究紀要　第62号　pp.43-49　2010（共著）
　(2)エコフィ－ド給与による豚肉の食味・官能テストについて
　　鳥取短期大学研究紀要　第55号　pp.53-59　2007（共著）
　(3)鳥取県Ｎ小学校児童と保護者の朝食と生活習慣についてに関する研究
　　鳥取短期大学研究紀要　第54号　pp.49-59　2006（共著）

６．主な社会活動

４．主な研究業績

５．所属学会
日本栄養改善学会

２．専門分野 栄養学、給食管理

３．現在の研究テーマ
(1)幼児の食育に関する研究

職　　名

１．主な担当授業科目 (調理学実習Ⅰ･Ⅱ)、(給食管理実習Ⅰ･Ⅱ)

ふりがな

氏　　名

学　　位

はら　なつこ

生活学科　食物栄養専攻

助手

準学士

学科・専攻

原　奈　津　子



論文
　(1)栄養教育媒体を用いた小児糖尿病患者の栄養教育について
　　鳥取女子短期大学　専攻科　食物栄養専攻　特別研究論文集　1999（単著）

研究ノート
　(1)鳥取県の高齢者福祉施設における食育取組　鳥取短期大学研究紀要 第67号
     pp.11-18　2013（共著）
　(2)鳥取県の高齢者施設における給食対応の現状　鳥取短期大学研究紀要　第67号
     pp.19-25　2013（共著）

学会発表
　(1)サッカー選手の試合及びトレーニング前後の体重変化率からみた シーズン中の水分補給の検討
     特定非営利活動法人　日本スポーツ栄養学会　第2回大会（滋賀県）2015
　(2)スポーツ活動を行う高校生へのBDHQ15y活用の試み　日本栄養改善学会　2014

６．主な社会活動
ガイナーレ鳥取の栄養サポート
ＦＣティフォーネゆりはまの栄養サポート

４．主な研究業績

５．所属学会
日本栄養改善学会

(2)小学生の食育に関する研究

２．専門分野 栄養指導論、調理学

３．現在の研究テーマ
(1)スポーツ選手の栄養教育に関する活動

職　　名

１．主な担当授業科目 （調理学実習Ⅰ・Ⅱ）、（給食管理実習Ⅰ・Ⅱ）、（ライフステージ栄養学実習・臨床栄養学実習）

ふりがな

氏　　名

学　　位

いのうえ　あきこ

生活学科　食物栄養専攻

助手

準学士

学科・専攻

井　上　明　子



論文
　(1)「地域」を身近な食から見つめ直す　～旬の食材とその調理～
　　鳥取看護大学・鳥取短期大学地域交流センター年報「地域交流」第1号　pp.34-37　2016（共著）
　(2)スポーツをしている高校生の食生活の実態　～食事がスポーツに与える影響～
　　美作大学生活科学部　生活科学研究　通巻36号　2006（単著）

６．主な社会活動
ガイナーレ鳥取 栄養サポート

４．主な研究業績

５．所属学会
日本栄養改善学会
日本栄養・食糧学会

２．専門分野 学校栄養教育、家庭科教育、給食管理

３．現在の研究テーマ
(1)児童・生徒の食育

職　　名

１．主な担当授業科目 （給食管理実習Ⅰ・Ⅱ）、（食品学実験）、（生化学実験）、（食品加工学実習）

ふりがな

氏　　名

学　　位

やまぐち　まゆこ

生活学科　食物栄養専攻

助手

学士（食物学）

学科・専攻

山　口　真由子



 

 

 

幼児教育保育学科 

 

 

 

 

 



「子育て王国とっとり会議」委員

著書
　(1)歌う、弾く、表現する保育者になろう　音楽の友社　東京　2006（共著）
　(2)楽しくなる音楽講座　ＡＴＮ社　東京　1991（共著）
論文
　(1)保育者養成校における「表現」指導について
　　全国大学音楽教育学会研究紀要  第3号　pp.75-84　1992（単著）
演奏活動
　(1)全国大学音楽教育学会特別研究演奏会　独唱　音楽の友ホール（東京）2014
　(2)ＣＤリリース「からたちの花・白石由美子（ソプラノ）」全16曲
　　鳥取県の音楽家シリーズ№6　カウベルホ－ル　2002
　(3)モーツァルト・オペラ「フィガロの結婚」（全幕）伯爵夫人役で出演
　　倉吉未来中心大ホール　2001
　(4)白石由美子ソプラノリサイタル　音楽の友ホール（東京）　1992その他

６．主な社会活動
「童謡・唱歌のふるさと鳥取」企画実行委員会委員
鳥取地方労働審議会委員
財団法人鳥取童謡・おもちゃ館資料収集委員会委員
中四国音楽教育学会理事

４．主な研究業績

５．所属学会
日本音楽教育学会
全国大学音楽教育学会
日本音楽療法学会

(2)保育者養成校における「オペレッタ」指導法
(3)高齢化社会における歌の活用と方法

２．専門分野 音楽（声楽）、幼児音楽教育

３．現在の研究テーマ
(1)日本歌曲演奏法

職　　名

１．主な担当授業科目 音楽２、音楽３、保育内容（表現）、特別研究

ふりがな

氏　　名

学　　位

しらいし　ゆみこ

幼児教育保育学科

教授

教育学士

学科・専攻

白　石　由美子



異文化間教育学会

著書
　(1)幼児音楽ハンドブック　音楽之友社　東京　2001（共著）
論文
  (1)幼児の集団歌唱における歌声に対する意識の実態―保育者および保護者を対象とした
　　質問紙調査の分析をもとに―
　　鳥取短期大学研究紀要第63号　pp.15-22　2011（単著）
  (2)本格伴奏と簡易伴奏に対する5歳児の歌唱様相について
　　鳥取短期大学研究紀要第61号　pp.11-18　2010（単著）
  (3)童謡・唱歌の今日的意義における実証的一考察
　　国文学年次別論文集　近代５　pp.636-641　1999（単著）
作品発表
　(1)作曲「あのねおかあさん」「あじさいの花」「心の春」「こもりうた」
　　全国大学音楽教育学会　東京記念演奏会　音楽之友ホール　1994
リサイタル
　(1)ピアノリサイタル　University of Nevada,Reno,Nightingale Hall 1989  (アメリカ）
翻訳
　(1)「子どものための音楽とダンス―音楽早期教育における指導書―」
　　原著　"Musik und Tanz für Kinder" Unterrichtswerk zur Früherziehung
　　Lehrer-Kommentar Teil1 出版社 SHOTT（ドイツ）　鳥取女子短期大学研究紀要　第19－22号
　　pp.109-122,113-123,103-116,109-118  1989-1990

６．主な社会活動
鳥取県文化芸術審議会委員
倉吉市地域公共交通会議会長
倉吉市子ども・子育て会議委員

４．主な研究業績

５．所属学会
日本音楽教育学会
日本教育心理学会
全国大学音楽教育学会

(2)幼児の歌唱行動
(3)高齢者を対象とした音楽レクリエーション

２．専門分野 音楽教育学

３．現在の研究テーマ
(1)保育者養成課程における音楽教育

職　　名

１．主な担当授業科目 音楽１、子どもの音楽指導法、芸術、レクリエーション指導演習１

ふりがな

氏　　名

学　　位

はねだ　まゆみ

幼児教育保育学科

教授

修士（教育学）

学科・専攻

羽根田　真　弓



鳥取県中部地区日韓親善協会理事

西日本図書館学会
アジア民間説話学会

著書
　(1)歌う、弾く、表現する保育者になろう　音楽之友社　東京　2006（共著）
  (2)幼児音楽教育ハンドブック　音楽之友社　東京　2001（共著）
　(3)韓国江原道と鳥取県　富士書店　鳥取　1999（共著）
論文
　(1)日本語版韓国絵本の現状
　　北東アジア文化研究（鳥取短期大学）　第27号　pp.23-44　2008（単著）
　(2)絵本による国際理解教育
　　北東アジア文化研究（鳥取短期大学）　第17号  pp.81-94  2003（単著）
　(3)児童文化財の研究(1)－絵本の映像化について－
　　鳥取女子短期大学研究紀要　第30号　pp.51-58　1995（単著）
　　のちに『国文学年次別論文集平成７年版』に所収　朋文出版　東京　1996
翻訳
　(1)『ブックスタートプログラム案内-赤ちゃんは本が好き』及び
　　『お母さんとお父さんのためのブックスタートガイドブック』
　　北東アジア文化研究（鳥取短期大学）　第32号　pp.83-96　2010（単著）

６．主な社会活動
米子市子ども・子育て会議会長
公益財団法人鳥取県文化振興財団評議員
米子市地方創生有識者会議委員
鳥取県総合芸術文化祭（とりアート）実行委員会人材育成部会委員

４．主な研究業績

５．所属学会
日本保育学会
絵本学会
全国大学音楽教育学会

(2)児童文化・児童文化財に関する研究
(3)多文化サービスに関する研究

２．専門分野 絵本学、幼児音楽教育学

３．現在の研究テーマ
(1)韓国の絵本に関する研究

職　　名

１．主な担当授業科目 児童文化Ⅰ、音楽３、児童サービス論、韓国の児童文化

ふりがな

氏　　名

学　　位

さいき　きょうこ

幼児教育保育学科

教授

教育学士

学科・専攻

齊　木　恭　子



社会保険診療報酬支払基金鳥取県支部幹事

論文
　(1)介護福祉士養成校修了生の研修ニーズ－実態調査から－
　　鳥取短期大学研究紀要　第65号　pp.9-16　2012（単著）
　(2)福祉サービスの質の向上への取り組みの現状と第三者評価の課題
　　鳥取短期大学研究紀要　第62号　pp.25-32　2010（単著）
　(3)主任介護支援専門員研修の研修効果
　　鳥取短期大学研究紀要　第61号　pp.19-27　2010（単著）
　(4)地域密着型サービスの質の確保・向上とサービス評価(2)
　　鳥取短期大学研究紀要　第59号　pp.27-35　2009（単著）
　(5)制度改正が介護支援専門員に及ぼす影響に関する考察
　　鳥取短期大学研究紀要　第58号　pp.29-36　2008（単著）
　(6)地域密着型サービスの質の確保・向上とサービス評価(1)
　　鳥取短期大学研究紀要　第57号　pp.29-37　2008（単著）

６．主な社会活動
鳥取県社会福祉協議会評議委員
鳥取県介護支援専門員支援会議委員
鳥取県共同募金会配分委員会委員
鳥取県福祉人材センター運営委員会委員

４．主な研究業績

５．所属学会
日本地域福祉学会
日本介護福祉教育学会
日本ケアマネジメント学会

(2)福祉サービスの質

２．専門分野 社会福祉、介護

３．現在の研究テーマ
(1)介護保険制度と介護支援専門員

職　　名

１．主な担当授業科目 相談援助、保育相談支援、介護総論、コミュニケーション技術

ふりがな

氏　　名

学　　位

いでそえ　ようこ

幼児教育保育学科

准教授

修士（社会福祉学）

学科・専攻

井手添　陽　子



著書
　(1)野外教育入門シリーズ「安全管理と安全学習」　杏林書院　東京　2011（共著）
　(2)新・保育内容シリーズ「健康」　一藝社　東京　2010（共著）
　(3)スポーツが得意な子に育てる運動あそびの本　メイツ出版　東京　2009（監修）
論文
　(1)大学における野外実習が参加学生の自然認識に及ぼす影響　鳥取短期大学研究紀要　第73号
　　pp.35-44　2016（単著）
　(2)「野外キャンプ」授業が学生に及ぼした効果～健康スポーツ科学実技として新規に
　　開講した授業の報告　大学教育研究年報20号　pp.75-80　2015（共著）
　(3)短期キャンプの指導体験が大学生ボランティアの子どもイメージに及ぼす影響
　　鳥取短期大学研究紀要　第65号　pp.17-26　2012（単著）
  (4)高齢者とともに学ぶレクリエーション指導演習の効果
　　Leisure & Recreation（自由時間研究）第38号　pp.40-48　2012（単著）
  (5)鳥取県中部圏域における幼稚園児，保育園児の生活実態
　　鳥取短期大学紀要　第57号　pp.1-9　2008（単著）
その他
　(1)競技力向上のための高等教育機関と連携した調査研究事業プロジェクト報告
　　鳥取県体育協会平成25年度調査研究事業プロジェクト報告　2014（共著）
　(2)鳥取県内における学校支援ボランティア事業の展開上の課題分析
　　平成25年度鳥取県環境学術研究等振興事業（地域部門）報告書　2014（単著）

６．主な社会活動
鳥取県教育審議会委員（兼 鳥取県社会教育委員）
鳥取県キャンプ協会会長
南部町児童館運営協議会委員
（公益財団法人）鳥取県体育協会評議委員

４．主な研究業績

５．所属学会
日本野外教育学会
日本体育学会

(2)自然体験活動指導経験が指導者に及ぼす影響、教育的・心理的効果
(3)高齢者に対するレクリエーション支援の効果

２．専門分野 野外運動学、野外教育学

３．現在の研究テーマ
(1)自然体験活動の経験が参加者に及ぼす教育的・心理的影響

職　　名

１．主な担当授業科目 実践スポーツ、保育内容（健康）、レクリエーション概論、子どもの運動指導法

ふりがな

氏　　名

学　　位

こんどう　つよし

幼児教育保育学科

准教授

修士（体育学）

学科・専攻

近　藤　　剛



全国障害者問題研究会鳥取支部長

因幡の手づくりまつり実行委員会委員

日本ＬＤ学会
大学評価学会

著書
　(1)キーワードブック特別支援教育─インクルーシブ教育時代の障害児教育
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリエイツかもがわ　京都　2015（共著）
　(2)糸賀一雄　ミットレーベン～故郷・鳥取での最期の講義～
　　　　　　　　第14回全国障がい者芸術・文化祭とっとり大会実行委員会　鳥取　2014（編集）
　(3)障害のある子どもの教育目標・教育評価―重症児を中心に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリエイツかもがわ　京都　2014（共著）
　(4)くらしの手帳―おとなとしてゆたかに生きるために　 　全障研出版部　東京　2014（共著）
　(5)特別支援教育の現状・課題・未来　　　　　　　　　 ミネルヴァ書房　京都　2009（共著）
　(6)もっと勉強したい! ―障がい青年の生活を豊かにする学びと「専攻科」―
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリエイツかもがわ　京都　2008（共著）
　(7)思春期・青年期サポ－トガイド　　　　　　　　　　　 新科学出版社　東京　2007（共著）

６．主な社会活動
鳥取県社会福祉協議会・福祉教育研究委員会委員長
鳥取県手をつなぐ育成会・障がい者安心サポート体制検討委員会委員長
全国専攻科（特別ニーズ教育）研究会副会長
知的障害のある人のための「オープンカレッジ in 鳥取」運営委員会代表

全国障がい者生涯学習支援研究会委員

４．主な研究業績

５．所属学会
日本教育学会
日本特殊教育学会
日本特別ニーズ教育学会

(2)糸賀一雄の発達保障思想の形成に関する研究
(3)中等教育・高等教育における無償教育の漸進的導入に関する研究

２．専門分野 特別ニーズ教育学、教育福祉論、地域教育論

３．現在の研究テーマ
(1)青年期における障害者の教育権保障に関する研究

職　　名

１．主な担当授業科目 特別ニーズ保育・教育Ⅰ・Ⅱ、保育原理Ⅰ、保育実習指導Ⅰ、障害者教育論

ふりがな

氏　　名

学　　位

くにもと　しんご

幼児教育保育学科

准教授

修士（教育学）

学科・専攻

國　本　真　吾



中国四国社会福祉史学会

著書
　(1)横山医院と福田会里親委託制度　福田会育児院史研究会　川崎　2014（編著）
　(2)団地と孤独死　中央法規出版　東京　2008（分担執筆）
論文
　(1)愛知育児院創立期における貧孤児受け入れと里親委託
　　鳥取看護大学・鳥取短期大学研究紀要　第73号　pp.23-34　2016（単著）
　(2)福田会育児院の里親委託制度における里子取扱委員の役割と機能
　　社会事業史研究　第47号　pp.31-47　2015（単著）
　(3)成年後見制度の社会化―被後見人の自己決定・自己選択の支援をめぐって
　　ライフデザイン学研究（東洋大学ライフデザイン学部）
　　第9号　pp.191-198　2014（単著）
その他
　(1)社会福祉援助実践における記録の構造とアーカイビング
　　社会福祉施設における文書等のアーカイビングに関する事例研究
　　淑徳大学アーカイブズ　pp.31-43　2015（単著）
　(2)埼玉育児院（施設探訪）
　　千葉・関東地域社会福祉史研究　第40号　pp.119-123　2015（単著）

６．主な社会活動
公益社団法人日本社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ成年後見人
鳥取養育研究所所員
鳥取県福祉研究学会審査委員
鳥取県社会福祉士会生涯研修委員会委員

４．主な研究業績

５．所属学会
日本社会福祉学会
社会事業史学会
日本成年後見法学会

(2)宗教と社会福祉実践に関する研究
(3)福祉サービス利用者の権利擁護

２．専門分野 社会福祉学

３．現在の研究テーマ
(1)社会的養護の草創期における里親委託制度に関する研究

職　　名

１．主な担当授業科目 児童家庭福祉、社会的養護、社会福祉、保育実習指導Ⅲ

ふりがな

氏　　名

学　　位

すげた　りいち

幼児教育保育学科

准教授

修士（社会福祉学）

学科・専攻

菅　田　理　一



著書
　(1)就労支援で高齢者の社会的孤立を防ぐ：社会参加の促進とQOLの向上
　　 ミネルヴァ書房　京都　2016（共編著）
論文
　(1)多世代の互助・共助による社会システムは構築できるか　持続可能な社会の処方箋
　　"Positive Spiral of Care" を目指して
　　日本世代間交流学会誌　6(1)　pp.3-8　2017（共著）
　(2)Older Adults Looking for a Job through Employment Support System in Tokyo.
　　PLOSONE　11(7)　e0159713　2016（共著）
　(3)Engagement in paid work as a protective predictor of basic activities of daily living
　　disability in Japanese urban and rural community-dwelling elderly residents: An 8-year
　　prospective study.
　　Geriatrics & gerontology international　16(1)　pp.126-134　2016（共著）
　(4)Effects of the Change in Working Status on the Health of Older People in Japan.
　　PLOSONE　10(12)　e0144069　2015（共著）
　(5)One-Year Change in the Japanese Version of the Montreal Cognitive Assessment Performance
　　and Related Predictors in Community-Dwelling Older Adults.
　　Journal of the American Geriatrics Society　63(9)　pp.1874-1879　2015（共著）
その他
　(1)囲碁を活用した世代間交流プログラムの可能性　「健康長寿囲碁まつり」を例に
　　日本世代間交流学会誌　5(1)　pp.47-57　2015（共著）

６．主な社会活動
とっとり型保育のあり方研究会　会長

４．主な研究業績

５．所属学会
日本心理臨床学会・日本発達心理学会・日本精神分析学会
日本公衆衛生学会・日本疫学会・日本老年医学会
日本世代間交流学会

(2)地域における居場所づくり・絆づくりとソーシャルキャピタル
(3)持続可能な多世代共創社会

２．専門分野 発達心理学、臨床心理学、公衆衛生学

３．現在の研究テーマ
(1)発達心理学がつなぐ世代間交流と地域活動

職　　名

１．主な担当授業科目 発達心理学、臨床心理学、教育心理学、保育内容（人間関係）

ふりがな

氏　　名

学　　位

みなみ　うしお

幼児教育保育学科

准教授

博士（環境人間学）

学科・専攻

南　潮



著書
　(1)実践　保育内容シリーズ6　造形表現　一藝社　東京　2014（共著）
　(2)すべての感覚を駆使してわかる乳幼児の造形表現　保育出版社　大阪　2011（共著）
論文
　(1)公園での自由遊びにおける子どもの造形表現
　　鳥取短期大学紀要第64号　pp.9-20　2011（単著）
　(2)子どもはなぜ顔を描くのか　～顔の描画における目の意味について～
　　鳥取短期大学紀要第60号　pp.21-28　2009（単著）
　(3)幼児の人物表現についての考察
　　―描画発達におけるケーススタディより―（研究ノート）
　　鳥取大学生涯教育総合センター研究紀要第6号　pp.97-104　2009（単著）
創作活動
　(1)「バーバ･ヤーガ」
　　机上空間のためのアート･ワークス　東京　コンテンポラリー･アートNIKI　1999
　(2)「夜野辺」
　　机上空間のためのアート･ワークス　東京　コンテンポラリー･アートNIKI　1998

６．主な社会活動

４．主な研究業績

５．所属学会
大学美術教育学会
日本美術教育学会
日本保育学会

(2)漆工（加飾）

２．専門分野 子どもの造形教育、漆工

３．現在の研究テーマ
(1)子どもの造形教育

職　　名

１．主な担当授業科目 子どもの造形指導法Ⅰ、子どもの造形指導法Ⅱ、図画工作Ⅰ、保育実習Ⅰ－１

ふりがな

氏　　名

学　　位

みやざき　ゆり

幼児教育保育学科

助教

修士（美術）

学科・専攻

宮　﨑　百　合



論文
　(1)認知症対応型共同生活介護（グループホーム）における管理者のサービス評価の認識と
　　その関連要因について
　　日本認知症ケア学会誌　第15巻第4号　pp.785-795　2017（共著）
　(2)介護福祉職のワーク・エンゲイジメントに関する研究―年齢層別および経験年数層別の比較―
　　介護福祉士　第22巻　2017（共著）
　(3)がんに罹患している利用者を支える訪問介護員の役割とケア困難感
　　インターナショナルNursing Care Research　第１5巻第2号　pp.83-92　2016（共著）
　(4)認知症対応型共同生活介護（グループホーム）における管理者のサービス評価に対する認識
　　岡山県立大学保健福祉学部研究紀要　第22巻　pp.133-134　2015（共著）
　(5)介護労働者の離職要因とその課題
　　鳥取短期大学研究紀要　第58号　pp.45-51　2008（共著）

６．主な社会活動
福祉サービス評価調査員
鳥取県介護福祉士会理事
鳥取県認知症介護実践者研修指導者

４．主な研究業績

５．所属学会
日本介護福祉教育学会
日本認知症ケア学会
日本介護福祉学会

　について

２．専門分野 高齢者介護、認知症介護

３．現在の研究テーマ
(1)認知症対応型共同生活介護（グループホーム）における管理者のサービス評価の認識とその関連要因

職　　名

１．主な担当授業科目 日常生活支援技術Ａ、日常生活支援技術Ｂ、日常生活支援技術Ｃ、介護の基本Ｃ

ふりがな

氏　　名

学　　位

もりわき　あき

幼児教育保育学科

助教

保健福祉学修士

学科・専攻

森　脇　あ　き



幼児教育保育学科　

助教

修士（保健学）

学科・専攻

山　村　裕　子

学　　位

やまむら　ひろこふりがな

氏　　名

３．現在の研究テーマ
(1)乳幼児期の保護者支援

職　　名

１．主な担当授業科目 乳児保育１・２、子どもの保健Ⅱ

２．専門分野 公衆衛生看護学、家族看護学

日本公衆衛生看護学会
日本家族看護学会
日本発達障害学会

(2)親になる準備教育
(3)発達障害児者の在宅支援

鳥取市乳幼児健診雇上保健師
産後ケア施設やわらかい風応援隊員

４．主な研究業績

５．所属学会

とっとり喫煙問題研究会委員

日本小児精神神経学会

論文
　(1)鳥取市の妊婦の喫煙状況と子どもの将来喫煙に対する意識との関連（修士論文）
　　鳥取大学　2009（単著）
学会発表
　(1)鳥取市の妊婦の喫煙状況に関する実態調査
　　第48回国保地域医療学会（48巻RONBUNNO.264)　けんこう鳥取　pp.64-65　2009
　(2)鳥取市喫煙防止教育の効果と課題～旧市内全31小学校の5年間の取り組み～
　　第49回鳥取県公衆衛生学会,第52回中国地区公衆衛生学会　けんこう鳥取　pp.62-64　2007
報告書
　(1)未来へつながるブックスタート～その可能性を語り合う～
　　赤ちゃんの笑顔から広がる地域のつながり報告書　pp.26-27　2008

６．主な社会活動
鳥取市新任期保健師育成事業協力員
鳥取市母子保健推進員



論文
　(1)「教授‐学習過程における予見可能性と偶然―ジョン・ケージの『偶然性の音楽』
　　を中心として―」　中国四国教育学会編『教育学研究紀要（CD-ROM版）』
　　pp.13-18　2016（単著）
　(2)「芸術教育論における「能力」論争の構造と前提―「美的経験」の捉え方を
　　めぐって―」　中国四国教育学会編『教育学研究紀要（CD-ROM版）』
　　pp.307-312　2015（単著）
　(3)「モレンハウアー『美的識字化』への理論的影響」　中国四国教育学会編
　　『教育学研究紀要（CD-ROM版）』　pp.25-30　2014（単著）
　(4)「美的経験と道徳的判断の連続性」　中国四国教育学会編『教育学研究紀要
　　（CD-ROM版）』　pp.7-12　2013（単著）

６．主な社会活動

４．主な研究業績

５．所属学会
教育哲学会
中国四国教育学会

(2)子どもの美的経験に関する研究
(3)音楽教育の成果の捉え難さに関する研究

２．専門分野 教育学、教育哲学

３．現在の研究テーマ
(1)美的経験の教育学的意義に関する研究

職　　名

１．主な担当授業科目 教育原理Ⅱ、保育・教育課程論、教育実習Ⅰ、道徳教育論

ふりがな

氏　　名

学　　位

まえだ　まいこ

幼児教育保育学科

助教

修士（教育学）

学科・専攻

前　田　舞　子



６．主な社会活動

４．主な研究業績

５．所属学会

２．専門分野

３．現在の研究テーマ
(1)音楽分野における舞台の制作と演奏

職　　名

１．主な担当授業科目 （保育実習Ⅰ）、（保育実習Ⅱ）、（教育実習Ⅰ）、（教育実習Ⅱ）

ふりがな

氏　　名

学　　位

もりやま　なほこ

幼児教育保育学科

助手

学士（地域学）

学科・専攻

森　山　菜穂子



６．主な社会活動

４．主な研究業績

５．所属学会

２．専門分野 保育実技

３．現在の研究テーマ

職　　名

１．主な担当授業科目 （保育実習）、（教育実習）

ふりがな

氏　　名

学　　位

じょうまん　まさひろ

幼児教育保育学科

嘱託助教

修士（地域学）

学科・専攻

上　萬　雅　洋
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