
令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 学士課程（一種免許）

学群 学類 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

教育と社会 教職専門 幼一種免、小一種免、中一種免、高一種免

教育行政学 教職専門 幼一種免、小一種免、中一種免、高一種免

教職入門(キャリアモデル学習Ⅰ) 教職専門 幼一種免、小一種免、中一種免、高一種免

解剖学 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

生理学（運動生理学） 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

野外活動 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

古代・中世文学史 教科専門 中一種免（国語）、高一種免（国語）

子どもとことば 教科専門 小一種免

伝統言語文化論 教科専門 中一種免（国語）、高一種免（国語）

日本古典文学演習Ⅰ 教科専門 中一種免（国語）、高一種免（国語）

日本文学概論 教科専門 中一種免（国語）、高一種免（国語）

比較文学演習Ⅰ 教科専門 中一種免（国語）、高一種免（国語）

ソルフェージュⅢ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

形式学基礎 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

作曲基礎Ⅰ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

作曲基礎Ⅱ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

指揮法基礎 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

指揮法研究 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

芸術学Ⅰ 教科専門 中一種免（美術）、高一種免（美術）

芸術学Ⅱ 教科専門 中一種免（美術）、高一種免（美術）

美術史Ⅰ 教科専門 中一種免（美術）、高一種免（美術）

美術史Ⅱ 教科専門 中一種免（美術）、高一種免（美術）

家族と家庭 教科専門 中一種免（家庭）、高一種免（家庭）

家庭科教育法Ⅰ 教科専門 中一種免（家庭）、高一種免（家庭）

家庭科教育法Ⅱ 教科専門 中一種免（家庭）、高一種免（家庭）

家庭科教育法Ⅳ 教科専門 中一種免（家庭）、高一種免（家庭）

生活経営学 教科専門 中一種免（家庭）、高一種免（家庭）

人文社会学群 人間発達文化学類 岸　竜馬 教育相談 教職専門 幼一種免、小一種免、中一種免、高一種免

ヨーロッパ近・現代史 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

ヨーロッパ近世・近代史 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

外国史概説 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

外国史史料講読 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

保育内容（環境） 教科専門 幼一種免

保育方法実践論 教職専門 幼一種免

幼児とことば 教科専門 幼一種免

幼児と環境 教科専門 幼一種免

幼児と人間関係 教科専門 幼一種免

幼児発達心理学 教職専門 幼一種免

幼児理解・教育相談の理論と方法 教職専門 幼一種免

近代文学史 教科専門 中一種免（国語）、高一種免（国語）

比較文学演習Ⅱ 教科専門 中一種免（国語）、高一種免（国語）

英文学史 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

英米文学演習Ⅲ 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

英米文学演習Ⅳ 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

近代英米文学 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）
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阿内　春生

安田　俊広

井實　充史

横島　浩

加藤　奈保子

角間　陽子
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令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 学士課程（一種免許）

学群 学類 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

声楽アンサンブルⅠ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

声楽アンサンブルⅡ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

声楽演奏研究Ⅰ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

声楽演奏研究Ⅱ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

声楽基礎Ⅰ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

声楽基礎Ⅱ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

英語科教育法Ⅰ 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

英語科教育法Ⅲ 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

英語科教育法Ⅳ 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

小学校外国語学習指導論 教科専門 小一種免

英語意味論 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

英語学演習Ⅰ 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

英語学演習Ⅳ 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

英文法 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

国語科学習指導論 教科専門 小一種免

国語科学習指導論 教科専門 小一種免

国語科教育法Ⅱ 教科専門 中一種免（国語）、高一種免（国語）

国語科教育法Ⅲ 教科専門 中一種免（国語）、高一種免（国語）

国語科教育法Ⅳ 教科専門 中一種免（国語）、高一種免（国語）

保育内容（言葉） 教科専門 幼一種免

人文社会学群 人間発達文化学類 佐藤　和彦 教職概論 教職専門 幼一種免、小一種免、中一種免、高一種免

カリキュラム・教育方法論 教職専門 小一種免、中一種免、高一種免

教育の方法 教職専門 中一種免、高一種免

教育の方法・課程論 教職専門 小一種免、中一種免、高一種免

教育の方法・課程論 教職専門 小一種免、中一種免、高一種免

教育課程論 教職専門 小一種免、中一種免、高一種免

教育社会研究 教職専門 小一種免、中一種免、高一種免

自然体験実習 教職専門 幼一種免、小一種免、中一種免、高一種免

教職入門(人間以外) 教職専門 中一種免、高一種免

子どもの生活と遊び 教科専門 小一種免

生活科学習指導論 教科専門 小一種免

生活科学習指導論 教科専門 小一種免

総合的な学習の時間の指導法 教職専門 小一種免、中一種免、高一種免

人文社会学群 人間発達文化学類 住吉　チカ 教育心理学 教職専門 幼一種免、小一種免、中一種免、高一種免

現代日本経済論Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

産業社会文化論 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

人文地理学概説 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

地理学実地研究Ⅰ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

地理学実地研究Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

地理歴史科教育法Ⅰ 教科専門 高一種免（地理歴史）

地理歴史科教育法Ⅱ 教科専門 高一種免（地理歴史）

都市とまちづくりの地理学 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

日本の地域文化 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）
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今尾　滋

佐久間　康之

佐藤　元樹

佐藤　佐敏

坂本　篤史

宗形　潤子

初澤　敏生

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群
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https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138577&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138665&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138695&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138762&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138763&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138557&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138791&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138539&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138540&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138794&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138694&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138693&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138398&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138448&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141505&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138387&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138608&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138607&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141487&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138765&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138764&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138450&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138698&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139226&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141486&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138599&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138509&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138508&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139174&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138403&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139163&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139250&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139165&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138917&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139252&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141806&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138834&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139213&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138837&formatCD=1
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000067/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000037/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000074/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000038/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000092/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000064/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000062/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000171/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000149/profile.html


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 学士課程（一種免許）

学群 学類 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

日本近代社会史 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

日本古代中世社会史 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

日本史概説 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

日本史史料講読 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

日本文化史演習旅行 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

スノースポーツ 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

スポーツと文化(体育原理) 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

バレーボール 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

保健体育科教育法Ⅲ 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

音楽科学習指導論 教科専門 小一種免

音楽科学習指導論 教科専門 小一種免

音楽科教育法Ⅲ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

初等科授業研究 教職専門 小一種免

公民科教育法Ⅱ 教科専門 高一種免（公民）

戦争と平和の倫理学 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

人文社会学群 人間発達文化学類 小檜山　宗浩 肢体不自由者教育概論 教科専門 特支一種免（知・肢・病）

子どもと道徳 教職専門 小一種免、中一種免

生徒指導・教育相談の基礎 教職専門 小一種免、中一種免、高一種免

地域教育実践Ⅱ 教職専門 幼一種免、小一種免、中一種免、高一種免

道徳指導論 教職専門 小一種免、中一種免、高一種免

道徳指導論 教職専門 小一種免、中一種免、高一種免

道徳指導論 教職専門 小一種免、中一種免、高一種免

子どもの健康と運動 教科専門 小一種免

子どもの健康と運動 教科専門 小一種免

体育科学習指導論 教科専門 小一種免

保健体育科教育法Ⅰ 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

保健体育科教育法Ⅱ 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

保健体育科教育法Ⅳ 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

人間と教育 教職専門 幼一種免、小一種免、中一種免、高一種免

人間と教育 教職専門 幼一種免、小一種免、中一種免、高一種免

西洋教育思想 教職専門 幼一種免、小一種免、中一種免、高一種免

彫刻Ⅰ 教科専門 中一種免（美術）、高一種免（美術）

彫刻Ⅱ 教科専門 中一種免（美術）、高一種免（美術）

彫刻Ⅲ 教科専門 中一種免（美術）、高一種免（美術）

彫刻理論 教科専門 中一種免（美術）、高一種免（美術）

算数科学習指導論 教科専門 小一種免

算数科学習指導論 教科専門 小一種免

数学科教育法Ⅰ 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

数学科教育法Ⅱ 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

子どもと自然 教科専門 小一種免

子どもと自然 教科専門 小一種免

生命環境の科学Ⅰ 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

スポーツ医学 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

バスケットボール 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

運動処方 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000116/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000626/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000297/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000628/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000661/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000110/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000065/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000137/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/5/0000402/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000023/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000059/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000126/profile.html

植田　啓嗣

新井　浩

森本　明

水澤　玲子

杉浦　弘一

小松　賢司

小川　宏

小川　裕

小野原　雅夫

松下　行則

松本　健太

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138871&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138918&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139214&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138836&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139254&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138926&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139222&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138928&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138449&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138505&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138504&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138696&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138929&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139210&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139251&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138705&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138699&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138516&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138810&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040142035&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138612&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138611&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138507&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138506&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138445&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138399&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138400&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138561&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138565&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138563&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138452&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138582&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138532&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138631&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138714&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138394&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138393&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141506&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138649&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138641&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138640&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141595&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139260&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139223&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138924&formatCD=1
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000116/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000626/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000297/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000628/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000661/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000110/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000065/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000137/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/5/0000402/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000023/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000059/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000126/profile.html


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 学士課程（一種免許）

学群 学類 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

ソルフェージュⅠ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

ソルフェージュⅡ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

音楽科教育法Ⅰ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

音楽科教育法Ⅱ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

音楽科教育法Ⅳ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

子どもの音楽表現 教科専門 小一種免

体育科学習指導論 教科専門 小一種免

体操 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

教育相談の基礎 教職専門 中一種免、高一種免

子ども理解と指導援助 教職専門 幼一種免

衣服デザイン実習 教科専門 中一種免（家庭）、高一種免（家庭）

衣服のデザインと機能 教科専門 中一種免（家庭）、高一種免（家庭）

衣服学概論及び実習 教科専門 中一種免（家庭）、高一種免（家庭）

生活の科学 教科専門 小一種免

栄養機能科学 教科専門 中一種免（家庭）、高一種免（家庭）

食と健康（人間） 教科専門 中一種免（家庭）、高一種免（家庭）

食物学 教科専門 中一種免（家庭）、高一種免（家庭）

英詩の韻律 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

英米文学演習Ⅰ 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

英米文学演習Ⅱ 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

初期近代英米文学 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

コーチング論 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

トレーニングマネジメント 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

体力トレーニング 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

陸上競技 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

代数学Ⅰ 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

代数学Ⅱ 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

代数学Ⅲ 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

代数学続論Ⅱ 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

理科の実験指導 教科専門 小一種免

理科の実験指導 教科専門 小一種免

人文社会学群 人間発達文化学類 太田　孝 国語科教育法Ⅰ 教科専門 中一種免（国語）、高一種免（国語）

行列とベクトルⅠ 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

行列とベクトルⅡ 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

数学科教育法Ⅲ 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

数学科教育法Ⅳ 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

生活の中の数と図形 教科専門 小一種免

生活の中の数と図形 教科専門 小一種免

学校と教育の歴史 教職専門 幼一種免、小一種免、中一種免、高一種免

人間と教育 教職専門 幼一種免、小一種免、中一種免、高一種免

家庭科の実習指導 教科専門 小一種免

食生活論 教科専門 中一種免（家庭）、高一種免（家庭）

食品加工学概論及び実習 教科専門 中一種免（家庭）、高一種免（家庭）

調理学及び基礎実習 教科専門 中一種免（家庭）、高一種免（家庭）

調理実習（人間） 教科専門 中一種免（家庭）、高一種免（家庭）
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杉田　政夫

菅家　礼子

青木　真理

千葉　桂子

千葉　養伍

川田　潤

川本　和久

相原　義弘

村上　正義

瀧口　和也

谷　雅泰

中村　恵子

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人文社会学群 人間発達文化学類

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群
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令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 学士課程（一種免許）

学群 学類 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

気候環境と人間 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

自然災害と人間 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

自然地理学概説 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

地理学概説 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

日本地誌 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

教育と社会 教職専門 幼一種免、小一種免、中一種免、高一種免

教育社会学 教職専門 幼一種免、小一種免、中一種免、高一種免

社会教育の基礎 教職専門 幼一種免、小一種免、中一種免、高一種免

コンピュータ 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

幾何学Ⅰ 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

幾何学Ⅲ 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

幾何学続論Ⅱ 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

ピアノアンサンブルⅡ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

ピアノ演奏研究Ⅰ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

ピアノ演奏研究Ⅱ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

ピアノ基礎Ⅰ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

ピアノ基礎Ⅱ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

英語学演習Ⅴ 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

英語学演習Ⅵ 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

英語学概論 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

英語構造論 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

知的障害者の行動観察とアセスメント 教科専門 特支一種免（知・肢・病）

知的障害者の行動分析 教科専門 特支一種免（知・肢・病）

知的障害者の心理・生理・病理 教科専門 特支一種免（知・肢・病）

映像メディア論 教科専門 中一種免（美術）、高一種免（美術）

絵画Ⅰ 教科専門 中一種免（美術）、高一種免（美術）

絵画Ⅱ 教科専門 中一種免（美術）、高一種免（美術）

絵画研究Ⅰ 教科専門 中一種免（美術）、高一種免（美術）

絵画研究Ⅱ 教科専門 中一種免（美術）、高一種免（美術）

素描Ⅰ 教科専門 中一種免（美術）、高一種免（美術）

版表現 教科専門 中一種免（美術）、高一種免（美術）

子どもの造形活動 教科専門 小一種免

子どもの造形活動 教科専門 小一種免

子どもの造形活動 教科専門 小一種免

図工科学習指導論 教科専門 小一種免

図工科学習指導論 教科専門 小一種免

日本語学演習Ⅳ 教科専門 中一種免（国語）、高一種免（国語）

日本語学概論 教科専門 中一種免（国語）、高一種免（国語）

日本語学実習 教科専門 中一種免（国語）、高一種免（国語）

英米文学演習Ⅴ 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

英米文学演習Ⅵ 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

現代英米文学 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

米文学史 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

教育・学校心理学 教職専門 幼一種免、小一種免、中一種免、高一種免

特別活動の理論と方法 教職専門 小一種免、中一種免、高一種免
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中田　スウラ

中田　文憲

中畑　淳

朝賀　俊彦

鶴巻　正子

渡邊　晃一

中村　洋介

内藤　良行

半沢　康

飯嶋　良太

飛田　操

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群
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https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139211&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138916&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139166&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138514&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138451&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138402&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138805&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139216&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138920&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138921&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141399&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138630&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138530&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138579&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138782&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138541&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138542&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138543&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138793&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141530&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138410&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138777&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138465&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141502&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141792&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138783&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138784&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138581&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138583&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138644&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138643&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138642&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138601&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138600&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138788&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141816&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141531&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139248&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138911&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138913&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139249&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040142093&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138456&formatCD=1
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000211/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000181/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000209/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000170/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000292/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000231/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000053/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000084/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000294/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000172/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000112/profile.html


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 学士課程（一種免許）

学群 学類 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

家庭科学習指導論 教科専門 小一種免

家庭科学習指導論 教科専門 小一種免

家庭科教育法Ⅲ 教科専門 中一種免（家庭）、高一種免（家庭）

キャリア教育論（進路指導と教育相談） 教職専門 小一種免、中一種免、高一種免

青年心理学 教職専門 中一種免、高一種免

地球惑星の科学Ⅰ 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

理科学習指導論 教科専門 小一種免

理科学習指導論 教科専門 小一種免

理科学習指導論 教科専門 小一種免

肢体不自由者の生理・病理・心理 教科専門 特支一種免（知・肢・病）

重複障害・軽度発達障害教育総論 教科専門 特支一種免（知・肢・病）

病弱者の生理・病理・心理 教科専門 特支一種免（知・肢・病）

保育カリキュラム論 教職専門 幼一種免

保育内容（人間関係） 教科専門 幼一種免

幼児と人間関係 教科専門 幼一種免

幼児教育・保育者論の歴史と思想 教職専門 幼一種免

現代社会とコミュニティ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

現代社会と文化 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

公民科教育法Ⅰ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

スポーツ運動学（運動方法学を含む。） 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

運動の学習と発達 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

器械運動 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

子どもを取り巻く社会 教科専門 小一種免

社会科学習指導論 教科専門 小一種免

社会科学習指導論 教科専門 小一種免

社会科教育法Ⅰ 教科専門 中一種免（社会）

社会科教育法Ⅳ 教科専門 中一種免（社会）

住環境学 教科専門 中一種免（家庭）、高一種免（家庭）

住居学実習 教科専門 中一種免（家庭）、高一種免（家庭）

住生活学 教科専門 中一種免（家庭）、高一種免（家庭）

暮らしと技術 教科専門 高一種免（家庭）

ダンス 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

人間発達と運動表現 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

保育内容（健康) 教科専門 幼一種免

幼児と体育 教科専門 幼一種免

スポーツ政策論 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

水泳 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

生涯スポーツ論 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

解析学続論 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

確率論・統計学 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

基礎解析学Ⅰ 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

基礎解析学Ⅱ 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

中国古典学概論 教科専門 中一種免（国語）、高一種免（国語）

中国文化演習Ⅰ 教科専門 中一種免（国語）、高一種免（国語）

中国文化演習Ⅱ 教科専門 中一種免（国語）、高一種免（国語）

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000240/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000066/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000629/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000627/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000169/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000039/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000040/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000263/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000235/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000113/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000099/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000236/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000246/profile.html

平中　宏典

保木井　啓史

牧田　実

本嶋　良恵

野木　勝弘

片寄　一

浜島　京子

富永　美佐子

鈴木　晃

鈴木　裕美子

蓮沼　哲哉

和田　正樹

澁澤　尚

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138441&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138440&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141504&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138654&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138406&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139217&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138647&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138646&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138645&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138523&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141591&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138623&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138409&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138759&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138774&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138522&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138830&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138831&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138799&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139171&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138807&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139220&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138392&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138443&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138442&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141820&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138605&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138662&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138574&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138525&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138573&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138843&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139172&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138386&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138597&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138809&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138925&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139259&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138802&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138872&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139167&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138873&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141793&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138787&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138586&formatCD=1
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000240/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000066/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000629/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000627/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000169/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000039/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000040/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000263/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000235/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000113/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000099/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000236/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000246/profile.html


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 学士課程（一種免許）

学群 学類 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

保育内容（表現Ⅰ) 教科専門 幼一種免

幼児と音楽 教科専門 幼一種免

幼児と音楽 教科専門 幼一種免

幼児と人間関係 教科専門 幼一種免

知的障害者学級経営論 教科専門 特支一種免（知・肢・病）

知的障害者教育課程論 教科専門 特支一種免（知・肢・病）

知的障害者教育指導法 教科専門 特支一種免（知・肢・病）

特別支援教育概論 教科専門 特支一種免（知・肢・病）

特別支援教育入門 教職専門 幼一種免

異文化理解 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

英語コミュニケーションⅣ 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

英語科教育法Ⅱ 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

子どもと外国語 教科専門 小一種免

小学校外国語学習指導論 教科専門 小一種免

人文社会学群 人間発達文化学類 粠田　惣男 社会科教育法Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）

工芸デザインⅠ 教科専門 中一種免（美術）

工芸基礎 教科専門 中一種免（美術）

人文社会学群 人間発達文化学類 鈴木　ひろ子（非）

修士（教育学） 【論文】
・鈴木ひろ子, 学級担任が同僚の教員と協働する特別支援教育の仕組みづくり ; 第1報, 福島大
学総合教育研究センター紀要, 19, 75-82, 2015年7月
・佐藤理, 鈴木ひろ子, 「通常学級にいる軽度発達障害のある児童生徒」の困難・ニーズの実態 :
第1報福島県における公立小学校，中学校，高等学校の養護教諭調査から, 福島大学総合教育
研究センター紀要, 1, 83-88, 2006年7月

学校保健(健康論) 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

スポーツ心理学 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

運動学習の心理 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

英語コミュニケーションⅢ 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

英語コミュニケーションⅤ 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

英語コミュニケーションⅥ 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

英語コミュニケーションⅠ 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

英語コミュニケーションⅡ 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/4/0000307/profile.html

修士（臨床心理
学）

【実技・技能に関する業績】
・OWL語学センター講師（http://www.owlenglish.net/classroom）
・1998年～　桜の聖母短期大学英文科・福島県立医科大学にて語学指導を担当
・1994～1997　台湾の台北市に英語講師として約3年間滞在
　　　　　　　　市内幼稚園を中心に園児への英語指導・企業での英語指導を担当

博士（政治学） 【論文】
・「日本女性 –理もれた日本の資産」John Tilmant, 郡山女子大学紀要43集別刷. 117-130. 2007
年3月
・「国内の政治・経済が及ぼす日本の外交政策への影響」John Tilmant, 国際日本文化研究会秋
季会報誌. 24-33. 1995年10月
【著書等】
・「アメリカ文化のルーツを探る = Foundations of American culture」John Tilmant [著],島秀夫 編
註.成美堂.1988年1月
・「アメリカ–そのイメージと実像 = America: Images and Realities」John Tilmant,  庭野吉弘 [著].
成美堂.2012年1月
・「未来社会の扉を開く = Your Future, Your Society」John Tilmant [著] 成美堂.2006年1月

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000624/profile.html

修士（教育学） 【委員歴】
・2005年～2011年　福島県総合美術展運営委員長　福島県総合美術展審査委員(工芸美術部
門)
【著書】
・共著『造形の基礎技法』1984年、建帛社。
・共著『新・造形の基礎技法』1993年、建帛社。
【論文】
・「高齢者の美術・造形活動の傾向と課題」、『大学美術教育学会誌』第29号、1997年。
【実技・技能に関する業績】
・「杜のうた」第17回日展（東京都美術館）、1985年。
・「菱」第8回日本新工芸家展（東急デパート本店他）、1986年。

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000256/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000022/profile.html

工藤　孝幾（非）

片野　一（非）

髙橋　純一

髙木　修一

齋藤　美智子

ロナルド・ブレント・ス
コット(非)

ジョン・ティルマント
（非）

博士(教育学) 【MISC】
・「運動習得過程における練習順序の自己調整」　単著　福島大学人間発達文化学類論集（教
育・心理学部門）、28、17-32、2018年
・「運動学習のメタ認知に関する調査研究」　単著　福島大学人間発達文化学類論集（教育・心理
学部門）、28、 17－45、2013年
・「動作系列の学習における学習方略の妥当性の再検討」　単著　福島大学人間発達文化学類
論集（社会科学部門）、10、23－37、2009年
・「系列動作のモデリングにおける学習方略に関する研究」 単著　福島大学人間発達文化学類論
集（社会科学部門）、6、33－48、2007年【書籍等出版物】
・「生涯スポーツの心理学」第4章：運動の知覚と情報処理能力の発達、福村出版、2011年
・「最新スポーツ心理学・その軌跡と展望」　第1章：運動学習のパラドックスと学習者の意図、大
修館書店、2004年
・「スポーツ心理学の世界」第１部：まえがき、第2章：合理的な練習をめざして、福村出版、2000年

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人文社会学群 人間発達文化学類

人文社会学群 人間発達文化学類

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138388&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138390&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138389&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138773&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138572&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138622&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138706&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138660&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138412&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138538&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138909&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138510&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138639&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138556&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138512&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141815&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138666&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138875&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141772&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139219&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139160&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139207&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138910&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138867&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139206&formatCD=1
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/4/0000307/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000624/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000256/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000022/profile.html


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 学士課程（一種免許）

学群 学類 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

人文社会学群 人間発達文化学類 安村　誠司(非)

医学博士 【受賞】
・2019年1月　日本疫学会 功労賞 第28回日本疫学会学術総会会長 功労賞 一般社団法人日本
疫学会
・2018年10月　平成29年度母性衛生学術優秀賞 東京電力福島第一原子力発電所事故後の電
話要支援者の特徴と電話相談内容 日本老年社会科学会
【論文】
・Factors Hindering Social Participation among Older Residents from Evacuation Zones after the
Nuclear Power Plant Accident in Fukushima: The Fukushima Health Management Survey.
Harigane M, Imuta H, Yasumura S, et al. International journal of environmental research and
public health 18(9) 2021年4月21日
・ Incidence of and improvement in inappropriate parental behaviors of mothers with young
children: a retrospective cohort study conducted in collaboration with a local government. Arai
T, Goto A, Komatsu M, Yasumura S. Archives of Public Health 2021年3月
・ Nested matched case control study for the Japan Fukushima Health Management Survey's
first full-scale (second-round) thyroid examination.
Takahashi H, Yasumura S, Takahashi K, et al. Medicine 99(27) e20440-e20440 2020年7月2日
【書籍等出版物】
・福島県「県民健康調査」報告書 2011～2020 神谷研二, 大戸斉, 安村誠司 (編著者) 福島県立
医科大学放射線医学県民健康管理センター 2021年2月
・福島原発事故における公衆衛生課題とその対応ー甲状腺検査と保健活動ー 　安村誠司編著
南山堂 2019年10月

衛生学及び公衆衛生学 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

人文社会学群 人間発達文化学類 岩佐　一（非）

博士（心理学） 【受賞】
・日本老年精神医学会Psychogeriatrics 2021年度学会査読者賞 2021年6月
【論文】
・Leisure activity moderates the relationship between living alone and mental health among
Japanese older adults. Yoshida Y, Iwasa H, Ishioka Y, Suzukamo Y. Geriatrics & Gerontology
International 21(5) 2021年5月 査読あり
・Factors associated with cognitive failure among mothers involved in child care. Iwasa H,
Yoshida Y, Ishii K, Yasumura S. Cogent Psychology 8 1896119 2021年1月 査読あり
・中学生・高校生におけるメディア利用と生活習慣の関連. 佐野碧，岩佐一，中山千尋，森山信
彰，勝山邦子，安村誠司. 日本公衆衛生雑誌 67(6) 380-389 2020年6月 査読あり

衛生学及び公衆衛生学 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

人文社会学群 人間発達文化学類 小野　道子（非）

公衆衛生学修
士

【論文】
・「Efficacy of group intervention involving physical activity on subjective well-being of elderly
returnees after evacuation following the Great East Japan Earthquake. 」
Moriyama N, Iwasa H, Orui M, Kuroda Y, Ono M, Okazaki K, Takamura M, Sato N, Yasumura S
Psychogeriatrics : the official journal of the Japanese Psychogeriatric Society 19(3) 246-254
2019年5月  査読有り
・「福島県西会津町の健康づくり―栄養・食生活改善活動の実施計画と評価―（栄養・食糧学研
究、最近の動向）」小野道子, 日本栄養・食糧学会誌57(4).179-182, 2004年4月
・「適正減量を目指した糖尿病予防の個別健康教育における強力介入群と通常介入群の比較
（活動報告(査読付)」共著, 日本公衆衛生雑誌　53(2).122-132, 2006年2月
・「千葉県鴨川市住民における腹囲とメタボリックシンドロームリスク要因及び生活習慣との関連
（特別研究論文）」小野道子, 保健医療科学 J.Natl.Inst.Public.Health, 55(4)345-346, 2006年
・「ホームレス地域生活移行支援事業における健康に焦点を当てた生活支援に関する取り組み
（平成17年度国立保健医療科学院専門課程合同臨地訓練調査報告書）」共著, 保健医療科学
J.Natl.Inst.Public.Health, 55(1)57-61, 2006年
【MISC】
・「災害による避難を経験した地域在住高齢者の精神的健康度に関連する因子の探索 身体活動
および身体活動規定因子に着目して」 森山 信彰, 西間木 ます子, 大類 真嗣, 岩佐 一, 黒田 佑
次郎, 小野 道子, 佐藤 紀子, 岡崎 可奈子, 高村 元章, 安村 誠司 理学療法学 46(Suppl.1) O-8
2019年8月

衛生学及び公衆衛生学 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

人文社会学群 人間発達文化学類 中山　千尋（非）

医学博士 【論文】
・Associated factors related to participation in general health checkup and survey of the effect
of low-dose radiation exposure on health of residents of Fukushima Prefecture after the
Fukushima Daiichi nuclear power plant accident.
Nobuaki Moriyama, Chihiro Nakayama, Masatsugu Orui, Yujiro Kuroda, Hajime Iwasa, Teruko
Horiuchi, Takeo Nakayama, Minoru Sugita, Seiji Yasumura Preventive medicine reports 20
101214-101214 2020年12月
・Recovery from radiation anxiety and posttraumatic growth among community dwellers after the
nuclear disaster in Fukushima Iwasa H, Moriyama N, Kuroda Y, Nakayama C, Orui M, Horiuchi T,
Nakayama T, Sugita M, Yasumura S
Cogent Psychology (6) 2019年4月  査読有り
・Lingering health-related anxiety about radiation among Fukushima residents as correlated with
media information following the accident at Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Chihiro
Nakayama, Osamu Sato, Minoru Sugita, Takeo Nakayama, Yujiro Kuroda, Masatsugu Orui, Hajime
Iwasa, Seiji Yasumura, Rima E Rudd PloS one 14(5) e0217285 2019年  査読有り

衛生学及び公衆衛生学 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139257&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139257&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139257&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139257&formatCD=1


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 学士課程（一種免許）

学群 学類 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

人文社会学群 人間発達文化学類 森山　信彰（非）

博士（保健学） 【受賞】
・2019年9月　 第37回東北理学療法学術大会 優秀賞・新人賞 公益社団法人日本理学療法士協
会東北ブロック協議会     森山信彰, 小俣純一, 佐藤竜太, 岡崎可奈子, 安村誠司
【論文】
・Association of habitual exercise with adults’ mental health following the Fukushima Daiichi
nuclear power plant accident: the Fukushima Health Management Survey Moriyama Nobuaki,
Ohira Tetsuya, Maeda Masaharu, Yabe Hirooki, Miura Itaru, Takahashi Atsushi, Harigane Mayumi,
Horikoshi Naoko, Okazaki Kanako, Miyachi Motohiko, Gando Yuko, Kamiya Kenji, Yasumura Seiji
Mental Health and Physical Activity 2021年3月  査読有り
・Association of Perceived Environment and Physical Activity in Older Adults After the Great
East Japan Earthquake. Moriyama N, Iwasa H, Yasumura S Journal of aging and physical activity
1-10 2021年1月8日  査読有り

衛生学及び公衆衛生学 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

英語コミュニケーションⅢ 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

英語コミュニケーションⅣ 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

英語音声学 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

人文社会学群 人間発達文化学類 伊藤　勲(非)

教育学士 ・福島県立福島西女子高等学校合唱団を指導し全日本合唱コンクール全国大会6回出場。
・福島高校合唱部を指導し東北大会金賞。
・福島大学合唱団を指導し全国大会9回出場（金賞受賞あり）。

合唱Ⅱ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

政治学概説 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

政治思想史 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

保育内容（表現Ⅱ) 教科専門 幼一種免

幼児と造形 教科専門 幼一種免

博士（言語学） 【論文】
・「Developing transferable writing skills through manga」Takako Yasuta, John Blake. Second
Language Reseach and Practice. 140-153.2021
・「 Manga design and role language in the context of cross-cultural communication of language
learners」Takako Yasuta, Evgeny Pyshkin.INTED2020 Proceedings.14.1-9.2020
・「英語のパラグラフライティングにおけるコミッククリエーターPixtonの効果的活用実践例」安田尚
子。外国語教育メディア学会第５７回全国研究大会発表予稿集.1。202-203.2017
・「Use of Comic Panels and Images for an Effective Graphic Organizer in L2 Writing」Takako
Yasuta.Studies in English language and literature.38。153-182.2017
【学会発表】
・「Developing transferable college-level writing skills through comic making」Takako
Yasuta.Hawa'ii International Conference on Education 2021.2021
・「Acquisition of academic writing skills through comic narration」Takako Yasuta.Symposium on
Second Language Writing 2019. 2019
・「Can Manga be used to teach academic writing?: L2 writing through Manga narration」Takako
Yasuta.Hawa'ii International Conference on Education 2020.2020

政治学修士 【MISC】
・「社会契約論史におけるスミスとマルクス 」福島大学人間発達文化学類論集 第２号 （社会科学
部門） 2005年
・「ホッブスをめぐるカントとスミス ― ウィリアムズとマウスの新研究を検討する ― 」福島大学教
育学部論集 第75号 （社会科学部門） 2004年
【書籍等出版物】
・ジョン・ロック『改訂版　全訳統治論』八朔社 2020年
・ロバート・フィルマー『フィルマー著作集』京都大学学術出版会 2016年 渡部秀和と共訳
・トマス・ホッブズ『哲学原論／自然法および国家法の原理』柏書房 2012年 渡部秀和と共訳
・「社会契約論がなぜ大事か知っていますか」柏書房 2011年

博士（感性学） 【論文】
・「Arts-Based Research に基づく小学校での探究的ワークショップ実践の開発： 小学校 5 ・ 6 年
生を対象とした図画工作科の関連実践として」笠原広一,森本謙,手塚千尋,生井亮司,栗山由加,小
室明久,丁佳楠,和田賢征,池田晴介,加山総子,佐藤真,岩永啓司.東京学芸大学紀要　芸術・ス
ポーツ科学系.72, 77-97. 2020年11月
・「幼児の土を使った遊びと探究I―Arts-Based Researchの視点から実践を描き出す―」吉川暢
子, 手塚千尋, 森本謙, 笠原広一.香川大学教育実践総合研究.41, 57-69.2020年10月
・“Diversity × Color: Understanding Cultural Diversity”Chihiro Tetsuka, Maho Sato, Koichi
Kasahara, Satoshi Ikeda, Satoshi Ikeda.SPECIAL ISSUE InSEA Congress 2018: Scientific and
Social Interventions in Art Education.①311-1326.2019年
・「保育園と大学との連携造形活動による保育の質的深化の試み : 保育者・大学教員・大学院
生・保護者の学び合いの実践構造について」笠原,広一; 真木,千壽子; 鉃矢,悦朗; 加山,総子; 大
塚,菜々美; 千野,希帆子; 白神,瑛子; 谷黒,杏花; 肥前,新菜.東京学芸大学紀要. 芸術・スポーツ科
学系.71,79-93.2019年10月
・「子ども理解を深める親子ワークショップの実践 : 学芸の森保育園での遊具を使ったワーク
ショップ実践の考察に基づいて」小室明久; 笠原広一; 鉃矢悦朗; 真木千壽子; 加山総子.東京学
芸大学紀要. 芸術・スポーツ科学系.71, 69-78.2019年10月

安田　尚子(非)

伊藤　宏之（非）

笠原　広一（非）

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139257&formatCD=1
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令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 学士課程（一種免許）

学群 学類 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

人文社会学群 人間発達文化学類 関根　良平（非）

博士（理学） 【論文】
・「若年層におけるオンラインショッピングの普及にともなった商店街の変容 : 呼和浩特市附中東
通りを事例に 」蘇徳斯琴, 庄子 元, 関根 良平
青森中央学院大学研究紀要 = ACGU journal (33) 77-84 2020年3月
・「人口減少社会における都市圏の空間構造変化 」清水 遼, 磯田 弦, 関根 良平, 中谷 友樹, 日
本地理学会発表要旨集 2020 192-192 2020年
・「GTFSを用いた仙台市地下鉄東西線開業前後の時空間アクセシビリティ変化に関する研究 」
柴田 嶺, 吉川 湧太, 今川 諒, 磯田 弦, 関根 良平, 中谷 友樹, 日本地理学会発表要旨集 2020
145-145 2020年
・”Finding Lost Landscapes in SouthEast Asia”,  Yukihisa Hoshida, Tomoki Nakaya, Shohei
Nagata, Yuzuru Isoda, Ryohei Sekine, ArcUSer 23(4) 66-69 2020年
・「なぜ所有者がわからない森林が発生するのか：マルチレベル分析を用いた地域差の検討 」梶
間周一郎, 中谷友樹, 関根良平, 磯田弦, 地理情報システム学会講演論文集 28 1-4 2019年10月

食料生産と国土保全の地理学 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

人文社会学群 人間発達文化学類 岩動　志乃夫(非)

博士(地理学) 【論文】
・「中国の経済成長による東北部の景観変容」岩動志乃夫,地域構想学研究教育報告9 31-42
2018年12月
・「地域が大学と連携して行う地域資源の再評価 －大仙市の留学生モニターツアーを事例にして
－ 」岩動 志乃夫, 季刊地理学 69(1) 34-49 2017年4月  査読有り
・「花火大会のまち・大曲」岩動 志乃夫, 地域構想学研究教育報告 2 29-39 2012年3月
・「都市景観を地理教材として活かすための一考察―シカゴ市などを事例として― 」岩動志乃夫,
地域研究 49(2) 28-33,1(2) 2009年3月  査読有り
・「秋田市における手形山団地と御野場団地の居住者の消費者購買行動」岩動志乃夫, 秋田地
理 25号(25) 21-32 2005年3月  査読有り

地誌学概説 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

人文社会学群 人間発達文化学類 橋本　実(非)

医学博士 【論文】
・「体育・健康系大学でのヨガおよびノルディックウォーキングの 体験授業と学生の学び」小松
正子 , 中村　 孝子 , 星　 勝久 , 高橋　 亮 , 笠原　 岳人 , 高崎　 義輝 , 橋本　 実　仙台大学紀
要,52(2),49-54 (2021-03-31)
・「介護福祉士に求められる専門性と能力に関する研究 : 養成校教員と介護福祉士が考える介
護福祉士像」二瓶 さやか , 橋本 実 , 後藤 満枝
仙台大学紀要,41(1),111-119 (2009-10-31)
・「介護予防教室における目的別レクリエーションプログラムの開発と効果に関する研究」小池 和
幸 , 高崎 義輝 , 橋本 実
仙台大学紀要,41(1),57-66 (2009-10-31)
・「論文 テトロンテープを用いた烏口鎖骨靱帯再建術による新鮮肩鎖関節完全脱臼の治療成績」
日本災害医学会会誌.47(12).738-742(1999-12-01)

救急処置及び看護法 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

人文社会学群 人間発達文化学類 玉田　真紀(非)

家政学修士 【MISC】
・「東北地方における繊維リサイクルの現状と課題―生活者にわかりやすいシステムをめざして 」
日本繊維機械学会，繊維工学 57(1) 28-33 2004年
・「ファッションの類義語に関する研究 」デザイン学、日本デザイン学会 9(4) 73-84 2002年
・「ファッションへの興味と自己形成 」デザイン学、日本デザイン学会 9(4) 39-46 2002年
【書籍等出版物】
・「高等学校用ファッションデザイン 」文部科学省 2003年
・「生活科学概論 」同文書院 2002年

人間と衣服 教科専門 中一種免（家庭）、高一種免（家庭）

器楽演奏研究Ⅰ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

器楽演奏研究Ⅱ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

器楽基礎Ⅰ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

器楽基礎Ⅱ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

弦楽器特講 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

合奏 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

芸術学修士 【MISC】
・「合奏活動をもとにした弦楽器学習を考える 」cmc音楽文化の創造 (20) 84-89 2001年
・「Learning of Stringed Instrument on Ensemble Movement 」CREATING MUSIC CULTURE (20)
84-89 2001年
・「チュロにおける構えの指導に関する研究 」福島大学教育学部実践研究紀要 (39) 15-22 2000
年
・「A Teaching Method of the Way to Hold the Cello 」BULLETIN OF THE RESEARCH AND
GUIDANCE CEIVTER OF THACHING PRACTICE THE FACULTY OF EDUCATTON (39) 15-22
2000年
・「チェロ運指技術の熟達に関わる諸問題 II 運指技術の向上を阻害する要因 」「教育実践研究
紀要」 (37) 1999年

金谷　昌治（非）人間発達文化学類人文社会学群
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令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 学士課程（一種免許）

学群 学類 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

子どもと特別活動 教職専門 小一種免、中一種免、高一種免

生徒・進路指導論 教職専門 幼一種免、小一種免、中一種免、高一種免

生徒・進路指導論 教職専門 幼一種免、小一種免、中一種免、高一種免

特別活動 教職専門 小一種免、中一種免、高一種免

修士（教育学） 【論文】
・「子どもと楽しい２学期にするために」（生活指導　第657号.2008年9月号．明治図書）
・「福島県の子どもたちの現状と今後の学校教育の方向性～豊かに生きるために、共同する学
校・学びをどうつくっていくか」（2014年4月　明星大学大学院・教育学研究　第13号）
・「放射能汚染に苦しむ福島県の子どもたちの現状と学校教育の方向性」（2016年10月　福島大
学吾峰会学術論文・入選）
【書籍等出版物】
（単著）
・「誰もが幸せになる学力を」古関勝則（著）クリエイツかもがわ．2017年8月
・「子どもにやさしい学校に」古関勝則（著）高文研．2017年8月
・「おいしい!授業―70のアイデア&スパイス+2 小学校5・6年」古関勝則（著）.家本芳郎（監修）.
フォーラムA.2013年3月
・「学級担任のための家庭学習かんたん指導法」古関勝則（著）．たんぽぽ出版．2012年4月
・「授業のアイデア 5・6年―これでうまくいく授業のポイント72 (教師のわざ)」古関勝則（著）.家本
芳郎（監修）.ひまわり社.2004年12月
・「すぐつかえる学級担任ハンドブック 小学校1年生」古関勝則（著）.家本芳郎（監修）.たんぽぽ出
版.2004年3月
・「子どもが主人公となる学校を (楽しい学校づくりシリーズ)」古関勝則（著）.明治図書出版.1992
年1月）
（共著）
・「子どもの貧困に向き合える学校づくり～地域の中のスクールソーシャルワーク～」（第３章執
筆）．かもがわ出版．2018年1月
・「はじめての学級づくりシリーズ４　保護者となかよく」（第１章執筆）．クリエイツかもがわ．2016
年4年
・「はじめての学級づくりシリーズ３　話し合いをしよう」（第１章執筆）.クリエイツかもがわ.2015年4
月
・「はじめての学級づくりシリーズ２　リーダーを育てよう」（第１章・３章執筆）．クリエイツかもが
わ．2015年4 月
・「はじめての学級づくりシリーズ１　班を作ろう」（第１章・２章執筆）．クリエイツかもがわ．2014年
11月
・「教室で楽しく群読１２ヶ月　低学年編」（日本群読教育の会編　５編掲載）．高文研．2013年5月
・「教室で楽しく群読１２ヶ月　中学年編」（日本群読教育の会編　６編掲載）．高文研．2013年5月
・「教室で楽しく群読１２ヶ月　高学年編」（日本群読教育の会編　２編掲載）．高文研．2013年5月
・「子どもが生き生きアイデア情報辞典　１年生」（ルック．2007年5月）
・「子どもが育つ教師の言葉　30のアプローチ」（たんぽぽ出版．2006年4月）
・「すぐつかえる授業　ハンドブック」（たんぽぽ出版．2005年3月）
・「ぱっと使える学級担任テーマブック　係活動」（フォーラムA．2005年3月）
・「ぱっと使える学級担任テーマブック　朝と帰りの会」（フォーラムA．2005年3月）
・「ぱっと使える学級担任テーマブック　学級びらき」（フォーラムA．2005年3 月）
・「小学校　自立を育てる　基本的生活習慣のしつけ」（ひまわり社．2005年3月）
・「続　いつでも群読」（高文研．2004年8月）
・「これは困った　保護者とのトラブル　解決のヒント８０」（ひまわり社．2004年4月）
・「すぐできて楽しい運動会種目ベスト７０」（たんぽぽ出版．2004年4月）
・「どの子も伸びる　小学校　どう指導する問題をかかえた子100事例」（ひまわり社．2003年7月）
・「授業規律で学ぶ力を」（学事出版．2003年4月）
・「５分間でできる学級遊び　ベスト９０」（たんぽぽ出版．2002年3月）
・「小学校学級担任アイデアブック　５・６年」（民衆社．2000年4月）
・「小学校学級担任アイデアブック　３・４年」（民衆社．2000年4月）
・「子どもたちの明日のために」（ふくしま地域づくりの会1995年12月）
・「学級活動シナリオ集」（民衆社．1995年10月）
・「いま、学級の討論をどう起こすか」（全生研編．明治図書．1995年10月）
・「楽しい児童会・生徒会活動入門」（全生研編．明治図書．1995年5月）
・「小学５年　揺れながら自立にいどむ」（明治図書．1993年5月）
・「作文教育の実践指導」（学研．1995年5月）
・「学級を高める楽しい学級の指導」（福教社．1991年10 月）
・「学級通信選書」（ニチブン.1989年2月）
【学会での発表等】
・報告「緘黙児童が会話を取り戻すまで」（日本生活指導学会．福島市民会館．2006年2月）
・講演「今日の子どもをどう理解し、深部に届く実践をどう理解するか」（福島大学教育実践セン
ター主催.福島大学.1990年2月）
※　他に雑誌掲載論文、実践報告等多数。講演、講座なども多数。

古関　勝則（非）人間発達文化学類人文社会学群

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138401&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138610&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138609&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138700&formatCD=1


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 学士課程（一種免許）

学群 学類 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

人文社会学群 人間発達文化学類 後藤　光将（非）

博士（体育科
学）

【書籍等出版物】
・「スポーツの技術・戦術史」 共著 新井博・小谷究（編），後藤光将ほか6名 流通経済大学出版会
2021年3月
・「夢と欲望のオリンピック　その多様な姿」 共著高峰修（編），後藤光将ほか11名 成文堂 2020年
5月
・「オリンピック・パラリンピックを学ぶ」 共著 後藤光将（編），岩波書店 2020年3月
・「新版　スポーツの歴史と文化」 共著 新井博（編），井上洋一，後藤光将ほか11名 道和書院
2019年4月
・「テニス指導教本Ⅰ」 共著 公益財団法人日本テニス協会（編），大修館書店 2015年12月
【論文】
・「オリンピック文化教育プログラムの効果的な展開に関する基礎的研究」後藤光将，明治大学人
文科学研究所紀要（84）36-45 2019年3月
・「軟式と硬式の社会思想 」後藤光将, 体育の科学 67(9) 598-602 2017年9月  招待有り
・「雑誌「日本の庭球」の発刊（昭和17年11月）に関する歴史的考察 」明治大学教養論集 (517)
67-79 2016年3月
・「日本テニス史研究の課題と可能性 」体育史研究 (32) 77-81 2015年3月
・「戦中期の日本におけるテニスボールの配給に関する研究 」明治大学教養論集 494 13-39
2013年9月
・「大正期における女性スポーツとメディア −テニスプレーヤー田村富美子の偶像化- 」明治大学
教養論集 (485) 1-27 2012年9月

スポーツ文化史 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

美術科教育法Ⅰ 教科専門 中一種免（美術）、高一種免（美術）

美術科教育法Ⅱ 教科専門 中一種免（美術）、高一種免（美術）

美術科教育法Ⅲ 教科専門 中一種免（美術）、高一種免（美術）

美術科教育法Ⅳ 教科専門 中一種免（美術）、高一種免（美術）

人文社会学群 人間発達文化学類 香曽我部　琢（非）

博士(教育学) 【論文】
・Self-directed dramatic and music play programs enhance executive function in Japanese
children.
Taku Kosokabe, Makoto Mizusaki, Wakako Nagaoka, Miwa Honda, Noriyuki Suzuki, Reiko Naoi,
Yusuke Moriguchi
Trends in neuroscience and education 24 100158-100158 2021年9月  査読有り
・「教師に求められる専門的力量としての『板書』 」香曽我部 琢, 宮城教育大学家庭科教育研究
(17) 56-59 2021年3月
・「男性保育者のキャリア形成におけるトークニズムの影響」香曽我部 琢, 藤田 清澄, 新屋 貴大,
中橋 美穂, 保育学研究 58(1) 81-91 2020年  査読有り
・「校内研修における視覚的ツールを用いたカンファレンスの導入とその効果 : 「学級カリキュラ
ム・マップ」活用によるカリキュラム・マネジメントへの効果の質的評価 」香曽我部 琢, 高野 浩男,
日本教育大学協会研究年報 38 41-53 2020年  査読有り
・「音楽科学習における児童のポジティブ感情の共有化がもたらす教育的な意義 : 異学年による
歌唱活動での児童のマルチモーダル分析 」三森 聡, 香曽我部 琢, 音楽教育実践ジャーナル =
Japanese journal of music education practice 18(31) 112-119 2020年
【書籍等出版物】
・「コンパス子ども理解 : エピソードから考える理論と援助 」上田, 敏丈, 香曽我部, 琢, 飯島, 典子,
建帛社 2021年4月 (ISBN: 784767951324)
・「基礎からまなべる保育内容〈人間関係〉ワークブック 」田中, 卓也, 宮内, 洋, 藤井, 伊津子, 中
澤, 幸子, あいり出版 2020年6月 (ISBN: 784865550740)

保育学 教科専門 中一種免（家庭）、高一種免（家庭）

教育学修士 【論文】
・「図工・美術への苦手意識をなくす教育方法の研究ー教員養成課程における実践的研究の成
果ー 」山形大学紀要（教育科学） 17(4) 273-290 2021年2月28日  査読有り筆頭著者
・「苦手をつくらせない教育方法の研究・開発ー図画工作・美術科教育の質的改善ー 」平成29年
度～平成31年令和元年度科学研究費補助金研究成果集録 2020年3月30日  筆頭著者
・「山形県長瀞校における「想画教育」の再考:―現在の長瀞小学校教育への継承―」美術教育
学研究 52(1) 329-336 2020年
【書籍等出版物】
・「苦手をつくらせない教育方法の研究・開発ー図画工作・美術科教育の質的改善ー 」降籏 孝,
河合規仁 (担当:共編者(共編著者))自費出版 2020年3月30日
・「小学校図画工作科教育法 」山口喜雄, 奥村高明, 降籏 孝 他 (担当:共著)建帛社 2018年3月
30日
【講演・口頭発表等】
・「図工・美術への苦手をつくらない教育方法の研究ー小学校教員養成課程での成果と課題 」第
58回大学美術教育学会岐阜大会 2019年9月21日 大学美術教育学会
・「山形県長瀞校における〔想画教育〕の再考ー教科横断型カリキュラムマネジメントの視点か
らー 」第57回大学美術教育学会奈良大会 2018年9月22日 大学美術教育学会

降籏　孝(非)人間発達文化学類人文社会学群

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139262&formatCD=1
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https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138650&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138778&formatCD=1


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 学士課程（一種免許）

学群 学類 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

人文社会学群 人間発達文化学類 高橋　延昌(非)

修士(デザイン
学)

【委員歴】
・2021年4月-現在　日本基礎造形学会 事務局長
・2019年11月-現在　全国高等学校パソコンコンクール（パソコン甲子園）審査員
【論文】
・「彩度を意識する基礎造形教材クロマ・アニメーションの開発」日本基礎造形学会,基礎造形
030,2022年
・「新たな紙製ハンドメイドマスクPetraMaskの基礎開発」日本基礎造形学会,基礎造形029,2021年
・「基礎造形教育において3Dアートの有効活用を見出す教材研究」日本基礎造形学会,基礎造形
027,2019年
・「張子ふわもこ羊 郷土玩具の新たな商品化」日本デザイン学会,デザイン学研究20号,2015年
【作品】
・2012年-2020年　会津若松市鶴ヶ城ハーフマラソン大会のポスターデザイン
【受賞歴】
・2013年　日本基礎造形学会 研究奨励賞
・2015年　REVIVE JAPAN CUP 2014 カルチャー部門(1)デザイン グランプリ
・2017年　全国色彩コーディネートコンクールポスター部門 特別賞

視覚デザインⅠ 教科専門 中一種免（美術）、高一種免（美術）

素描Ⅱ 教科専門 中一種免（美術）、高一種免（美術）

彫刻研究Ⅰ 教科専門 中一種免（美術）、高一種免（美術）

日本語の変異 教科専門 中一種免（国語）、高一種免（国語）

日本語の歴史 教科専門 中一種免（国語）、高一種免（国語）

自然と人間の哲学 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

哲学概説 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

修士（教育学） 【受賞】
・2016年10月　芸術祭賞 「静思」 第69回岩手県芸術祭美術展
・2015年10月　芸術祭賞 「うれう」 第68回岩手県芸術祭美術展
・2015年6月　福島県立美術館長賞 「潜心」 第69回福島県総合美術展
【論文】
 ・「具象表現の再考察～舟越保武の彫刻を通して～ 」黒沼 令　福島大学大学院 2003年2月
【作品等】
・まちなかアートプロジェクト新しいAIZUの美術展（會津稽古堂） 黒沼 令　2018年10月 芸術活動
・第92回国展「漂う人」（国立新美術館） 黒沼 令　2018年5月 - 2018年5月 芸術活動
・個展（リアスアーク美術館） 　黒沼 令　2018年2月 - 2018年3月

博士（文学） 【論文】
・佐藤亜実.2013「「そこらへん(指示代名詞+ラヘン)｣の共通語化―近現代における使用地域の拡
大について―」 『言語科学論集』17，pp.1-12.
・佐藤亜実.2014「福島県郡山市の若年層における接尾辞ラヘンの用法記述」 『国語学研究』53，
pp.91-103.
・佐藤亜実.2015「多人数調査からみた接尾辞ラヘンの用法とその派生―福島県郡山市における
多人数調査から―.」『国語学研究』54，pp.46-61.
・佐藤亜実.2016「会議録における接尾辞ラヘンの通時的・地理的展開.」『国語学研究』55，pp.15-
30.
・佐藤亜実.2017「会議録における接尾辞ラヘンの用法拡張」『国語学研究』56，pp.192-208.
・佐藤亜実2019「第Ⅴ部　会話収録の方法についての実験的検討」『生活を伝える方言会話　宮
城県気仙沼市・名取市方言　分析編』，pp.283-304，ひつじ書房.
・小林隆・内間早俊・坂喜美佳・佐藤亜実・小原雄次郎・櫛引祐希子2020「第13章 継承の基盤と
しての方言会話の記録」『実践方言学講座第2巻方言の教育と継承』，p.273-294，くろしお出版.
・阿部裕美・澤恩嬉・佐藤亜実2020「「グローカル」教育の課題と今後の展開の可能性」『東北文
教大学・東北文教大学短期大学部教育研究』第10号，p.11-31(→令和2年度教育研究等推進事
業（教育研究レポート）で表彰).
・佐藤亜実2021「喜び・落胆の地域傾向」『全国調査による言語行動の方言学』，p.217-250，ひつ
じ書房.
【学会発表】
・坂喜美佳・佐藤亜実・内間早俊・小林隆.2015.「方言会話の記録に関する一つの試み」.日本語
学会2015年度春季大会，2015年度日本語学会春季大会発表賞を受賞）
・佐藤亜実.2018.「接尾辞ラヘンの地理的・通時的展開」.日本語学会2018年度春季大会
・佐藤亜実2020.「喜び‧落胆の言語行動の地域差―孫の徒競走を観戦する場面を対象に」.韓国
日語日文学会　2020年冬季国際学術大会

博士(国際文化) 【論文】
・「否定と制限―石川求『カントと無限判断の世界』に寄せて― 」『東北哲学会年報』（東北哲学
会） No.36 63-73 2020年
・「バウムガルテンはヴォルフを読めたか―1734年以降の禁令事情― 」『ヨーロッパ研究』（東北
大学大学院国際文化研究科（旧）ヨーロッパ文化論講座） 第11号 167-187 2016年3月
・「最完全世界の唯一性をめぐって―カント『最善説試論』のヴォルフ主義的背景― 」日本カント
研究（日本カント協会編） 17 142-156 2016年  査読有り
・「（博士論文）完全性の哲学の解体―ヴォルフ学派とカント― 」東北大学 2015年3月
・「無限の論理と無限の美感―カントの崇高論― 」『倫理学年報』（日本倫理学会） 第57集 157-
171 2008年  査読有り

黒沼　令（非）

佐藤　亜実（非）

佐藤　恒徳(非)

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群
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令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 学士課程（一種免許）

学群 学類 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

音楽学概論 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

音楽史Ⅰ 教科専門 中一種免（音楽）、高一種免（音楽）

人文社会学群 人間発達文化学類 小口 貴久(非)

博士(コーチン
グ学）

【論文】
・「指導用動作モデルを用いたスケルトン選手のスタート動作に関する即時フィードバックトレーニ
ングの効果について」共著　コーチング学研究，第35巻，第1号，pp.19-30. 2021年10月
・「Step characteristics of internationa-level skeleton athletes in the starting phase of official
races」共著　Sports biomechanics, in press.
・「ステップ変数からみたプッシュスケルトンのスタート動作の特徴」共著　氷上スポーツ研究，第1
巻，第1号，pp. 2-6.2020年3月
・「ボブスレー競技におけるコンバインテストと競技成績の関係」単著　長野体育学研究，第23号，
pp. 1-8.2017年3月
・「リュージュ男子一人乗り種目における国内一流選手のスタート動作の力学的メカニズム」共著
バイオメカニクス研究，第14巻，第1号，pp. 2-11.　2009年12月

スポーツ指導論 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

人文社会学群 人間発達文化学類 小保方　晶子(非)

 博士（人文科
学）

【論文】
・”Longitudinal Study of Mild Delinquency and In‐School Problem Behaviors During Junior High
School
Obokata Akiko.Japanese Psychological Research, 第64巻第3巻掲載予定, (2020 online early
view)
・「中学生の非行傾向行為の動向」小保方晶子, 白梅学園大学・短期大学教育研究センター年報,
No.22,p20～P26（2017年9月）
・「中学生の非行傾向行為の先行要因：１学期と２学期の縦断調査から」小保方晶子・無藤隆, 心
理学研究, 第77巻５号, p424～P442（2006年12月）
【著書】
・「発達心理学　人の生涯を展望する（心理学の世界　基礎編）」 無藤隆・若本順子・小保方晶子,
培風館（2014年2月）

児童期の発達心理学 教職専門 小一種免、中一種免、高一種免

人文社会学群 人間発達文化学類 新宮　学(非)

博士（文学） 【論文】
・「明朝の日本国王冊封と上杉景勝に贈られた冠服・兵部箚 」歴史 (134) 97-99 2020年4月
・「東アジア文化圏の暦と改元 」河北の歴史と文化 (16) 45-54 2020年2月
・「明中都皇城考」第二十届明史国際学術研討会曁朱元璋与明中都国際学術研討会論文匯編
下冊 441-456 2019年8月
・「地域からみた壬辰戦争 ― 米沢市の上杉神社に残る明朝冠服を中心に（韓国語講演要旨：高
吉嬉訳）」山形大学歴史・地理・人類学論集(20) 55－59頁 2019年3月
・「近代山形最初の郷土史家、伊佐早謙の仕事」西村山地域史の研究 (36) 2-28 2018年9月
【書籍等出版物】
・「明代遷都北京研究 ― 近世中国的首都遷移」正陽書局（中国北京）2021年
・「南京古旧地図集 下冊」（共著） 胡 阿祥, 新宮 学 他 (担当:共著)鳳凰出版社(中国南京) 2017
年
・「北京を知るための52章」（共著）森田憲司等編　明石書店 2017年
・「明清都市商業史の研究」汲古書院 2017年
・「北京遷都研究―近世中国の首都移転―（韓国語訳）」書景文化社（韓国ソウル） 2016年

東洋近世社会史 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

博士（人文科
学）

【論文・書評】
・小塩さとみ　2021「音楽科の「資質・能力」を考える〜音楽学の立場から〜」『宮城教育大学教職
大学院紀要』(2), pp.11-20.
・Oshio Satomi 2019 “Traditional Music and World Music in Japanese School Education（日本學
校教育中的傳統音樂及世界音樂）”, in 民俗曲藝（Journal of Chinese Ritual, Theatre and
Folklore） vol.203,pp.73-110.
・小塩さとみ 2018「ヤオ族の儀礼で用いられる「長鼓の舞」の動作分析」、『横浜ユーラシア文化
館紀要』(6)、pp.53-70.
・川口明子；小塩さとみ；山下正美 2015「教員養成・採用・研修における日本伝統音楽実技の現
状と課題」、『音楽教育学』45(2),pp.59-63.
・小塩さとみ；田代治之；配川美加；羽山裕；望月太佐衛 2013「2012「長唄研究(６)長唄≪四つ竹
節≫」、『芸能』(19)、pp.91-06.
【書籍】
・小塩さとみ　2019『フレーズで覚える三味線入門』、東京：音楽之友社.
・小塩さとみ　2019「唱歌と種目」、日本音楽の教育と研究をつなぐ会（編著）；徳丸吉彦（監修）
2019『唱歌で学ぶ日本音楽（DVD２枚付）』、東京：音楽之友社、pp.17-19.
・小塩さとみ;寺田巳保子　2019「４．長唄」、日本音楽の教育と研究をつなぐ会（編著）；徳丸吉彦
（監修）2019『唱歌で学ぶ日本音楽（DVD２枚付）』、東京：音楽之友社、pp.84-99.
【学会での口頭発表】
・シンポジウム「音楽を競技する− − コンクールを考える」（シンポジウム企画・司会・および「日本
音楽におけるコンクール」報告者）、日本音楽学会東日本支部第62 回定例研究会（於宮城教育
大学）、2019年12月14日.
・「植民地台湾における「邦楽」の広がり－三曲・長唄・検番を事例として－」（劉麟玉；福田千絵と
の共同発表）、音楽学会東日本支部第111 回定例研究会（於武蔵野音楽大学江古田キャンパ
ス）、2019年7月6日.
・「唱歌でつなぐ研究・演奏・教育」（寺田己保子；薦田治子；小塩さとみ；山下正美川口明子；中村
仁美；猶原和子；加藤富美子との共同発表）、東洋音楽学会第69 回大会（於大正大学巣鴨キャ
ンパス）、2018年11月11日.

小塩　さとみ（非）人間発達文化学類人文社会学群

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138626&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138462&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138842&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138454&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138835&formatCD=1


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 学士課程（一種免許）

学群 学類 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

人文社会学群 人間発達文化学類 仁平　政人（非）

博士（文学） 【単著】
・『川端康成の方法―二〇世紀モダニズムと「日本」言説の構成』,東北大学出版会,2011年10月
【編共著】＊分担執筆も含む
・日本比較文学会東北支部編『問題としての「アメリカ」　比較文学・比較文化の視点から』，晃洋
書房，2020年8月
　担当：共著，範囲：第6章「アメリカを書き直す―川端康成の1930年前後をめぐって―」
・弘前大学人文社会科学学部『大学的青森ガイド こだわりの歩き方 』,昭和堂 ,2019年3月
担当:共著, 範囲:【コラム】「寺山修司と青森―虚構としての「故郷」―」
・郡千寿子, 仁平政人編著『青森の文学世界―「北の文脈」を読み直す―』,弘前大学出版会,2019
年9月
【論文】
・「新しいかっぱ」をつくる ―中河与一における「かっぱ村」とロマンティシズム 」，『郷土作家研
究』(39) 27 - 37 2019年10月
・「「中途半端さ」という故郷 ―遠藤ミチロウと「東北」―」,『ユリイカ』 51(15) 234 - 240 2019年9月
・「どこに行っても恐山はある」―一九六〇年代の文学における「恐山ブーム」と寺山修司―」,『寺
山修司研究』,11 175　-　193 2019年3月

日本文学特講Ⅱ 教科専門 中一種免（国語）、高一種免（国語）

人文社会学群 人間発達文化学類 須田　将司（非）

博士（教育学） 【論文】
・「大日本青少年団の錬成論―「共励切磋」の提唱と展開― 」日本教育史学会紀要 11 24-44
2021年3月  査読有り
・「北海道における「新興報徳運動」と報徳教育−地方官僚遠山信一郎のもたらした展開に着目し
て− 」『東洋大学文学部紀要』第74集教育学科編 ⅩLⅤⅠ 23-39 2021年3月
・書評「板橋孝幸著『近代日本郷土教育実践史研究 農村小学校教員による地域社会づくり構想
の展開』」 　須田将司　教育学研究 87(874) 182-184 2020年12月
・「地域住民の眼からみた中等教育史 : 福島県『原町市史』『相馬市史』での試行錯誤 (特集 自
治体史編纂と中等教育史研究) 」須田 将司　中等教育史研究 = Journal of Japanese history of
secondary education (27) 41-46 2020年4月  招待有り
【書籍等出版物】
・「昭和前期の報徳運動と報徳教育――「長所美点」をめぐる「対話」の教育史 」須田将司　明誠
書林 2021年10月
・「民主報徳」見城, 悌治, 須田, 将司　不二出版 2021年6月 (ISBN: 9784835084060)
・「教育の歴史と思想 」広岡 義之, 監修, 編著, 林 泰成 監修, 貝塚 茂樹, 監修, 著 (担当:分担執
筆, 範囲:第10章 教育の民主化――戦後教育改革期の模索 １ 敗戦直後の模索――国体護持か
民主化か ２ ｢教育基本法」と新しい教育法制 ３ 教師像の再定義と教育課程の自主的編成 ４ 戦
後教育改革の遺産とは何か)ミネルヴァ書房 2020年9月

日本教育史 教職専門 幼一種免、小一種免、中一種免、高一種免

人文社会学群 人間発達文化学類 菅井　裕行(非)

博士（教育学） 【論文】
・「聴覚支援学校への学校コンサルテーションによる支援ーろう重複障害事例へのアプローチ」菅
井裕行, 宮城教育大学教員キャリア研究機構研究紀要, 2, 43-52. 2020 査読あり
・「先天盲ろう児のコミュニケーション発達」菅井裕行, 手話学研究, 25, 31−42, 2016 査読あり
・「先天盲ろう児との共創コミュニケーションー研究の背景と展望ー」菅井裕行, 先天盲ろうの子ど
もとの共創コミュニケーション, 1-11, 2016
・「重度・重複障害者への教育的支援 」 菅井裕行, 岡麻衣子, 土谷良巳, 笹原未来, 岡澤慎一, 川
住隆一,  発達障害研究，37（1），53-61． 2015年  査読有り
・「JF05 障害の重い人の教育における「課題学習」の意義 : 現代的状況を踏まえた実践的再考
(自主企画シンポジウム)」  岡澤 慎一 , 中村 保和 , 土谷 良巳 , 菅井 裕行, 日本教育心理学会
総会発表論文集 57(0), 86-87, 2015
・「障害の重い子どもが取り組む学習とは(続) : その多面性について(自主企画シンポジウム)」 土
谷 良巳 , 中村 保和 , 菅井 裕行 , 岡澤 慎一 , 笹原 未来, 日本教育心理学会総会発表論文集
56(0), 152-153, 2014
・「障害の重い子どもが取り組む学習とは : その現代的課題と展望(自主企画シンポジウム)」 土
谷 良巳 , 中村 保和 , 菅井 裕行 , 岡澤 慎一 , 笹原 未来, 日本教育心理学会総会発表論文集
55(0), S96-S97, 2013
・「感覚障害を伴う重複障害児教育をめぐる研究動向」菅井裕行, 特殊教育学研究, 41(5),521-
526,2004
【書籍等出版物】
・「特別支援教育への招待（第5章　重度・重複障害）教育出版　2019 (
ISBN: 978-4-316-80415-6）
・「新版キーワードブック特別支援教育（盲ろう児の指導）」クリエイツかもがわ 2019 (
ISBN: 978-4-86342-255-1 C0037）
・「障がいの重い子どもと係わり合う教育ー実践事例から読み解く特別支援教育（19.「分かりあう」
過程としての学習」松田直、川住隆一、土谷良己、菅井裕行、中村保和、岡澤慎一編, 明石書店
2018 (ISBN: 978-4-7503-4735-6)
・「新「お子さんの耳がきこえない」といわれたら（第2章　さまざまな難聴・重複障害」全国早期支
援研究協議会 2012
・「障害児教育の相談室（５章 盲聾二重障害）」ミネルヴァ書房 2000 (ISBN: 4623032450)

聴覚障害教育総論 教科専門 特支一種免（知・肢・病）

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138537&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138653&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138411&formatCD=1


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 学士課程（一種免許）

学群 学類 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

人文社会学群 人間発達文化学類 泉 正樹（非）

博士（経済学） 【論文】
・「資本主義の歴史的発展と経済原論 : 「変容論的アプローチ」からの展開」泉 正樹, 東北学院大
学経済学論集 (194) 35-57 2021年3月
・「近年のマルクス経済学における貨幣論の研究動向 」泉 正樹, 経済学史研究 = The history of
economic thought 62(2) 69-74 2021年1月
・「マルクスの労働論：マルクス経済学の基礎理論の視座から 」泉 正樹, ロバアト・オウエン協会
年報 44 47-59 2020年3月
・「不換銀行券と商品価値の表現様式(3)現代の不換銀行券制度と資本主義の歴史展開」泉 正
樹, 東北学院大学経済学論集 (191) 33-56 2019年3月
・「商品貨幣論の現代的展開 (特集 貨幣的経済学の展開) 」泉 正樹, 季刊経済理論 = Political
economy quarterly 55(4) 7-17 2019年1月

経済学概説 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

人文社会学群 人間発達文化学類 浅野　豪(非)

教育学士 【実技・技能に関する業績】
・「Discord 2016」（青緑釉壷）, しのぶ展（福島地区中学校教育研究会美術部会展), 平成28年8月
・「ゆらぎ」(波斯釉陶板)，福島市美術展，2021年10月，2018年より入賞４回
【発表等】
・「工芸領域の実践事例　〇土でつくる　〇編んでつくる」, 福島県中学校教育研究会美術科部会
編　教科書準拠副読本（ワークブック）,平成25年4月
・「美術科の指導の改善に向けて　〇形や色彩、材料などの感情効果　〇効果的な言語活動　〇
美術の働きを実感させる　〇日本や諸外国の美術や文化の理」, 福島市中学校指導計画調査研
究会（福島市カリキュラム研究会）, 平成24年3月
・「新学習指導要領の新たな枠組み　〇どのような視点で授業を進めていくか　・活動内容から培
うべき能力へ　・生活や社会と関わる態度の育成　・授業改善の視点」, 福島市中学校指導計画
調査研究会（福島市カリキュラム委員会）, 平成23年3月

工芸デザイン研究Ⅰ 教科専門 中一種免（美術）

人文社会学群 人間発達文化学類 村上　由則(非)

博士(教育学) 【学術論文】
・「デュシャンヌ型筋ジストロフィー成人の主幹的QOL－長期的予後を見据えて教育課程の検討
－」（査読付き）八島猛,菊池紀彦,村上由則,野口和人, 特殊教育学研究, 58(1),1—9．令和２年
（2020）5月
・「ICTを積極活用した本学の授業改善と社会貢献について－講義、実習等におけるeラーニング
システムの整備、運用：自学システムへの移行推進－」村上由則,安藤明伸,小針善誠, 宮城教育
大学情報処理センター研究紀要～COMMUE～27,89-97．令和２年(2020) 3月
・「特別支援教育専攻学生を対象とした障害理解のための教材開発（７）－アレルギー反応・症状
の理解を中心にした教材－」村上由則,八島猛,大江啓賢,菊池紀彦,寺本淳志,  教員キャリア研究
機構紀要，1,29-38. 令和元年(2019) 7月
・「電子メールを活用したアドヒアランス維持方法の検討」村上由則・安達 愛, 宮城教育大学情報
処理センター研究紀要～COMMUE～26,103-107．令和元年(2019) 5月
・「宮城教育大学における教員養成教育の軌跡と展望（4）－イノベーティブ・ティーチャー養成・育
成アンケートの分析から－」村上由則,松岡尚敏,出口竜作,堀田幸義,石澤公明,小針善誠, 宮城教
育大学紀要、53,327-340. 平成31年(2019) 1月
・「多賀城高等学校における大学 COC 事業の取り組み（３） ―聞き取り調査からとらえた教員の
認識とその変化―」越中康治,佐々木克敬,村上由則,安藤明伸,久保順也,小針善誠,石澤公明 , 宮
城教育大学情報処理センター研究紀要～COMMUE～，25,69-77. 平成30年(2018）3月
・「特別支援教育専攻学生を対象とした障害理解のための教材開発（6） －不随意運動の理解を
中心にした教材－」村上由則,菊池紀彦,八島猛,大江啓賢,寺本淳志, 宮城教育大学附属特別支
援教育総合研究センター研究紀要，12,1-11．平成29年(2017) 6月
 【著書】
・「特別支援教育への招待（改訂版）」植木田潤,永井伸幸,松﨑丈,寺本淳志,村上由則, 全
p.181.pp94～105. 教育出版, 令和元年(2019）10月
・「新学習指導要領の展開（中学校・総則編）」無藤隆、村上由則ほか, 全p168、担当：第4章2節4
項「学齢を経過した者への配慮」pp.124-127. 明治図書, 平成29年(2017) 11月
・「特別支援児の心理学　（新版）」梅谷忠勇,生川善雄,堅田明義,村上由則, 全p.204.pp117～128.
北大路書房, 平成27年(2015) 3月
・「障害児保育（新版）」北大路書房, 平成26年(2014) 3月
・「小児科臨床ピクシス「小児慢性疾患のサポート」」楠田聡、五十嵐隆、村上由則ほか, 全p.232
pp6～8．中山書店, 平成23年(2011) 4月
・「Ｑ＆Ａクラスの中の気になる子ども」渡邊徹、関口博、野口和人、村上由則ほか, 全p133、担
当：pp.40-49,52-53,80-87,104-109,120-121,128-131. 教育出版, 平成19年(2007) 3月

病弱児・健康障害児の教育 教科専門 特支一種免（知・肢・病）

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040142087&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138785&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138413&formatCD=1


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 学士課程（一種免許）

学群 学類 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

人文社会学群 人間発達文化学類 棚橋　浩太郎（非）

博士(理学) 【MISC】
・"New spectral mapping theorem of the Taylor spectrum " M. Cho and K. Tanahashi, Scientiae
Mathematicae Japonicae 2020-12 2020年
・"Remarks on n-normal operators "  M. Cho, J.E. Lee, K. Tanahashi, A. Uchiyama, Filmat math.
32 5441-5451 2018年
・"On commutator of generalized Aluthge transformations and Fuglede-Putnam theorem" M.H.M.
Rashid and K. Tanahashi, Positivity 22 1281-1295 2018年
・"Fuglede-Putnam theorem and quasisimilarity of class p-wA(s,t) operators" M. Cho, T. Prasad,
M.H.M. Rashid,  K. Tanahashi and A. Uchiyama, Operators and Matrices 13 293-299 2018年
・"Weyl's theorem and Putnam's inequality for class p-wA(s,t) operators" M. Cho, T. Prasad,
M.H.M. Rashid,  K. Tanahashi and A. Uchiyama, Acta Sci. Math.(Szeged), 84(3-4) 573-589 2018
年

数理統計学 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

人文社会学群 人間発達文化学類 竹内　裕一(非)

教育学修士 【論文】
・「小学校社会科教科書を読む視点」竹内裕一, 地理教育 50 6-14 2021年7月30日  査読有り
・「“post コロナ”時代における小学校社会科授業―オンラインを活用した「主体的・対話的で深い
学び」の可能性― 」竹内裕一, 小畑貴紀, 中谷佳子, 江橋公祐, 田口敬一, 須釜昇平, 前田康孝,
堤隆平, 香川拓海, 工藤周一, 中西裕介, 小関悠一郎, 千葉大学教育学部研究紀要 69 239-248
2021年3月1日  筆頭著者責任著者
・「地域学習と地理的な見方・考え方ーその意義と実践課題ー 」竹内裕一, 新地理 68(1) 39-43
2020年4月
・「国語・運動会・唱歌を通した国民意識の形成―国民意識の客観的把握をめざす中学校社会科
の単元開発と実践― 」小関悠一郎, 齋藤寛, 大野翔平, 白坂遥, 杉山時生, 助川拓馬, 鈴木凜, 村
上健輔, 片桐庸至, 野田貴志, 多田善光, 鈴木薫, 山下剛史, 竹内裕一, 千葉大学教育学部紀要
68 287-293 2020年3月  最終著者
・「地理教育における地域学習の位置−子どもたちの地域学習体験からの逆照射− 」竹内裕一,
新地理 67(1) 1-12 2019年4月  招待有り

社会科教育法Ⅲ 教科専門 中一種免（社会）

人文社会学群 人間発達文化学類 猪平　眞理(非)

家政学士 【論文】
・「視覚障害乳幼児の超早期支援－全国視覚特別支援学校等（盲学校）における0～2歳児の支
援の現状－ 」猪平 眞理, 発達障害研究 第34巻第4号 日本発達障害学会 2012年11月  査読有
り
・「視覚障害乳幼児の盲学校（視覚特別支援学校等）における早期支援の現状と課題 －医療と
のかかわりを中心に－ 」猪平 眞理, 眼科臨床紀要 第3巻2号 日本小児眼科学会 2010年2月  査
読有り
【書籍等出版物】
・五訂版「視覚障害教育に携わる方のために 」(共著) 慶応義塾大学出版会,  2016年9月
・「視覚障害のある乳幼児の育ちを支える」（編著）猪平 眞理, 慶応義塾大学出版会,  2018年2月
・「目の不自由な人をよく知る本」（監修他１名）合同出版, 2021年1月

視覚障害教育総論 教科専門 特支一種免（知・肢・病）

人文社会学群 人間発達文化学類 長谷川　弘一(非)

学士（東京教育
大学卒業）

【論文】
・「剣道における伝統と文化に関する研究（序論）」梅津 恒介 , 長谷川 弘一.会津大学文化研究セ
ンター研究年報,(24),25-51 (2017)
・「剣道におけるイメージ・呼吸法ついての実践的試論Ⅸ : 柳生 新陰流伝書にみる極意「西江水」
ついて」長谷川 弘一.会津大学文化研究センター研究年報,(21),91-110 (2015-03)
・「剣道におけるイメージ、呼吸法についての実践的試論VIII : みえざるものをみる」長谷川 弘一.
会津大学文化研究センター研究年報,(19),69-85 (2012)
・「戦前・戦後における学校剣道の「技の体系」 : 学校剣道における基本動作について」長谷川 弘
一.会津大学文化研究センター研究年報,(15),41-52 (2008)
・「剣道におけるイメージ・呼吸法についての実践的試論II : 山岡鉄舟の剣と柳生新陰流」長谷川
弘一.会津大学文化研究センター研究年報,(13),49-64 (2006)

剣道 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

人文社会学群 人間発達文化学類 渡邉　惠子(非)

教育学士 【論文】なし
【書籍等出版物】なし
【実技・技能に関する業績】
・平成28年2月　第16回国際刻字芸術公募大展国際刻字聯盟会長賞受賞
・平成12年11月　第40回福島県書道協会展大賞受賞
・平成8年3月　第15回日本刻字展準大賞受賞

書道 教科専門 中一種免（国語）

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138838&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141804&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138460&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139221&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138534&formatCD=1


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 学士課程（一種免許）

学群 学類 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

子どもの音楽表現 教科専門 小一種免

子どもの音楽表現 教科専門 小一種免

英語コミュニケーションⅠ 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

英語コミュニケーションⅡ 教科専門 中一種免（英語）、高一種免（英語）

人文社会学群 人間発達文化学類 平間　哲雄(非)

教育学士 【論文】
・「コンタクトスポーツにおける重大事故の発生要因と防止対策について : 柔道とラグビーフット
ボールの場合」研究紀要 -(48), 65-73, 2012
・「体育授業における柔道の事故防止対策とその成果について」研究紀要 (46), 69-76, 2010
・「高専とスポーツマスメディアについて」宮城工業高等専門学校研究紀要 (43), 61-66, 2007
・「生活習慣病予備軍学生の掌握と指導について」宮城工業高等専門学校研究紀要 (42), 75-79,
2005
・「安全教育の一環としての柔道の授業について:事故・事件への対応能力育成の試み」宮城工
業高等専門学校研究紀要 (41), 151-156, 2005

柔道 教科専門 中一種免（保健体育）、高一種免（保健体育）

人文社会学群 人間発達文化学類 片岡　美有季（非）

修士（文学） 【論文】
・「饒舌に語らない「肉体」 : 武田泰淳「「愛」のかたち」論」立教大学日本文学,121,396-409 (2019-
01-30)
・「「禁制」と「まどわしの夢」 : 川端康成「眠れる美女」における性の<再生>」立教大学大学院日本
文学論叢,10,210-239 (2010-08)
・「大岡昇平「武蔵野夫人」論(下) 」立教大学日本文学,108,95-105 (2012-07-25)
・「大岡昇平『武蔵野夫人』論(上)」立教大学日本文学,106,106-122 (2011-07-25)
・「「試み(メイクラブ)」のその先に : 山田詠美「ベッドタイムアイズ」論 」立教大学日本文
学,104,148-164 (2010-07-25)
【共著】
・坪井秀人編著『戦後日本文化再考』三人社、担当：片岡美有季「「オルガスムス」をめぐる「神話」
の解体――三島由紀夫「音楽」論」p.451～475、（2019–10）
・翻刻「読売新聞彙報欄「よみうり抄」1945-1946」『立教大学大学院日本文学論叢』第15号、担
当：1946年6月および12月11日～20日の記事、p.160～178、（2015–09）

日本近代文学演習Ⅰ 教科専門 中一種免（国語）、高一種免（国語）

人文社会学群 人間発達文化学類 木村　信綱（非）

学士（デザイン
工学）

【著書】
・新ベンチャービジネスとデザインシンキング/新ベンチャービジネス論（税務経理協会）/共著
【委員歴】
・福島市総合戦略検証会議 座長/平成28年〜
【受賞歴】
・全国大学実務教育協会　実務教育優秀教員/平成28年3月

視覚デザインⅢ 教科専門 中一種免（美術）、高一種免（美術）

修士（学術） 【実技・技能に関する業績】
・ピアノ独奏, 宮島グランドホテル有もと ロビーコンサート, 平成29年12月
・声楽の伴奏, 広島県立西条特別支援学校 音楽鑑賞会, 平成29年9月
・トロンボーンの伴奏, 威風堂々クラシック in Hiroshima 2016（於：NHK広島放送センタービル）, 平
成28年12月
・ピアノ独奏およびヴァイオリン・声楽の伴奏, あきクラシックコンサート 地域交流コンサート（於：
広島市阿戸公民館）, 平成28年5月
・声楽の伴奏, 広島文教女子大学附属幼稚園 音楽鑑賞会, 平成26年5月
・オペラの伴奏, 黒瀬町健康福祉まつり オペラ《ヘンゼルとグレーテル》（於：東広島市黒瀬生涯
学習センター）, 平成25年10月
・声楽の伴奏, 呉市立広中央中学校 音楽鑑賞会, 平成25年10月・平成24年12月
・声楽・トロンボーン・テューバの伴奏, ロビーふれあいコンサート（於：東広島市中央生涯学習セ
ンター）, 平成25年8月・平成25年1月・平成24年11月
・声楽の伴奏, 広島大学附属幼稚園 音楽鑑賞会, 平成25年3月
・ヴァイオリン・声楽の伴奏, 三原市立南小学校音楽鑑賞会（於：三原市芸術文化センター ポポ
ロ）, 平成24年8月
・オペラの伴奏, KURAssic Vol.3 オペラ《ヘンゼルとグレーテル》（於：賀茂鶴酒造1号蔵）, 平成24
年6月
・ピアノ独奏, 現代音楽アラカルト（於：東広島市市民文化センター）, 平成24年3月

教育学修士 【論文】
・"Using Smartphones Effectively in the English Conversation Classroom"短期大学英語教育研
究会『授業研究』No.5.2017年3月
・「学生の主体性を高めるとともに、多様化する学生に対応した段階的な支援体制の構築のため
に～学生支援コーディネーターの役割についての考察～」桜の聖母短期大学紀要大４１号。77-
87.2017年3月
【著書】
・“The Effects of Flipped Classrooms on English Composition Writing in an EFL Environment”M.
Khosrow-Pour, DBA (Ed.).Blended Learning: Concepts,Methodologies, Tools, and Applications.
Hershey, PA: IGI Global.2018年
・“Smartphone-Assisted Language Learning and Autonomy” B. Zhou, & M. Thomas (Eds.).
Handbook of Research on Integrating Technology Into Contemporary Language Learning and
Teaching. Hershey, PA: IGI Global.2018年2 月
・“Flipping EFL Classes for Future Teachers” J. Mehring, & A. Leis (Eds.),Innovations in flipped
learning in the language classroom: Theories and practice. New York, NY: Springer.2017年9 月

土居　由里子（非）

藤平　明彦　アンド
リュー(非)

人間発達文化学類人文社会学群

人間発達文化学類人文社会学群

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138555&formatCD=1
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令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 学士課程（一種免許）

学群 学類 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

人文社会学群 人間発達文化学類 櫻井　直輝(非)

修士（教育学） 【論文】
・「米国カリフォルニア州における教員スタンダードのガバナンスに関する研究 : 教職の専門職的
自律性と民主性の関連性を中心に」日本教師教育学会年報，日本教師教育学会年報 (30), 148-
158, 2021年9月 共著・査読有り
・「昭和町村合併期における中央政府の公立小中学校統廃合政策の分析(IV 投稿論文) 」日本教
育政策学会年報 (21) 178-190 2014年7月  査読有り
・「学校統廃合政策の財政効果 : 基礎自治体に着目した事例分析(II 研究報告) 」日本教育行政
学会年報 (38) 99-115 2012年10月  査読有り
【書籍等出版物】
・「GIGAスクール構想で進化する学校、取り残される学校」平井聡一郎, 櫻井直輝 (担当:分担執
筆, 範囲:ＧＩＧＡスクール失敗は、教育予算削減への道)教育開発研究所 2021年8月
【講演・口頭発表等】
・「学校管理職スタンダードに関する国際比較研究 －テキストマイニングの結果を参照して－ 」佐
藤博志, 植田みどり, 貞広斎子, 末冨芳, 高橋望, 照屋翔大, 西野倫世, 櫻井直輝, 阿内春生　日本
教育経営学会第61回大会 2021年6月5日

教育と社会 教職専門 幼一種免、小一種免、中一種免、高一種免

古文書学実習 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

古文書講読Ⅰ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

古文書講読Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

文化史 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

法社会学Ⅰ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

法社会学Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

社会学原論 II 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

社会学原論Ⅰ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

地方自治法Ⅰ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

地方自治法Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

人文社会学群 行政政策学類 岸見　太一 現代政治論Ⅰ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

人文社会学群 行政政策学類 岩崎　由美子 社会計画論 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

外国史概論 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

考古学Ⅰ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

考古学Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

考古学実習 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

人文社会学群 行政政策学類 久我　和巳 言語文化論Ⅰ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

現代法学論 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

民事裁判法Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

憲法（人権）Ⅰ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

憲法（人権）Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

人文社会学群 行政政策学類 功刀　俊洋 地方政治論Ⅰ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

人文社会学群 行政政策学類 荒木田　岳 地方行政論 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

ジェンダー論Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

社会と文化の理論 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

刑事裁判法Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

刑法Ⅰ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

国際政治論Ⅰ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

国際政治論Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

人文社会学群 行政政策学類 今西　一男 社会調査論 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

人文社会学群 行政政策学類 佐々木　康文 情報社会論 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

人文社会学群 行政政策学類 坂本　恵 言語文化論Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

憲法（統治）Ⅰ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

憲法（統治）Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000630/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000139/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/4/0000303/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000105/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000147/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000272/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000104/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000300/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000119/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000042/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000061/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000043/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000120/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000025/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000213/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000026/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000107/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000060/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000103/profile.html

加藤　眞義

垣見　隆禎

菊地　芳朗

金　炳学

金井　光生

高橋　準

阿部　浩一

塩谷　弘康

高橋　有紀

黒崎　輝

阪本　尚文

行政政策学類人文社会学群

行政政策学類人文社会学群

行政政策学類人文社会学群

行政政策学類人文社会学群

行政政策学類人文社会学群

行政政策学類人文社会学群

行政政策学類人文社会学群

行政政策学類人文社会学群

行政政策学類人文社会学群

行政政策学類人文社会学群

行政政策学類人文社会学群

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138515&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138381&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138549&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138590&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141594&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138148&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137905&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138466&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137709&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138673&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138544&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137708&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137913&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138635&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137914&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138548&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141920&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138383&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137706&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138378&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138149&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138150&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138674&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137909&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138421&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137710&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138723&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137908&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138545&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138546&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138152&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138380&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138422&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141795&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137906&formatCD=1
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000630/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000139/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/4/0000303/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000105/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000147/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000272/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000104/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000300/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000119/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000042/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000061/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000043/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000120/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000025/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000213/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000026/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000107/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000060/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000103/profile.html


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 学士課程（一種免許）

学群 学類 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

民法(担保物権) 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

民法(不法行為) 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

民法(不法行為) 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

民法総則 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

民法総則 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

行政法総論Ⅰ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

行政法総論Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

人文社会学群 行政政策学類 西田　奈保子 行政学Ⅰ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

人文社会学群 行政政策学類 大黒　太郎 政治過程論Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

民法(債権各論) 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

民法(債権総論) 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

社会保障法 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

労働法Ⅰ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

労働法Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

地域史Ⅰ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

地域史Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

人文社会学群 行政政策学類 板倉　有紀 地域社会学 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

人文社会学群 行政政策学類 富田　哲 民法(物権) 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

商法Ⅰ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

商法Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

人文社会学群 行政政策学類 林　嶺那 公共政策論Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

国際法Ⅰ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

国際法Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

社会福祉課題研究Ⅰ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

地域福祉論 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

人文社会学群 行政政策学類 廣本　由香 地域環境論 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（地理歴史）

社会教育課題研究Ⅰ(行政) 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

社会教育課題研究Ⅱ(行政) 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

社会教育論（生涯学習論を含む）Ⅰ 教職専門 中一種免、高一種免

社会科教育法Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）

社会科教育法Ⅳ 教科専門 中一種免（社会）

人文社会学群 行政政策学類 守谷　早苗(非) 学士（文学） 書籍：天明の飢饉と諸藩の改革 地理歴史科教育法Ⅱ 教科専門 高一種免（地理歴史）

人文社会学群 行政政策学類 松本　喜一(非)

修士（地域政策
科学）

①『長期介護歴を有する夫婦への在宅ケア援助』、共著「新社会福祉援助技術演習』、社会福祉
教育方法開発研究会編
②『依存と暴力を繰り返す夫を介護する妻への支援』、共著『高齢者ケア実践事例集』「多問題・
生活困難ケースへの支援編」　　第ー法規出版発行
③ 『相談援助の実務』、共著『社会的弱者の支援にむけて」福島大学権利擁護システム研究所
編新村繁文他編 明石書店発行
④「介護保険制度におけるケアマネジメント実践を担う介護支援専門員の将来像についての考
察」単著、『東北介護福祉研究』第12号～14号、福島介護福祉専門学校発行
①『長期介護歴を有する夫婦への在宅ケア援助』、共著「新社会福祉援助技術演習』、社会福祉
教育方法開発研究会編
②『依存と暴力を繰り返す夫を介護する妻への支援』、共著『高齢者ケア実践事例集』「多問題・
生活困難ケースへの支援編」　　第ー法規出版発行
③ 『相談援助の実務』、共著『社会的弱者の支援にむけて」福島大学権利擁護システム研究所
編新村繁文他編 明石書店発行
④「介護保険制度におけるケアマネジメント実践を担う介護支援専門員の将来像についての考
察」単著、『東北介護福祉研究』第12号～14号、福島介護福祉専門学校発行

社会福祉論（行政） 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

人文社会学群 行政政策学類 清水　晶紀（非） 修士（法学） https://researchmap.jp/akinorisimizu 行政救済法Ⅰ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

人文社会学群 行政政策学類 千葉　悦子(非) 博士（教育学） https://nrid.nii.ac.jp/ja/nrid/1000030217244/ 生活構造論Ⅰ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000128/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000101/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000118/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000138/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000276/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000117/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000220/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000631/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000214/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000027/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000036/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000190/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000192/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/5/0000404/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000109/profile.html

学士（教育学） ①(単著）地方自治学習指導の試み：駅前再開発事業を通して　福島大学教育実践研究紀要11
②(共著)社会認識を深めるための指導過程の工夫　福島大学教育実践研究紀要13
③(共著)中学校社会科授業の研究　福島大学教育実践研究紀要18
④(共著）中学校社会科教育における導入単元の研究　福島大学教育実践研究紀要20

篠田　孝一（非）

長谷川　珠子

徳竹　剛

福島　雄一

鈴木　めぐみ

鈴木　典夫

淺野　かおる

山﨑　暁彦

上床　悠

中里　真

行政政策学類人文社会学群

行政政策学類人文社会学群

行政政策学類人文社会学群

行政政策学類人文社会学群

行政政策学類人文社会学群

行政政策学類人文社会学群

行政政策学類人文社会学群

行政政策学類人文社会学群

行政政策学類人文社会学群

行政政策学類人文社会学群

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138418&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138057&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040142025&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137707&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040142024&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137907&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138722&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137910&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137911&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138058&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138151&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138416&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138588&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141831&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138547&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138470&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138720&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138379&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138721&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138417&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137912&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138419&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138468&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138420&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138469&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138589&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138724&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138634&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138154&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138511&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138604&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138833&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138153&formatCD=1
https://researchmap.jp/akinorisimizu
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138467&formatCD=1
https://nrid.nii.ac.jp/ja/nrid/1000030217244/
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138633&formatCD=1
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000128/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000101/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000118/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000138/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000276/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000117/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000220/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000631/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000214/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000027/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000036/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000190/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000192/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/5/0000404/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000109/profile.html


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 学士課程（一種免許）

学群 学類 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

人文社会学群 行政政策学類 川田　幸生（非）

修士（社会学・
地域政策科学）

①（単著）「多様な違いを包み込むことで参加しやすくなる－パラスポーツの広がりと課題－」（『月
刊社会教育』No.754）
②（単著）「＜ルポ＞シッティングバレーボールのクラブチーム」（『月刊社会教育』No.754）
③（単著）「地域で知的障害者がスポーツ活動を継続すること」（『現代スポーツ研究』Vol.3）
④スポーツ活動を可能とさせる要因とは何か－障害者スポーツの活動実践から－（修士論文）

スポーツ文化論Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

人文社会学群 行政政策学類 仲　修平(非) 博士（社会学） https://researchmap.jp/shuheinaka 社会構造論Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

人文社会学群 行政政策学類 長谷河　亜希子(非) 修士（法学） https://hue2.jm.hirosaki-u.ac.jp/html/84_ja.html?k=%E9%95%B7%E8%B0%B7%E6%B2%B3 経済法 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

人文社会学群 行政政策学類 内藤　悟（非） 修士（法学） https://researchmap.jp/satonai73 行政救済法Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

人文社会学群 行政政策学類 冨田　真(非) 博士（法学） https://researchmap.jp/read0046804 刑事裁判法Ⅰ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

人文社会学群 行政政策学類 片山　文雄（非） 博士（法学） https://researchmap.jp/read0065585 政治思想史Ⅱ 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

人文社会学群 経済経営学類 井本　亮 日本語の構造 教科専門 中一種免（国語）、高一種免（国語）

租税法Ⅰ 教科専門 高一種免（商業）

租税法Ⅱ 教科専門 高一種免（商業）

簿記概論Ⅰ 教科専門 高一種免（商業）

人文社会学群 経済経営学類 遠藤　明子 マーケティング論 教科専門 高一種免（商業）

管理会計 教科専門 高一種免（商業）

上級簿記 教科専門 高一種免（商業）

入門会計学 教科専門 高一種免（商業）

現代ファイナンス論 教科専門 高一種免（商業）

財務管理論 教科専門 高一種免（商業）

証券市場論（野村證券提供講義） 教科専門 高一種免（商業）

原価計算Ⅰ 教科専門 高一種免（商業）

財務諸表論Ⅱ 教科専門 高一種免（商業）

基礎経営学Ⅰ 教科専門 高一種免（商業）

人的資源管理論 教科専門 高一種免（商業）

人文社会学群 経済経営学類 岩本　吉弘 社会思想史(経済) 教科専門 中一種免（社会）、高一種免（公民）

人文社会学群 経済経営学類 貴田岡　信 コスト・マネジメント 教科専門 高一種免（商業）

人文社会学群 経済経営学類 金　善照 組織行動論 教科専門 高一種免（商業）

経営情報分析 教科専門 高一種免（商業）

財務諸表監査（公認会計士協会寄附講義）教科専門 高一種免（商業）

財務諸表論Ⅰ 教科専門 高一種免（商業）

中級簿記 教科専門 高一種免（商業）

簿記概論Ⅱ 教科専門 高一種免（商業）

経営組織論 教科専門 高一種免（商業）

入門経営学 教科専門 高一種免（商業）

人文社会学群 経済経営学類 野際　大介 調査法Ⅰ（質問紙） 教科専門 高一種免（商業）

基礎経営学Ⅱ 教科専門 高一種免（商業）

経営戦略論 教科専門 高一種免（商業）

人文社会学群 経済経営学類 伊藤　弥(非)

修士（教育学） 学会発表
原子力/エネルギー研究会　　2017 ３月
テーマ「福島からの震災・原発の授業」
全国生活指導研究協議会　　2017 ８月
テーマ　「福島の子どもたちと福島を学ぶ」
著作
『福島の子どもたち　大人は何ができたのか』　(共著）
2021　ミネルヴァ書房

生活指導論 教職専門 中一種免、高一種免

人文社会学群 経済経営学類 伊藤　宏（非）
商学修士 全経簿記上級原価計算・工業簿記テキスト(共著)中央経済社 2007年

https://researchmap.jp/read0169458
原価計算Ⅱ 教科専門 高一種免（商業）

人文社会学群 経済経営学類 中村　修（非） 教育学修士 https://gsr.tfu.ac.jp/kg/japanese/researchersHtml/1000159/1000159_Researcher.html 職業指導(経済) 教科専門 高一種免（商業）

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000633/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000221/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000188/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000076/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000634/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000068/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000232/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000045/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000090/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000091/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000186/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000296/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000046/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000279/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000029/profile.html

平野　智久

野口　寛樹

尹　卿烈

稲村　健太郎

奥山　修司

奥本　英樹

下山　誠

岩井　秀樹

根建　晶寛

経済経営学類人文社会学群

経済経営学類人文社会学群

経済経営学類人文社会学群

経済経営学類人文社会学群

経済経営学類人文社会学群

経済経営学類人文社会学群

経済経営学類人文社会学群

経済経営学類人文社会学群

経済経営学類人文社会学群

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141859&formatCD=1
https://researchmap.jp/shuheinaka
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141401&formatCD=1
https://hue2.jm.hirosaki-u.ac.jp/html/84_ja.html?k=%E9%95%B7%E8%B0%B7%E6%B2%B3
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138671&formatCD=1
https://researchmap.jp/satonai73
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138672&formatCD=1
https://researchmap.jp/read0046804
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138377&formatCD=1
https://researchmap.jp/read0065585
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138632&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141817&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138369&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138045&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138216&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137692&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137802&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138141&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137791&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137694&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137799&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138044&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138224&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138225&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138135&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137798&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138365&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138368&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137834&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137800&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141803&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137803&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137801&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137827&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138367&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137826&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138140&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141618&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137691&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141679&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137695&formatCD=1
https://gsr.tfu.ac.jp/kg/japanese/researchersHtml/1000159/1000159_Researcher.html
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令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 学士課程（一種免許）

学群 学類 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

理工学群 共生システム理工学類 永幡　幸司 サウンドスケープ 教科専門 高一種免（情報）

パワーエレクトロニクス 教科専門 中一種免（技術）、高一種免（工業）

電気回路 教科専門 中一種免（技術）、高一種免（工業）

理工学群 共生システム理工学類 岡田　努 総合的な学習の時間及び特別活動の指導法教職専門 中一種免、高一種免

理工学群 共生システム理工学類 笠井　博則 基礎解析学Ⅲ 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

理工学群 共生システム理工学類 吉田　龍平 気象学 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

理工学群 共生システム理工学類 高安　徹 基礎有機化学 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

理工学群 共生システム理工学類 高貝　慶隆 分析化学 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

機構学 教科専門 中一種免（技術）、高一種免（工業）

制御工学 教科専門 高一種免（工業）

生物多様性概論 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

生物多様性保全実習 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

理科教育法Ⅱ 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

アルゴリズムとデータ構造Ⅰ 教科専門 高一種免（情報）

プログラミングⅡ 教科専門 高一種免（情報）

物理学Ⅰ（力学） 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

物理学実験 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

理科教育法Ⅳ 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

量子力学 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

プログラミング基礎 教科専門 高一種免（情報）

マルチメディアシステム論 教科専門 高一種免（情報）

CAD/CAM演習 教科専門 中一種免（技術）、高一種免（工業）

機械材料・加工学 教科専門 中一種免（技術）、高一種免（工業）

技術科教育法Ⅳ 教科専門 中一種免（技術）

ソフトウェア設計開発論 教科専門 高一種免（情報）

プログラミングⅠ 教科専門 高一種免（情報）

プログラミング言語論 教科専門 高一種免（情報）

理工学群 共生システム理工学類 杉森　大助 高分子化学 教科専門 高一種免（工業）

理工学群 共生システム理工学類 生田　博将 熱力学 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

理工学群 共生システム理工学類 川越　清樹 水循環システム学概論 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

環境衛生科学 教科専門 高一種免（工業）

資源・エネルギー工学 教科専門 高一種免（工業）

化学Ⅰ 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

物理化学 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

理科教育法Ⅰ 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

理工学群 共生システム理工学類 大山　大 化学Ⅱ 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

線形写像と幾何Ⅰ 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

線形写像と幾何Ⅱ 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

解析学Ⅰ(理工) 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

解析学Ⅱ(理工) 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

データベースシステム 教科専門 高一種免（情報）

形式言語とコンパイラ 教科専門 高一種免（情報）

理工学群 共生システム理工学類 中村　和正 材料工学 教科専門 中一種免（技術）、高一種免（工業）

化学実験Ⅰ 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

基礎無機化学 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）
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令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 学士課程（一種免許）

学群 学類 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

地球科学 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

地球環境科学実験 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

地球環境科学実験 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

地球環境調査法 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

地質学概論 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

デジタル信号処理 教科専門 中一種免（技術）、高一種免（工業）

医用福祉工学 教科専門 高一種免（工業）

人間工学 教科専門 中一種免（技術）、高一種免（工業）

自然環境調査法 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

生物学（理工） 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

基礎物性物理 教科専門 高一種免（工業）

機械・電気工学実験 教科専門 中一種免（技術）、高一種免（工業）

流体力学 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

理工学群 共生システム理工学類 董　彦文 経営情報システム 教科専門 高一種免（情報）

集合と位相Ⅰ 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

集合と位相Ⅱ 教科専門 中一種免（数学）、高一種免（数学）

人工知能と知識処理 教科専門 高一種免（情報）

ネットワークシステム 教科専門 高一種免（情報）

情報科学概論 教科専門 高一種免（情報）

情報理論 教科専門 高一種免（情報）

計測工学 教科専門 高一種免（工業）

生体工学実験 教科専門 中一種免（技術）、高一種免（工業）

電子回路 教科専門 中一種免（技術）、高一種免（工業）

統計力学 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

物理学Ⅱ（電磁気学） 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

理工学群 共生システム理工学類 平中　宏典 理科教育法Ⅲ 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

森林生態学 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

森林調査法 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

生態学基礎 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

保全生物学実験 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

理工学群 共生システム理工学類 阿部　教夫(非)

修士（教育学） （１）「特別支援教育に携わって思うこと」，『福島県特別支援教育センター所報』（第69号），福島
県特別支援教育センター，pp.1-2，平成29年3月
（２）「東北地区視覚支援学校の教育活動状況」，『視覚障害教育の現状と課題』（第55巻）全国盲
学校長会，p48，平成28年6月

特別支援教育基礎 教職専門 中一種免、高一種免

理工学群 共生システム理工学類 河合　康則(非)

教育学士 【受賞】
（１）東北支部功績賞，第36回日本産業技術教育学会東北支部大会講演論文集，日本産業技術
教育学会東北支部，平成30年11月
【著書・論文・学会発表】
（１）中学校技術・家庭科教科書 技術・家庭 技術分野 テクノロジーに希望をのせて，竹野英敏ほ
か118名，開隆堂出版，担当部分：pp.20-93(校正・編集)（全p.292），令和3年2月
（２）新たな視点に立った教材の実践に関する研究――木材の切削のコツをつかもう――，河合
康則ほか8名，平成29年 大学と附属学校園の共同研究報告書，山形大学，pp.46-52，平成30年
2月
（３）中学校学習指導要領技術・家庭科におけるキャリア教育の変遷に関する研究，河合康則・山
川師央，第31回日本産業技術教育学会東北支部大会講演論文集，日本産業技術教育学会東北
支部，pp.11-12，平成25年12月

技術科教育法Ⅰ 教科専門 中一種免（技術）

理工学群 共生システム理工学類 金澤　俊成（非）

博士（農学） （１）最新農業技術　野菜 Vol.10（共著），担当部分：タマネギの球貯蔵の生理，農山漁村文化協
会，pp.199-211，2017年
（２）野菜園芸学（共著），担当部分：第４章　鱗茎類，文永堂出版，pp.129-153，2020年

栽培学概論及び実習 教科専門 中一種免（技術）

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000162/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000217/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000287/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000111/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000030/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/4/0000304/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000132/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000152/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000245/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000040/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000145/profile.html

長橋　良隆

馬塲　一晴

木村　勝彦

田中　明

塘　忠顕

島田　邦雄

藤本　勝成

内海　哲史

二見　亮弘

共生システム理工学類理工学群

共生システム理工学類理工学群

共生システム理工学類理工学群

共生システム理工学類理工学群

共生システム理工学類理工学群

共生システム理工学類理工学群

共生システム理工学類理工学群

共生システム理工学類理工学群

共生システム理工学類理工学群

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138851&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140545&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140544&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140546&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139204&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139194&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139195&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139238&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140116&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138883&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141797&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138906&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139240&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138886&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138853&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139234&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139157&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139188&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139232&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139419&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139193&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138907&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138820&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139239&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141508&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140193&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138891&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139621&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040138860&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139653&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141539&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139428&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139430&formatCD=1
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000162/profile.html
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令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 学士課程（一種免許）

学群 学類 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

情報科教育法Ⅰ 教科専門 高一種免（情報）

情報科教育法Ⅱ 教科専門 高一種免（情報）

情報と職業 教科専門 高一種免（情報）

情報社会と情報倫理 教科専門 高一種免（情報）

農学群 食農学類 岡野　夕香里 植物病理学 教科専門 高一種免（農業）

農学群 食農学類 河野　恵伸 食品マーケティング論 教科専門 高一種免（農業）

農学群 食農学類 吉永　和明 食品加工学Ⅰ 教科専門 高一種免（農業）

森林科学 教科専門 高一種免（農業）

生産環境学実験・実習Ⅰ 教科専門 高一種免（農業）

土壌生態学 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

農学群 食農学類 窪田　陽介 スマート農業論 教科専門 高一種免（農業）

農学群 食農学類 熊谷　武久 食品加工学Ⅱ 教科専門 高一種免（農業）

アグリビジネス論 教科専門 高一種免（農業）

農業経営概論 教科専門 高一種免（農業）

農産物流通論 教科専門 高一種免（農業）

農学群 食農学類 荒井　聡 農業経営学 教科専門 高一種免（農業）

農学群 食農学類 高橋　秀和 作物育種学 教科専門 高一種免（農業）

農業経営学演習Ⅰ 教科専門 高一種免（農業）

農業経済学 教科専門 高一種免（農業）

果樹園芸学 教科専門 高一種免（農業）

農場基礎実習Ⅰ 教科専門 高一種免（農業）

応用昆虫学 教科専門 高一種免（農業）

農業生産学実験・実習Ⅰ 教科専門 高一種免（農業）

農学群 食農学類 升本　早枝子 食品保蔵学 教科専門 高一種免（農業）

農学群 食農学類 松田　幹 食品科学実験Ⅰ 教科専門 高一種免（農業）

農学群 食農学類 新田　洋司 稲作学 教科専門 高一種免（農業）

農学群 食農学類 深山　陽子 蔬菜・花き園芸学 教科専門 高一種免（農業）

水資源利用学 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

生産環境科学概論 教科専門 高一種免（農業）

農業工学 教科専門 高一種免（農業）

農学群 食農学類 神宮字　寛 農村計画学 教科専門 高一種免（農業）

農学群 食農学類 生源寺　眞一 農業政策学 教科専門 高一種免（農業）

食品安全学 教科専門 高一種免（農業）

食品衛生管理学 教科専門 高一種免（農業）

食品科学概論 教科専門 高一種免（農業）

畜産学概論 教科専門 高一種免（農業）

農業生産学概論 教科専門 高一種免（農業）

農学群 食農学類 石川　大太郎 食品分析学 教科専門 高一種免（農業）

（１）秋田県の高校情報科担当教員の実情と新教科「情報Ⅰ」に対する意識について，林　良雄，
秋田大学教育文化学部教育実践研究紀要 43号，pp.97-108，2021年
（２）小学校におけるプログラミング教育と 秋田県小学校教員の意識について，林　良雄，鎌田
信，細川和仁，清水　琢，村上宙思，秋田大学教育文化学部教育実践研究紀要 41号，pp.51-
62，2019年
（３）附属学校と八峰中学校におけるICT活用実践の比較分析と プログラミング教育の実践的研
究について，高橋　猛，島田勝美，阿部圭但，林　良雄，秋田大学教育文化学部教育実践研究紀
要 40号，pp.237-248，2018年

学術博士

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/5/0000408/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/5/0000413/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000273/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000230/profile.html

教育学修士 （１）岡本覚子, 栗田るみ子,情報科教育法における伝達力育成学習の実践報告,情報処理学会第
78回全国大会講演論文集，pp.501-502, 2016.
（２）Rumiko Kurita, Morigen Darai, Motoo Kusano, Masamitu Kiuchi, Cha Su Aie,A System for
Facilitating Discussion in Business Simulation Exercises Based on the Dual-Advising
Model,Proceedings of the 13th IEEE International Conference on Advanced and Trusted
Computing, pp.489-495, 2016.
（３）栗田るみ子，情報教育の歴史 プログラミング教育を通じた論理的思考の育成を中心に，城
西大学教職課程センター紀要，Vol.3，pp.25-26，2019.

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/5/0000405/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000227/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000133/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000295/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000259/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000274/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000270/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000269/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000268/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000260/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/5/0000411/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000267/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000264/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000265/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000275/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000277/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000280/profile.html

高山　太輔

篠田　徹郎

申　文浩

西村　順子

石川　尚人

栗田　るみ子(非)

林　良雄(非)

金子　信博

原田　英美

共生システム理工学類理工学群

共生システム理工学類理工学群

食農学類農学群

食農学類農学群

食農学類農学群

食農学類農学群

食農学類農学群

食農学類農学群

食農学類農学群

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139624&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139654&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141788&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139418&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137398&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137584&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137582&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137482&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137528&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137377&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137488&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137485&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137495&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137391&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137527&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137368&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137524&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137493&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137402&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137374&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137517&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137586&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137397&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137523&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137392&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137525&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137526&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137378&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137364&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137519&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137588&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137532&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137367&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137395&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137365&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137520&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137518&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137583&formatCD=1
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/5/0000408/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/5/0000413/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000273/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000230/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/5/0000405/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000227/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000133/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000295/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000259/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000274/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000270/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000269/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000268/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000260/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/5/0000411/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000267/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000264/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000265/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000275/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000277/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000280/profile.html


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 学士課程（一種免許）

学群 学類 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

農学群 食農学類 大瀬　健嗣 土壌科学 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

農学群 食農学類 渡部　潤 発酵・醸造学Ⅰ 教科専門 高一種免（農業）

農学群 食農学類 渡邊　芳倫 栽培学汎論 教科専門 高一種免（農業）

基礎微生物学 教科専門 中一種免（理科）、高一種免（理科）

発酵・醸造学Ⅱ 教科専門 高一種免（農業）

農学群 食農学類 藤野　正也 森林利用学 教科専門 高一種免（農業）

キャリアモデル学習 教科専門 高一種免（農業）

植物栄養学 教科専門 高一種免（農業）

農学群 食農学類 尾形　慎 食品素材科学 教科専門 高一種免（農業）

農学群 食農学類 望月　翔太 森林保護学 教科専門 高一種免（農業）

測量学 教科専門 高一種免（農業）

農業リモートセンシング 教科専門 高一種免（農業）

農業科教育法Ⅰ 教科専門 高一種免（農業）

農業科教育法Ⅱ 教科専門 高一種免（農業）

農学群 食農学類 紙谷　智彦（非）

農学博士 【著書】
2008 消える日本の自然. 恒星社厚生閣. 2008 (分担執筆)
2004 Restoration of Temperate and Boreal Forest. CRC Press. 2004 (分担執筆)
2003 森林の百科. 朝倉書店. 2003 (分担執筆)
2003 知の地平-大学におけるマルチリテラシーと応用倫理. 東北大学出版会. 2003 (分担執筆)
2002 新潟紀行・ふるさと再発見(平成14年度新潟大学テレビ公開講座). 新潟大学. 2002 (分担執
筆)
2001 希少猛禽類保護の現状と新しい調査法. 技術情報協会. 2001 (分担執筆)
2001 生態学からみた身近な植物群落の保護. 講談社サイエンティフィク. 2001(分担執筆)
2000 Forestry Compendium, CABI Publishing(Compact Disc). 2000 (分担執筆)
【論文等】
2018 マツ枯れ林内に植栽された常緑広葉樹の活着に及ぼす残存林冠の保護効果. 米山 隼佑,
紙谷 智彦. 日本森林学会誌 100: 186-190, 2018
2013 Is there a risk-dilution effect of naturally fallen fruits 5 on post-dispersal seed predation
by wood mice? Takahashi Kazuaki and Kamitani Tomohiko. Annals of Forest Science 70: 381-
390, 2013
2012 Effects of tillage and irrigation on the occurrence and establishment of native wetland
plant species in fallow paddy fields. Takanose Yoichiro, Ishida Shinya, Kudo Natsumi, Kamitani
Tomohiko. Paddy and Water Environment 11: 45–58, 2012
2011 雪圧害がスギ人工林の直径分布に及ぼす影響. 塚原 雅美, 紙谷 智彦. 日本森林学会誌
94: 182-187, 2011
2010 Off-channel temporary pools contribute to native riparian plant species diversity in a
regulated river floodplain. Ishidaa Shinya, Yamazaki Azusa, Takanose Yoichiro, Kamitani
Tomohiko. Ecological Research 25:1045-1055, 2010
2010 氾濫原の植物種を再生・保全するための植生管理 －氾濫原における野焼きの効果と休耕
田を湿地として活用する試み－. 石田真也, 高野瀬洋一郎, 紙谷智彦. 関東雑草研究会報 21:
17-25, 2010

森林育成学 教科専門 高一種免（農業）

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000266/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000271/profile.html

博士（環境学） http://s-read.saitama-u.ac.jp/researchers/pages/researcher/sNMZlZoZ

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/6/0000541/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000234/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000261/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/5/0000409/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/5/0000407/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/5/0000406/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000079/profile.html

二瓶　直登

牧　雅康

荒木　祐二(非)

藤井　力食農学類農学群

食農学類農学群

食農学類農学群

食農学類農学群

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137581&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137370&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137481&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137480&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137372&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137531&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137955&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137486&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137522&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137491&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137490&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137400&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141512&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141680&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040137380&formatCD=1
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000266/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000271/profile.html
http://s-read.saitama-u.ac.jp/researchers/pages/researcher/sNMZlZoZ
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/6/0000541/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000234/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000261/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/5/0000409/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/5/0000407/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/5/0000406/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000079/profile.html

