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教員の活動記録 
 

 

 
講師 石倉 卓子 

【学会発表】 

日本保育学会第 62 回大会 ポスター発表「自然材の特性と子どもの感性 ～遊びを通した

経験に関する考察～」，千葉大学，(2009.5.16)  

【講演・外部講師】 

1) 砺波市保育園連絡協議会 保育研究報告会・講演会講師,「自然環境と保育 ～活かす 

守る～」，庄川生涯学習センター，(2009.2.21)  

富山市子育て支援センター子育て支援隊養成講座，子育て講演会講師,「子育てを楽しむコツ」，

山田保育所，(2009.2.28.) 

富山県シルバー人材センター「子育て支援」技能講習会講師 ,「乳幼児の心の発達について」，

婦中保健福祉センター，(2009.10.6) 

砺波青少年自然の家 幼児自然体験活動研修会講師，(2009.11.12)  

【学外活動】 

1) 富山短期大学幼児教育学科 非常勤講師（2010-） 

こども環境学会とやまコーディネーター (2009-) 

 

 
教授 上坂 博亨 

【著書・論文】 

1) 後藤眞宏・上坂博亨・小林久，「南ドイツにおける小水力発電の調査報告とわが国の農

村地域の小水力発電の今後の展望」，農村工学研究所技法，第 210 号，(印刷中) 

【学会・シンポジウム発表】 

1) シンポジウム「地域に根ざした脱温暖化・環境共生の R&D,-80%戦略」, 化学工学会第

41 回秋季大会, 広島大学，(2009.9.16-18) 

2) 後藤眞宏・上坂博亨・小林久，「南ドイツにおける小水力発電の現状」，第 60 回農業農

村工学会関東支部講演会，千葉県教育会館， (2009.10.21) 

3) Uesaka H, Chohji T., “Development of a Small Tailgate EV for Usage in Rural Areas”, 

16th Asian Symposium on Ecotechnology, Dalian Neusoft Institute of Information, 

Dalian, China, (2009.10.21-23) 

【研究活動】 

1) 科学技術振興機構社会技術研究開発事業、「地域に根ざした脱温暖化・環境共生社会」研

究領域、「小水力を核とする脱温暖化・地域社会形成」研究副代表者、（2008.10-2013.9） 

2) 科学研究費補助金 基盤研究(B)「マイクロ水力のポテンシャル分布図作成手法開発と評

価」研究分担者（2008.4-2011.3） 
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3) 環境省循環型社会形成推進科学研究費，「不純物評価・制御技術とユビキタス電子マニフ

ェストシステムを融合した，廃石膏ボード・建設汚泥の安心・安全リサイクルシステム

の構築」研究分担者（2008.4-2011.3） 

【講演・外部講師】 

1) 課題研究発表会講師，大門高等学校，(2009.1.28) 

2) 講演「再生可能エネルギー利用のすすめ」，太陽光発電セミナー，魚津市，(2009.8.2) 

3) パネルコーディネータ「農業用水を利用した小水力発電の導入推進について」，全国農業

用水小水力発電フォーラム，富山市，(2009.8.27) 

4) 講演「農山村には資源が豊富に眠っている」，北電経営者安全研修会，富山市，(2009.2.5) 

5) 講演「低炭素型観光まちづくり」，黒部・宇奈月観光活性化協議会，黒部市，(2009.11.16) 

6) 講演「電気自動車 100%の観光リゾート」，富山国際学園地域交流センター第３回「世界

は今」，富山市，(2009.12.16) 

【学外活動】 

1) NPO 法人エコテクノロジー研究会理事（2003-） 

2) 富山市子どもかがやき教室実行委員会委員（2004-） 

3) 富山市教育委員会春まちコンサート実行委員会委員長（2005-） 

4) 富山県学校吹奏楽連盟理事・富山支部役員（2005-） 

5) 富山県小水力利用推進協議会理事・副会長（2007-） 

6) 国土交通省建設業と地域の元気回復助成事業，黒部宇奈月観光活性化協議会委員(2009) 

7) 黒部市地域新エネルギー小水力発電詳細ビジョン策定委員会委員長(2009) 

8) 朝日町地域新エネルギー小水力発電詳細ビジョン策定委員会委員長(2009) 

9) 富山市市民共同発電実現可能性調査事業推進協議会委員長(2009) 

10) 南砺市市民共同発電実現可能性調査事業推進協議会委員（2009） 

 

 
教授 大石 昂 

【著書・論文】 

1) 大石 昂、鈴木賢男、堀内正彦、松野 真、鈴木国威、藤森 進、「感情イメージ」とは

何か―上杉喬先生のイメージ研究を読み解く―、イメージ心理学研究、第 6巻第 1号（2009）

19-43 

2) 鈴木賢男、大石 昂、松野 真、堀内正彦、鈴木国威、藤森 進、岡田 斉、『感情イメ

ージ調査』についての研究―年代を経た大学生においてみられた感情イメージ構造の安

定性―、文教大学人間科学研究、第 30 号（2008）121-132 

3) 大石 昂、中嶋芳雄、高松 衛、高齢者ドライバーの視覚に配慮した道路情報板におけ

る視覚バリアフリー表示に関する研究、三井住友海上福祉財団 2007 年度助成研究結果

報告集、Vol.13(2009)9-12 

【学会・シンポジウム発表】 

1) 日本イメージ心理学会運営委員 2009 年度 
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2) （口頭発表）高松 衛、中嶋芳雄、貴堂靖昭、大石 昂、広田健二、加藤勘二、大島敏明、

高齢ドライバーに配慮した LED 式道路情報板の開発に関する研究、日本交通心理学会

第 74 回大会（2009） 

3) （口頭発表）大平泰子、大石 昂、大学生における自我同一性とパーソナリティとの関

連、日本発達心理学会第 21 回大会（2010） 

【講演・外部講師】 

1) 大石 昂、学校と地域社会のパートナーシップ、滑川市学校評価運営委員会講話、

(2008.10.9) 

【学外活動】 

1) 高岡市男女平等推進市民委員会委員（委員長） 

2) 富山県職業能力開発審議会委員 

3) 滑川市学校評価運営委員会委員（委員長） 

4) 平成 21 年度滑川市教育委員会の事務点検評価委員 

 

 
助教 大平 泰子 

【著書・論文】 

1) 芦原 睦，大平泰子，山内麻利子，臨床医と産業医の連携 ―その重要性と課題―，心身

医学，49(2) ，(2009)  pp.135-141 

2) 開 仁志，大平泰子，幼稚園教育実習生への指導のあり方に関する一考察 ～実習現場に

おける指導の実態を中心に～，富山短期大学紀要，44 (2009)  pp.63-72 

3) 大平泰子，開 仁志，幼稚園教育実習生への指導のあり方に関する一考察 ～実習生の不

安や悩みを中心に～，富山短期大学紀要，44 (2009)  pp.73-79 

4) 大平泰子，芦原 睦，第 2 章 症例に学ぶ用語解説 心理検査，心療内科実践ハンドブッ

ク：症例に学ぶ用語集（日本心療内科学会監修 日本心療内科学会用語委員会編集） 

(2009) マイライフ社 pp.118-121 

【学会・シンポジウム発表】 

1) 一般演題座長「皮膚科」，第１回日本心身医学５学会合同集会，2009 年 6 月 6 日，東京 

2) 大平泰子，大学生における自我同一性の確立と自我状態との関連，第 34 回日本交流分

析学会学術大会，2009 年 10 月 3 日，横浜 

【講演・外部講師】 

1) 講演「職場ストレスとメンタルヘルス不調」，第 78 回名古屋心身医学研究会，2009 年 1

月 17 日，名古屋心身医学研究会 

2) 非常勤講師「臨床心理学特論」，富山短期大学専攻科食物栄養専攻 

3) 講演「児童心理学」，平成 21 年度児童福祉司任用資格講習会，2009 年 8 月 21 日，富山

県厚生部児童青年家庭課 

4) 講演「管理監督者のためのメンタルヘルス講座 ～入門編～」，職場における心の健康出

前講座，2009 年 10 月 6 日，10 月 13 日，富山県心の健康センター 
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5) 講演「職場のメンタルヘルス ～よりよい介護は自分自身の健康から～」，平成 21 年度

介護職員フォロー・アップ研修会・交流会，2009 年 11 月 25 日，12 月 9 日，富山短期

大学および富山県社会福祉協議会 

【学外活動】 

1) 日本自律訓練学会評議員（2004 -） 

2) 日本自律訓練学会将来計画検討委員（2004 - 2009） 

3) 日本心身医学会コ・メディカルスタッフ認定制度委員（2004 -） 

4) 日本交流分析学会評議員（2005 -） 

5) 日本産業ストレス学会理事（2005 -） 

6) 日本心療内科学会評議員（2008 -） 

7) 第１回日本心身医学５学会合同集会プログラム委員（2009） 

8) 富山県臨床心理士会産業心理臨床専門委員（2009 -） 

 

 
講師 彼谷 環 

【著書・論文】 

1) 彼谷環「少子化対策における『安全』」森英樹編『現代憲法における安全―比較憲法学的

研究をふまえて』所収（日本評論社、2009.2） 

【研究活動】 

1) 科学研究費・基盤研究(B)「グローバル化時代における民主主義の再創造に向けた比較憲

法的研究」（代表・本秀紀名古屋大教授）連携研究者（2009.4-2012.3） 

2) 富山第一銀行奨学財団助成研究「子どもの権利と福祉から考える自治体の次世代育成支

援対策」（2009.6-2010.3） 

【講演・外部講師】 

1) 学習会「私たちの暮らしと憲法―雇用・福祉・平和から考える」，2009 年 3 月 7 日，COOP

とやま（於：富山県民会館） 

2) 講演「『人権』を考える―歴史と発展・現状を眺めながら」，2009 年 5 月 21 日，高岡市

更生保護女性会（於：高岡市ふれあい福祉センター） 

3) 講演「大仏様と平和について」，2009 年 9 月 9 日，憲法 9 条ファンクラブほか（於：高

岡大仏前公園） 

4) 富山県社会福祉協議会主催「介護職員フォロー・アップ研修会・交流会」における講義

「働く者の権利について」，2009 年 11 月 25 日，12 月 9 日，（於：富山県総合福祉会館） 

5) 講演「憲法のなかの女性―差別の是正・被害者救済を目指して」，小杉 9 条の会（於：ア

イザック小杉文化ホール） 

【学外活動】 

1) 富山家庭裁判所参与員（2004-） 

2) 高岡市男女平等推進市民委員会委員（2006-） 

3) 富山市都市計画審議会委員（2007-） 
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4) 富山市男女共同参画推進審議会委員（2008-） 

5) 富山県青少年健全育成審議会委員（2009-） 

 

 
教授 郷倉 祀子 

【著書･論文】 

1) 図画工作教育への一考察、2009 年 3 月、富山短期大学紀要第 43 巻（2） 

【発表・出展】 

1) 院展（第 64 回春）、「愁色」、2009 年 4 月、日本橋三越 

2) 同上、2009 年 5 月、三越仙台店 

3) 同上、2009 年 6 月、高島屋京都店 

4) 同上、2009 年 7 月、石川めいてつ・エムザ 

5) 龍生会展 2009 年 12 月、日本橋三越 

【学外活動】 

1) 日本美術院院友 

2) 龍生会会員 

3) 富山県日本画連盟会員 

4) 全国幼年美術の会会員 

5) 全国大学美術教育学会（zenzo-art） 

6) 富山県水墨美術館運営委員 

7) 射水市男女共同参画審議会委員長 

8) 富山県社会福祉協議会（色紙） 

9) 富山県日本善意銀行（〃） 

10) 富山県射水市社会福祉協議会（〃） 

 

 
教授 鶴山 博之 

【著書・論文】 

1) 「小学校低学年の走運動の指導に関する一考察 ～「効果的な学習内容」と「楽しい学

びの場」の融合に関する基礎的研究～」富山国際大学現代社会学部紀要、pp.221-228,    

Vol.1,(2009) 

【講演・外部講師】 

1) 富山県私学教育研修会講師（2009.8.25） 

2) 富山県スポーツ少年団認定員養成講習会講師（2009.12.12） 

【学外活動】 

1) 富山県医・科学トレーニング専門委員会委員 

2) 富山県公認スポーツ指導者協議会理事 

3) 富山陸上競技協会理事 
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4) 日本陸上競技連盟施設用器具委員会検定員 

 

 
教授 土井 浩 

【研究活動 演奏指揮】 

1) 富山大学フィルハーモニー管弦楽団 弦楽合奏コンサート ニールセン作曲「弦楽のた

めの小組曲」他 富山大学黒田講堂, （2009.2.24） 

2) 富山シティフィルハーモニー管弦楽団 第 30 回定期演奏会 ファリャ作曲「三角帽組

曲他,オーバードホール,(2009.3.1) 

3) 富山高校 第５７回スプリングコンサート フンメル作曲「トランペット協奏曲」他，

オーバードホール，(2009.3.29) 

4) 富山シティフィルハーモニー管弦楽団 第３１回定期演奏会 ドボルザーク作曲「交響

曲第８番」他，オーバードホール（副指揮），(2009.6.20) 

5) 富山大学フィルハーモニー管弦楽団 第３１回プロムナードコンサート ボロデイン作

曲「交響曲第２番」他，小杉ラポール，(2009.6.27) 

6) ２００９オーケストラフェステイバル マーラー作曲「交響曲第１番」（巨人），オーバ

ードホール（副指揮），(2009.9.27) 

7) 富山大学フィルハーモニー管弦楽団 第５０回定期演奏会 チャイコフスキー作曲「交

響曲第５番」他，オーバードホール，(2009.12.5) 

【学外活動】 

1) 富山大学フィルハーモニー管弦楽団 常任指揮者, (1967) 

2) 富山シティフィルハーモニー管弦楽団 名誉団長・常任指揮者, (2000) 

3) 富山県オーケストラ連盟理事長, (1997) 

4) 富山県芸術文化協会理事, (1997) 

5) 富山県青少年音楽コンクール審査委員長, (2008) 

6) 富山市民文化事業団理事, (2009) 

 

 
講師 開 仁志 

【著書・論文】 

1) 開仁志・大平泰子「幼稚園教育実習生への指導のあり方に関する一考察～実習現場にお

ける指導の実態を中心に」(2009)富山短期大学紀要第 44 巻 pp63-72 

2) 大平泰子・開仁志「幼稚園教育実習生への指導のあり方に関する一考察～実習生の不安

や悩みを中心に」(2009)富山短期大学紀要第 44 巻 pp73-79 

3) 開仁志・橋本麻里「保育者養成校における合同授業の試み～理論・実技・実戦のつなが

り～」(2009)富山短期大学紀要第 44 巻 pp81-92 

4) 小芝隆・開仁志「保育者養成校における学生合宿研修とその意義」(2009) 富山短期大学

紀要第 44 巻 pp93-104 
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5) 開仁志「年中行事」「児童文化施設」『児童文化がひらく豊かな保育実践』（中坪文典編）

(2009)保育出版社 pp158-159,pp160-161 

6) 開仁志「幼児期の発達的な特質」『乳幼児のための心理学』（小林芳郎編）(2009)保育出

版社 pp32-35 

7) 開仁志「2 歳児の心の育ちと人間関係」『子どもの心の育ちと人間関係』（寺見陽子編）

(2009)保育出版社 pp66-67 

【学会・シンポジウム発表】 

1) 開仁志「保育専門職養成における体験的授業の試み～親子活動を中心に～」(2009)日本

保育学会第 62 回大会発表論文集 p376 

【研究活動】 

1) 東海北陸地区私立幼稚園教育研究福井大会第 3 分科会「環境と援助」, 指定討論者（2009） 

2) 富山県公開保育研究会「人とかかわる力を育てるには」講師（2009） 

3) 南砺市保育士会研究会第 3,4 部会「保育所がすすめる次世代育成支援」講師(2009) 

【講演・外部講師】 

1) 砺波市保育所幼稚園職員研修会講師，2009 年 5 月 

2) 富山市保育士会保育連盟研究遊びⅡAB グループ部会講師，2009 年 6 月 

3) 福井県教育研究所研修講師，2009 年 7 月 

4) 高岡市 3，4，5 歳児担当保育士研修会講師，2009 年 9 月 

5) 富山市保育士研修会講師，2009 年 9 月 

6) 新川地区私立幼稚園研究会講師，2009 年 10 月 

【学外活動】 

1) 学童保育「アドベンチャーじょうじょう」クラブアドバイザー（2005-） 

2) 大島つばさ保育園園内研修講師（2005-） 

3) はっぴーママ富山版（有）楓工房「ようこそ！こどものせかいへ KIDS」連載（2005-） 

4) チューリップテレビ子育て相談 Q&A 回答者（2006-） 

 

 
講師 本江 理子 

【講演・外部講師】 

1) 射水市障害児巡回（射水市公立保育園全園） 講師（2009-） 

2) 講演「子どもの心を育むために」，富山市子育てボランティア養成講座, 2009 年 6 月 18

日，富山市役所 

3) 講演「子育てって、おもしろい！」，射水市立千成保育園保育参観保護者会, 2010 年 2

月 5 日 

4) 射水おおぞら保育園園内研修会 講師（2009-） 

5) 射水市立千成保育園園内研修会 講師（2009-） 

6) 射水市立新湊保育園園内研修会 講師（2007-） 

7) 射水市立大島南部保育園園内研修会 講師（2007-） 
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8) 射水市立小杉西部保育園園内研修会 講師（2004-） 

9) 射水市立水戸田保育園園内研修会 講師（2009.2.13） 

10) 射水市立堀岡保育園園内研修会 講師（2009.2.17） 

11) 厚生連高岡看護専門学校 非常勤講師（1997-） 

12) 富山福祉短期大学社会福祉学科児童福祉専攻 非常勤講師（2004-） 

13) 富山短期大学幼児教育学科 非常勤講師（2010-） 

【学外活動】 

1) 子どもと保育総合研究所 賛助会員 

2) 子どもと保育総合研究所実践研究会 会員 

3) 富山乳幼児精神保健研究会 会員 

4) 学校法人八王山学園あすなろ幼稚園（東京都葛飾区）学校評議員（2009-） 

 

 
教授 宮田 伸朗 

【研究活動】 

1) 財団法人富山県高等教育振興財団助成事業、「8 号助成・私立大学振興事業（研究活性化

事業）」、「子ども育成研究の現状と課題～『子ども育成学』構築のための基礎的研究～」

研究代表者、（2009.4-2010.3） 

【講演・外部講師】 

1) 分科会助言者「母子生活支援施設の特性を生かした取り組み」、東海北陸ブロック母子生

活支援施設研究協議会富山大会 (2009.7.9) 

2) パネルディスカッションコーディネーター「富山県における幼・保・小連携の展望につ

いて」、富山県教育委員会めばえを育む幼・保・小連携フォーラム (2009.8.7) 

3) 講義「社会福祉概論」、富山県児童福祉司任用資格講習会 (2009.8.18) 

4) トークセッション「子ども育成学部への期待と課題」、富山国際大学子ども育成学部開設

記念フォーラム (2009.9.26) 

5) 講演「これからの地域福祉に求められるもの」、富山市社会福祉協議会地域福祉講演会

(2009.10.30) 

6) シンポジウムコーディネーター「児童虐待シンポジウム」、子どもの権利条約フォーラム

2009in とやま (2009.11.15) 

7) 分科会座長「富山の地域福祉～その歩みと展望～」、日本地域福祉学会東海北陸部会富山

大会 (2009.11.23) 

【学外活動】 

1) 富山県教育委員長職務代理（-2009.10.3） 

2) 富山県社会福祉審議会児童福祉専門分科会児童措置部会委員 

3) 富山県子育て支援・少子化対策県民会議委員 

4) 富山県障害者施策推進協議会会長 

5) 富山県こどもみらい館運営委員会委員長 
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6) 富山県福祉カレッジ運営委員会副委員長 

7) 富山市社会福祉審議会児童福祉専門分科会会長・地域福祉専門分科会会長 

8) 富山市福祉有償輸送運営協議会会長 

9) 富山市福祉の人づくり推進会議委員 

10) 富山市地域密着型サービス運営委員会委員 

11) 富山市社会福祉事業団理事 

12) 高岡市福祉のまちづくり推進会議会長 

13) 高岡市介護保険運営協議会会長 

14) 高岡市協働のまちづくり推進委員会委員長 

15) 富山県済生会高岡病院倫理委員 

16) 富山県介護福祉士養成校協会参与 

17) 日本社会福祉士養成校協会富山県支部事務局長 

18) 日本社会福祉学会中部ブロック幹事 

19) 日本地域福祉学会東海北陸ブロック地方部会委員 

20) 富山県地域福祉研究会（日本地域福祉学会富山県支部）会長 

 

 
教授 水上 義行 

【論文等】 

1) 「思考力、判断力、表年力等を育てる学習指導の在り方についての一考察」、富山国際大

学『国際教養学部紀要』vol.5, (2009)  

2) 「生活科は子どもと教師を鍛える」第 12 回近畿地区小学校生活科教育研究協議会  

【講演・外部講師】 

1) 「協働社会における体育協会の役割」4,19 太閤山地区体育協会 20 周年記念式 

2) 「かけがえのない命をめぐって」6,13  西条小学校保護者会  

3) 「雪国のくらし」6,13 出前授業 西条小学校４年生 

4) 「改訂総合的学習の時間の課題」7,26 管理職養成講座 大門公民館 

5) 「学力向上の処方箋」7,30 富山県教育委員会 上市町保健福祉センター 

6) 「教師力の活性化を図る学校運営」8,9 管理職養成講座  大門公民館 

7) 「義務教育改革と学校運営の改善」9,13 管理職養成講座 大門公民館 

8) 「迷走する教育行政と学校の課題」9,29 富山ロータリー  富山電気ビル 

9) 「どの子も夢をもっている」10,3 射水市放課後子ども教室管理指導員研修会 

10) 「生きる力をはぐくむ学力の向上」10,15 珠洲市教育研究大会 緑丘中学校 

11) 「幼児期から小学校教育への円滑な移行」10,28  庄東小学校 

12) 「いのちの授業―二つの塔―」11,5 出前授業 井口小学校  

13) 「教育の今日的な課題と管理職としての教頭の役割」11,13 庄川生涯学習センター 

14) 「健全な子どもたちの育成と地域の役割」11,18 新湊ライオンズ新湊第一イン  

15) 「教育の今日的な課題と教育センターの役割」11.18  総合教育センター 
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16) 「子どもは郷土の文化で育つ」11,21 南砺市 PTA 連合大会 井波文化センター 

17) 「生きる力をはぐくむ学力への挑戦」11,26 富山型学力向上研究発表会東明小学校 

18) 「第 12 回近畿生活科教育研究大会指導講話」11,27 滋賀県大津市立小松島小学校 

19) 「幼児期から小学校教育への円滑な移行」12,8 保育担当研修会 高岡市福祉保健部 

20) 「食の安全といのち」1,18 富山市中教研家庭科部会 総合教育センター 

21) 「幼児期から小学校教育への円滑な移行」2,9 子育て支援講座 城端小学校 

22) 「子どもに気付かせたい地域のぬくもり」2,14 射水市母親クラブ 小杉ラポール 

【学会・シンポジウム発表】 

1) 第３８回幼児教育研究会 シンポジスト 6,13 富山短期大学 

【学外活動】 

1) 日本生活科・総合的学習教育学会富山県支部長 

2) とやまいのちの教育研究会副会長 

3) 射水市絵本文化振興財団理事 

4) イタイイタイ病関係資料検討委員会専門委員 

 

 
教授 水田 聖一 

【著書・論文】 

1) 子ども育成学・序説 ; ロバート・オウエンに見る教育・保育・福祉思想」, 富山国際大

学子ども育成学部紀要, (2010.3) 

2) 『現代アメリカ教育ハンドブック』(アメリカ教育学会編、分担執筆) 東信堂 (2010.3) 

3) 『保育実践を支える 保育原理』(福村出版、2010.3、編著) 

4) 『保育実践を支える 保育内容総論』(福村出版、2010.3、編著) 

5) 「子ども育成のための系時的・空間的研究」(富山県高等教育振興財団助成８号事業-報

告書) 

【学会・シンポジウム発表】 

1) 私立大学図書館協会 2009 年度西地区部会研究会「２学部１短大－２キャンパスでの利

用者支援」(於、京都産業大学、2009.9) 

【研究活動】 

1) 富山県高等教育振興財団助成８号事業「子ども育成のための系時的・空間的研究」(H21

年度) 

【講演・外部講師】 

1) 高大連携体験学習，平成 21 年３月 16 日(月) 龍谷富山高校学校 

2) 高大連携体験学習，平成 21 年７月 15 日(水)南砺総合高校平高校 

3) 高大連携体験学習， 平成 21 年 9 月 26 日(土) 富山国際大学附属高校  

4) 進路ガイダンス「仕事を考えるシンポジウム」 

5) 高大連携体験学習，平成 21 年 10 月 2 日(金)石川県私立尾山台高校進路ガイダンス 

6) 高大連携体験学習，平成 21 年 12 月 8 日(火)水橋高校「小学校教員への道」 
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【学外活動】 

1) 富山大学人間発達科学部附属幼稚園 学校評議員 

 

 
講師 村上 満 

【著書・論文】 

1) 日本発達障害福祉連盟編『発達障害白書 2010 年版』〔分担執筆：第 5 章日中活動「Ⅴ．

就労継続支援 B 型事業－B 型事業と地域活性の方向－」〕，P.83-84，日本文化科学社，

(2009) 

川野雅資編『地域連携精神看護学研究 実践英・米・日 3 カ国の地域連携精神看護』〔分担

執筆：「地域連携精神看護学の実際」〕，P.17-26，世論時報社，(2009) 

川野雅資編『地域連携精神看護学研究 実践英・米・日 3 カ国の地域連携精神看護』〔分担

執筆：「地域の中に生活の『場』を紡ぐ取り組み－富山型八尾風みんなが資源・みんなで

支援のアプローチ」〕，P.27-40，世論時報社，(2009) 

川野雅資編『地域連携精神看護学研究 実践英・米・日 3 カ国の地域連携精神看護』〔分担

執筆：「精神科病院における長期入院患者に対する退院支援の取り組み－地域生活を見据

えたアプローチの視点－」〕，P.97-103，世論時報社，(2009) 

村上満，田原祐助，竹田一則，山口昌樹「唾液アミラーゼ活性は中学生の精神状態の指標に

なり得るか」生体医工学，第 47 巻，第 2 号，P.166-171，(2009) 

一ノ山隆司，村上満，舟崎起代子，牧野かおる，明神一浩，上野栄一，川野雅資「幻聴に苛

む患者の自己対処行動を支えるための心理教育的アプローチ」富山福祉短期大学紀要『共

創福祉』，第 4 巻，第 1 号，P.1-10，(2009) 

Ryuji ICHINOYAMA, Mitsuru MURAKAMI, Kiyoko FUNASAKI, Eiichi UENO, Masashi 

KAWANO “ Analysis of the Feelings of Family Members Who Support Mentally 

Handicapped Persons Living in Regional Communities” 富山福祉短期大学紀要『共

創福祉』，第 4 巻，第 2 号，P.85-91，(2009) 

村上満，清水剛志，「富山県におけるスクールソーシャルワーク活動の現状とこれから」『月

刊生徒指導』，5 月号，P. 26‐29 , 学事出版，(2009) 

村上満，「地域リハビリの視点と郷土愛の融合を目指す－ソーシャルビジネスで町おこし－」，

『人間会議』，6 月号，P. 273，宣伝会議，(2009) 

【学会（口頭・ポスター），シンポジウム発表】 

1) 村上満，一ノ山隆司，舟崎起代子，上野栄一，「障害者自立支援法下の福祉サービスに関

する当事者の自由記述にみる内容分析」，第 52 回日本病院・精神医学会総会，平成 21

年 9 月 18-19 日，和歌山 

2) Ryuji ICHINOYAMA, Mitsuru MURAKAMI, Kiyoko FUNASAKI, Eiichi UENO, 

Masashi KAWANO，“The investigation of time-process on the relationship between 

the patient and nurse”, The 1st International Nursing Research Conference of 

World Academy of Nursing Science, 19-20, Sep, Kobe, Japan，(2009) 
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3) Ryuji ICHINOYAMA, Mitsuru MURAKAMI, Kiyoko FUNASAKI, Eiichi UENO, 

Masashi KAWANO，“The Thought of the Sensitive Recognition for Utilizing the 

Picture Book Toward to the Interpersonal Education”, NET2009 conference, 8-10, 

Sep. , Cambridge University, UK  

【研究活動】 

1) 平成 21 年度富山第一銀行奨学財団「スクールソーシャルワーカーの固有性に関する調

査研究～富山型スクールソーシャルワーカーのエンパワメントの生成要因の析出～」研

究代表者（2009） 

【講演・外部講師・助言指導】 

1) 出講プログラム「やさしい福祉学のすすめ」，2009 年 5 月 14 日，28 日，八尾高等学校 

2) 講演：「スクールソーシャルワーカー(SSWr)の現状と課題について」，2009 年 5 月 29

日，主催：富山県地域福祉研究会 

3) 講演「こころの日特別講演：当事者支援で対人援助職が見えるもの、見えにくいもの」，

2009 年 7 月 25 日，主催：日本精神科看護技術協会富山県支部 

4) 助言指導：平成 21 年度初任者研修会「課題研究 2」の実施、富山市立速星小学校教諭 野

吾久美子氏への指導「問題を抱えた子どもへのよいかかわり方」「保護者とのよりよい対

応の仕方」，2009 年 8 月 7 日，富山国際大学    

5) 助言指導：平成 21 年度初任者研修会「課題研究 2」の実施、富山市立杉原小学校教諭 井

上栞莉花氏への指導「多動性・衝動性の見られる児童へのかかわり方と保護者との連携

の仕方」，2009 年 8 月 12 日，富山国際大学 

6) 助言指導：平成 21 年度初任者研修会「課題研究 2」の実施、富山市立杉原小学校教諭 米

原史剛氏への指導「問題とみられる（意欲のむらが激しい、身勝手な振る舞いをする）

児童へのかかわり方とその周囲の対応のありかた」，2009 年 8 月 12 日，富山国際大学 

7) 平成 21 年度初任者研修会「課題研究 2」の実施、富山県立南砺総合高等学校井波高等学

校教諭 内島一憲氏への指導「高等学校におけるコミュニケーション技術の育成につい

て」，2009 年 8 月 25 日，富山国際大学 

8) 講義：平成２１年度市町村児童相談等担当職員研修会（児童福祉司任用資格講習会）「社

会福祉援助技術（ソーシャルワーク）」2009 年 8 月 27 日，主催：富山県 

9) 講演：スクールソーシャルワークフォーラム 2009 in とやま「富山県スクールソーシャ

ルワーカー配置事業の現状と課題」，2009 年 11 月 21 日，主催：富山県社会福祉士会 

10) 出講プログラム「ふつうの・あたりまえの社会の実現に向けて」，2009 年 11 月 25 日，

となみ野高等学校 

【学外活動】 

1) 社会福祉法人フォーレスト八尾会理事（2002-） 

2) 富山県教育委員会スクールカウンセラー（2004-） 

3) 富山県精神保健福祉士協会富山県支部運営委員（2005-） 

4) 富山県教育委員会スクールソーシャルワーカースーパーバイザー（2009-） 

5) 富山県相談支援整備事業 地域自立支援協議会 圏域アドバイザー（2009-） 
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【学会・シンポジウム発表】 

1) 「富山におけるソーシャルワーカーの未来を語る」（富山県医療ソーシャルワーカー協会、

一般社団法人社会福祉士会、富山県精神保健福祉士会），2010 年 1 月 30 日，サンシッ

プとやま 

【講演・外部講師】 

1) 講義「社会福祉総論」，2009 年前期，富山県総合衛生学院看護科 

2) 講義「障害者福祉論」，2009 年後期，富山短期大学福祉学科 

3) 講義「障害者ケアマネジメント概論」（平成２１年度富山県障害者（児）ホームヘルパー

等養成研修），2009 年 5 月 28 日，サンシップとやま 

4) 講義と演習「生活支援員に求められる役割と対人援助の基本」（平成２１年度富山県日常

生活自立支援事業第１回新規生活支援員養成研修），2009 年 6 月 25 日，サンシップと

やま 

5) 講義「障害者相談支援について」（平成２１年度富山県移動支援従事者研修），2009 年 8

月 11 日，サンシップとやま 

6) 講義「地域自立支援協議会について」（平成２１年度富山県相談支援従事者研修），2009

年 9 月 9 日，サンシップとやま 

7) 講義と演習「相談援助演習」，2009 年 11 月 7-8 日，日本福祉医療専門学校 

8) 講義「知的障害者の現状と利用者のストレングスを大切にした支援」（平成２１年度第３

回富山県日常生活自立支援事業専門員等研修），2009 年 11 月 25 日，サンシップとやま 

講演「こんな地域社会がいいなぁ」，2009 年 11 月 30 日，サンシップとやま 

講演「個々のニーズ応じた社会自立に向けての支援の在り方」（専門性向上研修会），2010

年 1 月 25 日，富山県立盲学校 

講演「地域での生活支援を考える」（富山市手をつなぐ育成会），2010 年 2 月 11 日，富山市

障害者福祉プラザ 

講演「障害者が地域で安心して生活するために」（下新川手をつなぐエリア会），2010 年 2

月 13 日，新川文化ホール 

講義「行動援護を理解する」（平成２１年度富山県行動援護従事者養成研修），2009 年 2 月

16 日，サンシップとやま 

講演「スクールソーシャルワーカーが学校で活動するために」（富山県教育委員会），2010

年 2 月 18 日，富山県総合教育センター 

【学外活動】 

1) 富山市障害程度区分判定審査会委員（2007-） 

2) 富山県社会福祉士会顧問（2001-） 

3) 富山県自立支援協議会・特別アドバイザー（富山圏域、滑川・中新川圏域）（2009-） 

4) 第三者委員（富山県立砺波学園）（2009-） 

5) ＷＥＥネットとやま・代表（2005-） 


