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教員の活動記録 
 
 

 

講師 相山 馨 

【著書・論文】 
1) 相山馨「ケアマネジメント実践における社会資源活用の視座－エコシステムからの検討

－」，富山国際大学子ども育成学部紀要，第2巻， pp.157-167，(2011) 
【学会・シンポジウム発表】 

1) 口頭発表 相山馨，「施設ケアマネジメントにおけるプランニングシートの開発につい

て－介護支援専門員専門研修ツールとしての活用と効果－」，第5回日本介護支援専門員

全国大会，(2011.2.18) 
2) 口頭発表 相山馨・柴田稔・茂古沼江里・石坂留美，「アウトリーチ型高齢者虐待対応

研修の実践と効果－モデル地域の取り組みをとおして－」，第19回日本社会福祉士会・

全国大会社会福祉士学会，(2011.6.4) 
3) 口頭発表 相山馨，「高齢者の地域生活支援におけるケアマネジメント－実践シートの

検討から－」，平成23年度富山第一銀行奨学財団研究助成セミナー研究成果発表会，

(2011.6.7) 
4) 口頭発表 相山馨，「ソーシャルワーク教育における認知症ケア－『その人らしさ』を

とらえるための教育方法の検討－」，第21回アジア・太平洋ソーシャルワーク会議，

(2011.7.16) 
5) 口頭発表 相山馨・金谷潤子・若﨑寛子・中嶋恭子・奥野勝太，「教育ツールとしての

『センター方式』の有用性－より実践的な認知症ケアを目指して－」，第12回日本認知

症ケア学会，(2011.9.24) 
【研究活動】 

1) 「地域包括ケア支援展開ツールの開発と研修プログラムの構築－フォーマル・インフォ

ーマルな社会資源活用の実践化に向けて－」，富山県高齢者地域支え合いコーディネー

ト推進事業，富山県社会福祉士会，(2011) 
【講演・外部講師】 

1) 講義・演習「事例検討の方法と実際」，富山県新川厚生センター管内事例検討企画研修

会，(2011.8.30) 
2) 講義・演習「施設介護支援事例研究」，富山県介護支援専門員現任研修，(2010.8.10) 
3) 講演「ケアマネジメントにおけるアセスメント－住み慣れた地域の中で生活し続けるた

めに－」，射水市居宅介護支援事業者連絡協議会研修，(2011.10.24)  
4) 講義・演習「ケアマネジメントのプロセスとその基本的考え方」，富山県介護支援専門
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員現任研修，(2010.11.22) 
【学外活動】 

1) 富山県社会福祉士会理事(2004-)  
2) 富山県医療ソーシャルワーカー協会理事(2008-) 
3) 富山県高齢者虐待対応専門職チームアドバイザー(2010-) 
4) 富山市高齢者総合福祉プラン策定懇話会委員(2011-) 
5) 魚津市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進委員(2008-) 
6) 日本社会福祉士会社会福祉士実習指導者講習会講師(2009-) 
7) 日本社会福祉士会高齢者虐待対応標準研修講師(2010-) 

 

 講師 石倉 卓子 
【著書・論文】 

1) 「幼児の表現を拓く自然材の可能性－アフォーダンス理論に示唆を得て－」, 富山国際

大学子ども育成学部紀要,第 2 巻 pp1-12,2011 
2) 竹井史編著『遊びづくりの達人になろう』3 歳編～5 歳編(全 3 巻)，明治図書出版，共著,

担当：4 歳編・5 歳編,2011 
3) 『U-CAN のいろいろ出し物 12 ヶ月』プラン,自由国民社,共著,担当：「かんたんマジッ

ク」,担当：4・6・7・11 月,2011 
【学会発表】 

1) ポスター発表「保育内容（環境）の授業における泥田遊びの意義」,日本保育学会第 64
回大会,玉川大学,2011 

【講演・外部講師】 
1) 「乳幼児にふさわしい保育環境とは」富山市保育士研修会,2011（講義） 
2) 「気付きの質を高めるおもちゃ作り」滑川市・中新川郡ブロック小学校教育研究会生活

科部会,2011（講義及び製作・支援に関する指導） 
3) 「新保育所保育指針第 3 章保育の内容 1-（1）養護に関わるねらい及び内容 1-（2）教

育に関わるねらい及び内容」,黒部市保育士・幼稚園教諭研修講師,2011（講義） 
4) 「発達に応じた保育と配慮事項」富山県事業所内保育施設等保育従事者研修会,2011（講

義） 
【学外活動】 

1) 富山短期大学幼児教育学科 非常勤講師,2010- 
2) こども環境学会学会誌「こども環境学研究」校閲委員,2011- 

 

 教授 上坂 博亨 
【著書・論文】 

1) 上坂博亨，「山間地農家における電力自給のためのマイクロ水力発電システムの構築」，
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富山国際大学紀要，2, pp13-25, (2011) 
2) 上坂博亨，「山間地農家の電力自給への挑戦」, 週刊農林, 第 2124 号，農林出版社, pp6-7，

(2011) 
3) 上坂博亨，「小水力発電と電気軽トラ ―低炭素型農山村を考える―」, 週刊農林, 第 2130

号，農林出版社, pp4-5，(2011) 
【学会・シンポジウム発表】 

1) 上坂博亨,「小水力エネルギーを活かす技術」，第 2 回全国小水力発電サミット・第 3 分

科会，2010,11/19（黒部） 
2) 上坂博亨，「中小水力発電のポテンシャルと地域電力の利用」，第 1 回 JST 領域シンポジ

ウム，2011/5/16（東京） 
【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） 
【講演・外部講師】 

1) 課題研究発表会講師，大門高等学校，(2010/2/4) 
2) 次世代ﾓﾋﾞﾘﾃｨｰ国際ﾌｫｰﾗﾑ「電気自動車100%の温泉街をめざして」、名古屋市，（2010/3/2） 
3) 富山市中央ロータリークラブ「3･11 後の小水力の役割り」，富山市，（2011/5/26） 
4) 富山国際大学緊急特別講座「新たなエネルギーシステム」，富山市，（2011/6/4） 
5) 大高建設パートナーズフォーラム「脱化石燃料に向けたシナリオ」，黒部市，（2011/6/11） 
6) 気仙沼市大谷中学校特別授業「小さな水力の大きな可能性」，気仙沼市，（2011/7/22）） 
7) 富山県建設業協会第 1 回経営改革セミナー「北陸エリアにおける地域エネルギーの展望」，

富山市，（2011/9/13） 
8) 地球温暖化防止活動推進委員養成講座「自然エネルギーの導入推移と今後の展望」，富山

市，（2011/10/01） 
9) 生出地区講演会「小水力を利用したエネルギーの地産地消」，陸前高田市，（2011/10/15） 
10) 平成 23 年度南砺市民大学講座「地域資源を生かした新しい自然エネルギーの世界へ」，

南砺市，（2011/10/27） 
11) 新庄中学校「先輩に学ぶ」講演会，富山市，(2011/10/28) 
12) NEDO 技術フォーラム in 中部「農村地帯における小水力エネルギーの地産地消」，名古

屋市， (2011/10/31) 
13) EPO 中部北陸交流会「小水力発電の話あれこれ」，黒部市宇奈月，(2011/11/11) 
14) 伊波世野倶楽部講演会「地域資源を生かした新しい自然エネルギーの時代へ」，富山市，

(2011/11/17) 
15) 富山南ロータリークラブ「小水力エネルギーの地産地消」，富山市，(2011/11/18) 
16) 山室中学校「先輩に学ぶ」講演会，富山市，(2011/11/22) 
17) 富山市産学官金交流会講演「でんき宇奈月プロジェクト」，富山市，(2011/11/25) 
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18) エコカレッジ福井「電気自動車は単に CO２を減らすだけの車か」，福井市，(2011/11/27) 
19) 異業種交流会 LOOK21「地域資源を生かした新しい自然エネルギーの時代へ」，砺波市，

(2011/12/9) 
20) でんき宇奈月プロジェクト「スイス視察報告」，黒部市宇奈月，(2011/12/20) 

【学外活動】 
1) NPO 法人エコテクノロジー研究会理事（2003-） 
2) 富山市教育委員会春まちコンサート実行委員長（2005-） 
3) 富山県小水力利用推進協議会副会長（2008-） 
4) 黒部宇奈月観光活性化協議会委員(2009-) 
5) 富山県キャンプ協会副会長（2011-） 

 

 教授 大石 昂 
【著書・論文】 

1) （研究ノート）大石 昂、感情の評価的決定因：より精緻で包括的な理論の構築に向け

て（抄訳）、子ども育成学部紀要、第 2 巻（2011） 169-190 
2) 鈴木賢男・大石昂・松野真・堀内正彦・鈴木国威・大平泰子・藤森進・岡田斉、『感情

イメージ調査』についての研究（Ⅳ） ― 諸対象の感情価を推定するために有効な感情

語の選定 ―、 文教大学人間科学部紀要『人間科学研究』、第 33 号（2011） 
【学会・シンポジウム発表】 

1) 高松衛、藤田博樹、中嶋芳雄、大石昂、高齢者の視覚に配慮したバリアフリー表示に関

する研究、日本交通心理学会第 76 回大会（2011） 
2) 台北（7/15-16） 
3) 大石昂、子どもの眼―児童画の謎―、電気関係学会北陸支部連合大会招待講演（2011） 
4) 堀内正彦・鈴木賢男・松野真・大平泰子・鈴木国威・大石昂、感情イメージと対人社会

動機の関連についての予備的研究、日本イメージ心理学会第 12 回大会（2011） 
5) 村上満、大平泰子、大石昂、心のバリアフリー化と用語表記のイメージに関する一考察、

第 12 回日本イメージ心理学会（2011） 
【講演・外部講師】 

1) 子どもの発達と仲間集団、はりはら保育園保育士研修会（2011.5.18） 
2) 「子ども・子育て新システム」を考える、とやまの子育てを考える会（準）（2011.7.31） 
3) 子どもと夢を語ろう、楡原中学校保護者会講演（富山国際大学出講プログラム）

（2011.11.4） 
【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) 滑川市教育委員会事務点検・評価委員会委員 
4) 日本イメージ心理学会運営委員（2011 年 11 月より会長代行） 
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5) 日本イメージ心理学会第 12 回大会準備委員長 
6) わかば福祉会理事 
7) あおぞら福祉会理事 

 

 助教 大平 泰子 
【著書・論文・総説】 

1) 大平泰子，芦原 睦，心療内科で使われる心理テスト MAS〔顕在性不安検査〕・STAI〔状

態・特性不安検査〕，日本心療内科学会誌，15 巻 1 号 (2011) pp.38-39 
2) 大平泰子，石川浩二，芦原 睦，事業所におけるメンタルヘルス予防活動 ―定期健康診

断を活用したメンタルヘルス対策の有用性―，心身医学，51(3) (2011) pp.236-244 
3) 大平泰子，北川信樹，村上 満，鈴木道雄，子どもの抑うつに関する研究動向 ―児童・

青年期における抑うつ症状および予防的介入―，富山国際大学子ども育成学部紀要，第

2 巻 (2011) pp.191-196 
4) 數川 悟，大平泰子，ストレス対処と適応障害，こころの科学セレクション 適応障害

（編集 原田誠一） (2011) マイライフ社 pp.153-162 
5) 大平泰子，フロントライン教育研究 職業性ストレスとメンタルヘルス不調 ～教員の

ためのメンタルヘルスケアのすすめ～，初等教育資料，4 月号（通巻 872 号） (2011) 
pp.72-75 

【研究活動】 
1) 資金制度名：科学研究費補助金 基盤研究(C) 課題番号 22610021，期間：平成 22-24

年度，研究課題名：子どもの抑うつに関連する要因についての探索的研究，研究代表者 
2) 資金制度名：科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金（基盤研究(C)） 課題番号

23500821，期間：平成 23-25 年度，研究課題名：感情イメージ理論に基づく DV 防止教

育への応用的研究，研究分担者 
【学外活動】 

1) 日本自律訓練学会評議員（2004 - ） 
2) 日本心身医学会コ・メディカルスタッフ認定制度委員（2004 - ） 
3) 日本交流分析学会評議員（2005 - ） 
4) 日本産業ストレス学会理事（2005 - ） 
5) 日本心療内科学会評議員（2008 - ） 
6) 富山県臨床心理士会産業心理臨床専門委員（2009 - ） 
7) 射水市立大門中学校スクールカウンセラー（2010 - ） 
8) 日本心身医学会代議員（2010 - ） 
9) 富山県臨床心理士会理事（2011 - ） 
10) メンタルヘルス対策支援センター業務運営協議会委員（2011 - ） 
11) 日本イメージ心理学会第 12 回大会準備委員会事務局長（2011） 
12) 富山県臨床心理士会 20 周年記念講演会実行委員（2011） 
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准教授 大藪 敏宏 
【著書・論文】 

1) 教育基本法の教育哲学と道徳教育論―「教育根本法」策定過程と教育刷新委員会の道徳

的「良心」の「オートノミ」― 富山国際大学子ども育成学部紀要 2 巻、(2011.3)、pp.27-36. 
2) 道徳における善と良心の偶然性―ヘーゲルの道徳論における偶然性の偶像化問題― 富

山国際大学子ども育成学部紀要 2 巻、(2011.3)、pp.37-48. 
3) 里山のナラ枯れをめぐる実践的環境倫理と環境教育―「木を育て、人を育てる」里山環

境リテラシーの実験― 富山国際大学国際教養学部紀要 7 巻、(2011.3)、pp.25-38. 
【講演】 

1) 講座) 「富山の癒しの風景と旅の哲学」、富山国際大学エクステンション・プログラム、

富山国際学園サテライト・オフィス、(2011.3.3，3.10，3.17) 
2) 講演）「富山で考える国際日本学の現在」、サテライト市民講座、富山国際学園サテライ

ト・オフィス、(2011.3.26) 
【学外活動】 

1) 法政哲学会理事 

 

 准教授 彼谷 環 
【著書・論文・総説】 

1) 彼谷環「政策決定過程における女性の参加とポジティブ・アクション」富山国際大学子

ども育成学部紀要第 2 巻(2011.3)  pp.49-60 . 
2) 彼谷環「ポジティブ・アクション」ジェンダーと法 vol.8 (2011.7) pp.31-41. 

【研究活動】 
1) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金（基盤研究(C)） 課題番号 23530044，

期間：平成 23-25 年度，研究課題名：日本とドイツにおけるポジティブ・アクション政

策の比較憲法的考察，研究代表者 
2) 科学研究費補助金（学術研究助成基金助成金（基盤研究(B)） 課題番号 21330005，期

間：平成 20-23 年度，研究課題名：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 
【学会・シンポジウム発表】 

1) 彼谷環「男女平等政策としてのポジティブ・アクション」富山国際大学こども育成学部

研究交流サロン，富山国際大学，（2011．7．13） 
【講演・外部講師】 

1) 学習会「ポジティブ・アクション」，シャキット富山 35 主催，高岡市男女共同参画セン

ター，（2011．1．20） 
2) 講座「『子どもの権利条約』を読もう」，富山国際大学エクステンション・プログラム，
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富山国際学園サテライト・オフィス，（2011．2．4，2．18，2．25） 
3) 講演「生活のなかから考える男女共同参画」，富山県男女共同参画推進員高岡ブロック地

域別研修会，高岡市ふれあい福祉センター，（2011．2．12） 
4) 講演「働く者の権利について」，富山県福祉・介護人材緊急確保特別対策事業「介護職員

フォローアップ研修会」，富山県総合福祉会館，（2011．2．22，3．2，3．8） 
5) 講演「生活のなかから考える男女共同参画」，富山市男女共同参画推進地域リーダー連絡

協議会・四方地区主催，四方公民館，（2011．3．10） 
6) 講演「ジェンダー平等社会へ――いま日本に求められていること」第 51 回富山県母親大

会・第 3 分科会，ウィングウィング高岡，（2011．7．24） 
7) 講座「教育をめぐる法令等の動向」教員免許状更新講習会，富山国際大学子ども育成学

部，（2011．8．19） 
8) 講演「おとなのための『子どもの権利条約』レッスン」，とやまチャイルドライン・スタ

ッフ養成講座，富山県総合福祉会館，（2011．9．4） 
9) 講演「憲法前文のこころ」，9 条平和小杉の会主催「愛と平和の市民塾」，アイザック小

杉文化ホール，（2011．11．19） 
【学外活動】 

1) 富山家庭裁判所参与員（2004 - ） 
2) 富山県青少年健全育成審議会委員（2009 -） 
3) 富山県公共事業再評価委員会委員（2011-） 
4) 富山県入札監視委員会委員（2011-） 
5) 富山市都市計画審議会委員（2007-） 
6) 富山市入札監視委員会委員（2011-） 
7) 富山市男女共同参画推進審議会委員（2008-） 
8) 高岡市男女平等推進ネットワーク会議委員（2009-） 

 

教授  郷倉 祀子 
【著書・論文】 

1) オートマテック・スポンテニアス表現について一考察～子どもの意欲を育てる実践活動

として～，富山国際大学，子ども育成学部紀要，第 2 巻，（2011．3） 
2) イメージ(imaege)の具現化について～子どもの想像力を育てる造形刺激～，富山国際大

学，子ども育成学部紀要，第 2 巻，（2011．3） 
【発表・出展】 

日本画の出展 
1) 「再興第 96 回院展」，題（白い網），東京展，日本橋 三越，（2011．9） 

                     京都展，京都市美術館，（2011．9～10）  
                     山形展，山形美術館，（2011．10） 
                     福井展，福井県立美術館，（2011．11） 
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2) 2011 富山県生花展（賛助出品）日本画 2 点，題(遊)・（閑），富山市市民プラザ，（2011．
6） 

研究発表 
3) 日本イメージ心理学会第 12 回大会（教育講演），「イメージと造形刺激～制作者の視点

から美術教育を考える～」，富山国際学園サテライト，（2011．10） 
【学外活動】 

1) 日本美術院友 
2) 龍生会会員 
3) 冨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) 冨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) 日本善意銀行 チャリティー色紙（富山市、射水市） 

 

                                  教授 鶴山 博之 
【著書・論文】 

1) 「高校陸上競技部のモラールに関する研究」，富山国際大学子ども育成学部紀要，

pp.87-95,Vol.2，(2011) 
【講演・外部講師】 

1) スポーツ指導員養成講習会講師（2011．8．13） 
2) 富山県スポーツ少年団認定員養成講習会講師（2011．12．10） 

【学外活動】 
1) 富山県医・科学的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長 
3) 富山陸上競技協会理事 
4) 日本陸上競技連盟施設用器具委員会検定員 
5) 富山県学生陸上競技連盟会長 

 

教授 原 稔 
【著書・論文】 

1) 原稔，片岡弘，「教員養成系学部の化学実験における光電光度計の製作」，富山国際大学

子ども育成学部紀要，第 2 巻，209-214 頁(2011) 
【学外活動】 

1) 富山大学人間発達科学部非常勤講師「基礎物理学実験」(2011.Jun-Jul)  
2) 富山県環境審議会大気騒音振動専門委員会委員 
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3) 富山市科学博物館協議会会長 
4) 高岡市高峰科学賞審査委員会委員長 
5) 社会福祉法人かたかご会「かたかご保育園」評議員 

 

 准教授 開 仁志 
【著書・論文】 

1) 開仁志，「富山県における実習現場から保育者養成校へ求めるもの」，富山国際大学子ど

も育成学部紀要，第 2 巻 pp.97-106，(2011) 
2) 開仁志，「秋の自然で忍者修行でござる」『遊びづくりの達人になろう！３歳児の遊び 55』

（竹井史編），明治図書，pp.90-91，(2011) 
3) 開仁志，「音の魔法で○○に変身」「園庭マップで虫探し」『遊びづくりの達人になろう！

４歳児の遊び 55』（竹井史編），明治図書，pp.72-73，pp.84-85，(2011) 
4) 開仁志，「自然お散歩探険隊」「どこまでも大きく！ジャンボすごろく」『遊びづくりの達

人になろう！５歳児の遊び 55』（竹井史編），明治図書，pp.92-93，(2011) 
5) 開仁志，「家族への支援父親参加とファミリーサポート」『子育ち・子育て支援学』（寺見

陽子編），保育出版社，pp.104-105，(2011) 
【学会・シンポジウム発表】 

1) 開仁志，「富山県における保育に関する実習についての一考察～富山県保育実習連絡協議

会に求められる役割～」，日本保育学会第 64 回大会発表要旨集，p832，(2011) 
【研究活動】 

1) 資金制度名：（財）富山県高等教育振興財団助成事業第 6 号助成，研究期間：平成 22 年

度，研究課題名：富山県における保育者養成にかかわる実習改善計画の策定～保育現場

と保育者養成校の協同を目指して～，研究代表者 
【講演・外部講師】 

1) 富山県事業所内保育施設等従事者研修会，（2011．1） 
2) 砺波市保育研究会幼稚園部発表会，（2011．2） 
3) 石川県野々市町保育部会保育士会報告会，（2011．3） 
4) 入善町保育士会研修会講演，（2011．5） 
5) 新湊中部保育園園内研修講師，（2011．7～12） 
6) 東海北陸地区私立幼稚園教育研究富山大会第 6 分科会「学びの連続性」，指定討論者，

（2011．7） 
  7) 福井県教育研究所教職員研修講座講師，（2011．8） 
【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) 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～） 
3) チューリップテレビ子育て相談 Q&A 回答者（2006～） 
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   教授 福島 美枝子 
【著書・論文】 

1) Conceptualizing Language Proficiency: BICS and CALP Revisited. ，富山国際大学 
現代社会学部紀要，Vol. 1，(2009) 

  2) Storytelling for Primary School English Provision: Is it worth exploring? ，富山国際 
大学子ども育成学部紀要，Vol. 2，(2011)  

【講演】 
1) 3 大学連携による教員研修連続講座講師（主催：富山国際大学子ども育成学部・富山大

学大学院人間発達科学研究科・上越教育大学教職大学院）「小学校外国語活動～その目的

と方法」（2011．5．7・於：富山国際大学子ども育成学部) 
【富山国際大学エクステンションプログラム】 

1) 「自信を持とう英会話」(2010 年 10 月 16 日～1 月 29 日 全 10 回) 
2) 「自信を持とう英会話 2011」(2011 年 9 月 10 日～12 月 17 日 全 10 回) 

【学外活動】 
1)  高円宮杯全日本中学校英語弁論大会富山県予選大会 審査員長 (2007～2011) 
2)  北信越大学 ESS 連盟スピーチコンテスト 審査員 (2004, 2007, 2010, 2011） 

 

准教授 堀江 英一 
【著書・論文】 
 ・論文 

1) 『ヘンデル「ハレルヤ・コーラス」における音楽修辞フィグーラと数象徴』 
 ・翻訳（継続中） 

1) 『ルーダル，ローズ＆カート、イギリスにおけるフルート作りの芸術』（ロバート・ビジ

ョー著、イギリス、トニー・ビンガムより出版予定） 
【研究活動】 
 ・高等学校吹奏楽指揮 

1) 第53回高岡高等学校吹奏楽演奏会（2011.5.5 富山県高岡文化ホール） 
2) 全日本吹奏楽コンクール富山県大会 富山県立高岡高等学校吹奏楽部、金賞・富山県代

表（2011.7.22 砺波市文化会館大ホール） 
3) 北陸吹奏楽コンクール 富山県立高岡高等学校吹奏楽部、銀賞（2011.8.5 ハーモニー

ホール福井） 
 ・合唱団「クール・ファミーユ」指揮 

1) 富山県合唱の祭典（2010.6.12 富山市婦中ふれあい館） 
2) 第64回全日本合唱コンクール富山県大会、金賞・富山県代表（2011.8.21 富山市婦中ふ

れあい館ホール） 
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3) 第64回全日本合唱コンクール中部支部大会、銀賞（2011.9.25 石川県金沢市歌劇座） 
4) ミニ・コンサート＆クリニック 

    （2011. 9.10 富山市立杉原中学校） 
    （2011.10.2 富山市立上滝中学校） 
    （2010.10.8 富山市立興南中学校） 

5) ミニ・コンサート 
パーク祭2011（2011.11.5 富山市民芸術創造センター） 

6) 第5回演奏会（2012.2.4 富山県教育文化会館ホール） 
7) 富山県室内合唱コンサート出演（2022.2.11 県高岡文化ホール） 

・古楽アンサンブル演奏活動 
1) 富山古楽協会主催富山逓信病院コンサート出演（2011.6.9 富山逓信病院） 
2) パーク祭2011出演（2011.11.6 富山市民芸術創造センター） 
3) 富山県中央植物園クリスマス・コンサート出演（2011.12.11 富山県中央植物園） 
4) ジョイフル・コンサート出演（2012.2.22 富山市民プラザ アトリウム） 
5) 古楽器セミナー発表会出演（2012.3.4 富山市民プラザ アンサンブル・ホール） 

【講演・外部講師】 
1) 富山市中学校教育研究会音楽部会合唱講習会講師（2011.8.18 富山市立呉羽中学校） 
2) 富山国際大学高大連携事業講師「小学校教諭への道」（2011.7.7 富山国際大学付属高等

学校） 
3) 富山県立高岡高等学校吹奏楽部指導（2011.3.12 / 3.19 / 3.28 / 3.30 / 4.3 / 4.9 / 4.16 / 4.23 

/ 4.29 /4.30 / 5.1 / 5.3 / 5.4 / 6.5 / 6.19 / 7.4 / 7.10 / 7.18 / 7.21 / 7.24 /7.31 /8.2 / 8.4  富

山県立高岡高等学校）（2011.7.14 砺波市文化会館 7.17 県高岡文化ホール） 
4) 高岡市立高陵中学校３学年合唱指導（2011.9.26 高岡市立高陵中学校） 
5) 高校ガイダンス講師「名曲に込められた秘密の暗号～音楽修辞学の観点から」

（2011.12.12 富山県立富山いずみ高等学校） 
6) 石川県ヴォーカル・アンサンブル・コンテスト審査員（2012.1.29 石川県文教会館） 
7) 高校生対象学校体験・見学ツアー講師「名曲に込められた秘密の暗号～音楽修辞学の観

点から」（2012.3.30 富山国際大学呉羽キャンパス） 
【学外活動】 

1) 富山短期大学幼児教育学科非常勤講師（2010.4～） 
2) 合唱団「クール・ファミーユ」常任指揮（2005.2～） 
3) 日本学校音楽教育実践学会会員 
4) 富山古楽協会会員 

 

講師 本江 理子 
【学会発表】 

1) 本江理子，保育者養成に関する一考察 ―「地域社会参加活動」の試み―，日本保育学会
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第64回大会（ポスター発表），玉川大学，（2011．5．21） 
【講演・外部講師】 

1) 厚生連高岡看護専門学校 非常勤講師（1997-） 
2) 射水市障害児巡回（※平成 23 年度は射水市公立・民間保育園 21 ヵ所） 講師（2009-） 
3) 社会福祉法人射水万葉会 射水おおぞら保育園 園内研修会 講師（2009.4-2011.3） 
4) 社会福祉法人射水万葉会 大島つばさ保育園 園内研修会 講師（2011.4-） 
5) 講演「子どものこころを育むために ～子どもの世界をのぞいてみよう～」，射水市立堀

岡保育園 保護者会，於 射水市立堀岡保育園，（2011．1．20） 
6) 講演「子どもの世界をのぞいてみよう ～子どもの見方が変わる瞬間～」，射水市立新湊

保育園 保護者会，於 射水市立新湊保育園，（2011．1．27） 
7) 講演「幼児期のちょっと気になる子どもの理解と対応」，子どもの健康づくり研修会（主

催：氷見市市民部健康課 対象：保育士・幼稚園教諭・保健師・小学校教諭など），於 氷

見市いきいき元気館，（2011．3．12） 
8) 講演「子どもの世界ってどんなところ？ ～子どもと大人のずれを探る～」，射水市立小

杉西部保育園 保護者会総会，於 射水市立小杉西部保育園，（2011．4．30） 
9) 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，於 富山市立図

書館，（2011．5．17） 
10) 講演「子どもの世界を探るために ～自分自身をふりかえってみよう～」，射水市立放生

津保育園 クラス懇談会後全体会，於 射水市立放生津保育園，（2011．6．30） 
11) 講演「子育てを楽しむために ～子どもの世界をのぞいてみよう～」，富山市子育て支援

事業（富山市子育て支援センター），於 富山市立ほそいり保育所，（2011．7．5） 
12) 講演（子育てトーク）「子育てを楽しむために～子どもの世界をのぞいてみよう～」，親

と子のこころの健康づくり ママとパパのリフレッシュセミナー ～子育てをもっと楽

しく～（主催：射水市健康推進課），於 射水市大島絵本館，（2011．7．9） 
13) 進学説明会 分野の系統別説明「保育・幼児教育」担当（ (株)さんぽう ），於 富山県

立泊高等学校，（2011．7．14） 
14) 講演「気になる子との向き合い方」，射水市保育士会研修会 講師，於 射水消防署，

（2011．8．24） 
15) 講演「保育の専門家として大切にすべきこと ～遊びの大切さを人に伝えられますか？

～」，富山市保育連盟 保育研究部会 B ブロック（あそびⅠ部会） 講師，於 常盤台

保育園，（2011．10．8） 
16) 講演「“あなたらしさ”が光る子育てを～目の前の子どもをどうみるか？～」，社会福祉法

人射水万葉会 新湊中部保育園 保護者会，於 新湊中部保育園，（2011．10．13） 
17) 射水市立堀岡保育園園内研修会「気になる子への関わりについて」 講師，（2011．12．

12） 
【学外活動】 

1) 日本保育学会 会員 
2) 子どもと保育総合研究所 実践研究会 監事 
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3) 子どもと保育総合研究所 賛助会員 
4) 富山乳幼児精神保健研究会 会員 
5) 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 水上 義行 
【論文等】 

1) 富山県の小学校における「富山型学力向上プログラム」への一考察、富山国際大学『子

ども育成学部紀要』VOL.２  
【学外活動】 

○講 演等 
1) 「社会科授業研究への導入」1,27 富山市立長岡小学校 
2) 「学校評価制度と教員評価システム」2,6 管理職養成講座 大門総合会館 
3) 「親は子に何を伝え、子は何を学ぶか」5,27 上市中学校ＰＴＡ  
4) 「教師力再生への戦略―職員室の人間学―」6,4 富山国際大学・富山大学・上越教育大学

教職大学院３大学連携教員研修講座  
5) 「子どもは、子どもらしく育てたい」6,8 富山市幼稚園現職教育研究会 
6) 「楽しいボランティア活動のために」7,16 富山県呉羽少年自然の家 
7) 改訂「総合的学習の時間」の課題 7,24 管理職養成講座 大門総合会館 
8) 「教師力の活性化を図る学校運営」8,7 管理職養成講座 大門総合会館 
9) 「様々な問題に対する組織的対応の必要性」8,22 南砺市中学校教務主任研修会 
10) 「へき地・小規模校の可能性」8,26 高岡市立西広谷小学校 
11) 「四隅がつきでた古墳」9,7 射水市立中太閤山小学校 
12) 「子どもとの向き合い方」10,20  南砺市立福光中部小学校子育て講座 
13) 「子どもの目線を大切にしたくらし」10,21 富山市立上滝小学校   
14) 「学力向上は学び続ける以外に道はなし」11,4  入善町立入善西中学校 
15) 「教師育成の処方箋」11,18 富山市立大広田小学校 
16) 「学校を見れば地域の未来が見えてくる」12,7  小杉ライオンズクラブ   

○シンポジウム等 
1) 日本生活科・総合的学習教育学会第２０回全国大会岐阜大会、6,19 シンポジウム「生

活科２０年・総合１０年の検証と展望」シンポジスト（長良川国際会議場メインホール） 
2) 岐阜県山県市立高富小学校５年生総合「お米を育てよう」コメンテーター 6,18 
3) 第３２回全国保育研究集会「幼・保・小連携部会」コメンテーター 7,31 
4) 射水市立中太閤山小学校６年生社会科 模範授業 9,7 

○委員等 
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 
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4) イタイイタイ病関係資料継承検討委員会専門委員 
イタイイタイ病資料館副読本作成委員  

 

教授 水田 聖一 
【論文】 

1) 「デイビッド・エルカインドの遊び論」，富山国際大学子ども育成学部紀要，第 2 巻，

（2011．3） 
2) 「場面緘黙への支援の在り方についての一考察」，富山国際大学子ども育成学部紀要，

第 2 巻， (寺西康雄との共著) ，（2011．3） 
3) 「読解力を育てる学習指導の在り方」，富山国際大学子ども育成学部紀要，第 2 巻， (吉

田人史との共著)，（2011．3） 
【学外活動】 

1) 富山大学人間発達学部附属幼稚園学校評議員 

 

教授 宮田 伸朗 
【著書・論文】 

1) 研究ノート「富山の社会福祉史関係資料」、富山国際大学子ども育成学部紀要第 2 巻

（2011.3） 
2) 「社会的養護の新動向～里親養育への期待」、『とやまの里おやこ』、富山県・富山県里

親支援機関事務局（2011.10） 
【講演・外部講師】 

1) 講演「地域の子育て拠点としての公立保育所のあり方」、富山市保育連盟所長研究部会 
（2011.7.7） 

2) 講義「社会福祉概論」富山県児童福祉司任用資格講習会（2011.8.4） 
3) シンポジウムコーディネーター「地域社会で『子ども・子育て支援』～すべての人が子

どもと子育てにかかわりを持つ社会の実現をめざして～」、子育て支援センター全国セ

ミナー2011 （2011.8.25） 
4) 講演「地域における子どもの健全育成～公・民の連携・協働による子ども・子育て支援

～」、子育て支援センター全国セミナー2011・第 6 分科会（2011.8.26） 
5) 講演「社会福祉～これまでとこれから～」、富山市南地区民生児童委員協議会研修会

（2011.9.26） 
【学外活動】 

1) 富山県総合計画審議会安心部会副部会長 
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・福祉基本計画専門分科会

委員 
3) 富山県子育て支援・少子化対策県民会議委員 
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4) 富山県障害者施策推進協議会会長 
5) 高志リハビリ病院整備検討委員会子どもセンター専門部会部会長 
6) 富山県高齢者保健福祉計画等推進委員会委員 
7) 富山県互いに支える社会創造事業運営委員会委員長 
8) 富山県公益認定等審議会委員 
9) 富山県こどもみらい館運営委員会委員長 
10) 富山県福祉カレッジ運営委員会副委員長 
11) 富山県社会福祉協議会活動推進計画策定委員会委員長 
12) NPO 創造的地域活性化事業審議会委員長 
13) ボランティア団体等への寄付等に係る顕彰制度に関する検討委員会委員長 
14) ボランティア・NPO 中間支援のあり方に関する検討委員会委員長 
15) 富山市総合計画審議会安心部会部会長 
16) 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 
17) 富山市福祉有償輸送運営協議会会長 
18) 富山市社会福祉事業団理事 
19) 富山市人材育成ワーキンググループ座長 
20) 高岡市総合計画審議会副会長 
21) 高岡市福祉のまちづくり推進会議会長 
22) 高岡市介護保険運営協議会会長 
23) 高岡市協働のまちづくり推進委員会委員長 
24) 富山県済生会高岡病院倫理委員会委員 
25) 富山県介護福祉士養成校協会参与 
26) 日本社会福祉士養成校協会富山県支部事務局長 
27) 日本社会福祉学会中部ブロック幹事 
28) 日本地域福祉学会東海北陸ブロック地方部会委員 
29) 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 武藤 憲夫 
【研究活動】 
 〔編曲・指揮〕 

1) 黒部市・根室市姉妹都市提携 35 周年記念演奏会（2011.11.4 黒部市国際文化センター） 
2) コラーレ・キーボードオーケストラ 13th コンサート（2011.12.23 黒部市国際文化セ

ンター） 
3) 黒部市成人式（2012.1.8 黒部市国際文化センター） 

【講演】 
1) 黒部市食生活改善推進員研修会講師（2011.5 黒部市保健センター） 
2) 魚津市民間保育連盟研修会講師（2011.8 魚津学びの森） 
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3) 平成 23 年度富山市民大学学友会「一日入門講座」講師（2011.9 富山市民プラザ） 
4) 滑川市福寿大学講師（2011.11 滑川東地区公民館） 
5) 平成 23 年度黒部市保育士・幼稚園教諭研修会講師（2011.11 黒部市立三日市幼稚園） 
6) 黒部市子育てシニアサポーター研修会講師（2012.2 黒部市三日市保育所） 
7) 黒部市民病院ボランティア「太陽の会」研修会講師（2012.2 黒部市民病院） 

【学外活動】 
1) コラーレ・キーボードオーケストラ音楽監督（1996.7～） 
2) 新川コミュニティ放送番組審議委員（1998.12～） 
3) 新川コミュニティ放送パーソナリティ（1998.12～） 
4) (財)黒部市国際文化センター理事（2004.4～） 
5) 富山県民生涯学習カレッジ新川地区センター運営会議会長（2004.4～） 
6) 富山県民生涯学習カレッジ運営会議委員（2004.4～） 
7) (財)富山市民文化事業団評議委員（2009.4～） 
8) 宇奈月モーツァルト音楽祭プロデューサー（2010.4～）  
9) 富山短期大学非常勤講師（2011.4～） 
10) 平成 23 年度教員免許状更新講習講師（2012..9） 

 

講師 村上 満 
【著書・論文・総説】 

1) 村上満，室林孝嗣，清水剛志「スクールソーシャルワーカー導入 3 年間の効果検証－

PEST 分析による富山県における成果と課題－」富山国際大学子ども育成学部紀要，第

2 巻，第 2 号，pp. 243‐253，(2011.3) 
2) 室林孝嗣，村上満「障害者支援施設における個別支援計画に関する研究－障害者自立支

援法における個別支援計画－」富山国際大学子ども育成学部紀要，第 2巻，第 2号，pp.255
‐269，(2011.3) 

3) 一ノ山隆司，村上満，舟崎紀代子，上野栄一，川野雅資「絵本の教材化と対人関係の教

育に関する研究－言語的・非言語的刺激を用いた対人教育の効果－」富山福祉短期大学

紀要「共創福祉」，第 6 巻，第 1 号，pp. 27-36，(2011.3) 
4) 『人と人をつなぐ実践「風のたより」から始まる心の交流が心の住民を紡ぐ』月刊福祉

9 月号，pp.72-75，全国社会福祉協議会，(2011.8) 
5) 村上満『保育と社会福祉』〔分担執筆：第 10 章：相談援助（ソーシャルワーク）の意味

と方法〕，pp.139-155，みらい，(2011.11) 
【学会（口頭・ポスター），シンポジウム発表】 

1) 一ノ山隆司，舟崎紀代子，村上 満，上野栄一，川野雅資「看護学生の捉えるケアリン

グと絵本の教材化に関する研究」日本看護研究学会第 24 回近畿・北陸地方会学術集会，

平成 23 年 4 月 16 日，富山 
2) 村上満，清水剛志，栗原拓也，弓田香織，内田宏明，泉 賢祐「スクールソーシャルワ
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ーク実践の展開」第 19 回日本社会福祉士会全国大会・社会福祉士学会京都大会 G 分科

会自主企画シンポジウム シンポジスト，平成 23 年 6 月 4-5 日，京都 
3) 村上満「福祉の視点を取り入れた効果的な指導に関する一考察～障害者と障がい者から

見えてくるもの～」日本生活科・総合的学習教育学会第 20 回全国大会岐阜大会，平成

23 年 6 月 18-19 日，岐阜 
4) 村上 満，大平泰子，大石昂「心のバリアフリー化と用語表記のイメージに関する一考

察－「障害者」と「障がい者」表記によるイメージの特徴と差異について－」日本イメ

ージ心理学会第 12 回大会，平成 23 年 10 月 15-16 日，富山 
【研究活動】 

1) 富山第一銀行奨学財団「“富山型ソーシャルファーム”の普及に関する調査研究－富山型

デイサービスにおける障害者雇用の可能性－」，研究代表者 
2) 文部省科学研究費基盤研究（C）課題番号（22610021）, 「子どもの抑うつに関連する

要因についての探索的研究」，研究分担者 
【講演・外部講師・助言指導】 

1) 講義：高大連携プログラム「福祉一般」，南砺総合福野高校福祉科教養福祉コース，（2011．
4～2012．3） 

2) 高校出講プログラム：「“やさしい”社会福祉学～充実した高校生活を送るために～」，八

尾高校，（2011．5．12） 
3) 講演：「子どもとの“やさしい”関わり方のレシピ」高岡龍谷高校育友会総会講演，高岡龍

谷高校，（2011．5．14） 
4) 講義：「2011～現代的教育課題への挑戦～3 大学連携による教員研修連続講座：第 2 回

講座『スクールソーシャルワークの導入と教育と福祉の協働』」，上越教育大学・富山大

学・富山国際大学，（2011．5．28） 
5) 講演：「子どもとの“やさしい”関わり方のレシピ」富山市立老田小学校家庭教育講演会，

富山市立老田小学校，（2011．6．18） 
6) 講演：「子どもとの“やさしい”関わり方のレシピ」富山市立古里小学校 PTA 教育講演会，

富山市立古里小学校，（2011．6．26） 
7) 高校出講プログラム：「障がい者の就労支援の実際と今後の課題」，南砺総合井波高校，

（2011．7．26） 
8) 講演：「地域と協働し、地域を創造する取り組み」飛騨市障害のある人を支える会総会，

飛騨市障害のある人を支える会，（2011．6．26） 
9) 講義および助言指導：平成 23 年度魚津市傾聴ボランティア養成講座「やさしい傾聴活

動基礎編」，魚津市社会福祉協議会，（2011．8．2，9，23） 
10) 講義：平成 23 年度市町村社会福祉協議会相談援助担当職員研修会「相談援助面接の基

本 ～“生と活と”な応援団づくりに向けて～」，富山県社会福祉協議会，（2011．8．17） 
11) 講義：教員免許状更新講習会「子どもの発達に関する課題」，富山国際大学，（2011．8．

18） 
12) 講義および助言指導：平成 23 年度富山県相談支援従事者研修初任者研修「障害者の地
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域生活支援（2ｈ）」および演習，富山県，（2011．9．28，10．18～20） 
13) 講演：「円滑な人間関係を築くための “やさしい”レシピ」富山県退職公務員連盟 社会

貢献活動推進研究会，富山県退職公務員連盟，（2011．10．6） 
14) 助言指導：平成 23 年度富山県相談支援従事者研修現任者研修，演習ファシリテーター，

富山県，（2011．10．26～27） 
15) 高校出講プログラム：「ふつうの・あたりまえの社会の実現に向けて」，となみ野高等学

校，（2011．11．16） 
16) 講義および助言指導：平成 23 年度南砺市傾聴ボランティア養成講座「やさしい傾聴活

動基礎編」，南砺市社会福祉協議会，（2011．11．22，29，12．6） 
17) 講演：「まちぐるみ健康づくり交流会：“自然”体で取り組もう！やさしいまちづくりの健

康レシピ」，富山市，（2011．10．21，22） 
18) 講演：白山市・白山市障害者等自立支援協議会「地域生活支援講座：当事者も町もさら

に元気になるまちづくりのレシピ～ 究極の“やさしさ”づくりへの挑戦 ～」，白山市，

（2011．12．10） 
19) 講義：平成 23 年度心配ごと相談員・民生委員児童委員相談援助技術研修会「相談面接

における基礎知識 ～地域住民の安心と元気を支える相談援助活動～ 」，富山県社会福祉

協議会，（2011．12．21） 
20) 講義：平成 23 年度砺波市社会福祉協議会「話相手ボランティア養成講座」，砺波市社会

福祉協議会，（2012．1．23） 
21) 講義および助言指導：平成 23 年度射水市傾聴ボランティア養成講座「やさしい傾聴活

動基礎編，射水市社会福祉協議会」，（2012．2．11，15，29） 
【報告書】 

1) 平成 22 年度富山県高等教育振興財団『「富山型スクールソーシャルワーカー研修プログ

ラム」の開発に関する研究』報告書 (2011.3) 
2) 平成 22 富山第一銀行奨学財団「“富山型ソーシャルファーム”の普及に関する調査研究－

富山型デイサービスにおける障害者雇用の可能性－」，研究代表者 
【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) 富山県教育事務所管理カウンセラー（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-） 

 

講師 室林 孝嗣 
【著書・論文等】 

1) 室林孝嗣・村上 満「障害者支援施設における個別支援計画に関する研究～障害者自立支

援法における個別支援計画～」, 富山国際大学子ども育成学部紀要第２巻（2011.3） 
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2) 村上 満・清水剛志・室林孝嗣「スクールソーシャルワーカー導入３年間の効果検証～

PEST 分析による富山県における成果と課題」, 富山国際大学子ども育成学部紀要第２

巻（2011.3） 
【講演・外部講師】 

1) 講義「生活支援員に求められる役割と対人援助の基本」（平成 22 年度富山県日常生活自

立支援事業第２回新規生活支援員養成研修会）（2011.3.23） 
2) 講義「障害者ケアマネジメント概論」（平成２３年度富山県障害者（児）ホームヘルパー

等養成研修）（2011.5.26） 
3) 講義「生活支援員に求められる役割と対人援助の基本」（平成 23 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会）（2011.6.17） 
4) 講義「対人援助の基本」（平成２３年度グループホーム・ケアホーム世話人研修会）

（2011.7.26） 
5) 講演「障害者をめぐる法律」（入善町手をつなぐ育成会研修座談会）（2011.7.27） 
6) 講演「知的障害や自閉症のある人たちとのコミュニケーションの取り方について」（平成

23 年度特別支援学校障害種別研修会）（2011.8.2） 
7) 講義「人間関係とコミュニケーション」（平成 23 年度介護福祉士養成研修）（2011.8.10） 
8) 講義「障害者自立支援制度（社会の理解）」（平成 23 年度介護福祉士養成研修）（2011.9.1） 
9) 講義「障害者相談支援について」（平成 23 年度富山県移動支援従業者研修）（2011.9.5） 
10) 講義「人間関係とコミュニケーション」（平成 23 年度介護福祉士受験対策講座）

（2011.9.11） 
11) 講義「障害者ケアマネジメント」（概要）（平成 23 年度富山県相談支援従事者初任者研

修）（2011.9.28） 
12) 講義「障害者自立支援制度（社会の理解）」（平成 23 年度介護福祉士受験対策講座）

（2011.10.10） 
13) 講義「地域自立支援協議会について」（平成 23 年度富山県相談支援従事者現任研修）

（2011.10.26） 
14) 演習「障害者ケアマネジメントの実践」（平成 23 年度富山県相談支援従事者現任研修）

（2011.10.26，27） 
【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・圏域アドバイザー（新川圏域、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-） 
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