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氏名 所属 職位 学位 専門分野 担当科目（2019年度入学生の教育課程）

秋山　明子 看護医療学科 教授 保健学博士
公衆衛生看護学、在宅看護学、看護管理
論

保健医療福祉システム論Ⅰ

河野　由美 看護医療学科 教授 博士（文学）
看護学、在宅看護学、社会心理学、宗教
心理学、死生学

看護学原論

林　有学 看護医療学科 教授 修士（教育学） 看護学、基礎看護学
看護技術基礎論、療養生活援助技術、診療過程援助技術、フィジカルアセスメン
ト、基礎看護学実習

松本　泉美 看護医療学科 教授 博士（学術） 看護学（公衆衛生看護） 地域看護学概論

林田　麗 看護医療学科 准教授 修士（看護学） 急性期看護学、生活習慣病看護学 急性期看護学援助論Ⅰ、急性期看護学援助論Ⅱ

廣金　和枝 看護医療学科 准教授 博士（保健学） 公衆衛生看護学、学校保健、母子保健 地域看護学概論、健康相談

文　鐘聲 看護医療学科 准教授 博士（保健学）
公衆衛生学、社会疫学、国際保健学、社
会福祉学

公衆衛生学

大友　絵利香 看護医療学科 講師 看護学修士 成人看護学、がん看護学、がん緩和ケア 急性期看護学援助論Ⅰ、急性期看護学援助論Ⅱ

小林　智子 看護医療学科 講師 修士（学術） 看護学、基礎看護学
看護技術基礎論、療養生活援助技術、診療過程援助技術、フィジカルアセスメン
ト、基礎看護学実習

須藤　聖子 看護医療学科 講師 修士（看護学） 看護学、基礎看護学
看護技術基礎論、療養生活援助技術、診療過程援助技術、フィジカルアセスメン
ト、基礎看護学実習

祐實　泰子 看護医療学科 講師 医学博士 腫瘍細胞学、細胞生物学、分子生物学 生命活動と代謝、人体構造・機能学Ⅰ、人体構造・機能学Ⅱ
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冬木　啓子 健康栄養学科 教授 博士（農学） 農業経済学 家庭経営学、健康と食生活

前原　佳代子 健康栄養学科 教授 医学博士 産婦人科学、老化学、分子生物学 解剖生理学

熊本　登司子 健康栄養学科 准教授 栄養学士 臨床栄養学 栄養学

松村　羊子 健康栄養学科 准教授 修士（学術） 栄養免疫学、栄養機能科学 栄養学、食と栄養

米田　武志 健康栄養学科 准教授 博士（農学） 食品開発学、動物行動科学、食嗜好学 食と栄養

玉井　典子 健康栄養学科 講師 栄養学士 給食経営管理論、学校給食、食育 栄養教育実習、教職実践演習（栄養教諭）

柴田　満 健康栄養学科 助教 修士（学術） 微生物学、食育 微生物学

東　実千代 人間環境デザイン学科 教授 学術博士 住環境学 住生活論

三井田　康記 人間環境デザイン学科 教授 工学修士 建築設計、地域計画、まちづくり計画 建築学概論

村田　浩子 人間環境デザイン学科 准教授 学術修士 生活科学、被服学
家庭科概論、家庭科教育実習指導、家庭科教育実習（中）、家庭科教育実習
（高）、教職実践演習（中・高）、アパレル構成論、アパレル構成実習Ⅰ、アパ
レル構成実習Ⅱ、ユニバーサルデザイン（ファッション）、衣生活論

清水　裕子 人間環境デザイン学科 助教 博士（学術）
中心市街地のまちづくり、福祉のまちづ
くり

住環境計画Ⅰ、住環境計画Ⅱ
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陳　建中 人間環境デザイン学科 助教 博士（工学） 建築計画 建築学概論

衛藤　晶子 現代教育学科 教授 教育学修士 音楽教育学
音楽科概論、ピアノ実践演習A、ピアノ実践演習B、音楽科指導法、小学校教育実
習指導A、小学校教育実習指導B、小学校教育実習A、小学校教育実習B、教職実践
演習（幼・小）

奥田　俊詞 現代教育学科 教授 教育学士 理科教育
理科概論、理科指導法、小学校教育実習指導A、小学校教育実習指導B、小学校教
育実習A、小学校教育実習B、教職実践演習（幼・小）、生徒・進路指導論（中
等）

粕井　みづほ 現代教育学科 教授 家政学修士
保育、幼児教育、心理学（発達心理学、
家族心理学）

保育内容の指導法「人間関係」、人間関係論

島　恒生 現代教育学科 教授 教育学修士 道徳教育、特別活動、学級経営
道徳指導法（初等）、特別活動指導法（初等）、小学校教育実習指導A、小学校教
育実習指導B、小学校教育実習A、小学校教育実習B、教職実践演習（幼・小）、
道徳指導法（中等）、特別活動指導法（中等）、道徳・特別活動論

髙田　恵美子 現代教育学科 教授 修士（文学） 健康教育、学校保健
保育内容の指導法「健康」、学校保健、養護概説、健康相談、養護臨床実習、養
護実習、教職実践演習（養護教諭）

中城　進 現代教育学科 教授 文学修士 教育心理学 教育心理学（初等）、教育心理学（中等）、発達心理学（中等）

西尾　正寛 現代教育学科 教授 美術科教育学修士 美術教育
図工科概論、図工科指導法、小学校教育実習指導A、小学校教育実習指導B、小学
校教育実習A、小学校教育実習B、教職実践演習（幼・小）

西端　律子 現代教育学科 教授 博士（人間科学）
教育工学、教育方法、教育の情報化、メ
ディア教育

教育方法・技術論（総合的な学習の時間の指導法を含む）（初等）、教育方法・
技術論（総合的な学習の時間の指導法を含む）（中等）

橋本　節子 現代教育学科 教授 学校保健、健康教育、学校看護
学校看護Ⅰ、学校看護Ⅱ、学校看護Ⅲ、養護臨床実習、救急医学、養護実習指
導、養護実習、教職実践演習（養護教諭）

安井　義和 現代教育学科 教授 理学博士 幾何学、学校安全 算数科概論
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Randy Muth 現代教育学科 准教授 博士（言語文化）
英語教育、語学学習、Content
Language Integrated Learning
（CLIL)、文学、日系人文学（スペイ

英語A、特級英語A、特級英語B、オーラルコミュニケーションA、オーラルコミュ
ニケーションB、異文化コミュニケーション論A、異文化コミュニケーション論
B、英語科教育実習（中）、英語科実習指導（高）、教職実践演習（中・高）

大久保　賢一 現代教育学科 准教授
博士（心身障害
学）

特別支援教育、応用行動分析学、
Positive Behavior Support

特別支援教育入門B、特別支援教育入門A

大城　愛子 現代教育学科 准教授 教育学修士
保育学、教育行政学、幼児教育・保育制
度、子育て支援

教職概論（幼保）

小谷　恵津子 現代教育学科 准教授
博士（学校教育
学）

社会科教育学、地図学習
生活科概論、社会科概論、社会科指導法、生活科指導法、小学校教育実習指導A、
小学校教育実習指導B、小学校教育実習A、小学校教育実習B、教職実践演習
（幼・小）

塩原　佳典 現代教育学科 准教授 博士（教育学） 日本教育史、教育社会史、地域社会史 教育原理（初等）、教育原理（中等）、教育課程論（中等）

竹下　幸男 現代教育学科 准教授 博士（文学） 文学
英語学演習、英語文学史A、英語文学史B、英語文学と子ども、英語文学と教育、
英語文学演習、英語B、欧米の文化と社会A、欧米文化と子ども、文化理論講読、
英語科教育実習（中）、英語科実習指導（高）、教職実践演習（中・高）

辰巳　智則 現代教育学科 准教授 博士（心理学） 心理学、体育科教育学 体育科指導法

永渕　泰一郎 現代教育学科 准教授 学校教育学修士
保育学、幼児教育学、保育内容学（表
現・環境）、保育実践

保育内容の指導法「環境」、保育内容の指導法「造形表現」、教育課程論（幼
保）、幼児理解論、幼稚園教育実習指導A、幼稚園教育実習指導B、幼稚園教育実
習A、幼稚園教育実習B、保育・教職実践演習（幼稚園）

中村　恵 現代教育学科 准教授 修士（教育学） 幼児教育、教育方法論、教育評価論
幼稚園教育実習指導A、幼稚園教育実習指導B、幼稚園教育実習A、幼稚園教育実
習B、保育・教職実践演習（幼稚園）、教職概論（初等）、保育学

深田　將揮 現代教育学科 准教授
修士（外国語教育
学）

英語教育学、TESOL
小学校英語概論、小学校英語指導法、英語のしくみ、英語の歴史、英語学講読A、
英語学講読B、英語科指導法Ⅰ、英語科指導法Ⅱ、英語科指導法Ⅲ、英語科指導法
Ⅳ、英語科教育実習（中）、英語科実習指導（高）、教職実践演習（中・高）

三木　美香 現代教育学科 准教授 博士（教育学） 発達心理学、幼児教育、子育て支援 教育相談（初等）、精神保健学
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宮村　裕子 現代教育学科 准教授 修士（教育学） 教育行政学、社会教育行政、学社連携論
教育法制論（初等）、小学校教育実習指導A、小学校教育実習指導B、小学校教育
実習A、小学校教育実習B、教職実践演習（幼・小）、教職概論（中等）、教育法
制論（中等）

八木　義仁 現代教育学科 准教授 修士（教育学） 国語科教育
国語科概論、国語科指導法、教職概論（初等）、生徒・進路指導論（初等）、小
学校教育実習指導A、小学校教育実習指導B、小学校教育実習A、小学校教育実習
B、教職実践演習（幼・小）

生野　勝彦 現代教育学科 講師 体育学士
バスケットボールコーチング、体育科教
育学

学校保健、教職実践演習（養護教諭）

横山　朋子 現代教育学科 講師 教育学修士 音楽教育、幼児教育 ピアノ実践演習A、ピアノ実践演習B、音楽実技演習
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