氏名
職名
専門分野
資格等
所属学会
noui satomi
栄養士、管理栄養士
日本栄養改善学会、日本家政学会
准教授 学科長
給食管理
能井 さとみ
調理師
日本調理科学会、日本食育学会
担当科目
主な研究課題
食科学の基礎、臨床栄養学実習、調理科学演習
食生活と栄養改善
給食実務論、給食実習指導、給食実習Ⅰ、給食経営論
主な研究活動業績
真空調理の有効利用に向けて、効果的な食育活動の取り組み
著書・論文・学会発表等
著書 料理の基本ＡＢＣ Ｈ24.4
論文 給食の残食と嗜好、食情報に対する意識・欠食との関連 H25.3
幼児・保護者を対象とした食育教室の取り組み H25.3
新調理システムの活用に向けた取り組み H27.3
幼児・保護者を対象とした食育教室の取り組みー第5・第6回食育教室－
H27.3
幼児・保護者を対象とした食育教室の取り組みー保護者対象食育教室ー
H29.3
大豆加工品を使用したレシピ検討と給食メニューへの活用 H29.3
学会発表等 効果的な食う育活動の取組み～行事食・おせち料理～Ｈ24.5
真空調理の有効利用に向けて～一般調理との比較・ホワイトシチューの場合～H24.8
効果的な食育活動の取り組み～行事食・春～H25.5
真空調理の有効利用に向けて～ホワイトルーの場合～H25.8
効果的な食育活動の取り組み～行事食・ハレの日の食事～H26.5
真空調理の有効利用に向けてーお赤飯の調理－H26.8
効果的な食育活動の取り組み～食物栄養科学生ボランティアによる食育活動への関わり～H27.6
効果的な食育活動の取り組み～保育科学生ボランティアによる食育活動への関わり～H27.6
真空調理の有効利用に向けて－給食調理実施－H27.8
効果的な食育活動の取り組み～食物栄養科学生ボランティア食育の関わりによる効果～H28.6
効果的な食育活動の取り組み～保育科学生ボランティアの関わりによる効果～H28.6
真空調理の有効利用に向けて－れんこんの場合、学生による官能評価の実施－H28.8
大豆加工品を使用した給食献立への応用 H28.8
社会活動
札幌市私立保育園連盟主催研修会 講師
氏名
職名
専門分野
資格等
所属学会
家政学修士、中・高校保健・ 日本家政学会、日本生活学会
shigihara masayo
教授 学長
家政学
家庭科教諭免許、管理栄養士 日本福祉文化学会、日本調理科学会
鴫原 正世
学歴
職歴
東京家政学院大学家政学部卒業
光塩学園女子短期大学食物栄養科 教授
パリコルドンブルー製菓コース・料理コース修了
光塩学園女子短期大学 学長
郡山女子大大学院人間生活学研究科修士課程修了
担当科目
主な研究課題
教職実践演習、キャリア教育
真空調理導入へ向けての取り組み
主な研究活動業績
女子短期大学生の食生活から見る栄養教育の課題、真空調理の有効利用に向けて、短期大学と地域の関わり
著書・論文・学会発表等
著書 新・ライフステージの栄養学実習 Ｈ23.4
料理の基本ＡＢＣ Ｈ24.4
南部あき子のお料理のヒント リメイク版 H25
論文 赤飯文化―北海道の甘納豆入り赤飯
H25.3
新調理システムの活用に向けた取り組み H27.3

氏名
職名
専門分野
hashimoto akira
教授
獣医学
橋本 晃
学歴
北海道大学大学院獣医学研究科修士課程修了

資格等
獣医学博士

所属学会
日本栄養改善学会、日本獣医学会
日本獣医師会

職歴
北海道大学大学院獣医学研究科 教授
北海道大学獣医学部付属家畜病院 病院長
光塩学園女子短期大学食物栄養科 教授
主な研究課題
骨代謝における爪のミネラル含量およびレプチンに関する研究
野生海獣類の疾病に関する研究

担当科目
解剖学、病理学、解剖生理学実習
食品衛生学実験
著書・論文・学会発表等
論文 水族館飼育キタオットセイCallorhinus ursinusに認められた消化管型リンパ腫の１例「査読付」
氏名
職名
shinada masahiro
教授
品田 雅博
学歴
旭川医科大学医学部卒業

専門分野
糖尿病内科

資格等
医学博士、内科認定医

Ｈ26.12

所属学会
日本内科学会、日本糖尿病学会

日本糖尿病学会専門医、研修指導医 オーストラリア糖尿病学会、日本病態栄養学会

職歴
札幌南青洲会病院糖尿病内科 医師
光塩学園女子短期大学食物栄養科 教授
東京女子医科大学糖尿病センター内科 非常勤医師
主な研究課題
糖尿病における臨床研究

担当科目
解剖学、生理学、臨床栄養学
主な研究活動業績
東京女子医科大学糖尿病センター 前向き臨床研究 DIACET研究
著書・論文・学会発表等
著書 2型糖尿病患者の心理特性を治療に生かせるかどうかの検討−糖尿病自己管理に影響を及ぼす行動力と不安に着目
した生理学的考察−Ｈ24.7
2型糖尿病の自己管理に関わる不安や抑うつ状態が調査後1年間の血糖値変動に及ぼす影響 Ｈ26.7
栄養士・管理栄養士のための臨床栄養学テキスト（第4版） Ｈ28.4
学会発表等 2型糖尿病患者の栄養指導長期継続例と短期中断例の臨床背景の比較調査－心理特性との関係－ H26.1
慢性腎臓病（CKD）合併2型糖尿病の腎機能低下の進展に心理状態がどう影響するか H26.5
当院における糖尿病の透析予防管理の取り組み効果の検討 H27.1
2型糖尿病患者を対象にしたパワースペクトル解析による交感神経の緊張軽減の試み H27.11
2型糖尿病の心血管系交感神経緊張軽減に介在する心理状態と血糖値変動－パワースペクトル解析による検討－

氏名
iwata ryou
岩田 了
学歴
北海道大学薬学部卒業

職名

専門分野

教授

食品衛生学

H28.5

資格等
所属学会
薬剤師免許
臨床検査技師免許
職歴
北海道立の保健所 衛生課長
北海道立苫小牧保健所 生活衛生課長
光塩学園女子短期大学食物栄養科 准教授
光塩学園女子短期大学食物栄養科 教授

担当科目
食品衛生学、公衆衛生学、公衆栄養学、生化学
氏名
職名
専門分野
資格等
所属学会
nunokawa ikuko
給食管理
栄養士、管理栄養士
日本栄養改善学会、日本食生活学会
准教授
布川 育子
栄養教育
栄養教諭免許
日本調理科学会
担当科目
主な研究課題
給食経営論、給食実務論、給食実習指導
食生活、 給食管理、 食育
給食実習Ⅰ、栄養学実習、臨床栄養学実習
主な研究活動業績
献立作成能力に関する研究、学校給食を活用した食に関する指導の実践、短期大学における給食に関する研究
著書・論文・学会発表等
学会発表等 女子短期大学における給食に関する研究 Ｈ24.8
給食の残食と嗜好、食情報に対する意識および欠食との関連 H25.3
朝食欠食習慣を持つ学生の食生活傾向と食生活改善にむけた取組みの検討 Ｈ27.8
社会活動
牛乳を利用した親子料理教室 講師、夏休み親子ヘルシークッキング教室 講師、札幌大蔵学園職員研修会講師、
空知管内高等学校家庭科教育研究会 研修会講師

氏名
職名
専門分野
資格等
所属学会
tanaka yukari
栄養士、栄養教諭免許
日本家政学会・日本食育学会
准教授
調理学
田中 ゆかり
中学校家庭科教諭免許
日本調理科学会
担当科目
主な研究課題
調理学実習Ⅰ、小児・福祉調理実習
食生活と栄養改善
学校栄養指導、教職実践演習、栄養教育実習
著書・論文・学会発表等
論文 赤飯文化 －北海道の甘納豆入り赤飯－ Ｈ25.3
新調理システムの活用に向けた取り組み Ｈ27.3
宗谷の食文化－宗谷地方の聞き取り調査より－ Ｈ27.3
宗谷の食文化ー次世代に伝え次ぐ宗谷の家庭料理ー H29.3
学会発表等 北海道の赤飯文化－甘納豆入り赤飯－ Ｈ24.5
北海道の赤飯文化について－喫食・調理状況－ Ｈ2５.５
北海道の赤飯文化について－性別・年代別調査－ Ｈ2６.５
真空調理の有効利用に向けて－お赤飯の調理－ Ｈ2６.８
書誌情報からみる北海道の家庭・郷土料理 Ｈ2６.８
効果的な食育活動の取り組み～食物栄養科学生ボランティアによる食育活動への関わり～ Ｈ2７.6
効果的な食育活動の取り組み～保育科学生ボランティアによる食育活動への関わり～ Ｈ2７.6
真空調理の有効利用に向けて－給食調理実施－ Ｈ2７.８
聞き書き調査から見る北海道の家庭料理・郷土料理 Ｈ2７.８
書誌から見る北海道の地域別料理の特徴 Ｈ2７.８
北海道の赤飯文化についてー２０１０年・２０１５年の調査より H28.5
効果的な食育活動の取り組み～食物栄養科学生ボランティアのかかわりによる効果～ H28.6
効果的な食育活動の取り組み～保育科学生ボランティアのかかわりによる効果～ H28.6
真空調理の有効利用に向けてーれんこんの場合学生による官能評価の実施ー H28.8
北海道の家庭料理 主食の特徴ーカレーライスに見る食文化ー
H28.8
大豆加工品を使用した給食献立への応用 H28.8
著書 料理の基本 ＡＢＣ Ｈ24.4
南部あき子のお料理のヒント リメイク版 H25
社会活動
千秋庵製菓短期大学校 栄養学講師 H24. H25

氏名
職名
専門分野
資格等
所属学会
日本栄養士会、日本家政学会、日本食育学会
satou megumi
栄養士、管理栄養士
講師
調理学
日本栄養改善学会、日本調理科学会
佐藤 恵
調理師
担当科目
食科学の基礎（数学分野）、小児・福祉調理実習、臨床栄養学実習、栄養学実習
著書・論文・学会発表等
論文 幼児・保護者を対象とした食育教室の取り組み Ｈ25.3
赤飯文化 －北海道の甘納豆入り赤飯－ Ｈ25.3
新調理システムの活用に向けた取り組み Ｈ27.3
幼児・保護者を対象とした食育教室の取り組み －第５回・第６回食育教室－ Ｈ27.3
宗谷の食文化－宗谷地方の聞き取り調査より－ Ｈ27.3
宗谷の食文化－次世代に伝え継ぐ宗谷の家庭料理－ Ｈ29.3
幼児・保護者を対象とした食育教室の取り組み －幼児を対象とした効果的な食育教材の検討－ Ｈ29.3
学会発表等 北海道の赤飯文化－甘納豆入り赤飯－ Ｈ24.5
効果的な食育活動の取り組み－行事食・おせち料理－ Ｈ24.5
真空調理の有効利用に向けて－一般調理との比較・ホワイトシチューの場合－ Ｈ24.8
北海道の赤飯文化について－喫食・調理状況－ Ｈ2５.５
効果的な食育活動の取り組み～行事食・春～ Ｈ2５.５
真空調理の有効利用に向けて～ホワイトルーの場合～ Ｈ2５.8
北海道の赤飯文化について－性別・年代別調査－ Ｈ2６.５
効果的な食育活動の取り組み～行事食・ハレの日の食事～ Ｈ2６.５
真空調理の有効利用に向けて－お赤飯の調理－ Ｈ2６.８
書誌情報からみる北海道の家庭・郷土料理 Ｈ2６.８
効果的な食育活動の取り組み～食物栄養科学生ボランティアによる食育活動への関わり～ Ｈ2７.6
効果的な食育活動の取り組み～保育科学生ボランティアによる食育活動への関わり～ Ｈ2７.6
真空調理の有効利用に向けて－給食調理実施－ Ｈ2７.８
聞き書き調査から見る北海道の家庭料理・郷土料理 Ｈ2７.８
書誌から見る北海道の地域別料理の特徴 Ｈ2７.８
北海道の赤飯文化について－2010年・2015年の調査より－ Ｈ28.５
効果的な食育活動の取り組み～食物栄養科学生ボランティアの関わりによる効果～ Ｈ28.6
効果的な食育活動の取り組み～保育科学生ボランティアの関わりによる効果～ Ｈ28.6
真空調理の有効利用に向けて－れんこんの場合、学生による官能評価の実施－ Ｈ28.８
北海道の家庭料理 主食の特徴 －カレーライスに見る食文化－ Ｈ28.８
社会活動
北海道心臓協会「健康講座－料理教室」 講師
氏名
yamagishi

山岸

kazutoshi

和敏

職名

専門分野

講師

食品学

資格等
農学博士、中学校教諭免許（理科）

所属学会
日本きのこ学会

高等学校教諭免許（理科・工業）

学歴
北海道大学大学院農学研究科博士課程修了

職歴
カリフォルニア大学 研究員
独立行政法人理化学研究所 研究員
独立行政法人産業技術総合研究所 研究員
光塩学園女子短期大学 講師
担当科目
主な研究課題
食科学の基礎、食品学総論、食品学各論､食品学実験Ⅰ、
食品の機能性に関する研究
食品学実験Ⅱ、食品衛生学実験、生化学実験

著書・論文・学会発表等
論文 タモギタケから単離したエルゴチオネインの加熱および各pＨにおける抗酸化性への影響
タモギタケ由来β-グルカンの精製 H24

H24

タモギタケ由来エルゴステロールパーオキサイド：菌糸体における産生促進条件および腫瘍細胞に対する増殖抑制作用

バレイショkunitz型プロテアーゼインヒビター遺伝子プロモーターの形質転換タバコにおける発現解析
ペポカボチャ（Cucurbita pepo L.）における栄養成分と食品衛生指標の分析 H29

H27

H27

氏名
職名
専門分野
資格等
所属学会
栄養士免許・製菓衛生師免許 日本調理科学会
nagashima keiko
講師
調理学
中学校・高等学校教諭免許（家庭）
永嶋 恵子
学歴
職歴
光塩学園女子短期大学卒業
光塩学園女子短期大学非常勤講師
光塩学園調理製菓専門学校卒業
光塩学園女子短期大学保育科講師
郡山女子大学家政学部食物栄養学科卒業
光塩学園女子短期大学食物栄養科講師
担当科目
調理学、調理学実習Ⅰ、調理学実習Ⅱ、栄養学実習
氏名
職名
専門分野
kinomura mika
助教
食品学
木野村 美花
学歴
光塩学園女子短期大学食物栄養科卒業
天使大学看護栄養学部栄養学科卒業
担当科目
食科学の基礎、食品学実験Ⅱ、食品衛生学実験

資格等
栄養士、管理栄養士

所属学会
北海道栄養士会、日本調理科学会
フードスペシャリスト資格認定証 日本食育学会、日本栄養改善学会
職歴
光塩学園女子短期大学食物栄養科 調理学研究室 助手
光塩学園女子短期大学食物栄養科 集団給食研究室 助教
光塩学園女子短期大学食物栄養科 実験準備室 助教
主な研究課題
食育推進への取り組み
タマネギのα－グルコシダーゼ阻害活性と関与成分

著書・論文・学会発表等
学会発表等 効果的な食育活動の取り組み～食物栄養科学生ボランティアによる食育活動への関わり～H27.6
効果的な食育活動の取り組み～保育科学生ボランティアによる食育活動への関わり～H27.6
タマネギに含まれるα－グルコシダーゼ阻害活性についてH27.9
効果的な食育活動の取り組み～食物栄養科学生ボランティアの関わりによる効果～H28.6
効果的な食育活動の取り組み～保育科学生ボランティアの関わりによる効果～H28.6
タマネギのα－グルコシダーゼ阻害活性と主な調理の影響についてH28.9
論文 食育教室の取り組みと学生ボランティアの関わり－保護者対象食育教室を通して－H29.3
社会活動
北海道心臓協会「健康講座－料理教室」 講師
氏名
職名
gomyou yuuki
助教
後明 祐希
学歴
光塩学園調理師専門学校卒業

専門分野
調理・集団調理

資格等
調理師免許・専門調理師免許

所属学会
日本調理科学会

食育インストラクター免許・専門調理食育推進員資格

職歴
三井観光開発 札幌グランドホテル 洋食調理課
フランス国立調理専門学校 シャトー・デ・クードレィ校留学
株式会社 札幌シャトレーゼ ガトーキングダム札幌
光塩学園女子短期大学食物栄養科 集団給食研究室 助手
光塩学園女子短期大学食物栄養科 助教
担当科目
調理学実習Ⅰ
著書・論文・学会発表等
論文 新調理システムの活用に向けた取り組み Ｈ27.3
大豆加工品を使用したレシピ検討と給食メニューへの活用 Ｈ29.3
学会発表等 真空調理の有効利用に向けて－お赤飯の調理－ Ｈ2６.８
真空調理の有効利用に向けて－給食調理実施－ Ｈ2７.８
大豆加工品を使用した給食献立への応用 Ｈ28.8
真空調理の有効利用に向けて－れんこんの場合、学生による官能評価の実施－ Ｈ28.８

氏名
職名
kudou tutomu
教授 学科長
工藤 勉
学歴
北海道教育大学岩見沢分校卒業

専門分野
保健体育

担当科目
人間関係（指導法）、保育・教育課程論
栄養教育実習
社会活動
北海道学校体育研究連盟 相談役
氏名

職名

資格等
所属学会
小学校教員免許
中学・高校保健体育教員免許
職歴
札幌市立元町・明園小学校 教頭
札幌市立ふくいの幼稚園 園長
札幌市立新陵小学校 校長
光塩学園女子短期大学附属幼稚園 副園長
光塩学園女子短期大学保育科 准教授
光塩学園女子短期大学保育科 教授 学科長
主な研究課題
発達段階に応じた運動遊びの創造

専門分野

資格等
所属学会
中学校・高校美術教諭免許 日本家政学会、日本生活学会
教授 理事長
フランス語
南部 ユンクィアン しず子
調理師
日本調理科学会
学歴
職歴
和光大学文学部卒業
光塩学園調理師専門学校 校長
パリ大学ソルボンヌ校フランス文明講座フランス語学科修了
学校法人光塩学園 理事長
光塩学園調理師専門学校卒業
光塩学園女子短期大学保育科 教授
光塩学園女子短期大学附属幼稚園 園長
光塩学園女子短期大学 副学長
担当科目
主な研究課題
国際文化、キャリア教育
子育て支援と特別支援学級で学ぶ子の支援
著書・論文・学会発表等
著書 南部あき子のお料理のヒント リメイク版 H25
社会活動
北海道労働審議会 委員、 北海道食品産業振興推進会議 委員
nanbu yunｎqiann shizuko

氏名
職名
専門分野
資格等
所属学会
ｃhin seijin
教育学修士
日本心理学会、日本教育心理学会
教授
発達心理学
陳 省仁
教育学博士
日本赤ちゃん学会、日本小児神経学会
学歴
職歴
英国オックスフォード大学社会人類学B.Litt. 修了
北海道大学教育学部 教授
広島大学大学院教育学修士課程修了
北海道大学教育研究科附属乳幼児発達臨床センター センター長
北海道大学大学院教育学研究科博士課程修了
光塩学園女子短期大学保育科 特任教授
担当科目
主な研究課題
心理学の世界、国際文化
発達心理学、子育て人類学、養育性の発達
著書・論文・学会発表等
著書 心内対象への注意の制御：ある幼児の思考行動の微視発生的分析 H25.3
論文 Parenting behaviors, activity sharing and maternal beliefs in Japan.
16th European Conference on Developmental Psychology. September 3-7, 2013, Lausanne, Switzerland.

子どもの気質と家庭生活―幼稚園と保育園児の養育者の信念について―日本発達心理学会第24回大会論文集, p.193.
H25.3.15 明治学院大学
社会活動
日本発達心理学会第27回大会大会企画一般公開講演（H28.4) 司会
北海道・台湾協会 理事長

氏名
職名
maeda toshiyasu
教授
前田 利恭
学歴
帯広畜産大学畜産学部卒業

専門分野
農芸化学

資格等
農学修士

所属学会
日本農芸化学会
北海道農芸化学協会

職歴
光塩学園女子短期大学食物栄養科 教授
北海道大学大学院農学研究科農芸化学専攻修士課程卒業
光塩学園女子短期大学食物栄養科 特任教授
光塩学園女子短期大学保育科 特任教授
担当科目
保育実習指導、保育実習、保育・教職実践演習
著書・論文・学会発表等
論文 北海道遺産になったジンギスカン料理 H25.3
氏名
職名
専門分野
資格等
fujimoto manami
管理栄養士、栄養士
教授
調理学
藤本 真奈美
調理師
担当科目
主な研究課題
子どもの食と栄養、表現（指導法）、栄養指導実習
食生活と栄養改善
主な研究活動業績

所属学会
日本家政学会、日本栄養改善学会、日本食育学会
日本栄養・食糧学会、日本調理科学会

女子短期大学生の食生活から見る栄養教育、真空調理の有効利用に向けて、調理文化の地域性と調理科学、北海道の赤飯文化、

効果的な食育活動の取り組み、大豆・魚介類栄養を用いた昼食メニュー介入による若年者の生活習慣病リスクの改善
著書・論文・学会発表等
著
書
食べ物と健康Ⅳ食事設計と栄養・調理 Ｈ27.3
論
文
宗谷の食文化 Ｈ25.3
幼児・保護者を対象とした食育教室の取り組み H25.3
赤飯文化―北海道の甘納豆入り赤飯 H25.3
真空調理システムの活用に向けた取り組み H27.3
幼児・保護者を対象とした食育教室の取り組み－第5回・第6回食育教室－ H27.3
宗谷の食文化-宗谷地方の聞き取り調査より- H27.3
宗谷の食文化-次世代に伝え継ぐ宗谷の家庭料理- H29.3
幼児・保護者を対象とした食育教室の取り組み－幼児を対象とした効果的な食育教材の検討－ H29.3
学会発表等 北海道の赤飯文化－甘納豆入り赤飯－ H24.5
効果的な食育活動の取り組み－行事食・おせち料理－ H24.5
北海道の行事食－喫食状況－ H24.8
北海道の儀礼食－喫食・調理状況－ H24.8
北海道の行事食と儀礼食－親子間における認知・経験の違い－ H24.8
真空調理の有効利用に向けて－一般調理との比較・ホワイトシチューの場合－ H24.8
北海道の赤飯文化について－喫食・調理状況－ H25.5
効果的な食育活動の取組み－行事食・春－ H25.5
真空調理の有効利用に向けて－ホワイトルーの場合－ H25.8
北海道の赤飯文化について－性別・年代別調査－ H26.5
効果的な食育活動の取組み－行事食・ハレの日の食事－ H26.5
書誌情報からみる北海道の家庭・郷土料理 H26.8
真空調理の有効利用に向けて－お赤飯の調理－ H26.8
効果的な食育活動の取り組み－食物栄養科学生ボランティアによる食育活動への関わり－ H27.6
効果的な食育活動の取り組み－保育科学生ボランティアによる食育活動への関わり－ H27.6
真空調理の有効利用に向けて－給食調理実施－ H27.8
聞き書き調査からみる北海道の家庭・郷土料理 H27.8
書誌からみる北海道の地域別料理の特徴 H27.8
北海道の赤飯文化について－2010年・2015年の調査より－ H28.5
効果的な食育活動の取り組み－食物栄養科学生ボランティアの関わりよる効果－ H28.6
効果的な食育活動の取り組み－保育科学生ボランティアの関わりよる効果－ H28.6
真空調理の有効利用に向けて－れんこんの場合、学生による官能評価の実施－ H28.8
北海道の家庭料理 主食の特徴 －カレーライスに見る食文化－ H28.8
社会活動
札幌市南区食育ネットワーク会
公益法人北海道栄養士会

会長（H22-25）、札幌市南区食育実務者会

委員（H22-25）、札幌市食育推進会議

委員（H23-27）

代議員（H26・27）、平成28年度札幌市お弁当プロジェクト審査委員、北海道心臓協会「健康講座-料理教室」講師

氏名
職名
nanbu masahito
准教授
南部 正人
学歴
東海大学工学部卒業
日本大学文理学部文学科修了

専門分野

資格等
高等学校専修免許 国語
教育原理・指導
高等学校理科・工業1種免許
職歴
網走高等学校 教諭
北海道洞爺高等学校 教頭
光塩学園女子短期大学保育科

所属学会

准教授

担当科目
文字とことば、教育原理、生徒指導論・教育相談、教育課程論・道徳教育
氏名
職名
専門分野
kamakura ryouta
准教授
音楽教育
鎌倉 亮太
学歴
北海道教育大学札幌校芸術文化課程卒業
北海道教育大学大学院教育学研究科修士課程修了

資格等
教育学修士

所属学会
日本音楽表現学会

職歴
光塩学園女子短期大学保育科 助教
光塩学園女子短期大学保育科 講師
光塩学園女子短期大学保育科 准教授
担当科目
主な研究課題
音楽Ⅱ、表現（指導法）、教育実習、保育・教職実践演習
ピアノ 演奏法と解釈 幼児教育における音楽表現の指導法
主な研究活動業績
H17年北欧フインランドのクフモ市で行われている「クフモ室内楽音楽祭」で出会った日本人演奏家によって、
室内楽グループ「kuhmo'ｚ」を結成し、室内楽音楽の研究。
北海道二期会オペラを中心に、オペラ、オーケストラ、合唱の指揮分野における活動を展開。
著書・論文・学会発表等
演奏活動等 kuhmo'ｚ vol.３０ Ｈ２８．３ ソノリウム（東京都）
kuhmo'ｚ vol.３１ Ｈ２８．３ むさしの幼稚園（豊橋市）
札幌西区オーケストラ第30回定期演奏会 Ｈ２8．５ 札幌コンサートホールkitara
新アカデミー合唱団コンサート1 H２８．７
札幌市教育文化会館
kuhmo'ｚ vol.３２ Ｈ２８．８ ベルクハウス G-CLEF（長野県）
kuhmo'z トリオ H２８．９ 渡邊淳一文学館
kuhmo'ｚ vol.３３ Ｈ２９．１ モーツァルトサロン（大阪市）
春休み室内オペラ「ヘンゼルとグレーテル」 H２９.３ 札幌コンサートホールkitara
札幌西区オーケストラ第31回定期演奏会 Ｈ２9．4 札幌コンサートホールkitara
新アカデミー合唱団コンサート２ H２９．６
札幌コンサートホールkitara
社会活動
札幌市内幼稚園でふれあいコンサート、中学生との共演、地元オーケストラ、合唱指導、ＰＭＦ参加 奏者
氏名
職名
専門分野
sasaki shinngo
講師
心理学
佐々木 真吾
学歴
北海道教育大学大学院教育学研究科修士課程修了
北海道大学大学院文学研究科博士課程修了
担当科目
心理学Ⅰ・Ⅱ、教育心理学、保育実践研究 等

資格等

所属学会
日本心理学会、日本発達心理学会
専修免許，養護学校教諭1種免許 日本認知心理学会、日本教育心理学会
職歴
光塩学園女子短期大学保育科 助教
北海道大学文学研究科「法と人間科学」学術研究員
光塩学園女子短期大学保育科 講師
主な研究課題
児童期における想起のコントロールの発達
保育・教育現場への司法面接の導入
子育て支援センターにおける保育科学生の学び

博士（文学），小・中学校（国語）教諭

主な研究活動業績
過去5年 論文3件、著書1件、学会発表11件
著書・論文・学会発表等
論文

保育・教育現場への司法面接の導入―虐待の早期発見と予防を目指して― 光塩学園女子短期大学紀要, 14, 65-73. H29

異なる詳細さで報告するスキルの発達－だいたいと正確－ 心理学研究, 84, 6, 585-595. H27
子育て支援センターにおける保育士志望学生の学び－光塩短大「マンマ」での実習レポートから－ 保育士養成研究, 33, 51-60. H27

著書

「だいたい」と「正確に」：報告レベルのコントロール（仲真紀子（編）子どもへの司法面接－－考え方
・進め方とトレーニング pp.287-288）
学会発表 保育者志望学生への司法面接研修の効果 日本教育心理学会第58回総会 H28
想起のコントロールの発達に関わる認知的要因の検討―実行機能，言語能力および想起時のメタ認知的思考―
日本発達心理学会第27回大会 H28
児童期における想起のコントロールの発達：“だいたい”と“正確”の教示を用いて
日本心理学会第79回大会（小講演）H27
想起内容の詳細さのコントロールとメタ認知，心的表象の関連. 日本認知心理学会第13回大会 H27

氏名
職名
専門分野
watanabe nozomi
講師
保健体育
渡邊 望
学歴
北翔大学短期大学部保健体育学科卒業

担当科目
体育実技・体育理論・身体表現
保育・教職実践演習
氏名
職名
専門分野
isobe yukari
講師
社会福祉
磯部 ゆかり
学歴
北星学園大学文学部社会福祉学科卒業

資格等
短期大学士（体育）

所属学会

中学校教諭2種免許（保健体育）

職歴
北海道浅井学園大学財務部事業課 嘱託事務職員
光塩学園女子短期大学食物栄養科及び保育科 非常勤講師
光塩学園女子短期大学保育科 講師
主な研究課題
健康の保持・増進について
幼児期の運動遊びについて
資格等
中学1級 高校2級社会科
養護学校1級 教員免許
社会福祉主事任用資格

所属学会
教員免許 日本社会福祉学会、福祉社会学会、北海道社会福祉学会
北海道地域福祉学会、北海道こども学会

職歴
江別市民生委員・児童委員、主任児童委員
北海道ハイテクノロジー専門学校、近畿大学九州短期大学

非常勤講師

札幌こども専門学校、近畿大学豊岡短期大学 非常勤講師
光塩学園女子短期大学保育科・食物栄養科 非常勤講師
光塩学園女子短期大学保育科 講師
主な研究課題
担当科目
社会福祉概論、社会的養護、家庭支援論、児童家庭福祉
社会保障と児童、子育て家庭支援
著書・論文・学会発表等
子育て支援センターにおける保育士志望学生の学び－光塩短大「マンマ」での実習レポートから－（保育士）養成研究第33号

社会活動
Ｈ27年度

北海道子育て支援員研修

氏名
職名
abe yuuko
講師
阿部 裕子
学歴
光塩学園女子短期大学卒業
札幌国際大学短期大学部卒業

講師
専門分野
幼児教育

資格等
所属学会
保育士
日本食育学会
幼稚園教諭1種免許
職歴
光塩学園女子短期大学附属幼稚園 教諭
光塩学園女子短期大学保育科 助教
光塩学園女子短期大学保育科 講師

担当科目
保育相談支援、保育相談、表現（指導法）、保育・教職実践演習、保育実習指導Ⅰ・Ⅱ
著書・論文・学会発表等
学会発表等 効果的な食育活動の取り組み～食物栄養科学生ボランティアの関わりによる効果～ Ｈ28.6
効果的な食育活動の取り組み～保育科学生ボランティアの関わりによる効果～ Ｈ28.6
氏名
職名
専門分野
資格等
所属学会
高等学校教諭1種免許（家庭） 日本食育学会
satou yukiko
保育実習指導・食育
助教
中学校教諭1種免許（家庭）・保育士
佐藤 由希子
学歴
職歴
株式会社れんせい 旭川練成会 教務スタッフ（小中学部）教室長
藤女子大学人間生活学部人間生活学科卒業
北海道大学

獣医学部

大学院

獣医学研究科

光塩学園女子短期大学 事務室 総務部
光塩学園女子短期大学保育科 助手
光塩学園女子短期大学保育科 助教
担当科目
保育実習指導Ⅰ・Ⅱ、保育・教職実践演習、ボランティア活動
著書・論文・学会発表等
第8回食育教室「みんなで作ろう！日本のごはん（和食）」 Ｈ27.12
第9回食育教室「みんなで作ろう！日本のごはん～手作りうどん～」 Ｈ29.2

事務室研究支援担当

