
氏名 職名 専門分野 資格等   所属学会

tanaka　yukari
准教授 調理学

栄養士、栄養教諭免許 日本家政学会・日本食育学会

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・Ⅱ、給食実習Ⅲ 　食生活と栄養改善

　教職概論、教職実践演習、栄養教育実習

著書・論文・学会発表等

　論文

　　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　　2017.3

　　宗谷の食文化ー次世代に伝え次ぐ宗谷の家庭料理ー　2017.3

　　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～　2017.3

　　女子短期大学生の調理意識に関する調査　　2022.3

　学会発表等　

　　北海道の赤飯文化についてー２０１０年・２０１５年の調査より　2016.5

　　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～　2016.6

　　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～　2016.6

　　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　2016.8

　　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　　2016.8

　　大豆加工品を使用した給食献立への応用　2016.8

　　効果的な食育活動の取り組み（保護者対象教室）～みんなで作ろう！日本のごはん手作りうどん～　2017.5

　　効果的な食育活動の取り組み（子ども対象教室）～みんなで作ろう！日本のごはん手作りうどん～　2017.5

　　北海道の家庭料理（おやつ・間食）　2017.9

　　効果的な食育活動の取り組み（保護者対象教室）－みんなで作ろう！日本のごはん地産地消・鮭－　2018.5

　　効果的な食育活動の取り組み（子ども対象教室）－みんなで作ろう！日本のごはん地産地消・鮭－　2018.5

　　北海道の家庭料理（主菜の特徴）2019.5

　　効果的な食育活動の取り組み（保護者対象教室）－みんなで食べよう！北海道の食材2019.6

　　効果的な食育活動の取り組み（子ども対象教室）－みんなで食べよう！北海道の食材2019.6

　　北海道の家庭料理（副菜の特徴）2019.8

　　北海道の家庭料理　－行事食の特徴－　2021.9

氏名 職名 専門分野 資格等   所属学会

shigihara　masayo
教授　学長 家政学

家政学修士、中・高校保健・ 日本家政学会、日本生活学会

鴫原　正世 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

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

　キャリア教育、教職概論、教職実践演習 　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　2011.4

　　料理の基本ＡＢＣ　2012.4

　　南部あき子のお料理のヒント　リメイク版　2013.4

　　懐かしいけど新しい　南部あき子のアイディア料理　2019.3

　論文

　　赤飯文化―北海道の甘納豆入り赤飯　2013.3

　　新調理システムの活用に向けた取り組み　2015.3



氏名 職名 専門分野 資格等   所属学会

　kawamura　ayako
     川村　文子

特任教授 栄養指導 
栄養士・管理栄養士・糖尿病療養指導士・
病態栄養専門管理栄養士・NSTコーディ
ネーター・NST専門療法士

日本栄養士会・日本病態栄養学会・静脈経腸
栄養学会（現：日本臨床栄養代謝学会）

学歴 職歴

　藤女子短期大学食物栄養コース卒業 　旭川医科大学医事課給食係栄養士

　旭川医科大学医事課栄養管理室主任栄養士

　旭川医科大学医事課栄養管理室栄養管理室長

　旭川医科大学病院栄養管理部副部長

担当科目 主な研究課題

　栄養指導論Ⅰ、栄養指導論Ⅱ、栄養指導実習 　がん患者の栄養管理

主な研究活動業績

　ガン患者の栄養管理

氏名 職名 専門分野 資格等   所属学会

noui　satomi
准教授 給食管理

栄養士、管理栄養士 日本栄養改善学会、日本家政学会

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、給食経営論、給食実務論
　給食管理と食育

　給食実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、調理科学演習

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

　論文

　　学内給食管理実習の実習回数による学生自己評価の変容に関する研究（査読付）　2018.7

　　栄養士養成課程学生の献立作成に関する要因　2019.3

　　「光塩給食」における嗜好調査から見た考察　2022.3

　　給食実習室におけるATPふき取り検査法を用いた衛生管理に関する取り組み　2022.3

　学会発表

　　効果的な食育活動の取り組み（保護者対象教室）～みんなで作ろう！日本のごはん手作りうどん～　2017.5

　　栄養士養成課程学生の献立作成に対する意識と料理の知識の実際　2017.9　

　　栄養士養成課程学生の献立作成能力に関わる要因ー献立作成に対する意識と料理に関する調査からー　2017.11　

　　学生の献立作成に関わる要因の検討　2018.8

　　栄養士養成課程2年生の献立作成に関わる要因　2018.11

社会活動等

　札幌市私立保育園連盟主催研修会　講師

　北海道高等学校給食研究協議会　講師



氏名 職名 専門分野 資格等   所属学会

nunokawa　ikuko
教授

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

布川　育子 栄養教育 栄養教諭Ⅰ種免許 日本調理科学会、日本給食経営管理学会

学歴 職歴

　京都府立大学生活科学部食物学科卒業 　日本食研株式会社研究開発部

　徳島県市町村立学校栄養職員

　光塩学園女子短期大学　非常勤講師

　光塩学園女子短期大学食物栄養科　講師

　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 主な研究課題

　給食経営論、給食実務論、給食実習Ⅰ 　給食管理、食生活、献立作成能力、食育

　給食実習Ⅲ、給食実習Ⅳ

主な研究活動業績

　献立作成能力に関する研究、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

　著書

　　Nブックス給食の運営ー栄養管理・給食管理ー　2017.9

　　Nブックス改訂給食の運営ー栄養管理・給食管理ー　2020.３

　論文

　　学内給食管理実習の実習回数による学生自己評価の変容に関する研究査読付　2018.7

　　栄養士養成課程学生の献立作成に関する要因　　2019.3

　　「光塩給食」における嗜好調査から見た考察　　2022.3

　　給食実習室におけるATPふき取り検査法を用いた衛生管理に関する取り組み　　2022.3

　学会発表

　　栄養士養成課程学生の献立作成に対する意識と料理の知識の実際　2017.9　

　　栄養士養成課程学生の献立作成能力に関わる要因ー献立作成に対する意識と料理に関する調査からー　2017.11　

　　学生の献立作成に関わる要因の検討　2018.8

　　栄養士養成課程2年生の献立作成に関わる要因　2018.11

　　栄養士養成課程学生の手洗い行動に関する調査　2019.8

　　簡易細菌検査からみた給食管理実習における衛生管理の現状と課題　2019.11

　　学生の献立作成におけるレシピサイト活用の現状　2021.11

社会活動等

　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、北海道高等学校給食研究協議会　講師

氏名 職名 専門分野 資格等   所属学会

sato　megumi
准教授 調理学

栄養士、管理栄養士 日本家政学会、日本食育学会、

佐藤　恵 調理師 日本栄養改善学会、日本調理科学会

担当科目

　食科学の基礎（数学分野）、小児・福祉調理実習、給食実習Ⅰ

著書・論文・学会発表等

　論文

　　宗谷の食文化－次世代に伝え継ぐ宗谷の家庭料理－　2017.3

　　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－　2017.3

　　幼児・保護者を対象とした食育教室の取り組み　－第9回・第10回幼児対象食育教室－　2019.3

　　コロナ禍における学生生活についてのアンケート調査－　2022.3

　学会発表等

　　効果的な食育活動の取り組み（保護者対象教室）～みんなで作ろう！日本のごはん手作りうどん～　2017.5

　　効果的な食育活動の取り組み（子ども対象教室）～みんなで作ろう！日本のごはん手作りうどん～　2017.5

　　北海道の家庭料理  ーおやつ・間食ー　2017.9

　　効果的な食育活動の取り組み（保護者対象教室）－みんなで作ろう！日本のごはん地産地消・鮭－　2018.5

　　効果的な食育活動の取り組み（子ども対象教室）－みんなで作ろう！日本のごはん地産地消・鮭－　2018.5

　　北海道の家庭料理　ー主菜の特徴ー　2018.8

　　女子短大生を対象とした年中行事に関する調査　2019.5.

　　効果的な食育活動の取り組み（保護者対象教室）－みんなで食べよう！北海道の食材－　2019.6

　　効果的な食育活動の取り組み（子ども対象教室）－みんなで食べよう！北海道の食材－　2019.6

　　北海道の家庭料理　－副菜の特徴－　2019.8

　　北海道の家庭料理　－行事食の特徴－　2021.9



氏名 職名 専門分野 資格等   所属学会

yamagishi　kazutoshi
准教授 食品学

博士（農学）
中学校教諭免許（理科）
高等学校教諭免許（理科・工業）山岸　和敏

学歴 職歴

　北海道大学大学院農学研究科博士課程修了 　カリフォルニア大学　研究員

　 　理化学研究所　研究員

　 　産業技術総合研究所　研究員

　 　光塩学園女子短期大学　講師

　 　光塩学園女子短期大学　准教授

担当科目 主な研究課題

  食科学の基礎、食科学の応用、食品学実験Ⅰ、食品学実験Ⅱ 　食品の栄養・機能性成分に関する研究

  食品衛生学実験     　作物の核酸系成分に関する研究

著書・論文・学会発表等

　論文  

　　短期大学における入学前教育の取り組み－食物栄養科実験の基礎の事例研究－（2019）

　　市販PCRキットによる北海道産米の品種識別（2019）

　　Nucleoside derivatives of 5-methylcytosine suppress 5-azacytidine-induced reactivation

　　サツマイモ由来β-アミラーゼの特性（2022）

　　of a silent transgene in suspension-cultured tobacco cells.（2021）

氏名 職名 専門分野 資格等   所属学会

nagashima　keiko  
講師 調理学

栄養士免許・製菓衛生師免許 日本調理科学会

永嶋　恵子 中学校・高等学校教諭１種免許（家庭）

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　特任講師

　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　特任講師

担当科目

　調理学、調理学実習Ⅰ、調理学実習Ⅱ、栄養学実習、教育の方法と技術

氏名 職名 専門分野 資格等   所属学会

kinomura　mika
助教 食品学

栄養士、管理栄養士 日本食育学会、日本栄養改善学会

木野村　美花 フードスペシャリスト資格認定証 日本調理科学会

学歴 職歴

　光塩学園女子短期大学食物栄養科卒業 　光塩学園女子短期大学食物栄養科　調理学研究室　助手

著書・論文・学会発表等

　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－　2017.3

　　短期大学における入学前教育の取り組み－食物栄養科実験の基礎の事例研究－　2019.3

　栄養指導実習、食品衛生学実験

　天使大学看護栄養学部栄養学科卒業 　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

担当科目

　　コロナ禍における学生生活についてのアンケート調査　2022.3

　学会発表等

　　効果的な食育活動の取り組み（保護者対象教室）－みんなで作ろう！日本のごはん地産地消・鮭－　2018.5

　　効果的な食育活動の取り組み（子ども対象教室）－みんなで作ろう！日本のごはん地産地消・鮭－　2018.5

　　効果的な食育活動の取り組み（保護者対象教室）－みんなで食べよう！北海道の食材－　2019.6

　　効果的な食育活動の取り組み（子ども対象教室）－みんなで食べよう！北海道の食材－　2019.6

　　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（2017）



氏名 職名 専門分野 資格等   所属学会

murayama haruka
助教 給食管理

栄養士、栄養教諭免許、管理栄養士、
フードペシャリスト資格認定証、訪問介護員2
級養成研修課程修了

北海道栄養士会　石狩支部研究教育協議会

村山　はるか

学歴 職歴

　光塩学園女子短期大学　食物栄養科　卒業 　光塩学園女子短期大学　調理学研究室　助手

　放送大学　教養学部　生活と福祉コース　卒業 　光塩学園女子短期大学　集団給食研究室　助教

担当科目 主な研究課題

　給食実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、調理科学演習、食科学の基礎 　給食管理と食育

著書・論文・学会発表等

　論文

　　「光塩給食」における嗜好調査から見た考察　2022.3

　　給食実習室におけるATPふき取り検査法を用いた衛生管理に関する取り組み　2022.3

社会活動等

　　北海道心臓協会健康講座－料理教室　講師



氏名 職名 専門分野 資格等   所属学会

fujimoto　manami
教授 調理科学

管理栄養士、栄養士 日本家政学会、日本栄養改善学会、日本食育学会

藤本　真奈美 調理師 日本栄養・食糧学会、日本調理科学会、日本保育学会

担当科目 主な研究課題

　幼児と健康、子どもの食と栄養 　食生活と栄養改善

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、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

　論文

　　幼児・保護者を対象とした食育教室の取り組み　－第9回・第10回幼児対象食育教室－　2019.3

　　保育者養成施設で学ぶ学生の意識について　－保育現場が保育者を目指す学生に求めること－　2022.3

　学会発表等

　　効果的な食育活動の取り組み（保護者対象教室）～みんなで作ろう！日本のごはん手作りうどん～　2017.5

　　効果的な食育活動の取り組み（子ども対象教室）～みんなで作ろう！日本のごはん手作りうどん～　2017.5

　　北海道の家庭料理（おやつ・間食）　2017.9

　　効果的な食育活動の取り組み（保護者対象教室）－みんなで作ろう！日本のごはん地産地消・鮭－　2018.5

　　効果的な食育活動の取り組み（子ども対象教室）－みんなで作ろう！日本のごはん地産地消・鮭－　2018.5

　　北海道の家庭料理　ー主菜の特徴ー　2018.8

　　女子短大生を対象とした年中行事に関する調査　　2019.5

　　効果的な食育活動の取り組み（保護者対象教室）－みんなで食べよう！北海道の食材－　2019.6

　　効果的な食育活動の取り組み（子ども対象教室）－みんなで食べよう！北海道の食材－　2019.6

　　北海道の家庭料理　ー副菜の特徴ー　2019.8

　　北海道の家庭料理　－行事食の特徴－2021.9

社会活動等

　札幌市南区食育ネットワーク会　会長（2010-2013）、札幌市南区食育実務者会　委員（2010-2013）

　札幌市食育推進会議　委員（2011-2015）、公益法人北海道栄養士会　代議員（2014・2015）

　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（2010～）

　一般財団法人短期大学基準協会第三者評価評価員（2017）

氏名 職名 専門分野 資格等   所属学会

  nanbu yunｎqiann shizuko
教授　理事長 フランス語

中学校・高校美術教諭免許 日本家政学会、日本生活学会

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 　学校法人光塩学園　理事長

　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 　光塩学園女子短期大学　副学長

　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

担当科目 主な研究課題

　国際文化、キャリア教育、人間関係（指導法） 　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　2013.4

　　懐かしいけど新しい　南部あき子のアイディア料理　2019.3

社会活動等

　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



氏名 職名 専門分野 資格等   所属学会

nakagawa　youiti　
教授 教育学

小学校教諭一種、中学校教諭社
会一種、高等学校教諭地歴公民
二種

日本社会科教育学会
中川　洋一

学歴 職歴

　北海道教育大学札幌校　卒業 　北海道教育大学附属札幌小学校文部教官

　北海道教育委員会指導主事

　北海道立教育研究所指導主事

　札幌市立小学校校長

　北翔大学教育文化学部教授

　光塩学園女子短期大学教授

担当科目 主な研究課題

　教育課程論・道徳教育、特別活動・総合的な学習 　教職に関する科目の効果的な指導法

　生徒指導論・教育相談、栄養教育実習、教育原理 　社会科教育における効果的な指導法

　幼児と人間関係、教育実習 　幼保小連携の在り方

主な研究活動業績

著書・論文・学会発表等

　札幌地区租税教育推進協議会が作成している小学校租税教育副読本「くらしを支える税」及び教師用指導資料「くらし

　を支える税ハンドブック」の作成に携わるとともに、教職を目指す学生の授業にも活用している。

　札幌市及び札幌市教育委員会が共同で平和教育資料「札幌市民の戦争体験」を発刊。編集及び編集委員長を務めた。

　学校のほか市内図書館に配架され一般市民も活用している。学生の平和意識を高めるため大学授業でも使用している。

　著書

　　2017年２月 :「別冊教職研修」（学校管理職合格セミナー）論文記述模範例

　　2018年１月 :「別冊教職研修」（学校管理職合格セミナー）論文記述模範例

　　2018年９月 :「別冊教職研修」（学校管理職合格セミナー）個人面接問答演習

　論文

　　2017年1月 :「社会科の授業改善の方向性を能力育成の観点から探る」

　　2018年1月 :「指導内容の価値性を高める授業構築の教育方法」

　　2018年1月 :「次期学習指導要領における小学校外国語教育の在り方」

　　2020年1月 :「小学校社会科における空間認識力の育成を図る実践研究」

　　2022年3月:「幼保小連携における子どもの「空間認識」「時間認識」「人間関係」の育成を中心とした保育科

　　　　　　　　　学生の意識調査」

社会活動等

      2018年1月 :「教育実習生の研究授業教科についての一考察」

　2017年　北海道・札幌市公立学校教員採用に関する協議会委員として道内の教員採用のあり方について助言した。

　2018年　文部科学省「教員免許状更新講習」講師として講習会講義を行った

　2018年～2019年

                   北海道立教育研究所運営懇談会委員として同運営懇談会の座長を努め、北海道教育の指針について方向

　　　　　　性を示した。

氏名 職名 専門分野 資格等   所属学会

kon　hiroko
教授 幼児造形

小学校教諭２種免許、中学校教諭１種免許（美術工芸） 北海道造形教育連盟

今　裕子 高等学校教諭１種免許（美術工芸）、学校カウンセラー2級 日本実践美術教育学会

学歴 職歴

　北海道教育大学札幌校　特別教科教員養成課程美術工芸 　光塩女子短期大学特任教授　

　豊岡短期大学　非常勤講師

担当科目 主な研究課題

　保育園・幼稚園・小学校をつなぐ造形カリキュラム

　～これからの時代の幼児教育と保育に携わる学生の指導について～
　幼児造形Ⅰ、幼児造形Ⅱ、図画工作、表現（指導法）

著書・論文・学会発表等

　論文

　　幼児における表現に関わる実践報告　2022.3



氏名 職名 専門分野 資格等   所属学会

watanabe nozomi
准教授 保健体育

短期大学士（体育）

渡邊　望 中学校教諭2種免許（保健体育）

学歴 職歴

　北翔大学短期大学部保健体育学科卒業 　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　准教授

担当科目 主な研究課題

　体育実技、体育理論、身体表現　　　　　　　　　　　　
　健康の保持・増進について

　幼児期の運動遊びについて

氏名 職名 専門分野 資格等   所属学会

isobe　yukari
講師 社会福祉

中学1級 高校2級社会科　教員免許
養護学校1級　教員免許
社会福祉主事任用資格

日本社会福祉学会、日本こども家庭福祉学会福祉社会学会、

磯部　ゆかり 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　　　　　　　

学歴 職歴

　北星学園大学文学部社会福祉学科卒業 　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

担当科目 主な研究課題

　社会福祉、社会的養護Ⅰ、家庭支援の心理学 　・子どもの貧困

著書・論文・学会発表等

　（株）みらい　保育福祉小六法　編集委員

社会活動等

　2015年度　北海道子育て支援員研修　講師　

　・子育て家庭支援

　・社会保障と児童

　子ども家庭福祉

中村　章子 幼稚園教諭二種免許・一種免許 北海道子ども学会　食育学会

　2021年12月　北海道留寿都高等学校出張講義　講師　（オンライン）

氏名 職名 専門分野 資格等   所属学会

担当科目

著書・論文・学会発表等

　論文

　　保育者養成施設で学ぶ学生の意識について－保育現場が保育者を目指す学生に求めること－　2022.3

　保育原理、保育内容総論、保育方法論、保育相談支援

nakamura　akiko
講師 保育・幼児教育

保育士資格 日本保育学会 　絵本学会

　学会発表等

　　効果的な食育活動の取り組み（保護者対象教室）－みんなで食べよう！北海道の食材－　2019.6

　　効果的な食育活動の取り組み（子ども対象教室）－みんなで食べよう！北海道の食材－　2019.6



氏名 職名 専門分野 資格等   所属学会

moriai   naoto
講師 英語

中学校教諭一種免許状（英語）

盛合　直人 高等学校教諭一種免許状（英語）

　英語Ⅰ、英語Ⅱ、英語Ⅲ、保育・教職実践演習

学歴 職歴

　大東文化大学　外国語学部　英語学科　卒業 　函館工業高校工定時制講師、奈井江商業高校勤務

　滝川西高校勤務、札幌拓北高校勤務

著書・論文・学会発表等

　著書

　　高校英語　Q&A実用指導辞典編集協力　（教育出版株式会社）

　論文

　　コロナ禍における学生生活についてのアンケート調査　2022.3

　北海道有朋高校単位制課程勤務

担当科目

氏名 職名 専門分野 資格等   所属学会

shimotsuka takahiro
講師 音楽

中学校教諭専修免許（音楽） 北海道国際音楽交流会HIMES
（ハイメス）下司　貴大 高等学校教諭専修免許（音楽）

学歴 職歴

　北海道教育大学岩見沢校芸術文化課程音楽コース声楽専攻卒業 　ローマ歌劇場研修生

　北海道教育大学大学院教科教育専攻音楽教育専修修了

担当科目 主な研究課題

　音楽Ⅰ、音楽Ⅱ、保育・教職実践演習、国際文化 　幼児教育における音楽の役割について

　教育実習、幼児と表現 　和声法を活用したピアノ奏法について

主な研究活動業績

　道内の保育園・幼稚園・小中高等学校における芸術鑑賞授業及び訪問指導

著書・論文・学会発表等

　幼保小連携における子どもの空間認識時間認識人間関係の育成を中心とした保育科学生の意識調査

　保育者養成校のピアノ演習におけるICT活用の実践報告－遠隔授業の課題と可能性－

　ほか

社会活動等

　PMF（国際教育音楽祭）の若手育成事業などの各公演での演奏活動、

　道内の各合唱団の音楽指導、札幌芸術劇場hitaruオペラプロジェクトアドバイザー等

氏名 職名 専門分野 資格等   所属学会

konno　kurumi
講師 音楽教育

音楽大学士、リトミック指導士

今野　くる美 ベビーマッサージ講師

学歴 職歴

　札幌大谷短期大学　音楽科 　札幌文化アカデミー/道新文化教室

　オーストリア国立ウィーン音楽大学　ピアノ演奏科 　光塩女子短期大学非常勤講師・光塩女子短期大学特任講師

　大谷学園附属音楽教室講師・札幌大谷大学非常勤講師

担当科目 主な研究課題

　音楽Ⅰ、表現（指導法） 　ピアノ演奏法と解釈・幼児教育研究

主な研究活動業績

　ソロ（協奏曲ソリスト含む）、室内楽、オペラ、合唱ピアニストとしての活動

　リトミック、幼児向けコンサート活動等

著書・論文・学会発表等

　演奏会

　　ソロリサイタル

　　石狩縦断コンサート

　　九州北部豪雨復興支援チャリティーコンサート　　他

社会活動等

　幼稚園、こども園、小学校、高齢者施設等での演奏、音楽（ピアノ）付き読み聞かせ、

　ベビー（チャイルド）マッサージの普及



氏名 職名 専門分野 資格等   所属学会

sato　yukiko
講師 保育実習指導・食育

保育士・中学・高等学校教諭1種免許（家庭）
上級心理カウンセラー・チャイルドカウンセラー
メンタル心理カウンセラー・家族療法カウンセラー

日本食育学会

佐藤　由希子 　

学歴 職歴

　藤女子大学  人間生活学部人間生活学科卒業 　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

　北海道大学　大学院獣医学研究科 獣医学部　事務室研究支援担当

　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

　光塩学園女子短期大学附属認定こども園　保育教諭

　光塩学園女子短期大学保育科　講師

担当科目

　保育実習指導Ⅰ（保育所）、保育実習指導Ⅱ、保育実践研究、保育・教職実践演習、教育・保育相談

論文

　幼児・保護者を対象とした食育教室の取り組み　-第９回・第１０回幼児対象食育教室-　2019.3

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）　2015.12

　第１２回食育教室からだを作るお弁当～オリンピックを目指そう！～　2019.12

　効果的な食育活動の取り組み（子ども対象教室）～みんなで作ろう！日本のごはん手作りうどん～　2017.5

　効果的な食育活動の取り組み（保護者対象教室）～みんなで作ろう！日本のごはん手作りうどん～　2017.5

　効果的な食育活動の取り組み（子ども対象教室）～みんなで作ろう！日本のごはん地産地消・鮭～　2018.5

　効果的な食育活動の取り組み（保護者対象教室）～みんなで作ろう！日本のごはん地産地消・鮭～　2018.5

　効果的な食育活動の取り組み（子ども対象教室）～みんなで食べよう！北海道の食材～　2019.5

　効果的な食育活動の取り組み（保護者対象教室）～みんなで食べよう！北海道の食材～　2019.5


