
教員名 学位 授業科目 研究業績・職歴等

上利　学 修士（文学）

英語学研究
英語の音声
英米文学講義
英語文化圏論
英語基礎演習

単著「New Compositors at Work in Caxton’s
Malory」 Poetica  81 (2014)
単著「英語教育に向けて－音声学と英語史の役
割」広島文教グローバル創刊号(2016)
単著「英語教育の中のフランス語」広島文教グロー
バル第2号（2017）

猪川　優子 博士（文学）

日本文学概論
日本文学演習
日本文学の歴史
表象文化と日本文学Ⅰ
表象文化と日本文学Ⅱ
日本文学講義
国語科教育法Ⅲ
国語科教育法Ⅳ
教育実習Ⅳ
教育実習Ⅴ
教育実習Ⅵ
日本文学基礎演習
日本語文化実地演習
中等国語科教育法Ⅰ
中等国語科教育法Ⅱ

元　弓削商船高等専門学校准教授
元　福山大学人間文化学部非常勤講師
元　広島大学総合科学部非常勤講師
共著「源氏物語大辞典」角川学芸出版（2011）
単著「『うつほ物語』源涼がもたらした富の諸相」文
教国文学（2018）
単著「生徒の思考を導く読み―「羅生門」を起点とし
て―」文教教育（2018）

石原　義文 修士（教育学）

異文化理解
英語科教育法Ⅲ
英語科教育法Ⅳ
教育実習Ⅳ
教育実習Ⅴ
教育実習Ⅵ
英語科・外国語活動の学び
初等英語科教育法
中等英語科教育法Ⅰ
中等英語科教育法Ⅱ
英語学基礎演習Ⅰ
英語学基礎演習Ⅱ

元 広島修道大学非常勤講師
元  広島大学附属中･高等学校教諭
共著 文部科学省英語検定教科書「Viva English
CommunicationⅠ,Ⅱ」第一学習社(2017,2018)

今崎　浩 修士（教育学）

数学演習
算数科教育法
特別活動指導法Ⅰ
生徒・進路指導論Ⅰ
教職実践演習（幼・小）
教育実習Ⅰ
教科の学び（算数）
特別活動指導法（小）

元　広島県公立小学校教諭・呉市教育委員会事務
局
共著「わかる算数科指導法(改訂版）」東洋館出版
（2018）
平成32年度使用教科用図書編集委員（学校図書）

上村　加奈 修士（教育学）

教職実践演習（幼・小）
幼児の理解
保育内容総論
保育内容の指導法（言葉）
保育教育課程論
幼児教育の体験活動

元　広島ＹＭＣＡ保育園副園長
共著「幼稚園・保育所・認定こども園への教育・保
育実習の手引き」建帛社（2016）
単著「保育内容　「言葉」教材の研究と指導法」広
島文教女子大学（2018）
共著「子どもと言葉」保育学入門所収　広島文教女
子大学（2018）

浴野　雅子 修士（文学） 学校教育相談（中・高・栄）

臨床心理士
単著「現代の父親についての臨床心理学的一考
察」（2013）広島文教女子大学紀要第48巻
単著「親子臨床心理面接での親の情緒的発達と子
どもの心の組成との関係」（2015）広島文教女子大
学心理臨床研究　第6巻
共著「女子大学生の居場所感とアイデンティティと
の関係について」（2017）広島文教女子大学　心理
学研究　第3巻第2号

令和2年度授業担当教員
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岡　利道 教育学修士

こどもと文学
国語科教育法
国語科教育法Ⅰ
国語科教育法Ⅱ
国語科教育法Ⅲ
国語科教育法Ⅳ
教職実践演習（幼・小）
教育実習Ⅰ
教師・保育者論
教師論（中・高）
中等国語科教育法Ⅰ
中等国語科教育法Ⅱ

元　島根県公立小学校教諭
元　島根大学附属小学校教諭
単著「学ぶよろこびを育む国語科の授業づくりの要
諦―読むことの指導と書くことの指導の相即―」広
島文教教育第31巻（2017）
単著「国語科教育の必要性と意義に関する研究―
伝統的な言語文化の事例をもとに―」文教国文学
（2017）
単著「ルーブリック評価の運用に関する研究―小
学校各教科の模擬授業・卒業研究の場合―」広島
文教女子大学教職センター年報（2018）

小川　雅史 教育学士
教育方法学（中・高）
学校教育の体験活動（小）

元　呉市教育委員会指導主事(情報教育担当)
元　広島県呉市立小学校校長
共著「教室がインターネットにつながる日」北大路
書房(1998)
単著「教育の方法・技術と教育機器及び教材の活
用法」広島文教女子大学(2017)

川西　正行 教育学修士

体育科教育法
教育実習Ⅰ
運動学演習Ⅰ
教科の学び（体育）
子どもと保育内容（健康）
保育内容の指導法（健康）

「マット運動における要約フィードバックの有効性に
ついて」中国四国教育学会第62回研究大会（2010）
教育方法・教育実践に関する発表・講演等（2013）
共著「熟練による視覚探索方略の変化に関する研
究－剣道選手の場合－」広島文教女子大学紀要
第48巻（2013）

 Gary Graham Cook
Master of Arts in Applied
Linguistics (with Merit)

Basic　English　Coｍｍunication
Ⅰ
Basic　English　Coｍｍunication
Ⅱ　　　International
Communication StrategiesⅠ
International Communication
StrategiesⅡ

元キャンベルインスティテュート語学学校講師
共著「Investigating Students' Perceptions of
Languages Used for Grammar Instruction」広島文
教女子大学高等教育研究4 (2018)
共著「Basic English Communication 1」広島文教女
子大学(2018)
共著「Basic English Communication 2」広島文教女
子大学(2018)

黒木　晶子 修士（教育学）

日本語文章論
国語科教育法Ⅰ
国語科教育法Ⅱ
教育実習Ⅴ
教育実習Ⅵ
日本語学概論
子どもと保育内容（言葉）
生徒の理解
日本語教授法Ⅰ
日本語教授法Ⅱ
中等国語科教育法Ⅰ
中等国語科教育法Ⅱ
学校教育の体験活動（中・高）

単著「日本語母語話者が書いた小論文に関する一
考察―丁寧体と普通体の混用についての分析を中
心に―」（2006）
共著「日本語口語表現辞典」研究社（2013）
単著「日本語の文章における丁寧体と普通体の混
用に関する研究の概観―「混用」という用語の扱い
について―」文教国文学第59号（2015）

小西　弘信 文学修士

英語学概論
英語ディスコース研究
英米文学概論
英米文学研究
英米文学史
英語基礎演習

単著　A Study of The Man of Feeling (2016)
単著「 『不思議の国のアリス』における談話研究」
広島文教グローバル創刊号（2017）
単著「『ティファニーで朝食を』における談話研究」
広島文教グローバル第2号（2018）
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Richard Terry Sugg
Master of Arts (Japanese
Language and Society)

英語コミュニケーションⅠ
Basic English CommunicationⅠ
Basic English CommunicationⅡ
Writing StrategiesⅠ
Writing StrategiesⅡ

元　活水高等学校中学校英語科・普通科ネイティブ
教員代表
「Process Writing for the Rest of Us! -A Writing
Foundation Course for CEFR A1-B2 Level
Students」広島文教女子大学紀要52
「The BEST Way to Standardize. Teacher Training
for CEFR-based assessment」SOJO University
Teaching and Learning Forum 2018発表 (2018)
「Process Writing for the Rest of Us」JALT2017学
会発表(2017)

佐伯　育郎 修士（教育学）

図画工作科教育法
教育実習Ⅰ
教育実習Ⅱ・Ⅲ
教職実践演習（幼・小）
教科の学び（図画工作）
子どもと保育内容（表現）
児童の理解
保育内容の指導法（表現）
学校教育の体験活動（小）

元　広島大学附属中・高等学校教諭
改組新第4回日展（国立新美術館）油彩入選
（2017）
第104回光風会展（国立新美術館）油彩（2018）

笹原　豊造 教育学修士

教師論
英語科教育法Ⅲ
英語科教育法Ⅳ
教職実践演習(中・高）
教育実習Ⅳ
教育実習Ⅴ
教育実習Ⅵ
英語科・外国語活動の学び
生徒の理解
中等英語科教育法Ⅰ
中等英語科教育法Ⅱ
学校教育の体験活動（中・高）

広島修道大学非常勤講師
元　広島大学学校教育学部非常勤講師
元  広島大学附属中･高等学校教諭
共著 文部科学省検定高等学校英語教科書
「Viva English　CommunicationＩ～Ⅲ）」広島第一学
習社(2016,2018)

三田　幸司 博士（教育学）

理科教育法
生徒・進路指導論Ⅰ
生徒・進路指導論Ⅱ
教職実践演習（幼・小）
教育実習Ⅰ
教科の学び（理科）
児童の理解
生活科教育法
教科の学び（生活）
学校教育の体験活動（小）

元　広島大学附属三原小学校教諭
元　広島大学大学院教育学研究科非常勤講師
共著「21世紀型教育への提言―　幼小中一貫で育
つ子どもたち―」（2008）
単著「理科学習における子どものコミュニケーショ
ン活動に関する研究―｢フリータイム｣の導入による
合意形成過程の検証を通して―」学位論文（2010）
「電気と磁気のエネルギーに対する小･中･大学生
の見方や考え方に関する研究」日本理科教育学会
第62回全国大会（2012）

塩田　良子 修士（人間文化学）

学校栄養教育論
学校栄養教育法
教職実践演習（栄養教諭）

元　鈴峯女子短期大学食物栄養学科講師
元　広島国際大学医療栄養学部医療栄養学科非
常勤講師
「給食経営管理論の科目群を通じた栄養士・管理
栄養士教育の在り方（卒業生調査の解析結果を中
心として）」鈴峯女子短期大学人文社会科学研究
集報（2015）
「食に関する指導における「生きた教材」の捉え方
について」広島文教食物栄養研究会誌（2017）
「主食(玄米飯)の摂取に関する基礎的調査」第24
回広島県栄養改善学会（2017）
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庄　ゆかり 博士（学術）

教職実践演習（幼･小）
教育方法学（幼・小）
学校図書館メディアの構成
学校経営と学校図書館

共著「新・情報リテラシー教科書「1.3 レポートの作
成に情報を活用する」及び「4.3 学術情報の調査と
利用」」学術図書出版社（2014）
単著「ICTを活用した授業における学習者分析と教
育手法評価」学位論文（2014）
共著「ピアレビューの匿名化が学生の評価行動に
与える影響」教育システム情報学会誌(2015)

白石　崇人 博士（教育学）

教育原理
道徳教育指導法Ⅰ
教職実践演習（栄養教諭）
教育実習Ⅰ
教師・保育者論
教師論（中・高）
教育の思想と歴史（幼・小）
教育の思想と歴史（中・高）
教育の制度と経営（幼・小）
教育の制度と経営（中・高）
道徳教育の理論と方法（小）
道徳教育の理論と方法（中）

元　鳥取短期大学幼児教育保育学科准教授
単著「幼児教育とは何か」社会評論社(2013）
単著「保育者の専門性とは何か」社会評論社
(2013、改訂版2015）
単著「明治期大日本教育会・帝国教育会の教員改
良―資質向上への指導的教員の動員」溪水社
（2017）

Jordan　David Svien

MA TESOL
文学史 TESOL implementing
the MYP Curriculum
Category 1 Workshop 修士
（TESOL）

Academic EnglishⅠ
Academic EnglishⅡ
Basic English　Communication
Ⅰ　Basic English
CommunicationⅡ

元 宮島小学校・宮島中学校英語教員
元 AICJ 中学高等学校英語教員・中学英語科主任
「Capturing and Utilizing Quizlet Term Retention
Data」Journal of Research and Pedagogy of
Otemae University Institute of International
Education and Hiroshima JALT (2018)
単著「The Reciprocal Relationship Between
Climate Change Education and the TESOL
Classroom」広島文教女子大学高等教育研究4
(2018)
単著「Academic English 1」広島文教女子大学
(2018)

菅井　直也 教育学修士
学校経営論
教育課程論
教職実践演習（中・高）

共著『新しい教育行政学』ミネルヴァ書房（2014）
単著「高等学校用検定教科書「保健体育」は、福祉
分野をどう取り扱っているか」『人間福祉学研究』広
島文教女子大学人間福祉学会（2015）
共著「食に関する指導における『生きた教材』の捉
え方について」『広島文教食物栄養研究会誌』広島
文教食物栄養研究会(2017)

杉山　浩之 教育学修士

環境
学校経営論
教育制度学
教職実践演習（幼・小）
教育実習Ⅱ
教育実習Ⅲ
子どもと保育内容（環境）
教育方法学（幼・小）
教育課程論（中・高）
保育・教育課程論
保育内容の指導法（環境）
野外活動

「環境教育におけるカリキュラム・マネッジメントの
考察」広島文教教育第31巻（2017）
「教員養成における「野外活動」に関する研究」広
島文教教育第31巻（2017)
「森のようちえんにおける子どもへの教育的効果
(2)」広島文教教育第31巻（2017)
ひろしま型自然保育検討会議委員（2017）

田中　崇教 修士（教育学）

教育原理
保育原理
教職実践演習（幼・小）
教育実習Ⅱ
保育内容総論
幼児教育の体験活動

元　高松短期大学保育学科准教授
元　放送大学香川学習センター非常勤講師
共著「教育学概論」福村出版（2009）
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田村　進 博士（教育学） 教科の学び（体育）

広島大学教育学部非常勤講師
共著「剣道選手の熟練度と『遠山の目付け』の関係
の検討」広島文教女子大学心理学研究（2015）
共著「バスケットボール選手への注意集中の意識
づけがフリースローパフォーマンスに与える影響」
広島文教女子大学心理学研究（2016）
共著「小学校教員を目指す女子大学生の運動能
力の推移」広島文教教育第32巻（2018）

長澤　希 修士（教育学）

教育実習Ⅲ
教科の学び（音楽）
子どもと保育内容（表現）
教職実践演習（幼・小）
音楽科教育法
保育の表現技術Ⅰ
保育内容の指導法（表現）

元広島大学附属三原小学校教諭
共著「第３版小学校音楽科教委教育法学力の構築
をめざして」ふくろう出版(2017)
単著「保育表現・言葉領域の内容と指導法」広島文
教女子大学(2018)

西山　美香 修士（保健学）
子どもの保健ⅠB
子どもの保健Ⅱ

看護師
実践健康教育士
元　広島市立看護専門学校看護教員
元　岩国YMCA国際医療福祉専門学校看護教員
（小児看護学）
共著「Factors Affecting Children's Cholesterol
Levels with a View to Prevent Cardiovascular
Disease-The Unique Benefits of Health Screening
at the Elemntary School」Health,9,p172-188（2017）
17th International Mental Health Coferenceにて
「Support and education for ADHD and LD chidren
in Japan」発表（2016）

Craig Anthony Nevitt
学士(日本語)
修士(経営学)

Reading strategies Ⅲ
Reading strategiesⅣ
Business CommunicationⅠ
Business CommunicationⅡ
英語コミュニケーションⅠ

元　広島市立舟入高等学校英語科外国語指導助
手　元　広島市役所国際関係部署国際関係コー
ディネーター
元　学校法人広陵学園広陵高等学校ESD教員ンお
よびアドバイザー
単著「ESLビジネスコミュニケーション インタビュー
スキル― 手続き情報 & ルーブリック ―」Biannual
publication of the JALT Business Communication
SIG5(2018)
単著「英会話教育の再生」広島文教グローバル
（2017)
共著「外国語としての英語［EFL］授業における事前
評価テストと事後評価テストの利用Ⅰ―学生の自
信と意欲に及ぼす文法・単語の評価の影響―」広
島文教女子大学紀要52(2017)

橋村　勝明 博士（文学）

国語概論
日本語の文字と語彙
日本語の音声
日本語学講義
教科の学び（国語）
日本語学基礎演習

共著「平安時代複合動詞索引」清文堂（2003）
共著「古語大鑑」東京大学出版会（2011）
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Lorna Layantes Beduya

英語選考中等教育学士
英文学・英語教授法修士
英語博士
ケンブリッジ英語レベル５

英語コミュニケーションⅠ

元　マンダウェ市国立高等学校　中東ESL教員
元　EFL Lecturer Salalah College of Technology,
Oman
共著「Basic English Communication 1」広島文教女
子大学(2018)
共著「Basic English Communication 2」広島文教女
子大学(2018)
「AR App for Cool TeachARs: My Metaverse
"Experience"」 MAVR JALTSig Newsletter Volume
2, Issue 1 (2018)

牧　亮太 博士（心理学）

教育心理学
児童・青年期発達論
学校教育相談
教職実践演習（幼・小）
教育実習Ⅲ
発達と学習（幼・小）
発達と学習（中・高）
子どもと保育内容（人間関係）
保育の心理学Ⅰ
保育の心理学Ⅱ
幼児の理解
保育内容の指導法（人間関係）
幼児教育の体験活動

元　広島県西部子ども家庭センター　一時保護指
導員
共著「教師教育講座第3巻子どもの発達と教育」共
同出版（2014）

Cristina Tonog Malimban MA Applied Linguistics
英語コミュニケーションⅠ
Writing StrategiesⅢ
Writing StrategiesⅣ

元 Tan Tao University 学長秘書
元 Hoa Sen University English Zone 英語講師
元 CleveLearn ESL非常勤講師
「An Evaluation on the Pilot Implementation of the
DynEd Program in the College of Computer
Studies」(An Action Research(2006)
「English Proficiency of Non-Paramedical
Freshman Students of the Lyceum of the
Philippines University」Batangas (2007)

宮崎　洋一 博士（史学） 漢文学概論

単著「中学校・高等学校の国語の教科書に掲載さ
れた漢文の教材一覧（その２）」（2015）
単著「明清時代の「顔真卿」－宋元時代の評価など
との比較を中心に－」（2017）

村上　典章 修士（教育学）

社会科教育法
生活科教育法
道徳教育指導法Ⅱ
教職実践演習（幼・小）
教育実習Ⅰ
教育実習Ⅱ
教育実習Ⅲ
教科の学び（社会）
児童の理解
教科の学び（生活）
学校教育の体験活動（小）

元　広島大学附属三原中学校教諭
元　広島県公立中学校教諭
単著『小学校社会科の学び』広島文教女子大学
（2018）
単著「グローバルな視点からの小学校学習指導要
領社会（2017）についての考察」（2018）
単著「生活科における空間認識育成のための活動
に関する考察」（2018）

森　哲之 修士（教育学）

表象文化と日本文学Ⅰ
表象文化と日本文学Ⅱ
書写書道演習
国語科教育法Ⅰ
国語科教育法Ⅱ
教科の学び（国語）
生徒の理解
国語概論
中等国語科教育法Ⅰ
中等国語科教育法Ⅱ
学校教育の体験活動（中・高）
野外活動

共著「書道特別展 没後100 年 中林梧竹展」（図
録）,徳島県立文学書道館(2014)
共著「佐々木盛行氏・日野俊顕氏 中林梧竹研究資
料調査報告書」，小城市教育委員会（2015）
第31回国際蘭亭筆会書法展・中国・鎮江展,於 鎮
江博物館（中国・江蘇省鎮江市）,作品発表「朗抱」
（書）(2015)
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Tyler Addison Montgomery MA in International Studies

英語コミュニケーションⅠ
Hospitality English Ⅰ
Hospitality English Ⅱ
Reading　StrategiesⅠ
Reading　StrategiesⅡ

元北陸学院大学非常勤講師
元金沢大学インストラクター
元広島インターナショナルスクール英会話部門英
語講師

Arthur Rutson-Griffiths MA TESOL

Reading StrategiesⅠ
Reading StrategiesⅡ
Basic English CommunicationⅠ
Basic English CommunicationⅡ

元エセックス大学非常勤講師
共著「The relationship between extensive reading
and TOEIC score gains」広島文教女子大学高等教
育研究4 (2018)
「TOEIC Word List Study With Vocabulary
Software」JALT2016学会発表(2016)
「Critical, constructive assessment of CEFR-based
Language teaching in Japan and beyond」
Symposium (CriConCef III)学会発表
From can do to classroom: Making classroom
materials using the CEFRワークショップ(2016)

Yukari Rutson-Griffiths
Master of Arts in
Sociolinguistics

Basic English CommunicationⅠ
Basic English CommunicationⅡ

元　常翔学園　広島国際大学特任助教（英語）
共著「Investigating Students' Perceptions of
Languages Used for Grammar Instruction」広島文
教女子大学高等教育研究4 (2018)
共著「Basic English Communication 1」広島文教女
子大学(2018)
共著「Basic English Communication 2」広島文教女
子大学(2018)

Lyndon Lusk Lehde
Master of Education in 
TESOL

Tourism English Ⅰ
Tourism English Ⅱ
English in Popular Culture Ⅰ
English in Popular Culture Ⅱ
International　Communication
Strategies Ⅲ
International　Communication
Strategies Ⅳ
Reading　StrategiesⅡ
Hospitality English Ⅱ

元　愛媛県公立中学校常勤教員
「Critical, Constructive Assessment of CEFR-
informed Language Teaching in Japan and Beyond:
Chapter 9A – Aligning a Japanese university’s
English language curriculum and lesson plans to
the CEFR-J」(Cambridge University Press(2017)
「Critical, Constructive Assessment of CEFR-
informed Language Teaching in Japan and Beyond:
Chapter 9C – The key questions in Bunkyo」
Cambridge University Press (2017)

Kelly Eileen Rose

Master of Education,
Curriculum & Instruction
(TESOL), California Teaching
Certificate (secondary social
science), International
Baccalaureate Organization
Teaching Certificate (Middle
Years Program)

英語コミュニケーションⅠ

元　フレズノ郡公立学校社会科学常勤教員
元 　青森県公立 小学校、中学校、高等学校英語
常勤教員
JALT CALL 2017: Discovering Duolingo and the
Duolingo English Test 発表 (2017)
Sojo University Teaching and Learning Forum:
Getting to Know “Know My World” 発表 (2017)

和上　順子 修士（文学）
情報処理演習Ⅰ
情報処理演習Ⅱ

共著「教育システムへのコンピュータ利用の実態と
今後の展望」（1998）
単著「大学における情報リテラシー教育の現状と課
題」（2015）
単著「アクティブ・ラーニングにおけるプレゼンテー
ションスキル」（2016）

新見　直子 博士（心理学）
発達と学習（幼・小）
発達と学習（中・高）

共著「教育・発達心理学（心理学研究の新世紀３）」
（2012）
共著「生徒指導・進路指導論（教師教育講座第10
巻）」（2014）
共著「幼児の対人的問題解決場面に対する女子学
生の支援方法，共感性，職業価値観」広島文教女
子大学高等教育研究第4号（2018）
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Renaud Jonathan Davies
Master of Education in TESL
and Curriculum Studies

英語コミュニケーションⅠ

元　秋田県立湯沢高等学校外国語指導助手
元　秋田県総合教育センター英語教育アドバイ
ザー
"Interactive Videos with Playposit" PanSIG, May
18th, 2019 (Presentation)
"Cinemagraphs in Education" JALT CALL, June
9th, 2018 (Presentation)
Davies, R. J. (2015). Why tweet when you can
bubble? Students' perceptions of a voice microblog
for the development of their L2 spoken production
skills. JALT CALL Journal, 11(3), 213-233.
(Publication)

Julia Daley Master of Arts for TESL 英語コミュニケーションⅠ

元　姫路市立広畑中学校外国語指導助手
元　姫路市立姫路高等学校外国語指導主事助手
"Turtles without their shells." Mind, Brain, Ed
Bulletin Think Tank, 5(7): 4-5. July 2019. (ISSN:
2334-1002)
"Dahaene's How The Brain Learns To Read."
Mind, Brain, Ed Bulletin Think Tank, 5(6): 4-5. June
2019. (ISSN: 2334-1002)
“Designing Materials to Minimize Cognitive Load”
PANSIG 2019. Konan University, Cube Campus,
Nishinomiya, Japan. May 18, 2019. (Presentation)



【非常勤講師】

教員名 学位等 授業科目 研究業績・職歴等

赤木　由利香 広島県立保育専門学校 子どもの保健Ⅱ 元　広島市公立保育園保育士

魚住　恵 博士（音楽） 教科の学び（音楽）
エリザベト音楽大学非常勤講師
カワイ音楽教室広島特任講師

浦川　源二郎 修士（法学） 日本国憲法
広島大学大学院社会科学研究科博士課程後期在
学

枝川　泰子 修士（教育学） 教科の学び（音楽） 広島文教女子大学非常勤講師（2016～）

大城　要 修士（音楽） 教科の学び（音楽）
元　エリザベト音楽大学付属音楽園ソルフェージュ
講師

大後戸　一樹 博士（教育学） 体育科教育法 広島大学大学院教育学研究科准教授

尾﨑　雄祐 修士（教育学）
運動学演習Ⅰ
運動学演習Ⅱ
健康とスポーツ

広島大学大学院博士課程後期在学

大野内　愛 修士（教育学）
特別活動指導法Ⅱ
生徒・進路指導論Ⅱ
教科の学び（音楽）

元　広島県公立中学校教諭
元　広島大学大学院教育学研究科（音楽文化教育
学講座）助教
共著「小学校音楽科教育法」ふくろう出版（2015）
広島大学大学院教育学研究科准教授

川和田　晶子 修士（文化史学）
情報処理演習Ⅰ
情報処理演習Ⅱ

安田女子大学文学部日本文学科非常勤講師

北林　聖子
修士（音楽）

Diploma of Merit
教科の学び（音楽）

エリザベト音楽大学非常勤講師
元　岩国短期大学幼児教育科専任講師

桑原　奈津子 医学士 子どもの保健ⅠＡ 医師

河野　美妙 広島県立保育専門学校
情報処理演習Ⅰ
情報処理演習Ⅱ

広島文教女子大学非常勤講師（1992～）

鹿江　宏明 博士（教育学） 教科の学び（理科） 比治山大学現代文化学部子ども発達教育学科教授

堂免　寛 教育学士
学校経営と学校図書
館

戸田　真理
芸術学士

Performers Certificate in
Music

教科の学び（音楽） 元　広島音楽高等学校非常勤講師

令和2年度授業担当教員
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友定　賢治 教育学修士
児童言語
日本語文章論

元　県立広島大学保健福祉学部教授

西村　冨美雄 教育学士
教科の学び（図画工
作）

元　広島県安芸郡熊野町教育委員会次長
元　広島県公立小学校校長
元　近畿大学・専門学校国際医療福祉総合学院非
常勤講師

中井　悠加 博士（教育学）
保育内容の指導法（言
葉）

二宮　恵子 修士（音楽）
保育内容の指導法（表
現）

エリザベト音楽大学非常勤講師
元　岩国短期大学幼児教育科専任講師

藤田　由美子 修士（文学） 言語表現演習

元　大阪芸術短期大学部非常勤講師
元　広島児童文化専門学校非常勤講師
単著「保育における紙芝居活用に関する一考察」広
島文教教育（2013）
共著「保育表現・言語領域の内容と指導法」広島文
教女子大学（2018）

古田　壽子 教育学士 教職実践演習（幼・小）

元　広島市公立小学校教諭
「小学校特別支援学級の実践から」広島市子ども未
来局保育指導課発達支援コーディネーター養成講
座（2015）

宮木　秀雄 博士（教育学）
特別支援教育（幼・小）
特別支援教育（中・高）

山口大学教育学部講師

宮里　智恵 博士（教育学）
教科の学び（家庭）
家庭科教育法

広島大学大学院教育学研究科教授

向居　暁 博士（心理学） 人間関係 県立広島大学人間文化学部国際文化学科教授

村上　智子 修士（学術） 環境 広島女学院大学人間生活学部准教授

女夫池　百合子 岡山県立短期大学
学校栄養教育実習Ⅰ

管理栄養士
元　広島県職員（行政）
元　広島県公立学校職員（小学校）
広島県栄養教諭育成講習講師（2005～2007）
学校給食文部科学大臣表彰（2003）

山田　浩之 博士（教育学）
特別活動指導法（中・
高）

広島大学大学院教育学研究科教授
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湯浅　理枝 学士(文学) 教科の学び（体育） 広島文化学園大学学芸学部子ども学科講師

善本　桂子 芸術学士
保育の表現技術
子どもと保育内容（表
現）

山口県保育内容指導員
元　広島文教女子大学人間科学部教授
リトミック国際免許　Ｄalcroze Certificate 取得
共訳「ピアノレッスンのためのリトミック」カワイ出版
（2012）


	(5)令和2年度授業担当教員（学位・担当授業科目・研究業績等）（令和2年度）
	(5)令和2年度授業担当非常勤教員（学位・担当授業科目・研究業績等）（令和2年度）

