
岡崎大学懇話会　研究者リスト　（平成２８年２月２３日現在）

【利用方法】

大　　　学　　　名 氏　　　　　名 専　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　門
愛知学泉大学 相原　英孝 食品加工学、食品微生物学

伊藤　亮 臨床心理学，パーソナリティ心理学
伊與田好彦 球技運動系 バスケットボール
上田　裕 文化社会学、コミュニケーション論、余暇・娯楽論
内田友乃 栄養学、解剖生理学
小幡　肇 小学校生活科・社会科・総合的学習
加藤万也 美術、美術教育
鬼頭幸男 食品学、食品加工学、微生物学
黒谷万美子 地域看護学
阪中專二 食品機能化学、食品加工学
柴田　清 公衆衛生学，臨床疫学
柴田哲谷 国文学、国語学、国語教育学
澁谷由美 音楽教育、音楽科教育、音楽学
高橋知子 服装史、ファッション造形学
津田恭充 心理学
土平健雄 教育学
西川愛子 被服材料学
丹羽誠次郎 現代美術、ヴィジュアル・デザイン
羽場俊秀 教育学（主に日本教育史）
林　明日香 臨床栄養
古山庸一 造形の基礎練習、デザイン、美術
三ツ口千代菊 病態栄養、　給食経営管理
森山三千江 栄養生化学、家庭科教育
山内基広 体育理論・体育科教育法
山内理充 生理学　生化学（人体の構造と機能）
山﨑明宏 学校教育学　　社会科教育

愛知学泉短期大学 青山晴美 アボリジニ学（オーストラリア学）。英語。
安藤正人 生理学、神経化学
石川博章 保育者養成(造形)

石黒泰男 ライフステージ・食事療法・給食管理
伊藤智式 運動生理学、バイオメカニクス、健康科学、サッカー．
浦部　幹資 図書館情報学
岡田真智子 カリキュラム研究・保育内容総論・地域と子育て支援
小山田尚弘 染色、デザイン、色彩
神谷良夫 教育工学　コンピュータ利用教育　学習科学　情報デザイン教育
川口直子 秘書学・ビジネス英語・儀礼文化論・コミュニケーションスキル
木村典子 老年看護学
清原　みさ子 幼児教育・保育史
後藤　恵子 食育　栄養相談（一般・病態）
佐々木裕美 アメリカ研究（文学・政治）
谷村和秀 社会福祉　障がい者福祉　児童福祉
津島　忍 音楽（ピアノ）演奏および指導
那須野康成 児童心理臨床・障害児心理臨床・カウンセリング
根間健吉 公衆栄養
長谷川えり子 ファッション全般（カラー、素材、かたち、トレンド）　ファッションアクセサリー制作
早川　周 経営学（マーケティング、中小企業論）、キャリア教育
早瀬須美子 調理、栄養指導
山本淳子 食品学、調理科学
山本 豊 被服構成学（ファッションデザイン、ドレーピング、パターンメーキング、アパレル、

オートクチュール）

吉田　智美 若年者のキャリア教育、ビジネスマナー
愛知産業大学 新井 勇治 建築史、都市史、イスラーム建築、日本建築、中東地域の世界遺産と考古学遺産

荒川 寧 彫刻、塑造、テラコッタ、鋳造
石川 清 専門は西洋建築史、特にイタリア、中世・ルネサンス建築史。その他、建築文化資源学、

図学、近代建築史、文化財保全学、世界遺産学、環境倫理学、絵画考古学など。
伊藤 万知子 マーケティング論、消費者行動論
今井 昌彦 情報教育、教育工学、メディア論
今枝 千樹 財務会計論、非営利組織会計論
岩田 政巳 絵画、ものつくり、造形行為を志す人のためのデッサン教育
宇井 朗浩 ビデオ映像制作、映像教育
宇野 勇治 建築設計、建築環境工学、環境デザイン、エコ建築、伝統建築、伝統構法建築
大濱 慶和 経営管理論、企業経営論、物流論
小椋 紀行 鉄筋コンクリート構造、建築構造教育
小野 琢 企業体制論、企業と社会の関係論
各務 行雅 英語教育、英語音声学、英語教授法
加藤 成明 コンピュータ基礎教育、ネットワーク、ネットワーク演習

①講師を依頼したい研究者が決まったら、岡崎大学懇話会（℡0564-53-6190　：　Fax0564-53-0101）へ連絡します。
⇒懇話会が各大学へ連絡してくれます。その後、懇話会の指示に従って依頼を進めてください。
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大　　　学　　　名 氏　　　　　名 専　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　門
愛知産業大学 木村 光 インダストリアルデザイン、プロダクトデザイン、立体造形、立体基礎デザイン

木村 秀幸 数学（函数論）
草田 清章 人的資源管理、経営組織
熊谷 正信 生活環境領域(インテリア)

後藤 浩史 運動生理学、運動方法学
佐々木 尚孝 デザインへのコンピュータおよびネットワークの利用研究
佐藤 延男 プロダクトデザイン
下平芳久 日本語教育 留学生教育　異文化理解
須賀 周平 経済学、ファイナンス理論
杉山 奈生子 西洋美術史
高木 清江 建築計画
竹内 孝治 住宅計画、住宅産業論、近代建築史
武田 雄二 建築材料学、建築環境計画、建築CAD

鶴見 正史 会計学
野々山 隆幸 経営情報論
林 羊歯代 イタリア美術史、中世・ルネサンス工芸史
廣瀬 伸行 ３次元コンピューターグラフィックス、コンピューターネットワークを活用したデザイン

教育
星　和樹 経営戦略論、経営組織論、経営管理論
堀越哲美 建築計画原論、環境デザイン、バイオクリマティックデザイン，産業技術展開史
松浦 主税 日本画
三田村 浩 労働法、企業法
宮下 浩 グラフィックデザイン
宮脇敏哉 経営学（経営管理論、経営戦略論、環境経営論、国際経営論、ベンチャービジネス論、起

業論、中小企業論）
村上 泰介 情報機器開発（フィジカル・コンピューティング・インターフェイス・デザイン）、コン

ピューターグラフィックス（MAYAによる３DCG）、仮想現実と実空間の融合（AR、
MR）、児童教育と情報技術、発達障害児と情報技術（研究段階）

森 理恵 インテリア、プロダクトデザイン
諸江 哲男 英語学、言語学、英語教育
矢田 努 建築計画・設計、都市環境デザイン、都市・地域計画、空間行動研究、環境心理学、こど

も環境学
簗瀬 歩 スポーツ実技（陸上競技、基礎スキー）、体育・スポーツ経営学、体育科教育学、体育・

スポーツ行政
山口 雅英 絵画、版画、造形教育
吉田 修 哲学、倫理学、道徳教育、経営哲学
米村　まろか 教育学
王 平 言語学（中国語教育法）、比較言語学（中日比較言語）、通訳（翻訳）

愛知産業大学短期大学 阿部 美貴信 パーソナルファイナンス分野　ファイナンシャルプランニング分野
奥村 幸夫 インターンシップ論　生涯学習論　職業キャリア論
川崎 直子 第二言語習得研究・日本語教育・日本語教師養成・年少者日本語教育（小学校日本語指

導、保育所プレスクール）・外国人の子どもの発達障害支援・地域日本語教育
小竹 直子 日本語学、日本語教育
首藤　貴子 教師教育
髙野　盛光 教育情報、情報教育
寺澤　陽美 英語教育
西田　一弘 第二言語習得（英語ライティング）、英語教育、eラーニング
三苫 民雄 法哲学、法思想史、社会学
横瀬 浩司 法学、刑法、経済刑法

人間環境大学 八木 聰明 医学（耳鼻咽喉科学）
石上 文正 メディア英語、空間論、身体論
磯貝 明 企業会計、財務会計
伊藤 利行 宗教学、キリスト教学、聖書学
岡　 良和 英語教育
神谷 昇司 茶道文化論
川口 雅昭 日本教育史
坂本真也 臨床心理学，スクールカウンセリング
三後 美紀 臨床心理学　キャリア発達
坪井 裕子 子どもの臨床心理学・教育心理学
内藤 可夫 哲学、倫理学、環境倫理学
長井 正博 水圏化学、地球化学
花井 しおり 日本文学・万葉集
日比野 雅彦 フランス文学・フランス語教育
藤井 芳一 土壌生態毒性学
藤井 伸二 植物分類学，植物地理学，植物生態学，保全生物学および博物館学
文野 峯子 日本語教育。教師教育。異文化理解教育。
守村 敦郎 緑地学、環境情報学
藪谷 あや子 自治体税・財政論・地域経済学・環境経済学
吉野 敏行 環境学・環境経済学

岡崎女子大学 赤羽根有里子（執筆名：
内ヶ崎有里子）

江戸期を中心とした昔話絵本

上田 信道 日本児童文学，日本児童文化

http://data.community-satellite.com/profiles/detail/122
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/139
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/213
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/123
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/130
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/242
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/124
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/265
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/141
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/243
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/201
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/202
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/131
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/244
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/236
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/192
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/217
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/209
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/267
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/245
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/144
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/125
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/270
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/193
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/191
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/190
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/195
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/145
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/215
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/203
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/301
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/206
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/214
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/212
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/219
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/241
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/300
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/264
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/263
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/266
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/148
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/149
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/223
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/150
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/151
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/224
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/225
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/226
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/153
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/238
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/227
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/228
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/229
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/230
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/158
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/159
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/232
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/160
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/162
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/235
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/233
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/234
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/180
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/180
http://data.community-satellite.com/profiles/detail/166


大　　　学　　　名 氏　　　　　名 専　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　門
岡崎女子大学 大岩　みちの 幼児教育学

小川　宜子 ピアノ
小野 隆 体力科学，福祉レクリエーション，障害者スポーツ．小・中・高教員免許（保健体育），

障害者スポーツ指導員（上級），レクリエーション・コーディネーター，福祉レクリエー
ション・ワーカー，福祉住環境コーディネーター2級，介護教員講習会修了証．

小原倫子 発達心理学（母子関係の発達・乳幼児の発達）、臨床心理学（育児支援・障害を持つ子ど
もの母親支援・カウンセリング理論）

岸本　美紀 実習、保護者支援、乳幼児の発達、発達障害、障害児保育
北浦　恒人 作曲
小宮 富子 英語学（語用論・日英語比較）。英語教育。異文化間コミュニケーション。
権　泫珠 社会福祉、高齢者福祉、国際福祉
佐善　圭 美術科教育、図画工作、幼児造形、彫刻
白石　さや 文化人類学、アジア研究
白垣　潤 心身障害学
鈴木方子 幼児教育学
仲田勝美 介護福祉
中田基昭 教育哲学　乳幼児教育学　教育方法　授業研究　重障児　現象学
長柄孝彦 声楽
森　美利花
矢藤誠慈郎 教育経営学
吉村　譲 児童福祉、福祉心理臨床

岡崎女子短期大学 市原 潔 計算工学、情報教育
梅下　弘樹 発達障害児の支援に関する臨床的研究
加藤　早苗 幼児教育
河合　晋 会計学（管理会計）
笹瀬　佐代子 ビジネスマナー、キャリアデザイン
鈴木 穂波 絵本・児童文学・図書館児童サービス
鈴木恒一 保育内容
鈴木文代 幼児教育　乳児保育
妹尾　美智子 ピアノ
滝沢　ほだか 音楽教育学
鳥居恵治 幼児体育
中村　治人 教育学、教育思想史、高等教育史
野田　美樹 幼児教育学、保育内容
日野水　憲 言語学・英語学（形態論）
平尾 憲嗣 声楽、舞台表現
祝田 学 ビジネス・ヒストリー
町田　由徳 プロダクト・デザイン
丸山　笑里佳 臨床心理学、発達心理学
山下　晋 幼児体育
山田光治 児童福祉（特に児童虐待における家族支援）、母子福祉（特にＤＶ被害家族の支援）、乳

幼児の発達臨床（特に幼児の言語獲得及び障害幼児の発達支援）
山田悠莉 体育・舞踊
横田　典子 造形表現、現代美術、現代工芸、美術教育
米窪　洋介 造形、幼児造形、彫刻
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