平成 28 年 5 月 1 日現在

教員組織の情報公開
・ 各教員が有する学位及び業績
渡辺 敏正
研究分野

関東短期大学 学長・教授

文学修士、臨床心理士

臨床心理学、児童福祉

所属学会等 日本心理学会、日本心理臨床学会、日本パーソナリティ心理学会
日本臨床心理士会、群馬県臨床心理士会
職歴

群馬県立精神科病院、児童相談所、保育士養成校を経て、2002 年から
関東短期大学勤務

業績

著書（共著）3 冊、論文 12 点、各種講話 多数
2001 年 11 月 社会福祉功労賞（厚生労働大臣）

橋本 正男

関東短期大学 こども学科長・教授

教育学士

研究分野

自然科学、理科教育

職歴

群馬県各小学校および中学校長、教育委員会、教育事務所、
群馬県総合教育センター所長、2012 年から関東短期大学勤務

業績

論文 8 点、対小学校・中学校・高等学校教員講話 多数
2009 年 教育者表彰（文部科学大臣）

森

静子

研究分野

関東短期大学 こども学科 教授 修士（社会福祉学）
保育教育
日本保育学会会員

職歴

保育園の保育士・主任保育士を歴任、実務歴 34 年、県・全国の保育士会研修
部副部長、厚生労働省企画のシンポジスト・研究員を務め、2004 年から関東
短期大学勤務

業績

著書（共著） 10 冊、論文 8 点、各種子育て講話、幼稚園教諭・保育士研修会 多数
2002 年 10 月 全国保育協議会会長表彰
2002 年 11 月 全国社会福祉協議会会長表彰（社会福祉施設功労者）
2008 年 2 月 群馬県知事顕彰（保育事業功労者）

岩崎 裕一

関東短期大学こども学科 教授 社会学士

研究分野

社会福祉

職歴

群馬県職員（児童福祉関係）を歴任、実務歴 38 年、
2011 年から関東短期大学勤務

業績

著書（単著） 3 冊、
（共著） 1 冊、各種児童福祉講話 多数

木村 たか子
研究分野

関東短期大学こども学科 教授 修士（社会福祉学）
保育教育
日本保育学会、日本小児保健学会 日本保育園保健学会、子どもの権利条約総合研究
所

各会員

保育園保育士・園長、実務歴 28 年、社会福祉法人 理事長

職歴

2005 年から関東短期大学勤務
著書（共著） 3 冊、論文 11 点、地域の子育て各種講演 多数

業績
原田 英一
研究分野

関東短期大学こども学科 教授
言語教育 聴覚言語障害
日本音声言語医学会会員

職歴

専門学校言語聴覚士科講師
関東学園ヴェルボトナル研究所研究員
2013 年から関東短期大学勤務
訳書 3 冊、言調聴覚論関係論文（英・仏語）翻訳 多数

業績

論文発表 海外 5 点 国内 4 点、言調聴覚論研究シリーズ論文 7 点
亀岡 保彦

関東短期大学こども学科 教授 物理学士

研究分野

教育学

職歴

大泉町教育委員会指導主事
幼稚園副園長、公立小学校長
群馬県小学校長会副会長、大泉町教育研究所 教育相談員
2016 年から関東短期大学勤務
論文 2 点、子育て学習講師

業績
武井

博

関東短期大学こども学科 准教授 体育学士

研究分野

保健体育、幼児体育

職歴

高等学校保健体育教諭を経て、1991 年から関東短期大学勤務

業績

論文 2 点、地域でのバレーボール協会活動、各種研修講師など 多数

中山 初枝

関東短期大学こども学科 准教授 准学士

研究分野

保育教育

職歴

栃木県公立保育園の保育士・主任保育士・園長・児童館長を歴任、
実務歴 36 年、2016 年から関東短期大学勤務

業績

2002 年

栃木県保育士会長及び全国保育士会調査研究部所属

2007 年 11 月

全国保育協議会 会長表彰

2009 年 10 月

全国保育研究大会 研究発表

布施 由起
研究分野

関東短期大学こども学科 准教授 修士（心理学）
臨床心理学 発達臨床心理学
日本心理臨床学会 日本児童青年医学界総会
群馬県臨床心理士会 群馬県自閉症協会 各会員

職歴

医療法人 唯愛会 桐の木クリニック
独立行政法人 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
2016 年から関東短期大学勤務

業績
松尾 由美
研究分野

論文 3 点 国内研究発表 1 回 著書（分担）1 冊 各種研修講師多数
関東短期大学こども学科 講師 博士（人分科学）
教育心理学、社会心理学
日本心理学会、日本社会心理学会、日本パーソナリティ心理学会、
日本グループ・ダイナミックス学会、各会員

職歴

2013 年から関東短期大学勤務

業績

論文 8 点（共著 8 点）
、国際会議等発表（共同）6 回、
国内学会発表 12 回、報告書 5 冊（単著 2、共著 3）
、翻訳 1 点（単著 1 点）

中野 真樹

関東短期大学こども学科 講師 博士（文学）

研究分野

日本語学、文字論・表記論、日本語点字表記法
日本近代語研究会、盲教育史研究会、Nippon-no-Rômazi-Sya、各会員

職歴

2009 年 10 月～2012 年 9 月 国立国語研究所非常勤研究員、
2012 年 10 月～2013 年 3 月

学習院大学 学長付国際研究交流オフィス

ＰＤフェロー、
2014 年 4 月～2015 年 3 月

国学院大学文学部特別研究員を経て、2015 年から関東

短期大学勤務
業績
塚越 亜希子
研究分野

論文 14 点（単著 13 点、共著 1 点）
、著書（単著）1 冊、書評・映像評 3 点
関東短期大学こども学科 講師 准学士
幼児教育
日本保育学会会員

職歴

幼稚園教諭、実務歴 12 年、2010 年から関東短期大学勤務

業績

論文 1 点（共著）

吉田 めぐ
研究分野

関東短期大学こども学科 講師 修士 音楽教育学（日本）
、芸術学（ドイツ）
音楽教育学、ピアノアンサンブル（連弾）研究、ピアノ演奏法、
日本音楽教育学会、音楽学習学会 各会員

職歴

2016 年から関東短期大学勤務

業績

論文（単著）1 点、国内学会発表 2 回
コンクール入賞（国内）6 回、
（国際）4 回、リサイタル（ドイツ）11 回
東京学芸大学学長表彰受賞（2010 年）

