
氏 名 青木 康太朗 学 位 
学士（社会学） 

修士（スポーツ科学） 

担当科目 野外活動特論、野外教育実習 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

著書 スタッフトレーニングの実際 
日本キャンプ協会「キャンプ

ディレクター必携」 
2017年4月 単著 pp112-117担当 

論文 

スノーゲームの身体的・心理的効

果に関する研究Ⅰ〜大学生を対

象とした予備実験を通じた検討

〜 

北方圏生涯スポーツ研究セ

ンター「北方圏生涯スポーツ

研究センター年報第7号」 

2017年3月 
共著 

(筆頭) 
pp29-35 

論文 

キャンプにおける安全教育が参

加者の危険認知能力の向上に及

ぼす効果に関する研究 

日本キャンプ協会「キャンプ

研究第19巻」 
2016年2月 

共著 

(筆頭) 
pp21-28 

著書 
対象を特化した青少年教育施設・

女性教育施設の役割 

鈴木眞理・井上信良・大木真

徳編著「講座 転換期の社会

教育」 

2015年4月 単著 pp74-94担当 

著書 
水辺の野外教育に関する法律・政

策 

星野敏男・金子和正監修「野

外教育入門シリーズ第 3 巻 

水辺の野外教育」杏林書院 

2012年3月 単著 pp28-38担当 

 



氏 名 青山 眞二 学 位 教育学修士 

担当科目 知的障害教育Ⅰ 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

著書 

障害児へのピンポイント指導～

行動を解釈し、子に応じた指導を

編み出す～ 

明治図書 2009年5月 共著  

著書 日本版KABC-Ⅱマニュアル 丸善出版 2013年8月 共著  

著書 

デキる「特別支援教育コーディネ

ーター」になるための 30レッス

ン＆ワークショップ事例集 

明治図書 2014年3月 共著  

著書 
エッセンシャルズ KABC-Ⅱによ

る心理アセスメントの要点 
丸善出版 2014年8月 共著  

著書 
日本版 KABC-Ⅱによる解釈の進

め方と実践事例 
丸善出版 2017年8月 共著  

 



氏 名 浅尾 秀樹 学 位 
教育学士 

修士（教育学） 

担当科目 体育科指導法Ⅰ、体育科指導法Ⅱ、体育科指導法Ⅲ、教育方法特論 

業 績 

著書・論文

等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

著書 

「生涯スポーツ叢書1 （北方圏

における生涯スポーツ社会の構

築）」 

響文社 2010年3月 共著  

著書 
「北海道教育関係質疑応答集第

7号」 
ぎょうせい 2012年2月 共著  

論文 『「おにごっこ」について考える』 
北翔大学生涯学習システ

ム学部研究紀要第11号 
2011年3月 単著  

論文 
「長距離遠足の教育的意義につ

いて」 

北翔大学生涯学習システ

ム学部研究紀要第13号 
2013年3月 単著  

論文 

小学校体育いう授業における幼

児教育との接続（「遊び」概念を

軸とした枠組みの移行に向けて） 

北翔大学教育文化学部研

究紀要第4号 
2018年1月 共著  

 



氏 名 阿部 美穂子 学 位 
修士（教育学） 

博士（教育学） 

担当科目 重複障害者の教育課程及び指導法 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

論文 

重症心身障害児のVOCA を用い

た要求行動獲得に関する研究 
－感覚運動ムーブメント活動の

活用－ 

日本重症心身障害学会学

術誌，35巻3号 
2010年12月 単著  

論文 

重度重複障害児のムーブメント

活動による理解語いの獲得を 
目指した実践研究 

日本児童学会「児童研

究」，第90巻 
2011年6月 単著  

著書 

Movement Education and Therapy 
Program Assessment － 
ⅡRevised（MEPA-ⅡR、重症児

（者）・重度重複障がい児のムー

ブメント教育・療法プログラムア

セスメント） 

文教資料協会 2014年7月 共著 

コミュニケー

ション分野担

当 

著書 

障がいの重い児 (者) が求める

ムーブメントプログラム:MEPA-
ⅡR の実施と活用の手引 

文教資料協会 2014年7月 共著 

第 2 章第 3 節

「特別支援学

校での自立活

動に生かす」、

第 7 章第 4 節

「実践事例2：

特別支援学校



での実践‐応

答・要求表出が

できるように

なるための取

り組み-」、第8

章「アセスメン

トにあたって

のQ&A」 

論文 

重度・重複障害のある子どものき

ょうだいとその家族のため 
の支援プログラム開発に関する

実践的研究 

東北大学大学院教育学研

究科研究年報，63巻2号  
2015年 共著  

 



氏 名 阿部 吉伸 学 位 
学士（教育学） 

修士（教育学） 

担当科目 木材工芸 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

論文 

地域における伝統工芸の継承に

ついての一考察～北海道の熊彫

りのルーツ 

大学美術教育学会 2008年 単著  

論文 

地域における工芸文化の継承に

関する検証～熊をモチーフとし

た北方圏における工芸品の可能

性 

北海道教育大学紀要（教育

科学編） 
2014年 単著  

作品 森から生まれた30の木 
丹波の森ウッドクラフト

展 
2017年  新人賞受賞 

作品 Wagen～サルの家族 北海道美術協会展 2010年  会友賞受賞 

 



氏 名 安部 久貴 学 位 

学士（教養） 

修士（教育学） 

博士（教育学） 

担当科目 生涯スポーツ指導演習（サッカー） 

業 績 

著書・論文

等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

著書 
子どもの未来を創造する体育の

「主体的・対話的で深い学び」 
創文企画 2017年10月 共著 

第5章「コーチ

ングの立場か

ら学校体育へ

の示唆」担当 

論文 

指導者の言葉がけがユース年代

の選手のサッカー有能感に与え

る影響 

体育学研究 第63巻第1号 2018年6月 共著  

論文 

大学生サッカー選手における指

導者の言葉がけと自己能力評価

の関係性 

大学体育学 第13巻 2016年3月 共著  

論文 
サッカー指導者の選手に対する

期待と声かけの関係性 

学校教育学研究論集 

第26巻 第1号 
2012年10月 共著  

論文 
フットボールにおける状況判断

時の知覚認知技能に関する研究 

フットボールの科学 

第5巻 
2010年3月 単著  

 



氏 名 井桁 雅臣 学 位 教育学士 

担当科目 絵画Ⅲ 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

著書 さっぽろ市民文芸  札幌市教育文化会館 2010年 共著  

その他 
六花ファイル第3期収録作家 

入選 
六花文庫 2011年   

その他 
六花ファイル第6期収録作家 

入選 
六花文庫 2016年   

その他 第21回道銀芸術文化奨励賞受賞 財団法人道銀文化財団 2012年  
美術部門（絵

画） 

 



氏 名 石田 久大 学 位 芸術学士 

担当科目 合唱Ⅰ、合唱Ⅱ、声楽表現演習Ⅰ、声楽表現演習Ⅱ 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

著書 
「歌うことを中心とした音楽表

現」 

保育出版 [実践しながら

学ぶ子どもの音楽表現] 
2009年3月 単著 

pp48-49, p67, 

pp158-160, 

pp142-146 

著書 

「おもしろオペレッタ『金の子

犬、銀の子犬』公演による地域小

中学校への貢献とその教育高価」 

協同出版 「地域連携と学

生の学び」 
2013年3月 共著 pp142-146 

論文 
「小・中学校音楽科授業における

アイヌ歌謡の教材化」 

北海道教育大学紀要 

62巻 1号 9頁 
2011年8月 共著  

その他 

教材ＤＶＤ「近文のアイヌ舞踊と

歌謡」科研費研究費成果物 2010

～2013 

制作 北海道教育大学旭

川校芸術・保健体育教育 

音楽分野 

2013年3月 共同 
ＤＶＤ 1 枚

50分 

その他 

教材ＤＶＤ「近文に伝わるアイヌ

のあそび歌」2 枚組 科研費研究

費成果物 2015～2017 

制作 北海道教育大学旭

川校芸術・保健体育教育音

楽分野 石田久大 杉江光 

2018年3月 共同 
ＤＶＤ 2枚組 

 計100分 

 



氏 名 井上 大樹 学 位 
学士（行動科学） 
修士（教育学） 

担当科目 教育原理、教育原理（幼･小） 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 
年月 

単・共

著の別 
備考 

著書 
格差社会における家族の生活・子

育て・教育と新たな困難 
旬報社 2014年3月 共著 

Ⅳ章5節「A団

地の幼稚園に

おける子育て

支援機能」を担

当 

論文 夜間中学における若者支援 北海道の臨床教育学第2号 2011年7月 単著  

論文 
いじめ認知のずれに見る解決の

困難と課題 
教師教育研究第31号 2017年3月 単著  

研究発表 
若者が生き続ける条件をつくり

だす地域生活指導の可能性 
日本生活指導学会 2014年9月 単独  

雑誌記事 
全てのものに保障すべき『後期中

等教育＝高校教育』とは何だった

のか？ 
高校生活指導193号 2012年6月 単著  

 



氏 名 任 龍在 学 位 

学士（法学） 

修士（心身障害学） 

博士（障害科学） 

担当科目 重複障害者の心理･生理･病理、病弱者の心理･生理･病理 

業 績 

著書・論文

等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

論文 

Development and Problems of IEP 
Forms in Japanese Special 
School: Focusing on Department 
of Education for the Physically 
Challenged） 

The Korean Journal of 
Special Education 44(2) 2009年9月 共著  

論文 

肢体不自由教育と病弱教育にお

ける重度・重複障害教育の研究動

向と課題－日本特殊教育学会発

表論文集に着目して－ 

筑波大学特別支援教育研

究 第4号 
2009年11月 共著  

論文 

Effects of Teaching Experience 
and Curriculum on Teachers' 
Professionalism in Education 
of Children with Severe and 
Multiple Disabilities 

The Japanese Journal of 
Special Education 47(6) 2010年3月 共著  

論文 

重度・重複障害教育におけるベテ

ラン教師の職能成長－男性教師

のキャリア・ヒストリーに着目し

て－ 

障害科学研究 第36巻 2012年3月 共著  

論文 

ホーチミン市における重複障害

児の教育に対する保護者のニー

ズ 

障害科学研究 第39巻 2015年3月 共著  

 



氏 名 岡元 眞理子 学 位 
芸術学士 

音楽学士 

担当科目 ソルフェージュ 

業 績 

著書・論文

等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

論 文 
学童期の発声と採用試験弾き歌

い24曲 

北翔大学生涯学習システ

ム学部研究紀要第 9

号,pp.149～161 

2009年3月 単著  

論 文 演劇における発声法の考察 
『 プ ロ ー ベ 』 創 刊

号.pp.102～106 
2009年2月 単著  

論 文 
声楽指導におけるソルフェジョ

の考察 

北翔大学生涯学習システ

ム学部研究紀要第 14 号

pp.155-168 

2014年3月 共著  

論 文 

声楽教則本「ヴァッカイ」と「サ

ルバトーレ・マルケージ」“ヴォ

ーカリーゼ”習得法比較考察 

北翔大学生涯学習システ

ム学部研究紀要第 15 号

pp.115-130 

2015年3月 共著 

 

論 文 
北の自然が育んだ歌曲における

一考察 

北翔大学教育学部研究紀

要創刊号pp.27-44 
2016年1月 共著 

 

 



氏 名 亀山 比佐 学 位 
教育学士 

修士（生涯学習学） 

担当科目 生活科概論 

業 績 

著書・論文

等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

著書 
「やってみませんか 音楽ムー

ブメント」 

北海道ムーブメント教育

研究会 30 周年記念資料編

集委員会 

2013年9月 共著 p28,p29を担当 

ポスター

発表 

「動的・創造的音楽活動の可能性

～自閉症スペクトラム児童のコ

ミュニケーション能力促進を中

心に～」 

日本学校心理学会 2017年9月 単独  

論文 

「生活科担当教員等を志望する

学生の認識に関する一考察～体

験的講義「生活科概論」の実践を

通して」 

北翔大学 教育文化学部 

研究紀要 
2018年1月 共著  

論文 

「生活科等を中核とした幼小連

携・接続の推進に関する一考察～

カリキュラムマネジメント・モデ

ルの活用を通して」 

北翔大学短期大学部研究

紀要56号（2018） 
2018年2月 共著  

 



氏 名 川端 茂夫 学 位 体育学士 

担当科目 生涯スポーツ指導演習(器械運動) 

業 績 

著書・論文

等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

著書 
運動部活動顧問のための指導ハ

ンドブック 
北海道高等学校体育連盟 2002年3月 共著  

著書 
運動部活動顧問のための安全対

策マニュアル 
北海道高等学校体育連盟 2008年3月 共著  

論文 

体操競技における〈両足旋回〉の

指導事例に関する発生運動学的

考察 

北翔大学生涯スポーツ学

部研究紀要,7,89-103 
2016年3月 共著  

その他 
学校事故防止対策連絡協議会に

て調査及び報告書を作成 
北海道教育委員会 2000年3月 共著  

 



氏 名 河本 洋一 学 位 教育学修士 

担当科目 音楽科教育法Ⅲ 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

著書 

実践 保育内容シリーズ５ 

『音楽表現』谷田貝公昭監修、

三森桂子・小畠エマ編著 

一藝社 2014年  
第9章「他領域

との関係」執筆 

論文 

日本語歌唱を語る観点について

の一考察～母音の感覚の検討を

通して～（査読付） 

音楽表現学 第5巻 2007年 単著  

論文 
オノマトペを用いた歌唱指導の

意義に関する一考察 
札幌国際大学紀要42号 2011年 単著  

論文 

教員養成における成果としての

表現と教育としての表現の在り

方 

札幌国際大学 教師・教

育実践研究 第1号 
2017年 単著  

論文 

日本語歌唱を語る観点について

の一考察その２ ～林光のオペ

ラ「あまんじゃくとうりこひめ」

にみる記譜上の工夫と歌われる

日本語 

札幌国際大学紀要48号 2017年 単著  

 



氏 名 北村 清彦 学 位 

文学士 

文学修士 

論文博士（文学） 

担当科目 美学 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

著書 悩める人間－人文学の処方箋 北海道大学出版会 2017年6月 共著 
第2章「作家は

つらいよ」担当 

著書 
北大 教養教育のすべて－エクセ

レンスの共有を目指して 
東信堂 2016年6月 共著 

第 6章－1「北

海道立近代美

術館に学ぶ」担

当 

著書 日常性の環境美学 勁草書房 2012年3月 共著 

第7章「都市公

園の美学的問

題圏－都市公

園から公園都

市へ」担当 

著書 
北方を旅する－人文学でめぐる

九日間 
北海道大学出版会 2010年3月 共編著 

序章及び第 3

章「エルミター

ジュ美術館案

内－帝政ロシ

アが実現した

西欧世界」担当 

論文 
Aesthetics of Cultural Double 
Citizenship－A Case of A 
Japanese Poet, Yone NOGUCHI－ 

International 
Association for 
Aesthetics, XVII. 

2009年3月 単著  



 

INTERNATIONAL CONGRESS 
OF AESTHETICS, Congress 
Book II. 



氏 名 北村 優明 学 位 体育学士 

担当科目 生涯スポーツ（バドミントン） 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

著書 
バドミントンにおける競技者育

成の現状と課題 

北翔大学生涯スポ－ツ研

究センタ－叢書 
2009年9月 共著  

著書 
競技者育成システムの構築の展

望 

北翔大学生涯スポ－ツ研

究センタ－叢書 
2009年9月 共著  

論文 
バドミントン選手の運動能力の

研究その１平衡機能の検討 
北海道女子短期大学紀要 1976年12月 単著  

論文 

バドミントンにおける日本・韓

国・中国のジュニア選手の戦術・

得点パターンの比較分析 

日本体育学会大会予稿集 2006年 共著  

論文 

北海道中学生バドミントン強化

選手の発達と競技成績における

関連性の検討 

北翔大学生涯スポーツ学

部研究紀要 
2012年 共著  

 



氏 名 金 誠 学 位 博士（学術） 

担当科目 スポーツ史 

業 績 

著書・論文

等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

著書 
近代日本・朝鮮とスポーツ：支配

と抵抗、そして協力へ 
塙書房 2017年12月 単著  

論文 

リットン調査団と満洲国建国記

念連合大運動会：関東軍による宣

伝・宣撫工作としてのスポーツ 

札幌大学総合論蔵第44号 2017年10月 単著  

論文 

スポーツにみる植民地権力とナ

ショナリズムの相克：第 11回オ

リンピック競技大会(ベルリン)

の金メダリスト孫基禎を中心に 

現代韓国朝鮮研究第16号 2016年11月 単著  

論文 

植民地朝鮮における近代性と民

族の「身体」：スポーツによる民

族的劣等感の払拭 

植民地教育史研究年報第

17号 
2015年3月 単著  

論文 
植民地朝鮮における朝鮮神宮競

技大会に関する研究 
スポーツ史研究第26号 2013年3月 単著  

 



氏 名 工藤 憲 学 位 学士（教育学） 

担当科目 生涯スポーツ指導演習（バレーボール） 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

著書 

バレーボールスキルアップドリ

ル 小学生バレーの指導者を目

指す人の「必携バイブル」 

日本文化出版 2014年7月 単著  

著書 
共汗・共涙・共生 子どもを育て

るジュニアバレーボール指導論 
星雲社 2011年7月 単著  

論文 

バレーボールを通じた学生指導

者の地域貢献活動について−札幌

市Ａ区体育館における初心者小

学生指導活動から− 

北翔大学北方圏生涯スポ

ーツ研究センター年報第 7

号 

2017年3月 共著  

論文 

中高生を対象としたバレーボー

ル授業におけるパス技術の指導

方法について 

北翔大学生涯スポーツ学

部研究紀要第8号 
2017年3月 共著  

論文 

スポーツ系大学生に対するバレ

ーボール技術分析および効果的

指導法の提案について−バレーボ

ール統計ソフト Data Volley･

Data Videoを活用して− 

北翔大学生涯スポーツ学

部研究紀要第7号 
2016年3月 共著  

 



氏 名 熊田 広樹 学 位 
学士（外国研究） 

修士（言語学） 

担当科目 保育内容（言葉） 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

著書 

特別の支援を必要とする子ども

の理解ー共に育つ保育を目指し

てー 

ナカニシヤ出版 
2018年3月発

行予定 
共著 

第1章「言語障

害のある子ど

も」担当 

著書 
子どもとむかいあうー教育・保育

実践の記述、省察、対話ー 
ratik 2016年9月 共著 

第4章「発達支

援センターに

おいて保育者 

/ 幼児とむか

いあう 地域療

育における保

育者と専門職

の協働」担当 

論文 

「言葉に対する感覚」に焦点を当

てた保育者養成校における授業

実践ー保育内容演習（言葉）にお

ける取り組みー 

旭川大学短期大学部紀要

第48号 

2018年3月 

発行予定 
単著  

論文 
軽度知的障がいが疑われた中学

生に対する漢字指導の経過 

旭川大学短期大学部紀要

第47号 
2017年3月 単著  

研究発表 

母子通園施設における軽度吃音

児への ST指導経過ー幼児期から

学童期にかけてのかかわり 

第 40 回日本コミュニケー

ション障害学会学術講演

会 ポスター発表 

2014年5月 共同 筆頭演者 

 



氏 名 小屋 亮子 学 位 
学士（芸術工学） 

修士（デザイン学） 

担当科目 色彩計画 

業 績 

著書・論文

等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

論文 

「札幌の都市景観色の現状調査

と札幌の景観イメージ向上への

提案」 

札幌市立大学大学院デザ

イン研究科修士論文 
2013年02月 単著  

その他 

1.札幌昭和会（塗装業界の団体）

いい色＠委員会フォーラムにて、

「札幌景観７０色を使った集合

住宅の塗り替えイメージ調査」に

ついてパネル発表 

 2008年11月 単独  

その他 

2.「枠わくアート展」（NPO ゆう

主催）に「4season」など２作品

（切り絵）を出展。 

 2015年6月 単独  

その他 

3.景観・色彩・まちづくり環境セ

ミナー【街づくり「景観カラーガ

イドライン」に向けて】で、「札

幌市中央区の景観色彩調査と塗

り替え提案」をパネル発表 

 2017年2月 共同  

その他 

4.「百まい襖展」（百まい襖展実

行委員会主催）に「映える」など

２作品（フラワーデザイン）を出

展。 

 2017年9月 単独  

 



氏 名 小山 尋明 学 位 体育学士 

担当科目 生涯スポーツ指導演習（武道） 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

論文 
道都大学生の体力・運動機能力 

調査 

道都大学紀要 共通教育

部 第2号 
2008年 共著  

 



氏 名 近藤 雄一郎 学 位 

学士（生涯教育学） 

修士（教育学） 

博士（教育学） 

担当科目 体育原理 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

著書 

アルペンスキー競技における技

術戦術指導―初級者及び中級者

を対象とした実証的研究― 

中西出版 2013年9月 単著  

論文 

学校体育におけるサッカーの指

導の教育内容と教材の変遷に関

する一考察 

北海道体育学研究第50巻 2015年12月 共著 
「研究立案、評

価」担当 

論文 
教員養成課程大学における保健

体育科教育法の指導について 

北翔大学生涯スポーツ学

部研究紀要第7号 
2016年3月 共著 「評価」担当 

論文 

アクティブ・ラーニングを取り入

れた保健体育科教育法について：

授業コンサルテーションの実施

により 

北翔大学生涯スポーツ学

部研究紀要第8号 
2017年3月 共著 「評価」担当 

論文 

体育授業におけるバレーボール・

オーバーハンドパスの指導実践：

進藤氏が提唱した教授プログラ

ムの追試検証 

北海道大学大学院教育学

研究院紀要第129号 
2017年12月 共著 

「研究の立案・

総括、授業実

践、執筆責任

者」担当 

 



氏 名 作田 文子 学位等 準学士 

担当科目 生涯スポーツ指導演習（体つくり運動） 

業 績 

著書・論文

等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

研究発表 「子どもの姿勢と運動」 
日本コアコンディショニ

ング協会 
2015年9月 単独  

研究発表 
「発達が気になる子の運動と 

知識」 

運動指導者向けに自主開

催発表 
2017年3月 共同  

 



氏 名 笹木 美幸 学 位 修士（教育学） 

担当科目 肢体不自由者の心理･生理･病理 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

事例発表 

「自閉症スペクトラム障害の感

覚調整に着目した早期介入の一

例」 

北海道作業療法学会 2012年   

研究発表 
「乳幼児期における歩行獲得ま

での運動の発達変異と感覚調整」 

第 30 回感覚統合学会研究

大会 
2012年   

事例発表 

「感覚面からの介入が離乳食の

すすめ方に影響した事例」～赤ち

ゃんサロンの経験から～ 

第 32 回日本感覚統合学会

研究大会 
2014年   

研究発表 

「運動発達遅滞と感覚偏倚を持

つ乳幼児の特徴と社会性の発達

の傾向」 

日本赤ちゃん学会 2015年   

研究発表 

「乳幼児期における感覚調整障

害と社会性の発達との関連性に

ついて」 

第 50 回日本作業療法士学

会 
2016年   

 



氏 名 佐藤 悦子 学 位  

担当科目 野外教育実習 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

論文 
雪を使った外遊びプログラム「ス

ノーゲーム」の開発，  

北翔大学北方圏生涯スポ

ーツ研究センター年報 

第6号，p p 73-78 

2015年10月 共著  

その他 

1．北海道認定山岳ガイド（夏

山）（2006年〜現在に至る） 

2．就労継続支援Ｂ型事業所での

スポーツ支援（ウォーキング、

筋力トレーニング、水泳等）

（2011年〜2017年） 

3．正看護師 

    

 



氏 名 重成 敏史 学 位 体育学士 

担当科目 生涯スポーツ指導演習（陸上競技） 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

論文 

日本学生一流女子走幅跳選手に

おける競技記録および各種 

垂直跳パフォーマンスの変化 

‐大学3年生から4年生まで‐ 

北方圏生涯スポーツ研究

センター年報 第5号 
2014年4月 共著  

指導歴 

北海道恵庭南高等学校（1991～

2012）全国高校総体 砲丸投、

円盤投、七種競技 延べ4回優

勝、全国高校駅伝 5回出場 

    

指導歴 
北翔大学陸上競技部コーチ（2012

～2013） 
    

指導歴 

北翔大学陸上競技部監督（2014

～現在に至る）全国大学女子駅

伝大会4回出場 

    

 



氏 名 品田 吉博 学 位 体育学士 

担当科目 生涯スポーツ指導演習（陸上競技） 

 



氏 名 柴 勤 学 位 文学修士 

担当科目 美術史 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

著書 海を渡った蠣崎波響 
「北海道美術あらかると」

北海道新聞社 
2008年3月 共著  

論文 藤田が生きた時代 
「レオナール・フジタ展」

図録 北海道新聞社 
2008年7月 共著  

論文 モンパルナスの芸術家村 

「パスキンとエコール・

ド・パリ展」図録 岡山県

立美術館 山陽新聞社 

2010年7月 共著  

論文 小川原脩の世界 
「美術の北大展」図録  

北海道大学 
2014年10月 共著  

論文 異邦人のパリ 

「エコール・ド・パリ」展

図録 第 16 回共同巡回展

実行委員会 

2015年8月 共著  

 



氏 名 柴田 啓介 学 位 
学士（法学） 

修士（教育学） 

担当科目 生理学 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

報告書 

レジスタンストレーニングでは

疲労困憊まで反復すべきか?～疲

労困憊まで反復する/しない条件

間でトレーニング量 (総挙上重

量) を統一したレジスタンス運

動が主観的強度，ホルモン応答お

よび筋ダメージに及ぼす影響～ 

特定非営利活動法人 NSCA

ジャパン 
2017年11月 共著  

報告書 

筋肥大や筋力・パワー増強を目的

としたレジスタンス運動が運動

後の筋機能に及ぼす影響． 

一般社団法人 ミズノス

ポーツ振興財団 
2016年4月 共著  

論文 
Comparison between twelve and six 
sets of high load leg extension on 
muscle strength. 

Movement, Health & Exercise 2015年4月 共著  

論文 

Does power output vary according 
with programs of high load resistance 
training? – A comparison between 
bulk-up type and strength-up type. 

Movement, Health & Exercise 2015年11月 共著  

学会発表 

総挙上重量を統一したスクワッ

ト運動において疲労困憊までの

反復がホルモン応答及び筋損傷

に及ぼす影響 

日本体力医学会 2017年9月 共著  

 



氏 名 澁谷 俊彦 学 位 準学士（専攻科修了） 

担当科目 グラフィックデザインⅠ、グラフィックデザインⅡ 

業 績 

著書・論文

等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

著書 

第 3 回柴橋伴夫「安田侃と大理

石文化」 －柴橋伴夫が考察する

安田芸術の鼓動と宇宙観－ (単

著) 

The Lecture Report of 

Sapporo Art Labo 

(SALA)2010.4-2012.3 サ

ッポロアートラボ「サラ」 

2012年 単著  

著書 

第 10 回若菜彩人「表現とテクノ

ロジー、現実の拡張形」 －拡張

現実とアートの関わり、現状認識

とその未来形の模索－ 

The Lecture Report of 

Sapporo Art Labo 

(SALA)2010.4-2012.3 サ

ッポロアートラボ「サラ 

2012年 単著  

論文 
絵画の境界線をめぐるインスタ

レーションの新展開」 

北海道芸術論評第１号 北

海道芸術学会学会誌 
2008年 単著  

その他 「札幌文化奨励賞」受賞  2014年   

その他 「北海道文化奨励賞」受賞  2017年   

 



氏 名 白石 淳 学 位 

理学士、学士(法学) 

教育学修士 

博士(教育学) 

担当科目 教育原理（幼･小） 

業 績 

著書・論文

等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

論文 

福祉系学科における教員養成の

意義と課題―学修の再構築に向

けての教育学的意味― 

「地域創成学」（地域創成

学会）Vol.５ NO.1、 
2015年12月 単著  

論文 

大学入学・学修分野の選択要因と

入学後の学修支援のあり方－高

大連携・キャリア教育を視野に入

れた教育学的一考察 

「地域創成学」（地域創成

学会）Vol.６ NO.1． 
2016年12月 単著  

論文 

「教養」としての教育学を学修す

る意義－授業実践における学生

の視点からの検討－ 

「看護福祉学部紀要」(北

海道医療大学)23号 
2016年12月 単著  

論文 

不本意感のある学生の学業継続

を支える要因― 福祉系学科にお

ける事例から分析の視点を考え

る 

「福祉文化研究」（日本福

祉文化学会）第26号 
2017年3月 単著  

論文 

評価する教育方法とその修得上

の課題－ 学生の評価から教員が

必要とする教育方法とその学修

上の課題 － 

「看護福祉学部紀要」(北

海道医療大学)24号 
2017年12月 単著  

 



氏 名 新川 広樹 学 位 
学士（臨床心理学） 

修士（臨床心理学） 

担当科目 教育心理学（幼･小）、教育心理学 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

論文 

発達上の気がかりをもつ小学校

低学年児童に対する集団社会的

スキル訓練における成果と問題 

その1 プログラムにおける工夫 

北海道医療大学心理科学

部心理臨床・発達支援セン

ター研究第10号 

2014年3月 共著  

論文 
心理的ウェルビーイング尺度短

縮版の開発 
行動科学第54号 2015年9月 共著  

論文 

児童生徒の学年・学校段階に応じ

たソーシャルスキル尺度の開発：

学校現場におけるコミュニケー

ション教育への活用に向けて 

北海道医療大学心理科学

部研究紀要第11号 
2016年3月 共著  

論文 

インクルーシブ教育の概念にお

ける日豪比較―「多様性」の潜在

的な適用対象に焦点を当てて― 

藤女子大学人間生活学部

紀要第55号 
2018年3月 共著  

 



氏 名 諏江 康夫 学 位 
文学士 

文学修士 

担当科目 教職研究特論、教育史特論、教育課程論、特別活動論、特別活動論（小） 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

論文 

北海道における高等学校教育課

程編成・実施の課題－次期学習指

導要領等に向けて－ 

北翔大学北方圏学術情報

センター年報 vol. ７ 

2015(７) 

2015年10月 単著  

論文 
教職課程科目「特別活動の指導

法」の一考察 

北翔大学教育文化学部研

究紀要 創刊号 
2016年1月 単著  

論文 概観 この十年 
北海道高等学校長協会六

十周年記念誌 
2009年1月 単著 

教職員の資質

向上等を担当 

論文 
教職課程科目「総合的な学習の時

間の指導法」の一考察 

北翔大学教育文化学部研

究紀要 第３号 
2018年1月 単著  

 



氏 名 菅井 留美子 学 位 教育学士 

担当科目 小学校英語 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

論文 

小学校教員養成課程における小

学校外国語教育及び教育課程へ

の対応－小学校外国語教育の指

導向上に向けて－ 

北翔大学教育文化学部研

究紀要第3号 
2018年1月 共著  

論文 
「次期学習指導要領」における小

学校外国語教育の在り方 

北翔大学教育文化学部研

究紀要第3号 
2018年1月 共著  

 



氏 名 菅原 克弘 学 位 教育学士 

担当科目 作曲法 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

編曲作品 

冬季アジア札幌大会テーマソン

グ「Winter Song」（吉田美和＆中

村正人作曲）吹奏楽用 

119 ニューイヤーコンサー

ト 2017 及び冬季アジア札

幌大会ジャンプ競技会 

2017年1月  

演奏：札幌市消

防音楽隊を指

揮 

編曲作品 

「リュートのための古風な舞曲

とアリア 第三組曲」（O.レスピ

ーギ作曲）サクソフォン８重奏用 

ティーダ出版 2016年8月 単独  

編曲作品 
江別市「聚楽学園歌」（成田友子

作曲）吹奏楽用 
聚楽学園教養講座 2012年10月  

演奏：北翔大学

音楽コース生

を指揮 

論文 

吹奏楽における演奏効果が高く、

演奏技術は平易な編曲方法に関

する研究①―小学校における全

校合奏用編曲の場合- 

北翔大学生涯学習システ

ム学部研究紀要第8号 
2008年3月 単著  

論文 

独奏曲における、楽器の特性を生

かした編曲に関する研究―カル

メン・ファンタジ―を題材に― 

北翔大学短期大学部研究

紀要 第46号 
2008年3月 単著  

 



氏 名 髙屋敷 亨子 学 位  

担当科目 生涯スポーツ（水泳･水中運動） 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

論文 

北翔大学水泳授業におけるスポ

ーツ専攻学生の水泳能力と指導

法 

北翔大学生涯スポーツ学

部研究紀要第7号pp.73-78 
2016年3月 共著  

指導歴 
江別市主催「水中運動教室」講

師（2003年〜現在） 
    

指導歴 

NPO北海道水中運動協会主催

「水中運動指導員」養成講習会 

講師（2004年〜現在） 

    

指導歴 

NPO北海道水中運動協会の依頼

で安平町、赤平市、利尻富士

町、天塩町での水中運動教室、

着衣泳教室講師（2010〜現在） 

    

 



氏 名 滝澤 真毅 学 位 修士（教育学） 

担当科目 こども理解 

業 績 

著書・論文

等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

著書 保育者論［新版］ 北大路書房 2014年2月 共著 

第1章1節，第

3章4節，第5

章2-3節担当 

著書 
子どもの育ちを支える発達心理

学 
朝倉書店 2013年1月 共著 

第9章「遊びの

なかでの育ち」

担当 

 



氏 名 土屋 律子 学 位 
学士（農学） 

修士（教育学） 

担当科目 栄養学（食品学を含む） 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

著書 
北方圏における生涯スポーツ社

会の構築 
響文社 2010年3月 共著 

第 6 部第 2 章

「運動してい

る大学生およ

び地域住民の

食生活」担当 

論文 
本学学生の食生活状況と健康と

の関連 

北翔大学生涯学習システ

ム学部研究紀要第8号 
2007年3月 共著  

論文 
北海道における米摂取の状況と

利用者意識 

食生活研究誌第 29 巻第 3

号 
2010年3月 共著  

研究発表 

赤血球膜多価不飽和脂肪酸分布

と生活習慣病危険因子～札幌ラ

イフスタイルスタディから 

第 56 回日本栄養改善学会

学術総会 
2009年9月 共同  

研究発表 北海道の家庭料理－おやつ・間食 
日本調理学会平成 29 年度

大学 
2017年8月 共同  

 



氏 名 中澤 幸子 学 位 
学士（教育学） 

修士（教育学） 

担当科目 病弱教育 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

研究論文 
病弱・身体虚弱児への復学支援の

現状 

山梨障害児教育学研究紀

要第4号 
2010年2月 単独  

著書 

特別支援学校の学習指導要領を

踏まえた病気の子どものガイド

ブック 

ジアース教育新社 2012年3月 共著 

第 5 章第 3 節

「退院後の児

童生徒への指

導事例」担当 

研究論文 
思春期小児がん患児の療養生活

を支える支援 

山梨障害児教育学研究紀

要8号 
2014年2月 単著  

研究論文 
一般病床に長期入院している超

重症児の生活に関する一考察 

小児保健研究第 74 巻第 5

号 
2015年9月 単著  

研究論文 

特別な支援を必要とする子ども

と家族の支援に関する調査研究

－病弱特別支援学校在籍児の乳

幼児時期から青年期の困難の分

析－ 

浜松学院大学研究論集第

14号 
2017年12月 共著  

 



氏 名 中村 恵 学 位 準学士 

担当科目 生涯スポーツ（水泳･水中運動） 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

論文 

北翔大学水泳授業におけるスポ

ーツ専攻学生の水泳能力と指導

法 

北翔大学生涯スポーツ学

部研究紀要 第7号 
2016年3月 共著  

論文 

水泳授業におけるスポーツ専攻

学生の水泳経験と泳力に対する

意識 

北翔大学生涯スポーツ学

部研究紀要 第8号 
2017年3月 共著  

 



氏 名 中山 章 学 位 

学士（薬学） 

修士（薬学） 

博士（薬学） 

担当科目 薬理概論 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

論文 

学校保健室備え付け医薬品に関

する調査 ～札幌市内小学校 

におけるアンケート調査から～ 

札幌学校薬剤師会雑誌 

vol.48 
2013年3月 単著  

論文 

札幌市立小・中・高等学校におけ

る健康教育に関するアンケ 

ート調査 

札幌学校薬剤師会雑誌 

vol.49 
2014年3月 単著  

論文 

アクティブラーニングにおける

学習効果の視覚化と教育改善 

への取り組み 

ICT 活用教育方法研究 

Vol.17 
2014年11月 共著  

論文 

札幌学校薬剤師会における薬物

乱用防止教育の取り組み ～危

険ドラッグリーフレット作成及

び教育実践～ 

札幌学校薬剤師会雑誌 

vol.50 
2015年3月 単著  

論文 
小学校における学校環境衛生教

育の実践について 

札幌学校薬剤師会雑誌 

vol.52 
2017年3月 単著  

 



氏 名 長谷川 由樹 学 位 学士（人文学） 

担当科目 生涯スポーツ指導演習（ダンス） 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

著書 
ヒップホップのリズムで踊るグ

ループ創作ダンス 

平成25年度実例 表現・ダ

ンス資料集 
2014年 共著  

論文 

交流を主体とした「現代的なリズ

ムのダンス」の学習モデルについ

て 

北翔大学生涯スポーツ学

部研究紀要 第７号 
2016年3月 共著  

 



氏 名 畠山 綾子 学 位 準学士 

担当科目 生涯スポーツ（水泳･水中運動） 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

論文 

水泳授業におけるスポーツ専攻

学生の水泳経験と泳力に対する

意識 

北翔大学生涯スポーツ学

部研究紀要第8号2017 
2017年3月 共著  

 



氏 名 花輪 大輔 学 位 
学士（教育学） 

修士（教育学） 

担当科目 美術科教育法Ⅰ、美術科教育法Ⅱ 

業 績 

著書・論文

等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

論文 
教育大学生と小学生の「絵に表

す」題材についての認識のズレ 

北海道教育大学紀要（教育

科学編）68巻1号 
2017年8月 共著  

著書 図画工作・基礎造形 建帛社 2016年4月 共著 

文様校正，映像

メディア表現，

鑑賞のページ

を担当した。 

論文 

中学校美術科における教科経営

の評価ツールとしての「課題価値

（Task-Values） 

学術研究出版／ブックウ

ェイ「アートエデュケーシ

ョン思考」 

2016年9月 単著  

論文 
中学生の美術科に関する課題価

値についてⅠ 

美術教育学研究47 

大学美術教育学会 
2015年3月 単著 レフリー論文 

論文 

中学校美術科における教科経営

に関する検討課題Ⅰ -鑑賞の授

業実践および授業改善の取り組

みから- 

美術教育学研究45 

大学美術教育学会 
2013年3月 単著 レフリー論文 

 



氏 名 藤本 和彦 学 位 教育学士 

担当科目 彫刻Ⅲ 

業 績 

著書・論文

等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

研究発表 かはたれ時 − 森 − 
”North to North” Plus 1 
in Vietnam／ベトナム・ハ
ノイ 

2009年2月 
単独 

作品 

グループ展参

加 

研究発表 ヨリシロ−洞窟のフォークロア− CAI 02 raum1／札幌 2010年12月 
単独 

作品 
個展 

研究発表 Worldly Desires 
光州･北海道交流展／国立

博物館／韓国･光州広域市 
2014年11月 

単独 

作品 

グループ展参

加 

論文 
「共同制作による空間造形の考

察」 

札幌大谷大学研究紀要 47

号 
2017年3月  共著 p36～p44担当 

研究発表 現象界 –秩序と混沌- 
記憶素子  

–丸山隆と教え子たち- 
2017年10月 

単独 

作品 

実行委員会 

委員長 

 



氏 名 細谷 一博 学 位 教育学修士 

担当科目 特別支援教育総論 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

著書 

特別支援教育の授業づくり「社会

とかかわる力」を育てる！6つの

支援エッセンス 

明治図書 2013年 共著  

著書 

キーワードで読む発達障害研究

と実践のための医学診断/福祉サ

ービス/特別支援教育/就労支援

－福祉・労働制度・脳科学的アプ

ローチ－ 

福村出版 2016年 共著  

論文 

小学校と特別支援学校の学校間

交流における障害理解促進を目

指した事前学習授業の実践 

北海道特別支援教育研究 2016年7月 共著  

論文 

小学校特別支援学級に在籍する

児童を対象とした教科交流の評

価方法に関する試行的実践 

上越教育大学特別支援教

育実践研究センター紀要 
2015年3月 共著  

論文 

北海道内の知的障害特別支援学

校における交流及び共同学習の

実施状況と課題 

北海道教育大学紀要(教育

科学編) 
2014年2月 単著  

 



氏 名 枡谷 隆男 学 位 芸術学士 

担当科目 音楽科教育法Ⅳ 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

著書 伝統音楽－アイヌ音楽 
音楽之友社・高校生の音楽

２ 指導の手引き 
2014年 共著  

著書 伝統音楽－アイヌ音楽 
音楽之友社・ＯＮ！２ 指

導の手引き 
2014年 共著  

論文 

貝製・木製および樹皮製の法螺貝

の楽器学的考察－日本各地の呼

称からみた音具の歴史 

北海道高等学校教育研究

会研究紀要45号 
2008年3月 単著  

論文 

生涯学習につながる音楽鑑賞教

育の実践と課題－「音楽」が伝え

られることは何か 

北海道高等学校教育研究

会研究紀要51号 
2014年3月 単著  

論文 

音楽授業でのリコーダーを考え

る 木管リコーダーが育む豊か

な「心」1～4 

歌う！奏でる！プロジェ

クト・季刊リコーダー第12

号～第15号 

2014～2015年 単著 

2014.7,2014.1

0,2015.1,2015

.4 

 



氏 名 八子 直子 学 位 教育学士 

担当科目 絵画Ⅱ 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

著書 60年全道展の魅力 
全道展 60 周年記念企画展

冊子 
2005年 共著  

著書 絵画の場合2007 展覧会図録 2007年 共著  

著書 70年新生する全道展 
全道展 70 周年記念企画展

冊子 
2015年 共著  

著書 つながろう展 
つながろう展リーフレッ

ト（まちづくり会社） 
2018年 共著  

その他 山のあなたシリーズ 法邑ギャラリー 2016年 単著  

 



氏 名 吉田 耕一郎 学 位 
教育学士 

教育学修士 

担当科目 こども理解 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

論文 幼稚園間の学び合いの検証 
北見地方私立幼稚園連合

会研究集録第27号 
2016年7月 単著  

研究発表 
認定こども園移行に伴う様々な

取り組みを探るⅠ 
日本保育学会 2017年5月 単独  

研究発表 
先生方の学び合いの「場作り」の

工夫 

北海道私立幼稚園研究大

会道東ブロック大会 
2016年10月 単独  

研究発表 

ＫＪ法やＩＣＴ機器を活用した

保育の振り返りと園内研修の手

法の提案2 

幼児教育実践学会 2016年8月 単独  

 



氏 名 吉田 聡美 学 位 
学士（人間学） 

修士（人間学） 

担当科目 スポーツ心理学 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

研究発表 

Examination of Rapid Correction of 

Weightlifting Techniques using Old 

Way/New Way Focused on the 

Stability of Correction and 

Psychological Chang 

アジア南太平洋スポーツ

心理学会 
2014年8月 共著  

著書 
基礎から学ぶスポーツ心理学 

改訂版 
中西出版 2016年4月 共著 

6 章７章 10 章

13章14‐3章,

キーワード担

当 

著書 
改訂版 資格に役立つスポーツ

心理学ワークブック 
中西出版 2016年4月 単著  

著書 
スポーツメンタルトレーニング

教本 
日本スポーツ心理学会編 2016年12月 共著 

5章コラム7章

6担当 

研究発表 

新旧対処法による社会人選手の

動作修正の試み―習慣化動作の

修正に着目して― 

日本スポーツ心理学会 2017年11月 共著  

 
 



氏 名 吉田 繁  学 位 

学士（保健衛生学） 

修士（医科学） 

博士（医科学） 

担当科目 微生物学（免疫学を含む） 

業 績 

著書・論

文等の別 
タイトル 出版社・冊子名 

発表・発行 

年月 

単・共

著の別 
備考 

論文 

Trends in transmitted drug-
resistant HIV-1 and 
demographic characteristics of 
newly diagnosed patients: 
nationwide surveillance from 
2003 to 2008 in Japan. 

Antiviral Res 2010年1月 共著  

論文 

Sensitive assay for 
quantification of hepatitis B 
virus mutants by use of a 
minor groove binder probe and 
peptide nucleic acids. 

J Clin Microbiol 2010年12月 共著  

論文 

Involvement of an NKG2D 
ligand H60c in epidermal 
dendritic T cell mediated 
wound repair. 

J Immunol 2012年4月 共著  

論文 

NKG2D Triggers Cytotoxicity 
in Murine Epidermal 
gammadelta T Cells via PI3K-
Dependent, Syk/ZAP70-
Independent Signaling 
Pathway. 

J Invest Dermatol 2014年2月 共著  

論文 
Japanese external quality 
assessment program to 
standardize HIV-1 drug-

AIDS Res Hum 
Retroviruses 2015年3月 共著  



resistance testing (JEQS2010 
program) using in vitro 
transcribed RNA as reference 
material. 
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