
氏  名 浅尾 秀樹 学  位 
教育学士 

修士（教育学） 

担当授業 

科 目 

［大学院］教育方法特論 

［大 学］体育科指導法Ⅰ，体育科指導法Ⅱ，体育科指導法Ⅲ 

業  績 

（最大 5 点まで） 

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 長距離歩行行事の意義について 
北翔大学生涯学習システ

ム学部研究紀要第15号 
2015年3月 単著  

論文 

小学校体育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3号 
2018年1月 共著  

 



氏  名 伊藤 崇 学  位 
修士（心理学） 

博士（心理学） 

担当授業 

科 目 
教育心理学特論 

業  績 

（最大 5 点まで） 

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 
学びのエクササイズ 子どもの

発達とことば 
ひつじ書房 2018年 単著  

著書 

櫻井茂男・茂呂雄二（編著） 新

教職教育講座 第７巻 発達と

学習 

協同出版 2013年 共著 

「学校と教室

のしくみ」を担

当 

著書 

茂呂雄二・有元典文・青山征彦・

伊藤崇・香川秀太・岡部大介（編） 

ワードマップ 状況と活動の心

理学―コンセプト・方法・実践 

新曜社 2012年 共編著 

「国語教育―

言語に再び出

会う―」を担当 

論文 
幼児による家族内会話への傍参

与の協同的達成 
認知科学，22巻 2015年 単著  

論文 
小学校の一斉授業における教師

と児童の視線配布行動 
社会言語科学，14巻 2011年 共著  

 



氏  名 伊藤 政勝 学  位 学士（教育） 

担当授業 

科 目 
障害者心理学特論 

業  績 

（最大 5 点まで） 

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 
視覚支援学校におけるiPad等の

活用 

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 pp.217～226 

論文 
北海道の特別支援学校における

ICF活用の現状 

北翔大学教育文化学部研

究紀要第3号 
2018年1月 共著 pp.23～39 

論文 
北海道肢体不自由特別支援学校

における医療的ケアについて 

北翔大学生涯スポーツ学

部研究紀要第9号  
2018年3月 共著 pp.25～41 

論文 
北海道の知的障害教育における

授業改善のための提言 

北翔大学教育文化学部研

究紀要第4号  
2019年1月 共著 pp.19～29 

論文 
特別支援学校教諭の養成に関す

る現状と課題 

北翔大学生涯スポーツ学

部研究紀要第10号 
2019年3月 共著 pp.141～151 

 



氏  名 加藤 隆 学  位 修士（教育学） 

担当授業 

科 目 
教育指導特論 

業  績 

（最大 5 点まで） 

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 北海道教育関係質疑応答集 ぎょうせい 2008年3月 共著  

論文 
成熟社会に必要な「死を見据え

た教育」 

「世界平和研究」２００６ 

夏季号 
2006年7月 単著  

論文 

地域に根ざした教育の課題と可

能性 ～道内の自主夜間中学を

中心として～ 

名寄市立大学 道北地域

研究所年報「地域と住民」

第31号 

2013年3月 単著  

論文 

道徳教育の根本精神に関する一

考察 －「人間尊重の精神」と

「生命に対する畏敬の念」を中

心として－ 

名寄市立大学紀要 第 9

巻 
2015年3月 単著  

発表 前近代が教えてくれる人間教育 
北海道人格教育協議会講

演 
2015年7月  

「教育と人格」

第 2 号に概要

所蔵（p71-72） 

 



氏  名 木村 純 学  位 
教育学士 
修士（教育学） 
博士（教育学） 

担当授業 

科 目 
生涯学習評価特論 

業  績 

（最大 5 点まで） 

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 

大学の地域住民の生涯学習への

参画の実践－「さっぽろ市民カ

レッジ」との連携を中心に 

大学教育出版，「大学開放

論」出相泰裕編著 
2014年4月 単著 

担当執筆 

pp.83-92 

論文 
さっぽろ市民カレッジにおける

評価の現状と課題 

東洋館出版社，「社会教育

にける評価」日本社会教育

学会編 

2012年10月 単著 pp.120-131 

論文 
北海道大学における大学と地域

をむすぶ学び 

エイデル研究所，「社会教

育・生涯学習ハンドブッ

ク」社会教育推進全国協議

会編 

2011年10月 単著 pp.662-665 

論文 
指定管理者制度導入下の社会教

育・生涯学習施設の現状と課題 

北海道大学高等教育機能

開発総合センター「生涯学

習研究年報」第12号 

2011年3月 単著 pp.55-64 

 



氏  名 佐々木 邦子 学  位 
北海道大学大学院教育学研究科博士後期課程 

教育学専攻単位取得退学 

担当授業 

科 目 
キャリアガイダンス特論，生涯学習学特論，生涯学習行政特論，継続学習活動特別演習 

業  績 

（最大 5 点まで） 

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 フィンランドの成人教育 
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 

担当執筆掲載頁： 

pp.103－117 

論文 
若年労働市場の問題に関する一

考察 

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 

担当執筆掲載頁： 

pp.37-51 

論文 
夜間中学校の現状から見る生涯

学習の現代的課題 

北翔大学生涯学習システ

ム学部研究紀要 第15号  
2015年3月 単著 

担当執筆掲載頁： 

pp.63－74 

論文 

若者がディーセント・ワークに

就くための進路指導のとらえか

た－若者支援に対する社会的連

帯の意義を探る－ 

北翔大学教育文化学部研

究紀要 第3号 
2018年1月 単著 

担当執筆掲載頁： 

pp.139-156 

著書 
夜間中学で学ぶ人々に対する社

会的包摂としての支援 

岡田淳子先生米寿記念論

集編集委員会 

『日本をめぐる北の文化

誌』 

2020年2月 共著 
担当執筆掲載頁： 

pp.255－272 

 



氏  名 諏江 康夫 学  位 
学士（文学） 

修士（文学） 

担当授業 

科 目 

［大学院］教育史特論，教職研究特論 

［大 学］特別活動及び総合的な学習の時間の指導法，教育課程論，特別活動論（小） 

業  績 

（最大 5 点まで） 

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 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 

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 
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 髙田 茂 学  位 社会学士 

担当授業 

科 目 
生涯学習計画特論 

業  績 

（最大 5 点まで） 

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 

『北海道教育関係質疑応答集』
追録8号 
「保護者からのクレームへの対
処」、「学校経営におけるスク
ールリーダーの役割」、「奉仕
体験活動の在り方・進め方」、
「生涯学習社会における学校の
期待」 

ぎょうせい 2013年3月 単著  

論文 
生徒指導の機能を生かし共感的

な人間関係を育む授業づくり 

北海道立教育研究所 

研究紀要 
2007年3月 単著  

論文 
大学における体験活動を通じた

子ども達の学びの支援 

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 共著  

論文 

生涯学習の具体的展開（１）～

渡辺庭園ばら鑑賞会・コンサー

トより～ 

北翔大学生涯学習システ

ム学部研究紀要第14号 
2014年3月 共著  

論文 

生涯学習の具体的展開（２）～

カルチャーナイト・コンサート

より～ 

北翔大学生涯学習システ

ム学部研究紀要第15号 
2015年3月 共著  

 



氏  名 和 史朗 学  位 
学士（産業福祉学） 

修士（教育学） 

担当授業 

科 目 
肢体不自由者指導特論、重複障害者指導特論 

業  績 

（最大 5 点まで） 

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 よくわかる肢体不自由教育 ミネルヴァ書房 2015年4月 共著 

Ⅸ章8節「肢体

不自由者の雇

用」担当 

論文 

重度障害者を対象としたアダプ

テッド・スポーツの試み：肢体

不自由特別支援学校での野球指

導を通して 

北翔大学北方圏生涯スポ

ーツ研究センター年報(2) 
2011年3月 単著  

論文 

重度障害者を対象とした野球指

導の実践方法に関する研究：ゴ

ロ野球の指導を通した投球動作

の改善 

日本体育学会アダプテッ

ド・スポーツ科学専門領域

オンラインジャーナル(1) 

2016年3月 共著  

論文 

肢体不自由特別支援学校の児童

生徒を対象とした ICT 活用によ

る遠隔スポーツ指導 

東北福祉大学特別支援研

究室研究紀要(9) 
2017年3月 単著  

論文 

知的障害を伴う肢体不自由児の

指示待ち行動に対するエコロジ

カルなアセスメントの試み 

東北福祉大学教育・教職セ

ンター特別支援教育研究

年報(10) 

2018年3月 単著  

 



氏  名 福田 信一 学  位 教育学士 

担当授業 

科 目 
道徳教育研究特論 

業  績 

（最大 5 点まで） 

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 学校における発達支援のあり方 日本教育心理学年報45集 2005年9月 共著  

論文 
教室での身体的コミュニケーシ

ョンからとらえる学び  
日本教育心理学会第53会

総会発表論文集 
2011年7月 共著  

研究発表 これからの教育をとらえる視点 
札幌市教育振興会機関紙

「交流」 
2015年10月 単著  

研究発表 「道徳」特別教科化の必要性 世界日報(世界日報社) 2015年12月 単著  

研究発表 

たくましく生きる子どもを育む

信頼される学校づくり～特別の

教科「道徳」を窓口にして～ 

北海道公立学校教頭会会

報NO158 
2016年8月 単著  

 



氏  名 舟橋 安幸 学  位 
教育学士 

教育学修士 

担当授業 

科 目 
教育課程研究特論 

業  績 

（最大 5 点まで） 

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 
総合的な学習を学んできた大学

生の意識 

北翔大学生涯学習システ

ム学部研究紀要第１０号 
2010年3月 単著  

論文 
教員免許状更新予備講習の成果

と課題 

北海道私立大学研究協議

会会報第２９号 
2010年2月 単著  

論文 
適応指導教室における他職種連

携 

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 
フリースクールにおける他職種

連携 

北翔大学生涯学習システ

ム学部研究紀要第１２号 
2012年3月 単著  
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