
研究業績（タイトル）
著作数 論文数 学会等発表数 その他

こども教育 西川幸利

・「女子短期大学生における
英語語彙学習方略の使用に関

する研究」
・「奈良県へき地・小規模学
校における国際理解教育に関

する研究ーその現状と課
題ー」

・「奈良県のへき地・小規模
校と大規模における中学生英
語語彙学習方略の使用に関す

る比較研究」
・「より良き柔道指導を目指
してー初心者の技術向上につ

いてー」
・「子どもの体力に関する一

考察」

奈良マラソンフィジカルサ
ポート

奈良県天理市体育振興委員
奈良県柔道連盟評議員

体育学士 本学専攻長

こども教育 中浦守浩

日本発達障害学会第５2回研
究大会

「保護者による「気になる」
子どもの保護者支援」共同研

究発表
日本発達障害学会第５3回研

究大会
「生徒の問題行動に対する教
員とスクールカウンセラーの
協働」共同研究ポスター発表

奈良県高等学校生徒指導部会
の教員を対象とした研修会

で、「東日本大震災被災地支
援」ボランティア活動の引率
教員として講師を務めた。

学士（農学） 本学主任

こども教育 浅野浩子

5
「生徒指導とスクールカウン
セリングの協働に関する研究

動向と課題」
「生徒の問題行動に対するス
クールカウンセリングの効果
的な利用プロセスのモデル

化」
「幼稚園・保育園における気
になる子どもの行動への対

応」
「中学高校における気になる

生徒の保護者対応」
「療育教室における家族会の
現状と機能－アンケート調査

からの検討―」

3
「中学高校における気になる

生徒の保護者対応」
「保育者による気になる子ど

もの保護者支援」
「生徒の問題行動に対する教
員とスクールカウンセラーの
協働－学級担任が感じる心理
的負担感の変化の分析から

－」

西大和学園中等部・高等学校
スクールカウンセラー

斑鳩町都市計画審議会委員
斑鳩町政治倫理審査会委員

奈良県保育協議会主催「平成
30年度近畿ブロック保育研

究集会」分科会助言者
奈良県児童館・効果後児童ク

ラブ等職員研修会講師

修士（人間科学）

こども教育 西村千幸

4
「楽譜の付帯情報に関する考

察」
「楽譜における音名の表記に

関する考察」
「読譜における付帯情報の効

果に関する考察」

「Hakuho Piano Piece
Collection」

（教材用楽譜の編集）
放送大学修士勉強会講演活動

学士（音楽）
学士（商学）
修士（学術）

こども教育 川野圭子

3
「豊かな感性から思考力の芽

生えの育ちへ
～『考える』ことで育つ

『心』の豊かさ」
「自然環境教育を通して「豊
かな感性」「思考力の芽生

え」を育む
～「幼児期の終わりまでに
育ってはしい姿」の検証」
「教育の質プロジェクト」

学士（文学）

こども教育 仲田和子

5
・就学前教育の重要性と専門

性
・香芝市幼保連携型認定こど

も園教育課程作成
・香芝市教育委員会指定研究
・奈良県国公立幼稚園長会研

究協議会
・香芝市教育委員会指定研究

準学士（教育学）

こども教育 安田勇喜

２
「Ｎ中学2年生の体力・運動
能力と運動習慣等の現状」

「Ｎ中学2年生の体力・運動
能力および運動習慣等の要因

分析に関する研究」

奈良マラソンフィジカルサ
ポート

学士(体育学）

こども教育 城戸和子

1
社会科教育法　新単元「自然
災害から人々のくらしを守

る」小学4年の教材開発

学士（教育学）

こども教育 島田尊史
2

「初等教育において無理数を
考察するための一考察」・他

学士（教育学）

所属等 氏名 社会的活動の有無 学位 備考



研究業績（タイトル）
著作数 論文数 学会等発表数 その他

所属等 氏名 社会的活動の有無 学位 備考

看護学 中山智子
１

［医療と看護］

１
［基礎看護教育における解剖
生理学の統合学習への取り組

み］

・アメリカユタ州大学「日本
の看護の歴史と看護教育」

・大和郡山病院「看護スタッ
フへの看護教育研修」

・西大和保育園「保護者対
象、こどもの夏の健康対策」
・ウエルケアー悠「医療従事
者対象、人間・健康・環境・

看護とは」
・介護老人保健施設「一樹、

生涯健康にいきるとは」
・秋津鴻池病院「看護スタッ
フ対象、ナイチンゲール理論

を実践に」
・平成記念病院「看護を研究

するとは」

メディカ出版（看護師国家試
験模擬試験問題作問）

王寺町挨拶プラスワン運動
奈良県立五條高校模擬授業

「生命兆候とはなに」
準学士（看護学）

看護学 諸喜田美恵

２
「基礎看護学教育における解
剖生理学の統合学習への取り

組み」
「A短期大学臨地実習の徒弟
制に基づく分析ー学生の評価
による実習指導者と教員の連

携ー」

高田高校フィジカルサポート
奈良育英高校（看護師の仕事

について）
秋津鴻池病院現任教育研修
（看護基礎教育の現状）

市立奈良病院現任教育研修
（看護研究・ケースレポート

指導）

修士（教育学）
本学専攻長

本学専攻科長

看護学 横道直美 学士（教育学） 本学主任

看護学 和田千津子

　7
〔看護配置基準の変更がもた
らす看護師の需給バランスへ

の影響～5対1看護の導入
～〕・他

6
〔制度変更に伴う病棟看護師
数の推計：64時間夜勤導入

に関する一考察〕・他

介護サービス事業所における
医療職のあり方に関する調査

研究事業　調査協力

学士（看護学）
修士(医科学）

本学主任

看護学 金子理恵
1

「小児看護学概論における教
育方法の一考察」

1
NICUにおける光環境

スマートスタディによる効果
とそれを活用した新生児ケア
の知識･技術の習得について

新生児蘇生法NCPRインスト
ラクター

看護学 炭野実千

五條高校模擬授業
「高齢者の看護」

大阪市立扇町総合等高校模擬
授業

　「高齢者の看護」
看護学 昼神順美子

看護学 末安雪乃
1

「看護教育で求められる専門
基礎科目の薬理学の一考察」

大阪府立懐風舘高校　模擬授
業

「人間のからだ、健康のサイ
ンを知ろう」

看護学 松内美幸
1

「協同学習を導入した国家試
験対策授業の検討」

学士（法学）

看護学 對間裕子

1
[「子どもの食と栄養」にお

ける学生の食行動と食生活に
関する研究]

こども教育専攻・地域保健専
攻「保健だより集」作成

こども教育専攻「離乳食レシ
ピ集」作成

大阪ライフサポート協会
PUSH認定インストラクター
（心肺蘇生法・AED講習会，

大阪マラソンAED隊）
思春期保健相談士（相談活

動）

学士（学術） 本学保健室主任

リハビリテーション学 成田 亜希

20
「国家試験対策における望ま
しい自己調整学習について」
「理学療法臨床実習成績と自
尊感情・自己愛・対人恐怖心
性との関係－教員の指導指針
検討の手掛かりとして－」・

他

17
「ルーブリック活用講義の利
点と問題点－学習動機づけの

観点から－」
「大学生におけるアクティブ
ラーニング授業実践の効果検

証」・他

短報・資料　１０本

・奈良マラソンフィジカルサ
ポート

・高等学校部活動へのフィジ
カルサポート

・ならコープ健康大学

修士（児童学）
本学専攻長

本学専攻科長

リハビリテーション学 高橋秀行

３
[臨床実習における臨床的ス

キルの見学に関するアンケー
ト調査]

[2つの国家試験取得を目指す
学生の希望職種VASと職業未

決定尺度について]
[入学前後における主体的な

学習習慣の変化]

２
[臨床実習における臨床的ス

キルの学びに関するアンケー
ト調査～見学と模倣の段階付

けに着目して～]
[入学前後における

主体的な学習習慣の
変化]

奈良マラソンフィジカルサ
ポート

ならコープ健康大学
修士（医科学） 本学専攻長代理



研究業績（タイトル）
著作数 論文数 学会等発表数 その他

所属等 氏名 社会的活動の有無 学位 備考

リハビリテーション学 阿曽絵巳

4
理学療法士養成課程3年間の
学習動機づけの特徴と指導方

針の検討
－学習動機2要因モデルの枠

組みから－
H29．4　原著（共著）

基礎医学科目成績と学習動機
づけや学習環境との関係

H30.3　短報　共著

理学療法士学生用に作成した
学習動機調査用紙の妥当性の
検討－学習動機の2要因モデ

ルを基に－
H30.3　原著（筆頭論文）

他

1
基礎医学科目成績と学習動機

づけや学習環境との関係
（全国リハビリテーション学
校協会　第30回教育研究大
会・教員研修会　H29．8）

奈良マラソンフィジカルサ
ポート

奈良コープ健康大学サポート

リハビリテーション学 上野隆司
「シンプル理学療法シリーズ
運動器障害理学療法学テキス

ト(改訂第2版)」

「クールダウン方法の違いに
よる投球後の肩回旋（内外
旋）可動域の経時的変化」

「理学療法臨床実習での学習
動機づけ変化と実習成績や学

業成績との関係」
「中等度と最大強度を比較し
た効果的なストレッチングの

伸長強度について」

「入学前後における主体的な
学習習慣の変化」

「ストレッチング時の伸張強
度について」

「臨床実習における臨床的ス
キルの学びに関するアンケー

ト調査
～見学と模倣の段階付けに着

目して～」

・奈良マラソンフィジカルサ
ポート

・奈良コープ大学

・健康教室の開催

修士（保健学）

リハビリテーション学 内藤紘一

14
［入院高齢心不全患者の6分
間歩行距離は転倒リスクの有
無を推定する、高齢心疾患患
者における運動機能と身体的
フレイル評価の意義、高齢心
不全患者の6分間歩行距離が
300m未満であることはバラ
ンス能力の低下を示唆する］

他

18
［The evaluation tool to

predict decreased exercise
tolerance in elderly patients
with chronic heart failure、

Factors related to each
component of health-

related quality of life upon
discharge from elderly

patients with heart
disease、心臓リハビリテー
ションの多職種連携における
客観的な 身体活動・座位行

動の共通評価指標としての可
能性］他

科研費の獲得実績２件
［在宅心臓リハビリテーショ
ン確立に向けた客観的な身体
活動・座位行動の予測モデル
構築 文部科学省: 科学研究助
成費事業: 基盤研究© 研究期
間: 2019年4月 - 2023年3月
代表者: 内藤　紘一、フレイ
ルを呈する高齢慢性心疾患患
者に対する新たな心臓リハビ
リテーションの開発 文部科

学省: 科学研究助成費事業 研
究活動スタート支援 研究期
間: 2016年8月 - 2018年3月

代表者: 内藤　紘一］

奈良マラソンフィジカルサ
ポート

奈良コープ健康大学
修士（保健学）

リハビリテーション学 藤本昌央

7
［医療系国家資格保持者の

キャリア選択における自己効
力尺度と職業未決定度の関

係］
［医療系国家資格保持者の

キャリア選択と自己効力尺度
の関係］

［2つの国家資格取得を目指
す学生の希望職種VASと職業

未決定尺度について］

2
［筋疲労時の不快情動におけ
る左右側頭前部領域は一次運
動野と機能的同期を増加させ

る］

奈良マラソンフィジカルサ
ポート、ならコープ健康大学

修士（健康科学）

リハビリテーション学 西井正樹 今井町町家暮らしのすすめ

46
「Smooth Cooperation

between Various
Professionals Using

Management Tool for Daily
Life Performance」

「Occupational therapy
student`s view of the

elderly」
「作業療法士国家試験対策に
おけるS-P表利用の有用性の

報告」
他

71
「自己調整学習（Self-

regulated learning）による
国家試験対策の有効性」

「ルーブリックを用いた片麻
痺機能検査実技習得への取り

組み」
「福祉実習における評価ツー
ルとしてのルーブリックの開

発」
他

・近畿4事業報告　次世代
リーダー養成研修　講師

・斑鳩町介護予防リーダー養
成講座

・奈良コープ健康大学
・近畿4事業報告　MTDLP
生活行為向上マネジメント

講師
・平成20・21年度　福祉領

域研修会報告書
「作業療法という領域でのレ

クリエーション」

学士（社会学）
本学専攻長

本学専攻科長

リハビリテーション学 毛利陽介

8
「ルーブリックを用いた評価
基準の作成と活用」－評価学
での実技技能の確実な定着を

目指した取り組み―
他

14
「評価実習における評価ツー
ルとしてのルーブリックの開

発」
他

・奈良県作業療法士会理事
（事務局長）

・奈良県作業療法士会の講師
として講義

・ならコープ健康大学協力

学士（文学） 本学主任

リハビリテーション学 出田めぐみ
理学療法士PT作業療法士OT
のための治療心理学　創元社

「ルーブリックを用いた評価
基準の作成と活用」－評価学
での実技技能の確実な定着を
目指した取り組み―（査読付

き）

［評価実習を経験した学生の
社会的交流技能の変化］ 国家試験模試の作問

王寺町健康教室
サポート

修士（臨床福祉学）

リハビリテーション学 鼓美紀
7

[実習施設分野による社会的
交流技能の変化]他

ならコープ健康大学　王寺町
介護予防

修士（臨床福祉学）



研究業績（タイトル）
著作数 論文数 学会等発表数 その他

所属等 氏名 社会的活動の有無 学位 備考

リハビリテーション学 福永寿紀

2
「キャンプ活動における作業

療法の意義-「牧場暮らし
キャンプ」に参加した一事例

を通して」
「自閉症スペクトラム障害を
持つ児の新しい作業の獲得と
その般化についての研究」

4
「キャンプ活動における作業
療法の意義-牧場暮らしキャ

ンプに参加した一事例を通し
て-」

「自閉症スペクトラムを持つ
児に対する有効な作業指導法

に関する研究」
「自閉症スペクトラム障害を
持つ児に対する作業指導－
OTRと学生の違いについて

－」
「自閉症スペクトラムを持つ
児への有効な作業指導方法の
検討作業療法士の立場から熟
練者と非熟練者の指導の共通

点と違い」

学士（作業療法学）

リハビリテーション学 頼田和恵

9
作業療法士国家試験対策にお
けるS—P表利用の有用性の

検討

1
「したい作業」へのアプロー
チが生活の自信回復につな

がった事例

ならコープ健康大学 専門士

リハビリテーション学 木村航
９

[失語症治療における応用的
PACEの試験的介入研究]他

４
[代償手段を用いて音韻想起
を試みた音韻性失名詞の１

例]他

科研費 基盤研究(C)：M-
MATとTelepracticeを応用し
た失語症治療システムの開発

（課題番号19K02180）．
2019年度-2021年度，研究代

表者．

科研費 基盤研究(B)：双方向
性意思伝達支援アプリを応用
した革新的コミュニケーショ
ン支援システムの開発（課題
番号19H01598）．2019年度

-2021年度，研究分担者．

ならコープ健康大学 修士（健康科学） 本学主任

リハビリテーション学 石田雅也

2
嚥下障害を呈し気管切開術を
行った患者に対する徒手的食
道入口部開大訓練の有効性

中途失聴者に対する言語聴覚
士のリハビリテーション－

「見えない障害」
　として聴覚障害をとらえる

－

1
全国リハビリテーション学校

協会
第31回教育研究大会（2018

年8月）

奈良県言語聴覚士協会
　理事

学士（経営学）

リハビリテーション学 松尾　朗
２

［言語聴覚士ドリルプラス機
能性構音障害］

1
［学習評価としてのICEアプ
ローチの位置付けに関する研

究］・他

４
［主体的学習者の育成に向け

た授業開発］
[ICEモデルを活用した学習評
価の実践と今後の課題]・他

修士（教育学）

地域看護学 畷　素代

４
[地域看護診断の到達度を高
める方法の検討(5)－地区踏

査における住民とのコミュニ
ケーションの振り返りから

－]
[地域看護診断の到達度を高
める方法の検討(4)－学生が

既存資料の分析を経て感じた
地域の疑問点の分類－]

[地域看護診断の到達度を高
める方法の検討（3）－地区
踏査における情報収集と健康
課題の抽出に焦点をあてて

－]
[地域看護診断の到達度を高
める方法の検討(2)－地区踏

査記録と地域の強み・弱みの
発表内容との整合性から－]

９
第21回日本地域看護学会学
術集会（ポスター発表）

第6回日本公衆衛生看護学会
学術集会（ポスター発表）
第20回日本地域看護学会学
術集会（ポスター発表）

第19回日本地域看護学会学
術集会（ポスター発表）

第4回日本公衆衛生看護学会
学術集会（ポスター発表）
第18回日本地域看護学会学
術集会（ポスター発表）

第3回日本公衆衛生看護学会
学術集会（ポスター発表）
第17回日本地域看護学会学
術集会（ポスター発表）

第2回日本公衆衛生看護学会
学術集会（ポスター発表）

電子ジャーナル「保健師教
育」寄稿

第46回日本看護学会学術集
会[看護教育]準備委員会委

員，抄録選考委員，シンポジ
スト兼座長，協力員

全国保健師教育機関協議会東
海北陸近畿ブロック理事，北
陸近畿南ブロック理事，広

報・国際委員会委員，推薦委
員会委員長　　奈良県大淀町
健康増進計画策定委員会委員

博士（学術）
修士（文学）

本学専攻科長

地域看護学 山森聖子

6
「保健師学生に対するアサー
ション・トレーニングの効果

に関する研究」
「学生の自信の程度から考察
した家庭訪問ロールプレイン

グ演習の効果」
「保健師学生に対するアサー
ション・トレーニングの効

果」
他

2
「保健師学生に対するアサー
ション・トレーニングの効果

（2）」
「保健師学生に対するアサー
ション・トレーニングにおけ
るスキル習得についての考

察」

公衆衛生看護活動論Ⅱの授業
にて、作成した特定健診デー
タと質問票を用い、ロールプ
レイングを取り入れた特定保
健指導演習プログラムの開

発。母子の家庭訪問演習プロ
グラムの開発。健康教育理論
の授業では、学生が実施した
健康教育を学生同士で評価す

る方法を考えた。
既存のアサーション・トレー
ニングプログラムを、保健師
学生に合わせたプログラムと

して改変し実施
問題作問

平成26年から毎年
ゲートキーパー養成講座実施

修士（学術）



研究業績（タイトル）
著作数 論文数 学会等発表数 その他

所属等 氏名 社会的活動の有無 学位 備考

地域看護学 秋山真由美

4
｢乳幼児健康診査の演習を交

えた講義に関する検討｣
｢インターネット依存の影響

と予防に必要な視点｣
｢保健師学生のインターネッ
ト依存度テストに関する一考

察｣
｢保健師学生のインターネッ
ト依存度テスト結果と振り返

りの学び｣

国際人間学 辻田真智子

1
「非漢字圏日本語学習者の漢

字学習に関する考察」
共著

修士（文学） 本学専攻長

国際人間学 高澤由美

1
「非漢字圏日本語学習者の漢

字学習に関する考察」
共著

学士（文学） 本学主任

国際人間学 森本聖子

1
「非漢字圏日本語学習者の漢

字学習に関する考察」
共著

修士（言語文化学）

国際人間学 窪西光範

1
「いじめに対する観点・捉え

方について」
「いじめ防止対策推進法」の
定義の学校現場での効果的な

運用に向けて

他大学院生への特別講義　中
高教員対象特別講義

学士（文学） 本学参事
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