
人間発達学科（2022年度）

職位・氏名 教授  遊佐 重樹（ゆさ しげき）

専門分野 英語教育・英語教授法

主な研究テーマ バイリンガル教育

主な担当科目
『小学校英語』『初等教科教育法（英語）』『English Pronunciation』『児童英

語概論』

職位・氏名 教授 牛渡 淳（うしわた じゅん）

専門分野 教育行政学、教師教育研究、子ども観研究、絵本研究

主な研究テーマ アメリカの教育政策、学校管理職及び教師の養成教育のあり方

主な担当科目
『教育学概論』『教職論（小学校）』『教育行政学』『初等教育実習の事前事後

指導』『初等教育実習』『児童文化論』『子ども論』

職位・氏名 教授  岡 敬一郎（おか けいいちろう）

専門分野 教育行政学

主な研究テーマ 戦後日本の教育行政改革、教職課程における学校現場実習のあり方

主な担当科目
『教育行政学（初等）』『初等教育実習の事前事後指導』『初等教育実習』『初

等教育基礎演習』

職位・氏名 特任教授 志賀 琢（しが みがく）

専門分野 算数・数学教育、生徒指導

主な研究テーマ
新学習指導要領をふまえた算数教育の指導力育成、いじめ・不登校に対してのよ

りよい支援のあり方

主な担当科目
『初等算数』『小学校授業研究演習Ⅰ』『小学校授業実践演習（理系）』『人権

と教育』

職位・氏名 特任教授 鈴木 昌弘（すずき まさひろ）

専門分野 国語科授業論、教材研究法、集団づくり

主な研究テーマ
テクスト分析による論理的な物語の読解、「自立した読者」を育成する小中の一

貫した授業過程、人間本性に根ざす所属感・貢献感を賦活する集団づくり

主な担当科目 『初等国語』『初等教科教育法（国語）』『児童文学論』

職位・氏名 教授 三浦 主博（みうら きみひろ）

専門分野
保育者（保育士・幼稚園教諭）養成に関する研究、保育の質向上のための研修や

リカレント教育

主な研究テーマ 子どもの生活習慣に関する研究、地域子育て支援

主な担当科目
『保育内容（言葉）』『特別支援教育論（初等）』『保育の心理学』『保育原

理』『保育者論』



職位・氏名 教授 宮崎 正美（みやざき まさみ）

専門分野 神学

主な研究テーマ 東方キリスト教の神学・典礼

主な担当科目 『人間論Ⅰ』『人間論Ⅱ』『宗教と美術』

職位・氏名 准教授 四家 昌博（しけ まさひろ）

専門分野 音楽（ピアノ）

主な研究テーマ ピアノ演奏法、ピアノ指導法

主な担当科目
『子どもと音楽』『初等教科教育法（音楽）』『保育内容（表現（音楽））』

『ピアノ入門』『ピアノⅠ』

職位・氏名 准教授 千 凡晋（ちょん ぼんじん）

専門分野 美術教育、造形教育

主な研究テーマ
小・中学校における美術科カリキュラムの日韓比較、絵による児童理解、幼児・

児童対象の造形活動のプログラムの開発、長期間にわたる芸術活動の効果解明

主な担当科目
『子どもと造形』『初等教科教育法（図画工作）』『保育内容（表現（造

形））』『保育・教職実践演習』

職位・氏名 准教授 呂 光暁（ろ こうしょう）

専門分野 社会科教育、経済教育、子どもの社会的発達、素朴理論

主な研究テーマ 社会科における経済的思考の育成

主な担当科目
『小学校社会』『初等教科教育法（社会）』『小学校授業実践演習（文系）』

『小学校授業研究演習Ⅱ』

職位・氏名 講師 仁藤 喜久子（にとう きくこ）

専門分野 幼児教育

主な研究テーマ 運動遊び、健康、保育者養成

主な担当科目 『子どもと体育』『保育内容（健康）』『保育内容（表現（身体））』

職位・氏名 講師 松好 伸一（まつよし しんいち）

専門分野 保育学、幼児教育学

主な研究テーマ 森の幼稚園、子育て支援、保育者支援

主な担当科目 『子どもと人間関係』『子どもと環境』『保育内容（人間関係）』

職位・氏名 講師 八木 孝憲（やぎ たかのり）

専門分野 福祉心理学、社会的養護、自然保育

主な研究テーマ フォスターケア、自然体験保育の効果検証

主な担当科目
『教育相談（初等）』『特別支援教育論（初等）』『保育の心理学Ⅱ』『発達障

害論』

職位・氏名 助教 津田 綾子（つだ あやこ）

専門分野 保育学、幼児教育学

主な研究テーマ 幼児の相互作用に関する研究、保育者の幼児理解についての研究

主な担当科目 『保育実習指導』『幼児教育基礎演習』



心理福祉学科（2022年度）

職位・氏名 教授 渡邊 兼行（わたなべ ともゆき）

専門分野 認知心理学

主な研究テーマ 能動的な学習の効果、ひらめきと記憶

主な担当科目
『心理学基礎論』『心理学概論」『知覚・認知心理学』『学習言語心理学』『教

育実習の事前事後指導』『教育実習Ⅰ・Ⅱ』

職位・氏名 特任教授 山﨑 洋史（やまざき ひろふみ）

専門分野 教育心理学、臨床心理学、キャリアデベロップメント

主な研究テーマ 認知行動的セルフモニタリング、心理教育、教育技法

主な担当科目
『感情・人格心理学』『教育・学校心理学』『生徒指導・進路指導論』『青年・

成人の心理』

職位・氏名 准教授 中嶋 みどり（なかじま みどり）

専門分野 臨床心理学、発達心理学

主な研究テーマ 被爆者の心の支え、児童虐待の認識、遊び

主な担当科目
『発達心理学』『健康・医療心理学』『カウンセリング論』『心理査定演習』

『発達心理学』

職位・氏名 准教授 茂木 千明（もてぎ ちあき）

専門分野 家族心理学、臨床心理学

主な研究テーマ 家族アセスメント、妊産婦のメンタルヘルス、学生支援

主な担当科目
『臨床心理学概論』『社会・集団・家族心理学（家族心理学）』『人間関係とコ

ミュニケーション』『臨床心理学』

職位・氏名 准教授 結城 裕也（ゆうき ひろや）

専門分野 社会心理学

主な研究テーマ 対人サービス従業者（対人援助者）の感情労働

主な担当科目 『社会心理学』『心理学統計法Ⅱ』



健康栄養学科（2022年度）

職位・氏名 教授 神田 あづさ（かんだ あづさ）

専門分野 栄養教育

主な研究テーマ
食行動変容の効果的な栄養教育の研究およびライフステージ・ライフスタイル別

の系統的栄養教育プログラムの開発

主な担当科目
『栄養教育論』『栄養教育論実習』『栄養カウンセリング論』『学校栄養教育実

習の事前事後指導』『学校栄養教育実習』『教職実践演習（栄養）』

職位・氏名 准教授 鈴木 寿則（すずき よしのり）

専門分野 公衆衛生学

主な研究テーマ 生活習慣病の疫学、医療費分析、データヘルス

主な担当科目
『社会保障論Ⅰ・Ⅱ』『公衆衛生学』『健康管理概論』『地域保健福祉論』『衛

生法規』

職位・氏名 准教授 氏家 幸子（うじいえ ゆきこ）

専門分野 給食経営管理・学校栄養教育

主な研究テーマ 学校給食における水産物の利用の可能性検討、宮城県の学校給食の歴史

主な担当科目
『学校栄養教育実習の事前事後指導』『学校栄養教育実習』『給食経営管理』

『臨地実習』『学校栄養教育論』『学校栄養教育法』



グローバル・スタディーズ学科（2022年度）

職位・氏名 教授 砂澤 健治（すなざわ けんじ）

専門分野 英語の歴史、ことばと文化

主な研究テーマ 中世英国の言葉と文化

主な担当科目
『English Grammar』『EnglishⅠA』『EnglishⅡA』『ヨーロッパの歴史と文化

Ⅰ』『言語文化論Ⅰ・Ⅱ』

職位・氏名 教授 賈 軍（か ぐん）

専門分野 国際経済学、開発経済学

主な研究テーマ エネルギー・経済・環境の相関関係

主な担当科目 『国際経済学』『国際経済開発論』『経済学』『アジアの歴史と文化』

職位・氏名 教授 高橋 早苗（たかはし さなえ）

専門分野 社会学

主な研究テーマ 震災復興とコミュニティ、諸外国の犯罪対応政策

主な担当科目
『社会学基礎論』『多文化社会論』『社会病理学』『フィールドスタディ論・

Ⅰ・Ⅱ』『教育実習の事前事後指導』『教育実習Ⅰ・Ⅱ』

職位・氏名 特任教授 スティーヴン・ハットフィールド

専門分野 英語コミュニケーション

主な研究テーマ 児童文学

主な担当科目
『Oral EnglishⅠ』『EnglishⅠＢ』『EnglishⅡＢ』『EnglishⅢB』『EnglishⅣ

B』

職位・氏名 教授 矢口 洋生（やぐち よぶ）

専門分野 平和研究

主な研究テーマ 平和の文化、キリスト教と平和、アジアの中の日本

主な担当科目 『国際平和論Ⅰ・Ⅱ』

職位・氏名 教授 山田 恵（やまだ めぐみ）

専門分野 アメリカ研究、アメリカ文学

主な研究テーマ アフリカ系アメリカ人の文学と思想

主な担当科目
『EnglishⅠA』『EnglishⅡA』『アメリカの歴史と文化Ⅰ・Ⅱ』『アメリカの文

学』『教育実習の事前事後指導』『教育実習Ⅰ・Ⅱ』

職位・氏名 准教授 加藤 美紀（かとう みき）

専門分野 教育哲学、宗教教育、人間形成論

主な研究テーマ 青年期の生きる意味、フランクル思想、物語論、スピリチュアリティ



主な担当科目
『キリスト教学ⅠA・ⅠB』『教育学概論』『教職実践演習』『キリスト教と教

育』

職位・氏名 准教授 熊谷 治子（くまがい はるこ）

専門分野 英文学、比較文学

主な研究テーマ T.S.エリオット、文学と音楽・絵画

主な担当科目
『EnglishⅢA』『EnglishⅣA』『比較文化論』『English Tutorial I, II, III』

『教育実習の事前事後指導』『教育実習Ⅰ・Ⅱ』

職位・氏名 講師　セバスティアン・マスロー

専門分野 国際関係論、政治学

主な研究テーマ 現代日本外交、東アジアの国際関係

主な担当科目 『国際関係論』『国際協力・援助論』『政治学』

職位・氏名 特任講師 ダニエル・フリードリック

専門分野 宗教学、日本宗教文化人類学

主な研究テーマ 現代日本宗教、マラソンと日本宗教、人口減少と宗教

主な担当科目
『 English Tutorial Ⅰ 』 『 Oral English Ⅰ 』 『 English Ⅰ Ｂ 』 『 English Ⅱ Ｂ 』

『EnglishⅢB』『EnglishⅣB』


