
本学の『教員の養成』に関する組織 
教職課程とは、教員免許状を取得し将来教員を目指す者が履修する課程です。

教員免許状を取得するためには、卒業単位のほかに、教職課程科目の単位の修

得が必要となります。 

教員は、幼児教育の中心となる担い手であり、子どもの人格形成や成長に影

響をおよぼす重要な職務です。 

教職課程の目的は、教員として必要な資格を満たし、一般的、専門的な知識

や技術を身につけることにあります。教職課程の履修には自己の進路をよく考

え、学習計画を十分に立てた上、努力と自己研鑽を積むことが必要です。本学

では、以下教員の養成に関する組織があります。 

 

１ 教育課程編成委員会 

委員会設置の趣旨は、本学の専攻分野に関する企業、関係施設、関係団体等

との連携体制を確保して、より実践的かつ専門的な職業教育を目指した教育課

程を編成するため、教育課程編成委員会を置いています。審議事項は、本学の

専門分野に関し、生徒の就業先の業界における人材の専門性に関する動向、国

又は地域の産業振興の方向性、新産業の成長に伴い新たに必要となる実務に関

する知識・技術・技能などを十分に把握・分析した上で、次に掲げる事項につ

いて審議します。 

（１）授業科目の開設に関する事項 

（２）授業内容・方法の工夫・改善に関する事項 

（３）その他教育課程の編成に関する事項 

 

委員会の審議結果は、校長に答申し、校長は、答申に基づき、教育課程等の

改善を図るため必要な措置を講ずるものとなっています。 

 

２ 教務担当教育課程係 
教員免許状の取得を希望する学生の支援や教職課程の円滑な運営、教員養成

にかかわる業務や情報の提供などを行っています。 

主な業務としては、 

（１）教職に関する科目のカリキュラム編成に関すること教育実習等実習に 

関すること 

（２）学生の教職課程教育の学習支援に関すること 

（３）教職課程教育に関する調査・研究に関すること 

（４）教員免許状の更新講習に関すること 



役　職 氏　　　　名 担当科目

副校長 美入　昌男 教育原理、保育・教職実践演習

学科長 会田　秀樹 保育内容健康

学科主任 東海林　孝 幼児の運動Ａ

学科主任 渋谷　るり子
保育内容表現（音楽）、音楽Ⅱ理論と音楽あそび、幼児の音楽、音楽ⅠＡピアノ基礎、音楽ⅠＢピア
ノ基礎、教育実習指導、教育実習Ⅰ•Ⅱ

横関　由紀
音楽ⅠＡピアノ基礎、音楽ⅠＢピアノ基礎、音楽ⅠＣ弾き語り演習、音楽ⅠＤ弾き語り演習、
教育実習指導、教育実習Ⅰ・Ⅱ

永島　晴美 音楽ⅠＡピアノ基礎、音楽ⅠＢピアノ基礎、音楽ⅠＣ弾き語り演習、音楽ⅠＤ弾き語り演習

小原　伸子 保育内容人間関係

平田　智久 図画工作ⅠＡ、図画工作ⅠＢ、保育内容表現（造形）

山下　直治 発達心理学、教育心理学、臨床心理学

能村　澤子 保育教材研究（指人形・エプロンシアター）・保育教材研究（クラフト・ペープサート）

五十嵐　静江 保育教材研究（折り紙・絵本）

石田　隆博 保育教材研究（紙芝居・パネルシアター）

石山　道子 保育教材研究（折り紙・絵本）

植竹　初江 保育・教育課程論

小沼　美和 幼児理解と教育相談

前田　佳代 音楽Ⅱ器楽とオペレッタ

川上　由美
音楽ⅠＡピアノ基礎・音楽ⅠＢピアノ基礎・音楽ⅠＣ弾き語り演習・
音楽ⅠＤ弾き語り演習

坂田　康之 幼児の運動Ｂ

関口　宏 幼児教育の方法及び技術、幼児教育経営学

鶴田　一女 保育内容総論

羽金　恵子
音楽ⅠＡピアノ基礎、音楽ⅠＢピアノ基礎、音楽ⅠＣ弾き語り演習、
音楽ⅠＤ弾き語り演習

早藤　由起子
音楽ⅠＡピアノ基礎、音楽ⅠＢピアノ基礎、音楽ⅠＣ弾き語り演習、
音楽ⅠＤ弾き語り演習

専任教員　9名

兼任教員　19名

教員の数、各教員が担当する教職に係る授業科目



藤田　幸子 保育内容環境

松枝　秀晴 図画工作Ⅱ

松本　昌治 教職概論

御手洗　徹 子どもの科学

山崎　英二 日本語の表現法（児童文学を用いて）、保育内容言葉

渡邊　みつる
音楽ⅠＡピアノ基礎、音楽ⅠＢピアノ基礎、音楽ⅠＣ弾き語り演習、
音楽ⅠＤ弾き語り演習



各教員が有する学位及び業績について

教員氏名 専攻分野（研究課題） 学位

美入　昌男 教育原理・保育教職実践演習 工学士

最近の主な教育実績及び論文、研究業績等

【職歴】

昭和51年4月埼玉県公立学校教員（県立高等学校教諭）(平成15年3月まで）

平成15年4月埼玉県公立学校教員（教頭・校長）（平成26年3月まで）

平成26年4月埼玉県公立学校再任用教員（県立高等学校就職支援教諭）(平成28年3月まで）

平成26年4月学校法人開智学園開智未来中学校・高等学校非常勤講師(平成28年3月まで）

平成26年4月日本工業大学教職課程非常勤講師（(平成28年3月まで）

平成28年4月学校法人ワタナベ学園越谷保育専門学校教員（現在に至る）

所属学会・社会的活動等

【所属学会】　

日本保育学会

【教員免許状等】

高等学校教諭専修免許状

中学校教諭1級免許状

おもちゃインストラクター

【表彰等】

【社会的活動】

埼玉県留置施設視察委員（埼玉県公安委員会委嘱）

埼玉県立松伏高校学校評議員

埼玉県産業教育功労者表彰（公益財団法人産業教育振興中央会）



各教員が有する学位及び業績について

教員氏名 専攻分野（研究課題） 学位

会田　秀樹 保育内容　健康 体育学士

最近の主な教育実績及び論文、研究業績等

【教育実績】

三郷市立彦糸小学校　助教諭　（S60.3～S61.3）

三郷市立彦糸中学校　常勤講師　（S61.4～S63.3）

ワタナベ学園社会体育専門学校　専任講師　（球技その他）　（S63.4～H10.3）　

越谷保育専門学校　専任講師　（保育内容健康　体育実技　体育講義）　（H10.4～）

【職務上の実績】

越谷保育専門学校附属幼稚園6園にて週1回運動遊びを目的とした体育指導を実施 (H10～H13)

みさと団地幼稚園にて週1回ボールを使った運動をメインとした運動体験の指導を実施(H10～H13)

【所有免許状】

中学校教諭一級普通免許（保健体育）

高等学校教諭二級普通免許状（保健体育）

所属学会・社会的活動等

【所属学会】　

日本保育学会



各教員が有する学位及び業績について

教員氏名 専攻分野（研究課題） 学位

東海林　孝 体育・幼児の運動 教育学学士

最近の主な教育実績及び論文、研究業績等

【教育実績】

（昭和６１年４月～昭和６２年３月）　ピープルスポーツクラブ新座　児童・幼児の体育指導員として勤務

（昭和６２年４月～平成１０年３月）　埼玉社会体育専門学校　専任講師　（幼児体育指導法等）

（平成１０年４月～平成１１年３月）　越谷保育専門学校　専任講師　（幼児と運動）

（平成１１年４月～平成１８年３月）　千葉福祉専門学校　専任講師　（スポーツ理論等）

（平成１８年４月～現在）　越谷保育専門学校　教員　（体育実技・幼児の運動）

　

所属学会・社会的活動等

【所属学会】　

日本保育学会



各教員が有する学位及び業績について

教員氏名 専攻分野（研究課題） 学位

渋谷るり子 音楽、音楽表現 音楽学士

最近の主な教育実績及び論文、研究業績等

【研究紀要】

　『子どもたちの音に対する感じ方と表現についての一考察』 越谷保育専門学校　研究紀要　第２号　58-66

　『保育者を目指す学生の音に対する気づきの変化』　越谷保育専門学校　研究紀要　第５号 1-6

【職務上の実績】

　ワタナベ学園夏期幼児教育研修会講師　（Ｈ28.7）　『音を感じて心を動かそう』（１講座）

　ワタナベ学園夏期幼児教育研修会講師　（Ｈ29.7）　『音を感じてこどもと楽しく表現するために』（２講座）

　幼稚園特別研修会講師　（楽器合奏における指導と助言を定期的に実施）

　墨田区立小学校　公開授業講師　『小学校１学年、2学年　音楽表現』　（Ｈ25より　年平均4講座依頼）

　こども大学よしかわ　講師『リンガーになってベルを演奏しよう』　（Ｈ27年より　毎年実施）

【著書】

　明日へ歌い継ぐ日本の子どもの歌　唱歌童謡140年の歩み　（共著　担当頁109）

【教育実績】

　越谷保育専門学校　兼任教員 　（音楽Ⅰ担当）　（平成12年度）

　越谷保育専門学校　専任教員　（平成13年4月より現在に至る）　

　　　『音楽Ⅰ』　（平成13年4月より　現在）

　　　『音楽ⅡＡ理論と音楽あそび　（旧　音楽ⅡＡ）』　（平成19年度より　現在に至る）

　　　『幼児の音楽　（旧　作曲法）』（平成19年度より　現在に至る）

　　　『保育内容表現音楽』　（平成28年4月より　現在に至る）

【所有免許状】

　高等学校教諭１種免許状　　中学校教諭１種免許状

所属学会・社会的活動等

【所属学会】　日本保育学会　全国大学音楽教育学会　日本基礎教育学会　他

【音楽活動】

　Ｈ24.6　けやきホールにて　リサイタル　　

　Ｈ24　　親子ふれあいコンサート（幼稚園にて毎年実施　Ｈ26まで）

　Ｈ22.1　日本レシェティツキソサイエティ　定期演奏出演



各教員が有する学位及び業績について

教員氏名 専攻分野（研究課題） 学位

横関　由紀 ピアノ・幼児の音楽 音楽学士

最近の主な教育実績及び論文、研究業績等

【教育実績】

学校法人　清麗学園　両国幼稚園教諭　　担任業務 （Ｈ8.４～Ｈ１6.３）

まつばら音楽教室　ピアノ講師　（Ｈ１6～Ｈ19）

学校法人　清麗学園　坪井幼稚園教諭　 未就園児クラス担任及び音楽指導全般（幼児、保育者）に携わる

                                                                                                                              （Ｈ20.4～Ｈ２７.3）

越谷保育専門学校　専任教員　（平成２７年4月より現在に至る）　

　　　『音楽Ⅰ』　         　　　　　 （平成２７年4月より　現在に至る）

　　　『教育実習指導』　　　　　　（平成２８年4月より　現在に至る）

【研究紀要】

【職務上の実績】

　ワタナベ学園夏期幼児教育研修会講師 　（Ｈ28.7)　『音を感じて心を動かそう』

　ワタナベ学園夏期幼児教育研修会講師　 （Ｈ29.7）　『音を感じてこどもと楽しく表現するために』

  ワタナベ学園内研究中間発表会講師　　  （Ｈ29.2）

　ワタナベ学園みさと団地幼稚園音楽相談会　（Ｈ２８～現在、器楽合奏における指導と助言を定期的に実施）

【所有免許状】

幼稚園教諭1種免許状

所属学会・社会的活動等

【所属学会】　

日本保育学会

【音楽活動】

まつばら音楽教室　発表会　講師出演　　（Ｈ１6～Ｈ１９）



各教員が有する学位及び業績について

教員氏名 専攻分野（研究課題） 学位

永島　晴美 ピアノ・リトミック 芸術学士

最近の主な教育実績及び論文、研究業績等

【教育実績】

　　ひすい音楽教室主催　(大学在籍時より現在に至る)

　　越谷保育専門学校　　兼任教員　　（音楽Ⅰ担当）　（平成14年4月より平成28年3月まで）

　　越谷保育専門学校　　専任教員　　（平成28年4月より現在に至る）

　　　　　　『音楽Ⅰ』　　（平成28年4月より現在に至る）

【職務上の実績】

　　幼稚園特別講習会講師　(楽器合奏における指導と助言を定期的に実施)

　　H28　埼玉県私立　麗明高等学校講師　「リトミック　リズム遊び　と　ハンドベル合奏」　　

　　H29　こども大学よしかわ講師　「リンガーになってミュージックベルを演奏しよう」　　　

所属学会・社会的活動等

【所属学会】　日本保育学会

【音楽活動】

　　H20より　アロッターヴァ・コンサート　(越谷サンシティホールにて　隔年実施　H25まで)　　

【ボランティア・コンサート】

　　H21より　Vividezza  Cantabile　(音楽アンサンブルグループ)　　

　　　　　　　　ボランティア・コンサート出演　(老人施設を中心に年3～4回　訪問コンサート開催)　

　　H25　越谷市立大袋東小学校　創立40周年記念事業にて　コンサート出演

　　H27　NPO法人　ナントンゴプロジェクト　（ウガンダ共和国応援プロジェクト)　クリスマス・コンサート出演



各教員が有する学位及び業績について

教員氏名 専攻分野（研究課題） 学位

小原　伸子 保育学・関係学 修士（教育学）

最近の主な教育実績及び論文、研究業績等

【教育実績】

文教大学人間科学部助手（昭和50年～平成18年）

埼玉大学教育学部非常勤講師（教育心理学講座「面接技法演習」）（平成5年～平成13年）

尚絅女学院短期大学幼児教育学科非常勤講師（「自己表現法」）（平成10年～平成14年）

埼玉県立大学短期大学看護学科非常勤講師（「家族関係論」）（平成12年～平成19年）

平和学院衛生福祉専門学校非常勤講師（「保育」）（平成13年～平成15年）

越谷保育専門学校非常勤講師（「精神衛生」「教育相談」「人間関係」「家族援助論」）（平成13年～平成18年）

洗足学園短期大学幼児教育保育科講師（「発達心理学」「保育内容人間関係」「保育原理」「精神保健」「保育実習」）

（平成18年～平成20年）

越谷保育専門学校非常勤講師（「教育相談論」「保育原理Ⅱ」（平成20年～平成22年）

秋草学園短期大学幼児教育学科非常勤講師（「保育内容演習」「保育所・幼稚園実習担当」「家族援助論」）

（平成20年～平成22年）

【研究紀要】

P'115～P'118

「保育所実習体験による意識変容に関する研究」洗足学園論叢36P'137～P'147　

（共著）小原伸子(P7137～P'140)　内山有子　稲田素子

「保育内容「人間関係」を学ぶ基礎としての関係体験プログラムの開発」洗足学園論叢35　P'37～P'46

（共著）神蔵幸子　小原伸子（P'42～P'46)

【著書】

『現代のエスプリ』編集佐藤啓子至文堂2004年「幼児の集団と人間関係の教育―子どもと子どもの関係を中心として―」

所属学会・社会的活動等

【所属学会】　

・日本保育学会（昭和51年～現在に至る）・日本関係学会（昭和51年～現在に至る）

・日本人間関係学会（平成6年～現在に至る）

・日本発達臨床心理学会（平成18年～現在に至る）

【社会的活動】

関係学会事務局員（昭和54年～平成 3年）

文教大学幼児集団研究会代表（昭和56年～平成18年）

武蔵野大学人間科学部児童学科非常勤講師（「保育内容人間関係」「子育て支援論」「精神保健」）（平成20年～平成22年）

学校法人ワタナベ学園　越谷保育専門学校専任教員（「保育実習指導Ⅰ・Ⅱ」「保育内容人間関係」）（平成29年～現在に至る）

「かかわり方の発展に関する研究―「読み聞かせ」の教育プログラム開発について―」国際学院埼玉短期大学研究紀要第33号

国際学院埼玉短期大学講師（「保育原理」「保育内容総論」「保育実習指導Ⅰ・Ⅱ」「保育内容環境」（平成23年～平成28年）



各教員が有する学位及び業績について

教員氏名 専攻分野（研究課題） 学位

平田　智久 乳幼児の造形表現及び活動の研究 学士

最近の主な教育実績及び論文、研究業績等

　

所属学会・社会的活動等

【所属学会】　

【教育実績】　東京・清心幼稚園、福島県・(学法)白梅　3つのこども園、等で園内研修を通しスキルアップを図る。

【研究実績】　日本学術振興会より科学研究費補助金(基盤研究C)交付　 課題番号　26350938
   　　　　　　　　　　研究課題名「現代乳幼児の描画発達に関する横断的縦断的研究」継続研究中

【著書】　　「教育美術」のシリーズ「乳幼児はすごい」の企画監修

【学会活動】　2017.11.9　大阪成蹊大にて　美術科教育学会・「乳・幼児造形研究部会」第１回部会にて発表討議



各教員が有する学位及び業績について

教員氏名 専攻分野（研究課題） 学位

山下　直治 発達心理学 修士（教育学）

最近の主な教育実績及び論文、研究業績等

【教育実績】　　

埼玉県立高校教諭（昭和41.4～51.3.数学科担当）

宮城教育大学教育学部講師・助教授・教授（発達心理学）（昭和51.8～平成20.3)宮城教育大学名誉教授（平成20.4）

宮城教育大学大学院教育学研究科助教授・教授（学校教育講座・発達心理学）（昭和63.3～平成20.3）

北陸大学未来創造学部教授（教育心理学・発育発達論・道徳教育論（平成21.4～25.3）

学校法人ワタナベ学園　越谷保育専門学校専任教員（平成27.4～現在に至る）

【業績】

論文　「執着について―錯覚からの脱出―」　越谷保育専門学校　研究紀要.第5号.44-54　2017

著書　『幼児心理学』野呂正編.（共著）朝倉書店.1983.

所属学会・社会的活動等

【所属学会】　

日本教育心理学会（「城戸賞」選考委員）　　　　　　発達心理学会 日本保育学会

日本道徳教育学会（平成21年度学会賞、受賞）

宮城県道徳教育推進会議委員（座長.平成18年4月～21年3月まで）

日本教育大学協会.宮城教育大学評議員（2期4年）

「教育活動における自律的動機づけの形成過程―グルジヤ学派の構え理論からの分析―」
                                                                                            日本語言文化研究.第2輯（下）140-149

「認知活動における構えの形成と転換―自動的処理・統制的処理過程―」
                                                                          宮城教育大学紀要.第41巻.163-173.

「認知活動における構えの形成と転換―Ｌｅｗｉｎ-ＫｏｕｎｉｎｎによるＲｉｇｉｄｉｔｙの定式化をめぐる問題―」
                                                                                             宮城教育大学紀要.第37巻.357-367.

　　　　『授業の心理』実践教育心理学第3巻.辰野・高野・加藤・福沢（編）（共著）「発問の心理」263-281.教育出版.1981.

　　　　『教育心理学―教職を目指す人への入門書―』河野義章（編著）「子どもの発達を理解する」15－38.川島書店.1993.
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