
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＨOＵZ
～	

CHOUZ とは「長ずる」の日本古語で「成長する」

という意味があります。本学は、学生の皆さんが自

分の目指す保育者へと成長する過程を共に歩んでい

きたいと考えています。 

「大阪健康福祉短期大学 保育･幼児教育学科」情報誌 

ち ょ う ず 

「CHOUZ」は大阪健康福祉短期大学開設 

準備号として、本学の情報をお伝えします。 
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               松江に初めてできる私立短期大学である大阪健康福祉短期大学松江キャンパスに 

 入学されるみなさんを心待ちにしています。私もみなさんと一緒の一年生ですので 

よろしくお願いします。 

これまで島根総合福祉専門学校で「保育課程論」の講義をしていました。保育で 

は保育課程を基に年間・月・週・日によっての記録が大切です。そして何より 0 歳 

児から 5 歳児の発達過程を学ぶことが大切です。保育士は素晴らしい職業ですが 

“心の命 身体の命”を育てる責任もあります。ひとり一人の子ども達の成長を楽 

しみ、保護者から信頼される保育士になってもらえればと願っています。 

私は、学生さんとの講義の中で、真剣に取り組んでいる姿が大好きです。大人っ 

ぽい所もあれば子供らしい可愛い表現がある人たちの中で、私自身はいつも元気や 

勇気を沢山頂いて共に学んできました。 

短期大学では乳児保育を担当します。私の保育人生の中で乳児保育は特に好きです。今まで実習生や保育士 

には「乳児保育」を極めないと保育士にはなれないと少々厳しい事を言ってきました。乳児期は人間形成の 

一番重要な時期です。0・1・2 歳児の成長が理解できれば保育の自信につながると思います。少子化に伴 

い子どもの数は減少しているのですが、核家族化による保育の需要は高まり、保育の対象は「保育に欠ける」 

から「保育を必要とする」時代になっています。保育を必要とされる児童は増えています。保育士が足りな 

いのが現実です。でも保育士になって自分たちが保育を楽しめれば子ども達たちは応えてくれるとてもやり 

がいを感じる事ができると思います。私も微力ではありますが、支えになりながら、学生さんひとり一人が 

成長できる場を提供できればと思っています。保育士は素敵な仕事です。夢に向かって、しっかりと学んで 

下さることを期待しています。 

本学の歴史は、「1979 年国際児童年」を契機として立ち上げられた、社会福祉法 

人あおば福祉会大阪保育研究所、新金岡センター保育園までさかのぼります。 

その 6 年後、大阪保育研究所での研究業績を土台に、付属「保育・学童保育専門学 

院」をスタートし、さらに 1992 年には介護福祉士を養成する大阪総合福祉専門学校 

を開設。1997 年にはこの二つの養成校を統合し、介護福祉士と保育士を養成する専門学校になりました。

地域の沢山の皆さんの応援で生まれた学校でした。 

 本学の開学は 2002 年です。第 2 次世界大戦直後から、あふれていた戦災孤児に対する救済と教育事業

に取り組み、実績を重ねてきた学校法人みどり学園が設立しました。学校法人みどり学園と社会福祉法人あ

おば福祉会とは思いを一つにする兄弟法人と言える関係です。大阪総合福祉専門学校の歴史を引き継ぎなが

ら、地域貢献のできる福祉専門職、乳幼児から高齢期までの発達保障を視野に入れた教育・研究を進める大

学を目指しています。 

 私たちは、人は社会をつくる道具ではなく、社会が人の自立と自己実現を可能にするものでなくてはなら

ないと考えています。地域に暮らすすべての人たちの未来を照らす学校でありたいと願っています。 

 この度、島根県松江市に保育・幼児教育学科を開設するにあたり、島根総合福祉専門学校とお互いの福祉・

教育に関して協議を行ってきました。その結果、保育・幼児教育学科は、島根総合福祉専門学校が「一人ひ

とりへの行き届いた教育」「主人公は学生」「地域と共に育つ」の教育の考え方のもと積み上げてきた実績を

引き継ぐことを決めました。児童福祉分野への進路を検討される皆様には、ぜひとも私たちとともに学ぶ道

を選んでいただき、地域の福祉に貢献する人となっていただきたいと思っています。 

大阪健康福祉短期大学って… 

～夢にむかって 羽ばたく あなたと私～ 

 

松 

松江市保育研究会 

恵曇保育所所長 

 杠 佳子先生 

 

応援メッセージ 

1 

http://www.dlmarket.jp/products/detail/257638
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Izuhara_buildding.jpg
http://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/01/b055182f3e3115009658d50027d33e8c.png


夢に向かって羽ばたく～翼になる 2 年間！ 

 

【保育・幼児教育学科】Child welfare field 
幼稚園教諭・保育士は地域の未来を支え、切り開く重要な社会資源です。本学では、深い教養と専 

門性に裏付けられた科学的な理論と保育実践力を備えた人材育成を目指します。 

 

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋本 祐治 教授（学科長） 

担当科目：国語教育・文章表現ほか 

専門分野：国語教育 

経歴：島根県公立小学校校長 

～message～ 

人の育ちに関わることを志している皆さんに敬意を表し 

ます。私も同じ志を持って 37年間、小学校を中心に教育 

実践を続けてきました。子どもたち一人一人が、自ら考え、 

判断し、その人らしい自立した生き方をしていけるように、 

特に、「言葉の力」をつけることを第一に考え、生涯を通じ 

て読書し、記述し、対話する人になってくれることを目指 

して関わってきました。 

将来、子どもたちの育ちを支援していこうとしている学

生の皆さんが、今以上に言葉の力をつけ、自分自身の人生

を豊かにするとともに、関わる子どもたちの育ちをより豊

かなものにしていくことができるように、一緒に学びまし

ょう。何よりも、あなたたちと一緒に学べることに誇りと

喜びを感じつつ、精一杯努力します。よろしくお願いしま

す。 

 

余村 望 教授（学長代理） 

担当科目：社会福祉論 

・地域福祉論 ほか 

専門分野：社会福祉学 

経歴：島根総合福祉専門学校理事長 

島根総合福祉専門学校校長 

  

 

西岡 正義 特任教授 

担当科目：保育基礎ゼミⅠ 

・保育研究ゼミ ほか 

専門分野：政策科学           

経歴：大阪健康福祉短期大学特任教授 

～message～ 

私は一年生、二年生の卒業研究ゼミを担当します。これ

まで長年大阪健康福祉短期大学子ども福祉学科で指導して

きました。 

本校で行う研究実践は、身近な生活課題を対象として課

題解決を目標とした仮説を立てながら検証していく学習で

す。それは、子どもたちの権利を守る行為であったり、保

護者の悩みを解決するものであったり、地域社会を福祉の

視点から変えて行くアクションにつながるものです。そし

て、その研究の取り組みが自分自身を高めて行くものと考

えています。 

この度、新たな地、島根で学生たちの研究テーマに寄り

添って、共に学習できることを今から楽しみにしています。

 

そのために地域住民がどうつながっていくかをテーマに、新

しい地域社会のあり方が全国で模索されています。 

現代日本の福祉国家形成の歴史と未来について、「コミュニ

ティ」「障がい」「ソーシャル・キャピタル」をキーワードにそ

の性格と要素を明らかにし、生活する人々の未来をひらく地域

の姿を提案できればと思っています。 

本校は、島根県に唯一の私立短期大学として、学ぼうとする

皆さんの就学上のニーズに出来る限り応えられるように努力

します。入学されるみなさん、一緒に未来をひらく「地域デザ

イン」をしてみませんか。 

 

 

～専 任 教 員 紹 介～ 

～message～ 

少子高齢社会を迎え、日本の福祉はその対象がどん 

どん広がっています。日頃感じている暮らしにくさ 

をどう解決するか。 
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中原 康博 特任教授 

担当科目：幼児理解・ 

子ども家庭福祉 ほか 

専門分野：生活科学 

経歴：大阪健康福祉短期大学名誉教授 

～message～ 

保育・幼児教育学科では、保育士や幼 

稚園教諭（保育教諭）といった保育者を養成します。子ども

の成長や発達をサポートする専門職として必要な専門的な

知識や技術を 2年間で学びます。当然、密度の濃い学びにな

ります。その中でも、保育園や児童養護施設・乳児院、幼稚

園などでの実習を通した子どもとの関わりが学びの重要な

柱になります。子どもが好き、人間が好き、人に対する優し

い気持ちを持った皆さんが、子どもの将来の基礎作りをする

上で大切な時期を担う保育者を目指されることを期待して

います。 

加藤 友彦 准教授 

担当科目：造形Ⅰ・ 

キャリアアップ教育Ⅰ ほか 

専門分野：芸術学（彫刻） 

経歴：境港市水木しげるロード妖怪ブロンズ像の原型を制作 

島根県公立中学校での美術の非常勤講師 

 

いに期待しています。人と人が出会い世界が広がるよう

に、人がモノと出会うことでも世界は広がります。私は「造

形」を専門としています。「造形」の基本は形と色と自然

や生活の中にある様々な材料で表現することです。保育士

を目指す学生たちがモノを通して表現し、世界を広げ、ひ

とりでも多く「造形」を好きになる、そんな授業をしてい

きたいと思っています。 

 

夢に向かって羽ばたく～翼になる 2 年間！ 

～message～ 

新たに生まれ変わる保育・幼児教育学科での、新しい出会 

 
山川 智馨 講師 

担当科目：音楽Ⅰa・総合表現 ほか 

専門分野：学術（音楽：ピアノ） 

経歴：島根総合福祉専門学校 

児童福祉科専任教員 

～message～ 

ピアノ演奏が専門で、教員のかたわら毎年演奏会を主催し、

いろいろな方と共演させていただいています。アンサンブルは

自分を主張しすぎても影に隠れすぎても上手くいかず、相手の

呼吸や音量に合わせる一方で、ピアノが流れを進めていくバラ

ンスやさじ加減が難しい！ですが、音楽を通してたくさんの人

と出会えること、そして本番の空間でしか生まれない演奏に出

会うことにすっかり夢中です。 

 本学科でもまた、保育士や幼稚園教諭を目指す皆さんとの新

しい出会いにワクワクしています。音楽の力を身につけるには

日々の地道な努力が必須ですが、弾ける曲が増えていくことは

自信につながるはず。その喜びを一緒に体験しましょう！ 

 

 

石黒 香里 准教授 

担当科目：子ども学入門・発達心理学 ほか 

専門分野：保健学・生活福祉文化 

経歴：松江総合医療専門学校 

看護学科非常勤講師 

～message～ 

ヒトが育つうえで、乳幼児期は成長・発達が目覚ましく非

常に重要な発達段階です。その乳幼児と直接関わり、多職種

の方と連携し専門家として育ちを支える仕事が保育士なの

です。保育士を目指す皆さんには、子どもに関する専門の基

礎知識を身につけ、子どもたちの幸福のために何ができるか

を考えられる人であって欲しいと願っています。    

現代は、少子化や地域のつながりの希薄化など、子どもた

ちにとって生きにくい時代と言えるかもしれませんが、一人

でも多くの子どもたちが自分らしく輝ける未来を育むため

に一緒に学びませんか？同じ志を持つ皆さんと共に学べる

ことを楽しみにしています。 

 

髙橋 憲二 特任教授 

担当科目：障害児保育Ⅰ・ 

家庭支援論 ほか 

専門分野：障害者福祉・地域福祉     

経歴：島根県立大学短期大学部名誉教授 

 ～message～ 

島根県の子ども子育て支援計画では、待機児童ゼロを目指し

て様々な家庭支援策を講じています。こうした支援策を有効に

利用して、親とともにしまねの子どもを育てていく実践的な保

育士や幼稚園教諭の育成に携われることを幸せに思います。一

人でも多くのしまねの子どもが、一つでも多く笑顔で暮らせる

日々を大切に学生の皆さんとともに作っていきたいと考えてい

ます。 

授業では、ソーシャルワークの理論をふまえ、効果的な支援

のあり方や今後の課題について考えるとともに、家庭支援と子

育て支援双方の視点から、 保育士や幼稚園教諭が行う家庭支援

や地域の子育て支援の実践に着目して検討していきます。 

 



地元で活躍されて

れる 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

非 常 勤 講 師 紹 介 

島根大学の先生方 

高山草二 名誉教授（教育心理学）※ 

野田哲夫 教授（情報教育入門ほか） 

永松正則 准教授（日本国憲法） 

深見俊崇 准教授（保育原理ほか） 

塩津英樹 准教授（教育原理） 

久保研二 准教授（幼児体育Ⅰ） 

宮澤文雄 講師（英語） 

 
島根県立大学短期大学部の先生方 

岩田英作 教授（保育内容言葉） 

小野優子 准教授（保育内容総論ほか） 

藤原映久 准教授（子どもの権利） 

梶間奈保 講師（保育内容表現） 

永見葉子 非常勤講師（子どもの食と栄養ほか） 

 

新見公立短期大学の先生 

梶本佳照 教授（保育内容環境） 

大阪健康福祉短期大学の先生方 

眞鍋穰 学長（子どもの保健Ⅰ） 

平尾達夫 特任教授（保育内容環境） 

野村朋 教授（発達心理学ほか） 

 

島根総合福祉専門学校教員 

平野美緒 専任教員（臨床心理学ほか） 

舟越美幸 専任教員（障害児保育Ⅱ） 

堅田弘行 専任教員 （社会的養護内容ほか） 

増原真緒 専任教員（子どもと遊びⅡほか） 

井原俊一 非常勤講師（元高校教員:体育講義ほか） 

杠佳子 非常勤講師（恵曇保育所所長:乳児保育） 

赤浦佐依 非常勤講師 （保健士:子どもの保健Ⅱほか） 

糸原潤一 非常勤講師 （保育士:学童保育の指導法） 

 

 

 

島根県立大学短期大学部 保育学科 

梶間奈保 講師 

皆さん、こんにちは。私は子どもと音楽について、

幼児教育や子育て支援、そしてコンサート活動といっ

た様々な観点から日々、音楽について研究をしており

ます。また、幼稚園や保育所等でも音楽表現について

の研修をさせていただいております。子どもと音楽に

ついて考える第一歩、それは、音楽は耳を通して聴く

ものだけではなく、身体で感じることです。固定概念

を捨てて、魅力ある音楽の再発見を楽しんでくださ

い。 

島根大学法文学部 人文社会科学研究科 

永松正則 准教授 

日本国憲法を担当します。保育士・幼稚園教諭の

仕事と関連する法律に、児童福祉法や子ども・子育

て支援法があります。これらの法律は、一人一人の

子どもが愛され健やかに成長するために日本国憲法

が定める基本的人権を具体化するものです。 

さまざまな基本的人権の内容を理解することを通

じて、子どもや保護者だけでなく、これから保育士・

幼稚園教諭として働くみんなも幸せになれる、笑顔

になれる今よりももっともっと良い法制度を考える

きっかけになればと思います。 

 

公益社団法人島根県看護協会 

栗谷とし子 就業相談員 

保育士や幼稚園の先生を目指すみなさんは

「子どもの命」を預かる専門職です。そして子

どもの「現在の健康」だけでなく「生涯の健康」

の土台づくりにも大きな役割を担っています。

私が担当する保育内容 健康という科目で は、

子どもの心身の健康と健康安全指導に関する理

解を深め、保育者としての援助のあり方につい

て実践的に学びます。授業でお会いできること

を楽しみにしています。 

おられる先生方から 

学べるよ！！ 

鳥取大学の先生 

奥野隆一 名誉教授（教育制度論）※ 

 

島根県看護協会 

栗谷とし子 就業相談員（保育内容健康） 

 

※（  ）は担当していただく科目です。 
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※退官時の所属です。 
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http://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/01/a214bcd8f8e6821a1095b373fb6ce9cc.png
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＜お問合わせ先＞ 

〒690-0826 

島根県松江市学園南 1 丁目 15-10 

開設準備室（現 島根総合福祉専門学校 松江学園南キャンパス） 

℡：0852-67-3715  

学校法人みどり学園 
大阪健康福祉短期大学 

5 

保育･幼児教育学科（松江キャンパス） 

（学科設置届出中・教職課程認可申請中） 




