
所属・職名 教員名 大まかな分類 研究内容など 詳細情報（大学HPへのリンク）

学長 坪井　始 情報システム 情報システム http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=201

副学長・経営学部長・教授 川久保　和雄 情報システム コンピュータ入門 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=205

学科長･教授 小玉　一樹 組織マネジメント 人的資源管理論、組織行動論 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=207

教授 渡辺　清美 英語教育 英語教育、第2言語習得 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=217

福井　正康 社会システム分析 統計等プログラム開発 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=206

佐藤　幹 経営のための会計 自治体のマネジメント http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=218

市瀬　信子 中国文学 中国語・中国文学 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=208

佐藤　真司 教育工学 情報教育 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=209

江口　圭一 人材マネジメント 産業・組織心理学 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=221

芝田　全弘 財務会計 財務会計 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=210

准教授 堀越　昌和 中小企業経営 中小企業経営 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=222

尾崎　誠 教育工学 教育ソフト開発 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=211

講師 岩本　敏裕 経営戦略 経営戦略 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=223

渡邉　正樹 マーケティング マーケティング論、ブランド論 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=219

本田　良平 アメリカ文学 アメリカ文学、英語教育 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=212

助教 兎内　祥子 マーケティング BtoBマーケティング http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=220

学科長･教授 大中　章 カウンセリング 精神科リハビリテーション学 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=305

教授 向井 　通郎 社会福祉 障害者福祉論 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=304

松井　順子 介護福祉 食を通じた高齢者の生活支援・介護予防 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=320

中司　登志美 介護福祉 認知症の理解 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=306

岡部　真智子 社会福祉 居住福祉、社会福祉士養成 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=316

准教授 浅井　智雄 英語教育 英語指導方法 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=319

上野　善子 子ども家庭福祉論 人と動物との共生学、福祉社会学 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=321

藤井　宏明 介護福祉 介護技術 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=308

中嶋　裕子 精神保健福祉 理論と相談援助 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=312

杉本　浩章 社会福祉 医療・福祉マネジメント、IPW、IPE http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=314

講師 崔　銀珠 社会福祉 民間福祉活動 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=317

武村　淳司 介護福祉 福祉用具 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=322

福祉健康学部長・教授 永井　純子 健康教育学
・学齢期小児の生活習慣に関する疫学的研究
・健康教育
・運動指導法

http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=401

学科長･教授 三藤　恭弘 国語科教育学
・小学校の国語科教育における内容と方法の研究
・物語の創作学習論
・国語科授業づくり実践研究

http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=414

教授 山﨑　洋子 教育学、教育史学
・イギリスの教育改革及び歴史的展開
・教員養成論
・女子教育史

http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=415

田辺　尚子 英語教育学
・小学校英語教育
・教師の成長
・言語教師認知

http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=420

中原　大介 対人援助 保育者養成教育、家庭支援 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=406

准教授 川島　範章 教育心理学
子どもの認知発達、学習支援、適応支援
学校心理士スーパーバイザー
臨床発達心理士スーパーバイザー

http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=422

西川　京子 社会科教育学 グローバル学習や地理的学習の方法論 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=418

伊藤　憲孝 音楽 ピアノ演奏法および教授法 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=407

田中　宏和 法学
著作権法におけるパブリックドメインの法的位置付け
やその利用に関する研究、AR(拡張現実)の法的規制
に関する研究

http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=411

講師 矢野川　祥典 特別支援教育学
・進路指導
・キャリア教育
・職業リハビリテーション

http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=423

田中　紀子 教育方法学 インクルーシブ授業およびカリキュラム論 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=424

学科長・教授 石橋　勇 コンディショニング科学 臨床スポーツ医学 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=506

教授 楠本　恭久 スポーツ心理学 スポーツカウンセリング http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=518

沖増　英治 生命科学 基礎生理学 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=505

磨井　祥夫 身体運動科学 身体運動解析学 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=523

入澤　雅典 スポーツ生理学 スポーツ生理学 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=519

上村　 崇 倫理学 道徳教育 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=507

准教授 中村　雅子 養護教育学 養護概説 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=509

三宅　幸信 体育科教育学 教職概論 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=526

松田　広 体育科教育学 体育科教育法 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=521

森澤　桂 運動学 スポーツ運動学 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=520

松井　弘志 コーチング学 バレーボール http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=511

高本　健彦 健康科学 運動処方論 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=513

講師 若井　研治 コーチング学 サッカー http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=512

河野　洋 スポーツ社会学 スポーツ社会学 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=524

藤本　太陽 スポーツ心理学 メンタルトレーニング方法論 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=527

助教 石井　智紋 健康科学 トレーニング科学 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=522

学部長・教授 木宮　高代 老年看護学 高齢健康科学 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=609

学科長・教授 安達　直子 小児看護学 子どもの成長と健康 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=645

教授 才野原　照子 基礎看護学 基礎看護学 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=644

齋藤　智江 成人看護学 成人看護学概論 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=607

志村　千鶴子 母性看護学 母性看護援助学 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=646

井上　徹 基礎医学 身体のしくみ http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=608

准教授 岡　和子 基礎看護学 看護科教育法 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=637

後藤　満津子 精神看護学 こころのケア http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=647

長野　扶佐美 公衆衛生看護学 公衆衛生看護管理論 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=641

藤田　晶子 在宅看護学 在宅看護論 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=642

伊東　美佳 基礎看護学 治療援助学 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=618

曽根　清美 母性看護学 母性看護援助学・助産学 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=611

大塚　千秋 老年看護学 リスクマネジメント http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=648

内田　史江 基礎看護学 生活援助学 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=620

齋藤　公彦 公衆衛生看護学 保健医療福祉行政論 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=613

講師 加地　みゆき 成人看護学 成人看護援助学 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=631

藤井　小夜子 成人看護学 成人看護援助学 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=616

山本　千佳子 老年看護学 老年看護援助学 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=649

福田　久仁子 精神看護学 精神看護援助学 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=643

佐竹　潤子 小児看護学 小児看護援助学 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=633

藤原　弘子 母性看護学 母性看護・助産学実習 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=625

大元　雅代 在宅看護学 在宅看護援助論 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=627

平川　幹子 成人看護学 成人看護援助学 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=622

木場　しのぶ 成人看護学 成人看護学実習 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=630

助教 樋口　雪子 母性看護学 母性看護 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=639

笹木　佳子 公衆衛生看護学 公衆衛生看護技術論 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=623

助手 廣田　明美 成人看護学 基礎看護学実習 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=626

山内　紀代美 成人看護学 成人看護学実習 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=640

助教 細川　光浩 情報処理教育 情報処理 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=215

助手 奥田　由紀恵 情報処理教育 情報処理 http://kwsv.heisei-u.ac.jp/stfdb/disp.php?sno=216

大学教育センター

福山市内の大学教員情報 http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kikaku/45579.html#4

福祉健康学部こども学科

福祉健康学部健康スポーツ科学科

福祉健康学部福祉学科

経営学部経営学科

看護学部看護学科
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