
所属 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）

福山市立大学 池澤　威郎 マーケティング論
小売業と商業不動産のビジネスシステム比較研究、交通
結節点施設におけるマーチャンダイジングの成立要因

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/2/0000183/profile.html

福山市立大学 石尾　広武　
物理学、計算物理
学、人間工学

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000051/profile.html

福山市立大学 岡辺　重雄 都市計画学
各地の都市計画、地域計画や都市整備プロジェクト立案
及び改善に加え、都市計画制度、建築法制史研究に基
づく建築基準法の改善を研究

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000052/profile.html

福山市立大学 加藤　誠章 都市防災 土砂災害、斜面安定 http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/2/0000185/profile.html

福山市立大学 上別府　隆男 国際協力論 ミャンマーの高等教育開発 http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000062/profile.html

福山市立大学 金　淳植 都市政策論
社会的金融による公民連携の確立と可能性、再生可能エ
ネルギーによるコミュニティ再生、社会的企業と連帯地域
経済の可能性

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000063/profile.html

福山市立大学 清原　昭子 地域経済学
社会経済的要因が食料アクセス、利用に与える影響に関
する研究、安全な食料の供給システムのあり方に関する
研究

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000064/profile.html

福山市立大学 桑田　学 経済思想史
19世紀中葉から20世紀の社会・経済思想史と科学史、エ
コノミーの概念史、現代経済思想

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000065/profile.html

福山市立大学 近藤　桂司 都市景観学 都市景観色彩のコントロール手法 http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000053/profile.html

福山市立大学 澤田　結基 自然地理学

1. 北極圏アラスカの森林火災が永久凍土に及ぼす影響
の評価
2. 山地斜面に形成される永久凍土の形成プロセスの解
明
3. ジオパークとジオツーリズム
4. 福山市のヒートアイランド現象

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000054/profile.html

福山市立大学 玉井　由樹 経営学
ベンチャー企業を支援する金融制度、クラウドファンディン
グの実態と将来性について、アウトソーシング産業に関す
る研究

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000060/profile.html

福山市立大学 塚本　僚平 地域経済論 地場産業産地の存立構造 http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000068/profile.html

福山市立大学 堤　行彦 環境工学
膜による水の再利用及び水処理、今後の最適な水システ
ムなど

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000048/profile.html

福山市立大学 西川　龍也 都市生活学
地方都市市街地の形成・変容プロセス、備後地方の町並
み及び近代化資産

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000049/profile.html

福山市立大学 根本　修平 建築計画
建築や都市の空間構成の研究、空きキャパシティの利活
用、建築・インテリアの設計制作

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000067/profile.html

福山市立大学 長谷川　良二 産業連関論
地域経済と環境問題の産業連関分析、地域的視点から
の温暖化対策

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/2/0000142/profile.html

福山市立大学 林　聡一郎 スポーツ科学 アダプテッドスポーツ実施時の生理的応答 http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000066/profile.html

福山市立大学 前山　総一郎 都市社会学
米国の都市行政とコミュニティガバナンス、コミュニティプ
ランニングと協働のまちづくり

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000050/profile.html

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/2/0000183/profile.html
http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000051/profile.html
http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000052/profile.html
http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/2/0000185/profile.html
http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000062/profile.html
http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000063/profile.html
http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000064/profile.html
http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000065/profile.html
http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000053/profile.html
http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000054/profile.html
http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000060/profile.html
http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000068/profile.html
http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000048/profile.html
http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000049/profile.html
http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000067/profile.html
http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/2/0000142/profile.html
http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000066/profile.html
http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000050/profile.html


所属 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）

福山市立大学 牧田　幸文 英米文化論
高齢者のその人らしい暮らしの支援、ジェンダーと多文化
支援

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000069/profile.html

福山市立大学 松浦　正伸 国際関係論
日韓歴史認識問題、日・米・韓安全保障協力、北朝鮮問
題、韓国政治外交

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000070/profile.html

福山市立大学 向井　厚志 地球環境学 断層破砕帯における地殻変動特性の解明 http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000061/profile.html

福山市立大学 榁田　智子 経営学

CSRおよび企業倫理実践のための組織作りと制度運用、
ジョブデザイン(職務設計)のあり方とワークライフバランス
の実践可能性、企業とステークホルダーのコミュニケー
ション

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000058/profile.html

福山市立大学 八幡　浩二 地域史研究
鉄・鉄器生産の考古学的研究、瀬戸内海地域の史的研
究、歴史文化を活かした地域づくり

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000055/profile.html

福山市立大学 山口　健一 共生社会論
多文化共生の民族まつりの研究、震災ボランティアの研
究、コミュニケーション論

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000056/profile.html

福山市立大学 横山　真 都市解析
実測調査や数値シミュレーションを用いた都市気候分析、
自然環境資源を活用した都市・地域づくりに関する研究

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/2/0000186/profile.html

福山市立大学 渡邉　一成 都市交通工学
時代とともに変化する都市活動に着目した、活動目的の
多様化、移動手段や量、範囲の変化が都市構造に及ぼ
す影響に関する研究

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000059/profile.html

福山市立大学

Ｓｔｅｐｈｅｎ
Ｈａｍｐｓｈｉｒｅ
（スティーブン・ハ
ンプシャー）

英語教育
Extensive Reading (ER) / Communicative teaching
materials design and development

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000057/profile.html

福山市立大学 伊澤　幸洋 障害児臨床
言語障害に対する指導法　発達障害の心理アセスメント
学習障害の検査法の開発

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000030/profile.html

福山市立大学 今中　博章 障害児心理 http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000031/profile.html

福山市立大学 上山　瑠津子 幼児教育学
保育における子ども理解のメンタルモデル、保育実践と
省察

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/2/0000101/profile.html

福山市立大学 太田　直樹 算数教育 数学の認知過程に基づいた算数科の教育課程の研究 http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000036/profile.html

福山市立大学 大庭　三枝
表現教育学、保育・
幼児教育学

幼児期における平和教育、地域を題材とした表現教材の
開発、保育者養成における平和教育

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000029/profile.html

福山市立大学 小野　方資 教育制度論、教育史 http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000034/profile.html

福山市立大学 小林　小夜子 保育学 http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000046/profile.html

福山市立大学 古山　典子 音楽教育
音楽科における教師の価値観の解明及び評価との関係
について

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000039/profile.html

福山市立大学 渋谷　清 美術教育 美術教育における絵画及び造形表現と地域美術文化 http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000026/profile.html

福山市立大学 正保　正惠 家庭科教育 家族生活教育の内容と方法 http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000024/profile.html

福山市立大学 高澤　健司 青年心理学 青年期におけるアイデンティティ発達とキャリア発達 http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000035/profile.html
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福山市立大学 高橋　　実 児童福祉
障害乳幼児の子ども家庭支援　特別なニーズをもつ子ど
もの生涯発達支援

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000082/profile.html

福山市立大学 西村　多久磨 教育心理学 社会貢献目標を育む教育的介入プログラムの開発 http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/3/0000202/profile.html

福山市立大学 西山　逸子 小児医学
医療と教育の連携、発達支援に関わる基礎的・実践的研
究および疫学研究

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000047/profile.html

福山市立大学 野口　啓示 社会福祉学
児童虐待を受けた児童およびその家族への支援、地域
支援および社会的養護に保護される子どもへのケアの研
究

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000043/profile.html

福山市立大学 林原　慎 社会科教育 初等教育における国際教育の実践的・実証的研究 http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000044/profile.html

福山市立大学 平野　晋吾 生理心理学
人の生体リズムと入眠状態の生理心理学的特徴の解明
及び自閉スペクトラム症児者の生活リズムに関する研究

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000045/profile.html

福山市立大学 弘田　陽介 教育哲学・教育史
身体の教育思想・歴史。特にドイツ教育思想、日本の古
典的文化論

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000041/profile.html

福山市立大学 藤原　顕 教育方法学 授業研究　教師の力量形成 http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000023/profile.html

福山市立大学 松尾　浩一郎
発達心理学、感情心
理学

感情の生涯発達、感情についての知識の発達、比喩理
解

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/2/0000162/profile.html

福山市立大学 森　美智代 国語教育 「話すこと・聞くこと」の教育研究 http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000032/profile.html

福山市立大学 山内　加奈子 臨床心理学
要介護認定からみた地域高齢者の健康を促進する心理・
社会的要因

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/3/0000201/profile.html

福山市立大学 山田　真世 幼児心理学 幼児期の描画における表象理解の研究 http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000040/profile.html

福山市立大学 山中　真悟 理科教育 理科授業のデザイン、教材開発 http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/2/0000182/profile.html

福山市立大学 山西　正記 体育教育
リズミカルな周期運動にみる時間的・力動的分節構造の
解明と「身体知」の伝搬・獲得に関わる現象学的アプロー
チ

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/2/0000181/profile.html

福山市立大学 吉井　涼 特別支援教育学 日本と外国の障害児教育史、インクルーシブ教育 http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000042/profile.html

福山市立大学 吉長　真子 教育史
近現代日本における産育と女性教育をめぐる政策・運動
の実証的研究／子どもの遊び環境保障の実践と理論研
究

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000033/profile.html

福山市立大学 劉　郷英 比較教育

①多言語・多文化環境における幼児の言語発達と教育方
法に関する研究
②東アジア諸国の幼児教育・保育方法及び保育者養成
に関する比較研究

http://kenkyu-web.fcu.ac.jp/Profiles/1/0000028/profile.html
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