
【管理栄養学科】

教員名 職位 専門分野 研究紹介
（研究テーマ） 研究キーワード 今年度担当科目 Eメール 講義のある曜日 オフィスアワー 備考

小西　文子 教授 給食管理
行事食・儀礼食の現状と地域特性、次世
代に継ぐ日本の家庭料理、スポーツ選手
のアミノ酸摂取

行事食・儀礼食
昭和30年代の家庭料
理、スポーツ栄養

学部:給食経営管理論Ⅰ、給
食経営管理論Ⅱ、給食経営
管理実習、応用調理学実習、
健康栄養総合演習Ⅰ、校外
実習（給食の運営）､臨地実
習Ⅰ(給食経営管理)、臨地実
習Ⅱ（給食経営管理）、フード
システム論

fumiko-goi@tokaigakuin-
u.ac.jp

水・木・金曜日 火曜日 15：10～16：50
何かご質問・相談が
あれば、電子メール
でご連絡ください

下内　充 教授
言語学、英語教
育

①  日本人の英語学習と日本人の英語
の国際的通用度
②　外来語の知識と英語学習への干渉・
有用性

国際英語、日本人の英
語、カタカナ語

言語学、音声学、談話研究
論、基礎英語Ａ、基礎英語
Ｂ、英語Ⅰ、英語Ⅱ

simoutim@tokaigakuin-
u.ac.jp

月・火・水・木・金曜日 金曜日 9：20～10：50

連絡はメールでお願
いします。携帯電話
の場合パソコンから
のメールを受信でき
るように設定しておい
てください。

濱田　美佐子 教授
文学、文化、英
語、アメリカ、詩

エミリー･ディキンソン研究
大学における英語学習、異文化理解

言葉、魂、表現、女性、
社会と個人、成長、生と
死、不滅、少女再生、文
化、英語筋肉、目的を
もった学習、音読、英語
の論理構造

学部:英米の言語と文化、文
学、基礎英語Ａ(基本表現)、
基礎英語Ｂ(基本表現)、基礎
英語Ａ(医療系)、基礎英語Ｂ
(医療系)、英語活用演習Ａ(医
療系)、英語活用演習Ｂ(医療
系)、英語活用演習Ａ(ビジネ
ス系)、英語活用演習Ｂ(ビジ
ネス系)、異文化理解論、解
釈学、日本語教授法B、医療
英語

misakoha@tokaigakuin-
u.ac.jp
（ただし、お名前の記載
のないメールは開けま
せん）

火・水・金曜日 水曜日 16：50～18：20

研究室の扉にある袋
や、壁の木の箱にメ
モを残してください。
その際、連絡先を書
いてくださると、助か
ります。

五藤　泰子 教授
調理学
調理学実習
障害児教育

摂食・えん下障害
子どもと高齢者の栄養

摂食、えん下障害、障害
児、高齢者、食と栄養

学部：健康福祉概論、加工食
品の品質と特性、加工食品
の品質と特性実習、食品加
工学実験、国際調理理論、
フードコーディネート論、肢体
不自由児の心理・生理・病
理、肢体不自由児教育論Ⅰ、
肢体不自由児教育論Ⅱ、嚥
下障害学Ⅰ、嚥下障害学Ⅱ、
嚥下障害学Ⅲ、食健康課題
研究
短大：子ども栄養学、子ども
の食と栄養

hirokog@tokaigakuin-
u.ac.jp

月・火・水・金曜日 月曜日 16：50～18：20
何かご質問・相談が
あれば、電子メール
でご連絡ください

アンドリュー・デュアー 教授 図書館情報学
１．子どもの読書
２．図書館サービス
３．子ども司書制度

読書、子ども司書、図書
館、図書、図書館サービ
ス、司書、司書教諭

学校経営と学校図書館、学
校図書館メディア構成、読書
と豊かな人間性、学習指導と
学校図書館、視聴覚教育メ
ディア論、近現代の世界

a-dewar@tokaigakuin-
u.ac.jp

火・木曜日
木曜日 15：10～16：40
（図書館３階 館長室）

東海第一幼稚園でも
兼務しているので、
午前中および月曜日
の午後は幼稚園で勤
務している。夕方は
図書館にいることが
多い。

デュアー貴子 教授
感覚生理学
社会薬学

人の感覚器による食品の評価、健康食
品や薬が社会に与える影響、薬育プログ
ラム

生理活性物質、官能評
価、学校薬剤士

解剖生理学Ⅰ、解剖生理学
Ⅱ、食品衛生学、基礎栄養
学、食品衛生学実験、生活と
環境

t-dewar@tokaigakuin-
u.ac.jp

月・火・水・木曜日 火曜日 11：00～12：15
何かご質問・相談が
あれば、電子メール
でご連絡ください

野澤　義則 特別教授 分子生物学
がんと栄養
がんと栄養(ファイトケミカル)の関連につ
いて、酸化ストレスを中心に研究

ファイトケミカル、大腸・
前立腺がん、酸化ストレ
ス

学部:医学概論、病理学、臨
床医学総論、臨床病理学、病
態解析学

ynozawa@tokaigakuin-
u.ac.jp

火・木曜日 木曜日 9：20～10：50
何かご質問・相談が
あれば、研究室に来
てください。

山田　隆 客員教授 情報社会論 人間とメディアのかかわり
携帯電話、インターネッ
ト、マスメディア、コミュニ
ケーション

社会学
yamada@tokaigakuin-
u.ac.jp

月・金曜日 金曜日 11：00～12：30
メールでの質問も受
け付けますのでどう
ぞ。

平光　美津子 客員教授 栄養教育
栄養教育
生活習慣改善に向けた栄養教育に関す
る研究

食育　栄養教育
健康行動

学部:栄養教育概論、栄養教
育論、栄養カウンセリング
論、栄養教育論実習、食教育
指導論、学校教育指導論、教
職実践演習(栄養教諭)、栄養
教育実習セミナー

hr-mituko@tokaigakuin-
u.ac.jp

月・火・木曜日 火曜日 16：50～18：20

質問などは、オフィス
アワー以外にも対応
しますので研究室へ
来てください。

磯辺　和正 准教授
健康・スポーツ
科学

テニス指導の研究を行っている。対象は
初心者から競技選手とし、特に競技選手
に対する指導法の研究を行っている。

テニス、テニス指導、プ
レースタイル

学部・短大部共通
体育実技Ａ・Ｂ、スポーツ実践
Ａ・Ｂ

kazuiso@tokaigakuin-
u.ac.jp

月・火・金曜日 木曜日 11：00～12：00

質問および相談等が
ありましたら、お気軽
にメールでご連絡くだ
さい。

長屋　紀美江 准教授 臨床栄養
管理栄養士･栄養士の学外実習運営
難病支援・透析の栄養管理

校外実習
臨地実習Ⅳ
CKD・透析・食事指導

学部：臨床栄養学概論、栄養
治療学、疾病別栄養管理論、
臨床栄養活動論、栄養治療
学実習、臨床栄養活動論実
習、臨地実習Ⅳ(臨床栄養
学)、

Kimie-n@tokaigakuin-
u.ac.jp

月・水・木･金曜日 木曜日 12：15～13：30
何かご質問・相談が
あれば、電子メール
でご連絡ください

山澤　広之 准教授 食品分析

柿を給与した飼料米卵に含まれる色素
成分の分析
柿を投与して飼育した養殖アユの脂肪酸
組成の研究

食品分析、アユ、柿、鶏
卵

 部:化学、生物学、食品学(加
工学を含む)、食品学実験、
食べ物と健康Ⅱ、食品学基
礎実験、生命科学、基礎栄養
学実習

hymzw@tokaigakuin-
u.ac.jp

(月)・火・(木)・金曜日
( ）の曜日は、日にちに
よって授業がない場合も
あります。

木曜日 16：50～18：20
何かご質問・相談が
あれば、電子メール
でご連絡ください

加藤　洋介 准教授
生理検査学
循環器学
睡眠医学

心血管疾患や生活習慣病モデル動物を
用いた病態解明および各種治療法の検
討
閉塞性睡眠時無呼吸症候群と各種疾患
や病態との関連

心血管疾患
生活習慣病
睡眠時無呼吸
肥満

学部：生理検査学、生理検査
学実習Ⅰ、生理検査学実習
Ⅱ、一般検査学、一般検査学
実習、生理学、運動生理学

ykato@tokaigakuin-
u.ac.jp

火・水・金曜日 木曜日 15：10～16：50

質問や相談があれ
ば、オフィスアワー以
外でも可能な限りは
対応しますので、研
究室へ来てください。

中村　敏朗 講師 国語科教育
・読解力を高めるための指導法研究
・小学校における国語指導方法のあり
方、及び指導案のあり方研究

・教材導入前の「０次」
・「なぜ」を思考の中核に
置いた読解指導

国語表現
日本語史
現代語特殊研究A
日本語教育学A

Tosirou-
nakamura@tokaigakuin-
u.ac.jp

水・木・金曜日 火曜日 12：00～13：30

指導案や教材研究で
質問があったらどう
ぞ。最初にメールで
ご連絡ください。

畑　伸秀 講師 解剖学
社会医学統計調査
生命倫理

解剖

学部：遺伝子検査学、遺伝子
検査学実習、病理検査学、病
理検査学実習、解剖生理学
実習、医動物学、生命科学

nhata@tokaigakuin-
u.ac.jp

水・木・金曜日 金曜日 16：50～18：20
何かご質問・相談が
あれば、電子メール
でご連絡ください

木村　孝子 講師
調理学
応用栄養学

伝統食材および地域食材の特徴を生か
した料理に関する研究、青年および高齢
者の食環境について

調理と栄養、食文化、食
習慣、

学部：調理学、基礎調理学実
習、応用栄養学Ⅰ、応用栄養
学Ⅱ、応用栄養学実習、栄養
マネジメント論、フードスペ
シャリスト論、卒業研究

sumit@tokaigakuin-
u.ac.jp

月・水・金曜日 月曜日 13：30～15：10
何かご質問・相談が
あれば、電子メール
でご連絡ください．

安田　邦彦 講師
分子生物学
細胞生物学

老化及び神経変性疾患におけるタンパク
質の品質管理機構の研究
インスリン伝達シグナルのアセチル化修
飾関連分子による新規制御機構に関す
る研究

老化
神経変性疾患、生活習
慣病、タンパク質の品質
管理

学部：　生化学、生化学実
験、臨床化学検査学I、臨床
化学検査学実習I、薬理学

kyasuda@tokaigakuin-
u.ac.jp

火・水・金曜日 木曜日 11：00～12：15
何かご質問・相談が
あれば、電子メール
でご連絡ください．

白木　由香 講師
経済学
経営学

・国際的医療機関の組織革新
・キャリア

組織論
キャリア
就職

基礎ゼミⅠ，基礎ゼミⅡ，イン
ターンシップA，インターンシッ
プB，フィールドプロジェクト演
習，経済学

yshiraki@tokaigakuin-
u.ac.jp

月・木曜日 火曜日 13：30～15：00
何かご質問・相談が
あれば、電子メール
でご連絡ください
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守川　耕平 講師
補完医学
食品薬学
医療社会学

治療を補完する健康食品のレギュラト
リーサイエンスに関する研究

健康食品、薬物相互作
用、自己免疫疾患、天然
物化学

学部：免疫検査学、免疫検査
学実習、血液学、免疫学、血
液検査学実習Ⅰ、

k-
morikawa@tokaigakuin-
u.ac.jp

月・火・水・木・金曜日 金曜日 15：10～16：50
何かご質問・相談が
あれば、電子メール
でご連絡ください．

中出　麻紀子 講師 公衆栄養
大学生の朝食欠食の要因に関する研究
肥満者の食行動に関する研究

朝食欠食、肥満

学部：公衆衛生学（管理栄養
学科）、公衆衛生学（心理学
科）、公衆衛生学実習、公衆
栄養学、臨地実習Ⅲ、公衆栄
養学実習、健康管理学、比較
食環境論、保健衛生

nakade_m@tokaigakuin-
u.ac.jp

月・火・木・金曜日 金曜日 13：30～15：10　
何かご質問・相談が
あれば、電子メール
でご連絡ください．

山﨑　智拡 講師 微生物学 細菌についての実験研究
発酵食品、抗菌活性物
質、環境微生物

学部：微生物学（管理・心
理）、微生物検査学、微生物
検査学実習I、生物検査学実
習II、検査機器総論、検査機
器実習、検査管理総論

yamazakit@tokaigakuin-
u.ac.jp

月・水・木・金曜日 月曜日 15：10～16：50
何かご質問・相談が
あれば、電子メール
でご連絡ください．

山内　加代子 助教 食生活 臨床においての栄養管理・食事指導
臨床
栄養管理
食事指導

学部:基礎調理学実習、栄養
治療学実習、応用栄養学実
習、健康栄養総合演習Ⅰ、健
康栄養総合演習Ⅱ

yamauchi-
eiyo@tokaigakuin-u.ac.jp

水・木・金曜日 火曜日 9：20～11：00
何かご質問・相談が
あれば、電子メール
でご連絡ください．

棚橋　亜矢子 助教 食生活 大学生の味覚閾値
味覚閾値
味覚分布地図
大学生

学部:栄養教育論実習、臨床
医学実習、食品衛生学実験

a-tana@tokaigakuin-
u.ac.jp

月・木曜日 月曜日 9：20～11：00
何かご質問・相談が
あれば、研究室に来
てください。

高山　侑樹 助教 食品機能
食べ物の機能性に関する研究　食品表
示の認識に関する研究

抗酸化能
ポリフェノール

学部：食べ物と健康Ⅱ、食品
学実験、公衆衛生学実習、食
品学基礎実験、基礎栄養学
実習

takayama-
y@tokaigakuin-u.ac.jp

火・木・金曜日
月曜日 昼休み（12:30～
13:30）

何かご質問・相談が
あれば、電子メール
でご連絡ください

山本　初津恵 助手 臨床検査
感染症（HCV、HIV）
肝繊維化マーカー

エイズ
肝障害

学部：生化学実験、一般検査
学実習、微生物検査学実習
Ⅰ、病理検査学実習Ⅰ、臨床
化学検査学実習Ⅰ、血液検
査学実習Ⅰ核医学検査学実
習

hatsue2726@tokaigakuin
-u.ac.jp

月・水・木・金曜日 水曜日 13：30～15：00
何かご質問・相談が
あれば、電子メール
でご連絡ください

内田　美佐子 助手 食生活
栄養教育に関わるツールの活用
地域食材のブランド化

栄養教育
食生活

学部：給食経営管理実習、解
剖生理学実習、公衆栄養学
実習、臨床栄養活動論実習

u-eiyo@tokaigakuin-
u.ac.jp

月・火・水・金曜日 金曜日 12：15～13：30

出井　早苗 助手 臨床検査 生理検査、治験・臨床試験
心電図検査、肺機能検
査、治験、臨床試験、治
験コーディネーター

学部：一般検査学実習、生化
学実験、免疫検査学実習、解
剖生理学実習、生理検査学
実習Ⅱ、核医学検査学実習

sdei@tokaigakuin-u.ac.jp 月・水・木・金曜日 金曜日 9：20～11：00
何かご質問・相談が
あれば、電子メール
でご連絡ください．


