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 職  名 教授 

取得学位 修士（ 社会学 ） 

学  歴 関東学院大学大学院 社会学研究科 博士課程単位取得満期退学 

受賞歴等 

日本教育カウンセリング学会 サイエンティスト・プラクティショナー賞(H25.8) 

アジアデザイン文化学会 優秀論文賞(H30.11) 

日本教育カウンセリング学会 サイエンティスト・プラクティショナー賞(R1.10) 

アジアデザイン文化学会 優秀論文賞(R1.12) 

所属学会 
人材育成学会/日本キャリア教育学会/日本教育カウンセリング学会/アジアデザイ

ン文化学会/日本インターンシップ学会 

 

教 育 活 動 

（主な担当科目） 

2020年：社会学概論・社会福祉調査論・社会福祉 

2019年：社会学概論・社会福祉調査論・社会福祉 

2018年：社会学概論・社会福祉調査論・社会福祉 

2017年：社会学概論・社会福祉調査論・オフィススタディ 

2016年：社会学概論・社会福祉調査論・オフィススタディ 

（教育方法の実践例） 

・構成的グループエンカウンター（SGE：Structured Group Encounter） 

・プロジェクト型学習（PBL：Project/Project-Based Learning） 

 

研 究 活 動 

（書籍等） 

・『LIFE CAREER〜人生 100年時代の私らしい働き方』共著者：渡部昌平他 金子書房 2019.3（執筆部

分は、「第 4章 エンカウンターで自己肯定感を高める」） 

・『人材育成ハンドブック』人材育成学会編 金子書房 2019.3（執筆部分は、P658「伝統文化」および

P673「PBL」） 

・「女性の再就職支援～主婦インターンシップの取組み～」『都市とガバナンス』第 30号 公益財団法人

日本都市センター2018.9 

 

（論文等） 

・「地域課題解決に向けた「陶育」活動に関する一考察」『東海学院大学研究年報第 5号』2020年 3月

（査読無） 

・「地場産業の振興に寄与する女性たち～岐阜の事例から～」『東海学院大学紀要第 13号』2019年 12

月（査読有） 

・「外国人留学生のキャリア探索～インターンシップを通じて～」『東海学院大学紀要第 13号』2019年

12月（査読無） 

・「キャリア選択期における起業の可能性～岐阜の女性の事例から～」『アジア文化デザイン学会論文集

No.13』2019年 12月（査読有） 

・「陶育活動とネットワーキング」『アジアデザイン文化学会アジア文化デザイン学会論文集 No.13 

2019年 12月』（査読有） 

・「シングルマザーの就労支援とシェアハウス-多様化するニーズを踏まえて-」『東海学院大学研究年報

第 4号』2019年 3月（査読無） 

・「大学における病児保育-男女共同参画の視点から-」『東海学院大学紀要第 11号』2018 年 12月（査



  
 

読無） 

・「家業を選択した女性たちと地域振興-ライフヒストリー聞き取りを通じて-」『東海学院大学紀要第

11号』2018年 12月（査読有） 

・「女性鵜匠の役割：職域拡大の視点から」『アジアデザイン文化学会論文集 No.12』2018年 11月（査

読有） 

・「シングルマザーの就労支援に関する一考察-シェアハウスを中心に-」『東海学院大学研究年報第 3

号』2018年 3月（査読無） 

・「病児保育の現状と課題」『東海学院大学紀要第 11号』2017年 12月（査読有） 

・「コミュニティカフェにおける地域と人のつながり」『アジアデザイン文化学会論文集 No.11』2017年

10月（査読有） 

・「シングルマザー向けシェアハウスの現状と意義」『アジアデザイン文化学会論文集 No.11』2017年

10月（査読有） 

・「女性の再就職支援に関する一考察-主婦インターンシップから見えてきたこと-」『東海学院大学研究

年報第 2号』2017年 3月（査読有） 

・「コミュニティに根差した社会的企業の可能性-授乳服開発の事例から」『東海学院大学紀要第 10号』

2016年 12月（査読無） 

・「伝統産業品をめぐる現状と今後の振興策の可能性 : 若手起業家の取り組みを通して」『アジアデザ

イン文化学会論文集 No.11』2016年 10月（査読有） 

・「インターンシップからはじめる地域振興 : 若者の地元定着と交流人口拡大の試み」『アジアデザイ

ン文化学会論文集 No.10』2016年 10月（査読有） 

・「地域連携で取組む人材育成の在り方 : 盛岡市の事例を踏まえて」『アジアデザイン文化学会論文集

No.9』2015年 5月（査読有） 

・「再就職支援における女子大学の役割に関する一考察」関東学院大学人文学会『社会論集』第 18号，

2012年 3月（査読有） 

 

（研究発表等） 

・「美濃焼おかみ塾による美濃焼陶育活動」アジアデザイン文化学会第 13回国際研究発表大会,2019/11 

・「秘書教育の汎用性に関する一考察~医療秘書とアクティブラーニング」日本キャリア教育学会第 40

回研究大会,2018/12 

・「文化発信拠点としてのミュージアム：長良川鵜飼の歴史と文化 」（ポスター発表）アジアデザイン

文化学会第 12回国際研究発表大会,2018/11 

・「家業・生業から地域振興へ：岩手県遠野市の事例」(ポスター発表）アジアデザイン文化学会第 12

回国際研究発表大会,2018/11 

・「専門職志向の学生とインターンシップ」日本インターンシップ学会第 19回大会,2018/9 

・「地域振興に寄与する女性起業家の就労スタイル」人材育成学会第 15回大会,2017/12 

・「秘書教育の汎用性に関する一考察～スポーツビジネス系学生と社会人基礎力」日本キャリア教育学

会第 39回研究大会,2017/11 

・「社会人基礎力を育むプロジェクト型学習～地域課題への取組から見えてきたこと～」日本教育カウ

ンセリング学会第 15回研究発表大会,2017/8 

・「地域連携における課題～キャリア教育批判を踏まえて～」日本インターンシップ学会第 18回大

会,2017/8 

・「カウンセリング未満の言葉かけ」日本産業カウンセラー協会東京支部活動報告会，2016/11 

・「秘書教育の汎用性に関する一考察～スポーツビジネス系学生と社会人基礎力～」日本キャリア教育

学会第 38回研究大会，2016/11 

・「地域活性化に取組む社会的企業の役割に関する一考察～津和野・岐阜のインターンシップ事例比較

を通して～」人材育成学会第 14回年次大会，2016/12 



  
 

・「漆器産業を支える女性たち～八幡平市の事例から～」人材育成学会第 13回年次大会，2015/12 

・「構成的グループエンカウンター（キャリア SGE）実践報告：クラス単位のカウンセリング」日本産

業カウンセラー協会東京支部活動報告会，2015/11 

・「プロジェクト・ベース学習の導入と実践～社会構成主義の視点から～」日本教育カウンセリング学

会第 13回研究発表大会, 2015/11 

・「Inheritance and Regional Design for Traditional Craft Culture －Based on the vocational 

career of Urushi crafts worker」（伝統工芸文化の継承と地域デザイン－漆職人の職業キャリアを

踏まえて－）ポスター論文発表『アジアデザイン文化学会論文集 No.9』，2015/5 

・「Town Promotion with the Picture Book using the Local Wood －Based on the case of Tono, 

Iwate」（地元木材を使用した木の絵本からの町おこし－遠野町の事例から）ポスター論文発表『アジ

アデザイン文化学会論文集 No.9』, 2015/5 

・「地域情報発信とコミュニティビジネス－岩手の情報誌の事例から」ポスター論文発表『アジアデザ

イン文化学会論文集 No.9』，2015/5 

・「プロジェクトを通じて高める社会人基礎力～盛岡市若手社員育成プログラムの事例から～」人材育

成学会第 12回年次大会，2014/12 

・「ネット時代の妬み感情トラブル～ブログにおける人間関係を通して」日本産業カウンセラー協会東

京支部活動報告会，2014/11 

・「PBL導入時のキャリア SGE の可能性」日本教育カウンセリング学会第 12回研究発表大会，2014/11 

（その他） 

・「インターンシップ導入マニュアル」岩手大学 COC推進室，2015/3 

 

社 会 活 動 

・2020年 2月：公益財団法人日本女性学習財団認定キャリア支援デザイナー企画協働事業「報告・対

談 キャリアとネットワーキング～美濃焼おかみ塾の活動から～」企画・共催 

・2019年 10月：本学公開講座「「“笑活（わらかつ）”のススメ～笑顔の連鎖でスマートエイジング」

講師 

・2018年 12月：本学公開講座「文学に学ぶワーク・ライフ・バランスとエイジング」講師 

・2018年 7-12月：ネットワーク大学コンソーシアム岐阜平成 30年度「学生による地域課題解決提案

事業」実施 

・2018年 7月：公益財団法人日本女性学習財団認定キャリア形成支援士企画協働事業 対談＆交流会

「“子連れ出勤”を考える ―授乳服開発とその後―」企画・共催 

・2018年 3月：公益財団法人日本女性学習財団認定キャリア形成支援士企画協同事業「起業家シリー

ズ：仕事を創る～臨床化粧療法士への道」企画・共催 

・2017年 9月：公益財団法人日本女性学習財団認定キャリア形成支援士企画協同事業「ラーニングラ

ボ：ミドルからの大学院進学～アカデミック・キャリアを考える」企画・共催 

・2017年 2月：公益財団法人日本女性学習財団認定キャリア形成支援士企画協働事業「ミドルからの

大学院進学セミナー～大人のキャリアを考える」企画・共催 

・2016年 12月：公益財団法人日本女性学習財団認定キャリア形成支援士企画協働事業「花を咲かせる

のはシニアから カフェ・オーナーに学ぶ起業のヒント」企画・共催 

・2016年 10月：NPO法人パートナーシップながれやま「キャリアカウンセリング」実施 

・2016年 9月：NPO法人パートナーシップながれやま「再就職講座」講師 

・2016年 2月：公益財団法人日本女性学習財団認定キャリア形成支援士企画協働事業「自分にご褒

美！女性のキャリア応援バレンタインコンサート」）企画・共催 

・2016年 1月～現在：日本教育カウンセリング学会 編集査読協力委員 

・岩手経済同友会「人づくり委員会」にて発表「地元定着を促す岩手大学の新しいインターンシップと



  
 

は」，2014.12 

・富士ゼロックス コミュニケーションセミナー（於：盛岡商工会議所）にて発表「地域における大学

の役割」，2014.6 

・2014年 4月～現在：NPO法人未来図書館会員として、社会と子どもをつなぐ活動を支援。中学校訪問

時に講師、広報活動等協力。 

・2008年 4月～現在：NPO法人フローレンス[病児保育]サポート会員として病児保育事業を支援。 

 


