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コロナ禍における DANCE ALIVE の新しい展開

DANCE ALIVE 実行委員会 代表 新山順子（岡山県立大学保健福祉学部子ども学科）
実行委員 岡本悦子、黒川しのぶ、土屋望、矢鳴孝一郎、矢鳴千奈美、若林真由美

■連絡先 新山順子研究室 E-mail：niiyama@fhw.oka-pu.ac.jp

【はじめに】我々は、大学卒業後も現代舞踊などの創作表現に地域で継続して取り組めるよう
に、2016年度より実行委員会形式でDANCE ALIVE（ダンスアライヴ）の活動を開始した。主事業
として年に１回の現代舞踊公演を行ってきたが、コロナ禍のため2019年度を最後に公演の開催
はできていない。芸術文化活動に関して様々な制約がかかる中で、これまで積み上げてきた活
動やダンスによる交流が途切れないように、新たな取組みの模索を始めている。
【取組みの概要】2021年度も現代舞踊公演を行うことはできなかったが、「 DANCE ALIVE＋
CAFÉ」と「ダンスワークショップ」以上２つの取組みに着手することができた。
１．DANCE ALIVE＋CAFÉ この取組みは、2019年度までの公演で上演された作品の中から魅力
的なものを幾つか選び、作品の映像を見ながらテーマや作品創作の方法などを作者に語ってい
ただくものである。2021年12月に初めて開催し、３つの作品を上映して対話を深めることがで
きた。これまで個々の作品発表を優先して、事後の振り返りや他者の作品鑑賞に時間をとるこ
とができていなかったので、貴重な学びと交流の機会になったと考えられる。
２．ダンスワークショップ「同じ空の下」 この取組みは、舞台活動を躊躇している人を如何
に取り込んでいくかという課題解決として着手されたものである。この問題は、2019年度公演
後より実行委員の中で繰り返し議論されてきた。「ダンスを
踊りたいが作る時間がない」人のために、実行委員が受け皿
となる作品を作り、円滑に舞台へ繋げていく試みである。実
行委員の矢鳴氏により、2022年１月から４回のワークショッ
プが予定されている。これらのワークが足がかりとなり、コ
ロナ終息後の次回公演の主作品へ繋がることを期待する。



写真作品の作品性に関する研究―オンライン写真作品審査にみられる課題―

デザイン学部ビジュアルデザイン学科 北山由紀雄

連絡先 北山由紀雄 ktym@dgn.oka-pu.ac.jp

新型コロナウイルスの影響は、私が関わる、写真の作品審査や展示の場にあっても大きなもの

であった。写真作品の審査は、従来型である、プリント出力された作品を対面審査するプリント
審査型が、今なお主流で、作品の募集は、この審査方法に基づき行われるため、作品募集後の審
査方法変更は、様々な問題を生じさせることになる。

その為、予定されていた審査が実施出来ない状況が生じれば、事業を中止したり、審査員を当
初予定から変更したりするなどの検討を余儀なくされることになる。一方で、応募者からの事業
への期待は大きく、中止としたり、予定された審査員を減らしたりすることは、その期待に反す
ることになるため、その事業参加への意欲低下につながり、事業衰退を加速させる恐れがある。

今回、このことを危惧し、募集時点では想定していないオンライン審査を実験提案し、関係者

の協力を得て実施することとなった。今回は、そこで行った方法と、課題について明らかにする。

対面での
プリント
審査の状況
（2019年）

オンライン
審査の状況
審査員との
やり取り



プリンティング表現の教育・普及に関する研究

デザイン学部造形デザイン学科 関﨑哲

連絡先 関﨑 哲 sekizaki@dgn.oka-pu.ac.jp

研究は、造形表現の分野においてプリンティング表現が持つ「素材に触れながら思考を深め

作品化するというプロセス」の重要性を示し、造形教育の場にどう活かしていくかその方法を
提案することを目的とする研究である。今回は、継続して実施している「版表現の楽しみ」展
の６回目の展示「版表現は時空を超える」について報告する。リモート中心の新しい生活様式
と言われる今日のコミュニケーションに対峙する観点から、実体のない情報ではなく、実体と
しての版を持つ版表現（版画）ならではの意義を見出すような展示を行った。

＊版表現の楽しみⅦ「版を通して世界を見る」は、吉備路文化館にて、令和4年4月23日〜 5月11日に開催。

版表現の楽しみⅥ,版表現の未来 吉備路文化館 令和3年5月1日〜9日（主催:関崎研究室,総社市教育委員会 後援:倉敷市教育委委員会）



竹久夢二の英米童謡翻訳研究とCLIL学習への応用

デザイン学部ビジュアルデザイン学科 風早由佳、野宮謙吾、柴田奈美
岡山大学教育学研究科 岡田和也 倉敷市立小学校教諭 郷原あゆ美

独創

連絡先 風早由佳 kazahaya.yuka@dgn.oka-pu.ac.jp

本研究では、岡山県邑久に生まれた竹久夢二(1884-1934)の童謡作品を挿絵も考慮に入れな
がら調査し、これまでの研究で明らかになっていない夢二童謡の中に英米童謡の翻訳・翻案が
存在することを明らかにした。(①)

また、その成果を小学校CLIL教育に応用実践することを目指す。(②)

①1921年に出版された北原白秋の『まざあ・ぐうす』に先駆けて、1910年にはすでに竹久夢二
が英米童謡翻訳を手掛けていたことは、日本の英米文化受容史を考える上で注目に値する。
[藤野(1985)、田二(2005)、田中(2004)]。そこで、本研究では夢二の童謡を精査することで、
これらの先行研究で発見されていなかった夢二による翻訳・翻案を新たに複数指摘し、先行研
究では重複や漏れが多く見られた夢二の英米童謡翻訳作品について原詩との対照表を作成した。

さらに、夢二が挿絵を付けるにあたって影響を受けた英米の挿絵画家の作品との比較研究を
行い、夢二の独自性の創出に英米童謡挿絵画家からの影響があったことを明らかにした。
【成果：日本比較文化学会中国四国支部研究集会2021年8月8日・口頭発表】

②竹久夢二と薄田泣菫（1877-1945）が英米の童謡を翻訳し、明治・大正期の日本に紹介する
中で互いに影響関係があったことを明らかにした。こうした岡山県出身の文人の翻訳を通して、
日米文化および英語を学ぶ小学校CLILプログラムを作成し、小学校教諭からの助言を受けなが
ら授業資料作成を行った。2022年度にこのプログラムを小学校にて試験実施予定としている。
【成果：日本国際教養学会第10回全国大会2022年3月19日・口頭発表】



古代エジプトファイアンスの研究

デザイン学部工芸工業デザイン学科 作元朋子

連絡先 作元朋子 harada@dgn.oka-pu.ac.jp

「ファイアンス」とはセラミックの分野において様々な意味や背景があるが、古代エジプト
のファイアンスは、鮮やかな青が特徴のやきものである。表面がガラス質に覆われ、筆で描か
れた絵付けの様子などから、見た目は釉薬をかけた陶器に近いものであるが、その制作プロセ
スはまだはっきりと解明されていない。先行研究により成分や焼成温度等多くの参考例がある
が、陶器の製作工程とは驚くほど異なっており、大変興味深い素材である。

岡山県高梁市成羽美術館には、児島虎次郎が蒐集した多くの古代エジプトコレクションがあ
り、ファイアンスも貴重なものを数多く観ることができる。その魅力を地域に伝えるため、本
研究では、美術館収蔵のシャブティの再現を目指し、古代エジプトのファイアンス製作につい
て様々な実験を行い、実物に近づけていった。素地の調合実験では、可塑性に注目し粘土質で
あるベントナイトの含有量の変化がもたらす質感の変化を明らかにした。また、土型による成
形技法、乾燥方法を検討し、全面がガラス化する条件を探り、ファイアンス製作の解明を目指
した。

図1：土型 図2：白華の様子

図3：窯入れ、焼成前 図4：焼成後



岡山アウトリーチによる地域観光推進事業

保健福祉学部看護学科 関根紳太郎 情報工学部情報システム工学科 石井裕
デザイン学部ビジュアルデザイン学科 山下万吉

連絡先：（代表）関根紳太郎 sekine@fhw.oka-pu.ac.jp

●岡山アウトリーチでは、⼤学と地⽅⾃治体等が連携し、学⽣が企画運営する独⾃のインバウ

ンド観光向け地域観光推進プログラムを展開します。グローバルとローカルを結び付けること
のできる地域発信型グローバルリーダーも育成します。

●本事業は、
【ホスピタリティ班】による観光アテンド
【SNS広報班】による主にSNSを通じた広報活動
【観光デザイン班】による観光グッズの製作
の３つに⼤別できます。また、参加学生は、岡

山県知事より委嘱を受け、岡山県スチューデン
トアテンダントとして県内の観光資源をグロー
バルに紹介するといったアウトリーチ活動を展
開します。

●岡⼭県は豊富な観光資源を有しておりますが、知名度が低かったり、二次交通等の整備の
遅れにより回遊性の低下を招いていたりするエリアがあります。岡⼭のそうしたエリアにア
ウトリーチ活動を展開することで、その魅⼒を国内のみならず、グローバルに発信し、アフ

ターコロナのインバウンド観光需要の向上が期待できます。また、地域観光推進という課題
解決に取り組むことで、大学生をはじめとする次世代の若者が岡山の魅力を知り、学ぶとい
う教育効果も得られるものと考えます。このように、本事業は、大学生が主体となり岡⼭の

地域活性化とグローバル化に寄与する持続可能な活動内容となっております。



学民連携による地産地消メニューの開発（報告）

保健福祉学部現代福祉学科 坂野純子 デザイン学部工業工芸デザイン学科 難波久美子
堀家ハッカプロジェクト 金丸由記子、小原俊秀、東恩納真弓、田代愛乃（学生団体TAMAGO_OG）

共同

連絡先 坂野純子 jsakano@fhw.oka-pu.ac.jp

目的：学生の健康と食への関心の向上、岡山総社から栽培が始まったとされる和ハッカの情
報発信をねらいとして、本学教員と堀家ハッカプロジェクト（NPO法人総社商店街筋の古民家
を活用する会）が協働で、学生団体TAMAGOの総社ハッカを使ったレシピの開発を支援する取
り組みを行った。
結果：令和3年度の活動では、コアメンバー15人の
学生が計11回の試作を行った（右表）。試作したメ
ニューは再試作も含めて20品にのぼり、主菜から飲
み物、デザート、調味料まで多岐にわたっていた。
今後の課題：令和4年度は、特に若い世代の市民に
むけて総社の和ハッカの情報発信をねらいとしたレ
シピブックを発行する予定である。

回数 参加
人数 試作メニュー

1 4月17日 3 はっかを用いたみかんゼリー

2 6月26日 6 シフォンケーキ、はっかチャ
イ、はっかスカッシュ

3 7月4日 7 はっかクリーム
4 7月18日 4 おやき（3種）、ドレッシング

5 10月3日 8 オムレツ、スパニッシュオム
レツ、はっか塩

6 10月17日 6 豚の角煮、餃子
7 11月7日 10 オムレツ、餃子

8 11月27日 6 豚の生姜焼き、セロリとツナ
のマヨサラダ、はっかバター

9 12月5日 6 チーズケーキ、ガパオライス
10 12月19日 10 チーズケーキ（再）
11 1月16日 11 薄荷クッキー

のべ人数 77



平成30年西日本豪雨災害 記憶誌編纂

保健福祉学部現代福祉学科 佐藤ゆかり、デザイン学部ビジュアルデザイン学科 齋藤美絵子
総社市下原地区自主防災組織 保健福祉学研究科保健福祉学専攻 日笠優希実

共同

連絡先 佐藤ゆかり satoyuka@fhw.oka-pu.ac.jp， 齋藤美絵子 cytoo@dgn.oka-pu.ac.jp

平成30年の西日本豪雨災害で、浸水被害とアルミ工場の爆発被害を受けた総社市下原地区の
記録と教訓を語り継ぐ記憶誌編纂について、編集協力およびデザイン監修をしました。

当該地区では、明治26年大洪水の史実に基づき地区組織体制を整備し、有事に備える自治会
活動が活発に行われてきました。その訓練の成果が今回の災害時に発揮され、地区住民全員が
避難することができました。こうした取り組みや記録・記憶を冊子にまとめ、未来の子どもたち
に継承すると同時に、他地区の体制整備に活用できる資料を作成することを目的としました。

記憶誌は6章構成としました

第１章 下原地区と平成30年７月豪雨災害
第２章 下原地区住民の避難
第３章 下原地区の復旧
第４章 下原地区の自主防災組織10年のあゆみ
第５章 下原地区の復興
第６章 下原地区への応援とご支援

寄稿
要援護者への避難よびかけ覚書と個別避難計画

本誌は、岡山県立大学附属図書館、岡山県立図書館、
総社市立図書館、総社市内の小中学校、県内の高等学校等に蔵書されています。

平成30年７月豪雨災害 岡山県総社市下原地区 記憶誌
『ふるさとの未来へ 私たちが伝えたいこと』



観光庁が推し進める「観光地域づくり」は、地域課題を観光の視点で解決していく取り組み

であり、日本版ＤＭＯ（Destination Management Organization）は、地域の「稼ぐ力」を引
き出すとともに、地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づく
りの舵取り役となることが期待されている。2018年に開設された真庭観光局は、地域連携ＤＭ
Ｏとして登録を行なっており、本事業は地域の総合的なブランディング及びマーケティングの
一環として実施されたものである。

人物紹介冊子「真庭の人びと2022」は、各エリア（北房、
落合、勝山、久世、美甘、湯原、蒜山、新庄村）の魅力的
な人物を紹介することで、インナーブランディングによる
地域活性化をねらいとした冊子である。制作は2021年の8月
から2022年の2月にかけて実施され、先ず各エリアの観光地
域づくりマネージャーが取材対象の選定と調整を行い、同
意の得られた88名に対して、デザイン学部の三原鉄平ゼミ
所属の3年生4名が、真庭観光局と連携し取材と撮影を行っ
た。掲載者の紹介文は、真庭在住の作家である甲田智之氏
が、取材メモと取材音源をもとに執筆を行なった。最終的
には三原鉄平ゼミで取りまとめ（編集、デザイン、入稿デ
ータ制作）を行い、2022年4月に真庭市内箇所に配布される
予定である。

真庭観光局と連携した人物紹介冊子の制作

デザイン学部工芸工業デザイン学科 三原鉄平

連絡先 三原鉄平 tetsu@dgn.oka-pu.ac.jp



瀬戸内海国立公園としての鷲羽山・下津井のまちづくり

デザイン学部建築学科 西川博美、穂苅耕介

連絡先 西川博美 nishikawa@dgn.oka-pu.ac.jp， 穂苅耕介 kosuke_hokari@dgn.oka-pu.ac.jp

本研究は、倉敷市に位置する鷲羽山・下津井について、瀬戸内の近代の観光化に着目し、歴史

的な背景と現状を把握した上で、まちづくりの提案をしようとしたものである。
瀬戸内海国立公園選定の前年の1932年に、下津井電鉄は、鷲羽山麓（下津井港東方）の大浜海

岸にて旅館「鷲麓園」を開業した。木造３階建ての本館は、戦後にＧＨＱに接収され、その後、
新館として建て替えられたが、２棟の別館は、現在使用されないまま残されている。そこで、建
物を実測することから特徴を把握するとともに、史料調査から、その建設の経緯を明らかにした。

厨房

大広間

玄関

客室客室客室 客室 客室 客室 客室 客室 客室客室 客室

一階平面図 二階平面図

鷲麓園別館東側建物

二階平面図

また、1988年に瀬戸大橋が開通し、その後1991年には、下津井電鉄線が廃線となり、児島から
鷲羽山や下津井への主な公共交通はバスに変更された。こうして人々の生活に大きな変化がおこ
るとともに、下津井の風景も大きく変わることとなった。

そこで、瀬戸大橋の袂に、陸と橋と海をつなぐ場としての施設を提案
した。ここでは、地場産業に触れることができる店やイベントを開催で
きる広場を用意し、サイクリングの拠点となるような提案も行った。

この地域では古くから、穏やかな海の景観を楽しむという観光の形式
を人々に提供してきた。そうした特徴は現在も変えることなく、海辺の
まちとしての、まちづくりの展開を示した。 陸と橋と海をつなぐエキの提案

←浴室へ

鷲麓園別館西側建物

一階平面図



NBRガーデンで青パパイヤを栽培した経験から

保健福祉学部看護学科 住吉和子 現代福祉学科 坂野純子 わくわくハンドべル 横田留美
Karim Md Ziaul(元矢掛町地域おこし協力隊) デザイン学部工業工芸デザイン学科 難波久美子

共同

連絡先 住吉和子 sumiyoshi@fhw.oka-pu.ac.jp

概要：ストレスの多い現代社会において、若い世代が「自然の存在」を学ぶ環境創生および、
総社産パパイヤの栽培、収穫プロセスへの参加経験による植育プログラム開発と今後の課題。



大学院教育における社会言語学と看護学との学際性に関する研究

保健福祉学部看護学科 関根紳太郎
保健福祉学研究科看護学専攻 岡真智子、原瀬愛理（令和3年度博士前期課程修了生）

独創

連絡先：関根紳太郎 sekine@fhw.oka-pu.ac.jp

●本研究では、現実の「世界」は、テクストと呼ばれる記号的な意味をもったもの（言葉な

ど）によって秩序づけられ、＜世界＞として置き換えられていると考える。また、そのテクス
トが用いられる場（＝社会文化的背景）に影響されながら、まとまりをもったディスコースと
して、その場に特有の意味が醸成されていると捉える。そして、ディスコースの不断の活動
（コミュニケーション）によって社会は形成されていると考える。そこで、本研究では、担当
教員と本学大学院看護学専攻6名との共著「「看護学および社会福祉学領域におけるコーパス
言語学的アプローチの基礎研究」、岡山県立大学保健福祉学部紀要第26巻、pp.157-169.
（2019）」を先行研究として、令和3年度第31回日本医学看護学教育学会学術学会（ウェブ開
催）において「コーパスを活用した看護保健領域ディスコースに関する分析と考察」と題して
発表した研究成果を再度精査し、看護保健実践における社会言語学的アプローチとの親和性
を提示することをねらいとする。具体的な研究テーマは次の通りである。

・岡研究：学術論文に投影されるセルフ・ネグレクトの意味の本質―日英コーパスの比較より
・原瀬研究：学術論文に投影される健康な高齢者のストレングスの意味の本質―日英コーパス
の比較

●本研究では、日英コーパスを比較検証しながら、（統計的にフィルタリングされた）特徴語
と関連語を内包する看護保健領域ディスコースを検証することで、研究キーワードの意味の本
質（＜世界＞の一端）を探求することをねらいとする。そして、看護保健領域における社会言
語学的アプローチが、特にアンケート調査の自由記述欄などに内在する意味や概念の抽出に有
効であるという点について実証的に考察し、学術的エビデンスを顕在化する。



身体性アバタを介した看護コミュニケーション教育支援システム

保健福祉学部看護学科 髙林範子
情報工学部情報システム工学科 渡辺富夫、石井裕

独創

連絡先 髙林範子 takaba19@fhw.oka-pu.ac.jp

人は単に言葉によるバーバル情報だけでなく、うなずきや身振り・手振り、表情あるいは周辺

言語といった言葉によらないノンバーバル情報による身体性の共有により、対話者相互の豊かな
関係性を成立させている。看護教育において学生がこの身体的コミュニケーションについて理解
を深めることは重要であり、学生の行動変容を導き出すためには、身体的コミュニケーションを
体験的に学習できるシステムが必要である。そのため、アバタを介して身体性を共有し対面コ
ミュニケーションを実現できる身体的バーチャルコミュニケーションシステムを適用した看護コ
ミュニケーション教育支援システムの開発を行っている１）。このシステムは、対話者が仮想空
間上で自己と相手のアバタを介して対面コミュニケーションを実現でき、終了後に自動集積され
たデータを基にロールプレイング場面を振り返ることができる。本システムは、様々な立場で振
り返れる視点切り替え機能、アバタの視線や表情を変化させる表情切り替え機能、対話者のどこ
を見ていたかを振り返るアイトラッキング機能を兼ね備えている。

現在は、看護に必要な傾聴のスキルとして、うなずきや相槌
などの気づきを促すためのアバタ影システムを適用したうなず
き機能の開発を行っている（図）。さらに、対話者と身体性ア
バタとの身体的行為をあえて矛盾させるなどの矛盾的誘導法の
解析手法の確立に向けた検討を進める。

参考文献
１）髙林範子：VRを活用した看護コミュニケーション教育支援システムの有用性，
看護人材育成4－5月号，Vol.19，No.1，P.59〜65，2022.



トランジッション経験の地域的特性(愛媛県新居浜市を事例として)

保健福祉学部栄養学科 都島梨紗

独創

連絡先 都島梨紗 tsushimar@fhw.oka-pu.ac.jp

1．研究の背景
1990年代を境に、フリーターや無業者の問題が表出し、若者の雇用や自立が問題化した。

2000年代に移り変わると、若者のトランジッションをめぐる困難性に焦点が当てられ、教育・
労働・家族等の領域間にわたる構造的な問題として注目されるようになった。こうした若者の
トランジッション経験をめぐる問題は、マクロな視点から把握されてきたが、一方で地方都市
においてトランジッションを経験する若者への目配りは乏しかった。そこで、本研究では愛媛県
新居浜市を事例として、若者のトランジッション過程がどのように経験されているのかを明らか
にするとともに、先行研究で論じられている構造的な特性を再考することを目的とした。

２．調査の概要
愛媛県新居浜市は典型的な地方工業都市で、住友グループを中心とする製造業が盛んな地域

的特性を有している。また、「新居浜太鼓祭」(※図1)が有名で、地域活動・青年団の繋がりが
男性を中心に結成されている。本調査では、「太鼓祭」に参加する男性やその男性を支える女性
等への聞き取り調査を行い、新居浜においてどの
ように学校から仕事への移行を経験してきたのか、を
検討している。

３．知見のまとめ
ノンエリート男性が新居浜市の祭の中心的な担い手と

して活躍しており、また家族維持と祭りがかみ合うこと
で祭りを支える性役割分業が再生産されている。

図1：新居浜太鼓祭の様子(新居浜市Webページより)



道徳教育における「主体的対話的で深い学び」に関する思想的研究
－アダム・スミス「道徳感情論」再考－

保健福祉学部子ども学科 山本孝司

独創

連絡先 山本孝司（5115研究室）／電話0866-94-2018／e-mail; tyamamo@fhw.oka-pu.ac.jp

１．研究の背景
「特別の教科道徳」新設を受けて2016（平成28）年に、「考え議論する道徳」への転換が文

部科学省により提唱され、そして2017（平成29）年の学習指導要領改訂に伴い、道徳教育にお
いても「生き抜く力を育む」ための「主体的・対話的で深い学び」の視点からの学習過程の改
善が進んでいる。

戦後日本の道徳教育界においては、ながらく道徳性のうちの「道徳的心情」に焦点を当てた
教育（心情主義道徳教育）が主流となり、それへの批判として「道徳的判断力」に焦点を当て
るモラル・ジレンマ授業が登場したという経緯がある。心情主義的道徳教育論では、既成価値
の内面化に主眼が置かれ、学習者の心情に強く訴えることを通して、ねらいとする価値につい
ての理解を深めることが目的とされた。他方、モラル・ジレンマ授業では、学習者の判断や理
由づけに基づく価値選択に主眼が置かれ、葛藤状況を解決することを通して、子どもたちが道
徳的なものの見方、考え方を深めることが期待された。「考え議論する道徳」、「主体的・対
話的で深い学び」というキャッチフレーズで示される道徳教育観も、後者の流れを汲む考え方
であり、物事を多面的多角的に捉えることを通して価値の多様性に気づかせ、その中で主体的
に価値選択ができることを目指している。主体的に価値選択をする際に、鍵となる手続きが
「合意形成」である。
２．研究の意義

本研究は、道徳において感情の働きの重要性を説いたスコットランド常識学派の思想家うち、
アダム・スミス（Adam Smith, 1723-1790）の道徳感情論を手がかりに、道徳教育おける「対話
的」なあり方について考察を試みる。スミスは、「同感」（sympathy）による是認と否認に
よって18世紀の市民道徳について論じたが、この「同感」概念を手がかりに、「合意形成」を
重視する今日の道徳教育を考える視点と課題について考究した。



へき地の小学校におけるヴァイオリン体験学習で
フロー評価法(FIMA)の活用が「全員参加」を促した一事例

保健福祉学部子ども学科 安久津太一

連絡先 子ども学科 安久津太一（あくつたいち） taichiviolin@fhw.oka-pu.ac.jp

コロンビア大学Lori Custoderoが開発した音楽活動のフロー観察法(FIMA)は、音楽活動における
学ぶ楽しさや集中を客観的に評価する手法として、乳幼児音楽教育、合唱や弦楽器教育分野等で
広く活用されている。課題の自己設定や修正、活動の予期、発展、延長が可視化可能な指標で、
行動の観察に加え、潜在的な音楽学習の楽しさの評価にも有効なことが示されている。
本発表では、同手法を援用し、へき地の小学校におけるヴァイオリン体験学習でFIMAの活用が、
個別最適化した学びの提供と協同の双方を促すことに効を奏した事例を示す。あわせて、実際の
ヴァイオリンを会場に展示し、フロー観察の観点を体験的に示すこととする。



保育者養成課程における子育て支援を実践的に学ぶ授業モデルの試み

保健福祉学部子ども学科 京林由季子
保健福祉学部子ども学科 新山順子

共同

連絡先 京林由季子 kyoba@fhw.oka-pu.ac.jp

【目的】2021年度に本学子ども学科が新設された。本研究では、子ども学科新設に伴い新しく開
設された「子育て支援プロジェクト研究A」の2021年度の取り組みについて報告する。
【科目の概要】「子育て支援プロジェクト研究 A」は、「おかやま子育てカレッジ」の意義を理
解し、入学時から学内にある子育て広場と親密に関わることができるように、子ども学科１年生
の科目として考案した。主な科目の特徴、授業の構成は表１、表２に示す通りである。特に、親
子プログラムの計画・実践では、1年生でも実践の取り組みやすさに繋がるよう、子育て広場ス
タッフの助言・指導が得られること、グループによる実践であることが特色となっている。
【受講生の学びの様相】受講生26名の記述による振り返りは、①親子プログラム実践上の課題
（低年齢児の発達と遊びの知識、関わりのレパートリー、思いがけない行動への対応力など）、
②地域子育て支援への意識の深まり（地域子育て支援の重要性、子どもや親を取り巻く社会環境
など）の2点にまとめられた。これらから、受講生は実践における親子やスタッフの姿から自身
の課題に気付くとともに、地域の子育て支援に対する理解や気付きを広げていると考えられた。
【まとめ】2021年度はコロナ禍の影響により計画通りに授業ができず「研究」として深められな
かった点が課題である。今後も本科目の内容や方法を精査し、保育者養成課程における子育て支
援の授業モデルの一つとして検討していきたい。

表１ 科目の特徴

１．「おかやま子育てカレッジ」の意義について学ぶ
２．学内の広場に集う親子のための親子プログラムを企

画・実施する
３．学外の地域コミュニティ施設から、地域交流・協働を

学ぶ
４．学びの振り返りと共有を行い新たな課題を見いだす

表２ 授業の構成（全8コマ・通年集中）

① オリエンテーションと学内広場の見学
② 「おかやま子育てカレッジ」の役割（専門家の講話）
③ 地域の子育て支援の現場の実際（学外・見学）
④ 子育て支援拠点行事への学生参画の方法
⑤ 親子プログラムの計画と準備
⑥ 親子プログラムの実践及び交流
⑦ 親子プログラムの実践の振り返りと評価
⑧ 成果の共有と課題の確認（成果報告会



社会変動のなかの教育改革－情報社会と「学校の情報化」

岡山県立大学保健福祉学部子ども学科 池田隆英

連絡先 池田隆英 ikeda@fhw.oka-pu.ac.jp

旧・科学技術基本法に基づく「第５期科学技術基本計画」（H28.1.22）において、社会像
「Society 5.0」が提起され、「社会実装」による「社会課題」の解決を目指す「スマート社
会」が進展している。学校教育も、この社会像に組み込まれ、科学技術基本法（H.7.11.15）と
の関連では平成28年「要領」答申の「ＩＣＴの活用」「プログラミング教育」、科学技術・イノ
ベーション基本法（R3.4.1）との関連では令和3年「構築」答申の「学校教育の情報化」や「Ｇ
ＩＧＡスクール構想」が提起された。

こうした社会の要請や動向を受けて、実践における展開が活発である。学校広報ソーシャルメ
ディア活用勉強会編（2020）、平井編（2021）、赤堀・堀田・久保田監修（2021）、堀田監修
（2021）、新潟大学附属新潟小学校初等教育研究会（2021）などが出版されている。一方、これ
までも社会変動と教育改革は、研究における重要なテーマである。藤田（1997）、尾崎（1999）、
苅谷（2002）、日本教育経営学会編（2018）、徳永編著（2019）、小川（2019）、広田（2019）、
市川（2021）、南部編著（2021）などがあり、社会学、経営学、心理学などからアプローチされ
ている。

しかし、「Society 5.0」に基づく教育改革が、一体、どのような意味を持つのかを分析・検
討する論考は、管見の限りでは佐藤（2021）のみである。ところが、佐藤は、世界的な動向から
の「日本の教育改革の問題点」を批判的に検討しているものの、日本における「学校教育の情報
化」の具体的な内実がわからない。そこで、本発表では、「社会形成」「言説研究」の立場から、
「Society 5.0」に基づく教育改革「学校教育の情報化」の概念や論理を析出し、主要な論点を
検討する。



Edible Educationを用いた食育プログラムの実践と
心理教育的効果について
保健福祉学部子ども学科 小畑千晴、デスマレスエリック、児玉太一、安久津太一
保健福祉学部栄養学科 伊東秀之、川上貴代 デザイン学部建築学科 畠和宏

共同

連絡先 小畑千晴 chiharu_obata@fhw.oka-pu.ac.jp.

Edible Education（以下EE）(Alice Waters,2008)とは、食を学びの中心に据えて、五感を使
い体験する「食すことができる教育」である。既存の食育概念を超え、生きる力、学力、環境
に対する責任、自分と他者の健康や社会の健康なども含まれた教育モデルである。EEとは〈教
科＋栄養教育＋人間形成〉の３つをゴールに、各々の学習目的を融合させる教育であり、食べ
ることそのものだけでなく、食を通じて学ぶことができるすべての教育的可能性が含まれてい
る。

これらの研究を通じ、日本版EEの食育プログラム開発や
食を通じた心理教育プログラムの開発を目指す。

米国で始まったEEは、世界へ広がりを見せているが、国
内での実践は数少なく、大学での知見もほとんどない。そ
のため、まずEEの手法を幼児教育を学ぶ大学生を対象に実
施する（第一研究）。具体的には、食を中心に、様々な学
問領域の専門家と共同した実践的授業を行い、その効果と
課題について検証する（Figure1）。加えて、EEの食育プロ
グラムが学習意欲の向上や心理的安定と成長がみられるこ
とが指摘されているが、なぜそうなるのかについての理論
的説明がほとんどない。研究グループでは、大学生の実践
を通じて、EEの心理学的効果とその過程について検討する
（第二研究）。

食

環境
学

植物
学

心理
学

教育
学

美術
福祉
学

音楽

建築
学

栄養
学

Figure1 「食」から多領域分野への応用



古代アメリカ土器の研究 「笛吹きボトル＋盲学校プロジェックト」

デザイン学部工芸工業デザイン学科 真世土マウ

連絡先 真世土マウ mau-macedo@dgn.oka-pu.ac.jp

古代アンデス文明の産んだ工芸品の中に、器内を空気の動きで、内蔵された笛が鳴るボトル
型土器がある。笛吹きボトルの研究は、東海大学、東京大学とBIZEN中南米美術館の収蔵品を
中心にその構造と製作技術を研究している。

今回は神奈川県平塚盲学校で行われるプロジェックト『ともいきアート』において、東海大コ
レクションの４つの古代アンデス土器を、生徒達が直接手で触れながら、いにしえの素晴らし
土器の造形力と息吹きを体験し、その後、生徒が自分自身のオリジナル“笛吹きボトル”を制
作し、豊かな創造性と迷いのない創作ができた。“笛吹きボトル”を教材の中心として、この
プロジェックト「笛吹きボトル 呼吸 ～いのちのかたち～」が大きな役割が果たすことが確認
できた。



慢性足関節不安定症有症者の筋線維伝導速度に関する研究

情報工学部人間情報工学科 齋藤誠二

独創

連絡先 齋藤誠二 s.saito@ss.oka-pu.ac.jp

【背景目的】スポーツ現場における足関節捻挫の発生率は他の受傷に比べて高く、さらに再発
率は47～73％と報告されている。足関節捻挫の再発は一般的には”捻挫ぐせ”と言われるが、
慢性足関節不安定症（CAI）に起因する。CAIの直接的な原因について多く検討されているが、
固有感覚受容器の障害や高次の中枢機能の障害などの報告があり、一定の見解が得られていな
い。そこで我々は、CAI有症者の特性が効果器（筋）にもあると仮説を立て、CAI有症者の健足
と患側の筋線維伝導速度を比較し、再発の原因の一端を明らかにするすることを目的とした。

図1 落とし戸器【結果】計測した全ての下腿筋において、健足に比べて患足の筋線
維伝導速度が有意に低いことを認めた（図2）。また、全被験者に
おいて同様の傾向を認めた。

【まとめ】筋線維伝導速度の低下は、筋収縮時間の遅延、反応時間
の延長、最大トルク変化率の低下などパフォーマンスの低下に影響
する。つまり、筋線維伝導速度の低下が繰り返される足関節捻挫の
1つの原因であることを示唆している。ただし、筋線維伝導速度は
筋線維の性質などに左右されるため、更なる検討が必要である。

【方法】被験者は、International ankle consortium（IAC)が設定した
選択基準、除外基準に照らし、片足のみCAIと判断した若年男子大学生6
名とした。被験者の前脛骨筋、腓腹筋、長腓骨筋に対して4個の2極性電
極を連続して貼付しアレイ電極を形成。落とし戸器上の被験者が静止立
位状態から不意かつ急激な足関節内反を起こしている際の活動電位を導
出して筋線維伝導速度を算出。健足と患側で各3回の計測を行い比較した。
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図2 健足と患側の筋線維伝導速度
※ p<0.05



姿勢推定AIエンジンによる遠隔での運動指導を想定した指示呈示が
動作や筋活動に及ぼす影響

情報工学部人間情報工学科 大下和茂

独創

連絡先 大下和茂 TEL：0866-94-2130（研究室） Email：oshita@ss.oka-pu.ac.jp

昨今の感染拡大などにより、自宅で運動に取り組む場面が増え、動画配
信や遠隔での指導が拡大している。対面指導では、被指導者を補助するな
どで適切な動作へ導けるが、非対面での指導では言葉指示や映像提示が主
体となる。これまでに我々は、運動動作の認識調査を累計約5000例で実施
した結果（Int J Sport Health Sci, 2019; 体力科学, 2018等）、単純な
膝の屈伸動作でも身体のどの部位をどう動かしているかの理解が難しく、
主観と実際の動作にズレが生じている可能性を示した。不適切な動作での
運動は、効果を得たい筋へ適切な負荷がかからないだけでなく、筋や関節
等への過度な負担により、運動器の障害に繋がる危険性も秘めており、障
害予防を視野に入れた運動指導の重要性は自明である。

対面での運動指導では、指導者が接触を介して指導する場合がある。本研究では、このよう
な接触刺激が運動時に鍛えるべき筋の理解を促し、その筋の活動が高まることを明らかにした
（上図； J Hum Sport Exerc，2021）。この結果は、様々なデバイスによる動作解析を通して、
各筋に適切なタイミングで振動子などを用い刺激を加える
ことで運動効果を高めることに繋がる（右図）また、遠隔
での指導においても、筋へ刺激を加えることで、対面指導
に限りなく近い質の指導が得られると期待できる。今回、
姿勢推定AIエンジンを用い、webカメラから動作解析
（関節角度測定）を試みたが、実際の関節角度とは異なる
動作が多く、動作解析を通じ、自動的に触刺激を提示する
には、解析精度向上が必要と考えられる。



劣駆動系の先端制御理論の構築と実験検証

情報工学部情報システム工学科 忻欣、山﨑大河、泉晋作

連絡先 忻欣 Tel: 0866-94-2131   E-mail: xxin@cse.oka-pu.ac.jp

操作入力数が一般化座標数より少ない劣駆動系では、アクチュエータの数が全駆動系に比

べて少ないため、コスト、重量などの点で優れているが、そのような劣駆動系には強い非線
形性があるため、その制御に関する研究は制御・ロボット工学分野で注目を浴びる挑戦的課
題である。

我々は、劣駆動系の先端制御理論の構築と実験検証に十数年間取り組んできた。たとえば、

鉄棒運動をする体操選手の2リンクモデルである関節1（手）が非駆動、関節2（腰）が駆動の
ロボットを対象とし、宙返り着地や大域的な振り上げ制御を実現する制御系の設計・解析を行
うとともに、製作したロボット実機による振り上げ倒立制御に成功している（図1）。これま
での研究成果について、ロボット工学、制御工学分野の権威ある国際学術論文誌で30編以上を
発表している。また、 Springer社からの誘いで、「 Control Design and Analysis for
Underactuated Robotic Systems」の専門書も出版されている。現在、高劣駆動度系の代表例
の１つであるタワークレーンの振れ止め制御に関する研究も行っている（図2、3）。

図1：鉄棒ロボットの実験 図2：タワークレーンのモデル



バナッハ空間の幾何学的定数の研究

情報工学部情報システム工学科 三谷健一

連絡先 三谷健一 Tel:0866-94-2082 Mail:mitani@cse.oka-pu.ac.jp

関数解析学における主要な研究対象であるバナッハ空間の幾何学的構造を考える。この研究

のきっかけは1936年のクラークソンによる一様凸性という空間の単位球の幾何学的形状に関す
る性質の研究であり、以降種々の幾何学的性質が導入されたが、幾何学的性質による不動点理
論や近似理論への応用など、現在においても盛んに研究が行われている。

また、幾何学的性質の詳細を表す目的で、その性質の成立度合いを表す種々の幾何学的定数
が導入されている。代表的なものとして、次のフォンノイマン-ジョルダン定数がある: 

この定数はバナッハ空間における中線定理の成立度合いを表す定数であり、ヒルベルト空間

を特徴づける。さらに、回帰性や非拡大写像における不動点性もこの定数を用いて評価するこ
とができる。その他、単位球の真四角さ度合いを表すジェームス定数や一般化した内積の対称
性に関するスキューネスなどがある。

本研究では、幾何学的定数同士の関係を直接与え、さらに具体的な空間における定数の計算
を行うことにより、空間の幾何学的構造を明らかにすることを目的とする。

𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝑋𝑋) = sup �
‖𝑥𝑥 + 𝑦𝑦‖2 + ‖𝑥𝑥 − 𝑦𝑦‖2

2(‖𝑥𝑥‖2 + ‖𝑦𝑦‖2) : 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ 𝑋𝑋, (𝑥𝑥,𝑦𝑦) ≠ (0,0)� 



生体の運動制御機構のモデル化に関する研究

情報工学部情報システム工学科 山﨑大河、忻欣、泉晋作

連絡先 山崎大河 Tel: 0866-94-2094 Mail: taiga@cse.oka-pu.ac.jp

生体の運動には、関節間協調、筋間協調など、身体の様々なレベルの構成要素の間に
「協調」がみられる。これは脳が身体の膨大な自由度を操って、その目的を達成するため
の重要な仕組みと考えられている。本研究では、この協調に着目して、様々な運動制御を
制御・ロボット工学の視点でモデル化している（下図は例）。その知見は生体の理解だけ
でなく、機械の制御や医療福祉・スポーツ機器の開発などへの応用も期待できる。

• 山崎大河，山脇恭二：平行棒でのスイングの制御モデル, 日本機械学会 シンポジウム：スポーツ工学・ヒューマンダイナミクス
2018(SHD 2018), USB Memory, C-27 (2018)

• 山崎大河，西脇一宇，名和基之，山脇恭二，中村仁彦，忻欣： あん馬旋回運動の単純化モデル，日本機械学会 シンポジウム：ス
ポーツ工学・ヒューマンダイナミクス2019(SHD 2019), C-30 (2019)

• 城崎和輝，山崎大河，忻欣，泉晋作：冗長な座標系を用いたクランク回転作業の運動制御モデル，第64回システム制御情報学会研
究発表講演会，pp. 990-993 (2020)

• 山崎 大河, 大内 祐基, 城崎 和輝, 忻 欣, 泉 晋作：自転車ペダリング動作の運動制御モデル，日本人間工学会第61会大会講演集
（人間工学, 2020, 56 巻, Supplement号） (2020)

図1：クランク回転作業

参考文献

図2：体操・平行棒 図3：自転車ペダリング

（実験） （モデル）

（実験）（モデル）



ネットワークシステムの解析と制御

情報工学部情報システム工学科 泉晋作、忻欣、山﨑大河

連絡先 泉晋作 E-mail: izumi@cse.oka-pu.ac.jp

ネットワークシステムとは、複数のサブシステムがネットワー
クによって結合されたものを指す（右図）。ドローン群やスマー
トグリッドのような次世代技術として注目されているものの多く
はネットワークシステムと考えられることから、ネットワークシ
ステムは盛んに研究されている。

本研究では、機械、電気、物理など様々な分野で見られるネッ

トワークシステムをモデル化し、システム制御理論を用いてそれ
らを解析、制御する取り組みを行っている。たとえば、ロボット
群のフォーメーション制御1),2)、電力ネットワークの安定性解析
3) 、メトロノームの同期現象の解析4)に取り組み、一定の成果を
得ている。成果の詳細については、参考文献を参照されたい。

参考文献

1) S. Izumi, Y. Shiomoto, and X. Xin: Mass game simulator: An entertainment application of multiagent control, 

IEEE Access, Vol. 9, pp. 4129–4140 (2021)

2) S. Izumi, K. Shinagawa, X. Xin, and T. Yamasaki: Formation control of four-legged robots using discrete-

valued inputs, IEEE Control Systems Letters, Vol. 6, pp. 1088–1093 (2022)

3) S. Izumi, H. Somekawa, X. Xin, and T. Yamasaki: Analysis of robust transient stability of power systems 

using sum of squares programming, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 115, 

105401 (2020)

4) S. Izumi: Analysis of synchronized behaviour of two metronomes: Experimental verification, SICE Journal of 

Control, Measurement, and System Integration, Vol. 14, No. 1, pp. 291–299 (2021)

サブシステム



2020年度以降を見据えた電力部門の生産額推計

情報工学部人間情報工学科 渡邉 淳司

連絡先 渡邉 淳司 a_watanabe_j2e@ss.oka-pu.ac.jp

わが国の電力供給は、戦後より発電・送配電・小売を一体とした垂直一貫の地域独占体制を
とってきたが、2000年以降、徐々に自由化されていくことになった（たとえば、大口顧客（高
圧・特別高圧）の小売自由化）。2011年東日本大震災の経験を踏まえ、①安定供給の確保、②
電力料金の最大限の抑制、③需要家の選択肢や事業者の事業機会拡大などを目的に電力システ
ム改革が進められてきている。

小売自由化以前の状況であれば、10電力などをはじめとする特定の事業者の財務諸表などを

用いて生産額を推計することができたが、発
電部門と小売部門の自由化により、電力市場
に多様な事業者が参入してきたため、推計作
業は複雑化した。また、電力供給体制の変更
に伴い、使用できる基礎統計にも変更が生じ
ているため、詳細な検討が求められている。
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図 電力部門の市町村別生産額（2014年度）

本研究では、2020年度以降の電力部門の生産
額推計において、どのようなデータ制約があ
るのか検証している。あわせて、市町村別の
推計も試みている。

推計結果は右図のとおりで、電力部門全体の
推計では、小売サービスの生産額について、
基礎統計の利用を含めた詳細な検討が必要に
なるなどの課題がわかってきている。
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