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研究分野
 

 

 社会学 / 幼児教育
 

 

研究内容キーワード
 

 

幼児教育、表現教育、和太鼓、教育学
 

 

主な学位・資格
 

 

学士

教育に関する資格・免許：保育士資格，幼稚園教諭一種免許状
 

 

担当経験のある科目
 

 

幼児と健康Ⅰ・幼児と健康Ⅱ（豊橋創造大学短期大学部 幼児教育・保育科）
保育・教職実践演習（豊橋創造大学短期大学部 幼児教育保育科）
総合表現（豊橋創造大学短期大学部 幼児教育保育科）
表現学（豊橋創造大学短期大学部 幼児教育保育科）
保育内容「環境」・卒業研究セミナー・入門セミナー・音楽Ⅰ・音楽Ⅱ・音楽表現（豊橋創造大学短期大学部）
幼児体育・保育内容「環境」（東海福祉専門学校）
保育原理・教育課程総論（静岡理工大学浜松情報専門学校）
 

 

主な研究業績
 

 

保育系学科の遠隔授業実施と課題
青嶋由美子, 佐野真一郎, 岡本雅子, 井中あけみ, 杉山和恵, 朝元 尊, 熊谷享子, 葛谷潔昭, 加藤克俊
日本保育学会 2021年5月16日

創造的表現活動の実践について ー保育者による音楽と身体の即興的表現活動からー
井中あけみ, 髙橋うらら, 朝元 尊
日本保育学会 2021年5月16日

自発的な表現を不自由にしている保育者の意識について―即興的身体表現と音楽的表現の調査から―
井中あけみ, 高橋うらら，朝元尊
日本保育学会 2020年5月16日

「ママゴン8月号Voi.163」 範囲：幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿とは )NPO法人ママゴンネット
2019年7月

「幼教系学生が薦める本」 [青嶋 由美子,岡本 雅子,杉山 和恵,朝元 尊,加藤 克俊,佐々木 将芳]
豊橋創造大学短期大学部研究紀要 (No.35) pp.35-44 2018年3月

「子どもが喜んで取り組める運動あそび」 分担執筆
浜松市私立幼稚園協会 幼稚園教育研究紀要第12号 1994年2月

「静岡県教育委員会 幼稚園教育指導資料」 分担執筆・子どもへの理解・教師の援助
「温かさのある幼稚園」 1998年3月

「ベルギーの幼稚園を尋ねて」 分担執筆
静岡県私立幼稚園振興協会 平成10年度年誌 1999年3月

「生活への取り組み」 分担執筆
全日本私立幼稚園連合会 東海北陸地区 幼稚園教育研究紀要 1999年8月

「地域子育て支援活動の推進を考える」 朝元 尊
静岡県保育所連合会 第4回静岡県保育研究大会紀要 2003年5月

「子どもからの表現」 監修・分担執筆
平成20・21年度 静岡県私立幼稚園振興協会
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教育課程研究指定園「子どもからの表現」～幼児が自ら創造し、学びながら意欲的に生活するには～ 2009年2月

「鼓童文化財団研修所2010－2011」 分担執筆
財団法人鼓童文化財団 研修所文化研究紀要 pp.２７-２７ 2010年5月

「子育てアドバイス・幼稚園入園の準備」 監修
浜松市子育て情報センター「子育て情報サイト」 2011年2月

「生活への取り組み」 [分担執筆]
全日本私立幼稚園連合会 東海北陸地区 幼稚園教育研究紀要 1999年8月

「子どもからの表現」 [監修,分担執筆]
平成20・21年度 静岡県私立幼稚園振興協会
教育課程研究指定園「子どもからの表現」～幼児が自ら創造し、学びながら意欲的に生活するには～ 2009年2月

月刊「ラポム」 [朝元 尊]
(担当：分担執筆、範囲：ふだん着の発表会（劇あそび） )株式会社学研研究社 2003年8月

月刊「保育のひろば」 2004 [朝元尊]
(担当：分担執筆、範囲：4歳児の指導計画・週の計画 )株式会社メイト 日本幼年教育研究所 2004年4月

月刊「保育のひろば」２００１ [朝元 尊]
(担当：分担執筆、範囲：特集「卒園式みんなありがとう」 )株式会社 メイト 日本幼年教育研究所 2001年2月

月刊 「保育のひろば」 2001 [朝元 尊]
(担当：分担執筆、範囲：特集「わくわく楽しい保育環境」 )株式会社メイト 日本幼年教育研究所 2001年3月

月刊「保育のひろば」 2001 [朝元 尊]
(担当：分担執筆、範囲：幼稚園・保育園・異年齢児の指導計画・週の計画 )株式会社メイト 日本幼年教育研究所
2001年4月

月刊「保育のひろば」 ２００１ [朝元 尊]
(担当：監修、範囲：保育園・３歳児の指導計画・週の計画 )株式会社メイト 日本幼年教育研究所 2001年4月

月刊「保育とカリキュラム」 [朝元 尊]
(担当：分担執筆、範囲：特集・雨の日でも楽しい遊び，ゲーム )ひかりのくに株式会社 2001年5月

「子どもの心に出会えるいいはなし」 [朝元 尊]
(担当：共著、)PHP出版 1997年5月

「保育OK大辞典」 [朝元 尊]
(担当：共著、)世界文化社 1992年6月

「足圧分布測定装置を用いた傾斜坂上の幼児立位姿勢の解析」 [中川博文,朝元 尊,大村真未,壁谷瑠莉芳]
豊橋創造大学研究紀要 第26号15-27 (No.26) pp.15-27 2022年3月
 

 

学歴
 

 

  玉川大学 文学部 芸術学科 児童専修課程
 

 

主な職歴(経歴)
 

 

2020年4月 - 現在 豊橋創造大学短期大学部 幼児教育・保育科 教授
2012年4月 - 2020年3月 豊橋創造大学短期大学部 幼児教育保育科 准教授
1990年4月 - 1994年3月 学校法人アソカ学園 駅南幼稚園
1994年4月 - 1996年3月 香港コーンヒル日本語幼稚園
1996年4月 - 2002年3月 学校法人アソカ学園 駅南幼稚園 主事
2002年4月 - 2004年3月 社会福祉法人浜松児童福祉園ヘリオスプレスクール 園長
2004年4月 - 2006年1月 財団法人「鼓童」文化財団研修所
2006年4月 - 2008年3月 社会福祉法人浜松児童福祉園ヘリオスプレスクール 園長
2007年4月 - 2020年10月 学校法人アソカ学園 朝田幼稚園 園長
2000年4月 - 2012年3月 近畿大学豊岡短期大学（通信課程） 非常勤講師
2000年4月 - 2012年3月 東海福祉専門学校 こども福祉学科 非常勤講師
2010年4月 - 2012年3月 近畿大学九州短期大学（通信課程） 非常勤講師
2010年4月 - 2012年3月 静岡理工大学浜松情報専門学校 こども医療保育科 非常勤講師
1997年7月 - 2008年3月 中京女子大学「子ども文化研究所」 客員研究員
 

 

所属学会
 

 

日本保育学会
 

 

受賞歴
 

 

 
 

researchmapのリンク先
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