
 

氏 名    水谷 聡美 （みずたに さとみ） 講師 

担当科目 

[教養科目]教養・キャリア基礎演習Ⅰ・Ⅱ 

[専門科目]図画工作Ⅰ・Ⅱ、保育内容の指導法(造形表現Ⅰ・Ⅱ)、保育教材研究 

保育総合表現、造形表現とこころ、シアター、保育技術演習Ⅱ、子ども研究Ⅰ・

Ⅱ、保育教職実践演習Ⅰ・Ⅱ、保育実務研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、幼児教育特講 

研究分野 

①  絵画・造形あそび 

②  臨床美術 

③  芸術学 

学位 学士（芸術） 

主な 

教育研究 

業績 

・さとみ絵画造形教室主宰平成 6 年～（3 歳児～高校生、0 歳児～の親子を指導） 

＜展覧会＞ 

・『小さな芸術家たちの作品展』 企画・展示 羽島市文化センター（平成 21 年よ

り毎年開催） 

・個展・干支の置物展 カフェギャラリー茶蔵（平成 23 年 12 月） 

・さとみ絵画造形教室二人展 ギャラリー亜伽（平成 24 年 2 月） 

・二人展 加藤泰子・水谷聡美 珈琲＆ギャラリーあい（平成 24 年 12 月） 

・二人展・色彩とココロ ギャラリー亜伽（平成 26 年 3 月） 

・「さとみ絵画造形教室 20 周年作品展」ギャラリー亜伽（平成 26 年 3 月） 

・個展・木の芽時 Attente（平成 27 年 3 月） 

・二人展 加藤泰子・水谷聡美・春の扉 Attente（平成 28 年 3 月） 

＜研究論文・学会発表等＞ 

・『図工嫌いを軽減し造形表現を楽しめる学生の育成についての考察』（平成 25

年 3 月）大垣女子短期大学紀要第 54 号、単著 

・「保育実習の実践のために（１）授業で学ぶ保育技術を保育実習でどう生か

すか」全国保育士養成協議会第 52 回大会（平成 25 年 8 月） 

・『教材研究～クレヨンを使いこなすための取り組み～』大垣女子短期大学紀

要第 55 号（平成 26 年 3 月）単著 

・『視覚に障がいのある方への「りんごの量感画」実践報告』第７回 臨床美

術学会大会（平成 27 年 10 月） 

・『弱視生徒への造形指導と個展開催の実践報告』大垣女子短期大学紀要第 5

７号（平成 28 年 5 月） 

・『視覚に障がいのある方への「りんごの量感画」実践報告』臨床美術ジャー

ナル（平成 28 年 9 月） 

所属学会 
日本臨床美術学会 平成 25（2014）年～ 

大学美術教育学会 平成 26（2015）年～ 

社会的 

活動 

業績 

・庭田保育園 子育て支援 未収園児親子制作講師（H24 年） 

・垂井町下町子ども会 夏休み工作教室（H24 年） 

・笠松町ことばの教室 水遊び用手作りおもちゃ（H24 年） 

・岐阜聖徳学園大学附属幼稚園 親子陶芸教室（H24 年） 

・下多度幼稚園 家庭教育学級 親子造形教室（H24 年） 

・神戸町保護者会主催講演会「造形あそびと子育て」神戸町立幼児園 4 園 

（H24 年） 

・一宮市立中島保育園 絵画造形指導講師 （H24 年） 

・教員免許状更新講習 講師（大垣女子短期大学）文部科学省主催（H25 年） 

・羽島市正木コミュニティーセンター 子ども絵画造形教室講師（H25 年） 

・北方町生涯学習センター よちよち教室 親子造形あそび講師（H25 年） 

・庭田保育園 子育て支援 未収園児親子造形教室講師（H26 年） 
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・教員免許状更新講習 講師（大垣女子短期大学）文部科学省主催（H26 年） 

・羽島市発達支援センター 発達教室工作講師（H26 年） 

・北方町生涯学習センター よちよち教室 親子造形あそび講師（H26 年） 

・養基保育園 家庭教育学級 親子造形あそび講師（H26 年） 

・北方町生涯学習センター ぴよぴよ教室 親子描画あそび講師（H27 年） 

・羽島市発達支援センター もも親の会学習会講師（H27 年） 

・岐阜県立岐阜盲学校 春休み絵画教室講師（H27 年） 

・駒野保育園 職員研修会 絵画造形指導講師（全 6 回）（H27 年） 

・羽島市正木コミュニティーセンター 夏休み子ども講座講師（H27 年） 

・いずみの園研修会（全 3 回）（H27 年） 

・岐阜聖徳学園大学附属幼稚園 保護者会主催 親子陶芸教室講師（H27 年） 

・教員免許状更新講習 講師（大垣女子短期大学） 文部科学省主催（H27 年） 

・岐阜県立岐阜盲学校 中学部 絵画・造形 講師（H27 年） 

・岐阜聖徳学園大学附属幼稚園 子育て支援 未収園児親子造形教室講師（全

2 回）（H27 年） 

・岐阜県立岐阜盲学校 小学部 絵画・造形 講師（H28 年） 

・庭田保育園 子育て支援 未収園児親子造形教室講師（H28 年） 

・北方町生涯学習センター よちよち教室 親子造形あそび講師（H28 年） 

・庭田保育園 子育て支援 未収園児親子造形教室講師（H28 年） 

・羽島市発達支援センター 親子造形教室講師（H28 年） 

・岐阜聖徳学園大学附属幼稚園 職員研修会講師（全 3 回）（H28 年） 

・岐阜聖徳学園大学附属幼稚園 絵画指導講師（全 3 回）（H28 年） 

・神戸町立幼児園 四園合同研修会 絵画造形指導講師（全 3 回）（H28 年） 

・いずみの園研修会（全 3 回）（H28 年） 

・教員免許状更新講習 講師（大垣女子短期大学）文部科学省主催（H28 年） 

・岐阜聖徳学園大学附属幼稚園 保護者会主催 親子陶芸教室講師（H28 年） 

・神戸町文化祭 幼児作品講評・総評（H28 年） 

・白川町立保育士研修会 絵画造形指導講（H28 年） 

・岐阜県立海津明誠高等学校 学び塾講師（H28 年） 

・大垣市立荒崎幼保園 園内研修講師（H29 年） 

・岐阜聖徳学園大学附属幼稚園 職員研修会講師（全 3 回）（H29 年） 

・神戸町立幼児園 四園合同研修会 絵画造形指導講師（全 4 回）（H29 年） 

・垂井町児童発達支援事業所いずみの園研修会（全 3 回）（H29 年）  

・白川町立保育士研修会 絵画造形指導講（H29 年） 

・教員免許状更新講習 講師（大垣女子短期大学） 文部科学省主催（H29 年） 

・岐阜聖徳学園大学附属幼稚園 保護者会主催 親子造形講師（H29 年） 

・垂井町児童発達支援事業所いずみの園（H29 年） 

・コスモ幼稚園 職員研修会講師（H29 年） 

・神戸町文化祭 幼児作品講評・総評（H29 年） 

・岐阜県立海津明誠高等学校 学び塾講師（H29 年） 

・神戸町学校連盟幼保園部 実技研修会講師（H29 年） 

・大垣女子短期大学 公開講座講師（H30 年） 

・羽島市発達支援センターもも親の会学習会講師（H30 年） 

  


