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(1) 保育思想・保育理論・保育史 

P001 兵庫県における保育事業の歴史的考察 
‐大正期の保育事業‐ 

近畿医療福祉大学      吉森 恵 

 
(2) 保育制度・行財政 

P002 女性看護師・女性医師の院内保育所に対する
ニーズ 

筑波大学大学院      ○西村 実穂 
日本医療科学大学      石上 智美 
近畿大学          水野 智美 
筑波大学          徳田 克己 

P003 保育所へのスーパービジョン体制構築に関す
る研究(2) 
‐スーパービジョン研修を通して‐ 

福井県立大学       ○吉弘 淳一 
東海学園大学        横井 一之 
滋賀文化短期大学      安田 誠人 
聖隷クリストファー大学   堀 建治 
三重中京短期大学      新川 泰弘 
愛知学泉大学        本山 ひふみ 

P004 浦安市における保育カウンセラーの設置と課
題 

浦安市子ども部      ○當銀 玲子 
千葉工業大学        柴橋 祐子 
千葉大学          砂上 史子 
浦安市教育委員会      高梨 智子 
千葉大学          中澤 潤 
淑徳大学          中澤 小百合 
淑徳大学          槇 英子 

 
(3) 発達論・心身の発達 

P005 箸と鉛筆の持ち方・使い方に関する調査研究 横浜市立西富岡小学校   ○野川 智子 
目白大学          谷田貝 公昭 
目白大学          村越 晃 
目白大学          高橋 弥生 
目白大学          西方 毅 
浜竹幼稚園         谷田貝 円 
逗子市立逗子中学校     野口 智津子 
朝霞市立朝霞第六小学校   青柳 正彦 
海老名市立中新田小学校   室矢 真弓 

P006 幼児期における感性の果たす役割 
‐模倣発現の基盤として‐ 

名古屋柳城短期大学     鈴木 裕子 

P007 アンリ・ワロンの発達「理論」形成における
研究方法論再考 
‐『行為から思考へ』(1942)の第 1 部第 1 章
を中心に‐ 

日本福祉大学        亀谷 和史 

P008 子どもの発達を的確に捉える観察項目を用い
た分析手法の提案 

常磐会短期大学      ○糠野 亜紀 
常磐会短期大学       新谷 公朗 
同志社大学大学院      金田 重郎 

P009 保育現場における動物飼育(第 9報) 
‐社会性の発達と動物介在保育プログラム(試
案)‐ 

東横学園女子短期大学   ○井戸 ゆかり 
日本獣医生命科学大学    柿沼 美紀 
小田原女子短期大学     高橋 桃子 
桜井動物病院        桜井 冨士朗 

   



P010 幼児期における父子・母子の愛着 
‐養育態度・夫婦関係との関連から‐ 

宮城教育大学        伊藤 順子 

P011 幼児期の菓子の与えられ方は大学生の間食の
とり方にどのように影響しているか 

富山大学         ○西館 有沙 
茨城キリスト教大学     富樫 美奈子 
武蔵野短期大学       小野 聡子 

P012 話し合い場面での幼児の行動と保育者の働き
かけ 

尚絅学院大学女子短期大学部 杉山 弘子 

P013 幼児のリズム認知に関する研究 山口短期大学       ○渡邉 亮太 
山口短期大学        神林 ノブ子 
野原保育園         浪山 厚子 

P014 保育所に通う子どもの睡眠習慣と養育者の睡
眠に関する知識について 

和洋女子大学        鈴木 みゆき 
 

P015 活動量に基づく子どもの交友関係の分析手法 常磐会短期大学      ○新谷 公朗 
常磐会短期大学       糠野 亜紀 
同志社大学大学院      金田 重郎 

P016 「子育ての 4つの領域」と親の発達過程(4) 
‐子育ての自覚化と発達のゆらぎ‐ 

尚絅大学短期大学部     浜崎 幸夫 

 
(4) 教育計画・保育計画 

P017 保育領域の専門性の確立状況に関する調査研
究 

福岡教育大学        北野 幸子 

 
(5) 保育内容Ⅰ(総論・遊び) 

P018 幼稚園における子ども同士の遊びのはじまり 
‐仲間の行為の「模倣」の変容‐ 

日本女子大学        岩田 恵子 

P019 伝承遊びについての一考察 
‐独楽回し‐ 

尚絅学院大学女子短期大学部 安藤 正樹 

P020 子どもの遊び場面における喧嘩について(4) 東京成徳短期大学      福山 多江子 
P021 子どもの遊び環境 

‐地域差について[2006年調査より]‐ 
夙川学院短期大学     ○金築 優子 
夙川学院短期大学      久本 信子 
夙川学院短期大学      三笠 友紀惠 

P022 子どものあそび環境 
‐戸外あそびと就寝時間の関連について

[2006年調査より]‐ 

夙川学院短期大学     ○久本 信子 
夙川学院短期大学      金築 優子 
夙川学院短期大学      三笠 友紀恵 

P023 「相撲あそび」を通した年中児の「人とかか
わる力」の形成 

川崎医療短期大学      入江 慶太 

P024 運動あそびをとおしての子どもの変化③ パンダ保育園       ○島袋 美香 
パンダ保育園        小澤 久美 

 
(6) 保育内容Ⅱ(各領域関連) 

P025 幼児期の運動遊びに関する研究 美作大学短期大学部     松坂 仁美 
P026 生活リズムと保育活動に関する研究(Ⅱ) 

‐運動遊びについての保育士の意識‐ 
東京 YMCA社会体育保育専門学校 
              佐野 裕子 

P027 3歳児の言葉 聖和学園短期大学     ○小野 真喜子 
宮城教育大学        佐藤 雅子 

P028 ｢みてて｣発話における「三項関係の二重性」
の再考 
‐ひとりの幼児の「みてて」発話が頻繁に聞

かれるとき‐ 

東京未来大学        福﨑 淳子 

P029 道徳性の芽生えをお話の理解から探る(6) 東京文化短期大学     ○星 道子 
東京福祉大学        関口 準 



P030 幼児期の木工遊びⅠ 
‐のこぎりを使わせる意義について‐ 

山口福祉文化大学     ○石川 正一 
清泉学院短期大学      桜井 剛 

P031 幼児期の木工遊びⅡ 
‐のこぎりの使用について― 
 

清泉女学院短期大学    ○桜井 剛 
山口福祉文化大学      石川 正一 

P032 うさぎを題材にした身体表現を引き出す手だ
て その 1 
‐4・5才児を対象に‐ 

長崎女子短期大学     ○下釜 綾子 
福岡女学院大学       高原 和子 
福岡こども短期大学     瀧 信子 

P033 ｢ウサギ｣を題材とした身体表現を引き出す手
立て 
その 2 養成校の学生を対象に 

鹿児島女子短期大学    ○小松 恵理子 
尚絅大学          青木 理子 
佐賀女子短期大学      小川 鮎子 
福岡女子短期大学      宮嶋 郁恵 

P034 保育者の音楽的表現のとらえかた(5) 
‐幼稚園教員と小学校教員の意識比較‐ 

埼玉大学         ○奥村 正子 
埼玉大学          志村 洋子 

P035 音楽活動 
‐保育につなぐ器楽合奏‐ 

名古屋柳城短期大学    ○安藤 昌子 
東海学園大学        飯田 和也 

P036 幼児教育における木工活動と子どもの育ちを
考える 
(その 3：三歳児の木工‐保護者の保育参加を
通して‐) 

東洋英和女学院大学    ○森 眞理 
東洋英和女学院大学     石津 珠子 

P037 足踏み板を導入した保育の試み 本牧めぐみ幼稚園      片山 知子 
P038 韓国の幼児教育にみる表現活動 京都造形芸術大学      大橋 喜美子 
P039 幼児期の表現を考える：ケイタとの関わりに

視点をおいて 
揖斐幼稚園        ○佐木 玲水 
揖斐幼稚園         佐木 みどり 

P040 幼児期の「表現」を考える 
‐保育者の成長に視点を合わせて 

揖斐幼稚園        ○佐木 みどり 
揖斐幼稚園         佐木 玲水 

P041 幼児の活動欲求と園生活での活動量との関係
について 

常磐短期大学        鈴木 康弘 

P042 幼児の表現活動と造形教材Ⅱ 
‐教材選択状況からの検討‐ 

淑徳大学          槇 英子 

P043 幼児向けの歌の歌詞における数学的要素につ
いて 

羽陽学園短期大学     ○太田 裕子 
羽陽学園短期大学      田中 ふみ子 
羽陽学園短期大学      斉藤 葉子 

 
(7) 保育方法 

P044 異年齢保育を支えるもの 柏井保育園        ○村田 暢子 
名古屋女子大学       鈴木 方子 

P045 幼児期における自然体験保育はこどもの育ち
にどうつながるのか 
‐北海道の森林体験ワークキャンプの展開と

考察‐ 

(財)鉄道弘済会函館人見保育所 
              佐々木 淑子 

P046 保育者の指導・援助に関する研究 
‐子どもにとっての『もの』の持つ意味とい

う視点から‐ 

中部学院大学       ○西垣 吉之 
黒野保育園         馬場 佑真 
黒野保育園         西垣 直子 

P047 幼児の片付けにおける責任の分担のとらえ方 吹田市立山田第一幼稚園  ○池森 淳子 
聖和大学          橋本 祐子 
大阪教育大学        戸田 有一 
 
 

P049 森の保育(1) 
‐自然との共生感とつぶやき‐ 

おおくらの森幼稚園    ○松本 秀蔵 
尚絅大学短期大学部     浜崎 幸夫 



 
P050 子どもの心を育てる保育を探る 

‐保育士の信頼関係の捉え方を通して‐ 
百々保育園        ○磯谷 律子 
新林保育園         宮谷 久美子 
上重原保育園        河合 佐美子 
高根保育園         高木 都奈子 
赤坂台保育園        岡田 佳代子 
西尾市役所         松田 幸子 
八ツ面保育園        岡田 房子 
坂崎保育園         壁谷 昭代 
山中保育園         山本 みゑ子 

P051 キラキラタイム(自主選択保育)における幼児
の満足度についての考察 その 2 

高杉学園吉塚幼稚園    ○高杉 美稚子 
高杉学園吉塚幼稚園     高杉 洋史 
高杉学園吉塚幼稚園     高杉 千紘 

 
(8) 保育環境・保育教材・食育 

P052 子どもの表象機能を育てるぬり絵の開発 富山大学         ○尾崎 康子 
富山大学          竹井 史 

P053 園庭・可動遊具を考える ‐その 18‐ 
自発的な庭遊びに発現する創造活動 70%・小
集団 95% 

臨床育児・保育研究会   ○東間 掬子 
杉並区立高円寺東保育園   鈴木 愛子 

P054 園庭・可動遊具を考える ‐その 19‐ 
自発的な庭遊びに発現する小集団の平均人数

と面積 

杉並区立高円寺東保育園  ○鈴木 愛子 
臨床育児・保育研究会    東間 掬子 

P055 土粘土を使ったどろんこ遊びにおける凹凸の
ある環境の効果 

山口芸術短期大学      佐藤 智朗 

P056 自然環境との関わりを継続的に取り入れた保
育に関する一考察 
‐藍の栽培から染め物による製作‐ 

畿央大学          村田 浩子 

P057 給食の喫食形態の違いから見る食育実践に関
する考察 
‐ランチルーム給食の実践事例から‐ 

湊川短期大学       ○進藤 容子 
湊川短期大学附属キッズポ‐ト保育園 
              原口 富美子 

P058 保育現場における絵本設置環境が及ぼす子ど
もの絵本への関わり方についての考察 

日本音楽学校        並木 真理子 

P059 身近な環境に対する子どもの視点についての
考察(1) 

一宮女子短期大学     ○奥薗 知明 
一宮女子短期大学      西村 志磨 

P060 身近な環境に対する子どもの視点についての
考察(2) 

一宮女子短期大学     ○西村 志磨 
一宮女子短期大学      奥薗 知明 

P061 園庭環境の構成と子どもの遊び(2) 安良保育園        ○内村 真奈美 
安良保育園         井上 裕美子 
鹿児島国際大学       前原 寛 

P062 子どもの「感性」に応えていくために(Ⅲ) 常磐短期大学        山路 純子 
P063 蚕・綿を教材に用いた保育実践 

‐飼育・栽培から製作までの過程における年

長児の原体験に着目して‐ 

七松幼稚園         亀山 秀郎 

P064 「食を楽しむ生活」を目指した保育実践の検
討 

静岡大学教育学部附属幼稚園 青山 昌子 

P065 手作り教材の実態 
‐視聴覚教材を中心に‐ 

目白大学短期大学部     細野 一郎 

P066 保育環境における玩具(TOY)の分類と幼児の
遊びについて 
 

名古屋文化学園保育専門学校 千田 隆弘 



P067 幼稚園の園舎環境が幼児の健康へ及ぼす影響
その 5 

高杉学園         ○高杉 義嗣 
高杉学園          高杉 洋史 
高杉学園          高杉 千紘 

P068 環境設定としての「砂場」を問い直す 宝仙学園短期大学      由田 新 
 
(9) 乳児保育 

P069 乳幼児の生活習慣獲得過程の一考察Ⅳ 
‐子どもの主体的行為が実現されるために‐ 

東京 YMCA社会体育・保育専門学校 
             ○日下部 樹江 
東京 YMCA社会体育・保育専門学校 
              高橋 美恵子 

P070 乳幼児期の生活習慣獲得過程についての一考
察Ⅴ 
‐手の発達と食事の自立援助‐ 

東京 YMCA社会体育・保育専門学校 
             ○高橋 美恵子 
東京 YMCA社会体育・保育専門学校 
              日下部 樹江 

P071 保育環境における乳幼児の情緒の安定につい
て 
‐学生ボランティア活動を通して‐ 

茨城キリスト教学園託児施設『アンネローゼ』 
              吉澤 久美子 

P072 1歳児の描画活動と保育実践 
‐1歳児の筆を使った描画活動からみえる、子
どもの力と保育者の力‐ 

兵庫教育大学大学院     永渕 泰一郎 

 
(10) 障害児保育 

P073 障害のある子どもの子育て支援 大崎広域ほなみ園     ○佐々木 孝子 
宮城教育大学        佐藤 雅子 

P074 補助教材を用いた自閉症児と他児の「やりと
り」の変化 
‐統合保育における事例考察‐ 

中京大学          冨貴田 智子 

P075 発達障害とことば 
‐保育実践の変遷から保育のあり方を探る‐ 

めばえの家        ○天野 和子 
豊橋創造大学        前田 キミヨ 
名古屋芸術大学短期大学部  小沢 志江子 
トーマスぼうや保育園    大井 富佐子 
岡崎女子短期大学      古田 彰子 

P076 医療保育士の関わりによる入院児と家族の変
化 

名桜大学          金城 やす子 

P077 特別支援学級への入級に向けた就学支援 
‐保護者対象の調査から‐ 

檜原村立檜原中学校     小林 徹 

P078 車いす使用者が困っている場面を見て幼児が
どのように認識するか 

茨城キリスト教大学    ○富樫 美奈子 
武蔵野短期大学       小野 聡子 
富山大学          西館 有沙 
筑波大学大学院       安心院 朗子 

P079 特別な支援を要する児への幼稚園における移
行支援について 

葛飾こどもの園幼稚園   ○長谷川 靖子 
葛飾こどもの園幼稚園    加藤 惟一 
東京理科大学        小山 望 

P080 発達障害の特徴を有する幼児への野外保育の
効果(1) 

東北福祉大学       ○小笠原 明子 
東北福祉大学        前田 泰弘 

P081 発達障害の特徴を有する幼児への野外保育の
効果(2) 

東北福祉大学       ○前田 泰弘 
東北福祉大学        小笠原 明子 

P082 現職保育者における「発達障害」に関する意
識調査 
‐保育形態別による分析‐ 

蕨市立たんぽぽ保育園   ○本澤 智子 
豊島区立子ども家庭支援センター 
              岡村 江津子 
文京区立柳町子どもの森   森田 布佐子 



P083 発達障害児の幼稚園、保育園での困難と保育
者の対応の検討 

豊島区立子ども家庭支援センター 
             ○岡村 江津子 
蕨市立たんぽぽ保育園    本澤 智子 
文京区立柳町子どもの森   森田 布佐子 
 

P084 認知検査で境界領域を示す幼児についての検
討(1) 

白百合女子大学      ○黛 雅子 
東横学園女子短期大学    紺野 道子 
              中石 康江 
小田原女子短期大学     加藤 佐知子 
目白大学          寺山 千代子 
白百合女子大学       森永 良子 
 

P085 気になる子ども(3) 
‐保育者の視点を他児とのかかわりの中から

見出す‐ 

昭和女子大学       ○横山 文樹 
昭和女子大学        爾 寛明 

P086 幼児用発達障害スクリーニング尺度の作成に
ついて(2) 
‐PDD・ADHD・LD の特性識別についての
検討‐ 

富山大学         ○水内 豊和 
富山大学          小林 真 
富山県総合教育センター   阿部 美穂子 
富山大学          尾崎 康子 

P087 特別な支援を必要とする子どものプログラム
に関する研究(4) 
‐小学校における支援を必要とする低学年児

童の保護者と担任教諭とのかかわりの事例研

究‐ 

東京福祉大学       ○石橋 裕子 
東京福祉大学        林 幸範 

P088 気になる子どもの支援に関する保育者研修プ
ログラム 
‐保育場面における子どもの行動変容を中心

に‐ 

活水女子大学        重成 久美 

P089 音楽療育の試み 
‐集団での活動‐ 

名古屋芸術大学       古川 美枝子 

P090 巡回相談における「特別ニーズ」保育へのツ
ールを使用した専門的支援の効果 

筑波大学          野澤 純子 

P091 クレージーグラスヘッド"シバくん"の教材化
に関する一考察 

常葉学園大学        田宮 縁 

P092 統合保育場面における健常幼児の障害幼児に
対する援助行動Ⅱ 
‐援助方略と社会的スキルとの関連‐ 

専修大学北上福祉教育専門学校 
             ○澤瀬 文子 
専修大学北上福祉教育専門学校 
              熊谷 賢 

P093 ムーブメント教育による発達障害児の支援 
‐高機能広汎性発達障害児への実践を通して

‐ 

鎌倉女子大学        飯村 敦子 

P094 障がいを理解するための「絵本」制作の試み(第
3報)：「絵本」効果測定と実践方法の検討 

名古屋女子大学短期大学部  平林 あゆ子 

P095 成長に遅れがみられる年少児の運動面におけ
る保育上の支援について 

筑波大学大学院      ○安心院 朗子 
近畿大学          水野 智美 
日本医療科学大学      石上 智美 
筑波大学大学院       西村 実穂 

 
 
 
 



(11) 児童文化 
P096 昔話に関する考察 

‐女子大生の印象‐ 
夙川学院短期大学     ○岸永 康延 
夙川学院短期大学      岡本 成美 
夙川学院短期大学      藤岡 利子 
大阪樟蔭女子大学      大江 米次郎 

P097 文字のない絵本を幼児はどのように捉えてい
るのか 

高崎健康福祉大学      寳川 雅子 

P098 幼稚園のクラスの名称のつけ方の分析 筑波大学          徳田 克己 
(12) 保育者 

P099 望ましい教師像について 
‐子ども・保護者・教師・学校管理者から見

て‐ 

朝霞市・朝霞第六小学校  ○青柳 正彦 
目白大学          谷田貝 公昭 
逗子市・逗子中学校     野口 智津子 
横浜市西富岡小学校     野川 智子 

P100 幼稚園教員が抱える課題と求められる教員の
資質・能力(2) 

札幌国際大学短期大学部  ○内山 隆 
北見のぞみ幼稚園      小関 祐一 
美晴幼稚園         東 重満 
北見北光幼稚園       吉田 耕一郎 

P101 保育士・幼稚園教諭養成校の学生のもつ保育
者像の変容 
‐求められる資質についての認識の分析 1‐ 

日本音楽学校        富岡 麻由子 

P102 保育者のストレスに関する意識についての探
索的研究 

千代田区立九段幼稚園   ○高橋 順子 
埼玉大学          首藤 敏元 

P103 幼児の表現活動を支援するために 
‐こどもの表現と幼児教育をつなぐ支援者育

成の為の実践研究 

茨城女子短期大学     ○佐藤 豊 
茨城女子短期大学      神永 直美 
常磐短期大学        木村 由希 
茨城大学大学院       平野 有佳子 
水戸市立吉田ヶ丘幼稚園   橋本 祥子 

P104 幼稚園教師の同僚性のあり方について 
‐保育実践を複数で見合う意義を通して‐ 

福岡市立和白幼稚園    ○荒木 悦子 
福岡市立和白幼稚園     大浦 玲子 
福岡市立姪浜幼稚園     岡村 恵 
西南学院大学        門田 理世 

P105 体験すると伝えたくなる 元大田区幼児教育センター ○福島 恭子 
大田区立千鳥幼稚園     長南 康子 
大田区立大森第四幼稚園   粂原 淳子 
文京区立千駄木幼稚園    山口 晃司 
ゆうゆうのもり幼保園    大森 志穂 

P106 職員研修のあり方に関する研究 
‐演習"イイトコみつけ"を通して‐ 

湊川短期大学        上月 康代 

P107 インターネット技術を利用した学内汎用アン
ケートシステムの開発 
 

大阪芸術大学短期大学部   村上 優 

P108 保育士としての成長過程について 
‐現任保育所保育士による葛藤についての面

接調査から‐ 

埼玉県立大学        広沢 洋子 

P109 保育者論考(8) 
‐保育における身体の協働性‐ 

鹿児島国際大学      ○前原 寛 
大妻女子大学        大場 幸夫 

 
(13) 保育者養成 

P110 保育者養成における紙芝居に関する一考察 
 
 

名古屋女子大学短期大学部  松田 ほなみ 



P111 実習生に対する印象が実習担当保育者の指導
観に及ぼす影響の日米比較 
‐テネシー州メンフィス市の幼稚園教諭と比

較から‐ 

鎌倉女子大学       ○田爪 宏二 
鎌倉女子大学        小泉 裕子 
University of Memphis 
          Satomi Izumi Taylor 

P112 保育者養成校における実習自己評価・課題分析 
‐振り返りシートによる学習効果に関する一

考察‐ 

福岡こども短期大学    ○木村 鈴代 
福岡こども短期大学     岸川 良子 
福岡こども短期大学     牧 具己 

P113 保育者適性に関する研究(1) 
‐保育者適性尺度作成の試み‐ 

東京文化短期大学     ○伊澤 永修 
東京文化短期大学      永房 典之 
東京成徳短期大学      武石 仁美 

P114 保育者養成校におけるドラマ教育を生かした
表現授業 

日本音楽学校        山本 直樹 

P115 実習生の悩みに関する研究(1) 専修大学北上福祉教育専門学校 
             ○六本木 郁子 
専修大学北上福祉教育専門学校 
              岸 隆子 
専修大学北上福祉教育専門学校 
              德増 全矢 
専修大学北上福祉教育専門学校 
              磯貝 友絵 
専修大学北上福祉教育専門学校 
              熊谷 賢 

P116 実習生の悩みに関する研究(2) 専修大学北上福祉教育専門学校 
             ○岸 隆子 
専修大学北上福祉教育専門学校 
              六本木 郁子 
専修大学北上福祉教育専門学校 
              德増 全矢 
専修大学北上福祉教育専門学校 
              磯貝 友絵 
専修大学北上福祉教育専門学校 
              熊谷 賢 

P117 保育実習の実際に関する一考察(1) 
‐保育実習と保育実習Ⅱの比較から‐ 

武蔵野大学        ○榎田 二三子 
武蔵野大学         義永 睦子 

P118 保育実習の実際に関する一考察(2) 
‐子どもと関わる体験と実習成果‐ 

武蔵野大学        ○義永 睦子 
武蔵野大学         榎田 二三子 

P119 養成校と保育センターの連携(Ⅰ) 
‐認定こども園併設の養成校における保育者

養成の取り組みについて‐ 

玉成保育専門学校     ○高橋 かずみ 
玉成保育専門学校      大塚 兼司 
鶴見大学短期大学部     松本 和美 

P120 養成校と保育センターの連携(Ⅱ) 
‐認定こども園併設養成校における授業の取

り組みについて‐ 

鶴見大学短期大学部    ○松本 和美 
玉成保育専門学校      高橋 かずみ 
玉成保育専門学校      大塚 兼司 

P121 保育学生の子どもイメージに関する一考察 四天王寺大学        長谷 範子 
P122 保育学生の保育者効力感と対児感情の関係 鳴門教育大学大学院    ○加藤 孝士 

鳴門教育大学        浜崎 隆司 
尚絅大学短期大学部     森野 美央 
愛知県立看護大学      寺薗 さおり 

P123 幼稚園実習で求められる実践力を考える 
‐模擬保育及び保育カンファレンスを中心と

した事前指導と実習後自己評価に関する一考

察 

慈恵福祉保育専門学校    上村 晶 



P124 大学生を対象としたコミュニケーション・ワー
クの実践と検証 

大阪青山短期大学      服部 明子 

P125 対人援助職を希望する大学生のボランティア
意識に関する一考察 
‐質の高い対人援助職育成をめざして‐ 

梅花女子大学       ○鎮 朋子 
佛教大学          大森 弘子 

P126 保育者養成における学生の学び 
‐『遊び研究』を通して‐ 

松山東雲女子大学     ○香川 実恵子 
松山東雲女子大学      高杉 展 

P127 保育者に求められる生活技術 
‐保育現場が求めているものと学生の実態か

ら‐ 

洗足学園短期大学     ○金元 あゆみ 
洗足学園短期大学      神蔵 幸子 

P129 保育者の資質向上の視点(Ⅱ) 
‐実習時の成長過程より‐ 

華頂短期大学        鈴木 えり子 

P130 科学への知的好奇心を高める授業の試み 
‐保育者養成校における実践より‐ 

新見公立短期大学      斎藤 健司 

P131 保育者を目指す学生の子どもの観方 
‐意欲的になる子どもの姿を通して‐ 

豊橋創造大学       ○早川 幸子 
名古屋芸術大学       小沢 志江子 
白帝保育園         岩田 尚子 
慈恵福祉保育専門学校    坂部 三枝子 
愛知学泉短期大学      稲垣 水かげ 

P132 保育者を目指す学生の子どもの観方 
‐子どもの姿から自己統制の育ちを見る‐ 

愛知学泉短期大学     ○稲垣 水かげ 
慈恵福祉保育専門学校    坂部 三枝子 
豊橋創造大学        早川 幸子 
名古屋芸術大学       小沢 志江子 
白帝保育園         岩田 尚子 

P133 教育実習観点別目標設定の認識が及ぼす学習
効果 
‐教育実習事前事後指導の改善に関する一考

察‐ 

大阪成蹊短期大学      兼房 律子 

P134 保育者養成大学のピアノ指導に関する研究
(Ⅱ) 
‐ピアノ経験と進路志望に着目して‐ 

夙川学院短期大学      倉掛 妙子 

P135 保育学生のストレスコーピングと実習満足感 愛知県立看護大学     ○寺薗 さおり 
鳴門教育大学        浜崎 隆司 
尚絅大学短期大学部     森野 美央 
鳴門教育大学大学院     加藤 孝士 

P136 ひとつのテーマで園児全員と遊ぶ指導実習に
ついて 

札幌大谷短期大学短期大学部○秋山 有見子 
札幌大谷短期大学短期大学部 大西 道子 

P137 保育における幼児や保育者のコンピュータ利
用に対する学生の認識と感情(Ⅳ) 
「幼児教育と情報処理」授業後の振り返りレポ

ートによる分析 

東京学芸大学大学院    ○森下 葉子 
立教女学院短期大学     西坂 小百合 
東京学芸大学        岩立 京子 

P138 保育における幼児や保育者のコンピュータ利
用に対する学生の認識と感情(Ⅴ) 
「幼児教育と情報処理」の授業効果の検討 

立教女学院短期大学    ○西坂 小百合 
東京学芸大学大学院     森下 葉子 
東京学芸大学        岩立 京子 

P139 保育学科学生の食育の実態と意識について 
(学内汎用システムを利用して) 

東よさみ幼稚園      ○尾﨑 早苗 
大阪芸術大学短期大学部   村上 優 
大阪芸術大学短期大学部   渡邉 純 

P141 幼稚園教育実習における学生の学び 
‐2年次実習と3年次実習での学びの比較から
‐ 
 

藤女子大学         高橋 真由美 



P142 実習日誌の分析 
‐実習生は何を学んでいるのか‐ 

洗足学園短期大学      坪井 葉子 

P143 保育実習・教育実習における訪問指導のあり方
について(3) 

上田女子短期大学     ○野島 正剛 
宝仙学園短期大学      菱田 隆昭 

P144 実習指導おける保育者の共感的まなざし 小田原女子短期大学    ○加藤 佐知子 
小田原女子短期大学     木内 英実 
小田原女子短期大学     小林 紀子 

P145 保育者養成校の学生に見る保育内容(表現)に
関する研究 
‐学生のアンケート・レポートからの分析‐ 
 

武庫川女子大学       野津 義輝 

P146 保育・教育実習の指導に関する研究(その 2) 
実習園での評価と学生の自己評価との比較(保
育所の場合) 

大阪成蹊短期大学     ○上原 明子 
大阪成蹊短期大学      江川 みえ子 
大阪成蹊短期大学      榊原 志保 
大阪成蹊短期大学      薮田 一子 
大阪成蹊短期大学      山口 礼子 
大阪成蹊短期大学      上野 奈初美 

P147 保育・教育実習の指導に関する研究(その 3) 
実習園での評価と学生の自己評価との比較(幼
稚園の場合) 

大阪成蹊短期大学     ○榊原 志保 
大阪成蹊短期大学      藪田 一子 
大阪成蹊短期大学      山口 礼子 
大阪成蹊短期大学      上野 奈初美 
大阪成蹊短期大学      上原 明子 
大阪成蹊短期大学      江川 みえ子 

P148 安全に対する意識に関する研究 
‐保育科学生の交通安全の意識調査を中心に

‐ 

聖隷クリストファー大学   堀 建治 

P149 保育者のリズム感と拍節感の育成に関する研
究 

東京成徳大学        若宮 由美 

P150 施設保育士養成に関する一考察 
(知的障害児通園施設職員の実態調査) 

光の子学園         城元 寿美 

P151 「音痴」克服指導における相補的サポートに関
する研究Ⅱ 
‐継続的なグループ指導の分析を通して‐ 

東京成徳大学        小畑 千尋 

P152 学生の音楽意識 
‐短期大学部と四年制大学との比較から‐ 

名古屋芸術大学       星野 英五 

 
(14) 子育て支援  

P153 幼児がもつポケットの数 
‐誕生日とクリスマスに子どもがもらったプ

レゼントの数と内容‐ 

近畿大学         ○水野 智美 
筑波大学          徳田 克己 

P154 育児ネットワークの「支援機能」に関する日
韓比較 
‐母親役割満足感を促進する支援内容の検討

‐ 

東京学芸大学大学院     金 娟鏡 

P155 未就園児親子のからだコミュニケーションの
現状と社会化への意識 

奈良女子大学        成瀬 九美 

P156 地域と連携した保育者養成校の子育て支援 
‐育児文化研究センター「子育て応援隊」の

取り組み‐ 
 
 

高田短期大学       ○梶 美保 
高田短期大学        榊原 尉津子 
高田短期大学        福西 朋子 



P157 絵本ダイアリーからみた家庭における親子の
コミュニケーション(2) 

聖徳大学短期大学部    ○藪中 征代 
山村学園短期大学      村田 光子 
聖徳大学短期大学部     吉田 佐治子 

P158 親の養育態度のあり方 
‐保護者との関わりを時代の変遷から探る‐ 

豊橋創造大学       ○前田 キミヨ 
めばえの家         天野 和子 
トーマスぼーや保育園    大井 富佐子 
慈恵福祉保育専門学校    坂部 三枝子 
岡崎女子短期大学      古田 彰子 

P159 地域子育て支援センターに何が求められてい
るのか 
‐N保育園での実践から‐ 

山口短期大学        中津 愛子 

P160 現代の子どもの生活習慣に関する調査研究 
‐沖縄の子どもを対象として‐ 

目白大学         ○高橋 弥生 
目白大学          谷田貝 公昭 

P161 睡眠習慣の形成における一考察 星美学園短期大学      打越 みゆき 
P162 保育者養成校音楽教員のあり方に関する一考

察 
‐子育て支援の場とのかかわりから‐ 

高田短期大学        福西 朋子 

P163 おやつをとおしてみられる親子関係について 
‐二世代の実態調査より‐ 

山口福祉文化大学      国広 勝代 

P164 開かれた保育園で行われる子育て支援とは 安良保育園        ○井上 裕美子 
安良保育園         内村 真奈美 
鹿児島国際大学       前原 寛 

P165 幼稚園における子育て支援活動の実践 
‐地域の 0．1．2．歳児親子に遊びの楽しさを
伝えるために‐ 

中京短期大学       ○松井 洋子 
中京短期大学        布施 小夜子 

P166 父親の養育態度の規定要因 
‐子どもとの身体的なかかわりを促進する要

因について‐ 

富山大学          小林 真 

P167 中学生の保育体験を通した‘あかちゃんとの
ふれあい授業’の考察 

東京成徳短期大学      寺田 清美 

P168 地域子育て支援センター利用者におけるセン
ターのイメージに関する研究 

県立新潟女子短期大学   ○小池 由佳 
県立新潟女子短期大学    斎藤 裕 
県立新潟女子短期大学    角張 慶子 

P169 子ども同士のトラブルで幼稚園をやめた事例
の研究 

県立新潟女子短期大学    大桃 伸一 

P170 「おやこ教室」の役割再考 
‐母親の育児不安を探る‐ 

大阪芸術大学附属幼稚園  ○出雲 美枝子 
大阪芸術大学附属幼稚園   佐藤 利一 
大阪芸術大学附属幼稚園   辻岡 美智代 
大阪芸術大学附属幼稚園   中岡 友樹 
布施工業高等学校      安田 重則 

P171 現代の幼児教育・保育の巡回相談に求められ
るニーズを探る 

共立女子大学        小原 敏郎 

P172 長時間保育をめぐって(1) 
‐母親アンケート調査から‐ 

奈良教育大学        瓜生 淑子 

P173 フィールド学習の成果 パートⅡ 
危機管理に対する学生の意識と実践の取り組

み 

長野女子短期大学     ○大澤 三枝子 
長野女子短期大学      平塚 久美子 

P174 母親の育児意識はどのような次元からとらえ
られるか 
‐育児意識調査の因子分析から‐ 
 

中京女子大学        浅野 敬子 



P175 幼稚園における 2歳児保育の可能性Ⅱ 
‐母親アンケートから見えてくるもの‐ 

やはた幼稚園       ○坂本 佳代子 
やはた幼稚園        関 政子 
青山学院女子短期大学    浅見 均 

P176 小児科における子育て講座の意義 
‐乳児健診と連携した単独講座と連続講座‐ 

和泉短期大学        善本 眞弓 

P177 「子育てに対する支援」の課題：園内研修の
事例を通して 

名古屋大学大学院      佐木 彩水 

P178 音体操が育てる社会性 
「王子の狐～ねがいの石」市民ミュージカル

の実践 

音あそび教室         佐々木 菜穂子 

P179 保育所における在宅子育て支援の実態と課題
(Ⅱ) 
‐公立保育所の子育て支援実施事業の調査か

ら‐ 

湊川短期大学        小川 圭子 

P180 母親の子育てサークル参加に関する研究 東京福祉大学        鈴木 順子 
P181 子育て支援講座における「親子で楽しむリズ

ム遊び」の役割り 
名古屋芸術大学       関戸 洋子 

 
(15) 児童福祉・子どもの人権 

P182 児童養護施設入所幼児の発達支援 
‐保育内容の検討‐ 

関西福祉科学大学      谷向 みつえ 

 
(16) 幼保一体化・幼保小連携 

P183 幼稚園教員と小学校教員の幼児教育の認識(1) 
‐幼児期に重要な体験の時代的変化‐ 

千葉大学         ○中澤 潤 
常葉学園大学        中道 圭人 

P184 幼稚園教員と小学校教員の幼児教育の認識(2) 
‐幼稚園の保育内容、小学校以後の勉強に役

立つ体験、卒園児・入学児の問題‐ 

常葉学園大学       ○中道 圭人 
千葉大学          中澤 潤 

P185 保育者の「気になる子」の「気になる点」と
小学校との連携 

近畿大学九州短期大学    渡邊 美智子 

P186 子どもの眼から見た認定こども園(1) 
‐2歳児クラスの観察事例より‐ 

常磐会短期大学       恒川 直樹 

 
(17) 多文化教育 

P187 日本・韓国・中国・台湾における「子どもを
預けること」への価値観 
‐国と世代間の比較‐ 

同志社女子大学      ○塘 利枝子 
浜松大学          高 向山 
東京学芸大学大学院     金 娟鏡 
Seoul神學大學校       玄 正煥 

P188 スウェーデンのプリスクール施設の環境 名古屋市立大学大学院   ○鵜飼 明香 
名古屋市立大学       丹羽 孝 

P189 北京市の幼稚園における保育環境等の実態に
関する一考察 

城西国際大学       ○石井 章仁 
目白大学          増田 まゆみ 
埼玉県立大学        高辻 千恵 

P190 スウェーデンの就学前教育改革にみる子ども
の発達観 
‐幼保一元化と Lpfö98の策定から‐ 

広島大学大学院       大野 歩 

P191 幼児の異文化適応についての考察 
‐日系幼児の事例から‐ 

名古屋女子大学       内田 千春 

 
 
 


