
ポスター発表A

保育思想・保育理論・保育史

PA-01 保育者養成の歴史に関する一考察 竹早教員保育士養成所 ○清　水　道　代
竹早教員保育士養成所 　前　田　美知子
竹早教員保育士養成所 　藤　井　千代子

PA-02 保育者論考（９）
─分断される子ども存在を護る─

鹿児島国際大学 ○前　原　　　寛
大妻女子大学 　大　場　幸　夫

PA-03 日中保育者の保育観
─保育者のアンケート調査から─

東京学芸大学大学院
東京学芸大学

○劉　　　海　紅
　倉　持　清　美

PA-04 兵庫県における保育事業の歴史的考察
─昭和前期の保育事業─

近畿医療福祉大学 　吉　森　　　恵

PA-05 運動会の実施とその目的
─女子高等師範学校附属幼稚園の運動会─

桜美林大学 　森　田　陽　子

PA-06 和歌山県の幼稚園史
─青空幼稚園に焦点をあてて─

和歌山信愛女子短期大学 ○森　下　順　子
和歌山信愛女子短期大学 　鈴　木　昌　世

PA-07 明治期の幼児教育に関する一考察
─静岡県・桜花幼稚園─

東海大学短期大学部 　北　川　公美子

PA-08 塚田喜太郎の幼児教育活動　氏原鋹・膳たけ姉妹の
童謡掲載誌『幼児童話』を手掛かりに

近畿医療福祉大学 　和　田　典　子

PA-09 戦後日本の保育政策における「子育て家族イメージ」
の変遷

お茶の水女子大学 　塩　崎　美　穂

保育制度・保育行財政

PA-10 保育活動にともなう事故と幼稚園・保育所側の安全
配慮義務

東海学園大学 　小　澤　文　雄

PA-11 保育の質と第三者評価に関する日韓比較研究 名古屋市立大学 ○丹　羽　　　孝
大阪健康福祉短期大学 　宍　戸　健　夫
日本福祉大学 　勅　使　千　鶴
日本福祉大学 　亀　谷　和　史

PA-12 スウェーデンにおける就学前学校の質に関する取り
組み　～学校庁「一般的アドバイス」を中心に～

同朋大学 　白　石　淑　江

PA-13 保育領域の専門性の確立状況に関する調査研究（２）
：日本の課題

福岡教育大学 　北　野　幸　子

PA-14 保育室が今より狭くなった場合（１）
子どもの行動に生じる変化

名古屋芸術大学 ○鈴　木　岩　雄
富山福祉短期大学 　水　上　彰　子
仁愛大学 　森　　　俊　之
京都女子大学短期大学部 　佐　藤　直　之
玉成保育専門学校 　川喜田　昌　代
白梅学園大学 　民　秋　　　言

PA-15 保育室が今より狭くなった場合（２）
保育士の行動に生じる変化

富山福祉短期大学 ○水　上　彰　子
名古屋芸術大学 　鈴　木　岩　雄
神戸女子大学 　清　水　益　治
聖和大学短期大学部 　千　葉　武　夫
東大阪大学 　吉　岡　眞知子
白梅学園大学 　民　秋　　　言

PA-16 放課後子どもプラン実施に伴う学童保育の現状 奈良女子大学大学院 　松　本　歩　子
PA-17 浦安市における保育カウンセラーの設置と課題Ⅱ 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



発達論・心身の発達

PA-18 発達障害児に対する発達援助過程 福岡医療福祉大学 ○松　㟢　　　優
福岡医療福祉大学 　木　村　匡　登
麻生医療福祉専門学校
北九州校

　前　川　　　健

PA-19 児童養護施設における就学前児童へのケアについて
事例分析から見えてくるもの

聖和大学 　髙　井　由起子

PA-20 気になる子ども
─就学前幼児Ｍ男の行動をめぐって─

昭和女子大学 ○横　山　文　樹
昭和女子大学 　爾　　　寛　明

PA-21 親子関係が信頼感の形成に及ぼす影響 えひめ乳児保育園 ○上　岡　紀　美
鳴門教育大学大学院 　浜　崎　隆　司

PA-22 子どもの遊びの中に生まれる仲間関係
─遊びの共有とは─

北海道医療大学大学院 　佐　藤　　　香

PA-23 幼稚園児の葛藤処理方略の発達過程（１）
─観察調査の概要

鎌倉女子大学 ○柴　山　真　琴
東京学芸大学 　福　元　真由美
早稲田大学大学院 　広　瀬　美　和
お茶の水女子大学 　高　濱　裕　子

PA-24 幼稚園児の葛藤処理方略の発達過程（２）
─観察調査の中間報告

早稲田大学大学院 ○広　瀬　美　和
鎌倉女子大学 　柴　山　真　琴
東京学芸大学 　福　元　真由美
お茶の水女子大学 　高　濱　裕　子

PA-25 アンリ・ワロンの発達「理論」形成における研究方
法論再考（２）─『行為から思考へ』（1942）第１部
第１章での「表象」理解を中心に─

日本福祉大学 　亀　谷　和　史

PA-26 大きさの異なる表情図を幼児が感情推測した際の発
話分析

東京福祉大学 　戸　田　大　樹

PA-27 自然に関する知識と体験を幼児はいかに概念化する
のか

広島大学大学院 　古　賀　琢　也

PA-28 人間らしく生きるための研究─７─ 日本女子大学 ○福　本　　　俊
日本女子大学 　小　林　巳　紗
関口学園 　星　　　道　子

PA-29 謝罪・補償行動と約束内容からみた罪悪感の発達 筑波大学大学院 ○橋　本　多　恵
埼玉大学教育学部 　首　藤　敏　元

PA-30 子どもの左右の認識に関する調査研究 目白大学 ○高　橋　弥　生
目白大学 　谷田貝　公　昭
目白大学短期大学部 　濱　野　亜津子
目白大学 　伊　藤　　　優

PA-31「子育ての４つの領域」と親の発達過程（５）
─世代間伝承の自覚化─

尚絅大学短期大学部 　浜　崎　幸　夫

PA-32 幼児の体力、運動指導に関する保育者の意識調査 大垣女子短期大学 　居　㟢　時　江
PA-33 幼児の足型について 聖徳大学短期大学部 　櫻　木　真智子
PA-34 身体的成長に遅れがみられる女児の保育事例 筑波大学大学院 ○安心院　朗　子

日本医療科学大学 　石　上　智　美
近畿大学 　水　野　智　美

PA-35 幼児の身体部位認知の傾向Ⅱ　─特に各器官（口・耳・
目・鼻・手・足）のはたらきについて─

聖徳大学 　高　橋　かほる

PA-36 幼児の心身の健康に関する研究（第六報）
─幼児の生活リズム─

和泉短期大学 ○井　狩　芳　子
実践女子大学 　窪　　　龍　子

PA-37 幼児の心身の健康に関する研究（第七報）
──母親が感じる育児上の苦労──

実践女子大学 ○窪　　　龍　子
和泉短期大学 　井　狩　芳　子

教育計画・保育計画・指導計画・評価



PA-38 認定こども園の取り組みの現状とこれからの方向を
探る（１）
─カリキュラム作成の実態について─

呉大学 ○若　林　紀　乃
山口大学 　越　中　康　治
香川大学 　松　井　剛　太
梅光学院大学 　藤　木　大　介
キディ 　上　田　七　生
飯田女子短期大学 　長　尾　史　英
玉川大学 　山　口　圭　介
西南学院大学 　米　谷　光　弘
明治学院大学 　山　崎　　　晃

PA-39 認定こども園の取り組みの現状とこれからの方向を
探る（２）
─カリキュラムに関する管理者と保育者の認識につ
いて─

山口大学 ○越　中　康　治
呉大学 　若　林　紀　乃
香川大学 　松　井　剛　太
梅光学院大学 　藤　木　大　介
キディ 　上　田　七　生
飯田女子短期大学 　長　尾　史　英
玉川大学 　山　口　圭　介
西南学院大学 　米　谷　光　弘
明治学院大学 　山　崎　　　晃

PA-40 スウェーデンforskolaにおける「生活／学びの連続
性」の視点と実際

篠山市立城南幼稚園 　吉　次　豊　見

PA-41 保育者による幼児の身体活動評価に関する研究 広島大学大学院 ○田　中　沙　織
広島大学 　七木田　　　敦

PA-42 小規模園における学校評価の成果と課題 姫路市立曽左幼稚園 ○多　田　琴　子
姫路市立曽左幼稚園 　坂　根　早　織
神戸女子大学 　三　宅　茂　夫

保育内容Ⅰ（保育内容総論・遊び）

PA-43 協同性を育む保育の在り方
─幼児自らでつくる集まりの時間について─

福岡市立姪浜幼稚園 ○岡　村　　　恵
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

PA-44 遊びや生活における“おもわず”の学びの探求　そ
の２　─模倣における視線の意味─

青山学院大学大学院 　林　　　浩　子

PA-45 子ども同士の協同的な学びに関する実践的研究
～保育者が直接関わることの少ない場所に焦点を当
てて～

国際学院埼玉短期大学 ○後　藤　範　子
あおぞら保育園 　大　野　智　子

PA-46 子どもの遊び環境
─居住環境からの比較（2006年調査より）─

夙川学院短期大学 ○三　笠　友紀惠
夙川学院短期大学 　金　築　優　子
夙川学院短期大学 　久　本　信　子

PA-47 子どものあそび環境
─遊びの種目〔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 　三　笠　友紀恵
夙川学院短期大学 　金　築　優　子

PA-48 映像物語「NALUTO」受容と再構築
─「結果まね」から「原因まね」へ─

青山学院大学 ○小　林　紀　子
小田原女子短期大学 　木　内　英　実
ゆうゆうのもり幼保園 　渡　辺　英　則
ゆうゆうのもり幼保園 　木　村　　　創

PA-49 ３歳児クラスで生まれたごっこ遊び 西南女学院大学短期大学部
附属シオン山幼稚園

　坂　田　晶　子

西南女学院大学短期大学部 ○中　島　寿　子
PA-50 幼稚園・保育園における伝承歌あそびの実施状況に

ついての一考察（５）
─研修状況を中心として─

横浜市立南神大寺小学校 　横　田　みぎわ

PA-51 幼稚園の自由遊びで製作活動を好んだ子ども お茶の水女子大学 ○柴　坂　寿　子
東京学芸大学 　倉　持　清　美

PA-52 ナザレ幼稚園のコーナー保育（その12）
─幼児教育はその責任を果たしたか─

ナザレ幼稚園 　瀬　野　哲　裕
ナザレ幼稚園 　中　山　康　夫
ナザレ幼稚園 ○村　田　恵美子



PA-53 森の保育（Ⅱ）
─森の保育と保護者との連携─

おおくらの森保育園 ○松　本　秀　藏
尚絅大学短期大学部 　浜　崎　幸　夫

保育内容Ⅱ（健康・人間関係・環境・言葉・表現）1

PA-54 幼児期における感性の果たす役割
─幼児期の感性尺度の開発を手がかりとして─

名古屋柳城短期大学 　鈴　木　裕　子

PA-55 子どもの「感性」に応えていくために（Ⅳ） 常磐短期大学 　山　路　純　子
PA-56「いのちの教育」の授業を通しての一考察 聖和大学 　高　内　正　子
PA-57 幼児の生活習慣と発達（１） 和洋女子大学 ○鈴　木　みゆき

東京学芸大学 　吉　田　伊津美
愛国学園保育専門学校 　伊　瀬　玲　奈
和洋女子大学 　大　神　優　子
和洋女子大学 　北　村　裕　美
愛国学園保育専門学校 　佐　野　裕　子
聖徳大学短期大学部 　島　田　由紀子

PA-58 幼児の生活習慣と発達（２）
─東京都Ａ区における幼稚園と保育所の比較─

東京学芸大学 ○吉　田　伊津美
和洋女子大学 　鈴　木　みゆき

PA-59 保育現場における食育の取り組みの実態 花園大学 ○矢　持　九州王
花園大学 　岸　野　拓　男

PA-60 幼児の偏食改善に向けた保育実践研究
─未加工のトマトの場合─

長崎女子短期大学 　小　林　小夜子

PA-61 保育所における雑穀を素材とした食育活動 常磐会短期大学 ○川　西　正　子
大阪大谷大 　岡　　　佐智子

PA-62 効果をあげた運動遊びの実践例
～運動指導者からの提案～

関西大学（非） 　村　田　トオル

PA-63 幼児の運動遊びへの意欲を育てる保育の探求 岡崎市立梅園幼稚園　
愛知教育大学大学院

　野　田　美　樹

PA-64 幼児の生活習慣と発達
─運動遊びと健康

和洋女子大学 ○北　村　裕　美
愛国学園保育専門学校 　佐　野　裕　子

PA-65 身体の動きを生み出す保育環境を構成する保育者の
役割について

黒野保育園 ○馬　場　佑　真
中部学院大学 　西　垣　吉　之
黒野保育園 　西　垣　直　子

PA-66 幼児の運動遊びの援助
～保育者の運動経験との関連～

ＮＰＯみんなのフィー
ルド

○村　中　亜　弥

東洋英和女学院大学 　西　　　洋　子
PA-67 子どもと保護者に有益な運動遊びプログラムの検討 常磐短期大学 　鈴　木　康　弘
PA-68 ５歳児同士の砂遊びにおける役割分担

─山作りに焦点を当てて─
東京大学大学院 　箕　輪　潤　子

PA-69 ２歳児の描画活動と保育実践 畿央大学 　永　渕　泰一郎
PA-70 地域風土の自然素材を用いた造形ワークショップの

実践
育英短期大学 　渡　辺　一　洋

PA-71 幼児の表現活動と造形教材　Ⅲ
─協同的な造形表現活動の実践と検討─

淑徳大学 　槇　　　英　子

PA-72 子どもの木工遊びⅡ
木材とのかかわり

清泉女学院短期大学 ○桜　井　　　剛
山口福祉文化大学 　石　川　正　一

PA-73 身体から始まる表現
─感じる・つくる・響き合う（１）

立教女学院短期大学 ○今　川　恭　子
立教女学院短期大学 　谷　口　幸三郎
立教女学院短期大学 　鈴　木　　　隆
立教女学院短期大学
附属幼稚園天使園

　林　　　明日香

PA-74 身体から始まる表現
─感じる・つくる・響き合う（２）

立教女学院短期大学
附属幼稚園天使園

○林　　　明日香

立教女学院短期大学 　鈴　木　　　隆
立教女学院短期大学 　谷　口　幸三郎
立教女学院短期大学 　今　川　恭　子



PA-75「発達が気になる子に対する臨床美術の有用性（２）」 聖和学園短期大学 ○保　坂　　　遊
東北福祉大学 　大　城　泰　造
東北福祉大学 　青　木　一　則
東北福祉大学 　前　田　泰　弘
東北福祉大学 　小笠原　明　子

PA-76 保育者養成校・幼稚園におけるワークショップの意
義について

武庫川女子大学 　野　津　義　輝

PA-77 ターシャ・テューダーのアートと保育
～保育所での実践報告～

秋草学園短期大学 　豊　泉　尚　美

PA-78「幼児のいきいきした絵」と保育の検討 神戸女子大学 　大　橋　喜美子
PA-79 様々な表出から幼児理解を深める一考察 佐賀大学文化教育学部

附属幼稚園
　深　川　美智代

PA-80 幼児の生活習慣と発達　─見たてと描画 聖徳大学短期大学部 　島　田　由紀子
PA-81 シュタイナーの水彩画を導入しての一考察 戸田駅前保育所 　森　谷　昭　子
PA-82 保育室の環境づくりを考える─その４─

零歳児組の創造と協同遊びのめばえをつかむ
臨床育児・保育研究会 　東　間　掬　子

PA-83 幼稚園教員養成課程における領域「環境」の指導に
ついて　─他領域との関わりの重要性に注目して

貞静学園短期大学 　笹　川　康　子

PA-84 遊びのなかで交わされる間主観的な相互作用につい
ての検討

東京大学大学院・日本
学術振興会特別研究員

　高　櫻　綾　子

PA-85 環境移行期における適応過程
─３歳入園前後についての検討─

宮城教育大学 　伊　藤　順　子

PA-86 身体が語る幼児の「みてて」 東京未来大学 　福　㟢　淳　子
PA-87 保育における“察し”の関係

～幼小のスムーズな繋がりの為に～
郡山女子大学附属幼稚園 　賀　門　康　博

PA-88 身近な環境に対する子どもの視点についての考察
（３）

一宮女子短期大学 ○奥　薗　知　明
一宮女子短期大学 　西　村　志　磨

PA-89 自然材の特性と子どもの感性
～遊びを通した経験に関する考察～

富山短期大学 　石　倉　卓　子

PA-90 保育の中に自然環境を継続的に取り入れた保育に関
する一考察（２）
─栽培した藍の葉を用いた３種類の染色体験─

畿央大学 　村　田　浩　子

ポスター発表B

保育内容Ⅱ（健康・人間関係・環境・言葉・表現）2

PB-01 幼児期の科学教育に関する研究（４）
─「試す」「くりかえす」姿から見る科学する心の育
ち─

常磐会短期大学
付属泉丘幼稚園

○北　野　圭　子

樟蔭東女子短期大学 　瀧　川　光　治
PB-02 幼児期の科学教育に関する研究（５）

─「試す」「くりかえす」行為を捉す環境づくりにつ
いて─

樟蔭東女子短期大学 ○瀧　川　光　治
常磐会短期大学
付属泉丘幼稚園

　北　野　圭　子

PB-03 幼稚園における飼育物に触れ合う幼児に対する保育
者の働きかけ

千葉大学大学院 ○小　川　翔　大
千葉大学大学院 　原　田　理　恵
千葉大学 　砂　上　史　子
千葉大学 　稲　垣　佳世子

PB-04 自然とのかかわりの意義
─保育者のとらえ方─

大阪大谷大学 ○井　上　美智子
白梅学園大学 　無　藤　　　隆

PB-05 保育科学生と幼稚園保護者の植物知識と遊びの比較 鶴見大学短期大学部 　佐　藤　英　文
PB-06 養成校での自然と共生する子どもの姿を取り入れた

授業展開の試み
姫路福祉保育専門学校 ○和　田　真由美
姫路市立曽左幼稚園 　多　田　琴　子
神戸女子大学 　三　宅　茂　夫

PB-08 保育者養成における、「小動物とのふれあい広場」開
催の教育効果

和泉短期大学 　原　田　康　子

PB-09 保育における乳幼児の科学性の芽生えを育む里庭体
験の研究　Ⅰ

東京家政大学 ○大　澤　　　力
東京家政大学 　川　添　敏　弘



PB-10 保育所における施設内外の環境と園外活動の実状 埼玉県立大学 ○高　辻　千　恵
子どもの領域研究所 　尾　木　ま　り

PB-12 天白公園を保育内容研究（環境）で活用するには
─公共の施設の授業での利用─

東海学園大学 　横　井　一　之

PB-13 実習に先立つ音楽指導に活かすために（２）
─身体表現によるリズムの理解─

鈴鹿短期大学 　松　本　亜香里

PB-14 子どもの創造的音楽表現（２）
─他とリズムを合わせることからの考察─

東京福祉大学（非） 　持　田　京　子

PB-15 音楽活動
─器楽合奏発表の場面から３つの視点を探る─

東海学園大学 　飯　田　和　也
一宮女子短期大学 ○安　藤　昌　子

PB-16 幼稚園の５歳児学級における音楽劇づくりの意味 日本女子大学大学院 　古　山　律　子
PB-17 ３歳児Ａ子の歌唱表現　～身体の動きとの関連～ 京都教育大学 　平　井　恭　子
PB-19 音楽に引き出される身体感覚

─５歳児うたの実践を通して─
白金幼稚園 　杉　本　久　枝

PB-20 子どものそばにある歌の役割について考える 鹿児島女子短大 ○寺　薗　玲　子
安良保育園 　井　上　裕美子
安良保育園 　内　村　真奈美

PB-21 幼児イメージに伴う対応動作のリズム特性 名古屋学芸大学 ○平　井　タカネ
名古屋学芸大学 　林　　　麗　子

PB-22 保育者の音声プロソディーのコミュニケーション機
能

立教女学院短期大学 　権　藤　桂　子

PB-23「STOMP」による音楽表現の取組み 一宮女子短期大学 　近　藤　久　美
PB-24 子どもの情報機器の取り組み方の変化Ⅱ 名古屋芸術大学 　星　野　英　五
PB-25 保育活動におけるオノマトペ（１）

─保育者Ａを対象として─
広島大学大学院 ○近　藤　　　綾
広島大学大学院 　渡　辺　大　介

PB-26 保育活動におけるオノマトペ（２）
─保育者Ｂを対象として─

広島大学大学院 ○渡　辺　大　介
広島大学大学院 　近　藤　　　綾

PB-27 子どもと絵本との関わりに関する研究
─ページをめくる遊び─

埼玉県立大学 　和　田　香　誉

PB-28 道徳性の芽生えをお話の理解から探る（７） 関口学園 ○星　　　道　子
東京福祉大学 　関　口　　　準

PB-29 幼児の生活習慣と発達
─言語能力と「ふり」表現─

和洋女子大学 　大　神　優　子

PB-30 手あそびが促す子どもの言葉について 小田原女子短期大学 　高　原　典　子
PB-31 子どもの自己効力感と保育士の言葉がけとの関係性

に関する研究
～なぜ子どもが元気になるか～

夢工房夢保育園 ○久　本　佳世子
夢工房夢の園保育園 　石　塚　尚　美

PB-32 身体表現における「動きのリズム」 北陸学院大学 　田　辺　圭　子
PB-33 全園児で取り組む運動会での表現とその後

─かかわりを中心に─
岡崎女子短期大学 ○岸　本　美　紀
岡崎女子短期大学付属
第二早蕨幼稚園

　浅　井　由　美

岡崎女子短期大学 　本　山　益　子
PB-34 全園児で取り組む運動会での表現とその後

─表現を中心に─
岡崎女子短期大学付属
第二早蕨幼稚園

○浅　井　由　美

岡崎女子短期大学 　岸　本　美　紀
岡崎女子短期大学 　本　山　益　子

PB-35 子どもとはぐくむ表現活動 北陸学院大学 　多保田　治　江
PB-36 子どもの身体表現研究

─いきいきとした身体の動きのために─
鎌倉女子大学短期大学部 　荒　松　礼　乃

PB-37 ３歳児の身体表現 聖和学園短期大学 ○小　野　真喜子
宮城教育大学 　佐　藤　雅　子

PB-38 ひかり保育園「うちゅうのおはなし」2008年度報告 和歌山大学 ○富　田　晃　彦
ひかり幼稚園 　井　本　トシミ
ひかり幼稚園 　岡　田　桂　子

PB-39 保育者養成校における学生指導のあり方（４）
「身体表現」の取り組みを通して

東海大学短期大学部 　石　川　朝　子



PB-40「ウサギ」を題材とした身体表現を引き出す手立て　
その３
養成校の学生を対象に

佐賀女子短期大学 ○小　川　鮎　子
尚絅大学 　青　木　理　子
鹿児島女子短期大学 　小　松　恵理子
福岡女子短期大学 　宮　嶋　郁　恵

PB-41 教材開発を通した表現教育のあり方に関する実践研
究Ⅱ

京都女子大学 　矢　野　　　真

PB-42 保育内容「表現」の指導についての一考察
～表現づくりにおける学生の意識の変容に着目して～

帝京大学 　登　　　啓　子

PB-43 劇遊びの中の学び
─３歳児の取り組みから─

千葉経済大学短期大学部 ○中　島　千恵子
東京純心女子大学 　鍛　治　礼　子
千葉女子専門学校 　田　中　　　幸
千葉大学教育学部
附属幼稚園

　入　澤　里　子

保育方法（保育方法論・保育形態・幼児理解）

PB-44「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４：ワークの意義）

東洋英和女学院大学
付属かえで幼稚園

○森　高　ホサナ

東洋英和女学院大学
付属かえで幼稚園

　田　中　百　合

東洋英和女学院大学
付属かえで幼稚園

　杉　本　共　喜

東洋英和女学院大学 　森　　　眞　理
PB-45「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５：ワークの展開：『車作り』に焦点をあてて）
東洋英和女学院大学
付属かえで幼稚園

○田　極　直　子

東洋英和女学院大学
付属かえで幼稚園

　大　漉　知　子

東洋英和女学院大学
付属かえで幼稚園

　永　瀬　真　澄

東洋英和女学院大学
付属かえで幼稚園

　内　藤　芳　子

PB-46 幼稚園における年長児の育ちと、育ちを捉え、支え
る保育者の視点

大和郷幼稚園 ○向　山　陽　子
武蔵野大学附属幼稚園 　井　上　悦　子
光明幼稚園 　安　井　育　美
まんとみ幼稚園 　浅　田　裕　子
向南幼稚園 　一　斗　陽　子
立教女学院短期大学
附属幼稚園天使園

　林　　　明日香

PB-47 異年齢保育を支えるもの（２）
～お泊り会の実践から～

名古屋女子大学 ○鈴　木　方　子
柏井保育園 　村　田　暢　子

PB-48 ３歳児の他者とのかかわりを支える保育
─事例から探る保育者の実践知─

香蘭女子短期大学 　森　　　暢　子

PB-49“してもらう体験”による心地よさの形成の意義 黒野保育園 ○西　垣　直　子
中部学院大学 　西　垣　吉　之
黒野保育園 　馬　場　佑　真

PB-50 保育者の指導・援助に関する研究
─子どもに寄り添うという営みの意味に関する一考
察─

本巣市立西幼児園 ○鈴　木　公　二
中部学院大学 　西　垣　吉　之
黒野保育園 　西　垣　直　子

PB-51 子どもたちのイメージ共有を受け止めて遊びに寄り
添う保育展開

兵庫教育大学付属幼稚園 ○小　林　みどり
姫路獨協大学 　田　中　亨　胤

PB-52 個性に向き合った保育の展開
─保育実践からの考察─

豊川市立御津南部保育園 ○平　野　陽　子
東海学園大学（非） 　平　野　仁　美

PB-53「森の幼稚園」づくりを通して幼児の自然体験の意味
を考える

広島大学附属幼稚園 ○財　満　由美子
広島大学附属幼稚園 　松　本　信　吾

PB-54 活動主義の保育と子ども主体の保育（２）
─活動主義に陥る原因─

就実大学 ○門　松　良　子
岡山県立大学 　岡　本　和　子



PB-56 保育所における食育推進の現状と課題
─養成校における食育推進の寄与に関する検討─

山梨学院短期大学 ○中　込　まゆみ
山梨学院短期大学 　赤　井　住　郎
山梨学院短期大学 　川　上　琴　美
山梨学院短期大学 　真　宮　美奈子

PB-57 野菜栽培を活用した食育の試み（２） 帝京科学大学 ○別　府　敏　夫
帝京科学大学 　木　村　龍　平

PB-58 保育者養成校における身体表現の効果的な指導法 福岡女学院大学 ○高　原　和　子
長崎女子短期大学 　下　釜　綾　子
福岡こども短期大学 　瀧　　　信　子
福岡こども短期大学 　矢　野　咲　子

PB-59 保育者の身体的応答性にみる「揺らぎ」の存在 お茶の水女子大学大学院 　井　上　知　香
PB-60 保育者が語る子ども理解と援助（４）

─仲間関係についての語りから─
お茶の水女子大学（非） ○田　中　三保子
千葉経済大学短期大学部 　吉　村　　　香

PB-61 担任交代による保育の評価と効果 祐天寺附属幼稚園 ○中　根　　　恵
祐天寺附属幼稚園 　中　川　由　衣
祐天寺附属幼稚園 　上　村　香　織
祐天寺附属幼稚園 　湊　谷　佑　紀
祐天寺附属幼稚園 　安　藤　輝　美

PB-62 保育者が保育を記述し、振り返りやすいツールにつ
いて

港区立麻布幼稚園 　久保寺　節　子

PB-63 保育実践のエピソード記述による「省察」が保育者
にもたらすもの

広島大学附属幼稚園 　松　本　信　吾

保育環境・保育教材

PB-64 園庭環境の構成と子どもの遊び（３） 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

PB-65 園庭緑化による保育環境の変化 本牧めぐみ幼稚園 　片　山　知　子
PB-66 田んぼを用いた保育における年長児の原体験 七松幼稚園 　亀　山　秀　郎
PB-67 事業所内保育施設における保育環境について 託児施設『アンネローゼ』 　吉　澤　久美子
PB-68 乳児の泣き声の聴取における室内音響特性の効果

─泣き声がストレスにならない保育室をめざして─
埼玉大学 　志　村　洋　子

PB-69 保育における空間的環境と子どもの活動
─絵本を読む場面の多様性─

千葉大学 　山　田　恵　美

PB-70 乳幼児の絵本環境に関する研究
─保育所の蔵書絵本からの検討─

西南女学院大学 　上　村　眞　生

PB-71 保育とパネルシアター
─行事活動の導入に活かす試み─

日本女子大学 ○石　井　光　恵
パネルシアターサークル　
ぴーかぶー

　澤　村　明　子

PB-72 音環境をいかした保育（１）
─「望ましい音環境」のためのチェックリスト試案─

高崎健康福祉大学
短期大学部

○岡　本　拡　子

ノートルダム清心女子大学 　吉　永　早　苗
埼玉学園短期大学 　松　嵜　洋　子
白梅学園大学 　無　藤　　　隆

PB-73 虫との関わりが幼児の情緒的発達に与える影響
─保育者の意図的な働きかけと子どもの中で自ずと
育まれるもの─

東洋英和女学院大学 ○山　下　久　美
埼玉大学 　首　藤　敏　元

PB-74 幼稚園・保育園における個人持ち教材の在り方につ
いて

山村学園短期大学 ○工　藤　充　枝
元　狭山市立入曽幼稚園 　野　島　康　子

PB-75 幼稚園児の食習慣や生活習慣とその母親の調理状況
に関する一考察

一宮女子短期大学 　田　中　秀　吉

PB-76 食育活動による保護者の意識の変化
～園児の朝食絵日記を通して～

ひかり保育園 ○井　本　トシミ
ひかり保育園 　上　田　敏　代
ひかり保育園 　岡　田　桂　子

PB-77 保育所における排泄環境の現状 早稲田大学 ○村　上　八千世
東京成徳短期大学 　寺　田　清　美



PB-78 幼稚園・保育所における子育て支援 山口芸術短期大学 　高　橋　　　均

乳児保育（0.1.2歳児の保育）

PB-79 ０・１歳児の笑いに見る出会いの様相
─笑いが繋ぐ世界の広がり─

東洋英和女学院大学 　吉　田　久　実

PB-80 保育室が今より広くなった場合（１）
子どもの行動に生じる変化

名古屋柳城短期大学 ○成　田　朋　子
比治山大学短期大学部 　河　野　利津子
名古屋芸術大学 　鈴　木　岩　雄
玉成保育専門学校 　川喜田　昌　代
仁愛女子短期大学 　西　村　重　稀

PB-81 保育室が今より広くなった場合（２）
保育士の行動に生じる変化

比治山大学短期大学部 ○河　野　利津子
名古屋柳城短期大学 　成　田　朋　子
玉成保育専門学校 　川喜田　昌　代
聖和大学短期大学部 　千　葉　武　夫
仁愛女子短期大学 　西　村　重　稀

PB-82 保育室の広さが乳児の行動に及ぼす影響
：ビデオ観察による検討

仁愛大学 ○森　　　俊　之
神戸女子大学 　清　水　益　治
京都女子大学短期大学部 　佐　藤　直　之
比治山大学短期大学部 　河　野　利津子
富山福祉短期大学 　水　上　彰　子
白梅学園大学 　民　秋　　　言

PB-83 トイレ環境の異なる保育園の排泄援助 山形短期大学 　村　上　智　子
PB-84 乳幼児期の生活習慣獲得過程についての一考察Ⅵ

食事場面における自立援助の方法
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

PB-85 乳幼児の生活習慣獲得過程における一考察Ⅶ
─自立を支える日課の視点─

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

PB-86 乳児と音楽
─非言語的コミュニケーションとして

武蔵野音楽大学大学院 　瀬　尾　史　穂

PB-87 乳児期の遊びにおける音楽のもつ意味（２）
─９ヵ月から12ヵ月齢時点の行動等の分析から─

グループ・カンタービレ 　秋　元　文　緒

PB-88 ０・１歳児の長時間保育に対する保育士の意識（１） 愛国学園保育専門学校 　伊　瀬　玲　奈
PB-89 未就園児の遊びへの参加における保育者の誘いかけ 鎌倉女子大学幼稚部 　石　塚　麻実子
PB-90 乳幼児期の育ちを支える発問研究

─０．１才児クラスの事例分析─
湊川短期大学 　柏　　　ま　り

PB-91 乳児の生活リズム向上をめざしたふれあい遊びとベ
ビーマッサージ

伊賀市社会事業協会 ○佐　田　恵　子
伊賀市社会事業協会 　佐　治　よし子
高田短期大学 　梶　　　美　保

PB-92「乳児保育」の授業と学生の育ち②
─乳児の理解と絵本の活用─

西南女学院大学短期大学部 　野　中　千　都

ポスター発表C

障害児保育・障害のある子どもを含む保育

PC-01 幼児用発達障害スクリーニング尺度の開発（３）
～本調査のための尺度作成～

富山大学 ○小　林　　　真
富山大学 　水　内　豊　和
相模女子大学 　尾　崎　康　子
富山大学 　阿　部　美穂子



PC-02 保育支援のための不器用な幼児の類型化
～活動性や対人行動から～

東北福祉大学 ○前　田　泰　弘
東北福祉大学 　小笠原　明　子

PC-03 野外保育による不器用な幼児の身体感覚の改善効果 東北福祉大学 ○小笠原　明　子
東北福祉大学 　前　田　泰　弘

PC-05 障害児の育ちと幼児期体験
─Ｓ・Ｔくんの事例─

大崎広域ほなみ園 ○佐々木　孝　子
宮城教育大学 　佐　藤　雅　子

PC-06“障害って何”
─自分の内なる声にも耳を傾けて─（３）

城西国際大学 　高　橋　淳　子

PC-07 自閉症児との統合保育の考察Ⅴ　─集団参加における
関係づくりの経験から小学校との連携を考える　２─

名古屋市立大学 ○酒　井　教　子
名古屋市正色第一保育園 　那　須　とよみ

PC-08 共感的な場における世代間交流・統合保育の可能性 茨城女子短期大学 　角　田　雅　昭
PC-09 私立幼稚園における総合保育の現状と課題

─特別支援教育体制に向けて幼稚園相互に連携し対
応するために─

植草学園短期大学 ○高　倉　誠　一
めぐみ幼稚園 　杉　森　信　幸

PC-10 療育機関と保育の場の連携
─特別な配慮を要する児の受け入れから─

地域療育センター
めばえの家

○天　野　和　子

岡崎女子短期大学 　古　田　彰　子
名古屋芸術大学短期大学部 　小　沢　志江子

PC-12 遊びや医療保育士に関する看護師の認識 名桜大学 　金　城　やす子
PC-13 自閉症児と保育者の関わりの変化（１）

自閉症児の育ちと保育者の視点
松本短期大学 ○大　野　和　男
松本短期大学 　寺　島　明　子

PC-14 自閉症と保育者のかかわりの変化（２）
─保育士２年目の保育士の実践記録から考える─

松本短期大学
松本短期大学

○寺　島　明　子
　大　野　和　男

PC-15「子どもが保育者を思いやる行動」 中部学院大学 　山　田　陽　子
PC-16 自閉傾向のある子どもの「共同注意」の発達を支え

る保育
相模女子大学 　宇田川　久美子

PC-17 周囲の人環境への働きかけを重視した統合保育
─園だよりを用いた事例─

立教女学院短期大学 　杉　田　穏　子

PC-18 保育者の考える「気になる子ども・保育に困難を感
じる子ども」

愛友幼稚園 ○大　越　和　美
近畿大学 　水　野　智　美
筑波大学大学院 　安心院　朗　子

PC-19 発達が気になる子どもを担当する保育者への支援に
関する検討

長崎純心大学 　岡　本　明　博

PC-20 保育困難児に対する保育者の関わり
─集団活動への参加に向けての対応─

帝京平成大学 ○瀬　戸　淳　子
白百合女子大学 　秦　野　悦　子

PC-21 保育における障害児へのかかわりと保育士の配慮に
関する一考察

鶴見大学短期大学部 　細　川　かおり

PC-22 障害児療育におけるムーブメント教育・療法への期待 富山大学 　阿　部　美穂子
PC-23 アメリカのあるインクルージョン実践

～保育の質向上に向けた試み
名古屋女子大学 　内　田　千　春

PC-24 インクルーシィブ保育に関する研究（その１）
─葛飾こどもの園幼稚園─

東京理科大学 ○小　山　　　望
葛飾こどもの園幼稚園 　鶴　巻　直　子
葛飾こどもの園幼稚園 　加　藤　和　成

PC-25 障害児保育の研修システムについて あきやま子どもクリニック 　秋　山　千枝子
PC-26 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（５）　─幼稚園における特別支援を必要とす
る幼児の保護者への支援─

東京福祉大学 ○石　橋　裕　子
こども教育宝仙大学 　林　　　幸　範

PC-27 自閉症スペクトラム児の親支援のための調査研究 大阪女子短期大学 ○荒　木　美知子
立命館大学大学院 　荒　井　庸　子
立命館大学大学院 　井　上　洋　平
立命館大学大学院 　前　田　明日香
立命館大学 　荒　木　穂　積
立命館大学 　竹　内　謙　彰

PC-28 発達障碍児の母親はいかに子どもを分かるか─間主
観的につかむ
─「軽度」と呼ばれることのむずかしさ─

京都大学大学院 　山　崎　徳　子



PC-29「発達障害」に関する保護者の意識調査 お茶の水女子大学
目白幼稚園
東京教育専門学校

　嶌　田　貞　子

PC-30 発達障害のこどもを持つ保護者への支援
─就学をめぐって─

聖和大学 　和　田　　　薫

児童文化・児童文化財

PC-31「こどもの日」の社会史　Ⅰ 白梅学園大学 　首　藤　美香子
PC-33 伝承遊びについての一考察（２）

─お手玉─
尚絅学院大学女子短期
大学部

　安　藤　正　樹

PC-34 昔話に関する心情的側面からの検討
─五大昔話の代表例を中心に─

夙川学院短期大学 ○岸　永　康　延
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

　岡　本　成　美
PC-35「あそび歌」に関する研究

─学生へのアンケート調査を通して─
福岡こども短期大学 ○牧　　　具　己
福岡こども短期大学 　岸　川　良　子
福岡こども短期大学 　木　村　鈴　代
福岡こども短期大学 　吉　岡　亜砂美

PC-36 漫画「クレヨンしんちゃん」から子どもは何を学ぶ
かⅠ　─子どものモデルになる場面─

筑波大学 ○徳　田　克　己
筑波大学 　西　村　実　穂

保育者の資質能力・保育者の専門職性

PC-37 保育者の資質向上の視点（Ⅲ）
─音楽系の経験より─

華頂短期大学 　鈴　木　えり子

PC-38 教員養成のための音楽教育に関する一考察（Ⅰ）
─学生への意識調査─

大阪成蹊短期大学 　兼　房　律　子

PC-39 幼児音楽教育のための教師教育過程の模型研究 東国大 ○權　　　銀　珠
東国大 　朴　　　士　嬪

PC-40 幼稚園が求める保育者の音楽的能力
─アンケート調査より─

大阪芸術大学短期大学部 　横井川　好　子

PC-41 保育者に求められる音楽的専門力量形成について
（Ⅴ）
─基礎技能─

高田短期大学 ○三　宅　啓　子
高田短期大学 　福　西　朋　子
高田短期大学 　山　本　敦　子

PC-42 幼稚園教師像、自己像、女性像に関する基礎的研究 高崎健康福祉大学短期
大学部

○板　津　裕　己

あさひ幼稚園 　竹　内　幸　男
あおぞら幼稚園 　犬　童　賢　樹

PC-43 幼稚園教諭のライフコースとその問題
─就業継続意欲について─

福岡女子短期大学 　川　俣　美砂子

PC-44 職員研修のあり方に関する研究Ⅱ
─参加者の学びを中心に─

湊川短期大学 　上　月　康　代

PC-45 幼稚園教員が抱える課題と求められる教員の資質・
能力（３）

札幌国際大学短期大学部 ○内　山　　　隆
札幌大谷大学短期大学部 　星　　　信　子
藤女子大学 　甲　斐　仁　子
美晴幼稚園 　東　　　重　満

PC-46「望ましい保育者像」について
─園長・同僚・保護者の調査研究─

聖心女子専門学校 ○井下原　百合子
聖心女子専門学校 　矢　田　美樹子

PC-47 保育士としての成長過程について
─保育士が語る保育実践からの学び─

埼玉県立大学 　広　沢　洋　子

PC-48「保育の質」に影響を及ぼす要因の分析
～Ｔ市における保育士意識調査より～

聖徳大学大学院 　佐　藤　賢一郎

PC-49 子どもの「主導性」が立ち上がる園生活の構造 東横学園女子短期大学 　根　津　明　子



PC-50 子どもの育ちと食育Ⅲ
─保育園児の食事と保護者・保育者の意識─

ノートルダム清心女子
大学

○伊　藤　美保子

姫路日ノ本短期大学
付属幼稚園

　栗　岡　明　美

就実大学 　宗　高　弘　子
姫路獨協大学 　田　中　亨　胤

PC-51 子どもの育ちと食育Ⅳ
─幼稚園児の食事と保護者・教師の意識─

姫路日ノ本短期大学
付属幼稚園

○栗　岡　明　美

ノートルダム清心女子大学 　伊　藤　美保子
姫路獨協大学 　田　中　亨　胤
就実大学 　宗　高　弘　子

PC-52「体験しなければはじまらない　その３」 自然体験クラブ代表 ○福　島　恭　子
大田区立千鳥幼稚園 　長　南　康　子
文京区立千駄木幼稚園 　山　口　晃　司

PC-53 保育者養成におけるドラマ教育の意義（１）
～物からドラマを創る～

日本音楽学校 　山　本　直　樹

PC-54 保育者を対象とした研修会における「身体で関わり
合う運動」実践

大谷大学 　井　上　摩　紀

PC-55 保育者をめざす学生の運動愛好度を高める授業の工
夫

名古屋学芸大学 　岡　澤　哲　子

PC-56「運動遊び」に関する研究（その１）
─新「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」と保育者
養成とのかかわりを中心に─

聖隷クリストファー大学 ○堀　　　建　治
鈴鹿短期大学 　松　本　亜香里

PC-57 子どもと保育士の保育中の歩数の分析 神戸女子大学 ○清　水　益　治
京都女子大学短期大学部 　佐　藤　直　之
名古屋柳城短期大学 　成　田　朋　子
聖和大学短期大学部 　千　葉　武　夫
東大阪大学 　吉　岡　眞知子
仁愛女子短期大学 　西　村　重　稀

PC-58 異なる身体表情の乳幼児に対する感情・認知
─保育系大学生の場合─

名古屋学芸大学 ○林　　　麗　子
名古屋学芸大学 　平　井　タカネ

PC-59 子どもをどのように感じるか 活水女子大学 ○土　居　隆　子
大分子ども病院 　仲　家　志　保

PC-60 保育学生の心理的適応過程分析の試み（第２報） 大阪成蹊短期大学 ○直　島　正　樹
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
大阪成蹊短期大学 　榊　原　志　保
大阪成蹊短期大学 　西小路　勝　子
大阪成蹊短期大学 　南　　　徹　弘
大阪成蹊短期大学 　藪　田　一　子
大阪成蹊短期大学 　山　口　礼　子

PC-61 保育者の資質向上と現職教育（１）
─現職教育の歩み─

東京都市大学 ○内　藤　知　美
東京都市大学 　井　戸　ゆかり

PC-62 保育者の質に関わる実証的研究
─子どもの気持に沿える言葉掛けの意識化を図る─

愛知教育大学（非） 　鈴　木　文　代

PC-63 保育者のコミニュケーション・スキルに関する研究Ⅱ
─自己評定と他者評定との比較検討─

中九州短期大学 ○下　坂　　　剛
中九州短期大学 　永　野　典　詞

PC-64 保育士養成校での「教育心理学」における試み 京都文教短期大学 　鳥　丸　佐知子
PC-65 保育実習生による自己評価からみる指導案作成の検討 倉敷市立短期大学 　木　戸　啓　子
PC-66 保育士研修に対する園長の意識調査　Ⅰ

─保育士研修実施に向けて─
秋草学園短期大学 ○百　瀬　ユカリ
秋草学園短期大学 　近　喰　晴　子

PC-67 保育士研修に対する園長の意識調査　Ⅱ
─保育士研修実施に向けて─

秋草学園短期大学 　百　瀬　ユカリ
秋草学園短期大学 ○近　喰　晴　子

PC-69 保育士における「やる気」と自己効力感の関係 四天王寺大学 　埋　橋　玲　子
PC-70 一時保育を通して保育者の専門性を考える 文政保育園 ○宇佐美　純　代

鹿児島国際大学 　前　原　　　寛
安良保育園 　内　村　真奈美



PC-71 保育者のストレスに対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

PC-72 映像の中の保育を「解説する」行為が引き起こす保
育者の省察
─保育者の研究者の協働作業を通して─

広島大学大学院 ○中　坪　史　典
調布多摩川幼稚園 　岡　田　たつみ
広島市立真亀幼稚園 　三　宅　瑞　穂

PC-73 保育士のためのOJTプログラム（３）
─プログラム紹介─

京都保育福祉専門学院 ○橋　詰　啓　子
京都光華女子短期大学部 　土　谷　長　子
高槻あいわ保育園 　前　田　佳代子

PC-74 保育士が求めるスーパービジョンに関する実証研究 中九州短期大学 　永　野　典　詞
PC-75 保育士に必要なカウンセリングスキルに関する研究 神戸市立住吉公園保育所・

武庫川女子大学大学院
　梅　本　　　恵

PC-76 保育巡回相談からみえてきたこと
─保育者による保護者対応について─

浦和大学 　藤　井　和　枝

PC-77 子どもの心を育てる保育を探る
─保育士の気になる子どもの捉え方─

百々保育園 ○磯　谷　律　子
音羽保育園 　岡　田　佳代子
八ツ面保育園 　岡　田　房　子
坂崎保育園 　壁　谷　昭　代
上重原保育園 　河　合　佐美子
高根保育園 　高　木　都奈子

PC-78 教師の変容に関する一考察
～保育に発達的な視点をもつことで～

母子愛育会愛育幼稚園 ○酒　井　幸　子
朝霞市きたはら子育て支援
センター

　中　野　圭　子

PC-79 Ｈ市における学童保育指導員の障害児受け入れに対
する意識調査

四天王寺大学（非） ○西　木　貴美子
梅花女子大学 　小　川　圭　子

PC-80 記録分析に見る保育の「質」への保育者の視点
外国人児童の多い保育施設の記録から

大阪府立大学大学院 　林　　　ゆう子

PC-81 統合保育の実施と必要な支援
─幼稚園・保育所の園長等の認識に関する調査─

昭和女子大学 　石　井　正　子

ポスター発表D

保育専門職の養成１

PD-01 保育者から見た実習生の成長
─実習日誌を通して─

佐賀大学文化教育学部
附属幼稚園

　庄　籠　道　子

PD-02 保育科学生の国語表現を考える
─実習日誌の分析を通して─

彰栄保育福祉専門学校 ○岩　崎　淳　子
彰栄保育福祉専門学校 　綾　　　牧　子

PD-03 実習日誌の分析（２）
～保育方法による学びの違いについて～

洗足学園短期大学 　坪　井　葉　子

PD-04 保育士養成課程における施設実習の効果 千葉敬愛短期大学 　藤　　　京　子
PD-05 保育者養成における感性育成の取組み（１）

─理論学習と体験学習─
富山短期大学 　小　芝　　　隆

PD-06 演習授業の進め方に関する一考察
─保育内容「言葉」の実践報告─

聖心女子専門学校 　矢　田　美樹子

PD-07 保育現場が求める実習生像の分析（１） 和洋女子大学 ○池　田　幸　恭
愛国学園保育専門学校 　伊　瀬　玲　奈
彰栄保育福祉専門学校 　岩　崎　淳　子
和洋女子大学 　大　神　優　子
和洋女子大学 　北　村　裕　美
日本女子大学大学院 　駒　　　久美子
愛国学園保育専門学校 　佐　野　裕　子
聖徳大学短期大学部 　島　田　由紀子
和洋女子大学 　眞　鍋　久美好
和洋女子大学 　鈴　木　みゆき



PD-09 保育者養成における学生の学びの過程と成果
─「保育実践力」育成のためのカリキュラムの構成
と評価をとおして─

四天王寺大学短期大学部 　松　山　由美子

PD-10 サービスラーニングを通して主体性を育む取り組み
（１）　─質の高い保育士育成をめざして─

梅花女子大学 ○鎮　　　朋　子
佛教大学 　大　森　弘　子

PD-11 女性達の職業選択
─元保育者の語りから─

東京家政大学 ○岩　崎　美智子
宇都宮短期大学 　松　本　なるみ

PD-12 幼稚園実習後の実習簿における感想文からみられる
課題に関する研究

東京福祉保育専門学校 ○菊　地　裕　代
東京福祉保育専門学校 　戸　田　大　樹

PD-13 幼稚園教育実習の実態調査と実習指導の課題 洗足学園短期大学 ○堀　　　純　子
洗足学園短期大学 　坪　井　葉　子
洗足学園短期大学 　大　條　あ　こ

PD-14 幼稚園実習に関する学生の意識調査１
─実習に対する不安の変化─

聖徳大学短期大学部 ○塚　本　美知子
聖徳大学短期大学部 　徳　永　静　江
聖徳大学短期大学部 　大　熊　光　穂
聖徳大学短期大学部 　村　田　カ　ズ

PD-15 社会教育実習を取り入れた「教育実習Ⅰ」での学生
の学び

松山東雲女子大学 ○香　川　実恵子
松山東雲女子大学 　小　池　美知子

PD-16 幼稚園実習で求められる実践力を考える（３） 慈恵福祉保育専門学校 　上　村　　　晶
PD-17 保育者を目指す学生の育ちを願って

～実習生のねらいから～
岡崎女子短期大学 ○大　岩　みちの
名古屋女子大学 　鈴　木　方　子

PD-18 実習生の悩みに関する研究（３） 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

PD-19 実習生の悩みに関する研究（４） 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

　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

　磯　貝　友　絵

専修大学北上福祉教育
専門学校

　熊　谷　　　賢

PD-21 施設実習の充実を検討する
～保育学生の施設実習アンケート調査をもとに～

慈恵福祉保育専門学校 ○渡　邉　明日香
慈恵福祉保育専門学校 　佐々木　友　里
慈恵福祉保育専門学校 　奥　村　麻　美
中京短期大学 　林　　　鎭　代

PD-22 ドラマワークショップによる保育者養成の意義
─遊びの再経験─

東京都市大学 　小　林　由利子

PD-23 保育者養成教育における感性と自然体験 国際学院埼玉短期大学 ○大　橋　伸　次
国際学院埼玉短期大学 　後　藤　範　子

PD-24 保育者の科学的思考を育成する教育方法に関する研
究（３）

湊川短期大学 　大　森　雅　人

PD-25 保育士養成校における身体表現作品に関する一研究
─鑑賞者の反応に関する検討─

奈良保育学院 ○岡　村　季　光
奈良保育学院 　増　原　喜　代

PD-26 保育者志望学生のカウンセリングマインド育成のた
めの教育方法　─カウンセリングの技法習得に対す
る意識調査をもとに─

夙川学院短期大学 　森　田　健　宏

PD-27 保育者のアイデンティティの形成に関する考察
─構造的に捉える試み─

洗足学園短期大学 　大條　　あ　こ



PD-28 保育者養成課程に通う学生の進学動機及び保育者効
力感について

桜美林大学 　加　藤　麻里恵

PD-29 保育学生の自己像及び「理想の保育者」像と専門職
への適応（３）

山梨学院短期大学 ○野　中　弘　敏
山梨学院短期大学 　中　野　隆　司

PD-30 保育士養成校卒業生における就労状況・就労意欲
～家族的保育への潜在保育者の把握を中心に～

高崎健康福祉大学 ○齊　藤　多江子
國學院大學幼児教育
専門学校

　須　永　美　紀

子どもの領域研究所 　尾　木　ま　り
青山学院大学 　庄　司　順　一
東京家政大学 　網　野　武　博
駒沢女子短期大学 　福　川　須　美
大阪教育福祉専門学校 　上　村　康　子

PD-31 保育学生の「進路」と「仕事と子育ての両立」につ
いて

岐阜聖徳学園大学 　丹　羽　正　子

PD-33 教育実習評価表の開示が学生の自己評価と原因帰属
に及ぼす影響

日本音楽学校 ○並　木　真理子
日本音楽学校 　杉　本　　　信

PD-34 保育者養成課程における必修科目「教育原理」に関
する研究
─「教育原理」授業の意義と課題をめぐる予備的考
察─

大阪成蹊短期大学 　榊　原　志　保

PD-35 保育士養成における「養護」の定義に関する現状と
課題

浜松学院大学 　高　山　静　子

PD-36「室内環境構成」における気付きに関する研究（１）
─保育者養成校学生１年次と２年次の気付きの比較
を通して─

中京短期大学 ○林　　　鎭　代
慈恵福祉保育専門学校 　渡　邉　明日香
慈恵福祉保育専門学校 　佐々木　友　里
慈恵福祉保育専門学校 　奥　村　麻　美

PD-37 学生が意欲的に取り組んだ領域「人間関係」の演習
テーマ

小田原女子短期大学 　菊　地　篤　子

PD-38 食育実践に求められる保育者の資質と保育者養成の
課題（３）

湊川短期大学 　進　藤　容　子

PD-39 実習への意識調査から見る実習事前・事後指導の今
日的課題

樟蔭東女子短期大学 ○柴　田　智　世
常磐会短期大学 　卜　田　真一郎
常磐会短期大学 　岡　本　和　恵

PD-40 保育実践を核とした保育者養成の在り方 白梅学園大学 ○源　　　証　香
埼玉大学教育学部
附属幼稚園

　小　谷　宜　路

PD-41 模擬保育の実践を通した学生の学習態度の変容過程
に関する一考察

梅花女子大学 　杉　田　律　子

家庭教育・家庭および地域との連携・子育て支援１

PD-42 保育者養成校の子育て支援に参加する母親の援助要
請行動の検討

日本音楽学校 ○諸　井　泰　子
日本音楽学校 　杉　本　　　信

PD-43 栽培活動を基軸とした家庭教育支援の試み やはた幼稚園 　関　　　政　子
PD-44 箸と鉛筆の持ち方・使い方に関する調査研究２ 駒沢女子短期大学 ○高　玉　和　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
ほうとく幼稚園 　生　駒　恭　子
赤坂Ｈ.Ｉ.Ｍ
カウンセリング研究所

　早　瀬　百合子

昭和ナースリー 　斉　藤　恵　子
朝霞市立朝霞第６小学校 　青　柳　正　彦
逗子市立逗子中学校 　野　口　智津子
海老名市立中新田小学校 　室　矢　真　弓

PD-45 マルトリートメントと子育ち環境との関連 三重中京大学短期大学部 　新　川　泰　弘



PD-46 育児情報誌（フリーペーパー）の子育て支援に関す
る現状分析

長山小学校 ○鴻　巣　京　子
茨城キリスト教大学 　富　樫　美奈子
愛友幼稚園 　大　越　和　美

PD-47 自立、関係づくりをめざした子育て支援
～フリーペーパー大作戦～

NPO保育ネットワーク・
ミルク、よこやま保育園

○小　泉　雅　子

子ども家庭教育フォー
ラム

　富　田　富士也

PD-48 ノンプログラム型子育て支援活動の支援者研修のあ
り方

小田原女子短期大学 　吉　田　眞　理

PD-49 母子手帳の変遷にみる親と子の関係性形成とその支
援（１）

関東学院大学 　土　谷　みち子

PD-50 日韓の子育てに関する比較研究（Ⅱ） 藤女子大学 ○須　永　　　進
秋草学園短期大学 　青　木　知　史
敬和学園大学 　趙　　　晤　衍

PD-51 母親が子どもの幼稚園入園によりほかの親子と関わ
る経験

お茶の水女子大学大学院 　今　井　麻　美

PD-52 子育て期の親の親役割達成感
─父親と母親とでは異なるのか─

愛知県立看護大学 ○寺　薗　さおり
鳴門教育大学大学院 　浜　崎　隆　司

PD-53 乳幼児をもつ父親の育児・家事行動と支援ニーズ 西日本短期大学 ○田　辺　昌　吾
園田学園女子大学 　川　村　千恵子

PD-54 観察による子どもの見方の変化
─保護者参観後のアンケートから─

ノートルダム清心女子大学 　福　原　史　子

PD-55 母親の生活習慣と子どもの生活習慣・遊び・行動と
の関係
─全国国公立幼稚園長会調査から─

練馬区立光が丘さくら
幼稚園

○岡　上　直　子

お茶の水女子大学
附属幼稚園

　宮　里　暁　美

東京学芸大学 　吉　田　伊津美
PD-56 幼児の生活リズムと養育者の生活リズムの関連につ

いて
羽場学園短期大学 　太　田　裕　子

PD-57 ４、５歳児の生活リズムにおける睡眠の実態に関す
る研究

羽陽学園短期大学 ○松　田　知　明
羽陽学園短期大学 　太　田　裕　子
羽陽学園短期大学 　大　木　みどり
羽陽学園短期大学 　高　桑　秀　郎

PD-58 保育園児の生活調査
─岡山県の乳幼児の実態とその課題─

就実大学 ○宗　高　弘　子
京都ノートルダム女子大学 　石　井　浩　子
早稲田大学 　前　橋　　　明

PD-59 幼児の生活習慣に関する調査研究 目白大学 ○村　越　　　晃
目白大学 　谷田貝　公　昭
目白大学 　高　橋　弥　生

PD-60 乳幼児期の生活リズム向上のための取り組み（３）
～保育園児の生活リズム向上のための取り組み実践
と評価～

伊賀市社会事業協会 ○佐　治　よし子
伊賀市社会事業協会 　佐　田　恵　子
高田短期大学 　梶　　　美　保
桜花学園大学 　豊　田　和　子

PD-61 女性はどのようにして「母親」になるのか
─第１子出産前・後の約１年間の日記分析を通じて─

鹿児島国際大学 　崎　原　秀　樹

PD-62 親子の集団遊び場面における母親の感情変化 奈良女子大学 　成　瀬　九　美
PD-63 母親が感じる「親を惑わす専門家の言葉」 近畿大学 ○水　野　智　美

筑波大学 　徳　田　克　己
PD-64 子どもを預け離れることへの意識と母親の特性の関

係
山脇学園短期大学 ○安　藤　智　子
白梅学園大学 　無　藤　　　隆

PD-65 子育て期の母親同士の人間関係の特質
─母親の自己における「個としての自分」と「親役
割を担う自分」に注目して─

千葉大学大学院 ○實　川　慎　子
千葉大学 　砂　上　史　子

PD-66 母親が「子育てを楽しい」と感じる子育て支援活動
のあり方の探求

椙山女学園大学（非） 　小　島　千恵子

PD-68 子育て力の質的向上を目指して
子育て支援活動の実践研究から

関西大学大学院 ○川　瀬　弘　樹
東大阪大学 　吉　岡　眞知子



PD-69 育ちのあゆみを保護者と共に～その４
～保護者とのふれ愛タイム（育児相談）の実践から～

第一幼児教育短期大学 　俵積田　惠美子

PD-70 親育てプログラムの試み（１）
─プログラム実施の効果と評価─

兵庫教育大学附属幼稚園 ○岸　本　美保子
兵庫教育大学附属幼稚園 　小　林　みどり

PD-71 親育てプログラムの試み（２）
─３年間の子育て意識の変容─

ハーベスト医療福祉
専門学校

○楠　本　洋　子

兵庫教育大学 　名須川　知　子
PD-72 家庭から幼稚園への接続に関する一研究

─幼稚園に於ける２歳児保育から考える─
青山学院女子短期大学 　浅　見　　　均

PD-73 幼稚園における親子の関わりに対する支援 清須市立西枇杷島第２
幼稚園

　伊　藤　由　美

幼保一体化・幼保小連携

PD-74 認定こども園の現状と課題
─群馬県における認定こども園を中心にして─

群馬県立大間々高等学校 　岡　田　千加夫

PD-75 子どもの眼から見た認定こども園（２）
─３歳児クラスの観察事例より─

常磐会短期大学 　恒　川　直　樹

PD-76 幼・保・小連携のあり方についての一考案
：５歳児の保育内容から

北陸学院大学 　太　田　雅　子

PD-77 幼・保・小の連携に関する考察
─テーマトークによる相互理解─

箱根の森小学校（非） ○宮　川　萬寿美
洗足学園短期大学 　神　蔵　幸　子

PD-78 幼稚園・保育所と小学校の連携の課題について 愛知東邦大学 ○鹿　渡　よしみ
愛知東邦大学 　後　藤　永　子
多治見大和幼稚園 　森　島　雅　子

PD-79 幼保小における学びの接続の探求Ⅰ
─遊びの要素に着目して─

名古屋文化学園保育
専門学校

○千　田　隆　弘

愛知教育大学 　新　井　美保子
PD-80 滑らかな幼保小の連携をめざして

─言葉の育ちを通して探る─
豊橋創造大学短期大学部 ○伊　藤　道　子
保育内容研究会 　坂　部　三枝子

PD-81 幼・保・小の連携に関する意識調査
─生活習慣から探る─

愛知学泉短期大学 ○早　川　幸　子
白帝保育園 　岩　田　尚　子
保育内容研究会 　太　田　茂　子

PD-82 幼・保・小の連携に関する意識調査
─食育に関することから探る─

愛知学泉短期大学 ○稲　垣　水かげ
豊橋創造大学短期大学部 　前　田　キミヨ

PD-83 幼小連携のカリキュラムについての一考察
～授業観察を通して～

鎌倉女子大学短期大学部 ○白　川　佳　子
鎌倉女子大学短期大学部 　東　　　ゆかり
鎌倉女子大学短期大学部 　西　島　大　祐
鎌倉女子大学短期大学部 　荒　松　礼　乃

PD-84 就学前後の子どもが捉えた幼稚園と小学校の違いに
関する研究

兵庫教育大学 ○椋　田　善　之
兵庫教育大学 　鈴　木　正　敏

PD-85 幼小交流活動は幼児にとってどのような意味をもつか 鎌倉女子大学短期大学部 　岸　井　慶　子
PD-86 幼小移行期における知的行動 大分大学 　掘　越　紀　香
PD-87「子どもの育ちを支えるための資料」のあり方を探るⅠ

─小学校との連携において有用な「保育所児童保育
要録」様式の提案─

山梨学院短期大学 ○真　宮　美奈子
山梨学院短期大学 　山　内　淳　子
山梨学院短期大学 　三　神　敬　子

PD-88「子どもの育ちを支えるための資料」のあり方を探るⅡ
─様式案の更なる改善に向けて─

山梨学院短期大学 ○山　内　淳　子
山梨学院短期大学 　真　宮　美奈子
山梨学院短期大学 　三　神　敬　子

PD-89 子供が小学校入学時に感じる学校間の違いと小一プ
ロブレムの関連

横浜市立青木小学校 　鈴　木　邦　明

ポスター発表E

保育専門職の養成２



PE-01 保育者養成における音楽指導について
─教育実習における弾き歌い課題の調査から（Ⅲ）─

四天王寺大学短期大学部 ○原　　　祐　子
四天王寺大学短期大学部 　松　山　由美子

PE-02 保育者のピアノ演奏に関する意識調査
─リカレント教育構築へ向けての基礎的資料として─

和歌山大学 　嶋　田　由　美

PE-03 保育者養成課程の学生にみるピアノ学習の方略に関
する研究

植草学園大学 　高　木　夏奈子

PE-04 保育者養成大学のピアノ指導に関する研究（Ⅲ）
─未経験者の進路に着目して─

夙川学院短期大学 　倉　掛　妙　子

PE-05 保育者養成における実践力を高める音楽技能の教育
への取り組み

小田原女子短期大学 ○今　泉　明　美
小田原女子短期大学 　有　村　さやか

PE-06“発表すること”からの学びについて
─学生による器楽活動の実践から─

一宮女子短期大学 　横　井　志　保

PE-07 保育者希望学生に対するジョイフルコンサートの教
育的効果について

四国大学 　高　島　宏　子

PE-08 保育者のリズム感と拍節感の育成に関する研究② 東京成徳大学 　若　宮　由　美
PE-09 オペレッタ創作発表を通して

～学生が壁にぶつかる要素と解決策～
慈恵福祉保育専門学校 ○佐々木　友　里
慈恵福祉保育専門学校 　奥　村　麻　美
慈恵福祉保育専門学校 　渡　邉　明日香
中京短期大学 　林　　　鎭　代

PE-10 養成校の学生による幼児参加型創作劇への導入的活
動の製作過程

日本音楽学校 　石　塚　広　美

PE-11 英語でうたう遊び歌について
─学生の意識調査から─

岡崎女子短期大学 ○妹　尾　美智子
岡崎女子短期大学 　藤　原　一　子
岡崎女子短期大学 　市　川　恭　子

PE-12 絵本の選択理由からみた大学生の子ども観 福島大学 　白　石　昌　子
PE-13 幼児理解のための絵本活用の取り組み

─保育者養成における実践─
横浜女子短期大学 　本　田　　　幸

PE-14 学生の問題解決に向かう筋道に　
絵本『ぞうのパオ』を教材として使う効果

植草学園大学 　植　草　一　世

PE-15「幼児体育」授業内容の検討
─実習中の活動状況から─

聖和学園短期大学 　石　森　真由子

PE-16 教育学部の学生における「保育」という言葉の意味
内容の変容　～クレージーグラスヘッドの製作・栽
培活動をとおして～

常葉学園大学 　田　宮　　　縁

PE-17 社会的スキルに関する学生の意識調査
─実習経験による差に着目して─

北陸学院大学 　山　森　　　泉

PE-18 保育者養成における「インターンシップ」の有効性
を検証する（３）

玉川大学 ○田　澤　里　喜
玉川大学 　豊　田　一　秀
玉川大学 　若　月　芳　浩

PE-19 学生における外国籍親子支援プログラム参加の意義 東海学院大学短期大学部 　杉　山　喜美恵
PE-20 学内汎用アンケートシステム（MyQs）のシステム

構成と利用
大阪芸術大学短期大学部 ○村　上　　　優
ヤノ電器株式会社 　葉　山　恒　生

PE-21 保育者養成校に学ぶ学生の意識の変化 近畿大学九州短期大学 　渡　邊　美智子
PE-22 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２─

日本音楽学校 　富　岡　麻由子

PE-23 保育者養成における学習支援について 國學院大學幼児教育
専門学校

　石　川　清　明

PE-24 養成段階で子育て支援に必要な資質と専門性の基礎
を育てる一試み（二）　学生主体による「もちっこ広
場」の実践的研究を通して

長野県短期大学 　立　浪　澄　子

PE-25 保育専門職養成における体験的授業の試み
─親子活動を中心に─

富山短期大学 　開　　　仁　志

PE-26 保育士養成の学生のソーシャルワークに関する意識
について

國學院大學幼児教育
専門学校

　廣　井　雄　一

PE-27 学生の無気力が進路選択・準備不安に及ぼす影響
─保育有能感を中心に─

愛知文教女子短期大学 ○朴　　　賢　晶



PE-28 子ども保育援助尺度作成の試み
─保育者の子どもへの援助適性─

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

PE-29 保育者養成と教養教育 実践女子大学 　須　賀　由紀子
PE-30 保育者養成における資質・能力の向上を目指した試

み（１）
山口芸術短期大学 　佐　藤　智　朗

PE-31 指導計画作成を学生にどう伝えるか（３） 茨城女子短期大学 ○神　永　直　美
常磐短期大学 　山　路　純　子
リリー保育福祉専門学校 　多　田　慧　子

PE-32 宝仙学園高等学校保育コースにおける教科「保育」
への取り組み

宝仙学園短期大学
宝仙学園高等学校

　関　根　久　美

PE-33 保育者を目指す学生のための連絡帳について（１）
保護者と保育士を結ぶ連絡帳の書き方

鶴見大学短期大学部 　松　本　和　美

PE-34 連絡帳を活用し低年齢児保育と保護者支援への理解
を高める研究

相愛大学 　中　西　利　恵

PE-35 保育者と保育者養成校の学生の子育て伝承への意識
と遊びの体験

目白大学 ○小　櫃　智　子
目白大学 　増　田　まゆみ

PE-36「子育て支援力」育成のための保育士養成教育に関す
る研究（１）
─短期大学へのアンケート調査の分析を通して─

久留米大学 ○小　栗　正　裕
北陸学院大学 　福　井　逸　子
樟蔭東女子短期大学 　瀧　川　光　治

PE-37「子育て支援力」育成のための保育士養成教育に関す
る研究（２）
─短期大学生の子育て支援広場への「関与観察」を
通して─

北陸学院大学 ○福　井　逸　子
久留米大学 　小　栗　正　裕

PE-38 保育者養成において大学附属幼稚園が支える学生の
学びと育ち

東京学芸大学 ○森　下　葉　子
立教女学院短期大学 　西　坂　小百合
東京学芸大学附属幼稚園 　赤　石　元　子

PE-39 実習園・養成校の連携を探る（４）
─保育所実習から保育実習Ⅱへの実習生を核にした
実習の「深化」とは─

沖縄女子短期大学 ○平　田　美　紀
パンダ保育園 　當　間　左知子

PE-40 教育実習入門期における実習園と養成校との連携
─実習日誌の記述を通して─

國學院大學幼児教育
専門学校

○田　甫　綾　野

國學院大學幼児教育
専門学校

　須　永　美　紀

家庭教育・家庭および地域との連携・子育て支援２

PE-41 子育ての担い手に関する保育士と保護者の意識の異同 鳥取大学 ○神　谷　哲　司
鳥取大学 　寺　川　志奈子
鳥取大学 　杉山（奥野）隆一

PE-43 幼稚園における家庭教育支援
─保育者による保護者との連携の考察（２）─

鎌倉女子大学短期大学
部・同幼稚部

　杉　本　裕　子

PE-44 難しい保護者に対する支援の一事例 戸田駅前保育所 　宮　古　紀美恵
PE-45 母親の主観的幸福感とソーシャル・サポートの関係 東京福祉保育専門学校・

東京福祉大学
　加　藤　孝　士

PE-46 親子の育ちを支える子育て支援について（２）
─個々への支援のあり方を探る─

常磐短期大学 ○木　村　由　希
リリー保育福祉専門学校 　多　田　慧　子

PE-47 子育て支援を行なう保育園長・主任保育士の負担感
とエネルギー源

桜花学園大学 ○小　嶋　玲　子
四日市市立羽津保育園 　橋　本　彩　代

PE-48 幼稚園における子育て支援活動の実践
─地域（幼稚園）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

PE-49 多動な幼児を持つ親を支えるサポートの一事例 わはは生活育児研究所 　浜　名　紹　代



PE-50 虐待予兆早期発見システムの開発
：母子手帳交付時質問票の検討

尚絅学院大学女子短期
大学部

○岩　倉　政　城

尚絅学院大学女子短期
大学部

　小　松　秀　茂

二本松市市民部健康増進課 　鴫　原　ヨシ子
PE-51 子育て支援としての病児保育の役割に関する研究 弘前大学 ○管　田　貴　子

川崎医療短期大学 　宮　津　澄　江
PE-52 保育士からみた院内保育所の問題点 筑波大学大学院 ○西　村　実　穂

筑波大学大学院 　安心院　朗　子
健康科学大学 　石　上　智　美
名桜大学 　金　城　やす子

PE-53 おもちゃを通じた病児支援
～通院児への遊び環境提供の意義～

浦和大学 　善　本　眞　弓

PE-54 子育てサークルにおける「支援」の取り組み
─サークル情報交換会を通して─

金城学院大学大学院 　鈴　木　順　子

PE-55 子育て支援事業における活動内容
─児童館における取り組み─

中野区幼児研究センター・
埼玉学園大学

○松　嵜　洋　子

中野区幼児研究センター 　横　尾　澄　子
PE-56 シニア世代による育児ヘルパーの養成Ⅲ

─研修内容と今後の展望─
滋賀短期大学 ○古　橋　紗人子
滋賀短期大学 　手良村　昭　子

PE-57 NPOと行政の協働による子育て支援の可能性に関す
る研究　─Ｎ市における実践から─

日本大学 　上　田　美　香

PE-58 親自身による地域子育て支援
─「座談会」の取り組みからの考察─

県立新潟女子短期大学 ○小　池　由　佳
県立新潟女子短期大学 　角　張　慶　子

PE-59 地域における子育て支援
─外あそび支援の実践─

東京家政大学 ○佐々木　聰　子
東京家政大学 　尾　崎　　　司
東京家政大学 　小　野　明　美

PE-60 地域子育て支援センターの実践とその効果について 梅花女子大学 　小　川　圭　子
PE-61 鳥取県における地域子育て支援に関する意識調査

（１）
─保育士の世代間比較─

鳥取大学 ○寺　川　志奈子
鳥取大学 　神　谷　哲　司
鳥取大学 　杉山（奥野）隆一

PE-62 鳥取県における地域子育て支援に関する意識調査
（２）
─保育所間の比較─

鳥取大学 ○杉山（奥野）隆一
鳥取大学 　寺　川　志奈子
鳥取大学 　神　谷　哲　司

PE-63 大学付設の子育て支援センターの意義と役割に関す
る一考察
─出会いと「養育性」の形成について─

中部学院大学
子ども家庭支援センター

○金　田　　　環

中部学院大学 　寺　見　陽　子
中部学院大学 　山　田　陽　子

PE-64 大学が発信する子育て支援
─子育て応援キャラバン隊の実践から─

椙山女学園大学 　清　　　葉　子

PE-65 学生が参画する子育て支援における地域連携 京都文教短期大学 ○竹之下　典　祥
京都文教短期大学 　冨　田　英　子
京都文教短期大学 　岡　本　美　晴
京都文教短期大学 　伏　見　　　強

PE-66 大学・短期大学における子育て支援のあり方
しののめ広場「たんぽぽ」の活動から

松山東雲女子大学 ○高　杉　　　展
松山東雲短期大学 　児　嶋　雅　典

PE-67 大学から発信する子育て支援の課題（２）
─母親が大学に求める質とは─

九州ルーテル学院大学 　三　井　真　紀

PE-68 大学生の育児と育児支援の理解についての一考察
（３）
─大学生の育児支援への保護者の意識からの考察─

昭和女子大学 ○爾　　　寛　明
鎌倉女子大学短期大学部 　白　川　佳　子

PE-69 地域協働による大学内子育て支援拠点「にいみ子育
てカレッジ」Ⅰ
─６事業の概要と実施状況等について─

新見公立短期大学 ○片　山　啓　子
新見公立短期大学 　三　好　年　江

PE-70 地域協働による大学内子育て支援拠点「にいみ子育
てカレッジ」Ⅱ　─親子交流ひろば「にこたん」の
成果と課題について─

新見公立短期大学 ○三　好　年　江
新見公立短期大学 　片　山　啓　子



児童福祉・児童の人権

PE-71 子どもの権利条約の国内発効後の地域を基盤とした
取組

三重中京大学短期大学部 ○尾　島　重　明
三重中京大学短期大学部 　新　川　泰　弘

PE-72 児童福祉施設における福祉サービス第三者評価の現
状と課題（２）

育英短期大学 　小野澤　　　昇

PE-73 学童保育の現場から
幼児保育の継続としての学童保育

光の子児童センター 　川　上　美　子

PE-74 マザーグループにおける子どもへの保育に関する一
考察　─大阪府東大阪市立子育て支援センターの取
り組みに着目して─

奈良女子大学大学院 　畑　　　千鶴乃

多文化教育・異文化理解・ジェンダー

PE-75 対人葛藤場面における幼児の問題行動に対する米国
保育者の対応

日本学術振興会 　丸山（山本）愛子

PE-76 スウェーデンの「保育所調査委員会」の議論に関す
る一考察

名古屋市立大学大学院 　鵜　飼　明　香

PE-77 イギリスの保育園を訪問して
─室内のコーナー保育の場面から─

和泉短期大学 　大　谷　祐　子

PE-78 韓国における多文化家庭の子どもの保育の問題と課題 Seoul神学大学校 　玄　　　正　煥
PE-79「育児ネットワーク」の規範機能の日韓比較（２）

─母親役割満足感への影響─
東京学芸大学大学院 　金　　　娟　鏡

PE-80 母親の育児ストレスの構造とその要因に関する日韓
比較研究（２）
～母親の属性と育児に関する因子との関連を中心に～

中部学院大学 ○寺　見　陽　子
頌栄短期大学 　原　　　　　寛

PE-81「外国人の子どもの保育」における「言葉の獲得」 浦和大学 　久　富　陽　子
PE-82 Ｂ市在住外国人幼児の保護者について 東海学院大学短期大学部 　長谷部　和　子
PE-83 性差に関する意識調査による女性・男性保育者の役

割考察
大阪芸術大学短期大学部 ○出　雲　美枝子
大阪芸術大学短期大学部 　佐　藤　利　一
大阪芸術大学附属幼稚園 　辻　岡　美智代
大阪府立大手前高等学校 　安　田　重　則

PE-84 家族への自立支援の試行
─子育て広場の実践Ⅱ─

カウンセリングルーム　
よろずや

　熊　谷　節　子

PE-85 自然物への興味・関心と幼少期の体験
─大学生の身近な生き物とのかかわり調査から─

奈良教育大学 　瓜　生　淑　子

PE-86 障がい児保育に関わる保育者の記述から見る質的変容 浜松学院大学 　茂　井　万里絵


