
J1 実践をつなぐ保育内容学の創造をめざす
−保育を研究対象とする意味と責任を考える−

企　画　者 近藤　幹生 白梅学園短期大学
司　会　者 近藤　幹生 白梅学園短期大学
話題提供者 源　　証香 白梅学園短期大学

土永　葉子 帝京平成大学
小谷　宜路 埼玉大学教育学部付属幼稚園

J2 発達障害児の保育実践の現状と課題
−保育者の実践力向上の視点から−

企　画　者 藤原　里美 東京都立小児総合医療センター
司　会　者 岩谷　清子 東京都立小児総合医療センター
話題提供者 藤原　里美 東京都立小児総合医療センター

黒葛　真理子 立川私立西国立保育園
塚本　郁美 瑞穂町立石畑保育園
秋本　仁美 瑞穂町立石畑保育園

指定討論者 星山　麻木 明星大学

J3 これからの保幼小連携  −小学校からの提言−

企　画　者 酒井　敏男 品川区立第一日野小学校
秋田　喜代美 東京大学大学院

司　会　者 酒井　敏男 品川区立第一日野小学校
話題提供者 波多江　誠 品川区立第一日野小学校

廣内　厚士 京都市立新町小学校
松永　昭治 茅ヶ崎市教育センター

指定討論者 秋田　喜代美 東京大学大学院

J4 保育環境としての保育者の役割
−人的環境であるとともに環境構成者として−

企　画　者 小川　博久 聖徳大学
司　会　者 岩田　遵子 東京都市大学
話題提供者 小川　博久 聖徳大学　
指定討論者 神長　美津子 東京成徳大学

師岡　章 白梅学園短期大学
内山　隆 札幌国際大学



J5 幼稚園開設時の教育実践にかかわる教育情報の研究
−豊田芙雄文書を資料源に考える−

企　画　者 大戸　美也子 武蔵野大学
司　会　者 大戸　美也子 武蔵野大学
話題提供者 高橋　清賀子 保育史研究会

清水　陽子 西南女学院大学
大戸　美也子 武蔵野大学
藤田　芙美子 名古屋芸術大学

指定討論者 前村　晃 佐賀大学

J6 一人ひとりを大切にする保育、インクルーシブ保育の実践

企　画　者 小山　望 東京理科大学
太田　俊己 植草学園大学

司　会　者 小山　望 東京理科大学
話題提供者 加藤　和成 葛飾こどもの園幼稚園

鈴木　由歌 愛隣幼稚園
指定討論者 石井　正子 昭和女子大学

太田　俊己 植草学園大学

J7 創造性と制約　−遊びや表現を豊かにする制約とは−

企　画　者 福田　きよみ 桜美林大学
司　会　者 福田　きよみ 桜美林大学
話題提供者 岩田　恵子 玉川大学

鹿嶋　桃子 名寄市立大学短期大学部
木村　充子 桜美林大学
白澤　舞 鶴川女子短期大学

J8 保育の質の向上−「風通しをよくする」観点から
−保育現場のクリティカル・シンキング（批判的思考）−

企　画　者 埋橋　玲子 同志社女子大学
司　会　者 埋橋　玲子 同志社女子大学

小尾　麻希子 明石市立大観幼稚園
山本　真里子 額小鳩保育園
武藤　朱美 稲荷保育園



J9 外国の教育方法を日本に導入するときの課題と検討

企　画　者 甲斐　仁子 東洋英和女学院大学
司　会　者 甲斐　仁子 東洋英和女学院大学
話題提供者 大森　隆子 椙山女学園大学

オムリ　慶子 大阪キリスト教短期大学
山田　りよ子 藤女子大学

指定討論者 青木　久子 青木幼児教育研究所

J10 こどものいのちとともに幸せに生きる

企　画　者 西本　望 武庫川女子大学
司　会　者 西本　望 武庫川女子大学
話題提供者 神田　美子 京都大学医学部付属病院小児科ボランティアグループ

「にこにこトマト」代表
柴田　直峰 総合療育事業ののはな教室代表：京都保育福祉専門学院
坂下　裕子 「小さないのち」代表・武庫川女子大学大学院
菅井　敏行 国立保健医療科学院研究課程

指定討論者 長谷　 雄一 大阪城南女子短期大学

J11 子どもの体験世界のあるがままに迫ること

企　画　者 藤井　真樹 名古屋学芸大学
山崎　徳子 常磐会学園大学

話題提供者 山崎　徳子 常磐会学園大学
山本　一成 京都大学大学院生
藤井　真樹 名古屋学芸大学

指定討論者 矢野　智司 京都大学大学院

J12 成長プロセスを踏まえた現職研修・教育を考える
−ファースト・ステージ・クライシスを支えるために−

企　画　者 小泉　裕子 鎌倉女子大学
内藤　知美 東京都市大学

提　案　者 小泉　裕子 鎌倉女子大学
内藤　知美 東京都市大学
井戸　ゆかり 東京都市大学
小林　紀子 青山学院大学
山口　由美子 神奈川県教育委員会



J13 絵本の読み合い場面における保育者の役割

企　画　者 寒河江　芳枝 昭和女子大学
伊瀬　玲奈 東京未来大学

司　会　者 寒河江　芳枝 昭和女子大学
伊瀬　玲奈 東京未来大学

話題提供者 浅生　浩美 東立川幼稚園
成瀬　靖子 育成会めぐみ保育園
柳本　亜紀 清瀬ゆりかご幼稚園

指定討論者 小杉　眞紀

J14 新システム・幼保一体化と子どもの権利

企　画　者 村山　祐一 帝京大学・保育研究所
司　会　者 逆井　直紀 保育研究所
話題提供者 大宮　勇雄 福島大学

渡邉　保博 佛教大学
奥野（杉山）隆一 鳥取大学・大阪保育研究所
村山　祐一 帝京大学・保育研究所

J16 保幼小連携を接続期の重要性の視点から提案する
−保育所児童保育要録活用の実態調査より−

企　画　者 寺田　清美 東京成徳短期大学
話題提供者 寺田　清美 東京成徳短期大学

馬場　耕一郎 社会福祉法人友愛福祉会おおわだ保育園
和田　信行 東京成徳短期大学

指定討論者 松嵜　洋子 埼玉学園大学
オブザーバー 丸山　裕美子 厚生労働省児童家庭局保育指導専門官

J17 乳幼児をめぐる自然環境とESD教育　
−日本の保育における「継承と創造」をめざして−

企　画　者 冨田　久枝 千葉大学
司　会　者 片山　知子 和泉短期大学
話題提供者 吉川　はる奈 埼玉大学

田爪　宏二 鹿児島国際大学
上垣内　伸子 十文字学園女子大学

指定討論者 名須川　知子 兵庫教育大学



J18 「こども園」移行時期における保育者養成校と保育現場との連携

企　画　者 米谷　光弘 西南学院大学
司　会　者 米谷　光弘 西南学院大学
話題提供者 山口　圭介 玉川大学

安藤　和彦 京都文教短期大学
三宅　茂夫 神戸女子大学
劉　　郷英 福山市立大学

J19 新人保育者を保育職場で育てるための課題とは何か

企　画　者 齊藤　崇 日本体育大学女子短期大学部
司　会　者 齊藤　崇 日本体育大学女子短期大学部
話題提供者 佐藤　杏子 桑折町立醸芳幼稚園

佐藤　正実 福島保育所
佐藤　遥香 福島文化笹谷幼稚園
丹治　理恵 たんぽぽ保育園

指定討論者 古川　伸子 元宝仙学園短期大学・幼稚園長

J20 幼児期の教育はどのような意味で「基礎」なのか？

企　画　者 杉村　伸一郎 広島大学大学院
司　会　者 大野　歩 広島大学大学院
話題提供者 杉村　伸一郎 広島大学大学院

山名　裕子 秋田大学
越中　康治 宮城教育大学

指定討論者 無藤　隆 白梅学園大学
財満　由美子 広島大学大学院生

J21 「木育」を保育に活かそう　−実践方法とその効果−

安梅　勅江 筑波大学大学院
多田　千尋 東京おもちゃ美術館
松井　勅尚 岐阜県立森林文化アカデミー
雲山　晃成 美濃保育園
野倉　照子 下牧保育園
望月　由妃子 富士市健康福祉課



J22 保育者の言葉遣いと幼児のコミュニケーション能力
−保育者の言葉の育ちを通して幼児教育のあり方を探る−

企　画　者 今井　恵子 鴨居幼稚園
武石　仁美 芝高木保育所

司　会　者 斎藤　二三子 幼少年教育研究所
話題提供者 福山　多江子 東京成徳短期大学

伊澤　永修 新渡戸文化短期大学
前　典子 聖徳大学

指定討論者 村石　昭三 国立国語研究所名誉所員
横山　文樹 昭和女子大学

J23 保育実践でいかにインクルージョンを実現するか

企　画　者 芦澤　清音 帝京大学
司　会　者 五十嵐　元子 白梅学園大学
話題提供者 田中　浩司 福山市立大学

足立　孝子 豊島区立池袋第二保育園
芦澤　清音 帝京大学

指定討論者 浜谷　直人 首都大学東京

J24 保育カンファレンスの「質」を考える
−園内研修における感情・関係・過程−

企　画　者 砂上　史子 千葉大学
安見　克夫 東京成徳短期大学

司　会　者 箕輪　潤子 川村学園女子大学
話題提供者 入澤　里子 千葉大学教育学部附属幼稚園

安達　譲 せんりひじり幼稚園
中坪　史典 広島大学大学院

指定討論者 岸井　慶子 鎌倉女子大学短期大学部

J25 保育者が対応に困る保護者とその支援を考える1

企　画　者 西館　有沙 富山大学
徳田　克己 筑波大学

司　会　者 水野　智美 筑波大学
話題提供者 長谷川　良則 岩井幼稚園

大越　和美 愛友幼稚園
西舘　有沙 富山大学
徳田　克己 筑波大学



J26 表現の育ちにおいて型や技術を学ぶことの意義

企　画　者 今川 恭子 聖心女子大学
司　会　者 今川　恭子 聖心女子大学
話題提供者 嶋田　由美 和歌山大学

志民　一成 静岡大学
大沼　覚子 東京藝術大学
鹿倉　由衣 東京藝術大学大学院生

指定討論者 中野　圭祐 東京学芸大学附属幼稚園

J27 乳児の保育環境について考える
〜かみつき等のリスク場面に視点をおいて〜

企　画　者 前田 佳代子 聖和短期大学
司　会　者 前田　佳代子 聖和短期大学
話題提供者 戸江　茂博 神戸親和女子大学

三浦　真理子 高槻あいわ保育園
井上　裕子 津田このみ保育園
八木　義雄 武庫川女子大学

J28 実践！ホールシステム・アプローチによる園内研修と保育士養成
〜「対話」と「気づき」を中心とした学びの場づくり〜

企　画　者 井上 孝之 岩手県立大学
音山　若穂 群馬大学

司　会　者 三浦　主博 東北生活文化大学短期大学部
話題提供者 井上　孝之 岩手県立大学

河合　規仁 東北文教大学
利根川　智子 会津大学短期大学部
上村　裕樹 八戸短期大学

指定討論者 音山　若穂 群馬大学
和田　明人 東北福祉大学



J29 子どもの知的な育ちの視点から先達の保育実践を検討する

企　画　者 東内 瑠里子 日本福祉大学
司　会　者 吉葉　研司 琉球大学
話題提供者 亀谷　和史 日本福祉大学

金　　珉呈 いわき短期大学
木村　和子 日本福祉大学　非常勤
宍戸　洋子 日本福祉大学　非常勤
勅使　千鶴 日本福祉大学
東内　瑠里子 日本福祉大学
中村　強士 日本福祉大学
韓　　仁愛 青山学院女子短大　非常勤
吉葉　研司 琉球大学

J30 発達障がい・「スペクトラム」の子と親の支援
−＜早期発見・早期療育＞を越える保育の役割−

企　画　者 川池　智子 山梨県立大学
司　会　者 雨宮　由紀枝 日本女子体育大学
話題提供者 武山　弥生 発達障害児・者及び家族支援の会シーズ代表

西田　美枝子 諏訪市こども課　発達支援係・サポート担当園長
指定討論者 木曽　陽子 大阪府立大学大学院大学院生

川名　はつ子 早稲田大学
川池　智子 山梨県立大学

J31 障害など特別な支援を必要とする幼児の指導充実に向けて
−保育実践の現場が抱える課題の解決について考える−

企　画　者 山崎　晃 明治学院大学
司　会　者 山崎　晃 明治学院大学
話題提供者 松本　信吾 広島大学附属幼稚園

松井　剛太 香川大学
若林　紀乃 広島文化学園大学

指定討論者 七木田　敦 広島大学大学院



J32 保育者のストレスと感情労働について考える

企　画　者 上月　智晴 京都女子大学
神谷　哲司 東北大学

司　会　者 上月　智晴 京都女子大学
話題提供者 神谷　哲司 東北大学

野澤　昭雄 明星大学
高橋　真由美 藤女子大学

指定討論者 諏訪　きぬ NPO法人さやま保育サポートの会保育サポート研究所
佐々木　美緒子 青戸福祉保育園

J33 「保育の連続性を尊重した新たな保育所実習のあり方を考える」
−保育士養成校と保育現場との協働による

ガイドライン（試案）を活かした保育所実習指導−

企　画　者 増田　まゆみ 東京家政大学
話題提供者 増田　まゆみ 東京家政大学

柴崎　正行 大妻女子大学
小櫃　智子 目白大学
倉掛　秀人 せいがの森保育園
若山　剛 村山中藤保育園「櫻」

指定討論者 柏女　霊峰 淑徳大学

J34 大学における「子育て支援」実践の到達点と課題
−遊びを中心とした活動内容の質的検討−

企　画　者 金田　利子 名古屋芸術大学
司　会　者 金田　利子 名古屋芸術大学
企画協力者 川喜田　昌代 上智社会福祉専門学校
話題提供者 金田　環 中部学院大学

伊志嶺　美津子 浦和大学
伊藤　冴子 名古屋芸術大学
霜出　博子 白梅学園大学付属白梅幼稚園
吉川　晴美 東京家政学院大学

指定討論者 小川　清実 東京都市大学
牧野　カツコ 宇都宮共和大学



J35 東日本大震災と子どもたち  −「3.11その時、保育園は
−いのちをまもる・いのちをつなぐ−」の視聴を通して−

企　画　者 天野　珠路 日本女子体育大学
話題提供者 藤原　けいと 釜石保育園

林　　小春 内の脇保育所
渡辺　恭子 本宮第一保育所

指定討論者 畑山　みさ子 ケア宮城・宮城学院女子大学


