
ポスター発表Ⅰ

保育思想・保育理論・保育史など１ 5月9日(土) 13:10～15:10
座長：平井タカネ・北川公美子 会場 ポスター1

11001 戦前の富士見幼稚園における保育内容（１）－その概要－ 公益財団法人大倉精神文化研究所 ○ 林宏美
京都光華女子大学 浜崎由紀
元・京都女子大学 棚橋美代子

11002 戦前の富士見幼稚園における保育内容（２）－ぬりえを中心に－ 京都光華女子大学 ○ 浜崎由紀
公益財団法人大倉精神文化研究所 林宏美
元京都女子大学 棚橋美代子

11003 ケアリング理論から保育を考える（３） 砺波市役所 中島英夫
11004 月刊『保育』（戦前）と西村真琴①～創刊の意義と変遷～ 会社員 堀田浩之
11005 愛染橋保育所の成立過程における保育実践の検討(1) 昭和学院短期大学 ○ 柿沼芳枝

東京純心女子大学 鍜治礼子
岐阜聖徳学園大学 足立里美
大妻女子大学 柴崎正行

11006 北海道の幼稚園～函館幼稚園と武藤八千～ 東海大学短期大学部 北川公美子
11007 キリスト教保育における「遊びの保育」ー黒田成子の保育論(２) 和泉短期大学 片山知子
11008 幼児教育論－その１－ 北海道文教大学 山口宗兼

発達論・心身の発達など１ 5月9日(土) 13:10～15:10
座長：小田豊・須永進 会場 ポスター1

12001 就学年齢とその教育内容についての検討（その1）～米との比較～ 聖徳大学短期大学部 ○ 村田カズ
ハリウッド大学院大学 藤原美子

12002 就学年齢とその教育内容についての検討（その２）～英との比較～ ハリウッド大学院大学 ○ 藤原美子
聖徳大学 村田カズ

12003 幼児のパターンブロック課題解決方略に関する研究（3） 兵庫教育大学 ○ 鈴木正敏
香蘭女子短期大学 森暢子
西南学院大学 門田理世
兵庫県立大学 芦田宏
川村学園女子大学 箕輪潤子
十文字学園女子大学 野口隆子
名古屋市立大学 上田敏丈
東京大学大学院教育学研究科 秋田喜代美
聖徳大学 小田豊

12004 幼児のパターンブロック課題解決方略に関する研究（4） 香蘭女子短期大学 ○ 森暢子
兵庫教育大学 鈴木正敏
西南学院大学 門田理世
兵庫県立大学 芦田宏
川村学園女子大学 箕輪潤子
十文字学園女子大学 野口隆子
名古屋市立大学 上田敏丈
東京大学大学院 秋田喜代美
白梅学園大学 無藤隆
聖徳大学 小田豊

12005 自己肯定感の育ちを援助する幼児期の体験活動 学校法人早出学園　早出幼稚園 荒巻太枝子
12006 子どもの成育と健康度に関する研究Ⅲ 三重大学 ○ 須永進

中部大学 堀田典生
12007 幼稚園児の運動遊びに関する研究 美作大学短期大学部 松坂仁美
12008 子どもの発達に影響を及ぼす諸要因の検討その5 常葉大学浜松キャンパス ○ 高向山

甲南女子大学人間科学部総合子ども学科 梅崎高行
田中教育研究所 中村淳子
ソウル神学大　保育学科 玄正煥

保育内容1（保育内容総論・遊び）１ 5月9日(土) 13:10～15:10
座長：杉村伸一郎・小林紀子 会場 ポスター1

14001 幼児の遊びにおけるリスクマネジメント評価尺度の作成(１) 広島大学大学院教育学研究科 ○ 杉村伸一郎
鈴峯女子短期大学 平田香奈子
鈴峯女子短期大学 倉盛美穂子
広島大学大学院教育学研究科 上山瑠津子

14002 幼児の遊びにおけるリスクマネジメント評価尺度の作成(２) 広島大学大学院教育学研究科　 ○ 上山瑠津子
鈴峯女子短期大学 倉盛美穂子
鈴峯女子短期大学 平田　香奈子　
広島大学大学院教育学研究科　 杉村伸一郎

14003 幼児のサッカー遊びのルールと遊びの発展に関わる要因の事例検討 飯田女子短期大学 及川直樹
14004 「なる」ことの意味ー子ども・保育者の視点から②ー 青山学院大学 ○ 小林紀子

奈良佐保短期大学 和田公子
筒井幼稚園 大内菜恵子
片桐幼稚園 木下育子

14005 絵本と積み木による共同的あそびの発展を支える保育環境の模索 社会福祉法人明星会　しおみが丘保育園 ○ 酒井教子
社会福祉法人明星会　明野保育園 小保方亜耶
社会福祉法人明星会　明野保育園 谷口奈緒子
中部大学 千田隆弘

14006 保育系短期大学生の実習中におけるヒヤリ・ハット(その２) 和泉短期大学児童福祉学科 大下聖治
14007 里山及び園庭の土を活用した子どもの遊びーゆり組のチョコ工場ー 平安女学院大学附属幼稚園 ○ 野間まゆみ

平安女学院大学附属幼稚園 大矢宣絵



平安女学院大学附属幼稚園 二宮明日香
平安女学院大学附属幼稚園 山下真理子
平安女学院大学附属幼稚園 井上容子
平安女学院大学短期大学部 岩渕善美

14008 走る楽しさを感じる保育を考えるー5歳児リレー遊びの実践からー 同朋大学 馬越恵子
14009 3歳児の砂遊びにおける「はじまり」と「おわり」の行動特性 洗足こども短期大学 並木真理子

保育内容2（健康・人間関係・環境・言葉・表現）１ 5月9日(土) 13:10～15:10
座長：古市久子・小川宜子 会場 ポスター1

15001 幸田町のお散歩保育～持ち物から見るお散歩～その1 幸田町立幸田保育園 ○ 本多直子
幸田町立菱池保育園 大須賀有子
幸田町立里保育園 芳賀恵子
幸田町立坂崎保育園 伊藤明美
幸田町立豊坂保育園 星野千絵

15002 幸田町のお散歩保育　～持ち物から見るお散歩～　その２　 大草保育園 ○ 川﨑すなお
深溝保育園 本多洋子
鷲田保育園 藤代知里

15003 音楽療法的活動とクラス運営について　－クラス担任の視点から― 久良岐保育園 ○ 中村美緒
久良岐保育園 中村則子
久良岐保育園 増田満理奈
久良岐保育園 大場美千留
久良岐保育園 内田礼子

15004 Ｋ保育園における音楽療法的活動の考え方 久良岐保育園 内田礼子
15005 幼児教育・保育における「保育の環境」をとらえる視点Ⅲ 山梨県立大学 ○ 田中謙

埼玉東萌短期大学 池田幸代
埼玉東萌短期大学 前嶋元

15007 協同性の発達を支える諸要因に関する研究（１） 聖徳大学 ○ 宮本友弘
十文字学園女子大学 岡上直子
聖徳大学 東川則子
高崎健康福祉大学 高梨珪子
相愛大学 中井清津子
特別区人事・厚生事務組合教育委員会事務局 黒澤聡子

15008 協同性の発達を支える諸要因に関する研究（２） 聖徳短大 ○ 東川則子
聖徳大学 宮本友弘
十文字学園女子大学 岡上直子
高崎健康福祉大学 高梨珪子
相愛大学 中井清津子
特別区人事・厚生事務組合教育委員会事務局 黒澤聡子

15009 表現技術の獲得を目指した授業実践の試み(1) 岡崎女子大学 ○ 小川宜子
岡崎女子大学 北浦恒人

15010 表現技術の獲得を目指した授業実践の試み(2) 岡崎女子大学 ○ 北浦恒人
岡崎女子大学 小川宜子

保育内容2（健康・人間関係・環境・言葉・表現）２ 5月9日(土) 13:10～15:10
座長：花井忠征・中井清津子 会場 ポスター1

15011 幼稚園児の外遊びにおけるコミュニケーションの可視化 中部大学 ○ 山本彩未
中部大学 花井忠征

15012 幼稚園児の園内行動と集団形成の可視化 中部大学現代教育学部 ○ 花井忠征
中部大学現代教育学部 山本彩未

15013 保育者養成における総合的な表現活動の試み（1） 和洋女子大学 ○ 駒久美子
和洋女子大学 島田由紀子

15014 保育者養成における総合的な表現活動の試み（２） 和洋女子大学 ○ 島田由紀子
和洋女子大学 駒久美子

15015 教員養成課程における音楽と造形の総合的表現教育の試み(1) 京都教育大学 ○ 平井恭子
京都女子大学 山野てるひ

15016 教員養成課程における音楽と造形の総合的表現教育の試み(2) 京都女子大学 ○ 山野てるひ
京都教育大学 平井恭子
京都女子大学 矢野真

15017 保育者に求められる音楽表現についての一考察 神戸医療福祉大学 吉森　恵
15018 協同の基盤となる共有体験とその意味　5歳児の個別性と共有性 相愛大学 ○ 中井清津子

滋賀大学 菅眞佐子
15019 親がみた子どもとムシとのかかわり　 東京家政大学 佐藤英文
15020 保育者養成課程における領域「環境」の指導 貞静学園短期大学 笹川康子

保育内容2（健康・人間関係・環境・言葉・表現）３ 5月9日(土) 13:10～15:10
座長：内藤知美・藤田公和 会場 ポスター1

15021 幼稚園・保育所における冬季室内環境調整に関するアンケート調査 岐阜工業高等専門学校 青木哲
15022 幼児のバランス能力の発達からみた保育園での体力作り活動 桜花学園大学 ○ 藤田公和

桜花学園大学 加藤信子
愛知文教女子短期大学 星野秀樹

15023 学生が指導した食育としてのさつまいも栽培について 東海学園大学 横井一之
15024 小学生の生活習慣～幼児期との関連～ 鈴木みゆき



15025 4歳児における仲間関係に関する事例研究 東海学園大学 藤塚岳子
15026 プロジェクト・アプローチの表現と背景：事例分析（シドニー①） 椙山女学園大学大学院 森文乃
15027 幼児期の食育指導に関する基礎的研究 清須市立西枇杷島第２幼稚園 後藤由美
15028 新しい劇表現とその発展－サークルシアターを実践してみて－ 社会福祉法人　豊野保育園 森内真紀
15029 「みてて」発話からとらえる相互理解 東京未来大学 福崎淳子

保育方法（保育方法論・保育形態・幼児理解）１ 5月9日(土) 13:10～15:10
座長：荒木照子・保坂佳一 会場 ポスター1

16001 幼児の本質的な育ちを支える保育者のあり方Ⅳ さくら幼稚園 ○ 日野啓子
さくら幼稚園 角真理子
さくら幼稚園 井本惠美
元岐阜聖徳学園大学 荒木照子

16002 幼児の本質的な育ちを支える保育者のあり方Ⅴ 鷺森幼稚園 ○ 溝上ゆかり
鷺森幼稚園 小山智子
鷺森幼稚園 石倉知佳
鷺森幼稚園 松間貴子
元岐阜聖徳学園大学 荒木照子

16003 異年齢混合保育における幼児の社会性発達とそのプロセス 秋草学園短期大学 ○ 富山大士
用賀なのはな保育園 齋藤由貴
用賀なのはな保育園 中村淳子
CHS子育て文化研究所 保坂佳一

16004 幼児期の言葉の育ちに関する保育者の意識について 新潟県立大学 梅田優子
16005 大学教員のコラボレーションによる授業の構築ー学生と共に育つー 講談社フェーマススクールズこどものアトリエ『花園大学』 保田恵莉
16006 子どもの育ちを踏まえた支援アセスメントの構築に関する基礎研究 かなおか保育園 ○ 花咲宣子

かなおか保育園 井本裕希子
関西福祉科学大学 堀田千絵

16008 幼児と中学生の〝ふれ合い体験〟を保育者はどう捉えているのか 白梅学園大学大学院 天野美和子

児童文化・児童文化財など１ 5月9日(土) 13:10～15:10
座長：小林由利子・古川伸子 会場 ポスター1

20001 パネルシアターの基本トリックⅣ～窓開き手法に関する研究①～ 淑徳大学 ○ 藤田佳子
日本女子大学 石井光恵
蒲田保育専門学校 澤村明子

20002 舞台の上演を支える活動を通して 山梨学院短期大学 竹中麻美子
20003 多文化絵本を楽しむ その4 富山市立保育所 ○ 村崎千津子

保育絵本研究会 福岡貞子
保育絵本研究会 兒玉晶代

20005 乳児の絵本の一考察Ⅱ 鈴鹿短期大学 ○ 山野栄子
鈴鹿短期大学 松本亜香里

20006 戦後少女雑誌における読者の研究ー『少女』を中心にー 共栄大学 田中卓也
20007 乳幼児のための演劇の意義 東京都市大学 小林由利子

保育者の資質能力・保育者の専門職性など１ 5月9日(土) 13:10～15:10
座長：福川須美・小嶋玲子 会場 ポスター1

21001 保育実践力の育成向上に関する研究（７）保育職継続に関する要因 至学館大学附属幼稚園 ○ 加藤道子
椙山女学園大学 小杉裕子
名古屋学芸大学 想厨子伸子
名古屋学芸大学 村岡眞澄
名古屋学芸大学 脇田町子

21002 保育実践力の育成向上に関する研究(8）実習の意欲を高める指導 高浜市こども育成グループ ○ 杉江栄子
名古屋学芸大学 脇田町子
椙山女学園大学 清葉子

21003 専門職としての保育士に関する研究①　保育士の職務満足度 武庫川女子大学 ○ 橋詰啓子
武庫川女子大学 寺井朋子
武庫川女子大学 倉石哲也
武庫川女子大学 石川道子

21004 専門職としての保育士に関する研究②　保育士の倫理観 武庫川女子大学　 ○ 寺井朋子
武庫川女子大学　 橋詰啓子
武庫川女子大学　 倉石哲也
武庫川女子大学　 石川道子

21005 園内研修中の役割に対する主任保育士の意識 名古屋短期大学 ○ 小川絢子
桜花学園大学 小嶋玲子

21006 園内研修の学びの深化と意見交換の活性化の為の主任保育士の工夫 桜花学園大学 ○ 小嶋玲子
名古屋短期大学 小川絢子

21007 障害者支援施設における保育士の専門性③ 清和大学短期大学部 松倉佳子
21008 遊びの見取りや見通しのための園内研究(1)-本園の実践から- 常磐会短期大学付属常磐会幼稚園 ○ 北野圭子

大阪総合保育大学 瀧川光治
21009 遊びの見取りや見通しのための園内研究(2) －方法論の整理－ 大阪総合保育大学 ○ 瀧川光治

常磐会短期大学付属常磐会幼稚園 北野圭子

保育者の資質能力・保育者の専門職性など２ 5月9日(土) 13:10～15:10



座長：清水益治・上垣内伸子 会場 ポスター1

21010 保育・教職実践演習に関する研究３ 専修大学北上福祉教育専門学校 ○ 徳増全矢
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 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 熊谷賢
専修大学北上福祉教育専門学校 富谷彩野

21011 保育・教職実践演習に関する研究４ 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 德増　全矢
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 熊谷賢
専修大学北上福祉教育専門学校 富谷彩野

21012 自然の中で遊ぶ、学ぶ、感じるその１～情報交換を実践に生かす～ 中央区立有馬幼稚園 ○ 山口晃司
自然体験クラブ 福島恭子
公益財団法人ソニー教育財団 高木恭子
幼児園どんぐりころころ 大森志穂
自然体験クラブ 三浦悦子

21013 自然の中で遊び、学び、感じるその２～幼児園どんぐり…の実践～ 幼児園どんぐりころころ ○ 大森志穂
自然体験クラブ 福島恭子
中央区立有馬幼稚園 山口晃司
公益財団法人ソニー教育財団 高木恭子
自然体験クラブ 三浦悦子

21014 好きな遊び中心の保育実践から「好きな遊び化」を考える(1) 常磐会短期大学付属常磐会幼稚園 ○ 飯田裕美
常磐会短期大学付属常磐会幼稚園 輿石由美子

21015 好きな遊び中心の保育実践から「好きな遊び化」を考える（２） 常磐会短期大学付属常磐会幼稚園 ○ 輿石由美子
常磐会短期大学付属常磐会幼稚園 飯田裕美

21016 幼稚園・保育所・認定こども園等における災害対策に関する研究3 聖和短期大学 ○ 碓氷ゆかり
帝塚山大学 清水益治
富山福祉短期大学 水上彰子
仁愛女子短期大学 青井夕貴
十文字学園女子大学 川喜田昌代
名古屋柳城短期大学 成田朋子
仁愛大学 西村重稀

21017 幼稚園・保育所・認定こども園等における災害対策に関する研究４ 十文字学園女子大学 ○ 川喜田昌代
仁愛大学 森俊之
名古屋柳城短期大学 成田朋子
聖和短期大学 千葉武夫
仁愛女子短期大学 青井夕貴
聖和短期大学 碓氷ゆかり
東大阪大学 吉岡眞知子

21018 保育者を志す学生の幼少期の遊び・生活体験（３） 高崎健康福祉大学 ○ 今井邦枝
高崎健康福祉大学 山西加織

保育者の資質能力・保育者の専門職性など３ 5月9日(土) 13:10～15:10
座長：安藤美華代・朴賢晶 会場 ポスター1

21019 保育士の人間関係における困難感 九州保健福祉大学 ○ 加藤由美
岡山大学大学院 安藤美華代

21020 絵画活動の援助に関する親の意識について 倉敷市立短期大学 金山和彦
21021 家庭と保育園の教育観に関する研究　 神戸女子大学 ○ 大橋喜美子

椥辻保育園 片岡滋夫
端山保育園 山内五百子

21022 乳児担当者の重要な課題の研究　ー個人差に応じた保育の実態ー 白帝保育園 ○ 岩田尚子
たいすい中央保育園 太田茂子
名古屋芸術大学短期大学部 小沢志江子
愛知学泉短期大学 稲垣水かげ
至学館大学 古田彰子
愛知学泉短期大学 坂部三枝子

21023 保育者に求められる資質と課題（2） 貞静学園短期大学 加藤栄美子
21024 役割取得とソーシャルスキルとの関連が実習評価に及ぼす影響 愛知文教女子短期大学 ○ 朴賢晶

愛知文教女子短期大学 星野秀樹
愛知文教女子短期大学 玉田裕人
愛知文教女子短期大学 赤塚徳子
愛知文教女子短期大学 国藤真理子
愛知文教女子短期大学 村上浩美
愛知文教女子短期大学 太田由美子

21025 大学生の食生活が生活習慣と成績に及ぼす影響 常葉大学保育学部 増田啓子
21026 園にクレームをつける保護者の子どもに保育者はどう対応するか 筑波大学　医学医療系 ○ 水野智美

筑波大学　医学医療系 徳田克己
21027 「楽しさ」に関する基礎的研究（その４） 中部学院大学短期大学部 ○ 堀建治

鈴鹿短期大学 松本亜香里

保育専門職の養成など１ 5月9日(土) 13:10～15:10
座長：萩原元昭・安藤則夫 会場 ポスター2

22001 学生による役割演技とお話し作りⅠ 植草学園大学 ○ 植草一世
植草学園大学 馬場彩果



植草学園大学 安藤則夫
22002 学生による役割演技とお話し作りⅡ 植草学園大学 ○ 馬場彩果

植草学園大学 植草一世
植草学園大学 安藤則夫

22003 幼稚園教育実習における観察実習前後の学生意識の分析（１） 育英短期大学 ○ 望月文代
育英短期大学 大屋陽祐

22004 幼稚園教育実習における観察実習前後の学生意識の分析（２） 育英短期大学 ○ 大屋陽祐
育英短期大学 望月文代

22005 保育者養成初期段階における保育体験を基盤とした授業展開（１） 聖セシリア女子短期大学 ○ 仲明子
聖セシリア女子短期大学 尾辻俊昭
聖セシリア女子短期大学 大谷純一
聖セシリア女子短期大学 桐原由美
聖セシリア女子短期大学 佐藤晶子

22006 保育者養成初期段階における保育体験を基盤とした授業展開(2) 十文字学園女子大学 ○ 大宮明子
十文字学園女子大学 井上知香
十文字学園女子大学 横井紘子

22007 保育者志望学生の幼児理解における複眼的思考の涵養（1） 芦屋学園短期大学 ○ 大江まゆ子
芦屋学園短期大学 大谷彰子
芦屋学園短期大学 木下隆志

22008 保育者志望学生の幼児理解における複眼的思考の涵養（2） 芦屋学園短期大学 ○ 大谷彰子
芦屋学園短期大学 木下隆志
芦屋学園短期大学 大江まゆ子

22009 保育実習事後指導に関する一考察－保育実習Ⅰ終了後の自己評価－ 東京福祉大学短期大学部こども学科 ○ 斉藤雅記
東京福祉大学短期大学部こども学科 富永弥生
東京福祉大学短期大学部こども学科 駒井美智子

22010 保育実習事後指導に関する一考察－保育実習Ⅱ終了後の自己評価－ 東京福祉大学短期大学部こども学科 ○ 富永弥生
東京福祉大学短期大学部こども学科 斉藤雅記
東京福祉大学短期大学部こども学科 駒井美智子

保育専門職の養成など２ 5月9日(土) 13:10～15:10
座長：谷田貝公昭・松田純子 会場 ポスター2

22011 保育者養成校と子育て支援施設との連携に関する研究（１） 田園調布学園大学 ○ 矢萩恭子
お茶の水女子大学いずみナーサリー 菊地知子
日本福祉大学 塩崎美穂
実践女子大学 松田純子

22012 保育者養成校と子育て支援施設との連携に関する研究（２） 実践女子大学 ○ 松田純子
田園調布学園大学 矢萩恭子

22013 保育者の望む自然リカレント講座１ 十文字学園女子大学 ○ 二宮穣
東洋英和女学院大学 山下久美
こどもの園　プラムハウス 田中芙美子
聖徳大学短期大学部 落合進

22014 保育者の望む自然リカレント講座２ こどもの園　プラムハウス ○ 田中芙美子
聖徳大学短期大学部 落合進
十文字学園女子大学 二宮穣

22015 保育実習中における保育者の指導等に関する学生の認識調査③ 函館短期大学 ○ 新沼英明
函館短期大学 原子はるみ

22016 保育実習中における保育者の指導等に関する学生の認識調査④ 函館短期大学 ○ 原子はるみ
函館短期大学 新沼英明

22017 保育における観察力（２） 椙山女学園大学 ○ 塚本恵信
中部学院大学 橋村晴美

22018 保育者養成校における音楽実技指導内容の新たな試み 茨城女子短期大学保育科 ○ 廣部朋美
茨城女子短期大学保育科 馬立明美
茨城女子短期大学保育科 神永直美

22019 保育者を目指す学生の進路選択に関する検討 四天王寺大学 ○ 小川圭子
神戸松陰女子大学 倉真智子

22020 幼児教育学科学生への食物アレルギー教育と教育的効果の検討 愛知文教女子短期大学 ○ 小野内初美
愛知文教女子短期大学 安藤京子

保育専門職の養成など３ 5月9日(土) 13:10～15:10
座長：岩倉政城・永倉みゆき 会場 ポスター2

22021 身体に疾病を抱える学生の実習に対する向き合いについて 川村学園女子大学 近藤千草
22022 保育者志望学生が描く保育者像 神戸松蔭女子学院大学 ○ 倉真智子

四天王寺大学 小川圭子
22023 人間の一生と見る「社会福祉」―保育士養成校での教授法の試み― 相愛大学 ○ 直島正樹

園田学園女子大学 原田旬哉
湊川短期大学 杉山宗尚
大阪大谷大学 河野清志
神戸常盤大学 橋本好市
善照学園 明柴聰史

22024 保育士養成新カリ「保育実習指導と保育実習」評価方法の構築３ 静岡県立大学短期大学部 ○ 漁田俊子
静岡県立大学短期大学部 永倉みゆき
静岡県立大学短期大学部 山本学
静岡県立大学短期大学部 庭野晃子
川口短期大学 宮脇長谷子
静岡県立大学短期大学部 川島貴美江

22025 施設実習における現場指導者の意識と今後の課題 中九州短期大学 ○ 竹下徹
中九州短期大学 牛島豊広



日本女子体育大学 森田陽子
22026 保育所保育士の感じる保育相談支援の困難性に関する研究 松山東雲短期大学 ○ 亀﨑　美沙子

高松短期大学 山本幾代
22027 新任保育者の早期離職に関する実態調査Ⅱ 静岡県立大学短期大学部 庭野晃子
22028 児童養護施設保育士の専門性にかかわる一考察 関西学院大学教育学部 ○ 髙井由起子

聖和短期大学 森知子
22029 保育専攻生の自己省察からみた実習指導のあり方についての考察 尚絅学院大学 前田有秀
22030 保育学生が抱く幼稚園教諭と保育士の違いー保育者論の授業からー 元白鳳女子短期大学 園田雪恵

保育専門職の養成など４ 5月9日(土) 13:10～15:10
座長：西川正晃・三宅茂夫 会場 ポスター2

22031 保育者の保育不安と保育者支援３ 医療福祉センターきずな ○ 永井マリア
神戸松蔭女子学院大学 寺見陽子
神戸松蔭女子学院大学 山口照代
神戸松蔭女子学院大学 春豊子
武庫川女子大学 鶴宏史

22032 学内子育て支援活動における学生の学び 同朋大学 木本有香
22033 保育実践演習における出前保育の試み 植草学園大学 栗原ひとみ
22034 栽培活動による保育者養成校の学生の学びについて 東北生活文化大学短期大学部 山﨑敦子
22035 教職・保育実践演習の授業構築　（２） 東京教育専門学校 鴫原晶子
22036 保育者養成校におけるピアノ指導研究ーイメージ奏の取り組み②ー 和光大学 後藤紀子
22037 保育の専門性を活かした社会人基礎力育成の取り組み 大垣女子短期大学 西川正晃
22038 実習支援プログラムの取組－自主性を高める実習交流会の工夫－ 愛知文教女子短期大学 ○ 村上浩美

愛知文教女子短期大学 赤塚徳子
愛知文教女子短期大学 真下あさみ
愛知文教女子短期大学 朴賢晶
愛知文教女子短期大学 太田由美子
愛知文教女子短期大学 国藤真理子
愛知文教女子短期大学 玉田裕人

22039 保育者養成校卒業生の卒後の動向調査その２ 名古屋短期大学 ○ 原田明美
名古屋短期大学 吉見昌弘
藤田保健衛生大学 鏡裕行

22040 学生の実習に対する意識と成果について 東京成徳短期大学 ○ 福山多江子
東京成徳短期大学 永井優美

幼保一体化・幼保小連携など１ 5月9日(土) 13:10～15:10
座長：星野英五・想厨子伸子 会場 ポスター2

24001 幼保一体化の取り組みとその様相～ヒアリング調査による質的検討 東京学芸大学幼保連携プロジェクト ○ 叶内茜
東京学芸大学幼保連携プロジェクト 木暮ゆり
駒沢女子短期大学保育科 古屋真
白梅学園大学子ども学部 内藤千尋
東京学芸大学教育学部 倉持清美
東京学芸大学教育学部 吉田伊津美

24002 幼小大連携の動くおもちゃメソッドを用いた小1プロブレム解消② 滋賀県立瀬田工業高等学校 ○ 山田哲也
名古屋女子大学　短期大学部 大島光代
静岡大学　教育学部 松永泰弘

24003 幼保一体化施設での子どもの自立に向けた保育内容に関する一考察 梅花女子大学 ○ 赤木公子
吹田市立山田第三幼稚園 林理恵
宝塚市立西山幼稚園 上木美佳
宝塚市立わかくさ保育所 滝信吾
宝塚市立長尾南幼稚園 久保田智裕

24004 栽培活動の実践から教師の専門性を生かした幼児の学びの支援 秋田大学教育文化学部 瀬尾知子
24005 保護者の願いに沿った幼小連携３不登校であった一年生の事例より 名古屋学芸大学 ○ 想厨子伸子

至学館大学附属幼稚園 加藤道子
24006 子どもの情報機器の取り組み方の変化Ⅴ 名古屋芸術大学 星野英五
24007 保育者と小学校教員の「気になる子」の認識の相違に関する研究 兵庫教育大学大学院 明石英子
24008 昭和30年代における幼小連携に関する研究の動向 実践女子大学 井口眞美

保育環境・保育教材など１ 5月9日(土) 13:10～15:10
座長：塩川寿平・春日晃章 会場 ポスター3

17001 幼稚園における運動あそびの現状と課題　１ 鶴川女子短期大学 ○ 仁藤喜久子
鶴川女子短期大学 岩治まとか

17002 幼稚園における運動あそびの現状と課題　２ 鶴川女子短期大学 ○ 岩治まとか
鶴川女子短期大学 仁藤喜久子

17003 放射線下における幼稚園の戸外活動再開後の課題（３） 岩手県立大学 ○ 井上孝之
岩手県立大学 三浦主博

17004 園庭のない保育所という環境が保育や子どもに及ぼす影響，第2報 東京福祉大学 ○ 細川かおり
東京福祉大学 幸喜健
東京福祉大学 岡野雅子

17005 幼児の生活空間創出のためのアクションリサーチ 常葉大学 村上誠
17006 子どもが見出す・つくり出す保育環境―「想定外」の使い方(3) 京都文教大学 松井愛奈
17007 保育環境論(43)ーＯ園の食育と老朽厨房改築に関する考察ー 大地教育研究所 塩川寿平
17008 飼育活動が幼児に与える学びについて(2) 第二あさひ幼稚園 竹内智恵子
17009 遊びの創造，挑戦および安全を融合させた園庭の開発とその効果 岐阜大学 春日晃章
17010 幼児期運動指針中の「用具の操作」には可動遊具遊びが適合する 臨床育児・保育研究会 東間掬子



乳児保育（0，1，2歳児の保育）など 5月9日(土) 13:10～15:10
座長：丁子かおる・前田キミヨ 会場 ポスター3

18001 手作りおもちゃから伝わるもの　－２歳児とのかかわりの中でー 学校法人同朋大学社会福祉学科子ども学専攻 冨山幹子
18002 乳児保育担当者の保育者間の連携に関する研究（２） 保育内容研究会 ○ 天野和子

豊橋創造大学 前田キミヨ
愛知学泉短期大学 早川幸子
保育内容研究会 深谷久子
保育内容研究会 高木味法子

18003 自我に向き合った保育を考えるー2歳児の保育実践を通してー 豊川市立小坂井中保育園 平野陽子
18004 乳児保育における人との関係性‐観察記録からみた乳児の泣くより 大阪総合保育大学　大学院 佐々本清恵
18005 1,2歳児の育ち合いーぶつかり合いの場面に注目してー 帝京大学教育学部 芦澤清音
18006 乳児保育室の環境構成から保育を考える(2) きりん保育園 大内田真理
18007 ３歳未満児の室内環境 -子どもの遊びと保育者の意識- 津田このみ保育園 ○ 井上裕子

兵庫県立大学 中重直俊
18008 保育園における「かみつき」の深刻さの変遷と保育条件 京都華頂大学 西川由紀子
18009 保育者の個性と感性をつなぐチームによる乳幼児の造形保育 和歌山大学 ○ 丁子かおる

あかさかルンビニー園 王寺直子
18010 乳児保育における保育者の応答的なかかわり 和洋女子大学 伊瀬玲奈

障害児保育・障害のある子どもを含む保育１ 5月9日(土) 13:10～15:10
座長：平林あゆ子・秦野悦子 会場 ポスター3

19001 インクルーシブ保育における活動参加への支援（１） 白百合女子大学 ○ 秦野悦子
帝京平成大学 瀬戸淳子

19002 インクルーシブ保育における活動参加への支援（２） 帝京平成大学 ○ 瀬戸淳子
白百合女子大学 秦野悦子

19003 発達の気になる幼児の行動特性(1)－乳幼児の発達の視点からー 白梅学園大学・同短期大学 小笠原明子
19004 障害児保育における子ども同士の育ち合いⅠ 浜松学院大学 ○ 荒井庸子

浜松学院大学 名倉一美
ながかみ保育園 野村弘子

19005 障害児保育における子ども同士の育ち合いⅡ 浜松学院大学 ○ 名倉一美
浜松学院大学 荒井庸子
ながかみ保育園 野村弘子

19006 個別ケアを要する子どもにおける保育の研究① 昭和女子大学 ○ 南野奈津子
福島学院大学 横畑泰希

19007 保護者支援を考える～障害受容と支援～（１） 城西国際大学 高橋淳子
19008 自閉症児と5歳児の通じ合いについて-間主観的関係に着目して- 兵庫教育大学 平野敬子
19009 人間関係に困難を抱える子どもの異年齢保育における支援(2) 愛知県立大学 ○ 山本理絵

名古屋短期大学・非 松川礼子
19010 自閉症児への支援 横浜市 古橋真紀子

ポスター発表Ⅱ

発達論・心身の発達など２ 5月9日(土) 15:40～17:40
座長：芦田宏・髙玉和子 会場 ポスター1

12009 園での仲間遊びにみる他者理解に関わるやりとりについての検討５ 千葉大学教育学部 岩田美保
12010 ３歳児のユーモア行動の表出～２歳児からの縦断研究による発達～ 東京学芸大学大学院 ○ 栗林万葉

東京学芸大学 岩立京子
12011 離乳食開始前後に何があるのか：運動・行動発達連関の分析 武庫川女子大学 ○ 萱村俊哉

萱村朋子
12012 幼少時からの部活動や習い事の積み重ねの経験の影響について 人間総合科学大学 小田良枝
12013 足指の巧緻性に関する調査研究　Ⅲ 貞静学園短期大学 ○ 齋藤惠子

目白大学大学院 谷田貝公昭
子どもの生活科学研究会 村越晃
目白大学 高橋弥生
駒沢女子短期大学 高玉和子
赤坂ＨＩＭカウンセリングセンター研究所 早瀬百合子
横浜市立相武台小学校 野川智子
逗子市立沼間中学校 野口智津子
海老名市立有馬小学校 室矢真弓
横須賀市立公郷小学校 藤野淳子
聖心女子専門学校 谷田貝円
川口市立芝西小学校 田中広美
聖心女子専門学校 和田美香
三郷市立もみじ保育園 窪江怜美
宮前幼稚園 高橋貢
みゆき保育園 田辺博之

12014 幼児の生活習慣に関する調査研究 駒沢女子短期大学 ○ 髙玉和子
目白大学大学院 谷田貝公昭
子どもの生活科学研究会 村越晃
目白大学 高橋弥生
赤坂HIMカウンセリングセンター研究所 早瀬百合子
相武山小学校 野川智子
逗子市立沼間中学校 野口智津子
海老名市立有馬小学校 室矢真弓



貞静学園短期大学 齋藤恵子
横須賀市立公郷小学校 藤野淳子
聖心女子専門学校 谷田貝円
川口市立芝西小学校 田中広美
聖心女子専門学校 和田美香
三郷市立もみじ保育園 窪江怜美
宮前幼稚園 高橋貢
みゆき保育園 田辺博之

12015 子どもの将来の夢（2）：昭和初期の保育資料から 大阪成蹊短期大学幼児教育学科 藤崎亜由子
12016 コトバの形成・崩壊過程（２）サイバー語と生活語 常民保育研究所 濱﨑幸夫

保育内容1（保育内容総論・遊び）２ 5月9日(土) 15:40～17:40
座長：古橋紗人子・松本博雄 会場 ポスター1

14010 「遊びの質の高まり」を支えるアセスメントモデルの検討 香川大学 ○ 松本博雄
香川大学 松井剛太
香川大学 片岡元子
香川大学教育学部附属幼稚園 西宇宏美
香川大学教育学部附属幼稚園 谷口美奈

14011 発達に応じた総合的運動遊び（鬼遊び）の取組みに 関する研究 埼玉学園大学人間学部子ども発達学科 ○ 堀田正央
相愛大学人間発達学部子ども発達学科 石沢順子
千葉大学教育学部 松嵜洋子
白梅学園大学子ども学部子ども学科 無藤隆

14012 保育所における身体活動を伴う遊びの実態調査～S市事例をもとに 東京家政大学 ○ 池森隆虎
東京家政大学 守巧
東京家政大学 細井香

14013 子どものあそびの力は豊かな保育の環境から 練馬区立石神井町さくら保育園 浅村都子
14014 幼稚園年少児の遊びへの参入行動~場面の特性による違いを中心に 東京福祉大学大学院 ○ 坂本真理子

東京福祉大学 関口はつ江
14015 五歳児の友達関係を読み取る視点 ～認め合う姿に着目して～ 常滑市立鬼崎南保育園 ○ 岸田和也

東海学園大学 藤塚岳子
14016 スウェーデンの保育における季節的・伝統的行事 湊川短期大学 吉次豊見
14017 保育現場における食育実践の現状と課題 山梨学院短期大学 ○ 中込まゆみ

山梨学院短期大学 真宮美奈子
山梨学院短期大学 赤井住郎

保育内容2（健康・人間関係・環境・言葉・表現）４ 5月9日(土) 15:40～17:40
座長：福崎淳子・岸川良子 会場 ポスター1

15030 音楽表現に関する保育の自己評価について（２） 徳島文理大学短期大学部 ○ 児嶋輝美
徳島文理大学 古本奈奈代
松山東雲短期大学 山本奈穂

15031 乳児との歌による聴く力の育ち－その後の発展－ 社会福祉法人　豊野保育園 原田香世
15032 保育者養成におけるコミュニケーション能力を高める造形教材研究 京都女子大学 矢野真
15033 生き物と共に育つ保育のあり方ー幼児の「気づき」に着目してー 京都教育大学附属幼稚園 ○ 布川萌子

京都教育大学附属幼稚園 斎藤真由美
京都教育大学附属幼稚園 村田眞里子
京都教育大学附属幼稚園 櫨山ゆかり
京都教育大学附属幼稚園 北山千嘉子
京都教育大学附属幼稚園 光村智香子
京都教育大学附属幼稚園 高野史朗
京都教育大学附属幼稚園 田中里志

15034 小動物のお泊り活動を通した体験の繋がり 沖縄キリスト教短期大学 ○ 照屋建太
輝宝保育園 天願順優

15035 0歳児からのリズムあそび②　１歳児のカリキュラムと実践より 坂本千鶴子
15036 保育園における音楽表現の一考察 丸山いづみ
15037 台湾の保育者養成カリキュラムにおける演劇的授業の調査 有明教育芸術短期大学 山本直樹
15038 枝を持って遊ぶ幼児に関する一考察 岐阜女子大学 梶浦恭子
15039 幼児期における対話を介した 鑑賞活動の試み(3) 聖セシリア女子短期大学 佐藤晶子

保育内容2（健康・人間関係・環境・言葉・表現）５ 5月9日(土) 15:40～17:40
座長：大桃伸一・本山益子 会場 ポスター1

15040 オーストラリアにおける森の幼稚園活動 大阪大谷大学 井上美智子
15041 親子講座における小麦粉粘土の実践―異年齢を対象として― 岡崎女子短期大学 横田典子
15042 放射能汚染地区の保育活動は復興しているか～現地追跡調査から 尚絅学院大学附属幼稚園 ○ 岩倉政城

尚絅学院大学 小松秀茂
15043 里山の活動を通した幼稚園の取り組み4～それぞれの秘密基地～ 平安女学院大学附属幼稚園 ○ 磯野眞紀子

平安女学院大学 岩渕善美
平安女学院大学附属幼稚園 井上容子

15044 保育者養成における実習での「音楽」の学びについて 岡崎女子短期大学 ○ 平尾憲嗣
岡崎女子短期大学 滝沢ほだか
岡崎女子短期大学 妹尾美智子

15045 身体表現の園内研修を通して～保育者の学びと育ち～ 綾東幼児園 ○ 渡邊友子
綾東幼児園 上田洋美
綾東幼児園 塩尻麻子
京都文教短期大学 本山益子

15046 子どもの自己表現を育むー実践者と保育者が協同する音楽活動ー 龍谷大学短期大学部　大阪府立大学 田中知子



15047 こども園及び幼稚園における与薬の実態と今後の課題 名古屋学芸大学大学院 ○ 鈴木将也
名古屋学芸大学 村岡眞澄

15048 ０歳から就学前の子どもの発達に則した保育内容体系化の試み 東洋大学 高山静子
15049 表現を豊かにする音楽研究―身体での感情表現に着目して― 豊橋創造大学短期大学部 ○ 井中あけみ

東京都市大学 高橋うらら

保育内容2（健康・人間関係・環境・言葉・表現）６ 5月9日(土) 15:40～17:40
座長：谷川賀苗・稲垣水かげ 会場 ポスター1

15050 身体表現活動の総合的理解を目指した保育者養成校での取り組み 山村学園短期大学 鴨志田加奈
15051 保育者養成校における美術教育のこれからⅢ 目白大学 おかもとみわこ
15052 ０～２歳のリトミック活動が及ぼす子どもの音楽的表現力への影響 花園大学 中根佳江
15053 幼児期の音楽環境と現在－保育士・母親・学生へのアンケート－ 東京福祉大学　大学院 ○ 山口恵美子

東京福祉大学 岡村弘
15054 オペレッタ授業の脚本に関する自己評価チェックシートの検討 川崎医療短期大学医療保育科 ○ 伊藤智里

川崎医療短期大学医療保育科 秋政邦江
川崎医療短期大学医療保育科 尾﨑公彦
川崎医療短期大学医療保育科 青井則子
川崎医療短期大学医療保育科 入江慶太

15055 心とからだを育む共有体験型食育プログラム開発と絵本の連携実践 帝塚山学院大学 ○ 谷川賀苗
帝塚山学院大学 吉本優子
四天王寺大学短期大学部 松山由美子

15056 子どもの視点からの幼小接続期音楽教育の考察 神戸大学大学院 ○ 藤掛絢子
神戸大学大学院 北野幸子

15058 「幼児の絵画表現を引き出すための一考察」ー異年齢保育を通して 東大阪大学短期大学部 ○ 松村和代
柏原市立堅上幼稚園 枡岡久仁
常磐会学園大学 中尾美千子

保育方法（保育方法論・保育形態・幼児理解）２ 5月9日(土) 15:40～17:40
座長：田中まさ子・西垣吉之 会場 ポスター1

16009 指導が難しい子どもたちを巻き込むプロジェクト活動の展開過程 京都府立大学 服部敬子
16010 実習前後による「幼児理解」の視点の変化について こども教育宝仙大学 佐藤有香
16011 遊びにおける学びを支える保育者の指導・援助の質に関する研究 中部学院大学 ○ 西垣吉之

社会福祉法人教泉会　黒野保育園 西垣直子
16012 幼稚園における行事のあり方についての検討 玉川大学教育学部 ○ 田澤里喜

府中白糸台幼稚園 平田嘉史
16013 異年齢の遊びの中で　ー年中児と１歳児のかかわりー 岡崎女子大学 ○ 鈴木方子

柏井保育園 村田暢子
16014 幼児の運動アチーブメントテストを通しての実践研究（３） 豊川市立下長山保育園 ○ 恩田学

豊川市保育協会麻生田保育園 中村健一
豊川市立大和保育園 高塚宏庸
豊川市立八南保育園 八木丈太郎
豊川市立小坂井東保育園 山崎陽章
豊川市立一宮保育園 山内尚郁

16015 日常保育においてSSTの技法を用いた人間関係を育む事例の検討 四日市市立大矢知幼稚園 田中裕子
16016 降園活動における着座と人間関係の発達　- ３歳児１学期 - 東京家政大学 ○ 山田恵美

千葉大学教育学部附属幼稚園 小林直実

児童文化・児童文化財など２ 5月9日(土) 15:40～17:40
座長：佐藤康富・棚橋美代子 会場 ポスター1

20008 保育における遊び文化構築の方略に関する研究　その３ 白鴎大学　教育学部 土橋久美子
20009 昔話を保育の現場へ―「伝承の場」としての可能性を考える 千葉明徳短期大学 髙森智子
20010 絵本の読み聞かせにおける挿入質問のあり方に関する研究 富山大学 ○ 水内豊和

じんぼ保育園 澤田美佳
20011 思い出の絵本と絵本選びの視点とのつながりー大学生と絵本Ⅱ－ 愛知淑徳大学 青木文美
20012 チェコ児童文化の固有性と汎用性 石川県立大学 ○ 石倉瑞恵

名古屋柳城短期大学 野田さとみ
20013 伝承遊びについての一考察（７）－凧－ 尚絅学院大学 安藤正樹
20014 ニュージーランドにおける保育の三位一体 鎌倉女子大学短期大学部 ○ 佐藤康富

鎌倉女子大学 小泉裕子
鎌倉女子大学 大野和男
鎌倉女子大学短期大学部 原孝成
鎌倉女子大学短期大学部 札本晃子
福島めばえ幼稚園 関章信

保育者の資質能力・保育者の専門職性など４ 5月9日(土) 15:40～17:40
座長：和田典子・三宅茂夫 会場 ポスター1

21028 自由遊びにおける保育者の去りと子どもの行動 千葉大学大学院教育学研究科 ○ 北田沙也加
千葉大学大学院教育学研究科 岡田あずさ
千葉大学大学院教育学研究科 倉持早希子
千葉大学大学院教育学研究科 睦蓮淑
千葉大学大学院教育学研究科 山田千愛
千葉大学教育学部 中澤潤



千葉大学教育学部 冨田久枝
21029 保育所実習に関する考察Ⅱ　―保者支援・地域支援の学びについて 滋賀短期大学 ○ 前川頼子

滋賀短期大学 安井恵子
滋賀短期大学 古橋紗人子

21030 実習教育に世代間交流の視点を導入した試み 熊本学園大学 ○ 吉津晶子
兵庫教育大学大学院 溝邊和成
京都教育大学 田爪宏二

21031 子どもの主体的活動としての遊びを支える保育者のかかわり 大阪青山大学 ○ 小林みどり
神戸女子大学 三宅茂夫
近大姫路大学 田中亨胤

21032 登園における保育者の意識調査 おともだち保育園 ○ 山崎摂史
八潮市立中央保育所 水野政夫
荒川区立日暮里幼稚園 中山晴美
日本こども福祉専門学校 金子亜美

21033 幼稚園・保育所現場から聞く実習指導のあり方について 新潟こども医療専門学校 戸川俊
21034 記録から読み取る気づきと学び　子どもの発達を見通した保育実践 岡崎女子短期大学付属第二早蕨幼稚園 ○ 浅井由美

岡崎女子短期大学付属嫩幼稚園 小原幹代
21035 職務内容全般に関する項目別自己評価～初任保育者を中心として～ 甲南女子大学 上田淑子
21036 家庭との連携と保育者の専門性：ドキュメンテーションの工夫 神戸大学大学院 ○ 北野幸子

舞鶴市 飯田美和

保育者の資質能力・保育者の専門職性など５ 5月9日(土) 15:40～17:40
座長：多保田治江・後藤晶子 会場 ポスター1

21037 児童養護施設の施設保育士に求められる専門性に関する一検討 四天王寺大学 吉田祐一郎
21038 2年目幼稚園教諭の教師力の成長－反省記録を基に－ 神戸常盤大学 ○ 多田琴子

神戸常盤大学 後藤晶子
神戸常盤大学 上月素子
神戸常盤大学 光成研一郎

21039 保育学生の障害理解に関する考察　　―接触体験・擬似体験から― 淑徳大学　短期大学部　こども学科 打浪文子
21040 子どもの未来を支える保育　～育て直しに取り組んで～ 豊川市保育協会　麻生田保育園 中村健一
21041 保育者の職場外研修に関する一考察－ワークショップに着目して－ 高岡市保育園 ○ 長谷川直紀

板橋区保育園 菊地奈津美
21042 保護者－保育者間のコミュニケーションにおける誤解事例の収集 京都文教短期大学 ○ 張貞京

京都文教短期大学 真下知子

21044 ｢子どもたちの今、ここの姿をとらえ明日の保育実践にいかすⅡ」 名古屋市鳥羽見保育園 ○ 安藤香
名古屋市森田保育園 伊藤祐子
名古屋市一本松保育園 大宮摂子
名古屋市当知保育園 佐藤朋絵
名古屋市中保育園 那須とよみ
名古屋短期大学 島田郁世
愛知淑徳大学 羽根由美子

21045 保育者の成長契機の研究 和泉短期大学 相馬靖明

保育者の資質能力・保育者の専門職性など６ 5月9日(土) 15:40～17:40
座長：田代和美・入江礼子 会場 ポスター1

21046 保育者のこころに注目した1年間の振り返り面接 大阪大学大学院人間科学研究科 原口喜充
21047 保育者の専門性についての調査～松戸市を中心として～ 聖徳大学短期大学部 ○ 櫻木真智子

聖徳大学大学院教職研究科 藪中征代
聖徳大学短期大学部 塚本美知子
聖徳大学短期大学部 中野真紀子

21048 医療保育関連職種の役割－医療保育専門士とCLS、HPS 藤女子大学 ○ 吾田富士子
聖徳大学短期大学部 鹿島房子

21049 幼稚園教諭の保育観「発達の諸側面」における内容の検討 帝京大学 ○ 松本佳代子
共立女子大学 入江礼子

21050 保育士の蓄積的疲労　7 比治山大学短期大学部 ○ 鈴木隆男
常葉学園短期大学 鈴木雅裕
NPO法人おひさまクラブ 水田和江
西南女学院大学 上村眞生

21051 保育者としての力量形成の過程－幼稚園教諭への面接調査から－ 共立女子大学 ○ 西坂小百合
文京学院大学 森下葉子
國學院大學 神長美津子
武蔵野短期大学 酒井幸子
東京学芸大学附属幼稚園 田代幸代

21052 幼稚園・保育所における表現領域の活動と保育者の専門性 京都光華女子大学短期大学部 ○ 智原江美
京都光華女子大学短期大学部 鍋島恵美
京都光華女子大学短期大学部 和田幸子
京都光華女子大学短期大学部 下口美帆
京都光華女子大学短期大学部 田中慈子

21053 保育現場のエピソードから専門職としての倫理を考える 千葉経済大学短期大学部 ○ 千葉弘明
清和大学短期大学部 上村麻郁
淑徳大学 仲本美央
淑徳大学 徳永聖子

21054 保育表現技術としての子どもを見る目～インタビュー調査より～ 豊橋創造大学短期大学部 ○ 岡本雅子
京都文教短期大学 本山益子
東洋英和女学院大学 西洋子



多文化教育・異文化理解・ジェンダーなど 5月9日(土) 15:40～17:40
座長：水野恵子・内田千春 会場 ポスター1

25001 群馬県大泉町における多文化保育の課題と展望（３） 大泉保育福祉専門学校 ○ 林恵
足利短期大学 佐々木由美子

25002 群馬県大泉町における多文化保育の課題と展望（４） 足利短期大学 ○ 佐々木由美子
大泉保育福祉専門学校 林恵

25003 幼稚園･保育所における英語活動の実践（１） 東海学園大学 ○ 烏田直哉
秋草学園短期大学 志濃原亜美
名古屋文化学園保育専門学校 小野克志
同朋大学 木本有香
共栄大学 田中卓也
名古屋短期大学 中島眞吾
吉備国際大学 秀真一郎
東海学園大学 横井一之

25004 幼稚園・保育所における英語活動の実践（２） 吉備国際大学 ○ 秀真一郎
秋草学園短期大学 志濃原亜美
東海学園大学 烏田直哉
名古屋文化学園保育専門学校 小野克志
同朋大学 木本有香
共栄大学 田中卓也
名古屋短期大学 中島眞吾
東海学園大学 横井一之

25005 スリ・ランカの保育に関する一調査4 岡本弘子
25006 大垣市プレスクール事業を通して見る多文化保育と小学校への接続 共栄大学 内田千春
25007 外国にルーツをもつ幼児の日本語獲得における現状と課題 愛知教育大学大学院生 平茜
25008 ピストイアの協働保育(4) ー食事場面での協働ー 十文字学園女子大学 ○ 向井美穂

名古屋芸術大学 星三和子
十文字学園女子大学 上垣内伸子

25009 共生から協働へ－多文化コミュニティにおける遊び広場の試み 高崎健康福祉大学 ○ 岡本拡子
大泉保育福祉専門学校 林恵
大泉保育福祉専門学校 塩澤恵美

教育計画・保育計画・指導計画・評価など１ 5月9日(土) 15:40～17:40
座長：前原寛・樟本千里 会場 ポスター2

13001 ｴﾏｰｼﾞｪﾝﾄｶﾘｷｭﾗﾑの探究(1)－指導案と日課の関係 鹿児島国際大学 ○ 前原寛
大妻女子大学 阿部和子
安良保育園 井上裕美子
安良保育園 内村真奈美
文政保育園 宇佐美純代
文政保育園 藤本祐子
文政第二保育園 松島広美
太陽保育園 北村裕子
太陽保育園 白石江身子

13002 ｴﾏｰｼﾞｪﾝﾄｶﾘｷｭﾗﾑの探究（2）指導案と日課の関係の検証 文政保育園 ○ 宇佐美純代
鹿児島国際大学 前原寛
大妻女子大学 阿部和子
安良保育園 井上裕美子
安良保育園 内村真奈美
文政保育園 藤本祐子
文政保育園 松島広美
太陽保育園 北村裕子
太陽保育園 白石江身子

13003 保育記録からみる子どもの学びや発達の評価指標 岡山県立大学 ○ 樟本千里
共立女子大学 西坂小百合

13004 ラーニング・ストーリーを用いた保育観察記録の効果 淑徳大学短期大学部 佐藤純子
13005 部分実習指導に対する実習生の意識変化－縦断的調査を通して－ 松山東雲女子大学 ○ 小池美知子

松山東雲女子大学 香川実恵子
13006 オーストラリアのナショナル統一カリキュラムに関する研究 名古屋短期大学 榊原菜々枝
13007 韓国における就学前教育ー「ヌリ課程」の実施とかかわってー 四天王寺大学 長谷範子
13008 言語表現活動における保育学生の学び　－手作り紙芝居を通してー 江戸川大学総合福祉専門学校 相樂真樹子
13009 運動会の練習過程における時間的構造 北海道大学大学院教育学院 ○ 及川智博

北海道大学大学院教育学研究院附属子ども発達臨床研究センター 川田学
13010 保育所の豪雨対策～最近の浸水被害事例から学ぶ～ 徳島大学環境防災研究センター ○ 中野晋

徳島大学環境防災研究センター 鳥庭康代
13011 5歳児に語彙力をつける指導方法の一案：字なし絵本を教材として 駒沢女子短期大学 金澤延美

保育環境・保育教材など２ 5月9日(土) 15:40～17:40
座長：由田新・大橋喜美子 会場 ポスター2

17011 幼保連携型こども園新設における低年齢児保育空間の検討 岐阜工業高等専門学校 藤田大輔
17012 探究する心を育むⅢ～道具との関わりを手がかりにして～ お茶の水女子大学附属幼稚園 ○ 灰谷知子

お茶の水女子大学附属幼稚園 伊集院理子
お茶の水女子大学附属幼稚園 石川綾子
お茶の水女子大学附属幼稚園 上坂元絵里
お茶の水女子大学附属幼稚園 佐藤寛子
お茶の水女子大学附属幼稚園 杉浦真紀子
お茶の水女子大学附属幼稚園 髙橋陽子



お茶の水女子大学附属幼稚園 渡辺満美
17013 子どもの表現を育む視覚的教材の有効性 筑紫女学園大学短期大学部 吉川暢子
17014 実習生からみた保育環境のとらえ方に関する研究 聖和短期大学 ○ 森知子

京都文教短期大学 張貞京
神戸女子大学 大橋喜美子
神戸常盤大学 松尾寛子
浜松学院大学 荒井庸子
京都造形芸術大学 平野知見

17015 手作りおもちゃを用いた遊びの研究ー牛乳パックで作ったバイクー 日本女子体育大学 ○ 桐川敦子
日本女子体育大学附属保育室 太田よし美
聖徳大学短期大学部 櫻木真智子

17016 泥遊びから穴掘り遊びへの発展に関する研究【1】 板橋富士見幼稚園 ○ 酒井奈実
板橋富士見幼稚園 莅戸早紀
板橋富士見幼稚園 小池彩花
板橋富士見幼稚園 三吉友希
板橋富士見幼稚園 山崎莉奈

17017 幼稚園における今後の防災教育とその教材のあり方についての検討 関西外国語大学 森田健宏
17018 日韓豪の保育現場におけるE-Rラーニングの導入と今後の課題 西南学院大学 米谷光弘
17019 乳児の身体発達に伴う環境構成の変化 旭川大学短期大学部 ○ 増山由香里

まどか保育園 樋口正春
まどか保育園 宇野直樹

17020 表現を育む保育環境Ⅱ－園庭における試み－ 淑徳大学 ○ 槇英子
浦安市立美浜南幼稚園 當銀玲子

障害児保育・障害のある子どもを含む保育２ 5月9日(土) 15:40～17:40
座長：阿部敬信・角田春高 会場 ポスター2

19011 気になる幼児を対象とした早期幼児支援教室の実践 北海道教育大学教育学部 細谷一博
19012 「自閉症児」を保育する保育者への「育て直し」援助事例 あいち子どもケア研究会 角田春高
19013 保育現場における「気になる子」に関する研究の動向 大阪健康福祉短期大学 野村朋
19014 広汎性発達障がい児の遊びについて－母子支援の事例を通して－ 黒水るみこ
19015 自閉症児の内面理解を基に職員育成を図った統合保育の考察Ⅱ 名古屋市中保育園 ○ 那須とよみ

名古屋市立大学研究員 酒井教子
19016 加配保育者と障害児支援に関する情報を共有する際の課題 富山大学 ○ 西館有沙

目白大学 安心院朗子
東京未来大学 西村実穂

19017 自閉症のある中学生の自己感の様相－母親が語る幼児期－ 常磐会学園大学 山崎徳子
19018 幼稚園における気になる子の 実態に関する調査研究（２） 東京家政大学 ○ 守巧

武蔵野短期大学　 酒井幸子
白梅学園大学 小笠原明子

19019 「気になる」子どもへの支援と連携 愛知県新城市こども未来課 ○ 伊與田吏美
愛知県新城市こども未来課 川窪正典

19020 保育所における個別の指導計画による保育実践の効果　第２報 別府大学短期大学部 阿部敬信

障害児保育・障害のある子どもを含む保育３ 5月9日(土) 15:40～17:40
座長：尾崎康子・山田陽子 会場 ポスター2

19021 保育者を目指す学生の障害理解と障害のある幼児との接触経験 日本女子体育大学 雨宮由紀枝
19022 知的障害児の保護者との対話によるインクルーシブ教育の学び 椙山女学園大学教育学部 野崎健太郎
19023 感覚運動発達を促す支援におけるコミュニケーション分析の試み 相模女子大学 ○ TothGabor

相模女子大学 尾崎康子
19024 障害幼児の「学びの物語」を介した保育者、保護者の繋がり 札幌大谷大学短期大学部 ○ 吉川和幸

星の子幼稚園 上村毅
19025 統合保育における保育者の意識ー事例をとおしてー 西南女学院大学短期大学部 命婦恭子
19026 保育所における発達障害児への就学支援に関する一考察 九州大谷短期大学 上原真幸
19027 障害児保育の授業における絵本の有効活用について 十文字学園女子大学 山田陽子
19028 家族支援　その２ 元大崎広域ほなみ園 佐々木孝子
19029 インクルーシブな保育実践におけるICF-CYの活用⑤ 文京学院大学 ○ 茂井万里絵

國學院大學栃木短期大学 石川昌紀

障害児保育・障害のある子どもを含む保育４ 5月9日(土) 15:40～17:40
座長：齋藤善郎・角田雅昭 会場 ポスター2

19030 障害児保育におけるインフォーマルな場の可能性 茨城女子短期大学 角田雅昭
19031 「気になる子」のルーティン活動～保育者の理解と支援～ 聖徳大学幼児教育専門学校 緒方玲子
19032 聴覚障害児の運動遊びに関して保育者と保護者が抱える悩み 十文字学園女子大学 鈴木康弘
19033 保育者養成校における障害理解教育の現状と課題 兵庫大学短期大学部 杉田律子
19034 巡回相談に対する保育者の期待と効果の検討 株式会社日本保育総合研究所 ○ 古屋昌美

株式会社日本保育総合研究所 熊上藤子
19035 「巡回相談」における幼稚園教諭の課題 関西学院大学大学院 髙梨暁子
19036 成人障がい者との関わりを通した保育者スキルについての一考察 飯田女子短期大学 菱田博之
19037 「気になる子」を巡る保育士支援～あるあるワークの作成～ 九州産業大学大学院 髙原千代

家庭教育・家庭および地域との連携・子育て支援など１ 5月9日(土) 15:40～17:40
座長：浅野敬子・塩崎美穂 会場 ポスター3

23001 保育者をめざす学生たちの「子育て」意識に対する調査研究（1） 静岡英和学院大学 ○ 永田恵実子
静岡英和学院大学 服部桃



23002 保育者をめざす学生たちの「子育て」意識に対する調査研究(2) 静岡英和学院大学 ○ 服部桃
静岡英和学院大学 永田惠実子

23003 地域における子育て支援活動のあり方（１） 鹿児島女子短期大学 ○ 丸田愛子
鹿児島女子短期大学 中村礼香

23004 地域における子育て支援活動のあり方（２） 鹿児島女子短期大学 ○ 中村礼香
鹿児島女子短期大学 丸田愛子

23005 母親が直面する問題と支援の関係（１）～妊娠期を中心に～ 育英短期大学 ○ 小屋美香
育英短期大学 星野真由美

23006 母親が直面する問題と支援の関係（２）　～妊娠期を中心に～ 育英短期大学 ○ 星野真由美
育英短期大学 小屋美香

23007 中国における乳幼児を養育中の母親の育児意識とニーズについて 立命館大学 朱江敏
23008 未就園児の保護者の育児意識における園選び 八潮市中央保育所 ○ 水野政夫

おともだち保育園 山崎摂史
日本こども福祉専門学校 金子亜美
日本親子体操協会 大久保裕美

23009 親育ちに影響を与える要因の検討（1）親育ちの構成要因の検討 四国大学短期大学部 ○ 永井知子
四国大学　生活科学部 富田喜代子
椙山女学園大学　教育学部 朴信永
埼玉大学　教育学部 寺薗さおり
四国大学　生活科学部 加藤孝士

23010 親育ちに影響を与える要因の検討(2)ー属性に着目してー 四国大学　生活科学部 ○ 加藤孝士
四国大学　生活科学部 富田喜代子
椙山女学園大学　教育学部 朴信永
埼玉大学　教育学部 寺薗さおり
四国大学　短期大学部 永井知子

家庭教育・家庭および地域との連携・子育て支援など２ 5月9日(土) 15:40～17:40
座長：冨田久枝・西尾新 会場 ポスター3

23011 地域に開かれたプレイパーク活動の取り組み（その４） 相模原に冒険遊び場をつくる会 ○ 渡辺建
和泉短期大学 井狩芳子

23012 父親の育児に関する研究 名古屋こども専門学校 鈴木順子
23013 父親の育児に対する父母間の評価の齟齬を生じさせる要因 甲南女子大学 西尾新
23014 母親の自主運営型保育：プレイセンターの日本の保育における意義 千葉大学　　教育学部 冨田久枝
23015 病児・病後児保育にほける保育と看護 帝京平成大学 桜井ますみ
23016 認定こども園における子育て支援事業と保護者意識について(2) いぶき幼稚園 楠本洋子
23017 保育施設が果たすインフォーマルな子育て支援のあり方について 神戸常盤大学　教育学部 松尾寛子
23018 保育園における一時保育に関する一考察 キララさかいわ保育園 ○ 藤田智子

新潟県立大学人間生活学部 大桃伸一
23019 母親の「子どものわがまま観」としつけ方略 埼玉大学大学院教育学研究科修士課程 ○ 伊多波美奈

埼玉大学 首藤敏元
23020 出前保育の実践と保育者の実践力の検討 新潟中央短期大学 ○ 久保田真規子

佼成育子園 水野佳津子

家庭教育・家庭および地域との連携・子育て支援など３ 5月9日(土) 15:40～17:40
座長：名須川知子・徳田克己 会場 ポスター3

23021 現代の父親の子育て・親育ち－父親の語りから 近大姫路大学 ○ 松島京
園田学園女子大学 竹元惠子

23022 親子参加型イベント「みてふれてあそぼう」の実践から見えたもの 元幼稚園教諭 原加奈
23023 玩具製作会社に対する保護者のニーズ 筑波大学　医学医療系 ○ 徳田克己

筑波大学　医学医療系 水野智美
23024 いじめと思い込む保護者への対応－保育者の認識に着目して－ 目白大学 ○ 安心院朗子

東京未来大学 西村実穂
貞静学園短期大学 小野聡子
筑波大学 徳田克己

23025 大学の子育て支援に関する研究ーラーニング・ストーリーの試み ○ 名須川知子
兵庫教育大学 橋川喜美代
兵庫教育大学 高畑芳美
兵庫教育大学 礒野久美子

23026 日常的な遊び場面における祖父母－孫関係の検討（2報） 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部 ○ 西村美佳
名古屋学芸大学ヒューマンケア学部 藤井真樹
名古屋学芸大学ヒューマンケア学部 林麗子

平井タカネ
23027 乳幼児連れが感じる移動上のバリア１　ベビーカー使用者を中心に 群馬医療福祉大学 八幡眞由美
23028 現代の幼児の生活習慣を考える 文教大学 ○ 白石京子

聖学院大学 金谷京子
23029 保育の相談援助・支援の方法に関する研究Ⅱ 玉川大学大学院 須永真理
23030 家庭外で常勤として働く母親の育児と仕事の両立 貞静学園短期大学 ○ 小野聡子

富山大学 西館有沙
目白大学 安心院朗子

ポスター発表Ⅲ

保育思想・保育理論・保育史など２ 5月10日(日) 9:30～11:30
座長：福元真由美・久保田力 会場 ポスター1

11009 大正期における東京府女子師範学校附属小学校の取り組み 竹早教員保育士養成所 清水道代



11010 明治後期の足利幼稚園の保育日誌の分析 豊島区立南長崎幼稚園 ○ 高橋順子
大妻女子大学 柴崎正行

11011 戦後の保育における知育の探求－大阪学校数学研究会幼稚園班 東京学芸大学 福元真由美
11012 19世紀末米国の幼児教育における自然教育に関する一考察 弘前大学 武内裕明
11013 明治・大正期のキリスト教主義幼稚園における音楽活動 聖和短期大学 持田葉子
11014 明治期の「附設」される存在としての幼稚園の検討 広島大学 金子嘉秀
11015 明治期における幼児の身体検査に関する一考察　 神戸医療福祉大学 日坂歩都恵
11016 戦前の幼稚園における空間意識の検討―写真の分析を通して― 蒲田保育専門学校 ○ 濵田彩希

大妻女子大学大学院 福田篤子
浦和大学 金玟志
十文字学園女子大学 宮里暁美
大妻女子大学 柴崎正行

保育専門職の養成など５ 5月10日(日) 9:30～11:30
座長：鈴木隆・仲嶺まり子 会場 ポスター1

22041 イノベーター的思考で現場を変える 　新しい保育者研修を考える AMONG INDIVIDUALS 中西エリナ
22042 保育者養成校における学生の保育者観 岩崎学園　横浜保育福祉専門学校 瀬戸朝子
22043 幼稚園教育実習ー事前・事後指導の取り組みと課題②－ 帝京平成大学 古金悦子
22044 保育者、保護者と学生の保育所保育士像と女性像の対比 高崎健康福祉大学人間発達学部 ○ 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

22045 実習に対する保育専攻学生の意識について（２） 秋草学園短期大学 後田紀子
22046 保育者養成課程校学生における子育て支援の学び 桜花学園大学 田端智美
22047 実習における自己評価に関する取り組み 名古屋文化学園保育専門学校 松葉百香
22048 保育者養成課程の学生に対する障害者観の育成に関する試み 滋賀文教短期大学 ○ 八田清果

滋賀文教短期大学 大下二三子
滋賀文教短期大学 金森由華

22049 能動的学修態度養成に向けたグループディスカッションの試み 山田秀江
22050 保育実習（施設）が施設保育士希望度におよぼす影響Ⅱ 埼玉東萌短期大学 ○ 前嶋元

山梨県立大学 田中謙
埼玉東萌短期大学 池田幸代

22051 協同学習とICTを活用した「音楽表現」課題学習可視化の試み 別府大学短期大学部 ○ 仲嶺まり子
別府大学短期大学部 安部えつ子

保育専門職の養成など６ 5月10日(日) 9:30～11:30
座長：武藤久枝・木村鈴代 会場 ポスター1

22052 短大における保育者養成システムの新たな可能性～高度化への試み 千葉明徳短期大学 ○ 金瑛珠
千葉明徳短期大学 由田新
千葉明徳短期大学 片川智子

22053 保育系学科における学修支援について 國學院大學 石川清明
22054 実習生に対する保育者の期待と実像―幼稚園・保育所の比較― 東大阪大学 ○ 菊岡昭子

東大阪大学 谷口勝英
22055 現職保育者研修における心理劇の活用 東京家政学院大学 ○ 新開よしみ

東京家政学院大学 柳瀬洋美
全国心身障害児福祉財団中央愛児園 小泉かおる
高崎健康福祉大学 岡本拡子

22056 保育者の食育力の向上をめざした養成教育のあり方（１） 相愛大学人間発達学部子ども発達学科 進藤容子
22057 実習後の自己評価から見えてくる課題と実習指導 宮崎学園短期大学 大坪祥子
22058 保護者支援に関する質問紙調査項目の作成の試み 岡崎女子大学 ○ 岸本美紀

中部大学 武藤久枝
22059 保育学生の実習への意欲に関する一考察 鈴鹿短期大学 松本亜香里
22060 研究者体験が教員養成課程の学生の保育観に及ぼす効果Ⅱ 十文字学園女子大学 ○ 岡上直子

聖徳大学 宮本友弘
22061 養成校・施設の協働による社会的養護人財養成研究会の現状と課題 湊川短期大学 ○ 杉山宗尚

神戸常盤大学 橋本好市
園田学園女子大学 原田旬哉
相愛大学 直島正樹
大阪大谷大学 河野清志
社会福祉法人　善照学園 明柴聰史

22062 保育所実習の振り返りにおける学生の学びのとらえ方 洗足こども短期大学 ○ 曽野麻紀
洗足こども短期大学 並木真理子
洗足こども短期大学 桃枝智子
洗足こども短期大学 山本有紀

保育専門職の養成など７ 5月10日(日) 9:30～11:30
座長：杉本真理子・神蔵幸子 会場 ポスター1

22063 自らが「科学する心」を持つ保育者を養成する教育に関する研究Ⅵ 神戸常盤大学 ○ 大森雅人
相愛大学 中西利恵

22064 保育実習における効果的な学びー三者協働の具体的方法を探る 平安女学院大学短期大学部保育科 ○ 吉島紀江
平安女学院大学短期大学部保育科 森希理恵

22065 「相談援助」と「保育相談支援」における科目間連携について 平安女学院大学短期大学部 ○ 森希理恵
平安女学院大学短期大学部 吉島紀江

22066 校外授業を通した保育内容の総合的理解 洗足こども短期大学 ○ 神蔵幸子
洗足こども短期大学 並木真理子
洗足こども短期大学 曽野麻紀



洗足こども短期大学 桃枝智子
洗足こども短期大学 岡本かおり

22067 幼児期における虫とのふれあいに関してⅡ～養成校アンケートより 関西学院　聖和幼稚園 ○ 鑄物太朗
大阪大谷大学 地下まゆみ

22068 保育者養成における「気づく力・書く力」向上のための実践的研究 川口短期大学こども学科 ○ 宮脇長谷子
川口短期大学こども学科 池田純子

22069 保育学生の子どもイメージに影響する因子 環太平洋大学 古田康生
22070 保育者養成課程学生の子どもイメージの変化の検討（その２） 帝京大学教育学部 ○ 杉本真理子

帝京大学教育学部 芦澤清音
22071 保育者・保育学生への援助および指導における共通点 桜美林大学　健康福祉学群　保育専修 大下純
22072 ファーストステージクライシス(3)－新任保育者の振り返りから 東京都市大学 ○ 内藤知美

東京都市大学 井戸ゆかり
鎌倉女子大学 小泉裕子
鎌倉女子大学 大野和男
京都教育大学 田爪宏二

22073 保育者養成校における飼育・栽培実践に関する研究Ⅱ 目白大学 ○ 高橋弥生
目白大学大学院 谷田貝公昭
子どもの生活科学研究会 村越晃
目白大学 おかもとみわこ

保育専門職の養成など８ 5月10日(日) 9:30～11:30
座長：太田光洋・汐見和恵 会場 ポスター1

22074 実習体験後の保育者志向の変容について　(2） 札幌大谷大学短期大学部　保育科 秋山有見子
22075 創造性を引き出す保育をめざしてⅢ　‐絵本作りを通して‐ 町田福祉保育専門学校 ○ 田中君枝

大東文化大学 百瀬ユカリ
22076 実習指導における「見える化」教材導入の経緯と成果 愛知江南短期大学 ○ 青山佳代

愛知江南短期大学 森山雅子
22077 保育者養成校における学生の発達と学習の支援 帝京短期大学 ○ 五十嵐元子

帝京短期大学 北見由奈
22078 保育者養成校の学生における「保育者の専門性」獲得の構成要素 新渡戸文化短期大学 ○ 汐見和恵

新渡戸文化短期大学 永房典之
新渡戸文化短期大学 尾崎博美
新渡戸文化短期大学 伊澤永修
新渡戸文化短期大学 山路　千華
新渡戸文化短期大学 善本眞弓

22079 養成校における、多文化教育の幼保小連携プログラムの課題と展望 日本工学院八王子専門学校　こども学科 石見容子
22080 保育実習における評価についての一考察 四條畷学園短期大学 長谷秀揮
22081 保育者養成系短期大学生における学校適応感の縦断的検討 中京大学 ○ 岩田昌子

大阪成蹊短期大学 渋谷郁子
22082 早期離職の原因追求へ　－卒業生の実態把握から－ 大阪成蹊短期大学　幼児教育学科 柘植誠子
22083  現職・地域・養成の連携基盤としての対話アプローチの提案 東北生活文化大学短期大学部 ○ 三浦主博

帯広大谷短期大学 上村裕樹
東北福祉大学 利根川智子
群馬大学 音山若穂
岩手県立大学 井上孝之

22084 保育士養成校における「障害児保育」に関する教育効果(２) 大阪千代田短期大学　幼児教育科 熊谷享子

保育専門職の養成など９ 5月10日(日) 9:30～11:30
座長：小川圭子・近藤久美 会場 ポスター1

22085 バイエル教則本の分析と活用　－曲の類似性を利用した指導法ー 修文大学短期大学部 ○ 岡田暁子
修文大学短期大学部 近藤久美

22086 保育実習における学生の自己評価について（２） 石川朝子
22087 学生を対象としたワールド・カフェの評価尺度の検討（３） 帯広大谷短期大学 ○ 上村裕樹

東北福祉大学 利根川智子
東北生活文化大学短期大学部 三浦主博
群馬大学 音山若穂

22088 保育者志望学生の幼児・障碍児理解における複眼的思考の涵養 芦屋学園短期大学 ○ 木下隆志
芦屋学園短期大学 大谷彰子
芦屋学園短期大学 大江まゆ子

22089 保育士養成の中で行動分析を用いた講義の効果に関する研究 鹿児島純心女子大学 有村玲香
22090 セルフモニタリング法がピアノ実技の向上に与える効果 帝京短期大学 ○ 北見由奈

帝京短期大学 五十嵐元子
帝京短期大学 菊田知子
帝京短期大学 五十嵐淳子

22091 保育者養成における歌唱指導ーアカペラ合唱の取り組みー 聖心女子専門学校保育科 小畠エマ
22092 地域力を活かした保育養成におけるピアノ技術の指導について 小田原短期大学 ○ 東元りか

小田原短期大学 今泉明美
小田原短期大学 望月たけ美

22093 実習評価票「学びの履歴」による自己評価の試行 中村学園大学 山田朋子
22094 親理解を深める試み　Ⅱ　　～プチママ体験を通して～ 活水女子大学 土居隆子
22095 保育者志望学生に求められる専門的力量の構造化（３） 鈴峯女子短期大学 ○ 光本弥生

鈴峯女子短期大学 倉盛美穂子
愛知県立大学 渡邉眞依子
鈴峯女子短期大学 津川典子

家庭教育・家庭および地域との連携・子育て支援など４ 5月10日(日) 9:30～11:30



座長：松本園子・鈴木まき子 会場 ポスター1

23031 住民がより利用しやすい保育情報について 福田智雄
23032 ママ友関係の変遷ー子どもの誕生から大学入学・就職までー 昭和学院短期大学 實川慎子
23033 子育て講座のテーマ２～男女共同参画講座参加者の意識調査～ 小田原短期大学 菊地篤子
23034 家庭的保育の実践ー家庭的保育の現状(4)ー 神戸女子短期大学 永井久美子
23035 母親同士の語りから見えてくる支援のあり方 大阪保育福祉専門学校 服巻真須美
23036 子育てひろばで語られる相談内容の実態と分析 東京家政大学ヒューマンライフ支援センター ○ 清水　幸

東京家政大学 森田浩章
東京家政大学ヒューマンライフ支援センター 永井由紀

23037 養育者の絵本に対する考え―児童期を中心として― 聖徳大学 ○ 藪中征代
摂南大学 吉田佐治子
十文字学園女子大学 村田光子

23038 母親のストレス低減に有効なソーシャルサポートのあり方 広島大学大学院教育学研究科 清水寿代
23039 幼稚園の園庭開放に参加する保護者についての考察 平安女学院大学附属幼稚園 ○ 井上容子

平安女学院大学附属幼稚園 磯野眞紀子
23040 若年妊娠者の子育て支援に関する一考察その５ 熊本学園大学 出川聖尚子
23041 生産者と消費者をつなげる食育 愛知県新城市こども未来課 田嶋智実

家庭教育・家庭および地域との連携・子育て支援など５ 5月10日(日) 9:30～11:30
座長：白幡久美子・浅野敬子 会場 ポスター1

23042 子育ち・子育て支援におけるリスク支援(4)民生委員との連携 日本福祉大学 ○ 塩崎美穂
十文字学園女子大学 上垣内伸子
名古屋芸術大学大学院 星三和子
十文字学園女子大学 向井美穂

23043 子育ち・子育て支援におけるリスク支援(5)行政担当者との連携 十文字学園女子大学 ○ 上垣内伸子
日本福祉大学 塩崎美穂
名古屋芸術大学大学院 星三和子
十文字学園女子大学 向井美穂

23044 未就園児保育に関する研究―親子製作活動に着目して― 神戸海星女子学院大学 森晴美
23045 発達支援センターにおける個別のニーズに応える家庭支援の方法 中部学院大学短期大学部 ○ 白幡久美子

可児市こども発達支援センター「くれよん」 田口由美子
23046 母親の育児意識に関する研究?子育て支援利用者の自由記述? 名古屋女子大学短期大学部 ○ 幸順子

至学館大学 浅野敬子
23047 親子スヌーズレン体験によるリラクゼーション効果の検討 湊川短期大学 西木貴美子
23048 地域子育て支援拠点における利用者相互支援の試み 和泉短期大学 平田美智子
23049 保育園における幼児の連絡帳の実態 名古屋市立大学大学院　人間文化研究科 半澤幸恵
23050 子育てひろばのかかわり記録からみる保護者の相談内容の様相 家庭支援ホーム・スタート研究所 ○ 森谷恭子

株式会社　コマーム 小松君恵
目白大学 須藤麻紀

23051 コミュニティ・デザインからみた保育の可能性 実践女子大学 須賀由紀子
23052 子育ち・親育ちを支援する保育のあり方とは 兵庫教育大学就学前教育カリキュラム研究開発室 高畑芳美

家庭教育・家庭および地域との連携・子育て支援など６ 5月10日(日) 9:30～11:30
座長：杉山喜美恵・倉持清美 会場 ポスター1

23053 大学と地域が連携して取り組む子育て支援の新しい実践 岡山県立大学 ○ 新山順子
岡山県立大学 樟本千里
岡山県立大学 高橋多美子

23054 子育て支援センター保育士に求められる資質と専門性 じんぼ保育園 ○ 澤田美佳
富山大学 水内豊和

23055 東京都の幼児の「預かり」の現状と必要感 東京学芸大学幼保連携プロジェクト ○ 木暮ゆり
東京学芸大学幼保連携プロジェクト 叶内茜
駒沢女子短期大学保育科 古屋真
東京学芸大学教育学部 倉持清美
東京学芸大学教育学部 吉田伊津美

23056 幼児画の研究(5)－幼児画を通しての保護者支援ー 四国大学生活科学部 富田喜代子
23057 子育て支援を受けた母親の主観的成長観 愛知江南短期大学 ○ 笹瀬ひと美

愛知江南短期大学 森山雅子
23058 保育者の関わりに対する親の捉え方 淑徳大学大学院　総合福祉研究科 ○ 田中元基

淑徳大学 徳永聖子
23059 外国にルーツを持つ家庭の認可保育所への入所過程に関する研究 東洋大学 小島栄希
23060 児童館における子育て支援に関する研究（２） 元兵庫教育大学大学院生 長田典子
23061 親子サークルにおける Family English の実践 長岡技術科学大学 伴浩美
23062 保育所における保護者支援２ 藤女子大学 ○ 高橋真由美

北海道大学 川田学
23063 子育ての公共性に関する研究 お茶の水女子大学大学院 清水美紀

発達論・心身の発達など３ 5月10日(日) 9:30～11:30
座長：岩立京子・小原榮子 会場 ポスター2

12017 幼児期の道徳性の発達に関する研究(5) 太成学院大学 林美代
12018 ポルトマン以降の諸知見に基づく子ども観「断続授抱性」の提唱 龍谷大学　社会学部 金子龍太郎
12019 添い寝に対するイメージと思い出について－自由記述の分析－ 兵庫教育大学大学院 ○ 吉田美奈

鳴門教育大学大学院 浜崎隆司
12020 協同作業の成立にみられる模倣と発話の機能 奈良女子大学 成瀬九美
12021 幼児の心身の発達に影響を及ぼす要因について 学校法人　名古屋文化学園　黒笹保育園 ○ 河村哲昌



岡崎女子短期大学　幼児教育学科 鈴木恒一
四天王寺大学　人文社会学部人間福祉学科 吉田祐一郎
学校法人　名古屋文化学園　黒笹保育園 小原榮子
社会福祉法人　昭徳会　天王保育園 澤田百合子

12022 幼児の音声情報解読とその表現の発達状況Ⅱ ノートルダム清心女子大学 ○ 吉永早苗
神戸大学 北野幸子
東京学芸大学 水崎誠
白梅学園大学 無藤隆

12023 絵本の種類の違いによる母子のコミュニケーションの特徴について 東洋大学ライフデザイン学部 ○ 篠沢薫
共立女子大学家政学部 権藤桂子
共立女子大学大学院 家政学研究科 恒川 丹
共立女子大学大学院 家政学研究科 三輪穂奈美

12024 幼児の違反行為に関わる教師のルールの適用と援助について 東京学芸大学 ○ 田端恵梨奈
東京学芸大学 岩立京子

保育内容1（保育内容総論・遊び）３ 5月10日(日) 9:30～11:30
座長：花原幹夫・掘越紀香 会場 ポスター2

14018 エピソード記述で子どもの育ちと保育の中身を描く 広島大学附属幼稚園 松本信吾
14019 子どものとことん遊びこむ姿から見える心情・意欲・態度の連続性 秋和保育園 ○ 竹内勝哉

RISSHO KID'S きらり 坂本喜一郎
14020 幼児期の遊び研究における混合法研究の可能性 宮城教育大学 ○ 香曽我部琢

盛岡大学 藤田清澄
14021 わらべうたの実践と子どもの育ち 聖和学園短期大学 ○ 小野真喜子

南光幼稚園 宮本美和子
14022 ５歳児が共通の目的をもって遊ぶ姿を追って 常滑市立常滑幼稚園 ○ 都築正太

東海学園大学 藤塚岳子
14023 遊びの「間」についての予備的検討（1） 鹿児島大学 金娟鏡
14024 保育の質を高める手立て～事例から子どもをとらえる～ 瑞浪市立一色幼児園 小木曽友則
14025 幼児における遊びへの集中・没頭と弛緩・発散 奈良教育大学 掘越紀香

保育方法（保育方法論・保育形態・幼児理解）３ 5月10日(日) 9:30～11:30
座長：大澤力・清水陽子 会場 ポスター2

16017 一時的な保育における子どもの情緒安定を目指して 愛知淑徳大学 加藤望
16018 5歳児集団の発展過程に関する実践的研究 ーリレーに着目してー 名古屋市立大学大学院 吉田真弓
16019 幼児の規範意識を育てる総合的指導力の形成ー園内研修を通してー 西南女学院大学短期大学部 ○ 清水陽子

西南女学院大学短期大学部 篠木賢一
和光保育園 鬼頭弘子

16020 園生活の充実を図るための行事の在り方について 名古屋芸術大学附属クリエ幼稚園 林妙子
16021 保育者の子ども理解を支える要因の検討（３） 桜花学園大学 上村晶
16022 子どもとの非言語コミュニケーションのあり方 純正福祉会青葉はるまち保育園 ○ 飯田大輔

純正福祉会青葉保育園 飯田恵津子
純正福祉会大和保育所 大里美保子

16023 相手の思いに気付ける子をめざして　－援助のあり方を探るー 安城市役所　子ども課 鶴見里美
16024 ともに過ごすことの楽しさを味わえる子を目指して 沓名千恵子

保育方法（保育方法論・保育形態・幼児理解）４ 5月10日(日) 9:30～11:30
座長：丹羽孝・西垣吉之 会場 ポスター2

16025 叱りとユーモアについて 駒沢女子短期大学 浅見佳子
16026 子どもの発見を大切にする保育の研究　保育記録の重要性を感じて 兵庫県立大学 ○ 中重直俊

津田このみ保育園 安川由利子
16027 幼児の自発的な遊び空間の構成における特徴の検討 山梨県立大学 多田幸子
16028 荒れたクラスの立て直し過程 首都大学東京大学院 吉田由貴
16029 片付け場面における子どもの育ちを支える援助（2） 青山学院大学大学院 平野麻衣子
16030 遊び活動における身体の動きと心の動きの連動に関する考察 本巣市立真正幼稚園 ○ 鈴木公二

中部学院大学 西垣吉之
黒野保育園 西垣直子

16031 現代韓国幼児教育研究 四天王寺大学短期大学部 ○ 韓在熙
名古屋市立大学 丹羽孝

保育環境・保育教材など３ 5月10日(日) 9:30～11:30
座長：徳田克己・松川由紀子 会場 ポスター2

17021 保育現場における体力・運動能力の測定と評価の実施環境について 愛知大学法学部 村瀬智彦
17022 ニュージーランドの幼稚園の保育環境と遊び―W幼稚園の事例― 中部大学 ○ 千田隆弘

中部大学 松川由紀子
17023 木育を保育に生かそうⅢー保育者への木育研修を手掛かりに③ー 岐阜県立森林文化アカデミー ○ 松井勅尚

岐阜県木育推進協議会 長谷川彰
下牧保育園 野倉照子

17024 災害後の保育再開－保育所のニーズに即した 外部支援のあり方－ 立教女学院短期大学 ○ 須永美紀
東京家政大学 高辻千恵
東京家政大学 網野武博
こども教育宝仙大学 齋藤多江子
子どもの領域研究所 尾木まり
東京家政大学 岩田力

17025 保育活動における危険に対する保育者の意識 愛知教育大学大学院生 ○ 田村佳世



愛知教育大学大学院生 名和孝浩
愛知教育大学 鈴木裕子

17026 保育実践の現場から保育の質を考察する ―Ｓ保育園の取り組み― 鹿児島純心女子短期大学 ○ 堂原洋子
鹿児島純心女子短期大学 増田吹子

17027 積雪寒冷地域の幼稚園における子どもの遊びと生活 北海道科学大学 中島寿宏
17028 蚕の飼育から作品制作までー幼稚園で出来る工夫ー 畿央大学 村田浩子
17029 保育に活かす文字教材について 鶴見大学短期大学部 ○ 松本和美

桐朋幼稚園 萩谷みづき
聖心女子大学 細田成子

保育環境・保育教材など４ 5月10日(日) 9:30～11:30
座長：横井一之・溝邊和成 会場 ポスター2

17030 幼稚園の園庭に棒があることの意味 北海道大学大学院教育学研究院附属子ども発達臨床研究センター ○ 川田学
恵庭幼稚園 井内聖

17031 話者の緊張感にみる読み聞かせ教材の難易度 常磐会短期大学 ○ 新谷公朗
常磐会短期大学 糠野亜紀
常磐会短期大学 高橋一夫

17032 保育におけるリスクマネジメントの現状と課題　－新聞記事からー 東京女子大学 ○ 平工志穂
富山福祉短期大学 森美佐紀

17033 保育・教育における描画表現のための教材研究 長崎女子短期大学 昆正子
17034 保育士養成における食感表現に関する食育教材の研究 東洋大学 ○ 辻ひろみ

聖徳大学短期大学部 小野友紀
十文字学園女子大学 名倉秀子

17035 フィンランドのサウナラハティ校にみる幼児音楽教育 大阪大谷大学 峯恭子
17036 面材の組み合わせによる立体表現の研究－影絵シアター実践から－ 埼玉学園大学　子ども発達学科 森本昭宏
17037 ニュージーランドに見られる小さな森の中の幼稚園 兵庫教育大学 ○ 溝邊和成

千葉大学 冨田久枝

保育内容2（健康・人間関係・環境・言葉・表現）７ 5月10日(日) 9:30～11:30
座長：尾﨑公彦・瀧信子 会場 ポスター3

15059 保育士が捉える身体表現 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
福岡こども短期大学 怡土ゆき絵
福岡女学院大学 高原和子

15060 保育者から見た3歳児親子をつなぐ「ふれ合い歌遊び」がもつ意味 富山短期大学 難波純子
15061 「保育内容」の授業連携の試み～「森のムッレ教室」を通して～ 秋草学園短期大学 ○ 豊泉尚美

秋草学園短期大学 志濃原亜美
秋草学園短期大学 丸橋聡美
秋草学園短期大学 茗井香保里

15062 リズム感の体得に向けて―足踏みを伴うリズム打ちの実践― 名古屋文化学園保育専門学校 仙石美千代
15063 幼児の音楽鑑賞－楽器の違いが楽曲の印象に及ぼす影響－ 名古屋市立大学　大学院生 浦浜麗名
15064 たたく表現活動提示をどう評価するか－保育者と学生を比較して－ 名古屋柳城短期大学 横井志保
15065 幼児の創造性を引き出す造形表現 近大姫路大学 田井敦子
15066 保育者養成校における歌唱指導に関する一考察 十文字学園女子大学 薮崎伸一郎
15067 造形における用具の技術向上に関する研究　－手の機能の関連性－ 常磐会短期大学 ○ 白波瀬達也

常磐会短期大学 平野真紀
15068 幼児の運動遊びにおける5領域の効果 箕面学園福祉保育専門学校 布施仁

保育内容2（健康・人間関係・環境・言葉・表現）８ 5月10日(日) 9:30～11:30
座長：小松秀茂・高橋うらら 会場 ポスター3

15069 幼児の園生活における形容詞使用の実際 学校法人芳全寺学園せんだん幼稚園 荒木由紀子
15070 養育に課題を持つ家庭を母子手帳交付時質問票から予測する試み 尚絅学院大学 ○ 小松秀茂

尚絅学院大学 安田勉
尚絅学院大学附属幼稚園 岩倉政城

15071 家庭で絵本を読みあう活動を支える保育～絵本ノートの分析から～ まどか保育園 ○ 上森笑子
まどか保育園 宇野直樹

15072 子どもとはぐくむ表現活動（６） 北陸学院大学 多保田治江
15073 保育園における栽培活動を取り入れた食育実践 いこま保育園 ○ 中道麗華

近畿大学 川西正子
いこま保育園 米田惠美子

15074 保育における音楽表現活動ー幼児と楽しむ「ボディ打ンス」－ 中国短期大学 ○ 大山佐知子
中国短期大学 小野順子

15075 幼稚園の保護者における里山の環境構成の取り組み 平安女学院大学短期大学　保育科 ○ 岩渕善美
平安女学院大学附属幼稚園 磯野眞紀子

15076 保育園における食育実践活動～大学との連携及び園での取り組み～ 極楽坊保育園 ○ 髙田奈美
極楽坊保育園 老田紀子
近畿大学農学部 川西正子

15077 身体表現の模擬保育を考えるー指導技術の向上をめざしてー 福岡女学院大学 ○ 高原和子
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

15078 “やりたい”と思ったことを意欲的にやってみるための環境・援助 広島大学附属三原幼稚園 ○ 君岡智央
広島大学附属三原幼稚園 掛志穂
広島大学附属三原幼稚園 中山芙充子
広島大学附属三原幼稚園 森脇有紀



保育内容2（健康・人間関係・環境・言葉・表現）９ 5月10日(日) 9:30～11:30
座長：小林小夜子・太田早津美 会場 ポスター3

15079 幼児の豊かな身体活動を育む体育事業に関する研究　その１ 長崎短期大学 ○ 中尾健一郎
帝京大学 浪越一喜
文京学院大学 青木通

15080 《現代 こどものうた 名曲全集》研究：オノマトペに着目して こども教育宝仙大学 葛西健治
15081 授業における四季・季節の行事の理解-カレンダー製作を通して- 小林保子 小林保子
15082 素話が子どもの想像力を生み出す可能性　子どもの描画の比較から 常磐会短期大学 ○ 平野真紀

常磐会短期大学 高橋一夫
常磐会短期大学 糠野亜紀
常磐会短期大学 新谷公朗

15083 保育所・幼稚園における食育の現状 金城学院大学消費生活科学研究所 瀧日滋野
15084 保育学生の草花に対する意識を高めるために(2) 名古屋芸術大学保育・福祉専門学校 彦坂美希
15085 楽器遊びの指導法について考える 桜花学園大学 ○ 太田早津美

名古屋短期大学 高須裕美
15086 幼稚園における箏体験の試み－登園後の自由遊びの時間を通して	 國學院大學栃木短期大学 早川冨美子
15087 幼児期及び小学校低学年における動物飼育活動に関する研究 大東文化大学 百瀬ユカリ
15088 保育者養成校における美術鑑賞教育の実践研究 名古屋女子大学文学部 堀祥子

ポスター発表Ⅳ

発達論・心身の発達など４ 5月10日(日) 12:30～14:30
座長：成田朋子・椛島香代 会場 ポスター1

12025 幼児における「遊び込める」を具体化する試み 愛知教育大学 鈴木裕子
12026 乳幼児の人・物への関心を中心とした母子間のインタラクション 文京学院大学 ○ 森下葉子

文京学院大学 椛島香代
12027 乳幼児の発育・発達と季節性 すみれ保育園 矢崎夏実
12028 きょうだい間の遊びについての一考察－母親との遊びと比較して－ 奈良教育大学 中川愛
12029 道徳性の芽生えをお話の理解から探る（１２）－共感的配慮－ 新渡戸文化短期大学 ○ 永房典之

明昭・明昭第二幼稚園 関口　準
関口学園 星道子
草苑保育専門学校 湯浅弘子

12030 園内研修からとらえた保育者の成長・発達に関する研究Ⅱ 兵庫教育大学大学院 ○ 樋口智美
兵庫教育大学大学院 小林小夜子

12031 4歳児クラスにおけるお弁当のあいさつ行為とスクリプト 静岡英和学院大学 鈴木幸子
12032 ファミリーホームにおける養育と心理的ケア 大阪人間科学大学 山﨑康一郎

保育内容1（保育内容総論・遊び）４ 5月10日(日) 12:30～14:30
座長：平岩定法・野中壽子 会場 ポスター1

14026 遊びの質を読み取る視点～モノとのかかわり・人とのかかわり～ 聖心女子大学 河邉貴子
14027 子どもの遊びの質をどうみるか 聖心女子大学 大学院 伊藤麻里
14028 保育内容総論のこと　～授業実践からの考察～ 活水女子大学　健康生活学部　子ども学科 篠永洋
14029 園庭および園外における外遊びの実施状況 名古屋市立大学 ○ 野中壽子

名古屋市立大学 渡邉明宏
14030 社会体育における幼児の運動体験について 文京学院大学 ○ 羽鳥希

文京学院大学 椛島香代
14031 保育者養成における「親子支援演習」の取り組み 倉敷市立短期大学 木戸啓子
14032 宇宙で繋がる子ども達！一年を通しての取り組みとクラスの絆 愛知児童文化学園ひらしば幼稚園 ○ 白石城作

愛知江南短期大学 冨貴田智子
14033 3歳児の協働についての検討 東京大学大学院 宮田まり子

幼保一体化・幼保小連携など２ 5月10日(日) 12:30～14:30
座長：西村重稀・赤井住郎 会場 ポスター1

24009 認定こども園における教育・保育の計画に関する研究１ 和洋女子大学 ○ 太田光洋
高知県教育委員会 山下文一

24010 幼保での経験を生かし「気付き」の高まりを目指す生活科授業 前橋市立荒牧小学校 ○ 安藤哲也
高崎健康福祉大学 高梨珪子

24011 幼小中における持続可能性教育の実践的研究Ⅱ ほうとく幼稚園 ○ 生駒恭子
東京家政大学 大澤力
学校法人　福島めばえ幼稚園 関章信

24012 保護者による幼小連携の試み 大阪成蹊大学 石田貴子
24013 実習生からみた幼稚園教育の特徴－幼小教育の類似点・差異点 広島大学附属三原幼稚園 池田明子
24014 保育者を目指す学生を対象とした保幼小連携理解の試み 愛国学園保育専門学校 森川みゆき
24015 子どもの表現力の育ちをつなぐ音楽教育プログラムの開発 京都女子大学 ○ 岡林典子

甲南女子大学 坂井康子
京都橘大学 佐野仁美
神戸海星女子学院大学 南夏世

24016 山梨県における認定こども園の現状と課題 山梨学院短期大学 ○ 真宮美奈子
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

保育者の資質能力・保育者の専門職性など７ 5月10日(日) 12:30～14:30
座長：小泉裕子・塩谷香 会場 ポスター1



21055 現場と大学との協働による園内研修の試み 東京未来大学 ○ 及川留美
東京未来大学 福崎淳子
東京未来大学 小野崎佳代

21056 保育所における食に関わる支援に関する研究～事例からの考察～ 聖徳大学短期大学部 ○ 小野友紀
東京成徳大学 塩谷香
社会福祉法人なの花会　たんぽぽ保育園 押村千春

21057 院内保育所保育士の勤務における問題 東京未来大学 ○ 西村実穂
富山大学 西館有沙
貞静学園短期大学 小野聡子

21058 目に見えないものに目をそそぐ保育―心を繋ぐ話し合い― 広島女学院大学・聖モニカ幼稚園 ○ 鈴木道子
広島女学院大学 高橋均

21059 保育者に必要な音楽に関するスキルとは何か？ 山口芸術短期大学 山本奈帆子
21060 保育者専門性獲得のための基礎要因に関する研究（３）－実習効果 白梅いずみ保育園 ○ 吉濱優子

東京福祉大学 関口はつ江
21061 保育者の資質能力に関する意識調査~幼保管理職の比較検討~ 吹田市立山田第三幼稚園 林理恵
21062 学生がとらえる保育におけるピアノ演奏（4）保育観とのかかわり 頌栄短期大学 関田良
21063 遊びから見えてくる学びの芽生え④～同僚性で創る保育実践～ 輝宝保育園 ○ 天願順優

沖縄キリスト教短期大学 照屋建太
21064 青年期女子の子ども観　再考（３） 大阪樟蔭女子大学 ○ 大江米次郎

夙川学院短期大学 岸永康延

保育者の資質能力・保育者の専門職性など８ 5月10日(日) 12:30～14:30
座長：倉真智子・金子智栄子 会場 ポスター1

21065 新任保育者の成長に影響を及ぼす多様な同僚性 川崎医療福祉大学 入江慶太
21066 学生の親子への対応力を育てる実践に関する一考察 中部学院大学短期大学部 平松喜代江
21067 保育者のストレスー幼稚園教諭と保育士を対象とした調査からー 聖徳大学 ○ 宇佐美尋子

聖徳大学 西智子
21068 保育者の力量形成に関する研究Ⅰ 文京学院大学 金子智栄子
21069 施設で働く保育士の専門性 國學院大學人間開発学部子ども支援学科 廣井雄一
21070 保育者と心理臨床家の協働に関する一考察（１） 札幌国際大学 木村彰子
21071 保育士不足が保育の質に与える影響‐日本保育士協会調査結果から 日本保育協会 ○ 今井豊彦

さゆり保育園 小野田晴世
東京成徳大学 塩谷香
洗足こども短期大学 井上眞理子

21072 幼稚園教育実習で学生が感じる困難とは 別府大学短期大学部 ○ 佐藤慶子
別府大学短期大学部 阿部敬信

21073 現職保育者の創造性に関する研究 尚絅大学短期大学部幼児教育学科 ○ 青木理子
鹿児島女子短期大学 小松恵理子
長崎女子短期大学 下釜綾子
福岡こども短期大学 矢野咲子

21074 複数クラス制による保育者養成におけるクラス替えの効果 名古屋文化学園保育専門学校 菅田達也

保育者の資質能力・保育者の専門職性など９ 5月10日(日) 12:30～14:30
座長：児嶋輝美・那須信樹 会場 ポスター1

21075 組織的保育力の向上に資する公開型園内研修の試み 東京家政大学 ○ 那須信樹
中村学園大学付属あさひ幼稚園 志水陽子

21075 組織的保育力の向上に資する公開型園内研修の試み 中村学園大学付属あさひ幼稚園 中村麻衣
聖徳大学短期大学部 ○ 岩﨑淳子
名古屋女子大学 榊原剛
聖セシリア女子短期大学 綾野鈴子

○ 河野清志
神戸常盤大学 橋本好市
湊川短期大学 杉山宗尚

21078 沖縄県内における生活技能に関する意識調査 沖縄キリスト教短期大学 ○ 大城りえ
沖縄キリスト教短期大学 山城眞紀子
沖縄キリスト教短期大学 照屋建太
愛知文教女子短期大学 ○ 星野秀樹
愛知文教女子短期大学 玉田裕人

21079 幼稚園・保育所における運動・体育指導の実態 愛知文教女子短期大学 村上浩美
愛知文教女子短期大学 太田由美子
愛知文教女子短期大学 国藤真理子
愛知文教女子短期大学 朴賢晶
愛知文教女子短期大学 赤塚徳子
愛知江南短期大学 ○ 森山雅子

21080 定期的な園内カンファレンスを通した現任保育者の保育観の変容 愛知江南短期大学指定管理古知野西保育園 河田凌子
21081 A市における自主研修による保育者の専門性向上 名古屋経済大学 ○ 伊藤博美
21081 A市における自主研修による保育者の専門性向上 名古屋経済大学 沼野真弓

小牧市 長江美津子
小牧市 堀尾初美

21082 保育者の草履使用者と未使用者における手足の筋力について 大阪キリスト教短期大学　幼児教育学科 ○ 丸山真記子
宝塚厚生幼稚園 高橋ひろ子
堺金岡幼稚園 井勝裕子
宝塚医療大学 丸山彰貞

21083 meanings of practical records 西南学院大学 門田理世
岩崎学園 ○ 塚田菜絵
鎌倉女子大学 小泉裕子



21084 保育士の協働的振り返りAR－4歳児クラスの朝の会を巡って－ 大野和男

保育専門職の養成など１０ 5月10日(日) 12:30～14:30
座長：井戸ゆかり・藤井薫 会場 ポスター1

22096 実習生の悩みと援助要請スタイルに関する研究 専修大学北上福祉教育専門学校 熊谷賢
22097 保育者養成における発達を捉える「視点」を育てる授業実践 大東文化大学文学部教育学科 飯牟礼悦子
22098 男性保育者の定着率を高める要因に関する研究Ⅰ 東京福祉保育専門学校 ○ 戸田大樹

芳全寺幼稚園 荒木由紀子
目白大学 高橋健司
国際学院埼玉短期大学　 氏家博子
愛国学園保育専門学校 秋山汐里
帝京大学 松本佳代子
柏市立あけぼの保育園 細田由起子

22099 園内保育者研修における自然体験活動プログラムの受容 山本南保育園　大阪キリスト教短期大学 ○ 永井毅
兵庫教育大学 溝邊 和成

22100 小学校教育との接続をふまえた保育内容総論の展開 頌栄短期大学 高山育子
22101 学生のピアノ練習方法における現状と課題 福岡こども短期大学 ○ 岸川良子

福岡こども短期大学 吉岡亜砂美
22102 保育科学生の子どもイメージの変容－実習における学びを通して 彰栄保育福祉専門学校 綾牧子
22103 保育者養成における「木育」の実践が保育学生に及ぼす影響Ⅱ 新渡戸文化短期大学 善本眞弓
22104 高大連携をふまえたカリキュラムおよび科目間連携 頌栄短期大学 藤井薫
22105 保育士養成校での音楽指導法研究ー表現を引き出す伴奏法について 愛国学園保育専門学校 櫻井知子

保育専門職の養成など１１ 5月10日(日) 12:30～14:30
座長：杉山祐子・開仁志 会場 ポスター1

22107 保育者養成における造形表現系授業の一考察 白梅学園短期大学 花原幹夫
22108 実習間の繋がりを意識した指導とその効果に関する一考察Ⅱ 千葉明徳短期大学 ○ 石井章仁

千葉明徳短期大学 小久保圭一郎
22109 学生企画グループの活動を通した保育者としての力量向上について 山口芸術短期大学 ○ 森下嘉昭

山口芸術短期大学 上村有平
22110 保育者養成校の学生による同一写真を用いたPEMQの実践 七松幼稚園 亀山秀郎
22111 経験録を活用した振り返りに関する一考察 金沢星稜大学 開仁志
22112 これからの保育者に求められる子ども観－発達メカニズムの醸成－ 松山東雲短期大学 ○ 高橋洋行

松山東雲短期大学 児嶋雅典
22113 実習生の指導計画立案に関する実習事前指導のあり方について 羽陽学園短期大学 太田裕子
22114 実習指導における模擬保育と保育実習における実践との関連 愛知江南短期大学 ○ 冨貴田智子

愛知江南短期大学 青山佳代
愛知江南短期大学 笹瀬ひと美

22115 保育者の専門性の一考察Ⅰ　～保育学生が捉える保育者の専門性～ 湘北短期大学 渡邊眞理
22116 保育学生の社会的スキルの養成　(１) トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校 ○ 三吉愛子

トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校 樋野本順子

保育専門職の養成など１２ 5月10日(日) 12:30～14:30
座長：大森雅人・木村昭代 会場 ポスター1

22117 保育職における転職の実態と課題 愛国学園保育専門学校 ○ 石井久美子
愛国学園保育専門学校 船田鈴子

22118 教育知と実践を結ぶパフォーマンス課題の検討 名古屋柳城短期大学 ○ 野田さとみ
石川県立大学 石倉瑞恵

22119 施設実習指導における実習先施設との連携に関する研究 洗足こども短期大学 加藤洋子
22120 幼稚園教育実習に向けての課題 修文大学短期大学部 ○ 西村志磨

修文大学短期大学部 三輪雅美
22121 保育者に求められる保健分野の知識についての一考察 洗足こども短期大学 堀純子
22122 保育者を目指す学生のギターによる弾き歌い習得について（1） 東京福祉大学短期大学部 松本岳志
22123 保育者に求められる資質～幼児期の体験の分析から～ 聖和学園短期大学 ○ 中島恵

聖和学園短期大学 木村昭代
22124 ワークショップから生まれる学び 淑徳大学 ○ 松山恵美子

淑徳大学 槇英子
22125 造形授業における廃材利用に関する一考察 関西女子短期大学 ○ 宇津木七実

関西女子短期大学 太田顕子
22126 保育者養成校学生の自然への感性を育てるしかけづくり（３） 相愛大学 ○ 中西利恵

相愛大学 木村久男
相愛大学 石沢順子
相愛大学 進藤容子
相愛大学 曲田映世
相愛大学 渡部理恵

保育専門職の養成など１３ 5月10日(日) 12:30～14:30
座長：古川美枝子・宮崎隆穂 会場 ポスター1

22127 高等学校保育コースにおける音楽表現の指導 函館短期大学 三沢大樹
22128 保育者の離職からみえること 盛岡大学 藤田清澄
22129 子ども理解と実践力を高める『保育の心理学』教材に関する一提案 神戸親和女子大学 権藤眞織
22130 保育者の組織・職業コミットメント①短大卒業生の質問紙調査より 大阪人間科学大学 野呂育未
22131 保育者養成校において音楽療法的視点で試みた「表現」の授業 中部学院大学 脇田和子



22132 学生の自己評価と現場評価を活用した保育所実習指導方法の研究 相愛大学 ○ 曲田映世
相愛大学 中西利恵

22133 保育者養成校の心理学系科目における授業通信の効果 山口芸術短期大学保育学科 上村有平
22134 保育士養成における実習のあり方－保育所と施設実習の関係性－ 東京都市大学　人間科学部 伊藤陽一
22135 施設実習のリスクと性格傾向の関連 新潟青陵大学短期大学部幼児教育学科 宮崎隆穂
22136 フィンランドの保育制度の課題－ラヒホイタヤから見えてくること 川口短期大学こども学科 井上清美

保育者の資質能力・保育者の専門職性など１０ 5月10日(日) 12:30～14:30
座長：杉山隆一・新谷公朗 会場 ポスター2

21085 保育における素話の実践－話者の心理的負担感の現状と課題－ 常磐会短期大学 ○ 糠野亜紀
常磐会短期大学 平野真紀
常磐会短期大学 新谷公朗
常磐会短期大学 高橋一夫

21086 保育（実習）経験による説明時の留意点の違い 和洋女子大学 大神優子
21087 保育者養成における「こころもち」の重要性について 中国短期大学 小野順子
21088 実習園・養成校の連携を探る(7） パンダ保育園 ○ 當間左知子

東京家政大学 那須信樹
沖縄女子短期大学 平田美紀

21089 感情労働の視点から保育の専門性を問う－アンケート調査を基にー 四国大学　生活科学部 兼間和美
21090 継続的カンファレンスにおける保育者の意識変化 東北福祉大学 ○ 利根川智子

東北福祉大学 和田明人
帯広大谷短期大学 上村裕樹
岩手県立大学 井上孝之

21091 「子どもとともにある保育」についての一考察（２） 市川町立甘地幼稚園 岩﨑成美
21092 子どもをみる視点の変容　―公開保育までのプロセスをたどって― 富山国際大学 本江理子

保育者の資質能力・保育者の専門職性など１１ 5月10日(日) 12:30～14:30
座長：小沢志江子・野上俊一 会場 ポスター2

21093 幼児期のトラブルと保育者のかかわり 関西学院大学 大学院 須河内優子
21094 保育者の継続的研修の一方策 サクセス子ども子育て研究所 山梨有子
21095 看図アプローチによる見る力の分析 中村学園大学教育学部 ○ 野上俊一

中村学園大学教育学部 山田朋子
中村学園大学教育学部 野中千都
中村学園大学教育学部 黒水るみこ

21096 保育者としての感性を育む授業研究―ネイチャーワークについて― 十文字学園女子大学 宮野周
21097 子ども理解を深めていく過程と変容Ⅱ 植草学園短期大学 松原敬子
21098 男性保育士に求められる資質と能力　第3報 中国短期大学 土田豊
21099 子どもが遊びの継続を求めるときの保育者の心の動き 出雲崎保育園 ○ 松延摩也子

白梅幼稚園 石田淳也
藤幼稚園 杉本翔平
愛泉幼稚園 中村知嗣
出雲崎保育園 松延毅
盛岡大学 藤田清澄
武蔵野短期大学 本田由衣

21100 保育職と心理職の協働的取り組み～支援児に対する実践を通して～ 植竹幼稚園 ○ 齋藤鉄平
植竹幼稚園 福島豊
植竹幼稚園 根岸由紀
植竹幼稚園 加藤幸子

保育者の資質能力・保育者の専門職性など１２ 5月10日(日) 12:30～14:30
座長：田中義和・森俊之 会場 ポスター2

21101 映像の読み取り方の違いから考える保育者の専門性 秋田大学教育文化学部 山名裕子
21102 保育職における長期勤務の継続要因への着目 新見公立短期大学幼児教育学科 伊勢慎
21103 保育所における保育巡回相談について（３） 浦和大学こども学部 藤井和枝
21104 子どもへの関わりにおける保育者の意識変容プロセス 聖徳大学 佐藤賢一郎
21105 保育者間の協働性を育む管理職の視点 兵庫大学短期大学部 石川恵美
21106 児童養護施設における暴力への対応 名古屋芸術大学 ○ 吉村美由紀

岡崎女子大学 吉村譲
21107 放課後児童クラブにおける災害対策に関する研究　２ 仁愛大学 ○ 森俊之

帝塚山大学 清水益治
東大阪大学 吉岡眞知子
仁愛大学 西村重稀
富山福祉短期大学 水上彰子
千葉明徳短期大学 石井章仁
大阪人間科学大学 中村かおり
聖和短期大学 千葉武夫

21108 保育者におけるワーク・ライフ・バランスの構築に関する一考察 目白大学　人間学部　子ども学科 高橋健司

家庭教育・家庭および地域との連携・子育て支援など７ 5月10日(日) 12:30～14:30
座長：戸田有一・小玉亮子 会場 ポスター2

23064 子どもをたたく養育者の行動変容に関連する要因の検討 筑波大学 ○ 田中笑子
上智大学 冨崎悦子
日本保健医療大学 渡辺多恵子

23065 東日本大震災が保育・子育てにもたらしたもの 白梅学園大学 ○ 髙田文子



お茶の水女子大学 小玉亮子
お茶の水女子大学いずみナーサリー 菊地知子

23066 音楽表現活動から見る子育てに関する研究 名古屋学芸大学 鷹羽綾子
23067 保育園における親支援プログラムの検討 平安女学院大学短期大学部 ○ 清水里美

親と子のこころのエンパワメント研究所 馬見塚珠生
23068 子育ち・子育て支援にむけた園内カンファレンスの運営 岡山県立大学 中野菜穂子
23069 オーストリアの幼稚園における子育て支援に関する一考察 就実大学 蘆田智絵
23070 保育園における地域子育て支援事業に関する一考察 社会福祉法人　教泉会　黒野保育園 ○ 馬場佑真

中部学院大学 西垣吉之
社会福祉法人　教泉会　黒野保育園 西垣直子

23071 体験保育にみる地域の子育て支援ー体験保育の課題ー 神戸親和女子大学 ○ 坂根美紀子
神戸医療福祉大学 日坂歩都恵
津田このみ保育園 井上裕子

家庭教育・家庭および地域との連携・子育て支援など８ 5月10日(日) 12:30～14:30
座長：秦野悦子・中川秋美 会場 ポスター2

23074 ひろば型子育て支援における食育活動の取り組み 神戸親和女子大学 山口香織
23075 保育施設を拠点とした父親の育児参画支援に関する考察 就実大学 ○ 柏まり

岡山県立大学 佐藤和順
23076 子育て支援における保育指導技術の意図的な活用に関する研究 中村学園大学大学院 三原詔子
23077 ナザレ幼稚園のコーナー保育家族宿泊を保育に導入する試みその２ 学校法人四恩学園ナザレ幼稚園 ○ 瀬野哲裕

学校法人四恩学園ナザレ幼稚園 村田恵美子
学校法人四恩学園ナザレ幼稚園 中山康夫
学校法人四恩学園ナザレ幼稚園 瀬野ゆめか

23078 保育者養成校における地域子育て支援の実践について 福岡女子短期大学 川俣美砂子
23079 「家庭的保育事業（保育ママ）に関する一考察 ２」 滋賀短期大学 ○ 手良村昭子

株式会社アトリエclover 和泉誠
23080 夜間保育の現状と課題に関する一考察 中村学園大学大学院 森田真紀子

保育内容2（健康・人間関係・環境・言葉・表現）１０ 5月10日(日) 12:30～14:30
座長：小野真喜子・古賀弘之 会場 ポスター3

15089 オルフとコダーイの共通点と相違点（3）－楽器についてー 名古屋女子大学文学部 ○ 本多峰和
名古屋市立大学大学院人間文化研究科 古賀弘之

15090 科学の芽としての種々の評価項目の比較 和歌山大学教育学部 富田晃彦
15091 保育者養成教育における音楽授業を通しての生と死の教育 福岡女学院大学 ○ 安氏洋子

和光大学 伊藤武彦
15092 4-5歳児の協働による制作表現過程の検討 東京大学大学院 佐川早季子
15093 幼児期運動指針の認知度について 大和大学 岸本みさ子
15094 絵本を用いた音楽づくり―効果音から音楽への移行に着目して― 名古屋芸術大学保育・福祉専門学校 五十嵐睦美
15095 幼児期における食育の現状と課題　－新聞記事の分析から－ 富山福祉短期大学 ○ 森美佐紀

東京女子大学 平工志穂
富山大学 水内豊和

15096 幼児の豊かな運動生活の創造と体育活動に関する養成校の課題 帝京大学教育学部 ○ 浪越一喜
長崎短期大学 中尾健一郎
文京学院大学 青木通

15097 キャリア教育をどう進めるかⅡ－小学校回想のレポート評価－ 太成学院大学 ○ 杉山佳菜子
太成学院大学 尾島重明

15098 幼児の身体活動量に影響を及ぼす要因に関する研究 広島女学院大学 田中沙織

保育内容2（健康・人間関係・環境・言葉・表現）１１ 5月10日(日) 12:30～14:30
座長：神戸洋子・淺野卓司 会場 ポスター3

15099 保育実習における造形実践の自己評価について 桜花学園大学保育学部保育学科 淺野卓司
15100 創造的保育力アップのためのスキル・ツールの開発① 西日本短期大学 平山隆浩
15101 幼稚園の虫飼育活動における保育者の援助 まるやま幼稚園 ○ 原田理恵

千葉大学 中澤潤
15102 事例検討からの領域人間関係の学びについて考察する 愛国学園保育専門学校 ○ 秋山汐里

愛国学園保育専門学校 船田鈴子
15103 幼児期における助詞の獲得について 愛国学園保育専門学校 本多悦子
15104 デンマークの保育理念・実践課題の検討 立命館大学 櫻谷眞理子
15105 幼児教育における自然・植物環境の考察Ⅱ 関西学院聖和幼稚園 出原大
15106 幼稚園における運動遊びの役割の検討　その３ まどか幼稚園 ○ 町山太郎

立教女学院短期大学 鈴木隆
府中白糸台幼稚園 平田嘉史
横浜創英大学 溝口武史
玉川大学 田澤里喜
相愛大学 石沢順子
植竹幼稚園 福島豊

15107 製作に用いる道具へのかかわりについての一考察―保育実践から－ 箕面学園福祉保育専門学校 田窪玲子
15108 リズム遊びはソルフェージュ力を育成するか 愛知東邦大学 ○ 矢内淑子

愛知東邦大学 古市久子



保育内容2（健康・人間関係・環境・言葉・表現）１２ 5月10日(日) 12:30～14:30
座長：千葉千恵美・大元千種 会場 ポスター3

15109 他者理解に基づく言葉選択の育ち 中村学園大学 野中千都
15110 保育学生による絵本選定の視点についての考察 筑紫女学園大学 大元千種
15111 幼児期の表現活動の指導法―体験の多様性と関連性に着目して― 東京学芸大学附属幼稚園小金井園舎 中野圭祐
15112 小学校教員と保育者における子どもの育ちに対する意識の違い 岡崎女子短期大学　幼児教育学科 ○ 山下晋

岡崎女子短期大学　幼児教育学科 野田美樹
15113 「保育の自覚化」実践研究Ⅱ敬老の日に子どもに伝えたい”価値? 姫路市立曽左幼稚園 ○ 坂根早織

神戸女子大学 大西雅裕
神戸常盤大学 多田琴子

15114 豊かな音楽表現能力の獲得を目指して（２） 大阪成蹊短期大学 兼房律子
15115 “折り合う姿”に見る気持ちを調整する力～規範意識の芽生え～ 京都市立中京もえぎ幼稚園 ○ 外薗知子

京都市立中京もえぎ幼稚園 中岡雄介
京都市教育委員会 中西昌子

15116 アンケート調査からみた幼児のサーキット運動の意義 株式会社　ウエルネス 吉村幸久


