
自主シンポジウム

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

15006 幼児教育・保育における「保育の環境」をとらえる視点Ⅳ 埼玉東萌短期大学 ○ 池田幸代
山梨県立大学 田中謙
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 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

16007 幼児が楽しく数概念を形成する為に必要な支援について サンタマリア幼稚園 仙石茉莉奈
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

20004 多文化絵本を楽しむ　その５ 保育と絵本研究会 ○ 福岡貞子
保育と絵本研究会 兒玉晶代
富山市立保育所 村崎千津子

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


