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和泉短期大学
■ 氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）

松浦 浩樹 （ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｷ）

和泉短期大学 児童福祉学科 教授

■ 担当科目
教育原理 保育原理 キリスト教保育 保育者論 保育実習 教育実習
■ 専門分野及び関連分野
保育学 教育学 教育人間学
■ 最終学歴
青山学院大学大学院文学研究科 教育学専攻 博士前期課程 修了
■ 最終学位
教育学修士
■ 職歴
青山学院幼稚園教諭（2004年度まで）
青山学院女子短期大学 児童教育学科専攻科 非常勤講師 「教育特別実習」担当
青山学院女子短期大学 こども学科 非常勤講師 「キリスト教保育Ⅰ・Ⅱ」担当(現在に至る)
聖学院大学 人文学部児童学科 非常勤講師
「保育内容の研究・人間関係」担当
聖学院大学 人間福祉学部児童学科 特任講師 （2008年度まで）
「保育内容・人間関係」「保育実習」「フィールドワーク」など担当
國學院大學幼児教育専門学校 非常勤講師 「保育内容総論｣「保育実践実習」を担当(2013年まで)
東洋英和女学院大学人間科学部 非常勤講師 「保育内容・各論：人間関係」担当(2011年度まで)
和泉短期大学 准教授 （2013年度まで）
教授（2014年度～）
国立音楽大学音楽教育学部幼児教育専攻 非常勤講師（2013年度～2014年度まで）
玉川大学教育学部乳幼児発達学科 非常勤講師
■ 所属学会
日本保育学会

日本キリスト教教育学会

乳幼児教育学会 ＯＭＥＰ日本委員会 保育教諭養成課程研究会

■ 学生指導
子育てひろば「はっぴい」 活動支援（子育て支援プログラム委員会 委員長 2011年度まで）
軽音楽部顧問（2010年度まで）
おもちゃインストラクター資格取得コーディネート
和泉短期大学ポートフォリオ「キャリアカルテ」プロモート
キャリアファイル委員会委員長(2013年度まで)
学生ＦＤ委員会・顧問
実習・ボランティアセンター長（2013年度～2014年度）
保育実習指導手引き・和泉短期大学実習要綱「ミニマムディマンド」作成
保育園ふれあい体験・相模原市保育士会との共同開発
幼稚園ふれあい体験 企画運営

和泉短期大学

2018 年 4 月 1 日現在

■ 研究テーマ
１.「子どもの遊びの充実と中心性について」
（その 3）継続研究
２. 幼児期における両義的認識の発達過程について
３. キリスト教保育の現状と課題
４. 家庭生活・文化の変遷と保育における遊びの必然性とその質の研究
（～2010）
５. 保育現場の事例研究の方法と子ども理解の循環的理解過程の研究（～随時継続）
６. 子育て支援における地域貢献の意味とその質に関する研究（～2012）
７. 境界性喪失と保育者養成・新任教育の課題（～2015）
、保育就業力育成プログラムの現状と課題
８．子ども理解におけるとの実際的なかかわりを省察し、哲学的考察を加える現象学的研究
９.「ゆとり世代」の子どもの成長・発達に関わる社会的背景
10.子育ての場における相互性と思いやりの育ち
11.施設化される生と学び
■ 社会的活動
1995/05～1999/03
2000/04～2004
2008～
2002/04～2007/09
2005/04～
2006～
2006/04～
2008/04～2009/03
2008/09～
2008～随時
2009～2010
2009/04～2010/03
2009/04～
2009～随時
2010/01
2010/08
2010/09
2010/10
2011/01
2011/01
2011/02
2011/09・11
2011/10
2012/01
2009～
2012/4～
2013～
2013/7～
2013/7～
2014/4～

キリスト教保育連盟 事例研究委員 編集委員
キリスト教保育連盟 カリキュラム委員
カリキュラム委員長（2011年度まで）、保育研究委員会所属現在に至る
キリスト教保育連盟 講習会委員
思いやり研究会 研究員
学校法人 雲柱社 松沢幼稚園 評議員
子どもと保育総合研究所 研究員
聖学院大学子育て支援センター わかば 運営委員
青山保育研究会 会員
荒川区保育園指定管理者選定審査(認証保育所認定、兼任)委員会 委員
ＦＭさがみ ラジオ講座「子育て講座」
（ 2011年「生き生き長生き」
）
東京都練馬区立光が丘幼稚園 園内研修 保育観察ビデオ撮影・分析・講師
和泉短期大学子育て支援プログラム委員・子育てひろば「はっぴい」企画運営
私立幼稚園教諭 教員免許更新講習講師
「保育の振り返りに繋がるカンファレンスとは」子どもと保育総合研究所(共同)
「幼稚園をめぐる最新情報 －保育を振り返る 子ども・保育者、そして保護者―」
幼稚園教諭 10年更新講習 講師（単独） 東京都私立幼稚園協会
「子どもの中の“かがやき”を見つめる ―子どもの出会いを支える保護者の役割―」和泉保育園
保護者会講師
「子どもの“希望”、大人の暮らし ―生きる力を親子で探る―」マヤ幼稚園・保護者会講師
「遊びの中の学びを読み取ろう！」子どもと保育総合研究所(共同)
「子どもの人権・健康・安全
―今後の研究課題－」 神奈川県私立幼稚園教育研究県央地区
大会 講師
「保育の動向と今後の課題」山形地区私立幼稚園教師研修講師（単独）
「保育日誌・保育要録の書き方1.2―子どもの“良さ”に着目する―」相模原市保育士研修会（相模
原市役所保育課）
働くパパ・ママの会「“子ども・男女共同参画”へ」相模原市男女共同参画推進事業
「育ち合うためのインクルーシブ教育」講師 神奈川県私立幼稚園協会・県央研究大会
荒川区子育て支援部保育課 保育所指定管理者選定委員会委員
学校法人 宮ノ台幼稚園 理事
荒川区子育て支援部保育課 保育所指定管理者更新審査委員会委員
幼児保育実践研究会 会員(現在至る)
座間市立保育所民間移管に係る選定委員会 委員長 (現在に至る)
全国保育士会・研究発表 相模原地区研究部会・研究指導（2013年度からの継続指導）
研究紀要論文指導（2013年度からの継続指導）
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2014/4～
社会福祉法人相模和泉福祉会 和泉保育園・理事
2014/6
キリスト教教育学会第26回大会 研究発表第2分科会・座長
2014/6
保育教諭養成研究会・実習部門話題提供
2014/4～継続
キリスト教保育連盟キリスト教保育研究会・全国区アンケート（保育者向け）の分析・解釈
2015/4～現在
キリスト教保育連盟キリスト教保育研究会・全国区アンケート（園長設置者向け）の分析・解釈
2016/4～現在
社会福祉法人 野菊寮 監事
2017/6～現在
日本キリスト教教育学会 論集編集委員会事務局
2017年～2018/03 神奈川県保育士会研究部顧問
2017/06～07
相模原市子ども若者未来課 幼少連携研究部顧問
■ 研究業績（著書・論文等）
１.【著書】『保育実践事例集』(共同)1999/12
２.【著書】『最新保育用語辞典』(共同)2000/12 (１刷)～2010/04（6刷)
３.【著書】『キリスト教保育者ハンドブック』(共同)2003/04
４.【著書】『キリスト教保育 50の質問』(共同)2008/04
５.【著書】『保育原理』(共同)2009/03
６.【著書】『幼児理解から始まる幼児教育方法』(共同)2009/11
７.【著書】『子どもと表現』(共同)2010/03
８.【著書】『保育原理』(共同)2011/04
９.【著書】『教育原理』(共同)2011/04
10.【著書】『キリスト教保育アンケート報告 －現状と課題－』(共同)2006/04
11.【著書】「新キリスト教保育指針」(共同)2010/07
12.【著書】「キリスト教保育を求めて（3）『新キリスト教保育指針』の内容・展開」（単）2012/02
13.【著書】 『保育方法・指導法』（共同）2012/04
14.【著書】「文化的創造としてのキリスト教保育（1） －今こそ『理念』を省みる」(単) 2013/04
15.【著書】「文化的創造としてのキリスト教保育（2） －今を創造的に生きるカリキュラム―」(単) 2013/05
16.【著書】「キリスト教保育の内容」―キリスト教保育125年誌に寄せて （単）2014/12
17.【著書】『キリスト教保育アンケート報告 －現状と課題－』(共同)2017/03
１.【論文】「大人が子どもに『なぜ』と問う時－子どもとの対話関係を求めて（1）－」（単） 1997/10
２.【論文】「大人が子どもに『なぜ』と問う時－子どもとの対話関係を求めて（2）－」（単） 1997/11
３.【論文】「子どもと出会うことと保育研究を考える－Y君とのかかわりの判断と省察の問題－」（単独）1999/09
４.【論文】「覚悟を決めて子どもの中にでてゆくということ」（単）2000/07
５.【論文】 保育学研究・保育ﾌｫｰﾗﾑ「これまでの幼小連携を振り返る」(共同)2002/12
６.【論文】「＜食＞と子どもをめぐって ―「ままごと」の事例から見る＜食＞の現状と課題―」（単独）2007/03
７.【論文】「子どもの遊びの充実と中心性について（その1）」（単）2007/10
８.【論文】「子どもの遊びの充実と中心性について（その2）」（単）2009/03
９.【論文】「子育て支援における現状と課題 ―保護者のニーズを探る」(共同)2011/03
10.【論文】「保育養成校が行う子育て支援プログラムの展開 －学生の参加ニーズを捉えて－」（共同）2012/03
11.【論文】「子育ての場における相互性の諸相 ―保育・養育・教育の場のコミュニケーションの発達論的課題－」
（単）2012/03
12.【論文】｢キリスト教保育・教育の場における『使命感』の育成について
－ゆとり教育実施に伴う勤労意識の変化を捉えて―｣(単) 2013/03
13.【論文】「養成校における子育て支援 ―学生と参加親子との実践的関係の場として―」（共同）2013/03
14.【論文】「保育の実践的課題の省察 1990年以降のキリスト教保育の場が掲げてきた課題を概観して」（単）2014/03
15.【論文】「養成校における子育て支援 ―学生の変容と担当教員の気づきに着目して―」（共同）2014/03
16.【論文】「養成校における子育て支援 ―参加家族と学生の主体的活動に着目して―」（共同）2015/03
17.【論文】「子育ての場における学びと遊びの理解に関する課題」（共著）2015/03
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18.【論文】 「実習教育(幼稚園)の実態と課題 ―養成校と実習園のより良い関係を目指して―」(共同)
１.【その他】月刊誌『キリスト教保育』月主題解説 「遊ぶ」（単独） 1994/07
２.【その他】月刊誌『キリスト教保育』月主題解説 「取り組む」（単独）1995/01
３.【その他】「子どもたちにひきつけられて」（単独）1995/03
４.【その他】 随想「『ばーば』の宅急便－核家族の辛抱・敬老の日を覚えて」（単独）1998/10
５.【その他】月刊誌『キリスト教保育』保育実践報告の解説 ｢実践とともに｣ （単独）2001/04
６.【その他】月刊誌『キリスト教保育』保育実践報告の解説 ｢実践とともに｣ （単独）2001/11
７.【その他】月刊誌『キリスト教保育』保育実践報告の解説 ｢実践とともに｣ （単独）2002/11
８.【その他】月刊誌『キリスト教保育』月主題解説シリーズ：「心にとめて」（単独）2002/06・2002/10,2003/02
９.【その他】月刊誌『キリスト教保育』月主題解説シリーズ：「心にとめて」（単独）2003/04・2003/09・2004/01
10.【その他】月刊誌『キリスト教保育』月主題解説シリーズ：「心にとめて」（単独）2004/06・2003/10・2005/02
11.【その他】月刊誌『キリスト教保育』月主題解説シリーズ：「心にとめて」（単独）2005/06・2005/10・2006/02
12.【その他】月刊誌『キリスト教保育』月主題解説シリーズ：「心にとめて」（単独）2006/06・2006/10・2007/02
13.【その他】月刊誌『キリスト教保育』月主題解説シリーズ：「心にとめて」（単独）2007/06・2007/10・2008/02
14.【その他】月刊誌『キリスト教保育』「2008年度のカリキュラム」と「年主題解説」（単独）2008/04
15.【その他】月刊誌『キリスト教保育』月主題解説シリーズ：「心にとめて」（単独）2008/06・2008/10・2009/02
16.【その他】月刊誌『キリスト教保育』「2009年度のカリキュラム」と「年主題解説」（単独）2009/04
17.【その他】月刊誌『キリスト教保育』月主題解説シリーズ：「心にとめて」（単独）2009/06・2009/10・2010/02
18.【その他】月刊誌『キリスト教保育』「2010年度のカリキュラム」と「年主題解説」（単独）2010/04
19.【その他】月刊誌『キリスト教保育』月主題解説シリーズ：「心にとめて」（単独）2010/06・2010/10・2011/02
20.【その他】月刊誌『キリスト教保育』「2011年度のカリキュラム」と「年主題解説」（単独）2011/04
21.【その他】月刊誌『キリスト教保育』月主題解説シリーズ「心にとめて」（単独）2011/05・2011/10・2012/02
22.【その他】月刊誌『キリスト教保育』カリキュラム解説シリーズ「実践を読んで」（単独）2012/04
23.【その他】月刊誌『キリスト教保育』月主題解説シリーズ「心にとめて」（単独）2012/07・2012/12
24.【その他】月刊誌『キリスト教保育』月主題解説シリーズ「心にとめて」（単独）2013/07・2014/03
25.【その他】月刊誌『キリスト教保育』月主題解説シリーズ「心にとめて」（単独）2014/04
26.【その他】月刊誌『キリスト教保育』月主題解説シリーズ「心にとめて」（単独）2014/08・2014/01
27.【その他】月刊誌『キリスト教保育』月主題解説シリーズ「心にとめて」（単独）2015/05・2015/08・2016/01
28.【その他】月刊誌『キリスト教保育』月主題解説シリーズ「心にとめて」（単独）2016/05・2015/09・2016/03
29.【その他】月刊誌『キリスト教保育』月主題解説シリーズ「心にとめて」（単独）2017/04・08・2018/02
1.【資料】「『通過点』としての養成教育を超えて
―全国保育者養成協議会シンポジウム 『子どもの育ちを保証
するための保育者養成とは』 4年制養成と2年制養成のこれからを考える―に寄せて」提案報告
2.【資料】実習指導手引き 2014年度版 執筆・編集・作成共同）
3.【資料】和泉短期大学実習実施要項「ミニマムディマンド」執筆・作成・編集（共同）
4.【資料】実習指導手引き 2015年度版 編集（共同）
5.【資料】「こども・いきる・あそぶ 子どもの最善の利益を保障する保育者とは」―全国保育者養成協議会シンポジ
ウム
■ 研究業績 （招待講演）
１.
２.
３.
４.
５.

2003/07
2005/07
2005/09
2005/09
2006/06

「幼稚園と小学校の連携の取り組みを探る」東京私立初等学校協会 一斉研修会講師（単独）
｢3 歳児の保育｣ 全日本私立幼稚園連合会東京地区会幼稚園教育研究大会 講師（単独）
｢いざこざについて考える －大人も一緒に潜り抜ける経験を｣東京都私立幼稚園連合会 講師（単独）
「自分を拓く」東京都私立幼稚園協会 新任研修会講師 （単独）
「お父さんは透明人間でいいですか？一家に二人のお母さんはいらない―」
学校法人雪見ヶ丘学園 井上幼稚園 講師（単独）
６. 2006/06 ｢つながりあう｣東京 あけぼの幼稚園 保護者会 講師（単独）
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７. 2006/09 「子どものいざこざを考える 生涯のテーマとして大人も乗り越える経験」東京都私立幼稚園連合会
教諭研修会 講師（単独）
８. 2007/08 「気になる子どものいる保育」子どもと保育総合研究所・夏期全国保育者セミナー 講師(共同)
９. 2008/08 「特別支援と保育を考える」子どもと保育総合研究所・夏期全国保育者セミナー 講師（単独）
10．2008/08 Ⅰ「保育内容の充実のために」
（単独）
Ⅱ「子どもの現状と保育内容の質の関連について」東京都私立幼稚園協会 中堅教諭研修会講師（単独）
11．2007/08 「気になる子どものいる保育」子どもと保育総合研究所・夏期全国保育者セミナー講師(共同)
12．2008/12 「生きる力としての協同的経験 ―経験の壁を越えて育てる視座の回復―」
全埼玉私立幼稚園協会 園長主任研修会講師（単独）
13．2009/09 「
『ゆとり教育世代』を軸に保育者養成の課題と新任教育について考える」
子どもと保育総合研究所（単独）
14．2009/08 「子どもの身体性と保育」青山保育研究会 講師（単独）
15．2009/10 「自分の力で生きる力 －見えないものに注目する―」でんえん幼稚園子育て講演 講師（単独）
16．2010/01 「保育の振り返りに繋がるカンファレンスとは」子どもと保育総合研究所(共同)
17．2010/08 「幼稚園をめぐる最新情報 －保育を振り返る 子ども・保育者、そして保護者―」
幼稚園教諭 10年更新講習 講師（単独） 東京都私立幼稚園協会
18．2010/09 「子どもの中の“かがやき”を見つめる ―子どもの出会いを支える保護者の役割―」
和泉保育園保護者会講師（単独）
19．2010/10 「子どもの“希望”
、大人の暮らし ―生きる力を親子で探る―」マヤ幼稚園・保護者会講師（単独）
20．2011/01 「遊びの中の学びを読み取ろう！」子どもと保育総合研究所(共同)
21．2011/01 「子どもの人権・健康・安全
―今後の研究課題－」
神奈川県私立幼稚園教育研究県央地区大会 講師（単独）
22．2011/02 「保育の動向と今後の課題」山形地区私立幼稚園教師研修講師（単独）
23．2011/09 「育ち合うためのインクルーシブ教育 ―異年齢児の関わり－」 目黒区私立幼稚園協会教師研修
24．2011/10 「子育てを夫婦で楽しむ」 相模白ゆり幼稚園ペアレントルーム
25．2011/10 「子育てを夫婦で楽しむ」 神奈川県社会福祉会相模原支部 車座：働く育児パパ・ママの会
26．2012/01 「保幼小連携 研究所で今考えていること」子どもと保育総合研究所冬季セミナー
27．2012/01 「保育の動向と今後の課題」山形地区私立幼稚園園長・設置者研修講師（単独）
28． 2012/01 「子どもの人権・健康・安全
―今後の研究課題－」
神奈川県私立幼稚園教育研究県央地区大会 講師（単独）
29．2011/04～2012 「望ましい日誌・記録・要録の書き方」相模原市役所子育て課 保育士研修講師
30．2012/01 「保育者の成長を支える園長の役割」山形県私立幼稚園協会
31．2012/06 キリスト教教育学会 分科会座長
32．2012/11 ｢保育を見つめる｣相模原市保育士研修会 講師
33. 2013年5月～11月 小田原私立幼稚園協会 継続研究 講師（御濠端幼稚園）
34. 2013年9月4-6日 「4年生養成と2年生養成のこれからを考える」全国保育士養成協議会 シンポジスト 24
35. 2013年9月～現在 全国保育士会・相模原市保育士会 継続研究 スーパーバイザー
36. 2014/7 「子どもとの対話的関係と保育者の相互性について考える」群馬私立幼稚園協会教職員夏期研修・講師
31. 2015/07 「子どもの遊びの中の学びを見つめる」藤沢市私立幼稚園協会 教師研修・講師
32. 2016/07「保育所実習の実態 学生の目線から」 相模原市 立正キッズきらり保育園・立正保育園 保育士研修
33. 2016/09「保育所実習の実態と課題」 相模原市保育協会 研究部会研修講師
34. 2016/11「保育所実習の実態と課題」 相模原市保育協会 園長研修講師
35. 2016/06.10 大和市 学校法人椿学園でんえん幼稚園 教師研修（ビデオ観察に基づく省察と提案）
36. 2017/02 「より良い実習指導を求めて（1）」神奈川県保育士会研究部主催 園長研修会
38. 2017/09 「『こども・いきる・あそぶ』 子どもの最善の利益を保障する保育者とは」
―全国保育者養成協議会 平成29年度大会企画シンポジウム
39. 2018/02 「より良い実習指導を求めて（2）」神奈川県保育士会研究部主催 園長研修会
39. 2018/02 「幼稚園教育要領改訂期にあたって、今大事にすること」青梅私立幼稚園協会・園長研修会

和泉短期大学

2018 年 4 月 1 日現在

＜キリスト教保育関連＞
１．2006/04 ｢キリスト教保育の i-モード｣中国部会保育者研修会 講師（単独）
２．2007/01 「魅力的な保育者になるために －持ち味を拓く－」北海道部会
新任研修会講師（単独）
３．2007/04 「キリスト教保育の i モード」隠岐クラブ 研修会 講師（単独）
４．2008/03 キリスト教保育年主題解説「
“自分”を生きる｣ キリスト教保育連盟保育者協議会 講師（単独）
５．2008/04 「キリスト教保育、2008 年度の展望と主題（
“自分”を生きる）解説」東海部会研修会講師（単独）
６．2008/08 「持ち味を拓く －年主題『自分を生きる』と共に―」九州部会 福岡 研修会講師（単独）
７．2008/08
講師Ⅰ「
『生かされている』者としてのあなたの仕事」
（単独）北海道部会新任研修会
８． 2008/08 講師Ⅱ「
『自分を生きる』ことは自分を磨くこと ―育てられる者から育てる者へ―」
（単独）
北海道部会新任研修会
９．2009/02 「見えないものに目をそそぐ」関東部会南地区会 研修会 講師（単独）
10．2009/02 1「見えないものに目をそそぐ －キリスト教保育者へのメッセージ」
日本基督教団 屋島教会主催キリスト教保育者研修会（単独）
11． 2009/02 2 ｢生きる力を共に育む｣ 子育て講演会(保護者向け)講師（単独）
12．2009/03 キリスト教保育年主題解説「
“自分”を生きる ―共にある喜びへ―｣
キリスト教保育連盟・保育者協議会講師（単独）
13．2009/05 「
『ゆとり教育世代』を軸に新任教育について考える －新任に希望を与える経験者とは―」
北海道部会教師研修講師（単独）
14．2009/05 「自分を生きる ―共にある喜びへ―」静岡部会教師研修会講師（単独）
15．2009/08 「自分を生きる
－大人同士も共に育つ」奥羽部会教師研修会講師（単独）
16．2009/11 「自分を生きる ―共にある喜びへ―」神奈川部会教師研修会講師（単独）
17．2010/03 キリスト教保育年主題解説「
“希望” 愛の中を生きる｣
キリスト教保育連盟・保育者協議会講師（単独）
18．2010/05 「子どもの中の“かがやき”を見つめる ―子どもの出会いを支える保護者の役割―」
横浜英和幼稚園・保護者会講演講師（単独）
19．2010/06 「子どもの“希望”
、大人の暮らし ―生きる力を親子で探る―」
高座みどり幼稚園・保護者会講演講師（単独）
20．2010/07 「新キリスト教保育指針解説」キリスト教保育連盟夏期講習会講師（単独）
21．2010/08 「これからのキリスト教保育を考える
―見えないものに目を注ぐ―｣
東北部会山形地区教師研修会講師（単独）
22．2011/02 「子どもの“希望”
、大人の暮らし ―生きる力を親子で探る―」
大宮聖愛幼稚園・保護者会講演講師（単独）
23．2011/02 「おおきくなる（大人になる）ことへの希望－男女共同参画時代の父親の存在を考える」
山形さゆり幼稚園・保護者会（父親）講演講師（単独）
24．2011/02 「おおきくなる（大人になる）ことへの希望－男女共同参画時代の父親の存在を考える」
鶴川シオン幼稚園・父親講演会講師（単独）
25．2011/03 キリスト教保育年主題解説「
“信じる”見えないものに目を注ぐ｣
キリスト教保育連盟・保育者協議会講師（単独）
26．2011/04 キリスト教保育年主題解説「
“信じる”見えないものに目を注ぐ｣
キリスト教保育連盟静岡部会教師研修会講師（単独）
27．2011/04 キリスト教保育年主題解説「
“信じる”見えないものに目を注ぐ｣
キリスト教保育連盟名古屋クラブ教師研修会講師（単独）
28．2011/08 「キリスト教保育の基本」キリスト教保育連盟北海道部会新任研修会講師（単独）
29. 2011/08 「キリスト教保育者として」キリスト教保育連盟北海道部会新任研修会講師（単独）
30． 2012/02 「子育てを夫婦で楽しむ －男女共同参画時代の父親の存在を考える－」
鶴川シオン幼稚園・父親講演会講師（単独）
31．2012/05 ｢キリスト教保育のこれから｣ キリスト教保育連盟埼玉地区会新任研修講師
32．2012/06 ｢キリスト教保育の展望｣(2 日間) キリスト教保育連盟北海道部会研修
33．2012/11 「家族共同参画としての子育て」 東京・あけぼの幼稚園保護者会講師
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34．2013/01
35．2013/01
36. 2013/06
37. 2013/06
38. 2013/07
39. 2013/08
40.
41. 2013/08
42. 2013/11
43. 2014/04
44. 2014/08
46. 2014/11
47. 2015/01
48. 2015/04
49. 2015/05
50. 2015/05
51. 2015/07
52. 2015/08
53. 2015/08
54. 2016/01
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
61.
62.
63.

｢キリスト教保育の展望｣ キリスト教保育連盟・千葉地区研修会講師
「家族共同参画としての子育て」埼玉・麗和幼稚園保護者会講師
「子どもの生きる力を親子で探る」横浜市泉区 宮の台幼稚園保護者会講演 講師
「子どもの生きる力を親子で探る」相模原市中央区 相模しらゆり幼稚園保護者会講演 講師
「子どもの生きる力を親子で探る」横浜市神奈川区 捜真幼稚園保護者会講演 講師
「見えないものに目をそそぐ －キリスト教保育者へのメッセージ」
「今、キリスト教保育を考える」 日本キリスト教団幼稚園 全国教師研修会（1 泊） 講師
「今、キリスト教保育を考える」バプテスト同盟幼稚園 全国保育者研修会 講師
「
“家族”共同参画時代と子どもの希望」小田原市 こひつじ学園 保護者会講演 講師
「改めてキリスト教保育を見つめる」 キリスト教保育連盟群馬地区教師研修・講師
「子どもを通じて神と出会う」キリスト教保育連盟北海道部会・新任保育者研修会（2 日間・3 講演）
「大きくなる子どもの希望」小田原市 こひつじ学園 保護者会講演 講師
「『大きくなる』子どもの希望を培う大人の役割」中目黒幼稚園 保護者会 講演
「キリスト教保育の使命」 キリスト教保育連盟 千葉地区研修会
「キリスト教保育を見つめ直す」 山手こひつじ保育園 法人内研修
「見えないものに目を注ぐキリスト教保育」キリスト教保育連盟静岡クラブ
「“保育者向け全国アンケート調査”の結果と分析報告」キリスト教保育連盟夏期講習会 分科会Ａ
「キリスト教保育の基本」桜美林幼稚園園内研修講師
「見えないものに目を向けるキリスト教保育」日本キリスト教団千葉教区 教師研修会
「見えないものに目を向けるキリスト教保育」
「子どもの遊びの中の学び」キリスト教保育連盟奥羽部会 保育者研修会（2 日間）
2016/05 「大きくなる子どもの希望」横浜英和幼稚園 保護者会講演 講師
2016/06 「「大きくなる子どもの希望」大分県湯布院 聖愛保育園 保護者会講演 講師
2016/06 「見えないものに目を向けるキリスト教保育」大分県湯布院 聖愛保育園 保育士研修 講師
2016/08 「見えないものに目を向けるキリスト教保育」 キリスト教保育連盟北海道部会新任研修（2 日）
2017/05～2018/02 「新保育所保育指針をキリスト教保育から読み解く」年間 6 回研修 横浜 YMCA 職員研修
2017/02 「今こそ、キリスト教保育を 保育指針改定期にあたって」横須賀基督教社会館・善隣園 職員研修
2017/06 「子どもの今を大事にする」あけぼの幼稚園 保護者会講演
2017/11 「新制度・改訂指針と要領、キリスト教保育の立場から」キリスト教保育連盟山形地区会
2017/11 「第 4 回キリスト教保育アンケート調査報告」キリスト教保育連盟園長研修会
2018/02 「新保育所保育指針をキリスト教保育から読み解く」キリスト教保育士同盟

■ 研究業績 （学会発表）
１. 1999/05 子どもとのかかわりにおける判断と省察について（単独） 日本保育学会第52回研究大会
２. 2000/05 園内研究をめぐって その１ －〔撮られる〕ことをどう乗り越えるか－（単独）
日本保育学会第53回研究大会
３. 2001/05 幼児期における両義的認識の受容についての一考察（単独） 日本保育学会第54回研究大会
４. 2002/04 幼小連携の試み ―幼児・児童の交流と教育内容の相互理解―（単独）日本学術振興会
５. 2007/08 子どもの遊びにおける協同性と秩序感の考察（１）
―エリクソン、ボルノウの著作から見る協同性概念―乳幼児教育学会第１７回大会研究発表
６. 2008/11 子どもの遊びにおける協同性と秩序感の考察（2）―フレーベルの著作から見る協同性概念―
乳幼児教育学会第１8回大会研究発表
７. 2006/05 気持ちを共有する体験－思いやりが育つ保育－ 日本保育学会59回大会
８. 2007/05 意図を共有する体験－思いやりが育つ保育－ 日本保育学会60回大会
９. 2008/05 意図を共有する体験②－思いやりが育つかかわり－日本保育学会61回大会
10．2009/05 思いやりが育つ保育 －気持ちを受け止めることの意味－ 日本保育学会62回大会
11．2010/05 思いやりが育つ保育（2）―気持ちを立て直すための保育者の援助― 日本保育学会第 63 回大会
12．2011/05 思いやり観察項目に対する保育の視点の明確化 日本保育学会第64回大会
13．2012/05 思いやりの育ちにおける相互的かかわり－思いやりが育つ保育―(座長含む) 日本保育学会第65回大会
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14．2012/05 子どもの思いと保育者の意図 －保育者の気付きと省察― 日本保育学会第65回大会
15. 2013/05 子どもの思いと保育者の意図 －保育者の気付きと省察 2― 日本保育学会第66回大会
16. 2017/05 幼稚園教育実習受入園の実態（2）実習生・養成校に望むもの 日本保育学会第70回大会

