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■ 氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）

松山 洋平（ﾏﾂﾔﾏ ﾖｳﾍｲ）

和泉短期大学 児童福祉学科 准教授

■ 担当科目
保育内容「環境」、保育課程論、保育・教職実践演習（幼稚園）、保育方法、
保育実習Ⅰ、保育実習Ⅱ、保育実習指導Ⅰ、保育実習指導Ⅱ、教育実習（幼稚園）、教育実習指導（幼稚園）、
インターナショナル・フィールドワーク
■ 専門分野及び関連分野
保育学・幼児教育学
■ 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
社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 愛育幼稚園教諭
学校法人鎌倉女子大学 幼稚部教諭
田園調布学園大学 子ども未来学部子ども未来学科 専任講師
和泉短期大学児童福祉学科 非常勤講師
和泉短期大学 児童福祉学科 准教授
国立音楽大学音楽教育学部幼児教育専攻 非常勤講師
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
乳幼児教育学会
保育教諭養成課程研究会
■ 学生指導
Ｅグループアドヴァイザー
子育てひろば「はっぴい」
「子ども・保育を考える会」サークル顧問
「WILL-ともに語ろう-」主催
■ 研究テーマ
（長期）
「保育者の子ども理解の深化についての研究」
（長期）
「未就園児の保護者の保育観と幼稚園選びとの関係」
（長期）
「保育現場と連携して行う新たな実習教育・保育者養成のあり方」
（短期）
「子育て中の保護者による相互子育て支援を支える取り組みについての研究」
（短期）「保育者養成における実習と新任教育の課題についての研究」
■ 社会的活動
2010/01
子どもと保育・冬季セミナー 実践提案・カンファレンス登壇者
「保育の振り返りに繋がるカンファレンスとは」
2010/04～現在に至る 子どもと保育総合研究所 所員
2010/07～2011/03
若手保育者研究会 D 研 「子どもの遊びへの参加と幼児理解」提案・講師
2010/08
夏期福祉総合講座講師（田園調布学園大学）
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2010/09

2015/04～2016/03
2015/08
2015/12
2016/04～2017/03
2016/06～現在に至る

川崎市麻生区と田園調布学大学子ども未来学部、川崎市麻生区公立保育園保育士による
三者連携の子育て支援事業「あそぼう！けろけろ田園チャイルド」担当（年 2 回開催）
子育て自主サークル「ちびとら」運営委員
川崎市認可保育所ぶどうの木登戸園 要望等解決審査委員（第三者委員）
調布幼稚園「子ども広場」未就園児親子対象の学生実演ボランティア担当
川崎市認可保育所ぶどうの木鷺沼園 要望等解決審査委員（第三者委員）
夏期福祉総合講座講師（田園調布学園大学）
調布幼稚園「子ども広場」未就園児親子対象の学生実演ボランティア担当
幼児・保育を考える会 事例提案「劇ごっこにおける協同的経験と保育者の子ども理解
について
調布幼稚園「子ども広場」未就園児親子対象の学生実演ボランティア担当
川崎市麻生区社会福祉協議会「子育て支援事業 お父さんと遊ぼう」運営実施アドバイ
ザー
田園調布学園大学みらいこども園 園内研修「指導計画とその実際」講師
幼稚園教諭免許状更新講習講師「幼稚園における保育の現代的課題と遊びの意味」講師
（神奈川県幼稚園協会）
田園調布学園大学みらいこども園 園内カンファレンス「4 歳児の人間関係」講師
田園調布学園大学みらいこども園 園内カンファレンス「5 歳児の人間関係」講師
相模原市協働事業提案制度「子育て家庭による地域子育て相互支援育成事業」提案・採
択
墨田区「子どもが主体の協同的な学びプロジェクト」年間講師（公立保育園担当）
和泉短期大学「卒業生を招いて子どもと保育を考える会」主催
荒川区「私立認可保育所整備及び運営事業者選定委員会」委員
墨田区「子どもが主体の協同的な学びプロジェクト」年間講師（私立幼稚園担当）
NPO 法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク神奈川福祉サービス第三者評価

2016/04～現在に至る
2016/04～現在に至る
2016/04～2016/03
2016/06
2016/06
2016/04～2017/03

事業部評価委員
NPO 法人東京都公立保育園研究会「墨田区研究グループ」年間講師
相模原市幼稚園協会研究推進委員会第 1 班「子どもと共に育つ保育者」年間講師
横浜市幼稚園協会旭支部研究会「環境」年間講師
荒川区「子育て支援部指定管理者実績評価委員会」委員
荒川区「保育園指定管理者候補者審査委員会」委員
横浜市「園内研修リーダー育成研修（私立保育園担当）
」講師

2011/02～2016/09
2011/04～現在に至る
2011/10
2012/04～現在に至る
2012/08
2012/10
2013/03
2013/10
2013/12
2014/04
2014/07
2014/08
2014/10
2014/12～現在に至る

■ 研究業績（招待講演）
2009/12
2011/06 ～2012/03
2012/06
2012/07
2013/06,10,2014/01
2013/10
2013/10
2014/08
2014/09

浦和大学こども学部こども学科 特別講師（講義：保育内容Ⅱ「人間関係」）
田園調布学園大学みらいこども園「環境プロジェクト」講師
白鵬高校保育コース 2 年 特別授業「乳幼児の遊びのおもしろさ」講師
川崎市保育会 合同研修会分科会講師
田園調布学園大学みらいこども園「園内研究プロジェクト」講師
神奈川県立麻生高校 選択科目「発達と保育」講師
神奈川県公開研究授業（家庭科部門）「乳幼児の発達」講師（神奈川県立麻生総合高校）
教員免許更新講習（全日本私立幼稚園幼児教育機構主催）「子どもにとっての遊びの意
味」講師
子育て支援センター「とも」子育て相談事業「子ども理解と育児～父親の目から捉えた
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2014/12
2015/02
2015/02
2015/11
2015/11
2016/01
2016/02
2016/06
2016/08
2016/08
2016/09
2016/09
2016/12
2017/01
2017/01
2017/01
2017/02
2017/02
2017/03

育児の喜び～」講師
関東学院大学人間環境学部人間発達学科『保育・教育・子育て支援連続講座』「-子ど
もの主体性を育む保育実践と計画-」（12/2，9，16）
田園調布学園大学みらいこども園「子ども理解と援助」講師
公益社団法人鉄道弘済会「こうさい保育セミナーブロック会議」講師
神奈川県厚木地区私立幼稚園協会研究部会「子どもの発達と援助」講師
日本保育協会神奈川支部「ふれあい体験」・「有志研究発表会」アドバイザー
神奈川県私立幼稚園協会県央地区研究大会第２分科会「子どもの発達と保育の実践」講
師
墨田区「子どもが主体の協同的な学びプロジェクト」合同発表会 講師
相模原市公立保育園職員研修主任研修「あそびの環境設定と見守り方」講師
教員免許更新講習（全日本私立幼稚園幼児教育機構主催）「子どもにとっての遊びの意
味」講師
第 20 回子どもと保育実践研究会夏季全国大会第 4 分科会「保育カンファレンスの悩み」
コーディネーター
墨田区公立保育園園長会講演会「子ども主体の協同的な学びの理解を深め、その保育実
践を深めるための記録の取り方、活かし方について考える」講師
相模原市保育施設職員研修会保育施設長・保育従事者研修「保育の環境～子ども自らが
関わる環境とは～」講師
相模原市公立保育園職員研修会スポット研修Ⅱ「保育所保育指針の改定について」講師
子どもと保育・冬季セミナー分科会 B「対話から生まれる未満児の保育実践」コーディ
ネーター
NPO 法人東京都公立保育園研究会墨田区研究グループ 講師
神奈川県私立幼稚園協会教育研究県央地区研究大会第１分科会「子どもと共に育つ保育
者」講師
墨田区「子どもが主体の協同的な学びプロジェクト」合同発表会 講師
横浜市園内研修リーダー育成研修発表会「保育の質を高めるための条件」講師
新杉田のびのび保育園園内研修講師

■ 研究業績 （著書・論文等）
1.【著書】『実践理解のための保育内容総論』(共著・分担執筆) 大学図書出版 2011/12
2.【著書】『演習・保育内容総論-あなたならどうしますか-』(共著・分担執筆) 萌文書林 2014/04
3.【著書】『保育用語辞典第 8 版』（共著・分担執筆）ミネルヴァ書房 2015/04
4.【著書】『事前・事後学習のポイントを理解！保育所・福祉・幼稚園実習ステップブック』（共著・編集・
分担執筆）みらい 2016/03
5.【著書】『演習・保育内容環境‐あなたならどうしますか-』(共著・分担執筆) 萌文書林 2016/03
1.【論文】「保育者が子どもを理解するということ -保育実践の「擬人的認識論」による分析を手がかりとし
て-」（単著）青山学院大学大学院文学研究科 修士論文 2006/03
2.【論文】「大学とプロサッカーチームとの産学協働託児事業 5 年間の歩み -専門分野への導入教育としての
意義と課題- 」（共著）『 田園調布学園大学紀要』第 5 号 2011/02
3.【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-」（共著）『和泉短期大学
研究紀要』2015/03
4.【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）『和泉短期大学研究紀要』第 35 号
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2015/03
5.【論文】「幼保連携型認定こども園の教育・保育を支える保育者同士の対話のあり方に関する一考察 –様々
な園内会議・研修、対話場面を手掛かりとして-」
（単著）
『和泉短期大学研究紀要』第 36 号 2016/03
6.【論文】
「保育者養成校における子育て支援 -学生の主体を支える教員の視点に着目して-」（共著）『和泉
短期大学研究紀要』第 36 号 2016/03
7.【論文】
「養成校における子育て支援-支援者に求められる専門性とは-」（共著）『和泉短期大学研究紀要』
第 37 号 2017/03
8.【論文】
「実習事前事後指導の生きる実習園との連携を考える-実習評価の現状と課題-」（共著）『和泉短期
大学研究紀要』第 37 号 2017/03
9.【論文】
「実習事後指導における学生の学びの可視化に関する一考察-保育実習Ⅰ・幼稚園教育実習での振り
返り曲線シートから-」（共著）『和泉短期大学研究紀要』第 37 号 2017/03
1．
【資料】実習・ボランティアの手引き作成・改定（共著） 2015/04
2.【資料】実習指導手引き 2014年度生版執筆・編集・作成（共著） 2015/03
3.【資料】和泉短期大学実習実施要項2014年度版「ミニマムディマンド」作成・編集（共著） 2015/03
4.【資料】実習指導手引き 2015 年度版 編集（共著） 2015/03
5．
【資料】和泉短期大学実習実施要項 2015 年度生版「ミニマムディマンド」作成・編集（共著） 2015/08
6．
【資料】実習ルールブック作成・編集（共著） 2016/03
7.【資料】
【資料】教員免許更新講習テキスト（共著）2016/08 一般社団法人相模原市幼稚園協会発行
8．
【資料】和泉短期大学実習実施要項 2016 年度生版「ミニマムディマンド」作成・編集（共著） 2016/08
9．
【資料】実習ルールブック 2016 年度生版作成・編集（共著） 2017/03
10.【資料】保育ナビ
■ 研究業績 （学会発表）
1. 園庭環境の工夫と子どもの遊びの変化（１）
日本保育学会第 61 回研究大会 2007/05
2. 園庭環境の工夫と子どもの遊びの変化（２）
日本保育学会第 61 回研究大会 2007/05
3. 園庭環境の工夫と子どもの遊びの変化（３）
日本保育学会第 62 回研究大会 2009/05
4. 入園当初の３歳児と保育者との関係構築について
日本保育学会第 63 回研究大会 2010/05
5. 実習の前段階としての保育実践演習授業の試みと課題
全国保育士養成協議会第 49 回研究大会 2010/09
6. 同年齢の乳児と母親の集いに関する研究
全国保育士養成協議会第 51 回研究大会 2012/09
7. 保育に関わる実習指導の連携と成果に関する研究
全国保育士養成協議会第 51 回研究大会 2012/09
8．劇ごっこにおける協同的経験と保育者の子ども理解について
日本保育学会第 66 回大会 2013/05
9. 保育に関わる実習指導の連携と成果に関する研究（２）－「実習体験報告会」の実践を通して－
全国保育士養成協議会第 52 回研究大会 2013/09
10.幼保一体化施設における子どもの育ちを支える保育の質と構造に関する一考察（１）
日本保育学会第 67 回研究大会 2014/06
11.幼保一体化施設における子どもの育ちを支える保育の質と構造に関する一考察（２）
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日本保育学会第 67 回研究大会 2014/06
12.子育て家庭による「子育ての相互支援」推進の取り組み－保育者養成校による保護者主体の支え合いの仕
組み作りに関する一考察－
全国保育士養成協議会 第 54 回研究大会 2015/09
13.「ふれあい体験」
（プレ実習）の意義とその効果-日本保育協会神奈川県支部が発信するプレ実習体験をも
とに全国保育士養成協議会 第 54 回研究大会 2015/09
14.幼保一体化施設における子どもの育ちを支える保育の質と構造に関する一考察（３）
日本保育学会第 69 回研究大会 2016/05
15.幼保一体化施設における子どもの育ちを支える保育の質と構造に関する一考察（４）
日本保育学会第 69 回研究大会 2016/05
16.未来の保育を担う人材の育成を考える保育現場と養成校の連携、新たなステージへの展開
日本保育学会第 69 回研究大会 2016/05 自主シンポジウム

