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教授

取得学位

修士（教育学）

所属学会

日本保育学会、日本乳幼児教育学会、絵本学会、保育教諭養成課程研究会

教

育 活 動

（主な担当科目）
2018 年：保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、教育実習指導、教職実践演習
2017 年：保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、教育実習指導、教職実践演習、幼児教育セミナー
2016 年：保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、教育実習指導、教職実践演習、幼児教育セミナー
2015 年：保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、教育実習指導、教職実践演習、幼児教育セミナー
2014 年：保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、教育実習指導、教職実践演習
（その他）
・平成 29 年度岐阜県保育士研究発表会 研究発表助言者 2018/1
・.平成 29 年度中堅保育士研修（施設見学）講師 2017/11
・笠松町 4 保育園保育士研修会講師（
「新しい保育所保育指針とこれからの保育」
）2017/10
・平成 29 年度保育所保育士等研修会講師（初任保育士研修後期 A・B） 講師 2017/8、9
・岐南さくら保育園夏季研修会講師 2017/8
・平成 29 年度第 1 回岐南町 6 保育園保育士合同研修会講師（
「新しい保育所保育指針とこれからの保
育」
）2017/8
・平成 29 年度岐阜県教員免許状更新講習（必修）
「教師の子ども観」講師 2017/7
・第 55 回岐阜県保育研究大会第一分科会（「新しい時代の保育実践」）助言者 2017/6
・平成 29 年度保育所保育士等教職員研修初任保育士研修 A・B 講師 2017/6
・平成 28 年度地域型保育事業従事者研修会 講師 2016/11
・.岐阜市青少年育成市民会議平成 28 年度子育てを考える講座（第 1 ブロック）2016/10
・.平成 28 年度初任保育士研修 A（施設見学）講師 2016/10
・.平成 28 年度保育所保育士等研修会（初任保育士研修後期 A・B） 講師 2016/8
・平成 28 年度岐阜県教員免許状更新講習（必修）
「教師の子ども観」2016/7
・平成 28 年度保育所保育士等研修会（初任保育士研修前期 A・B）2016/6
・平成 27 年度認可外保育所保育士研修 講師 2015/11
・平成 27 年度保育所保育士等研修会 初任保育士研修 講師 2015/11、9、6
・養老町保育士研修 講師 2015/8
・平成 27 年度岐阜県教員免許状更新講習 講師 必修講習「教師の子ども観」2015/8、7
・第 53 回岐阜県保育研究大会第一分科会 助言者 2015/6
・平成 26 年度保育所保育士等研修会 初任保育士研修 講師 2014/11、9、6
・平成 26 年度岐阜県教員免許状更新講習 講師 必修講習「教師の子ども観」2014/8
・第 52 回岐阜県保育研究大会第一分科会 助言者 2014/6
研

究 活 動

（著書等）
・現代保育論（現代保育内容研究シリーズ１）共著 2017
・幼稚園教育実習（コンパクト版保育者養成シリーズ）共著 2017

・占い八兵衛（子どもに贈る昔ばなし 16）共著 2017
・
『続々絵本講師の本棚から』共著 2014
（論文等）
・
「保育者の専門性としてのコミュニケーション能力－初任保育者を対象とした調査結果を踏まえて
－」東海学院大学短期大学部紀要第 44 号 2018/3
・
「子育て支援プログラム「あそびの森」実践報告＜14＞」共著 東海学院大学研究年報第 3 号
2018/3
・
「保育職に対する就業意欲の推移－教育実習の経験に着目して－」
東海学院大学短期大学部紀要第 42 号 2016/3
・
「保育者の専門性育成につながる実習のあり方-養成カリキュラムにおける教科目との関連性を踏まえ
て」東海学院大学短期大学部紀要第 41 号 2015/3
・
「実践活動「あそびの森」の総合的検証（3）-子育て支援活動と実習の関連性-」
東海学院大学短期大学部紀要第 40 号 2014/3
（研究発表等）
・
「学生の保育職に対する意識について－教育実習の経験をふまえて－」全国保育士養成協議会第 52
回大会 2015/9
・
「画面回転」という手法に関する考察 絵本学会第 17 回大会 2015/6
・
「責任実習の実態における変化について」日本保育学会第 67 回大会 2015/5
（その他）
・書評「コ―ビーの海」
『子どもの本棚』2016/4
・
「子育て支援プログラム「あそびの森」報告＜11＞－平成 26 年度実施プログラム」（共）
東海学院大学短期大学部紀要第 42 号 2016/3
・
「子育て支援プログラム「あそびの森」報告＜10＞－平成 25 年度実施プログラム」（共）
東海学院大学短期大学部紀要第 41 号 2015/3
・
「子育て支援プログラム「あそびの森」報告＜9＞－平成 24 年度実施プログラム」
（共）
東海学院大学短期大学部紀要第 40 号 2014/3
社

会 活 動

・大野町公立保育園統合等外部検討委員会委員（2017 年 4 月～）
・岐阜県保育研究協議会受託研修事業検討委員長（2017 年 4 月～2018 年 3 月）
・市民講座講師 長良川大学「読み聞かせ教室」2018/3
・地域子育て支援プログラム「あそびの森」2017/12
・岐阜市青少年育成市民会議岩野田親子ふれあい教室 講師 2017/11
・岐阜市青少年育成市民会議平成 29 年度子育てを考える講座（第 5 ブロック）2017/11
・岐阜市青少年育成市民会議平成 29 年度子育てを考える講座（第 2 ブロック）2017/10
・岐阜市青少年育成市民会議平成 29 年度子育てを考える講座（第 1 ブロック）2017/10
・本 de 子育てカフェ講師（岐阜市立中央図書館）2017/9
・全国訪問おはなし隊（かわしま東こども園）2017/9
・金華おやこふれあい教室講師 2017/7
・市民講座講師 長良川大学「読み聞かせ教室」2017/3
・岐阜市青少年育成市民会議岩野田親子ふれあい教室 講師 2016/11
・岐阜市新庁舎ユニバー冊デザインに関する検討会 助言者 2016/10
・岐阜市青少年育成市民会議金華親子ふれあい教室 講師 2016/7
・岐阜地域児童発達支援センター「ポッポのいえ」苦情解決相談委員
・市民講座講師 長良川大学「読み聞かせ教室」2016/3

・岩野田親子ふれあい教室講師 2015/11、2014/11、2012/11
・金華親子ふれあい教室講師 2015/9、2014/9、2013/10、2012/9
・読み聞かせ「本と遊ぼう子どもワールド 2015」
（日本児童図書出版協会）名古屋市公会堂 2015/8
・読み聞かせ「講談社全国訪問おはなし隊」2015/6
・あそびの森「親子で体を動かして遊ぼう！」2015/1
・市民講座講師 長良川大学「読み聞かせ教室」2014/12
・読み聞かせ「本と遊ぼう子どもワールド 2014」
（日本児童図書出版協会）名古屋市公会堂 2014/8
・市民講座講師 長良川大学「読み聞かせ教室」2014/3

