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専門分野 乳幼児教育学 

研究分野 幼児教育における環境に関する研究 

資質・能力に関する研究 

保幼こ小接続に関する研究 

保育者のリフレクション（省察）と専門性に関する研究 

教育・保育の質に関する研究 

研究職歴等 沖縄キリスト教短期大学保育科教授 2018- 

担当科目 保育内容総論、人間関係指導法、児童文化財研究、地域子育て支援実習、保育ボ

ランティア体験 

【研究活動業績】 

研究業績 

（著書） 

１．『保育内容総論』建帛社 2019 年 2 月 20 日．第 4 章．32 頁～45 頁。     

２．『保育の理論と実践』ミネルヴァ書房 2017.第 5 章第 3 節・第 4 節 3。 

３. 『授業つくりネットワークNo.8（教師のリフレクション（省察）入門。 

４．「保育者養成におけるリフレクション導入の実際」』学事出版2012年.52  

頁～54頁。 

研究業績 

(論文) 

 

1. 幼児教育における環境を通して行う教育・保育について 

（沖縄キリスト教短期大学紀要第 51 号） 

2. 幼児教育における環境について（沖縄キリスト教短期大学紀要第 50 号） 

3. 幼児期における協同的な活動に関する一考察 ―砂遊びを通してー 

（沖縄キリスト教短期大学紀要第 49号） 

4. 幼稚園教師の専門性と省察 ―教育実践を通してー 

（沖縄キリスト教短期大学紀要第 49号） 

5. 散歩から子どもの好奇心や探求心を育む ー身近な生き物から興味・関心を広

げる取り組みについてー（沖縄キリスト教短期大学保育科 論集 創刊号） 

6. 一時預かりにおける安心した環境の下で、周囲への思いやりを育てる 

―A ちゃんと C くんの育ちからー 

（沖縄キリスト教短期大学保育科 論集 創刊号） 

7. 乳児の心に寄り添った保育実践に関する一考察 ―保育者による PDCA から

ー        （沖縄キリスト教短期大学保育科 論集 創刊号） 

8. 保育者の保育実践における思考過程と省察に関する一考察 

（沖縄キリスト教短期大学紀要第 48 号） 

9. 保育・教職実践演習に関する一考察(1)～資質・能力を視点に～ 

（沖縄キリスト教短期大学紀要第 46号） 
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10. 幼児の協同的な活動に関する一考察－友達との関わりを大切にし、思いやり

や考えを共有したダムづくりを通して－ 

（沖縄キリスト教短期大学紀要第 46号） 

10.保育者の専門性について～養成校の学生への意識調査に基づいて～ 

（沖縄キリスト教短期大学紀要第45号） 

11．子ども・子育て支援における現状と課題 

（沖縄キリスト教短期大学紀要第44号） 

12.保育専門性と保育者養成におけるリフレクション導入に関する一考察 

（沖縄キリスト教短期大学紀要第43号） 

13.保幼小連携に関する調査研究(2)  （沖縄キリスト教短期大学紀要第42号） 

14.保幼小連携に関する調査研究(1)  （沖縄キリスト教短期大学紀要第41号）  

15.幼小連携に関する調査研究(2)  （沖縄キリスト教短期大学紀要 第40号） 

16.幼小連携に関する調査研究(1)  （沖縄キリスト教短期大学紀要 第39号） 

17.預かり保育における現状と課題 （沖縄キリスト教短期大学紀要 第39号） 

18.幼稚園教師の専門性と反省的実践家 

（沖縄キリスト教短期大学紀要 第38号） 

研究業績 

（学会発表等） 

1.幼児教育における主体性を育む環境に関する一考察 

（日本乳幼児教育学会第 3１回大会）2021 

.2．幼児期の資質・能力に関する一考察  －砂遊びを通して－ 

（日本乳幼児教育学会第 30 回大会）2020 

3.資質能力に関する一考察 

                           （日本乳幼児教育学会第 29 回大会）2019 

4.保育者養成における資質・能力に関する一考察 

（日本教師教育学会 第 29 回大会）2019  

5.Environmental Education in Early Childhood Education in Japan and Taiwan 

（環太平洋乳幼児教育学会・ポスター発表）2019 

6.幼児教育における資質・能力に関する一考察 

 （日本保育学会 第 72 回大会）2019 

7.Environmental Education in Early Childhood Education in Japan and Malaysia（環

太平洋乳幼児教育学会・ポスター発表）2018 

8.Environmental Education in Early Childhood Education in Japan and Philippines（環

太平洋乳幼児教育学会・ポスター発表）2017 

9.保育者養成校における保育者の専門性について 

（第27回日本乳幼児教育学会研究発表論文集）2017 

10.Environmental Education in Early Childhood Education in Japan and  Bangkok               

（環太平洋乳幼児教育学会・ポスター発表）2016 

11 .学びの芽生えに関する一考察(2)-幼児期から児童期への繋がりー 

（日本保育学会 69 回大会発表論文集）2016 

12.保育者の専門性について～意識調査より～ 

（第26回教師教育学研究会）2016 
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13.Environmental Education in Early Childhood Education in Japan and Australia（環

太平洋乳幼児教育学会・ポスター発表）2015 

14.学びの芽生えに関する一考察 

（日本保育学会 68 回大会発表論文集）2015 

15.子ども・子育て支援制度と保育の質について 

（第 24 回日本乳幼児教育学会研究発表論文集）2014 

16.幼稚園教師の専門性形成と教育の質に関する考察－意識調査に基づいて－ 

                                    （第24回教師教育学研究会）2014 

17.A Study on the input reflection in childcare 

（環太平洋乳幼児教育学会・ポスター発表）2014 

18.保育者の省察とリアリスティックアプローチ 

（日本保育学会第67回発表論文集）2014 

19.リアリスティックアプローチ国内展開の可能性2教員養成への活用 

（教師教育学研究会）2014 

20.保育者養成におけるリフレクション 

（第23回日本乳幼児教育学会研究発表論文集）2013 

21.保育者養成におけるＡＬＡＣＴモデル導入に関する考察 

（第23回日本教師教育学会研究大会要旨集録）2013 

22. Reflection to be a Professional Kindergarten Teacher: Using the Korthagen’s 

ALACT model 

（2013 環太平洋乳幼児教育学会・ポスター発表（共同研究）2013 

23.「コルトハーヘンのＡＲＡＣＴモデルを利用した教師教育の実践報告：理論と実践

をどのようにつなぐのか」 

（第22回日本教師教育学会研究大会ランドテーブル）2012 

24.「教職実践演習」展開の計画と実践上の課題 

（第32回全国私立大学教職課程研究大会）2012 

25. 幼稚園生活と食育(2)          

  （日本保育学会第65回発表論文集）2012 

26.教職実践演習を試みた事例に関する一考察 

（日本教師教育学会 第21回研究大会発表要旨集録）2011  

27.幼稚園生活と食育(1)          

 （日本保育学会 第64回発表論文集）2011 

28.幼稚園教師の専門性形成に関する考察 

（日本教師教育学会 第20回研究大会発表論要旨集録） 2010 

社会活動等 豊見城市こども未来市民会議パネリスト（2020～2021） 

沖縄県中頭地区教育課程研究協議会 講評 （2020） 

沖縄県幼稚園・認定こども園 初任者研修会講師（2020） 

幼児教育連携体制推進研修会（宮古地区）講演（2019） 
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沖縄県保育者育成協議会委員（2019） 

豊見城市振興計画審議会委員（2019―2021） 

豊見城市公開保育協働研究会指導講師（2019） 

豊見城市保育士・保育教諭等研修会 講演（2019） 

糸満市子育て研修会 講演（2019） 

体験の風をおこそうフォーラム in 沖縄 コーディネーター（2019） 

沖縄県子育て支援課「幼保連携型認定こども園教育・保育編成要領」および「保育

所保育編成要領」検討委員（2018） 

豊見城市保育士・幼稚園教諭等研修会 講演（2018） 

島尻地区園長等運営管理協議会 講演（2018） 

豊見城市 保幼こ小連携合同研修会 指導講師（2018） 

浦添市立教育研究所 講演 （2018） 

豊見城市まち・ひと・しごと創生審議会 副会長（2018-2021） 

相愛幼稚園園内研修指導講師（2017） 

新規保育所等保育スキル向上研修指導講師（2017） 

豊見城市学力向上推進事業 豊見城市幼児教育講演（2017） 

那覇市子育て支援委員（地域保育コース）研修指導講師（2016） 

石垣市教育員会主催 講演（2016） 

豊見城市幼稚園園長会・教頭会『保幼小接ｉｎ沖縄シンポジウム』「沖縄県の現状報

告」およびシンポジスト（2016） 

那覇市保育士研修会指導講師（2016） 

あずま保育園園内研修指導講師（2015） 

沖縄県幼児教育推進委員（2014） 

中城村立幼稚園教諭研修会指導講師（2014） 

那覇市保育士研修会指導講師（2014） 

沖縄県私立幼稚園連合会記念講演（2014） 

沖縄県保育問題研究会指導助言（2014） 

保育所リーダー研修会講演（2014） 

豊翔塾指導講師（2013） 

第 24 回保育研究大会指導助言（2012） 

沖縄県教員の資質向上連絡会委員(2011～2013) 

沖縄県幼稚園教諭等養成校関者連絡会委員(2011～2013) 

島尻教育研究所教育研究員指導講師（2010） 

豊見城市ファミリーサポートセンター養成講座指導講師 （2009） 

所属学会 日本乳幼児教育学会 

日本教師教育学会 

 
一言 努力にまさる天才はなし 

 


