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糸洲  理子  ( ITOSU,  A yako)  

沖縄キリスト教短期大学  保育科  准教授  

 
【プロフィール】 

取得学位、 

大学・機関、取得年 

法学士 琉球大学法文学部 1996 

準学士 沖縄キリスト教短期大学保育科 2002 

修士（教育学）  

聖和大学大学院教育学研究科 

幼児教育学専攻 博士前期課程修了 2005 

 

 

専門分野 保育学・幼児教育学 

研究分野 沖縄県の保育・幼児教育に関する研究 

沖縄県のキリスト教保育に関する研究 

子どもの人間関係 

研究職歴等 沖縄キリスト教短期大学保育科准教授 2018- 

沖縄キリスト教短期大学保育科講師 2017-2018 

沖縄キリスト教学院学習支援センター講師 2011-2017 

社会福祉法人保育園保育士 2002,2003,2005-2008 

担当科目 保育原理、キリスト教保育、教育原理、保育者論、保育内容総論 

保育実習指導Ⅱ（保育所）、保育・教職実践演習（幼稚園） 

フレッシュマン・セミナー 

 

【研究活動業績】 

研究業績 

（主要論文・著書） 

【論文】 

1. 「保育場面におけるごっこ遊びの関係活動モデルによる分析－年齢ごとの内的 

操作・関係面の分析から－」（共著） 大阪教育大学幼児教育学研究室紀要エ

デュケア第 24 号 2004 pp.47-66  

2. 「人との関わりの中で育ちゆく４歳児の人間関係」 （単著） 沖縄女子短期大学

紀要第 20 号 2007 pp.67-80 

3. 「沖縄戦後の保育所設立に関する一考察」（単著）  聖和大学論集－教育学系

－第 36 号Ａ 2008 pp.213-223 

4. 「子どもの人権に関する一考察―沖縄の子どもの保育環境を視点として―」 

（単著） 沖縄キリスト教学院大学論集第 9 号 2012 pp.41-50 

5. 「キリスト教保育における子どもの人権に関する一考察」（単著） 沖縄キリスト

教学院大学論集第 10 号 2014 pp.21-31 

6. 「沖縄県におけるキリスト教保育に関する研究（Ⅰ）～アンケート調査の分析を 

  とおして～」（共著） 喜舎場勤子・大城りえ・糸洲理子 沖縄キリスト教短期大

学紀要第 43 号 2015 pp.107-124 

7. 「沖縄県におけるキリスト教保育に関する研究（Ⅱ）～アンケート調査の分析を 
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    とおして～」（共著） 大城りえ・喜舎場勤子・糸洲理子 沖縄キリスト教短期大

学紀要第 44 号 2016 pp.149-156 

8. 「沖縄県におけるキリスト教保育に関する研究（Ⅲ）～自由記述の分析をとおし 

   て～」（共著） 糸洲理子・喜舎場勤子・大城りえ 沖縄キリスト教短期大学紀要

第 44 号 2016 pp.157-168 

9. 「沖縄県におけるキリスト教保育に関する一考察―あるクリスチャン保育者の 

   語りをとおして―」（単著） 沖縄キリスト教学院大学論集第 13号 2017 pp.1-   

   9 

10.「保育科学生の『教育』に関する意識調査」（単著） 沖縄キリスト教短期大学紀

要第 47 号 2018 pp.91-100 

11.「幼児教育・保育無償化について」（単著） 沖縄キリスト教短期大学紀要第 49

号 2020 pp.145-154 

12.「保育実習における学生の学習と生活の実態について（１）－施設実習指導に 

ついて－」 （共著）  宮平隆央・糸洲理子・照屋建太 沖縄キリスト教短期大 

学保育科論集第 2 号 2020 pp.45-55 

13.「保育実習における学生の学習と生活の実態について（２）－保育所実習指導 

Ⅰについて－」 （共著）  糸洲理子・宮平隆央・照屋建太 沖縄キリスト教短 

期大学保育科論集第 2 号 2020 pp.57-66 

14.「保育実習における学生の学習と生活の実態について」 （共著） 宮平隆央・糸

洲理子・照屋建太 沖縄キリスト教短期大学保育科論集第 2号 2020 pp.63-

72 

15.「実践報告：2020 年度『教育実習』について」（共著） 糸洲理子・山盛淳子・照 

 屋建太・仲松あかり 沖縄キリスト教短期大学紀要第 50 号 2021 pp.125-126 

16.「実習園へ行ったアンケート調査から検討する代替教育実習の取組課題」（共

著） 照屋建太・糸洲理子・宮平隆央 沖縄キリスト教短期大学紀要第 51 号 

   2022 pp.73-82 

17.「代替教育実習に関する今後の課題－学生へのアンケート調査の結果から－」 

   （共著） 糸洲理子・照屋建太・宮平隆央 沖縄キリスト教短期大学紀要第 51   

   号 2022 pp.83-92 

18.「代替保育実習Ⅰ・Ⅱ（保育所）に関する検討―実習園へのアンケート調査の結

果から―」（共著） 糸洲理子・照屋建太・宮平隆央 沖縄キリスト教短期大学

保育科論集第 3 号 2022 pp.54-68 

19.「代替保育実習Ⅰ（施設）の検討」（共著） 宮平隆央・糸洲理子・照屋建太 沖  

   縄キリスト教短期大学保育科論集第 3 号 2022 pp.69-78 

 

【著書】 

1. 「3-2 保育 ごはんと安心といたわりを 親の生活を徹底して支える保育実践が 

   子どもを支える」（3 章 育ちと暮らしの現場から：分担執筆） 沖縄県子ども総

合研究所編 『沖縄子どもの貧困白書』 2017 pp.150-156 かもがわ出版 

2. 「第 3 章 ウチナーンチュが語る沖縄の『子どもの貧困』―沖縄から見る子ども

の人権と平和」（糸洲理子）  富坂キリスト教センター編 『奪われる子どもた

ち 貧困から考える子どもの権利の話』 2020 pp.72-101 教文館 
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【研究報告】 

1. 「沖縄から見る子どもの人権と平和」 公益財団法人基督教イースト・エイジャ・ 

   ミッション 富坂キリスト教センター 富坂キリスト教センター紀要第 8 号 2018 

    pp.121-132 （「子どもの貧困とキリスト教」研究会 研究報告） 

 

【学会発表】 

1. 糸洲理子 2012 年 6 月 「子どもの人権に対する保育科学生の視点」 日本キ 

リスト教教育学会第 24 回学会大会 桜美林大学（東京都） 

2. 宮平隆央・糸洲理子・照屋建太 2020 年 3 月 「保育実習における連携した指 

  導について（1）―施設実習指導Ⅰの概況―」 日本保育者養成教育学会第 4 

回研究大会 福山市立大学（広島県） 

3. 糸洲理子・宮平隆央・照屋建太 2020 年 3 月 「保育実習における連携した指 

導について（2） ―保育所実習指導Ⅰの概況―」 日本保育者養成教育学会第

4 回研究大会 福山市立大学（広島県） 

4. 宮平隆央・糸洲理子・照屋建太 2021 年 3 月 「代替保育実習Ⅰ（施設）の検 

   討」 日本保育者養成教育学会第 5 回研究大会 大妻女子大学（東京都）

（WEB 開催） 

5. 糸洲理子・宮平隆央・照屋建太 2021 年 3 月 「代替保育実習Ⅰ・Ⅱ（保育所）

の検討」 日本保育者養成教育学会第 5 回研究大会 大妻女子大学（東京都）

（WEB 開催） 

6. 糸洲理子・照屋建太 2021 年 5 月 「代替教育実習の検討Ⅰ－学生のアンケ

ート結果から見えた課題－」 日本保育学会第 74 回大会 富山大学（富山県） 

  （WEB 開催） 

7. 照屋建太・糸洲理子 2021 年 5 月 「代替教育実習の検討Ⅱ－実習園へのア

ンケート調査から見えてきた課題－」 日本保育学会第 74 回大会 富山大学

（富山県） （WEB 開催） 

8. 照屋建太・佐久本邦華・平中尚子・糸洲理子 2022 年 3 月 「保育実習Ⅰ（保

育所） の代替実習から見えた課題」 日本保育者養成教育学会第 6 回大会 

  大妻女子大学（東京都）（WEB 開催） 

9. 照屋建太・糸洲理子・宮平隆央 「子どもの遊びに関する調査 － 保育士・幼稚

園教諭・保育教諭の視点から －」 第75回日本保育学会 聖徳大学（東京都）

（WEB 開催） 

社会活動等 1.日本キリスト教教育学会第 19 回学会大会 準備・実行委員 2007 

2.日本キリスト教教育学会『キリスト教教育論集』 編集局補佐 2008-2009 

3.聖和短期大学キリスト教教育・保育研究センター 研究員 2009-2019 

4.日本乳幼児教育学会 幹事 2009-2010 

5.沖縄市福祉のまちづくり推進懇話会委員 2011-2013 

6.日本キリスト教保育所同盟沖縄地区保育従事者研修 講師 2011 

7.学校法人関西学院 聖和短期大学教職員人権研修 講師 2013 

8.浦添市子育てアドバイザー養成講座 講師 2014 

9.新規保育所等保育スキル向上研修会 「保育所保育指針研修」 講師  

  2016,2017,2018,2019,2020 

10.沖縄タイムス社主催 「沖縄の子どもの貧困を考える本島縦断キャラバン」第２
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弾 第二部パネリスト「乳幼児期の支援―子どもの権利としての視点から―」 

2016 

11.富坂キリスト教センター 「子どもの貧困とキリスト教」研究会 研究員  

2016-2019 

12.第 22 回 沖縄保育合同研究集会セミナー「新保育指針と私たちの保育」  

  シンポジスト「保育所保育指針改定のポイント」 2017 

13.沖縄県私立保育園連盟中部北ブロック園内研究発表会 助言者 2018 

14.浦添市保育の質の向上研修会 講師 2018 

15.沖縄県私立保育園連盟那覇ブロック園内研究発表会 助言者 2018 

16.第 52 回沖縄県保育士会研究大会 第 2 分科会 助言者 2018 

17.2018 年度 那覇市保育士等キャリアアップ研修「幼児教育」 講師 2019 

18.第 31 回 沖縄県私立保育園連盟 保育研究大会 第 2 分科会 助言者 2019 

19.第 24 回沖縄保育合同研究集会セミナー 「保育無償化は保育の質を高めるか

～子どもと共に育つ大人～」 シンポジスト 2019 

20.豊見城市公開保育協働研究会 指導助言 2019,2020 

21. 2019 年度 那覇市保育士等キャリアアップ研修「幼児教育」 講師 2020 

22.北中城村子ども子育て会議委員 2020- 

23.富坂キリスト教センター「子どもの貧困とキリスト教」研究会 出版記念パネル 

フォーラム 「奪われる子どもたち―貧困から考える子どもの権利の話」  

2020 年 2 月 ＹＭＣＡアジア青少年センター 東京都 

24.豊見城市公立保育者合同学習会 講師 2020 

25.豊見城市公開保育協働研究会 指導助言 2021 

26.第 54 回沖縄県保育士・保育教諭会研究大会 第 4 分科会 助言者 2021 

27.学校法人相愛学園相愛幼稚園 評議委員 2022－ 

28.「現代の課題 2 子どもの貧困と沖縄」 『信徒の友』5 月号 2022 pp.60-63 

所属学会 日本保育学会 

日本乳幼児教育学会 

日本キリスト教教育学会 

日本保育者養成教育学会 

関西教育学会 

一言 

［モットー］ 

主は人の一歩一歩を定め 

御旨にかなう道を備えてくださる。 （詩編 37：23） 

 

［一言］ 

“変える勇気と、変えられないものを受け入れる勇気” 

学生の頃、恩師から教えていただいた言葉です。 

学生生活を楽しみながら、「大切なもの」を探してください。 

 

 


