
2021年度 教員の自己点検・自己評価報告書 

 

所属学部 学科 職位 氏  名 

教育学部 子ども発達学科 教授 堀 建治 

最終学歴 学 位 専門分野 

名古屋大学大学院 教育発達科学研究科博士課程 

後期課程 教育科学専攻 単位習得満期退学 

修士 

（教育） 

幼児教育学・保育学 

 

Ⅰ 教育活動 

○目標・計画 

（目標） 

本学の建学の精神を具現化していくことが教員の責務である。「信頼」されるということは他者か

ら「あてにされる」ということであり、教員自らが「あてにされる」姿をみせなければならない。

特に教育者・保育者という指導する立場に就く学生に対して、その自覚を促し続けることも重要で

あるが、それ以前に学生の持ち味や思いを引き出すことを念頭に教育活動を行う。そのために自分

が学生のために何ができるのか、その点を見極めつつ教育実践を図る。 

（計画） 

・「信頼」という観点から、学生との対話を重視し、学生の思いに耳を傾けていく。 

・授業は「できる」ことのみを追求するのではなく、「わかる」ことを念頭に進めていく。 

・上記の方法として、対話を中心とした授業運営や振り返りシートを用いての状況把握に努める。 

・理論面に加えて、実践面での強化を図る観点から、積極的に「遊び」体験を取り入れる。 

・さまざまな「遊び」体験を重ねることで、学生自身の充実感や満足感を高める。 

・同時に「遊び」の実践者としての専門性や技量の向上をめざす。 

 

○担当科目（前期・後期） 

（前期） 

 保育原理、保育者論、保育実習事前指導ⅠA,基礎演習Ⅰ、総合演習Ⅰ、幼児理解の理論と方法、 

 サービスラーニング実習Ⅰ 

（後期） 

 保育実践演習、基礎演習Ⅱ、総合演習Ⅱ、保育実習指導ⅠA,保育実習Ⅱ事前事後指導、 

サービスラーニング実習Ⅱ、保育実習ⅠA,保育実習Ⅱ 

 

○教育方法の実践 

  新型コロナウイルスの影響下、前期はオンラインでは Google classroomでの双方向授業に努めた。 

やむを得ずオンデマンド科目となったものについては授業での資料を充実させ、限られたなかでは 

あるものの、科目理解が得られるような工夫を行った。 

 

○作成した教科書・教材 

  高内正子監修、上中修･堀建治他『保育実践に生かす保育内容「環境」』「3章 4節 保育者との関係

性の発達、6章 6節 地域の文化にかかわる」2021年、教育情報出版、p.50-51,92-93 

 

 



○自己評価 

  前記のとおり、オンラインでは双方向での授業展開を心がけていたものの、理解度については様々

な余地が残った。オンデマンド課題もできる限りリアルタイムで返却をしたものの、学修内容がし

っかりと定着しているかどうかについては、正直、厳しいものがあるとの認識をしている。オンラ

イン次年度でも予定されることから、この点に関してはきちんと対策を練っていきたい。 

 

Ⅱ 研究活動 

○研究課題 

１．「楽しさ」に関する研究 ―「手遊び」を中心として― 

２．ドイツにおける保育内容の研究 

 

○目標・計画 

（目標） 

研究課題１ 

本研究はこれまでも継続的に行ってきており、10年弱の時間を費やしている。本年度も「楽しさ」

とは何かを解明するとともに、分析方法の確立をめざす。 

研究課題２ 

2018年にドイツ視察以降、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、今に至るまで現地調査

ができていないなか、本年度は次年度の現地調査に向けての準備に充てる。 

（計画） 

研究課題１ 

    本年度は保育者や子どもの「手遊場面を撮影し、逐語記録としての分析を予定している。 

  研究課題２ 

本年度は保育内容の視点から、保育の環境構成の在り方や保育方法など、文献等の資料収集を含

めて検討する。 

 

○2014年 4月から 2022年 3月の研究業績（特許等を含む） 

（著書） 

 ・高内正子監修、上中修･堀建治他『保育実践に生かす保育内容「環境」』「3章 4節 保育者との関

係性の発達、6章 6節 地域の文化にかかわる」2021年、教育情報出版、p.50-51,92-93 

 ・吉見昌弘･斎藤裕･堀建治他『はじめて学ぶ保育原理 新版』「第 3 章保育所保育指針における保

育の基本」2021年、北大路書房、pp.49-63 

・名須川知子・大方美香・立花直樹・堀建治他『MINERNAはじめて学ぶ保育シリーズ 11 施設実習』

「第 2章 実習の現場 レッスン 10 児童厚生施設およびその他の施設・事業所での実習 第 3

章 施設実習の実際 レッスン 11 施設実習の一日（11 児童厚生施設等）、レッスン 12 施設

実習での体験と学び（11 児童厚生施設等）」2019年、ミネルヴァ書房、pp.19-30 

・安田誠人･立花直樹･堀建治他『保育者の協働性を高める子ども家庭支援・子育て支援 「子ども

家庭支援論」「子ども家庭支援の心理学」「子育て支援」を学ぶ』「第 2編 子ども家庭支援 第Ⅱ

部 子ども家庭支援における詳説 第 9章 子ども家庭支援における計画と環境」2019年、晃洋

書房、pp.109-115 

 ・津金美智子･小野隆･堀建治他『新・保育実践を支える 健康「5 章 2 節 園での安全指導」2018

年、福村出版、pp.137-146 



 ・谷田貝公昭･高橋弥生･堀建治他『新版 実践保育内容シリーズ① 健康』「第 2章 領域「健康」

とは」2018年、一藝社、pp.21-34 

 ・春日晃章、中野貴博･堀建治他『新時代の保育双書 保育内容健康 第 2版』「第 7章 安全管理

と安全教育」2018年、㈱みらい、pp.138-142 

 ・吉見昌弘･斎藤裕･堀建治他『はじめて学ぶ保育原理』「第 3 章保育所保育指針における保育の基

本」2017年、北大路書房、pp.43-55 

 ・安田誠人･立花直樹･堀建治他『保育実践を深める相談援助・相談支援』「第 2 編 保育相談支援 

第Ⅰ部 保育相談支援の趣旨 第 1 章 子どもの最善の利益と福祉の遵守」2017 年、晃洋書房、

pp.119-125 

 ・咲間マリ子･堀建治他『コンパス保育内容総論』「第 12章保育所・幼稚園・認定こども園における

小学校との連携」2016年、建帛社、pp.95-102 

 ・村越晃、堀建治他『これだけは身につけたい 小学校教員の常識６７』「STEP3 専門性」、2015年、

一藝社、pp.54-69  

  ・春日晃章、中野貴博･堀建治他『新時代の保育双書保育内容健康』「第 7章 安全管理と安全教

育」、㈱みらい、2015年、pp.133-137 

・安田誠人･立花直樹･堀建治他『保育の質を高める相談援助・相談支援』「第 2 編 保育相談支援 

第Ⅰ部 保育相談支援の趣意 第 1章 子どもの最善の利益と発達の保障」、2015年、晃洋書房、

pp.113-119 

・横井一之・吉弘淳一・堀建治他『事例で学ぶスーパービジョン -対人援助の基礎知識・技術を通

して-』「第 2部実践編 事例 3 児童養護施設におけるスーパービジョンの実際」2015年、建帛

社、pp.95-103 

・谷田貝公昭･高橋弥生･堀建治他『実践保育内容シリーズ① 健康』「第 2章 領域「健康」とは」

一藝社、2014年、pp.19-30 

（学術論文） 

 ・堀建治・松本亜香里・小杉裕子「保育者養成テキストからみる「楽しさ」に関する研究 ―保育

教材としての「手遊び」を中心に―」『ユマニテク短期大学研究紀要』第 3 号、2020 年、pp.12-

17 

 ・松本亜香里・堀建治・渡邊明宏「ゼミナールにおける学生の主体性と学び合い ―保育教材作成

および教材研究の取り組みから―」『三重幼児教育文化研究会 幼児教育文化研究』第 5号、2020

年、pp.25-35 

 ・堀建治「保育環境のあり方に関する一考察 ―ドイツにおける園庭の事例を中心として―」『三重

幼児教育文化研究会 幼児教育文化研究』第 5号、2020年、pp.17-23 

 ・堀建治「新「幼稚園教育要領」における領域「環境」に関する研究  ―教材研究のあり方を中心

に―」『ユマニテク短期大学研究紀要』創刊号、2018年、pp.12-17 

 ・堀建治・松本亜香里「「楽しさ」に関する基礎的研究 ―「手遊び」をてがかりとして―」『三重

幼児教育文化研究会 幼児教育文化研究』第 3号、2018年、pp.19-26 

 ・堀建治「就学前施設と小学校との接続・連携のあり方に関する実践的研究」『中部学院大学・中部

学院大学短期大学部 教育実践研究』第２巻、2017年、pp.121-128 

 ・堀建治・丸山あけみ「相談援助としてのスーパービジョンに関する研究-児童養護施設を中心とし

て-」大橋学園紀要第３号、2016年、pp.97-102 

 ・堀建治・松本亜香里「幼稚園教育要領における領域「表現」に関する研究（その１）―「造形」

を中心として―」大橋学園紀要第３号、2016年、pp.34-38 



 ・堀建治「保育内容における「領域」に関する研究 ―「領域」の意義と小学校との接続を中心に

―」『三重幼児教育文化研究会 幼児教育文化研究』創刊号、2016年、pp.102-106 

 ・堀建治「「認定こども園」の課題と今後の動向」『三重幼児教育文化研究会 幼児教育文化研究』

創刊号、2016年、pp.107-112 

 ・堀建治、松本亜香里「「楽しさ」に関する研究（その１）―先行研究と今後の展望を中心に―」大

橋学園紀要創刊号、2015年、pp.78-89 

（学会発表） 

 ・堀建治、松本亜香里・小杉裕子「「楽しさ」に関する基礎的研究（その 10）－新型コロナウイル

ス下における「手遊び」の実態を中心に－」（『日本保育学会第 74 回大会発表要旨集』2021 年 5

月 15日、富山大学） 

 ・堀建治、松本亜香里・小杉裕子「「楽しさ」に関する基礎的研究（その９） ―手遊びをてがかり

として」（『日本保育学会第 73回大会発表要旨集』2020年 5月 17日、奈良教育大学） 

 ・堀建治、松本亜香里・小杉裕子「「楽しさ」に関する基礎的研究（その８） ―手遊びをてがかり

として」（『日本保育学会第 72回大会発表要旨集』2019年 5月 4日、大妻女子大学） 

 ・堀建治、松本亜香里・小杉裕子「「楽しさ」に関する基礎的研究（その７） ―手遊びをてがかり

として」（『日本保育学会第 71回大会発表要旨集』2018年 5月 12日、宮城学院女子大学） 

 

○科学研究費補助金等への申請状況、交付状況（学内外） 

なし 

 

○所属学会 

日本保育学会、日本乳幼児教育学会、日本保育者養成養成教育学会、 

日本レジャー・レクリエーション学会、日本体育・スポーツ・健康学会 

 

○自己評価 

研究に関しては、新型コロナウイルスが終息をみないなか、保育現場でのフィールドワークができ

ない状況にある。ただし、新型コロナの感染状況を踏まえての研究もあわせて行っているため、前

向きにとらえていきたい。 

 

Ⅲ 大学運営 

○目標・計画 

（目標） 

建学の精神である「真に信頼して事を任せうる人格の育成」を中核として、自分自身が「信頼」さ

れる人物になるべく、与えられた職務に対して真摯かつ誠実な態度で臨む。 

（計画） 

新任であり、本学の運営に関して未知かつ無知な点もあるなか、全学委員会として、本年度は教職

支援センター運営委員会、地域・産学連携センター運営委員会に所属する他、学部内での職務分掌に

対しては主体的かつ積極的に参画していく。 

 

○学内委員等 

地域・産学連携センター運営委員会、教職支援センター運営委員会、幼小保課程委員会 

 



○自己評価 

  着任早々、「保育のお仕事広場」に関連する講演を依頼されたが、本学着任初年度ということもあ

り、右往左往するなかで、教職員のみなさんにご迷惑をおかけしながらも与えられた役割分担につ

いて、適度に貢献できたのではないかと考える。来年度以降は本年度の反省を生かして、積極的に

運営に参画できるよう、心がけていきたい。 

 

Ⅳ 社会貢献 

○目標・計画 

（目標） 

専門分野を生かしつつ、本学のさらなるブランドイメージ向上や社会的認知を意識し、自身の専門

分野を生かした社会貢献をめざす。 

（計画） 

本年度は以下の公的機関から依頼を受けている。 

①多治見市保育園指定管理者評価委員会委員長 

②亀山市教育委員会家庭支援講座講師 

③津保育所施設長連絡協議会保育キャリアアップマネジメント研修会講師 

 

○学会活動等 

特になし。 

 

○地域連携・社会貢献等 

 上記の計画通りの貢献ができた。 

 

○自己評価 

  社会的貢献として適度な形で参画できたと考える。 

 

Ⅴ その他の特記事項（学外研究、受賞歴、国際学術交流、自己研鑽等） 

初任であることを忘れずに、謙虚に職務に邁進していきたい。 

 

Ⅵ 総括 

着任１年目ということもあり、万事手探りのなかでの業務であったものの、自分なりに精一杯でき

たのではないかと評価している。しかしならば、評価は自分自身がすべきものではなく、他人が行う

ものであり、あくまでも「自己評価」という枠のなかでの「精一杯」である。誰からみてもその評価

がゆがむことなく、日々、心がけていきたい。 

以 上 


