
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 准教授 梶浦 恭子 

最終学歴 学 位 専門分野 

岐阜大学大学院教育学研究科 

教科教育専攻・家政教育専修（修士課程） 

修士 幼児教育 

 

Ⅰ 教育活動 

○目標・計画 

（目標） 

乳幼児の発達過程を知り子ども理解を深め実態に即すことを前提に、観点として保育の領域「環

境」（周囲の様々な環境に好奇心や探究心を持って関わり、生活に取り入れる力を養う）場面を通し

て、乳幼児主体の保育活動を展開する実践力（感性、知識、技能）を身につけ、社会で活躍する教

育者の養成を目標とする。 

（計画） 

・保育・教育環境のイメージを常に意識して持ち、現場の事例を基本的資料として読み、理解を

深めて実践・行動力につなげる。実習前までに教科書にある保育の場面事例や幼稚園教育要領解

説を丁寧に読み、自己課題を明確にし、教育者として実践現場に立つ自覚と自立の意識を持つよ

う導く。 

・生活習慣やリズムを整え、健康的で明るく素直な気持ちが持て、安定感のある心身の持ち主と

なるよう、出会う周囲の人へ快い表現や対応ができる基本姿勢を常に学生に問い、教育実習全体

の目標が達成できるようにする。 

・日常生活から心を動かし感覚を豊かにする。例えば保育教材である環境物の具体を示し、教育

現場に向ける意欲が持続できる授業計画をする。大学の三つの言葉である、建学の精神を示し、

校訓である「真面目」が持ち味になる態度へ意識を持ち、自主的な行動・判断ができる人を育成

する。 

 

○担当科目（前期・後期） 

（前期） 

 教育実習事前及び事後の指導（幼稚園）、総合演習Ⅰ、専門演習Ⅰ、専門演習Ⅲ、幼児と環境、 

 生活、教育実習Ⅰ（幼稚園） 

（後期） 

 保育内容（環境）、幼稚園実習理解、教職実践演習（幼・小）、総合演習Ⅱ、専門演習Ⅱ、 

専門演習Ⅳ、生活科教育法 

 

○教育方法の実践 

学生が保育者、教育者となる期待感や意識が持てるよう、授業内の事例や映像は遠い先の出来事

ではなく、常に自分の目の前で起こる場面ならばどうするのか、と引き寄せて考え受講する学生の

意識をねらった授業を心がけて実践した。具体的に示される事例内容や、DVD の映像資料（3歳児

と 5歳児クラスそれぞれ）を積極的に取り入れた。授業の後半は、模擬保育の実践を学生が行うた

めの指導案作成において、幼児期の発達の特性を理解し、幼児の発達の実情にふさわしい保育計画



の導入、展開、まとめについて、教師の役割（援助と配慮）等、理解を高めるよう指導をした。集

中講義で行った授業「幼稚園実習理解」では、現場の園長先生をゲストで招いた。学生の素朴な疑

問、質問を講師の先生へと投げかけられ、多くの経験話として、子どもの姿の捉え方、教師として

の具体的な行動の在り方（指導法に型はなくその子の課題に応じる、園内園外での立ち振る舞い方

等）が引き出されていた。 

総合演習Ⅰ及びⅡでは、保育実習や幼稚園実習の基礎的な技術（絵本や手遊びエプロンシアター 

演習、毎日の記録への取り組み方）や態度（実習前の心得）の修得や支援を行なった。 

専門演習Ⅰ及びⅡでは、各自が興味、関心のあるテーマ選択の仕方や小論文の書き方基礎参考資

料を示して指導した。専門演習Ⅲ及びⅣでは個々の学生の研究テーマに沿った研究の文献収集と論

文作成の取り組み方の指導をした。 

 

○作成した教科書・教材 

・幼稚園実習に関する、「実習にあたって」「実習日誌」「部分指導計画（案）」作成のための注意

事項やポイントを示した補助教材 

・保育教材制作や実践・実演のための、「名札づくりとその自己紹介の仕方」「4 コマ絵本（紙芝

居）づくり」「保育に役立つペープサート」ワークプログラム 

・「幼稚園実習理解」「保育内容（環境）」各回の予習課題と振り返りシート 

 

○自己評価 

予習課題や授業後の課題には学生個々に、成果が得られるようにした。学生のノート記録や授業

時の発言には、教育的な意味を添えて応じ、ノート返却をする等を行った。後期の授業によって、

自分自身が向上したと思える授業はどれかというレポート課題には、多くの学生が「模擬保育」を

示している。オンライン上で学生が先生役と子ども役になるという、子どもを目の前に置かず学生

相手の模擬保育だが、子どもの前に立つ以前にしなくてはいけない課題が各自に見つかったと記し

ている。一人 7 分という短時間に凝縮した時間内の模擬授業であったが、3 から 4 人グループ内で

評価を述べ合う交流を組み入れた。また、授業担当教員の指導アドバイスを補った。学生からは印

象に残り教育的成果があったという感想を得た。3 月の集中講義には、現場の園長先生をゲストで

招き、生の園生活の多くの実例を聞いて知ることができた。この 1コマは、自分の疑問や質問を園

長先生に聞いたり自己課題をそれぞれに述べたりする場を設けた。初等教育コース学生は、幼稚園

実習への関心が具体的に持てた、疑問が聞けて少し安心した、よくわかった等と振り返り欄には記

載がある。オンライン受講学生が三分の二で、対面学生 10 人といった選択による授業体制をとっ

たが、実習への期待感が高まったという感想が集まった。以上のことから、目的は、概ね達成する

ことができた。 

しかしながら、学生の授業評価において、「質問した時の返信の内容が理解出来なかった」とあり

具体的に説明を行い、理解できたのか最後の確認が必要である。授業に参加が実習等でできず、課

題文のみを参考に行う学生の場合があったため、配慮を要する学生への対応には留意すべきであっ

たのが改善点である。 

 

Ⅱ 研究活動 

○研究課題 

野外の自然や動植物に出会う体験から幼児は何を磨くのか  

 



○目標・計画 

（目標） 

幼児を取り巻く環境の 3側面（物的環境、人的環境、社会的環境）と、幼児の発達における自然 

  環境の重要性について、具体的な幼児の姿の事例を示し説明ができる。学会で発表する中、多様な 

意見の共有・受容を意識し、研究感覚を磨き高める。 

（計画） 

・就学前の個別抽出した幼児の行為・動作を、カメラ撮影し、遊び場面においても抽出する。 

・幼児の多様な行動は、心情の現れと考え、動きを観察し、収集した事例を詳細に分析する。 

・自然体験活動は危険を伴い軽視されがちであるが、安全管理を整え、自分の身体を守ることも 

含め、教育的な意味を導く。 

・研究目標に向かうため、社会の状況変化を受け入れながら、継続的に「森のようちえん」とい 

う自然体験フィールドを訪問する。 

 

○2014年 4月から 2022年 3月の研究業績（特許等を含む） 

（著書） 

・江田司 梶浦恭子 田中まさ子 谷口篤 横井志保 他 8 人『教育実習の手引き(幼稚園・小学

校)』一粒書房、2016 年、 第 1章第 3節 幼児教育に携わる者に求められる専門性 第 2章第 3

節 指導案の立て方・指導案 35-36、43-46   

（学術論文） 

・梶浦恭子「0～3歳児の自然体験遊びについて」名古屋学院大学論集. 社会科学篇 = Journal of 

Nagoya Gakuin University 54(4), 171-181, 2018  http://doi.org/10.15012/00001066 

・梶浦恭子，西澤彩木「自然物を手にする幼児はどのような表現をするのか：幼児の行動記録を手

がかりに」名古屋学院大学論集. 人文・自然科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University 

53(2), 125-138, 2017-01  http://doi.org/10.15012/00000877 

・梶浦恭子，今村光章「“森のようちえん”の幼児が触れる自然物に関する実証的研究」環境教育 = 

Environmental education 25(1), 176-183, 2015-07 日本環境教育学会（査読有） 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsoee/25/1/25_1_176/_pdf 

・梶浦恭子，今村光章「なぜ幼児は「森のようちえん」で枝を拾うのか」環境教育 = Environmental 

education 24(3), 137-144, 2015-03 日本環境教育学会（査読有） 

 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsoee/24/3/24_3_137/_pdf 

・梶浦恭子「幼児の手が出会う森の世界」岐阜大学大学院教育学研究科修士論文，216，2014-03 

（学会発表） 

・梶浦恭子 「森の動植物に出会う幼児は自然体験活動から何を磨くのか（２）-特性を持つ 5歳児

の手の平や手指の動きを観ることから考察する」 

How infants who encounter flora and fauna are refined from experience in nature (2)-A 

study of characteristics 5-year-old children hold while using palms and finger to observe 

-日本野外教育学会 第 24回大会 研究発表抄録集 2021-11 

・梶浦恭子 「森の動植物に出会う幼児は自然体験活動から何を磨くのか」一般社団法人日本環境教

育学 

・梶浦恭子 「大型の動物に触れる幼児の身体行為と保育者の役割」一般社団法人日本環境教育学 

会，2020-08 

 ・梶浦恭子「自然環境に関わる乳幼児と保育者としての役割」一般社団法人日本環境教育学会， 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsoee/25/1/25_1_176/_pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsoee/24/3/24_3_137/_pdf


2019-08 

・梶浦恭子「自然環境と幼児」一般社団法人日本保育学会，2019-05 

・梶浦恭子「自然体験活動からの学び：対象（自然）物に向き合う場面において幼児と保育者が並

列の位置で育むもの」一般社団法人日本環境教育学会，2018-08 

・梶浦恭子「自然物に出会う幼児の表現行為を探る」一般社団法人日本保育学会，2018-05 

・梶浦恭子「自然物にふれる乳幼児の表現行為を探る：0～3歳児の抱っこや手つなぎから」日本乳

幼児教育学会，2017-11  

・梶浦恭子「乳幼児が自然物とかかわる意味を探る：森の世界の出来事における手の行為場面から」

一般社団法人日本環境教育学会，2017-9 

・梶浦恭子「自然物は幼児にどのような表現行為を生みだすのか：森のおやこクラス「おさんぽさ

ん」の素朴な見える動きから」一般社団法人日本保育学会，2017-05 

・梶浦恭子「保育者から研究者へ‐現場出身者の課題を共有する」日本乳幼児教育学会，2016-11 

・梶浦恭子「自然物に触れて遊ぶ幼児の手がつくり出す表現を探る」日本乳幼児教育学会，2016-11 

・梶浦恭子「自然物を用いた幼児の造形活動における指導のあり方」日本環境教育学会，2016-8 

・梶浦恭子 作品発表「かくれんぼ絵本」絵本学会，2016-5 

・梶浦恭子「自然物に触れて遊ぶ幼児の手の動きに注目して」日本保育学会，2016-5 

・梶浦恭子「自然物（枝など）に触れて遊ぶ幼児の行動からみえるもの」 

日本環境教育学会，2015-8 

・梶浦恭子「枝を持って遊ぶ幼児に関する一考察」日本保育学会，2015-5 

・梶浦恭子，今村光章「森のようちえん」で磨かれる感性（2）日本環境教育学会，2014-8 

・今村光章，梶浦恭子「幼児が「森のようちえん」で枝を拾う意味」日本環境教育学会，2014-8 

・梶浦恭子「人と人がつながるあそび かんたん手づくりえほん」絵本学会，2014-5 

・梶浦恭子「幼児の手が出会う森の世界：行動記録を手がかりに」日本保育学会，2014-5 

・梶浦恭子「森のようちえんで磨かれる感性」日本環境教育学会，2013-8 

・梶浦恭子「森のようちえんで幼児は何に触れるか」日本保育学会，2013-5 

・杉山喜美恵 梶浦恭子「実習記録簿に対する保育所の意識 2．調査よりわかること」日本保育学

会，2013-5 

・梶浦恭子 杉山喜美恵「実習記録簿に対する保育所の意識 3．自由記述から見えるもの」日本保

育学会，2013-5 

（特許）特になし 

（その他） 

・梶浦恭子「野外における大型動物と触れて遊ぶ幼児の行動記録から見えるもの」日本野外教育学 

会 実践報告抄録 2020-11 

 

○科学研究費補助金等への申請状況、交付状況（学内外） 

特になし 

 

○所属学会 

日本環境教育学会，日本野外教育学会，日本保育学会，日本乳幼児教育学会，絵本学会 

 

○自己評価 

「森の動植物に出会う幼児は自然体験活動から何を磨くのか」をテーマに、2021 年 8 月 22、23



日には環境教育学会でオンラインによる学会発表（ポスター）を行った。 

同じテーマで、「森の動植物に出会う幼児は自然体験活動から何を磨くのか」 （２）特性を持つ

幼児の手のひらや手指の動き と、着眼を変えて 2021 年 11 月 6、7 日は、日本野外教育学会オン

ラインによる学会発表（ポスター）を行った。発表内容の違いは、保育者の指導方法に観点を絞り、

もう一方の（２）は、年長 5 歳児が日常通う幼稚園では思うがまま行動する特性のある存在の Rai

児の行動と、森の自然環境物（ミミズ）と 5歳児の虫好き仲間の行動に着眼をしていった。 

コロナ禍ではあったが、2021年度 6/20（第 3 日曜）、7/18（第 3日曜）、7/25（第 4日曜）のわず

か 3 日のうち、本論の事例観察日時は、7/25 9:50～11:00 の抽出場面に絞った。ポスター発表で

は、オンラインであるため、画面越しにではある。体調が万全ではなかったが、10数枚にまとめた

パワーポイント内容の説明は行うことができた。保育・幼児教育関係者ばかりではない森林保全、

野外キャンプ活動、自然学校、森のようちえん活動に携わっている学会の方に詳細な説明を求めら

れた。1 時間以上の長い交流となり、課題の追求になる発見は難しいところで厳しい意見はなかっ

たが、概ね達成することはできた。 

 

Ⅲ 大学運営 

○目標・計画 

（目標） 

所属委員会に関与し、役割を果たすことを目標とし、大学運営に貢献する。 

（計画） 

教育学部の学部長のもと、学部の先生方と運営や学生の教育に積極的に関わる。学生には、「真に信頼

してことを任せうる人格の育成」に努める。さらに、自分の進む道に向かうためには、学生自ら考えて

行動し、仲間と共に教育学部で学び高め合える環境に努める。委員会運営面では、積極的に委員会活動

を実施していく。01キャリア支援センター運営委員会, 02東邦ステップ運営委員会では、委員の一人と

して、自覚と責任を持ち、運営に関わっていく。教育学部内の就職・進学対象者には、キャリア支援課

で相談・助言体制が整備される計画である。対象者の学生データに基づく進路サポート徹底とその課題

抽出を、キャリア支援センター運営委員の一員として、役割を果たす。名東区子育て支援ネットワーク

連絡会、子育て支援「ミニ広場 2021」に関しては、コロナの状況を踏まえ、開催が可能な場合には地域

の子育て支援活動の開催のための役割を果たす。 

 

○学内委員等 

幼小保課程委員会委員 キャリア支援センター運営委員会委員 東邦ステップ運営委員会委員 

 

○自己評価 

幼小保課程委員会の重点課題は、（1）教育・保育実習等の円滑かつ着実な実施に向けた情報共有と支

援の強化（2）教員免許・保育士資格の取得に関わる情報共有と支援の充実（3）幼保・教職合宿（合宿

はオンラインによるセミナーとなる）の実施と教育・保育・福祉職への就職率向上と就業支援の強化で

あった。教育実習Ⅰ幼稚園担当者として、幼児教育コース、初等教育コースにおける 6月並びに 9月に

予定していた幼稚園教育実習は、コロナ禍により、9 月の実習期間に変更の依頼を半数程度の園（44園

中 20園）より受けた。9月実習が延期され、10月中旬に始まる園が 13園（16 名）あり、11月初旬に終

了した園が 3 園（3 名）あった。評価票・所見の記述欄や訪問園による評価は、姿勢態度面で多くの学

生が高い評価を受けた。幼保就職セミナーは、幼稚園系グループが 7月 15日（木）に、実際の就職試験

を想定した模擬面接と就職活動に向けた助言指導として、幼稚園から講師（第三自由が丘幼稚園園長先



生）を招き、感染防止対策をとりながら対面実施ができ就職活動への取り組みにつながった。 

キャリア支援センター運営委員会の重点課題は、（1）正課内外のインターンシップ支援を中心とした

管理体制の点検と新たな体制の試行（2）現カリキュラムの課題の可視化と見直し案の策定（3）学生デ

ータに基づく進路サポート徹底とその課題抽出であった。教育学部の取り組みは、教育関連以外の一般

企業への就職を希望する対象学生を、就職支援・相談機能の強化に取り組むキャリア支援センターへ足

を運ぶようにキャリア支援課から、或いは運営委員からゼミ担当者へ依頼し、就職支援の発信に取り組

んだ。キャリア支援課職員による個人面談の実施や 3 年生の進路確認や 4 年生の未内定者の支援を繰

り返し実施していった。以上のことから、概ね目標を達成することができた。東邦ステップ運営委員会

の中で教育学部にかかわる重点課題は、（1）保育職コースのプログラム確立。保育職コース 1 期生が 3

年生の対象者 3名は、専門科目が稼働する。合格に導けるようにプログラムの精度を高めていくように

努め、プログラムとして問題なく運営でき、“概ね達成することができた”とした。次年度より保育専

門科目分野で「公務員試験セミナー」が入ることとなる。講座の中身は学生にとってよいものになるこ

とが期待できる。 

名東区子育て支援ネットワーク連絡会、子育て支援「ミニ広場 2021」に関しては、開催が可能な場合

には 9月の中旬を予定としていたが開催側と相談の結果、2021年度は見送られた。 

 

Ⅳ 社会貢献 

○目標・計画 

（目標） 

岐阜県私立幼稚園連合会子育て相談事業の巡回子育て相談事業に携わり、巡回相談の内容に貢献

する 

（計画） 

幼稚園内には様々な行動様式で自己表現する幼児（援助を要する判断をしかねる子など）を観察し、

幼稚園のスペシャルニーズという判断基準に同意する。 

 

○学会活動等 

（目標）以下の学会活動に参加し自己研磨する 

（計画）研修会や学会発表に参加し、知識や技能を得て、授業開発を行う 

・日本環境教育学会・日本野外教育学会など 

 

○地域連携・社会貢献等 

（目標）・子育て支援であるミニ広場の開催に貢献する 

（計画）・事前の打ち合わせを行い、活動に導けるよう環境等を調整する 

（目標）・一般社団法人 保育士養成協議会の依頼による業務につとめる 

（計画）・令和 3年一般社団法人 保育士養成協議会の依頼による業務を行う 

 

○自己評価 

岐阜県私立幼稚園連合会子育て相談事業の巡回相談には、複数回の予定を計画したが、1 園のみ

の巡回にとどまった。内容は園全体が一丸となる取り組みで、幼稚園のスペシャルニーズを観察し、

判断基準に同意する仕事は、幼児とその保護者理解につながる尊いものと認識する。私立幼稚園連

合会からは訪問園からの高い評価を得ていると報告を得た。 

学会活動には、コロナ禍ではあったが、計画をした日本環境教育学会、日本野外教育学会学会に



は、オンラインによるポスター発表に参加ができた。発表では、オンラインで画面越しに行うにあ

たり保育・幼児教育関係者ばかりではなく、森林保全、野外キャンプ活動、自然学校、森のようち

えん活動に携わっている学会の方に向け、幼児期の特徴的な行動と教師の役割について、幼児と生

き物の関係について等、これまでの自然環境に関わった経験による説明を求められた。他分野の研

究者の方との意見交流ができ知見が得られたことから、概ね達成することはできた。 

地域連携では、子育て支援であるミニ広場を 開催が可能な場合には 9 月の中旬を予定として学

内の教室を確保してはいたが、保育施設関係の開催者側と相談を重ねた結果、2021年度は見送られ

た。 

一般社団法人保育士養成協議会の依頼による業務については、事情により行動できず達成するこ

とはできなかった。 

最後に、コロナ禍ではあったが、2021 年度 6/20（第 3 日曜）、7/18（第 3 日曜）、7/25（第 4 日

曜）のわずか 3日ではあったが、森のようちえんスタッフとして保育の業務、子育て支援に関連す

る社会貢献ができた。2021年度についてはコロナ禍のことであり計画していなかった項目だが、保

育者としての支援活動に携われたことには、概ね達成することはできたことを報告する。 

 

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） 

特になし 

 

Ⅵ 総括 

 2021 年度は教育学部において、幼稚園実習担当者として、学部の初等教育コース、幼児教育コースの

学生には成長、発達の特に大切な時期である幼児教育への関心を高く持ち、入学からの学習意欲を向上

させ、保育、教育現場に向かってほしいと願った。また、保育・教育実習現場で初めて学ぶ学生に、不

安感を取り除き安心して実践に臨めるよう教育に力を注いだ。 教員としての研究テーマは、野外とい

う自然環境体験の一領域は、授業の「保育内容（環境）」や「生活指導法」につながる。SDGs の持続可

能な社会をめざすことばの意味や自然環境への関心が高まる一方で、体験活動が各保育園幼稚園、こど

も園の教育・保育活動に反映できているかは疑問である。保育、教育職に就く学生に自然環境を教育現

場に生かしていただきたく、多くを伝えたい重要な研究のテーマであると考えている。学生や社会に貢

献する研究・教育活動に、コロナ禍をくぐり、継続が少なからずできたと振り返っている。 2022年度

は、体調を調整して学内に戻り、これらの研究および活動にさらにかかわりたい。大学の教員として学

生や学部の先生方と教育活動や研究を進めたいと考えている。             

以 上 


