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1.教育の責任 

 私は、社会福祉学部社会福祉学科の教員として、主に子ども専攻の学生を対象に、保育実

習、幼稚園教育実習を含む保育における専門科目を担当している。2020 年度の担当授業科

目は以下の通りである。なお、各授業のシラバスは群馬医療福祉大学 WEBポータル上で本学

学生並びに教職員に公開されている。 

科目名 対象学生 必・選 開講時期 受講者数 単位数 

保育内容環境 
子ども専攻 

1年 
必修 後期 21名 1単位 

保育・教職実践演習 
子ども専攻 

4年 
必修 後期 30名 2単位 

幼稚園教育実習 

事前事後指導 

子ども専攻 

4年 
選択 通年 19名 2単位 

幼稚園教育実習 
子ども専攻 

4年 
選択 前期 19名 4単位 

保育実習指導Ⅰ 

（保育所） 

子ども専攻 

3年 
必修 通年 29名 1単位 

保育実習指導Ⅱ 

（保育所） 

子ども専攻 

4年 
必修 前期 19名 1単位 

保育実習Ⅰ   

（保育所） 

子ども専攻 

3年 
必修 後期 29名 2単位 

保育実習Ⅱ   

（保育所） 

子ども専攻 

4年 
必修 前期 19名 2単位 

基礎演習Ⅱ 
子ども専攻 

2年 
必修 通年 12名 2単位 

ボランティア活動Ⅱ 
社会福祉学部 

2年 
必修 通年 58名 2単位 

 

上記の表からも分かるように、担当科目のほとんどが必修科目であり、保育士資格、幼稚

園教諭免許の取得に係る科目が多い。保育士不足が社会的問題となっている一方で、保育の

質の向上が求められる昨今、保育職を目指して入学してきた学生の意欲を持続、向上させな

がら保育に関する知識を深め、かつ保育現場で求められる実践的指導力のある保育者を養

成していくことは喫緊の課題であり、その一翼を担う自身の責任は重いものであると考え

ている。 

また、実習指導及び実習担当として、学生が学内での理論的な学びと現場での体験的な学

びを往還しながら保育者に向けて自身を成長させることができるよう指導を行うと同時に、

実習先との調整および良好な関係の構築にも努めている。 
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2.教育の理念・目的 

 幼稚園教諭として保育現場を経験した後、短期大学、大学で保育者の養成に携わってきた

自らの経験とそこで感じてきたことが私の教育理念へと繋がっている。また、本学の子ども

専攻が目指す「子どもの成長から家族まで支援できる実践力の育成」を実現するにあたって

は、たくさんの子どもや保護者と関わってきた保育現場での経験、また、養成校の教員とし

て学生とともに地域の親子と関わってきたこれまでの経験が活きるものと思っている。 

しかしながら、自らが保育現場にいた時と今とでは子どもを取り巻く環境は大きく変化

しており、変化し続ける社会の実態に即した保育者を養成することが責務であることも自

覚している。 

 人間の予測を超えて加速度的に変化し続ける近年の社会は、子どもたちの現在の生活だ

けでなく、未来の生き方にも大きな影響を及ぼすものとなっている。超スマート社会と言わ

れる society5.0 の到来は人々の生活を便利で快適なものにする)一方で、これまでに経験

したことのない変化をあらゆる分野において起こし、子ども取り巻く環境も大きく変えて

きている。 

 社会の変化に伴う子どもを取り巻く様々な課題が明らかになる中 2）、2017 年に幼稚園教

育要領 3）、保育所保育指針 4）、幼保連携型認定こども園教育・保育要領 5）が改訂され、幼児

教育は学校教育の始まりとして、子どもが社会的変化を乗り越え豊かな人生を切り拓くこ

とができるようにするための基礎を培うものであると、これまで以上に重要な位置づけが

なされた。また、今回の改訂では「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が 10項目にわ

たり明確化された。しかし、これらの姿は目新しいものではなく、これまで同様、幼児期の

特性から子どもの自発的な活動としての遊びや生活などの体験を通して育まれていくもの

であり、これまでの幼児教育の在り方を再認識させる形で示されている。 

 今回のこれらの改訂を受け、幼児期の教育の特性はどのように社会が変化しようとも普

遍的なものであるからこそ、保育者の養成においても、これからの時代に求められる「流行」

の部分のみならず、保育者として求められる「不易」の部分について改めて見つめ直し、そ

こを出発点として教育していく必要があるのではないかと考える。特に、環境を通して行う

教育が基本である幼児教育においては、保育者自身が重要な環境の一つであるということ

                                                      

) 総務省（2018）「情報通信白書」（最終閲覧 2021 年 2 月 22 日） 

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/pdf/index.html 

2） 中央教育審議会（2005）「子どもを取り巻く環境の変化を踏まえた今後の幼児教育の在

り方について（答申）」（最終閲覧日 2021 年 2 月 22 日） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/05013102.htm 

3） 文部科学省（2018）『幼稚園教育要領』 

4） 厚生労働省（2018）『保育所保育指針』 

5） 内閣府（2018）『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』 
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を学生に自覚させていかなければならないと強く思う。変化が激しく、IT 化、情報化が加

速度的に進化していく時代だからこそ、保育という営みにおいては保育者が「人」であるこ

との価値が、今後より一層重要視されると考えるからである。 

そのような観点から、保育者として必要な知識や技術の教授だけでなく、様々な体験を積

むことを通して学生の豊かな人間性を育むことが重要であると考えている。そして、その豊

かな人間性を基盤とし、子どもに対する思いや願いを自らの保育実践に取り入れていける

ような保育人材の育成を目指していきたい。 

保育者に求められる資質を「不易」と「流行」の視点で導き出し、①学生が自らの「人」

としての豊かな体験に基づいて保育を実践できる力を養成すること、②子どもに関わる職

業に就く者としての子ども観、保育観を自らの様々な体験に基づきながら形成し、保育者と

して成長し続けていくための揺らぐことのない土台を作ること、この二点を目的とした教

育を実践していきたいと考えている。 

  

3.教育の方法 

 このような理念・目的を実現するための方法はさまざま考えられるが、私が特に力を入れ

て実践している方法は以下のようなことである。 

 

（１）体験活動としての植物栽培活動への取り組み 

 保育者が「人」であることの価値のその根源は豊かな体験にあると考える。人は自ら体験

することによって心が動かされ、いろいろな思いを抱くようになる。また、自らの体験があ

ってこそ、子どもと一緒にやってみたい、やってみよう、という意欲が湧いてくるものであ

る。そこで、自身が担当する保育内容環境の授業においては、子どもの育ちと自然環境との

関わりについて講義した上で、子どもたちが身近な植物に親しみをもって関わるというこ

とにどのような意義があるのかを体感させるために授業内で植物栽培活動に取り組ませて

いる。 

また、その植物栽培活動をただの体験として終わらせることなく保育の学びへと繋げる

ために栽培記録をつけさせ、定期的に提出を促している。（資料１）栽培記録には植物の生

長の記録とともに、自らの気持ちの変化について記入させることで、植物の生長に伴い自分

の気持ちがどのように変化しているかを自覚させるようにしている。それをもとに植物栽

培活動を振り返ることは、身近に植物のある生活とはどのようなものであるか、また、植物

の生長を通して生命の営みを感じるとはどういうことなのかを学生が自分の気持ちを通し

て学ぶことになり、実感が伴った分だけ保育者としての学びが深まると考え実践している。 

2020 年度は新型コロナウィルスの影響により対面授業と遠隔授業を交互に実施する分散

登校であったため、学生が自宅で取り組める植物栽培活動として「ヒヤシンスの水栽培」を

実施した。 
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（２）理論と実践の往還を意識した授業展開 

 子どもや保護者との関わりを主とする保育という営みは、相手や状況が常に変化し続け

るものであり、マニュアル化することのできない職務である。そのため、保育者には専門知

識に基づいた対応と同時に状況に応じた柔軟な対応が求められる。 

そこで、授業においては学生が保育の現場や子どもの姿を想像しながら保育者としての

自分をイメージし学習できるよう、理論と実践の往還を意識した授業展開を心がけている。

また、子どもとの関わりには自らのこれまでの経験も大切になってくる。そのため、授業で

得た知識と自分のこれまでの経験とを結び付けて考えることができるような内容（子ども

の頃に経験した遊びの実践等）を積極的に取り入れることで、学生が子どもの気持ちに思い

を馳せ、具体的な援助の方法を考えられるような時間を設けている。 

 2020 年度は新型コロナウィルスの影響で対面授業と遠隔授業を交互に実施しなくてはな

らなかったため、授業展開が難しかった。しかし、遠隔授業時には理論的な学びを中心にし、

対面授業時には前回学習した理論を子どもや保育場面に落とし込んだ演習を中心に展開す

ることで授業スタイルによって理論と実践が途切れてしまうことのないよう工夫した。 

 

（３）学生の学びや振り返りに対するこまめなフィードバック 

 学生とのコミュニケーションツールのひとつとしてシャトルカードを用い、授業のねら

いや意図が伝わっているか、授業内容をどの程度理解できているかを学生の記述を通して

毎回確認している。また、学生の授業に対する感想や学習の振り返りの記述を見ることで、

自分の話した内容を客観的に省みるツールにもなっている。 

 毎回授業の最後に記入させ、回収したシャトルカードにはすぐに目を通し、学生から寄せ

られた授業の感想や授業で得られた気づきや振り返りには丁寧に回答するよう心がけてい

る。中には厳しい指摘が記入されていることもあるが、丁寧かつ誠実な回答を続けていくこ

とでこちらの思いや意図が伝わり、学生との良好な関係の構築にも繋がっているように思

う。 

 2020 年度は新型コロナウィルスの影響で遠隔授業を余儀なくされ、学生とオンライン上

でやり取りをすることも多かった。そのような中では特に学生へのフィードバックには力

を注いできた。急に強いられることになったオンライン上でのやり取りには教員のみなら

ず学生も戸惑い、不安を抱えていることが容易に想像できたので、些細とも思えるやり取り

であってもできるだけ迅速に必ず反応を返すようにしてきた。 

 

4.教育の成果・評価 

（１）学生による授業評価  

本学では年 2回、前期と後期に学生による授業評価アンケートを実施しており、担当する

全授業でアンケートの提出を学生に求めている。以下にアンケート結果の一例を示す。 
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実施授業科目：保育内容環境（木曜 1限） 

実施日：2021 年 1 月 21 日 

実施対象者数：21名 

対象者の所属：社会福祉学部 子ども専攻 1年  

 

 質問項目 評価平均 

3 教員は授業のために十分な準備をしていたと思いますか。 3.95 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.95 

5 教員の説明は、あなたにとってわかりやすいものでしたか。 3.9 

6 
使用した教科書、参考書、配布資料などの教材は、理解を補う内容であり、

適切に使われていましたか。 
3.9 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 4.0 

8 授業での教員の話し方（声の大きさ、話す速さ）は、適切でしたか。 4.0 

9 授業によって、この分野(領域)をもっと勉強してみたいと思いましたか。 3.8 

10 授業によって、新しい知識を得ることができたと思いますか。 3.95 

11 授業によって、新しいものの見方や考え方を得ることができたと思いますか。 3.85 

12 この授業で得られたものは、自分にとって価値があったと思いますか。 4.0 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.75 

14 授業の進み方のペースは、あなたにとってどのようでしたか。 3.9 

15 成績評価の基準と評価方法の説明は適切になされていたと思いますか。 3.5 

16 評価方法は授業の内容にふさわしいものだと思いますか。 3.65 

17 この授業においては公正かつ正確な評価が行われると思いますか。 3.8 

（※本年度は１・２の設問が無かったため省略。） 

 

【自由記述】 

・座学だけでなく、実習も行い楽しみながら授業ができたので良かった。 

 ・説明も適切で分かりやすく楽しく学ぶことができた。 

 ・遠隔の際は説明等を多く行い、対面の時には楽しい活動を取り入れていただけたので、

すごく良い時間を過ごすことができました。 

 ・実際に授業で習ったことを実践したり、動画を見たりして、とても分かりやすかったで

す。 

 ・授業時に配られるプリントがとても分かりやすかったです。また、対面時には実際の保

育の現場で使えそうな製作活動をしたり、植物を育てたりして楽しく学ぶことが出来

ました。 

 ・座学ばかりでなく活動を通して楽しみながら集中して学ぶことができた。 
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 授業評価アンケート 15項目すべてにおいて肯定的な回答を示す３ないし４の回答が得ら

れ、平均 3.86という数値からもこの授業が学生に好意的に評価されたことが分かる。中で

も「この授業で得られたものは、自分にとって価値があったと思いますか。」の設問に対し

て全員が「そう思う」と回答していることは、本授業の教育方法に対する成果であると感じ

ている。 

 本授業の対象は 1 年生であり、新型コロナウィルスの影響で入学してから思うように対

面授業を受けることができないまま月日だけが過ぎてしまった学年である。そのため、保

育・教育職への意欲を喪失しないで欲しいという思いをこめて授業を行ってきたが、アンケ

ートの数値からそのような思いが学生に伝わったと評価できるならば、今後もこのような

気持ちで授業を行うよう努力し続けていきたいと思う。 

 

（２）教員間での授業参観（ピア・レビュー）による評価 

 本学では教員が授業内容・方法を改善し、教授力を向上させるための取り組みとして「教

員相互の授業参観（ピア・レビュー）を実施している。以下に私の授業に対する同僚教員か

らの授業参観のコメントを示す。（資料 2） 

 

授業科目：保育教職実践演習（金曜 3限） 

参観実施日：2020 年 10 月 9 日 

参観時の中心テーマ「園の安全管理」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な改善についての提案】 

 ・後半のグループに分かれた後の時間がやや押し気味であったので、あと 10分ほど 

時間配分できれば、最後の教員のまとめも含めてより深まったと感じた。 

 ・イラストを見て「危険を予測」して意見を出し合う前に、個人作業として紙に各自 

が気づいた項目を記入するステップ（5分程度）を設けてから互いの意見を出し合 

うと違う効果が生まれたかもしれない。 

  

【良いと思った点】 

 ・教育・保育施設等の事故実態について、近年の統計資料を提示して可視化していた

点。また、資料の出所についても明確に配布プリントに示されていた点も良い。 

 ・後半はグループに分かれて、1枚のイラストを見て「危険を予測する」課題を行い、

書記がまとめた成果物を黒板に提示して全体でシェアした点。 

・事前学習として過去の新聞記事から事故事例に関する調べ学習を課しておくことで

危険を予測する学生の思考を助けた点。 

 ・全体を通して発話の声の質や大きさ、話速度、発問の仕方やタイミングが非常に適切 

であった点。 



7 

 

授業受講前 

授業受講前 

良いと思った点の記述内容から、自身が心がけている教育方法の（2）理論と実践の往還

を意識した授業展開、について自分がこの授業で意図していた点を評価してもらえたので

はないかと思う。（資料 3）一方で、改善について提案があった点については今後の課題と

して真摯に受け止めたいと思う。 

 

（3）学生の意識の変化に見られる成果 

 自らが実践している教育方法の（1）体験活動としての植物栽培活動への取り組み、の成

果を見る指標として、保育内容環境の授業内で学生（21 名）に意識調査を実施。授業受講

の前後でその変化を比較したところ、授業受講前（2020年 9月）と後（2021年 1月）とで

は「自然に対する関心」と「保育者として子どもと一緒に栽培活動を実践したいか」という

思いに関して、授業の成果と評価できる以下のような結果が得られた。  

 

 Q.あなたは普段、自然に関心をもって生活を送っていますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q.保育者になったら、子ども達と一緒に栽培活動をやりたいですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業受講後 

授業受講後 
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 「自然に対する関心」も「保育者として子どもと一緒に栽培活動を実践したいか」という

思いもどちらも授業受講後に肯定的な回答が増加していることがグラフから読み取ること

ができる。そのことから、「人」としての価値として自身が大切に思っている“心が動かさ

れる体験”が保育者として求められる関心や思いを高めたと捉えることができ、教育方法と

して掲げている（1）体験活動としての植物栽培活動への取り組み、は保育者養成の授業の

在り方として有効であると考えられ、今後も引き続き力を入れて取り組んでいきたい。 

 

5. 教育を改善するための努力 

学生による授業評価アンケートや教員間の授業参観などを通して得られた客観的評価と、

学生が授業内で記入したシャトルカードのコメントは自身の教育を振り返るための最も大

切な資料である。その中で改善点として指摘のあった事柄については真摯に受け止め、また、

肯定的な評価についてもそれに甘んじることなく、より向上できるよう努めていく。 

その具体策として、まずは教員間の授業参観でも指摘のあった時間配分を考えた授業内

容の精査を行う。学生に多くのことを伝えたいと思うあまり内容過多になっていることが

考えられるため、1回の授業で何をどこまで伝える必要があるのかを意識して教材研究や授

業準備を行っていこうと思う。その際、限られた授業時間を有効に活用するため、学生の予

習・復習の時間も含めた授業の組み立てが必要であると感じている。授業計画を考える段階

でその点を意識して授業を組み立てると同時に、今後は学生にも予習・復習といった自学自

習の必要性の周知と理解、徹底を図っていく。 

また、今後も社会の状況に応じて対面、遠隔、分散などの多様な授業スタイルが求められ

るであろう。そのため、今年度の反省を活かし、いかなる状況にも対応できるよう、授業計

画を立てる段階で授業の構成や展開には柔軟性を持たせておく必要があると考えている。 

さらに、今後も求められるであろう遠隔授業においては自身の情報機器に対するスキル

が大きく影響するため、それらの効果的な活用方法について知識を深め、さらなるスキルア

ップに努めたい。 

 

6.今後の目標（短期・長期） 

今後も社会は加速度的に変化し続け、子どもを取り巻く環境も日々刻々と変化していく

事が予想される。また、それに伴い保育・幼児教育の在り方も変化するであろう。そのため、

保育者養成に携わる者としてそのような動向をいち早く把握し、それらを逐次授業内容に

反映していかなければならないと考える。常に最新の情報（流行）を取り入れつつ、保育者

が「人」であることの価値（不易）を追求し続け、今後も保育現場に求められる人材の育成

に尽力していきたいと考えている。 

（１）短期目標 

 2020年度は新型コロナウィルスの影響に翻弄された 1年であり、学生の学習機会を奪い、

教育の質が担保できなかったことは否めない。その全てを取り戻すことは不可能であるが、



9 

 

コロナ禍で理不尽さを感じながらも学び続けた学生の姿や、その中で上げてくれた声を無

駄にしてはいけないと思う。 

これまで当たり前だった対面での授業が奪われたことで、学生も教員もその重要性に気

づくと同時に、それにこだわらない効率的な学びの方法を模索することもできた。保育者養

成においても保育現場においても ICT の活用が謳われる昨今、コロナ禍で実践してきた情

報機器の活用は今後も活かされるべきスキルであると考える。保育の中でどのように ICTを

活用していけばより効果的にその業務が担えるのか、また、今後は切り離して考えることの

できない子どもにとっての身近な環境の一つとしての情報機器の在り方について、学生に

教授することはもちろんのこと、地域の保育者、保護者に発信していける存在になれるよう

自身の知識とスキルの向上を目指していく。 

 

（２）長期目標 

 2017 年に新しい学習指導要領が告示され、幼児教育が学校教育の始まりであると重要な

位置づけがなされたことなどを背景に、これまで以上に実践的指導力のある保育者の養成

が求められている。６） 「人」であることの価値に主眼を置き、学生の豊かな人間性を育み、

具体的に保育を構想し実践していく力の基礎を養成していくためには、より多くの、そして

より多様な体験を通して学生が保育の具体的な方法を学んだり、保育の専門的知識と関連

させながらその方法について考えたりできるようにしていかなければならない。しかしそ

れには一教員の力だけでは当然限界があり、養成に携わるすべての教員の「育てたい保育者

像」を共通のものにし、それぞれの専門性を活かしながら組織として教授内容の連続性や科

目間の連携を図ることが必要であると考える。各大学の創意工夫によってこれからの時代

の変化に対応できる力をもった保育者の養成が求められる昨今、養成校という組織の中で

カリキュラムマネジメントの視点をしっかりと持ち、豊かな人間性を育むという自身の教

育理念に基づき、目の前の学生とこれまで以上に丁寧に向き合っていきたい。そして、学生

一人一人の学びが保育者として成長していくのに必要な基盤へと繋がっているのか、教授

した内容が保育実践と結びつけながら解釈されているか否かをより丁寧に、より多角的な

視点で見とれるよう努めていきたい。 

 

7.添付資料・参考資料 

（資料１）「保育内容環境」学生が作成したヒヤシンスの栽培記録（2021年 2月 5日） 

（資料２）教員間での授業参観（ピア・レビュー）記録用紙（2020月 10月 9日） 

（資料３）「教職実践演習」授業資料 第 5回『園の安全管理』（2020年 10月 9日） 

                                                      

６） 無藤隆代表保育教諭養成課程研究会（2017）『幼稚園教諭養成課程をどう構成するか～

モデルカリキュラムに基づく提案～』萌文書林 


