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１．教育の責任 

 私は、群馬県職員として群馬県立しろがね学園（福祉型障害児入所施設）、群馬県中央児

童相談所、群馬県立保育大学校で勤務ののち、学校法人昌賢学園に入職し、現在は本学の社

会福祉学部社会福祉学科子ども専攻児童福祉コースに所属し、主に保育士・幼稚園教諭およ

び社会福祉士の養成に携わっている。私のような実務経験のある教員は、その経験を相対的

に扱う姿勢が重要であると常に感じている。具体性のある話ができることは実践経験者の

強みであるが、内容が具体に偏りすぎたり、理論に基づかない経験と主観中心の授業は高等

教育として適切でないと考える。1人の学生は、将来、地域で働くなかで何十人、何百人の

子どもや保護者に影響を与える。大学における養成教育の質が、これからの保育や教育等の

質を左右することから、協働性の高い専門職を養成しようとするならば、養成教育にも協働

的な学びが求められる。したがって、教育内容だけにとらわれず、学びのプロセスの質を豊

かにすることで専門性の高い学生を輩出し、子どもたちの未来や地域に貢献できる教育に

尽力する責任があると認識している。 

 

1.1. 担当教科目（2019年度・2020年度）･･･表 1 

表 1に、過去 2年間の担当教科目を示した。なお、各教科目のシラバスは群馬医療福祉大

学 Web ポータル上で本学の学生ならびに教職員に公開されている。私の担当教科目を概観

すると、保育士養成と社会福祉士養成に跨がる実習・演習科目が多いことが見てとれる。実

習や演習は、学生の変容の転機となり、体験をとおした学びの中で自らを表現したり、他者

と考えをすり合わせたりすることで知識が腑に落ちることを日々実感している。 

 

1.2. 学科運営および学内業務 

 学科運営では児童福祉コース主任（2017 年度～）、4 学年の副主任（2020 年度）として、

他コースおよび他学年との各種調整を担っている。とりわけ 2020年度については、新型コ

ロナウイルス（Covid-19）の感染拡大に伴う対応において、学生への不利益を生じさせない

ことを最優先としている。近年は、基礎学力の不足や経済的問題、心身の健康面や人間関係、

障害学生への支援等、学生の修学上の問題は、複雑かつ多様化している。本学ではクラス担

任制をとっており、学生一人ひとりの状況を丁寧に把握しながら、必要に応じて学生委員会

や学生相談室と連携してケアを行うことで中途退学に至ることのないよう支援している。

とくに退学者が生じやすい 1 年次と 2 年次は注意深い観察が必要として運営している。そ

の結果、子ども専攻では過去 4年間に退学者は 1名も出ていない。 

 学内全体の運営では、現在「幼保実習委員会」の委員長として、学生が各実習の目的を達

成するための実習教育と、その教育効果を高めるための企画・調整を行っている。また、児

童福祉コース主任として「教務カリキュラム委員会」に属しており、主に 2019年度入学生

から移行した保育士養成課程の新カリキュラムに係る申請やカリキュラム・マップ作成に

携わった。さらに、子ども専攻のなかで社会福祉士演習・実習の担当資格がある教員が私の
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みであるため、「社会福祉実習委員会」「社会福祉士国家試験対策委員会」にも属し、相談援

助実習の円滑な実施や、国家試験受験者の合格を目指した対策に力を注いでいる。 

 

表１：過去 2年間の担当教科目（2019年度・2020年度） 

教科目名 対象学生 種別 開講年度 
受講 

人数 
単位 

保育原理 
子ども専攻 

1 年 

児童福祉（必修） 

初等教育（選択） 

2019・前期 

2020・前期 

21 

23 
2 

障害児保育 
子ども専攻 

2 年 

児童福祉（必修） 

初等教育（選択） 

2019・後期 

2020・通年 

32 

23 
2 

保育実習指導Ⅰ 

(施設) 

子ども専攻 

2 年 

児童福祉（必修） 

初等教育（選択） 

2019・通年 

2020・通年 

32 

23 
1 

保育実習指導Ⅰ 

(施設・事後) 

子ども専攻 

3 年 

児童福祉（必修） 

初等教育（選択） 

2019・前期 

2020・前期 

30 

32 
1 

保育実習指導Ⅰ 

（保育所） 

子ども専攻 

3 年 
初等教育（選択） 

2019・通年 

2020・通年 

12 

6 
1 

保育実習指導Ⅱ 

（保育所） 

子ども専攻 

3 年 
初等教育（選択） 

2019・通年 

2020・通年 

12 

6 
1 

保育教職実践演習

（オムニバス） 

子ども専攻 

4 年 

児童福祉（必修） 

初等教育（選択） 

2019・後期 

2020・後期 

40 

30 
2 

相談援助演習Ⅰ 
社会福祉学部 

1 年 

社会福祉士（必修） 

保育士資格（必修） 
2020・後期 14 1 

相談援助演習Ⅱ 
社会福祉学部 

2 年 

社会福祉士（必修） 

保育士資格（必修） 
2019・通年 17 2 

相談援助演習Ⅲ 
社会福祉学部 

3 年 
社会福祉士（必修） 2020・通年 14 2 

相談援助実習指導Ⅰ 
社会福祉学部 

2 年 
社会福祉士（必修） 2019・通年 14 1 

相談援助実習指導Ⅱ 
社会福祉学部 

3 年 
社会福祉士（必修） 2020・通年 14 2 

社会福祉特講Ⅳ 
社会福祉学部 

4 年 

社福・心理・学校教

育・児童（選択） 

2019・通年 

2020・通年 

( ) 

51 
2 

総合演習Ⅱ 4 年 F クラス 必修 
2019・通年 

2020・通年 

20 

15 
2 

卒業論文 
社会福祉学部 

4 年 
選択 2019・通年 1 4 

 

 

２．教育の理念・目的 

私の教育に対する理念には、①根拠（理論）に基づいて行為できる実践者の養成、②社会

の多様なニーズに応答できる実践者の養成、の 2点が挙げられる。 

 

2.1. 根拠（理論）に基づいて行為できる実践者の養成･･･理論と実践を結ぶ 

保育士は福祉の専門職の 1つであることから、授業では「事実と根拠（理論）に基づ 

いて行為する実践家」を基底線に置いて、教育の目的や戦略の設定を行っている。その
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ため、目の前の子ども（対象者）や現実的な制約に合わせた柔軟な省察的実践ができる

ように、地域や時代が変わっても不変の原則的な理論の獲得を重視している。したがっ

て、子ども（対象者）の実態から始める状況を設定した演習などにより「正解のない問

い」や「意見の相違がある課題」について、原則的な理論を使って考える・話し合う等

の学習経験の蓄積が重要となる。それには、学生の体験的な活動を軸に、「なぜ？」「何

のため？」と行為の根拠を問うことで、学生同士がチームで考え、話し合い、協働して

学び合う参加型や活動性の高い教育実践を展開することが望ましいと考える。 

しかし、ただ体験すれば自然に学習が進むわけではない。学習における実践の重要性

を論じた Jean Lave ＆ Etienne Wenger1が「学習は単なる知識や技能の獲得ではなく、

学習者が実践共同体のメンバーとして実際の活動に参加し、対利用者や職員等、他者と

の関係性が交差する中で学習が起こる」と述べるように、学生の体験を良質なものに還

元するには教員による教育的介入が不可欠である。そして、学生に生涯残る形で理論を

手渡すことで、根拠をもたない経験主義に陥ることなく、専門職としての自覚をもって

学び続ける実践者となるよう、養成する責務があると考えている。 

 

2.2 地域や社会の多様なニーズに応えられる実践者の養成･･･福祉の視点 

 子ども専攻に入学してくる学生は、“子どもが好き”という情熱に加えて、「保育や教育を 

通して地域や社会に貢献したい」という熱き想いをもって集まる。大学は、このような学生

や地域、社会の期待に応えるため、実践力を備え「知・徳・体」のバランスのとれた人材育

成に努める指名があると考える。たとえば、私が担当する「障害児保育」や「相談援助演 

習Ⅰ（「子育て支援」の読替）・Ⅱ」では、専門領域の最新の知見を学生に還元することで、 

多様なニーズをもつ子どもや家庭に対して、保護者や地域、行政等と連携しながら適切に応 

えていく力を育むことを目的としている。その探求力や解決力は、将来の保育・教育現場の 

困難性の軽減に必ずや波及するものと考えられる。 

 

 

３．教育の方法 

 「教育の責任」や「教育の理念・目的」で掲げた力を具現化するには、教員と学生ある

いは学生同士の「相互作用」が生まれる教育方法が不可欠である。その学びの環境（雰囲

気）を構成するために、多人数でも双方向性を可能にするICTの活用や、全体を巻き込み

議論を活性化するThink-Pair-Share2やディベート、ロールプレイ等を採用するなかで、最

                                                      

1 Jean Lave＆Etienne Wenger：Situated Learning：Legitimate Peripheral Participation Cambridge 

University Press，1991．(＝佐伯胖訳：状況に埋め込まれた学習－正統的周辺参加－；産業図書，

1993．) 
2 アクティブ・ラーニングの技法の 1つで、まず一人で考える、ペアになる、そして考えたことを共有あ

るいは議論したり意見交換をするといった設定をして、議論をガイドしていく方法。 
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新のデータを収集・提示しながら身近な出来事と関連づけて話す等といった工夫を随所に

取り入れている。 

専任教員の強みは、授業時間以外においても学生との様々な「対話」の場面が学内がで

もてることである。課外活動や学内で出会ったときの些細な会話も何かの動機づけや学び

につながる可能性があると考えて大切にしている。しかしながら、ここ数年における学生

の実態として「本を読むことへの関心が薄い」「抽象的な概念を説明すると眠くなる」「自

分への自信の無さ」等が窺えることから、活動性の高い参加型の授業が鍵ではないかと考

えた。 

そこで、授業研究とともに実践研究を行い、実践の中から専門職としてのコンピテンシ

ーや技術の研究、理論の構築、保育内容の体系化等を行うなど、様々な学問領域の知見を

学びながら授業内容を組立てている。具体的には、地域の現場取材や児童発達支援センタ

ーでの実践活動（資料１）や、生きた教材として新聞記事（資料２）を用いることで、子

どもが育つ環境への理解がリアリティをもって深まり、学生の学びに対する意識を変える

ことを狙っている。とくに、学びの入門段階において地域や保育・教育の現場で起きてい

ることを学生の身体に一旦通すことにより、子育てや教育の問題、福祉のあり方を主体的

に考えなければという問題意識を持つ姿が確認されている。 

また、卒業論文指導では、多彩な把握をもとに子どもをとりまく環境をさまざまな角度

から考察し、保育・教育現場での指導法に結びつけながら学生が自らの研究テーマを主体

的に掘り下げられるように導いている（資料３）。 

これらのことを踏まえ、私が実施している教育の工夫について、授業の「導入→展開→

まとめ」の3段階にそって、以下に述べる。 

 

3.1. 前回の復習と導入 

  ・毎回、授業計画（シラバス）を確認することで本時の目標とゴールを明示する。 

  ・授業の前後での学生の意識の変容を捉える場合は、今日のキーワードを提示しノー

トに授業前と授業後に自分の考えを記すことでその変化を確認する。 

  ・最初の15分で、前回のキーワードを提示して説明する復習課題の提出を促すこと

は、復習効果だけでなく遅刻者減少の副効果がある。  

  ・課題を教室に並べて全員での閲覧や、次回の授業で紹介する。その際、「イラスト

使いが上手」「相手の視点に立った言葉遣い」等、良い部分を取り上げる。 

  ・課題について学生相互で赤ペンやコメントを入れるなどして評価しあう。ここで

も、肯定的なコメントを入れることでストレングス視点が身につく。 

  ・調べ学習の課題をグループで発表する。発表時間を測り、発表者はその時間内は立

って話し続ける決まりにする。 
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3.2. 展開（理解と思考・発展） 

  ・「正解はない」「どんな少しのことでも大丈夫」を繰り返して意見を引き出す。 

  ・テキストの１章分を読んでくる課題を出しておき、授業でその章に含まれる重要な

理論（概念）を20分でA4 1枚にまとめる。 

・PowerPointのスライド（以下、pptとする）を利用するとともに、zoomによるオン

ライン授業の場合は、録画してYou-tubeにアップロード（「非公開」設定）したも

のを事前に視聴権限を付与されたアカウントで視聴できるようする。必要に応じて

板書も併用する。 

・模擬的に体験することで感覚過敏のある子どもの困難さを知り、ゲーム感覚で適切

な支援への考察を促す（資料４）。この内容は例年、出前講座の注文が県内多数あ

り、発達障害の理解を広める講座の一つとして普及させている。 

 ・実習事後指導におけるプロセスレコードを活用した教授法（資料５）。記録の内容

は個々の記憶に準拠するため、おのずと主観性の高い学生の認知や無自覚な傾向性

（保育観や子ども観）が表面化しやすい。つまり、考えることに不慣れな学生もプ

ロセスレコードを書くことで保育者である自分を客観視でき、行為の根拠を省察す

る糸口となることの認識を促す。一方で、プロセスレコードから学生の気づきを導

き出すには、展開内容が教員側の専門性や力量に依存・規定されるため、学びの質

の不安定さを拭いきれないことが課題である。 

 ・実践のVTR映像を用いたカンファレンスの多用。 

 ・「発達」の章では、理論（概念）と関係のある子どもの写真をノートに絵で描いて

模写させ、机間巡視で一人ひとりがポイントを捉えているか確認する。 

 ・子どもの行動や表情、言葉の真似をすることで、子どもの気持ちの理解が深まる。 

 ・生涯覚えていてほしい重要事項は、声を出し動きながら覚える。 

  ・入門段階など、グループ活動に不慣れな段階では、私語を除いて規律に制限をかけ

すぎず、誰もが話しやすい雰囲気の醸成を心掛けている。人数の少ない演習の利点

を生かし、多様な学生に声をかける。 

  ・グループ活動に慣れてくると、プレゼンテーションスキルやグループ発表の運営等

へと発展させる。 

・重要な理論（概念）を問うテスト問題を作成する（資料６：バイステックの7原則

を問う問題作成）。 

・ロールプレイを他者の気持ちを理解するために用いる。 

・援助の原則を理解するときには模擬面接などを実際に行う。 

 

3.3. まとめ（学習成果の確認） 

  ・2020年度のコロナ禍でzoomによるオンライン授業が主になるなか、学生の学びを捉

えるためにG-mailを活用して意見や質問を収集している。また、対面授業における
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コメントカードにおいても、学習成果を自己評価させるとともに、自分にとって

「何を身につけたか」について考える時間を取っている。いずれも出された意見や

質問には次回の授業内で共有して全体に回答している。 

  ・または、授業内の重要な理論（概念）をコメントカードで説明させ提出。例え

ば、書き出しを口語体で「○○さんへ･･･」として学んだ理論を後輩に説明する

ように書くことは、相手の立場に立った言葉遣いや説明の仕方ができるかも問

われる。他にも、学習内容を、キャッチコピーやイラスト、図など表現方法を

変えて提出させると、文章が苦手な学生が優れた成果を出すこともある。 

  ・数人で今日のノートを見せ合い、相手のノートに肯定的なコメントを書き入れ

る。コメント力は日常の保育に重要なスキル。事前に、否定的なコメント例を

提示して肯定的に書き換える練習をしておくと理解しやすい。 

  ・次回にむけた課題の提示。 

  ・学習内容に関連する相談事例を提示し、それに対する回答を書く課題を出す。 

   （資料７：「障害児保育」で保護者支援を学んだ後に、障害児の子育てに悩む

保護者の相談事例を提示し、お母さんへの返信を書く） 

 

3.4. 番外編：コロナ禍での授業 

コロナ禍におけるオンライン授業のニーズの高まりから、2020 年度は随時オンライン

授業への変更を余儀なくされたが、実際には、オンラインと対面を組み合わせるハイブリ

ッド型で最善の効果が得られるよう調整した。具体的には、講義をなるべく動画による配

信にし、対面時は質問に対する応答や学生間の相互作用を促す取り組みにあてるよう授業

計画の変更を柔軟に行った。 

 

 

４．教育の成果・評価 

4.1. 授業評価アンケート（2020年度）･･･資料８ 

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１例を示す。 

○授業科目：保育原理（前期・講義 2単位） 

○実 施 日：令和 2年 7月 18日 

○対象者数：22人 

○学部学年：社会福祉学部 子ども専攻 1学年 

設問 質 問 項 目 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。 3.90 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.85 

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。 3.90 
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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。 
3.89 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.90 

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。 3.90 

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。 3.90 

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。 3.84 

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。 3.80 

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。 3.95 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.95 

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。 3.90 

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。 3.75 

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。 3.60 

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。 3.80 

（※本年度は１・２の設問が無かったため省略。） 

○自由記述:なし 

 

 「保育原理」は、子ども専攻に入学した学生が、初めて保育の原理原則を学ぶ 1年次前期

に開講される講義科目である。コロナ禍でオンライン授業が中心となるなか、学びの動機づ

けを低下させないように授業内容を柔軟に再構成して行った。設問 9で「もっと（保育を）

学びたい」という回答が高いポイントであったことに安堵している。 

 

4.2. 教員間での授業参観（ピア・レビュー）･･･資料９ 

 本学では、2020 年度後期より、教員の教育活動の質向上・教育改善を目的として、教員

相互で授業参観（ピア・レビュー）を実施し、教授力の向上を図っている。今回、2020 年

11月 20日（金）に子ども専攻 4年生 30名を対象に「保育教職実践演習（9回目/15回中）」

で同専攻の教員に参観して頂き評価を依頼した。参観時の主題は「気になる子どもの理解と

対応」で、その結果を以下に示した。 

 

① 授業を参観して「良いと思った点」 

 ・パワーポイントの分量、文字の大きさ等、非常に分かりやすく適していた。 

 ・話し方や言葉遣い等、丁寧かつゆっくりと穏やかな口調で聞き取りやすかった。特に重要

な箇所は繰り返し伝えておりポイントが分かり易かった。 

 ・“働きかけの具体的方法”を資料で配付し、実際の保育現場でよく見かける子どもの行動

にそった支援方法が記されており、学生は説明を聞きながら余白に書き足す等、能動的に

学ぶ様子が見られた。これは、実習を終え、子どもに関わった経験がある 4 年ならではの

学びと考えられる。 
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 ・実例を多く入れた内容は興味深くとても良かった。 

②「こうすればもっと良くなるのでないか」と感じた点や「具体的な改善についての提案」 

 ・光の加減で、スライドの文字が見えにくい場所があった。 

 ・実習等で学生が子どもとのかかわりで困ったことを取り上げて助言できる時間があると、

実践できることが増えると思った。 

  

この結果から反省点として、①15 コマ中 1 コマの配当で、時間が不足し、最後に予定して

いた教材製作に十分な時間を充てられなかったこと、②教室の環境構成として、室内喚起に

よりカーテンが揺れスライドが見づらくなることを予測して配慮が必要であった点、の 2点

が考えられた。また、次年度の改善点として、もう 1コマ確保することで、学生が実習の体

験から持ち帰った困難事例を材料にして深める活動が成立すると考えられるため、検討課

題とした。 

 

4.3.その他の成果・活動 

 ① 教育活動の内容に関する講演依頼およびアンケート結果（資料 10） 

 ② 相談援助実習報告会でクラス代表となった学生のレポート（資料 11） 

 ③ 第 33回社会福祉士国家試験対策指導の成果グラフ（資料 12） 

 ④ 「障害児保育」で獲得した知識の実態と接した経験との関連の検証結果（資料 13） 

 

 

５．授業・教育改善の努力 

大学主催の FD研修会やピアレビューでは教育に関する課題を発見し、自らの授業改善の

参考としている。また、各種学会や研修会等に積極的に参加し、多様な授業や演習を体験し

て自らの糧としている。なかでも、自らの教育力向上にむけて継続して研鑽を積んでいきた

いスキルを 3点挙げる。 

 

5.1. 授業で用いる教材を学習者の実態に合わせて分かりやすく提示するスキル 

学生のそれまでの経験、今体験していること、さらにそれが機能するようになるための学

習者の状況に合った教材をいかに提供できるか。また、ICTの有効活用により、映像を用い

てのカンファレンスで実際の保育者の行為を詳細に分析したり、その行為の背景にある子

ども観や保育観を推察したりする授業展開や、ポスター（ppt）発表等を取り入れるよう努

めている。そのため、情報機器の効果的な活用法の修得にも努めていく。 

 

5.2. 授業の主題と他の分野との関連性を意識・理解させるスキル 

 現代社会において、保育を含む福祉分野は多様化かつ複雑化しており、1分野だけの対応

で課題が解決することは困難なことが多い。そのため常に、その時限の主題の学びにとどま
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らず、その事象の背景や要因まで思考・考察する習慣を身につけられるよう努めている。ま

た、取り上げる教材（主題）も、他の分野との関連性を捉えやすいものを選択している。 

 

5.3. 入門段階では好奇心を喚起し、発展段階には主体的な学びを促すスキル 

 1～2 年次は、対象を子どもに偏ることなくフィールドワークやサービス・ラーニング等

への参加によって問題の発見や学問分野への関心を広く深めながら好奇心を高める。さら

に、3～4年次には主要な実習が集中することから、机上の学びと現場実習の往還をもとに、

理論と実践を結びつける授業展開によって、学びに対する学生の意識改革を図ることが可

能になる。とりわけ保育者養成において主体的に学べる学生を育成することは、次の世代に

主体的な学びを継承することとなる。 

 

 

６．今後の目標（短期・長期） 

 

6.1. 短期目標 

2021年度は、保育士養成課程の新カリキュラム移行から 3年目となる。Covid-19感染拡

大が克服されたのちには、1年以上の自粛を余儀なくされた地域活動や現場体験、ボランテ

ィア活動を再開し、地域や現場との連携を強めた教育活動を展開したい。ここ数年、子ども

専攻の入学者数は伸び悩んでいるが、学生一人ひとりのニーズを汲み取り、個別性の高いき

め細やかな養成に尽力するとともに、オープンキャンパスの模擬授業や高大連携事業にお

いて内容の濃い授業を提供することで入学希望者の増加を目標とする。 

また、2019～2020 年度にかけて群馬県保育協議会との共同事業として調査研究を実施し

た。今後も養成の教育機関と実践現場がつながり、将来の保育・幼児教育の担い手となる学

生の育成や、現場の課題を共有し共に考えることのできる関係性を盤石にしていきたい。 

 

6.2. 長期目標 

日本ソーシャルワーク教育学校連盟は、社会福祉士養成課程に子ども家庭福祉に関する

教育内容を上乗せする新たな課程の創設に関して、早ければ 2022年度の開始を目指すと発

表した（2021 年 2 月 18 日）。これは、児童虐待が社会問題化するなか、福祉系大学等での

教育内容の充実が不可欠と判断されたことによる。したがって、保育者養成においても今以

上に「子どもの権利擁護」や「社会的養護」などの児童福祉系科目への深い理解が求められ

るようになる。これら社会の要請に応え、すべての子どもの幸福を守ることのできる人材を

輩出するために、学生の学びの質向上に寄与し、授業実践者としての力量を継続的に高めて

いきたいと考える。 

 教育の本質は未来を創ることにある。学生の隠れた「伸びしろ」を引き出すため、私は学

生と真剣に向き合い、粘り強くあきらめず、1 人ひとりを手塩にかけて教育していきたい。
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そして、小さな「できた」や「わかった」の体験の蓄積から学生の自己肯定感を育み、将来

の保育・教育・福祉の担い手として送り出す。共に高みを目指すこと、そこに計り知れない

やりがいが待っていることを学生に伝え続けていけたらと考えている。 

 

 

7．添付資料・参考資料 

（資料 1）「障害児保育」児童発達支援センター（前橋市）での実践活動 

（資料 2）「相談援助演習Ⅰ」リアリティのある教材としての新聞記事 

（資料 3）2019年度「卒業論文」の要旨および卒業論文 

（資料 4）「障害児保育」凸凹体験ゲームの説明と学生のコメントカード 

 (資料 5) 「保育実習指導Ⅰ（施設）」全国保育士養成協議会第 54回研究大会発表資料 

（資料 6） バイステックの 7原則に関する学生によるテスト問題作成･･･「相談援助演習Ⅰ」 

（資料 7）「障害児保育」障害のある子の子育て悩むお母さんの相談への返信 

（資料 8）「保育原理」授業評価アンケート（2020年度） 

（資料 9）教員間での授業参観（ピア・レビュー） 

（資料 10）「上川淵すくすくサポート講座」講師依頼および参加者アンケート結果 

 (資料 11) 2020年度相談援助実習報告会でクラス代表となった学生の報告レポート 

 (資料 12) 第 33回社会福祉士国家試験対策指導の成果グラフ（1名抜粋） 

 (資料 13) 「障害児保育」日本保育者養成教育学会第３回研究大会発表資料 


