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１．教育の責任 

 私は、本学の社会福祉学部子ども専攻児童福祉コースの教員として、幼稚園教諭免許と保

育士資格取得の科目を受け持っている。本学に着任する前は、幼稚園と小学校の勤務をして

おり、現場での経験を活かした授業を行っている。実務経験があることで、豊富な事例を教

材として、さまざまな場面で子どもたちとの事例検討を学生に投げかけている。年度ごとに

学生の性質や学年の雰囲気も違うので、毎年その学年に合わせた授業づくりをしている。 

 「子どもが好き」という気持ちを柱に、学習で得る専門的知識・技能を総合的に吸収し、

知恵へとつなげていくことが保育者養成の教育であると考えている。「保育の知恵」とは、

専門的知識・技能を土台に、あらゆる状況にも臨機応変に対応できる保育者の勘やコツ、技

であり、「教育タクト」とも呼ばれる保育のバランス感覚である。「子どもが好き」という気

持ちのスタートから、子どもの成長に携わっていくプロとしての保育を、大学の 4 年間で身

につけ、社会に貢献できる保育者を養成することを目指している。そして、保育者になって

からも、学び続ける姿勢をもった力を養うことを教育の責任としている。 

 

1-1 担当科目（2019年度・2020年度） 表 1 

 表 1に、過去 2年の担当科目を示した。私の担当科目は幼稚園・保育園での実習をはじめ

とする、保育者養成課程の科目である。特に 3年次の科目が多く、科目ごとにメリハリをつ

け、学生が混乱しないように心掛けている。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。 

 この他にも「認定病児保育スペシャリスト」の講座を受け持っており、この講座は、私自

身が資格取得に向けて勉強し、病児保育施設での実習と実技修得試験を終え、2016 年度よ

り本学へ導入した認定資格である。任意ではあるが、子ども専攻の学生は 9割近くが受講し

ている。また、修得試験の合格率は過去 4年間 100％となっており、受講者全員が卒業時に

認定されている。 （資料①-1・2）※第 30回全国病児保育研究大会発表 

この資格は県内では本学のみ養成校での取得が可能であることから、大学を選択するう

えで、本学の魅力のひとつとなっている。 

 

1-2 学内業務 

 2019 年度 2 年 F クラス（児童福祉コース）、2020 年度１年 F クラス（児童福祉コース）

の担任業務をしている。自分のクラス以外の学生ともかかわりを深め、子ども専攻だけでな

く、社会福祉専攻学生の相談にも応じている。 

 また、「幼保実習委員会」の一員として、保育実習・幼稚園実習の担当をしている。実習

先への書類作成から、実習終了後のお礼状まで事務手続き一般と、実習への手引き（日誌の

書き方、指導案の書き方、実践について など）、実習中は各実習先へ出向き、巡回指導を

行っている。 

 その他、2019年度は地域連携センターのセンター員、2020年度は、学修支援・初年度教
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育を担っている。さらに、環境美化委員として委員長の補佐を行い、学内の環境美化に努め

ている。 

 オープンキャンパスや高校への出前授業も受け持ち、子ども関係の仕事に興味・関心のあ

る高校生に向けて、保育の仕事の魅力を伝えている。将来の選択肢のひとつとして保育者を

考えてもらえるような模擬授業等を行っている。（資料②） 

 

表 1 過去 2年間の担当教科目（2019年度・2020年度） 

科目名 
対象学部 

学年 

必修 

選択 

開講年度 

開講時期 
受講者数 

単位

数 

保育内容言葉 
子ども専攻 

2年 
必修 

2019年度 前期 

2020年度 前期 

31名 

23名 
1単位 

乳児保育 
子ども専攻 

3年 
必修 

2019年度 通年 

2020年度 通年 

30名 

30名 
2単位 

保育者論 
子ども専攻 

3年 
必修 

2019年度 後期 

2020年度 後期 

30名 

30名 
1単位 

児童文学 
子ども専攻 

3年 
選択 

2019年度 後期 

2020年度 後期 

30名 

30名 
1単位 

保育実習指導Ⅰ 

（保育所） 

子ども専攻 

3年 
必修 

2019年度 通年 

2020年度 通年 

30名 

19名 
1単位 

保育実習指導Ⅱ 

（保育所） 

子ども専攻 

4年 
必修 

2019年度 前期 

2020年度 前期 

30名 

19名 
2単位 

保育実習Ⅰ 

(保育所) 

子ども専攻 

3年 
必修 

2019年度 後期 

2020年度 後期 

30名 

19名 
2単位 

保育実習Ⅱ 

(保育所) 

子ども専攻 

4年 
必修 

2019年度 前期 

2020年度 前期 

30名 

19名 
2単位 

保育・教職実践演習 
子ども専攻 

4年 
必修 

2019年度 後期 

2020年度 後期 

40名 

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 
必修 

2019年度 通年 

2020年度 通年 

30名 

19名 
2単位 

幼稚園教育実習 
子ども専攻 

4年 
必修 

2019年度 通年 

2020年度 通年 

30名 

19名 
4単位 

基礎演習Ⅱ 
子ども専攻 

2年 
必修 2019年度 通年 15名 2単位 

基礎演習Ⅰ 
子ども専攻 

1年 
必修 2020年度 通年 9名 2単位 
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ボランティア活動Ⅱ 
子ども専攻 

2年 
必修 2019年度 通年 31名 2単位 

サービス・ 

ラーニングⅠ 

子ども専攻 

１年 
必修 2020年度 通年 9名 2単位 

チームケア入門Ⅰ 
子ども専攻 

1年 
選択 2020年度 後期 22名 2単位 

認定病児保育スペシ

ャリスト 

子ども専攻 

3・4年 
講座 

2019年度 後期 

2020年度 後期 

20名 

33名 
講座 

 

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

園教諭免許の取得に携わっている。幼保連携型認定こども園の普及により、「保育教諭」と

して「保育士資格」「幼稚園教諭免許」は必須になっているので、両方取得することが子ど

も専攻の指標になっている。 

 4年制大学ならではの学びとなるよう、子どもへの保育だけでなく、保護者対応、地域社

会との連携、保幼小接続など、あらゆる面で活躍できる人材育成に努めている。 

 

2.教育の理念・目的 

 私の教育の理念は、「共生社会」を目指すことであり、幼児期から児童期・青年期での共

生教育に力を注いできている。共生社会の形成に向けて文部科学省では、「共生社会」とは、

これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者等が、積極的に参加・

貢献していくことができる社会である。それは、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、

人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会であると定義している。1）このよ

うなことから、障害の有無にかかわらず、誰もが幸せになれる社会を築くことを目指してい

るのである。それには、人権を尊重していくことが重要であり、人権の確立について弓野・

黒田（2008）2）が「ひとり一人が、その人間らしさを輝かせて、その人間らしさを生かして、

他者とつながって、社会と関わっていく」ことを基本とすると指摘している。それには、子

ども達のモデルとなる周囲の大人である養育者・保育者・教師が率先して他者理解に努め、

違いは悪いものではなく「個性」ということを子どもたちに伝えていかなくてはならない。 

 個性を認め合える場でなければ、個の対応の支援だけ手厚くしても、「個」が孤立したま

まになってしまう。排除しないようにするには違いを「悪い」と思い込み「偏見」を持たな

                                                      

1） 文部科学省（2012）「共生社会の形成に向けて」（最終閲覧日：2021年 2月 26日） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1325884.htm 
2）弓野勝族・黒田耕司（2008）子どもの人権と教育,北九州市立大学文学部紀要.第 15

巻.pp1-11． 
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い育ちを育む必要があると思える。例えば「男女平等」を掲げ、扱いに対して不平不満を漏

らしていても何の解決にもならない。男女では体の構造が違うのは明らかであることから、

互いの特性を活かし、尊重し合いながら助け合っていくのが公平になると思える。 

 以上のような観点から、ひとりひとりの子どもの違いを「困った」ではなく、「豊か」と

捉え、保育・教育していくことが子どもにとってよいモデルの大人になる。そのような前向

きなものの見方をすることで、自然に子ども達にもその見方が伝授され、「個」を認め合い

ながらの「仲間づくり」の基礎が出来ていくと思える。この基礎を根から育てることができ

るのが保育・幼児教育である。 

 そこで、多様性を認められる保育者となって、子どもたちや保護者とかかわっていけるこ

とが重要になってくる。しかし、学生の意識について稲澤（2018）3）が「「違うこと」への

忌避感を持つ学生が近年増えているように思う。「みんなと同じ」であると安心するのがよ

くも悪くも日本人的だと考えられているが、その中でも最近の真面目な若者たちは、妙に空

気を読もうとする。」と述べているように、他人の視線ばかりを気にしていては、子どもた

ちにも空気を読んだ行動を強いてしまうかもしれない。まずは、自分自身のよいところを認

め、そして周囲のことも認められるようになる。そのための工夫は次の項目の「教育の方法」

で示しておく。 

少子化や核家族化、情報化などが進み、社会は変容してきている。しかし、社会が変 

化しても変わらないのは、誰もが「生きる権利」があるということである。それには多様

性を認め合いながら、排除せずに助け合っていける世の中になることが求められているの

である。そうした世の中をつくりあげていくために、今自分たちができることを多業種で

連携しながら「協働」していくことを目的としている。 

  

3.教育の方法 

 まず、私の授業のルールとして学生たちに伝えていることは「安心して間違っていい」と

いうことである。そして、「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」ではなく、『聞くは一生の

宝』という信念を学生たちに伝授している。そのために、講義を受ける学生には、相手を認

める雰囲気づくりを 1年次より築いていくようにしている。そうすることで、学年があがっ

ていくと同時に授業での発言が多くなり、主体的かつ能動的な学びへとつながっていく。そ

して、自身も学生の意見や主張をまず受容し、認めたうえで、正しい知識や理論へ導いてい

くようにしている。また、授業中はどの学生にもまんべんなくスポットライトを当てる場面

をつくり、自己有用感・自己肯定感を高められる配慮も欠かさない。 

 保育者の仕事は、子ども達の前で話をしたり保護者の前で話をしたり、人前に立って話を

する機会が多く、職員の会議や研修会等でも意見を求められることがある。そうしたことを

                                                      

3） 稲澤務（2018）「多様性と向き合うための教育（特集 多様性と向き合う）」尚絅学院大

学紀要，75,pp1-3. 
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見越して、人前でも自分の言葉で話ができるようになる準備期間として、授業内での発言の

場を多く設けるようにしている。また、事例検討ではグループワークを取り入れ、自分の考

えを発言することと、相手の考えを尊重し受け入れることを繰り返し行い、多様な保育方法

を身に付けるようにしている。 

また、デービット・コルブの「経験学

習モデル」を参考に、経験したことを振

り返り、自身が実習等で抱いた疑問な

どを授業で共有し、課題を明らかにし、

次の実践へと役立てる学習を行ってい

る。そして、4年次の「幼稚園教育実習

事前事後指導」と 2 年次の「保育内容

（言葉）」での子どもの多様性と言葉に

ついて事例検討をし、この学習スタイ

ルによっての学生の気づきを研究テー

マにした論文が「教育実践年報」に掲載

されている。（資料③）                            

演習では、実際の保育現場で躊躇せずに動けるような授業内容を実践している。例えば、

「乳児保育」でのオムツ交換の演習では、赤ちゃん人形の紙オムツの中に、小麦粉粘土で便

に見立てた内容物を仕込み、2人一組で赤ちゃんを動かす人とオムツ交換する人で交互にオ

ムツ交換練習を行っている。(図 1)そうすることで、様々な形状の便が付着し、動いている

赤ちゃんのオムツ交換をいかに素早く丁寧に行うか練習ができる。また、オムツ交換後に便

の付着が残っているか相互にチェックをし、拭き取りにくい場所や見落としてしまう場所

の確認をする。これを保育実習前に行い、実習先でオムツ交換をする機会があった場合にも

対応できるよう指導している。 

 

図 1. オムツ交換の授業風景 

 掲載されているシラバスは同じでも、その年の学年に合わせた授業内容を考え、準備を行

っている。今年度はコロナ感染拡大の影響により、遠隔授業が導入され、授業プリントをパ

ワーポイントに作成したり、グループワークは Zoomのセッション機能を活用したり、新し

【https://www.revicglobal.com/column/keyword51/ 引用】 
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い取り組みも多かった。しかし、どのような状況下においても、学習の質を下げないよう、

臨機応変に対応していく重要性を感じている。今後も遠隔授業への対応策を考え、実践力を

身につけていける授業計画を作成していきたい。そのために、授業準備の時間を捻出し、課

題やテストの内容も考慮し、学生の学びの進度状況も細かく把握していくようにする。 

 

4.教育の成果・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。 

 

授業科目 保育者論 

実施日  2021年 1月 

実施対象者数  30人 

学部 社会福祉学部子ども専攻 

 

 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。 3.91 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.91 

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。 3.91 

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。 

3.87 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.87 

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。 3.87 

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。 3.91 

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。 3.91 

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。 3.91 

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。 3.96 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.91 

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。 3.91 

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。 3.87 

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。 3.87 

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。 3.87 

 

（※本年度は１・２の設問が無かったため省略。） 

自由記述 

 特になし。 

4-1 授業評価の考察 
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 この授業は 3年次後期に開講しており、1年次から学生とのコミュニケーションを十分と

っていることで、授業での質問や対話もスムーズであり、3.87～3.96 の高評価を得られて

いるのではないかと思う。 

 「保育者論」は、保育者の職務全般的なことや、世界各国の保育など幅広い分野の「保育」

を学ぶ授業である。ここでは、グループワークもさまざまなスタイルを取り入れ、主体性を

重要視している。また、事例検討を繰り返し行いながら、意見交換を行うことで、保育の方

法や支援のあり方が豊富になっていく。 

 

【1コマ 90分授業の展開例】 

① 前回の復習としてコメントカードからの質疑応答を行う。 

② 授業のテーマについての理論を学ぶ。 

③ テーマに即した事例検討をグループで行う。 

④ グループワークでの意見を他のグループと共有する。 

⑤ 全体で発表し合い、様々な子ども観や支援方法を学ぶ。 

⑥ コメントカードに授業で学んだことや質問や疑問を書く。 

 

授業の始めに、⑥のコメントカードに書かれた質疑に応え、全学生が共有することで、多

角的にとらえる学びにつながるようにしている。コメントカードには全員が毎回書き込み

をしており、学生から学ぶことも多い。 

 単独で受け持っている科目はどれも同じくらいの評価を得ている。（資料④）これは、授

業内容の吟味もあるが、普段の生活のなかでの学生との信頼関係から得られたものだと考

えられる。授業だけのかかわりではなく、1年次から学内で声をかけ、学生との対話を多く

持つことで、「自分を知ってもらうこと」「相手を知ること」に時間をかけている。そうする

ことで、学生は安心感をもって授業を受けられるとの見解である。 

 

4-2 その他の成果・活動 

① 出前講座 

「言葉の力」「病児保育について」 

「子育て支援」「正しい食育のススメ」など 

好評で、リピーターも多く、講座を受けた子ど

も・保護者・支援員からたくさんの手紙が寄せ

られている。（図 2） 

② 東公民館との地域交流 

「のびゆくこどものつどい」「夏休みの課題ボランティア」「すくすく親子スクール」 

③ 教員免許更新講習講師 テーマ「幼児教育・保育の課題と展望②」（資料⑤）       

5. 教育を改善するための努力 

図 2.講座を受けた方からいただいた手紙 
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 授業評価の結果に満足せず、常によりよい教育を目指していくものと考えている。教員

相互で授業参観（ピア・レビュー）を実施し、2020年度 11月 6日（金）に子ども専攻 4

年生 30名を対象に保育実践演習（7回目/15回中）テーマ「保・幼・小の接続」では、同

専攻の教員に参観と評価を依頼した。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」を書いてください。 

〇終始、聞きやすい声の高さとテンポであった。 

〇自身の現場での実践事例を述べながら授業を展開されており、学生が具体的

場面を想像しながら学ぶことができる内容であった。 

〇学生を話しに巻き込み、また、事例を学生と一緒に実演することによって、

飽きさせず、興味をもって聴けるよう工夫されていた。 

〇教育・保育現場で起こりうる困難場面の対処方法を自らの経験をもとに話さ

れており、具体的かつリアルな内容に学生も終始しっかりと耳を傾けていた 

〇幼稚園および小学校の教諭であった経験が授業のテーマにぴったりと合って 

おり、学生にとっても深い学びにつながったものと思われる。 

② 授業を参観して、「こうすればもっと良くなるのではないかと感じた点」や、よ

りよい授業のためにできそうな「具体的な改善についての提案」を書いてください。 

〇パワーポイントの字が小さく感じられたので、情報量を精査し、見やすくな

る工夫がなされると良いと思いました。 

〇学生を巻き込み主体的に学べるような授業を展開されていましたが、後ろの

学生の席のところで話をしてしまうと、前の方の学生がその様子を見ること

ができずにいたようで、もったいないように思いました。後ろを向いてはい

けないと思っていた学生もいたかもしれませんので、「こちらを見るように

」の一声があると良かったかな、と思いました。 

 

ピアレビューでのコメント（資料⑥）を参考に、改善点を明確にすることができた。学

生に飽きさせないことや、眠気防止のため教壇を前にした画一的な教師主導型の教育では

なく、授業は学生のもとに移動し、全員を巻き込む授業を行っている。しかし、後方に移

動したときに前方の学生に聞こえづらいとの指摘から、机の配置等の工夫をし、改善して

いきたい。また、主体的な学びにも多様性があることを念頭に置き、発言だけでなく、書

くことや頭の中で考えることを好む学生もいるので、さまざまな手法を用いて教育するこ

とに邁進していく。 
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6．今後の目標（短期・長期） 

6-１ 短期目標 

 附属幼稚園へ協力依頼し、子どもの姿を観察して学生同士で事例検討を行う。実際に見た

ことを考察していくことで、より深い学びにつながると考えている。そして、子どもだけで

はなく、そこで保育者の動きや言葉かけなども見て学び、よいところを参考にして、自分流

の保育を展開していくイメージを広げ、実習で活かしていくようにする。 

 また、子どもがかかわる時事問題をテーマに取り上げ、社会の変容や状況を把握しながら、

保育所保育指針に提示されている「子どもの最善の利益」を考慮した保育にするために話し

合っていく機会を設けていきたい。そして、「子どもの保育」「保護者支援」「地域の子育て

支援」この 3つの保育者の役割について熟知した保育者を養成する。 

 

6-2 長期目標 

保育者養成課程はそれぞれの科目が連携しており、4年間の継続的な学習を深化させて

いくことが望ましい。それには、それぞれの科目担当の教員同士で学生の学びの状況や学

習内容について話し合うことが必要だと思われる。 

最近の学生の傾向として、実習などでの自己紹介票に自分の長所が見つけられず、書け

ない光景をよく見かける。自身のことを客観的に見たり、知ったりすることができなけれ

ば、子どものあらゆる姿も受け入れ難くなってしまう。自分にも他人にも寛容な気持ちを

持てるように促していきたい。 

このようなことから、学生が自身の特性を活かして活躍できる場面を増やしていきたい。

それは、2016年度に導入した「病児保育」のように、学生が興味・関心をもつような資格

や検定などを新たに導入し、学生が輝ける場をより多くしていくことを目標にしていきた

い。そのためには、私自身が勉強し、学生に伝えていける力をつけていくようにする。 

 

7.添付資料・参考資料 

（資料 1-①）第 30回全国病児保育研究大会 抄録 

（資料 1-②）第 30回全国病児保育研究大会 発表資料 

（資料 2）オープンキャンパス資料「37.5℃の涙」を救う！―子育て救世主になろう― 

（資料 3）教育実践研究会年報掲載「子どもの多様性がわかる保育者には何が必要か―保育

内容「言葉」の観点からの学び― 

（資料 4）2020年度授業評価アンケート（集計表）「保育者論」「乳児保育」「児童文学」 

（資料 5）2020年度教員免許更新講習資料「幼児教育・保育の課題と展望」 

（資料 6）2020年教員間での授業参観（ピア・レビュー） 

 

 

 


