
2021年度　教育研究活動報告書

１）教育

３）社会貢献

４）学内運営

１）教育

２）研究

３）社会貢献

４）学内運営

[1-2]今後の目標と計画　①教育 ②研究 ③社会貢献 ④学内運営に沿って書いてください(800字程度）

　今年度は、子どもの健康と安全の科目を新たに担当した。保育士養成課程における教授内容の再編が行われた科目でありこれ
までの教授内容と変わった点(保育の場における安全管理)があり、その内容を取り入れた講義の構成にすることに苦慮した。研究
ないようとも重なる点が多いため、研究の成果を講義にも取り入れ、次年度以降も授業内容を充実させていくことを目ざす。
　在宅保育研究、乳児保育Ⅱについては、育休取得前から変わらず担当している科目である。在宅で保育を行うことや乳児保育
における配慮点について、自身の育児経験もふまえて学生に伝えていけるように、従来の内容をブラッシュアップしていく予定で
ある。今年度、年度途中で育休から復帰したため、ゼミの担当ができていない。次年度以降、卒業研究･卒業論文やゼミの活動に
関しては、卒業論文の執筆を計画的に行えるよう学生指導を行うことと合わせて、優れた保育実践を行っている園の見学や保育
所との交流を通じて学生が学ぶ機会を増やしたい。さらに、次年度は保育実習Ⅱの担当予定であるため、これまでの授業経験を
活かして学生指導を行っていく。

　現在、学内の研究助成や科研費を受けて研究を実施している（科研テーマ：事業所内保育所における防災に関する研究―災
害時行動計画モデルの検証―。科研については育休のため中断中）。次年度は科研費の最終年度にあたるため、これまでに実
施してきた研究結果をまとめてく予定である。次年度は、科研費のテーマに加えて、災害発生後の保育施設の対応、気になる子
どもの保育、外国籍の子どもの保育に関する研究を主軸に研究に取り組む予定である。これらの研究は筑波大学、富山大学、徳
島大学の研究者と意見交換をしながら進めているものであり、他者の助言を取り入れながら研究を進めること、保育現場に向けた
発信を行っていく。

所　　　　　　属 　　職　　　　位 学　　　　　　　　　　　位氏　　　　　　名

西村　実穂 こども心理学部 講師 博士(学術)(筑波大学)

【1】あなたの今年度の本学での活動を以下の項目にしたがって文章でまとめてください。
［1-1］自己評価　①教育 ②研究 ③社会貢献 ④学内運営に沿って書いてください（1200字程度）

　通学課程において在宅保育研究、乳児保育Ⅱ、子どもの健康と安全の科目を担当している。在宅保育研究では、初めてオンデ
マンド型の授業を担当することになったため、最初は戸惑ったものの、動画やスライド等の資料を活用することにより、従来の授業
内容と変わらない授業を提供できた。また、夜間保育、病児・病後児保育、産後ケアなど、在宅保育ならではのテーマについて扱
い、学生からは高い評価を得た。乳児保育Ⅱ、子どもの健康と安全の授業では、AEDの操作や車いすの操作、調乳、離乳食の介
助など、保育や保健に関連する技術の修得ができるように、少人数のグループに分けて演習を行ったり、ロールプレイ等を取り入
れるように工夫した。

２）研究
　災害発生後の保育継続に関する研究：近年発生した自然災害後の保育所の対応について、関連市町村や保育所・幼稚園と連
携を取りながら九州、東北、関東など全国各地の事例調査を進めている。最近では、他大学・他分野の研究者と共同研究を行うこ
とにより、保育学からではなく、都市計画や建築学的な視点も含めて事例について検討することができている。
気になる子どもの保育に関する研究：発達障害の子どものケアに加え、外国籍の子どもの保育に関する研究を行っている。東京
都・千葉県内の日本語教室や保育所を通じて、外国籍の保護者に対してアンケートやヒアリング調査を実施している。

　筑波大学ベンチャー企業子ども支援研究所の専任相談員として保育者を対象として気になる子どもの保育や保護者対応に関
する勉強会を実施したり、保育者からの保育に関連する相談に応じている。社会人に対する研修として、日本社会福祉マネジメン
ト学会より委託を受けて、全国に約70ヶ所の保育所を運営しているあい・あい保育園グループの施設長に対して、ゼミ形式での講
義を行っている。研究テーマの選定、調査の実施、レポートの書き方の指導、プレゼンの指導を担当する10名の保育所長、児童
発達支援施設長に対して、1年間にわたり、指導・助言を行っている。

　学内では教育改善向上委員会、紀要委員会に所属している。教育改善向上委員会では授業評価アンケート・授業参観部会に
所属し、アンケート内容の確認やアンケート実施後のまとめなどを行い、委員としての役割を果たすことができるよう努めている。ま
た、FDハンドブック特別部会では、部会長を務め、FDハンドブックの制作に携わっている。ハンドブックの内容の検討、原稿依頼
を行い、多くの先生方の協力を得て、年度末にハンドブックを刊行できるように編集作業を進めている。紀要委員会では、紀要の
編集、査読、執筆者のまとめ等を担当している。また、人事に関わる業務として書類審査を担当したり、入試業務のなかでは試験
監督業務を行い、学内の運営に貢献できるように務めている。

　今年度は、全国70ヶ所の保育所を運営する株式会社グローバルブリッジの保育施設長を対象として研究やレポートの書き方、
プレゼン資料の作成などについて指導・助言を行ってきた。ゼミ形式で研究・調査の指導を行う形であったが、指導に多くの時間
がとられてしまうため、次年度以降は、学内の授業やゼミ活動に専念していきたい。また、育休前に実施していた、筑波大学発子
ども支援研究所の研修会講師、災害発生後の子どもの心のケアに関する学生・保育者向け研修を再開する。

　今年度と同じように継続して各委員会内において委員としての役割を果たすことに努めたい。また、専攻内では、新1年生のクラ
ス担任業務を担当する予定である。



分類 就任年月 退任年月
学会 2007年4月
学会 2007年4月
学会 2007年4月 2020年3月
学会 2007年4月
学会 2009年4月
学会 2009年4月
学会 2011年4月
学会 2015年7月 2021年7月
学会 2016年6月
学会 2016年10月
学会 2015年7月

就任年月 退任年月
2021年５月
2021年５月
2019年4月 2020年3月
2017年4月 2018年1月
2016年4月 2018年1月

分類 著者名
単著
共著
の別

発行又は発
表年月

発行所、発行雑誌又
は発表学会等の名

称

著書

監修：徳田克
己
著者：水野智
美・西村実穂

共著 2021年4月 中央法規出版

専門雑誌

西村実穂 単独 2021年9月 医療労働649，21－
30

専門雑誌

西村実穂 単独 2021年10月 医療労働650，29－
31

学会発表

西村実穂 単独 2021年5月
15，16日

日本保育学会第74
回大会

正会員

機関名・企業等名 役職等名
日本保育学会 正会員
日本教育心理学会

社会活動

日本特殊教育学会 正会員
日本公衆衛生学会

正会員

学生生活委員会

日本小児保健協会 正会員
日本幼児教育学会

日本食生活学会 正会員

アジア子ども支援学会

【3-1】著書・論文・社会活動（その他）　2021年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

著書、学術論文等
の名称

概要

2020年度 院内保育所実態
調査結果　多様化する社
会のなかの院内保育所

(査読無)2020年に日本医労
連によって実施された院内保
育所調査の結果に関するコメ
ントと、近年の保育の課題に
関する課題についての解説
記事である。

コロナ禍における院内保育
所の役割

(査読無)2020年に実施した院
内保育所における新型コロナ
ウイルス感染症への対応につ
いての調査結果の報告記事
である。

執筆担当箇所
Q3,4(8-14頁) ,Q28-38(83-
112頁),Q40-43（116－126
頁）、Q45(130－133頁)
外国籍の子ども、親の離婚・
再婚など、これまで保育の場
において対応に困っていた
問題についての対応をQ&A
形式で述べた保育者向けの
書籍である。

【2】社会活動（学会、研究会、法人、自治体等）　2021年度　　　　　　　　　　　　　　

正会員
正会員

日本乳幼児教育学会
正会員

乳児保育Ⅱ(通) 
子どもの健康と安全(通)

委員

学内委員

日本教材学会 正会員

教務委員会 委員

紀要委員会 委員

委員

日本保育保健協会 正会員

委員会 役職名
教育改善向上委員会

在宅保育研究(通) 　 

新型コロナウイルス感染症
流行期における院内保育
所の対応

口頭発表
感染症流行期における院内
保育所の対応について質問
紙調査を行った結果である。
コロナ禍であっても開所をつ
づけた保育所が多かったこ
と、院内保育所と病院との連
携がとれていない場合、不安
を感じる保育者が多いことが
確かめられた。

委員
図書館管理運営委員会

担当授業科目

誰にも聞けなかった！保育
者のいろいろお悩み相談



学会発表

企画者：西村
実穂・水野智
美・西館有沙
話題提供者：
水野智美・西
村実穂・内野
彰裕
司会：徳田克
己

その他 2021年5月
15，16日

日本保育学会第74
回大会

学会発表

西村実穂・徳
田克己・水野
智美

共同 2021年5月
22日

日本食生活学会
第 62 回大会

学会発表

徳田克己・水
野智美・西村
実穂

共同 2021年5月
22日

日本食生活学会
第 62 回大会

学会発表

水野智美・西
村実穂・徳田
克己

共同 2021年5月
22日

日本食生活学会
第 62 回大会

学会発表

西村実穂 共同 2021年6月
18～20日

第68回日本小児保
健協会学術集会

学会発表

西村実穂・水
野智美・徳田
克己

共同 2021年8月
21日～30日

日本教育心理学会
第63回総会

学会発表

西館有沙・水
野智美・徳田
克己・西村実
穂

共同 2021年8月
21日～30日

日本教育心理学会
第63回総会

学会発表

西村実穂・西
館有沙・水野
智美・徳田克
己

共同 2021年9月
18日～20日

日本特殊教育学会
第59回大会

台風による浸水被害を受け
た保育施設の保育再開時
の課題
―令和元年台風第19号に
より被災した栃木県宇都宮
市の認定こども園の事例か
ら―

保育士による医療的ケア実
施時の園内の支援体制と
課題

オンラインでの開催、発表資
料を動画形式でアップし閲覧
する方式での発表
医療的ケアの一つである経
管栄養を実施している子ども
の保育所での保育の際の保
育体制について調査した。

自主シンポジウム　もうこれ
以上、保育者の仕事を増
やすな！

自主シンポジウム
保育者の負担軽減について
検討する自主シンポジウムで
ある。企画、話題提供を担当
した。近年の保育の状況の変
化や保育者の仕事内容の変
化についての話題提供を
行った。

外国籍の子どもの保育に
おける食に関する課題と配
慮

口頭発表
外国籍の子どもの保育の際
に課題となりやすい食の問題
について、保育者対象のイン
タビュー調査の結果を報告し
た。日本食に慣れないことと、
離乳食や授乳に関する国ご
との意識の違いがあることが
確かめられた。

ポスター発表
令和元年台風により被災した
保育所の復旧における課題
についての調査結果の報告
である。保育者は代替施設の
用意、保護者への連絡、復旧
作業と平行しての保育に負担
を感じていた。

家庭における発達障害の
子どものほめ方
―保護者によるブログの分
析から―

ポスター発表
発達障害の子どものほめ方
について、保護者が家庭でど
のような対応をしているのかを
ブログ分析を通じて調査し
た。具体的にほめる、おおげ
さにほめる、過程をほめると
いった工夫をしている保護者
が多かった。エスカレータの適正使用に

関する研究3　－啓発のた
めの授業案の作成－

ポスター発表
近年エスカレータ上での歩行
の危険性について啓発が行
われるようになっているが、依
然として歩行者の数は減少し
ない。交通弱者の視点をもっ
てこの問題の解決策を考えよ
うとする態度の形成を目ざし、
授業案を作成した。

視野に制限のある弱視者
の食品パッケージの見え方

口頭発表
視覚障害者にとって見えや
すい/見えにくい食品パッ
ケージの特徴として、ゴシック
体が最も読みやすい、薄い色
の地の上に、黒色の文字が
書いているパッケージが読み
やすい、大きすぎない文字の
大きさが良い、といった点が
あることが確かめられた。

極端な偏食を示した発達
障害者の事例

口頭発表
極度の偏食のある成人10名
のケースについての報告であ
る。3品の食品しか食べない、
火の通った野菜しか食べない
など極端な偏食が続いてお
り、食のレパートリーが非常に
限られたケースがあることが
確かめられた。



学会発表

西村実穂・西
館有沙・水野
智美

共同 2021年12月
18，19日

日本乳幼児教育学
会

学会発表

西館有沙・西
村実穂・徳田
克己

共同 2021年12月
18，19日

日本乳幼児教育学
会

学会発表

水野智美・坪
見利香・西村
実穂・徳田克
己

共同 2021年12月
18，19日

日本乳幼児教育学
会

学会発表

企画者：水野
智美・徳田克
己
話題提供者：
水野智美・坪
見利香・鈴木
明菜
司会：西村
実穂

共同 2021年12月
18，19日

日本乳幼児教育学
会

分類 機関・財団等
代表
分担
の別

学内
東京未来大

学

西村実穂
東京未来大学　学内

表彰
東京未来大学

自主シンポジウム
感覚異常や見知らぬ場所へ
の順応の困難さのある子ども
への医療機関における困難
感と医療者の対応について、
検討する自主シンポジウムに
おいて司会を担当した。

授乳中の母親を追いつめ
ている行き過ぎた母乳信仰

ポスター発表
母乳信仰が現代の保護者に
どのような影響を及ぼしてい
るのかを明らかにするため、
乳児期の子どもをもつ母親に
対するアンケートを実施した。
「赤ちゃんは母乳で育てた方
がよい」との意見を聞いたこと
がある母親が95％おり、人工
乳を用いることに抵抗を感じ

2022年3月

年　　　　月受賞者名（連名も含む） 名称 機関・財団等

コロナ禍の緊急事態宣言
下における障害児の子育
て

ポスター発表
コロナ禍による自粛生活が発
達障害児とその家族にどのよ
うな影響を及ぼしたのかをブ
ログ510件の分析を実施し
た。要求行動が強まったり調
子を大きく崩したりした子ども
がおり、親が子どもへの対応
に疲弊し、強いストレスを感じ
たことがうかがえた。

【3-2】研究資金獲得状況　2021年度

西村実穂 JASM賞（奨励賞） 日本社会福祉マネジメント学会 2021年12月

医療機関における発達障
害児への適切な対応を考
える

事業所内保育所における
災害発生時の応急保育実
施体制に関する研究

ポスター発表
事業所内保育所を対象とし
て、災害発生時の事業所内
保育所の対応予定、また、災
害発生時の開所時の課題に
ついて質問紙調査により明ら
かにした。

【3-3】受賞・表彰

災害発生後の保育継続に関する
研究―浸水被害にあった保育施設
を対象として―

200,000円
東京未来大学特別研究助

成

研究費名称 研究課題名 採択金額　（円）


