
HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 金子 忍 

学部 

学科 

短期大学 

保育学科 

職名 准教授 

在籍年数 ０年 

教育年数 ４０年 

専門領域 幼児教育 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

図画工作Ⅰ・Ⅱ／１年前・後期 27名／必修科目 

保育原理／1年前期 80名／選択科目 

保育内容総論／1年後期 78名／必修科目 

保育実習指導Ⅰ／1年後期 78名 2年前・後期 73名／必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

保育者として子どもの前に立つときには、幼児との信頼関係を気付

くことが、とても重要である。そのためには、幼児のまなざしの向

こうにあるものに気付き、つぶやきに耳を傾けるなど、幼児理解を

深めることが基本である。授業を通して、具体的な幼児の姿や園・

所の実態を伝え、幼児との遊びや生活の中で、一人一人の思いや考

えに寄り添う保育者の育成を目指していきたい。また、授業や実習

を通しての学びが、保育現場で生かせるような授業づくりに努めた

い。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

保育技術サークルの活動に参加し、学内の壁面構成を計画的に行う

ことができるように助言した。 

就職・キャリア支援委員会を担当し、委員会関連の講演会等の連絡

に努めた。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

・大学近隣の保育施設を紹介したり、文部科学省、厚生労働省の HP

より資料を作成したりして、より具体的に、また新しい情報を伝え

ることに努めた。 

・学生自身が考えたり気づいたりしたことを、グループで話し合っ

たり発表したりする機会をもち、いろいろな考えがあることに気付

けるようにした。 

・スマートフォンで検索したことをまとめたり、グループで共有し

たりする時間を作り、自ら知る面白さを味わえるようにした。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

学生自身が一人ずつ順に板書をしたり、ホワイトボードにグループ

で話し合ったことを書いたりして意見の共有をしてきた。学生の理

解が深まるような授業の工夫を今後も心がけていきたい。また、90

分の授業の組み立てを工夫し、集中できる内容にしていきたい。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 末次絵里子 

学部 

学科 

短期大学部 

保育学科 

職名 教授 

在籍年数  

教育年数 7年 

専門領域 発達臨床心理学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

保育の心理学/1年前期、子ども家庭支援論/2年前期 

教育心理学/1年後期、子どもの理解と援助/1年後期 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

保育学科の学生が、保育における、精神発達の理解の意義を明確に

し、実践を想定した学びを深めていくことができるよう、授業を進

めていくことを心がけている。合わせて、常に保護者への対応につ

いても、その実際場面で生じるコミュニケーション上の実践力を磨

いていくための授業内での試みを念頭においている。 

毎回、自分の言葉で授業で学んだことを整理して口頭発表又は記述

形式で表現することで、学んだことがきちんと自分のものになるよ

う促すと共に確認の機会を持てるようにしている。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

授業評価を参考にして、授業内容・方法を改善している。学内外の

FD 活動にはできるだけ積極的に参加し、振り返りや向上の機会と

している。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

毎回、配布資料・pptを作成して用いている。テキストも適宜活用

している。Webにて最新の生々しい情報等の活用により、今現在進

行中の問題や課題に学生が新鮮な気持ちで向き合うことができる

時間を持つこととしている。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

学生一人一人の問題意識や興味関心の把握をどのような方法で行

っていくか、についての検討。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 清見嘉文 

学部 

学科 

短期大学 

保育学科 

職名 教授 

在籍年数 ９年 

教育年数 ４４年 

専門領域 美術教育学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

図画工作Ⅰ・Ⅱ/１年次前・後期/80名/必修、造形表現領域指導法Ⅰ・

Ⅱ/２年次前・後期/80名/必修、総合的な学習の時間の指導法 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

子どもが好きという思いに支えられ、将来の保育者を目指して入学

してくる学生には、将来出会う子ども一人ひとりの人格を尊重し、

愛情をもって成長・発達を支えることのできる保育者として育って

ほしい。そのために、美術教育を通して長年考えて続けてきた「ど

の子どもも、よさや可能性をもつかけがえのない存在」という考え

方を学生にも適用し、学生一人一人が自らのよさに気付き、造形表

現の喜びを子どもたちに伝えることのできる人として育っていく

よう、授業等でかかわっていきたいと考える。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

学科長として、課題をもつ学生にかかわる対応方針の決定は、常に

自らの生き方を問い直させられている。学外では、造形表現指導に

かかる講話や子どもの絵画コンクールの審査等で、子ども尊重の精

神の理解が広がるよう努めている。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

・「自分にもできる」「上手い・下手ではなく、自分らしく」「やって

みると楽しい」を感じることのできる授業づくり。 

・コロナ禍における C-Learningの授業では、造形表現の実技の代

わりに、子どもに対する指導者の在り方への問いかけを通して、学

生一人ひとりの内面とつながることに努めた。特に、心の内に触れ

ることのできる貴重な機会となった。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

これまで進めてきた指導のあり方が偽りのないものとなるよう、更

に学生の反応を見つめながら、日々の授業を改善していきたい。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 西川 勝利 

学部 

学科 

 

保育学科 

職名 講師 

在籍年数 １年 

教育年数 11 年 

専門領域 社会福祉学 

2.教育の活動 

最近 3 年間の担当科目 

社会福祉/１年次前期/80 名/必修科目 

セミナーⅠ/１年次前期/10 名/必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

保育学科の学生は目的意識が明確な者が多く、将来保育所・幼稚園・

児童施設において専門職を希望している。それらの施設における専

門職として子どもの最善の利益を考えた保育・援助を提供するため

の基礎的な知識、技術、倫理を身につける科目と位置づけている。 

講義形式ではあるができるだけアクティブラーニングを導入し、学

生が主体的に学べるように工夫している。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

授業評価や授業参観を参考にして授業内容・方法を改善している。

県民コミュニティーカレッジや社会人講座の講師を務めている。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

毎回の授業では資料やビデオ、パワーポイントを活用して展開して

いる。また C-Learning のアンケートや協働版を利用して意見交換

を行っている。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

保育職を希望する者であっても子ども福祉に興味・関心を持っても

らう。授業の内容（理論）と実際の現場とのギャップを埋める。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 班 婷 

学部 

学科 

保育学科 

職名 講師 

在籍年数 1年 

教育年数 1年 

専門領域 教育学、教育史 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

教職概論／前期／79人 

教育実習／前期・後期／79人（1年）、75人（2年） 

教職概論／前期／9人 

教育原理／後期／8人 

セミナー／前期・後期／12人 

卒業研究／前期・後期／9人 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

学生には、それぞれの個性や特徴を持っています。一律に対応する

のではなく、それぞれの学生に合った教育を行うことこそが、真の

均等的な教育であると思われる。したがって、特に個別指導が必要

な教育実習や、セミナー、卒業研究などの授業では、学生とのコミ

ュニケーションを重視し、個々に合った教育を模索しながら授業を

進めている。 

また、本学の教育理念である「対話的な教育」に共感し、教員・学

生の対話、学生間の対話を重視した教育を試みている。具体的には、

アクティブラーニングを取り入れることにより、教員・学生、学生・

学生の対話を促している。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

前期の授業研究（公開授業）では、アクティブラーニングを取り入

れているところが、授業見学の先生から好評をいただいたため、今

後も続けていきたいと考える。また、学生のマナー（授業開始時の

挨拶）への注意が不足しているところが指摘されたため、その後改

善している。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

テキスト：西川ひろ子ら編『幼稚園・保育所・認定こども園への教

育・保育実習の手引き』、2016年 3月 10日 

毎回資料・パワーポイント等を活用しての講義展開 

6.今後の目標 上述した学生 1人 1人に合った教育は、今後の自分によっても大き



目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

な課題と目標になるので、今後少しずつできるように努力していき

たい。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 松元健治 

学部 

学科 

短期大学 

保育学科 

職名 教授 

在籍年数 36 年 

教育年数 37 年 

専門領域 教育学、教育行政学 

2.教育の活動 

最近 3 年間の担当科目 

「教育原理」保育学科 1 年前期 

「教育制度」保育学科 2 年後期 

「教育制度」コミュニティ生活学科・食物栄養学科 2 年後期 

「教育制度特論」大学院教育学研究科博士課程前期 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

・教職課程科目の担当教員として、教育に関する基本理念や教育制

度・教育法制に関する基礎的知識を修得させることを目標とし

て、体系的かつ効果的な教育・学習活動を行うことを目指してい

る。 

・授業実施にあたっては、学生による主体的・能動的な学習活動を

重視するとともに、ICT教育を積極的に活用していく。 

・大学院授業では、教育制度、教育法規の幅広い知識を修得すると

ともに、教育制度研究の多様な手法の理解を深める。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

 

・学内 FD 活動に参加し、学生による授業評価結果に基づき継続的

な授業改善に努めるとともに、FD 研修会に参加して、その成果

を教育改善に生かしている。 

・教学支援センター長として、大学の教学マネジメント確立を目指

して、教育課程改革、授業改善等に努めている。 

 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learning を含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

・シラバス p. 

・テキスト：教育原理（光生館） 

・配付物：資料の作成配布 

・すべての授業科目で、C-Learning による出欠管理、教材提供、

意見交換、レポート提出等を行っている。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

・担当授業科目の教育内容・教育方法を社会の変化や教育改革の状

況に対応して適切に改変を行う。学生の目標達成度を実施過程で

随時把握し、適切な修正を行いながら指導を効果的に展開する。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 矢野下美智子 

学部 

学科 

短期大学 

保育学科 

職名 教授 

在籍年数 9年（10年目） 

教育年数 40年（41年目） 

専門領域 体育学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

幼児体育Ⅰ／1年次後期／100名／必修科目 

幼児体育Ⅱ／2年次前期／100名／必修科目 

健康領域指導法／2年次前期／100名／必修科目 

身体表現領域指導法／2年次後期／100名／幼免必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

教育の理念・目的 

 対人援助職に就くものとしての自覚を持たせ、学びにより自身の

できることを増やしていく努力をさせる。幼児の教育・保育に対応

できる知識・技能を身に付けさせていく。2年間で必ず成長させる。 

方法や方針、工夫 

 ひとを育てる者になるために必要なことを各科目で厳選し、一人

ひとりの心に届く言葉を選びながら、的確に思いを伝えていく。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

学生による授業評価や他の教員の授業の参観などを参考にして授

業改善を図っている。また、すべての科目で毎時間課している振り

返りレポートを読むことで、授業内容の浸透度や理解度を確認し、

授業を進めるスピードや言葉選びなどを検証し授業改善に生かし

ている。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

（健康領域指導法） 

授業内容の理解が容易になるパワーポイントの資料を工夫し、各時

間の授業目的を明確にしながら授業内容の理解を促す指導を行っ

ている。毎時間、書き込み用のワークシートを用意し、授業内容の

整理を促すとともに、それをノートに貼り付ける形でポートフォリ

オを作成させている。また隔週で小テストを行い、学習内容の定着

を図っている。 

（幼児体育Ⅰ・Ⅱ、身体表現領域指導法） 

指導案の作成・模擬保育の実施により力を付けるための指導案例の

配布、子どもの体操・子ども盆踊りなどの振り付け読み解きのため

の振り付けプリントの配布、ダンス作品創作のための振り付け書き

込み用紙等、必要に応じて資料を配布し、活動の効果を高めるよう



努めている。また身体表現領域指導法では基本的にグループで課題

に取り組み、ディスカッションなどにより協働を促す活動を行う。

学生の創作した作品を発表し合う際に撮影し、発表後に視聴させて

自分たちの活動を客観的に評価させることで、身体表現についての

理解を深めている。客観的に自分たちの作品を見ることで教員のア

ドバイスについても理解が進み、技能の向上に役立っている。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

学生がそれぞれの授業で学ぶべきことを理解し、保育に必要な知

識・技能を修得して自信をもって子どもたちの前に立てるようにな

る授業内容をさらに工夫していきたい。そのためには学生の学びの

状況に謙虚に向き合い、授業の質を高める努力を怠らないようにし

たい。 
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