
幼児教育学科

所属

②『教育課程論講義ノート』 平成26年9月１日[初
版]

平成20年度文部科学省 教育ＧＰ採択 尚絅大学短
期大学部幼児教育学科『異世代交流力をもつ保育
者養成プログラム―ＩＴ活用で在学生・卒業生間の学
び合いを展開させる取組―』

平成20年度～平成22
年度

職名

（4）その他教育活動上特記すべき事項

教育実践上の主な業績 年 月 日 概　　　　　　要

（1）教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

教育ＧＰの採択を受け、教育方法の新たな工夫と
して、在学生や卒業生、教職員が物理的制約や心
理的距離をあまり感じずにできるインターネット交
流（Yokyo-net）を導入し、インターネット交流での
基礎力の育成を試み、実習や行事での直接交流
のなかで異世代交流力を実践的なものとするプロ
グラムに取り組んだ。

教員免許更新講習、「保育実践講座」（選択)の講師
くまもと県民カレッジの講師

平成27年～現在に至
る
令和元年6月6日

（3）教育方法・教育実践に関する発表、講演等

発行または発表の
年月

教育研究業績書

①『子どもへの現代的視
点』

共著 平成18年12月 北樹出版

Ⅰ　教育活動

編者・著者名
（共著の場合のみ記入）

編者：住田正樹、多賀太
共著者：住田正樹、多賀
太、大池美也子、大迫秀
樹、清水一巳、杉谷修
一、田中理絵、中田周
作、片桐（中村）真弓、東
野充成、黄順姫、山瀬範
子、横山卓

Ｐ150-159

該当頁数
発行所、発表雑誌

（及び巻、号数）等の名称
著書・論文等の名称

単著・共著
の別

（著書）

（2）作成した教科書・教材・参考書

Ⅱ　研究活動

准教授

氏名

片桐真弓

①『保育原理講義ノート』 平成19年2月2日[初
版]

③『子どもの発達社会
学』

共著 平成23年１月 北樹出版 編著：住田正樹、高島秀
樹
共著者：住田正樹、高島
秀樹、夏秋英房、和田和
人、杉谷修一、田中理
絵、中田周作、久保田真
功、横山卓、片桐（中村）
真弓

Ｐ15-31

②『子ども社会シリーズ4
子どもと地域社会』

共著 平成22年5月 学文社 編者：住田正樹
共著者：住田正樹、高島
秀樹、青井倫子、田中理
絵、石井久雄、工藤保
則、片桐（中村）真弓、横
山卓、東野充成、藤井美
保、玉井康之

Ｐ105-116



⑤ 『保育・幼児教育5領
域の内容と指導法』

共著 平成30年3月 学文社 編者：柴田賢一、森みゆ
き　執筆者：柴田賢一、
佐藤亮平、増淵千保美、
小川内哲生、片桐真弓、
二子石諒太、竹下徹、安
村由希子、坂本健、横山
博之、曽田裕司、森みゆ
き、市川文子、栗川直子

P31-39

P1-10

平成2２年８月

放送大学大学院人間発達
科学プログラム発達社会
学研究室紀要『発達社会
学研究』第2号

P49-53

平成19年３月 『尚絅学園研究紀要 Ａ人
文・社会科学編』第1号

単著

担当編集委員：網野武
博、山縣文治
執筆者：網野武博、直島
克樹、片桐真弓、山縣文
治、澁谷昌史、山本恒
雄、安梅勅江、中谷奈津
子、尾木まり、才村純、
宮島清、寺田清美、越智
紀子、柏女霊峰

単著

平成28年3月
平成29年2月
平成30年2月
平成31年2月
令和2年2月

⑨「保護者の保育参加に
関する一報告―保育所
における保育参加の取
組みから―」

単著

編者：垂見直樹
執筆者：垂見直樹、田中
友佳子、片桐真弓、圓入
智仁、大村綾、山元尚
史、東内瑠里子、木下寛
子、山瀬範子、橋本翼、
眞野豊

⑥『豊かな育ちのための
保育内容総論』

共著

平成22年11月

令和2年3月 ミネルヴァ書房

（論文）

九州教育学会編『九州教
育学会研究紀要』第37巻

P129-136

P36-47

P36～56

全国社会福祉協議会

⑧「母親になるということ
―育児期女性への面接
調査から―」

①「幼稚園児をもつ母親
の
ネットワークに関する研
究」

④『社会福祉学習双書
第5巻　児童家庭福祉論
2016』
2017年改訂、2018年改
訂、2019年改訂、2020年
改訂

共著

②「育児不安と母親の仲
間関係～母親の仲間関
係のサポート効果を中心
に～」

単著 平成20年３月 『尚絅学園研究紀要　Ａ人
文・社会科学編』第2号

P1-12

③「生活に必要な行動を
身につけさせるための指
導～附属幼稚園実習レ

単著 平成20年３月 『次世代育成研究・児やら
い』（尚絅大学短期大学部
子育て研究センター），第5

P25-29

④「イギリス・スコットラン
ドにおける親教育・家族
学習
の展開」

単著 平成２１年３月 『尚絅学園研究紀要　Ａ人
文・社会科学編』第3号

P93-100

⑤ 「教育者の「子ども
観」に関する研究―教
師・保育者を中心に―」

共著 平成21年3月 『放送大学研究年報』第26
号

共著者：住田正樹、中村
真弓、山瀬範子

P15-24

⑥「カナダ・アメリカにお
けるParenting Education
の展開」

単著 平成22年3月 『尚絅学園研究紀要Ａ人
文・社会科学編』第4号

P79-91

⑦「幼児をもつ親の役割
意識に関する研究」

共著 平成22年3月 『放送大学研究年報』第27
号，25-33頁

共著者：住田正樹、中村
真弓、山瀬範子

P25-33

⑩「育児と女性のライフ
コース―幼稚園から就
学過程における縦断的
調査の結果から―」

単著 平成23年3月 『尚絅学園研究紀要Ａ人
文・社会科学編』第5号

P1-19

⑪「保育者養成における
実習指導への一考察―
実習記録、実習担当者
への聞き取りを手がかり
として―」

単著 平成24年4月 『次世代育成研究・児やら
い』（尚絅大学短期大学部
子育て研究センター），第9
巻

P25-33

⑫.「家庭教育の現在と
母親たち」

単著 平成25年3月 『尚絅大学研究紀要』第45
号

P1-20

⑬「保護者の保育ニーズ
に関する研究―選択さ
れる幼児教育・保育―」

共著 平成25年3月 『放送大学研究年報』第30
号

共著者：住田正樹、片桐
（中村）真弓、山瀬範子

P25-30



平成30年3月 『次世代育成研究・児やら
い』（尚絅大学短期大学部
子育て研究センター）第15
巻

P91-101

⑱「保育者の専門性とし
ての保育環境に関する
研究―絵本環境に着目
して―」

単著

P91-105

⑰「人と関わる力を育む
保育―道徳性や規範意
識の芽生えと保育者の
役割―」

単著

P77-91平成31年3月 『尚絅大学研究紀要』第51
号

単著 平成30年2月 『次世代育成研究・児やら
い』（尚絅大学短期大学部
子育て研究センター）第14
巻別冊

⑯「教育課程論の授業
の研究―幼児教育にお
けるカリキュラム・マネジ
メント―」

Ⅲ　学会等及び社会における主な活動

⑮.「イクメンの現状と課
題―母親の語りの分析
を通して―」

単著 平成28年3月 『尚絅大学研究紀要』第48
号

P137-148

⑭「教育する家族の諸課
題 ～学齢期の子どもを
持つ母親の教育的態度
に焦点を当てて～」

単著 平成27年3月 『尚絅大学研究紀要』第47
号

P39-47


