
教員紹介（教育業績書） 

氏名  ひらがな 職位 所属（学科等） 

松田 清美 まつだ きよみ 教授 保育学科 

教育理念（学生へのメッセージ） 

「子どもが好き」という思いで本学に入学された学生のみなさんが、本学で過ごす中で専門的な広い視点や

実践力を身に付け、保育者として第一歩を歩みだすお手伝いをしたいと思っています。自ら学び、成長しつづ

けることのできる保育者を目指して、その基盤を一緒に培っていきましょう。 

教育の責務 

保育原理 保育内容総論 カリキュラム論 

卒業研究 

保育の科目に関して、基礎的理解から実践力習得まで、全般的に関わっています。 

教育方法 

保育の基本的な考え方や理論を、学生の実践体験をもとにボトムアップで理解していけるよう努めていま

す。また、自らの関心に対して探究的に取り組み、他者と意見を交わすことを通して、広い視点や考え方を身

に付けることを目指しています。 

他者評価 

着任初年度のため授業評価等の実証的データはありませんが、学生自身の自信につながる学びを実感し

てもらえるような授業を目指しています。 

学生の学修成果 

現在進行している授業の形成的評価においては、到達目標に達成できる手ごたえを感じています。 

今後の目標（短期・長期） 

短期：担当科目が本学科の教育課程においてもつ役割を明確に意識し、より有意義な内容や方法を探ってい

きたいと考えています。 

長期：卒業生のキャリアパスや地域における保育ニーズを理解し、それを見通した教育を在学時より提供する

ことを目指したいと考えています。 

専門分野 （学問分野／専攻） 

保育学   

研究テーマ （研究領域） 

子ども学、保育内容・方法 

所属学会 

日本保育学会 日本保育者養成教育学会 

学歴・学位･免許資格 

平成  5 年 3 月 京都大学 教育学部 教育学科 教育課程・教育指導コース卒業 

平成15年  3 月 お茶の水女子大学大学院 人間文化研究科 博士前期課程 発達臨床学コース 修了  

修士（人文科学) 

職歴 

平成11年  4 月 東京都文京区立青柳幼稚園 非常勤職員（平成 12年 3月まで） 

平成15年  4 月 東京都江東区大島子ども家庭支援センター 非常勤職員（平成 16年 3月まで） 

平成16年  4 月 千葉経済大学短期大学部 こども学科 講師（平成 24年 3月まで） 

平成24年  4 月 千葉経済大学短期大学部 こども学科 准教授（平成 26年 3月まで） 

平成26年  4 月 

 

江戸川大学 メディアコミュニケーション学部 こどもコミュニケーション学科 准教授 

（平成 30年 8月まで） 



平成30年  9 月 江戸川大学 メディアコミュニケーション学部 こどもコミュニケーション学科 特任准教授 

（平成 31年 3月まで） 

平成31年  4 月 福岡こども短期大学 幼児教育学科 教授（令和 2年 3月まで） 

令和  2年  4 月 長崎短期大学 保育学科 教授（現在に至る） 

教育研究業績         著書、学術論文等の名称                発行所、発表雑誌等又は発表学会等 

平成 18年 4月 『保育内容 環境』（共著） 建帛社 

平成 21年 4月 『演習・保育内容人間関係』（共著） 建帛社 

平成 23年 5月 『幼稚園教諭・保育士のための保育者論』（共著） 大学図書出版 

平成 25年 4月 『子どもの育ちを支える保育内容総論』（共著） 大学図書出版 

平成 26年 3月 『生活事例から始める保育原理』（共著） 青鞜社 

平成 26年 4月 『子どもの育ちを支える教育課程・保育課程論』（共著） 大学図書出版 

平成 28年 4月 『保育の質を高める保育原理』（共著） 大学図書出版 

令和 元年 8月 『保育の計画と評価 演習ブック』（共著） ミネルヴァ書房 

平成 14年 3月 幼児のコンピューター利用に対する保育者の意識（共著） 平成 12 年度～13 年度科学研究費

補助金基盤研究 (C)(2)研究成果

報告書  課題番号 12610249） 

平成 15年 12月 保育実践における保育者の枠組みに関する考察－ブルデ

ューのハビトゥス概念を用いて－（単著） 

「保育の実践と研究」第 8 巻第 3 号

（スペース新社保育研究室） 

平成 16年 3月 子育てをめぐる相談についての検討－雑誌「婦人之友」の

誌上乳幼児健康相談所（問答）の分析から（共著） 

人文科学紀要 35 巻お茶の水女子

大学 

平成 15年 5月 保育者が語る子ども理解と援助（３）その１－語り手からの

検討－（共著） 

日本保育学会第 56 回大会研究論

文集 

平成 15年 5月 保育者が語る子ども理解と援助（３）その２－聴き手からの

検討－（共著） 

日本保育学会第 56 回大会研究論

文集 

平成 16年 5月 子育てをめぐる相談についての検討（１）－雑誌「婦人之

友」の分析から－（共著） 

日本保育学会第 57 回大会研究論

文集 

平成 16年 5月 子育てをめぐる相談についての検討（２）－雑誌「婦人之

友」の紙上乳幼児健康相談（問答）の分析から－（共著）

（共著） 

日本保育学会第 57 回大会研究論

文集 

平成 17年 5月 昭和初期の「婦人之友」誌における子育てに関する検討－

おむつ・一人寝・一人遊びと心理的側面の関係（共著） 

日本保育学会第 58 回大会研究論

文集 

平成 28年 5月 保育分野における危機管理とリスクの対応の一考察（共

著） 

日本保育学会第 69 回大会研究論

文集 

平成 28年 5月 保育園のテレビ導入にかかわる一考察（共著） 日本保育学会第 69 回大会研究論

文集 

平成 29年 5月 幼保人材養成課程における情報リテラシー育成の試み

（共著） 

日本保育学会第 70 回大会研究論

文集 

平成 29年 5月 幼保人材養成課程のための情報活用能力育成カリキュラ

ムにかかわる一考察（共著） 

私立大学情報教育協会 平成 29

年度教育改革 ITC戦略大会 

平成 30年 5月 作業課題を活かした思考のアクティブ化の試み（共著） 日本保育学会第 71 回大会研究

論文集 

社会における活動等 （学会・研究会等の委員・役員／講演会／社会貢献／表彰／他） 

平成 21年 5月 日本保育学会第 62回大会（千葉大会）大会実行委員 

 

 



Faculty introduction（Educational achievements） 

Name   Position Affiliation（Department, etc.） 

Matsuda Kiyomi  Professor Childcare department 

Education philosophy（Message to students） 

I would like to help students who enrolled in our university because they like children to take theirs first step 

as a childcare worker by acquiring a broad professional perspective and practical skills. Let's learn together and 

become childcare workers who can learn and continue to grow. 

Educational responsibilities 

Childcare principle General remarks on childcare content Curriculum theory 

graduation research   

In childcare subjects, I am involved in everything from basic understanding to acquisition of practical skills. 

Education method 

We strive to impart the basic ideas and theories of childcare from the bottom up based on the practical 

experience of students. We also for students aim to acquire a broad perspective and way of thinking by 

exploring their own interests and exchanging opinions with others. 

Evaluation by others 

Since this is my first year in this appointment, I do not have empirical data such as class evaluations, but I am 

aiming for classes that will allow students to experience learning that will lead to their own self-confidence. 

Student achievements 

In the formative assessment of the lessons that are currently underway, I feel that I can achieve my goals. 

Future goals (short term and long term) 

Short-term: I would like to improve my classes to better fit the role they play in the curriculum of this 

department, and explore more lesson content and methods. 

Long-term: I would like to understand the career paths of graduates and childcare needs in the community, 

and aim to provide education that anticipates these needs. 

Specialized field (academic field / major) 

 Childcare   

Research theme (research area) 

Children's studies, childcare content and methods 

Academic societies 

Japan Childcare Society Japan Childcare Education Society  

Educational background ・ degree ・ license 

March 1993 Graduated from Kyoto University Faculty of Education, Department of Education, Curriculum / 

Educational Guidance Course 

March 2003 Completed the Master's Program in Developmental Clinical Studies, Graduate School of Human 

Cultures, Ochanomizu University 

Master (Humanities) 

Work history 

April 1999 Part-time staff at Aoyagi Kindergarten, Bunkyo-ku, Tokyo (until March 2000) 

April 2003 Part-time staff at Oshima Children's Family Support Center, Koto-ku, Tokyo (until March 

2004) 



April 2004 Chiba Keizai College Junior College Department of Children Lecturer (until March 2012) 

April 2012 Chiba Keizai College Junior College Department of Children Associate Professor (until March 

2014) 

April 2014 Edogawa University Faculty of Media Communication Department of Child Communication 

Associate Professor 

(Until August 2018) 

September 2018 Edogawa University Faculty of Media Communication Department of Child Communication 

Specially Appointed Associate Professor (Until March 2019) 

April 2019 Professor, Department of Early Childhood Education, Fukuoka Children's Junior College (until 

March 2020) 

April 2020 Professor, Department of Childcare, Nagasaki Junior College (To date) 

Educational research achievements          

                Names of books, academic papers, etc.  Publication office, publication magazine, etc. 

April 2006 "Childcare content environment" 

(co-authored) 

Construction company 

April 2009 "Practice / Childcare Content Human 

Relationships" (co-authored) 

Construction company 

May 2011 "Theory of Nursery Teachers for 

Kindergarten Teachers and Nursery 

Teachers" (co-authored) 

University book publishing 

April 2013 "Introduction to childcare content that 

supports childcare" (co-authored) 

University book publishing 

March 2014 "Childcare Principles Starting from Life 

Cases" (Co-authored) 

Bluestocking company 

April 2014 "Curriculum and childcare course theory that 

supports the growth of children" 

(co-authored) 

University book publishing 

April 2016 "Childcare Principles to Improve the Quality 

of Childcare" (Co-authored) 

University book publishing 

August 2019 "Childcare Planning and Evaluation Exercise 

Book" (co-authored) 

Minerva Shobo 

March 2002 Childcare workers' awareness of computer 

use by young children (co-authored) 

2000-2001 Grant-in-Aid for Scientific 

Research Basic Research (C) (2) Research 

Results Report Issue No. 12610249) 

December 2003 Consideration on the framework of childcare 

workers in childcare practice-using 

Bourdieu's concept of habitus- (single work) 

"Practice and Research of Childcare" Volume 

8 No. 3 (Space Shinsha Childcare Laboratory) 

March 2004 Examination of consultations on 

child-rearing-From an analysis of the Infant 

Health Counseling Center (question and 

answer) in the magazine "Women's Friends" 

(co-authored) 

Bulletin of Humanities Vol. 35 Ochanomizu 

University 



May 2003 Child understanding and assistance talked 

about by childcare workers (3) Part 

1-Examination from the narrator- 

(co-authored) 

Proceedings of the 56th Annual Meeting of the 

Japanese Society of Childcare 

May 2003 Child understanding and assistance talked 

about by childcare workers (3) Part 

2-Examination from listeners- (co-authored) 

Proceedings of the 56th Annual Meeting of the 

Japanese Society of Childcare 

May 2004 Examination of consultation on child-rearing 

(1) -From an analysis of the magazine 

"Women's Friends"-(co-authored) 

Proceedings of the 57th Annual Meeting of the 

Japanese Society of Childcare 

May 2004 Examination of consultations on child-rearing 

(2) -From an analysis of paper-based infant 

health consultations (questions and answers) 

in the magazine "Women's 

Friends"-(co-authored) (co-authored) 

Proceedings of the 57th Annual Meeting of the 

Japanese Society of Childcare 

May 2005 Examination of child-rearing in "Women's 

Friends" magazine in the early Showa 

period-Relationship between diapers, sleeping 

alone, playing alone and psychological aspects 

(co-authored) 

Proceedings of the 58th Annual Meeting of the 

Japanese Society of Childcare 

May 2016 A Study of Crisis Management and Risk 

Response in the Childcare Field 

(Co-authored) 

Proceedings of the 69th Annual Meeting of the 

Japanese Society of Childcare 

May 2016 A Study on the Introduction of Television in 

Nursery Schools (Co-authored) 

Proceedings of the 69th Annual Meeting of the 

Japanese Society of Childcare 

May 2017 Attempt to foster information literacy in the 

kindergarten human resources development 

course (co-authored) 

Proceedings of the 70th Annual Meeting of the 

Japanese Society of Childcare 

May 2017 A Study on the Information Utilization Ability 

Development Curriculum for the Kindergarten 

Human Resources Development Course 

(Co-author) 

Private University Information Education 

Association 2017 Education Reform ITC 

Strategy Tournament 

May 2018 Attempt to activate thinking by utilizing work 

tasks (co-authored) 

Proceedings of the 71st Annual Meeting of the 

Japanese Society of Childcare 

Activities in society (Members / Executive Committee / Executives / Social Contribution / Awards / Others) 

May 2009 Japan Childcare Society 62nd Convention (Chiba Convention) Meeting Executive Committee 

 


