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2020年、
「行動の10年」
スタート

健康・幼児体育ゼミ

新型コロナウィルス感染症と保育

今日、世界各地で進展がみられますが、2030年までにSDGsを達成する
には、取り組みのスピードを速め、規模を拡大しなければなりません。

把握し、感染拡大を防止しながら乳幼児期の

特任教授
教育学修士

今、保育現場は大きな転換期を迎えています。

音楽心理学や健康・幼児体育、特別支援教育など
幅広い研究分野を揃えています。

教育学ゼミ

子どものよりよい成長のために

音楽心理学ゼミ

音楽心理学ゼミについて

着目して、望ましい指導・援助法について検

以外に持ち出せ、必要な時に使え、作り変え
つつ維持できる学びを探究します。

かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習

保育者の工夫次第で楽しめるものになり、ま

目標・SDGsの目標4に基づいた研究を行いま

たその逆もあり、時には臨機応変な対応も必

す。幼稚園や保育所、幼保連携型認定こども

要とされます。本ゼミでは、「保育者の言葉が

け」「手本の示し方」「子どもが楽しめる活動

古木 竜太

の工夫」「子どもとの関わり方」など、学生自

准教授
修士（武道・スポーツ）

らが先生役となり、実際に身体表現活動を実
践した結果を踏まえて考察します。

児童心理学ゼミ

子どもの理解と予防的心理教育

園といった保育現場では、音楽に関連した活
動が行われています。本ゼミでの研究を通じ

越智 光輝

て、将来、保育現場における音楽活動を実践

准教授
修士（児童学）

する際に活用できる新たな知見の獲得にむ
け、一緒に研究を行いましょう。

造形デザインゼミ

SDGsと子どもたちの未来

「子どもとはどのような存在であり、子ども

SDGsとは、国連で採択された17の目標と169

す。具体的には、しつけ・兄弟姉妹の影響な

因するのか。諸外国との違いは何か。またコ

メインテーマとして、それに関連して個人が

す。今日では、SDGsへの達成のためにも、非

法・その効果、幼児教育や保育の歴史・国の
制度や施策の変遷・今後の見通しなど、多様
な切り口があります。興味や関心、問題意識

りがある、真面目等の日本人の良さは何に起

幼児教育・保育現場の現状と課題

を育む環境はどうあるべきなのか」をゼミの

ロナ禍に見られる日本人の特質は何が原因

武内 道郎

きることは何か。日本の幼児教育の強みを科
教授

学し、現状の分析と強みを発展させる実践、
海外に提案できる手法を調査研究します。

情報リテラシーゼミ

コンピュータの活用と情報倫理

認知的能力の開発やその幼児教育の重要性が

察などを通してデータを集め分析することで

境の変化、家庭・地域社会の教育力低下の中
で、良さを維持するため、幼児教育の中でで

のターゲットから成る持続可能な開発目標で

興味関心を持ったテーマに対して、調査や観

か。少子化、核家族化、SNSの広がり等の環

を大切にして取り組んでいきましょう。

教育学ゼミ

問われています。本ゼミでは造形デザインを

その回答に迫ります。子どもの発達や親子関
係、適応を中心とした臨床心理学などの知識

髙橋 淳一郎

をベースに、幼児期のみならず、長い目で見

准教授
修士（児童学）

たときに子どもたちが適応的になれる保育の
あり方を考えていきましょう。

保育教材造形ゼミ

自然物の魅力から感性を磨く

通して、変化の時代を生きる子ども達に必要
な力をどう育てるか、環境等の問題を取りあ

大野 琴絵

げながら考えていきます。本年度のゼミナー
講師

修士（芸術学）

ルでは、絵本やCMといった媒体を通じた企画
提案を行います。

特別支援教育ゼミ

障害児の発達と指導について

幼児教育・保育の現場についての理解を深

たくさんある情報を整理し、必要なものを取

レイチェル・カーソンは「センス・オブ・ワ

障害や何らかの理由のために学習上又は生活

めざします。子どもたちを取り巻く環境も大

力を養うための基礎的な知識や技能について

見張る感性」を子ども達に授けることが地球

に少なからず在籍します。こうした子どもた

め、子どものよりよい育ちを支える保育者を

捨選択し、それらを加工して結果を導き出す

きく変化しています。私達は、社会問題にも

指導観・指導技術）、子どもたちを取り巻く

環境（社会問題「虐待、貧困等」・家庭環
境）に関する調査・研究等を行います。

特任教授
文学修士

トは便利な反面、人を惑わすような情報もた
くさんあります。こういったものを安全に使
うための能力は情報を使いこなす力に直結す
るため積極的な取り組みを期待します。

ちが主体的に遊びや学びを重ねるには、指導

ます。春夏秋冬にみられる自然物に目を向

学びます。多くの人が利用するインターネッ

中平 浩介

上の困難を有する子どもは、保育・教育の場

を守っていく私たちの使命であると唱えてい

般的な行動の規範、モラルやマナーについて

できることを、行動に起こしていかなければ
なりません。子どもとの関わり方（教育観・

ンダー」すなわち「神秘さや不思議さに目を

学びます。また社会の形成に必要とされる一

関心を持ち、子どもの多様性を認め、自分に

修士（教育学）

するか。一緒に探っていきましょう。

ルールやマナーを守る、時間に正確、思いや

本や手遊びなど保育技術に関する内容・方

教授

して幼児に知的好奇心を促す環境をどう工夫

子どものよりよい育ちを支える保育者を目指

もへの対応・子育て支援などの社会環境、絵

倉澤 俊夫

特任教授

の機会を促進する」という、持続可能な開発

日本の幼児教育の強みを科学する

どの家庭環境、少子化・虐待・外国籍の子ど

教授

奇心を喚起するのです。コロナ禍で保育者と

討します。子どもを夢中にさせる秘訣は何か？

幼児教育ゼミ

して、様々な角度から調査研究に取り組みま

中村 敏男

見てみる。五感を使った活動が幼児に知的好

牧野 和江

ることに焦点を当て研究します。特に、幼稚

にする方法を考えます。子どもが、学んだ場

修士（学術）

る、なめてみる、匂ってみる、聴いてみる、

音楽心理学ゼミでは「すべての人々に包摂的

みを検討し、誰もが高品質の教育を享受可能

副学長・教授

思考」から生まれます。すなわち、触れてみ

保育現場で行われているダンス・身体表現に

SDGsの目標にある質の高い学びができる仕組

清水 誠

ます。幼児の知的好奇心は本来「アナログ的

「人はいかに学ぶか、学ぼうとするのか」を

境」の育みたい資質・能力を育成するため、

本学科では、「学習科学」「教育学」「保育学」をはじめ、

夫が考えられるかを検討します。

身体表現の指導・援助法について

園教育要領や保育所保育指針にある領域「環

信頼される人間力が必要です。

発育発達を保障するためには、どのような工

身体表現ゼミ

テーマに、学びをよりよいものへと変容させ

保育者は変化に対応する専門力とだれからも

のもとに、デジタル的思考ばかりが進んでい

出すきっかけになるかもしれません。実態を

佐野 ゆかり

門研究を行っています。

人が賢くなる方法について

日本では4月に緊急事態宣言が発令されました

児の自然体験、社会体験の不や早期教育の名

のもとでの保育は大変でも新しい保育を生み

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ）の会員とし

幼児保育学科

今、幼児には着実に異変が起きています。幼

多くの園がありました。「新しい生活様式」

本学は2018年12月に国連グローバル・コンパクト（UNGC）に署名、

学習科学ゼミ

昨年春先から、世界は新型コロナウィルス感

が、感染を防ぐ努力をしながら開園し続けた

タートしました。（国際連合広報センターHPより）

「卒業研究プレゼミ」「卒業研究ゼミ」において、SDGsと関連づけた専

知的好奇心を促す保育者

染症による未曽有の事態に直面しています。

2020年1月、SDGs達成のための「行動の10年（Decade of Action）」がス

て、貧困や地球温暖化など深刻な課題解決に携わります。2年間を通じ、

保育学ゼミ

者が一人一人の困難の状況や発達の過程をお

け、その中で子どもたちが感じていることに
共感し、自分たちも自然の中で様々な遊びに

山下 佳香

挑戦しながら面白さを味わっていきます。自
講師

修士（教育学）

然物を使って保育教材を研究・作成し、その
魅力について考究することを目的とします。

さえ、きめ細やかな計画を立案することが大
切です。本ゼミでは、子どもの実態把握と指

加藤 隆芳

導の工夫について具体的に検討します。ま
講師

博士（生涯発達科学）

た、障害のある子とない子が共に生きるため
の共生社会の実現に係る学びも深めます。
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2020年、
「行動の10年」
スタート

調理学・給食管理ゼミ

食品ロスと食生活について

今日、世界各地で進展がみられますが、2030年までにSDGsを達成する
には、取り組みのスピードを速め、規模を拡大しなければなりません。

らのテーマについてSDGsと関連付けて皆さん
准教授

修士（家政学）
・管理栄養士・調理師

調理師を養成する

健康栄養学科 食物栄養専攻では

健康栄養学科 調理製菓専攻は

臨床栄養学、生化学・薬理学

調理、食文化など

食品学など

「つくる責任

力点をおいた研究分野を揃えています。

食育ゼミ

学校給食の現状と課題について

研究分野を揃えています。

食品経済学ゼミ

エディブルフラワーの市場

が健康で豊かな生活を送るための食の取り組

准教授
修士（栄養学）
・管理栄養士

食品に含まれる栄養素

本ゼミでは、食を介した人々のQOL(Quality of

食品に含まれる炭水化物や脂質、たんぱく質

す食育について研究します。どのようなアプ

好、物性などの食品の機能に関わります。食

をはじめとした栄養素(化学物質)は、栄養、嗜

ローチをして生活の質を上げ、“健康寿命”を延

品は単一ではなく、複数の化学物質から成り

ばしていくか、まず現在の国民の生活・身体

ます。食材は複雑な材料で、その複雑さが

状況の背景を把握するための検討を行いま
す。そのために厚生労働省が毎年実施してい
る「国民健康・栄養調査」の結果を分析し、
講師
博士（食物栄養学）
・管理栄養士

いて考えていきます。

食品学ゼミ

Life:生活の質)の向上・健康寿命の延伸を目指

冨重 慶子

みに対して栄養士としてできるサポートにつ

その他文献・資料を調査、検討し議論しま
す。

調理学ゼミ

食品廃棄の現状と削減

日々の食卓に彩を添えているといえます。本
ゼミでは食品中の化学物質を切り口として、

田中 佑季

食品の持つ機能を考察します。学習の最終的
助教

博士（食品栄養学）
・管理栄養士

な目標は、調べた食品の利用方法を栄養士の
立場から提案することです。

調理食品学ゼミ

小麦粉老化の検証

こで、子どもたちの心身の健全な成長と、食

含むエディブルフラワーを野菜と同じ食材と考

である）は大きな社会問題となっています。

質の老化が進むとパサついてぼそぼその食感

にしていきます。そして、SDGsとの関連も図

りながら、これからの食育の在り方について
研究を進めていきます。

生化学・薬理学ゼミ

食と薬の関係について

にも及び一人当たりの計算では一年で約48㎏

え、食している人が増えてきています。そのた

大野 満奈

調理法を探 求し、実際に調理を試みることに
教授

経営学修士・修士（法学）
・税理士

よって食料難の解決にエディブルフラワーを役
立てていけるかを考察していきます。

臨床栄養学ゼミ

食事療法の検討(疾患、年齢別)

となり食べても美味しくなくなります。パン

いる食材の特徴を調べながら、SDGsの未来目

を栽培する地域を訪問し、町おこしにどう役立

てているか調査する予定です。また、その加工と

て考えます。パン主原料である小麦たんぱく

そこで食品廃棄の現状を調査し、廃棄されて

め、埼玉県伊奈町など実際にエディブルフラワー

の老化進行速度を遅くする方法の検証を多方

標とも関連づけ、廃棄削減のための食材の保
存法や廃棄の少ない調理法を研究していきま

田中 祐作

す。そして、食品ロス問題の解決に繋がる実

特任教授
西洋料理専門調理師

用化出来る新しいメニュー開発にも挑戦して
いきます。

食と環境ゼミ

食生活における環境保全について

面から行っていきます。例えば使用する材料
やパン生地の仕込み方により小麦老化の進行

武藤 隆

が遅くなる可能性が考えられます。老化の進

特任教授
製菓衛生師・栄養士

行期間が延びることにより可食期間も延び、
廃棄減少につながると考えています。

食文化ゼミ

食文化の継承について

栄養士は、「食と栄養」の専門家として人の

生活習慣病、慢性疾患(糖尿病、腎臓病、高血

現在、世界で生産された食品の1/3が食べられ

食文化とは、食にまつわる文化をいい、調理

ます。健康の維持や病気の予防・治療には、

方々の現状や栄養状態を把握した上で、それ

す。日本でも食料の多くを海外から輸入して

理器具、食器、作法など多くの物事が含まれ

健康の維持や病気の予防・治療をサポートし

圧、消化器疾患など)の患者さんや高齢者の

食物による栄養および医療が重要な役割を

や薬の成分が相互に作用して栄養素や薬の効
果に影響する場合があります。本ゼミでは食
と薬の関係について研究します。

めの食事療法のポイントや栄養改善策を検討
します。また、栄養食事指導を目的とした資
教授

博士（栄養学）
・管理栄養士

料、媒体の作成や栄養改善のためのメニュー
を考案することも目標としています。

ます。本ゼミでは、SDGsの世界を変えるため

ことなく廃棄されています。食品を廃棄すれ

す。その上で疾患の発症予防、進展抑制のた

鈴木 玉枝

法といった食品に関わるものから、保存、調

いるにも関わらず、多くの食品が食べられる

て、論文の検索やアンケート調査等を行いま

療において、薬の多くは食べ物と同様に口か
ら体内に摂取しますが、同時に摂取した食物

ることなく捨てられていると言われていま

ぞれの抱えている食生活上の問題点につい

担っています。医療の中心ともいえる薬物治

博士（医学）

理学及び栄養教育を踏まえ、食を通して人々

古俣 智江

パンの主原料の小麦のたんぱく質老化につい

校教育における食育上の今日的な課題を明確

教授

役割を担っていることから、本ゼミでは、調

現在、わが国における食品ロス（年間612万t

いる学校給食の歴史や現状に視点をあて、学

田中 政巳

検討、考察を行っていきます。

健康寿命延伸のための栄養教育

けではなくビタミンやミネラルなどの栄養を多く

しい食習慣等の育成に大きな役割を果たして

学校心理士

が健康に過ごすために食生活をサポートする

彩りあざやかな食卓で喜びや心の癒しとしてだ

に関する正しい知識や理解力、判断力、望ま

教授

べる」という「実践」が伴います。栄養士は人々

時代の急速な進展の中にあって、私たちを取
り巻く食環境も大きく変化してきました。そ

馬場 和久

つかう責任」を果たす

の興味のある題材を中心に、様々な角度から

栄養教育学ゼミ

人と環境に優しく

「食」と「健康生活」に

ります。それには、食事を「考える」
「作る」
「食

パンの調製、検討を行った）考えます。これ

大 雅世

門研究を行っています。

栄養士を養成する

います。家庭や実習で廃棄されている食材に

側面を考慮した食生活を送ることが必要とな

て自分たちに何ができるのか（昨年度は減塩

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ）の会員とし

健康栄養学科 調理製菓専攻

人々が健康的な生活を送るためには、様々な

他、健康的な食生活を送るため、栄養士とし

本学は2018年12月に国連グローバル・コンパクト（UNGC）に署名、

健康栄養学科 食物栄養専攻

現在、世界では食べられるのに捨てられてし

ついて注目し、減らす取り組みを検討。その

タートしました。（国際連合広報センターHPより）

「卒業研究プレゼミ」「卒業研究ゼミ」において、SDGsと関連づけた専

実践のための食生活のサポート

まう食品「食品ロス」が大きな問題となって

2020年1月、SDGs達成のための「行動の10年（Decade of Action）」がス

て、貧困や地球温暖化など深刻な課題解決に携わります。2年間を通じ、

調理教育学ゼミ

の17の目標より「つくる責任

ば焼却処分するために膨大な費用がかかり、
二酸化炭素排出量も増え地球環境に負荷をか

田中 辰也

けています。本ゼミでは、養成施設で学ぶ私
助教

西洋料理専門調理師

たちができる食生活における環境への配慮を
考察することを目的とします。

つかう責任」

との関連を図りながら研究を進めます。食文
化に含む物事について学習した後、グループ

福田 馨

テーマを決め、各々の研究に取組みます。研
助教

栄養士・調理師

究を通じて、食文化への理解、大切にする気
持ちをはぐくめたら良いと思います。
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2020年度卒業生対象
Ｑ１

卒業研究アンケート結果
Ｑ４

入学前にSDGsを知っていましたか
知らなかった
55.6％

聞いたことはある
36.3％

卒業研究をする中で学んだことは何ですか

PCスキル

問題解決力

Ｑ２

卒業研究を通してSDGsへの理解は深まりましたか

議論する力

理解できた
94.4％

Ｑ３

論理的思考力

記載した
41.1％

国際学院はSDGsに取り組んでいます
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2年次 卒業研究ゼミ

卒業時には2年間の学びの集大成としての卒業研究論文に対する評価コメントを記載したディプロマ・サプリメントを発行しています。

自分の興味と探究心を
見つける。

ゼミに所属し研究を開始する。

研究課題と計画を決定し、
グループで取り組む。

個人論文をまとめ、
ポスターセッショ
ン・グループ論文で成果を発表する。

卒業研究発表会

ゼミの内容を知り、仲間と協働

先 輩の研 究 成 果を参 考にした

研究計画に基づき、資料の収集

個人論文を執筆し、
グループで

ポスターセッションやプレゼン

し、課題への取り組み方につい

り、
自分が担当する課題について

や調査、実験などを行い、フィー

成果をまとめます。研究成果発表

テーションを通じて、他者の研究

て検討していきます。

の文献を調べるなど、
テーマにア

ルドワークなどを通じて自身の

の準備も行います。

成果からも学びます。

プローチしていきます。

研究論文の骨格を作ります。

卒業研究ルーブリック表
項目

コンピテンス

A

自己管理力
コンピテンシー基礎力

B

（対人基礎力、対自己

C

コミュニケーション力

卒業研究発表会

基礎力等）

活動日・時間を守り、体調管理に心
がけて研究活動を行う。

にベストな状態をもたらす。

毎年2月に開催する卒業研究発表会は、

令和 2 年度はコロナ禍に対応し、Zoom

2年間の研究の集大成です。代表グルー

を利用してオンライン発表を行いました。

プが発表を行い、活発な質疑応答が行わ

優れた成果発表を行ったゼミは表彰され

れます。令和元年度は大宮ソニックシティ

ます。最優秀賞に「健康・幼児体育ゼミ」

にて全グループがポスターセッションを

「調理学・給食管理ゼミ」、SDGs 賞には

行いました。

「造形デザインゼミ」が選ばれました。

卒業研究プレゼミ・卒業研究ゼミ運営補助費申請制度

で、それらを表現・伝達し、意思疎
通を図る。

リテラシー基礎力

D

（情報分析力、課題発
見力等）

E

専門実践力

F

基礎学修力

4
自律的に行っている。

周囲に積極的に働きかけ、人と自分 積極的でポジティブな影

幅広い教養と専門性を身につけた上

令和2年度 卒業研究発表会

判定基準

コンピテンシー

情報を収集・分析し、問題の解決に
向け構想し、論理的に考える。

響が見られる。

3
概ね自律的に行ってい
る。

2

自律的な姿勢は認められ 欠席や遅刻・早退が多い
るが、欠席や遅刻・早退 が、単位取得に最低限必
が時々ある。

積極的に行っている。

る。

はネガティブな影響が見

る。

れる。

られる。

できる。

概ね積極的に行ってい
る。

とができる。

ある。

できる。

ている。

行っている。

により概ね行うことがで によりある程度行うこと ほとんどできない。
きる。

とができる。

いる。

学習者の到達状況を評価するための評価基準のこと。

卒業研究プレゼミ、
卒業研究ゼミの運営に必要な教材費や活動に必要な費用を補助する本学独自の制度です。
令和2年度に新設し、
卒業研究に必要なUSBメモリなどの消

コンピテンス

単なる知識や技能だけでなく、特定の文脈の中で複雑な課題に対応することができる力。

耗品をはじめ、教材用DVD、
アンケート調査にかかる郵送料、学外での講演会参加費などを補助します。
学生の経済的負担を軽減すると同時に教育効果向上を目的として

コンピテンシー

優れた成果を発揮する個人の行動特性のこと。
主に企業において社員の能力評価や人材の採用基準として用いられる。

ほとんどできない。

教員の助言を受けること 教員の助言を受けること
ができる。

程度行うことができる。

学びに必要な知識と方法を活用し、 日常的に、主体的に行っ 概ね日常的に、主体的に 主体的にある程度行って ある程度行っているが、
学修に取り組む。

出席がない。
ほとんどしない、あるい

学修成果、研究成果を広く社会に問 主体的に行うことができ 主体的に概ね行うことが 主体的にある程度行うこ 教員の助言のもとにある
い、働きかけ、社会に貢献する。

単位取得に必要なだけの

ポジティブな影響が見ら 多少は行っている。

主体的に行うことができ 概ね主体的に行うことが ある程度主体的に行うこ 行うことができることも
る。

0

ティブな影響が見られ

尺度とそれぞれの点数が意味する質の違いを示す記述語からできている。

います。
また、
外部の有識者や現場の最前線で活躍されている方々をゲストスピーカーとして招聘するなど、
ゼミグループ内の活発な研究活動を推進しています。

要な出席は認められる。

ある程度積極的で、ポジ 積極的とは言えないが、

用語解説
ルーブリック

1

主体的とは言えない。

60

（人数）

卒業研究はルーブリック表に基づいて評価します

ゼミナールの流れ

令和元年度 卒業研究発表会

振り返る力

就職活動時、履歴書等に卒業研究の取組を記載しましたか

国連グローバル・コンパクトに署名

1年次 プレゼミ

発表する力

ほとんどできない。

ほとんど行っていない。

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2-5
国際学院埼玉短期大学 発行

