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幼児教育学科



成績評価基準について 

１．成績の評価は、シラバスに明記された評価の方法に基づいて授業担当者が行う。 

２．成績評価の基準は、次のとおりとする。 

成績 評価 

100−90 点 秀 （AA） 

89−80 点 優 （ A ） 

79−70 点 良 （ B ） 

69−60 点 可 （ C ） 

59− 0 点 不可（ D ）…不合格 

３．各授業科目は授業総時間数の三分の二以上の出席をもって履修したものとする。 

４．追・再試験については別に定め、「学生生活のしおり」P21 に明記している。 



令和３年度（2021）幼児教育学科　科目展開表

必修単位
選択
単位

必修
単位

選択
単位

必修単位 選択単位
1年
前期

1年
後期

2年
前期

2年
後期

100010 アセンブリーアワー（礼拝） 演習 1 1 1 ○ ○ ○ ○ 2年後期

210010 宗教学Ⅰ 講義 2 2 2 ○ 1年前期

210011 宗教学Ⅱ 講義 2 2 2 ○ 1年後期

210020 文学 講義 2 2 2 ○ 1年後期

210050 日本国憲法 講義 2 2 2 2 ○ 1年前期

210100 環境科学 講義 2 2 2 ○ 1年後期

210130 生活科学 講義 2 2 2 ○ 1年前期

210160 ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 講義 2 2 ○ 2年前期

270010 英語(英会話)Ⅰ 演習 1 1 1 1 ○ 1年前期

270011 英語(英会話)Ⅱ 演習 1 1 1 1 ○ 1年後期

280010 健康スポーツⅠ 講義 1 1 1 1 ○ 1年前期

280011 健康スポーツⅡ 実技 1 1 1 1 ○ 1年後期

310010 教職概論 講義 2 2 2 2 ○ 1年後期

310020 保育原理 講義 2 2 2 2 ○ 1年後期

310030 教育原理 講義 2 2 2 2 ○ 1年前期

310040 子ども家庭福祉 講義 2 2 2 2 ○ 1年前期

310050 社会福祉 講義 2 2 2 2 ○ 2年前期

310060 子育て支援 演習 1 1 1 1 ○ 2年前期

310070 社会的養護Ⅰ 講義 2 2 2 2 ○ 1年後期

310071 社会的養護Ⅱ 演習 1 1 1 1 ○ 2年前期

310080 子どもの心理 講義 2 2 2 2 ○ 1年前期

310090 子ども家庭支援の心理学 講義 2 2 2 2 ○ 1年前期

310100 子どもの理解と援助 演習 1 1 1 ○ 1年後期

310110 子どもの保健 講義 2 2 2 2 ○ 1年前期

310120 子どもの健康と安全 演習 1 1 1 1 ○ 2年後期

310130 子どもの食と栄養Ⅰ 演習 1 1 1 ○ 2年前期

310131 子どもの食と栄養Ⅱ 演習 1 1 1 ○ 2年後期

310140 子ども家庭支援論 講義 2 2 2 2 ○ 1年後期

310150 教育課程論 講義 2 2 2 2 ○ 2年前期

310160 特別支援を必要とする子どもの理解A 演習 1 1 1 1 1 ○ １年前期

310161 特別支援を必要とする子どもの理解B 演習 1 1 1 1 1 ○ 2年前期

310170 幼児と健康 講義 1 1 1 1 ○ 2年前期

310180 幼児と人間関係 講義 1 1 1 1 ○ 1年前期

310190 幼児と環境 講義 1 1 1 1 ○ 1年後期

310200 幼児と言葉 講義 1 1 1 1 ○ 2年前期

310210 幼児と表現 講義 1 1 1 1 ○ 1年前期

310220 保育内容総論 演習 1 1 1 1 1 ○ 1年前期

310230 保育内容（健康）の指導法 演習 1 1 1 1 ○ 2年後期

310240 保育内容（人間関係）の指導法 演習 1 1 1 1 ○ 2年後期

310250 保育内容（環境）の指導法 演習 1 1 1 1 ○ 2年前期

310260 保育内容（言葉）の指導法 演習 1 1 1 1 ○ 2年後期

310270 保育内容（表現Ａ）の指導法 演習 1 1 1 1 ○ １年後期

310271 保育内容（表現Ｂ）の指導法 演習 1 1 1 1 ○ １年後期

310280 乳児保育Ⅰ 講義 2 2 2 ○ 1年前期

310281 乳児保育Ⅱ 演習 1 1 1 ○ 1年後期

310290 教育方法 講義 2 2 2 2 ○ 1年後期

310310 幼児理解と教育相談 講義 2 2 2 2 ○ ２年後期

310320 ピアノⅠ 演習 1 1 1 ○ 1年前期

310321 ピアノⅡ 演習 1 1 1 ○ 1年後期

310330 伴奏法Ⅰ 演習 1 1 1 ○ 2年前期

310331 伴奏法Ⅱ 演習 1 1 1 ○ 2年後期

310360 図画工作 演習 1 1 1 ○ 1年前期

310370 幼児体育 演習 1 1 1 ○ 2年前期

310380 言語遊び 演習 1 1 1 ○ 1年後期

310390 教育実習Ⅰ 実習 2 2 2 ○ ○ 2年後期

310400 教育実習Ⅱ 実習 2 2 2 ○ ○ 2年後期

310410 教育実習指導 演習 1 1 1 ○ ○ ○ 2年後期

310420 保育実習Ⅰ（保育所） 実習 2 2 2 ○ ○ 2年前期

310430 保育実習Ⅰ（施設） 実習 2 2 2 ○ ○ 2年前期

310440 保育実習指導Ⅰ（保育所） 演習 1 1 1 ○ ○ 1年後期

310450 保育実習指導Ⅰ（施設） 演習 1 1 1 ○ ○ 1年後期

310460 保育実習Ⅱ（保育所） 実習 2 2 ○ ○ 2年後期

310470 保育実習Ⅲ（施設） 実習 2 2 ○ ○ 2年後期

310480 保育実習指導Ⅱ（保育所） 演習 1 1 ○ ○ 2年後期

310490 保育実習指導Ⅲ（施設） 演習 1 1 ○ ○ 2年後期

310500 保育・教職実践演習（幼稚園） 演習 2 2 2 2 ○ 2年後期

310510 情報処理論 講義 2 2 2 ○ 1年前期

310520 情報処理演習 演習 1 1 1 ○ 2年前期

310530 心の教育 講義 2 2 2 2 ○ 2年後期

310540 真宗保育 講義 2 2 ○ 2年後期

310550 医学一般 講義 2 2 2 ○ 2年前期

310560 ゼミナールⅠ 演習 1 1 ○ 1年前期

310561 ゼミナールⅡ 演習 1 1 ○ 2年前期

310562 ゼミナールⅢ 演習 1 1 ○ 2年後期
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2021 2022
単位修得時期

特設科目
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体育・
スポーツ科目

授業
形態

単位
卒業要件単位数

幼稚園教諭二種
免許状単位数

保育士資格
単位数

保健児童
ソーシャ
ル

ワーカー

分野 科目ID 授業科目



目次 

特設科目 1～２ 

基礎科目 ３～１３ 

専門科目（１年） １４～４５ 



特設科目 
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授業科目名 関係資格

学年 １・２年 学期 ２年間 必修・選択 必修 単位数 1 授業形態 演習

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回  定期礼拝

第5回  定期礼拝

第6回  成道会

第7回  報恩講

第8回  追悼会

第9回

第10回

第11回  定期礼拝

第12回  定期礼拝

第13回  定期礼拝

第14回  成道会

第15回  報恩講

第16回  追悼会

100010

担当教員名 緒方　義英
当該科目に関する

実務経験

アセンブリーアワー（礼拝）

授業の概要

　建学の精神を具現化する科目の一つとして、「心豊かな人間の形成」を目指した宗教的情操教育の時間とするべく、音楽礼
拝と講話で授業を構成する。

授業の到達目標

　受講者一人ひとりが、如来の智慧と慈悲について学び、いのちの尊厳、生かされて生きていることへの喜び、感謝の心など
について考え、それを言葉（文章）で表現できるようになる。

学修の進め方

　音楽礼拝と講話による法会（１年次・６月）

　音楽礼拝と講話による法会（１年次・７月）

　音楽礼拝と講話による法会（１年次・10月）

　各回の授業内容と連絡事項を事前に掲示で確認しておく。授業終了後、所定のレポート用紙に講話要旨と感想を書き、指
定された期日までに提出する。

授業項目 授業内容

 １年次 オリエンテーション 　授業の概要説明、礼拝時の作法、聴聞の姿勢について（1年次・4月）

備考

　聖典と念珠を持参し、礼拝行事に相応しい服装で出席すること

　親鸞聖人の恩徳に報いる法要（２年次・１２月）

　本学の関係物故者追悼の法会（２年次・１月）

テキスト・参考書・参考資料等

「聖典・聖歌」

成績評価の方法及び割合

レポート（100％）

オフィスアワー

月曜日・火曜日・木曜日　16：30～17：00

　音楽礼拝と講話による法会（２年次・７月）

　音楽礼拝と講話による法会（２年次・10月）

　釈尊の成道を祝う法会（２年次・１１月）

 2年次 オリエンテーション 　礼拝時の作法、聴聞の姿勢について（２年次・４月）

 花祭り・宗祖降誕会 　釈尊の誕生を祝う「花祭り」と親鸞聖人の誕生を祝う「降誕会」を併修（２年次・５月）

　音楽礼拝と講話による法会（２年次・６月）

　釈尊の誕生を祝う「花祭り」と親鸞聖人の誕生を祝う「降誕会」を併修（1年次・５月） 花祭り・宗祖降誕会

　釈尊の成道を祝う法会（１年次・１１月）

　親鸞聖人の恩徳に報いる法要（１年次・１２月）

　本学の関係物故者追悼の法会（１年次・１月）

 定期礼拝
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基礎科目 
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 前期 必修・選択 必修 単位数 2 授業形態 講義

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

　授業計画に示す小テストに向けて、授業中に配布するプリントの内容を整理し、復習をする。

210010 保育士資格

担当教員名 緒方　義英
当該科目に関する

実務経験

宗教学Ⅰ

授業の概要

　序盤で様々な宗教について取り上げ、その歴史や特色を通して「宗教と人間の結びつき」について考えていく。中盤から終
盤は釈尊の生涯を取り上げて、仏教的な価値観について考える。講義は、担当教員の用意するプリントを中心に進めるが、
適宜、ＤＶＤ等の視聴覚教材を用いる。

授業の到達目標

　宗教、特に仏教に関する基礎的な知識の習得を通して、本学の「建学の精神」である大乗仏教の精神に触れ、心豊かなで
社会性のある人格を涵養する。

学修の進め方

 民族宗教③　東アジアの宗教　道教・儒教・神道　（小テスト3）

 世界宗教　キリスト教とイスラム教　（小テスト4）

　さまざまな宗教２

授業項目 授業内容

オリエンテーション  授業の概要説明、成績評価について、建学の精神

　浄土真宗概説  浄土真宗の教章

　宗教とは何か１  宗教の本質と原始的宗教について（小テスト1）

　宗教とは何か2  民族宗教①　インドの宗教：バラモン教とジャイナ教

　さまざまな宗教１  民族宗教②　アラブの宗教：ユダヤ教　（小テスト2）

 釈尊の誕生③　三界と六道　（小テスト6）

　さまざまな宗教３

 釈尊の求道　出家と修行　（小テスト7）

 釈尊の生涯１  釈尊の誕生①　釈尊の周辺と時代背景

 釈尊の生涯２

 釈尊の生涯３

 釈尊の生涯４

 釈尊の誕生②　降誕伝説　（小テスト5）

 釈尊の生涯５  釈尊の成道　降魔成道と初転法輪　（小テスト8）

 釈尊の生涯６  釈尊の入滅　釈尊の入滅が意味するもの　（小テスト9）

 釈尊の生涯７  釈尊の生涯 まとめ　　ＤＶＤ「釈尊の生涯」鑑賞　 （小テスト10）

　　授業中に教材（プリント）を配布し、適宜小テストを実施する。

 総括  授業の振り返り

 期末試験  筆記試験

テキスト・参考書・参考資料等

「真宗保育の基礎」（真宗保育学会）、「聖典・聖歌」、「仏教聖典」・「さとりの知恵を読む」（仏教伝道協会）

成績評価の方法及び割合

筆記試験(70％）、小テスト（30％）

オフィスアワー

月曜日～金曜日　16:30　～　17:00

備考
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 後期 必修・選択 選択 単位数 2 授業形態 講義

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

授業の概要

　序盤は親鸞思想のベースとなった大乗仏教の思想について取り上げ、中盤から終盤は親鸞聖人の生涯を辿りながら、その
求道について考えていく。授業は、担当教員の用意するプリントを中心に進めるが、適宜、ＤＶＤ等の視聴覚教材を用いる。

授業の到達目標

　親鸞聖人の生涯と教えを通して、宗教的な価値観と世俗的な価値観を比較・検討し、人間の本当に拠り所とすべき「真実の
教え」とは何かを問いながら、宗教の本質を理解する。

学修の進め方

210011 保育士資格

担当教員名 緒方　義英
当該科目に関する

実務経験

宗教学Ⅱ

　授業計画に示す小テストに向けて、授業中に配布するプリントの内容を整理し、復習をする。

授業項目 授業内容

オリエンテーション 　講義の概要説明、浄土真宗の教章について

　仏教とは何か１ 　仏教の本質について　～ 転迷開悟/智慧と慈悲 ～　（小テスト１）

　仏教とは何か２ 　仏教の根本教理　～ 四法印と縁起 ～　（小テスト２）

　親鸞聖人の生涯１ 　誕生から出家まで①　（小テスト３）

　仏教とは何か４ 　抜苦与楽の道②　～ 六波羅蜜 ～

　親鸞聖人の生涯２ 　誕生から出家まで②

　仏教とは何か３ 　抜苦与楽の道①　～ 四諦八正道 ～

　親鸞聖人の生涯３ 　比叡山での修行、法然聖人との出会い　（小テスト４）

　親鸞聖人の生涯４ 　法難と流罪①　（小テスト５）

　親鸞聖人の生涯5 　伝道と執筆活動、晩年の生活

　親鸞聖人の教え1 　専修念仏が意味するもの

　親鸞聖人の生涯6 　ＤＶＤ「親鸞聖人の見た風景」鑑賞　　（小テスト６）

　親鸞聖人の教え2 　真実教と方便教　（小テスト７）

　親鸞聖人の教え3 　救済の論理　～ 阿弥陀如来の４８願 〜　（小テスト８）

　まとめ 　授業の振り返り

　期末試験

テキスト・参考書・参考資料等

「真宗保育の基礎」（真宗保育学会）、「聖典・聖歌」、「仏教聖典」（仏教伝道協会）

成績評価の方法及び割合

筆記試験（60％）、課題・小テスト（40％）

オフィスアワー

月曜日～金曜日　16:30　～　17:00

備考

5



授業科目名 関係資格

学年 1　年 学期 後期 必修・選択 選択 単位数 2 授業形態 講義

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

210020 文学 保育士資格

担当教員名 皆尺寺　敏紀
当該科目に関する

実務経験
授業の概要

　古今の文学作品に親しむとともに、それらの表現を生かして自らの考えや思いを表現する場を設定することを基本とする。また、社
会生活場面における「話し言葉」や「書き言葉」の学習を通して、社会人として必要な読む力、文章表現力、敬語の活用力などの言
語力を育成する。さらに、自己分析による自己PRの仕方や就職面接における適切な対応などを学習し、就職活動の一助とする。

授業の到達目標

1　 論理的かつ創造的な自己表現力の育成
２　自己分析に基づく適切な自己PR力の育成
３　社会人として必要な基礎的言語力の育成

学修の進め方

【基本的な進め方】
学習課題を設定し、それについて個人で調べる、表現する、集団で交流する、学習成果をまとめ作品にするという過程をとる。
（例）「故事成語事典をつくろう」①課題設定②故事成語について個人で調べる③調べたことを発表し交流する④故事成語事典を
作成する　　等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※基礎的言語力については、小テストを実施する。

授業項目 授業内容

・授業に関するオリエンテーション
・シラバスをもとに基本的な授業の進め方の解説をする。
・日常の場面における言語の重要性、主体的な言語の使い手としての自覚について。

・自己紹介（PR)をしよう（一次）
・自己紹介（PR)の原稿を書く（一次）
・自己紹介をする。

・古典に親しもう
・枕草子、徒然草を比べ、読み味わう。
・個人で「春は～」を書く。 ※漢字の読み・書き

・古典に親しもう
・作品を鑑賞し合い、推敲の上自分の作品を入力する。
・○○草子を作成する。

・自己紹介（PR)をしよう（二次）
・自己分析の観点、方法について知り，自己分析をする。
（自己分析ノート、他者からの評価表） ※類義語・対義語

・自己紹介（PR)をしよう（二次）
・自己分析ノート、他者からの評価表をもとに自己紹介（PR）の原稿を書く。
・自己PR集を作成する。

・故事成語辞典をつくろう
・故事成語を決定し、調べる。
・調べたことを様式に入力し、推敲する。 ※四字熟語・慣用句

・故事成語辞典をつくろう
・調べたことを発表し合う。
・○○故事成語辞典を作成する。

・本の帯をつくろう
・お薦めの幼児書等を決定し、味わい、分析する。※都道府県名・都道府県庁所在地名
・帯の意義を知り，他者に関心を持たせる帯の内容と構成を考える。

・本の帯をつくろう
・帯の内容と構成について考えたことをもとに帯を作成する。
・帯を鑑賞し合い、相互評価する。

・敬語の正しい使い方を学ぼう
・敬語の指針（文化庁）やVTRをもとに、敬語の種類や基本的な使い方を理解する。
・敬語の指針ダイジェスト版を作成する。 ※敬語の使い方

・自らのライフプランをつくろう
・自己分析等をもとに大まかなライフプランを作成する。
・ライフプランをもとに，自分の進路について考え、作文に書く。

・自らのライフプランをつくろう
・採用する側がどのような人材を求めるかについて考える。
・採用する側と受験者に分かれ面接を行う。
・お互いに評価し合い、ライフプランを実現するための面接での留意点について考える。

・自己紹介（PR)をしよう（三次）
・ライフプランに基づき、将来像を含めた自己紹介（PR)の原稿を作成する。
・自己紹介（PR)をする。

オフィスアワー

授業の開始前と後、それぞれ10分程度

備考

　教材を媒介とし、文学や言語に興味・関心をもたせるとともに、自分の思いや考えを自己表現する場を多く設定し、豊かな言
語生活が送れるようにする。学習の成果を作品としてまとめ、一つ一つの学びに意味と価値を見出させたい。

期末試験
・講義を通して学んだことについて。（論述）
・言語力に関する試験。（テストプリント）

テキスト・参考書・参考資料等

自作の学習プリント。下記の書物等を参考にして、学習プリントを作成する。
・小・中学校学習指導要領(平成29年度告示）：文部科学省　・敬語の指針：文化庁　・敬語話し方大全：講談社
・最新最強の作文・小論文：成美堂出版　・語彙力こそが教養である：角川新書　・枕草子・徒然草：角川ソフィア文庫

成績評価の方法及び割合

筆記試験（40％）、平常点（60％）(課題ごとの評価、授業への意欲・態度等）

6



授業科目名 関係資格

学年 1年 学期 前期 必修・選択 選択 単位数 2 授業形態 講義

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

教科書及び配布するレジュメを使って講義する。

210050 日本国憲法 幼稚園教諭二種免許状　保育士資格

担当教員名 宇津木　基
当該科目に関する

実務経験
弁護士

授業の概要

授業計画のテーマに従って講義する。

授業の到達目標

重要な人権の内容及び統治の構造について理解する。

学修の進め方

授業項目 授業内容

憲法総論１ 人権の内容について

憲法総論２ 人権の限界、統治機構について

表現の自由 教科書　Theme　８、９

プライバシー権 教科書　Theme　３

法の下の平等（１） 教科書　Theme　５

法の下の平等（２） 教科書　Theme　６

外国人の人権 教科書　Theme　２

営業の自由 教科書　Theme　１０

生存権 教科書　Theme　１１

国会 法律の制定、２院制、議院の権能

内閣 議院内閣制、衆議院の解散

裁判所 教科書　Theme　１９、２０

まとめ（１） まとめ講義、問題演習

まとめ（２） まとめ講義、問題演習

まとめ（３） まとめ講義、問題演習

期末試験

テキスト・参考書・参考資料等

初宿正典　他「いちばんやさしい憲法入門 第６版」（有斐閣）

成績評価の方法及び割合

筆記試験（100％）

オフィスアワー

授業前１０分

備考
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 後期 必修・選択 選択 単位数 2 授業形態 講義

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

オフィスアワー

授業日　16：30～17：20

備考

　外部講師を招聘し、環境科学の現代的な課題についても討議する

期末試験

テキスト・参考書・参考資料等

九里徳泰・左巻健男・平山明彦／編著、「改訂　地球環境の教科書10講、東京書籍
幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領

環境・自然保護についての国際会議、条約、宣言などの概要について考え
る。最後にまとめとして自分自身の環境マインドについて振り返る。

筆記試験（50％）、学修シート（学修課題含む）（20％）、レポート（30％）

地球温暖化（２）

オゾン層

成績評価の方法及び割合

地球の水資源（２）

地球の水資源（３）

大気汚染と酸性雨

大気汚染と酸性雨（２）

生態系の危機

エネルギー資源問題

河川や湖沼の水質汚濁の実際、水質汚濁の指標(DO、BOD、CODなど)の
意味を考える。また、水質環境基準(環境省）について検討する。

自見川や用水路の水を採取し、試薬を用いて水質検査を行う。また、中津
干潟保全の取り組みなど、身近な環境の保全活動を理解する。

酸性雨の定義について考える。あわせてpHの定義について確認し、雨や
身近な物質のpHを測定する。

越境する大気汚染物質(PM2.5）、酸性雨の発生メカニズム、森林被害の実
相について考察する。

生態系（エコシステム）、食物連鎖、エネルギーと物質循環、生態系保護の
課題について考察する。

地球のエネルギー資源（石油、原子力、太陽エネルギーなど）問題につい
て討議する。

環境評価

地球の水資源

授業項目 授業内容

環境科学とは

環境科学とは（２）

環境問題の２つの側面、環境科学の役割について考察する。

環境科学の方法論の特徴について、具体的な事例として放射性物質による
汚染を取り上げ、科学的に考察する。

映画「不都合な真実２」を視聴し、地球温暖化をはじめとする地球環境問題
の実相を概括する。

放射線の種類、放射線に関する単位、半減期、放射線の利用、廃棄物処
理の方法などについて考える。

地球温暖化のメカニズム、温室効果ガスについて科学的に考察する。

地球温暖化による地球規模の将来影響を理解し地球温暖化対策について
検討する。

紫外線の性質、フロンによるオゾン層破壊のメカニズム、オゾン層保護の取
り組みの成果を考察する。

ドキュメンタリー映画「大都会のドブ川の奇跡」の視聴を通して、地球の水環
境の概要、身近な水環境の課題と改善の方策について考える。

放射線とは

不都合な真実

地球温暖化

　　配布する学修シートを中心に講義、実習を進める。学修シートの課題は、必ず取り組み次回講義までに必ず提出する。

210100 保育士資格

担当教員名 室長　大應
当該科目に関する

実務経験

環境科学

授業の概要

   日本における公害、酸性化する大気、水の危機、あふれるプラスチックゴミ、地球温暖化、越境問題、エネルギーや資源問
題、環境評価について、統計資料、映像資料、ウェブ検索などをもとに、地球規模で考察するとともに、酸性雨、水質調査や
生態系についてのアクティブ・ラーニングを通して、身近な環境問題について検討する。毎回、学習目標、学習内容、課題を
「学修シート」の形式で提示する

授業の到達目標

1．公害、廃棄物、自然や生態系に関する問題、地球規模で発生する問題、越境問題、資源問題、社会環境問題など、環境
問題の本質と対策の効果について考えることができる。
 2．「Think globally, Act locally.」の観点から、環境問題について科学的に考え取り組むことができる。

学修の進め方
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 前期 必修・選択 選択 単位数 2 授業形態 講義

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

　毎回、配布する学習シートを使って講義を進める。受講記録シートは講義終了後、必ず提出すること。
　講義で出された課題はしっかり取り組み、配布資料は整理しておくこと。

210130 生活科学 保育士資格

担当教員名 麻生　愛子
当該科目に関する

実務経験
授業の概要

　成長期から老年期までの各ライフステージにおける食生活のあり方について、どのような食事をどれくらい摂ったらよい
 のか等、対象者の特性に応じた食生活面のポイントを理解する。さらに食育や献立作成についての基本的な考え方や
 方法を学ぶ。

授業の到達目標

　各ライフステージにおける健康な生活を送るために必要な食生活上の知識や食育にも幅広く活用できる実践力を
 身につける。

学修の進め方

授業項目 授業内容

オリエンテーション 講義内容と授業計画について、栄養の基礎知識について

乳児期・幼児期の食事 乳児期・離乳期の栄養

学童期の食事 学校給食、小児の疾病と食生活（食物アレルギー）

青年期・壮年期の食事 生活習慣病予防の食事（貧血、肥満予防）

老年期の食事 老年期の食事（骨粗鬆症予防）

妊産婦の食事 妊婦の食事、授乳期の食事

調理の基礎（１） 調理の基本、献立作成の意義

調理の基礎（２） 献立作成の実際

食材研究 食品の基礎知識（１）

食材研究 食品の基礎知識（２）

食に関する調査・研究方法について（1） 調査・研究のための基礎知識

オフィスアワー

平日放課後（～17：00まで）。左記以外は、前もって申し出ること。

備考

食に関する調査・研究報告書まとめ 調査内容についてのプレゼンテーションの方法

テキスト・参考書・参考資料等

参考資料、学習プリント配布

成績評価の方法及び割合

受講記録（75％）、課題提出（25％）

食に関する調査・研究方法について（2） 調査・研究のための情報収集の方法（１）

食に関する調査・研究方法について（3） 調査・研究のための情報収集の方法（２）

食に関する調査・研究方法について（4） 調査結果のまとめ方について
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 前期 必修・選択 必修 単位数 1 授業形態 演習

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

１．Ａｃｔｉｖｉｔｙで使用するため【色鉛筆】を必ず持参すること。　２．Work Sheetを入れるためのファイル（A4)を準備すること。

成績評価の方法及び割合

Presentation【実技試験】（３０％）　　筆記試験（５０％）　　　課題提出（１０％）　　　受講姿勢（１０％）

オフィスアワー

授業開始前１０分

備考

Oxford Discover (2nd Edition) Student Book　（Oxford University Press）　Oxford Junior Workbook 4　（Oxford University Press）

Unit 8
Text : 66-73  Work Sheet : 64-71

Warm Up : Using Flash Cards [Alphabets]
Text Book and Work Sheet: Simple Present / Seasonal Activities / Asking about Activities /
Your seasonal activity

Wrap Up Units 7 and 8
Text : 74-81  Work Sheet : 72-73

Text Book and Work Sheet : Revise

Activities Classroom Activities and ESL Games

Presentation グループ単位で幼児を想定した摸擬授業（Presentation）を行う

期末試験

テキスト・参考書・参考資料等

Unit 6
Text : 56-63  Work Sheet : 46-53

Warm Up : Using Flash Cards [Alphabets]
Text Book and Work Sheet: What and Who / Animals on Reserve / Describing Animals /
Question Marks

Wrap Up Units 5 and 6
Text : 64-65  Work Sheet : 54-55

Text Book and Work Sheet : Revise
Activity Book : Present Progressive Form

Unit 7
Text : 56-65  Work Sheet : 56-63

Warm Up : Using Flash Cards [Alphabets]
Text Book and Work Sheet: Simple Present / Weather and Seasons / Invitng People / Talk
about your favorite season

Unit 4
Text : 36-43  Work Sheet : 28-35

Warm Up : Using Flash Cards [Alphabets]        Text Book and Work Sheet:
Prepositions / My favorite Clothes / Describing Using Colors / Capitals & Periods

Wrap Up Units 3 and 4
Text : 44-45  Work Sheet : 36-37

Text Book and Work Sheet : Revise
Activity Book : Plurals and Adjectives

Unit 5
Text : 46-55  Work Sheet : 38-45

Warm Up : Using Flash Cards [Alphabets]
Text Book and Work Sheet: Where questions with verb be / Animal Homes / Warning People /
Talk about animal

Unit 2
Text : 16-23  Work Sheet : 10-17

Warm Up : Using Flash Cards [Alphabets]  Text Book and Work Sheet: This, That,
These, Those / Friends and Pets / Describing  Friends / Talk about your friends

Wrap Up Units 1 and 2
Text : 24-25  Work Sheet : 18-19

Text Book and Work Sheet : Revise
Activity Book : Colors and Numbers

Unit 3
Text : 26-35  Work Sheet : 20-27

Warm Up : Using Flash Cards [Alphabets]  Text Book and Work Sheet: There is
/ Fireworks / Inviting and Making Suggestions / Poems

授業項目 授業内容

Welcome to English Class
A description of the class. Explaining how to use the text book, and Activity books. Let's
introduce yourself. Study the routine of "Greetings". Making Flash cards (A-Z).

Unit 1
Text : 6-15  Work Sheet : 2-9

Warm Up : Using Flash Cards [Alphabets]
Text Book and Work Sheet : Verb be / Different families / Introducing People / Talk about
your family

予習：各Ｕｎｉｔの【Ｒｅａｄ】を読み、未知語の意味を調べ要約する。　【Ｓｐｅａｋｉｎｇ】で与えられるテーマについて考えておく。
復習：授業中に配布されるＷｏｒｋＳｈｅｅｔの問題を解き、提出する。

授業の概要

４つのスキル（Reading, Listening, Writing,Speaking）の学習。Work Sheetを使用し、復習。正しいアクセント、ネイティブな発
音を身につける。幼児教育の現場で使用されているActivity Bookを用いての模擬授業。併せて、保育園の英語教室で使
用したオリジナルの教材を参考に、指定されたテーマを学習させるための教材、指導方法を考案する。

授業の到達目標

１．４つのスキル（Reading, Listening, Writing, Speaking）を習得することができる。
２．幼児教育の現場で英語教室の組み立て、教材の作成、指導を行うことができる。

学修の進め方

270010 幼稚園教諭二種免許状　保育士資格

担当教員名 奥田　沙千子
当該科目に関する

実務経験

英語（英会話）Ⅰ
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授業科目名 関係資格

学年 1年 学期 後期 必修・選択 必修 単位数 1 授業形態 演習

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

１．Ａｃｔｉｖｉｔｙで使用するため【色鉛筆】を必ず持参すること。　２．Work Sheet及び歌詞カードを入れるためのファイル（A4)を準備すること。

Presentation グループ単位で幼児を想定した摸擬授業（Presentation）を行う

期末試験

テキスト・参考書・参考資料等

Oxford Discover (2nd Edition) Student Book　（Oxford University Press）　Oxford Junior Workbook 6　（Oxford University Press）

成績評価の方法及び割合

Presentation【実技試験】（３０％）　　筆記試験（５０％）　　　課題提出（１０％）　　　受講姿勢（１０％）

オフィスアワー

授業開始前１０分

備考

Wrap Up Units 15 and 16
Text : 164-165  Work Sheet : 144-145

Text Book and Work Sheet :  Revise

Classroom Activity Classroom Activities and ESL Games

Revise 後期授業総復習

Wrap Up Units 13 and 14
Text : 144-145  Work Sheet : 126-127

Text Book and Work Sheet :  Revise
Activity Book : Revise

Unit 15
Text : 146-155  Work Sheet : 128-135

Warm Up : Using Flash Cards [Alphabets]  Text Book and Work Sheet : Present
Continuous  English Song :  "If You're Happy And You Know It"

Unit 16
Text : 156-163  Work Sheet : 136-143

Warm Up : Using Flash Cards [Alphabets]  Text Book and Work Sheet : Pres.
Cont.Questions  English Song :  "If You're Happy And You Know It"

Wrap Up Units 11 and 12
Text : 124-125  Work Sheet : 108-109

Text Book and Work Sheet : Revise
Activity Book : Present progrresive

Unit 13
Text : 126-135  Work Sheet : 110-117

Warm Up : Using Flash Cards [Alphabets]  Text Book and Work Sheet :
Possessive 's  English Song :  "Ｈｏｋｅｙ　Ｃｏｋｅｙ"

Unit 14
Text : 136-143  Work Sheet : 118-125

Warm Up : Using Flash Cards [Alphabets]  Text Book and Work Sheet :
Possessive Adjectives  English Song :  "Ｈｏｋｅｙ　Ｃｏｋｅｙ"

Wrap Up Units 9 and 10
Text : 104-105   Work Sheet : 90-91

Text Book and Work Sheet : Revise
Activity Book : Multiple Consonants and Verbs

Unit 11
Text:p.106-115   Work Sheet:p.92-99

Warm Up : Using Flash Cards [Alphabets]  Text Book and Work Sheet : Verb
has  English Song :  "This Is The Way"

Unit 12
Text : 116-123  Work Sheet : 100-107

Warm Up : Using Flash Cards [Alphabets]  Text Book and Work Sheet : Verb
has Questions  English Song :  "This Is The Way"

授業項目 授業内容
Unit 9
Text : 86-95  Work Sheet : 74-81

Warm Up : Using Flash Cards [Alphabets]  Text Book and Work Sheet : Verb
have 　　English Song :  "Head Shoulders Knees and Toes"

Unit 10
Text : 96-103    Work Sheet : 82-89

Warm Up : Using Flash Cards [Alphabets]  Text Book and Work Sheet : Simple
present question 　　　English Song :  "Head Shoulders Knees and Toes"

予習：各Ｕｎｉｔの【Ｒｅａｄ】を読み、未知語の意味を調べ要約する。　【Ｓｐｅａｋｉｎｇ】で与えられるテーマについて考えておく。
復習：授業中に配布されるＷｏｒｋＳｈｅｅｔの問題を解き、提出する。

270011 英語（英会話）Ⅱ 幼稚園教諭二種免許状　保育士資格

担当教員名 奥田　沙千子
当該科目に関する

実務経験
授業の概要

４つのスキル（Reading, Listening, Writing,Speaking）の学習。Work Sheetを使用し、復習。正しいアクセント、ネイティブな発音を身
につける。幼児教育の現場で使用されているActivity Bookを用いての模擬授業。併せて、保育園の英語教室で使用したオリジナ
ルの教材を参考に、指定されたテーマを学習させるための教材、指導方法を考案する。英語の手遊び歌を学習。

授業の到達目標

１．４つのスキル（Reading, Listening, Writing, Speaking）を習得することができる。
２．幼児教育の現場で英語教室の組み立て、教材の作成、指導を行うことができる。

学修の進め方
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 前期 必修・選択 必修 単位数 1 授業形態 講義

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

280010 幼稚園教諭二種免許状　保育士資格

担当教員名 渡辺　玲子
当該科目に関する

実務経験

健康スポーツⅠ

授業の概要

生涯にわたって健康で豊かな生活を送るために必要な基本的な知識を学ぶ。
特に、身体の仕組みや生活習慣、環境などの身近な話題をもとに、スポーツや運動、生活活動の持つ重要な役割につい
て考える。現在の生活を振り返りながら、今後の健康ライフプランをたてる。

授業の到達目標

自分なりの健康観やスポーツ観を創り上げることをテーマとし、健康やスポーツについての様々な知識を得ることによって、
自身の生活の中にスポーツや運動が浸透し、健康的で豊かなライフスタイルを形成することができるようになる。

学修の進め方

毎回講義に配布する学習シートを必ず確認する。

授業項目 授業内容

オリエンテーション　(健康とは）
講義内容と授業計画について
健康に関する知識を学び「健康とは何か？」を考える

こころの健康 うつ病に関する知識を学び、ストレスとどう付き合うかを考える

生活習慣病 生活習慣病やメタボリックシンドロームについての知識とその予防法を学ぶ

運動、休養と健康
適切な運動、休養が健康をつくる基本であることの理解を深め、具体的な方
法を学ぶ

妊娠期の運動 妊娠期における運動の必要性と具体的な方法を学ぶ

性感染症、喫煙・飲酒と健康
性感染症の知識と予防法を学ぶ
喫煙、飲酒が身体に与える様々な影響を学ぶ

トレーニング
トレーニングの基礎知識と自分の目的にあった効果的なトレーニング法を学
ぶ

まとめ
大学生活をより豊かに過ごすために、どのように運動やスポーツを取り入れ
るかを考える

授業終了後10分程度

備考

テキスト・参考書・参考資料等

プリント資料配付

成績評価の方法及び割合

筆記試験（50％）、積極的な授業態度（毎回の学習確認レポート提出）（50％）

オフィスアワー
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 後期 必修・選択 必修 単位数 1 授業形態 実技

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

体育の授業にふさわしい服装であること。運動用体育館シューズが必要。

まとめ これまでに学んだ内容のまとめ

テキスト・参考書・参考資料等

プリント資料配付

成績評価の方法及び割合

積極的な受講姿勢、仲間との協力（準備、片付けも含む）（70％）、レポート2回（テーマは授業で発表）（30％）

オフィスアワー

授業終了後10分程度

備考

スポーツ２ バレーボール、卓球、バスケットボール、バドミントンより選択

スポーツ３ バレーボール、卓球、バスケットボール、バドミントンより選択

スポーツ４ バレーボール、卓球、バスケットボール、バドミントンより選択

コーディネーショントレーニング① コーディネーショントレーニングの基礎

コーディネーショントレーニング② コーディネーショントレーニングの応用

スポーツ１ バレーボール、卓球、バスケットボール、バドミントンより選択

エアロビックトレーニング② 正しいステップ運動のやり方を理解し実践する

レジスタンストレーニング① ボールを用いたレジスタンストレーニングの正しいやり方を理解し実践する

レジスタンストレーニング② ゴムチューブを用いたレジスタンストレーニングの正しいやり方を理解し実践する

ストレッチング 正しいストレッチングのやり方を理解し実践する

レクリエーションスポーツ ニュースポーツを実践する

エアロビックトレーニング① 正しく効果的なウォーキングのやり方を理解し実践する

授業項目 授業内容
オリエンテーション
からだほぐし

 講義内容と授業計画についてこころとからだをリラックスさせる

体力測定 体力測定を行う

自宅でできる運動を実践する。

280011 幼稚園教諭二種免許状　保育士資格

担当教員名 渡辺　玲子
当該科目に関する

実務経験

健康スポーツⅡ

授業の概要

スポーツや運動をすることの楽しさや心地よさを体感する。個人の能力に応じて健康づくり、体力づくりを生涯にわたって楽
しみながら行えるよう、その基礎づくりをする。また、健康、体力面だけでなく仲間と共に身体活動を体験することで「友達づ
くり」「仲間との信頼関係づくり」をねらいとする。

授業の到達目標

ストレッチング、エアロビックトレーニング、レジスタンストレーニング、コンディショニングトレーニングの理論や実践方法を学
び、生活の中で実践できる能力を身につける。また、コミュニケーション能力の向上を図り、社会性を獲得する。

学修の進め方

13



専門科目（1年） 
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 後期 必修・選択 必修 単位数 2 授業形態 講義

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

備考

教育改革とこれからの教師－アクティブ
ラーニングとカリキュラムマネジメントの

アクティブラーニングの視点、カリキュラムマネジメントの視点、これからの学校・教師の在り方

テキスト・参考書・参考資料等

古橋和夫編著『新訂 教職入門 未来の教師に向けて』萌文書林、2018年
授業中に適宜資料を配布する

成績評価の方法及び割合

レポート試験（70％）、毎回の授業の最後に提出する小レポート（30％）

授業実施日の放課後17時10分まで

組織人としての教師－チームとしての
学校の在り方について

組織人としての教師、公務分掌、教職員組織、学校組織マネジメント、チームとしての学校

学校を支える体制－多様な専門性を
持つ人材

公教育制度、保護者・地域住民の学校参画

オフィスアワー

専門職としての教員・保育者 保育者の資質向上とキャリア形成

教員研修の意義と法律上の位置づけ 研修（研究と修養）の重要性、研修の法律上の位置づけ、学び続ける教員像

教員の職務上・身分上の義務及び身
分保障

教員の職務上の義務、教員の身分上の義務、分限と懲戒

保育者の仕事の内容②－子ども理解
に基づくクラス運営

子供理解に基づくクラス運営・擁護及び教育の一体的展開

保育者の仕事の内容③－連携・分担・
協力

保育者の連携と協働、家庭との連携と保護者に対する支援

教職への道－教職の職業的特徴は何
か

教職の職業的特徴、保育者という仕事の職業的特徴

教員に求められる資質能力－学び続
ける教員像の確立に向けて

これからの教員に求められる「いつの時代にも求められる資質能力」と「これから
の時代に求められる資質能力」

保育者に求められる資質能力－カウン
セリングマインド

カウンセリングマインドなど保育者に求められる資質能力

保育者の仕事の内容①－就学前教育
の展開・指導

就学前教育の展開・指導技術

オリエンテーション－教育を受ける立場
から教師としての立場へ

教育を受ける立場ではなく教師としての立場（教育実践に直接責任をもつ当事
者の立場）に立つことの意味

公教育を担う教職の目的・使命 公教育を担う教職の目的・使命、教員の仕事の内容

教職観の変遷とこれからの教員に求められる役割－聖
職者的教職観・労働者的教職観・専門職的教職観

聖職者的教職観・労働者的教職観・専門職的教職観、これからの教員に求めら
れる役割

授業項目 授業内容

授業の概要

310010 幼稚園教諭二種免許状　保育士資格

担当教員名 井上　快
当該科目に関する

実務経験

教職概論

教職概論では、公教育を担う教職（教員という仕事）の目的・使命、役割・資質能力、教員の仕事の内容、チーム学校運営への対
応、専門職としての教員保育者の在り方について、事例や映像の分析等を通して学ぶとともに、「教職の職業的特徴は何か」「自分
はどのような教員を目指すのか」等をグループ・ディスカッションやグループ・ワークを通して検討する。

授業の到達目標

（１）我が国の教職の目的・使命を理解しており、どのような教員を目指すのか、説明することができる。
（２）教職観の変遷を踏まえ、これからの教員に求められる役割と資質能力を理解している。
（３）教員の仕事の内容の全体像と教員に課せられる服務上・身分上の義務及び身分保障を理解している。
（４）学校の担う役割が拡大・多様化する中で、教員は校内の教職員や多様な専門性を持つ人材と効果的に連携・分担し、チームと
して組織的に諸課題に対応する必要があることを理解している。

学修の進め方

授業で紹介する資料に目を通すこと
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 後期 必修・選択 選択 単位数 2 授業形態 講義

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

　　授業終了後、放課後

備考

テキスト・参考書・参考資料等

「おもしろく簡潔に学ぶ 保育原理」上野恭祐　編著（保育出版社）

成績評価の方法及び割合

課題（50％）、学修レポート（50％）

オフィスアワー

幼稚園教育要領と保育指針 環境をとおしての保育、五領域と総合内容、育てたい10の姿

保育の評価 評価内容・方法、P.D.C.Aサイクル

乳幼児の発達の理解 「成長」と「発達」－「成熟」と「学習」・年齢別発達

保育者の資質とは 保育者になるために必要なこと

カリキュラムと指導内容 計画（年・期・月・週・日）の作成

保育思潮の歴史① 世界の思潮（ルソー、ペスタロッチ、フレーベル、モンテッソーリ）

保育思潮の歴史② 日本の思潮（倉橋惣三）

教育・保育内容 五領域の基本的な考え方

保育の場に求められる事 家庭支援と子どもの保育

家庭支援のニーズ 子育てに関する相談援助活動、地域との連携

幼稚園と保育所（園） 保育ニーズの多様化と就学前教育・保育

人間と他の動物の違い 人間の新生児と哺乳類の新生児の違いと特徴

教育と保育 子育てと保育、養護と教育の一体化

少子化と保育 少子化の背景と核家族化、ワークライフバランスとの関連

幼稚園・保育所（園）・こども園の実態を、新聞・テレビ・インターネット等で調べ学習をしておき授業内容の予備知識とした
り、授業後のふりかえり等をし、保育を考察する。

授業項目 授業内容

オリエンテーション 「保育」という言葉の理解

授業の概要

保育の学問は机上の理論だけでは学べません。保育現場での保育実践やさまざまな子どもを取巻く諸問題と関連しなが
ら、保育の本質、保育所保育指針、幼稚園教育要領、認定こども園教育・保育要領が示す内容を学習していく。

授業の到達目標

保育の意義について明確な認識をもつことができる。
保育の原理と特性、環境や方法について理解する。
子どもの発達過程における保育の内容について理解する。

学修の進め方

310020 保育原理
保育士資格

保健児童ソーシャルワーカー資格

担当教員名 松田　順子
当該科目に関する

実務経験
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 前期 必修・選択 必修 単位数 2 授業形態 講義

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

我が国の幼児教育の教育政策の動向、教育事情、教育制度

教育の理念、歴史、思想を学ぶことの意義

なぜ人間は教育を必要とするのか

教育と子供、学校、教員、家庭など教育を成り立たせる要素とそれらの相互関係

近代以前（戦前）の教育の歴史

欧米における近代以降（戦中・戦後）の教育の歴史

日本における近代以降（戦中・戦後）の教育の歴史

アリエス、ロックなど、家庭や子供に関する教育の思想

コメニウス、ルソー、ペスタロッチなど、学校や学習に関する教育思想

フレーベル、モンテッソーリ、倉橋惣三など、幼児教育に関する教育思想

歴史的な視点からの現代社会における教育の現状や課題

乳幼児期の教育の特性、子どもの発達の特徴と遊び、活動における目的の変
化と育ち

授業の概要

310030 幼稚園教諭二種免許状　保育士資格

担当教員名 井上　快
当該科目に関する

実務経験

教育原理

　教育原理では、教育の基本的概念や本質、目標、教育を成り立たせる諸要因(子供・教員・家庭・学校など)、教育・学校の歴史、
家庭・子供・学校・学習に関する教育思想について、事例や映像の分析等を通して学ぶとともに、歴史的な視点から現代社会にお
ける教育の現状や課題をグループワークやグループディスカッションを通して検討する。
　また、近年の社会と子供の変化やその変化が学校教育にもたらす影響と課題、それに対応するための教育政策の動向、学校と家
庭及び地域の連携・協働、学校安全への対応に関する基本的な知識について、事例や映像の分析等を通して学ぶ。

授業の到達目標

(1)教育の基本的概念や本質、目標、教育を成り立たせる諸要因(子供・教員・家庭・学校など)を理解している。
(2)教育・学校の歴史を理解しており、歴史的な視点から現代社会における教育の現状や課題を説明できる。
(3)家庭・子供・学校・学習に関する教育思想と、実際の教育及び学校の在り方を関係づけて説明できる。
(4)社会や子供の変化が学校教育のもたらす影響とそこから生じる課題、それに対応するための教育政策の動向を理解している。
(5)学校と地域との連携の意義や地域との協働の仕方について理解している。
(6)危機管理を含む学校安全の目的と具体的な取組を理解している。

学修の進め方

授業で紹介する資料に目を通すこと。

授業項目 授業内容
オリエンテーション－教育の理念、歴
史、思想を学ぶことの意義

教育の基本的概念と教育の本質、目標
－なぜ教育は必要か

教育と子供、学校・教員、家庭

近代以前の教育－家族と社会による教
育

近代教育制度の成立と展開①－欧米
の場合

近代教育制度の成立と展開②－日本
の場合

家庭や子供に関わる教育の思想－アリ
エス、ロックなど

学校や学習に関わる教育の思想－コメ
ニウス、ルソー、ペスタロッチなど

幼児教育を築いた教育家の思想－フレー
ベル、モンテッソーリ、倉橋惣三など

歴史的な視点から見た現代社会にお
ける教育課題

子どもの生活の変化と指導上の課題

我が国の幼児教育の教育政策の動向
と教育福祉事情

諸外国の幼児教育の教育政策の動向
と教育福祉事情

諸外国の幼児教育の教育政策の動向、教育事情、教育制度

幼稚園と小学校・家庭・地域との連携・協働、教育と子ども家庭福祉の関連性

備考

学校安全への対応－危機管理、事故
対応、安全教育

テキスト・参考書・参考資料等

古橋和夫編著『改訂 子どもの教育の原理 保育の明日をひらくために』（萌文書林）
授業中に適宜資料を配布する。

成績評価の方法及び割合

レポート試験（70％）、毎回の授業の最後に提出する小レポート（30％）

危機管理、事故対応、安全教育、コミュニティスクール

幼稚園と小学校、家庭、地域との連携・
協働

オフィスアワー

授業実施日の放課後17時10分まで
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授業科目名 関係資格

学年 1年 学期 前期 必修・選択 選択 単位数 2 授業形態 講義

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

　授業項目によってはテキストに載っていない内容を取り上げることもあります。また、課題の実施時期は前後にズレる場合も
　あります。

子ども家庭福祉の専門的支援と
関係機関の連携、まとめ

子ども家庭福祉に携わる専門職と専門技術、関係機関連携の意義
全15回のまとめ　（第１４章、第１５章）

テキスト・参考書・参考資料等

テキスト：「児童家庭福祉　第5版」福田公教、山縣文治　編著（ミネルヴァ書房）
参考書：「ひと目でわかる保育者のための児童家庭福祉データブック２０２1」全国保育士養成協議会監修（中央法規）

成績評価の方法及び割合

筆記試験（70％）、課題提出（30％）

オフィスアワー

   授業後10分間程度

期末試験 授業に関する筆記試験

備考

子ども虐待・ＤＶへの支援
子ども虐待・ＤＶの考え方、被虐待児童への福祉支援の現状と問題点
課題№9実施　（第２章、第１３章）

少年非行への対応 少年非行の考え方及び福祉支援の現状と問題点（第１１章）

社会的養護
社会的養護の考え方及び要養護児童への福祉支援の現状と問題点
課題№10実施　（第２章、第９章）

母子保健 母子保健の考え方及び現状と問題点　　課題№7実施　（第７章）

障害のある子どもへの支援 障害のある子どもへの福祉支援の現状と問題点　（第１０章）

貧困家庭・ひとり親家庭への支援と
外国籍の子どもへの対応

貧困家庭・ひとり親家庭への福祉支援の現状と問題点及び外国籍の
子どもとその家庭への対応　　課題№8実施　（第２章、第１２章）

子ども家庭福祉の実施機関
子ども家庭福祉を実施する行政機関と児童福祉施設
課題№5実施　（第５章）

多様な保育ニーズへの対応
多様な保育ニーズに対応するための保育サービスの現状と問題点
課題№6実施　（第８章）

子どもの健全育成 子どもの健全育成の考え方及び現状と問題点　（第６章）

現代社会と子ども家庭福祉
少子化の現状と対策、次世代育成支援と子ども家庭福祉の推進
　（第２章、第３章）

子ども家庭福祉の歴史的変遷と
諸外国の動向

これまでの子ども家庭福祉の歴史的変遷と諸外国の動向
課題№3実施　（第３章）

子ども家庭福祉の法制度と実施体系
子ども家庭福祉に関する法律及び行政の仕組み
課題№4実施　（第４章）

授業項目 授業内容

子ども家庭福祉の考え方
子ども家庭福祉の理念と概念、保育との関連性
課題№１実施　（第１章）

子どもの人権擁護
子どもの人権擁護の歴史的変遷と現代社会における課題、
児童の権利条約　　課題№2実施　（第１章）

　子ども家庭福祉の考え方、保育との関連性、子どもの人権擁護、法制度や実施体系、子ども家庭福祉の現状と問題点など
について講義と課題を通して学んでいく。

授業の到達目標

　子ども家庭福祉の考え方、保育との関連性、子どもの人権擁護、法制度や実施体系、子ども家庭福祉の現状と問題点など
について学ぶことで、子ども家庭福祉の全体像を体系的に理解することができる。

学修の進め方

　授業前にはテキストを精読し、各テーマの概要を把握して授業に臨み、授業後はノートと課題・資料を見直し、理解を深め
るように努めること。また、新聞等で報道される子ども家庭福祉の諸問題、現在の動向を把握しておくことが必要である。

授業の概要

310040
保育士資格

保健児童ソーシャルワーカー資格

担当教員名 小原　敏秀
当該科目に関する

実務経験
児童相談所実務経験37年

子ども家庭福祉
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 後期 必修・選択 選択 単位数 2 授業形態 講義

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

テキスト等を利用し、個々に専門用語や社会的養護に関する知識も深める。情報収集能力、協働性、論理的思考も活用する
授業内活動も行っていく。実際に携る人や関係施設から現状を学ぶ。

310070
保育士資格

保健児童ソーシャルワーカー資格

担当教員名 森　依子
当該科目に関する

実務経験

社会的養護Ⅰ

授業の概要

①社会的養護の意義、歴史、制度、実施体系及び課題等について、講義や参考資料等により体系的に学び理解する。②社
会的養護における現場から児童の権利擁護や自立支援、虐待等の現状と課題について学び、よりよい支援について考え、
保育士としての専門性を高める。

授業の到達目標

①社会的養護の必要性と重要性を学び、その現状や課題等を理解する。
②社会的養護施設はどのようなものがあるか、それぞれの役割について理解し、児童福祉の観点から適切に考え行動する事
ができるようになる。

学修の進め方

授業項目 授業内容

社会的養護の理念と概念 社会的養護とはなにか、理念と概念

社会的養護の歴史的変遷 社会的養護の歩み、子ども観の変遷

子どもの人権養護と社会的養護
子どもが家庭で育つ権利保障、社会的養護における虐待、子どもの権利保
障とその課題

社会的養護の基本原則 児童福祉法の改正

社会的養護における保育士等の倫
理と責務

専門職の倫理としての職業倫理、倫理綱領の主な機能、意義

社会的養護の制度と法体系 社会的養護の制度の根幹、社会的養護の基本法、関連法規等

社会的養護のしくみと実施体系 社会的養護の基本的仕組みを識り、実施体系

社会的養護のファミリーソーシャル
ワークを学び、考える

社会的養護のファミリーソーシャルワーク、ソーシャルワークについての実例を
学ぶ（現場から学ぶ）

社会的養護の対象と支援：現状
措置（代替養育）に至る理由、児童虐待と社会的養護、措置解除後の支援
（アフターケア）の対象と支援の現状をきく

家庭養護と施設養護 家庭養護の要件、施設養護と家庭養護の共通点

社会的養護に関わる専門職
求められる専門性、複数の児童養護施設において配置されている職種、保
育士と連携する職種

社会的養護に関する社会的状況 現代社会における養護問題

施設等の運営管理の現状と課題
社会福祉法における児童福祉法関連事業の経営に関する規定、社会的養
護の利用類型、施設における家庭的養護および個別化の推進

被措置児童等の虐待防止の現状と
課題

被措置児童等の虐待防止、被措置虐待防止の経緯、被措置虐待の発生要
因

オフィスアワー

授業日の放課後を基本とします。ただし事前にメール等の連絡を頂いた場合には、日時を調整後、対応することは可能です。

備考

テキストは購入する。それぞれ、子ども達の福祉や社会的養護のニュース等について普段から関心を持つことが必要。

社会的養護と地域福祉の現状と課題
社会的養護関係の施設と地域の関わり、地域貢献のあり方、児童福祉施設
の地域福祉推進に向けた課題

テキスト・参考書・参考資料等

新・基本保育シリーズ　６「社会的養護Ⅰ」公益財団法人児童育成会＝監修／相澤　仁、林浩康＝編集，中央法規

成績評価の方法及び割合

小テスト・個人課題提出(70％)、他との協働による課題提出(30％)
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授業科目名 関係資格

学年 1年 学期 前期 必修・選択 必修 単位数 2 授業形態 講義

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

　　授業後10分程度

備考

授業への貢献度は、授業時の発言等授業への取組の状況を示します。

テキスト・参考書・参考資料等
適宜プリントを配布します。
【参考書】幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成29年告示）、他者と関わる心の発
達心理学（清水由紀・林創 編著、金子書房）

成績評価の方法及び割合

試験（60％）、レポート等の提出物（30％）、授業への貢献度（10％)

オフィスアワー

子どもの学びと保育 子どもが学ぶことの意義と保育者の援助方法について理解する。

まとめ 前期の授業全般について振り返りを行う。

人との相互的かかわりと子どもの発達1 養育行動と愛着の関連、基本的信頼感獲得の重要性について理解する。

人との相互的かかわりと子どもの発達2 家族、保育者、他児との関わりから育まれる他者理解について理解する。

人との相互的かかわりと子どもの発達3 園における仲間関係の発達と仲間との関わりの重要性について理解する。

身体的機能と運動機能の発達 乳幼児期の身体的機能と運動機能の発達について理解する。

知覚と認知の発達と遊び 乳幼児の知覚と認知の発達及び遊びとの関連について理解する。

言葉の獲得
幼児期の言葉の獲得と子どもの言葉を育む保育者の援助の方法について理解
する。

胎児期から乳児期の発達 胎児期から乳児期の発達の特徴について理解する。

幼児期の発達 幼児期の発達の特徴について理解する。

学童期～青年期の発達 学童期～青年期の発達の特徴について理解する。

子どもの発達理解1（発達観・保育観・
子ども観）

保育者の発達観、保育観、子ども観が与える影響について理解し、各自の保育
観、子ども観について考える。

子どもの発達理解2（保育の環境）
子どもを取り巻く環境について解説する。また、環境が子どもの発達に与える影
響について考察する。

子どもの発達理解3（感情・自我） 乳幼児の感情および自我の発達について理解する。

日ごろから、子どもに関する事柄に対して保育的な観点を踏まえながら関心を持つようにすること、授業内容と関連させながら考察
することが望ましい。　学習した内容や配布したプリントをノートにまとめ、授業内容への理解が深められるようにすること。

授業項目 授業内容

オリエンテーション 子どもの発達を理解することの意義と講義概要について理解する。

授業の概要

乳幼児期は子どもの人格を形成するうえで最も重要な時期であり、心身の成長や発達の速度は著しい。また、周りの環境の影響を
大きく受ける時期でもあるため、保育者は子どもの心身の発達過程を深く理解しかかわることが重要である。本講義では、子どもの
心身の発達の特性や発達過程について理解し、発達に応じた子どもへの働きかけについて理解を深められるようにする。

授業の到達目標
1.発達の概念及び教育における発達理解の意義及び発達を捉える視点について理解する。
2.各時期において運動・言語・認知・社会性の発達について、その具体的な内容及び援助の基本となる子どもへの理解を深める。
3.子どもの学ぶの過程や特性について基礎的な知識を習得し、保育における人との相互的かかわりや体験、環境の意義を理解す
る。

学修の進め方

310080 子どもの心理 幼稚園教諭二種免許状　保育士資格

担当教員名 阿南　寿美子
当該科目に関する

実務経験
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 前期 必修・選択 選択 単位数 2 授業形態 講義

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

・毎時間、授業ノート（ノート付きレジュメ）を配布します。
・授業終了時に次回講義のテキスト範囲を連絡します。事前学習として読んだ上で受講してください。
・授業終了時にまとめとして課題を提示しますので、小レポートとして提出してください。

310090 子ども家庭支援の心理学
保育士資格

保健児童ソーシャルワーカー資格

担当教員名 江玉　睦美
該当科目に関する

実務経験
1年

授業の概要

　 近年では、子どもや子育て家庭に対する様々な支援、援助が必要とされている。本講義では、保育において求められる子どもや
子育て家庭に対する支援、援助に必要となる、①生涯発達に関する心理学の基礎的な知識の習得および子どもの発達や学びの
過程、②子育てを取り巻く諸要素と援助のあり方について習得することを目指す。授業は基本的に講義形式で進めるが、グループ
ワークによる意見交換など演習形式を取る場合もある。

授業の到達目標

・乳児期から高齢期に至る生涯発達に関して、発達過程および特徴について説明することができる。
・子育て家庭に関する現状を理解し、求められる援助のあり方について説明することができる。
・子どもの心身の発達と健康について説明することができる。

学修の進め方

授業項目 授業内容

家庭支援の必要性 新生児期から乳児期の子どもの発達過程とその特徴について学ぶ

乳児期の発達
乳児期の子どもの発達（認知、言葉、社会性、自我）過程とその特徴につい
て学ぶ

幼児期の発達 幼児期の子どもの発達（遊び、学習）過程とその特徴について学ぶ

学童期の発達 学童期の子どもの発達過程とその特徴について学ぶ

青年期の発達 青年期の子どもの発達過程とその特徴について学ぶ

成人期の発達 成人期における発達過程とその特徴について学ぶ

高齢期の発達 高齢期における発達過程とその特徴について学ぶ

家族・家庭の意義と機能及び家族関
係・親子関係の理解

「家族」「家庭」の定義と機能の変化及び家族のﾗｲﾌｻｲｸﾙ及び家族関係、
親子関係の理解に基づく支援について学ぶ

親としての養育スタイルの形成過程 子育てと親としての育ちとの関係について学ぶ

子育てを取り巻く社会的状況 子育て環境の社会的状況の変化について学ぶ

ライフコースとワーク・ライフ・バランス
ﾗｲﾌｺｰｽにおける仕事・子育ての位置づけ及びﾗｲﾌｺｰｽの視点を活かした
支援について学ぶ

多様な子育て家庭への支援 近年みられる多様や家族、家庭の現状と特徴をふまえた支援について学ぶ

特別な配慮を必要とする家庭への支
援

特別な配慮を必要とする家庭の現状と特徴をふまえた支援について学ぶ

子どもの生活・生育環境とその影響
子どもの生活・生育環境が子どもに与える影響及び子どもや保護者への支
援について学ぶ

子どものこころと健康 子どもの心の健康にかかわる問題について学ぶ

期末試験

テキスト・参考書・参考資料等

青木紀久代編『子ども家庭支援の心理学』みらい、2019年

成績評価の方法及び割合

筆記試験（60％）、レポート（40％）

オフィスアワー

お昼休み時間とします（金曜日を除く）。ただし、事前連絡があればその都度対応します。

備考
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 後期 必修・選択 選択 単位数 1 授業形態 演習

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

お昼休み時間とします（金曜日を除く）。ただし、事前連絡があればその都度対応します。

備考

テキスト・参考書・参考資料等

塚本美知子編著『子ども理解と保育実践』萌文書林、2018年

成績評価の方法及び割合

筆記試験（50％）、レポート（50％）

オフィスアワー

子ども家庭支援における子ども理解 保護者理解と援助の基本について学ぶ

子ども理解を深めるための保育共同体 保育者間および保護者と共有する保育実践のあり方について学ぶ

期末試験

子ども理解を深める保育カンファレンス① 保育カンファレンスの必要性と意義について学ぶ

子ども理解を深める保育カンファレンス② 保育カンファレンスの実践について学ぶ

子ども理解に基づく援助 一人ひとりの特別なニーズの理解と援助について学ぶ

保育における観察と記録① 子ども理解を深める方法としての観察と記録の意義について学ぶ

保育における観察と記録② 子ども理解における子どもを「miる」ということ（観察の基本と方法）について学ぶ

保育における観察と記録③ 保育における記録の方法について学ぶ

子ども理解における子どもの発達理解 子ども理解に必要な子どもの発達について学ぶ

子ども理解と保育現場におけるｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 保育現場における保育カウンセラーの役割について学ぶ

子ども理解とカウンセリングマインド 子ども理解に必要な保育者の姿勢とカウンセリングマインドについて学ぶ

子どもを取り巻く環境の理解① 乳幼児期における子どもの遊びについて学ぶ

子どもを取り巻く環境の理解② 保育における個と集団の関係について学ぶ

子どもを取り巻く環境の理解③ 保育における環境の意義について学ぶ

・毎時間、授業ノート（ノート付きレジュメ）を配布します。
・授業終了時に次回講義のテキスト範囲を連絡します。事前学習として読んだ上で受講してください。
・授業終了時にまとめとして課題を提示しますので、小レポートとして提出してください。

授業項目 授業内容

保育のはじまりとしての子ども理解 子ども理解とは何かについて学ぶ

授業の概要

　子ども理解は保育の基本といわれ、保育士の専門性の一つとして重要なものである。そこで本演習では、子どもを理解する
視点やまなざしを深め、より確かな子ども理解に基づいた援助に必要となる知識と技能の習得を目指す。そのため、授業時間
の前半を講義形式、後半を演習形式で進めることとする。

授業の到達目標

・保育における子ども理解の意義について説明することができる。
・子ども理解に必要な子どもにかかわる諸要素について説明することができる。
・観察と記録の意義を理解し、観察と記録の方法を身につけることができる。
・子ども理解に基づいた援助のあり方について説明することができる。

学修の進め方

310100 保育士資格

担当教員名 江玉　睦美
当該科目に関する

実務経験
1年

子どもの理解と援助
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 前期 必修・選択 必修 単位数 2 授業形態 講義

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

授業項目 授業内容

授業の概要

310110
保育士資格

保健児童ソーシャルワーカー資格

担当教員名 小林　芳子
当該科目に関する

実務経験
なし

 子どもの保健

１．子どもの心身の発育・発達と、健康増進を図る保健活動の意義と目的を学習する。
２．子どもの疾病と予防法、及び他職種間との連携・協働による適切な対応を学習する。

授業の到達目標

１．子どもの心身の発育・発達を理解するうえで、保健活動の意義と目的を理解する。
２．子どもの疾病と予防法、及び他職種間との適切な対応を理解し連携と協働の取り組みを理解する。

学修の進め方

テキストを中心にプリントを用い、項目ごとに振り返りの問題を実施し授業を進める。
(予習：授業項目を読む　復習：資料と振り返りの問題の学習）

子どもの心身の健康と保健の意義　１章 ガイダンス　子どもと保育保健　子どもとは　関連法　理念　①振り返りの問題

子どもの出生と母子保健の意義　１章 胎児、新生児、母子保健の意義　母子健康手帳　　　　　　②振り返りの問題

子どもの健康と保健　　　　　　　　２章 健康の概念（ＷＨＯ）　諸統計から現状と課題を知る　　　　③振り返りの問題

子どもの発育・発達と保健　　　　４章 子どもの発育と発達　　乳幼児の計測　身体発育と評価　④振り返りの問題

子どもの発育・発達と保健　　　　４章 生理機能の発達と生活習慣（体温、呼吸、循環、排泄、睡眠）⑤振り返り問題

地域の保健活動と子どもの虐待防止　３章 地域の保健活動　子どもの虐待の現状、対応と取り組み　⑥振り返りの問題

子どもの心身の健康状態とその把握　　５章 健康状態の観察　（体調不良時にみられる症状）　　　　　　⑦振り返りの問題

子どもの心身の健康状態とその把握　　５章 健康診断（妊婦・乳幼児）と関連機関との連携　乳幼児の計測　⑧振り返りの問題

子どもの心身の健康状態とその把握　　５章 保護者との情報共有と家族の支援（入園児健診、連絡帳）　⑨振り返りの問題

子どもの疾病の予防及び適切な対応　６章 子どもの免疫と感染症の特徴（免疫の発達、感染症の症状）　　　⑩振り返りの問題

主な疾病の特徴　（注意する病気・事故）６章 新生児の病気、先天性の病気の特徴と対応）　　DVD　　　　⑪振り返りの問題

主な疾病の特徴　（おもな感染症）　６章 感染症の予防および適切な対応（学校感染症、予防接種）⑫振り返りの問題

主な疾病の特徴　（アレルギー疾患）６章 アレルギー疾患の特徴と適切な対応（アナフィラキシーの対応）　⑬振り返りの問題

子どもの疾病の予防と適切な対応　６章 慢性疾患の特徴と適切な対応（慢性疾患の支援制度）　　　⑭振り返りの問題

オフィスアワー

期末試験

備考

子どもの疾病の予防と適切な対応　６章 救急疾患の特徴と適切な対応（心肺蘇生法、事故や怪我）　　テストのヤマ

テキスト・参考書・参考資料等

テキスト：保育を学ぶ人のための子どもの保健（建帛社）　 参考図書：子どもの保健テキスト　（診断と治療社）

成績評価の方法及び割合

期末試験（７０％）　課題（学習課題・レポート）提出（１５％）　授業の取り組みと態度（１５％）

　講義の１０分前
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 後期 必修・選択 選択 単位数 2 授業形態 講義

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

310140
保育士資格

保健児童ソーシャルワーカー資格

担当教員名 江玉　睦美
当該科目に関する

実務経験
1年

子ども家庭支援論

授業の概要

　 現在、家庭では子育てにかかわる様々な困難な状況や保護者の悩みなどが多くみられる。そうした中、保育士がその専門性を活
かして子育て家庭を支援することが求められている。本講義では、子育て家庭への支援に関して基礎的な知識および保育現場にお
いて実践力となる技能の習得を目指す。授業はテキストに基づきながら、映像資料を用いて講義形式で行なうことを基本とするが、事
例を通してグループワークで検討する場合もある。

授業の到達目標

・子ども家庭支援の意義と役割について説明することができる。
・保育士による子ども家庭支援に必要となる基礎的知識、技能について説明することができる。
・子ども家庭支援の現状と課題について理解し、保育士に求められる子ども家庭支援の今後のあり方について述べることができる。

学修の進め方

・毎時間、授業ノート（ノート付きレジュメ）を配布します。
・授業終了時に次回講義のテキスト範囲を連絡します。事前学習として読んだ上で受講してください。
・授業終了時にまとめとして課題を提示しますので、小レポートとして提出してください。

授業項目 授業内容

「家族」と「家庭」 「家族」「家庭」の定義や機能について学ぶ

保育の専門性を活かした子ども家庭支
援とその意義

子ども家庭支援の意義と必要性及び保育士の役割について学ぶ

子育て家庭に対する支援のための社会
資源と施策

わが国の子育て支援施策の特徴及び子育て支援を支える社会資源について学ぶ

保育士が行なう子ども家庭支援の特性
保育士による子ども家庭支援の基本（保育所の役割、子ども家庭支援における
基本的視点、保育者の専門性）について学ぶ

保護者の主体性を育てる支援のあり方 保護者との信頼関係に基づいた子ども家庭支援のあり方について学ぶ

子ども家庭支援の内容と対象① 保育所における家庭への支援の実態及び関係機関との連携について学ぶ

子ども家庭支援の内容と対象② 地域の子育て家庭への支援の実態及び関係機関との連携について学ぶ

子ども家庭支援の内容と対象③ 子ども虐待のある家庭への支援の実態及び関係機関との連携について学ぶ

子ども家庭支援の内容と対象④ 障がいのある子どもの家庭への支援の実態及び関係機関との連携について学ぶ

保育士の行なう子ども家庭支援の展開① 支援の展開過程と支援の組み立てについて学ぶ

保育士の行なう子ども家庭支援の展開② 支援計画の意義と作成方法について学ぶ

保育士の行なう子ども家庭支援の展開③ 支援の記録の意義と種類について学ぶ

保育士の行なう子ども家庭支援の展開④ 支援の実施及び支援の評価の方法について学ぶ

保育士の行なう子ども家庭支援の展開⑤ 関係機関や専門職との連携のあり方について学ぶ

子ども家庭支援の現状と課題 事例を通して保育士の行なう子育て支援の実際と課題について学ぶ

期末試験

お昼休み時間とします（金曜日を除く）。ただし、事前連絡があればその都度対応します。

備考

テキスト・参考書・参考資料等

「子ども家庭支援論」編集委員会『子ども家庭支援論』みらい、2019年
＜参考書＞青木紀久代編『子ども家庭支援の心理学』みらい、2019年

成績評価の方法及び割合

筆記試験（70％）、レポート（30％）

オフィスアワー
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授業科目名 関係資格

学年 1年 学期 前期 必修・選択 必修 単位数 1 授業形態 演習

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

310160 特別支援を必要とする子どもの理解A
幼稚園教諭二種免許状　保育士資格
保健児童ソーシャルワーカー資格

担当教員名 森　依子
当該科目に関する

実務経験
授業の概要

通常の学級にも在籍している発達障害や軽度知的発達をはじめとする様々な障害等により特別の支援を必要とする子どもが授業
において学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら学び、生きる力を身につける事ができるよう、子どもの学習上または生
活上の困難と支援方法を調べ学習、グループ内による意見交換やグループ全体への発表等の方法を用いながら理解する。

授業の到達目標

（１）特別の支援を必要とする子どもの理解ができる。
（２）特別の支援を必要とする子どもの教育課程及び支援方法を理解できる。
（３）障害はないが特別の教育的ニーズのある子どもの把握や支援について理解できる。

学修の進め方

テキスト、参考資料を用いて講義を行う。各回の講義の合間に小テスト・大テストと、リフレクションシートを用い個々の理解の達成度
をみる。また、個人で調べ学習し発表を行ったり、授業中に関連テーマをグループで話合いや発表を行って理解を深める。

授業項目 授業内容
インクルーシブ教育システムを含めた特別
支援教育の理念と制度

インクルーシブ教育システムを含めた特別支援教育の理念と制度

インクルーシブな教育・保育の場と特別な
支援が必要な子どもについて

インクルーシブな教育・保育の場と特別な支援が必要な子どもについて

特別支援教育の歴史について 特別支援教育の歴史について

特別の支援を必要とする子どもの教育課程（通
級・自立活動を含む）・保育内容について

特別の支援を必要とする子どもの教育課程（通級・自立活動）
幼稚園・保育所・認定こども園における特別支援教育

視覚障がいのある子どもの理解と支援方法
について

視覚障害の定義と原因：
視覚障害児の学習の特性とニーズ：視覚障害教育の現状と課題

聴覚障がいのある子どもの理解と支援方法
について

聴覚障害の定義と原因：
聴覚障害児の学習の特性とニーズ：聴覚障害教育の現状と課題

知的障がいのある子どもの理解と支援方法
について

知的障害の定義と原因：
知的障害児の学習の特性とニーズ：知的障害教育の現状と課題

肢体不自由のある子どもの理解と支援方法
について

肢体不自由の定義と原因：
肢体不自由の学習の特性とニーズ：肢体不自由教育の現状と課題

病弱・身体虚弱のある子どもの理解と支援
方法について

病弱・身体虚弱の定義と原因：
病弱・身体虚弱児の学習の特性とニーズ：病弱・身体虚弱教育の現状と課題

自閉症・情緒障がいのある子どもの理解と
支援方法について

自閉症・情緒障害の定義と原因：自閉症・情緒障害児の学習の特性とニーズ：自閉症・情
緒障害教育の現状と課題

言語障がいのある子どもの理解と支援方法
について

言語障害の定義と原因：
言語障害児の学習の特性とニーズ：言語障害教育の現状と課題

学習障がいのある子どもの理解と支援法法
について

学習障害の定義と原因：
学習障害児の学習の特性とニーズ：学習障害教育の現状と課題

注意欠陥・多動性障がいのある子どもの理
解と支援方法について

注意欠陥・多動性障害の定義と原因：注意欠陥・多動性障害児の学習の特性とニーズ：
注意欠陥・多動性障害児教育の現状と課題

障がいはないが特別の教育的ニーズのある
子どもの理解と支援方法について

インクルーシブ教育による障害以外の教育的ニーズへの積極的対応：

オフィス・アワー

授業日の放課後、事前にメール等の連絡を頂いた場合には、日時を調整後、対応することは可能です

備考

途中行う小テストが、この授業の評価点の60%となる。欠席した場合は授業者まで来てテストを受け提出をすること。

行動上の問題を示す特別の教育的ニーズ
のある子どもの理解と支援方法について

教育・保育と福祉・医療・労働との連携：教師の専門性と研修

テキスト・参考書・参考資料等

テキスト：「特別支援教育：共生社会の実現に向けて」（吉田武男・小林秀之・米田宏樹・安藤隆男編著，ミネルヴァ書房）
参考資料：「特別支援教育総論：インクルーシブ時代の理論と実践」　（川合紀宗・若松昭彦・牟田口辰巳編著　北大路書房）

成績評価の方法及び割合

小テスト(60％)、個人レポート(20％)、グループ発表参加(20％)
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 前期 必修・選択 選択 単位数 1 授業形態 講義

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

期末試験

テキスト・参考書・参考資料等

・菊池篤子『ワークで学ぶ保育内容「人間関係」』みらい、2019年
・『幼稚園教育要領解説』（平成29年告示　文部科学省）フレーベル館、2018年
＜参考資料＞『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』（平成29年告示　内閣府）フレーベル館、2018年
　　　　　　　　　『保育所保育指針解説』（平成29年告示　厚生労働省）フレーベル館、2018年

成績評価の方法及び割合

筆記試験（50％）、レポート（50％）

オフィスアワー

お昼休み時間とします（金曜日を除く）。ただし、事前連絡があればその都度対応します。

備考

幼児期の協同性の育ち 目標を共有し、協力してやり遂げようとする力の育ちについて学ぶ

幼児期の道徳性・規範意識の芽生え
と育ち

他者との葛藤体験を通してきまりの必要性を理解し、気持ちを調整し折り合
いをつける力の育ちについて学ぶ

乳幼児期の人間関係のひろがりと幼児
期に育みたい資質・能力と人間関係

家庭生活～園生活～地域へとひろがる場と関係性の中での人間関係の発
達及び乳児期・幼児期・学童期以降の育ちのつながりについて学ぶ

幼児期の遊びや生活の中で見られる
人と関わる力の育ち

関係性の育ちや個と集団の育ちを視点として人間関係の発達的特徴につ
いて学ぶ

乳幼児期における人間関係の発達の
まとめ

乳幼児期における人間関係の発達のふり返り

乳幼児期の自立心の育ち 「イヤイヤ」「ジブンデ」から始まる自立への発達過程について学ぶ

授業項目 授業内容

現代社会と幼児の人間関係 家庭・地域での経験と幼児教育に期待されるものについて学ぶ

3歳未満児における人間関係の発達 身近な大人との関係を基盤として育つ子どもの発達的特徴について学ぶ

・毎時間、授業ノート（ノート付きレジュメ）を配布します。
・授業終了時に次回講義のテキスト範囲を連絡します。事前学習として読んだ上で受講してください。
・授業終了時にまとめとして課題を提示しますので、小レポートとして提出してください。

310180 幼児と人間関係 幼稚園教諭二種免許状　保育士資格

担当教員名 江玉　睦美 実務経験 1年

授業の概要

　 現代の幼児の人間関係の育ちに影響を与えている社会的要因について理解し、幼児教育で保障すべき教育内容に関す
る知識を身に付ける。特に、領域「人間関係」の指導の地盤となる基礎理論として、関係発達論的視点について学び、他者と
の関係や集団との関係の中で幼児期の人と関わる力が育つことを理解する。

授業の到達目標

・現代社会における幼児期の子どもを取り巻く人間関係にかかわる課題について説明することができる。
・幼児期における人間関係の発達的特徴について説明することができる。

学修の進め方
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 後期 必修・選択 選択 単位数 1 授業形態 講義

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

　情報端末の活用、実験・観察、製作、体験活動、討議、発表など能動的な学修を中心にして展開する。授業の目標、内容、
課題などは「学修シート」で提示する。課題は、次の授業のはじめに提出する。

310190 幼稚園教諭二種免許状　保育士資格

担当教員名 室長　大應
当該科目に関する

実務経験

幼児と環境

授業の概要

  領域「環境」の指導の背景となる、幼児を取り巻く環境や、幼児と環境との関わりについての感性を養い、領域「環境」に関す
る基礎的な知識・技能の修得をめざす。

授業の到達目標

(1) 幼児を取り巻く環境の重要性、幼児と環境の関わり、現代的課題について説明できる。
(2) 幼児の身近な環境との関わりにおける思考・科学的概念の発達を説明できる。
(3) 幼児の身近な環境との関わりにおける標識・文字等、情報・施設との関わり方の発達について説明できる。

学修の進め方

授業項目 授業内容

幼児と環境 自然環境、社会環境、生体系の特徴

領域「環境」のねらい、内容 幼稚園教育要領における位置づけ、他領域のとの関係

幼児の育ちと環境 発達における環境の重要性、幼児期の認知的発達の理論と概念

幼児と自然事象、数量、図形との関わり 子どもの自然認識･数理認識の発達、ピアジェの発達理論、数量や図形に関する経験活動

自然事象･数量･図形とのかかわり（１）
フレーベルの恩物、モッテソーリのピンクタワー、新しい素材（ネオジム磁石な
ど）を用いた玩具、自然事象の観察実験とあそび、玩具づくり

自然事象･数量･図形とのかかわり（２） 季節の遊び、天文事象と行事、動植物の飼育、動植物環境プラン

幼児と情報とのかかわり 幼児を取り巻く標識・ピクトグラム、文字環境と遊び、情報機器の活用と課題

幼児教育と環境マインドの育成
地域環境課題への取り組み、中津干潟、くじゅう坊がつる湿原・タデ原湿原など
の地域課題についての調査

期末試験

テキスト・参考書・参考資料等
テキスト：小田豊他、「保育内容環境」、北大路書房
参考書：左巻健男他、「地球環境の教科書」、東京書籍

成績評価の方法及び割合

期末試験(50％）、学修シート（20％）、課題（30％）

オフィスアワー

　授業日16:30～17:10

備考
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 前期 必修・選択 選択 単位数 1 授業形態 講義

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

備考

　

テキスト・参考書・参考資料等

甲斐彰「楽譜が読める弾けるステップ２０」（音楽之友社）、 「楽しい音楽表現」圭文社
幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、　保育所保育指針

成績評価の方法及び割合
実技（５０％）　　課題（５０％）

オフィスアワー
  　授業終了後

ICTの活用と総括 ICTを活用した音楽表現活動を具体的に考える。学習のまとめをする。

豊かな表現方法
豊かな表現のために歌を用いて、言葉や情景が伝わるような、表情豊かな歌唱表現を身
に付ける。合唱や合奏等のアンサンブルを聴くことを通し、音や声の重なり合う美しさを習
得する。

音楽的な学び
音・歌遊びを「学び」の視点から捉える。簡易楽器を用いて、幼児の発達に即したリズム
遊びの展開例を考える。わらべうたや手遊び歌を習得することを通し、音楽的な「学び」
について考える。

創作活動
イメージを音に表現する心情や情景などを、楽器、身の回りの音を使い表現することを学
ぶ。言葉のイントネーションやリズムを活かした平易な曲の和声を学ぶ。

幼児の表現の発達の理解
映像や事例から、乳幼児の表現の芽生えの姿や発達について理解し、幼児の素朴な表
現に気付き、共感することができる。また、小学校低学年音楽科での学習内容を理解し、
学びの連続性について考える。

環境との対話
身体の諸感覚を通して環境と対話し、感受性を豊かにする。自らの感性を環境にひらき、
感性豊かな環境と表現の関係について理解する。

身の回りの音・声・楽器による音楽遊び
生活や遊びの中にある声や音の面白さに気付く。声や動き等、自ら作り出す音の多様性
を活かした表現活動を行う。

授業項目 授業内容

領域「表現」のねらい及び内容の理解
乳幼児の遊びや生活における領域「表現」の位置付けについて理解する。また、自分自
身の表現を振り返り、生成過程における「感じる・気付く・考える」といった内的な作用の重
要性やモノとの関わりについて理解する。

授業の概要

　領域「表現」の指導に関する、幼児の表現の姿やその発達及びそれを促す要因、幼児の感性や創造性を豊かにする様々な表現あ
そびや環境の構成などについて実践的に学び、幼児期の表現活動を支援するための知識・技能・表現力を身につける。

　１．領域「表現」の位置付けについて説明できる。２．表現の生成する過程について理解している。３．幼児の素朴な表現を見出し、
受け止め、共感することができる。４．様々な表現方法を通してイメージを豊かにすることができる。５．素材の特性を生かした表現が
できる。６．表現する楽しさを生み出す要因について分析することができる。７．協働して表現することを通し、共感し豊かな表現につ
なげていくことができる。８．様々な表現の知識技能を生かし、幼児の表現活動を展開させることができる。

学修の進め方

　個人・グループワークでの学修方法。　講義後コメントペーパーをまとめる。

授業の到達目標

310210 幼稚園教諭二種免許状　保育士資格

担当教員名 尾家　京子
当該科目に関する

実務経験

幼児と表現
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 前期 必修・選択 必修 単位数 1 授業形態 演習

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

　保育内容五領域の各領域ごとのつながりと園の行事、保護者、地域との連携、協働など予習したり、現場の指導案を参考に
「育てたい10の姿」を入れた実践を参考に、卒業後の保育・教育につなげる。

310220 保育内容総論
幼稚園教諭二種免許状　保育士資格

保健児童ソーシャルワーカー資格

担当教員名 松田　順子
当該科目に関する

実務経験
授業の概要

　幼稚園・保育所・こども園の教育・保育は、園生活全体を通して総合的に指導するという考え方を理解し、幼児教育の環境
を構成し実践するために必要な知識を身に着ける。特に、保育ビデオや写真などで具体的な幼児の姿と関連づけながら遊び
の中でどのような経験をしているかについて学び、5領域のねらい及び内容とのつながりを確認し、遊びを通して育つことを理
解する。

授業の到達目標

(1) 幼稚園・保育所・こども園の教育の基本に基づく指導の考え方の理解
(2) 発達を見通した指導計画作成の理解
(3)幼稚園・保育所・こども園における具体的な指導の理解

学修の進め方

授業項目 授業内容

オリエンテーション 幼稚園教育要領の基本を踏まえ本講座の内容を理解する

総合的発達援助① 遊びを通しての総合的な指導を行う考え方を理解する

総合的発達援助② 遊びを通しての総合的な指導・援助の考え方

環境による教育 「環境」をとらえた基本的な視点での実践について学ぶ

幼児の遊びについて 幼児の遊びの実態について調査し、遊びの中で何を学ぶか知る

環境と保育 環境構成について、又、物的・人的・自然との関わりを学ぶ

五領域の内容 幼児教育における、５領域のねらい及び内容のつながりについて理解する

10の姿と育ち 「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」と活動のつながり

保・幼・こと小の連携 幼児教育と小学校教育の違いについて学ぶ

教育・保育課程 教育課程、指導計画の実際を参考に、長・短期計画を学ぶ

行事と保育 行事と保育内容、年間指導計画とのかかわり

特別支援保育 特別に支援を要する子どもの生活・遊びと保育者の役割

教育・保育教材 視聴覚教材を活用し、遊びを分析し、幼児教育の見方・考え方について話す

保育内容の展開 教育実習での保育を想定し、指導案を作成する

　　現場の活動と理解とを深める為、戸外での実践学習を取り入れる場合がある。

模擬保育 指導案を作成し、内容に沿ってグループで発表しあう

テキスト・参考書・参考資料等

神長美津子・津金美智子・田代幸代　編著　「保育内容総論」（光生館）

成績評価の方法及び割合

課題レポート（50％）、実践学習の取り組みと成果（50％）

オフィスアワー

　　講義終了後、又は毎週月曜日研究室オープンで行う。　相談については随時受け入れ、学校の分掌組織と協働する。

備考
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 後期 必修・選択 必修 単位数 1 授業形態 演習

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

　自らの課題を見出し、学びを深める。グループ活動等、友だちと協働することにより修得する。

310270 幼稚園教諭二種免許状　保育士資格

担当教員名 尾家　京子
当該科目に関する

実務経験

保育内容（表現A）の指導法

授業の概要

　保育・教育において育みたい資質能力を理解し、領域「表現」のねらい及び内容について各専門分野と関連させて理解を深め、
幼児の発達に即し、主体的・対話的で深い学びが実現する過程を踏まえて、具体的な指導場面を想定して保育を構想する方法を
身に付ける。

授業の到達目標

　１．各領域のねらい及び内容や全体構造を理解している。２．乳幼児が経験し身に付けていく内容と指導上の留意点を理解してい
る。３．保育・教育における評価の考え方を理解している。４．領域「表現」に関わる内容の関連性と小学校の教科等のつながりを理
解している。５．保育の構想の重要性を理解している。６．情報機器及び活用法を理解し活用することができる。７．模擬保育とその
振り返りを通して、保育を改善する視点を身に付けている。８．領域「表現」の特性に応じた保育実践の動向を知り、保育構想の向上
に取り組むことができる。

学修の進め方

授業項目 授業内容

領域「表現」のねらい及び内容 乳幼児の表現の姿と関連付けることを通して理解する。

育みたい資質・能力
乳幼児の発達や学びの過程を理解し、表現活動において育みたい資質・能力
について具体的に考える。

乳幼児の表現活動と評価の考え方
表現活動と「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を具体的に関連付けること
を通し、幼児の表現における評価の考え方を理解する。

事例や映像からの幼児の考察
事例や映像から幼児の心情・認識・思考及び動きを等を考察し、幼児が経験し
身に付けていく表現の内容と指導上の留意点を理解する。

学びの連続性
幼児期の表現活動と、小学校の様々な教科との学びの連続性について理解
し、具体的な実践を考える。

表現活動の具体的事例
インクルーシブ保育における表現活動の可能性について、具体的な事例を通し
て理解し、保育構想への活用を考える。

国内外の音楽メソッド
保育実践研究の論文や国内外における音楽メソッドを参照し、音楽表現における保育実
践の動向について知見を深め、保育構想の向上に取り組む。

感性を育む言葉
豊かな感性を育み表現を引き出す言葉掛けについて理解し、具体的な保育を
想定した指導場面での活用を考える。

感性豊かな音環境
感性豊かな音環境について、自ら身体の諸感覚を通じた体験を活かし、具体的
な環境構成を考える。

情報機器及び教材の活用
表現活動における情報機器及び教材の活用法について学び、実際に体験する
ことを通し、保育構想に活用できるよう考える。

教材研究
指導案作成の構造を理解し、音楽的なねらいについて具体的に考えるとともに
様々な教材研究を行う。

保育と援助
モデル指導案に基づいた保育実践をイメージしたり、体験したりして、保育者の
援助について考える。

３歳未満児の模擬保育
３歳未満児の音楽遊びの指導案を作成して模擬保育を行い、その振り返りを通
して保育の改善について考える。

３歳から５満児の模擬保育
３歳から５歳児の音楽遊びの指導案を作成して模擬保育を行い、その振り返り
を通して保育の改善について考える。

まとめ
ドキュメンテーションやポートフォリオ等の作成を通して保育を振り返り、幼児の心情や思
考についての理解を深め保育構想の向上に取り組む。

テキスト・参考書・参考資料等

幼稚園教育要領、   幼保連携型認定こども園教育・保育要領、　保育所保育指針、　　「楽しい音楽表現」圭文社

成績評価の方法及び割合

実技（５０％）　　課題（５０％）

オフィスアワー

    授業終了後

備考
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授業科目名 関係資格

学年 1年 学期 後期 必修・選択 選択 単位数 1 授業形態 演習

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

オフィスアワー

授業終了後１０分間程度

備考

準備物については初回の授業で説明する

本授業の振り返り
本授業で学んだ保育における造形表現活動などを振り返り、情報機器を使
用した「表現の課題ファイル」を作成し保育の場で活用できるようにする。

テキスト・参考書・参考資料等

〈テキスト〉 幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、保育所保育指針
              「２・３・４・５歳児の技法あそび実践ライブ」（ひかりのくに）
〈参考資料〉アートセラピーBasic（新興医学出版社）

成績評価の方法及び割合

作品・レポート（５0%）　受講姿勢・準備（５0%）

模擬保育（２） グループで作成した指導案に沿って教材研究を行う。

模擬保育（３） 作成した指導案に沿って模擬保育を行う。

模擬保育（４） 模擬保育の振り返りを通して改善を試みる。

情報機器や教材の活用
表現における情報機器及び教材の活用法について様々な事例を通して学
び、体験を通して保育構想に活かすアイディアを発想する。

造形表現発動の間接的援助とは
年齢や発達に応じた造形表現活動の面白さや楽しさの体験を可能とする素
材・用具・方法・場などの間接的な援助について学ぶ。

模擬保育（１）
これまでの造形表現活動などについての学びを踏まえた模擬保育を実践
するために、グループで多用な事例を提案し合い指導案を作成する。

自然と造形表現
自然を活かした造形表現活動などを実践し、幼児が美しいものに心を動か
している姿を想像しながら、表現活動が豊かになる環境について考える。

身近な素材を用いた造形表現
廃材等を用いた造形表現活動を実践し、幼児の素朴な表現に込められた
思いを汲み取り、更に興味を持って取り組める環境について考える。

五感を使った表現活動
五感を使った幼児の総合的な表現活動を実践し、豊かな感性を育て表現
が深まる言葉がけや環境の構成について考える。

様々な造形表現の鑑賞
表現や作品の鑑賞により観察技術を身に付け、実践例を通して幼児の表現
活動についての課題を見つけ、自身の保育構想につなげる。

造形表現活動の連続性
幼児期の造形表現活動を小学校の図画工作や他の様々な教科との学びの
連続性について具体的な事例から学ぶ。

幼児の造形表現活動のねらい
幼児の表現に対する素朴な気持ちを大切にし、意欲的に取り組めるような
援助の方法や環境の構成を考える。

授業項目 授業内容

領域（表現）について
授業の概要・進め方について映像を用いながら、幼児の様々な表現の姿を
通して領域（表現）のねらい及び内容について理解する。

遊びの中の「造形表現」を考える
遊びの中の造形表現における幼児の思いを読み取り、表現や表出につい
て具体的な場面を想定した指導法を考える。

　保育者の豊富な造形表現体験が幼児の表現を豊かにするため、得意不得意に拘らずに興味を持って取り組むことを心掛
ける。課題ごとに使用する道具や模擬保育の事前準備は授業時間外に行うことがある。

310271 保育内容（表現B）の指導法 幼稚園教諭二種免許状　保育士資格

担当教員名 溝上　義則
当該科目に関する

実務経験
授業の概要

　領域（表現）のねらい及び内容について理解を深め、幼児の発達に即して各領域を総合的に捉え、保育内容の展開や指
導法を学ぶ。五感を働かせて色や形や質感など様々な表現のツールを用いて造形表現活動の特徴や面白さを確認し、応用
や発展を考えて実践を重ね、総合的な表現活動を構想、計画、指導、実践する力を身に付ける。

授業の到達目標

　領域（表現）について、１）ねらい及び内容、全体構造を理解している。２）幼児が経験し身に付けていく内容と指導上の留意
点を理解している。３）保育・教育における評価の考え方を理解している。４）内容の関連性及び小学校の教科等とのつながり
を理解している。５）幼児の心情、認識、思考及び動き等を視野に入れた保育の構想の重要性を理解している。６）幼児の体
験との関連性を考慮した情報機器及び教材の活用法を理解し、保育構想に活用することができる。７）指導案の構造を理解
し、具体的な保育を想定した指導案を作成することができる。８）模擬保育とその振り返りを通して、保育を改善する視点を身
に付けている。９）保育実践の動向を知り、保育構想の向上に取り組むことができる。

学修の進め方
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授業科目名 関係資格

学年 1年 学期 前期 必修・選択 選択 単位数 2 授業形態 講義

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

備考

保育現場事例③ 乳児保育での事例について考える。

テキスト・参考書・参考資料等

乳児の生活と保育（ななみ書房）

成績評価の方法及び割合

筆記試験（50％）、レポート提出（10％）、受講姿勢（30％）、課題（宿題）（10％）

授業後１０分

乳児の食事・睡眠 基本的生活習慣を確立するための、食事・睡眠について理解し考える。

乳児の排泄 基本的生活習慣を確立するための、排泄について理解し考える。

オフィスアワー

期末試験

保育現場事例② 乳児保育での事例について考える。

職員の協力体制 保育現場における協力体制について理解し考える。

保護者と地域との連携 保護者と地域との連携の重要性を知り考える。

保育現場事例① 乳児保育での事例について考える。

心身発達―１、２歳児―① 1、2歳児の発達を知り、理解を深める。

心身発達―１、２歳児―② 1、2歳児の発達を知り、理解を深める。

心身発達―０歳児―① 0歳児の発達を知り、理解を深める。

心身発達―０歳児―② 0歳児の発達を知り、理解を深める。

遊びから学ぶ乳児の発達 乳児保育の環境構成について知り理解を深める。

保育園の乳児の生活 保育園の様子を知り、乳児の一日を知る。

乳児保育の意義と基本① 保育の現状、就学前教育の重要性と保育の意義を考える。

乳児保育の意義と基本② 保育の現状、就学前教育の重要性と保育の意義を考える。

授業項目 授業内容

授業の概要

310280 保育士資格

担当教員名 上田　健二
当該科目に関する

実務経験

乳児保育Ⅰ

乳児保育の意義と目的、歴史的変遷及び役割の理解。乳児の発達の主な特徴や生活の理解。関連施設の現場における
現状の課題理解。発育と発達を踏まえた保育内容と運営体制の理解。職員間の連携・協働及び保護者や地域関係機関と
の連携理解。さらに、様々な具体的事例を通して知識・理解を深める。

授業の到達目標

乳児保育を知り、その意義や目的を理解することを通して、乳幼児期の関りや知識習得の重要性を知る。さらに、保育現場
での子どもや職員・保護者への細やかな対応等で大切なコミュニケーション能力を磨きながら、自分の乳児保育に対する
考えを深める。

学修の進め方

テキストやプリントなどを介して知識を付け課題を明確にする。また、課題に沿ったグループ討議や次回の講義の際振り返
りを通して学習内容を深めていく。
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授業科目名 関係資格

学年 1年 学期 後期 必修・選択 選択 単位数 1 授業形態 演習

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

テキストやプリントなどを介して知識理解を深め、実際に体験してみるなどして課題を明確にする。

310281 乳児保育Ⅱ 保育士資格

担当教員名 上田　健二
当該科目に関する

実務経験
授業の概要

乳児の発育・発達の過程や特性を踏まえた援助や関りの基本的な考え方を理解。養護と教育の観点から、子どもの生活や
遊びと保育の方法及び環境について理解。乳児保育における配慮の実際の理解。乳児保育における計画について理解。
自身が体験することで、保育者としての自覚イメージを深化させる。

授業の到達目標

Ⅰで身につけた知識・技能の理解をさらに深め、保育現場での「創意工夫」や「ねらい」の必要性を感じ理解する。また、実
際の保育現場で自分の知識や技術を確認し、今後の課題を明確化する。また、教材等を利用して現場で役立つ技術を学
ぶ。

学修の進め方

授業項目 授業内容

乳児の発達① 乳児発達やその順序性について理解する。

乳児の遊び 乳児の発達を促す遊びについて考える。

手作りおもちゃ① 各自考案した手作りおもちゃを作製する。

手作りおもちゃ② 各自考案した手作りおもちゃを作製する。

手作りおもちゃ③ 各自考案した手作りおもちゃを作製する。

安全管理・保健衛生 乳児の安全な環境を整えるための注意点、保健・衛生について理解する。

保育現場子どもの様子（１） 実際に保育現場へ行き、保育者から学び、子どもと遊ぶ。

保育現場子どもの様子（２） 実際に保育現場へ行き、保育者から学び、子どもと遊ぶ

乳児の発達② 乳児発達やその順序性について理解する。

乳児への援助① 抱っこやおんぶについてその手法と発達を学び実践する

乳児への援助② 排泄やおむつ替えについてその手法と発達を学び実践する

乳児への援助③ ミルク・離乳食について提供の仕方と発達を学び実践する

乳児の発達③ 乳児発達やその順序性について理解する。

保育課程・指導計画 保育課程と指導計画・評価について知り、理解する。

保育者の役割、まとめ 保育者の役割とは何か、改めて考える。

期末試験

テキスト・参考書・参考資料等

乳児の生活と保育（ななみ書房）

成績評価の方法及び割合

筆記試験（50％）、レポート提出（10％）、課題（製作物）（20％）、受講態度（20％）

オフィスアワー

授業後１０分

備考
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 後期 必修・選択 選択 単位数 2 授業形態 講義

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

　学修の目標、内容、課題を提示した学習シートを中心に進める。毎回、学修シートの最後の「学びの感想」で学修の確認を行う。
最後に次回の学修につい予告するので、その項目について自修し、疑問点を整理してくる。

310290 幼稚園教諭二種免許状　保育士資格

担当教員名 室長　大應
当該科目に関する

実務経験

教育方法

授業の概要

　幼稚園教育要領の考え方を基礎として、をこれからの社会を担う子どもたちに求められる資質・能力を育成するために必要な幼児
教育の内容、方法、計画、情報機器および教材の活用に関する基礎的な知識・技能を修得する。

授業の到達目標

（1）幼児教育を中心とした教育方法の基礎的理論と実践を理解している。
（2）主体的・対話的で深い学びの実現など）を理解している。
（3）基礎的な幼児教育の理論や実践ををもとに、保育計画、指導案の作成ができる。
（4）情報機器を活用した効果的な保育の方法や情報活用能力の育成を視野に入れた適切な教材の作成、活用に関する基礎的な
　　能力の修得している。

学修の進め方

授業項目 授業内容

幼児教育の方法 保育の基本・保育の内容・保育の方法・5領域の教育

幼児教育の歴史と教育方法（１）
ペスタロッチ、ルソー、フレーベル、エレン・ケイ、モンテッソリ、デューイの教育
思想と教育方法

幼児教育の歴史と教育方法（２） 日本における教育思想と教育方法、幼児教育の歴史

保育・教育方法の本質 ３要領・指針における教育・保育方法

子どもの発達と特性 発達とは、子どもの発達のしくみ、発達に沿った指導方法

幼児理解とその方法 幼児理解、幼児保育と保育の方法

環境を通して行う保育 環境を通して行う保育、保育の環境、環境構成

遊びと保育(1) 幼児期の遊び、遊びを支える保育者の役割

遊びと保育(2) いろいろな遊び、科学遊び、伝統遊び

幼児教育とメディア(1) 幼児教育とメディア、メディアとしての児童文化財

幼児教育とメディア(2) 幼児教育におけるプログラミング、マインドストーム、スクラッチJR

幼児教育を構成する活動 遊び活動、生活活動、課題活動、行事活動、プロジェクト活動

保育と指導計画（1） 指導計画の考え方、指導計画の作成

保育と指導計画(2) 長期の指導計画、短期の指導計画、指導案の作成と評価

課題、演習、グループワークを中心とする。学修シートは毎回提出する。

保幼小連携をふまえた保育 小学校との接続、「育みたい資質・能力」と遊びを通しての総合的指導

期末試験

テキスト・参考書・参考資料等

テキスト：田中拓也他、『幼児教育方法論』 、学分社、文部科学省、『指導計画の作成と保育の展開』、フレーベル館、
　　　　　 文部科学省、『幼児理解に基づいた評価』、フレーベル館．
参考書：神長美津子他、 『幼児理解の理論と方法』 光生館、『幼稚園教育要領解説』など

成績評価の方法及び割合

筆記試験（50％）、演習レポート(30%）、学修シート・課題（20%）

オフィスアワー

授業日　16:20～17:00 研究室

備考
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 前期 必修・選択 選択 単位数 1 授業形態 演習

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

授業後10分、その他

備考

テキスト・参考書・参考資料等

全国大学音楽教育学会九州地区学会編「ピアノテキスト」（カワイ出版）

成績評価の方法及び割合

公開演奏（50％）、課題（50％）

オフィスアワー

ピアノレッスン　１3 ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードAを中心に

評価・まとめ 公開演奏

ピアノレッスン　１0 ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードAを中心に

ピアノレッスン　１1 ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードAを中心に

ピアノレッスン　１2 ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードAを中心に

ピアノレッスン　7 ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードAを中心に

ピアノレッスン　8 ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードAを中心に

ピアノレッスン　9 ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードAを中心に

ピアノレッスン　4 ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードAを中心に

ピアノレッスン　5 ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードAを中心に

ピアノレッスン  6 ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードAを中心に

ピアノレッスン　１
ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」（本学独自の履修表）グレード
Aを中心に

ピアノレッスン　2 ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードAを中心に

ピアノレッスン　3 ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードAを中心に

　毎回、次の授業の課題を指示するので各自で練習をしてください。練習時間が不足と感じた時は、ピアノ練習室や自宅で練習し
てください。毎回のレッスン時、ピアノ進度表を担当教員に提出し捺印をもらってください。

授業項目 授業内容

オリエンテ－ション ピアノ実技の受講目的と内容説明、ピアノグレード進度表説明

授業の概要

  保育者として必要なピアノの基本的技能を身に付け、音楽的知識と表現力、音楽的感性を高め、子どもの発達に応じた音楽的な
活動を工夫できる音楽能力の養成を行う。グレード制を設け、個々の到達度に応じた個人レッスンで進める。

授業の到達目標

  １、ピアノテキストの中から指定された曲を演奏することができる。　２、「ピアノグレード進度表」グレードAの曲を演奏することができ
る。

学修の進め方

310320 保育士資格

担当教員名
尾家 京子　　・　　松本 朋美
宮﨑 望　　　 ・　　前野 涼子

当該科目に関する
実務経験

ピアノⅠ
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 後期 必修・選択 選択 単位数 1 授業形態 演習

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回 評価・まとめ 公開演奏

テキスト・参考書・参考資料等

全国大学音楽教育学会九州地区学会編「ピアノテキスト」（カワイ出版）

成績評価の方法及び割合

公開演奏（50％）、課題（50％）

オフィスアワー

授業後10分、その他

備考

ピアノレッスン　１2 ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードBを中心に

ピアノレッスン　１3 ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードBを中心に

ピアノレッスン　１4 ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードBを中心に

ピアノレッスン　9 ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードBを中心に

ピアノレッスン　１0 ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードBを中心に

ピアノレッスン　１1 ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードBを中心に

ピアノレッスン　6 ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードBを中心に

ピアノレッスン　7 ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードBを中心に

ピアノレッスン　8 ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードBを中心に

ピアノレッスン　3 ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードBを中心に

ピアノレッスン　4 ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードBを中心に

ピアノレッスン　5 ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードBを中心に

授業項目 授業内容

ピアノレッスン　１ ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードBを中心に

ピアノレッスン　2 ピアノ実技の基礎を学ぶ 「ピアノグレード進度表」グレードBを中心に

　毎回、次の授業の課題を指示するので各自で練習をしてください。練習時間が不足と感じた時は、ピアノ練習室や自宅で
練習してください。毎回のレッスン時、ピアノ進度表を担当教員に提出し捺印をもらってください。

310321 保育士資格

担当教員名
尾家 京子　　・　　松本 朋美

宮﨑 望　・　前野 涼子　･　松原 千恵
当該科目に関する

実務経験

ピアノⅡ

授業の概要

  保育者として必要なピアノの基本的技能を身に付け、音楽的知識と表現力、音楽的感性を高め、子どもの発達に応じた音
楽的な活動を工夫できる音楽能力の養成を行う。グレード制を設け、個々の到達度に応じた個人レッスンで進める。

授業の到達目標

　1、ピアノテキストの基礎編の中から指定された曲を演奏することができる。　２、「ピアノグレード進度表」グレードBの曲を演
奏することができる。

学修の進め方
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授業科目名 関係資格

学年 1年 学期 前期 必修・選択 選択 単位数 1 授業形態 演習

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

課題ごとに指定する道具を準備する必要がある。作品の展示環境等を考えたうえで、撮影方法についても学ぶ。

310360 図画工作 保育士資格

担当教員名 溝上　義則
当該科目に関する

実務経験
授業の概要

　画材等の基本的な使用方法や、平面と立体による表現を学びながら、ものづくりの楽しさを体験する。また、身近な環境から
素材や課題を発見し、造形表現へと展開することで、保育者に必要な感性や創造力、柔軟性を育む。

授業の到達目標

１）ものづくりの楽しさを味わうことができる。
２）画材等の特性を理解し、使用方法や表現方法を修得する。
３）画材の準備や作品の展示・保管を実践できる。
４）子どもの発達段階に応じた表現を知り、支援の方法について考えることができる。

学修の進め方

授業項目 授業内容

色を知る１ 三原色による混色を体験し、色相・彩度・明度について学ぶ

色を知る2 ハサミの使用方法と折紙・色画用紙を使った配色の学習

色を知る3 食紅を使った色水づくりと写真の撮り方を学ぶ

色を知る4 折紙・色画用紙を使った作品づくり

紙を使った表現１ 和紙・ケント紙・画用紙など紙の特徴に合わせた作品づくり

紙を使った表現2 紙の種類や扱い方の基礎を学び、立体カードを作成する

モダンテクニック１ スクラッチを用いた作品づくり

モダンテクニック2 バチックを用いた作品づくり

モダンテクニック3 フィンガーペインティングによる作品づくり

モダンテクニック4 フロッタージュを用いた作品づくり

版画1 スチレンボードを用いた版画作品づくり

版画2 紙版画による作品づくり

立体表現1 粘土による造形の可能性を探る

立体表現2 段ボールなどの廃材を利用した造形表現について考える

　準備物については初回の授業で説明する

まとめ 自身の作品をファイルにまとめ、各技法の特徴について振り返る

テキスト・参考書・参考資料等

造形道具の知識と技術が楽しくしぜんに育つ本
幼稚園教育要領、 幼保連携型認定こども園教育・保育要領、保育所保育指針

成績評価の方法及び割合

作品・レポート（５0%）　受講姿勢・準備（５0%）

オフィスアワー

授業終了後１０分間程度

備考
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 後期 必修・選択 選択 単位数 1 授業形態 演習

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

  主に、以下の演じ方の基礎ならびに製作方法を学び、各自が製作及び実技発表を行います。☆は実技、★は製作と実技
・お話（ストーリーテリング）☆絵本☆紙芝居☆わらべ歌、ことばあそび★ペープサート★パネルシアター★エプロンシアター
・毎時間、グループごとに手遊びの実技試験を行います。
・一人一冊「絵本Book」（絵本の情報を整理したもの）を作成します。

310380 保育士資格

担当教員名 江玉　睦美
当該科目に関する

実務経験
1年

言語遊び

授業の概要

　本演習は、保育の現場で活用できる言語表現を中心とした保育実技を習得することを目的とするものである。そこで、保育現場で
活用される児童文化財を中心に、演じ方の基礎ならびに製作方法を学び、各自が製作及び実技発表を行うこととする。

授業の到達目標

・児童文化財を活用した保育活動に必要な基礎的知識・技術を身につけることができる。
・絵本の読み聞かせに関する知識と技術を身につけることができる。
・ペープサートおよびエプロンシアターを製作、実演することができる。

学修の進め方

授業項目 授業内容

保育における言語表現の意義 保育における領域「言葉」および「表現」と言語表現について学ぶ

保育における児童文化財の意義 保育における児童文化財の意義について学ぶ

絵本の読み聞かせ① 絵本の読み聞かせの基礎的な知識と技術及び絵本の選び方について学ぶ

絵本の読み聞かせ② 絵本の読み聞かせの実技

紙芝居 紙芝居の基礎的な知識と技術について学び、紙芝居を実演する

わらべうた・ことばあそび 保育におけるわらべうたやことばあそび

ペープサート① ペープサートの基礎的な知識と技術について学ぶ

ペープサート② ペープサートの製作

ペープサート③ ペープサートの実演

パネルシアター① パネルシアターの基礎的な知識と技術について学ぶ

パネルシアター② パネルシアターの製作

パネルシアター③ パネルシアターの実演

エプロンシアター① エプロンシアターの基礎的な知識と技術を学ぶ

エプロンシアター② エプロンシアターの製作

エプロンシアター③ エプロンシアターの実演

テキスト・参考書・参考資料等

川勝泰介他編著『言葉と表現力を育む児童文化』　萌文書林、2018年
＜参考資料＞『保育所保育指針解説』（平成29年告示　厚生労働省）フレーベル館、2018年
＊その他、適宜資料を配ります。

成績評価の方法及び割合

製作及び実技に関して次のように評価します。①絵本の読み聞かせ・紙芝居　（10％）②手遊び（10％）③ペープサート製
作物提出（10％）及び実技（10％）④パネルシアター製作物提出（15％）及び実技（10％）⑤エプロンシアター製作物提出
（15％）及び実技（10％）⑥絵本Book（10％）

オフィスアワー

お昼休み時間とします（金曜日を除く）。ただし、事前連絡があればその都度対応します。

備考
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 後期 必修・選択 選択 単位数 - 授業形態 演習

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

310410 幼稚園教諭二種免許状

担当教員名 江玉　睦美　・　麻生　愛子
当該科目に関する

実務経験
1年

教育実習指導

授業の概要
　 本科目は、2年次に行う幼稚園における教育実習の事前指導として行うものである。幼稚園実習において必要となる基本的な知
識や技能を習得するとともに、幼稚園での観察実習を通して観察記録の取り方や実習日誌の書き方を実践形式で習得していく。と
くに、本演習のまとめとして、教材研究・指導案の作成・模擬保育・保育のふり返りのプロセスを経験することによって、保育実践の基
礎を習得することを目指す。

授業の到達目標

・教育実習に必要な基礎的知識・技能を習得し、教育実習に向けた心構えを身につける。
・幼稚園における観察の要点や記録の取り方について習得する。
・指導案の作成方法や教材研究などを含む保育実践の基礎を習得する。

学修の進め方

・初回授業時に教育実習指導ファイルを配布する。毎回、配布される資料を整理し、ファイリングすること。
・資料整理や教材研究、模擬保育に必要となる道具類は各自で準備すること。
・観察記録や指導案の提出は期日を守ること。

授業項目 授業内容

教育実習の基本 幼稚園教育の目的・内容及び教育実習の目的・意義・心構えについて学ぶ

附属幼稚園見学参加実習① 附属幼稚園運動会の見学ならびに運営補助

附属幼稚園見学参加実習② 附属幼稚園運動会の見学ならびに運営補助

保育をみる目 保育実践を通して保育について学ぶ（VTR視聴）

幼稚園見学参加実習事前指導 観察の要点及び観察記録の取り方について学ぶ

幼稚園見学参加実習① 幼稚園における見学・参加実習

幼稚園見学参加実習② 幼稚園における見学・参加実習

幼稚園見学参加実習事後指導 幼稚園における見学・参加実習に関する事後指導（観察記録の作成）

指導案の基本と作成 指導案作成の基本について学ぶ

模擬保育① 模擬保育に向けた教材研究・指導案の作成（絵本の読み聞かせ）

模擬保育⑤ 指導案の作成（製作遊び）

模擬保育⑥ 模擬保育及び反省・評価

模擬保育② 指導案の作成（絵本の読み聞かせ）

模擬保育③ 模擬保育及び反省・評価

模擬保育④ 模擬保育に向けた教材研究・指導案の作成（製作遊び）

お昼休み時間とします（金曜日を除く）。ただし、事前連絡があればその都度対応します。

備考

・教育実習に直接関わる授業となるため、必ず出席すること。やむを得ず欠席する場合は、事前に担当教員に届け出ること。
・授業計画の順番は入れ替わる場合がある。

テキスト・参考書・参考資料等

・『幼稚園教育要領解説』（平成29年告示　文部科学省）フレーベル館、2018年
・田中亨胤監修・山本淳子編著『実習の記録と指導案』ひかりのくに、 2018年
・民秋言他編著『幼稚園実習』   北大路書房、2020年
＊この他、教育実習指導ファイルならびに資料を配布します。

成績評価の方法及び割合

模擬保育（70％）、資料ファイルの整理（30％）
＊単位の認定は2年次後期に行い、3期（1年次後期・2年次前期・2年次後期）の平均点で評価する。

オフィスアワー
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 後期 必修・選択 選択 単位数 2 授業形態 実習

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回 指導実習３ 安全及び疾病予防への配慮について体験的に理解する。

授業日の放課後、事前にメール等の連絡を頂いた場合には、日時を調整後、対応することは可能です

実習を行う為の諸手続（受け入れのお願い・事前訪問・健康診断等）を必ず自分で行わなければならない。また、受講状況及び
単位取得状況により、実習に出ることができない場合がある。

厚生労働省編『保育所保育指針解説』フレーベル館（２０１８）
・田中亨胤監修、山本淳子編著『実習の記録と指導案』ひかりのくに（２０１８）
・大豆生田啓友・渋谷行成・鈴木美枝子・田澤里喜編著『これからの時代の保育者養成・実習ガイド』中央法規（２０２０）

実習施設による評価（70％）、実習の事前事後の手続き等（30％）である。ただし、最終評価については、学科における実習判定
会議にて決定を行う。

テキスト・参考書・参考資料等

成績評価の方法及び割合

オフィスアワー

備考

指導実習１

指導実習２

実習日誌の作成を通して、記録の意義やその取り方を身に付ける。

部分実習の指導案を立案、実践する。

保育士としての倫理観を具体的に学ぶ。

参加実習４

園内における職員の役割分担や保育士のチームワークについて、体験的に理
解する。

家庭や地域社会との連携や関り方を理解する。

環境整備の大切さを実際の体験を通して学ぶ。

参加実習５

参加実習１

保育計画に基づく、指導計画のあり方を学ぶ。

実際に生活や遊びなどの一部分を担当し、保育技術や援助の在り方を学ぶ。

参加実習２

参加実習３

観察実習３

観察実習４

実習する保育所の概要や、保育の目標を知る

保育の参加し、一日の流れを理解する。

子どもの観察や関りを通して乳幼児の遊びや生活の実態、発達を理解する。

　内容理解については、事前事後指導で行う。

授業項目 授業内容

観察実習１

観察実習２

授業の概要

　1年後期終了後、2月初旬の10日間実習を行う。実習内容は、観察・参加・指導実習とする。実習期間中は、毎日保育の実習記録
をとり、実習日誌を園に提出しなければない。また、実習指導担当保育士などの指導を受けながら、部分保育実習の指導案を立案
し実践する。詳細については、保育実習指導の授業にて行う。実習中、幼児教育学科教員による訪問指導を行う。

授業の到達目標

　保育所の生活参加し、乳幼児への理解を深めるとともに、保育所の機能とそこでの保育士の職務について実践を通して理解でき
る。部分実習の指導案を立案し、指導実習を行うことができる。

学修の進め方

310420 保育実習Ⅰ（保育所） 保育士資格

担当教員名 森　依子
当該科目に関する

実務経験
保育士経験
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 後期 必修・選択 選択 単位数 2 授業形態 実習

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

成績評価の方法及び割合

オフィスアワー

日常の保育士と子ども（利用者）とのかかわりを通して、子ども（利用者）にとって
よりよい生活やかかわりのあり方を学ぶ。

子ども（利用者）の最善の利益を追求する施設全体の取り組みについて学ぶ。

守秘義務の遵守がどのようになされているか、個人のプライバシーがどのように
配慮されているかを学ぶ。

施設全体の安全に対する仕組みと、一人ひとりの子ども（利用者）に対する安全
や衛生の配慮について理解する。

テキスト・参考書・参考資料等

実習を行う為の諸手続（事前訪問・健康診断など）を必ず自分で行わなければならない。また、受講状況及び単位取得状況によ
り、実習に出ることができない場合がある。

実習施設による評価（70％）、実習の事前事後の手続き等（30％）である。
ただし、最終評価については、学科における実習判定会議にて決定を行う。

310430 保育実習Ⅰ（施設） 保育士資格

担当教員名 森　依子
当該科目に関する
実務経験

授業の概要

　実習施設は「保育実習実施基準」に提示されている施設とし、1年次の春季休業中、保育実習Ⅰ（保育所）終了後の3月中の10日
間、施設での宿泊または自宅からの通所で実習を行なう。実習の段階は観察・参加実習とする。実習施設の指示により部分指導実
習を行なう事もある。実習中に、幼児教育学科の教員が訪問指導を行なう。

授業の到達目標

　児童福祉施設（保育所以外）、その他社会福祉施設の生活に参加し、子ども（利用者）への理解を深めるとともに、施設の機能とそ
こでの保育士の職務について理解する。

学修の進め方

　事前事後の指導は、保育実習指導Ⅰ（施設）の授業にて行う。実習手続き等は本人が理解して期限に沿って行う。また実習が効
果的になるように、積極的に児童福祉施設の情報を収集する。社会福祉施設のボランティアなどへは積極的に参加しておくことが
望ましい。

保育実習指導ファイル　保育所保育指針解説書
・大豆生田啓友・渋谷行成・鈴木美枝子・田澤里喜編著『これからの時代の保育者養成・実習ガイド』中央法規（２０２０）

授業項目 授業内容

実習施設の理解

一日の流れの理解

子ども（利用者）のニーズ理解

支援計画の理解Ⅰ

施設の概要を理解する。設立理念と養護の目標を理解する。

施設の生活に参加し、一日の生活の流れや、施設の生活状況を理解する。

観察を通して、子ども（利用者）の実施を理解する。子ども（利用者）と生活を共
にし、かかわりを通してニーズを理解する。

支援計画の意味を理解し、施設全体の援助の実態を学ぶ。

備考

施設・家庭・地域社会との連携の理解

年齢・発達その他個人の特性などに応じた支援計画を学ぶ。

保育士の援助の実際を通して、養護技術を学ぶ。

子ども（利用者）の個別性に配慮した養護のあり方を学ぶ。

支援計画の理解２

養護技術の習得１

養護技術の習得２

職員間の役割分担の理解
職員間の引き継ぎ等に触れて、一貫性・継続性に配慮した養護の視点を学ぶ。
異業種間の業務内容や役割から、チームワークのあり方を学ぶ。

施設と家庭の連携の実態のあり方を理解する。保育士と保護者との連携につい
て学ぶ。地域における支援事業の実態について理解する。

安全及び疾病予防の理解

授業日の放課後、事前にメール等の連絡を頂いた場合には、日時を調整後、対応することは可能です

子ども（利用者）の最善の利益の具体
化について１

子ども（利用者）の最善の利益の具体
化について２

保育士の倫理観
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 通年 必修・選択 選択 単位数 1 授業形態 演習

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

現場での実習に直接関わる授業。全回出席をすること。欠席者には補習、補完が必要なので、前もっての欠席の届けが必要。
やむを得ず欠席の場合は、後日届け出ること。

実習直前指導 直前チェック・連絡方法・終了後の手続き等・実習日誌他配付

テキスト・参考書・参考資料等

厚生労働省編『保育所保育指針解説』フレーベル館（２０１８）
・田中亨胤監修、山本淳子編著『実習の記録と指導案』ひかりのくに（２０１８）
・大豆生田啓友・渋谷行成・鈴木美枝子・田澤里喜編著『これからの時代の保育者養成・実習ガイド』中央法規（２０２０）

成績評価の方法及び割合

実習前までの課題提出（発表等を含む）(60％)、資料ファイル整理(20％)、受講態度(20％)（前後期実習前まで通年）

実習における心得
実習評価票について　・全国保育士会倫理綱領について　・お礼状の書き方に
ついて

オフィスアワー

授業日の放課後、事前にメール等の連絡を頂いた場合には、日時を調整後、対応することは可能です

備考

指導計画について③ 指導案の立て方について　・誓約書の作成について

指導計画について④ 指導案の立て方について

事前訪問について 事前訪問の手続き　　・事前訪問実施報告書の書き方　　・健康診断

手続きについて② 保育実習Ⅰの履修について　　・　「実習受け入れのお願い」に向けて

指導計画について① デイリープログラム　・　指導案　　・　実習日誌について

指導計画について② 指導案の立て方について

見学実習 学外保育所見学実習

保育所見学事後学習 保育者に望まれる資質・保育士の職務と役割等　・敬語の使い方について

手続きについて① 保育実習Ⅰ（保育所）までの流れ及び依頼の手続きについて

実習生とは 心得・マナー・守秘義務

保育所とは① 子どもの育ちを支える保育実践

保育所とは②
保育所の社会的役割　保育所見学事前学習　エプロン・実習服用の名札製作
について

　実習を行う上で、必要な手続き書類等の作成や、実践に必要名準備などを課題として行う。また必要に応じて個別指導をする。

授業項目 授業内容

保育実習とは 意義と目的・形態と方法・実施計画等

授業の概要

　１年後期実施する、初めての実習に向けての事前指導として行われる授業である。今後実施される全ての実習の異本について講
義を行うと共に、実際に学外の保育所に出かけて見学実習も行う。前期・後期通年の授業内容である。保育実習指導Ⅰ（施設）の授
業とかみ合わせて開講する。

授業の到達目標

　保育実習の意義や目的を理解し、保育所での実習を円滑に進めていくための心構えや知識・技術を習得する。実習での学習内
容や課題を明確化するとともに、子どもの人権と最善の利益の考慮、プライバシー保護や守秘義務についての理解ができる。実習
に必要な手続きの方法を習得し、実践できる。また、実習生としての礼儀作法や行動が出来る。

学修の進め方

310440 保育実習指導Ⅰ（保育所） 保育士資格

担当教員名 森　依子
当該科目に関する

実務経験
保育士経験
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 通年 必修・選択 選択 単位数 1 授業形態 演習

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

受講状況及び単位取得状況により、実習に出ることができない場合があります。テキストは購入し、授業に持ってきてください。

各実習施設の種類と概要、業務内容などについて理解する。

各実習施設の種類と概要、業務内容などについて理解する。

各実習施設の種類と概要、業務内容などについて理解する。

保育実習指導テキストファイル　保育所保育指針解説
大豆生田啓友・渋谷行成・鈴木美枝子・田澤里喜編『これからの時代の保育者養成・実習ガイド』中央法規（２０２０）

個人発表等課題（40％)、授業内容課題（30％）、プレ実習参加及び日誌記録（30％）である。ただし、前期・後期それぞれの平均
を通年で評価する。休んだ場合は申し出て補講を受けること。

施設実習について２

施設実習について３

施設実習について４

施設実習について５

施設実習についての説明

夏期休暇中の過ごし方

各実習施設の種類と概要、業務内容などについて理解する。

宿泊を伴う実習を含めた実習の留意点やこれrに関する事務手続きについて説
明を受ける。

310450 保育実習指導Ⅰ（施設） 保育士資格

担当教員名 森　依子
当該科目に関する

実務経験
授業の概要

　1年春季休業中に実施される保育実習Ⅰ（施設）での学習内容・課題を明確にし、それに対応できる実践力を身につける。「実習に
おける基本的な心構え（服務）」「実習施設の役割及び機能の理解」「利用者とのかかわり方」「実習記録の記入の仕方」「実習にかか
わる事務手続きの実際」などの内容を中心に授業を行う。

授業の到達目標

　児童福祉施設（保育所以外）や社会福祉施設での実習を円滑に進めていくために必要な知識・技術を習得し、実習への意欲や意
識を高めるともに、実習生としての基本的心構えを理解し、学外実習への準備を行うことができる。

学修の進め方

　授業での学びだけでなく、積極的に児童福祉施設の情報を自分で収集する。夏休みの福祉施設のボランティアなどに、プレ実習と
してできるだけ参加する。

授業項目 授業内容

施設実習の意義・目的について

施設実習について１

保育士資格取得における施設実習の意義や目的について理解する。

各実習施設の種類と概要、業務内容などについて理解する。

プレ実習など夏期休業中の過ごし方の説明を受ける。

履歴書作成について

施設実習への心構え

利用者とのかかわり方について

履歴書の書き方や留意点について理解する。

実習生としてふさわしい言葉遣いや挨拶など、実習に対する心構えについて理
解する。

利用者とのかかわり方や個人情報やプライバシーの保護、守秘義務の趣旨を学
び、理解する。

実習日誌の書き方

実習へ向けての準備

事前訪問について

実習日誌の書き方や留意点について理解する。

それぞれ各実習ごとの実習内容や留意事項、施設の概要について理解する。

事前訪問での留意点や、健康診断その他の手続きなどについて説明を受ける。

テキスト・参考書・参考資料等

成績評価の方法及び割合

備考

実習事前指導 訪問指導や実習中の報告や連絡、終了後の手続きについて説明を受ける。

オフィスアワー

授業日の放課後、事前にメール等の連絡を頂いた場合には、日時を調整後、対応することは可能です
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 前期 必修・選択 選択 単位数 2 授業形態 講義

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

インターネットとセキュリティ、コンピュータウィルス、アンチウィルスソフト

毎回、授業の具体的な学習目標、学習内容、課題を記述した「学修シート」を配布する。学修シートは授業の終わりに提出
する。
また、課題は次回授業の始めまでに提出する。

310510 幼稚園教諭二種免許状

担当教員名 室長　大應
当該科目に関する

実務経験

情報処理論

授業の概要

情報化社会の特徴と課題、 ICTの活用の実際など、具体事例を中心とした講義、実習、および討議を中心にすすめる。
また、eラーニングによる確認テストを毎回実施する。

授業の到達目標

1．情報機器を適切に取り扱い、氾濫する「情報」を選択理解し、適切に処理するための情報リテラシーを習得する。
2．情報機器を活用した画像・文字・知識の情報処理の基礎理論を理解する。
3．幼児教育の実践に必須のICT活用の基礎的な知識技能を習得する。

学修の進め方

授業項目 授業内容

オリエンテーション

コンピュータと情報

情報処理論を学ぶ意味、情報化社会を生きる

コンピュータで扱うデータ、データの表現、文字コードの特徴

情報セキュリティ

コンピュータの歴史、特徴、種類コンピュータの歴史

ハードウェアの構成と役割

OSの役割と種類

アプリケーションと利用

アプリケーションと利用（２）

コンピュータの構成と機能、インターフェイス、USB

OSの役割、種類、Windowsの特徴、ログインの実際

情報検索、図書検索の方法

ワープロソフト、表計算ソフトの特徴

レポートの書き方１

レポートの書き方２

プレゼンテーションソフトの特徴、PowerPointの基礎

コンピュータネットワークの基礎、LAN/WAN

インターネットの歴史と仕組み、インターネットサービス、電子メール

アプリケーションと利用（３）

アプリケーションと利用（4）

アプリケーションと利用（４）

コンピュータネットワーク

インターネットと電子メール

　課題は個人フォルダに保存する。

情報モラル

情報技術の進展と社会

期末試験

テキスト・参考書・参考資料等
テキスト：『これだけは知っておこう！情報リテラシー』、noa出版、梅田望夫著、『ウェブ時代をゆく』、ちくま新書、

『学生のためのOfficeスキル活用＆情報モラル』、noa出版．
参考図書：『世界一やさしいエクセル ワード パワーポイント2019/Office365対応』、インプレス

著作権、知的財産権、インターネット利用のルールとマナー

Web時代の特徴、Web時代の光と影

成績評価の方法及び割合

確認テスト(20％）、期末試験（40％）、学修シート（学習課題を含む）（20％）、レポート）（20％）

オフィスアワー

授業日　16:20～17:00

備考
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授業科目名 関係資格

学年 １年 学期 前期 必修・選択 選択 単位数 1 授業形態 演習

授業計画

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

　毎回の授業テーマによる、基本的な学修内容を実践する。

310560

担当教員名 尾家　京子
当該科目に関する

実務経験

ゼミナールⅠ

授業の概要

　専門科目を学ぶ大学生としての心構えや、保育者としての資質を理解するための基礎学習を行う。

授業の到達目標

　大学生としての学習方法や言葉遣い、日常のマナーを習得するとともに、保育者に必要な専門的な学修を行うための
態度を身に付ける。

学修の進め方

授業項目 授業内容

大学での学び 大学で学ぶということ、講義の受け方、書類・レポートの扱い方等

保育者になるために 資格や免許の取得と授業について

保育者とは 保育者に求められるものについて考える

マナーを学ぶ　Ⅰ 保育者に求められる挨拶、身だしなみ、電話対応等

マナーを学ぶ　Ⅱ 正しい敬語、訪問時のマナー、お茶のマナー等

マナーを学ぶ　Ⅲ 日常生活のマナーを身につけ、実習や訪問の機会を設定し考える

はがき・手紙の書き方 はがき・手紙の書き方の基本を学び、恩師にはがきを書く

評価・まとめ レポート作成、ファイルを整理する

テキスト・参考書・参考資料等

幼稚園教育要領、   幼保連携型認定こども園教育・保育要領、　保育所保育指針、　　配布資料

成績評価の方法及び割合

レポート・課題（５０％）、実演（５０％）

オフィスアワー

授業終了後１０分

備考
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