
 
 
 

授業科目名： 
文学 

教養科目 
 

単位数： 
2単位 

担当教員名：馬見塚昭久講師 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ  

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 『短編工場』（集英社文庫編集部編 集英社）収録作品のうち、『ここが青山』『太陽の

シール』『陽だまりの詩』『金鵄のもとに』の４作品 
（参考文献 : 宮川健郎『物語もっと深読み教室』岩波ジュニア新書） 
  

授業の概要 
日本の現代文学について、代表的な作家の作品を味わいながら分析的に読解し、文学作品に対する感性

を養います。 

授業の到達目標及びテーマ 
①登場人物の経験と心理を共感的に理解する。 
②保育者として必要な読解力を高める。 
③読書を通して豊かな感性を磨く。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 太陽のシール① 
・全体を通読し、内容のあらましを捉える。 
・１章～３章（１１９～１２８ページ）を文脈に沿って詳しく読む。 

２ 太陽のシール② ・４章～６章（１２９～１４６ページ）を文脈に沿って詳しく読む。 
３ 太陽のシール③ ・７章～９章（１４６～１６０ページ）を文脈に沿って詳しく読む。 

４ ここが青山① 
・全体を通読し、内容のあらましを捉える。 
・１章（４３～５４ページ）を文脈に沿って詳しく読む。 

５ ここが青山② ・２章（５４～６５ページ）を文脈に沿って詳しく読む。 
６ ここが青山③ ・３章（６５～７６ページ）を文脈に沿って詳しく読む。 

７ ここが青山④ ・４章（７７～８４ページ）を文脈に沿って詳しく読む。 

８ 陽だまりの詩① 
・全体を通読し、内容のあらましを捉える。 

・１章（２１７～２２４ページ）を文脈に沿って詳しく読む。 

9 陽だまりの詩② ・２章（２２４～２３３ページ）を文脈に沿って詳しく読む。 

10 陽だまりの詩③ ・３章（２３４～２４０ページ）を文脈に沿って詳しく読む。 



 
 
 

11 陽だまりの詩④ ・４章（２４０～２５１ページ）を文脈に沿って詳しく読む。 

12 金鵄のもとに① 
・全体を通読し、内容のあらましを捉える。 

・１章～２章（２５５～２７５ページ）を文脈に沿って詳しく読む。 

13 金鵄のもとに② ・３章～４章（２７５～２８２ページ）を文脈に沿って詳しく読む。 

14 金鵄のもとに③ ・５章～６章（２８２～２８７ページ）を文脈に沿って詳しく読む。 

15 金鵄のもとに④ ・７章～８章（２８７～３００ページ）を文脈に沿って詳しく読む。 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
心理学 

教養科目 単位数： 
2単位 

担当教員名：亀田佐知子非常勤講師 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ  

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 「新・はじめて学ぶこころの世界」山崎晃・浜崎隆司編著 北大路書房 
（参考文献） 
『心理学辞典』中島義明（編）有斐閣、『自分でできる心理学』宮沢秀次・二宮克美・

大野木裕明 ナカニシヤ、『新版ＴＥＧ２』東京大学医学部心療内科ＴＥＧ研究会（編）

金子書房、『心理学フロンティア―キーワードコレクション』子安増生・二宮 克美（編）

新曜社 

授業の概要 
この授業では、直感や経験から物事を考えるのではなく、実験的な手法や統計的なデータから、人の行

動や心の働きを理解していくことを目的とする。 
具体的には、自分がどのように物を見て考え、記憶しているかなど、普段の生活などでは当たり前に思

っていることを心理学の見地から考え、自分の視野を広げることを試みる。また、長い人生を生涯発達

心理学、人間関係を社会心理学の視点から検討することで、人の心の働きを再考する機会とする。 

授業の到達目標及びテーマ 
①知覚・記憶・学習・思考について代表的な理論を理解し、自分の学習スタイルを考察する。 
②性格や発達の視点から自分らしさを理解し、長い人生の中での今の発達課題やこれからの発達課題に

ついて考察する。 
③社会へ適応するため、自分なりのストレスとの上手な付き合い方をみつける。親密な関係づくりのプ

ロセスを理解し、今の人間関係を考察する。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ こころの世界を探る 
心理学が学問であるための「科学史」の流れを学ぶ。心理学が科学的

心理学として成立するために何が必要かを知る。 
（第1章第1節から2節） 

２ こころをとらえる 
「ものを見ること」や「音を聴くこと」に心が介在していることを学

ぶ。（第2章第1節） 

３ 
こころとからだの発

達（乳児期～児童期） 
発達の基本的概念を理解する。乳児期から児童期までのこころや体の

変化を理解する。（第3章第1節から2節） 

４ 
発達（青年期～老年

期） 
青年期から老年期に至るまでのこころや体の変化を学び、今の自分の

課題、これからの自分の課題について考察する。 



 
 
 

（第3章第2節から3節） 

５ 私らしさの形成 
性格に関する代表的な理論を学び、「自分らしさ」がどのように形成

されてきたのかを考察する。（第4章第1節から2節） 

６ 人をかりたてるもの 

情動とは何か、情動の発達を学ぶ。「やる気」になるためにはどんな

情動の変化が必要かについて、動機づけや自己効力感などから考察す

る。（第5章第1節から2節） 

７ 
学ぶことのしくみ（記

憶） 

記憶する、忘却するとはどういうことかを学び、効率の良い記憶方略を

考察する。（第6章第1節） 

８ 
学ぶことのしくみ（学

習） 

様々なことを今までどのように学習してきたのかについて、代表的な

学習理論から学ぶ。また、効率良い学習方法を考察する。 

（第6章第2節） 

9 
学ぶことのしくみ（知

能） 

知能とは何かを理解し、知能検査で測られる知能とは何を指すのかを

学ぶ。知能と発達の関連についても学ぶ。（第6章3節） 

10 
新しいものをつくり

出す 

創造的思考力とは何かを学ぶ。創造的思考力をどのように伸ばすこと

ができるのかを考察する。（第7章第1節から2節） 

11 
わかることと考える

こと 

「考える」ことの発達を通して「わかる」ということが成り立つこと

を学ぶ。特に幼児の思考について、発達における違いを理解する。 

（第8章第1節から2節） 

12 
人と人との結びつき

１ 

エリクソンの心理・社会的発達の理論をもとに、各発達段階での発達

課題（心理・社会的危機）を学ぶ。（第9章第1節から2節） 

13 
人と人との結びつき

２ 

青年期以降は特定の人と親密な関係を徐々に作り上げていく時期で

もある。親密な関係づくりのプロセス（出会いから別れまで）につい

て学ぶ。（第9章第3節から4節） 

14 社会に適応すること 
適応とストレスについて学び、ストレスを軽減する為の対処法（コー

ピング）を学ぶ。（第11章第1節から2節） 

15 
こころのトラブル・私

たちとコンピュータ 

①ストレスが原因となる病気についてその症状を学び、こころのトラ

ブルに対処する方法として、いくつかのカウンセリング法があること

を知る。（第12章第1節から2節） 

②インターネットとの上手な付き合い方について学ぶ。（第10章第1

節から4節） 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
経済学 

教養科目 単位数： 
2単位 

担当教員名：亀掛川芽以非常勤講師 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ  

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 ①『単位が取れるマクロ経済学入門』石川秀樹著 講談社 
②『初めて学ぶ人のための経済入門』松村敏・玉井義浩共編 培風館 

授業の概要 
初めて経済学を学ぼうとする学生を対象とした、経済入門的な講座です。経済学は難しいものではなく、

私達の日々の生活は様々な経済の動きと密接に関わっています。例えば毎日新聞やTVのニュースで報道

されているインフレ率や失業率、経済成長率などです。この講座で経済の基礎を学び、現実の経済の動向

について理解できるようになることを目指します。 

授業の到達目標及びテーマ 
①経済の基礎を身につける。 
②新聞の経済面や経済雑誌、TVのニュースで登場する単語や内容を理解できるようになる。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 経済主体と経済循環 
経済の経済主体である家計・企業・政府・中央銀行・海外の関係につ

いて理解する。 教科書①－講義01 

２ 三面等価の原則 
生産面、分配面、支出面の国民所得の意味を説明し、これらの３つが

なぜ等しくなるのかについて理解する。  教科書①－講義02 

３ 財市場の需要 
モノやサービスなどの財市場の需要について理解する（消費、投資、

政府支出、輸出、輸入）。 教科書①－講義03 

４ 国民所得の決まり方 
国民所得は一体どのように決まるのかということについて理解する。 

教科書①－講義04 

５ 金融政策の手段と効果 
中央銀行が行う金融政策と、金融政策が実施されると景気にどのよう

な影響があるかについて理解する。 
教科書①－講義08・09、教科書②－第8章 

６ 財政政策の手段と役割 
政府が行う財政政策と、財政政策が実施されると景気にどのような影

響があるかについて理解する。 教科書②－第6章 

７ IS－LM分析① 

生産物市場と貨幣市場を同時に均衡させる国民所得と利子率について

分析する「IS-LM曲線」のうち、IS曲線について理解する。 

教科書①－講義10 

８ IS－LM分析② 生産物市場と貨幣市場を同時に均衡させる国民所得と利子率につい



 
 
 

て分析する「IS-LM曲線」のうち、LM曲線について理解する。 

教科書①－講義11 

9 IS－LM分析③ 

IS-LM曲線を使って、財政政策と金融政策がそれぞれ実施されると、

国民所得と利子率はどうなるかについて理解する。 

教科書①－講義12 

10 社会保障 

社会保障の必要性、政府が携わる根拠、社会保障の基本的な考え方、

社会保障制度の分類について基本的な知識を得る。 

教科書②－第7章 

11 企業の経済学 
企業とは何か、どのような種類があり、その行動原理は何かについて

理解する。 教科書②－第9章 

12 労働市場 

労働市場と経済全体の関係について理解する。また、失業とそれを補

うための社会保障（雇用保険制度）について理解する。 

教科書②－第10章 

13 国際経済学 
日本の貿易の特徴や為替レートについて理解する。 

教科書②－第11章 

14 戦後日本経済の歴史 
戦後の日本経済がどのように成長したか、またバブル経済とその後に

ついて理解する。 教科書②－第12・13章 

15 戦後世界経済 
第二次世界大戦後の世界経済の展開について理解する。 

教科書②－第14章 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
日本国憲法 

教養科目 単位数： 
2単位 

担当教員名：村松謙非常勤講師 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ 日本国憲法 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 『伊藤真の憲法入門－講義再現版』第5版 日本評論社 

授業の概要 
日本国憲法の拠って立つ理念・基本原理、基本的人権の内容について学ぶ。 
特に、基本原理相互の関係性や、一つ一つの基本的人権が個人の尊厳性に基づくものであることについて

学ぶ。 
統治機構については、権力分立を中心に学ぶ。 

授業の到達目標及びテーマ 
①立憲主義の考え方、個人の尊厳性、自由主義・平等主義・平和主義 
②基本的人権の意義・内容 
③民主主義と国民主権 
④福祉主義とその具体化 
⑤権力分立の意義・内容 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 
１ 法解釈の基礎 序章「法律を学ぼう」 
２ 憲法総論１ 第１章Ⅰ憲法とは何か、Ⅱ憲法の特質 
３ 憲法総論２ 第１章Ⅲ立憲主義と現代国家、法の支配、Ⅳ国民主権の原理 
４ 基本的人権の原理 第２章Ⅰ基本的人権の原理 
５ 基本的人権の限界 第２章Ⅱ人権と公共の福祉 
６ 包括的基本権・平等権 第２章Ⅲ包括的基本権と法の下の平等 

７ 精神的自由権 第２章Ⅳ精神的自由権 

８ 経済的自由権等 第２章Ⅴ経済的自由権、人身の自由 

9 社会権等 第２章Ⅵ受益権と参政権、Ⅶ社会権、Ⅷまとめ 

10 権力分立 第３章Ⅰ権力分立 

11 国会 第３章Ⅱ国会 

12 内閣 第３章Ⅲ内閣 

13 裁判所 第３章Ⅳ裁判所 

14 地方自治、憲法保障 第３章Ⅴ地方自治、Ⅵ憲法保障 

15 平和主義 第４章平和主義の原理 
 



 
 
 
授業科目名： 
生物学 

教養科目 単位数： 
2単位 

担当教員名：若松伸彦非常勤講師 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ  

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 「生物学の基礎」 和田勝 東京化学同人 

授業の概要 
人間は生物の一員としてこの地球で生活をしている。生物が生きるためには、様々な生物同士や周囲の環

境と深い関わりをもっており、そのバランスが非常に重要であるとともに、その自然を生活の中に生かす

ことで発達してきたといえる。 
本授業では、生物の生きるしくみから、地球全体の生物や環境のつながりまでを幅広く学び、生命や環境

について考える。 

授業の到達目標及びテーマ 
① 教養としての生物学的知識の習得。 
② 幼稚園教諭や保育士としての生物に対する基礎知識を学び、実際に社会に出てからその知識をどのよ

うに生かしていけるかを考える。 
③ 周囲にある自然環境や生物と、われわれ人間の営みとの関係性を知る。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 
１ 水と生命の惑星・地球Ⅰ 地球の特徴について（第1章前半） 
２ 水と生命の惑星・地球Ⅱ 地球に生活する生物について（第1章後半） 
３ 生物の細胞Ⅰ 細胞とはどのようなものか（第2章前半） 
４ 生物の細胞Ⅱ 細胞の仕組みや働き（第2章後半） 
５ タンパク質 タンパク質の性質とその働き（第3章） 
６ 遺伝子とアミノ酸 アミノ酸の働きと遺伝子の関係（第4章） 

７ DNAは生命の設計図 DNA構造と染色体（第5章） 

８ 生物のエネルギー源 ミトコンドリアと光合成（第6章） 

9 細胞分裂 細胞分裂と個体増殖（第7章） 

10 突然変異 突然変異の意義（第8章） 

11 進化 進化と環境への適応（第9章） 

12 環境適応戦略Ⅰ 免疫と捕食（第10章前半） 

13 環境適応戦略Ⅱ 子孫を残す方法と植物の戦略（第10章後半） 

14 生物多様性 生物多様性と食物連鎖（第11章） 

15 生命にかかわる科学・技術 DNA配列とヒトゲノム（第12章） 
 

 



 
 
 

 

授業科目名： 
基礎学力演習 

教養科目 単位数： 
2単位 

担当教員名：金澤久美子講師、 
、斎藤史夫講師、馬見塚昭久講師 

担当形態： 複数 

科 目  

法令上の科目の位置づけ  

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 『ステップアップ日本語講座 』日本語検定委員会編 東京書籍 

授業の概要 
 この科目では、保育を学ぶ短大生に必要とされる基礎的学力を習得すると共に、社会人に必要とされる

表現力について学びます。特に、日本語の敬語・文法・語彙・言葉の意味・表記・漢字に焦点を当て、日

本語検定受検に向けた力をつけることを目指します。 

授業の到達目標及びテーマ 
①基本的な日本語力を磨く。 
②正しい敬語の使い方を身につける。 
③幼稚園教育実習・保育実習を想定し、TPOに応じた言葉の力を身につける。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 
１ 敬語とは 敬語の意味と敬語の種類について学ぶ（教科書①p.2-3） 
２ 尊敬語 尊敬語の意味と尊敬語の表現形式について学ぶ（教科書①p.4-7） 

３ 謙譲語① 
謙譲語の意味と謙譲語の表現形式について学ぶ 
（教科書①pp.8-11） 

４ 謙譲語② もう一つの謙譲語とその特徴について学ぶ（教科書①p.12-15） 

５ 丁寧語① 
丁寧語の意味と丁寧語のつくり方について学ぶ 
（教科書①p.16-17） 

６ 丁寧語② 
第５講で取り上げた丁寧語以外の丁寧語について学ぶ 

（教科書①p.18-19） 

７ 
状況に合わせた敬語の使い

分け 
場面や相手に応じた敬語の使い方について学ぶ（教科書①p.20-23） 

８ 第三者を交えた敬語 
第三者に対して敬語を使う場合について学ぶ 

（教科書①p.24-27） 

9 手紙や電話における敬語 
電話をかけたり、手紙を書いたりするときに注意することにつ

いて学ぶ（教科書①p.28-31） 



 
 
 

 

10 誤った敬語の使い方 敬語の誤った使い方について学ぶ（教科書①p.32-39） 

11 
さまざまな敬語表現・敬語の

学習のまとめ 

敬語の可能表現について学ぶ 

これまでの敬語の学習をふりかえる（教科書①p.40-45） 

12 用言の活用と接続 
動詞の活用と種類について学ぶ 

動詞に接続する助動詞・助詞について学ぶ（教科書p.46-49） 

13 可能動詞・受身と使役 
可能動詞の成り立ちについて学ぶ 

受身と使役の言い方について学ぶ（教科書p.50-53） 

14 文のねじれ・接続語 
複雑な文の構造を知り、主語・述語の対応について学ぶ 

接続語の形と種類について学ぶ（教科書①p.54-59） 

15 助動詞 助詞 
主な助動詞の働きについて学ぶ 

助詞の種類について学ぶ（教科書①p.60-65） 
 

 



 
 
 

 

授業科目名： 
おだたん人間成長講座 

教養科目 単位数： 
2単位 

担当教員名：吉田眞理教授 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ  

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 なし 
（参考文献） 
学習の手引き巻末資料、パンフレット、リーフレット等。 

授業の概要 
建学の精神「女子を人として教育する、女性として教育する、国民として教育する」に基づいて設置され

た総合的な教養科目である。専門科目とあわせて学ぶことで、本学の3つの教育方針（自他ともに敬い愛

する人・豊かな知性と感性あふれる人・健やかな家庭 社会を担う人）が達成されると確信する。 

授業の到達目標及びテーマ 
①建学の精神や教育理念を理解し、本学学生としての自覚を高める。 
②日本の文化や古典芸能に触れ、理解を深める。 
③自己を見つめ、人としての生き方・学び方を考える。 
④社会人としての生き方・行動を学ぶ。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 小田原短期大学について１ 
小田原短期大学について知り、建学の精神を理解する。 
校歌の学びにつなげる。 

２ 小田原短期大学について２ 
建学の精神を知り、教育目標理解する。 
学生歌の意味を理解して歌う。 

３ 日本の古典芸能鑑賞１ 歌舞伎、文楽、能など日本の古典芸能の鑑賞をする。 

４ 
日本の古典芸能鑑賞2 
(1の振り返り） 

歌舞伎、文楽、能など日本の古典芸能の鑑賞を振り返理、感想

文を書く。 
５ 美術館見学１ 国内外の美術を鑑賞する。 
６ 美術館見学2(1の振り返り） 鑑賞したことを文章でまとめる。 

７ 読書１ 推薦図書を読み、用紙をまとめ、感想文を書く。 

８ 博物館見学１ 博物館を訪問し、見学する。 

9 
博物館見学２ 

（１の振り返り） 
博物館を訪問したことをまとめる。 

10 読書２ 自分で選んだ本を読み、要旨をまとめ、感想を書く。 

11 地域文化鑑賞1 自分の地元の祭りや舞踊、語りなどを選んで調べる。 



 
 
 

 

12 
地域文化鑑賞２ 

(1の振り返り） 
鑑賞した地元の祭りや舞踊、語りなどの感想を書く。 

13 文化財鑑賞１ お寺や神社、建造物などを選んで鑑賞する。 

14 文化財鑑賞２(1の振り返り） お寺や神社などを鑑賞した感想を書く。 

15 全体の振り返り 本科目で得たことや感想をレポートにまとめる。 
 

 



 
 
 
授業科目名： 
地域と福祉 

教養科目 単位数： 
2単位 

担当教員名：吉田眞理教授 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ  

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 「よくわかる 地域福祉」上野谷加代子他著 ミネルヴァ書房 
（参考文献） 
「住民参加ってどんなこと？」（吉田眞理著 新風社 2005） 

授業の概要 
保育者には、地域福祉に関する知識が必要です。この授業では、現代社会における地域福祉の歴史、地域

福祉の制度や実施体系等について学びます。 
その中で地域福祉と保育との関連性について理解するとともに、地域で活動する専門職としての保育者の

役割を意識化していってください。 
その過程を経て、地域福祉の現状と課題について理解し、地域環境の中で子どもやその家族とともに柔軟

に活動しながら、現状を変化させることができる保育者となって活躍されることを期待しています。 

授業の到達目標及びテーマ 
１．現代社会における地域福祉の意義と歴史的変遷について理解する。 
２．地域福祉と保育との関連性について理解する。 
３．地域福祉の制度や実施体系等について理解する。 
４．地域福祉の現状と課題について理解する。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 地域福祉の展開１ 
福祉の基礎知識確認を通じて、地域福祉は自立生活に向けた支援

であることを学ぶ。 
地域における福祉の展開の全体像について学ぶ。 

２ 地域福祉の展開２ 
地域の中での活動（障害者、高齢者、子育て支援）について学ぶ。 
地域の中での障害者自立生活支援活動、小地域サロン活動、子育

てサロンの事例について知る。 

３ 地域福祉の理念と概念１ 
地域福祉の理念と4つの目標（社会保障審議会）について学ぶ。 
住民参加の地域づくり、地域福祉におけるコミュニティの概念に

ついて学ぶ。 

４ 地域福祉の理念と概念２ 
ノーマライゼーション、ソーシャル・インクルージョン、ボラン

タリズム、パートナーシップなどの地域福祉の概念について学ぶ。 

５ 地域福祉の計画１ 
地域福祉計画、地域福祉活動計画、地域福祉計画の関連領域につ

いて学ぶ。 



 
 
 

６ 地域福祉の計画２ 地域福祉計画、活動計画について事例を通じて学んでいく。 

７ 地域福祉の歴史１ 
イギリスにおけるコミュニティケア、アメリカにおける地域福祉に

ついて学ぶ。 

８ 地域福祉の歴史２ 我が国における地域福祉の歴史について学ぶ。 

9 地域福祉の法と制度 

地域福祉の政策、住民と行政の協働、行政組織（国・都道府県・

市町村）の役割、福祉事務所について学ぶ。 

地域福祉に関する法制度、特に社会福祉法、成年後見制度、日常

生活自立支援事業について知る。 

10 地域福祉の活動 
地域福祉の活動について、インフォーマルサービス、当事者活動

を中心に学ぶ。 

11 地域福祉の方法１ 
域福祉の方法としての、コミュニティソーシャルワーク、ボラン

ティアコーディネート、NPO支援について学ぶ。 

12 地域福祉の方法２ 地域組織化、福祉教育について学ぶ。 

13 地域福祉の人材１ 地域福祉の担い手、コミュニティワーカーについて学ぶ。 

14 地域福祉の人材２ 社会福祉協議会の職員、民生委員、児童委員について学ぶ。 

15 地域福祉の組織 町内会、地域の相談機関について学ぶ。 
 

 



 
 
 
授業科目名： 
職業と社会Ⅰ 

教養科目 単位数： 
1単位 

担当教員名：野津直樹准教授 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ  

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 A「自分で動く就職」財団法人雇用開発センター 
B「子どもにかかわる仕事」汐見稔幸 岩波ジュニア新書 

授業の概要 
あなたが保育士として、あるいは幼稚園教諭として社会に飛び立つ時…それぞれの職場には様々な常識や

マナーが存在している。この科目ではそれらを一つの職業観として取り上げていく。子どもとかかわる仕

事を選ぶあなたに、どんな未来が待っているか、ワクワクしながら学んでいくことを目的とする。 

授業の到達目標及びテーマ 
①「働く」ことの意味と意義を理解する。 
② 自分を知り、自分の将来の方向性を考えながら、社会人としての職業観を知る。 
③ 資格と職業について学び、保育の仕事についてより理解を深める。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 自分の方向性を考える 
あなたはなぜ就職をするのか、社会を知って自分の将来を考える。 
（１ はじめに 教科書Ａ ３ページ～８ページ、学習の手引き２

ページ） 

２ 仕事の本質を知る 
仕事をするとはどういうことなのかを学ぶ。 
（２ 就職活動を知る 教科書Ａ ９ページ～３９ページ、学習の

手引き３ページ） 

３ 自分を知る 

自分自身のことを客観的に知ることの難しさを知った上で、自分

の経験に基づいた自己ＰＲをすることを学ぶ。 
（２ 就職活動を知る 教科書Ａ ４０ページ～５０ページ、学習

の手引き４ページ） 

４ 自己啓発と資格取得 

自分自身の「仕事力」を養うために必要な、自己啓発と資格取得

について学ぶ。 
（３ 就職したら 教科書Ａ ５１ページ～７２ページ、学習の手

引き５ページ） 

５ 退職を考えたら 

退職をしようと考えた時、思い返すべき点と、退職後に生じるか

もしれないマイナス要素を学ぶ。 
（４ 退職と転職活動 教科書Ａ ７３ページ～８４ページ、学習の

手引き６ページ） 



 
 
 

６ 子どもにかかわる仕事① 

子どもにかかわる仕事をしている人たちの話にふれる心構えを学

ぶ。 

（はじめに 教科書Ｂ iiiページ～xviページ、学習の手引き７ペ

ージ） 

７ 子どもにかかわる仕事② 

実際に子どもとかかわる仕事をしている人の話から、自分がこれか

ら就くであろう子どもとかかわる仕事への心構えを学ぶ。 

（泣いて笑って育ちあう 教科書Ｂ ３１ページ～４８ページ、学習

の手引き８ページ） 

８ 子どもにかかわる仕事③ 

実際に子どもとかかわる仕事をしている人の話から、自分がこれ

から就くであろう子どもとかかわる仕事への心構えを学ぶ。 

（いのちの現場からのメッセージ 教科書Ｂ １ページ～１７ペ

ージ、学習の手引き９ページ） 
 

 



 
 
 

 

授業科目名： 
職業と社会Ⅱ 

教養科目 単位数： 
1単位 

担当教員名：宮川萬寿美教授 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ  

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 「子どもにかかわる仕事」汐見稔幸 岩波ジュニア新書 

授業の概要 
保育士・幼稚園教諭として社会に飛び立つ時…それぞれの職場には様々な常識や文化・共通認識が存在し

ている。この科目ではそれを一つの職業観として捉えていく。子どもとかかわる仕事や対人援助の職業を

選ぶあなたに、どんな未来が待っているか、ワクワクしながら学んでいくことを目的とする。 

授業の到達目標及びテーマ 
①「働く」ことの意味と意義を理解する。 
② 自分を知り、自分の将来の方向性を考えながら、社会人としての職業観を知る。 
③ 資格と職業について学び、保育の仕事・対人援助の仕事についてより理解を深める。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 子どもにかかわる仕事④ 
実際に子どもとかかわる仕事をしている人の話から、自分がこれ

から就くであろう子どもとかかわる仕事への心構えを学ぶ。 
（僕は小児科医 教科書p19～p29、学習の手引きp3） 

２ 子どもにかかわる仕事⑤ 

実際に子どもとかかわる仕事をしている人の話から、自分がこれ

から就くであろう子どもとかかわる仕事への心構えを学ぶ。 
（子どもとともに学び、生きるって、幸せ！ 教科書p49～p62、
学習の手引きp5） 

３ 子どもにかかわる仕事⑥ 

実際に子どもとかかわる仕事をしている人の話から、自分がこれ

から就くであろう子どもとかかわる仕事への心構えを学ぶ。 
（子どもとともに育つ伴走者 教科書 p63～p77、学習の手引き

p7） 

４ 子どもにかかわる仕事⑦ 

実際に子どもとかかわる仕事をしている人の話から、自分がこれ

から就くであろう子どもとかかわる仕事への心構えを学ぶ。 
（子どもの「土台」づくりにかかわる 教科書p78～p92、学習の

手引きp9） 

５ 子どもにかかわる仕事⑧ 

実際に子どもとかかわる仕事をしている人の話から、自分がこれ

から就くであろう子どもとかかわる仕事への心構えを学ぶ。 
（それでもがっぷり受け止めたい 教科書 p93～p110、学習の手

引きp11） 



 
 
 

 

６ 子どもにかかわる仕事⑨ 

実際に子どもとかかわる仕事をしている人の話から、自分がこれ

から就くであろう子どもとかかわる仕事への心構えを学ぶ。 

（思春期と育ちあう 教科書111ページ～125ページ、学習の手引

き7ページ） 

７ 子どもにかかわる仕事⑩ 

実際に子どもとかかわる仕事をしている人の話から、自分がこれか

ら就くであろう子どもとかかわる仕事への心構えを学ぶ。 

（子どもたちを支え、支えられ 教科書127ページ～140ページ、学

習の手引き8ページ） 

８ 子どもにかかわる仕事⑪ 

実際に子どもとかかわる仕事をしている人の話から、自分がこれ

から就くであろう子どもとかかわる仕事への心構えを学ぶ。 

（子どもの人権救済活動 教科書189ページ～203ページ、学習の

手引き9ページ） 
 

 



 
 
 

 

授業科目名： 
英語 

教養科目 単位数： 
2単位 

担当教員名：Ｃ．ハースト非常勤講

師 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ 外国語コミュニケーション 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 保育の英会話 著者：赤松 直子 ・ 久富 洋子  出版会社：萌文書林 

授業の概要 
園生活で英語が必要とされることがあります。英語での対応が必要になった時に役立てることができるよ

うに、練習を十分取り入れて、必要な文法力・単語力・基礎的な会話力をしっかり養成します。また、テ

キスト中の「英語ミニ知識」「保育ミニ知識」を活用して、英語の常識や他国の習慣にも目を向け英語力

を高める学習をする。 

授業の到達目標及びテーマ 
①外国人の子供や保護者が入園した際に役立つ英語。 
②コミュニケーション能力を養成する。 
③日常や園生活等で必要とする文法・単語・熟語・会話文の習得を目指す。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 
１ 保育の英会話への第一歩 Unit 1: First Step to Childcare English 
２ みなと保育園にようこそ Unit 2: Welcome to Minato Nursery School 
３ 時間と数 Unit 3: Time and Numbers 
４ 地図と道案内 Unit 4: Directions 
５ クラスメイトとの出会い Unit 5: Davy Meets His Classmate Takashi 
６ デイヴィーの登園と降園 Unit 6: Dropping Davy Off and Picking Him Up 
７ 保育者の仕事 Unit 7: Jobs at Nursery School 
８ 昼食 Unit 8: Lunchtime 
9 排泄に関する会話 Unit 9: Toilet Dialog 
10 けんか Unit 10: Fighting 
11 けがと病気 Unit 11: Injuries and Illnesses 
12 電話での対応 Unit 12: Telephone Calls 
13 遠足 Unit 13: Field Trip 
14 赤ちゃんのケア Unit 14: Baby Care 
15 卒園 Unit 15 Graduation Day 

 

 



 
 
 
授業科目名： 
英会話 

教養科目 単位数： 
1単位 

担当教員名：Ｃ．ハースト非常勤講

師 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ  

成績評価 スクーリング科目：授業内で実施する試験、レポート提出など課題の結果（７０％）

および授業態度と参加の積極性（３０％）を踏まえ、総合的な観点で評価する。 

教科書 「Passport to New Places]Oxford 

授業の概要 
このコースは、学生の speaking と listening を強くするためのものです。たくさんの単語、文法、他の

国のカルチャーを学んでいきます。 
普通の英語の勉強とはかなり異なり、教材にはいろいろな物を使います。インターネット、ゲーム、ビデ

オ等。パソコンの知識は一切必要ありません。 

授業の到達目標及びテーマ 
＜目 標＞ 外国のカルチャーを知って、英会話に興味を持たせ海外旅行に困らない程度の英語力をつけ

させる。 
＜テーマ＞ 海外のカルチャーを知ること。海外旅行の場面設定で英会話力をつける。 

授業計画【スクーリング科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 
クラス・自己紹介 
教科書第１章 

クラス・自己紹介 
空港でのチェックイン 

２ 
教科書第２章 
教科書第３章 

機内ショッピング 
駅で切符の買い方 

３ 
教科書第４章 
教科書第５章 

レストランで注文の仕方 
ホテルのチェックイン 

４ 
総まとめ 

理解度テスト 
まとめ 

理解度テスト 

５ 
教科書第６章 

教科書第９章 
銀行で取引の仕方 

お土産の買い方 

６ 
教科書第１３章 

教科書第１５章 

電子メールの書き方 

ツアーの参加の仕方 

７ 
教科書第１７章 

教科書第２０章 

道案内 

「さよなら」を言う、帰国 

８ 
総まとめ 

理解度テスト 

まとめ 

理解度テスト 
 



 
 
 

 

授業科目名： 
健康・スポーツ理論 

教養科目 単位数： 
1単位 

担当教員名：中山貴太助教 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ 体育 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 『これからの健康とスポーツの科学』（第4版）．安部孝，琉子友男 著．講談社 
 

授業の概要 
健康・スポーツとは、大きく分けると運動生理学やスポーツバイオメカニクス、筋パワーなどスポーツ

科学的視点、スポーツ外科やリハビリテーションなどのメディカル的視点に分けることができる。本科目

ではスポーツ科学やメディカルの側面を学びつつも健康に重点を置き、その中で、からだ、運動・スポー

ツがそれぞれ健康にどのように関連しているか知る。また、健康生活を営むために運動・スポーツを実施

する際の留意点や年齢に応じた内容など総合的に学ぶ。 

授業の到達目標及びテーマ 
① 健康と運動の関連を理解する。 
② 運動とからだの関連を理解する。 
③ 健康に関連する社会環境を理解する。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ ライフスタイルと健康 
健康を増進するためのライフスタイルを医療費や環境など社会的

側面を含め総合的な視点で学ぶ 

２ 生活習慣病について 
生活習慣病や三大死因などの原因や特徴、基礎的知識の獲得。それ

らと運動との関連について学ぶ 

３ 肥満について 
肥満の原因となる体脂肪の役割や肥満の測定方法など学び、改善策

として代謝や運動、食事との関連について学ぶ 

４ 骨と運動 
骨の役割と構造を理解し、骨の強化や骨の発達に応じた運動につい

て学ぶ 
５ 加齢について サルコペニアが引き起こす身体問題や運動の重要性について学ぶ 
６ 子どもの体力と運動 現在の子どもを取り巻くスポーツ・運動の環境について学ぶ 

７ 
色々な環境下で安全に運

動を行う 

色々な環境下で安全に運動を行う際の留意点を理解し、パフォーマン

スとの関連を学ぶ。 

８ ストレスと運動 
運動がストレスをはじめ、心や脳に与える影響、効果や働きがけに

ついて学ぶ。 
 

 



 
 
 

 

授業科目名： 
健康・スポーツ実技 

教養科目 単位数： 
1単位 

担当教員名：中山貴太助教 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ 体育 

成績評価 授業内で実施する試験、レポート提出など課題の結果（７０％）および授業態度と参

加の積極性（３０％）を踏まえ、総合的な観点で評価する。 

教科書 ルール等、必要に応じて随時資料配布。 

本授業では、スポーツ実践を通して、自らの体力を維持・増進させることを目指す。自らがどのようなス

ポーツなら“できる”、“できそうだ”を知る為に個人で行う種目や複数で行う種目など、様々な競技特性

を持った種目を実施する。その体験をもとに実生活に役立つ健康・スポーツの実践、さらに生涯スポーツ

へと方向づけることを目的とする。 

授業の到達目標及びテーマ 
① スポーツを通して、体力の維持・増進を図る。 
② 自らのからだの特性を理解する。 
③ 自らが楽しんで取り組めるスポーツを見出す。 
④ スポーツを通じてコミュニケーションを図る。 

授業計画【スクーリング科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 
１ ガイダンス 授業の概要説明 

２ 運動プログラムについて 
目標心拍数、METS などを用いて自らに見合った運動を、体を動か

しながら知る。また、自身の体力を把握することにより、体力につい

て考える 
３ ストレッチング 個人や複数でのストレッチングを行う。 
４ 補強運動 主に自体重を利用したレジスタンストレーニング行う。 
５ 有酸素運動 自らに見合ったペースのウォーキング及びジョギングなどを行う。 

６ 球技ネット型① 
ソフトバレーボール、ビーチボール、風船などを使ったバレーボール

形式のゲームを行う。 

７ 球技ゴール型① 
フットサル、ハンドボール、バスケットボールなど、ゴールを使用した

ゲームを行う。 

８ ニュースポーツ① 
ボッチャ、ボウリング、ペタンクなどの的当て（ターゲット系）のス

ポーツを行う。 

９ 健康について考える① パラリンピアンをケーススタディに講義、グループワークをする。 

１０ 健康について考える② 健康について考える①で行ったグループワークを発表する。 

１１ 球技ネット型② 
バドミントン、卓球、テニスなど、ラケットを使用したスポーツを行

う。 



 
 
 

 

１２ ダンス 
フォークダンス、現代的なリズムのダンス、地域・文化特有の踊りな

ど音楽やリズムにあわせて行う。 

１３ レクリエーション 
ドッジボール、ドッヂビー、インディアカ、キンボール、エアボール

などを行う。 

１４ ニュースポーツ② 
パターゴルフ、スカットボール、グラウンドゴルフ、ゲートボールな

どのゴルフ・スティック系のスポーツを行う。 

１５ 総括 これまでの学習のまとめ 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
児童文学 

専門科目 単位数： 
2単位 

担当教員名：馬見塚昭久講師 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ （保育の内容・方法に関する科目） 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 『日本児童文学名作集』（桑原三郎・千葉俊二編 岩波書店）の作品中、『一房の葡萄』

『オツベルと象』『鷹の巣とり』『がきのめし』『月の輪グマ』の5編 
（参考文献  : 河合隼雄『子どもの宇宙』岩波書店） 

授業の概要 
児童文学には、大人たちが忘れてしまった大切な世界が描かれています。この授業では、日本児童文学

の代表作を読みながら、児童文学の歴史と特質についての理解を深めます。 

授業の到達目標及びテーマ 
①児童文学についての知識と理解を身につける。 
②代表的な作品を通して、子どもの世界を共感的に理解する。 
③保育者としての豊かな感性を磨く。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 一房の葡萄① 
・全体を通読し、内容のあらましを捉える。 
・５１ページ１行目から５４ページ７行目を文脈に沿って詳しく読む。 

２ 一房の葡萄② ・５４ページ８行目～５７ページ１０行目を文脈に沿って詳しく読む。 

３ 一房の葡萄③ 
・教科書５７ページ１１行目～６１ページ最後までを文脈に沿って詳し

く読む。 

４ オツベルと象① 
・全体を通読し、内容のあらましを捉える。 
・第一日曜を文脈に沿って詳しく読む。 

５ オツベルと象② ・第二日曜を文脈に沿って詳しく読む。 
６ オツベルと象③ ・第五日曜を文脈に沿って詳しく読む。 

７ 鷹の巣とり① 
・全体を通読し、内容のあらましを捉える。 

・１８９ページ１行目～１９０ページ１２行目を文脈に沿って詳しく読む。 

８ 鷹の巣とり② 
・１９０ページ１３行目～１９２ページ１１行目を文脈に沿って詳しく

読む。 

9 鷹の巣とり③ 
・１９２ページ１２行目～１９４ページ最後までを文脈に沿って詳しく

読む。 

10 がきのめし① 
・全体を通読し、内容のあらましを捉える。 

・２３１ページ～２３４ページ最後までを文脈に沿って詳しく読む。 



 
 
 

11 がきのめし② ・２３５ページ～２４１ページ３行目を文脈に沿って詳しく読む。 

12 がきのめし③ ・２４１ページ４行目～２４６ページを文脈に沿って詳しく読む。 

13 月の輪グマ① 
・全体を通読し、内容のあらましを捉える。 

・１章を文脈に沿って詳しく読む。 

14 月の輪グマ② ・２章～３章（２５２～２５６ページ）を文脈に沿って詳しく読む。 

15 月の輪グマ③ ・４章（２５７～２６２ページ）を文脈に沿って詳しく読む。 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
児童文化 

専門科目 
 

単位数： 
2単位 

担当教員名：炭美智子非常勤講師 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ （保育の内容・方法に関する科目） 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 「児童文化」小川清実編 萌文書林 
（参考文献） 
「乳児の絵本・保育課題絵本ガイド」福岡貞子・礒沢淳子編著 ミネルヴァ書房 
「アレンジたっぷりパネルシアター」「アレンジたっぷりペープサート」阿部恵著 
 ひかりのくに 

授業の概要 
「児童文化」は、子どもの健全な心身の発達に深いかかわりをもち、日本独自のもので独自の歴史をた

どってきたといわれています。子どもが主体的にかかわり、子ども社会の中で伝えられ、作り出される

文化でもあります。「児童文化」を知ることは、実際に子どもとかかわる保育者にとって、とても大切

なことと考えます。具体的に「児童文化財」から、子どもにとって、遊びとは何なのか、遊びの意味は

何か、遊びで育つものは何かを学びます。パネルシアターやペープサートの制作も行います。 

授業の到達目標及びテーマ 
①児童文化とは何かを理解するために、その歴史や内容について学ぶ。 
②児童文化伝承に果たしてきた子どもの役割を知る。 
③児童文化財について学び、保育の展開に役立つものを学ぶ。 
子どもの心を豊かに育むための保育実践に役立つ「パネルシアター」や「ペープサート」の作製をし 
実践できるようにする。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 児童文化とは 
児童文化の歴史や考え方について学び、児童文化財とは何かを学ぶ。 
（教科書Ｐ8～18） 

２ 子どもにとっての遊び 
遊びとは何か、遊びで育つもの、遊びの伝承性について学び、遊びの

伝承者としての保育者の役割について学ぶ。(教科書Ｐ19～27） 

３ 子どもの遊びの変化 
歴史の上に子どもの遊びがどのように刻まれてきたのか、時代を超え

てつながっていく遊びの意味を探る。（教科書Ｐ28～38） 

４ 
保育における 
児童文化 

保育の歴史と児童文化・児童文化財の定義、保育の歴史に見る児童文

化を学ぶ。（教科書Ｐ39～49） 
５ 子どもの発達と児童 集団保育における児童文化・児童文化財の活用について学ぶ。 



 
 
 

文化財 （教科書Ｐ50～56） 

６ 
保育への展開① 

「おはなし」 

保育環境としての児童文化財：「おはなし」について学ぶ。 

（教科書Ｐ58～67） 

７ 
保育への展開② 

「絵本」 

「絵本」についての理解を深め、年齢に適した絵本等を知る。 

読み聞かせの方法も学ぶ。（教科書P68～77） 

８ 
保育への展開③ 

「紙芝居」 

「紙芝居」の特徴について理解を深め、その仕組みについても学ぶ。

保育の展開において「紙芝居」と「絵本」の使い分けを知る。 

（教科書P78～89） 

9 
保育への展開④ 

「パネルシアター」 

「パネルシアター」について学び、理解を深める。「パネルシアター」

の絵人形の作り方を学び、実際に作製する。（教科書P90～97） 

10 
保育への展開⑤ 

「ペープサート」 

「ペープサート」について学び、理解を深める。「ペープサート」の

作り方を学び、実際に作製する。（教科書Ｐ98～107） 

11 
保育への展開⑥ 

「エプロンシアター」 

「エプロンシアター」の基本的特徴について学び理解を深める。 

「エプロンシアター」の舞台の種類と作り方を学ぶ。 

（教科書P108～116） 

12 
保育への展開⑦ 

「人形遊び」 

人形劇の人形である「パペット」について学び、理解を深める。 

さまざまな「パペット」の種類を知る。（教科書P117～123） 

13 
保育への展開⑧ 

「劇遊び」 

「劇遊び」について学び理解を深める。劇遊びに適したお話しや絵本

を探す。（教科書P124～113） 

14 
玩具・遊具について 

学ぶ 

保育の中での玩具と遊具の活用について学び理解を深める。 

年齢や成長発達に適した玩具を知る。（教科書P134～153） 

15 
伝承遊びについて学

ぶ 

伝承遊びについて学び、理解を深める。伝承遊びの種類を知り、保育

の中で活用できるようにする。（教科書Ｐ154～166） 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
子どもの食と栄養Ⅰ 

専門科目 単位数： 
1単位 

担当教員名：稲葉佳代子兼担教授 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ （保育の対象の理解に関する科目） 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 『子どもの食と栄養』堤ちはる・土井正子 編著 萌文書林 2011年（初版）第3版 
 第2刷 

授業の概要 
小児期の食生活は、生涯にわたる健康な生活を送るための基本となります。そのため、保育者自身も、こ

の時期の食事の重要性を十分に理解する必要があります。本講座では、食生活の意義や栄養の基本的知識を

学び、子どもの発育・発達と食生活の関連について理解を深めます。食育の基本についても理解し、その実

際を学びます。 
また、私たち自身の身近な食に関する諸問題についても学び、普段の自分たちの食生活を振り返り、望ま

しい食生活とはどうあるべきか考察します。 

授業の到達目標及びテーマ 
１．健康な生活の基本としての食生活の意義や、栄養に関する基本的知識を学ぶ。 
２．子どもの発育・発達と食生活の関連について理解を深める。 
３．食育の基本とその内容及び食育のための環境を、地域社会・文化とのかかわりの中で理解する。  
４．家庭や児童福祉施設における食生活の現状と課題について学ぶ。  
５．特別な配慮を要する子どもの食と栄養について理解する。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 
健康と食生活 
(テキスト） 

（教科書第1章） 
１．「子どもの食と栄養」を学ぶ目的 
２．子どもの心身の健康と食生活 ３．子どもの食生活の現状と課題 

２ 
発育・発達と食生活 
（テキスト） 

（教科書第2章） 
１．身体発育・精神・運動機能発達と栄養・食生活 
２．食べる機能・消化吸収機能の発達と栄養・食生活 

３ 
栄養に関する 
基礎知識（テキスト） 

（教科書第3章） 
１．栄養素・栄養生理・代謝に関する基本的知識 
２．日本人の食事摂取基準の意義とその活用 
３．献立作成・調理の基本 



 
 
 

４ 
妊娠期の栄養と 
食生活（テキスト） 

（教科書第4章） 
１．妊娠のメカニズムと正常な妊婦の食生活 
２．妊娠期・授乳期の栄養・食生活   ４．母乳分泌と食生活 

５ 
乳児期の栄養と 
食生活①乳汁期 
（テキスト） 

（教科書第5章） 
１．乳児期の心身の特徴と食生活の関係 
２．乳汁栄養 

６ 

乳児期の栄養と 

食生活②離乳期 

（テキスト） 

（教科書第5章） 

３．離乳の意義とその実践 

４．乳児期の栄養上の問題と健康への対応 

７ 
幼児期の栄養と食生活

（テキスト） 

（教科書第6章） 

１．幼児期の心身の特徴と食生活の関係 

２．幼児期の食生活の特徴とその実践 

３．間食の意義とその実践  ４．お弁当 

８ 
幼児期の食事上の問題

（テキスト） 

（教科書第6章） 

５．幼児期の食生活上の問題と健康への対応 

9 
学童期・思春期の栄養と

食生活（テキスト） 

（教科書第7章） 

１．学童期・思春期の心身の特徴と食生活 

２．学童期・思春期の具体的な食生活 

３．学童期・思春期の栄養上の問題と健康への対応 

４・学校給食 

10 
生涯発達と食生活 

（テキスト） 

（教科書第8章） 

１．生涯発達と加齢変化 

２．成人期の食生活上の問題と健康への対応 

３．高齢期の食生活上の問題と健康への対応 

11 食育（テキスト） 

（教科書第9章） 

１．食育とその謳われる背景  ２．食育における養護と教育の一体性 

３．食育の内容と計画および評価 ４．食育のための環境づくり 

５．地域の関係機関や職員間の連携 

６．食生活指導及び食を通した保護者への支援 

12 
家庭、児童福祉施設の食

事と栄養（テキスト） 

（教科書第10章） 

１．家庭における食事と栄養  

２．児童福祉施設における食事と栄養 

13 
体調不良、疾病の子ども

の食生活（テキスト） 

（教科書第11章） 

１．子どもの疾病の特徴と食生活 



 
 
 

２．小児に多い疾病・症状と食生活 ３．食事療法 

14 
食物アレルギー（テキス

ト） 

（教科書第12章） 

１．食物アレルギーとは  ２．食物アレルギーの治療 

15 
障がいのある子どもの

食生活（テキスト） 

（教科書第13章） 

１．障がいの特徴と食生活  

２．摂食・嚥下機能障がい児の食生活の実際 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
子どもの食と栄養Ⅱ 

専門科目 単位数： 
1単位 

担当教員名：内田由佳兼担講師 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ （保育の対象の理解に関する科目） 

成績評価 スクーリング科目：授業内で実施する試験、レポート提出など課題の結果（７０％）お

よび授業態度と参加の積極性（３０％）を踏まえ、総合的な観点で評価する。 

教科書 『子どもの食と栄養』堤ちはる・土井正子 編著 萌文書林  
 

授業の概要 
「子どもの食と栄養Ⅰ」でのテキスト学習を基本として、子どもの食についての理解をさらに深め、詳細に

学ぶことを目標とします。子どもが豊かな人間性を育み、生きる力を身に付けていくために、子どもの健康

支援のための食を理解することは重要です。子どもの各年齢の特徴に合わせた適切な食生活と、保育者とし

て食事支援に必要な知識の修得を目指します。 
原則として、「子どもの食と栄養Ⅰ」を履修していることが望ましいです。 

授業の到達目標及びテーマ 
１．子どもの食生活の現状と問題点を知る。 
２．栄養素の基礎及び食品，料理，献立の関連性を学ぶ。 
３．年代ごとの発育・発達に応じた食生活を理解する。 
４．疾病・体調不良・食物アレルギーの特徴と食生活を理解する。 
５．家庭や児童福祉施設における食事と栄養について理解する。 

授業計画【スクーリング科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 
子どもの食生活の現状

と課題 

（教科書第1章，第2章） 
1）日本人の健康問題，2）子どもの食生活の現状と課題，3）子どもの

発育指標，4）食生活指針（P.9） 

２ 
基礎的な栄養素の知識と

消化吸収 

（教科書第2章，第3章） 
1）5大栄養素，2）消化器の仕組みと機能，3）排泄機能，4）日本人の

食事摂取基準 

３ 食品と献立作成 
（教科書第3章） 
1）食品の分類（6 つの食品群等），2）食中毒，3）食品表示，4）献立

作成と食事のバランス 

４ 
妊娠期の食生活と乳児

期の心身の特徴 
（教科書第4章） 
1）妊娠に伴う母体の生理的変化，2）妊娠期にみられる栄養・食生活上



 
 
 

のトラブル，3）妊娠期・授乳期における食事摂取基準 

５ 
乳児期の心身の特徴と

乳汁栄養 

（教科書第5章） 
1）乳児期の生理的特徴，2）母乳成分と母乳育児，3）調整粉乳の種類

と調整方法，4）哺乳瓶の洗浄・消毒方法 

６ 離乳と離乳食① 

（教科書第2章，第5章） 

1）授乳・離乳の支援ガイド，2）咀嚼機能の発達と目安（P.28，P.110），

3）離乳食作りの留意点，4）5，6ヶ月の離乳食(巻頭ⅴ，P.114) 

７ 離乳と離乳食② 

（教科書第5章） 

1）7～8ヶ月，9～11ヶ月，12～18ヶ月の離乳食（巻頭ⅴ，ⅵ，ⅶ，P.111, 

P.115）,2)保育士による離乳食供与上の留意点 

８ 離乳と離乳食③ 
（教科書第5章） 

1）ベビーフード，2）乳児期の栄養上の問題 

9 幼児期の食生活 

（教科書第6章） 

1）幼児期の食機能の発達，2）幼児の食支援方法，3）間食の意義，4）

幼児期の食生活上の問題と健康への対応 

10 学童期・思春期の食生活 

（教科書第7章） 

1）学童期・思春期の身体発育の特徴，2）栄養上の問題と健康への対応，

3）学校給食 

11 
疾病及び体調不良の子

どもの食と栄養 

（教科書第11章） 

1）病児の食事と留意点，2）小児に多い疾病・症状と食生活 

12 
食物アレルギーのある

子どもの食と栄養 

（教科書第12章） 

1）食物アレルギーの定義，2）食物アレルギーの治療 

13 
家庭や児童福祉施設に

おける食と栄養 

（教科書第10章） 

1）家庭における食事と栄養，2）児童福祉施設における食事と栄養 

14 
障がいのある子どもの

食と栄養 

（教科書第13章） 

1）障がいの特徴と食生活 2）摂食・嚥下困難児の食事 

15 生涯発達と食生活 
（教科書第8章） 

1）生涯発達と加齢変化，2）成人期と高齢期の食生活， 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
子どもの保健ⅠA 

専門科目 単位数： 
2単位 

担当教員名：青木理加非常勤講師 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ （保育の対象の理解に関する科目） 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 「図表で学ぶ子どもの保健Ⅰ」加藤忠明・岩田力編著 建帛社 
（参考文献） 
「子どもの保健Ⅰ」遠藤郁夫編 学建書院 

授業の概要 
発育途中にある乳幼児は、環境の変化に対する適応力が低く、感染症にも罹りやすい。発育の終わった成人

とは異なり、健康の保持増進だけでなく、健全な発育を促すことが必要不可欠である。子どもの特徴、発育、

子どもの疾病、子どもに多い症状、予防接種、さらに必要な応急処置について学習する。 

授業の到達目標及びテーマ 
・保育士として必要な子どもの保健の基礎知識を身につける。 
・子どもの疾病とその予防について正しい知識を持つ。 
・いざというときに必要な応急処置を身につける。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 
子どもの健康と保健の意

義 

（教科書第１章） 
１． 子どもの特徴 ２．保健活動 ３．健康とは ４．健康指標 
５．児童虐待防止 

２ 発育１ 
（教科書第２章１．２） 
１．ヒトの成り立ち ２．身体発育 

３ 発育２ 
（教科書第２章３．４） 
１．生理機能の発達 ２．運動機能・精神機能の発達 

４ 健康観察 
（教科書第３章） 
１．健康観察 ２．慢性疾患のある子どもの保育 ３．ＳＩＤＳ 

５ 先天異常 

（教科書第４章） 

１．先天異常の原因 ２．遺伝と環境 ３．染色体異常  

４．遺伝カウンセリング 

６ 感染症とその予防 
（教科書第５章１） 

１．生体の感染防御機構 ２．感染症予防法 ３．予防の為の対策 

７ 感染症各論１ （教科書第５章２） 



 
 
 

１．かぜ症候群 ２．突発性発疹 ３．ポリオ ４．ジフテリア  

５．インフルエンザ ６．百日咳 ７．麻しん ８．風しん  

９．流行性耳下腺炎 １０．水痘 １１．咽頭結膜熱 

８ 感染症各論２ 

（教科書第５章２） 

１．結核 ２．細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症 ３．日本脳炎 

４．ウイルス性肝炎 ５．AIDS ６．破傷風 ７．RSウイルス感染症 

８．A群連鎖球菌感染症  

９ 感染症各論３ 

（教科書第５章２） 

１．感染性胃腸炎・流行性嘔吐下痢症 ２．手足口病  

３．ヘルパンギーナ ４．伝染性紅斑 ５．マイコプラズマ肺炎  

６．とびひ ７．みずいぼ ８．アタマジラミ ９．蟯虫症 

10 免疫とアレルギー疾患 

（教科書第６章） 

１．免疫とは ２．アレルギーとは ３．アレルギー疾患  

４．川崎病 

11 慢性疾患 

（教科書第７章） 

１． 小児がん ２．心疾患 ３．泌尿器疾患 ４．血液・免疫疾患 

５．内分泌疾患 ６．膠原病 ７．糖尿病 ８．消化器疾患  

９．神経疾患 

12 小児期の生活習慣病予防 
（教科書第８章） 

１．生活習慣病とは ２．予防の具体策 

13 疾病の予防と対応1 
（教科書第９章１～５） 

１．病児の世話 ２．発熱 ３．嘔吐 ４．下痢 ５．けいれん 

14 疾病の予防と対応２ 

（教科書第９章６～１２） 

１．せき １．喘鳴 ２．腹痛 ３．頭痛  

４．新生児マススクリーニング 

15 予防接種 
（教科書第９章１３） 

１．予防接種の種類 ２．接種時の注意点 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
子どもの保健ⅠＢ 

専門科目 単位数： 
2単位 

担当教員名：成川美和非常勤講師 

担当形態：  

科 目  

法令上の科目の位置づけ （保育の対象の理解に関する科目） 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 「図表で学ぶ子どもの保健Ⅰ」加藤忠明・岩田力編著 建帛社 
（参考文献） 
「子どもの保健Ⅰ」鈴木美枝子編著 創成社 
「子どもの保健」巷野五郎編 診断と治療社 

授業の概要 
発育途中にある乳幼児の心身の状態は、環境の変化に影響を受けやすい。そのため、保育者は、乳幼児の健

康の保持増進、健全な発育を促すための知識が必要となる。ここでは、子どもの特徴、発育、精神と子ども

にとって望ましい安心、安全な環境、けがの時の応急処置の方法の、保育者の健康を中心に述べる。 

授業の到達目標及びテーマ 
・保育士として必要な子どもの精神保健、保育環境の基礎知識を身につける。 
・けがや事故の時に必要な応急処置を身につける。 
・健康、安全の実施体制について理解する。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 子どもの生活環境１ 
（教科書第10章１（１）） 
１．子どもの生活と環境（１）子どもの生活 

２ 子どもの生活環境２ 
（教科書第10章１（２）（３）（４）） 
１．子どもの生活と環境 
（２）家庭と地域社会（３）保育所（４）生活環境 

３ 子どもの精神保健 
（教科書第10章２） 
２．子どもの心身症と精神疾患 

４ 発達障害１ 
（教科書第11章１・２） 
１．発達障害の概念 ２．自閉症・アスペルガー症候群  

５ 発達障害２ 
（教科書第11章３・４） 
３．注意欠陥多動性障害・学習障害 ４．言語発達遅滞 

６ 保育環境 

（教科書第12章１・２） 

１．保育環境整備と保健  

２．保育現場における衛生管理 



 
 
 

７ 子どもの事故・けが 

（教科書第12章３（１）（２）（３）（４）） 

３．事故防止と安全対策・危機管理  

（１）子どもの死因として多い不慮の事故と自殺 

（２）年齢により異なる死亡事故 

（３）事故とけが 

（４）事故の原因 

８ 事故の防止対策 

（教科書第12章３（５）） 

３．事故防止と安全対策・危機管理 

（５）事故の防止対策 

9 
保育所等における安全対

策 

（教科書第12章３（６）） 

３．事故防止と安全対策・危機管理 

（６）保育所等における具体的な対策 

10 けがの応急処置１ 

（教科書第12章４（１）１）～６）） 

４．けがや事故への対応 

（１）けがの応急処置 

   １）すり傷・きり傷  ２）骨折  ３）脱臼・捻挫  

４）鼻出血  ５）頭部打撲  ６）気管支異物 

11 けがの応急処置２ 

（教科書第12章４（１）７）～９）（２）） 

４．けがや事故への対応 

（１）けがの応急処置  

７）誤飲  ８）熱中症  ９）やけど 

（２）リスクマネジメント 

12 一次救急救命 

（教科書第12章４（３）） 

４．けがや事故への対応 

（３）一次救急救命：心肺蘇生法とＡＥＤ  

13 職員間の連携 
（教科書第13章１） 

１．職員間の連携と組織的取り組み  

14 母子保健対策 
（教科書第13章２） 

２．母子保健対策と保育  

15 
保育所と家庭・諸機関・

地域連携 

（教科書第13章３） 

3．保育所と，家庭・専門機関・地域との連携 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
子どもの保健Ⅱ 

専門科目 単位数： 
1単位 

担当教員名：成川美和非常勤講師 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ （保育の対象の理解に関する科目） 

成績評価 授業内で実施する試験、レポート提出など課題の結果（70％）および授業態度と参加の

積極性（30％）を踏まえ、総合的な観点で評価する。 

教科書 『子どもの保健Ⅱ』 鈴木美枝子編著 創成社 
（参考文献） 
『子どもの保健Ⅱ』 佐藤益子編著 ななみ書房 
『子どもの保健演習ノート』 榊原洋一監修 診断と治療社 

授業の概要 
子どもの保健Ⅱでは、子どもの保健Ⅰの知識を関連付け、実際の技術を習得することを目的とする。保育園、

幼稚園などで、臨機応変に対応できるよう、「子どもの保健Ⅰ」の基礎知識の確認と共に、子どもの発達に

応じた、適切な援助ができるように、演習を平行して実施していく。 
乳幼児の健康状態の観察、養護と教育、体調不良への対応、応急手当、心肺蘇生法、安全対策等を行う。 

授業の到達目標及びテーマ 
・保育の場で必要な健康観察の技術を身につける。 
・病児のケアに必要な技術を習得する。 
・事故やけがの時に必要な応急処置ができるようにする。 
・養護の方法を身につける。 

授業計画【スクーリング科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 
子どもの保健に関する演

習について 

（教科書第１章） 
１．保育者に必要な子どもの保健に関する演習 
２．演習を行う際の心構え 

２ 
子どもの発育・発達の観察

と評価 
（教科書第2章） 
１．計測方法 ２．発育の評価 ３．発達の評価 

３ 
子どもの健康観察と健康

管理 

（教科書第３章） 
１． 日常の保育における健康観察 
２． 健康診断 
３． 子どもの保健情報の管理と利用 

４ 子どもの養護と教育 
（教科書第４章） 
１．子どもの養護の仕方 ２．子どもの生活習慣への援助と教育  



 
 
 

５ 
子どもの体調不良などへ

の対応 

（教科書第５章） 
１． 子どもの主な症状への対応 ２．感染症の予防と対策 
３．子どもと薬 ４．個別の配慮を必要とする子どもへの対応 

６ 保育における応急手当 
（教科書第６章） 

１．応急手当 ２．包帯法 ３．一次救命処置 

７ 望ましい保育環境と安全 
（教科書第７章） 

１．屋内の保育環境２．屋外の保育環境 ３．災害への対策と危機管理 

８ 
子どもの心とからだの健

康づくりのために 

（教科書第８章） 

1．子どもの保健活動の年間スケジュール 

２．保護者への健康教育と支援 

３．保育における連携の必要性 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
保育原理 

専門科目 単位数： 
2単位 

担当教員名：宮川萬寿美教授 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ （保育の本質・目的に関する科目） 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 三宅 茂夫編『新・保育原理－素晴らしき保育の世界へー 第2版』（株）みらい、2012年 
森上史郎・大豆生田啓友編『よくわかる保育原理 第２版』ミネルヴァ書房 2011年 

授業の概要 
幼稚園や保育園で行われている「保育」とは何か、保育という営みはどのように実践されていくのであろう

か。本授業では、保育の理念、保育の目的・目標、保育の制度・歴史、保育の内容・計画・方法などを学ぶ

ことにより、保育を行うための基本原理を明確にし、理解することを目的としている。さらに、保育者とし

て、子どもの発達を理解し、「遊び」と「生活」の視点から、園生活における子どもたちの経験や活動につ

いて具体的に学んでいく。 

授業の到達目標及びテーマ 
①保育の意義や保育の基本について理解する。 
②保育の思想と歴史的変遷について理解する。 
③保育の内容と方法の基本について理解する。  
④保育の現状と課題について理解する。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 保育を学ぶということ（１） 
「保育」とは 教科書 第１章第１項～第３項 P８－１０ 

 

２ 保育を学ぶということ（２） 

保育者に求められるもの 

教科書 第１章第４項～第５項  P10～P14 

幼稚園教育要領解説 

３ 保育を学ぶということ（３） 

保育の基本・保育の目標 
教科書 第４章 P40-52 幼稚園教育要領解説P23  

保育所保育指針解説書P20～P22 

４ 子ども理解 
子どもを理解するとは？ 
教科書 第２章 P16-25 

５ 保育の場（１） 
保育所・幼稚園の制度と機能 
教科書 第６章第３項 P28-34 

６ 保育の場（２） 認定こども園  



 
 
 

 教科書 第３章第３項P34 ～P37 

７ 
保育の目標と方法 

 

保育所・幼稚園・認定こども園の保育目標と方法の関連 

教科書 第４章 P40～P51 

８ 
保育の内容 

 

保育内容の基本的な考え方及びねらいと内容、領域の考え方 

教科書 第５章 P54-61 

幼稚園教育要領解説書 P65～189 保育所保育指針解説書P56～123 

9 保育の計画 
保育計画を立てることの意味 

教科書 第６章 P64-75 

10 
子どもの育ち・学びの連続

性 

幼児教育（就学前教育）と小学校教育（就学後）の学びそれぞれの

目的と学び方の違い 

教科書 第７章 第１項～第２項 P78-85 

11 保育の現状と課題 
子どもを取り巻く日本の様々な現状や課題 

第8章 第1項P90～95 

12 外国の保育実践 

海外の保育に関する考え方を学び、様々保育実践について学ぶ（こ

の教科書ではフィンランド） 

第８章２第３項 P95～P101 

13 子育て支援 
多様化する保育ニーズと子育て支援 

教科書第９章  

14 保育者のあり方 

専門家としての保育者のあり方について学ぶ 

第10章  P114～P124 

幼稚園教育要領解説P214 

 

15 様々な保育思想 

外国の保育思想家、日本の保育思想家について学ぶ 

参考書 人物で学ぶ教育原理 

第２章 第３項～第７項 P33-78  第３章 第５項～第６項

P103-113 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
社会的養護 

専門科目 単位数： 
2単位 

担当教員名：上野文枝講師 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ （保育の本質・目的に関する科目） 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 「児童の福祉を支える社会的養護」吉田眞理編著 萌文書林 
（参考文献） 
『子ども虐待』西澤哲 講談社 
『虐待を受けた子どの回復と育ちを支える援助』増沢高 福村出版 

授業の概要 
１．現代の養護問題の歴史的背景及び法律、体系を理解する。 
２．児童福祉施設や里親などの役割について、児童福祉との関連において理解する。 
３．施設養護における「子どもの権利擁護」及び「自立支援」の考え方を学ぶ。 

授業の到達目標及びテーマ 
１．現代の養護問題の原理を家庭機能に基づいて理解する。 
２．社会的養護の原理が、具体的に展開される場（児童福祉施設や里親）について理解する。 
３．「子どもの権利」および「子どもの虐待」について理解し、具体的な子どもへの支援のあり方を理解す

る。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 
現代社会における社会的

養護の意義と変遷 
第１講Ⅰ～Ⅲ 社会的養護の行われてきた経緯と現状について、概要

を理解する。 

２ 
児童の権利擁護と社会的養

護 
第２講Ⅰ～Ⅲ 「児童の権利擁護」について学び、社会的養護におい

て「児童の権利擁護」を具体化するための基本的な考え方を理解する。 

３ 
児童家庭福祉の一分野と

しての社会的養護 
第３講Ⅰ～Ⅲ 家庭機能が発揮される社会的養護の場と現状を理解す

る。 

４ 
社会的養護の原理Ⅰ  
養育―日常生活支援― 

第４講Ⅰ～Ⅱ 子どもの権利擁護と発達保障という観点から、生活型

児童福祉施設における養育のあり方を学ぶ。 

５ 
社会的養護の原理Ⅱ   
保護－自己実現に向けた

支援－ 

第５講Ⅰ～Ⅱ 発達途上にある子どもに対しての適切な「保護」につ

いて学ぶ。 

６ 
社会的養護の原理Ⅲ  

子どもであることへの回

第６講Ⅰ～Ⅱ 虐待を受けた子どもたちの言動の特徴を学び、対応を

学ぶ。 



 
 
 

復―治療的支援― 

７ 

社会的養護の原理Ⅳ  

生活文化と生活力の習得

―自立支援― 

第７講Ⅰ～Ⅲ 「生活文化」の内容と子どもに及ぼす影響を知り、保育

者が施設で生活文化を伝える重要性を学ぶ。 

８ 

社会的養護の原理Ⅴ 

生命倫理観の醸成―生と

性の倫理― 

第８講Ⅰ～Ⅱ  施設での養育に求められる「生命倫理観の醸成」と

いう家庭機能について学ぶ。 

9 
社会的養護の制度と実施

体系 

第９講Ⅰ～Ⅲ 社会的養護に関連する法律の基礎知識と施策の特徴的

な動向について学ぶ。 

10 

施設養護の実際 

―基本原理とソーシャル

ワーク１― 

第10講Ⅰ～Ⅲ 第３講Ⅲ 

養育条件が整わない子どもたちの家庭状況や施設入所のプロセスにつ

いて学び、今まで学んだ社会的養護の原理を確認し具体的な理解を深

める。 

11 

施設養護の実際 

―基本原理とソーシャル

ワーク２― 

第11講Ⅰ～Ⅲ・第３講Ⅲ 

障害を持つ子どもへの理解を深め、障害児の入所施設における支援を

学ぶ。 

12 

第12講 施設養護の実際 

―基本原理とソーシャル

ワーク３― 

第12講Ⅰ～Ⅲ第 ３講Ⅲ 

 社会に適応しづらい子どもたち への理解と、施設での養護について

学ぶ。 

13 家庭養護と施設養護 

第13講Ⅰ～Ⅴ 家庭養護の一つである里親養育の実状や特徴を知り、

里親養育にあっても社会的養護の原理や理念が大切であることを学

ぶ。 

14 
社会的養護の現状と 

課題1 

第14講Ⅰ～Ⅱ p196～210まで 

社会的養護が行われる場の運営と社会的養護の施設のおける権利擁護

の仕組みを学ぶ 

15 
社会的養護の現状と 

課題２ 

第14講Ⅱ～Ⅲ p211～233 

社会的養護の場における権利擁護の具体的な仕組みを知る。 

専門職としての自分を振り返る大切さについて学ぶ。 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
社会福祉 

専門科目 単位数： 
2単位 

担当教員名：吉田眞理教授 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ （保育の本質・目的に関する科目） 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 『生活事例からはじめる 社会福祉』吉田眞理著 青踏社2015年第7版または2016年

第8版 
（参考文献） 
『社会福祉を学ぶ 第2版』 山田美津子・稲葉光彦編 みらい 
『よくわかる社会福祉 第9版』 山縣文治・岡田忠克編 ミネルヴァ書房 

授業の概要 
保育士は、児童福祉法に位置づけられた専門職である。子どもは、家庭・地域社会など、様々な環境の影響

を受けており、現代社会を生きる子どもを保育する時、福祉的な視点から家庭の実態や生活課題やを把握す

ることは必要不可欠である。本教科目では、歴史的背景から社会福祉の考え方、人間観を多面的に学ぶとと

もに、現代の社会福祉の制度・政策を学習する。これらを通し、社会福祉の対象者を理解し実践するための

基礎を得る。 

授業の到達目標及びテーマ 
① 現代社会における社会福祉の意義と歴史的変遷について説明できるようになる。。 
② 社会福祉と児童福祉及び児童の人権や家庭支援との関連性について理解する。 
③ 社会福祉の制度や実施体系について理解する。 
④ 社会福祉における相談援助や利用者の保護にかかわる仕組みについて説明できるようになる。 
⑤ 社会福祉の動向と課題について理解する。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 
社会福祉の理念と 
概念① 

（第1章社会福祉の基盤 １社会福祉の理想と概念1-1、1-2） 
社会福祉とは何か、「ノーマライゼーション」を理解する。 

２ 
社会福祉の理念と 
概念② 

（第1章社会福祉の基盤 １社会福祉の理想と概念1-3、1-4） 
社会福祉の「ニーズ」「社会参加」を理解する。 

３ 
社会福祉の理念と 
概念③ 

（第1章社会福祉の基盤 １社会福祉の理想と概念1-5、1-6） 
社会福祉を支援する上での「自立」「平等」とは何か。 

４ 
社会福祉の 
歴史的変遷① 

（第１章社会福祉の基盤 ２社会福祉の歴史的変遷 2-1、2-2） 
貧困問題の取り組みや貧富の原因を歴史的変遷から理解する。 

５ 社会福祉の （第１章社会福祉の基盤 ２社会福祉の歴史的変遷 2-3） 



 
 
 

歴史的変遷② 国民の福祉の保障と、福祉を支援するのは誰かを学ぶ。 

６ 
社会福祉と 

児童家庭福祉 

（第１章社会福祉の基盤 3社会福祉と児童家庭福祉3-1､3-2､3-3） 

社会福祉と児童家庭福祉の関連性を学ぶ。 

７ 児童の権利擁護 
（第１章社会福祉の基盤 3社会福祉と児童家庭福祉 3-4） 

「児童の人権擁護」に基づく支援のあり方を学ぶ。 

８ 社会福祉の制度① 
（第２章社会福祉の制度と実施体系 1福祉を支える法律と財政） 

「社会福祉のかかわる法律」の理解。1-1 

9 社会福祉の制度② 
（第２章社会福祉の制度と実施体系 1福祉を支える法律と財政） 

「福祉の政策主体」や「社会福祉施設」について理解する。1-2､1-4 

10 社会保険 
（第２章社会福祉の制度と実施体系 2社会保険と私たちの生活） 

「社会保険」の仕組みを学ぶ。2-1～2-3 

11 
利用者を保護する 

仕組み 

（第２章社会福祉の制度と実施体系 4利用者を保護する仕組み） 

「第三者評価」「苦情解決の仕組み」「権利擁護」を学ぶ。4-1～4-3 

12 
社会福祉における 

相談援助① 

（第3章社会福祉における相談援助 １相談援助の意義と原則） 

社会福祉の専門技術を知り、相談援助の基礎を学ぶ。1-1～1-3 

13 
社会福祉における 

相談援助② 

（第3章社会福祉における相談援助 ２相談援助の方法と技術） 

「ケースワーク」「コミュニティワーク」の方法を学ぶ。2-1～2-3 

14 
社会福祉の動向と 

課題① 

（第4章社会福祉の動向 １少子高齢社会への対応）1-1～1-5 

少子高齢社会の動向と社会福祉基礎構造改革について学ぶ。 

15 
社会福祉の動向と 

課題② 

（第4章社会福祉の動向 ２在宅福祉・地域福祉の推進2-1～2-5 

 ３ 他分野との連携とネットワーク3-1～3-4） 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
相談援助 

専門科目 単位数： 
1単位 

担当教員名：上野文枝講師 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ （保育の本質・目的に関する科目） 

成績評価 試験結果（７０％）および授業態度と参加の積極性（３０％）を踏まえ、総合的な観点

で評価する。 

教科書 『生活事例からはじめる相談援助』吉田眞理著 青踏社 
（参考文献） 
『教師・保育士・保健師・相談支援員に役立つ子どもと家族の援助法―よりよい展開へ

のヒント』川畑隆 明石書店 
『事例と演習を通して学ぶソーシャルワーク』 川村隆彦  中央法規 

授業の概要 
保育士には、保育所や児童福祉施設を利用する子どもや家族だけでなく、地域で子育てする全ての家庭を支

援することが求められている。そのような保育士の社会的使命を果たすために、事例分析も交えながら相談

援助の知識、技術について学習する。 

授業の到達目標及びテーマ 
① 相談援助の概要と歴史を理解する。 
② 相談援助の方法と技術についての基礎知識を得る。 
③ 相談援助の具体的なプロセスについて理解し、人権尊重、自立支援、秘密保持等の保育士としての基本

的姿勢を併せて理解する。 
④ 個別援助技術、集団援助技術、地域援助技術等の方法と内容について理解する。 

授業計画【スクーリング科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 
相談援助の理論と意義

  
第１章１～２ 現代社会の子育て問題を概観し、地域における家族支

援の意味を考え、相談援助の理論と意義を理解する。 

２ 
相談援助の機能と保育に

おけるソーシャルワーク 

第１章３～５ 相談援助が対象とする諸問題を概観し、ソーシャルワ

ークの特質について学ぶ。また、保育士の業務と倫理について理解す

る。 

３ 
相談援助の対象とその過

程 
第２章１～２ 相談援助の対象について学ぶ。また、相談援助の過程

を保育士の業務との関係で理解する。 

５ 
相談援助の技術とアプロ

ーチ  

第２章３ 相談援助の基礎となる信頼関係を結ぶ技術、アセスメントす

る技術等を理解する。 

６ 相談援助の具体的展開 第３章１～３ ソーシャルワークの展開について、開始（インテーク）



 
 
 

から終結（評価）までの流について学ぶ。 

７ 
関係機関との協働と専門

職との連携  

第３章４～５ 地域の社会資源との協働や関係機関との連携について理

解する。 

８ 
事例分析：相談援助の具

体的展開を事例で学ぶ 

第４章 様々な対象者に対する実際の相談援助について、事例を通し

て理解する。 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
児童家庭福祉 

専門科目 単位数： 
2単位 

担当教員名：吉田眞理教授 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ （保育の本質・目的に関する科目） 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 「児童の福祉を支える 児童家庭福祉」吉田眞理 萌文書林2016年第3版 
（参考文献） 
「児童家庭福祉論」吉澤英子・西郷泰之著 光生館 
「保健・看護・福祉プリマーズ②児童福祉」吉澤英子・小舘静枝編 ミネルヴァ書房 

授業の概要 
わが国では、子どもの貧困、児童虐待、障害児の療育など児童福祉の課題が山積するとともに、待機児童対

策が急がれています。 
保育士は、すべての子どもの立場に立つことができる児童福祉職であり、子どもの存在を「人」として、「命」

そのものとして理屈抜きで受け止められる専門職です。その保育士に必須といえる、児童家庭福祉に関する

知識と福祉職としての自覚や態度がこの教科目を通じて、培われることを期待しています。 

授業の到達目標及びテーマ 
①現代社会における児童家庭福祉の意義と歴史的変遷について説明できるようになる。 
②児童家庭福祉と保育との関連性及び児童の人権について説明できるようになる。 
③児童家庭福祉の制度や実施体系等について説明できるようになる。 
④児童家庭福祉の現状と課題について説明できるようになる。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 児童家庭福祉の理念と概念 
児童家庭福祉の理念と概念を理解し、児童家庭福祉の実際の活動内

容、実践対象と方法について学ぶ。 

２ 児童家庭福祉の歴史的変遷 
児童家庭福祉の歴史を知り、児童家庭福祉の理念や実践の変化を知

り現代の児童家庭福祉を理解する基礎について学ぶ。 

３ 現代社会と児童家庭福祉 

現代社会における子育ての実態を知り、児童家庭福祉の必要性につ

いて学ぶ。 
我が国の世帯構造や生活意識の変化、家族の実態を統計資料から読

み取り、現代家庭の在り方について知る。 

４ 児童家庭福祉と保育１ 
保育を児童家庭福祉の一分野として理解し、児童の権利擁護につい

て保育の視点から学ぶ。 
児童家庭福祉施設として保育所を理解し、保育士の仕事の全体像に



 
 
 

ついて知る。 
児童の権利に関する条約について理解する。 

５ 児童家庭福祉と保育２ 
第４講の学びをもとに子どもの権利を護る仕組みについて学ぶ。 
子どもの権利を護る福祉の仕組みについて知り、第三者評価事業、

苦情解決の仕組み、子どもの権利ノートについて学ぶ。 

６ 
児童家庭福祉の制度と法体

系 

児童家庭福祉の制度と法体系について知識を得て、保育分野におけ

る諸制度を理解する基礎について学ぶ。 

憲法第25条を基本とした福祉の実施を柱とした保育・福祉の法体系

の全体像について知り、日本国憲法、児童虐待の防止等に関する法

律、次世代育成支援対策推進法についても学ぶ。 

７ 
児童家庭福祉行財政と実施

機関 

児童家庭福祉を支える機関やその実務内容について理解し、保育者とし

ての実践の基礎について学ぶ。 

児童家庭福祉を支える各機関の名前を知り、その機関が行っている児童

関係の実務について知る。 

８ 児童福祉施設等 

乳児院、児童養護施設をはじめとする児童福祉施設の概要を知り、

その法的枠組みと福祉サービスについて学ぶ。 

児童福祉施設の概要、法的枠組みと福祉サービスについて知ること

を通じて、保育分野の取り組みについて知る。 

9 
児童家庭福祉の専門職・実

施者 

保育所や施設で働く人たち、地域で子どもを支援する人たちについ

て知り、実践者という視点から児童家庭福祉について学ぶ。 

児童家庭福祉の専門職や実施者のそれぞれの職場と仕事について知

る。 

10 
少子化と子育て支援サービ

ス、母子保健 

少子化が進行するわが国の現状に対応する施策を保育サービスを中

心に概観するとともに、母子保健分野の取り組みについて学ぶ。 

子育て支援施策の変遷を知り、現代の施策の概要を知る。 

11 多様な保育ニーズへの対応 

地域における多様な保育サービスの展開について知り、保育士とし

ての実践に結び付けて学ぶ。 

地域における多様な保育サービスについて理解し、子どもを視点と

して保育者の視点から理解する。 

12 
児童虐待、ドメスティッ

ク・バイオレンス 

児童虐待の実態、対応について知り、保育者としての対応の基礎知

識を得る。ドメスティック・バイオレンス、社会的養護の概要を学

ぶ。 

児童虐待、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、

社会的養護について理解する。 



 
 
 

13 
障害のある児童、少年非行

等への対応 

在宅障害児の地域の暮らしと支援する制度、少年非行について理解

し、保育者としての基本姿勢について学ぶ。 

14 
ひとり親家庭、子どもと食

育 

ひとり親家庭の現状について理解し、保育者としての支援について

理解する。 

子どもの食育について知り、保育分野からの取り組みについて知る。 

母子世帯、父子世帯、母子福祉施設、食育基本法について学ぶ。 

15 児童家庭福祉の課題と展望 

児童家庭福祉の方向性を理解し、保育を視点とした取り組みや隣接

分野との連携の在り方について知り、保育現場でなすべきことにつ

いて学ぶ。 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
家庭支援論 

専門科目 
 

単位数： 
2単位 

担当教員名：吉田眞理教授 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ （保育の対象の理解に関する科目） 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 「児童の福祉を支える 家庭支援論」吉田眞理著 萌文書林2016年第2版 
（参考文献） 
「児童の参画」ロジャー・ハート 萌文社 「子育て支援 はじめの一歩」新澤誠治 
 小学館 
「家庭と結婚の歴史」関口裕子他 森話社「子育て支援とNPO」原田正文 朱鷺書房 

授業の概要 
家庭や地域の子育て機能が低下する中で、保育所等の児童福祉施設には、地域で子育てをしている家庭への

支援が求められています。この授業では、家庭の機能の変化や現状、社会的背景、関連分野の実践、法体系、

子育て支援サービスについて学習し、実際に家庭支援に取り組む際に役立つ、多角的且つ具体的な方法と考

え方について、事例を活用しながら習得します。地域で暮らす子育て中の家族の姿を思い浮かべながら学び

を進めていきましょう。 

授業の到達目標及びテーマ 
①家庭の意義とその機能、子育て家庭を取り巻く社会的状況等について説明できるようになる。 
②子育て家庭の支援体制について説明できるようになる。 
③子育て家庭のニーズに応じた多様な支援の展開と関係機関との連携について説明できるようになる。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 家庭の意義 
１．家庭とは ２．生活の場としての家庭  
３．事例の検討 

２ 家庭の機能 
１．家庭の意義 ２．子育て中の家庭の機能  
３．事例の検討 

３ 家庭支援の必要性 
１．社会の基礎単位としての家庭の変化  
２．社会の基礎単位としての現代の家庭 ３．事例の検討 

４ 
保育士が行う家庭支援の

原理Ⅰ 
１．家庭支援の理念 ２．子どもの発達と家族  
３．事例の検討 

５ 
保育士が行う家庭支援の

原理Ⅱ 
１．保育士による家庭支援 ２．家庭支援の展開  
３．事例の検討 

６ 現代の家庭における人間 １．コミュニケーションと子育て ２．家庭における人間関係  



 
 
 

関係 ３．事例の検討 

７ 
家庭生活を取り巻く社会

的状況 

１．地域社会と家庭の関係の変容 ２．住民による近隣の子育て支援活動 

３．事例の検討 

８ 
男女共同参画社会と 

ワークライフバランス 

１．男女共同参画社会 ２．ワークライフバランス  

３．事例の検討 

9 子育て家庭の支援体制 
１．子育て家庭の福祉を図るための社会資源  

２．住民による家庭支援活動 ３．事例の検討 

10 
子育て支援施策・次世代

育成支援施策の推進 

１．子育て支援施策 ２．次世代育成  

３．事例の検討 

11 
子育て支援サービスの概

要 

１．子育て支援サービスの概要２．課題がある家庭への支援  

３．事例の検討 

12 保育所による家庭支援 
１．プログラム型子育て支援活動 

２．保護者の関係づくりへの支援 ３．事例の検討 

13 
子育て支援と保護者の関

係づくりへの支援 

１．地域の子育てひろば ２．地域の子育て家庭への支援  

３．事例の検討 

14 
地域の子育て家庭への支

援 

１．保育所の子育て支援機能の活用 ２．家庭の課題への対応  

３．事例の検討 

15 
子育て支援サービスの課

題 

１．要保護児童およびその家庭に対する支援と連携 

2．子育て支援サービスの課題 ３．事例 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
情報処理論 

専門科目 単位数： 
2単位 

担当教員名：飯原智子非常勤講師 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ 情報機器の操作 

成績評価 スクーリング科目：授業内で実施する試験、レポート提出など課題の結果（７０％）お

よび授業態度と参加の積極性（３０％）を踏まえ、総合的な観点で評価する。 

教科書 『イチからしっかり学ぶ！Office基礎と情報モラルOffice2013・2010対応』ｎｏａ出版 
『情報倫理ハンドブック』ｎｏａ出版 

授業の概要 
インターネットやパソコンの普及により、パソコンは保育の現場でも使用されるものとなっています。園の

おたより作成、Web ページの運用をはじめとする情報発信、保育記録などの電子化、保護者との連絡手段、

会計管理など様々な活用方法が挙げられます。この科目では、情報モラルをはじめとして、実際のアプリケ

ーション操作など、実務レベルでのコンピュータ・リテラシーを習得することを目指しています。 

授業の到達目標及びテーマ 
① Windows の基本的な操作および情報モラルの習得。 
② アプリケーションソフト (MS Word, Excel PowerPoint) の基本的な操作の習得。 
③ 現場での実践的な操作方法の取得。応用事例の考え方。著作権等に対する知識の習得。 
④ 漢字の使い方や表現方法も含め、文書作成技術の習得。 

授業計画【スクーリング科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 授業概要 
Windows の基本操作 

授業概要の説明。Windowsの基本操作、学内LAN、システム IDの利用
方法、課題の配布と提出に関しての操作習得。 

２ 情報モラル インターネットを利用する際の情報モラル（個人情報の取り扱いなど）に
関しての解説。 

３ Wordの基本 Word の基本操作、キーボード入力操作、基本的な編集操作（インデント
とタブ）の解説。入力スピードの確認。 

４ Wordの応用１ 表作成、レポートを作成する際の機能の解説。ビジネス文書形式のおたよ
り作成。 

５ Wordの応用２ オブジェクト（写真、図形描画）の解説。写真や絵を入れたおたよりの作
成。 

６ Excelの基本 Excel の基本操作（基本的な表作成、表の編集、計算式の設定など）につ
いての解説。 

７ Excelの応用１ Excel 基本関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、COUNT など）、に
関しての解説。 

８ Excelの応用２ Excelのデータベースとしての利用方法の解説。 

9 PowerPointの基本 PowerPointの基本操作（スライド作成、文字入力など） 

10 PowerPointの応用 PowerPointの応用操作（アニメーションなど） 

11 プレゼンテーション プレゼンテーションの考え方を解説。自己紹介でプレゼンテーションのセ
ルフチェック。 



 
 
 

12 ネットの利用１ レポートを作成する際のインターネットの利用方法の解説。著作権に関し
ての解説。 

13 ネットの利用２ テーマに沿った情報検索を実施し、レポートを作成。 

14 セキュリティ対策 安全にインターネットを利用するための対策、就職した場合の社会人とし

ての利用のマナーを解説。 
15 確認テスト 講義の総まとめの確認テストを実施 (筆記試験)。 

 

 



 
 
 

授業科目名： 
ボランティア活動 

専門科目 
 

単位数： 
2単位 

担当教員名：金澤久美子講師 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ （保育の対象の理解に関する科目） 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 『学生のためのボランティア論』 岡本榮一・菅井直也・妻鹿ふみ子編 
 社会福祉法人大阪ボランティア協会 

授業の概要 
①ボランティア活動を支える理念について学ぶ。 
②ボランティア活動の公共性について理解する。 
③ボランティア活動が生み出す価値について考察する。 

授業の到達目標及びテーマ 
①ボランティアの歴史的な背景について学び、社会を変えていく活動であることを理解する。 
②ボランティア活動が与える心理的影響について考察する。 
③保育現場や社会福祉施設でボランティア体験をし、エピソード記録を書いてみる。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 
１ ボランティア活動とは ボランティアとは何であるかを学ぶ。 
２ ボランティア活動の意義 ボランティア活動の意義は何か、どんな役割があるかを理解する。 

３ 
歴史に登場する 
ボランティア 

ボランティアの歴史について学び、どんな役割を果たしていたのかを

理解する。 

４ 
何故ボランティアをする

のか 
タダで働く人の心理を分析してみる。 

５ ボランティアの利他性 ボランティアによってどのような報酬が得られかを理解する。 

６ 公共活動とは 
ボランティアによってコミュニティ活動が推進された実例について学

ぶ。 

７ 公共の担い手 ボランティアの弱点について理解する。 

８ 
ボランティア活動が生み

出す新しい価値 
情報化社会におけるボランタリーな価値について理解する。 

9 
IT 技術者のボランタリー

な行為 
IT技術者たちによるボランタリーな行為について学ぶ。 

10 
ボランティアマネジメン

ト 
ボランティアマネジメントの必要性について学ぶ 



 
 
 

11 

実践１ 

～ボランティア活動をし

てみよう 

(幼稚園・保育所など)でボランティア体験をして、記録を作成する。 

（3時間以上で、12回目と連続した活動とする。） 

12 実践１（11回目と連続） (11回目と連続した活動) 

13 

実践２ 

～ボランティア活動をし

てみよう 

(幼稚園・保育所など)でボランティア体験をして、記録を作成する。 

（3時間以上で、14回目と連続した活動とする。） 

14 実践２（13回目と連続） (13回目と連続した活動) 

15 振り返り ボランティアの意義について振り返る 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
音楽表現ⅠＡ 

専門科目 単位数： 
1単位 

担当教員名：今泉明美、有村さやか、

望月たけ美、東元りか、高地誠子 

担当形態： 複数 

科 目  

法令上の科目の位置づけ 音楽 

成績評価 授業内で実施する試験、レポート提出など課題の結果（７０％）および授業態度と参加

の積極性（３０％）を踏まえ、総合的な観点で評価する。 

教科書 「新・幼児の音楽教育-幼児教育・保育士養成のための音楽的表現の指導-」井口太 代表

編著 朝日出版社 
（参考文献） 
「ポケットいっぱいのうた」鈴木恵津子他編著 教育芸術社 
「うたってひいて童謡ぴっこりーの」島田和昭他編著 共同音楽出版社     
「こどもといっしょにたのしく打楽器」高倉秋子他編著 共同音楽出版社 
「声と日本人」米山文明著 平凡社 

授業の概要 
保育内容を理解し、音楽表現活動を豊かに展開するために必要な基本的知識と技術を、また身近な音や音楽

に親しむ経験を通して保育環境の構成を、さらに子どもの経験と音楽表現とを関連づける遊びの展開を習得

する。具体的には音楽基礎理論、声楽や鍵盤楽器や打楽器基礎の技能や知識、子どもの歌や声、身体、楽器

を用いた音楽遊び、以上について子どもの発達を踏まえながら実践的に取り組み、音楽環境や音楽遊びにつ

いての基礎を学ぶ。 

授業の到達目標及びテーマ 
①保育現場での子どもの遊びを豊かに展開するために、子どもの発達と音楽表現に関する知識と技術を習得

する。 
②身近な自然やものの音や音色、人の声や音楽等に親しむ経験を通して、子どもの遊びやイメージを豊かに

し、感性を養うための音や音楽の環境構成を習得する。 
③音楽素材や教材等の特性の理解やその活用及び作成を通して、子どもの経験や様々な表現活動と音楽表現

とを結びつける遊びの展開方法の基礎を学ぶ。 



 
 
 

授業計画【スクーリング科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 
音楽の基礎知識① 音楽の基礎知識の理解①（五線・小節線・ト音記号・ヘ音記号の音名・

音符や休符の種類と長さについて） 

２ 
音楽の基礎知識② 音楽の基礎知識の理解②（拍子記号・リズム・強起・弱起・奏法や音

楽表現を表わす楽語・記号・復縦線・反復記号について） 

３ 
音楽の基礎知識③ 音楽の基礎知識の理解③（幹音・派生音・変化記号・音程・音階につ

いて） 
４ 音楽の基礎知識④ 音楽の基礎知識の試験 

５ 

幼児教育における音楽的

表現活動の指導 
幼児の音楽的な活動（歌

を歌うこと） 

幼児教育における音楽的表現の指導を理解する。 
・幼稚園教育要領及び領域「表現」の考え方 
・幼児の音楽的な表現活動のねらいと内容 
・保育者の援助の意味 
幼児の音楽的な活動（歌を歌うこと）の環境について 
・幼児の音楽指導における問題点（歌唱教材の選択と他の目的のため

の指導） 
音楽表現の技術（声楽） 
・子どものモデルとしての保育者の歌唱の技術を学ぶ。（呼吸法を中心

に） 
・「あくしゅでこんにちは」の歌唱 

６ 

保育における音楽表現の

技術（歌唱） 

春夏、楽しい歌のレパー

トリーを広げる 

音楽的表現遊び 

音楽表現の技術（声楽） 

・子どものモデルとしての保育者の歌唱の技術を学ぶ。（発声法を中心

に） 

・「おはながわらった」「ちゅーりっぷ」「小鳥の歌」「ぞうさん」「おか

あさん」「こいのぼり」「みんなともだち」「たんじょうびには」の歌唱 

音楽的表現遊び 

・「おはながわらった」を用いた音楽表現遊び（フレーズを用いた身体

表現等） 

・「いっぽんばし にほんばし」他 

７ 

保育における音楽表現の

技術（歌唱） 

春夏、楽しい歌のレパー

トリーを広げる 

音楽的表現遊び 

音楽表現の技術（声楽） 

「かわいいかくれんぼ」「ゴリラのうた」「山の音楽家」「手をたたきまし

ょう」「大きな古時計」「おつかいありさん」「山のワルツ」「大きなうた」

「他の歌唱 

音楽的表現遊び 



 
 
 

・「大きな古時計」等を用いた音楽表現遊び（時計の音を声で表現する等）

の実践 

８ 

保育における音楽表現の

技術（歌唱） 

春夏、楽しいの歌のレパ

ートリーを広げる 

音楽的表現遊び 

音楽表現の技術（声楽） 

・「あめふりこまのこ」「アイアイ」「たなばたさま」「お星さま」「とん

でったバナナ」「水あそび」「イルカはザンぶらコ」「おばけなんてない

さ」他の歌唱 

音楽的表現遊び 

・「アイアイ」等を用いた音楽表現遊び（ボディーパーカッション遊び

等）の実践 

9 

保育における音楽表現の

技術（打楽器） 

打楽器の特性・活用法

  

音楽表現の技術（打楽器） 

・打楽器：鈴・カスタネット・タンバリン等の各奏法等特性の理解 

・これらの楽器によるリズム演習 

・保育現場における幼児器楽の活用と指導 

10 

保育における音楽表現の

技術（打楽器） 

打楽器の特性 

リズム演習 

音楽表現の技術（打楽器） 

・打器楽：カスタネット・鈴・タンバリン等の各奏法等特性の理解 

・打楽器によるリズム演習 

11 

保育における音楽表現の

技術（打楽器） 

打楽器演奏の実技試験 

リズム遊び 

音楽表現の技術（打器楽） 

・打楽器によるリズム打ちの試験（打楽器の扱い方・奏法・リズム読

譜と正確なリズム表現の確認） 

リズム遊び 

・「おもちゃのチャチャチャ」（擬音語をボディーパーカッションや楽

器で表現する等） 

12 

保育における音楽表現の

技術（打楽器） 

リズム遊び 

音楽表現の技術（打楽器） 

リズム遊び 

「イルカはザンブラコ」でバンブーダンス遊び等 

13 

保育現場における保育の

音・音楽環境① 

保育における音楽表現の

技術（様々な打楽器の奏

法と合奏）  

保育現場における音・音楽環境の理解① 

・幼児の音楽指導における問題点（高度な訓練形態の指導・合奏の練

習） 

音楽表現の技術（様々な打楽器の扱い方・奏法・留意点） 

・トライアングル・拍子木 

・ウッドブロック・大太鼓・小太鼓 

・打楽器による合奏 

「おもちゃのチャチャチャ」他 



 
 
 

14 

保育現場における保育の

音・音楽環境② 

保育における音楽表現の

技術（様々な打楽器の奏

法と合奏） 

保育現場における音・音楽環境の理解② 

・保育現場のおける音楽的な環境とは（打楽器について） 

音楽表現の技術（様々な打楽器の扱い方・奏法・留意点） 

・コンガ・ボンゴ・ティンパニー・シンバル・マラカス・和太鼓 

・打楽器による合奏 

「とんでったバナナ（「こどもといっしょにたのしく打楽器」）」他 

15 
保育における音楽表現の

技術（打楽器） 

音楽表現の技術 

・打楽器を中心にした合奏（まとめ） 
 

 



 
 
 
授業科目名： 
音楽表現ⅠＢ 

専門科目 単位数： 
1単位 

担当教員名：今泉明美、有村さやか、

望月たけ美、東元りか、高地誠子 

担当形態： 複数 

科 目  

法令上の科目の位置づけ 音楽 

成績評価 授業内で実施する試験、レポート提出など課題の結果（７０％）および授業態度と参加

の積極性（３０％）を踏まえ、総合的な観点で評価する。 

教科書 「新・幼児の音楽教育-幼児教育・保育士養成のための音楽的表現の指導-」井口太 代表

編著 朝日出版社 
（参考文献） 
「ポケットいっぱいのうた」鈴木恵津子他編著 教育芸術社 
「うたってひいて童謡ぴっこりーの」島田和昭他編著 共同音楽出版社     
「こどもといっしょにたのしく打楽器」高倉秋子他編著 共同音楽出版社 
「声と日本人」米山文明著 平凡社 

授業の概要 
保育内容を理解しながら、音楽表現活動を豊かに展開するために必要な基本的知識と技術を、また身近な音

や音楽に親しむ経験を通して保育環境の構成を、さらに子どもの経験と音楽表現とを関連づける遊びの展開

を習得する。具体的には音楽基礎理論と伴奏法、声楽や鍵盤楽器、打楽器について、子どもの歌や、身体、

楽器を用いた子どもの音楽遊び、これらについての知識や技術を子どもの発達を踏まえながら学び、音楽環

境や音楽遊びの基礎を学ぶ。 

授業の到達目標及びテーマ 
①保育現場での子どもの遊びを豊かに展開するために、子どもの発達と音楽表現に関する知識と技術を習得

する。 
②音楽表現に係る教材等の活用及び作成と、環境構成及び展開の為の基本を習得する。 
③音楽素材や教材等の特性の理解やその活用及び作成を通して、子どもの経験や様々な表現活動と音楽表現

とを結びつける遊びの展開方法の基礎を学ぶ。 

授業計画【スクーリング科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 音楽の基礎知識 

楽の基礎知識の理解 
・五線・小節線・ト音記号・ヘ音記号の音名 
・音符や休符の種類と長さ ・拍子記号 ・リズム  
・幹音・派生音・変化記号 ・音程 

２ 
音楽の基礎知識 
コードネームの基礎知識 

音楽の基礎知識の理解 
・音程 



 
 
 

コードについての理解（各内容を楽器を用いて実践する） 
・コード ・コードネーム ・長音階 ・短音階 ・長三和音 
・短三和音 ・セブンスコード 

３ 
コード伴奏法の理解と実

践 

コード伴奏法についての理解（各内容を楽器を用いて実践する） 
・即興的な伴奏法とは 
・和声機能（主要三和音）、主要三和音とコードとの関係 
・属七の和音、属七の和音とコードとの関係 
・和音の転回  
・「メリーさんのひつじ」「山の音楽家」コード付け実践 

４ 
コード伴奏法の理解と実

践 

コード伴奏法についての理解（各内容を楽器を用いて実践する） 
・和音の進行 
・ハ長調のコード進行 ・ト長調のコード進行 
・へ長調のコード進行 
・伴奏付けの為の旋律の和音の選択について 
・伴奏と実習 
・「きらきらぼし」「おつかいありさん」コード付け実践 

５ 

保育現場の音・音楽環境

① 
保育現場における音楽表

現の技術（鍵盤打楽器） 

保育現場における音・音楽環境の理解① 
・幼児の音楽指導における問題点（高度な訓練形態の指導・合奏の練

習） 
音楽表現の技術（鍵盤打楽器の扱い方・奏法・留意点） 
・木琴（マリンバ・鉄琴） 
音楽表現の技術（木琴・マリンバ・鉄琴） 

６ 

保育現場の音・音楽環境

② 

保育現場における音楽表

現の技術（鍵盤打楽器の

アンサンブル） 

・保育現場のおける音楽的な環境とは（鍵盤打楽器を含む打楽器につ

いて） 

音楽表現の技術（鍵盤打楽器の扱い方・奏法・留意点） 

・木琴（マリンバ・鉄琴） 

音楽表現の技術 

・木琴・マリンバ・鉄琴によるアンサンブル（子どもの歌を用いて） 

「大きなくりの木の下で」「たなばたさま」 

７ 

保育現場における音楽表

現の技術（鍵盤打楽器の

アンサンブル） 

楽器の音色を用いた音楽

的表現遊び 

音楽表現の技術（鍵盤打楽器） 

・木琴・マリンバ・鉄琴によるアンサンブル（子どもの歌を用いて） 

「やぎさんゆうびん」「山の音楽家」 

音楽的表現遊び 

・「お星さま」を用いた音楽遊び（鈴の拍打ち・トレモロ・金属楽器の音

色を用いた月面歩き等） 



 
 
 

８ 

保育現場における音楽表

現の技術（歌唱） 

秋・楽しい歌のレパート

リーを広げる 

音楽的表現遊び 

音楽表現の技術（声楽） 

・「どんぐりころころ」「にじ」「せかいじゅうのこどもたちが」「みん

なともだち」（以上が歌唱実技試験曲）「まつぼっくり」「どんぐりころ

ころ」「とんぼのめがね」「こおろぎ」他の歌唱 

音楽的表現遊び 

・「どんぐりころころ」（フレーズを用いた身体表現遊び等） 

・「チョット グーット パー」他 

9 

子どもの声や歌唱におけ

る発達 

保育現場における音楽表

現の技術（歌唱） 

冬・楽しい歌のレパート

リーを広げる 

音楽的表現遊び 

子どもの声や歌唱における発達を理解する 

・発声器官の発達と声域 ・リズムと旋律 

音楽表現の技術（声楽） 

・「あわてんぼうのサンタクロース」「やきいもグーチーパー」「たきび」

「ジングルベル」「山のワルツ」「おなかのえるうた」「カレンダーマー

チ」他の歌唱 

音楽的表現遊び 

・「あわてんぼうのサンタクロース」（擬音語を身体や楽器で表現する

遊び等） ・「カレーライス」他 

10 

保育現場における音楽表

現の技術（歌唱） 

冬・楽しい歌のレパート

リーを広げる 

音楽的表現遊び 

音楽表現の技術（声楽） 

・「お正月」「豆まき」「雪のペンキやさん」「ひなまつり」「ふしぎなポ

ケット」「思い出のアルバム」「一年生になったら」「さよならぼくのよ

うちえん」他の歌唱 

音楽的表現遊び 

・「豆まき」他を用いた音楽遊び（音の長短によるステップ遊び等）の

実践 

「小さな畑」他 

11 

保育現場における音楽表

現の技術（歌唱） 

音楽的表現活動における

指導計画の立案とその考

え方① 

音楽表現の技術（歌唱） 

・歌唱試験：「にじ」「せかいじゅうのこどもたちが」「みんなともだち」

（1曲選選曲） 

音楽的表現活動における指導計画の立案とその考え方① 

・指導計画とは 

・音楽的表現活動の指導計画の考え方 

12 

音楽的表現活動における

指導計画の立案とその考

え方② 

音楽的表現活動における指導計画の立案とその考え方② 

・一斉活動と指導計画 

・表現活動の質的な充実 

・幼児期に育つもの・育てたいもの 

・「どんぐりころころ」を用いた音楽的表現遊びの指導案を基に「大き



 
 
 

な栗の木の下で」や「大きなたいこ」「おつかいありさん」等の子ども

の歌を用いた音楽的表現遊びの指導案の作成 

13 

作成した音楽的表現遊び

案を基に音楽遊びの実践

① 

作成した音楽的表現遊びを模擬保育として実践① 

・保育者役と子ども役に分かれて実践する。 

14 

作成した音楽的表現遊び

案を基に音楽遊びの実践

② 

作成した音楽的表現遊びを模擬保育として実践② 

・保育者役と子ども役に分かれて実践する。 

15 

作成した音楽的表現遊び

案を基に音楽遊びの実践

③ 

音楽的表現の活動につい

て 

作成した音楽的表現遊びを模擬保育として実践③ 

・保育者役と子ども役に分かれて実践する。 

音楽的表現の活動について 

・事例からの音楽的表現の活動について読み取る 

 

 



 
 
 

授業科目名： 
音楽表現Ⅱ 

専門科目 単位数： 
2単位 

担当教員名：今泉明美、有村さやか、

望月たけ美、東元りか、高地誠子 

担当形態： 複数 

科 目  

法令上の科目の位置づけ 音楽 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 「新・幼児の音楽教育-幼児教育・保育士養成のための音楽的表現の指導-」井口太 代表

編著 朝日出版社 
（参考文献） 
ポケットいっぱいのうた」鈴木恵津子他編著 教育芸術社 
「うたってひいて童謡ぴっこりーの」島田和昭他編著 共同音楽出版社     
「こどもといっしょにたのしく打楽器」高倉秋子他編著 共同音楽出版社 
「声と日本人」米山文明著 平凡社 

授業の概要 
音楽表現活動を豊かに展開するために必要な基本的知識と技術を、また身近な音や音楽に親しむ経験を通し

て保育環境の構成を、さらに子どもの経験と音楽表現とを関連づける遊びの展開を習得する。具体的には、

保育者として必要なコード伴奏法や音楽教育のメソッド等を学び、歌唱や器楽演奏、身体表現を組み合わせ

た子どもの音楽的な遊びを学習する。 

授業の到達目標及びテーマ 
①音楽遊びの実践を通して、教育者・保育者として必要な音楽基礎技能や楽典の知識を身に付ける。 
②教育・保育実践において必要な伴奏法の知識や技能としてコードネームの学習をする。 
③音楽教育のメソッドを子どもの音楽遊びの実践を通して学習する。 
④楽器演奏や歌唱、身体表現の演習で表現力や感性を高め、表現の楽しさを体験する。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ コードネームの基礎 
コードとコードネームについて理解する。 
・コードとは 
・3声の基本コードについて（長３和音・短3和音） 

２ コードネームの基礎の確認 
コードとコードネームについて理解する 
・コード名について ・コードについて ・コードの転回について 

３ コードの機能 
音階の中でのコードとその機能について理解する。 
・音階の中にできる３声の基本コード 
・トニックを表すコードはなにか。 



 
 
 

・ドミナントを表すコードはなにか。 

４ コードの機能の確認 

音階の中でのコードとその機能について理解する。 
・音階の中にできる３声の基本コード 
・楽譜中のコードよりトニックとドミナントを確認する。 
・楽譜中のコードを演奏することによりその機能を確認する。 

５ 簡易コード伴奏法① 

保育現場で必要な伴奏法の基礎的な知識について理解する。 
・主要三和音：主和音（トニック）、属和音（ドミナント）、下属和音

（サブドミナント）について 
・属七の和音について ・和音の転回について 

６ 
簡易コード伴奏法①の確

認 

保育現場で必要な伴奏法の基礎的な知識について理解する。 

・主要三和音について 

・主要三和音の転回形を楽譜にする。 

・楽譜にした主要三和音の転回形を演奏し、響きを確認する。 

７ 簡易コード伴奏法② 

保育現場で必要なコード（和音）伴奏法について理解する。 

・和音の進行（カデンツ：終止形）について 

・必要な旋律と和音の選択について（導音、和声音、非和声音） 

８ 
簡易コード伴奏法②の確

認 

保育現場で必要なコード（和音）伴奏法について理解する。 

・旋律にコード伴奏をつける手順の確認をする。 

・コードをつけた子どもの歌を演奏して、響きを確認する。 

9 オルフの音楽教育① 

オルフの音楽教育の理念と特徴について理解する。 

・オルフの音楽教育の特徴（即興表現の重視・リズムのエコー・リズ

ムの問答・リズムのロンド） 

・ことばのリズムと抑揚 ・オスティナートの活用 

10 
オルフの音楽教育①の確

認 

オルフの音楽教育の理念と特徴について理解する。 

・譜例によるリズムのエコー・リズムの問答・リズムのロンド、身体

楽器によるリズムの即興の各実践 

11 オルフの音楽教育② 

オルフの音楽教育と保育現場の子どもの音楽遊びを理解する。 

・オルフ楽器とその特徴（身体楽器・音板楽器） 

・モデルの提示と即興的な問答について 

12 
オルフの音楽教育②の確

認 

オルフの音楽教育と保育現場の子どもの音楽遊びを理解する。 

・譜例によることばのリズムを身体楽器で表現する。 

・「ゆうやけこやけ」の曲に身体楽器を用いてオスティナートの伴奏を

つける。 

13 創造的な音楽づくり① 創造的音楽づくりの特徴と意義を理解する。 



 
 
 

・音楽づくりとは何か 

・音楽づくりの音楽的意義と教育的意義について 

14 
創造的な音楽づくり①の

確認 

創造的音楽づくりの特徴と意義を理解する。 

・音楽づくりとは何か ・こどもにとって、音楽づくりとは 

・音楽づくりの特徴と意義 

15 創造的な音楽づくり② 

創造的音楽づくりの種類について理解し、音楽づくりの活動を考える。 

・音楽づくりのタイプと保育者の姿勢 

・遊びを通しての指導する音楽遊びについて 

・Ａ～Ｇの音楽遊びの種類から選んで、音楽遊びを考える。 

16 
創造的な音楽づくり②の

確認 

創造的音楽づくりの種類について理解し、音楽づくりの活動を考える。 

・事例１より、音楽遊びの内容を理解する。 

17 子どもの歌唱 

子どもの歌唱とその実践についての基本を学ぶ。 

・一斉に歌を歌う活動の意義について 

・自由な活動の中で口ずさむ歌の意味 ・歌唱教材の課題 

18 
子どもの歌唱活動① 

（演習） 

実践を通して子どもの歌唱活動（初めての曲）の基本的指導・支援方

法を学ぶ。 

・資料１の歌唱活動を実践して子どもの歌唱活動（初めての曲）の基

本的指導・支援方法を学ぶ。 

・歌唱活動における保育者の援助の意味について 

・歌唱活動をする上で保育者自身の向き合い方について 

19 子どもの歌唱活動② 

保育現場の質的に充実した一斉的な歌唱活動の在り方を学ぶ。 

・一斉的な歌唱活動の指導計画の留意点を学ぶ。 

・表現活動で育てたいものを学ぶ。 

20 
子どもの歌唱活動③ 

（演習） 

実践を通して子どもの歌唱実践についての基本を学ぶ。 

・資料２の歌唱活動を実践して子どもの歌唱活動（まとめ期）の基本

的指導・支援方法を学ぶ。 

・歌唱環境としての楽器の配置や伴奏楽器について留意点について 

21 わらべうた 

わらべうたの意義や特徴を理解する。 

・わらべ歌遊びの意義 

・わらべ歌の特徴（自然発生的なうた・遊ばせうた・遊びの自由性・

民謡のテトラコード・リズム） 

22 わらべうた（演習） 

実践を通してわらべうたの意義や特徴を理解する。 

・譜例のわらべ歌を歌唱したり、遊びを実践することで、わらべ歌の

意義や特徴を理解する。 



 
 
 

23 ダルクローズの音楽教育 

ダルクローズの音楽教育の理念と特徴を理解する。 

・ダルクローズの教育理念について 

・リトミックのシステムと3つの構成 

24 
ダルクローズの音楽教育

（演習） 

実践を通してダルクローズの音楽教育の理念と特徴を理解する。 

・資料のリトミック遊び「音色を感じて手拍子リレー」を実践する。 

・資料のリトミック遊び「拍子を感じてステップ遊び」を実践する。 

25 
創造的な音楽遊び（低年

齢児） 

低年齢児を対象とした創造的な音楽遊びを理解する。 

・3歳児の心身の発達や音楽的発達を理解する。 

・資料の遊びを通して、低年齢の創造的な音楽遊びを理解する。 

・ボディーパーカッションを用いた遊び 

・ことばのリズムについて 

26 
創造的な音楽遊び（低・

中年齢）の確認 

低・中年齢児を対象とした創造的な音楽遊びを理解する。 

・資料の音楽遊び「動物の名前のリズムをボディーパーカッションで

楽しむ」「音 楽に合わせてボディーパーカッションを楽しむ」「音楽

に合わせて楽器によるリズム打ちを楽しむ」を各実践し、低年齢の創

造的な遊びを理解する。 

27 幼児のリトミック 

幼児のリトミックを理解する。 

・４歳児の心身の発達や音楽的発達を理解する。 

・幼児のリトミック指導の基本について理解する。 

28 
リトミック遊び（4歳児程

度）（演習） 

４歳児程度を対象としたリトミック遊びを理解する。 

・４歳児の心身の発達や音楽的発達を理解する。 

・資料の音楽遊びを実践して、４歳児程度のリトミック（音楽的要素：

フレーズ・ 音色・速さ）を用いた音楽遊びを理解する。 

29 リトミック遊び（5歳児） 

リトミック教育の課題と５歳児程度を対象としたリトミック遊びを理

解する。 

・リトミック教育の課題とそれに対する取り組みについて理解する。 

・５歳児の心身の発達や音楽的発達を理解する。 

・資料６により５歳児程度のリトミック遊びを理解する。 

30 
リトミック音楽遊び（5

歳児）（演習） 

5歳児を対象としたリトミック遊びを理解する。 

・資料の遊びを通して 5 歳児程度を対象にしたリトミック遊び（音楽

的要素：拍子・音色・速さ）を理解する。 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
音楽表現Ⅲ 

専門科目 単位数： 
1単位 

担当教員名：今泉明美、有村さやか、

望月たけ美、東元りか、高地誠子 

担当形態： 複数 

科 目  

法令上の科目の位置づけ 音楽 

成績評価 授業内で実施する試験、レポート提出など課題の結果（７０％）および授業態度と参加

の積極性（３０％）を踏まえ、総合的な観点で評価する。 

教科書 「新・幼児の音楽教育-幼児教育・保育士養成のための音楽的表現の指導-」井口太 代表

編著 朝日出版社 
（参考文献） 
「ポケットいっぱいのうた」鈴木恵津子他編著 教育芸術社 
「うたってひいて童謡ぴっこりーの」島田和昭他編著 共同音楽出版社     
「こどもといっしょにたのしく打楽器」高倉秋子他編著 共同音楽出版社 
「保育講座 保育内容「表現」」平田智久他編 ミネルヴァ書房 

授業の概要 
音楽表現活動を豊かに展開するために必要な基本的知識と技術を、また身近な音や音楽に親しむ経験を通し

て保育環境の構成を、さらに子どもの経験と音楽表現とを関連づける遊びの展開を習得する。具体的には、

保育における子どもの音楽遊びを、子どもの発達や季節の子どもの歌、音楽的な要素などから実践的に学習

する。 

授業の到達目標及びテーマ 
①音楽遊びの実践を通して、教育者・保育者として必要な音楽基礎知識や音楽技能、豊かな表現力を身に付

ける。 
②教育・保育実践において必要な音楽的な要素や音楽的表現活動の展開について学習をする。 
③幼稚園教育・保育における子どもの音楽遊びを子どもの発達や子どもの歌や音楽的要素等から実践的に学

ぶ。 

授業計画【スクーリング科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 音楽的表現遊びの計画 

幼児の音楽的表現遊びの計画について（手順について・遊びの準備：

秋・冬） 
・指導計画とは 
・音楽的表現遊びの指導計画の立案とその考え方 
・音楽づくり（音楽遊びを含む）について 
・音楽づくりの活動例の事例2の音楽遊びを実践する 



 
 
 

・実践した事例 2 の音楽遊びについて教師が作成した計画案と照らし

合わせて書き方を学ぶ。 

２ 音楽的表現遊びの立案 

3，4，5歳児向け音楽的表現遊びの立案（ねらいと遊びの種類の確認・

春・夏・秋・冬） 
・各年齢による音楽的能力（発声器官の発達と声域・リズムと旋律）

の発達の確認 
・数名のグループにより、子どもの発達と音楽的要素に視点を向けな

がら、音楽的表現遊び（春・夏・秋・冬）の計画を立てる 
・遊びで使用する曲のピアノ伴奏の練習（練習室を利用して） 

３ 音楽的表現遊びの立案 

3，4，5 歳児向け音楽的表現遊びの立案（用いる音楽的要素・環境設

定・音楽遊びの活動手順・支援の仕方の確認・春・夏・秋・冬） 
・各年齢による音楽的能力（発声器官の発達と声域・リズムと旋律）

の発達の確認 
・数名のグループにより、子どもの発達と音楽的要素に視点を向けな

がら、音楽的表現遊び（春・夏・秋・冬）の計画を立てる 
・遊びで使用する曲のピアノ伴奏の練習（練習室を利用して） 

４ 音楽的表現遊びの実践 

3 歳児、春を想定した、グループによる音楽的表現遊びの実践と相互

評価 
・実践者と子ども役に分かれての音楽的表現遊びの実践をする 
・実践した遊びについて計画案と比較をして各個人・グループ・全体

で振り返る（ねらい・3 歳児の 発達・音楽的要素の用い方・環境設

定・手順・支援の仕方等） 
・遊びで使用する曲のピアノ伴奏の練習（練習室を利用して） 

５ 音楽的表現遊びの実践 

4 歳児、夏を想定した、グループによる音楽的表現遊びの実践と相互

評価 
・実践者と子ども役に分かれての音楽的表現遊びの実践をする 
・実践した遊びについて計画案と比較をして各個人・グループ・全体

で振り返る（ねらい・4 歳児の 発達・音楽的要素の用い方・環境設

定・手順・支援の仕方等） 
・遊びで使用する曲のピアノ伴奏の練習（練習室を利用して） 

６ 音楽的表現遊びの実践 

5 歳児、秋を想定した、グループによる音楽的表現遊びの実践と相互

評価 
・実践者と子ども役に分かれての音楽的表現遊びの実践をする 
・実践した遊びについて計画案と比較をして各個人・グループ・全体



 
 
 

で振り返る（ねらい・5 歳児の 発達・音楽的要素の用い方・環境設

定・手順・支援の仕方等） 
・遊びで使用する曲のピアノ伴奏の練習（練習室を利用して） 

７ 音楽的表現遊びの実践 

3歳児、秋を想定した、グループによる音楽的表現遊びの実践と相互評価 

・実践者と子ども役に分かれての音楽的表現遊びの実践をする 

・実践した遊びについて計画案と比較をして各個人・グループ・全体で

振り返る（ねらい・3歳児の 発達・音楽的要素の用い方・環境設定・手

順・支援の仕方等） 

・遊びで使用する曲のピアノ伴奏の練習（練習室を利用して） 

８ 音楽的表現遊びの実践 

4，5歳児、冬を想定した、グループによる音楽的表現遊びの実践と相

互評価 

・実践者と子ども役に分かれての音楽的表現遊びの実践をする 

・実践した遊びについて計画案と比較をして各個人・グループ・全体

で振り返る（ねらい・4、5歳児の 発達・音楽的要素の用い方・環境

設定・手順・支援の仕方等） 

・遊びで使用する曲のピアノ伴奏の練習（練習室を利用して） 
音楽的表現遊びのまとめ 

 

 



 
 
 

授業科目名： 
造形表現Ⅰ 

専門科目 単位数： 
1単位 

担当教員名：吉田収准教授、水野道

子講師 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ 図画工作 

成績評価 授業内で実施する試験、レポート提出など課題の結果（７０％）および授業態度と参加

の積極性（３０％）を踏まえ、総合的な観点で評価する。 

教科書 『生活事例からはじめる 造形表現』吉田収 宮川萬寿美編著 青踏社 

授業の概要 
子どもの保育内容を理解し、造形遊びを豊かに展開するために必要な基本的知識と技術を習得する。また、

身近な自然やものの色や形、感触やイメージ等に親しむ経験をする中で、様々な用具、素材や教材に触れ、

保育環境の構成や表現活動に関する保育技術を習得する。ここでは先ず、平面素材である、水彩絵の具やク

レヨンなどの描画材に着目し、版画表現から生まれる無作為の表出の美しさを知ると共に、表現の可能性の

幅を知り、保育現場への活用法を学ぶ。 

授業の到達目標及びテーマ 
①幼稚園教育・保育の内容を理解し、子どもの遊びを豊かに展開するために必要な知識や技術を習得。 
②造形表現の表現活動に関する知識や技術を習得。 
③表現活動に係る教材等の活用及び作成と、幼稚園教育・保育の環境構成及び具体的展開のための技術を習

得。 

授業計画【スクーリング科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 
平面表現 使用素材につ

いて 
授業内容とともに平面表現で使用する用具、素材の説明 

２ 
フィンガーペィンティング 
ドリッピング 

食用出来る絵具を使って、触感を体験する。筆と絵の具を使った偶然

にできる形、色の面白さを知る。子どもへの指導と援助法、展開 

３ 
デカルコマニー 
マーブリング 

絵の具が偶然に出来る形の面白さを知る。水の上に浮かせた絵の具で

出来る模様の美しさを知る。子どもへの指導と援助法、展開 

４ 
バチック、スクラッチ 
スタンピング 

クレヨンと絵の具を使った技法。野菜の断面を生かした押捺遊びを知

る。 
子どもへの指導と援助法、展開 

５ 
フロッタージュ 
(屋外制作) 

擦り出しの不思議さと、テクスチャーの違いの面白さを知る。 
子どもへの指導と援助法、展開 

６ コラージュ フロッタージュで採取した素材を生かした再構築作品の制作。 



 
 
 

子どもへの指導と援助法、展開 

７ 

ローラーを使って(ゴム

ローラー・スチレンロー

ラー) 

ローラー二種類の特性を生かした造形遊び。 

子どもへの指導と援助法、展開 

８ 紙版画 
画用紙を使った版画制作。 

子どもへの指導と援助法、展開 

9 実践へ「見立て活動から」 
これまで学んできた表現を使い、見立て活動で壁画を制作する(グルー

プ制作)平面表現の総括。 

10 実践へ「見立て活動から」 
これまで学んできた表現を使い、見立て活動で壁画を制作する(グルー

プ制作)平面表現の総括。 

11 実践へ「見立て活動から」 
これまで学んできた表現を使い、見立て活動で壁画を制作する(グルー

プ制作)平面表現の総括。 

12 色彩について 色彩を学ぶ。 

13 五感「聴覚」 音を聴き、色紙の切り貼りで抽象的に表現する。 

14 五感「触覚」 
ものを見ないで触覚のみでクレヨンを使って描画し、その後、見て描

画する。 

15 記録のまとめ 造形表現Ⅰの記録のまとめ・学びの確認 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
造形表現Ⅱ 

専門科目 単位数： 
1単位 

担当教員名：吉田収准教授、水野道

子講師 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ 図画工作 

成績評価 授業内で実施する試験、レポート提出など課題の結果（７０％）および授業態度と参加

の積極性（３０％）を踏まえ、総合的な観点で評価する。 

教科書 『生活事例からはじめる 造形表現』吉田収 宮川萬寿美編著 青踏社 

授業の概要 
造形表現Ⅰを基に、保育者として必要な造形表現に係る教材等の活用及び作成法を習得する。また、子ども

の経験や様々な表現活動と造形活動とを結びつける遊びの展開や、イメージや感性を養う環境構成及び具体

的展開のための保育技術を習得する。ここでは、立体での表現の素材に着目する。粘土、木、紙、生活素材

など、保育現場で使われる主な素材を学ぶと共に、扱い方を知り、可能性を探る。そして、それらの保育現

場への活用法を学ぶ。 

授業の到達目標及びテーマ 
①幼稚園教育・保育の内容を理解し、子どもの遊びを豊かに展開するために必要な知識や技術を習得。 
②造形表現の表現活動に関する知識や技術を習得。 
③表現活動に係る教材等の活用及び作成と、幼稚園教育・保育の環境構成及び具体的展開のための技術を習

得。 

授業計画【スクーリング科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 
立体素材 
粘土 

立体素材について(土、木、紙)粘土という素材、種類。 
保育での指導、環境構成、展開 

２ 粘土 小麦粉粘土の素材過程の説明と体験。保育での指導、環境構成、展開 
３ 粘土 土粘土の素材過程の説明と体験。保育での指導、環境構成、展開 

４ 
コラージュ 
(フォトコラージュ) 

既存の印刷物を使っての再構成作品の制作。 

５ 
コラージュ 
(フォトコラージュ) 

既存の印刷物を使っての再構成作品の制作。 

６ 
児童画の発達段階につい

て 
子どもの絵画に関する発達の段階を解説と指導法。 

７ 身近な素材から 身近な素材から(折り紙)。保育での指導、環境構成、展開 

８ 自然素材から 木 木という素材を知り、木を扱うための道具の使い方を学ぶ 



 
 
 

9 紙を使って 紙という素材の種類。子どもへの指導と援助法、展開 

10 紙を使って お面制作（張り子） 構造を知り制作する。 

11 紙を使って お面制作（張り子） 張り子で制作する(新聞紙、和紙)。 

12 紙を使って お面制作（張り子） 着彩からニス塗り。保育への展開。 

13 保育への展開 子どもへの指導と援助、展開 (指導案作成) 

14 保育への展開 準備、活動の展開、片付け、飾り方、遊び方 (模擬保育) 

15 記録のまとめ 後期の記録のまとめ・１年の学びの確認 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
身体表現Ⅰ 

専門科目 単位数： 
1単位 

担当教員名：上野奈初美教授、 
宇佐美かおる准教授、佐藤みどり教

授、中山貴太助教 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ 体育 

成績評価 授業内で実施する試験、レポート提出など課題の結果（７０％）および授業態度と参加

の積極性（３０％）を踏まえ、総合的な観点で評価する。 

教科書 （参考文献） 
『保育と幼児期の運動遊び』岩崎洋子編・吉田伊津美・朴淳香・鈴木康弘著、萌文書林 
『0～5歳児の運動あそび指導百科』前橋明著 ひかりのくに 

授業の概要 
①子どもの発育・発達に応じた運動技能を系統的・段階的に理解する。 
②子どもの発育・発達に応じた運動遊びの展開を構築する。 
③運動遊びの援助方法や安全管理（環境、遊具等）の基本について理解する。 

授業の到達目標及びテーマ 
動きのある遊びを通して、子どもの発育・発達を促すとともに、運動能力や体力の基礎となる力を養うため

の、子どもの運動遊びの基本について学ぶことを目的とする。また、様々な動きの総合や応用、道具の利用

などを含め、子どもの発育・発達に応じた運動遊びの内容や指導方法、また運動遊び指導のための環境設定

や安全管理の方法を学習する。 

授業計画【スクーリング科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 
１ オリエンテーション 授業の内容及び進め方について 
２ 幼児の運動遊びについて 幼児の運動や遊びの内容と指導・援助について 
３ からだで遊ぶ １ からだづくり、力くらべ、かけっこの内容と指導・援助法 
４ からだで遊ぶ ２ 模倣遊び、リズム遊びの内容と指導・援助法 
５ からだで遊ぶ ３ 鬼ごっこの内容と指導・援助法 
６ からだで遊ぶ ４ 伝承遊びの内容と指導・援助法 

７ 道具をつかって遊ぶ１ ボールを利用した遊びの内容と指導・援助法 

８ 道具をつかって遊ぶ２ ロープ、縄を利用した遊びの内容と指導・援助法 

9 道具をつかって遊ぶ３ マットを利用した遊びの内容と指導・援助法 

10 道具をつかって遊ぶ４ 巧技台を利用した遊びの内容と指導・援助法 

11 道具をつかって遊ぶ５ 身近な道具を利用した遊びの内容と指導・援助法 



 
 
 

12 運動遊び指導の実践１ 
グループごとにテーマ・目標を定めた運動遊びの指導案を作成し、検

討する 

13 運動遊び指導の実践２ 
グループごとにテーマ・目標を定めた運動遊びの指導案を作成し、検

討する 

14 運動遊び指導の発表 グループごとに運動遊びを発表する 

15 まとめ 本授業の目標・テーマに基づいて点検し、まとめる 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
身体表現Ⅱ 

専門科目 単位数： 
1単位 

担当教員名：上野奈初美教授、 
宇佐美かおる准教授、佐藤みどり教

授、中山貴太助教 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ 体育 

成績評価 授業内で実施する試験、レポート提出など課題の結果（７０％）および授業態度と参加

の積極性（３０％）を踏まえ、総合的な観点で評価する。 

教科書 （参考文献） 
『保育と幼児期の運動遊び』岩崎洋子編・吉田伊津美・朴淳香・鈴木康弘著、萌文書林 
『0～5歳児の運動あそび指導百科』前橋明著 ひかりのくに 

授業の概要 
本授業は、身体表現Ⅰで習得した知識や技術をもとに、自己表現の方法や、１年間の行事予定なども考慮し

た運動遊びを学ぶことを目的とする。また、子どもが、楽しく、さらに自らすすんでからだを動かせるプロ

グラムを作るための方法を検討するとともに、保育の現場で実践している運動遊びの体験を通して、運動遊

びにおける安全管理、それらに必要な知識や技能を定着させる。 

授業の到達目標及びテーマ 
①子どもの発育・発達に応じた運動技能を系統的・段階的に理解する。 
②子どもの発育・発達に応じた運動遊びの展開を構築する。 
③運動遊びの援助方法や安全管理（環境、遊具等）の基本について理解する。 

授業計画【スクーリング科目】 
回数 テーマ 授業の内容及び進め方について 
１ オリエンテーション 授業の内容及び進め方について 
２ 表現とリズム遊び 表現遊びおよびリズム遊びの内容と指導・援助法 

３ 
道具を使った遊びの指導

１ 
ロープを利用した総合的な運動の内容と指導・援助法 

４ 
道具を使った遊びの指導

２ 
ボールを利用した総合的な運動の内容と指導・援助法 

５ 体操の指導１ マット、鉄棒、跳び箱を利用した運動の内容と指導・援助法 
６ 体操の指導２ 器械体操の導入と指導・援助法 

７ 巧技台の利用１ 
0～2 歳児を対象とした巧技台、マット、平均台を利用した環境設定の指

導・援助法 

８ 巧技台の利用２ 3～5歳児を対象とした巧技台、マット、平均台を利用した環境設定の



 
 
 

指導・援助法 

9 ゲーム遊び ゲーム性のある遊びの内容と指導・援助法 

10 スポーツ遊び スポーツ活動につながる遊びの内容と指導・援助法 

11 運動会の企画立案 運動会を企画立案する 

12 運動会の運営 ミニ運動会の実施 

13 保育環境について 屋内、屋外における遊びの環境について 

14 水遊びの指導 水遊びとプール遊びの内容と指導・援助法 

15 まとめ 本授業の目標・テーマに基づいて点検し、まとめる 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
言語表現 

専門科目 単位数： 
1単位 

担当教員名：馬見塚昭久講師 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ 国語 

成績評価 授業内で実施する試験、レポート提出など課題の結果（７０％）および授業態度と参加

の積極性（３０％）を踏まえ、総合的な観点で評価する。 

教科書 必要に応じてプリントを配布する 
（参考文献） 
『絵本から学ぶ子どもの文化』浅木尚実  編著（同文書院） 
『子どもに語る 日本の昔話①～③』稲田和子、筒井悦子著（こぐま社） 

授業の概要 
素話、言葉遊び、群読、絵本の読み聞かせ、紙芝居の実演等を通して、言語表現活動を体験的に学ぶ。子ど

もの発達を捉えながら、保育士としての言語表現技術を身につける。 

授業の到達目標及びテーマ 
①子どもの発達と言葉遊び、絵本、紙芝居、群読等に関する知識を習得する。 
②子どもの言語活動を豊かに展開する技術の基礎を身につける。 
③受講者自身が、豊かな言語活動の実践者となる。 

授業計画【スクーリング科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ オリエンテーション 
・学習の内容と進め方 
・演習の分担についての話し合いと当番表の作成 

２ 素話と紙芝居について 
・素話の特徴と話し方 
・紙芝居の特徴と演じ方  

３ 言葉遊びと群読について 
・言葉遊びの特徴 
・群読の特徴と技法 

４ 演習① ・素話、言葉遊び、絵本の読み聞かせ、群読、紙芝居の実習と相互評価 

５ 演習② ・素話、言葉遊び、絵本の読み聞かせ、群読、紙芝居の実習と相互評価 

６ 演習③ ・素話、言葉遊び、絵本の読み聞かせ、群読、紙芝居の実習と相互評価 

７ 演習④ ・素話、言葉遊び、絵本の読み聞かせ、群読、紙芝居の実習と相互評価 

８ 演習⑤ ・素話、言葉遊び、絵本の読み聞かせ、群読、紙芝居の実習と相互評価 

9 演習⑥ ・素話、言葉遊び、絵本の読み聞かせ、群読、紙芝居の実習と相互評価 

10 演習⑦ ・素話、言葉遊び、絵本の読み聞かせ、群読、紙芝居の実習と相互評価 

11 演習⑧ ・素話、言葉遊び、絵本の読み聞かせ、群読、紙芝居の実習と相互評価 



 
 
 

12 演習⑨ ・模擬保育形式の実習と相互評価 
13 演習⑩ ・模擬保育形式の実習と相互評価 
14 演習⑪ ・模擬保育形式の実習と相互評価 
15 演習⑫ ・模擬保育形式の実習と相互評価 

 

 



 
 
 

授業科目名： 
保育者論 

教員の免許状取得のための 
必修科目 

単位数： 
２単位 

担当教員名：野津直樹准教授 

担当形態： 単独 

科 目 教職の意義等に関する科目 

法令上の科目の位置づけ 
 

・教職の意義及び教員の役割 
・教員の職務内容（研修、服務及び身分保障等を含む。） 
・進路選択に資する各種の機会の提供等 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 汐見稔幸・大豆生田啓友編 『保育者論』 ミネルヴァ書房 2011年 

授業の概要 
この科目では、「保育者とは何か」を命題として、学生一人一人が目指していくべき保育者像を、学

生を主体とした方法を用いて追及していく。また、実際の現場で保育者が働いている様子から伺える

様々な葛藤や成長、多くの人やものとの出会いなどのエピソードを伝えながら講義を進めていく。 
なお、現場に出た時にパッと思い浮かべることのできるキーワードを学生の中へ埋め込むことができる

ように努めていく。 

授業の到達目標及びテーマ 
① 保育者とは何か、制度的な位置づけをふまえつつ、その役割・倫理について理解する。 
② 保育者に求められる資質を知ることで、その専門性について理解する。 
③ 現場でのエピソードを通じて、実際に働いている保育者の悩みや葛藤を知る。 
④ 保育者として協働すべき様々な人、機関等を理解する。 
⑤ 自身が目指す保育者像を探求し、少しでもそれに近付けるよう努力する姿勢を学ぶ。 

授業計画【印刷教材】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 
「保育者になる」 

ということ① 
あなたが「現在」持っている保育者のイメージを自覚する。 
（教科書 はじめに ＋ 第１章１ページ～１８ページ） 

２ 
「保育者になる」 

ということ② 

あなたが「現在」持っている保育士のイメージと幼稚園教諭のイ

メージを自覚する。 
（教科書 はじめに ＋ 第１章１ページ～１８ページ ） 

３ 
「保育者になる」 

ということ③ 
保育所と幼稚園の制度上の違いを学ぶ。 
（教科書 はじめに ＋ 第１章１ページ～１８ページ） 

４ 
「保育者になる」 

ということ④ 
魅力的な保育者となるために必要な要素について学ぶ。 
（教科書 はじめに ＋ 第１章１２ページ～１８ページ） 

５ 保育者の一日 
保育士・幼稚園教諭の仕事の実際を学ぶ。 
（教科書 第２章、１９ページ～４５ページ） 

６ 子どもの思いや育ちを 子ども理解について、教科書内エピソードを読み込みながら学ぶ。 



 
 
 

理解する仕事 （教科書 第３章４７ページ～６７ページ） 

７ 

子どもと一緒に心と体を

動かす仕事 
～保育者の役割① 

幼稚園教諭(教師)の役割を学ぶ。 
（教科書 第４章６９ページ～８０ページ） 

８ 

子どもと一緒に心と体を

動かす仕事 
～保育者の役割② 

保育士の専門性を学ぶ。 
（教科書 第４章８１ページ～９２ページ） 

９ 
豊かな文化や自然との 
出会いをつなぐ仕事 

子どもの豊かな生活をつくり出すために必要な保育者としての 
姿勢を学ぶ。 
（教科書 第５章９３～１１５ページ） 

10 

保護者や家庭と一緒に 
歩む仕事 
～保護者への支援 

現代家族の生活の中でこそ生じる保護者の子育ての実態を知る。

（教科書 第６章１１７ページ～１３１ページ） 

11 

保護者や家庭と一緒に 
歩む仕事 
～地域における子育て支援 

地域における子育て支援について学ぶ。 
（教科書 第６章１３１ページ～１３９ページ） 

12 
学び合う保育者 
～保育における省察① 

保育（教育）における省察について学ぶ。 
（教科書 第７章１４１ページ～１４８ページ） 

13 
学び合う保育者 
～保育における省察② 

保育（教育）における省察について学ぶ。 
（教科書 第７章１４８ページ～１５９ページ） 

14 
学び合う保育者 
～園(組織)として 

保育所や幼稚園、施設が組織として保育者同士どう学び合ってい

るのかを知る。（教科書 第７章１６０ページ～１７０ページ） 

15 保育者の専門性～まとめ 
これまでの保育者論の学びを振り返る。 
（教科書 第８章１７１ページ～１９１ページ） 

 

 



 
 
 

授業科目名： 
教育原理 

教員の免許状取得のための 
必修科目 

単位数： 
1単位 

担当教員名：中村弘行兼担教授 

担当形態： 複数 

科 目 教育の基礎理論に関する科目 

法令上の科目の位置づけ 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 中村弘行著『人物で学ぶ教育原理』三恵社、2010年（使用テキストの版：第3刷） 

参考文献 汐見稔幸･伊東毅･高田文子･東宏行･増田修治編著『よくわかる教育原理』ミネルヴァ書

房、2011年 

授業の概要 
教育の理念、思想、歴史などの検討をとおして教育学の基礎的知識について体系的に学んでいく。幼

児や子どもの教育に関わる今日的課題についても原理的に考察していく。 
授業の前半三分の二はテキストに沿って知識や概念の理解を深め、後半の三分の一では学生の問題関心

を活かした課題提出に向けての作業も同時に進めていく。 

授業の到達目標及びテーマ 
①教育の意義と目的を理解する。 
②教育の理論を理解する。 
③教育の歴史を理解する。 
④教育の現実（実践、今日的課題）について自らの考えを確立するための基礎を固める。 

授業計画【印刷教材】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 
１ 教育の意義 教育の意義、保育と教育の関係 
２ 西洋の教育思想 コメニウス、ロック、ルソーの思想 
３ 西洋の教育思想② フレーベル、デューイ、モンテッソーリの思想 
４ 日本の教育思想 貝原益軒、佐藤信淵、福沢諭吉の思想 
５ 日本の教育思想② 森有礼、倉橋惣三、城戸幡太郎の思想 
６ 外国教育史 古代ギリシャから近代ヨーロッパにおける教育思想や歴史 

７ 日本教育史 古代から昭和初期までの日本の教育思想や歴史 

８ 理想の教育実践 理想とする教育のあり方 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
教育制度論 

教員の免許状取得のための 
必修科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：内山絵美子助教 

担当形態： 複数 

科 目 教育の基礎理論に関する科目 

法令上の科目の位置づけ 教育に関する社会的、制度的又は経営的事項 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 川口洋誉・中山弘之編『改訂版 未来を創る教育制度論』北樹出版、2014年 

参考文献 ①村上祐介編『教育委員会改革 5 つのポイント―地方教育行政法のどこが変わったの

か』、学事出版、2014年 
②市野須美子・他編『教育小六法 平成28年度版』学陽書房、2016年 

授業概要 
この科目は教育職員免許法施行規則に規定されている「教育の基礎理論に関する科目」のひとつであ

る。学校制度をはじめとする教育制度のしくみや社会的役割を学ぶ。また、教育制度の改革の動向から、

現代の教育における課題に対しどう対処しようとしているのかを学び、教育制度の問題解決的な側面を

理解する。それにより、子どもを取り巻く社会的制度的環境について自らの考えを深めることを目指す。 

授業の達成目標 
①教育制度とは何か、目的や具体的な内容がわかるようにする。 
②現行の教育制度における様々な課題と解決に向けた取り組みについて理解する。 
③子ども、教育者、教育実践、社会全体に資する教育制度の在り方について考えることができる。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 
１ 教育制度論の基礎 教育制度とは何かを理解し、教育制度を学ぶ意味を考える。 

２ 子どもの権利 
「子どもの権利」について学び、権利を保障するための教育制

度について考える。 

３ 
「憲法・教育基本法」体制と

義務教育 
「教育勅語」体制から「憲法・教育基本法」体制へ変遷を知る。 
義務教育の制度について学ぶ。 

４ 学校教育と教育の機会均等 
法律に定められた「学校」の範囲や財政的な観点から教育の機

会均等について学ぶ。 
５ 幼児教育の制度 幼児教育について制度や目的、教育内容等について学ぶ。 

６ 保育の制度・社会教育の制度 
保育所の制度、子ども・子育て支援新制度による保育制度改革

について、また社会教育や生涯学習の理念について学ぶ。 

７ 教職員の制度 教員免許や教職員配置、職務内容や専門性について学ぶ。 

８ 教育行政の制度 教育制度を運用する教育行政の組織やそのあり方を学ぶ。 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
保育の心理学Ⅰ 

教員の免許状取得のための 
必修科目 

単位数： 
2単位 

担当教員名：小倉直子講師 
      宮川萬寿美教授 

担当形態： 単独 

科 目 教育の基礎理論に関する科目 

法令上の科目の位置づけ 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程（障害のある幼児、児

童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。） 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 『生活事例からはじめる 保育の心理学』 宮川萬寿美 編著 青鞜社 2015 

参考文献 『保育所保育指針解説書』厚生労働省 フレーベル館 
『幼稚園教育要領解説』文部科学省 フレーベル館 
『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』内閣府・文部科学省・厚生労働省 フ

レーベル館 

授業概要 
子どもは自ら育つ力を持っている。その育ちを援助するために、発達的な視点は重要である。人間の一

生涯（life span）という視点に立って胎児期から老年期までを通してのヒトの行動の理解にとどまるだ

けでなく、子どもの発達にかかわる心理学の基本的な理論を把握し、今日的問題に注目する。特に保育

の対象となる乳幼児の発達の援助に必要な知識や技術を学習し、責任ある幼稚園教育・保育とはどのよ

うなことかを理解する。 

授業の達成目標 
①保育実践にかかわる心理学の基礎を習得する。 
②子どもの発達にかかわる心理学の基礎を習得し、子どもへの理解を深める。 
③子どもが人との相互的かかわりを通して発達していくことを具体的に理解する。 
④生涯発達の観点から発達のプロセスや初期経験の重要性や学習理論について理解し、保育との関連を

考察する。 

授業計画【印刷教材】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 保育と心理学 
保育の場における心理学的視点の必要性について学ぶ（Ⅰ基礎編 

第1章 第1節） 

２ 発達観・子ども観と保育観 
発達観を手がかりにしながら、子ども観や保育観について考察を

深める（Ⅰ基礎編 第1章 第2節） 

３ 胎児期・新生児期の発達 
胎児期から新生児期にかけての発達とその支援について学ぶ（Ⅰ

基礎編 第2章 第1節） 

４ 乳児期の発達 
乳児期の発達とその支援について学ぶ（Ⅰ基礎編 第２章 第 2
節 1項） 



 
 
 

５ 幼児期の発達① 
幼児期の発達とその支援について学ぶ（Ⅰ基礎編 第２章 第 2
節 ２項） 

６ 幼児期の発達② 
保育所保育指針における幼児期の発達について理解を深める（保

育所保育指針解説書 第２章 第２節） 

７ 学童期・青年期の発達 
学童期から青年期の発達について学び、その発達課題と自己理解を

深める（Ⅰ基礎編 第２章 第3節） 

８ 成人期・老年期の発達 
成人期から老年期の発達について学び、その発達課題と生涯発達

についての理解を深める（Ⅰ基礎編 第2章 第4節） 

９ 
身体機能と運動機能の発

達 
身体機能と運動発達の基本を学ぶ（Ⅰ基礎編 第3章 第1節） 

１０ 認知の発達 
知覚と認知の発達についてピアジェの認知発達理論をもとに学ぶ

（Ⅰ基礎編 第3章 第2節） 

１１ 感情の発達と自我 
感情の発達や自我の芽生えについて学ぶ（Ⅰ基礎編 第 3章 第

3節） 

１２ 言葉の発達 

言語以前の交流の芽生えから言葉の獲得、書き言葉までの、コミ

ュニケーションの発達について学ぶ（Ⅰ基礎編 第3章 第4節 

１項） 

１３ 社会性の発達 
対人関係の基盤である社会的認知の獲得について学ぶ（Ⅰ基礎編 

第3章 第4節 2項） 

１４ 発達を評価する方法 
発達検査の種類と概要、結果のとらえ方について学ぶ（Ⅰ基礎編 

第5章） 

１５ 子どもの発達と環境 
子どもを取り巻く環境とその発達との関係について理解を深める

（Ⅰ基礎編 第3章 第5節） 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
保育の心理学Ⅱ 

教員の免許状取得のための 
必修科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：小倉直子講師 
      宮川萬寿美教授 

担当形態： 単独 

科 目 教育の基礎理論に関する科目 

法令上の科目の位置づけ 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程（障害のある幼児、児

童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。） 

成績評価 授業内で実施する試験、レポート提出など課題の結果（７０％）および授業態度と参加

の積極性（３０％）を踏まえ、総合的な観点で評価する。 

教科書 『生活事例からはじめる 保育の心理学』 宮川萬寿美 編著 青鞜社 2015 

参考文献 『保育所保育指針解説書』厚生労働省 フレーベル館 
『幼稚園教育要領解説』文部科学省 フレーベル館 
『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』内閣府・文部科学省・厚生労働省 フ

レーベル館 

授業概要 
子どもの発達が保育者との相互作用によって促されることを学び、事例を通して心身の発達を促す保育

実践に関して理解を深める。また、生活や遊びを通して学ぶ子どもの経験や学習の過程を理解し、生涯

にわたる生きる力の基礎について考察していく。さらに保育実践の場において、子どもの主体性を尊重

しながらも発達課題に対する見立てにもとづく発達援助について事例をもとに考察し、就学への支援に

もつなげていく。 

授業の達成目標 
①子どもの心身の発達と保育実践について理解を深める。 
②生活と遊びを通して学ぶ子どもの経験や学習の過程を理解する。 
③幼稚園教育における発達援助について学ぶ。 

授業計画【スクーリング科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 
乳児期の発達に応じた援

助とかかわり 
0～3歳ごろの発達と基本的生活習慣、自我の育ちとその対応につ

いて学ぶ           （Ⅱ実践編 第3章 第1節） 

２ 
幼児期の発達に応じた援助

とかかわり 
4～5歳の発達と社会性の育ちについて学ぶ 

（Ⅱ実践編 第3章 第2節） 

３ 
仲間との関係の中で育つ

もの 
友達とのけんかやいざこざ、トラブルから学ぶものとその対応を

考える            （Ⅱ実践編 第2章） 

４ 遊びの展開と保育 
集団づくりにおける保育や遊びの展開と学習につながる遊びにつ

いて考える      （Ⅱ実践編 第１章、第4章 第3節） 



 
 
 

５ 
発達課題に応じた援助と

かかわり 
障害や、発達障害の疑いを持つ子どもへの支援とその対応を学ぶ

（Ⅱ実践編 第3章 第3節） 

６ 
現代社会における課題と

保育における家族支援 
支援が必要な家族への対応を考える   （Ⅱ実践編 第5章） 

７ 保育における協働 
保育士間で問題に対する共通理解を持つことについての重要性を考

える               （Ⅱ実践編 第4章 第１節） 

８ 外部の専門家との連携 
外部の専門家や医療、療育、教育（就学）との連携について考え

る               （Ⅱ実践編 第4章 第2節） 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
保育課程論 

教員の免許状取得のための 
必修科目 

単位数： 
２単位 

担当教員名：宮川萬寿美教授 

担当形態： 単独 

科 目 教育課程及び指導法に関する科目 

法令上の科目の位置づけ 教育課程の意義及び編成の方法 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 『教育課程・保育課程を学ぶ』松村和子 近藤幹生 椛島香代 著 ななみ書房 
『幼稚園教育要領解説』 文部科学省 フレーベル館『幼稚園教育要領解説』 文部科学省 
フレーベル館 
『保育所保育指針解説書』厚生労働省 フレーベル館 
『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』内閣府・文部科学省・厚生労働省 フ

レーベル館 

参考文献 『子ども楽しむ行事とあそびのえほん』すとうあさえ のら書店 

授業の概要 
本授業では、幼稚園教育要領に基づき、教育課程や長期・短期の指導計画の作成・立案について理解す

る。教育課程からどのように指導計画（長期指導計画）が具体化されていくのか、実践例をとおして学

習する。実際の教育課程や指導計画をいくつか事例として取り上げながら、子どもの実態に即した計画

の立て方や環境構成のありかたについて考え、指導計画を作成できる力を養う。 

授業の到達目標及びテーマ 
①教育課程編成の考え方・手順を知り ＰＤＣＡの考え方を理解する 
②指導計画の基本や考え方を学ぶ 
③具体的な指導計画の立案の仕方を学び、長期・短期の指導計画を立てられる実践力と、保育を評価す

る視点を身につける 

授業計画【印刷教材】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 保育における計画 

①保育における計画の意義   
②幼稚園における教育の目的・保育所における保育の目標につい

て学ぶ（第１章第１項  P８・９～１３ 幼稚園教育要領解説P
２３～４３） 

２ 
教育課程・保育課程の編

成① 

①保育における計画の意義 
②保育課程・教育課程とはどのようなものか、作成する際の要件

（第１章第１ー２項 P１１ー１９） 

３ 
教育課程・保育課程の編成

② 
幼稚園教育課程・保育所保育課程の変遷について学ぶ 
（第２章第１項 ｐ２１-２７） 

４ 
指導計画の作成① 
幼稚園の教育課程 

①幼稚園教育の法的根拠について学ぶ 
②幼稚園の教育の目標について学び、教育課程の編成について（第



 
 
 

３章 第１-３項 P３３-３９ 幼稚園教育要領解説 P４９-６
３） 

５ 
指導計画の作成② 
長期の指導計画 

①幼稚園教育要領・保育所保育指針をもとに指導計画を立てる際

の留意点を学ぶ 
②長期の指導計画と短期の指導計画の特徴を理解する 
（第８章第-３項 P８９-９８ 幼稚園指導要領解説 P１９４） 

６ 
指導計画の作成③ 
週日案の作成 

①短期の指導計画の作成について学ぶ 

②週日案と週案・日案の特徴を理解する（第９章第１項 P９９ー

１０９ 幼稚園教育要領解説書 P１９６ー２０２） 

７ 

指導計画の作成④ 

日案の作成  

 実践と評価 

①日案の作成について学ぶ 

②計画と実践と評価の循環について保育のPDCAサイクルと言う考え

方を理解する 

（第９章第１項P１０７ーP１１４） 

８ 

子どもの発達と指導計画 

幼稚園と保育所の生活と

乳幼児の理解 

保育課程・教育課程を編成し、指導計画を立てるための乳幼児の

発達理解を学ぶ 

（第５章第１－５項 P５９ー６７） 

９ 

３・４・５歳児の計画と

展開（１） 

指導計画を立てる上で必

要なこと 

保育課程・教育課程及び指導計画を作成するために必要な保育内

容（領域）について学ぶ 

（第６章第１項P６９ー７４） 

１０ 
３・４・５歳児の計画と

展開（２） 

①短期の指導計画をもとに保育実践の在り方を学ぶ 

②４歳児のクラスでの必要な経験が得られるよう具体的な活動や

援助について学ぶ 

（第１１章第１項P１２５ー１３０） 

１１ 保育所の保育課程 

② 保育所の保育課程の特色について学ぶ 

②保育実践の評価と記録について学ぶ（第４章第１－４項 P４１

ー５６ 保育所保育指針解説書 P１２６－１３９）   

１２ 保育所の指導計画① 

① ０歳児の指導計画 

② 保育課程をもとに０１２歳児クラスの指導計画を作成する 

（第１０章第１ー２項 P１１５ー１２１） 

１３ 保育所の指導計画② 

① ２歳児の指導計画 

② 保育課程をもとに０１２歳児クラスの指導計画を作成する 

（第１０章第２項 P１２２ー１２４） 

１４ 保育の実践と評価 
保育の振り返りの意義を学ぶ（第１１章第２項 P１３０ー１３６ 

第１２章）  



 
 
 

１５ 
教育課程・指導計画の

PDCA 

教育課程・保育課程の再検討について、再検討の要件を学ぶ 

（第１２章第１‐２項 P１３７‐１４５） 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
保育内容総論Ⅰ 

教員の免許状取得のための 
必修科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：宮川萬寿美教授 

担当形態： 単独 

科 目 教育課程及び指導法に関する科目 

法令上の科目の位置づけ 保育内容の指導法 

成績評価 授業内で実施する試験、レポート提出など課題の結果（７０％）および授業態度と参加

の積極性（３０％）を踏まえ、総合的な観点で評価する。 

教科書 『生活事例から学ぶ 保育内容―総論―』神蔵幸子 宮川萬寿美 編 青踏社 (2014) 

参考文献 『幼稚園教育要領解説書』文部科学省、フレーベル館 
『保育所保育指針解説書』厚生労働省 フレーベル館 
『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』内閣府・文部科学省・厚生労働省 フ

レーベル館 
『保育用語辞典』（第7版） 森上史朗、柏女霊峰編 ミネルヴァ書房 

授業の概要 
環境による教育とは、子どもがその環境の中で生活し、その環境とのかかわりの中で、心身ともに成長

し発達していくのを援助することである。保育内容総論Ⅰでは、保育を総合的にとらえる視点を養い、

保育の全体構造の理解に基づいて、子ども理解や保育・教育方法を模擬授業を通して具体的に展開して

いく方法を学ぶ。｢生活｣｢発達｣｢環境｣などをキーワードに、保育者の基本的な考え方やふるまい方につ

いて、事例を取り上げながら授業を進めていく。 

授業の到達目標及びテーマ 
①保育・就学前教育を総合的にとらえる視点を培い、子ども理解の方法や保育方法を理解する。 
②保育の流れに即した指導・援助が行えるよう実践力を身に付けるため、教材研究や模擬授業を経験す

る。 
③ひとりひとりの子どもの発達と行動への理解を深め、関わり方・支援の仕方・指導のあり方を理解し、

ふるまえるようにする。 

授業計画【スクーリング科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 保育の基本と保育内容 
保育の基本と保育内容の関係について学ぶ 

教科書第１章 第１項から第３項 （P7-15） 
２ 保育内容の関連 

５領域・養護と保育内容の展開 
 教科書第１章 第４項（P14-16） 

３ 保育の内容と変遷 
保育内容の成り立ちと内容の変遷について理解する 
第２章 （P18-32） 

４ 子どもの生活と保育 
一日の保育の流れを理解し、保育が展開できるよう学ぶ 
集団で展開する保育の形態と指導方法について学ぶ 
第４章 （P48-65） 

５ 子どもの発達と保育 
子どもの発達過程に即した保育内容・教材等について学ぶ 

第５章 （P68-83） 

６ 保育における計画 指導計画の作成・実践・省察・記録について学ぶ 



 
 
 

第７章 （P104-114） 

７ 保育内容と環境 保育内容を展開する時に必要な環境設定に関して学ぶ 
第３章 第３項（Ｐ41-43）第６章 第３項（P94-96） 

８ 子どもを理解するとは エピソード記録や園だよりをてがかりに子どもの実態を捉える捉え
方を学ぶ (クラスたよりの作成) 

 

 



 
 
 

授業科目名： 
保育内容総論Ⅱ 

教員の免許状取得のための 
必修科目 

単位数： 
２単位 

担当教員名：宮川萬寿美教授 

担当形態： 単独 

科 目 教育課程及び指導法に関する科目 

法令上の科目の位置づけ 保育内容の指導法 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 『生活事例からはじめる 保育内容―総論― 』 神蔵幸子 宮川萬寿美 編 青踏社 
『幼稚園教育要領解説書』文部科学省 フレーベル館 

参考文献 『保育所保育指針解説書』厚生労働省 フレーベル館 
『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』内閣府・文部科学省・厚生労働省 フ

レーベル館 
『子ども楽しむ行事とあそびのえほん』すとうあさえ のら書店 

授業の概要 
子どもは環境の中で生活し、その環境とのかかわりの中で心身ともに成長し発達していく。保育内容総

論Ⅱでは、保育を総合的にとらえる視点を確かなものとし、指導計画に基づいて、集団遊びや活動が展

開できるように模擬授業を想定して、｢領域｣や｢行事｣などの展開を考える。幼稚園・保育所での乳幼児

の生活と遊びを様々な側面から捉え、養護と教育が一体となった保育という営みを、多様に展開できる

ことを目指したい。 

授業の到達目標及びテーマ 
①幼稚園教育要領・保育所保育指針に基づき、子どもの発達過程を踏まえた保育を計画する 
②園生活の実際に触れた経験をもとに、様々な側面から、模擬授業を想定して、生活や遊びを考える 
③子どもの特性や発達課題を理解し、ひとりひとりの特性にあった援助ができるよう事例をもとに考え

る 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ オリエンテーション 
保育の全体的構造 

｢保育の目標｣「子どもの発達」「保育の内容」の関連 

２ 保育内容の捉え方 ① 保育内容の歴史的変遷と保育内容（１） 

３ 保育内容の捉え方 ② 保育内容の歴史的変遷と保育内容（２） 

４ 保育内容の捉え方 ③ ｢遊び｣について、子どもにとって遊びとは 

５ ｢行事｣をめぐって① 子どもにとっての行事の意味を学ぶ 

６ ｢行事｣をめぐって② 園行事を計画し、グループで実践してみる 

７ ｢行事｣をめぐって③ 行事を核とした保育や遊びの連続性を考え指導計画を立てる 

８ ｢領域｣の考え方① 養護と教育の一体的展開と｢領域｣の考え方を学ぶ 

９ ｢領域｣の考え方② 現代社会の子どもの状況から考えられる５領域の保育内容 



 
 
 

１０ 保育のｴﾋﾟｿｰﾄﾞから① 特別な支援を必要とする子どもの園生活と保育内容 

１１ 保育のｴﾋﾟｿｰﾄﾞから② 子ども理解について学ぶ 

１２ 保育のｴﾋﾟｿｰﾄﾞから③ 幼・保・小の連携に関して事例検討 

１３ 保育のｴﾋﾟｿｰﾄﾞから④ 保育の今日的な課題を理解し、長時間保育や多文化共生など保育の多

様な展開について具体的に学ぶ 
１４ 保育における記録 保育の場で書くことが求められる記録について、記録する意味を学ぶ 

１５ 学習のまとめ 子どもの発達と遊び・生活の連続性を踏まえての子ども理解と保育内
容のまとめをする 

 

 



授業科目名： 
表現総合演習 

教員の免許状取得のための 
必修科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：直井玲子非常勤講師 

担当形態： 単独 

科 目 教育課程及び指導法に関する科目 

法令上の科目の位置づけ 保育内容の指導法 

成績評価 授業内で実施する試験、レポート提出など課題の結果（７０％）および授業態度と参加

の積極性（３０％）を踏まえ、総合的な観点で評価する。 

参考文献 高尾隆・中原淳『インプロする組織』三省堂、小林由利子他『ドラマ教育入門』図書文

化、高尾隆『インプロ教育』フィルムアート社、文部科学省『幼稚園教育要領解説』、

内閣府・文部科学省・厚生労働省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』フレ

ーベル館 

授業の概要 
保育における「表現」で大切なことは、保育者が子ども一人一人の表現を受けとめ、その思いや発想に

共感し、表現する意欲を受けとめ、楽しさを共有することである。 
この授業では、演劇的手法やワークショップ型の学習方法を使って実際に身体を動かして模擬授業を行

いながら学んでいく。また、国内外の演劇教育及びパフォーミングアーツの実際を学び、グループワー

クで作品をつくり発表する。子どもの創造的な表現活動の援助やヒントを与えることができる指導力の

育成を目指す。 

授業の到達目標及びテーマ 
①領域「表現」を理解し、日常の保育や行事での「表現」に関する具体的な指導法を学ぶ。 
②保育者として自ら表現することを楽しみ、表現力を広げ深めていくため、模擬授業を経験する。 
③国内外の演劇教育及びパフォーミングアーツの基礎を学び、作品創作を行う。 

授業計画【スクーリング科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 
１ ガイダンス 本授業の目標、課題及び成績の評価方法について説明する。 

２ シアターゲーム① 
日常の保育で使える演劇ワークショップのゲームやアクティビ

ティを実際に体験し、保育者としての表現力を高めていく。 

３ シアターゲーム② 
日常の保育の中で遊ばれているゲームを実際に体験し、省察し、

子どもの「表現」について探求していく。 

４ 
保育における「表現」の実

際① 

幼稚園及び保育園における「表現」活動の実践を紹介する。実

際に模擬授業を体験して省察し、子どもの「表現」について探

求していく。 

５ 
保育における「表現」の実

際② 

障がい者施設や子育て支援施設における、「表現」活動の実践を

紹介する。障がいの有無や年齢に関わらない表現活動について

考察する。 

６ インプロ（即興演劇）① キース・ジョンストンのインプロ（即興演劇）の方法論を学び、



インプロを実際に演じてみる。 

７ インプロ（即興演劇）② 
キース・ジョンストンのインプロ（即興演劇）の方法論から、

演劇の構造について学び、実際に演じてみる。 

８ インプロ（即興演劇）③ インプロのダンスを学び、実際に踊ってみる。 

９ 即興で物語をつくる 
インプロ（即興演劇）の方法論から、子どもと一緒に物語をつ

くっていくことを学び、模擬授業を通して体験する。 

１０ 
さまざまな表現活動① 

ダンス・バレエ 

国内外のダンス・バレエ作品をＤＶＤ等で鑑賞し、保育におけ

る舞台芸術・身体表現の可能性をさぐる。 

１１ 
さまざまな表現活動② 

ミュージカル 

国内外のミュージカル作品をＤＶＤ等で鑑賞し、保育者が子ど

もと共に創作する作品づくりへのヒントを学ぶ。 

１２ 
演劇の手法 

ディバイジング① 
演劇の素材となるものを探究する。 

１３ 
演劇の手法 

ディバイジング② 

演劇の手法「ディバイジング」を使って演劇作品をつくり、模

擬授業を通して発表する。 

１４ 絵本と表現活動 
保育者と子どもとで、絵本を表現活動へとつなげていく方法を

探る。 

１５ まとめ 「表現」に関しての半年間の学びを振り返る。 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
環境指導法 

教員の免許状取得のための 
必修科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：野津直樹准教授 

担当形態： 単独 

科 目 教育課程及び指導法に関する科目 

法令上の科目の位置づけ 保育内容の指導法 

成績評価 授業内で実施する試験、レポート提出など課題の結果（７０％）および授業態度と参加

の積極性（３０％）を踏まえ、総合的な観点で評価する。 

教科書 「保育内容「環境」」無藤隆・中坪史典・後藤範子 大学図書出版 

参考文献 「幼稚園教育要領」「幼稚園教育要領解説」文部科学省 フレーベル館、「保育所保育指

針解説書」厚生労働省 フレーベル館、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」

内閣府・文部科学省・厚生労働省 フレーベル館 

授業の概要 
本授業は、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・保育要領に示される５領

域の内の一つ「環境」について学んでいきます。 
その上で、幼稚園や保育所における「環境」とは何かを考えていきます。さらに、子どもにとって「環

境とかかわる力」を幼稚園教諭・保育士が育てるためにはどのようにしていったらいいのかを考えてい

きます。 
子どもたちが身近な生き物や自然、遊具等とかかわる様子を映像・写真を使って、授業を進めていきた

いと思っています。さらに保育現場におけるシャボン玉を扱う活動、絵本を通した環境教育を先行体験

するための模擬授業を行います。 

授業の到達目標及びテーマ 
①「環境」とは何かを理解する。 
②「環境とかかわる力」を育てるためにはどのような指導をするべきか考察できる。 
③ 子どもの視点に立った環境を構成する心構えをもつ。 
④ 保育現場における実践活動を先行体験するための模擬授業を計画、実践する。 

授業計画【スクーリング科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 環境とは何か 
環境と５領域としての環境 
（教科書 第１章 保育とは何か） 

２ 領域 環境のねらい・内容 
領域 環境のねらい・内容 
（第２章 領域「環境」について） 

３ 
園のあり方としての環境 
園の環境構成 

人的環境・物的環境・自然環境・社会環境、危険への対応 
（教科書 第３章 子どもの生活と環境とのかかわり、 

第５章 物とのかかわりと遊び） 
保育所・幼稚園での環境構成の実際 
（教科書 第４章 園の環境構成） 

４ 
科学との出会いと環境 
子どもを取り巻く社会環
境 

保育における科学とは・教材研究 
（教科書 第９章 科学との出会いと環境） 
地域社会とのかかわり、リスクとハザード・教材研究 



 
 
 

（教科書 第11章 子どもを取り巻く社会環境） 

５ 自然環境とのかかわり 
自然、季節、動植物、小動物とのかかわりの事例について 
命の移り変わりについて、悲しみについて 
（教科書 第６章 自然環境とのかかわり） 

６ 
数量・図形・文字・標識 

とのかかわり 
保育と行事 

保育の中で数量を学ぶということ・教材研究 
（教科書 第７章 数量と図形とのかかわり 

第８章 幼児と文字・標識のかかわり） 
年中行事を知る、その実際・教材研究（教科書 第10章 保育と行事） 

７ 
子どもを取り巻く 
情報メディア 
環境教育について 

子どもとコンピュータ・指導計画作成 
（教科書 第14章 子どもを取り巻く情報メディア） 
持続発展教育、持続可能な社会とは・模擬保育準備 
（教科書 第13章 環境教育について） 

８ 全体総括 これまでの学習内容の振り返り・模擬保育 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
健康指導法 

教員の免許状取得のための 
必修科目 

単位数： 
２単位 

担当教員名：上野奈初美教授 
      宇佐美かおる准教授 

担当形態： 複数 

科 目 教育課程及び指導法に関する科目 

法令上の科目の位置づけ 保育内容の指導法 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 「事例で学ぶ保育内容領域健康」無藤隆・倉持清美 萌文書林 

参考文献 「幼稚園教育要領解説」、「保育所保育指針解説書」、「幼保連携型認定こども園教育・保

育要領解説」、「保育と幼児期の運動あそび」岩崎洋子他 萌文書林、「楽しく遊んで体

づくり！幼児の運動あそび「幼児期運動指針」に沿って」吉田伊津美他 チャイルド本

社 

授業の概要 
「健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養う」ために、子どもの心と体の発育発

達の様子を知り、子どもが生き生きと生活できる環境を提供するための知識や方法を学ぶ。また、子ど

もの健康を管理するだけにとどまらず、子ども自身が自らの健康を意識し、管理できる基礎づくりを指

導できるよう、模擬授業を想定して実践を試みることで、保育者としての自覚と意識を持つことを目指

す。 

授業の到達目標及びテーマ 
①幼稚園教育要領・保育所保育指針における「領域健康」の「ねらい」「内容」について理解し、習得

し、保育活動の中で実践できるようにする。 
②幼児の健康の諸問題について自ら学び、自ら考え、問題解決できるよう生きる力を育む指導を学ぶ。 
③保育活動での健康にかかわる指導について、模擬授業を想定し、理論的・実践的に理解を深める。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 
１ 健康の概念について 健康の概念、健康とは何かについて考える 

２ 領域「健康」について 
幼稚園教育要領・保育所保育指針における健康の取り扱いについ

て 

３ 子どものからだとこころ 
子どもの身体的な発育・発達の様子について、情緒およびパーソ

ナリティ、知覚、言語、認知など精神面の発育発達の様子につい

て 
４ 子どもの運動能力 子どもの運動能力について 

５ 
最近の子どもの健康と遊

びの現状について 
最近の子どもの健康や体力、遊びまた子どもを取り巻く環境を知

る 
６ 子どもの健康と遊び 子どもの健康と遊びについて考える 



 
 
 

７ 子どもの遊びと運動 子どもにとっての遊びと運動について考える 

８ 運動遊びの実践１ からだを使う遊びについて 

９ 運動遊びの実践２ 道具をつかう遊びについて 

１０ 運動遊びの実践3 伝承遊び、行事について 

１１ 運動遊びのまとめ 
遊びの導入と内容について指導を計画し、可能な環境を設定して

運動遊びの模擬授業を行い、他者から評価を受ける 

１２ 基本的生活習慣の形成 基本的な生活習慣とその意義および獲得について 

１３ 
子どもの健康管理と疾病

について 
保育における健康管理、伝染病、健康診断について 

１４ 子どもの安全 事故事例から安全教育について考える 

１５ 領域健康のめざすもの 

全講を通じて健康のかかわる保育内容について指導を計画し、可

能な環境を設定して模擬授業を行うことで、「領域健康」の理解を

更に深める 
 

 



授業科目名： 
表現指導法 

教員の免許状取得のための 
必修科目 

単位数： 
２単位 

担当教員名：今泉明美教授 
      直井玲子非常勤講師 

担当形態： 複数 

科 目 教育課程及び指導法に関する科目 

法令上の科目の位置づけ 保育内容の指導法 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 『保育内容「表現」』平田智久・小林紀子・砂上史子 ミネルヴァ書房 2010年（初版）、

使用テキストの版（第２版） 

参考文献 『幼稚園教育要領解説』、『保育所保育指針解説書』、『幼保連携型認定こども園教育・保

育要領解説』 

授業の概要 
この授業科目では、幼稚園及び保育所における乳幼児の「表現」の指導法について考え探究していく。

幼児期における表現は日常的なものが多く、保育者はそれに気づき、子どもの豊かな創造性へと発展さ

せるために必要なものは何か。保育者自身がクリエイティブな表現の楽しさを知り、柔軟な姿勢で子ど

も一人一人の感動や発見に寄り添い、子どもの表現する意欲を受けとめられるよう表現するプロセスを

大切にした援助ができる指導力の育成を目指す。 

授業の到達目標及びテーマ 
①領域「表現」を理解し、日常の保育や行事での「表現に関する」具体的な指導法を学ぶ。 
②保育者として自ら表現することを楽しみ、表現力を広げて深めていけるよう計画し、可能な環境設定

の中で模擬授業を想定する 
③幼児の豊かな「表現」を保証する環境や人との関係性を思案できる。 
④「表現」に関する指導案の立て方を学ぶ。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 
１ 表現について 感性・感覚・想像とは 

２ 保育における「表現」 保育における「表現」の基本について 

３ 領域「表現」について 領域「表現」のねらい、内容について 

４ 乳幼児の発達と表現 乳幼児の発達と「表現」について学ぶ 

５ 生命に対する感性と表現 生命に対する感性と表現について学ぶ 

６ 絵画・工作活動 絵画・工作活動における表現活動について 

７ 音楽的な表現活動 

音・音楽に対する感性と表現について学ぶ 

・音を聴く 

・言葉から音楽を感じ、身体でリズムを感じる 

・子どもの様々な音楽的な表現を育む活動とは 

・子どもの音・音楽に対する感性を育てる音環境について 



８ 子どもの存在と「表現」 子どもの表現にとって他者の存在と人との関係について考える 

９ 身体的な表現活動 身体的な表現活動について 

１０ 表現のための環境 
子どもの豊かな感性や表現力を養い、豊かな創造性へと発展させ

るための環境について 

１１ 
子どもの表現を育む保育

者 
子どもの感性と表現を育む保育者について考える 

１２ 表現の教材研究 
子どもの感性と表現を育む教材研究を、園環境の具体例をもとに

考える。 

１３ 表現の保育デザイン 事例をもとに「表現」における保育デザインの方法を学ぶ。 

１４ 表現活動の指導 

子どもの音や音楽に対する感性を育む音楽的な表現遊びを実践す

るための保育者のかかわり方や保育者の表現力について理解す

る。 

表現活動の指導計画立案のために、子どもの動きとその時の保育

者の援助方法の視点を学ぶ。 

エピソードの遊びを実践し、感性を育む子どもの表現活動の為の

計画案の在り方を理解する。 

１５ 行事や地域との連携 保育における行事の意味や、家庭、地域との連携について 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
言葉指導法 

教員の免許状取得のための 
必修科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：馬見塚昭久講師 

担当形態： 単独 

科 目 教育課程及び指導法に関する科目 

法令上の科目の位置づけ 保育内容の指導法 

成績評価 授業内で実施する試験、レポート提出など課題の結果（７０％）および授業態度と参加

の積極性（３０％）を踏まえ、総合的な観点で評価する。 

教科書 最新保育講座10「保育内容『言葉』」柴崎正行・戸田雅美・秋田喜代美編（ミネルヴァ

書房） 

参考文献 『幼稚園教育要領解説』、『保育所保育指針解説書』、『幼保連携型認定こども園教育・保

育要領解説』 

授業の概要 
 自分の思いや考えを深め、表現し、他者と理解し合える言葉は、人間が持つ基本的な能力の一つです。

子どもは、大人とのコミュニケーションを通じて言葉を獲得していきます。この科目では、乳幼児の言

葉の発達について理解するとともに、保育者として、子どもの豊かな言葉をどのように育むべきかを学

びます。 

授業の到達目標及びテーマ 
①乳幼児の言葉の発達のプロセスを学ぶ 
②言葉の背後にある子どもの心情について理解する 
③保育者として望ましい言葉のあり方を身につける 

授業計画【スクーリング科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 保育の基本と領域「言葉」 
乳幼児の発達と保育（教科書p.3）～ 
領域「言葉」と保育内容（教科書p.19まで） 

２ 
乳幼児の言葉の発達を支え

ているもの 
幼児の有能さと身体的関与（教科書p.23）～ 
談話への参入と仲間との対話の成立と発達（教科書p.40まで） 

３ 
乳幼児のことばの発達を

どう理解するか 
ことばとしての身体表現（教科書p.43）～ 
文化財との出会いにより育つもの（教科書p.61まで） 

４ 領域「言葉」と保育方法 
領域「言葉」について（教科書p.65）～ 
保育の方法を実践に生かす（教科書p.87まで） 

５ 
領域「言葉」と保育の実

際① 
乳児が安心して言葉や動きで表現する（教科書p.91）～ 
体験や考えを自分なりの言葉で相手に伝える（教科書p.108まで） 

６ 
領域「言葉」と保育の実

際② 

いろいろな体験を通してイメージや言葉を豊かにする（教科書

p.109）～ 

文字で伝える楽しさを味わう（教科書p.124まで） 



 
 
 

７ 
領域「言葉」と実践上の

留意点① 

言葉を交わす喜びが基礎になる（教科書p.127）～ 

皆の前で話をすることの意味とは（教科書p.142まで） 

８ 
領域「言葉」と実践上の

留意点② 

絵本や物語を皆で聞くことの意味とは（教科書p.143）～ 

文字や絵本に関心をもつようになるには（教科書p.159まで） 
 

 



授業科目名： 
人間関係指導法 

教員の免許状取得のための 
必修科目 

単位数： 
２単位 

担当教員名：菊地篤子准教授 

担当形態： 単独 

科 目 教育課程及び指導法に関する科目 

法令上の科目の位置づけ 保育内容の指導法 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 保育内容「人間関係」神蔵幸子・桃枝智子編 大学図書出版  

参考文献 「幼稚園教育要領解説」文部科学省、「保育所保育指針解説書」厚生労働省編、「幼保連

携型認定こども園教育・保育要領解説」、いずれもフレーベル館 

授業の概要 
本科目では、子どもの「人間関係」について、全般的知識や課題を学ぶ。また、「育てる側の人間」と

しての学生の資質の向上を目指す。保育内容の領域「人間関係」の「ねらい」「内容」を踏まえ、子ど

もの人的環境について考える。子どもは「家族」という人間関係の中で生活を始め、徐々に関わりの世

界を対象・場とともに周辺に広げ、園での集団生活に入っていく。この、子どもの成長過程の中で豊か

な人間関係の基盤を築いておくことが、円滑な社会生活の営みにつながっていくことを理解する。 

授業の到達目標及びテーマ 
① 乳幼児期の「人間関係」の重要性を知る。 
② 実践現場での「人間関係」を、理論的・実践的に理解する。 
③ 社会生活を営む者全ての人々に関与する科目であることを認識し、自己意識の向上を目指す 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 
幼稚園教育要領・保育所保

育指針における「人間関係」

① 

「人間関係」の位置づけと特徴 

２ 
幼稚園教育要領・保育所保

育指針における「人間関係」

② 

「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」の比較 

３ 0歳児の人間関係 0歳児の育ちと人とのかかわり 

４ 1歳児の人間関係 １歳児の育ちと人とのかかわり 
５ 2歳児の人間関係 ２歳児の育ちと人とのかかわり 
６ 3歳児の人間関係 ３歳児の育ちと人とのかかわり 
７ 4歳児の人間関係 ４歳児の育ちと人とのかかわり 
８ 5歳児の人間関係 ５歳児の育ちと人とのかかわり 
９ 保育者の役割① 子どもとの関係 

１０ 保育者の役割② 一人ひとりの子どもへの配慮 

１１ 保育者の役割③ 家庭との連携 



１２ 
「人間関係」における今日

的課題① 
子ども達の現状と背景 

１３ 
「人間関係」における今日

的課題② 
社会性・道徳性に関して 

１４ 
「人間関係」における今日

的課題③ 
共感する大切さ 

１５ 「人間関係」総括 実践現場を想定した総括 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
教育の方法と技術 

教員の免許状取得のための 
必修科目 

単位数： 
２単位 

担当教員名：簔輪欣房非常勤講師 

担当形態： 単独 

科 目 教育課程及び指導法に関する科目 

法令上の科目の位置づけ 教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。） 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 『教育の方法と技術』＜改訂版＞ 柴田義松著 学文社 

参考文献 『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』、

『教育方法と技術』 多田俊文著  学芸図書            
『学習指導の方法と技術 』西林克彦 他編著 新曜社 

授業の概要 
本授業科目は幼稚園教諭免許取得を目指す方を対象として開講する科目である。本授業科目では子ども

の学びを支える教育方法や教育技術、教育目標や教授方法などについて理解する。また、21世紀の学校

教育においては、コンピュータリテラシーやコミュニケーション力の高い児童を育てることが求められ

ている。教師を目指す学生自身の ICT活用能力を高め、これからの学校教育場面ではＴＶ、ＤＶＤ、コ

ンピュ－タ、プロジェクタ－、インタラクティブボード（電子黒板）などのツールを効果的に活用した

教育計画、教材の開発が求められているので、これらに関わる知識と技術を習得し、実践的な指導力を

育成することを目的とする。 

学習の達成目標 
①学校教育における教育方法の歴史と技術に関する理解 
②教育方法と技術の課題および ICTによる教育方法と学習効果の理解 
③教育現場における ICT活用技能の習得と実践的指導力の向上 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 教育方法・技術とは何か 
教育技術はどのような技術か、教師の教育力、教師の専門的力量

とは何か              教科書ｐ７~１７参照 

２ 授業の技術と方法 
授業の技術とは、授業の技術的構造、教材研究、授業の設計・展

開                 教科書p１８~３０参照 

３ 
教育の方法・技術の歴史

① 

ソクラテス方（産婆法）、コメニウスの授業法、ルソ－の合自然性

の教育、ペタロッチの開発教授法、ヘルバルト派の教授法  
教科書ｐ３１～４０参照 

４ 
教育の方法・技術の歴史

② 

１９世紀ヨ－ロッパでの教授法の成立、２０世紀初頭の世界新教

育運動、アメリカ進歩主義教育運動 
教科書p４１～４９参照 

５ 教育の方法・技術の歴史 近大日本の学校と教育実践改革、「生活指導」の教育方法 



 
 
 

③   教科書p５０～５６参照 

６ 教育課程の変遷① 
児童中心カリキュラム、学問性中心カリキュラム、水道方式、「現

代化」の問題点           教科書p５７～６９参照 

７ 教育課程の変遷② 
総合的学習と「教育の基調の転換」、「総合的な学習の時間」で何を

するのか、総合学習とは何か、    教科書ｐ７０～８０ 参照 

８ 学習指導の方法① 
学習指導の構造、学習指導の目標・内容・指導過程 

教科書p８１～９０参照 

９ 学習指導の方法② 
指導言、３つの指導言の形態、学習集団、学習形態       

教科書p９５～１０１参照 

１０ 学習指導計画 
学習指導の技術＜学習指導計画の立て方 

教科書p１０１～１０８ 参照 

１１ 
ＩＣＴの環境整備とその

利用 

パ－ソナルコンピュ－タの進歩と教育、情報教育の導入、ＩＣＴ

環境整備の推進        教科書p１０９～１１６ 参照 

１２ ＩＣＴの利用方法と技術 
ＩＣＴの利用と技術、ＩＣＴ推進の留意点 

教科書p１１７～１２８ 参照 

１３ 学力とは何か 
教育理念としての学力観、現代社会の求める学力とは、「新しい学

力観」とは          教科書p１２９～１３５ 参照 

１４ 学力の状況と学力テスト 
ＰＩＳＡによる教育支配、全国学力テスト、社会経済的環境の学

力への影響          教科書p１３５～１４５ 参照 

１５ 教育評価 
教育評価システム、評価の機能と枠組み、指導的評価の重要性 

教科書p１４５～１５３ 参照 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
幼児理解の理論と方法 

教員の免許状取得のた

めの必修科目 
単位数： 
１単位 

担当教員名：小倉直子講師 

担当形態： 単独 

科 目 生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目 

法令上の科目の位置づけ 幼児理解の理論及び方法 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 高嶋景子・砂上史子・森上史朗 編 『最新保育講座 ３ 子ども理解と援助』 ミネル

ヴァ書房 2011年 

授業の概要 
保育は「子どもを理解する」ことから始まると言われるが、何を、どのように「理解」し、それが子ど

もへの「援助」にどのように関係してくるのか。さらに「理解」を深めていくための子どもの育ちの捉

え方、保育におけるカウンセリングマインド、記録の方法やカンファレンスの方法、周囲との連携の取

り方など、保育者の専門性の根拠となる「子どもを理解する視点やまなざし」を深め、より確かな「理

解に基づいた援助」ができるようになるための手がかりを学ぶ。 

授業の到達目標及びテーマ 
① 子ども理解の視点と、子どもの行為の「意味」を探り、「援助」に生かすことの大切さを学ぶ。 
② 「子ども理解」を深める観察と記録、保育カンファレンスの在り方について知る。 
③ 保育カウンセラーなどの専門家との連携や、子育て支援・家庭支援について学ぶ。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 
保育における「子ども理

解」 
子どもの行為の「意味」をとらえる「まなざし」とカウンセリン

グマインドについて学ぶ（第1章） 

２ 子どもの発達理解 
子どもの発達のとらえ方と、発達理解を援助に生かすための考え

方を学ぶ（第2章） 

３ 
保育における「理解」と

「援助」 
具体的な事例における子ども理解と、理解に基づく援助について

考える（第3章） 

４ 
「子ども理解」を深める

観察と記録 
様々な観察方法や、保育記録の方法について学ぶ（第4章） 

５ 
「子ども理解」を深める

保育カンファレンス 
子ども理解を深め、同僚同士の理解をも深める保育カンファレン

スの在り方について学ぶ（第5章） 

６ 障害のある子どもの保育 
特別な支援を要する子どもの担任となった保育者の事例を通じて

「子どもを理解する」保育者の役割について考える（第6章） 

７ 
保育現場におけるカウン

セリング 
保育カウンセラーとその仕事について学ぶ（第7章） 



 
 
 

８ 
子育て支援・家庭支援に

おける「子ども理解」 

子どもの育ちを保護者と共有していく子育て支援・家庭支援につ

いて学ぶ（第8章） 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
教育相談 

教員の免許状取得のための 
必修科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：宮川萬寿美教授 
      金澤久美子講師 

担当形態： 複数 

科 目 生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目 

法令上の科目の位置づけ 教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理論及び方

法 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 『子ども理解とカウンセリングマインド』青木久子他 萌文書林 

授業の概要 
近年、家族形態が変化し、子育てに悩みながらも適切な援助を受けることが出来ず、どう対応していい

か苦慮している親が増加している。保育現場では、子どもとの関わりばかりではなく、悩みを抱えてい

る保護者から助言を求められることも多い。本授業では、相談およびカウンセリングの理論と技法を学

び、保護者との信頼関係を築き、教育相談を適切に進めるための基本姿勢を身につける。 

授業の到達目標及びテーマ 
①幼稚園教育・保育の現場における相談の実態やニーズについて理解する。 
②カウンセリングマインドを学ぶことにより、信頼関係を築く為の工夫ができるようにする。 
③保護者の相談を受ける時に配慮すべきことについて理解を深める。 
④事例検討を通して具体的な相談の進め方を学ぶ。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 
１ 保育現場の相談   保育現場における相談の実態やニーズについて（宮川） 
２ 保育カウンセリング  保護者との相談の進め方について（宮川） 
３ 子どもを理解する  見立てと対応 （宮川） 
４ 他機関との連携  就学に向けての相談と連携（宮川） 

５ 
保育現場における援助活

動  
カウンセリング心理学の背景（金澤） 

６ 
カウンセリングマインド

（１） 
カウンセリングマインドについて（金澤） 

７ 子ども理解と記録  子どもを理解するための記録の必要性（金澤） 

８ 
カウンセリングマインド

（２）  
信頼関係を築くための工夫について（金澤） 

 

 



 
 
 
授業科目名： 
保育・教職実践演習 
（幼稚園） 

教員の免許状取得のための 
必修科目 

単位数： 
２単位 

担当教員名：間野百子教授、宮川萬

寿美教授、齋藤史夫講師、林周子助

教 

担当形態： 複数 

科 目 教職実践演習 

法令上の科目の位置づけ 教職実践演習 

成績評価 授業内で実施する試験、レポート提出など課題の結果（７０％）および授業態度と参加

の積極性（３０％）を踏まえ、総合的な観点で評価する。 

教科書 保育・教職実践演習 －保育理論と保育実践の手引きー 横山文樹・駒井美智子編 大

学図書出版 

参考文献 『幼稚園教育要領解説』 文部科学省 フレーベル館 
『保育所保育指針解説書』厚生労働省 フレーベル館 
『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』内閣府・文部科学省・厚生労働省 フ

レーベル館 

授業の概要 
・教育職・保育職の専門性について理解を深める 
・履修カルテを用いて、学びの自己評価をし、学習内容の共通性や独自性を考え、保育内容の全体的な

構造と科目横断的な理解を深める 
・保育における具体的な事例の検討および幼児教育施設の実情にふれ、幼児理解に基づき保育を構想し

教材研究等、を通じて保育の実践力の育成をする 
・模擬保育を通して、子ども理解に基づいた指導案作成や保育の振り返りなど行い、再構成していく力

を養う。 
・教育現場の専門家や保護者のおかれた実情・実態に触れ、求められる支援に関して理解する 

授業の到達目標及びテーマ 
・ 面接15回の授業構成である 
① 幼稚園教諭、保育士としての専門性について理解する 
② 保育者として求められる使命感、責任感、社会性、対人関係能力、学級経営についての自己評価し、

今後の自己課題を設定する 
③ 教材作成、指導案作成を含めた模擬保育を行う中で、ま保育内容についての実践的な指導力を育む 



 
 
 
授業計画【スクーリング科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 
授業の目的・授業計画  保育教職実践演習の目的について 

 

２ 
幼稚園教諭とは（１） 第１章 第１節 保育職の意義と役割 第２節 教育職の意義と

役割 

３ 
幼稚園教諭とは（２） 第１章 第３節 保育者の役割と課題 第４節 保育者としての

課題 
４ 子どもの見方・捉え方 第２章 第１節 子どもという存在の捉え方 

５ 
幼児教育者に求められて

いるもの（１） 
第３章 第１節 幼稚園免許課程からみた幼児教育者 第２節 

保育士課程らみた幼児教育者 

６ 
幼児教育者に求められて

いるもの（２） 
第３章 第３節 履修カルテについて  履修カルテの作成 

７ 
幼児教育者に求められて

いるもの（３） 
履修カルテの作成 および 実践に有用な児童文化財の教材研究 
と作成・発表 

８ 
現代社会における幼児教

育の問題点（１） 
第６章 第１節 特別な配慮を必要とする子どもたち 第２節 

多文化共生保育 

９ 
現代社会における幼児教

育の問題点（２） 
第６章 第３節 子どもをとりまく食育の実情  

１０ 
現代社会における幼児教

育の問題点（3） 
保育現場の実情について現職者の話を聞く 

１１ 
総合的な実践を目指して

（１） 
模擬保育について 模擬保育の準備・指導案作成・教材準備 

１２ 
総合的な実践を目指して

（２） 
模擬保育の実践①と評価 

１３ 
総合的な実践を目指して

（３） 
模擬保育の実践②と評価 

１４ 
総合的な実践を目指して

（４） 
模擬保育をイメージした行事の計画と指導案作成、相互発表 

１５ 目指す保育者像について 学習成果のまとめ・履修カルテで学習を振り返る 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
乳児保育Ⅰ 

専門科目 単位数： 
1単位 

担当教員名：菊地篤子准教授 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ （保育の内容・方法に関する科目） 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 「乳児保育」咲間まり子編著、大学図書出版 
（参考文献） 
「保育所保育指針解説書」厚生労働省編、フレーベル館 
「見る・考える・創りだす 乳児保育」社会福祉法人あすみ福祉会茶々保育園グループ

編、萌文書林 

授業の概要 
本科目では、０歳から３歳未満児の発達を理解し、基礎知識を学ぶ。保育所保育指針の踏まえ、子どもの生

活を多角的にとらえることにより、子どもの健康や安全、望ましい育ちや環境など、保育現場、育児現場な

どにおける保育の在り方を考える。また、保育所における乳児保育の特質を知り、３歳未満児に求められる

養護と教育とは何かを学ぶ。さらに、ケーススタディを通して、様々な現場で実際に活用できる援助方法を

習得する。 

授業の到達目標及びテーマ 
①乳児に親しみを持ち、保育者として望ましい態度を認識する。 
②３歳未満児の発達と生活を理解し、基礎知識を習得する。 
③保育現場で生かされる具体的な保育技能を身につける。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 
１ 乳児保育とは 乳児期とは・乳児保育を学ぶ目的 
２ 乳児保育の多様な場 現代日本の社会的背景・子どもが育つ多様な場 
３ 家庭で育つ、育てる 子育てを巡る現状と保護者の責任 

４ 乳児と保育所 
乳児クラスの生活の流れ・デイリープログラム・養護的側面や安全へ

の配慮 

５ 
おおむね 6 カ月未満児へ

の支援・援助 
おおむね 6 カ月未満児への望ましい支援と援助方法・部分実習に向け

て① 

６ 

おおむね6カ月から1歳3

カ月未満児への支援・援

助 

おおむね6カ月から1歳3カ月未満児への望ましい支援と援助方法・

部分実習に向けて② 

７ おおむね1歳3カ月から2 おおむね1歳3カ月から2歳未満児への望ましい支援と援助方法・部分



 
 
 

歳未満児への支援・援助 実習に向けて③ 

８ 保育者と保護者 保育所の役割・保護者支援の在り方 

9 
保育士の役割と保育士間

の連携 
保育士に求められているもの・保育士同士の連携の重要性 

10 
専門機関の役割と連携・

家庭との連携 
乳児を取りまく様々なネットワークと連携の大切さ 

11 
子育て支援センターにお

ける乳児保育 
子育て支援の考え方と子育て支援センターの活動 

12 
一時預かり事業における

乳児保育 
子育て支援の考え方と一時預かり事業の活動 

13 乳児の健康診断 健康と安全のための健康診断・日常の配慮点 

14 乳児保育の課題 現代日本の乳児を取りまく環境の特質と課題 

15 保育の計画 乳児保育の保育課程・指導計画の特徴と留意点 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
乳児保育Ⅱ 

専門科目 単位数： 
1単位 

担当教員名：菊地篤子准教授 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ （保育の内容・方法に関する科目） 

成績評価 授業内で実施する試験、レポート提出など課題の結果（７０％）および授業態度と参加

の積極性（３０％）を踏まえ、総合的な観点で評価する。 

教科書 「乳児保育」咲間まり子編著、大学図書出版 
（参考文献） 
「保育所保育指針解説書」厚生労働省編、フレーベル館 
「見る・考える・創りだす 乳児保育」社会福祉法人あすみ福祉会茶々保育園グループ

編、萌文書林 
「乳児保育演習ガイド」髙内正子・梶美保編著、建帛社 

授業の概要 
「乳児保育Ⅱ」では、「乳児保育Ⅰ」で学んだ基礎的理論を軸に、３歳未満児の発達や生活、環境などにつ

いて多角的に理解し、保育者として必要な保育技術を、模擬授業等により実践場面を想定しながら習得する。

また、子どもを取りまく社会事情や母子関係問題などに対する見解を深め、「乳児保育に携わる人」の在り

方を探る。資料作成、グループディスカッションを通じて、保育計画や保育方法についても理解を深め、乳

児保育を総合的に捉え、実践に活用できる力を養う。 

授業の到達目標及びテーマ 
①乳児の発達・生活に関する基礎知識の理解を、確実なものにする。 
②保育計画や保育方法を工夫する力を習得する。 
③乳児保育の社会的背景や課題を理解し、その中で保育を展開するための柔軟な思考力を身につける。 

授業計画【スクーリング科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 乳児保育とは 
第 1 章 乳児保育の目的・多様な場（認定こども園他子どもが過ごす

場についての調査と演習） 
２ 家庭保育と保育所保育 第2、3章 家庭保育と保育所保育の生活（沐浴など養護面演習） 
３ 乳児と保育者のかかわり 第4章 乳児保育の保育者の支援・援助（発達理解と援助法の演習） 
４ 保育者と保護者 第5章 保育所の役割・保護者支援の在り方（保護者支援演習） 

５ 乳児保育のネットワーク 
第 6 章 保育者間の連携・専門機関との連携・家庭との連携（連携の

事例演習） 

６ 乳児保育の子育て支援 
第 7 章 子育てを支援する場における乳児保育（現代の子育て支援の

調査と演習） 



 
 
 

７ 乳児保育の課題 第8,9章 健康と安全への配慮、地域の中での保育（安全対策演習） 

８ 保育の計画 
第10章 乳児保育の保育課程・指導計画の特徴と留意点（デイリープ

ログラム作成演習） 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
障害児保育Ⅰ 

専門科目 単位数： 
1単位 

担当教員名：尾野明美准教授 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ （保育の内容・方法に関する科目） 

成績評価 科目修得試験により評価する。 

教科書 尾野明美編著「保育者のための障害児保育 理論と実践」（萌文書林） 
 

授業の概要 
この授業では、障害児保育にかかわる全般的な問題を取り上げながら、一人ひとりの子どもの発達特性を理

解し、保育現場で実践的に取り組むことが可能な支援法を、理論や事例を通して習得する。 
 内容は、各障害の概念や発達特性、統合保育の現状と意義、家庭や関連機関との連携をとりあげる。また

具体的な発達支援として、保育における日常生活での配慮や環境設定などを、事例を通して習得する 

授業の到達目標及びテーマ 
①障害児保育を支える理念や歴史的返還について学び、障害児及びその保育について理解する。 
②一人ひとりの発達上の課題に対する特別な保育ニーズの観点から障害理解を促す。 
③障害児保育における遊びや日常生活動作を含む具体的な保育方法を理解する。 
④障害のある子どもへの個別的援助と家族支援、関連機関との連携のあり方を学ぶ。 

授業計画【テキスト科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 
「障害」の概念と障害児

保育の歴史的返還 

（教科書第１章） 
障害児保育を支える理念や、障害児保育が制度化するまでの歴史的返

還、「障害」の定義と障害児保育につて理解する。 

２ 障害児保育の基本 
（教科書第１章） 
障害児保育を支える理念と、障害児保育の種類と形態の在り方につい

て概観し、その現状と課題を把握する。 

３ 
肢体不自由児の理解と援

助 

（教科書第２章） 
肢体不自由のある子どもの発達特性について理解し、具体的支援につ

いて理解する 

４ 
視覚・聴覚障害児などの

理解と援助 
（教科書第２章） 
視覚障害・聴覚障害の特性を理解し、具体的な支援について学ぶ。 

５ 知的障害児の理解と援助 
（教科書第２章） 
知的障害のある子どもの発達特性を理解し、具体的な支援について学

ぶ 



 
 
 

６ 
発達障害児の理解と援助

① 

（教科書第２章） 

注意欠如・多動性障害、限局性学習障害などの発達障害について学び

ながら、発達や行動が気になる子どもの発達特性について理解し、具

体的発達支援について考える 

７ 
発達障害児の理解と援助

② 

（教科書第２章） 

自閉症スペクトラム障害のある子どもの発達特性について理解し、具体

的支援について考える。 

８ 
気になる情緒を持つ子ど

もの理解と援助 

（教科書第２章） 

虐待を受けている子どもなど「気になる子ども」の発達の在り方と支

援について学ぶ 

9 
ことばの発達に障害のあ

る子どもへの理解と援助 

（教科書第２章） 

言語障害のある子どもの発達特性について理解し、具体的支援につい

て考える。 

10 

保育課程に基づく指導計

画の作成と記録 及び評

価 

（教科書第３章） 

一人ひとりの子どものニーズに合わせた個別の支援計画、個別の指導

計画の意義と作成について学ぶ 

11 
個々の発達を促す生活や

遊びの環境 

（教科書第３章） 

障害児保育における遊びや日常生活動作を含む具体的な保育実践につ

いて理解する 

12 
子ども同士のかかわりと

育ち合い 

（教科書第３章） 

他の子どもとのかかわりの中で育ち合う保育実践について理解する 

13 職員間の協働 

（教科書第３章） 

障害児を保育するにあたって保育者のあり方と、保育所での取り組み

と職員間の連携について理解する。 

14 
家庭及び関係機関との連

携 

（教科書第４章） 

障害のある子どもとその家族の課題、および早期療育の意義と内容に

ついて学ぶ。 

地域における障害児保育の専門機関とサービス、連携について理解す

る 

15 
障害のある子どもの保育

にかかわる現状と課題 

（教科書第５章） 

障害児保育から特別支援への移行と、障害を通じての一貫した支援の

在り方について学ぶ 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
障害児保育Ⅱ 

専門科目 
 

単位数： 
1単位 

担当教員名：尾野明美准教授 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ （保育の内容・方法に関する科目） 

成績評価 授業内で実施する試験、レポート提出など課題の結果（７０％）および授業態度と参加

の積極性（３０％）を踏まえ、総合的な観点で評価する。 

教科書 尾野明美編著「保育者のための障害児保育 理論と実践」（萌文書林） 
 

授業の概要 
この授業では、障害児保育Ⅰで習得した内容を踏まえ、より専門的な問題を取り上げながら、保育現場で実

践的に取り組むための支援方法を、理論・指導計画づくり・演習を通して習得する。 
 障害児保育の対象、各障害の概念や発達特性、統合保育の現状と意義等をとりあげる。また乳幼児期にお

ける達成課題、発達支援の実際について、子どもをとりまく環境設定や遊具の利用法など、演習を取り入れ

ながら展開する。 

授業の到達目標及びテーマ 
①障害児保育の基盤となる理念とその変遷、保育の現状と今後の課題を学ぶ。 
②様々な障害について理解し、子どもの理解や援助の方法、環境構成などについて学ぶ。 
③障害のある子どもの保育の計画を作成し、個別支援及び他の子どもとのかかわりの中で育ち合う保育実践

について理解を深める。 
④障害のある子どもの保育者への支援や関係機関との連携について理解する 
⑤障害のある子どもの保育にかかわる保健・医療・福祉・教育などの現状と課題について理解する。 

授業計画【スクーリング科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 
障害児保育にかかわる現

状と課題） 
（教科書第１章） 
障害児保育を支える理論、障害の理解について再考する 

２ 知的障害児への支援 
（教科書第２章） 

知的障害の子どもの発達特性を踏まえた具体的支援 

３ 
肢体不自由児、聴覚、視

覚障害児への支援 

（教科書第２章） 

肢体不自由の子どもの発達特性を踏まえた具体的支援 

４ 発達障害児への発達支援 
（教科書第２章） 

発達障害の子どもの発達特性を踏まえた具体的支援 

５ 
気になる子どもへの発達

支援 

（教科書第２章） 

落ち着きのない子ども、虐待を受けている子どもへの発達支援 



 
 
 

６ 
障害のある子どもの個別

指導計画 

（教科書第３章） 
障害のある子どもの発達特性を、言語や運動、社会性、情緒面から概

観し、長期的な見通しを持った関わりとは何かを考え、個別指導計画

を作成する。 

７ 
地域における専門機関と

の連携 

（教科書第４章） 

障害児保育にかかわる保健・医療・福祉・教育の現状と課題、専門機

関の連携の実際と課題 

８ 家族支援と就学への移行 

（教科書第４，５章） 

障害のある子どもをもつ家族への支援、就学に際して保護者への配慮等

を考える 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
社会的養護内容 

専門科目 単位数： 
1単位 

担当教員名：上野文枝講師 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ （保育の内容・方法に関する科目） 

成績評価 授業内で実施する試験、レポート提出など課題の結果（７０％）および授業態度と参加

の積極性（３０％）を踏まえ、総合的な観点で評価する。 

教科書 『児童の福祉を支える社会的養護内容』吉田・高橋・村田共著  萌文書林 
（参考文献） 
『子どものトラウマ』西澤哲 講談社   
『子ども虐待』西澤哲 講談社 
『第四の発達障害としての虐待』杉山登志郎 学習研究社 

授業の概要 
この授業では、生活型児童福祉施設や里親等の「家庭外の場」における子どもの養護のあり方について基礎

的な理解を深める。 
「生活の場」でどのように子どもの権利を尊重しながら支援を展開するか，「子どもの最善の利益」「虐待」

「権利擁護」等をキーワードにしながら学ぶ。 

授業の到達目標及びテーマ 
１．社会的養護における子どもの権利擁護や保育士の倫理を理解する。 
２．施設養護や里親等について理解する。 
３．「自立支援」の考え方と日常的な生活における支援のあり方を具体的に理解する。 
４．社会的養護に関わるソーシャルワークの方法と技術に関する基礎を理解する。 
５．社会的養護と、「家庭支援」「児童家庭福祉」「地域福祉」を関連させて理解する。 

授業計画【スクーリング科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 子どもの権利擁護  
第 1 章 Ⅰ§１～２「子どもの権利条約」を基礎とした子どもの権利

の内容・権利擁護の意味を理解する。 

２ 
子どもの権利擁護の仕組み

と保育士等の倫理・責務 

第1章 Ⅰ§３ 権利を守る仕組みについて理解する。 
第 1 章 Ⅱ 保育士等の専門職のあり方（倫理・バーンアウト・共依

存等）を学ぶ。 

３ 
社会的養護の実施体系

（１） 

第2章 Ⅰ 児童養護の体系と児童福祉施設の概要を理解する。 
第2章 Ⅱ 養護系施設（児童養護施設・乳児院）、母子系施設（母子

生活支援施設）の日常生活支援について学ぶ。 
 



 
 
 

４ 
社会的養護の実施体系

（２） 

第2章 Ⅱ 医療型障害児入所施設（重症心身障害児・肢体不自由児）、

行動・適応障害系施設（児童自立支援施設・情緒障害児短期治療施設）

の日常生活支援について学ぶ。 

５ 
社会的養護の実施体系

（３） 

第 2 章 Ⅱ 福祉型障害児入所施設（知的障害児・自閉症児・盲ろう

あ児）の日常生活支援について学ぶ。 
里親制度と里親養育について学ぶ。 

６ 
保育士の専門性に関わる

知識・技術（１） 

第 3 章 Ⅰ 心の傷を癒し、心を育むための援助について、施設の特性

を踏まえて理解する。 

第 3 章 Ⅱ 親子関係の調整について、児童相談所との連携や家族支援

のあり方を踏まえて理解する。 

７ 
支保育士の専門性に関わ

る知識・技術（２） 

第 3 章 Ⅲ ソーシャルワークにかかわる知識・技術を踏また、入所か

ら退所後に至る支援と日常生活支援を学ぶ。 

８ 
社会的養護における今後

の課題と展望 
第4章 施設の小規模化と地域連携について理解する。 

 

 



 
 
 

授業科目名： 
保育相談支援 

専門科目 単位数： 
1単位 

担当教員名：吉田眞理教授 

担当形態： 単独 

科 目  

法令上の科目の位置づけ （保育の内容・方法に関する科目） 

成績評価 授業内で実施する試験、レポート提出など課題の結果（７０％）および授業態度と参加

の積極性（３０％）を踏まえ、総合的な観点で評価する。 

教科書 「生活事例からはじめる保育相談支援」吉田眞理著 青踏社 2015年第3版 
（参考文献） 
「保育者のための相談・援助技術」小舘静枝・小林育子 
「保険・福祉における ケースカンファレンスの実践」西尾裕吾編著 中央法規  
「福祉キーワードシリーズ 子ども虐待」高橋重宏・庄司順一編著 中央法規 

授業の概要 
保育相談支援は保育者が保護者の相談にのる多様な場面を想定して、その考え方や方法を学ぶ教科目であ

る。演習科目であるから、グループワークや事例検討を通じて学んでいく。 

授業の到達目標及びテーマ 
１．保育相談支援の意義と原則について理解する。 
２．保護者支援の基本を理解する。 
３．保育相談支援の実際を学び、内容や方法を理解する。 
４．保育所等児童福祉施設における保護者支援の実際について説明できるようになる。 

授業計画【スクーリング科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 
保護者に対する保育相談

支援の意義１ 
（第１章１）アセスメント、アセスメントツール 
P１８の演習課題 

２ 
保護者に対する保育相談支

援の意義２ 
（第１章１）子育て不安への対応、保育知識の提供 
P22事例3のエコマップ、事例4のエコマップ 

３ 

保護者に対する保育相談

支援の意義3 
保育の特性と保育士の 
専門性を生かした支援 

（第１章１）保護者自身がコーディネーターになることへの支援環境

についての相談支援 p24演習課題 
（第１章２）子どもの生活の場としての特性、保育の専門職としての

特性 

４ 

子どもの最善の利益と 
福祉の重視 
子どもの成長の喜びの共

有 

（第２章１）児童福祉法、児童憲章、児童の権利に関する条約 
p35演習課題 
（第２章２）保護者の話を聴く、子どもの様子を伝える 

P41演習課題 



 
 
 

５ 

保護者の養育力の向上に

資する支援 

信頼関係を基本としたか

かわり 

（第２章３）知識や気づきの提供、研修や保護者会 

（第２章４）受容、自己決定、秘密保持、支援者としての心構え保護

者への支援 P49演習課題 

６ 
地域資源の活用 

保育相談支援の実際１ 

（第２章５）関係機関との連携・協力、関係機関の多様性 

ｐ５４演習課題 

（第３章１）保育にかかわる保護者への指導 P70演習課題 

７ 
保育相談支援の実際２ 

保育相談支援の実際３ 

（第３章２）保育相談支援の内容 P75演習課題 

（第３章３）保育相談支援の方法と技術、ニーズ把握、取り組みから

終結まで  P84演習課題 

８ 

保育相談支援の実際４ 

児童福祉施設における保

育相談支援の実際 

（第３章４）保育相談支援の計画、記録、評価、カンファレンス 

（第４章１，２）児童虐待、障害児への対応 

P115 演習課題 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
教育実習指導 

教員の免許状取得のための 
必修科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：間野百子教授、菊地篤

子准教授、野津直樹准教授、尾野明

美准教授、齋藤史夫講師 

担当形態： 複数 

科 目 教育実習 

法令上の科目の位置づけ 教育実習 

成績評価 授業内で実施する試験、レポート提出など課題の結果（７０％）および授業態度と参加

の積極性（３０％）を踏まえ、総合的な観点で評価する。 

教科書 A「生活事例からはじめる保育実習ー幼保一体化に向けてー」吉田眞理 青踏社 
B「幼稚園教育要領解説」文部科学省 フレーベル館 
C「教育実習の手引き（幼稚園）」小田原短期大学 

参考文献 「幼稚園教育要領」文部科学省 フレーベル館 
「保育用語辞典」森上史朗・柏女霊峰 ミネルヴァ書房 

授業の概要 
実習の意義・目的・内容の理解を中心に、実習の準備と省察を行う。 
事前学習では、幼稚園・子ども・保育者の役割に関する理解を意識化するとともに、自己の課題を明確

化する。 
事後学習では、実習体験を振り返り、自己の実習課題の達成と成果について省察し、更なる学習への意

欲を喚起し実践力の獲得につなげる。 

授業の到達目標及びテーマ 
① 実習の事前学習を通して、実習を円滑に進めていくための態度及び知識、技能を修得し、実習内容・

実習課題を明確にする。 
② 実習事後の振り返りとまとめの授業を通じて、実習体験を深化させる。 
③ 幼稚園教育職への意欲、適性を体験から考察し、進路決定をしていく。 

授業計画【スクーリング科目】 
回数 テーマ 学習内容（教科書の章、参考資料など） 

１ 
教育実習ガイダンス 
実習生紹介 

教育実習の目的と概要について、実習の構造 
(教科書A 16ページ～17ページ、教科書C 1ページ) 
実習生紹介作成 
(教科書C 4ページ～6ページ) 



 
 
 

２ 
実習生としての心構え 
オリエンテーション指導 

実習生の挨拶、自己理解、保育技術と生活技術、基本的生活習慣 
(教科書A 17ページ～25ページ、教科書C 7ページ) 
実習園でのオリエンテーションを依頼する電話のかけ方、オリエ

ンテーションの実際 
(教科書A 27ページ～37ページ、教科書C 8ページ～13ページ) 

３ 
幼稚園の理解 
保育者の理解 

幼稚園の生活、幼稚園教育の基本、幼稚園教師の役割 
(教科書B 15ページ～44ページ、214ページ、教科書C 14ペー

ジ～16ページ) 
園における危機管理、土曜保育(預かり保育)、障害児保育、地域

との連携 

(教科書A 82ページ～87ページ) 

４ 

実習における話し言葉 

実習における書き言葉、

文書 

敬語表現(尊敬語・謙譲語・丁寧語)＋応用編 

(教科書A 89ページ～106ページ) 

日誌記録に相応しい表現、季節の挨拶状、実習のお礼状 

(教科書A 106ページ～118ページ) 

５ 
実習日誌の書き方① 

実習日誌の書き方② 

実習日誌をなぜ書くのか、実習日誌の書き方、先輩たちの記入例、

保育時間と保育を支えるための時間 

(教科書A 119ページ～123ページ、教科書C 17ページ～28ペー

ジ) 

エピソード記録の書き方 

６ 
指導計画案の書き方① 

指導計画案の書き方② 

部分実習指導計画案、責任実習指導計画案、先輩たちの記入例 

(教科書A 131ページ、教科書C 41ページ～57ページ) 

指導計画案のトライアングル、子どもの活動を予想する、どてま

の法則 

(教科書A 132ページ～137ページ) 

７ 

教育実習課題設定 

教育実習直前、学内オリ

エンテーション 

教育実習課題を設定、日誌へ反映させる 

(教科書C 58ページ) 

実習準備 

(教科書C 59ページ～64ページ) 

８ 
実習体験報告会、実習振

り返り 

教育実習事後指導としての実習体験報告会、実習振り返り 

(教科書C 25ページ) 
 

 



 
 
 

授業科目名： 
教育実習 

教員の免許状取得のための 
必修科目 

単位数： 
4単位 

担当教員名：間野百子教授、菊地篤

子准教授、野津直樹准教授、尾野明

美准教授、齋藤史夫講師 

担当形態： 複数 

科 目 教育実習 

法令上の科目の位置づけ 教育実習 

成績評価 実習での参加状況、実習園からの評価、日誌・指導計画等を総合的に評価する。 

教科書 「教育実習の手引き（幼稚園）」小田原短期大学 
「幼稚園教育要領解説」文部科学省 フレーベル館 

参考文献 「保育用語辞典」森上史朗・柏女霊峰 ミネルヴァ書房 

授業の概要 
教育実習は、まず観察実習を通して幼稚園における子どもの姿や教師の役割について理解する。その後

の参加・指導実習において部分実習および責任実習を行う。 

授業の到達目標及びテーマ 
① 子どもや保育者と生活を共にする中で、幼稚園の役割や特徴の理解を深める。 
② 子どもと共に遊び、生活をする中で、発達の姿や興味・関心のあり方を学ぶ。 
③ 保育者の仕事を一緒にしながら、環境の構成や援助等、保育者の役割を理解する。 

授業計画 
実習の進め方 
①実習園によるオリエンテーション 
②観察実習 
③参加実習、指導実習(部分実習と一日責任実習を行う) 
④実習後の振り返り 

 




