
講義30時間・2単位 1学年　前期

塩澤　恵美 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 テスト

生活事例からはじめる保育原理（青踏社）
保育所保育指針解説(フレーベル館)
幼稚園教育要領解説(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(フレーベル館)

保育の方法

目標

１．保育の意義及び目的について理解する。
２．保育に関する法令及び制度を理解する。
３．保育所保育指針における保育の基本について理解する。
４．保育の思想と歴史的変遷について理解する。
５．保育の現状と課題について考察する。

開講学年

担当講師の実務経験

評価基準
授業態度・提出物（20％）

筆記試験（80%）

保育者に求められるもの

オリエンテーション（本科目のねらい、進め方、評価の基準について）
保育とは

講義内容

子ども理解とは

テキスト・参考書

保育の思想と歴史

保育の目標と内容

科目名 保育原理

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

保育所・幼稚園・認定こども園の制度と機能

保育の理念を支える法規

テスト・まとめ

多様化する保育ニーズと子育て支援

保育者のあり方

海外の保育事情

日本の保育の現状と課題

子どもの育ち・学びの連続性

保育の計画と評価
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講義30時間・２単位 １年生　後期

都丸  千寿子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 テスト

　　

外国の教育理論②　ペスタロッチ、フレーベルの思想

テキスト・参考書

外国の教育理論③　デューイ、モンテッソーリの思想

日本の教育理論③　倉橋惣三、城戸幡太郎の思想

日本の教育理論②　福沢諭吉、森有礼の思想

日本の教育理論①　貝原益軒、佐藤信淵の思想

まとめ  /　テスト

教育行政・制度　　教育委員会・生涯学習・学校選択制

教育実践②　　　　発達理解

教育実践①　　　　教育課程と教育方法

日本教育史②　　  民主的教育制度の確立と教育

日本教育史②　　　 近代の教育

日本教育史①　　　 古代から中世武家社会までの学校や教育

外国教育史　　　　 古代ギリシャから近代ヨーロッパの教育思想や歴史

「人物で学ぶ教育原理」（三恵社）

評価基準
授業態度・提出物（２０％）

筆記試験・レポート（８０％）

外国の教育理論①　コメニウス、ロック、ルソーの思想

教育の意義　保育と教育の関係などについて

講義内容

目標

1.教育学の基礎的な概念について学び、教育の意義や目的、保育と教育の関係を理解する。
2.教育思想の歴史的変遷を学び、教育の理論や歴史を理解する。
3.西洋及び日本における教育の大衆化、制度化、高度化の歴史について理解し、現代の
　教育行政や教育制度について理解する。
4.教育実践の様々な取組や先人の教育観・子ども観を学び、現代的に考える。
5.生涯学習社会における教育の現状と課題について理解する。

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 教育原理

幼稚園・小学校教諭・校長、県教育委員会指導主事（幼児教育・生活科担当）として幼児教
育・義務教育に携わってきた。これらの経験から幅広く教育について指導する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師
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講義30時間・2単位 １学年・後期

坂井　勉 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 テスト

児童の福祉を支える子ども家庭福祉　　（萌文書林）

テキスト・参考書

子ども家庭福祉と保育１　（保育所/保育士の仕事、人権擁護の歴史的変遷）

子ども家庭福祉の財政と実施機関　（厚生労働省、地方自治体、児童相談所等）

子ども家庭福祉の制度と法体系　（保育・福祉の法体系、児童福祉法、児童虐待防止法）

子ども家庭福祉と保育２　（児童の権利に関する条約、第三者評価、苦情解決）

テスト・まとめ

改正児童福祉と専門職・実施者　（それぞれの職場と仕事/里親について）

ひとり親家庭、子どもと保育　（母子家庭、父子家庭、母子福祉施設、食育基本法）

障害のある児童、少年非行への対応と支援　（在宅の障害児童の暮らしと支援制度）

児童虐待、ドメスティック・バイオレンス、社会的養護　（児童虐待の実態と対応）

多様なニーズへの対応　（地域における保育サービスの展開）

少子化と子育て支援サービス、母子保健　（子育て支援施策の変遷、現代の施策の概要）

児童福祉施設等　（児童福祉施設の概要と法的枠組み、子育て支援事業）

科目名 子ども家庭福祉

児童福祉関連施設にて３５年実務経験を行った経験を活かし、子ども家庭福祉に関する制度
等を指導する。

講義内容

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準
筆記試験（70％）、授業態度・提出物等（30％）

子ども家庭福祉の歴史的変遷　（理念、実践の変化と現代家庭福祉の理解）

子ども家庭福祉の理念と概念　（活動内容・実践対象とその方法）

開講学年

担当講師の実務経験

現代社会と子ども家庭福祉　（現代社会の子育ての実態と児童福祉の必要性）

目標

３．子ども家庭福祉の現状と課題にについて説明できるようになる。

２．子ども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。

１．現代社会における子ども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。
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講義30時間・2単位 1学年　前期

太田　　茂 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義・演習

14 講義

15 講義・試験

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。

科目名 社会福祉 

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験 知的障害者福祉施設勤務３５年・社会福祉士（国家資格）

評価基準 筆記試験（７０％）・レポート（２０％）・講義態度（１０％）

目標

テキスト・参考書

社会福祉　　吉田眞里著　　青鞜社

社会福祉の相談援助①　社会福祉の専門技術としての相談援助技術の意義と原則を学ぶ。

社会福祉の相談援助②　社会福祉における相談援助の方法と技術を学ぶ。

社会福祉の動向と課題①　少子高齢化社会への課題を学ぶ。

社会福祉の動向と課題②　在宅福祉・地域福祉の推進を学ぶ。

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。

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」の仕組みを学ぶ。

講義内容

社会福祉の理念と課題①　日本における社会福祉の概念について、法的基盤を学ぶ。

社会福祉の理念と課題②　「福祉ニーズ」「社会参加」とは何かを考える。

社会福祉の理念と課題③　社会福祉で考える「自立」・「平等」・「平等な支援」とは何かを学ぶ。

社会福祉の歴史的変遷①　貧困問題の取り組みについて歴史的変遷を知り貧困の理由を学ぶ。

社会福祉の歴史的変遷②　国民の福祉の保障と、福祉を支援するのは誰かを学ぶ。

社会福祉と児童家庭福祉　社会福祉と児童家庭福祉の関連性を学び支援の基本的な考えを学ぶ。

児童の権利擁護　子どもの権利擁護に基づく支援の在り方を学ぶ。

社会福祉の制度①　「社会福祉の基盤となる法律」を学ぶ。

社会福祉の制度②　「福祉の政策主体」や「社会福祉施設の役割」・「財源」を学ぶ。

社会保険　「社会保険」の仕組みと内容を学ぶ。



講義30時間・2単位 ２学年　後期

西川　君代 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 テスト

評価基準
筆記試験（80％）　　授業態度・提出物（20％）

子ども家庭支援の目的と機能（養育・保護・休息・生活文化伝承）

子ども家庭支援の意義と必要性（家庭の意義・離婚や再婚・親子関係・ジェノグラム）

講義内容

目標

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 子ども家庭支援論

公立幼・小・中学校での勤務とスクールカウンセラーの経験を活かし、相談の意義や技法を
指導する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

5. 子育て家庭のニーズに応じた多様な支援の展開と、子ども家庭支援の現状と課題について
理解する。

3. 子育て家庭に対する支援体制を理解する。
4. 相談援助の基本的理論の理解とともに、技法演習を通して力量を高める。

1. 子育て家庭に対する支援の意義・目的を理解する。
2. 保育の専門性を活かした子ども家庭支援の意義と基本について理解する。

参考書　　「子どもの福祉と子育て家庭支援」（みらい）

テキスト　「児童の福祉を支える　子ども家庭支援論」（萌文書林）

子どもの発達と家族・家族の役割（子どもの発達・親の発達・親として・子どもとしての役
割）

テキスト・参考書

保育士等による子ども家庭支援の意義と基本（専門性を活かした支援）

家庭の状況に応じた支援（面談演習③）

家庭の状況に応じた支援（面談演習②）

保育士に求められる基本的態度（子どもの育ちの喜び共有・面談の基本・面談演習①）

まとめ・テスト

子ども家庭支援の内容及び現状と課題（子どもの問題・子どもと家庭を支援する社会の機運
等）

多様な支援の展開と関係機関との連携（家庭支援の内容・対象・関係機関）

子育て家庭に対する支援の体制（次世代育成支援施策・男女共同参画社会・ワークライフバラ
ンス）

子育て家庭に対する支援の体制（子育て家庭の福祉を図るための社会資源・子育て支援施策）

地域の資源の活用と自治体・関係機関等との連携・協力（地域資源　物・人・金）

家庭の状況に応じた支援（面談演習⑤）

家庭の状況に応じた支援（面談演習④）
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講義30時間・2単位 １学年　前期

井上　暁子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 テスト

テキスト・参考書

児童の福祉を支える社会的養護Ⅰ（萌文書林）

社会的養護の基本原則Ⅱ：保護 －自己実現に向けた支援－

社会的養護の基本原則Ⅲ：子どもであることへの回復 －治療的支援－

社会的養護の基本原則Ⅳ：生活文化と生活力の習得 －自立支援－
社会的養護の基本原理Ⅴ：生命倫理観の醸成

社会的養護の制度と実施体系

施設養護の対象・形態・専門職Ⅰ－乳児院と児童養護施設－

施設養護の対象・形態・専門職Ⅱ－障害児の入所施設－

施設養護の対象・形態・専門職Ⅲ －児童自立支援施設と児童心理治療施設－

家庭養護の特徴・対象・形態　－里親・ファミリーホーム－

社会的養護の現状と課題① －施設の運営管理、倫理、権利擁護－

社会的養護の現状と課題② －被措置児童等虐待防止、地域福祉－

まとめ・テスト

社会的養護の基本原則Ⅰ：養育 －日常生活支援－

担当講師の実務経験
障害児入所施設の職員として、子どもの生活支援等にあたってきた。これらの経験から、施
設養護についてや、社会的養護を必要とする子どもやその家庭の支援について教授する。

評価基準
筆記試験（70％）、授業態度・提出物（30％）

目標

1．現代における社会的養護の意義と歴史的変遷について理解する。

2．子どもの人権擁護を踏まえた社会的養護の基本について理解する。

3．社会的養護の制度や実施体系等について理解する。

4．社会的養護の対象や形態、関係する専門職等について理解する。

5．社会的養護の現状と課題について理解する。。

講義内容

科目のガイダンス、現代社会における社会的養護の意義と変遷

子どもの人権擁護と社会的養護

家庭の機能と社会的養護

科目名 社会的養護Ⅰ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無
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講義30時間・2単位 １学年　後期

塩澤　恵美 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 テスト

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 保育者論

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準
授業態度・提出物（20％）

筆記試験（80%）

幼稚園教諭とは

オリエンテーション（本科目のねらい、進め方、評価の基準について）
保育者とは

講義内容

目標

３．保育者の資質向上とキャリア形成について理解する。

２．多様な専門性を持った保育者や機関等との協働について理解する。

１．保育者の役割・倫理を理解したうえで、保育士という職業の制度的な位置づけと
　　専門性について考察し、理解する。

保育士とは

保育者論（萌文書林）
保育所保育指針解説（フレーベル館）
幼稚園教育要領解説（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（フレーベル館）

テキスト・参考書

保育教諭および施設で働く保育者

保育者の資質・能力

保育者の制度的位置づけ

保育の現代的問題①　子どもの最善の利益

テスト・まとめ

保育の現代的な問題②　保育者の課題

保育者の葛藤と成長

専門機関や地域との連携

園内の保育者チーム及び家庭との連携

計画に基づく保育の実践と省察・評価

保育の質の向上

養護及び教育の一体的展開
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講義30時間・2単位 1学年　前期

諸星　聡美 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義　

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義

評価基準 レポート課題により評価を行う

子どもの発達と環境（第２章）

子どもの発達を理解することの意義（第１章）

講義内容

目標

③子どもの学びの過程や特性について基礎的な知識を習得し、保育における人との相互的
　関わりや体験、環境の意義を理解する。

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 保育の心理学

臨床心理士・公認心理士。医療及び教育現場で不適応をおこしている子どもや保護者のカウ
ンセリングを行ってきた。これらの経験から、保育現場での子ども理解に役に立つよう、胎
児期から老年期までの発達について講義をおこなう。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

②子どもの発達に関わる心理学の基礎を習得し、養護及び教育の一体性や発達に即した援
　助の基本となる子どもへの理解を深める。

①保育実践に関わる発達理論などの心理学的知識を踏まえ、発達を捉える視点について理
　解する

「実践につながる新しい保育の心理学」大浦賢治　ミネルヴァ書房　2019年

子ども観・保育観と発達理論からの視点（第３章）

テキスト・参考書

社会情動的発達（第４章）

言語の発達（第７章）

認知の発達（第６章）

身体機能と運動機能の発達（第５章）

乳幼児期の学び（遊び）を支える保育（第１５章）

乳幼児期の学び（遊び）の過程と特性（第１４章）

乳児期の学びに関する理論（第１３章）

成人期から老年期までの発達（第１２章）

学童期から青年期までの発達（第１１章）

３，４，５歳の発達（第１０章）

０，１，２歳の発達（第９章）

アセスメント（第８章）
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講義30時間・2単位 2学年　後期

井上　暁子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 テスト

科目名 子ども家庭支援の心理学

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

目標

1．生涯発達に関する心理学の基礎的な知識を習得し、初期経験の重要性、発達課題等に
　ついて理解する。
2．家族・家庭の意義や機能を理解するとともに、親子関係や家族関係について発達的に
　理解し、子どもとその家庭を包括的に捉える視点を習得する。

4．子どもの精神保健とその課題について理解する。

3．子育て家庭をめぐる現代の社会状況と課題について理解する。

担当講師の実務経験
障がい児入所施設の児童指導員として、子どもの発達支援や保護者支援や相談業務にあたっ
てきた。これらの経験から、様々な背景や課題を抱えた子どもや保護者の心理や家庭支援に
ついて教授する。

評価基準
筆記試験（70％）、授業態度・提出物（30％）

特別な配慮を必要とする家庭（２）

講義内容

ガイダンス　／　生涯発達とは何か

乳幼児期から学童期前期にかけての発達

学童期後期から青年期にかけての発達

成人期・老年期における発達

子育てを取り巻く社会的状況

家族・家庭の意義と機能

親子関係・家族関係の理解

子育ての経験と親としての育ち　－ライフコースと仕事・子育て－

多様な家庭形態とその理解

特別な配慮を必要とする家庭（１）

発達支援の必要な子どものいる家庭

子どもの精神保健　－子どもの生活・生育環境とその影響－

子どもの精神保健　－子どもの心の健康に関わる問題－

まとめ・テスト

テキスト・参考書

「子ども家庭支援の心理学」（みらい）
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演習30時間・1単位 １学年　後期

田子　文子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 試験

　子どもの見取りと記録から保育実践へつなぐための保育カンファレンス

   特別な配慮を要する子どもの理解と援助　保育カウンセラーとの連携

  子ども理解から子育ての支援へ

 まとめ

テキスト・参考書

「幼児理解に基づいた評価」　文部科学省　（チャイルド社）

「幼稚園教育要領解説」

　子どもの見取りと記録から保育実践へつなぐための保育カンファレンス

講義内容

　保育の始まりとしての子ども理解の重要性

　子ども理解の基盤としてのカウンセリングマインド

　乳児期の発達に応じた援助とかかわり

　乳児期の発達に応じた援助とかかわり

　幼児期の発達に応じた援助とかかわり

　幼児期の発達に応じた援助とかかわり

　ビデオ視聴から子どもの思いを見取り援助の方法を探る

　エピソード記録の取り方について学ぶ

　教育実習のエピソード記録から子ども理解を深め保育実践へつなぐ

　教育実習のエピソード記録から子ども理解を深め保育実践へつなぐ

目標

１ 子ども理解が保育の始まりであり、子どもの行為のどこを見て何を理解しどう援助
　するのか、その基本を学ぶ

２子ども理解を深め援助の質を高めていくための記録の取り方・保育への生かし方を学ぶ

３子ども理解を深める保育カンファレンスについて学ぶ

科目名 子どもの理解と援助

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
幼稚園教諭・園長、幼稚園新規採用教員研修指導員、保育アドバイザー等の実務経験から得
たさまざまな事例をもとに分かりやすく学習できるような授業内容にすると共に、学生自身
の実習経験を通して実践力を身に付けるようにする。

評価基準
　授業への参加意欲（10％）・提出物（10％）・試験（80％）
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講義30時間・2単位 1学年　前期

内山　かおる 有　・　無

3.乳幼児期に起こしやすい事故の予防と発生時の初期対応について説明できる。

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義、GW

13 講義、GW

14 講義

15 試験

新基本保育シリーズ⑪　子どもの保健　（中央法規）

乳幼児期の健やかな成長・発達に向けて保育環境の調整及び衛生管理と実施体制

乳幼児期の健やかな成長・発達に向けた保護者・地域との連携

医療的ケアを必要とする子どもの特性と保育の現状について

試験

テキスト・参考書

乳幼児がけがや事故を起こしやすい理由、事故の予防と発生時の初期対応について

講義内容

オリエンテｰション、子どもの健康と保健の意義、1）健康の概念と健康指標

2）保健活動の目的　乳幼児の生命保持と情緒の安定にかかる保健活動の必要性

子どもの虐待防止に向けての保健活動と保育者の役割、発達障害の支援

乳幼児の心身の発育と運動機能の発達と保健

乳幼児期の生理機能の発育特性にみる生活支援の必要性

乳幼児の健康状態の観察および心身の不調などの早期発見と初期対応

子どもの疾病と保育1：1）乳幼児期の疾病の特徴、2）起こしやすい主要症状

子どもの疾病と保育2：3）子どもの感染症理解の基本、4）耳鼻咽喉科疾患

子どもの疾病と保育3：4）免疫・アレルギー疾患、5）内分泌疾患

子どもの疾病と保育4：6）脳疾患、けいれん・てんかん、7）先天性疾患

目標

1.乳幼児の心身の状態や成長・発達の特性を学び、保育における保健活動の意義を説明できる。

2.乳幼児期に起りやすい主要症状や心身の健康問題に対する基礎的な支援方法を説明できる。

科目名 子どもの保健

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
大学病院小児病棟勤務後、看護系短大・大学にて小児看護学の講義・実習を行っている。看護実習
における保育園・幼稚園実習の指導経験や病院内の病児保育との連携体験などを通して教授する。

評価基準
筆記試験　80％　レポート20％
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演習30時間・1単位 ２学年　前期

飯塚　由美 有　・　無

回 方法

1 講　義

2 講　義

3 講　義

4 講　義

5 講　義

6 講　義

7 講　義

8 講　義

9 講　義・演　習

10 講　義

11 講　義

12 講　義

13 講　義

14 講　義

15 試　験

・子どもの発育・発達と食生活　乳児期の授乳・離乳の意義と食生活
　①乳児期の心身の特徴と食生活の関係
・子どもの発育・発達と食生活　乳児期の授乳・離乳の意義と食生活
　②乳汁栄養
・子どもの発育・発達と食生活　乳児期の授乳・離乳の意義と食生活
　③離乳の意義とその実践

筆記試験

テキスト・参考書

『子育て・子育ちを支援する　子どもの食と栄養』 堤　ちはる・土井正子（萌文書林）

・母乳分泌と食生活

講義内容

・シラバスの説明
・子どもの健康と食生活の意義

・子どもの心身の健康と食生活

・子どもの食生活の現状と課題

・子どもの発育・発達と食生活
　①身体発育、精神・運動機能発達と栄養・食生活
・子どもの発育・発達と食生活
　②食べる機能・消化吸収機能の発達と栄養・食生活
・栄養に関する基礎知識
　①栄養素・栄養生理・代謝に関する基礎知識　糖質、脂質
・栄養に関する基礎知識
　①栄養素・栄養生理・代謝に関する基礎知識　たんぱく質、ビタミン、無機質

・日本人の食事摂取基準の意義とその活用

・献立作成・調理の基本

・子どもの発育・発達と食生活　妊娠期（胎児期）の食生活

目標

・子どもの栄養と食生活は、生涯にわたる健康の基礎が形成される。健全な発育・発達に必
要な事柄を栄養と食生活の綿から学ぶ。
・家庭や児童福祉施設における食生活の現状や課題、特別な配慮を必要とする子どもへの対
応を学び、保護者に対して育児不安を軽減するための指導・援助する力を身に付ける。

・食育の基本と内容を理解し、実践できるようになる。

科目名 子どもの食と栄養Ⅰ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
病院や児童福祉施設等で栄養管理・栄養指導を実践してきた。これらの経験から他職種協働
の重要性を痛感し、食と栄養に関する基礎知識と実践・応用について指導する。

評価基準
筆記試験40％　レポート、課題の提出20％　授業の取り組み　40％

出席点：減点方式で総合評価から減点する（遅刻、欠席、早退）
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演習30時間・1単位 2学年　後期

飯塚　由美 有　・　無

回 方法

1 講　義

2 講　義・演　習

3 講　義

4 講　義

5 講　義

6 講　義

7 講　義

8 講　義

9 講　義・演　習

10 講　義・演　習

11 講　義

12 講　義・演　習

13 講　義

14 講　義

15

目標

・子どもの栄養と食生活は、生涯にわたる健康の基礎が形成される。健全な発育・発達に
必要な事柄を栄養と食生活の綿から学ぶ。
・家庭や児童福祉施設における食生活の現状や課題、特別な配慮を必要とする子どもへの対
応を学び、保護者に対して育児不安を軽減するための指導・援助する力を身に付ける。

・食育の基本と内容を理解し、実践できるようになる。

科目名 子どもの食と栄養Ⅱ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
病院や児童福祉施設等で栄養管理・栄養指導を実践してきた。これらの経験から他職種協働
の重要性を痛感し、食と栄養に関する基礎知識と実践・応用について指導する。

評価基準
筆記試験 40％　レポート、課題の提出 20％　授業の取り組み 40％

出席点：減点方式で総合評価から減点する（遅刻、欠席、早退）

特別な配慮を要する子どもの食と栄養
　②食事療法

講義内容

・幼児期の心身の特徴と食生活の関係

・幼児期の食生活の特徴とその実践

・幼児期の食生活上の問題と健康への対応

・学童期・思春期の心身の発達と食生活

・子どもの発育・発達と食生活　　生涯発達と食生活

・高齢期の食生活上の問題と健康への対応

・食育の基本と内容

・家庭や児童福祉施設における食事と栄養
　①家庭における食事と栄養
・家庭や児童福祉施設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
特別な配慮を要する子どもの食と栄養
　①子どもの疾病の特徴と食生活

特別な配慮を要する子どもの食と栄養
　①食物アレルギーのある子どもへの対応Ⅰ
特別な配慮を要する子どもの食と栄養
　②食物アレルギーのある子どもへの対応Ⅱ
特別な配慮を要する子どもの食と栄養
　③障害の特徴と食生活

筆記試験

テキスト・参考書

『子育て・子育ちを支援する　子どもの食と栄養』 堤　ちはる・土井正子（萌文書林）
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演習30時間・1単位 2学年　前期

小室　浩子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 テスト

評価基準
授業の参加の積極性（30％）を踏まえて、総合的観点から評価

授業内で実施する試験、レポート提出などの結果（70％）

医療保育概論Ⅰ

オリエンテーション　医療保育とは

講義内容

目標

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 実践演習　こどもの医療Ⅰ

保育園及び病棟保育で得た経験により、医療を必要とする子どもたちへの保育、保護者への
支援のあり方を指導していく。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

３．医療保育とセーフティマネージメントチーム医療の理解

２．特別なニーズのある子どもの保育支援を美につける

１．医療を必要とする子どもへの理解と対応を身につける

ほけんだより　イラスト&文例集（ナツメ社）

医療保育概論Ⅱ

テキスト・参考書

救急対応Ⅰ

事故防止と対応Ⅱ

事故防止と対応Ⅰ

救急対応Ⅱ

前期試験（前期に学習した内容を中心に出題）

本科の各内容を振り返り、および発展学習方法について

乳幼児突然死症候群Ⅱ

乳幼児突然死症候群Ⅰ

発達障害Ⅱ

発達障害Ⅰ

子ども虐待への対応Ⅱ

子ども虐待への対応Ⅰ
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演習30時間・1単位 2学年　後期

小室　浩子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 テスト

評価基準
授業の参加の積極性（30％）を踏まえて、総合的観点から評価

授業内で実施する試験、レポート提出などの結果（70％）

アレルギーの対応Ⅱ

アレルギーの対応Ⅰ

講義内容

目標

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 実践演習　こどもの医療Ⅱ

保育園及び病棟保育で得た経験により、医療を必要とする子どもたちへの保育、保護者への
支援のあり方を指導していく。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

３．医療保育とセーフティマネージメントチーム医療の理解

２．特別なニーズのある子どもの保育支援を美につける

１．医療を必要とする子どもへの理解と対応を身につける

ほけんだより　イラスト&文例集（ナツメ者）

感染症対策Ⅰ

テキスト・参考書

感染症対策Ⅱ

疾患の概論

疾患の概論

感染症対策Ⅲ

後期試験（後期に学習した内容を中心に出題）

本科の各内容を振り返り、および発展学習方法について

子どもの死とどう向き合うかⅠ

医療保育と家族支援Ⅱ

医療保育と家族支援Ⅰ

疾患の各論

疾患の各論

疾患の概論
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講義30時間・2単位 2学年　後期

　橋口 　優 (1～10回）
　井上　暁子(11～15回）

有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義・演習

15 講義・演習

目標

1. 子どもの障害・疾患や気になる発達について、早期発見・療育を行うための医療・保健
　・福祉機関の役割と連携について学ぶ。
2. 診断にかかわる問題や、医療的ケア児の支援、小児リハビリテーションについても理解
　する。

科目名 療育支援論

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験

橋口：総合支援学校2校にて、内部支援専門家（理学療法士）として4年間勤務した。この
　　　経験から、総合支援学校を含む療育施設の役割や具体的な支援の考え方と実践方法
　　　について教授する。
井上：医療型障がい児入所施設の職員として、子どもの療育にあたってきた。これらの経
　　　験から、療育機関の役割や療育支援の必要な子どもの支援の概要について教授する。

評価基準 出席・授業態度（30％）・ 筆記試験（50％）・レポート（20％）

療育機関の理解：放課後等デイサービス

講義内容

療育とは

定型発達の理解①

定型発達の理解②

定型発達の理解③

運動発達の障害と疾患①　～脳性麻痺～

運動発達の障害と疾患②　～遺伝性疾患～

運動発達の障害と疾患③　～発達障がい～

療育における支援の実際①　～病院などの医療施設での関わり～

療育における支援の実際②　～学校での関わり～

療育における支援の実際③　～地域での関わり～

療育機関の理解：児童発達支援センター、児童発達支援事業所

療育機関の理解：医療型障害児入所施設

医療的ケア①　～吸引～

医療的ケア②　～経管栄養～

テキスト・参考書

配布資料のみ使用

　＊学習の進捗状況により内容及び実施時期が変更になることもある。
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講義30時間・2単位 2年生　前期

都丸　千寿子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 テスト

　　

テキスト　「保育の計画と評価＝豊富な例で1からわかる」（萌文書店）
参考書　　「平成29年度告示　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・
　　　　　保育要領原本」（チャイルド本社）
　　　　　「幼稚園教育要領解説」「保育所保育指針解説」「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）

社会の変化と保育に求められるもの

テキスト・参考書

幼稚園・保育所・認定こども園における教育・保育の計画（1）

子ども理解に基づく計画と評価

教育課程の編成の実際

幼稚園・保育所・認定こども園における教育・保育の計画（2）

まとめ  /　テスト

保育の評価と改善（振り返ること、ＰDCAサイクル）

保育の省察及び記録（子ども理解と記録の重要性、子どもの育ちを理解する記録）

指導計画の作成と展開　まとめ

指導計画の作成と展開（3）（日案の作成）

指導計画の作成と展開（2）（指導案作成の基礎）

指導計画の作成と展開（1）（指導計画の基本）

指導計画におけるねらいと内容

評価基準
授業態度・提出物（30％）

筆記試験・レポート（70％）

教育課程・保育課程の歴史と変遷

保育における計画と評価の意義、カリキュラムの基礎理論

講義内容

目標

4.保育記録を基に自己評価を行い、次の保育を考える。

3.具体的な指導計画の立案について学び、長期の計画を基に、子どもの実態に即した短期
　の指導計画を立案する。

1.カリキュラムの変遷を学び、就学前教育に必要なカリキュラムについて理解する。
2.教育課程編成の考え方・手順・評価を学び、PDCAの考え方を理解する。

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 保育の計画と評価

幼稚園教諭・県教育委員会指導主事（幼児教育・生活科担当）・県幼児教育センター長とし
て幼児教育に携わってきた。これらの経験から保育の計画や評価の在り方や重要性について
指導する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師
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演習30時間・1単位 2年生　前期

都丸　千寿子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 テスト

　　

テキスト　「生活事例からはじめる－保育内容－総論」（青踏社）
参考書　　「平成29年度告示　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・
　　　　　保育要領原本」（チャイルド本社）
               「幼稚園教育要領解説」[保育所保育指針解説」「幼保連携型認定子ども園教育・保育要領
                 解説」（フレーベル館）
　　　　　「保育する力」（ミネルヴァ書房）

保育内容の歴史的変遷

テキスト・参考書

環境を通して行う保育①ー環境とは、人的環境について

子どもの発達と保育内容（０，１，２歳児の発達と遊び）

子どもの生活場面と保育内容

環境を通して行う保育②―物的環境、自然や社会の事象について

まとめ  /　テスト

保育の記録・幼保こ小の連携（小学校教育への円滑な接続）

多様性への対応・家庭や地域との連携

保育における計画の重要性

保育内容を深めるための園行事の意味と計画

保育の基本を踏まえた保育内容の展開　　遊びによる総合的な保育及び5領域の総合的な展開

保育の基本を踏まえた保育内容の展開　　遊びによる総合的な保育及び5領域の総合的な展開

子どもの発達と保育内容（３，４，５歳児の発達と遊び）

評価基準
授業態度・提出物（30％）

筆記試験・レポート（70％）

保育内容と保育の展開の基本

保育の基本と保育内容について

講義内容

目標

3.子どもの遊びや生活の様子から子ども理解を深め、理解に基づいた指導計画が立案でき
　るようにする。

2.幼稚園・保育所等での乳幼児の生活と遊びを諸側面から捉え、養護と保育が一体となっ
　た保育という営みを理解し、多様に展開できるようにする。

1.保育の基本について学び、保育を総合的にとらえる力を養う。

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 保育内容総論

幼稚園教諭・県教育委員会指導主事（幼児教育・生活科担当）・県幼児教育センター長とし
て幼児教育に携わってきた。これらの経験から保育の基本や保育を巡る歴史や現状等につい
て指導する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師
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演習30時間・1単位 １学年　前期

小林　由井子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 　テスト

保育内容・領域「健康」について
保育所保育指針・幼稚園教育要領・教育保育要領の全体を熟読する

テキスト・参考書

子どもの育ちと領域「健康」
子どもの様々な面から、発育発達の進み方や、順序について理解する。

子どもの健康と遊び  (子どもの健康と遊びの関連を学ぶ)

子どもの「健康」をめぐる現状と課題
子どもの運動機能の発達 (子どもの運動機能の発達の様子を理解する)

子どもの「健康」をめぐる現状と課題
最近の子どもの体力・運動能力について学ぶ
子どもの健康を促す発育発達状態に見合った運動遊び及び環境構成を理解する

健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出すことを目指す視点から全項を振り返
る。

模擬保育
教材研究に基づく保育の活動計画と評価を含めた模擬保育の実践

指導計画と教材研究
運動遊びにおける指導計画を含めた教材研究

運動指導と教材研究
運動遊びにおける指導法を含めた教材研究

子どもの健康と安全教育　(子どもの安全教育について学ぶ)

園生活と生活習慣   (基本的な生活習慣とその意義について学ぶ)

保育所保育指針解説書・幼稚園教育要領解説書・幼保連携型認定こども園教育・保育要領解
説書・事例で学ぶ保育内容　<領域>健康

子どもの健康と遊び  (子どもの興味を引き出す環境の構成)

子どもの健康と遊び  (様々な遊びについて理解を深める)

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 保育内容　健康

 幼稚園・保育所での勤務経験を活かし、子どもが充実した生活や遊びのなかで健康に必要な
習慣や態度を身に付けていくことを踏まえ、適切な環境を整えて適時的な援助をする必要が
あることを授業を通して実践していく。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準

幼児教育の基本　(幼児教育の捉え方について理解を深める)
保育所保育指針・幼稚園教育要領・幼保連携型認定こども教育保育要領の理解

幼児教育の基本　(幼児教育の捉え方について理解を深める)

講義内容

目標
2、幼児の発達や学びの過程を理解し、領域「健康」に関わる具体的な指導場面を想定し
　た保育を構想する方法を身につける。

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。

　　試験（60％）　授業態度・提出物（40％）
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演習30時間・1単位 １学年　前期

髙橋　恵津子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 講義・演習

子どもの人間関係と社会性・道徳性②　社会性道徳性の育ち、規範意識の芽生え、大人の役割について

必要に応じて資料配布

「幼稚園教育要領解説」「保育所保育指針解説」「幼保連携型こども園教育・保育要領解説」

ワークで学ぶ保育内容「人間関係」菊地篤子［著］（みらい）

保育における人間関係②　園生活で育まれる人間関係について学ぶ

テキスト・参考書

乳幼児期の人間関係　　０歳児の発達と生活・遊び・身近な大人や保育者の役割について学ぶ

子どもの人間関係と社会性・道徳性①　社会性道徳性の育ち、規範意識の芽生え、大人の役割について

３歳以上児の人間関係　　３歳以上児の発達と生活・遊び保育者の役割について学ぶ

１歳以上３歳未満児の人間関係　　１歳以上３歳未満児の発達と生活・遊び保育者の役割を学ぶ

保育者が紡ぐ「人間関係」　子ども理解と保育の質の向上や今後の課題について学ぶ

多様な配慮と保育の構想②　個と集団の育ちへの理解と援助の方法を学ぶ

多様な配慮と保育の構想①　個別な配慮が必要な幼児への援助に関する事例研究

小学校生活生活への接続　幼児期の終わりまでに育ってほしい「人間関係」について学ぶ

保育の展開と指導計画　　人間関係を育む保育計画の立案

家庭や地域との連係②　保護者支援について学ぶ

家庭や地域との連係①　地域とのかかわりについて学ぶ

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 保育内容人間関係

幼稚園現場での指導や管理職として長年勤務してきた。
これまで経験した様々なエピソードや事例を多用しながら具体的で実践にいかせる教育を行
う

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準
授業内提出課題・レポート（30％）筆記試験（50％）授業態度（20％）

保育における人間関係①　領域人間関係に示される「ねらい」「内容」について学ぶ

子どもを取り巻く人間関係　　子どもを取り巻く社会的背景と人間関係の始まりについて理解する

講義内容

目標

幼児を取り巻く現代的課題を理解する

領域「人間関係」の指導の基盤となる、幼児の人と関わる力の育ちに関する専門的事項
についての知識を学ぶ

領域「人間関係」に示される「ねらい」及び「内容」を理解する
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演習30時間・1単位 1年生　通年

都丸　千寿子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 演習

12 演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 テスト

子どもの生活と環境との関わり

 参考書　「平成29年度告示　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 原本」（チャイルド本社）
  　　　　「幼稚園教育要領解説」[保育所保育指針解説」「幼保連携型認定子ども園教育・保育要領
　　　　　解説」（フレーベル館）

テキスト  「保育内容 環境」無藤隆・中坪史典・後藤範子（大学図書出版）

テキスト・参考書

園のあり方としての環境（人的環境・物的環境・自然環境・社会環境等）

科学との出会いと環境(生活や遊びの中に科学の芽をみる)

子どもと身近な物とのかかわり

保育環境を構成することとは(保育所・幼稚園での環境構成の実際)

領域「環境」のまとめ  /　テスト

/環境構成と保育者の役割　/　部分実習指導案の作成

環境教育/子どもを取り巻く情報メディア

自然素材を活かした活動　/　教材研究

可動式遊具を使っての環境構成

数量・図形・文字・標識とのかかわり（興味・関心・感覚を豊かに）

自然環境とのかかわり （原体験からの学び）

保育と行事　/子どもを取り巻く社会環境（地域社会との関わり）

評価基準
授業態度・提出物（30％）

筆記試験・レポート（70％）

領域「環境」について（ねらい・内容・保育者の役割等）/ 教材研究（季節の花マップ）

オリエンテーション／保育とは・環境とは

講義内容

目標

　について考えを深め、伝えられるようになる。

2.身近な環境に自ら関わり、自身の感性を高めるとともに乳幼児の発達に適切な環境

1.子どもを取り巻く環境について知り、子どもの育ちにおける環境の重要性を理解する。

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 保育内容　環境

幼稚園教諭・県教育委員会指導主事（幼児教育・生活科担当）・県幼児教育センター長とし
て幼児教育・生活科に携わってきた。これらの経験から環境とは何か、乳幼児の環境の重要
性や環境を構成すること等について指導する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師
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演習30時間・1単位 １学年　後期

髙橋　恵津子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 講義・演習

児童文化財③　絵本とは何か　絵本各部の名称や絵本のジャンルについて学ぶ

必要に応じて資料配布

「幼稚園教育要領解説」「保育所保育指針解説」「幼保連携型こども園教育・保育要領解説」

保育学生のための「幼児と言葉」「言葉指導法」馬見塚昭久・小倉直子（編著）（ミネルヴァ書房）

乳幼児期の言葉の獲得　　言葉の獲得過程とその特徴について理解する

テキスト・参考書

言葉の豊かさ　　日本語の特徴を理解し、楽しさ、豊かさ、美しさを実感する

児童文化財②　紙芝居　　紙芝居の歴史と特性を知ると共にや演じ方のポイントを学ぶ

児童文化財①　おはなし　児童文化財の意義を理解する。お話の意義を理解し活用方法を身に付ける

言葉遊び　　言葉遊びを体験し、その活用方法を考える

領域「言葉」で育てたい力と保育者の役割について考える

言葉に関して配慮を必要とする幼児の援助と保護者支援について学ぶ

言葉を育む保育③　文字との出会いや文字に対する興味関心を育てる環境について考える

言葉を育む保育②　言葉を豊かにするための教材研究（２）

言葉を育む保育①　言葉を豊かにするための教材研究（１）

幼児の言葉を探る  生活や遊びの中での言葉・幼児の言葉から見える思いや保育者の援助について学ぶ

児童文化財④　絵本と子ども　　読み聞かせの基本的な知識や技術を学ぶ

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 保育内容　言葉

幼稚園現場での指導や管理職として長年勤務してきた。
これまで経験した様々なエピソードや事例を多用しながら具体的で実践にいかせる教育を行う

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準
授業内提出課題・レポート（30％）筆記試験（50％）授業態度（20％）

人間と言葉　　自分の考えや思いを伝える「話し言葉」と「書き言葉」について学ぶ

保育の基本と領域「言葉」に示される「ねらい」「内容」について学ぶ

講義内容

目標

言葉の発達を促す保育者の役割や指導の在り方について具体的に学ぶ

幼児の発達における児童文化財の意義について理解を深め、実践する

領域「言葉」に示される「ねらい」及び「内容」を理解する
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演習30時間・1単位 1学年　後期

小林　由井子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 演習

13 演習

14 講義

15 テスト

評価基準
筆記試験（60％）　　授業への意欲・発表内容（40％）

乳幼児の発達と表現

子どもの遊びや生活における表現 

講義内容

目標
3 　幼児の豊かな「表現」を保証する環境や人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。

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する。

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。

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 保育内容　表現

幼稚園・保育所での勤務経験を活かし、子どもの感性と表現を育む保育者のありようについ
て授業を通して考えていきたい。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

身体的な感性と表現

テキスト・参考書

造形的な感性と表現

領域「表現」と小学校教科等とのつながり

領域「表現」の歴史と内容

音楽的な感性と表現

保育内容〔表現〕のまとめ

乳幼児期の表現に関わる現代的課題

音楽表現の教材と指導法

造形表現の教材と指導法

３歳以上児の領域「表現」の指導方法及び保育の構想

３歳以上児の領域「表現」の指導方法及び保育の構想

保育所保育指針解説書・幼稚園教育要領解説書・幼保連携型認定こども園教育・保育要領解
説書　・「最新保育講座　保育内容「表現」平田智久・小林紀子・刑部育子　編著　（ミネ
ルヴァ書房）

３歳未満児の領域「表現」の指導方法の及び保育の構想

領域「表現」と環境構成

23



演習30時間・1単位 1学年　集中

霜触 智紀 有　・　無

回 方法

1 講義・実習

2 講義

3 実習

4 実習

5 実習

6 実習

7 実習

8 実習

9 実習

10 実習

11 実習

12 実習

13 実習

14 実習

15 実習・試験

テキスト・参考書

からだで遊ぶ2：少し難しい動きに挑戦する。模倣遊び、リズム遊び

運動遊び1：鬼ごっこ、伝承遊び

からだで遊ぶ4：群での動きを考え、仲間と一緒に踊る・動く。表現運動遊びの応用・発展

からだで遊ぶ3：音楽の感じを理解し、リズムの変化に合わせ動きも変化させる。表現運動遊
びの基本

まとめ

運動遊び指導の実践3：運動遊びの発表（模擬保育）、評価

運動遊び指導の実践2：指導案に基づく実践と検討

運動遊び指導の実践1：運動遊びの指導案の作成

運動遊び5：サーキット遊びの内容と指導・援助法

運動遊び4：身近な物（新聞紙、布、風船等）を用いた遊びの内容と指導・援助法

運動遊び3：表現運動遊びの内容と指導・援助法

運動遊び2：各種ゲームの内容と指導・援助法

③様々な運動遊びの援助法や安全管理の基本について理解する。

②子どもの発育・発達に応じた運動遊びの展開方法について理解する。

①「表現運動遊び」を楽しく実践する技能と指導法を身に付ける。

河田隆 「幼児体育教本」、同文書院、2007年

前橋明 監修「決定版！保育の運動遊び450」、新星出版社、2017年

からだで遊ぶ1：簡単な動きをつなげる。からだづくり、動きづくり

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 身体表現と遊び

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準
授業態度（50％）、実技試験（30％）、提出物（20％）

幼児の運動遊びについて：幼児の運動遊びや遊びの内容と指導・援助について

ガイダンス（授業の目標、内容、進め方）

講義内容

目標
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演習30時間・1単位 1学年　前期

鵜飼　侑起子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義・試験

4 講義

5 講義・試験

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習・試験

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習・試験

器楽①幼児が親しみやすい楽器とその種類、カスタネット

器楽②タンブリン、鈴、トライアングル

声楽②声や身体表現を用いた自然や日常の場面の創作

器楽③簡易打楽器を用いたリズム遊び、「おひさま」に向けて①

器楽④簡易打楽器を用いたリズム遊び、「おひさま」に向けて②

器楽⑤実技試験

テキスト・参考書

「子どものための音楽表現技術―感性と実践力豊かな保育者へ―」 今泉明美編著他
(萌文書林)

「改訂ポケットいっぱいのうた」鈴木恵津子他（共同音楽出版社）

音楽の基礎知識④【確認テスト②】

声楽①歌唱活動の意義、呼吸法、保育者のモデル唱、伴奏法

声楽③子どもの声の発達と支援の仕方

声楽④子どもの歌唱への支援方法(導入教材)

声楽⑤歌唱導入教材の実践、歌唱実技試験

音楽の基礎知識①楽譜のしくみ、音名、小節、演奏順序、楽曲形式

音楽の基礎知識②拍、拍子、音符と休符、記号と楽語【確認テスト①】

評価基準
試験・課題提出(70%)

音楽の基礎知識③音程、音階、和音、コードネーム

授業態度・参加の積極性(30%)

本科目のねらい、進め方、評価基準について、「表現」との関連性

講義内容

目標

3.人の声や楽器等に親しむ体験を通して、子どもの生活と遊びにおける音楽素材や教材等の特
性を理解する。

2.子どものイメージを豊かにし、感性を養う音や音楽の環境構成を理解する。

1.子どもの生活と遊びを豊かに展開するために、子どもの発達と音楽表現に関する知識と技術
を習得する。

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 音楽表現と遊びⅠ

ソロ・アンサンブルでの演奏活動や作曲・編曲活動の経験を活かして、子どもの豊かな表現
活動を支えるための音楽表現技術を指導する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

25



演習時間30時間・1単位 1学年　後期

宮川　紗織 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義

10 講義

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 筆記試験

幼児の感性や創造性を豊かにするためのさまざまな表現遊びや環境構成、幼児の発達段階に
あわせた活動計画等を実践的に学び、幼児期の表現活動を支援するための知識・技能、表現
力を身に付ける。

グループワーク①　模擬保育実践準備

保育指導案の書き方

保育者の支援　材料・用具・場と空間

幼児の造形表現⑤　版を用いた平面技法

幼児の造形表現②　自然素材との出会い

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 造形表現と遊び

アート、造形、食をテーマに子供から大人まで幅広い年齢を対象としたワークショップを実
践してきた。また乳幼児を対象とした親子教室でのファシリテーターや特別支援学校での美
術の教員としての経験を有する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

授業態度15％、授業の出席率15％、筆記試験30%
授業内での制作作品、ポートフォリオおよび課題の提出40%

吉田収　宮川萬寿美編著『生活事例からはじめる　造形表現』（青踏社）
槇英子『保育をひらく造形表現』（萌文書林）
磯部錦司『生活から生まれる新しい造形活動　子どもとアート』（小学館）
無藤隆『事例で学ぶ保育内容　領域表現』（萌文書林）

テキスト・参考書

幼児の造形表現③　生活素材との出会い

幼児の造形表現④　平面技法

子どもの発達と描画に見られる特徴

造形表現の意義

評価基準

幼児の造形表現①　片栗粉粘土　触覚の変化をあじわう

授業ガイダンス　今後の授業の進め方　アートカードで自己紹介

講義内容

筆記試験

グループワーク④　模擬保育の実践と考察３

グループワーク③　模擬保育の実践と考察２

目標

グループワーク②　模擬保育の実践と考察１
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 演習30時間・1単位 １学年　前期

 田子  文子 有　・　無

１絵本や昔話、紙芝居などの児童文化財に関する基礎的知識を習得しその表現技術を学ぶ

回 方法

1 　　　　　講義

2 　　　　演習・講義

3 　　　　　講義

4 　　　　演習・講義

5 　　　　　講義

6 　　　　　講義

7 　　　　演習・講義

8 　　　　演習・講義

9 　　　　演習・講義

10 　　　　演習・講義

11 　　　　演習・講義

12 　　　　演習・講義

13 　　　　演習・講義

14 　　　　演習・講義

15 　　　　　演習

日本の昔話が語り継がれてきた意味

絵本や物語の面白さを保護者と共有する

子どもの心の中に生き遊びにつながる絵本について考える

絵本や物語からの子ども理解　３歳～５歳　（２）

指導案立案（絵本の読み聞かせ・紙芝居・パペット、ペープサート等の表現技術の実践）　

言葉遊び・紙芝居に関する知識の習得と実践　

テキスト・参考書

保育実践に生きる「言語表現」（萌文書林）

グリム童話を始め外国の昔話が語り継がれてきた意味

模擬保育　　指導案立案と実践、相互評価

模擬保育　　指導案立案と実践、相互評価

まとめ　実習での実践リストを作る

講義内容

絵本や物語の魅力、パペット、ペープサート、パネルシアター等の教材観

絵本作家や画家の創作への思いを知る　

0歳～２歳が喜ぶ絵本や物語と子ども理解

絵本や物語からの子ども理解　３歳～５歳　（１）

0歳～２歳が喜ぶ絵本や物語と教材の活用方法

目標

３シアタースタイルの表現技術を身につけ、豊かな言語活動の実践者となる

２絵本や物語の展開から子供の発達と心の在り様を捉え保育への生かし方を学ぶ

科目名 言語表現と遊び

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
幼稚園教諭・園長、幼稚園新規採用教員研修指導員、保育アドバイザー等の実務経験から絵
本、紙芝居等の文化財の持つ力を保育に生かす知識や技術を学んでいけるようにする。

評価基準
授業への参加意欲（10％）・提出物（30％）

模擬保育での実践（10％）レポートでのまとめ（50％）
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講義30時間・2単位 1学年　前期

剣持　佐智子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 演習

14 講義・演習

15 テスト

基本的生活習慣の自立に向けた支援と援助（睡眠・衣服の着脱・清潔）

・「新訂 見る・考える・創りだす乳児保育」茶々保育園グループ社会福祉法人あすみ福
　祉会編(萌文書林)

・保育所保育指針(厚生労働省）・保育所保育指針解説

・「コンパス　乳児保育」咲間まり子薯（建帛社）

多様な子育て支援政策と乳児保育の様々な場

テキスト・参考書

1歳未満児の発達過程と保育内容

基本的生活習慣の自立に向けた支援と援助（食事・排泄）

2歳以上3歳未満児の発達過程と保育内容

1歳以上２歳未満児の発達過程と保育内容

乳児保育Ⅰのまとめ

子育てをめぐる家族の権利と責任（児童福祉法・教育基本法、児童の権利に関する条約からの
検討・演習）　　視覚教材を使った保育実践

調乳・授乳・おむつ交換

冷凍・冷蔵母乳と食物アレルギー、保育室での配慮

乳児保育の計画と記録（個別の配慮と環境・職員間の協働）

乳児保育における連携（子育て支援のシステムと支援方法）

乳児向け視覚教材の作成

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 乳児保育Ⅰ

公立保育所での勤務経験を活かし、保育の理論と方法が、実際の保育現場の保育に結びつく
授業をおこなう。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準

　

筆記試験(60％)、レポート等課題の内容（20％）、授業の態度、提出物の遂行(20％)を踏ま
え、総合的な観点で評価する。

乳児保育の理念と歴史的変遷　/ 現代の乳児保育の社会的役割

ガイダンス / 乳児保育とは / 乳児保育の課題 / 保育所保育指針の理解

講義内容

目標
3. 3歳未満児の発育・発達を踏まえた保育内容を理解し、保育に必要な基礎知識や技能を
　習得する。

2. 乳児保育が行われている多様な場での保育の現状と課題について理解する。

1. 乳児保育の意義・目的と歴史的変遷、役割等について理解する。
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演習30時間・１単位 ２学年　後期

剣持　佐智子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 演習

10 演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 演習

15 テスト

・「新訂 見る・考える・創りだす乳児保育」茶々保育園グループ社会福祉法人あすみ
　福祉会編(萌文書林)

・保育所保育指針(厚生労働省）・保育所保育指針解説

・「乳児保Ⅱ一日の流れで考える発達と個性に応じた保育実践」尾野明美・小湊真衣・
　菊池篤子編薯（萌文書林）

テキスト・参考書

沐浴・おむつ替え/着替えの演習

１～３歳未満児の発育・発達を踏まえた遊びと子ども同士の関わりの援助

１～3歳未満児の保育内容　/　発育・発達を踏まえた生活と援助の実際

0歳児の発育・発達を踏まえた遊びの援助の理解と実際

乳児保育Ⅱのまとめと振り返り

模擬保育

乳児保育を支える連携の実際（職員との連携、保護者との連携、地域との連携）

乳児保育における健康と安全のための配慮

乳児保育における計画と評価

乳児保育の遊びの実際

乳児保育で生かせる教材研究

評価基準

　

筆記試験（60％）、レポート等課題の内容（20％）、授業の態度、提出物の遂行(20％)を踏
まえ、総合的な観点で評価する。

一日の流れの中で考える生活・遊びと環境構成

ガイダンス　/　乳児保育の理念と役割　/　乳児保育の基本

講　義　内　容

３．３歳未満児の発育・発達の過程や特性を踏まえた援助や関わりについて具体的に理解
　し、指導計画を作成する力を身につける。

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 乳児保育Ⅱ

公立保育所での勤務経験を活かし、保育の理論と方法が、実際の保育現場の保育に結びつく
授業をおこなう。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

目標

４．乳児保育における保護者との連携について理解する。

２．養護、及び教育の一体性を踏まえ、３歳未満児の保育の内容や方法、環境、配慮につ
　いて具体的に理解する。

１．乳児保育の理念や役割、現状や課題について関心をもち、理解を深める。

０～3歳未満児の発育・発達のまとめ

0歳児の保育内容　/　発育・発達を踏まえた生活と援助の実際
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演習30時間・1単位 １学年　後期

小室　浩子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 テスト

テキスト・参考書

子どもの体調不良に対する適切な対応Ⅰ

感染症対策Ⅰ

子どもの体調不良に対する適切な対応Ⅲ

子どもの体調不良に対する適切な対応Ⅱ

後期試験（後期に学習した内容を中心に出題）

本科の各手内容を振り返り、および発展学習方法について

健康及び安全の管理の実施体制Ⅲ

健康及び安全の管理の実施体制Ⅱ

健康及び安全の管理の実施体制Ⅰ

保育における健康的対応Ⅱ

保育における健康的対応Ⅰ

感染症対策Ⅱ

３．子どもの健康および安全管理に関わる組織的な取り組みや健康活動の計画及び評価等
　について、具体的に理解する

２．子どもの体調不良に対する適切な対応について、具体的に理解する

１．保育における健康的観点を踏まえた保育環境や援助について理解する

子どもの健康と安全（ななみ書房）

保育における健康及び安全の管理Ⅱ

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 子どもの健康と安全

保育園及び病棟保育で得た経験により、子どもたちへの健康と安全指導、家族支援、地域支
援のあり方を指導していく。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準
授業の参加の積極性（30％）を踏まえて、総合的観点から評価

授業内で実施する試験、レポート提出などの結果（70％）

保育における健康及び安全の管理Ⅰ

オリエンテーション　健康的観点を踏まえた保育環境及び援助

講義内容

目標
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演習30時間・1単位 １学年　前期

井上　暁子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 テスト

テキスト・参考書

テキスト「障害児保育－子どもとともに成長する保育者を目指して－」（萌文書林）

　＊学習の進捗状況により内容及び実施時期が変更になることもある。

聴覚障害児の理解と支援

言語障害児の理解と支援

肢体不自由児の理解と支援

重症心身障害児、医療的ケア児、その他の特別な配慮を要する子どもの理解と支援

知的障がい児の理解と支援

発達障がい児の理解と支援①：自閉スペクトラム症

発達障がい児の理解と支援②：自閉スペクトラム症

発達障がい児の理解と支援③：注意欠如多動症

発達障がい児の理解と支援④：限局性学習症　／　発達障害まとめ

発達障がい児の理解と支援⑤：視覚支援と環境の構造化

まとめ・筆記試験

視覚障がい児の理解と支援

担当講師の実務経験
障害児入所施設・障害者支援施設の施設の職員として、障がいのある対象者の発達支援や生
活支援にあたってきた。これらの経験から、障害の理解や支援について教授する。

評価基準
筆記試験（70％）、提出物（10％）、授業態度と参加の積極性（20％）

目標

1．障がい児保育を支える理念や歴史的変遷について学び、障がい児及びその保育につい
　ての基礎を理解する。

2．様々な障害について理解し、個々の特性や心身の発達等に応じた支援や配慮のポイン
　ト・支援の具体的方法について理解する。

講義内容

ガイダンス　／　「障がい」の概念

障がい児保育の歴史的変遷

障害のある子どもの地域社会への参加・包容、　障害児保育の基本

科目名 障がい児保育Ⅰ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無
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演習30時間・1単位 ２学年　後期

井上　暁子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 演習

9 講義・演習

10 演習

11 演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 テスト

目標

1．障害児その他の特別な配慮を要する子どもの保育における計画の作成や援助の具体的
　方法について理解する。
2．障害児その他の特別な配慮を要する子どもの家庭への支援や関係機関との連携・協働
　について理解する。

3．障害児その他の特別な配慮を要する子どもの保育に関する現状と課題について理解する。

科目名 障がい児保育Ⅱ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
障害児入所施設・障害者支援施設の施設の職員として、障がい児・者や保護者の支援にあ
たってきた。これらの経験から、障害児やその家庭に対する具体的な支援について教授す
る。

評価基準
筆記試験（60％）、教材製作(15％)、　ワークシート（10％）、

授業態度と参加の積極性（15％）

製作した教材の発表と保育場面における活用

講義内容

ガイダンス／　子どもの発達を促す生活や遊びの環境①

子どもの発達を促す生活や遊びの環境②

気になる行動の理解と支援①

気になる行動の理解と支援②、　職員間の連携・協働

子ども同士のかかわりあいと育ち合い

生活や遊びのための教材の紹介と教材製作のプランニング

指導計画および個別の支援計画の作成

子どもの発達を促す遊び：教材製作

保護者や家族に対する理解と支援①

保護者や家族に対する理解と支援②

地域における自治体や関係機関との連携

小学校等との連携

障がい児・特別な配慮を要する子どもの保育に関わる現状と課題

筆記試験・まとめ

テキスト・参考書

テキスト「障害児保育－子どもとともに成長する保育者を目指して－」（萌文書林）

　＊学習の進捗状況により内容及び実施時期が変更になることもある。
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演習30時間・1単位 2学年・前期

坂井　勉 有　・　無

回 方法

1 　　　　　講義

2 　　　　　講義

3 　　　　　講義

4 　　　　　講義

5 　　　　　講義

6 　　　講義・演習

7 　　　　　講義

8 　　　　　講義

9 　　　　　講義

10 　　　講義・演習

11 　　　　　講義

12 　　　　　講義

13 　　　講義・演習

14 　　　講義・演習

15 　　　　テスト

里親制度の現状と課題

児童支援のスキル①（ほめトレ）

児童支援のスキル②（ほめトレ）

テスト・まとめ

テキスト・参考書

よりそい支える社会的養護Ⅱ（教育情報出版）

施設の高機能化と小規模化と地域支援

講義内容

授業オリエンテーション（児童概要説明など）

社会的養護とは何か（概要、アドミッションケアについて）

社会的養護における子ども理解（子どものニーズ把握、総合的アセスメント）

施設養護の原理・原則（社会的養護における支援）

施設養護の実践内容①（児童養護施設）

児童養護における家族理解（構造的家族療法他）

施設養護の実践内容②（児童心理治療施設・児童自立支援施設）

施設養護の実践内容③（乳児院・母子生活支援施設）

児童養護の実践内容（性教育について他）

施設における支援の実際（行事計画、児童自立支援計画）

目標

１．社会的養護を担う児童福祉施設の実践について学ぶ

２．子どもたちの生活と、保育士の役割を学ぶ

３．児童福祉に求められる、スキルについて学ぶ

科目名 社会的養護Ⅱ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
児童福祉関連施設にて３５年実務経験を行った経験を活かし、子ども家庭福祉に関する制度
等を指導する。

評価基準
筆記試験（80％）、授業態度・各種提出物（20％）
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演習 30 時間・1 単位 ２学年 後期

田子　文子・太田　茂 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習・中間試験

9 講義

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 試験

保育者の行う子育て支援の実際　①　　保護者からの相談を受けるとき

保育者の行う子育て支援の実際　②　　子供の様子を伝えるとき

保育者の行う子育て支援の実際　③　　園全体での取り組み・地域を巻き込んだ取り組み

まとめ：学びの集約

テキスト・参考書
生活事例からはじめる子育て支援　吉田真理　著 (青鞜社）

保育者の行う子育て支援の特性　保育とともに行う保護者支援　②　

講義内容

保育者の行う子育て支援の特性①　保護者への支援。相談支援とは何かを理解する。

保育者の行う子育て支援の特性②　保護者との相互理解と信頼関係の形成。
                                                                                                                       相談支援の原則

保護者の行う子育て支援の特徴③　保護者のニーズの気づきと理解。　相談支援の原則②

保護者の行う子育て支援の特徴④　子どものニーズの多面的理解。　相談支援の原則③

保護者の行う子育て支援の展開①　子ども・保護者の状況状態の把握。 相談支援の原則④

保護者の行う子育て支援の展開②　支援計画と環境の構成（計画・実践・評価）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相談支援の原則⑤

保育者の行う子育て支援の展開③　職員間の連携・協働・守秘義務。　相談支援の原則⑥

保育者の行う子育て支援の展開④　社会資源の活用・連携・協働・開発。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相談支援の原則⑦

子育て支援の基本　子育て支援が必要とされる社会的な背景と保育者の役割

保育者の行う子育て支援の特性　保育とともに行う保護者支援　①　

目標

科目名 子育て支援

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験

田子文子：幼稚園教諭・園長、保育アドバイザー等で経験した子育て支援の実際を参考に、
保育者としての支援の在り方を分かりやすく学習できるような授業内容にする。
太田茂：社会福祉士資格を持ち、知的障害者入所施設の職員としての知的障害者の生活支援
や就労支援を行うとともに、当事者や保護者の相談支援を行ってきた。また、地域社会にお
けるボランティア活動を通した地域福祉の向上に努めてきた。これらの実践経験を通し養っ
てきた「社会福祉の理念」や「相談支援の基本的技術」を教授する。

評価基準
　演習課題（50％）　試験（30％）　リアクションペーパー（20％）〈前半〉

　授業態度（10％）　まとめ試験（90％）〈後半〉

・保育の専門性を背景とした保護者に対する支援の特性を理解する。
・保育の専門性を生かした保護者支援のあり様を学び、事例を通して支援の実際を学ぶ。
・保育者の行う相談、助言、情報提供，行動モデル提示の展開を具体的に理解する。
・保育者の行う子育て支援を、多様な場と対象について展開できるように方法と技術を理
　解するように方法と技術を理解する。
・具体的な場面を設定した事例を学び、相談援助技術の活用方法や子育て支援の実際を理
　解する。
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演習30時間・1単位 １学年　通年

小林由井子・鵜飼侑起子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 演習

3

4

5 演習

6 演習

7

8

9

10

11 演習

12

13

14 演習

15 まとめ

あそびの広場「おひさま」について学ぶ・実際に参加する
(活動開始の準備・活動の計画及び環境構成・親子との実際のかかわり)

目標 ２、保護者とのかかわりの基本を学ぶ。

１、子育て家庭の課題と支援制度の現状や支援の実際を捉え、子育て支援の在り方を学ぶ。

演習

評価基準
実践への取り組み、レポートの課題等で総合的に評価する。(50％)

授業に主体的に参加し、協同して実践する。(50％) 　

あそびの広場「おひさま」について学ぶ・二年生と打ち合わせ
(活動開始の準備・活動の計画及び環境構成・親子との実際のかかわり)

オリエンテーション(授業の進め方　授業の目的と内容・評価について)
保育・子育て支援とは何か

講義内容

開講学年

科目名 保育・子育て支援演習Ⅰ

幼稚園・保育所での勤務経験を活かし、実際に遊びの中で育つ子どもの今を見てもらい、傍に寄り添う
大人のありようを学ぶ授業にしていく。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

担当講師の実務経験 ステージでの演奏活動や子どもへの指導経験を活かし、子どもに伝わる表現方法や、音楽の
効果について指導していく。

子育て支援の実際   (劇団　もこもこ　から学ぶ) 合同授業 

あそびの広場「おひさま」について学ぶ・二年生と打ち合わせ
(活動開始の準備・活動の計画及び環境構成・親子との実際のかかわり)

あそびの広場「おひさま」について学ぶ・二年生と打ち合わせ
(活動開始の準備・活動の計画及び環境構成・親子との実際のかかわり)
あそびの広場「おひさま」について学ぶ
(活動開始の準備・活動の計画及び環境構成・親子との実際のかかわり)
(子どもが豊か体験をできる遊び場・保護者にとっての学びのある場づくり)

保育・子育て支援活動への学生の参加と学び 遊びの広場「おひさま」の準備 

あそびの広場「おひさま」の運営   計画し、実践する 

演習

演習

「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」テキスト・参考書

あそびの広場「おひさま」についての学ぶ・二年生と打ち合わせ
(活動開始の準備・活動の計画及び環境構成・親子との実際のかかわり)
あそびの広場「おひさま」について学ぶ。
(活動開始の準備・活動の計画及び環境構成・親子との実際のかかわり) 演習
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演習30時間・1単位 ２学年　通年

小林由井子・鵜飼侑起子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 まとめ

1 保育・子育て支援の役割や機能について理解する。

遊びの広場運営への取り組み状況（50％）、協働といったチームによる活動（50％）

保育・子育て支援における学びの内容について
・「おひさま」の準備(1回目の活動の計画の立案)

保育・子育て支援における学びの内容について
・保育、子育て支援の役割や機能・環境づくり（前半の活動計画の立案）

講義内容

4 保育者の役割や倫理について具体的に学ぶ。

3 保育・子育て支援活動の計画を作成し、活動の内容や方法、環境構成や観察・記録等に
  ついて学ぶ。

2 観察や親子とのかかわりを通して親子への理解を深める。

評価基準

目標

開講学年

科目名 保育・子育て支援演習Ⅱ

ステージでの演奏活動や子どもへの指導経験を活かし、子どもに伝わる表現方法や、音楽の
効果について指導していく。（鵜飼）

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

担当講師の実務経験

幼稚園・保育所での勤務経験を活かし、授業で習得した知識や技術を基盤とし、理論と実践とを統合し
た体験の中で、親子に関わる総合的な実践力を養うための授業を行う。（小林）

テキスト・参考書
「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」

保育・子育て支援における学びの内容について
・「おひさま」の準備
子育て支援活動の運営　遊びの広場「おひさま」の準備

子育て支援活動の運営　遊びの広場「おひさま」の準備

子育て支援活動の運営　遊びの広場「おひさま」の準備
・「おひさま」の準備(2回目の活動の計画の立案)

子育て支援の実践 (遊びの広場「おひさま」の運営)
「保育実践演習」

遊びの広場「おひさま」企画実践の学習内容

子育て支援の実践 (遊びの広場「おひさま」の運営)
「保育実践演習」

子育て支援活動の運営 　遊びの広場「おひさま」の準備
「保育実践演習」

子育て支援の実践 (遊びの広場「おひさま」の運営)
「保育実践演習」

子育て支援活動の運営　遊びの広場「おひさま」の準備

保育・子育て支援における学びの内容について
・「おひさま」の準備(後半の活動の計画の立案)

遊びの広場「おひさま」振り返り

子育て支援の実践 (遊びの広場「おひさま」の運営)
「保育実践演習」
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演習30時間・1単位 1年生　通年

都丸千寿子・剣持佐智子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 演習

5 演習

6 講義・演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 レポート・演習

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 実践演習　自然と食Ⅰ

都丸千寿子：幼稚園・小学校教諭、県教育委員会指導主事（幼児教育・生活科担当）として
自然と関わってきた。また中学校家庭科免許を食物専攻で取得した。これらの経験と学びを
生かし、保育における食の大切さを伝えるとともに、食と関連した自然体験を指導する。
剣持佐智子：保育園長経験者としての幅広い経験を活かし、食と関連した自然体験を指導す
る。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準
授業態度・意欲（個・グループ活動）（50％）

レポート・提出物（50％）

保育の中で進める食育活動（保育所保育指針、幼稚園教育要領等から）　／　畑や花壇の手入れ

オリエンテーション　/ 食育とは　/　保育所・幼稚園での食育の実際　／　畑・花壇の見学

講義内容

目標

（3. 子育て広場でのおやつ提供を通して、食からの子育て支援を学ぶ。）

2. 演習を通して食べ物への興味・関心を深め日常の食事を大切にする態度を養う。

1. 栽培・調理・食べる・遊び・教材作り等の演習を通して、食への理解を深めるとともに乳幼児
　施設での具体的な食育の実践力を養う。

食育を通して行われる保健指導 　／　畑や花壇の手入れ

その他、必要に応じて資料配布

「幼稚園教育要領解説」[保育所保育指針解説」「幼保連携型認定子ども園教育・保育要領解説」（フ
レーベル館）

テキスト・参考書

さつまいも植え（子育て支援総合センター（のびのびこあら）との交流）／　球根の掘り起こし
／　畑や花壇の除草等

クッキング（幼稚園・保育所等で子どもと作れる簡単おやつ【じゃがいも】）

 じゃがいも掘り

食育を通して行われる栄養指導／（　遊びの広場「おひさま」でのおやつ提供リハーサル）／
畑や花壇の除草等

まとめ

栽培物で遊ぼう（栽培物を使った教材づくり）

絵本を使った食育の取り組み

絵本を使った食育の取り組み

クッキング（幼稚園・保育所等で子どもと作れる簡単おやつ【さつまいも】）

さつまいも堀り（子育て支援総合センター（のびのびこあら）との交流）

さつまいも堀り（交流計画）準備　／　食育遊び　／　畑や花壇の除草等

栽培物で遊ぼう
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演習30時間・1単位 ２年生　通年

都丸千寿子・剣持佐智子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 演習

4 講義・演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 講義・演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 レポート・演習

栽培活動（栽培物の手入れと記録）　／　食育教材について

その他、必要に応じて資料配布

「幼稚園教育要領解説」[保育所保育指針解説」「幼保連携型認定子ども園教育・保育要領解説」（フ
レーベル館）

テキスト・参考書

食育計画・食育教材作り①　／　栽培活動（栽培物の手入れと記録）

食育教材の紹介と検討会　／　栽培記録のまとめ　／　栽培活動（栽培物の手入れと記録）

食育計画・食育教材作り③　／　栽培活動（栽培物の手入れと記録）

食育計画・食育教材作り②　／　栽培活動（栽培物の手入れと記録）

まとめ

食育だより発表

食育だより作成

食育だより作成

食育だよりの考え方

クッキング（幼稚園・保育所等で子どもと作れる簡単おやつ）

クッキングの計画（幼稚園・保育所等で子どもと作れる簡単おやつ）　／　栽培活動（栽培物の手
入れ・片付けと記録）

栽培活動発表会

評価基準
授業態度・意欲（個・グループ活動）（50％）

レポート・提出物（50％）

食育計画作成の基本と考え方　／　栽培計画の作成

オリエンテーション　/ 保育の中で進める食育活動　／　栽培活動について

講義内容

目標

3. 自身の望ましい食生活の構築に努める。

2. 栽培・クッキング・教材作り等を通して保育に生かせる食育の実践力を養う。

1.保育の中で進める食育活動とはどのようなことか、食育計画に基づいた実践の在り方を
　学ぶ中で理解を深める。

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 実践演習　自然と食Ⅱ

都丸千寿子：幼稚園・小学校教諭、県教育委員会指導主事（幼児教育・生活科担当）として
自然と関わってきた。また中学校家庭科免許を食物専攻で取得した。これらの経験と学びを
生かし、食と関連した自然体験を指導し、現場での食育の実践力を育成する。
剣持佐智子：保育園長経験者としての幅広い経験を活かし、食と関連した自然体験を指導す
る。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師
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演習 30 時間・1 単位 １学年 後期

鵜飼 侑起子 有　・　無

回 方法

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習・試験

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 音楽表現と遊びⅡ

ソロ・アンサンブルでの演奏活動や作曲・編曲活動の経験を活かして、子どもの豊かな表現
活動を支えるための音楽表現技術を指導する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

子どもを取り巻く音環境、器楽活動における留意点

日常の音を聴く遊び、ボディーパーカッション

評価基準
試験・課題提出(70%)

オルフの音楽教育、言葉のリズムを使った音楽遊び

授業態度・参加の積極性(30%)

音板打楽器の演奏、簡易打楽器の理解とリズム演習

講義内容

目標

3.人の声や楽器等に親しむ体験を通して、子どもの生活と遊びにおける音楽素材や教材等
　の特性を理解する。

2.子どものイメージを豊かにし、感性を養う音や音楽の環境構成を理解する。

1.子どもの生活と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。

わらべうたの意義、わらべうたの遊び方とその支援

リトミックを用いた音楽遊び

低年齢児を対象とした音楽遊びの計画案の理解と実践

4・5歳児を対象とした音楽遊びの計画案の理解と実践

ミュージックベル・トーンチャイムの演奏、合奏指導

アンサンブルの演奏試験

楽器を用いた音楽的表現遊びの立案

乳幼児の音楽的発達、音楽遊びの指導計画

音楽的表現遊びの実践と相互評価、遊びで使用する曲の弾き歌い確認

オリジナル手遊びの創作

オリジナル手遊びの創作・発表

テキスト・参考書

「子どものための音楽表現技術―感性と実践力豊かな保育者へ―」 今泉明美編著他
(萌文書林)
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演習30時間・1単位 １学年　後期

塩澤　恵美 有　・　無

回 方法

1 講義

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

ビニルを用いた被服構成①

目標
１．保育現場で必要とされる保育教材の意義について理解し、様々な保育教材に触れ、
       その活用法について学ぶ。
２．自ら様々な保育教材を作製して、実習やボランティアなどの保育実践に備える。

評価基準
授業態度（30％）

提出物（70％）

布を使用した保育教材

オリエンテーション（本科目のねらい、進め方、評価の基準について）
保育教材とは

講義内容

科目名 保育教材研究Ⅰ

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

開講学年

担当講師の実務経験

適宜、資料を配布する。

テキスト・参考書

ビニルを用いた被服構成➁

身近なものを利用した保育教材①　割りばし　　

伝承遊び①

風景や自然物を利用した保育教材

保育教材ネタ帳作製

自由研究

廃材を利用した保育教材➁　牛乳パック

廃材を利用した保育教材①　トイレットペーパー芯

伝承遊び➁

身近なものを利用した保育教材④　画用紙

身近なものを利用した保育教材③　紙コップ

身近なものを利用した保育教材➁　毛糸
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演習30時間・1単位 ２学年　前期

椎名　容子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

パネルシアター制作②

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 保育教材研究Ⅱ

こども園、保育園、幼稚園、小学校、障害者施設、高齢者施設などでコンサート(歌・パネルシアター)活動をしています。人と
人との繋がりを作るパネルシアターを保育の中の一つの手段として伝え、制作を通して技術を指導します。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準
授業態度・制作発表

パネルシアター制作①　（制作に必要な道具を確認する）

オリエンテーション（パネルシアターの不思議さと、面白さを知る）

講義内容

目標 ② 保育士として遊び心が大切ということをパネルシアターを通して学ぶ。

① パネルシアター制作・発表を行うことで保育現場で必要な表現技術を高めていく。

資料を配布する。

テキスト・参考書

パネルシアター制作③　（ポスターカラーを使って色塗りをする）

パネルシアター制作⑥

パネルシアター制作⑤

パネルシアター制作④

パネルシアターの発表③

パネルシアターの発表②

パネルシアターの発表①　（演じ方の指導）

パネルシアター制作⑪

パネルシアター制作⑩

パネルシアター制作⑨（接着剤を使って貼り付ける）

パネルシアター制作⑧

パネルシアター制作⑦
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演習 30 時間・1 単位 １学年 前期

鵜飼侑起子・坐間啓子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

8 実技試験

15 実技試験

【課題曲】 ● ちょうちょう

● チューリップ

● よいこのあいさつ

● こいのぼり

● おはようのうた

● せんせいとおともだち ● とんぼのめがね

● おべんとう ● 南の島のハメハメハ大王

● はをみがきましょう

開講学年

科目名 保育のためのピアノ演習Ⅰ

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

ソロ・アンサンブルなどの演奏活動や、幅広い年齢層へのピアノ指導の経験を活かして、 ピ
アノ演奏の基礎から子どもの豊かな感性をはぐくむ弾き歌いの表現方法まで、個人の能力に
合わせて指導する。

担当講師の実務経験

小テスト（20%）、試験(60%)、授業態度・提出物(10%)、課題曲達成度(10%)

本科目のねらい、進め方、評価基準について、グループ分け

評価基準

2

〜
７

演習

講義内容

目標

3.子どもの興味・関心を引き出す童謡を生活のうた、春のうた、夏のうたを中心に習得
　し、保育の具体的展開に活用できるようにする。

2.子どものイメージを豊かにする、声楽とピアノおよび弾き歌いの技術を習得する。

1.子どもの生活と遊びにおける人の声や音楽に親しむ体験の重要性を理解し、音楽活動を 
　通じた他者とのコミュニケーションを援助する技術を習得する。

個人レッスン（各人のレベルに応じた課題曲の習得）

「簡易伴奏による子どもの歌ベストテン〈改訂新版〉」 板東貴余子 編(ドレミ楽譜出版社)テキスト・参考書

小テスト

注意事項
爪の長さは、手のひら側から見て爪が見えない程度にしましょう。 マニキュア・ジェルネイ
ル等の爪の装飾も禁止です。 楽器を傷つけたり、怪我をしたりする恐れがある場合は授業を
受けられません。

● たなばたさま

● おかえりのうた

● シャボンだま

● みずあそび

● さよならのうた

９
〜
14

個人レッスン（各人のレベルに応じた課題曲の習得） 演習

試験・まとめ
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演習 30 時間・1 単位 １学年 後期

鵜飼侑起子・坐間啓子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

15 実技試験

【課題曲】 ● まつぼっくり

● どんぐりころころ

● 大きな栗の木の下で ● あわてんぼうのサンタクロース

● 山の音楽家

● おばけなんてないさ

● やきいもグーチーパー

● ゆき

● おしょうがつ

担当講師の実務経験
ソロ・アンサンブルなどの演奏活動や、幅広い年齢層へのピアノ指導の経験を活かして、 ピ
アノ演奏の基礎から子どもの豊かな感性をはぐくむ弾き歌いの表現方法まで、個人の能力に
合わせて指導する。

開講学年

科目名 保育のためのピアノ演習Ⅱ

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

試験(80%)、授業態度・提出物(10%)、課題曲達成度(10%)

本科目のねらい、進め方、評価基準について

評価基準

2

〜
14

演習

講義内容

目標

3.子どもの興味・関心を引き出す童謡を秋のうたと冬のうたを中心に習得し、保育の具体
　的展開に活用できるようにする。

2.子どものイメージを豊かにする、声楽とピアノおよび弾き歌いの技術を習得する。

1.子どもの生活と遊びにおける人の声や音楽に親しむ体験の重要性を理解し、音楽活動を
　通じた他者とのコミュニケーションを援助する技術を習得する。

個人レッスン

「改訂ポケットいっぱいのうた 実践 子どものうた 簡単に弾ける144選」
鈴木恵津子・冨田英也　監修・編著（教育芸術社）

「簡易伴奏による子どもの歌ベストテン〈改訂新版〉」 板東貴余子 編(ドレミ楽譜出版社)

テキスト・参考書

試験・まとめ

注意事項
爪の長さは、手のひら側から見て爪が見えない程度にしましょう。 マニキュア・ジェルネイ
ル等の爪の装飾も禁止です。 楽器を傷つけたり、怪我をしたりする恐れがある場合は授業を
受けられません。

● うれしいひなまつり

● おもいでのアルバム

● いちねんせいになったら

● きたかぜこぞうのかんたろう

● たきび

● まめまき
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演習 30 時間・1 単位 2学年 前期

鵜飼侑起子・坐間啓子・
小平のり江

有　・　無

回 方法

1 講義・演習

15 実技試験

【課題曲】 ● 森のくまさん

● 飛んでったばなな

● 宇宙船のうた

● あめふりくまのこ

● アイスクリームのうた

● 大きな古時計

● いぬのおまわりさん

● にじ

開講学年

科目名 保育のためのピアノ演習Ⅲ

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

担当講師の実務経験
ソロ・アンサンブルなどの演奏活動や、幅広い年齢層へのピアノ指導の経験を活かして、 ピ
アノ演奏の基礎から子どもの豊かな感性をはぐくむ弾き歌いの表現方法まで、個人の能力に
合わせて指導する。

試験(80%)、授業態度・提出物(10%)、課題曲達成度(10%)

本科目のねらい、進め方、評価基準について、グループ分け

評価基準

2

〜
14

演習

講義内容

目標

3.子どもの興味・関心を引き出す童謡を習得し、保育の具体的展開に活用できるようにする。

2.子どものイメージを豊かにする、声楽とピアノおよび弾き歌いの技術を習得する。

1.子どもの生活と遊びにおける人の声や音楽に親しむ体験の重要性を理解し、音楽活動を
　通じた他者とのコミュニケーションを援助する技術を習得する。

個人レッスン

「改訂ポケットいっぱいのうた 実践 子どものうた 簡単に弾ける144選」
鈴木恵津子・冨田英也　監修・編著（教育芸術社）

「年齢別声域配慮版こどものうた 12 か月」井上勝義 編(ひかりのくに)

「簡易伴奏による子どもの歌ベストテン〈改訂新版〉」 板東貴余子 編(ドレミ楽譜出版社)

テキスト・参考書

試験・まとめ

注意事項
爪の長さは、手のひら側から見て爪が見えない程度にしましょう。 マニキュア・ジェルネ
イル等の爪の装飾も禁止です。 楽器を傷つけたり、怪我をしたりする恐れがある場合は授
業を受けられません。

● アンパンマンのマーチ

● となりのトトロ

● 夢をかなえてドラえもん

● そうだったらいいのにな

● おもちゃのチャチャチャ

● アイアイ

● 手のひらを太陽に
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演習 30 時間・1 単位 2学年 後期

鵜飼侑起子・坐間啓子・
小平のり江

有　・　無

回 方法

1 講義・演習

15 実技試験

【課題曲】 ● おかあさん

● とけいのうた

● トマト

● コンコンクシャンのうた

● くじらのとけい

● すてきなパパ

● バスごっこ

● きのこ

開講学年

科目名 保育のためのピアノ演習IV

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

担当講師の実務経験
ソロ・アンサンブルなどの演奏活動や、幅広い年齢層へのピアノ指導の経験を活かして、 ピ
アノ演奏の基礎から子どもの豊かな感性をはぐくむ弾き歌いの表現方法まで、個人の能力に
合わせて指導する。

試験(80%)、授業態度・提出物(10%)、課題曲達成度(10%)

本科目のねらい、進め方、評価基準について

評価基準

2

〜
14

演習

講義内容

目標

3.子どもの興味・関心を引き出す童謡を習得し、保育の具体的展開に活用できるようにする。

2.子どものイメージを豊かにする、声楽とピアノおよび弾き歌いの技術を習得する。

1.子どもの生活と遊びにおける人の声や音楽に親しむ体験の重要性を理解し、音楽活動を
　通じた他者とのコミュニケーションを援助する技術を習得する。

個人レッスン

「改訂ポケットいっぱいのうた 実践 子どものうた 簡単に弾ける144選」
鈴木恵津子・冨田英也　監修・編著（教育芸術社）

「年齢別声域配慮版こどものうた 12 か月」井上勝義 編(ひかりのくに)

「簡易伴奏による子どもの歌ベストテン〈改訂新版〉」 板東貴余子 編(ドレミ楽譜出版社)

テキスト・参考書

試験・まとめ

注意事項
爪の長さは、手のひら側から見て爪が見えない程度にしましょう。 マニキュア・ジェルネイ
ル等の爪の装飾も禁止です。 楽器を傷つけたり、怪我をしたりする恐れがある場合は授業を
受けられません。

● ぼくのミックスジュース

● さんぽ

● あおいそらにえをかこう

● ドロップスのうた

● おなかのへるうた

● すずめがサンバ

● ニャニュニョのてんきよほう
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実習90時間・2単位 1学年　後期

剣持　佐智子 有　・　無

回 方法

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

・「保育所保育指針解説」（厚生労働省）　　　　・実習の手引き

・「幼稚園･保育所･認定こども園実習パーフェクトガイド」（わかば社）

・「生活事例からはじめる教育実習 保育実習」（青踏社）

テキスト・参考書

Ⅱ子どもの理解

Ⅲ保育内容・保育環境

（１）子どもの観察や記録を通して理解を深める。
（２）子どもへの援助や関わりを通して理解を深める。
（３）日々の課題をもって実習に取り組み、子どもの発達について理解する。

Ⅳ保育の計画、観察、記録
（１）部分実習指導案を立て実践をする中で指導計画の理解を深める。
（２）記録に基づく省察・自己評価を通して、子どもの見取り方や保育者の援助の仕方に
ついて学ぶ。

（１）保育計画に基づく保育内容について学ぶ。
（２）子どもの発達過程に応じた保育内容について学ぶ。
（３）生活や遊びの一部を担当し保育技術を身につける。
（４）子どもの生活や遊びと保育環境について学ぶ。
（５）子どもの生活と安全、健康への配慮について学ぶ。

実習

Ⅰ保育所の役割と機能についての理解

（１）実習園によるオリエンテーション（実習園の概要の理解）
（２）保育所における子どもの生活と保育士の援助や関わりについて学ぶ。
（３）保育所保育指針に基づく保育の展開を学ぶ。

Ⅴ保育士の業務内容
（１）職員間の役割分担やチームワークについて学ぶ。
（２）保育士の役割と職業倫理を具体的に学ぶ。

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 保育実習Ⅰ（保育所）

公立保育所での勤務経験を活かし、保育の理論と方法が、実際の保育現場の保育に結びつく
授業をおこなう。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

講義内容

実習からの評価（50％）　実習日誌（30％）　実習課題(10％)
実習に臨む態度(10％)

目標

5. 保育士の業務内容や職業倫理について具体的に学ぶ。

4. 保育の計画・観察・記録及び自己評価について具体的に理解する。

1. 保育所、児童福祉施設等の役割や機能を具体的に理解する。

2. 観察や子どもとの関わりを通して子どもへの理解を深める。

3. 既習の教科の理論や技術を生かし保育及び保護者への支援について総合的に学ぶ。

評価基準
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実習90時間・２単位 １学年　後期

井上　暁子 有　・　無

回 方法

　＊学習の進捗状況により内容及び実施時期が変更になることもある。

テキスト・参考書

「施設実習　パーフェクトガイド」（わかば社）

「実習日誌・実習指導案　パーフェクトガイド」（わかば社）

3．既習の教科目の内容を踏まえ、施設における保育士の支援について総合的に理解する。

３．施設における子ども・利用者の生活と環境
　　(1)計画に基づく活動や支援
　　(2)子ども・利用者の心身の状況に応じた生活と対応
　　(3)子ども・利用者の活動と環境
　　(4)健康管理、安全対策の理解

講義内容

12

日
間

児童福祉施設（福祉型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター）や障害者施設（障害者
支援施設、障害福祉サービス事業所）で、12日間の実習を行う中で、施設保育士として必要と
される以下の内容について学ぶ。

実習

【内容】
１．施設の役割と機能の理解
　　(1)施設における子ども・利用者の生活と保育士の支援や関わり
　　(2)施設の役割と機能
２．子ども・利用者理解
　　(1)子ども・利用者の観察とその記録
　　(2)個々の状態に応じた支援や関わり

４．計画と記録
　　(1)支援計画の理解と活用
　　(2)記録に基づく省察・自己評価

５．専門職としての保育士の役割と倫理
　　(1)施設保育士の業務内容
　　(2)職員間の役割分担や連携
　　(3)施設保育士の役割と職業倫理

目標

1．児童福祉施設等（保育所以外）の役割や機能を具体的に理解する。

2．観察や子ども・利用者とのかかわりを通して子ども・利用者への理解を深める

4.   支援計画、観察、記録及び自己評価等について具体的に理解する

5.　保育士の業務内容や職業倫理について具体的に学ぶ

科目名 保育実習Ⅰ(施設）

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
障害児入所施設や障害者支援施設の職員として、子どもや利用者の生活支援や発達支援等に
あたってきた。これらの経験から、施設実習に向けて指導を行う。

評価基準
実習先からの評価(50%)、　実習日誌(30%)、　実習課題(10％)、

実習に臨む態度(10％)
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演習30時間・1単位 1学年　通年

剣持　佐智子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 講義・演習

保育所の理解と一日の流れ

2. 保育実習に必要な専門知識、援助・理技術を理解し、実習に生かす。

保育実習における実習日誌の書き方

先輩の実習体験から実習について学ぶ（保育実習Ⅱ・Ⅲ報告会に参加）

保育所実習の実習先からの評価に基づく今後の課題の明確化

保育所実習事後指導：実習体験の報告と共有

保育所実習事後指導：実習の振り返り・自己評価・まとめ

保育所実習の諸注意・直前確認／巡回担当教員との面談

保育所実習における実習課題の設定
自己紹介の実践

保育所職員（外部講師）による講話

教育実習体験から保育実習に向けての課題を知る
教材研究　/　細菌検査について

保育実習のオリエンテーションの受け方
プライバシー保護と守秘義務　　/　部分実習指導案の書き方

科目名 保育実習指導Ⅰ（保育所）

公立保育所での勤務経験を活かし、保育の理論と方法が、実際の保育現場の保育に結びつく
授業をおこなう。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

3. 実習施設における子ども・利用者の人権と最善の利益の考慮、プライバシーの保護と守秘
義

・「生活事例からはじめる教育実習・保育実習」（青踏社）・「幼稚園・保育所・認定こど
も園実習　パーフェクトガイド」（わかば社）・「実習日誌・実習指導案　パーフェクトガ
イド」（わかば社）・教育・保育実習に役立つ部分実習指導案集（萌文書林）・「保育所保
育指針」「保育所保育指針解説」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説（厚生労働
省）「実習の手引き」

開講学年

担当講師の実務経験

評価基準

実習先選定の確認・実習先の基本的理解
実習の流れの理解　／　実習生としての心得・準備

ガイダンス　保育実習全体の概要　、各教科の学びの活用方法について　／実習生アンケート　/  実
習先の選定と実習依頼方法について学ぶ

講義内容

目標

5. 実習を振り返り実習の総括と自己評価を行い、自己課題を明確にする。

4. 実習の計画、実践、観察、記録、評価の方法や内容について理解する。

1. 保育実習の意義・目的・内容を理解する。

レポート・提出物（50％）、　実習準備の確実な遂行（20％）、
授業態度・参加の積極性（30%）

テキスト・参考書

保育所実習で役立つ教材研究・収集について
実習生紹介書の作成

保育実習におけるエピソード記録のとらえ方
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演習30時間・１単位 １学年　通年

井上　暁子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・面談

14 演習

15 面談・演習

テキスト・参考書

「施設実習　パーフェクトガイド」（わかば社）

実習生紹介書の作成

施設における実習の実際：各施設の保育士の職務内容の理解

施設実習における観察、記録、実習日誌の書き方

教育実習の体験から施設実習に向けての課題を知る

施設実習のオリエンテーションの受け方 ／
 プライバシー保護と守秘義務 　／　 細菌検査について

施設職員（外部講師）による講話とレクリエーション

実習先施設における実習課題の設定

施設における実習の諸注意・直前確認 ／ 巡回担当教員との面談

施設実習事後指導：実習の振り返り・自己評価・まとめ

施設実習事後指導：実習体験の報告と共有

実習先からの評価に基づく今後の課題の明確化

施設実習の実習先施設の種別と概要・一日の流れの理解

担当講師の実務経験
障害児入所施設や障害者支援施設の職員として、子どもや利用者の生活支援や発達支援等に
あたってきた。これらの経験から、施設実習に向けて指導を行う。

評価基準
レポート・提出物（50％）、　実習準備の確実な遂行（20％）

授業態度・参加の積極性（30%）

目標

1．保育実習の意義・目的を理解する。

2．実習の内容を理解し、自らの課題を明確にする。
3．実習施設における子ども・利用者の人権と最善の利益の考慮、プライバシーの保護と
　守秘義務等について理解する。
4．実習の計画、実践、観察、記録、評価の方法や内容について具体的に理解する
5．実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、今後の学習に向けた課題や
　目標を明確にする。

講義内容

保育実習全体の概要  ／  実習先の選定と実習依頼方法について

実習の流れの理解　／　実習生としての心得・準備

施設実習で学ぶ内容の理解

科目名 保育実習指導Ⅰ(施設）

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無
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実習90時間・2単位 2学年　前期

剣持佐智子 有　・　無

回 方法

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

・「保育所保育指針解説」（厚生労働省）　　　　・実習の手引き

・「幼稚園･保育所･認定こども園実習パーフェクトガイド」（わかば社）

・「生活事例からはじめる教育実習 保育実習」（青踏社）テキスト・参考書

科目名 保育実習Ⅱ（保育所）

公立保育所での勤務経験を活かし、保育の理論と方法が、実際の保育現場の保育に結びつく
授業をおこなう。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

2. 既習の教科や保育実習Ⅰの経験を踏まえ、子どもの保育及び、保護者支援について総合的
　に学ぶ。
3. 子どもの観察や関わりの視点を明確にして実習に取り組み、保育の理解を深める。

実習

　Ⅰ保育所の役割や機能の具体的展開
　（１）実習園によるオリエンテーション（実習園の理解）
　（２）実習園の生活と一日の流れを理解し積極的に参加する。
　（３）養護と教育が一体となって行われる保育について理解する。
　
　Ⅱ観察に基づく保育理解
　（１）保育全般に意欲的に参加し、保育技術を習得する。
　（２）保育者の子どもにかかわる姿から、育ちに必要な保育者の援助の仕方を学ぶ。
　
　Ⅲ子供の保育及び保護者・家庭への支援と地域社会との連携
　（１）保護者や地域社会・関係機関との連携について具体的に学ぶ。
　（２）子どもへの個別のかかわりの必要性と対応について学ぶ。
　
　Ⅳ指導計画の作成、実践、観察、記録、評価
　（１）生活や遊びの一部を担当し、保育実践力を習得する。
　（２）指導計画を立案し、部分実習・責任実習を実践する
　
　Ⅴ保育士の業務と職業倫理
　（１）保育士としての業務や職業倫理を具体的に学ぶ。
　（２）安全・疾病予防への配慮について理解する。
　（３）子どもの最善の利益への配慮を学ぶ。
　
　Ⅵ自己課題の明確化
　（１）保育所の保育士に求められる資質、技術等に照らし合わせて自己評価し、自己課題
　を明確にする。

開講学年

担当講師の実務経験

評価基準

　

実習からの評価（50％）　実習日誌（30％）　実習課題(10％)
実習に臨む態度(10％)

講義内容

目標

5. 実習での学びから自己課題を明確にする中で、保育士を目指す者としての自覚をもち、
　保育士に求められる資質の向上を目指す。

4. 指導計画について立案から自己評価までの実践を通して理解を深める。

1. 保育所の役割や機能について具体的な実践を通して理解を深める。
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演習30時間・1単位 2学年　前期

剣持　佐智子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 演習

15 面談・演習

テキスト・参考書

エピソード記録のとらえ方・書き方 /（DVD視聴）/　模擬保育について

部分実習指導案の作成

実習オリエンテーションの受け方、細菌検査等について
自己課題への取り組み（途中経過報告）

指導案の立て方　/　保育の表現技術を生かした保育実践（手遊び集）

実習先からの評価に基づく今後の課題の明確化　/巡回担当教員との面談

実習事後指導：実習体験の報告と共有（ポスターセッション）

保育実習事後指導：実習の総括と自己評価

実習の諸注意・直前確認 /　巡回担当教員との面談

実習課題の設定　/保育技術実践のポイント

保育士の専門性と職業倫理

模擬保育

模擬保育に向けての取り組み

科目名 保育実習指導Ⅱ（保育所）

公立保育所での勤務経験を活かし、保育の理論と方法が、実際の保育現場の保育に結びつく
授業をおこなう。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

実習日誌を通しての学び(日誌の書き方)　/　（DVD視聴）

2.今までの実習から自己課題を見出し、保育改善に努め実践力を養う。

3.事例を通して子どもの姿の読み取りや記録の仕方を具体的に学び幼児理解を深める。

・「生活事例からはじめる教育実習・保育実習」（青踏社）
・「幼稚園・保育所・認定こども園実習　パーフェクトガイド」（わかば社）
・「実習日誌・実習指導案　パーフェクトガイド」（わかば社）
・教育・保育実習に役立つ部分実習指導案集（萌文書林）
・「保育所保育指針」「保育所保育指針解説」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解
説」
　

開講学年

担当講師の実務経験

評価基準

　

レポート・提出物（50％）、　実習準備の確実な遂行（20％）、
授業態度・参加の積極性（30%）

実習先についての理解 / 幼児理解（DVD視聴） / 実習生紹介書等の準備

ガイダンス、保育実習Ⅱの意義や目的・学ぶ内容について/各教科の学びの活用方法 /　保育実
習Ⅰを終えての課題の明確化（日誌を読みかえす）

講義内容

目標

5.保育士の専門性と職業倫理について理解する。

4.乳幼児の発育・発達を踏まえた保育の計画、実践、評価について実際に取り組み、理解を深
　める。

1.保育所の役割や機能､保育について具体的な実践を通して総合的に学ぶ。
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実習90時間・２単位 ２学年　前期

井上　暁子 有　・　無

回 方法

テキスト・参考書

「施設実習　パーフェクトガイド」（わかば社）

「実習日誌・実習指導案　パーフェクトガイド」（わかば社）

講義内容

12

日
間

保育所を除く児童福祉施設等（児童養護施設、児童発達支援センター）で、12日間の実習を行
う中で、施設保育士として必要とされる以下の内容について学ぶ。

実習

【内容】

１．児童福祉施設等（保育所以外）の役割と機能

２．施設における支援の実際
　　(1)受容し、共感する態度
　　(2)個人差や生活環境に伴う子どものニーズの把握と子ども理解
　　(3)個別支援計画の理解と実践
　　(4)子どもの家庭への支援と対応
　　(5)各施設における多様な専門職との連携・協働
　　(6)地域社会との連携・協働

３．施設における保育士の多様な業務と職業倫理

４．保育士としての自己課題の明確化

担当講師の実務経験
障害児入所施設や障害者支援施設の職員として、子どもや利用者の生活支援や発達支援等に
あたってきた。これらの経験から、施設実習に向けて指導を行う。

評価基準
実習先からの評価(50%)、　実習日誌(30%)、実習課題(10％)、

実習に臨む態度(10％)

目標

1．既習の教科目や保育実習の経験を踏まえ、児童福祉施設等（保育所以外）の役割や機能に
ついて実践を通して、理解する。
2．家庭と地域の生活実態にふれて、子ども家庭福祉、社会的養護、障害児支援に対する理解
　をもとに、保護者支援、家庭支援のための知識、技術、判断力を習得する。

3．施設保育士の業務内容や職業倫理について具体的な実践に結び付けて理解する。

4．実習における自己の課題を明確化する

科目名 保育実習Ⅲ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無
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演習30時間・１単位 ２学年　前期

井上　暁子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・面談

13 演習

14 演習

15 面談・演習

テキスト・参考書

「施設実習　パーフェクトガイド」（わかば社）

「実習日誌・実習指導案　パーフェクトガイド」（わかば社）

模擬保育についての説明　／　指導案の作成　

障がい系施設の実習について学ぶ

児童養護施設見学①：社会的養護・養護系施設の実習について学ぶ

児童養護施設見学②：見学の学びの振り返り

模擬保育

施設実習における観察、記録、実習日誌の書き方

実習課題の設定 ／ 部分実習やレクリエーションの実施の留意点

実習の諸注意・直前確認　／　巡回担当教員との面談

実習事後指導：実習の総括と自己評価

実習事後指導：実習体験の報告と共有（ポスター発表）

実習先からの評価に基づく今後の課題の明確化

実習オリエンテーションの受け方、細菌検査等について
エピソード記録のとらえ方

担当講師の実務経験
障害児入所施設や障害者支援施設の職員として、子どもや利用者の生活支援や発達支援等に
あたってきた。これらの経験から、施設実習に向けて指導を行う。

評価基準
レポート・提出物（50％）、　実習準備の確実な遂行（20％）

授業態度・参加の積極性（30%）

目標

1．保育実習の意義と目的を理解し、保育について総合的に理解する

2．実習や既習の教科目の内容やその関連性を踏まえ、保育の実践力を習得する
3．保育の観察、記録および自己評価等を踏まえた施設における保育の改善について実践や
　事例を通して理解する。
4．施設保育士の専門性と職業倫理について理解する。
5．実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、施設における保育に対する課
　題や認識を明確にする。

講義内容

ガイダンス、保育実習Ⅲの意義や目的・学ぶ内容について

施設実習の基本的理解 ／　実習生紹介書等の準備

実習施設調べ（実習施設の種別と内容の理解、配属先施設について）

科目名 保育実習指導Ⅲ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無
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演習60時間・2単位 ２学年　通年

塩澤　恵美 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

16 演習

17 演習

18 演習

19 演習

20 演習

目標

科目名 保育実践演習

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

１．保育に関する科目横断的な学習能力及び専門性を習得する。
２．保育に関する現代的課題についての現状分析、考察、検討を行う。
３．問題解決のための対応、判断方法等について学びを深める。
４．必修科目及び選択必修科目の履修状況を踏まえ、自らの学びを振り返り、保育士として
　必要な知識・技能を修得したことを確認するとともに、今後の自己課題を設定する。

担当講師の実務経験

評価基準
レポート・課題（70%）

授業態度・提出物（30％）

保育実践の準備①

講義内容

オリエンテーション（本科目のねらい、進め方、評価の基準について）

振り返りの意義と学修の振り返り　

子育て支援と保育者の課題①　レポート作成の進め方

子育て支援と保育者の課題②　

保育実践の計画①

保育実践の計画②

保育実践の計画③

児童文化教材の理論と実践①　教材研究

児童文化教材の理論と実践②　教材研究

児童文化教材の理論と実践③　教材研究

保育実践の準備②

保育実践の準備③

保育実践の準備④

保育実践①　遊びの広場「おひさま」実践

保育実践②　遊びの広場「おひさま」実践

保育実践③　遊びの広場「おひさま」実践

保育実践④　遊びの広場「おひさま」実践

保育実践の振り返り①

保育実践の振り返り②
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回 方法

21 演習

22 演習

23 講義・演習

24 演習

25 演習

26 演習

27 演習

28 講義・演習

29 演習

30 演習

テキスト・参考書

適宜、資料を配布する。

講義内容

地域連携の意義と課題

発表

発表

子育て支援と保育者の課題①　レポート作成の進め方

子育て支援と保育者の課題②　

子育て支援と保育者の課題③

子育て支援と保育者の課題④

子育て支援と保育者の課題⑤

発表技術の習得

保育実践の振り返り③
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演習30時間・1単位 1学年　前期

増田　麗子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義・試験

(Unit 1) First Step to Childcare English (2)  / 中間テスト1
(Unit 2) Welcome to Minato Nursery School! (1)

Orientation (授業紹介、自己紹介　他）、　（参考資料1）
(Unit 1) First Step to Childcare English (1)

講義内容

(Unit 2) Welcome to Minato Nursery School! (2)  / 中間テスト2

前期末テスト（70％）提出物（15％）授業取組・出席（15％）で総合的に判断する。

目標

グローバル化により多国籍の両親を持つ子供たちが増え、保育の現場でも英語での簡単なコ
ミュニケーションが必要になっています。この授業では保育現場での英会話や英語表現、語
彙を扱ったテキストを使用し、基礎的な英語コミュニケーション能力を身につけ、クラスメ
イトと簡単な英語を使って会話することを目標とします。各課の後中間テストを行い、理解
を深めます。また、多文化共生の視点を持ち、外国の状況を知ると共に日本との違いを確認
して、現場で対応できる力を養う課題に取り組みます。

開講学年

担当講師の実務経験

評価基準

科目名 保育の英語Ⅰ

米国の大学卒業後、外資の会社で7年間勤務し、多国籍なメンバーと英語を使用して仕事を
行っていた。その経験を生かし、英語を教えるだけでなく、日本と外国の文化や習慣の違い
などを通し、多文化共生についても考える授業を展開する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

・保育の英会話（萌文書林）

テキスト・参考書

(Unit 3) Time and Numbers (1)  

(Unit 5) Davy Meets His Classmate Takashi (2)  / 中間テスト5
(Unit 6) Dropping Davy off and Picking Him up (1)

(Unit 4) Directions (2)　/　中間テスト4
(Unit 5) Davy Meets His Classmate Takashi (1) 　（参考資料2）

(Unit 3) Time and Numbers (2)　/　中間テスト3
(Unit 4) Directions (1)

前期末テスト　/　学習の手引き回収
多文化共生（宗教・食べ物・習慣の違い）

(Unit 1 to 10) Review

世界の絵本

(Unit 10) Fighting (2)  / 中間テスト10
世界の絵本

(Unit 9) Toilet Dialog (2)　/　中間テスト9
(Unit 10) Fighting (1)

(Unit 8) Lunchtime (2)　 /　中間テスト8
(Unit 9) Toilet Dialog (1)

(Unit 8) Lunchtime (1)

(Unit 7) Jobs at Nursery School (2)  / 中間テスト7

(Unit 6) Dropping Davy off and Picking Him up (2)　/ 中間テスト6
(Unit 7) Jobs at Nursery School (1)
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演習30時間・1単位 1学年　後期

増田　麗子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 演習

7 講義

8 講義

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 演習

13 講義

14 講義

15 講義

評価基準

Orientation（授業紹介、他）
 (Unit 11) Injuries and Illnesses (1)

講義内容

(Unit 12) Telephone Calls (1)

後期末テスト（70％）提出物（10％）イベント参加度（12％）授業取組・出席（8％）で総合
的に判断する。

目標

グローバル化により多国籍の両親を持つ子供たちが増え、保育の現場でも英語での簡単なコ
ミュニケーションが必要になっています。この授業では保育現場での英会話や英語表現、語
彙を扱ったテキストを使用し、基礎的な英語コミュニケーション能力を身につけ、クラスメ
イトと簡単な英語を使って会話することを目標とします。
また、現場でも応用出来る英語のイベント（Halloween, Christmas）を実施・振り返りを行
い、相手に自分の考えを伝えることの難しさや重要さを勉強します。

(Unit 11) Injuries and Illnesses (2)　/ 中間テスト11

科目名 保育の英語Ⅱ

米国の大学卒業後、外資の会社で7年間勤務し、多国籍なメンバーと英語を使用して仕事を
行っていた。その経験を生かし、英語を教えるだけでなく、日本と外国の文化や習慣の違い
などを通し、多文化共生についても考える授業を展開する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

開講学年

担当講師の実務経験

・保育の英会話（萌文書林）

テキスト・参考書

(Unit 12) Telephone Calls (2)　/　中間テスト12
Preparation for Annually Event (Halloween) （参考資料5）

Event Review（Holloween Party）
(Unit 12) Telephone Calls (2) / 中間テスト12

Annually Event (Halloween and others)　 

Group Discussion I (Halloween Party)

(Unit 12) Telephone Calls (1)

後期末テスト
共生社会の実現について

(Unit 15) Graduation Day(2)

(Unit 11 to 15) Review

Event Review (Christmas Party)

(Unit 15) Graduation Day (1)  /　中間テスト15

Annually Events (Christmas Party at Sukoyaka Plaza)

(Unit 14) Baby Care (2)　　 /　中間テスト14
Preparation for Annually Event (Christmas Party③)

(Unit 14) Baby Care (1)　（参考資料3）
Preparation for Annually Event (Christmas Party②)

(Unit 13) Field Trip (2)　/　中間テスト13
Preparation for Annually Event (Christmas Party①)　（参考資料6）

(Unit 13) Field Trip (1)
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講義15時間・1単位 2学年　前期

衣川　隆 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

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

「これからの健康とスポーツの科学」第5版　安部孝・琉子友男　著　（講談社）

テキスト・参考書

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

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

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

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

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。

授業形態・単位数 開講学年

科目名 体育講義

　「健康と運動」、「老化と運動」に関しその維持と増進方法について研究を行ってきた。
これらの経験から、なぜ運動が重要なのか、運動と生活習慣病の関係、子どもとスポーツ障
害等を解剖学的または生理学も含みながら説明していく。

担当講師の実務経験の有無担当講師

評価基準 筆記試験50%、レポート50%

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

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

担当講師の実務経験

・「健康と運動」、「老化と寿命」に関しその維持と増進方法について考える。
・「こどもの成長とスポーツ」「こどもスポーツと障害について」等こどもの「心・体」
　成長を理解し、今後深く学んでいくきっかけを作る。
・スポーツ心理学において、自己の目標設定と情動の自己コントロールを中心に学び、知
　識・行動を身に付ける。

目標

講義内容
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実技30時間・1単位 　集中

衣　川　　隆 有　・　無

回 方法

1 実技

2 実技

3 実技

4 実技

5 実技

6 実技

7 実技

8 実技

9 実技

10 実技

11 実技

12 実技

13 実技

14 実技

15 実技

テキスト・参考書

いろいろなキャッチボール

器械体操（マット）

器械体操（フラフープ）

いろいろな鬼ごっご&縄跳び

球技ゴール型&ネット型

球技ゴール型&ネット型

球技ゴール型&ネット型

縄跳び（二重飛び）と大縄跳び

体つくり運動 自分の身体への気づき（機能的ストレッチ）

器械体操（鉄棒）

器械体操（跳び箱）

器械体操（マット）

・スポーツを通して、体力の維持・増進を図る。
・自らのからだの特性を理解する。
・自らが楽しんで取り組めるスポーツを見出す。
・スポーツを通じてコミュニケーションを図る。
・子どもの目線でスポーツの楽しさを感じる。

体つくり運動 自分の身体への気づき（機能的ストレッチ）

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 体育実技

健康と運動に関する研究を行ってきて、QOL（クオリティ・オブ・ライフ：「生活の質」や
「人生の質」）の基本技能の向上を目指すことを検討してきた。これらの経験から基礎的な
運動やストレッチ、体の特性、生涯スポーツへと方向づけ、子どもの目線でのスポーツの楽
しさ等を指導する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準

体つくり運動 自分の身体への気づき（有酸素運動と心拍数）

アイスブレーキング・仲間づくり

講義内容

授業態度と参加の積極性（80％）、及び小テスト（20％）を踏まえ、総合的な観点で評価す
る。

目標

58



演習30時間・1単位 １学年　前期

西川君代・塩崎猛雄 有　・　無

回 方法

1 講義と演習

2 講義と演習

3 講義と演習

4 講義と演習

5 講義と演習

6 講義と演習

7 講義と演習

8 講義と演習

9 講義と演習

10 講義と演習

11 講義と演習

12 講義と演習

13 講義と演習

14 講義と演習

15 講義と演習

敬語（尊敬語・謙譲語・丁寧語）　　正しい敬語の使い方

目標

群私幼適正検査の過去問題

これだけは知っておきたい保育の基本用語（わかば社）

保育学生のための基礎学力演習（中央法規出版）

テキスト・参考書

品詞の分類と性質　　　用言（動詞・形容詞・形容動詞）

数と式②（方程式・式の展開・因数分解）

可能動詞　　受身と使役　　　仮名遣い　　同音・同訓異義語

数と式①（文字を用いた式・文字式の四則計算）

まとめ・テスト

文章の修辞法　　四字熟語　　　ことわざ

数量関係（比例・反比例・関数・グラフ）

適切な表現②　　叙述上の注意（保育に関わる演習問題）

図形（平面図形・空間図形）

適切な表現①　　文章表現の基本　　文の係り受け　あいまいな文

量と測定（時間・面積・体積）

数と計算（正負の整数・分数・少数・計算）

１．日本語のもつ様々な機能を理解し表現する能力を養う。
２．保育現場で必要とされる国語力を身に付け実践に生かせるようにする。
３．保育者として必修の「保育の基本用語」についての理解と、読み書きの力を習熟する。
４．算数・数学の基礎的内容を確認し、一般教養程度の算数・数学問題の解答力をつける。

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 基礎学力演習

（西川）中学校の数学教員としての経験を活かし、基礎学力を養う
（塩崎）高校教師、短大教授での経験を活かし日本語文学分野の基礎学力を養う

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準
筆記試験（50％）　授業態度・提出物（50％）

言葉の単位　　文の成分

幼児の知的概念の育ち（数字や図形への興味・関心の育ち）

講義内容
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演習30時間・1単位 1学年　後期

井上暁子・鵜飼侑起子
西川君代・塩崎猛雄

有　・　無

回 方法

1 演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 演習

5 演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 演習

10 講義・演習

11 講義

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

実習体験から自己を振り返り、保育の専門職について考える

保育学生としてのマナー：茶道体験

保育学生としてのマナー：茶道体験

最終レポート作成：学びを振り返り、自己課題を明確化する

テキスト・参考書

これだけは知っておきたい　わかる・話せる・使える　保育のマナーと言葉　改定2版（わか
ば社）

　＊学習の進捗状況により内容及び実施時期が変更になることもある。

キャリアを学ぶ：保育の現場で働くゲスト講師による講話

講義内容

ソーシャルスキルトレーニング、コミュニケーションワーク

保育学科生の就職に向けて①　(ガイダンス）

群馬県幼稚園教諭・保育士適性検査の概要

公務員試験等対策 ／ 就職の方向性を考える

公務員試験等対策 ／ 就職の方向性を考える

保育学生としてのマナー：表情・挨拶・お辞儀・言葉遣い・会話

文章表現力

手紙の書き方（実習の礼状）

ソーシャルスキルトレーニング、自己理解・他者理解

保育学科生の就職に向けて②

目標

１．保育専門職の仕事について理解を深め、職業観を養う。

２．自分を知り、就職活動に向けての準備を整える

３．コミュニケーション力、マナー、文書作成力等社会人として必要な基礎的に力を身につ
　ける。

科目名 保育キャリアデザインⅠ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験

評価基準
授業への積極的参加度50％、　ワークシート・レポートの提出50％
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演習30時間・1単位
2学年　通年

(前期11回、後期4回）
井上暁子・塩澤恵美
塩崎猛雄・西川君代

有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 演習

4 演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 演習

10 演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 演習

14 講義

15 演習

保育士資格登録、幼稚園免許申請について

実習体験から自己を振り返り、保育の専門職について考える

就労に関わる制度

学びの振り返り

テキスト・参考書

これだけは知っておきたい　わかる・話せる・使える　保育のマナーと言葉　改定版（わか
ば社）

　＊学習の進捗状況により内容及び実施時期が変更になることもある。

群馬県私立幼稚園教諭・保育士適性検査受験手続について

講義内容

就職活動ガイダンス、就職希望先調査

履歴書の作成の仕方

就職の方向性の確認(面談）　／　履歴書作成の実際

就職の方向性の確認(面談）　／　履歴書作成の実際

求人票の見方  ／　身だしなみ・マナー

文章表現（作文・小論文）

適性検査・公務員試験等対策講座（基礎学力分野）

文章表現（作文・小論文）

面接試験対策（模擬面接）

面接試験対策（模擬面接）

目標

・卒業後の進路を自ら選択し、それを目指し積極的に準備し、活動できるようになる。

・履歴書や小論文の書き方、面接スキル、就職試験の受け方等について具体的に学び、実
　践的な就職活動に向かう力を獲得する

科目名 保育キャリアデザインⅡ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験

評価基準
授業への積極的参加度50％、　ワークシート・レポートの提出50％
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講義30時間・2単位 ２学年　前期

塩澤　恵美 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 演習

14 演習

15 演習

科目名 メディア社会と子育て

青少年のネット見守りの経験を活かして、子どものインターネット利用に関する現状と
課題について共に考えていく。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

子育て家庭とメディア利用

インターネットの利用状況

メディア社会の現状と課題について理解を深めるとともに、自らの課題として捉えていく。
さらに、メディア社会における子育て家庭の現状を把握し、保育者として保護者を支援する
意義と使命を理解する。

開講学年

担当講師の実務経験

評価基準
授業態度・提出物（30％）

レポート・課題（70%）

インターネットと情報モラル

オリエンテーション（本科目のねらい、進め方、評価の基準について）
メディア社会とは

講義内容

子どもとインターネット　

目標

適宜、資料を配布する。

テキスト・参考書

インターネットと依存

インターネットと人間関係

学力への影響

インターネットと生活リズム

課題学習③　

課題学習②　

課題学習①　

インターネット利用の課題と展望

群馬県内の取り組み

保育現場とインターネット
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講義30時間・2単位 １学年　後期

魚屋　真佐江 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 筆記試験

目標

①憲法の意義や基本原理、基本的人権の具体的な内容について説明できる。

②教育現場の憲法問題に触れ、子どもの権利を保障するために何が必要かを考えることがで
　きる。

③憲法の重要性、改正も含めた憲法の在り方に関して理解を深める。

科目名 日本国憲法

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
社会福祉士として障害者支援施設や高齢者施設等で談員の経験あり。実務において障害者や
高齢者に関わり、人権擁護の現場の経験から、憲法の人権尊重の精神を伝える。

評価基準
科目習得試験結果（80％）、課題提出と授業態度（20％）

合計100％で評価する。

国民主権と参政権・・・国民主権の原理とそれを実現する参政権（選挙権）について学ぶ（第
10章）

講義内容

憲法とは何か・・・憲法の基本原理や特質、その歴史的変遷について学ぶ（第14章）

個人の尊厳と基本的人権・・・最も重要な目的である個人の尊厳と基本的人権の保障について
学ぶ（第１章）
子どもの権利と教師の権利・・・子どもの権利の保障と教師に認められる権利を学ぶ（第２
章）
憲法における平等・・・憲法の保障しようとする平等や禁止する差別について知り、教育現場
における課題を考える（第３章）
思想・良心の自由、信教の自由・・・思想・良心の自由および信教の自由について学ぶ（第４
章）

表現の自由・・・表現の自由が許される範囲と、限界について理解する（第５章）

学問の自由、教師の教育の自由・・・学問の自由の意味と教授の自由の範囲について学ぶ（第
６章）

教育を受ける権利・・・教育を受ける権利の内容と保障のあり方について学ぶ（第７章）

自由権と社会権・・・経済的自由とそれを支える社会権について学ぶ（第８章）

刑事手続き上の権利・・・刑事事件で保障される権利について学ぶ（９章）

平和主義・・・平和主義の内容と自衛隊の派遣に関する解釈について学ぶ（第11章）

権力分立・・・立法、行政、司法による抑制と均衡の原理について学ぶ（第12章）

地方自治と主権者教育・・・地方自治の内容と実際の展開、および自治の主体である「市民」
の教育について学ぶ（第13章）

科目習得試験

テキスト・参考書
西原博史・斎藤一久編著『教職課程のための憲法入門』弘文堂、2016年

63



演習30時間・1単位 1学年　通年

井上暁子・塩澤恵美
他(保育学科教員）

有　・　無

回 方法

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

目標

１．学内活動・学外活動に積極的に取り組み、豊かな学生生活を送る。

２．行事等を通し、協働する力・コミュニケーション能力、企画・実践力を高める。

３．教室等の環境を整え、学校生活を快適に送れるようにする。

科目名 特別講座Ⅰ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験

評価基準
参加の積極性（60％）、環境整備（20％）、協働性（20％）

ホームルーム／教室・演習室等の清掃・環境整備

遊びの広場「おひさま」に向けての活動

遊びの広場「おひさま」に向けての活動

行事関係：PAZ祭に向けての話し合い　〈保2年と合同〉

特別活動

ホームルーム（教育実習の諸注意・直前の確認等）

講義内容

ホームルーム（クラスの係決め等）／壁面製作ガイダンス

渋川市子育て支援総合センター見学　／　入学時個別面談ガイダンス
／学外体験学習ガイダンス

特別活動

特別活動　／　試験に向けてのガイダンス

行事関係：予餞会・新入生歓迎会に向けての話し合い

ホームルーム（掃除、年末年始の動きの連絡）

行事関係：予餞会準備

ホームルーム（保育実習直前確認等）／教室・演習室等の清掃

テキスト・参考書

必要に応じて資料を配布する

　＊学習の進捗状況により内容及び実施時期が変更になることもある。

行事関係：PAZ祭に向けて
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演習 30 時間・1 単位 ２学年　通年

鵜飼侑起子・塩澤恵美 
他 (保育学科教員)

有　・　無

回 方法

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 特別講座Ⅱ

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

進路指導(就職活動の手続き、合同就職説明会に向けてのガイダンス)

防犯・交通安全活動・渋川市警察署見学

参加の積極性(60%) 、環境整備(20%)、 協働性(20%)

ホームルーム（教室・演習室等の清掃・環境整備/実習直前確認）

1.学内活動・学外活動に積極的に取り組み、豊かな学生生活を送る。

模擬保育①

講義内容

4.模擬保育等を通して保育者としての総合力を身につける。

3.教室等の環境を整え、学校生活を快適に送れるようにする。

2.行事等を通し、協働する力・コミュニケーション能力、企画・実践力を高める。

評価基準

目標
	

	

特別活動

保育実習II・III振り返り続き

模擬保育②

ホームルーム(教育実習の諸注意・直前の確認等)

行事関係:PAZ 祭に向けての話し合い〈保 1 年と合同〉

行事関係:PAZ 祭に向けて

特別活動

保育実習II・IIIポスター発表リハーサル（クラス発表）

ホームルーム（卒業に向けて）

特別活動（日本での災害対策）

ホームルーム（教室・演習室等の清掃・環境整備）

テキスト・参考書

必要に応じて資料を配布する。

*学習の進捗状況により内容及び実施時期が変更になることもある。
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