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目次 こども学専攻 
 

授 業 科 目            担当者              ページ 

専門教育科目 

保育の本質・目的に関する科目 

社会福祉                五十嵐 覚              １ 

子ども家庭福祉             五十嵐 覚              ２ 

保育原理                髙橋 恵津子             ３ 

教育原理と教育システム         佐藤  功              ４ 

子ども家庭支援論            藤生 睦恵              ５ 

社会的養護Ⅰ              甲賀 崇史              ６ 

教師・保育者論             吉原 隆志              ７ 

相談技法                加藤 富士人             ８ 

保育の対象の理解に関する科目 

保育の心理学Ⅰ             音山 若穂              ９ 

子ども家庭支援の心理学         天宮 陽子             １０ 

子どもの保健              早乙女 千恵子           １１ 

子どもの理解と援助           音山 若穂             １２ 

子どもの食と栄養            尾上 治子             １３ 

子ども理解と教育相談支援        吉原 隆志             １５ 

乳幼児心理学              音山 若穂             １６ 

小児栄養演習              尾上 治子             １７ 

保育の内容・方法に関する科目 

教育・保育課程論            横坂 好枝             １８ 

保育内容・総論             横坂 好枝             １９ 

保育内容・健康             甲賀 崇史             ２０ 

保育内容・環境             佐藤 弘子             ２１ 

保育内容・人間関係           竹内 利文             ２２ 

保育内容・言葉             小林 友子             ２３ 

保育内容・表現             松本 玲子             ２４ 

特別支援教育概論            甲賀 崇史             ２５ 

教育・保育方法論            横坂 好枝             ２６ 

乳児保育Ⅰ               藤生 睦恵             ２７ 

乳児保育Ⅱ               藤生 睦恵             ２８ 

子どもの健康と安全           高橋 慶子             ２９ 

障害児保育               甲賀 崇史             ３０ 

社会的養護Ⅱ              甲賀 崇史             ３２ 

子育て支援演習             藤生 睦恵             ３３ 

食育の理解と発展            木村 祐美             ３４ 

社会的養護Ⅲ              甲賀 崇史             ３６ 

保育内容・音楽と遊びⅠ         松本 玲子             ３８ 

保育内容・子どもの遊びⅠ        天宮 陽子             ３９ 

保育内容・造形と遊びⅠ         天宮 陽子             ４０ 

絵本と保育               天宮 陽子             ４１ 

保育内容・音楽と遊びⅡ         松本 玲子             ４２ 

保育内容・子どもの遊びⅡ                          ４３ 



保育内容・造形と遊びⅡ         天宮 陽子             ４４ 

ピアノ奏法Ⅰ              篠塚 晃子・松本 玲子・鵜飼 侑起子 ４５ 

ピアノ奏法Ⅱ              篠塚 晃子・松本 玲子・鵜飼 侑起子 ４７ 

保育実習 

保育実習指導Ⅰ             藤生 睦恵・甲賀 崇史・伊藤 恭滋 ４９ 

保育実習指導Ⅱ             藤生 睦恵・伊藤 恭滋       ５１ 

保育実習指導Ⅲ             甲賀 崇史・伊藤 恭滋       ５２ 

総合演習 

保育・教職実践演習（幼）        横坂 好枝・伊藤 恭滋        ５３ 

教養教育科目 

学科教養科目 

現代社会と食              金井 尚之（オムニバス）      ５４ 

卒業研究                松本 昭彦（オムニバス）      ５６ 

基礎ゼミ                伊藤 恭滋・松本 昭彦       ５７ 

専攻教養科目 

基礎体育・講義             竹内 利文                   ５８ 

基礎体育・実技             竹内 利文                   ５９ 

法学（日本国憲法を含む）        金井 尚之             ６０ 

英語コミュニケーション         高橋 栄作             ６１ 

情報処理演習Ⅰ             外山  哲             ６３ 

情報処理演習Ⅱ             外山  哲             ６４ 

キャリアプランⅠ            田口 哲男（オムニバス）      ６５ 

キャリアプランⅡ（公務員受験対策を含む）田口 哲男（オムニバス）      ６６ 

学科共修科目 

生活学概論               木村 祐美             ６７ 

人間関係論               木村 祐美             ６８ 

地域文化論               木部 克彦             ６９ 

生活と環境               木村 祐美             ７０ 

生活と情報社会             木部 克彦             ７１ 

スポーツ健康学             竹内 利文             ７２ 

社会貢献活動（ボランティア）      天宮 陽子             ７３ 

職業体験活動（インターンシップ）    神保 京子             ７４ 

教職科目 

教科に関する科目 

国語                  加藤 富士人            ７５ 

算数                  佐藤  功             ７６ 

生活                  天宮 陽子             ７７ 

音楽基礎                篠塚 晃子             ７８ 

図画工作                大隈 孝夫             ７９ 

幼児体育                永井 真紀             ８１ 

教育実習 

教育実習事前事後指導          横坂 好枝・伊藤 恭滋       ８３ 

 

アクティブ・ラーニングの内容 

Ａ ＝ ディスカッション、ディベート  Ｃ ＝ プレゼンテーション 

Ｂ ＝ グループワーク                  Ｄ ＝ 実習、フィールドワーク 
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別表第１の１(こども学専攻教育課程)

区
分

教育内容 科　　　　目
履修方法と単位数 選択／必修

の別
年
次講義 演習 実験／実習

必修

保育原理 2 必修

保育の本質・目的に
関する科目

社会福祉 2 必修

子ども家庭福祉 2

必修

教師・保育者論 2 必修／教必

教育原理と教育システム 2 必修／教必

子ども家庭支援論 2 必修

保育の対象の理解に
関する科目

保育の心理学Ⅰ 2

社会的養護Ⅰ 2

必修／教必

子ども家庭支援の心理学 2 必修

相談技法 1 選択必修

子どもの保健 2 必修

子どもの理解と援助 1 必修

子どもの食と栄養 2 必修

子ども理解と教育相談支援 2 教職必修

乳幼児心理学 2 選択必修

小児栄養演習 1 選択必修

必修／教必

保育内容・健康 1 必修／教必

保育の内容・方法に
関する科目

教育・保育課程論 2 必修／教必

保育内容・総論 1

保育内容・環境 1 必修／教必

保育内容・人間関係 1 必修／教必

保育内容・言葉 1 必修／教必

保育内容・表現 1 必修／教必

特別支援教育概論 1 教職必修

教育・保育方法論 2 教職必修

子どもの健康と安全 1 必修

障害児保育 2 必修

乳児保育Ⅰ 2 必修

乳児保育Ⅱ 1 必修

社会的養護Ⅱ 1 必修

子育て支援演習 1 必修

食育の理解と発展 2 選択必修

社会的養護Ⅲ 2 選択必修

保育内容・音楽と遊びⅠ 1 必修

保育内容・子どもの遊びⅠ 1 必修

保育内容・音楽と遊びⅡ 1 選択必修

保育内容・子どもの遊びⅡ 1 選択必修

保育内容・造形と遊びⅠ 1 必修

絵本と保育 1 必修

保育内容・造形と遊びⅡ 1 選択必修

ピアノ奏法Ⅰ 2 選択必修

必修

保育実習Ⅰ 4 必修

ピアノ奏法Ⅱ 2 選択必修

保育実習指導Ⅰ 2

総合演習 保育・教職実践演習（幼） 2 必修／教必

保育実習Ⅱ 2
保育実習Ⅲ 2

保育実習
保育実習指導Ⅱ 1 選

択

必

修

実習指導

と実習で

３単位選

択履修

保育実習指導Ⅲ 1

卒業必修

基礎ゼミ 1 卒業必修

学科教養科目

現代社会と食 2 卒業必修

卒業研究 1

必修／教必

法学(日本国憲法を含む) 2 選択／教必

専攻教養科目

基礎体育・講義 1 必修／教必

基礎体育・実技 1

選択／教必

キャリアプランⅠ 1 選択

英語コミュニケーション 2 選択／教必

情報処理演習Ⅰ 1 選択／教必

学科共修科目

生活学概論 2

情報処理演習Ⅱ 1

選択

人間関係論 2 選択

キャリアプランⅡ(公務員受験対策を含む) 1 選択

地域文化論 2 選択

生活と環境 2 選択

生活と情報社会 2 選択

スポーツ健康学 1 選択

社会貢献活動(ボランティア) 1 選択

職業体験活動(インターンシップ) 1 選択

教科に関する科目

国語 2

教職必修
(６単位選択)

算数 2

図画工作 2
幼児体育 2

生活 2
音楽基礎 2

教職必修
教育実習

教育実習事前事後指導 1 教職必修

教育実習 4
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別表第１の２(保育士養成教育課程)

区
分

教育内容 科　　　　目
履修方法と単位数 選択／必修

の別
年
次講義 演習 実験／実習

必修

保育原理 2 必修

保育の本質・目的に
関する科目

社会福祉 2 必修

子ども家庭福祉 2

教育原理と教育システム 2 必修

子ども家庭支援論 2 必修

社会的養護Ⅰ 2 必修

教師・保育者論 2 必修

必修

子ども家庭支援の心理学 2 必修

相談技法 1 選択必修

保育の心理学Ⅰ 2

必修

乳幼児心理学 2 選択必修

子どもの保健 2 必修

子どもの理解と援助 1 必修

保育の内容・方法に
関する科目

教育・保育課程論 2

子どもの食と栄養 2

保育の対象の理解に
関する科目

保育内容・健康 1

保育内容・言葉 1

乳児保育Ⅱ 1

社会的養護Ⅱ

必修

保育内容・総論 1 必修

小児栄養演習 1 選択必修

必修

保育内容・環境 1 必修

保育内容・人間関係 1 必修

必修

保育内容・表現 1 必修

乳児保育Ⅰ 2 必修

必修

子どもの健康と安全 1 必修

障害児保育 2 必修

1 必修

子育て支援演習 1 必修

食育の理解と発展 2 選択必修

社会的養護Ⅲ 2 選択必修

保育内容・音楽と遊びⅠ 1 必修

保育内容・子どもの遊びⅠ 1 必修

保育内容・造形と遊びⅠ 1 必修

絵本と保育 1 必修

保育内容・音楽と遊びⅡ 1 選択必修

保育内容・子どもの遊びⅡ 1 選択必修

保育内容・造形と遊びⅡ 1 選択必修

ピアノ奏法Ⅰ 2 選択必修

ピアノ奏法Ⅱ 2 選択必修

1 選

択

必

修

実習指導

と実習で

３単位選

択履修

保育実習指導Ⅲ 1

保育実習Ⅰ 4

総合演習 保育・教職実践演習（幼） 2 必修

保育実習Ⅱ 2
保育実習Ⅲ 2

保育実習

保育実習指導Ⅰ 2 必修

必修

保育実習指導Ⅱ

卒業必修

基礎ゼミ 1 卒業必修

学科教養科目

現代社会と食 2 卒業必修

卒業研究 1

必修

法学(日本国憲法を含む) 2 選択

専攻教養科目

基礎体育・講義 1 必修

基礎体育・実技 1

英語コミュニケーション 2 選択

情報処理演習Ⅰ 1 選択

情報処理演習Ⅱ 1 選択

キャリアプランⅠ 1 選択

選択

人間関係論 2 選択

キャリアプランⅡ(公務員受験対策を含む) 1 選択

生活学概論 2

選択

地域文化論 2 選択

生活と環境 2 選択

修　得　す　べ　き　単　位　数 ７２単位以上

備考）専門教育科目中の選択必修科目については、「保育実習指導Ⅱ」－「保育実習Ⅱ」又は「保育実習指

　　導Ⅲ」－「保育実習Ⅲ」のいずれかの組み合わせを含めて、９単位以上を修得しなければならない。

社会貢献活動(ボランティア) 1 選択

職業体験活動(インターンシップ) 1 選択

学科共修科目
生活と情報社会 2 選択

スポーツ健康学 1
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別表第１の３(幼稚園教諭養成教育課程)

最
　
　
低
　
　
修
　
　
得
　
　
単
　
　
位

教職に関する科目 左項の各科目に含めることが必要な事項 単位数
科目と履修方法、単位数 年

次科目名

領域及び保育内容
の指導法に関する

科目

国語

図画工作

体育 幼児体育

保育内容の指導法（情報機器及び教材の活
用を含む。）

6

保育内容・総論

保育内容・健康　

保育内容・人間関係

保育内容・環境

保育内容・言葉

6単位を

選択必修

国語

6単位を

選択必修

算数 算数

生活 生活

音楽 音楽基礎

図画工作

保育内容・表現

小計 12 小計 12

教育の基礎的理解
に関する科目

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

6

教育原理と教育システム（教育

に関する社会的、制度的又は経

営的事項を含む。）

教職の意義及び教員の役割・職務内容
（チーム学校運営への対応を含む。）

1

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生
徒に対する理解

特別支援教育概論

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュ
ラム・マネジメントを含む。）

教育・保育課程論

教育・保育者論

教育に関する社会的、制度的又は経営的事
項（学校と地域との連携及び学校安全への
対応を含む。）

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 保育の心理学Ⅰ ※2

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

小計 4 小計 4

小計 6 小計 9

道徳、総合的な学
習の時間等の指導
法及び生徒指導、
教育相談等に関す
る科目

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の
活用を含む。）

4

教育・保育方法論（情報機
器及び教材の活用を含
む。）

幼児理解の理論及び方法 子ども理解と教育相談支援

教育実践に関する
科目

教育実習
5

教育実習

教育実習指導 教育実習事前事後指導

教職実践演習 2 保育・教職実践演習（幼）

小計 7 小計 7

教育職員免許法第
６６条の６に定め
る科目

日本国憲法 2 法学(日本国憲法を含む)

体育 2
基礎体育・講義

基礎体育・実技

外国語コミュニケーション 2 英語コミュニケーション

情報機器の操作 2
情報処理演習Ⅰ

情報処理演習Ⅱ

小計 8 小計 8

基
礎
資
格

幼稚園教諭二種免
許のみを取得する
場合

短期大学士の学位を有すること 62

別表1の2（保育士養成
教育課程）から62単位

を選択取得

62

総計 99 総計 102

備考１）保育士と幼稚園教諭二種免許を重複取得する場合は、別表第１の２(保育士養成教育課程)と本表の最低修得単位の合計

　　   １１２単位以上を修得する。 ただし、本表中の※印を付した科目の合計１８単位は重複履修となるので最低修得単位か

　　 　ら除き、９４単位以上を修得することとする。

備考２）幼稚園教諭二種免許のみ取得修得する場合は、本表の最低修得単位と基礎資格の合計１０２単位以上を修得する。ただ

　　 　し、基礎資格の単位数には別表第１の２(保育士養成教育課程)中の学科教養科目４単位を含まなければならない。また、

　　 　基礎資格に本表中の※印を付した科目を選択した場合は、その単位数を最低修得単位から除くことができる。

備考３）別表第１の２(保育士養成教育課程)において「情報処理演習Ⅰ」と「情報処理演習Ⅱ」を選択した場合、本表の「情報

　　 　処理演習Ⅰ」及び「情報処理演習Ⅱ」は最低修得単位から除くことができる。



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 五十嵐　覚 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 C

第2回 C

第3回 C

第4回 C

第5回 C

第6回 C A B

第7回 C

第8回 C A B

第9回 C

第10回 C

第11回 C

第12回 C

第13回 C

第14回 C A B

第15回 C

教員の助言

参考文献・図書

1

社会福祉 ○ 1年次

後期 必修

　社会福祉関係事業において、そのサービス提供内容の拡充が図られている中で、保育士に期待される役割を認識し、習

得しておきたい社会福祉関係知識、基礎スキルについて学ぶ。また福祉施設現場での経験を活かし、地域社会での福祉事

業、活動を具体的に提示し、学生個々が福祉課題について考える授業とする。

　社会福祉の歴史や制度の仕組みを学び、現在の社会福祉の課題等を理解できる。3つの領域（子ども家庭福祉、障害福

祉、高齢福祉）における施策、支援サービスの内容を理解できる。また地域社会での福祉活動について理解し、地域にお

ける社会福祉の担い手としての知識、技能を持てる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

　社会福祉の理念と概念、対象と主体、福祉ニーズなどについて学びます。

社会福祉の発展

　日本、および諸外国の社会福祉の歴史、変遷について学びます。

社会福祉の法体系

オリエンテーション・授業概要

　学習する社会福祉全般の概要、学習する範囲などを説明します。

現社会と社会福祉の意義

　社会福祉従事者の概要、専門性と倫理、保健・医療機関分野との連携について学びます。

障害者福祉

　障害者の概念、福祉施策等について学びます。

高齢者福祉

　高齢者の概念、介護保険を中心に福祉施策等について学びます。

貧困問題と福祉

　福祉サービスの財政、利用上必要な費用負担、ソーシャルワーク理論について学びます。

連携とネットワーク

　福祉現場における連携とネットワークについて学びます。

福祉施設の実際

　様々な社会福祉施設の実際を学びます。

社会福祉専門職

　社会福祉基礎構造改革から現在までの法体制について学びます。

社会福祉のサービス実施体系

　社会福祉施設の種類、行政機関等との関連について学びます。

社会福祉の相談援助

　社会福祉における相談援助について学びます。

社会福祉の財政と費用負担・ソーシャルワーク理論

福祉施策は時代に合わせ常に変化しているので、その動向を常に意識しておく。

教科書
『書名「はじめて学ぶ社会福祉」』（著作者　松本峰雄・小野沢昇、出版社　建帛社　　　　　　　　　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

「厚生労働白書」「この子らを世の光に（糸賀一雄）」

事前学習に要する学習時間：概ね60分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね60分を目安とする。

成績・課題等
に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出物ごとに授業で解説します。

成績評価
筆記試験（60％）、レポート、課題（20％）、作品・発表（　　％）、実技（　　％）、
授業による向上的変化（20％）

　貧困問題と、その対策について学びます。

在宅福祉・地域福祉

　在宅福祉・地域福祉について学びます。今後の動向について学びます。

今後の社会福祉の課題

　現在の社会保障制度を理解し、今後の社会福祉の課題について学ぶ。

事前事後
学修

事前：教科書を熟読するとともに、社会福祉に関連 事後：授業内で提示された課題について自己学習し、

する動向を把握しておく。 後の授業にフィードバックする。



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 五十嵐　覚 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 C

第2回 C

第3回 C

第4回 C A B

第5回 C

第6回 C

第7回 C

第8回 C

第9回 C

第10回 C

第11回 C

第12回 C

第13回 C A B

第14回 C A B

第15回 C

教員の助言

参考文献・図書

2

子ども家庭福祉 ○ 1年次

養護問題と虐待・DV

　子どもの養育問題と虐待・DVについて学びます。

障害のある子ども

　障害について学び、障害のある子どもの施策、福祉サービスについて学びます。

子どもの行動

　子どもの行動、少年非行、不登校、ひきこもり、ニート等について学びます。

オリエンテーション：子ども家庭福祉とは

　学習する子ども家庭福祉全般の概要、範囲などを説明します。

子ども家庭福祉の概況

　子ども家庭福祉の概念と理念、子どもの福祉の本質・対象について学びます。

多様な保育ニーズ

　保育所の現状、保育ニーズについて学びます。

後期 必修

　子ども家庭福祉の概念と理念、子ども家庭福祉に関連する施策等全般について学ぶ。複雑な問題を抱える家

庭、地域社会における様々な生活環境問題を理解し、信頼される専門職として活躍できる保育士を目指す。ま

た福祉施設現場での経験を活かし、具体的な事例を通じた相談援助技術の習得を目指す。

　今日の子どもやその家庭、環境をめぐる諸問題と社会的背景を理解し、子どもとその家庭等を含め、サポー

トするための福祉制度や法律などの基礎知識を身に着けることができる。また子どもの権利や社会的養護等の

知識を身につけることができる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

子ども家庭福祉の方法論

　子ども家庭福祉のサービス特徴と専門技術について学びます。

専門機関との連携

　教育、医療、司法の場での連携について学びます。

今後の家庭福祉の課題

　現在の社会保障制度を理解し、今後の子ども家庭福祉の課題について学ぶ。

児童福祉施設

　児童福祉施設について学びます。

世界の子ども家庭福祉

　各国の子ども家庭福祉について学びます。

子ども家庭福祉の専門職

　子ども家庭福祉の専門職について学びます。

子ども家庭福祉の歴史

　欧米、日本における子ども家庭福祉の歴史について学びます。

子ども家庭福祉の制度と法体系

　制度、法体系について学びます。

子ども家庭福祉行政

　子ども家庭福祉の行政機関等について学びます。

「厚生労働白書」「子どもと親が行きたくなる園（佐々木正美：すばる舎」

成績・課題等
に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出物ごとに授業で解説します。

成績評価
筆記試験（60％）、レポート、課題（20％）、作品・発表（　　％）、実技（　　％）、
授業による向上的変化（20％）

保育士としての基礎科目であることを意識し、必要最低限の知識を習得してください。

教科書
『書名「こどもの福祉」』　　　　（著作者　松本峰雄・野島正剛、出版社　建帛社　　　　　　　　　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

事前事後
学修

事前：事前に教科書を熟読し、子どもとその家庭、 事後：講義内容を復習し、期待される保育士になる

また地域の課題を把握しておく。 ために必要な課題を整理しレポートにまとめる。

事前学習に要する学習時間：概ね60分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね60分を目安とする。



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 髙橋  恵津子 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 B C

第3回

第4回 B

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回 A

第11回

第12回 B

第13回

第14回

第15回 C

教員の助言

参考文献・図書

3

保育原理 ○ 1年次

前期 必修

保育所保育指針における保育の基本①

　保育所保育指針・保育所保育に関する基本原則・保育における養護について学ぶ

保育所保育指針における保育の基本②

　保育の目標、保育の内容について

保育所保育指針における保育の基本③

保育の環境、方法について

保育の意味を考える

　保育とは何か・保育士に必要な専門性とは・保育原理とは

保育に関する法令及び制度について学ぶ①

　子ども家庭福祉の法体系における保育の位置づけと関係法令について・子ども子育て支援制度

保育に関する法令及び制度について学ぶ②

　保育に関連する諸法令（保育所・幼稚園・幼保連携型認定こども園）

保育の歴史・制度・保育内容などの知識を習得し、保育の意義や原理、原則を理解していく。また、社会的役割、保育

ニーズ、健やかな子どもの成長を育む保育について理解し、保育計画や評価の方法など保育の実際を学ぶことで、保育者

としての資質や専門性をを高めていく。保育現場での教育、指導、管理職しての経験をいかし、具体的な場面や様々な事

例を通して、ともに考え学び合うという実践的な教育を行う

①保育の意義及び目的や保育所保育指針における保育の基本を理解する

②保育に関する法令及び制度について理解する

③保育の歴史や思想を学び、現代の保育理論の特質を理解する

④保育士の専門性・倫理観など他者に説明することができる

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

ガイダンス

（１）授業概要と授業計画（２）子ども観と保育（３）自身の子ども観について考える

保育の現状と課題について理解する

（１）諸外国の保育の現状（２）日本の保育の現状と課題

まとめとこれからの課題

　自らの保育観や保育者観について確認する

事前事後

学修

事前： 事後：

キーワードについて教科書、指導書等を活用し調べる 本日の講義内容についてレポートにまとめ、配布された資料の整理
をする

事前学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。

保育の思想と歴史的変遷①

　諸外国の保育の思想と歴史

保育の思想と歴史的変遷②

　日本の保育の思想と歴史

保育者に求められる子育て家庭支援について

（１）支援の基本（２）様々な取り組み（３）特別なニーズをもつ家庭への支援等について

保育所保育指針における保育の基本④

(1)保育における計画の意義、（２）子ども理解に基づく計画について（３）子ども理解に基づく記録

保育所保育指針における保育の基本⑤

　実践・評価・改善の過程とその循環、カリキュラムマネジメントについて

育ちや学びの連続性について

　(1)保育の専門性と質の向上について（２）保育者としての研修について

教科書
『新・保育原理ーすばらしき保育のせかいへ　第４版』（著作者　三宅茂夫、出版社　みらい　）

保育所保育指針解説、幼稚園教育要領解説、幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説

保育原理の基礎と演習　柴﨑正行　わかば社

事後学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

授業内で指示した課題（レポート）は、後日、コメント、評価などをつけて返却する

成績評価
筆記試験（５０％）、レポート、課題（２０％）、発表・提案（２０％）、実技（　％）、
授業による向上的変化（１０％）

本授業は他の科目の本源になるので主体的に授業に参加し、内容の習得に努めること



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 佐藤　功 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A

第2回 A

第3回 A

第4回 A

第5回 A

第6回 A

第7回 A

第8回 A

第9回 A

第10回 A

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

教員の助言

参考文献・図書

4

前期 必修/教必

教育についての基本的な見方・考え方の土台づくりを目的とする。指導主事の経験を生かし、教育の理念、思

想、歴史、教育制度及び教員の役割や職務内容、教育における今日的課題など、幅広い領域を取り込み、保

育・教育実践をする上での素地を培えるよう指導する。

教育の思想や歴史的変遷、教育制度について学び、教育の基本的概念を身に付けろ。教職の意義、教員の役

割、職務内容、社会的な動向と教育のかかわりについて理解する。これらを踏まえ、保育・教育に関する基礎

的な理論をもとに、自分なりの実践者としての構想を持つ。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

教育原理と教育システム ○ 1年次

教職の意義・教員の役割　〇学校教育と教職、教員の資質能力、教員の職務の内容、

                                   　　  チーム学校職務 内容と経営への参画

・教職の職業的特徴・教員の服務上・身分上の義務・校務分掌

諸外国の教育制度　　　　〇諸外国の教育制度と教育課題

・米、英、独、仏、フィンランドなど・教育格差・質の維持と向上

教育実践の基礎　　　〇教育課程の意義及び編成・実践、カリキュラムマネジメントと評価

・保育内容・保育方法・保育形態・計画と評価・保育記録と指導改善　

様々な教育実践　　　〇フレーベル理論、モンテリッソーリ理論に基づく幼児教育

日本の教育思想と歴史　〇日本の教育思想の歴史、江戸・明治期の教育、戦後の教育の変遷　

・幼稚園教育の始まり・倉橋惣三、城戸幡太郎の教育思想

教育制度の基本　　　　　〇教育制度の起こり、近代教育学の起こりと教育制度

・日本の近代教育・日本の教育制度・教育委員会・教育格差問題　

教育の法律と行政　　　　〇教育を規定する法律、安心・安全を保障する学校経営と学校評価

・憲法、学校教育法など・学校選択制やコミュニティ・スクール　

教育の基本的概念　　　　〇オリエンテーション、学習の概要と授業計画

・教育とは何か・教育の必要性・人間形成と教育

教育の目的　　　　　　　〇教育目的の設定　教育理念と教育目的・教育目標

・保育現場の教育目的と目標・教育目的の変遷

教育と児童福祉の関連性　〇教育と児童福祉、教育要領・保育指針等と家庭・地域社会、

                                     人間形成と家庭・地域社会

・新たな子育て支援　・保幼小の連携　・教育資源としての家庭・社会

諸外国の教育の歴史　　　〇諸外国における公教育の発展、近代と教育諸外国の教育思想

 ・仏、英、独、米などの公教育・コメニウス、ルソ―、フレーベル等

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

レポート・課題について、採点・評価して返却します。

成績評価
筆記試験（６０％）、レポート、課題（１５％）、作品・発表（１０％）、実技（　　％）、
授業による向上的変化（１５％）

卒業後は、保育士、幼稚園教諭として「先生」と呼ばれる立場になることを意識して授業に臨んでください。

教科書
矢藤誠慈郎　北野幸子編集　『教育原理』（中央法規）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

・保護者への対応・学校と地域との連携・協働・教員の働き方改革

学校安全への対応　　〇危機管理や事故対応

・安全管理及び安全教育

事前事後

学修

事前：次回学習内容を教科書で確認し、キーワード等を抜き出し
ておくこと。

事後：学習内容を復習し、気付いた点、気になった点、感じた点等
を記録しておくこと。

事前学習に要する学習時間：概ね３０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね６０分を目安とする。

・「森の幼稚園」・これからの教育実践の課題・小学校教育との連携

生涯学習社会と教育　〇生涯学習の基本概念と基礎理論

・生涯学習の基礎理論・日本の生涯学習・学校と地域との連携・協働

現代教育の課題①　　〇新学習指導要領の目指す教育の実現

・幼稚園教育要領・保育所保育方針・認定こども園教育・保育要領

現代教育の課題②　　〇保護者・地域社会との連携

汐見稔幸　編著　『よくわかる　教育原理』(ミネルヴァ書房)



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 藤生  睦恵 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 A

第3回 A

第4回 A B

第5回 A B

第6回 A B

第7回 A

第8回

第9回 A B

第10回 A

第11回 B

第12回 B C

第13回 A

第14回 B

第15回 A B C

教員の助言

教科書

参考文献・図書
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子ども家庭支援の目的と機能について

保育士などが目指す子ども家庭支援とは何かを理解する

子育て支援施策・次世代育成支援施策の推進について

子ども・子育て関連３法の成立過程について

子育て家庭の福祉を図るための社会資源について

社会資源の種類・担い手・活用の現状を把握する

・保育所現場での保育、教育、指導、管理職としての経験をいかして実践力を高める教育を行う。

・子ども家庭支援の意義と役割

・保育士による子どもの家庭生活の意義と基本

・多様な支援の展開と関係機関との連携
・子育て家庭に対する支援の意義・目的を理解する

・保育士としての専門性を理解し、子育てに対する支援の体制を学修する

・多様な支援の展開と子ども家庭支援の現状、課題について理解する

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

子ども家庭支援の意義と必要性について

少子化社会対策と子育て支援の内容を理解する

子ども家庭支援論 ○ 2年次

－ 必修

子ども家庭支援の内容と対象について

相談援助技術の活用を学修する

保育所等を利用する子どもの家庭への支援について

事例を通して現場での課題を知る

地域の子育て家庭への支援について

子育ての楽しさを感じられるためにする方法を考える

保育士に求められる基本的態度について

信頼関係について・バイステックの7原則

家庭の状況に応じた支援について

保育者に求められる姿勢を学ぶ

地域の資源の活用と自治体・関係機関との連携・協力

地域に必要とされる保育者のあり方と専門性の向上について

保育の専門性を活かした子ども家庭支援とその意義

保育所保育指針が謳う子育て支援とは何かを学ぶ

子どもの育ちの喜びの共有について

保育現場でのクラスだよりや園だよりを参考にして園長の想いに気付く

保護者および地域が有する子育てを自ら実践する力の向上に資する支援について

保育所保育指針の解説からみる保育士に求められる視点について理解する

『書名　子ども家庭支援論　』（著作者　松原康雄　村田典子　南野奈津子　、出版社　中央法規　　　　　）

資料の配布や図書の紹介の形で随時行う

事後学習に要する学習時間：概ね４５分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出したワークシートは採点して返却する
教室でワークシートの内容について解説する
授業内容のキーワードの確認をする

成績評価
筆記試験（６０％）、レポート、課題（１０％）、作品・発表（１０％）、実技（１０％）、
授業による向上的変化（１０％）

近年、家庭での養育力の低下が問題となっているが保育士としてできる支援を伝えたい。

要保護児童およびその家庭に対する支援について

要保護児童の家庭的背景を学び、支援の枠組みとあり方を理解する

子育て支援に関する課題と展望について

子育て支援ニーズの多様化・連携機関の多様化を把握する

事前事後

学修

事前：保育所保育指針の第４章子育て支援を読んでおく 事後：毎回の授業で使うワークシートを提出する

保育所保育指針解説も読み、第4章を理解する 保育士の専門性と仕事内容について理解する
事前学習に要する学習時間：概ね４５分を目安とする。



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 甲賀　崇史 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回 A

第4回 A

第5回 A

第6回 A

第7回 A

第8回 A

第9回 A

第10回 A B

第11回 A B

第12回 A B

第13回 A

第14回 A

第15回 A

教員の助言

参考文献・図書
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社会的養護Ⅰ － 1年次

後期 必修

社会的養護の仕組みと実施体系①

ー現代の家庭と社会的養護の理解

社会的養護の仕組みと実施体系②

ー社会的養護におけるソーシャルワークの理解

社会的養護の制度と実施体系

ー社会的養護の実際の理解

現代社会における社会的養護の理念と歴史変遷②

社会的養護の歴史の理解

子どもの人権擁護と社会的養護①

社会的養護における子どもの権利の理解

子どもの人権擁護と社会的養護②

ー社会的養護の基本原理の関係理解

社会的養護の意義と歴史的変遷についての基礎的知識を身につけ、施設養護と家庭養護の制度や実施体系を学習します。

また、乳児院や児童養護施設等、里親やファミリー ホーム等に関しての機能と役割、課題についての理解を深めます。加

えて、社会的養護を担う保育士に要する基本的理念（子どもの権利擁護、専門職の倫理等）および支援の計画と実践に関

する方法等について学びます。

1. 現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷ならびに現状と課題について理解する。

2. 子どもの人権擁護を踏まえた社会的養護の基本、制度や実施体系について理解する。

3. 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。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

現代社会における社会的養護の理念と歴史変遷①
ー児童家庭福祉と社会的養護の理解

社会的養護の現状と課題①

ー虐待を受けた子どもへの支援の理解

社会的養護の現状と課題②

ー社会的養護のこれから

事前事後

学修

事前： 事後：

指示された教科書の範囲を読んでおく 授業中に配布された資料を読み直す

事前学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。

社会的養護の対象・形態・専門職②

ー通園型児童福祉施設の種別と機能の理解

社会的養護の対象・形態・専門職③

ー家庭型社会的養護の種別と機能の理解

社会的養護に関する社会的状況

ー社会的養護と地域社会との関係の理解

社会的養護における保育士等の倫理と責務①

ー社会的養護を担う専門職の理解

社会的養護における保育士等の倫理と責務②

ー社会的養護における運営管理の理解

社会的養護の対象・形態・専門職①

ー居住型児童福祉施設の種別と機能の理解

教科書
『社会的養護内容入門 』（小田兼三・石井勲、ミネルヴァ書房）

事後学習に要する学習時間：概ね60分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

教室で解説する

成績評価 筆記試験（50％）、レポート、課題（30％）、授業による向上的変化（20％）

社会的養護の役割は、ますます大きくなっています。一緒に学んでいきましょう。



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 吉原　隆志 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 B C

第2回 A C

第3回 B D

第4回 A B

第5回 B D

第6回 B D

第7回 A D

第8回 B C

第9回 A D

第10回 A D

第11回 A C

第12回 A B

第13回 B C

第14回 C D

第15回 A B

教員の助言

参考文献・図書
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前期 必修/教必

教職の意義、教員の役割・資質能力、職務内容について身に付ける。

教職への意欲を高め、さらに適性を判断し、進路選択に資する教職の在り方を理解する。

保育者・保育士の役割や倫理、専門性や協働について理解する。

学校教育や教職の社会的意義を理解できる。教員に求められる役割や資質能力を理解できる。

教員の職務内容や服務上の義務を理解できる。学校が専門家等と連携して対応することを理解できる。

保育者の役割と倫理について理解できる。保育者の連携・協働について理解できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

教師・保育者論 ○ 2年次

保育者として働くこと、保育者の職場文化と同僚性について理解する。

学び続ける保育者について考え、保育者としての生涯学習について理解する。

「気になる子ども」について理解し、特別支援教育についての認識を深める。

子育て支援と保育者の役割、子育て支援の政策動向について理解する。

増加し多様化する「保育者」の課題について理解する。

家庭との連携と保護者に対する支援について理解する。

保育士の制度的位置づけ、信用失墜行為及び秘密保持義務等について理解する。

児童福祉法における保育士の定義、資格・要件、欠格事由について理解する。

教育、保育実践をする者への転換について理解する。

幼稚園教諭免許状・保育士資格と教育実習・保育実習について理解する。

保育士の専門性について理解する。

保育士の資質・能力、養護及び教育の一体的展開について理解する。

教職の意義、教員の役割について理解する。

今まで出会った思い出の先生(保育者)について考える。

保育者から見る保育の世界、「保育者」になることについて理解する。

子どもの目から見た保育者について理解する。

保育者の役割と倫理について理解する。

教員の職務内容について理解する。

事前事後
学修

事前：教職の意義及び教員の役割・職務内容について調べ
る。

事後：教職の意義及び教員の役割・職務内容についてレポー
トにまとめる。

事前学習に要する学習時間：概ね４０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね５０分を目安とする。

成績・課題等
に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出したレポートを採点し、コメントを付けて返却し、教室で解説する。

保育者の資質向上とキャリア形成の意義について理解できる。

保育者のキャリアモデル、模擬授業とその振り返りによる保育改善について理解する。

教職員や多様な専門性を持つ人材と連携・分担しチームとして対応することを理解する。

保育者の連携・協働について理解する。

学生生活は保育者になるための宝探しについて理解する。

「人とのかかわりは失敗から学ぶもの」について理解する。

コミュニケーション、異文化理解教育について理解する。

「男女共同参画」理念と「ジェンダーフリー」論について知る。

保育者の仕事、新任保育士の課題について理解する。

保護者への支援について理解する。

教員に課せられる服務上・身分上の義務及び身分保障を理解する。

上司の職務上の命令に従う義務、職務に専念する義務等について理解する。

『書名　子ども臨床とカウンセリング』（著作者　伊藤　健次編、出版社 株式会社みらい）

成績評価
筆記試験（60％）、レポート・課題（20％）、作品・発表（10％）、                            授業に
よる向上的変化（10％）

子どもとの望ましいかかわり方や的確な指導援助について実践的に考え、習得する。

教科書
『書名 今に生きる保育者論〔第４版〕』（著作者　秋田 貴代美、出版社 株式会社みらい）



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 加藤　富士人 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 B D

第2回 B D

第3回 B C

第4回 B D

第5回 D

第6回 D

第7回 B D

第8回 B D

第9回 B D

第10回 B D

第11回 B D

第12回 D

第13回 A D

第14回 B D

第15回 C D

教員の助言

参考文献・図書
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保育士や幼稚園教諭には、子どもや保護者からの相談に適切に対応する資質や能力が求められています。教育相談の意義

や目的を正しく理解し、自己を開示しながら他者とのコミュニケーションがとれる力を高め、自己と他者への理解を深め

ることをめざします。 学校現場での指導、管理職としての経験をいかして主体的・対話的で深い学びのある実践的なエク

ササイズを行います。

保育者として子どもや保護者を支援・援助するために、

１.子どもや保護者の心を知ることができるよう、心理学の理論と教育相談の方法を理解しています。

２.保育や幼児教育にいかすためのカウンセリングの理論と技法が活用できます。

３.具体的な事例をもとに、学内の職員・学外の機関との連携を図ろうとする態度が身についています。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

「アイスブレイク実習」…初めて出会う人同士が緊張感を持つことなく、学びの共同体となるよう、非

言語的なエクササイズから、言語を用いたコミュニケーションの成立までを実践します。

相談技法 ○ 2年次

後期 選択必修

「一行詩によるコミュニケーション」…「一行詩」をもとにして、自己理解、他者理解を進めるコミュ

ニケーション活動を実践します。事前学習とシェアリングを実施します。

「教育相談における基本的態度」…来談者中心のカウンセリングについて学びます。各種面談、電話相

談を含めて、場面構成の方法について実習します。

「カウンセリング理論と技法」…カウンセリングの基本的技法として、「受容」「繰り返し」「感情の

明確化」を実習します。ペアでのシェアリングを実施します。

「エゴグラムによる自己分析」…「エゴグラム」を用いて性格を５つの心で分析する、交流分析法を体

験します。自己理解を深めることをねらいとしています。

「自立訓練法実習」…ストレスを解消するための簡単な自立訓練法を学びます。背景公式・第１公式・

第２公式・消去公式までを中心に実習します。

「ジョハリの窓の活用」…「ジョハリの窓」を活用して、自己開示と他者へのコミュニケーションを円

滑にする準備を実践します。

「構成的グループ・エンカウンター実習」…グループワークを中心に、言語を用いた自己理解、他者理

解のためのエクササイズ実習します。

「ユニバーサルデザインの意義と実例」…身の回りにあるユニバーサルデザインについて、その意義を

考え、環境設定について工夫します。

「自己理解の進め方」…「自己理解シート」を活用して自己理解を進める方法を実習します。グループ

内で個人的な気づきのシェアリングを体験します。

事後学習に要する学習時間：概ね20分を目安とする。

成績・課題等
に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

リフレクションシートにコメントを付けて返却します。レポート・課題にコメントを付けて返却します。一
行詩を集約してまとめます。

成績評価 レポート、課題（60％）、作品・発表（20％）、授業による向上的変化（20％）

保育や幼児教育での現場で求められる能力を身につけます。そのためペアやグループでの対話的な活動が中心になります。

「アサーティブ・コミュニケーション実習」…相手を尊重しながら適切に自己主張するためのアサー

ティブなコミュニケーションについてロールプレイを通して学びます。

「事例報告プレゼンテーション」…事例として取りあげた問題について、アセスメントを行います。

グループもしくは全体でのプレゼンテーションを実施します。

事前事後
学修

事前：面談を行い、逐語記録の作成をします。 事後：一行詩のリフレクションを実施します。

研究を進めて、事例報告書の作成をします。 面談を行い、逐語記録の作成をします。

事前学習に要する学習時間：概ね25分を目安とする。

「カウンセリング理論と技法」…カウンセリングの基本的技法として、「開かれた質問」「感情の反映」を加

を加えたロールプレイを通して実習します。ペアでのシェアリングを実施します。

「逐語記録の活用」…「逐語記録」をもとに、書き方や分析の方法について実習をします。例題となる

逐語記録の分析から、実際に記録をとることを課題とします。

「事例研究の進め方」…「事例報告書」の作成から事例研究の進め方までを実習します。事前に事例と

なる対象をみつけて準備し、問題に取り組むことが必要です。

教科書
なし（各回に資料とワ－クシートを配付します。）

『教師のためのカウンセリングゼミナール』（菅野純　実務教育出版）、『構成的グループ・エンカウンター』　國分康孝　（誠信書房）



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 音山  若穂 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回

第4回 B

第5回

第6回 B

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回 B

第12回 B

第13回

第14回

第15回 C

教員の助言

参考文献・図書
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発達の概念と教育における発達理解の意義　子どもの発達と環境　（発達を捉える視点）

発達と相互作用　発達の理論と子ども観、保育観　（発達を捉える視点）

身体的機能と運動機能の発達　（こどもの発達過程）

前期 必修/教必

幼稚園教諭や保育士として必要な、子どもの心身の発達及び学習の過程についての基礎的な知識の解説と、発

達を踏まえた学習を支える指導の基本的な考え方についての解説。集団作りや主体的学習活動についても触れ

る。

保育に関する心理学的知識を踏まえて、発達を捉えることができる。養護及び教育の一体性や、発達に即した

援助の基本についても理解している。乳幼児期の子どもの学びの過程や特性、人との関わりや体験、環境の意

義を理解している。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

保育の心理学Ⅰ － 1年次

個人と集団　子どもの対人関係　集団のなかの子ども（子どもの学びと保育）

集団あそび、集団づくり（子どもの学びと保育）

子どもとアセスメント

乳幼児期の学びに関わる理論　（子どもの学びと保育）

乳幼児期の学びの過程と特性（子どもの学びと保育）

動機付け　乳幼児期の学びを支える保育（子どもの学びと保育）

感覚・知覚の発達　認知の発達　（こどもの発達過程）

言語の発達　（こどもの発達過程）

概念の獲得　社会情動的発達　（こどもの発達過程）

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

毎時間の授業終了時に課題を回収し、次の時間に返却する

成績評価
筆記試験（　　％）、レポート、課題（８０％）、作品・発表（　　％）、実技（　　％）、
授業による向上的変化（２０％）

演習では積極的にワークに参加する姿勢が求められます

教科書
『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

事前事後

学修

事前：　前の回の授業で予告するテーマについて調べる等 事後：　課題についての振り返り

事前学習に要する学習時間：概ね４５分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね４５分を目安とする。

子どもの主体的な活動とその指導

主体的活動の指導案検討

主体的活動の指導案づくりと、これまでの学習の振り返り

「子どもとかかわる人のための心理学」（沼山博・三浦主博、萌文書林）



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 天宮  陽子 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A

第2回 A

第3回 A

第4回 A

第5回 A

第6回 A

第7回

第8回

第9回 A B

第10回 A B

第11回 A

第12回 B C

第13回 B C

第14回

第15回

教員の助言

参考文献・図書
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幼児期の発達（発達段階における基本的な特徴、初期経験の重要性について）

学童期の発達（小学校入学以降の発達の特徴について）

青年期の発達（身体的発達、認知発達、対人関係の変化、問題行動）

生涯発達と初期経験の重要性について解説をする。家族・家庭の理解、子育て家庭に関する現状と課題に関す

る内容、多様な家庭支援の実践例の紹介。子どもの精神保健とその課題について解説し、地域の中の支援との

連携について紹介する。

生涯発達に関する心理学の基礎的な知識を習得し、初期経験の重要性について理解している。親子、家族関係

について発達的な観点から理解し、子どもとその家庭を包括的に捉えることができる。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している。子どもの精神保健とその課題について理解している。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

乳児期の発達（生まれてから2歳児までの初期発達の特徴と保護者のかかわりについて）

子ども家庭支援の心理学 － 1年次

後期 必修

ライフコースと仕事・子育て（ライフコースの歴史的変遷と現代の日本社会の様相）

多様な家庭とその理解（さまざまな家庭の状況や課題と具体的支援）

特別な配慮を要する家庭（特別なニーズを必要とする家庭への支援）

家族関係・親子関係の理解（家庭ライフサイクル論、家庭システム論）

子育ての経験と親としての育ち（保護者の気持ちを理解する）

子育てを取り巻く社会的状況（晩婚化・非婚化をめぐる社会的状況）

成人期・中年期の発達（特徴や課題について）

高齢期の発達（高齢者を取り巻く社会状況、高齢者福祉、支援について）

家族・家庭の意義と機能（家族の定義や機能の変化）

随時紹介する

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出された課題についてはコメントを付けて返却する。

成績評価 課題（60％）、発表（20％）、授業による向上的変化（20％）

新聞やテレビ、ネットニュースなど子どもに関する情報や施設などに関心を持つ。

教科書 『子ども家庭支援の心理学』（児童育成協会監修、白川佳子・福丸由佳編集、中央法規）

子どもの生活・生育環境とその影響（子どもの年齢に応じて必要とされる環境）

子どものこころの健康に関わる問題（子どものこころの健康の課題、専門機関との連携）

事前事後

学修

事前：社会動向に関心を持ち、授業内容と関連づけて問題意識
を持つ。

事後：課題についての振り返りノートを作成し、まとめる

事前学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 早乙女　千恵子 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

　

第2回

第3回

第4回 B

第5回

第6回

第7回 B

第8回

第9回 B

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回 B

教員の助言

教科書

参考文献・図書
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子どもの保健 ○ 2年次

後期 必修

子どもの身体的発育・発達と保健①

　・身体発育及び運動機能の発達と保健について学ぶ。

子どもの身体的発育・発達と保健②

　・生理機能の発達と保健について学ぶ。

子どもの心身の健康状態とその把握①

　・健康状態の観察や心身の不調等の早期発見等について学ぶ。

子どもの心身の健康と保健の意義②

　・健康の概念と健康指標について学ぶ。

子どもの心身の健康と保健の意義③

　・現代社会における子どもの健康に関する現状と母子保健施策について学ぶ。

子どもの心身の健康と保健の意義④

　・地域における保健活動と子ども虐待防止について学ぶ。

保育と保育指導の専門家として働くために必要な内容について学修する。
公衆衛生現場での教育、指導、管理職としての経験をいかして実践力が身に付くような教育を行う。

子どもの心身の健康について理解すると共に児童の保護者に対する保育の指導ができるようにする。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

子どもの心身の健康と保健の意義①

　・生命の保持と情緒の安定にかかる保健活動の意義と目的について学ぶ。

子どもの疾病の予防と適切な対応⑤

　・主な疾病の特徴：感染症について学ぶ。

子どもの疾病の予防と適切な対応⑥

・健康診断や健康観察、感染症発生時の対応等について学ぶ。

事前事後
学修

事前：次回の予告テーマについて調べる。 事後：講義等の振り返りを行う。

事前学習に要する学習時間：概ね25分を目安とする。

子どもの疾病の予防と適切な対応②

　・主な疾病の特徴：循環器、呼吸器、血液、消化器の病気について学ぶ。

子どもの疾病の予防と適切な対応③

　・主な疾病の特徴：アレルギー、免疫、腎泌尿器、内分泌の病気について学ぶ。

子どもの疾病の予防と適切な対応④

　・主な疾病の特徴：脳の病気、その他の病気について学ぶ。

子どもの心身の健康状態とその把握②

　・発育・発達の把握と健康診断について学ぶ。

子どもの心身の健康状態とその把握③

　・保護者との情報共有について学ぶ。

子どもの疾病の予防と適切な対応①

　・主な疾病の特徴：新生児の病気、先天性の病気について学ぶ。

『子どもの保健』（監修　公益財団法人児童育成協会　編集　松田博雄・金森三枝）中央法規

保育所保育指針（平成29年告示）厚生労働省

事後学習に要する学習時間：概ね25分を目安とする。

成績・課題等
に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出物は確認後返却する。

成績評価 筆記試験（60％）、レポート、課題（20％）、授業による向上的変化（20％）

「子どもの健康と安全」の学修と関連させて行う。子どもの健康や安全にかかわるニュースについて知る。



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 音山  若穂 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回 B

第11回 B

第12回 B

第13回

第14回

第15回

教員の助言

参考文献・図書
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心身の発達と保育実践、子どもの経験や学習過程の理解、保育における発達援助について、基本的な知識を解

説する。子どもの理解に基づく援助の具体的な方法についての演習を行なう。

一人一人の子どもの実態を把握することの意義について理解している。子ども理解の考え方や、具体的な方法

について理解している。子どもの理解に基づく保育士の援助や態度の基本について理解している。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

子ども理解の意義　養護及び教育の一体的展開　（子どもの実態に応じた発達や学びの把握）

子どもの理解と援助 － 2年次

－ 必修

保育の環境の理解と構成（子どもを理解する視点）

環境の変化や移行（子どもを理解する視点）

子どものアセスメント　観察法　（子どもを理解する方法）

子ども相互の関わりと関係づくり（子どもを理解する視点）

集団における経験と育ち（子どもを理解する視点）

葛藤やつまづき（子どもを理解する視点）

共感的理解と関わり　（子どもの実態に応じた発達や学びの把握）

子どもの生活や遊び（子どもを理解する視点）

保育の人的環境としての保育者と子どもの発達（子どもを理解する視点）

事後学習に要する学習時間：概ね４５分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

毎時間の授業終了時に課題を回収し、次の時間に返却する

成績評価
筆記試験（　　％）、レポート、課題（８０％）、作品・発表（　　％）、実技（　　％）、
授業による向上的変化（２０％）

演習では積極的にワークに参加する姿勢が求められます

配慮が必要な子への理解と援助（子どもの理解に基づく発達援助）

発達の連続性と就学への支援（子どもの理解に基づく発達援助）

事前事後

学修

事前：　前の回の授業で予告するテーマについて調べる等 事後：　課題についての振り返り

事前学習に要する学習時間：概ね４５分を目安とする。

エピソード記録のとり方　（子どもを理解する方法）

保護者との情報の共有　保護者の心情　（子どもを理解する方法）

課題に応じた関わり（子どもの理解に基づく発達援助）

教科書
『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

「子どもとかかわる人のための心理学」（沼山博・三浦主博、萌文書林）



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 尾上  治子 単位 2単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 小児栄養について

第3回 小児栄養について B

第4回 小児栄養について

第5回

第6回 B

第7回

第8回

第9回 B

第10回 B

第11回

第12回

第13回 B

第14回

第15回

13

小児栄養について

子どもの食と栄養　　　

子どもの心身の健康と食生活

子どもの発育・発達と食生活

精神・運動機能の発達

栄養素に関する基本的知識

通年 必修

幼児期における栄養の基礎知識を学修し、子どもの発達段階に適した食生活に関する知識と技術を習得する。

食育の基本と食育のための環境を理解し、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考える。

さらに、特別な配慮を要する子どもの食と栄養について学修する。栄養士としての経験をいかして実践的な教

育を行う。

①幼児期の食生活・栄養の基礎について説明できる。

②子どもの発育・発達との関連に理解を深めることができる。

③幼児期の食育の実践の工夫ができる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

子どもの食と栄養 ○ 1年次

妊娠・授乳期の栄養

子どもの発育発達と食生活

乳幼児の心身の特徴と食生活

子どもの発育発達と食生活　　　＊ミニテスト実施

離乳の意義とその実践

子どもの発育発達と食生活

食事摂取基準2015.2020

献立作成と調理の基本

献立と食品構成、食事バランスガイドの活用

食品表示による購入と選択

食品表示の実際と活用

子どもの発育発達と食生活

食べる機能・消化吸収機能発達

栄養素に関する基本的知識

栄養素・栄養生理・代謝に関する基本的知識①

栄養素に関する基本的知識

栄養素・栄養生理・代謝に関する基本的知識②

食事摂取基準とその活用　　＊ミニテスト実施

乳児期の心身の特徴と食生活①

子どもの発育発達と食生活　　　乳児期の心身の特徴と食生活②　　前期試験について

前期科目ファイルの提出をする。　　



第16回

第17回

第18回

第19回

第20回 B

第21回 B

第22回 C

第23回 C

第24回

第25回

第26回

第27回

第28回

第29回

第30回 B C

教員の助言

参考文献・図書
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間食の意義とその実践

子どもの発育発達と食生活

幼児期の心身の特徴と食生活

子どもの発育発達と食生活

学童期・思春期の特徴と食生活　　＊ミニテスト実施

食育の基本と実践

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

子どもの発育発達と食生活

保育所給食の概要、保育所における食事の提供ガイドライン

特別な配慮を要する子ども

子どもの疾病の特徴と食生活

子どもの食と栄養　　　　　　　　　＊ミニテスト実施

食事療法を要する子ども

子どもの食と栄養

食育の実践①　　　グループ発表

食育の基本と実践

食育の実践②　　　グループ発表

家庭や施設における栄養

家庭や児童福祉施設における食事と栄養

家庭や施設における栄養

食育の背景と環境づくり、保育における食育の意義・目的と基本的考え方

食育の基本と実践

食育の内容と計画づくり①

食育の基本と実践

食育の内容と計画づくり②

食育の基本と実践

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

課題レポートを評価し返却する。
ミニテストについての解答をする。
グループ発表後に相互評価を行いコメントする。

成績評価
筆記試験（６０％）、レポート、課題（１０％）、作品・発表（１０％）、実技（１０％）、
授業による向上的変化（１０％）

自己の食生活を見直し、食育実践学修に繫がるよう心がける。課題レポートは、提出期限を厳守する。

教科書
『書名　子どもの食と栄養』（著作者　堤ちはる・他、出版社　萌文書林）

事前事後

学修

事前：テキストに目を通し、講義内容を確認しておく。 事後：返却された課題レポートの振り返りをする。

乳幼児に関する情報を収集しておく。 科目ファイルを整理し、講義内容を確認する。

事前学習に要する学習時間：概ね３０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね３０分を目安とする。

食物アレルギーのある子どものへの対応、保育所における食物アレルギー対応ガイドライン

子どもの食と栄養

障害のある子どもへの対応

子どもの食と栄養　　保育現場で考える　　後期試験について

後期科目ファイルの提出をする。

授乳・離乳の支援ガイド実践の手引き　柳澤正義監修　母子衛生研究会



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 吉原　隆志 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A B

第2回 A B

第3回 B C

第4回 B D

第5回 B D

第6回 A B

第7回 A C

第8回 A B

第9回 B D

第10回 A D

第11回 A D

第12回 B D

第13回 B D

第14回 A D

第15回 A B

教員の助言

参考文献・図書
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幼児理解を深めるための教師の基礎的な態度を理解する。

教育相談の集団療法について理解する。

個と集団を捉える意義や方法を理解する。

教育相談にかかわる心理学の基礎的な理論・概念を理解する。

幼児教育の意義について理解する。

カウンセリングマインドの必要性を理解できる。

幼児の生活や遊びに即して幼児の発達や学び、つまずき、その要因把握の原理や対応方法を理解する。

幼児、児童生徒の発達状況に即し、個々の心理的特質や教育的課題を適切に捉え、支援に必要な基礎的知識(カウンセリ

ングの意義、理論や技法の基礎的知識を含む)を身に付ける。

学校現場での指導、教育、管理職の経験を生かして、実践的な教育を行う。

幼児教育の意義を理解できる。幼児教育から発達や学びを捉える原理を理解できる。

観察と記録の意義や観察法の基礎を理解できる。幼児のつまずきを他児との関係や背景から理解できる。

学校における教育相談の意義と理論を理解できる。教育相談に必要な基礎的知識を理解できる。

教育相談の具体的進め方やポイント、組織的な取り組みや連携について理解できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

幼児理解の意義や発達や学びを捉える原理を理解する。

教育相談の意義と課題を理解する。

子ども理解と教育相談支援 ○ 2年次

－ 教職必修

教育相談の計画の作成や校内体制の整備など、組織的な取り組みを理解できる。

保育園での報告書の様式と書き方の演習をする。

子どもの不安について理解し、対応策を考える。

アサーショントレーニングについて理解し、演習をする。

いじめの発生する集団状況について理解し、対応策を考える。

いじめ、不登園等に対する幼児の発達段階や課題に応じた教育相談の進め方を理解できる。

保育の出発点としての子どもの理解をする。

子どもを知ることの意味や保育という場の子どもの気持ちや考えを理解する。

幼児のつまずきを周りの幼児との関係やその他の背景から理解する。

描画療法を使った実習をする。

観察の記録の意義や観察法等の基礎的な事柄を理解する。

子ども理解の方法について学習する。

遊戯療法の基本的原理について理解する。

コラージュ療法を使った実習をする。

受容・傾聴・共感的理解等のカウンセリングの基礎的な姿勢や技法を理解する。

教育相談計画の作成と校内体制の整備などの組織的な取り組みについて理解する。

幼児及び保護者に対する教育相談を行う際の目標の立て方や進め方を理解する。

保護者の心情と基礎的な対応の方法を理解する。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出したレポートを採点し、コメントを付けて返却し、教室で解説する。

成績評価
筆記試験（60％）、レポート、課題（20％）、作品・発表（10％）、　　　　　　　　　　　　　　　授業
による向上的変化（10％）

幼児理解のための演習やカウンセリング実習に積極的に参加する。

教科書
『書名 子ども理解とカウンセリングマインド』（著作者 青木　久子、出版社 萌文書林）

幼児の不適応や問題行動の意味、幼児のシグナルに気づき、把握する方法を理解できる。

不登校が発生する状況について理解し、対応策を考える。

発達障害の理解と対応策について理解する。

地域の医療、福祉、心理等の専門機関との連携の意義や必要性を理解できる。

事前事後

学修

事前：幼児教育の考え方や基礎的態度、教育相談の考え方
や進め方について調べる。

事後：幼児教育の考え方や基礎的態度、教育相談の考え方や
進め方についてレポートにまとめる。

事前学習に要する学習時間：概ね40分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね50分を目安とする。

「幼稚園教育要領」(文部科学省)、「保育所保育指針」(厚生労働省)　



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 音山  若穂 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回 B

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回 B

第14回 B

第15回 C

教員の助言

参考文献・図書
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乳幼児心理学の研究方法

胎生期～出生まで

新生児期の発達　赤ちゃんの世界

乳幼児の身体的、心理的発達の基礎と、乳幼児の心理に関する研究の解説。および、発達に応じた乳幼児への

関わりの方法についても解説する。

乳幼児の身体的、心理的発達について、心理学研究やエビデンスに基づいた理解ができている。発達に応じた

乳幼児への関わりの方法を理解し、実践することができる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

乳幼児とは　乳幼児と心理学　発達の基礎概念の整理

乳幼児心理学 － 2年次

後期 選択必修

遊びと友達関係

意欲・動機づけ、子どものやる気を育てる

発達に応じた保育援助　　３歳まで

言葉の発達

幼児期の特徴　自我の芽ばえと感情の発達

社会性の獲得

乳児期の発達特徴　感覚・知覚

前言語期のコミュニケーション　ベビーサイン

アタッチメント

教科書
『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

「子どもとかかわる人のための心理学」（沼山博・三浦主博、萌文書林）

事後学習に要する学習時間：概ね４５分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

毎時間の授業終了時に課題を回収し、次の時間に返却する

成績評価
筆記試験（　　％）、レポート、課題（８０％）、作品・発表（　　％）、実技（　　％）、
授業による向上的変化（２０％）

演習では積極的にワークに参加する姿勢が求められます

発達に応じた保育援助　　４、５歳

指導案の検討、これまでの学習の振り返り

事前事後

学修

事前：前の回の授業で予告するテーマについて調べる等 事後：　課題についての振り返り

事前学習に要する学習時間：概ね４５分を目安とする。



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 尾上  治子 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 D

第3回

第4回 D

第5回

第6回 D

第7回 B

第8回 D

第9回 B

第10回 D

第11回 B

第12回 B

第13回 B

第14回 B C

第15回 B

教員の助言

参考文献・図書
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小児栄養演習 ○ 2年次

幼児期の食生活Ⅰ　調理実習②

幼児の手軽なおやつ（さつまいもの活用）　　　　

幼児期の食生活Ⅱ　講義　　　　　＊幼児のおやつについてのレポート提出

食物アレルギー除去食について

幼児期の食生活Ⅱ　調理実習③

食物アレルギー除去食（卵、牛乳、小麦粉の除去食）　

授乳栄養と離乳食　講義

授乳栄養と離乳食について理解する

乳汁栄養と離乳食　　調理実習①

調乳方法と離乳食作り、大人の食事からの展開食

幼児期の食生活Ⅰ講義　

幼児期のおやつの意義

後期 選択必修

1年時の「子どもの食と栄養」の科目で学んだことを基礎とし、その実践を身につけるための学修をする。小

児における栄養摂取や食習慣のあり方を深めるために、調理実習を通じて実践力を身につける。調理実習を体

験することで食品の選択、献立作成、調理方法や技術を学び、保育現場で食育指導が出来るようになる。管理

栄養士としての経験をいかして実践的な教育を行う。
①小児に必要な栄養摂取方法が理解できる。

②食品の選択、献立作成、調理方法が出来るようになる。

③保育者として幼児に適した食育指導ができる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

幼児期の食育実践指導②

幼児期の食育指導教材を作成する

幼児期の食育実践指導③

幼児対象の食育教材を活用して集団教育を行う　　発表を相互評価する

特別な配慮を要する子どもの食と栄養について

科目ファイルを提出する。

幼児期の行事食　調理実習⑤

幼児期の行事食を考え調理する　

幼児期の食事「調理実習のまとめ」

5回の調理実習のまとめをする

幼児期の食育の実践指導①　

幼児期の食育指導指導案を作成する

幼児期の食生活Ⅲ　講義

5歳児のお弁当について、献立作成

幼児期の食生活Ⅲ　調理実習④

5歳児のお弁当を作る

幼児期の行事食　講義

幼児期の行事食を考える　　　　　　＊幼児が学べる行事食のレポート提出　

授乳・離乳の支援ガイド実践の手引き　柳澤正義監修　母子衛生研究会

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

○課題レポートは評価し返却する。
○食育実践指導は相互評価し、全員で振り返る。

成績評価
レポート、課題（６０％）、作品・発表（１０％）、実技（２０％）、
授業による向上的変化（１０％）

子どもの食についての情報を調べる習慣をつける。

教科書
『書名　子どもの食と栄養』（著作者　堤ちはる・他、出版社　萌文書林）

事前事後

学修

事前：調理実習の前にレシピを確認しておく。 事後：配布資料をファイルに整理する。

子どもの食と栄養のテキストを確認しておく。 調理実習したものは、一部家庭で作成する。

事前学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 横坂  好枝 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A

第2回

第3回 A

第４回

第５回 B

第６回 B

第７回 B

第８回

第９回

第10回

第11回 B

第12回 B

第13回

第14回 C

第15回 A B

教員の助言

参考文献・図書
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教育・保育課程論 ○ 2年次

前期 必修/教必

指導計画の作成①

　・指導計画の必要性と関係性　　・指導計画作成上の留意事項　　・作成のポイント

指導計画の作成②

　・長期の指導計画　　・短期の指導計画　・週案　　・年間指導計画と月間指導計画の接続

指導計画の作成③

　・指導計画の書き方　　・３歳児・４歳児・5歳児年間指導計画の作成　

幼児理解に基づく保育の循環

・これから求められる教育の方向性・カリキュラム・マネジメント・教育課程及び全体的な計画と指導計画

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・保育要領の性格と位置づけ

・幼児教育としての共通性　・幼児教育において育みたい資質・能力　

教育課程編成の基本原理と方法

　・幼稚園　教育課程編成のポイント　　　　　　・幼稚園教育に求められていること

保育における計画の意義や幼稚園教育要領の変遷、教育・保育課程の編成や指導計画作成のための基本と方法、カリキュ

ラムマネジメンの意義や重要性を学び、よりよい保育者（教師）をめざそうとする意欲を高める。また、幼稚園現場での

教育、指導、管理職としての経験をいかして、実践に役立つ教育を行う。

教育課程や全体的な計画の意義と役割、編成の方法を理解する。長期・短期の指導計画・保育計画のつながりや保育の実

際との関連を具体的に理解し、自分なりに説明ができるようになる。保育の内容の充実と質の向上に資する子ども理解に

基づく保育の計画・実践・記録・省察・評価･改善について理解する。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

保育における計画の意義①

 　・計画はなぜ必要か　 ・子どもの主体性を尊重した保育　・計画のための要点　・作成のポイント

日本におけるカリキュラムの基礎理論

幼稚園教育要領・保育所保育指針の変遷　　・認定こども園教育・保育要領　　・カリキュラムの歴史

小学校との接続         ＤＶＤ視聴

　・教育・保育の目的から接続を考える　　・就学前教育との接続について（資質・能力・１０の姿）

事前事後

学修

事前： 指導計画案の作成 事後：

　　　　要領・指針・認定こども園の変遷を調べまとめる 長期の指導計画と短期の指導計画の接続についてまとめる。

事前学習に要する学習時間：概ね６０分を目安とする。

保育における評価①

 　・保育における評価の意義（保育所の自己評価）　・保育の専門性として求められる「省察」する力

保育における評価②

　 ・記録の意義、目的　　　　　・子どもの内面理解　　　　・カリキュラム・マネジメントの重要性

保育における評価②    　　　 

　 ・幼稚園幼児指導要録　　　・保育所児童保育要録　　　・幼保連携型認定こども園教育・保育要録

指導計画の作成④

　 ・５歳児の発達と保育内容　　　・指導案立案の視点と留意点

保育所・認定こども園等の全体的な計画の作成の基本原理と方法①

　・全体的な計画とは　　・全体的な計画の作成の基本　　　　　

保育所・認定こども園の指導計画・の作成

　・保育所・認定こども園の指導計画の考え方、作成上の留意点　　・特に留意すること

教科書

『書名 幼稚園教育要領・幼稚園教育要領解説』各(著作者 文部科学省、出版社 フレーベル館）

『書名 保育所保育指針・保育所保育指針解説』各(著作者 厚生労働省、出版社 フレーベル館）

『書名 幼保連携型認定こども園教育・保育要領・幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』各(著作者文部科学省・内閣府・厚生労働省、出版社フレーベル館）

『書名 基本保育シリーズ　教育・保育カリキュラム論』(著作者千葉武夫・那須信樹、出版社 中央法規)

資料の配付や図書の紹介の形で随時行う。『書名 指導計画の作成と保育の展開（著作者文部科学省、出版社フレーベル館）

事後学習に要する学習時間：概ね３０分を目安とする。
成績・課題等に対す

るﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
○レポート、課題を採点し、コメントをつけて返却する。

成績評価 筆記試験（６０％）、レポート、課題発表（３０％）、授業による向上的変化（１０％）

教育課程編成や全体的な計画の作成の意義と方法を理解し、子どもの生活や経験の質の向上に資する喜びと保育者とし
ての責任感を大切にして欲しい。



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 横坂  好枝 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A

第2回

第3回

第4回

第5回 C

第6回 B

第7回 A B

第8回 A B

第9回 A B

第10回 A B

第11回

第12回 B

第13回 D

第14回

第15回 B

成績・課題等に対す

るﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

教員の助言
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保育内容・総論 ○ 1年次

前期 必修/教必

保育の基本や領域のねらいや内容など、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・保育要領から

の学びや幼児の遊びや生活の実際や具体的な体験を通しての学びから保育の方法を総合的に理解する。また、幼稚園現場

での教育、指導、管理職としての経験をいかしエピソードや事例を交えた実践i的な教育を行う。

保育の内容を深める遊びや保育教材

　・園の行事と文化を伝える季節の折り紙

３歳児（4月～７月）の生活と遊び　　保育内容について （DVD視聴）

・幼児の主体的な活動を促し幼児期にふさわしい生活（教師との信頼関係に支えられた生活）

３歳児（9月～３月）生活と遊び　　　保育内容について （DVD視聴）

・幼児の主体的な活動を促し幼児期にふさわしい生活（興味関心に基づいた直接的な体験が得られる生

保育の基本と保育内容①　 ～環境を通して行う教育・保育～

・要領・指針における保育内容・ねらい・内容の考え方・養護と教育がに関する保育内容

保育の基本と保育内容② 　～環境を通して行う教育・保育～

　・生きる力　　　・育みたい資質・能力　　　・幼児期の終わりまでに育って欲しい姿　　

保育の基本と保育内容③　　　　・１２ヶ月の行事と風物詩

　・長期の指導計画と短期の指導計画

幼稚園や保育所、認定こども園の役割や保育の基本に基づく全体像を幅広く理解する。子どもの発達や生活を取り巻く社

会的背景や保育内容の歴史的変遷等を踏まえ、「育みたい資質・能力」「幼児期の終わりまでの育って欲しい姿」「保育

の内容」の関連を理解する。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

幼稚園・保育所・幼保連携型認定こども園の役割について

・子どもの発達や生活を取り巻く社会的な背景 (長時間保育・特別な配慮を要する子 ・多文化共生)

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おける教育及び保育内容の考

え方　　　　・各要領･指針の法的な位置づけ　　　・改訂、改定の柱

幼児期の教育と小学校教育の接続

　幼児期に育みたい資質・能力と幼児期の終わりまでに育って欲しい１０姿　　　

事前事後

学修

事前：  模擬実践の指導の案の作成 事後：　壁面飾りの共同製作（１２ヶ月を分担する）

　　　　　記録の整理 　　　　 折り紙製作12ヶ月をスクラップブックにまとめる

事前学習に要する学習時間：概ね３０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね１５分を目安とする。

保育の実践力を磨く②

　保育の構想と方法　　・教材を保育に生かした模擬実践　　　　・部分指導案について　

保育の実践力を磨く③

・保育の構想と方法　・教材を保育に生かした模擬実践　・個と集団の発達を踏まえた保育

保育の実践力を磨く④

　保育の構想と方法　  ・模擬実践と振り返り（反省・評価）と改善の視点

４歳児の生活と遊び　　保育内容について （DVD視聴）

・生活や遊びを通した総合的指導・保育について具体的な保育場面から見取る

５歳児の生活と遊び　　保育内容について （DVD視聴）

・一人一人の発達の特性に応じた指導

保育の実践力を磨く①

　・ものや人との関わりを深める環境の構成と教材研究  

資料の配付や図書の紹介の形で随時行う。『書名 保育内容総論（乳幼児教育・保育シリーズ）』(著作者 神長美津子・津金美智子・田代幸代、出版社 光生館)

○レポート、課題を採点し、コメントをつけて返却する。

成績評価 筆記試験（５０％）、レポート、作品課題（４０％）、授業による向上的変化（１０％）

幼児教育・保育の基本についてしっかり学び、自分の言葉で説明できる力をつけて欲しい。折り紙ファイルの課題は、時

間的なゆとりをもって楽しみながら取り組んで欲しい。

教科書

『書名 幼稚園教育要領・幼稚園教育要領解説』各(著作者 文部科学省、出版社 フレーベル館）

『書名 保育所保育指針・保育所保育指針解説』各(著作者 厚生労働省、出版社 フレーベル館）

『書名 幼保連携型認定こども園教育･保育要領・幼保連携型認定こども園教育･保育要領解説』各(著作者文部科学省・内閣府・厚生労働省、出版社フレーベル館）

『書名 保育内容総論（乳幼児教育・保育シリーズ）』(著作者 神長美津子・津金美智子・田代幸代、出版社 光生館)



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 甲賀　崇史 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回 B

第4回

第5回 A

第6回 A

第7回 D

第8回 D

第9回 B

第10回 A

第11回

第12回 B

第13回

第14回 A B

第15回 A B

教員の助言
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幼稚園教育要領に示された幼稚園教育の基本を踏まえ、保育内容『健康』のねらい及び内容を理解します。また、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育むために必要な知識・技能を学びます。加えて、領域「健康」に

関わる具体的な指導場面を想定して、保育を構想する方法の基礎を身に付けます。

1. 幼稚園教育要領に示された幼稚園教育の基本を踏まえ、領域「健康」のねらい及び内容を理解している

2. 幼児の運動発達、基本的生活習慣の形成ならびに遊びを通じ多様な動きを獲得する意義を理解している

3. 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の基本の身に付ける

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

幼児教育の基本

ー資質・能力を育む3つの学びと環境を通しての保育

保育内容・健康 － 1年次

後期 必修/教必

園生活と食育

ー焼き芋の体験

健康な心と体を育む保育の構想(計画立案・教材研究) 

ー健康指導・安全指導を中心とした具体的な保育場面を想定した指導

健康な心と体を育む保育の評価と改善

ー幼児理解と保育の視点を基盤とした評価(振り返り)

園生活と生活習慣

ー基本的な生活習慣と形成と遊びとの関係

生活習慣を育む保育者の役割

ー教師の援助と家庭との連携

園生活と食育

ー芋掘りの体験

子どもの育ちと領域「健康」

ー幼稚園教育要領「健康」のねらい及び内容、取り扱い

子どもの「健康」をめぐる現状と課題

ー最近の子どもの体力・運動能力の傾向

子どもの健康と遊び

ールールのある遊びや遊具を使った遊び

事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

教室で解説する

成績評価 筆記試験（60％）、レポート、課題（20％）、作品・発表（10％）、授業による向上的変化（10％）

「健康」の窓を通して、幼児教育の面白さ奥深さを味わえる授業を目指します。

健康な心と体を育む保育の構想

ー運動遊びを中心とした具体的な保育場面を想定した指導(計画立案・教材研究) 

健康な心と体を育む保育の構想

ー遊びとしての運動指導の在り方及び幼児理解と保育の視点を基盤とした評価(模擬保育・振り返り) 

事前事後

学修

事前： 事後：

指示された教科書の範囲を読んでおく 授業中に配布された資料を読み直す

事前学習に要する学習時間：概ね15分を目安とする。

領域「健康」における心身の発達の特徴を踏まえた環境構成と援助 

ー気になる子等に応じた援助の在り方

乳幼児期の運動発達の特徴

ー運動コントロール能力の発達と「多様な動き」の意味(グループワーク)

多様な動きの経験を促す援助

ー遊びや生活の中の動きの経験を促す環境構成と援助

教科書
『幼稚園教育要領(平成29年3月告示) 』（文部科学省、フレーベル館）

『コンパクト版　保育内容シリーズ① 健康』（谷田貝公昭　監修・高橋弥生　編著、一藝社）

『新訂　事例で学ぶ保育内容　領域　健康』 （無藤　隆　  監修・倉持清美　編著、萌文書林）



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 佐藤　弘子 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A

第2回

第3回 B C

第4回 A

第5回 B C

第6回 A

第7回 A

第8回 D

第9回 A

第10回 B

第11回 D

第12回 B D

第13回 B D

第14回 B

第15回 A

教員の助言
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○幼児教育の環境へのかかわりについて　　　　・環境を通して行う教育のあり方について　　　　　　

○領域『環境』について(ねらいと内容)・幼稚園教育要領､保育所保育指針『環境』ねらい内容

○領域『環境』について(内容の取扱い)・幼稚園教育要領､保育所保育指針『環境』内容の取扱い

○環境と小学校の教科とのつながり　　　　　　・小学校での学びへのつながりを理解する

後期 必修/教必

幼児教育現場での指導や管理職としての経験をいかし、環境を通して、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るための

援助やかかわり方。子どもが健やかに成長したり、活動が豊かになるための環境の構成のあり方等、具体的に実践にいか

せる教育を行う。

◯幼児教育において環境とは何か理解し、説明ができる。

◯子どもの発達や時期に合わせた環境の構成について類別できる。

◯ディスカッションやグループワーク等において積極的に自分の考えを発言したり、他学生の発言を受け入れたりし、協

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

保育内容・環境 ○ 1年次

○小動物について　　　　　・生あるもののかかわり方や命の大切さを学ぶ(視聴覚教材の活用）

○植物について　　　　　　　　　・計画的な環境の重要性や草花を使った遊びについて学ぶ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(指導案作成）

○数量や図形、文字などについて　　　　　　・遊びを通し数量などのかかわり方を学ぶ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（教材作成を基に）

○社会的環境について　　　　　　　　　・社会的環境について保育への活用例を基に理解する

○さつまいもの栽培について　・さつまいもの苗植えの体験を通して直接体験の重要性を学ぶ

○自然事象について　　　　　　・幼児期の成長、発達に重要な自然環境のかかわりで育つもの

○人的環境について　　　　　　　　　　　　・教師、友だち、地域の人とのかかわりで育つこと

○物的環境について　　　　　　　　　　・身近なものとのかかわりの中で育つことや教師の役割

○空間的環境について　　　　　　　　　・空間的環境とはどのようなことか実践事例を基に学ぶ

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

・レポートや課題等の提出物に対して､コメントをつけて返却したり、授業内で解説したりする。
・作品作りや発表、向上的変化など､意欲的態度や理解度の深まりに対して認めの言葉を適切にする。

成績評価
筆記試験（ 60 ％）、レポート、課題（ 10 ％）、作品・発表（ 10 ％）、実技（ 10 ％）、
授業による向上的変化（ 10 ％）

・子どもがどのような環境の中でどのように行動しているかよく観察しましょう。
・自分自身の環境について、また季節の環境について 認識を深めるようにしましょう。

教科書
『書名　領域　環境　』事例で学ぶ保育内容（著作者　無藤　隆・福元　真由美、出版社　萌文書林　）

『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』

事前事後

学修

事前：次回の授業内容について調べる。 事後：授業内で学んだことを整理し、理解度を深める。

授業内での課題についてレポートにまとめる。
事前学習に要する学習時間：概ね　２０　分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね　３０　分を目安とする。

○地域や行事とのかかわり　　・季節を感じる行事を通して地域とのかかわりの重要性を学ぶ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（指導案作成）

○環境と安全について　　　　・環境を通して小さなリスクを体験する機会をつくる重要性を学ぶ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・幼稚園教育における評価の考え方について

○幼児を取り巻く環境の今日的課題と保育実践の動向

　　　　　　　　　　・環境の変化から求められる幼児教育の役割(情報機器及び教材活用を含む)

保育内容「環境」第２版　秋田喜代美・増田時枝・安見克夫　編　(株）みらい



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 竹内　利文 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 C

第2回

第3回 B

第4回

第5回 C D

第6回 A

第7回 A

第8回 B

第9回 A

第10回 B

第11回 B

第12回

第13回

第14回

第15回 B D

教員の助言
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領域『人間関係』と他領域の関係

・幼稚園教育要領『人間関係』のねらい及び内容の学びについて学ぶ　　・他領域との関係について学ぶ

親とのかかわりについて

・信頼関係の構築について学ぶ　　・愛着の形成について学ぶ

教師と子どもの自立について

・子どもの自立心を育てるための教師のかかわり方について学ぶ

成長とともに変化する乳幼児期の子供の人間関係を理解させながら、子供に応じた適切な指導・援助の方法に

ついて深く学び取る。

①保育内容『人間関係』のねらい及び内容を理解する。②子供の心理を行動から読み取る。③情報機器及び教

材の効果的な活用法を理解し構想する方法を身につける。④様々な人とのかかわりの中から、子どもたちに対

する適切な指導・支援の方法を身につける。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

人とかかわることについて

・幼児教育の目的および、保育者の役割を学ぶ　・人とのかかわりの中での育ちについて学ぶ

保育内容・人間関係 ○ 1年次

前期 必修/教必

個と集団の育ち(集団活動の楽しさ)について

・人とかかわって遊ぶ楽しさを体験を通して学ぶ  ・協同性について学ぶ

人とのかかわりの視点(かかわりの基盤)について

・幼児のかかわりの変化や自立、自己抑制等について学ぶ

人とのかかわりの視点(役割・道徳性)について

・幼児期に必要な体験や道徳性の芽生えを培う教師の働きかけについて学ぶ

家庭生活と人とのかかわり

・兄弟や祖父母とのかかわりについて学ぶ 　・家庭生活における規範意識について学ぶ

園生活と人とのかかわり

・園生活で培われる力について学ぶ　　・園生活における規範意識について学ぶ

個と集団の育ち(一人ひとりを理解)について

・個と集団の関係や育ちのための教師のかかわりを学ぶ　・集団で遊ぶ楽しさを学ぶ

友だちとのかかわりについて

・なかまについて学ぶ　　・自己主張と自己抑制について学ぶ　・視聴覚教材の活用について理解する

遊びの発達と子どもの発達について

・幼児期の遊びの発達と友だちとのかかわりについて学ぶ

人とかかわって遊ぶことでの体験について

・あそびのなかで共有することについて学ぶ　　・遊びを作ることを学ぶ

教科書

『書名　領域　人間関係　』（著作者　無藤　隆　　岩立京子　、出版社　萌文書林）

幼稚園教育要領（平成29年3月告示　文部科学省）　保育所保育指針（平成29年　厚生労働省）
幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成29年3月告示　内閣府　文部科学省　厚生労働省）

資料の配付や図書の紹介の形で随時行う

事後学習に要する学習時間：概ね６０分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

小テストについては、返却時に教室で解説する。レポートについては、コメントを記入する。

成績評価 小テスト（５０％）、レポート、課題（２０％）、発表・態度（２０％）、向上的変化（１０％）

講義内容をしっかりと聞き、要点を書きとめ、これから教育者としてどのように子供とかかわることが良いか理解する。

幼稚園教育における評価の考え方

・幼児教育にふさわしい評価について学ぶ

幼児教育の今日的課題と保育実践の動向（模擬保育、情報機器及び教材の活用を含む）

・現代社会と人とのかかわりについて学ぶ　　・幼児教育の今日的課題について学ぶ　

事前事後

学修

事前：話し合う内容についてまとめる 事後：要点の整理並びにレポート作成

事前学習に要する学習時間：概ね６０分を目安とする。



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 小林　友子 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回

第4回 赤ちゃんから小学校入学までに読み聞かせたい絵本について様々な視点から学び、

絵本の読み聞かせの方法を学ぶ。

第5回 絵本の読み聞かせの指導案を作製、実践し、改善点を考える。 D

言葉を楽しむあそびを体験し、指導の留意点を学ぶ。

第6回 幼稚園実習を通し、幼児との体験の中で気付いた「言葉」について考える。 A C

第7回 言葉を豊かに育むための教材研究、教材作成を行う。（紙皿シアター）

第8回 作成した教材を保育に活かす方法を学び、模擬実践を行い、改善する視点を考える。 D

第9回 子どもが生活や遊びの中で、健康な心と体を育て、身近な人と気持ちが通じ合い感性を育て、

経験しながらがら身につけていく「言葉」について学ぶ。

第10回 子どもの言葉から見える思いや、保育者の言葉かけ、留意点を学ぶ。

乳幼児の認識・思考・動き等を視野に入れた保育構想について学び、向上に取り組む。

第11回

保育を展開していくための方法や状況に即した援助や関わりについて具体的に学ぶ。

第12回 グループごとに１冊の絵本を「劇あそび」に構成し、配役を決めて実演する。 B D

第13回

第14回 A

第15回 B C

教員の助言

参考文献・図書
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保育内容・言葉 ○ 1年次

「ごっこ遊び」について学び、保育実践の動向を知る。園児が「劇あそび」を演じるDＶDを視聴し

保育内容と小学校の教科とのつながり、小学校での学びのつながりについて学ぶ。

幼稚園教育における評価の考え方を学ぶ。

視聴覚教材の活用法について事例を通して、保育構想に活用できるアイディアを考える。

言葉の発達が気になる子の援助について学ぶ。

言葉の必要性と言葉を獲得する道筋について学ぶ。

言葉を豊かに育むために必要な環境について学ぶ。

保育所保育指針に示す3才未満児の保育における領域「言葉」・乳児保育における３つの視点

及び、幼稚園教育要領における領域「言葉」のねらいと内容について学ぶ。

乳幼児の発達の特性と言葉の育ちとの関連を学び、子どもの命の保持及び情緒の安定を図る

ための援助や関わりである「養護」について学ぶ。

後期 必修/教必

現場での教育、指導、管理職としての経験をいかして、言葉の教育は人間を育てるという総合的な営みの中に

あることを踏まえ、言葉に関わる具体的な保育内容を想定した教育を行い、子どもへの愛情と理解、学びへの

意欲を深める人材を育成する教育を行う。
１、保育指針・教育要領における領域「言葉」のねらいと内容を理解している。

２、乳幼児の言葉の発達に合わせて、言葉を育む遊びの指導や絵本の読み聞かせができる。

３、子どもの心に寄り添う言葉かけの配慮ができる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出物にコメントをつけて返却する。定期試験の解答例等を試験終了後に示す。

成績評価
筆記試験（60％）、レポート、課題（10％）、作品・発表（10％）、実技（10％）、
授業による向上的変化（10％）

随時手あそびや絵本読み聞かせの実演を行い参考資料を配布するので、授業外学修の参考にし自ら積極的に取り組んでほしい。

教科書
『新訂　事例で学ぶ保育内容　領域　言葉』（宮里暁美編者代表、萌文書林出版社）

『幼稚園教育要領解説』平成30年3月告示、文部科学省『保育所保育指針解説』平成年3月告示、厚生労働省

領域「言葉」で育てたい力と保育者の役割について学ぶ。

事前事後

学修

事前：絵本を読む。 事後：授業で理解した内容をまとめて記載、提出する。

紙皿シアターの内容を考える。

事前学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね90分を目安とする。

『子どもの心とことばの育ち』（中川信子著）　『子育てハッピーアドバイス』（明橋大二著）



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 松本  玲子 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A

第2回 A

第3回 A

第4回 A

第5回 A

第6回 A

第7回 A

第8回 A

第9回 B C

第10回 B C

第11回 B C

第12回 A

第13回 A

第14回 A

第15回 A

追記

教員の助言

教科書
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「表現」とは何かー領域「表現」と他領域との関係

　「表現」の理解を深め、他領域との関係から学びの全体像とポイントを把握する

乳幼児の発達と表現

　発達の段階における表現を具体的に学ぶ

「表現」をめぐる社会の現状と子どもの感性を伸ばすための環境作り

　事例を中心に子供が置かれている現状を学び課題を検討する

事例を中心にした具体的な学びと、教員が幼児向けテレビ番組の実務経験から得たツール開発や課題点、社会的情報も包括したテーマ

に対するデスカッションを通して、保育における「表現」の意義と理解を深める。さらにグループワークで子どもの創造性を育むため

の活動や環境作りのモデル案を作成し、情報機器を活用した発表を通じて幼児教育における「表現」への深い認識と実践力を身に付け

る。

幼児期に育みたい感性や創造性について理解している。

子どもの日常活動に対して「創造性」の観点から検証できる。

子どもの感性を伸ばし創造性を育むための活動を提案できる。

グループワークでディスカッションした内容を発表できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

幼児教育の基本と保育者の多様なミッション―指導案の役割と活用

保育内容・表現 ○ 1年次

前期 必修/教必

グループワーク　テーマ③情報機器を活用した表現活動における留意点とモデル案の制作

　情報機器使用の利点とリスクを共有した上で活動案を作成し発表する

グループワークの発表とディスカッション①　発表に対する子どもの視点からの検証

　発表スキルを身に付けると同時に検証を通じて課題や改善点を考える

グループワークの発表とディスカッション②　発表に対する保育者の視点からの検証

　保育者の視点を体験することにより実習や現場における課題に気付く能力を獲得する

子どもと共に作り出す表現―事例からの学びと検証

　子どもと共にどのような表現が可能なのか、事例や実践例から方法や環境作りを学ぶ

グループワーク　テーマ①子どもと保育者が共に味わえる体験とそれを支える環境への提案

　ディスカッションを通して具体的なモデル案を作成し発表する

グループワーク　テーマ②地域の特色や文化を取り入れた表現

　本学周辺地域の伝統行事や特産品を視野に入れたモデル案を作成し発表する

生活の中で味わう表現と「美しさ」への体験

　実体験も含め生活における「美しさ」に保育者としてどのように関われるのかを考える

体験の共有からコミュニケーションとして表現へ

　こども・保育者・家庭・地域それぞれにおけるコミュニケーションの共有とスキルを学ぶ

支えるだけではなく、自らも表現する保育者へー教材・情報機器の活用と共に

　保育者としてどのような表現ができるのか、情報機器の活用例や実践例から可能性を探る

保育の現場は日々変容しており、環境の変化が子どもに与える影響も大きい。常に情報を収集し保育者として活動してい

る自分をイメージしながら受講すること。

『保育内容表現』（浜口順子編）出版社　萌文書林）

事前学習に要する学習時間：概ね４５分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね４５分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

レスポンスペーパーに記入された内容を毎時間チェックし、必要に応じて授業内に解説・回答する。

成績評価 筆記試験（60％）、レポート、課題（20％）、作品・発表（10％）、授業による向上的変化（10　％）

子どもの学びと育ちにおける「表現」の評価 

　表現を評価する意味と、子どもの成長に対する寄与を多角的に考える、

幼児期における表現体験がもたらす豊かな学校生活―小学校から生涯教育までを考える

　幼児から児童への成長に表現体験がもたらす効果を検証する

本講義では、受講生が理解度と問題意識への取り組みを毎時間記録することにより、学びによる学習者の

気付きを明確にし、かつ教員とのコミュニケーションにも活用する目的で、毎時間レスポンスペーパーに

よる記述をおこなう。

事前事後

学修

事前： 事後：

授業の内容に関する現在の現場情報や社会環境を専門定期誌・新

聞・web収集し、ディスカッションをンの準備とする

疑問に感じた点や見い出した課題をレスポンスペーパー記録用に整

理しまとめておく



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 甲賀　崇史 単位 1単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 A

第3回 A B

第4回 A B

第5回 A B

第6回 A B

第7回 A C

第8回 A

教員の助言

参考文献・図書
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特別支援教育概論 － 2年次

－ 教職必修

保護者や家族に対する理解と支援

発達障害の理解と援助

指導計画の作成と記録及び評価

地域の専門機関等との連携及び個別の支援計画の作成

障害はないが特別の教育的ニーズのある幼児の学習上又は生活上の困難に対する支援の基本

肢体不自由・視覚・聴覚障害等の理解と援助

知的障害の理解と援助

発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別の支援を必要とする幼児及び障害はないが特別の教育的ニーズのある幼児に

対する制度の理念や仕組み、心理的特性および学習の過程、ならびに配慮と支援の方法を理解する。

1. インクルーシブ教育システムを含めた特別支援教育に関する制度の理念や仕組みを理解している。

2. 発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別の支援を必要とする幼児・児童及び生徒の心身の発達、心理的特性及び学

習の過程を理解している。

3.関係機関や家庭と連携しながら支援体制を構築することの必要性を理解している 。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

障害児保育の歴史的変遷とインクルーシブ教育システムの理念

教科書

ソーシャルインクルージョンのための障害児保育』（堀智晴・直島正樹・橋本好市、ミネルヴァ書房）

事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

教室で解説する

成績評価 筆記試験（50％）、レポート、課題（30％）、授業による向上的変化（20％）

教科書の代わりに資料を配布するので、ファイルに綴じて管理すること

事前事後

学修

事前： 事後：

指示された教科書の範囲を読んでおく 授業中に配布された資料を読み直す

事前学習に要する学習時間：概ね15分を目安とする。



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 横坂  好枝 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A B

第2回 B

第3回 B C

第4回 D

第5回

第6回 A

第7回

第8回

第9回 B C

第10回

第11回 B C

第12回 A B C

第13回 A B

第14回 C

第15回 A

教員の助言

参考文献・図書
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教育・保育方法論 ○ 2年次

保育の方法を支える４つの専門性④　　　保育を実践する力について　　幼児理解と援助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・幼児の主体性と教師の意図性計画性を絡ませる保育

保育の方法を支える４つの専門性⑤　　　保育を省察する力について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ・実践を振り返る（幼児の姿から・教師の援助とうから）　

幼児理解と保育者の援助①　　　　　　　幼児理解とは　　　　幼児理解と評価　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幼児理解のプロセス　　　振り返りによる幼児理解

保育の方法を支える４つの専門性①　　　４つの専門性とは何か　　　　幼児を理解する力

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・①～⑤グループワーク等を通して同僚性を学ぶ ・ 行事の意味

保育の方法を支える４つの専門性②　　　保育を計画（デザイン）する力について①

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・保育の計画と環境の構成　　・教材研究と教材作り

保育の方法を支える４つの専門性③　　　保育を計画（デザイン）する力について②

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・教材研究の成果　　　　　　・指導案の作成と提案

後期 教職必修

保育の方法を支える専門性（・幼児を理解する力・保育を計画（デザイン）する力・保育を実践する力・保育を省察する

力）について学び、保育を実践する保育者としての基礎的・基本的知識及び方法・技術を身につける。また、幼稚園現場

での教育、指導、管理職としての経験をいかして、より実践的,な教育を行う。

子供たちに求められる資質・能力を育成するための教育の方法や指導技術、情報機器及び教材の作成・活用に関する基礎

的な知識・技能を身にける。また、幼児理解や指導・援助の具体的な方法を身につけると共に、理論や理念はもとより教

育活動としての日々の教育・保育における方法や技術を身につける。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

課題活動の指導方法・援助①　・さまざまな課題活動の指導・援助のポイント　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・情報機器活用のための教材等の作成・提示①

課題活動の指導方法・援助②　・さまざまな課題活動の指導・援助のポイント

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・情報機器活用のための教材等の作成・提示②

幼児期の終わりまでに育ってほしい⑩の姿について　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　主体的な遊びで育つ子ども　DVD～コマに夢中～　から捉える　

幼児同士のトラブルと保育者の援助　　幼児のトラブルを読み解く教師のまなざし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 幼児同士のトラブルに対する教師の援助　

行事活動の指導方法・援助　　　主体的な遊びで育つ子ども　～遊んでぼくらは人間になる～ＤＶＤ②

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行事の指導　援助の視点とポイント　～箱んでハイタワー～

幼児期に育みたい資質・能力　・知識・技能の基礎　　　・思考力、判断力、表現力の基礎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・学びぬ向かう力、人間性　　DVD②から具体的な姿を捉える

保育者の省察とカンファレンス　　　　　　個人の省察　　　協同の省察

幼児の遊びと発達　　　　遊びの定義と分類　　遊びと発達　　子どもの発達に伴う遊びの展開

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幼児理解と教師の関わり　

遊び活動の指導方法・援助　　　主体的な遊びで育つ子ども　～遊んでぼくらは人間になる～ＤＶＤ①

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幼児同士のトラブルと教師の援助　　　～喧嘩もいろいろ～

 『書名 幼児理解と評価』(著作者 文部科学省、出版社 フレーベル館）

成績・課題等に対す

るﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
○レポート、課題を採点し、コメントをつけて返却する。

成績評価
筆記試験（５０％）、レポート、課題（１０％）、グループワーク等（３０％）
授業による向上的変化（１０％）

保育は目の前の幼児を理解しようとすることからから始まり、幼児の言動には意味があることを踏まえた上で、幼児の資質・能力を育
むための援助や環境の構成、保育の展開など保育の方法を楽しみながら同僚性も学んで欲しい。

教科書
『書名 幼稚園教育要領』(著作者 文部科学省、出版社 フレーベル館）

『書名 幼児理解からはじまる 保育・幼児教育方法』(著作者 小田豊・中坪史典、出版社 建帛社)

事前事後

学修

事前： 事後：

　　 指導案作成・環境の構成・教材研究や教材作り 　　 指導案や教材の再確認

事前学習に要する学習時間：概ね６０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね３０分を目安とする。



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 藤生  睦恵　 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 B

第2回 B

第3回 A

第4回 A

第5回 B

第6回 A B

第7回

第8回 A

第9回

第10回 A B

第11回

第12回

第13回 A B

第14回 A

第15回 C

教員の助言

教科書

参考文献・図書
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乳児保育Ⅰ ○ 1年次

前期 必修

家庭的保育・小規模保育等における乳児保育

地域型保育の特徴、保育所との比較を考える

家庭を取り巻く環境と子育て支援の場

家庭の子育て支援の現状と子どもの最善の利益について、演習することで考察する

３歳未満児の生活と環境

乳児保育室空間構成の変化と乳児の行動変化について

乳児保育および子育て家庭に対する支援をめぐる社会的状況と課題について

大人の生活変容と子育ての困難さについて。保育所の子育て支援の重要性について

保育所における乳児保育

増加する３歳未満児保育の現状と課題について。多様化する子育て支援の課題について

保育所以外の児童福祉施設（乳児院等）における乳児保育

児童福祉施設の理解をする。乳児院の理解と現状・課題について

・保育所現場での保育、教育、指導、管理職としての経験をいかして実践力を高める教育を行う。

・乳児保育に意義・目的を理解する

・３歳未満児の発育・発達を理解する

・乳児保育における連携・協働について

・乳児保育の現状と課題について理解する

・乳児保育における養護と教育について学修する

・保護者との連携の意味を理解する

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

乳児保育の意義・目的と歴史的変遷について

保育所保育指針の乳児保育の項（第２章）を理解する。養護・教育の一体化とは何かについて

保護者との連携・協働

保育所における子育て支援の基本、実際、地域の子育て支援について

自治体や地域の関係機関との連携・協働

保育所における関係機関との連携、児童虐待防止の強化について

事前事後

学修

事前：保育所保育指針の第２章を読んでおく
近所の保育所調べをする

事後：毎回の授業で使うワークシートを提出する
３歳未満児保育の意義をレポートでまとめる

事前学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。

３歳未満児の発育・発達をふまえた保育における配慮

安全に関すること、情緒の安定に関する事項、言語習得と音環境について

乳児保育の計画・記録・評価とその意義

保育所保育と全体的な計画、記録からみえてくるもの、保育の質の向上について

職員間の連携、協働

保育士の専門性、人間性について。演習をすることで学ぶ

３歳未満児の遊びと環境について

環境を通して行う保育、安全配慮、環境の整え方について

３歳以上児の保育に移行する時期の保育

保育者の役割、保育所保育指針における０歳児保育の内容、物的環境について

３歳未満児の発育・発達をふまえた保育者による援助やかかわり

保育所保育指針改定にみる保育の特性、保育の原則、配慮事項について

『書名　乳児保育Ⅰ・Ⅱ』（著作者　寺田清美、大方美香、塩谷薫　　出版社　中央法規　）
保育所保育指針　　フレーベル館　保育所保育指針解説　厚生労働省　編　フレーベル館

資料の配布や図書の紹介の形で随時行う

事後学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出したワークシートは採点して返却する
教室でワークシートの内容について解説する
保護者との連携の必要性と課題について現場での様子をふまえて説明をする

成績評価
筆記試験（60　％）、レポート、課題（１０％）、作品・発表（１０％）、実技（１０％）
授業による向上的変化（１０％）
近年保育所等の３歳未満児保育の増加が大きい。待機児童問題、保護者との質の向上が問われている。
そのような課題も配慮して授業を展開したい。保育指針改定で乳児保育の重要性が記載されたことも伝えたい。



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 藤生  睦恵　 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A

第2回 A B

第3回 A

第4回 A

第5回

第6回 A

第7回

第8回 A D

第9回 D

第10回 D

第11回 A

第12回 A B

第13回 A B

第14回 A

第15回 A C

教員の助言

教科書

参考文献・図書
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・保育所現場での保育、教育、指導、管理職としての経験をいかして実践力を高める教育を行う。

・乳児保育の基本を理解する

・乳児保育の配慮の実際を学修する

・保育計画の実際を理解する

・援助・支援・かかわり方などの基本的な考え方を理解する

・養護及び教育の一体性を理解する

・３歳未満児の愛されて育つことの意味を理解する

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

乳児保育の基本

子どもと保育者との関係性、応答的なかかわりについて、愛されて育つことの意味について

乳児 保育Ⅱ ○ 1年次

後期 必修

子どもの生活の流れ（２歳児）　　乳児の沐浴について

パネルシアターの制作の意味、継承したい遊び文化、名札制作の意味と作り方

子どもの保育環境（２歳児）

パネルシアターを制作していく。乳児j期の児童文化遊びについて

子どもの援助の実際（２歳児）

パネルシアターの演じ方を学修する。２歳児の育みたい資質・能力について

子どもの生活の流れ（１歳児）

一日の流れ、着脱、排泄、午睡、家庭との連携について理解する

子どもの保育環境（１歳児）

室内と室外の環境整備において保育者のできる事は何かについて学ぶ

子どもの援助の実際（１歳児）

遊びの援助について演習から学び、言葉かけや保護者対応を理解する

子どもの生活の流れ（０歳児）

デイリープログラムについて。演習をすることで考察する

子どもの保育環境（０歳児）

乳児が過ごしやすい部屋について演習から学ぶ。玩具、保育者のかかわりとはについて

子どもの援助の実際（０歳児）

生活面での援助、養護、保育のねらい、乳児の主体性について考える

事後学習に要する学習時間：概ね20分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出したワークシートは採点して返却する
手作りの作品には採点する
演習による学びでは学生の意見を聞き内容のポイントを伝える

成績評価
筆記試験（60　％）、レポート、課題（１０％）、作品・発表（１０％）、実技（１０％）
授業による向上的変化（１０％）

乳児保育Ⅰを踏まえて乳児保育Ⅱを理解し、保育の楽しさを伝えたい。乳児期は「人格形成の基礎」である
ことを念頭に実践力のある優しい保育者を養成したい

長期的な指導計画と短期的な指導計画の作成  

年間指導計画の記録をみる。月間指導計画も理解する。保育の振り返りの意味について

個別的な指導計画と集団の指導計画

計画作成で気をつけたいこと、演習からも学ぶ

事前事後

学修

事前：絵本・紙芝居等の文化的教材を調べる 事後：毎回の授業で使うワークシートを提出する

自分の作りたい手作り玩具等をイメージしておく 自分が作った教材を皆の前で発表する

事前学習に要する学習時間：概ね25分を目安とする。

子どもの資質の健康・安全と情緒の安定を図るための配慮

災害の備えについて、睡眠中の事故防止、危機管理について

集団での生活における配慮

演習から学ぶ。保護者、保育者同士、他職種との連携を考える。

環境の変化や移行に対する配慮

乳幼児期における移行のタイプ、保育者の配慮を理解し、演習をすることで考察する。

『書名　乳児保育Ⅰ・Ⅱ』（著作者　寺田清美、大方美香、塩谷薫　出版社　中央法規　）
保育所保育指針　　フレーベル館　保育所保育指針解説　厚生労働省　編　フレーベル館

資料の配布や図書の紹介の形で随時行う



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 高橋  慶子 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 D

第2回 D

第3回 D

第4回 D

第5回 B D

第6回 D

第7回 D

第8回 D

第9回 D

第10回 D

第11回 B D

第12回 D

第13回 D

第14回 B D

第15回 D

成績評価

教員の助言

教科書

29

保健的観点を踏まえた保育環境及び援助②

　・健康管理の意義や健康観察のポイント等について学ぶ。　・健康診断の進め方を学ぶ。

保育における健康及び安全の管理①

　・衛生環境の基準や室内外の衛生管理について学ぶ。　・正しい手の洗い方を学ぶ。

保育における健康及び安全の管理②

　・事故防止や安全対策について学ぶ。　・子どもの事故の特徴等を学ぶ。

・「子どもの生命維持と健やかな成長」の根幹に関わる内容で、実習等を多く取り入れている。
・学校現場での教育、指導、管理職としての経験をいかし、実践力が身に付くような教育を行う。

１　保育における保健・安全に関する管理及び教育について、具体的な内容や方法を理解する。
２　感染症対策や事故防止、災害対策についての知識や技術を習得する。
３　保育現場と地域との連携による取組を理解する。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

保健的観点を踏まえた保育環境及び援助①

　・子どもの健康と保育の環境について学ぶ。　・健康で安全な保育環境等を学ぶ。

子どもの健康と安全 ○ 2年次

後期 必修

保育における保健的対応②

　・アレルギー疾患や障害のある子どもへの対応を学ぶ。　・エピペンの使い方を学ぶ。

健康及び安全の管理の実施体制①

　・職場、地域の関係機関と連携した対応を学ぶ。　　　・発達支援センターについて学ぶ。

健康及び安全の管理の実施体制②

　・保健活動のねらいと保健計画や評価を学ぶ。　　・身体計測の仕方や成長曲線を学ぶ。

感染症対策①

　・子どもがかかりやすい感染症の症状等について学ぶ。　　・嘔吐物処理方法を学ぶ。

感染症対策②

　・感染症発生時の対応等ついて学ぶ。　　・手洗い、うがいの指導方法を学ぶ。　　

保育における保健的対応①

　・3歳未満児への対応や個別的な配慮を要する子どもについて学ぶ。

保育における健康及び安全の管理③

　・子ども虐待の現状と保育者の対応を理解する。　・不審者侵入時の対応を学ぶ。

子どもの体調不良等に対する適切な対応①

　・子どもの健康観察と対応のポイントについて学ぶ。　・応急処置方法を学ぶ。

子どもの体調不良等に対する適切な対応②

　・子どもの一次救急救命処置（心肺蘇生法・ＡＥＤ装着・救急隊員への引継、気道異物除去）を学ぶ。

成績・課題等
に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出物は確認後、返却する。

筆記試験（60％）、レポート、課題（20％）、授業による向上的変化（20％）

「子どもの保健Ⅰ」の学修と関連させて行う。復習等を行い、積極的に取り組むことで実践力が身に付く。

『子どもの健康と安全』（監修　公益財団法人児童育成協会／ 編集　松田博雄・金森三枝）中央法規

参考文献・図書

「保育所における感染症対策ガイドライン（2012年改訂版）」厚生労働省

「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」厚生労働省

「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」内閣府・文部科学省・厚生労働省

「保育所保育指針（平成29年告示）」厚生労働省

健康及び安全の管理の実施体制③

　・関係ガイドラインから学ぶ。　　　・職員の健康・安全意識について学ぶ。

職員の健康管理

　・日頃の実践状況の自己点検を行う。・ストレスチェック等から自己管理を学ぶ。

事前事後
学修

事前：次回の予告テーマについて調べる 事後：実習等の振り返りをする

事前学習に要する学習時間：概ね25分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね25分を目安とする。



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 甲賀　崇史 単位 2単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第16回

第17回 A

第18回 B

第19回

第20回 A

第21回 B

第22回 A

第23回 B

第24回 B

第25回 A B

第26回 A B

第27回 A

第28回 A B

第29回 A B

第30回

教員の助言

参考文献・図書

30

限局性学習障害のある子どもの支援の実際(グループワーク)

注意欠如・多動症のある子どもの医学的理解

注意欠如・多動症のある子どもの心理的理解(ペアワーク)

1． 障害児保育を支える理念や歴史的変遷を説明できる。

2． 様々な障害の基礎を理解し、適切な援助を考え、環境を構成できる。

3． 障害がある子どものニーズに応じた保育の計画を作成することができる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

限局性学習障害のある子どもの医学的理解

限局性学習障害のある子どもの心理学的理解(ペアワーク)

障害児保育 － 1年次

通年 必修

障害がある子どもの保育は、一人ひとりの発達過程や障害の状態を把握し、適切な環境の下で、他の子どもとの生活を通じて共に成長

できる支援を考えていくことが大切です。授業では、障害児保育を支える理念、保育現場でであう特別な教育的ニーズがある子どもの

医学的・心理学的理解と援助の実際、ならびに家庭及び関係機関との連携について講述します。

保育所・幼稚園での支援体制①：職員の連携の理解

保育所・幼稚園での支援体制②：職員の連携の演習(グループワーク)

家族への支援：家族と保育所・幼稚園との連携

支援プログラムの基礎：保育との関係の理解

支援プログラムの実際：事例を通した演習(グループワーク)

子ども同士の関わりと育ち合い：環境調整(グループワーク)

注意欠如・多動症のある子どもの支援の実際(グループワーク)

個別の指導計画と支援計画の理解

個別の指導計画と支援計画の作成(グループワーク)

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

教室で解説する

成績評価 筆記試験（50％）、レポート、課題（20％）、作品・発表（10％）、授業による向上的変化（20％）

教科書の代わりに毎回プリントを配るので、各自ファイルに綴じて管理すること。

教科書
無し

外部機関との連携：医療、福祉専門機関・小学校との連携のあり方

事前事後

学修

事前： 事後：

指示された教科書の範囲を読んでおく 授業中に配布された資料を読み直す

事前学習に要する学習時間：概ね15分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。

『ソーシャルインクルージョンのための障害児保育』 （堀智晴・直島正樹・橋本好市、ミネルヴァ書房）



第16回

第17回 A

第18回 B

第19回

第20回 A

第21回 B

第22回 A

第23回 B

第24回 B

第25回 A B

第26回 A B

第27回 A

第28回 A B

第29回 A B

第30回
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注意欠如・多動症のある子どもの支援の実際(グループワーク)

個別の指導計画と支援計画の理解

個別の指導計画と支援計画の作成(グループワーク)

限局性学習障害のある子どもの支援の実際(グループワーク)

注意欠如・多動症のある子どもの医学的理解

注意欠如・多動症のある子どもの心理的理解(ペアワーク)

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

限局性学習障害のある子どもの医学的理解

限局性学習障害のある子どもの心理学的理解(ペアワーク)

外部機関との連携：医療、福祉専門機関・小学校との連携のあり方

事前事後

学修

事前： 事後：

指示された教科書の範囲を読んでおく 授業中に配布された資料を読み直す

事前学習に要する学習時間：概ね15分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。

保育所・幼稚園での支援体制①：職員の連携の理解

保育所・幼稚園での支援体制②：職員の連携の演習(グループワーク)

家族への支援：家族と保育所・幼稚園との連携

支援プログラムの基礎：保育との関係の理解

支援プログラムの実際：事例を通した演習(グループワーク)

子ども同士の関わりと育ち合い：環境調整(グループワーク)

『ソーシャルインクルージョンのための障害児保育』 （堀智晴・直島正樹・橋本好市、ミネルヴァ書房）

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

教室で解説する

成績評価 筆記試験（50％）、レポート、課題（20％）、作品・発表（10％）、授業による向上的変化（20％）

教科書の代わりに毎回プリントを配るので、各自ファイルに綴じて管理すること。

教科書
無し



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 甲賀　崇史 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回 社会的養護の対象・形態・専門職① A

ー日常生活支援

第4回 社会的養護の対象・形態・専門職② A

第5回 A

第6回 A

第7回 社会的養護の実際 A

第8回 社会的養護の対象・形態・専門職① A

ー日常生活支援

第9回 社会的養護の対象・形態・専門職② A

ー治療的支援

第10回 A

第11回 A B

第12回 A B

第13回 A B

第14回 A B

第15回

教員の助言

参考文献・図書
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社会的養護の意義と歴史的変遷についての基礎的知識を身につけ、施設養護と家庭養護の制度や実施体系を学習します。

また、施設養護及び家庭養護の実際と、支援の計画と方法について学びます。加えて、社会的養護における子ども虐待の

防止と家庭支援について、演習を通して学習します。

1. 子どもの理解を踏まえた社会的養護の基礎的な内容について理解する。

2. 施設養護及び家庭養護の実際について理解する。

3. 社会的養護における子ども虐待の防止と家庭支援について理解する。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

現代社会における社会的養護の理念と歴史変遷

ー児童家庭福祉と社会的養護の理解

社会的養護Ⅱ － 2年次

前期 必修

社会的養護に関わる専門的技術①

ー保育の専門性に関わる知識・技術とその実践

社会的養護に関わる専門的技術②

ー社会的養護に関わる相談援助の知識・技術とその実践

社会的養護の今後の課題と展望①

ー社会的養護における家庭支援

ー施設養護の生活特性及び実際

ー家庭養護の生活特性及び実際

社会的養護の対象・形態・専門職③

ー自立支援

社会的養護における支援の計画と記録及び自己評価

ーアセスメントと個別支援計画の作成

子どもの人権擁護と社会的養護

ー社会的養護における子どもの理解

ー治療的支援

社会的養護の対象・形態・専門職③

ー自立支援

社会的養護の実際

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

教室で解説する

成績評価 筆記試験（50％）、レポート、課題（30％）、授業による向上的変化（20％）

社会的養護の役割は、ますます大きくなっています。一緒に学んでいきましょう。

教科書
『社会的養護内容入門 』（小田兼三・石井勲、ミネルヴァ書房）

社会的養護の今後の課題と展望②

ー社会的養護の課題と展望

事前事後

学修

事前： 事後：

指示された教科書の範囲を読んでおく 授業中に配布された資料を読み直す

事前学習に要する学習時間：概ね15分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 藤生  睦恵　 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A

第2回 A B

第3回 A B

第4回 A B

第5回 D

第6回 D

第7回 A B

第8回 A

第9回 A B

第10回 A B

第11回

第12回 A B

第13回

第14回 A B

第15回 B C

教員の助言
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日常的・継続的なかかわりを通じた保護者との相互理解と信頼関係の形成について

演習を通して受容的な態度の意味を理解する

保護者や家庭のかかえる支援のニーズへの気づきと多面的な理解について

個別支援の重要さについて理解し、支援のニーズとプロセスを大切にとらえる事について

子どもおよび保護者の状況・状態の把握について

アセスメントの理解を深める。事例から学ぶ。

・保育所現場での保育、教育、指導、管理職としての経験をいかして実践力を高める教育を行う。

・保育士の行う子育て支援の特性

・職員間の連携・協働の意義

・子ども虐待の予防と対応について学修する

・保育士の専門性と支援の具体的内容を理解する

・保育士の行う子育て支援について現場でできる方法、技術、実践例を学び、保護者と子どもに信頼される人格とは何か

について学修する

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

子どもの保育とともに行う保護者の支援について

保育士の業務、特性について学び、地域の子育て支援ついても考える

子育て支援演習 ○ 2年次

－ 必修

障害のある子どもおよびその家庭に対する支援について

障害を理解する。新しい障害児観、願いをかなえる実践力について

特別な配慮を要する子どもおよびその家庭に対する支援について

気になる子どもの家庭支援の視点について議論する

子ども虐待の予防と対応について

児童虐待防止法の成立、改正、施行後の状況を学ぶ。虐待の種類と理解をする

社会資源の活用と自治体・関係機関や専門職との連携・協働について

社会資源とは何か？について理解する。社会的資源の積極的利用を周知する

保育所等における支援について

保護者の子育ての悩みを理解し、相談内容を把握する。事例を通して考える

地域の子育て家庭に対する支援について

幼児j教育施設の特性を生かした子育て支援について事例をとして実際を知る

支援の計画と環境の構成について

事例をもとに保育所をりようする保護者の支援計画を立ててみる

支援の実践・記録・評価・カンファレンスについて

記録を書くための練習をする。PDCAサイクルの活用について理解する

職員間の連携・協働について

保育の質の向上に向けた組織的な取り組みについて考察する

『書名　子育て支援　』（著作者　西村　重稀　　　青井　夕貴　、出版社　中央法規　　　　　）

資料の配布や図書の紹介の形で随時行う

事後学習に要する学習時間：概ね１５分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出したワークシートは採点して返却する
教室でワークシートの内容について解説する
定期試験の解答は現場でつかえることにつなげる内容にする

成績評価
筆記試験（60　％）、レポート、課題（１０％）、作品・発表（１０％）、実技（１０％）、
授業による向上的変化（１０％）

近年、虐待と子どもの貧困が問題となっている。子どもの命を守る仕事の意識を高めたい。

要保護児童の家庭に対する支援について

事例を通して家庭のつながりを考える。子どもの貧困や虐待の見えづらさについて学修する

多様な支援ニーズをかかえる子育て支援家庭の理解について

多様化保育・教育に関する法的根拠と歴史を知る。多文化保育・教育の概念について学ぶ

事前事後

学修

事前：新聞等に出ている虐待の話題について把握する 事後：毎回の授業で使うワークシートを提出する

なぜ虐待が発生するかについて考える 虐待から子どもを守るために保育者は何ができるか考える

事前学習に要する学習時間：概ね３０分を目安とする。



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 木村　祐美 単位 2単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 A C

第3回

第4回 D

第5回 A C

第6回 A C

第7回 A C

第8回 A

第9回 B C

第10回 B D

第11回 B D C

第12回 A C

第13回

第14回 D B A

第15回 A C
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食育の理解と発展 － 2年次

通年 選択必修

発達段階と食育Ⅲ-2

　ファーストフードの功罪、コマーシャルと食の関係

インターネット上の食情報・食育教材

　企業等の食育、食育ゲームの体験他　(情報系実習室)

幼稚園・保育園・こども園における食育事例研究

　実習園の食育、食育実践例の課題研究　(情報系実習室)

発達段階と食育Ⅰ

　味覚の発達と食体験、ピュイゼ理論、おいしさを表現する言葉

発達段階と食育Ⅱ

　生活体験と食育(グリーンツーリズム、教育ファーム、食農教育　他)

発達段階と食育Ⅲ-1

　DVD「スーパーサイズミー」の視聴とディスカッション

こどもの食事は、健康・発育・成長の糧であるばかりでなく、生活の喜びであり、情緒を育て、社会性を養う機会であ

る。幼児期の食育は、体験的・実践的に望ましい食習慣や食行動が身につくよう生活環境や学習環境を整える必要があ

る。これらを踏まえ、こどもの健全育成の基本である「楽しく食べる子どもに」を実践できる、具体的な方法を学ぶ。

こどもの発達段階と食育について、基礎的な知識を理解している。

あそびの中で、こどもの食への興味・関心を高める方法を理解し、実践できる。

具体的な食育の実践方法を学び、保育活動の中で様々な食育に寄与できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

食育に関する諸施策

　食育基本法(内閣府)、（厚生労働省）、食に関する指導の手引き(文部科学省)

食育と調理体験

　「手作りグミ」「米粉クッキー」の体験と考察、幼児の調理実習ポイント(食物系実習室)

課題研究

　前期の学修から課題発見とレポート

食育折り紙Ⅱ

　食浮く折り紙の製作と発表

実習園の食育

　実習園の給食・弁当、おやつの内容や指導を相互発表し、食育を考察

食育推進計画

　群馬県の食育推進計画(第3次)「ぐんまこころプラン」、第2次前橋市食育推進計画「元気まえばし食育プラン」

食育教材の紹介と体験

　ぐんまちゃんと学ぶ食育カルタ、お箸ゲーム、食育紙芝居　他

食育ダンスの創作と発表

「食べ物の歌」の紹介、　「食の替え歌」にあわせたダンス創作と発表

食育折り紙Ⅰ

　食育折り紙による食育、食育折り紙の製作



第16回

第17回

第18回 A C

第19回 A

第20回 A C

第21回 A C

第22回 A

第23回

第24回 B A

第25回

第26回 D

第27回 D C

第28回 D C

第29回 A

第30回 A C

教員の助言
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授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

世界に広がる和食

　世界文化遺産としての「和食」、和食離れの日本人、和食の意義

食育に関する学術論文

　「食事の連絡帳」より、家庭支援から食育を考察

ディスカッションゲーム「クロスロード」から食育の考察

　クロスロードの体験と活用

ぐんまの食文化

　群馬の気候風土と食文化、おっきりこみと焼きまんじゅう、すき焼き応援県

前橋の魅力と食Ⅰ

　前橋の史跡・観光名所と食の魅力

前橋の魅力と食Ⅱ

　前橋の魅力をPR、前橋観光コースの立案　(情報系実習室)

災害時の食生活

　園における災害時の対応準備、災害時の食生活、新たな地産地消の意義

環境にやさしい食生活Ⅰ

　日本の食料生産と自給率、スローフード運動、エコ・クッキング

環境にやさしい食生活Ⅱ

　食品ロスとフードバンク、３０１０（さんまるいちまる）食べきり運動、こども食堂、「TABLE　FOR　TWO」

事前事後
学修

事前：次回の授業の学修課題をまとめる。 事後：ワークシートのコメントを次回授業の改善につなげる。

　　　　他の科目と連携する学修内容を、確認しておく。 　　　　学修内容が活かせる保育活動を考察する。

事前学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね60分を目安とする。

食育の造形あそびⅡ

　みかんアート、食育遊びの発展

「残さず食べるに向き合う」

　行動変容と食育、「にがてなたべものにチャレンジ」、意欲を育む

これからの食育

　楽しく食べる子どもに、課題研究とレポート

健康格差と食育

　健康格差とは何か、ヘルスリテラシーの構築

命のつながりと食生活

　DVD「命の食べ方」視聴、レポート課題

食育の造形あそびⅠ

　食育紙皿・ちぎり絵弁当の製作、保育活動への展開

安永愛香編著、「どろんこ保育園の食育計画」、地球丸、2018年3月29日

成績・課題等
に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

ワークシートに、コメントをつけて返却する。
ディスカッション等における、発言や質問等の積極性、学修の深化を判断して評価する。
学生の自己評価における学修ポートフォリオから、到達目標の達成度をはかる。

成績評価 レポート、課題（70％）、作品・発表（10％）、実技（10％）、授業による向上的変化（10％）

子どもの食生活を、食育の視点をもってよく観察すること。

教科書



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 甲賀　崇史 単位 2単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A B

第2回 A B

第3回 A B

第4回 A B

第5回 A B

第6回 施設養護・家庭養護の生活特性と支援の実際③ A B

福祉型障害児入所施設の暮らしについて考える

第7回 施設養護・家庭養護の生活特性と支援の実際④ A B

ー医療型障害児入所施設の暮らしについて考える

第8回 施設養護・家庭養護の生活特性と支援の実際④ A B

ー児童自立支援施設の暮らしについて考える

第9回 施設養護・家庭養護の生活特性と支援の実際⑥ A B

ー里親養育について考える

第10回 虐待された子どもの理解と対応① A B

第11回 虐待された子どもの理解と対応② A B

ー虐待の防止について考える

第12回 虐待された子どもの理解と対応③ A B

ー虐待の防止について考える

第13回 地域連携と家族支援① A B

ー施設の小規模化・地域分散化について考える

第14回 地域連携と家族支援② A B

ー地域と施設との関係性

第15回 A B C

ー事例発表会

36

本授業では、これまでの社会的養護に関わる学びを踏まえて、子どもの権利養護や、社会的養護の内容、児童

虐待防止と家庭支援について、主に事例の検討を通して学びます。新聞やニュースから、社会的養護に関わる

出来事を収集し、問題を整理し、発表し合うことを通じ、理解を深めていきます。

1. 社会的養護における子どもの権利養護や保育士の倫理についての理解を深める

2. 社会的養護の内容(日常生活支援、治療的支援、自立支援)についての理解を深める

3. 社会的養護における児童虐待の防止と家庭支援についての認識を深める

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

社会的養護における子ども理解と支援の基本

ー子どもの最前の利益について考える

社会的養護Ⅲ － 2年次

後期 選択必修

施設養護・家庭養護の生活特性と支援の実際②

ー乳児院と母子生活支援施設の暮らしについて考える

ー虐待の防止について考える

前期授業のまとめ

子どもの権利を守る仕組み

ー子どもの権利を守る仕組みについて考える

支援者としての資質と倫理

ー支援者の子ども観について考える

施設養護・家庭養護の生活特性と支援の実際①

ー児童養護施設の暮らしについて考える



第16回 社会的養護における専門的技術(事例検討)① A B

ー保育士の専門性に関わる知識・技能のまとめと応用

第17回 社会的養護における専門的技術(事例検討)② A B

ーソーシャルワークに関わる知識・技能のまとめと応用

第18回 A B

第19回 A B

第20回 A B

第21回 社会的養護とその実施体系(事例検討)③ A B

ー各制度を担う専門職の発展的理解

第22回 子ども家庭福祉の現状と課題(事例検討)① A B

ー母子保健と児童の健全育成の発展的理解

第23回 子ども家庭福祉の現状と課題(事例検討)② A B

ー子ども虐待とその防止

第24回 子ども家庭福祉の現状と課題(事例検討)③ A B

ー障害のある児童への対応

第25回 子ども家庭福祉の現状と課題(事例検討)④ A B

ー非行少年等への対応

第26回 子ども家庭福祉の現状と課題(事例検討)⑤ A B

ー貧困家庭の子どもとその家庭への対応

第27回 子ども家庭福祉の現状と課題(事例検討)⑥ A B

ー外国籍の子どもとその家庭への対応

第28回 施設養護の実際(事例検討)① A B

ー施設養護の基本原理の発展的理解

第29回 施設養護の実際(事例検討)② A B

ー日常生活支援、治療的支援、自立支援の技術

第30回 A B C

ー事例発表会

教員の助言

参考文献・図書
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ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

支援の計画と支援内容(事例検討)①

ー個別の支援計画の作成(個人による作成)

支援の計画と支援内容(事例検討)②

ー個別の支援計画の作成(ペアによる共有と改善)

社会的養護とその実施体系(事例検討)②

授業計画

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

教室で解説する

成績評価 レポート、課題（50％）、作品・発表（40％）、授業による向上的変化（10％）

事前学習で、社会的養護に関わる資料を調べてもらいます。日々の新聞やニュースなどの関心を持ちましょう。

教科書
無し

ー社会的養護の仕組みと実施体系(利用者保護)

後期授業のまとめ

事前事後

学修

事前： 事後：

社会的養護に関わる新聞やニュースを調べる 授業中に配布された資料を読み直す

事前学習に要する学習時間：概ね40分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね5分を目安とする。



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 松本  玲子 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A

第2回 A D

第3回 B C

第4回 A B

第5回 A B C

第6回 A

第7回 D

第8回 D

第9回 B C

第10回 A

第11回 B D

第12回 B C D

第13回 D

第14回 D

第15回 A

教員の助言

教科書
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音楽と遊びを工夫・応用できる保育者になるために

　子どもと楽しく音楽で遊べる保育者になるために必要な知識と発想を考える

事前事後

学修

事前： 事後：

声出しやリズム・歌詞の確認など、音楽で遊ぶため

に必要な基本情報を収集し、授業に備えて訓練して

おく

授業で取り上げた歌や動きをさらに発展させ、現場で

応用できるように努める

事前学習に要する学習時間：概ね４５分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね４５分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

作品・発表については個別に講評し、応用例や改善点を示した上で、実際に授業内で体験できるような授業運営をおこなう。

成績評価 筆記試験（60％）、レポート、課題（10％）、作品・発表（20％）、授業による向上的変化（10　％）

毎回歌や手遊び、体を動かすといった体験・実践型の授業であるため、積極的に関わり自らのスキルと体験を増やすこと

が重要である。

『新・たのしい子どものうたとあそび』（木村鈴代、同文書院　）

　　古来から伝わるわらべ歌を音楽と遊びの視点から考察する

手作り楽器制作の目的と制作におけるポイント

　　こどもが安全に楽しめる楽器作りのための知識や留意する点を学ぶ

「幼児のための手作り楽器」制作①

　　試行を含む制作実習

「幼児のための手作り楽器」制作②

　　工夫や改善点の検討を含む制作実習

作品の検証と課題の検討

　互いに作品を評価しあい、改善や工夫に向けてディスカッションする

リズムアンサンブル①

　幼児が楽しめるリズムを学び、グループでアンサンブル実習する
リズムアンサンブル②

　グループでアンサンブルを制作し、発表する

体全体を動かす音楽遊び①

　音楽に合わせて体を動かし、パフォーマンスを試みる

体全体を動かす音楽遊び②

　グループで音楽に反応し、動きをつける

後期 必修

音楽や音が子どもの成長に大きく寄与することを理解し、保育現場における音楽と連携した様々な遊びを体験・工夫・考案する。

　童謡や子どもの歌を使った手遊び・集団遊び・楽器遊びの他、リズムやメロディを活用した音楽の遊びを体験し、工夫できる点を検

討する。また身近な素材を使った手作り楽器を制作し、遊び方を考える。さらにリズムアンサンブルなどのグループワークを通じて、

音を楽しむための創作力を身に付ける。

童謡や子どもの歌を使った手遊び・集団遊び・楽器遊びができる。

リズムやメロディを活用した音楽の遊びができる。

身近な素材を使った手作り楽器が制作できる。

音を楽しむ工夫ができる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

こどもが音や音楽を楽しむために

　必要な環境と条件を考え、保育者としての取り組み方をディスカッションする

童謡・子どもの歌を使った音遊び①

　歌詞の意味やメロディの特徴を考察し、手遊びを体験する

童謡・子どもの歌を使った音遊び②

　グループワークで歌詞の発展や手遊びを考え、発表する

リズム・メロディを活用した遊び①

　　リズムやメロディを発展させる方法を学び、グループワークで実践例を考える

リズム・メロディを活用した遊び②

　　ワークで考えた実践例を発表し、検証する。

わらべ歌に学ぶ日本の伝統音楽

保育内容・音楽と遊びⅠ ○ 1年次



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 天宮  陽子 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A

第2回 A

第3回 A

第4回 B

第5回 B

第6回 B

第7回 B

第8回 B

第9回 B C

第10回 B

第11回

第12回 D

第13回 D

第14回 D

第15回 A

教員の助言

参考文献・図書
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遊びの意義・再確認（遊びの必要性、遊びのおもしろさ）

事前事後

学修

事前：予告する課題内容に応じて、授業前に材料用具など

必要な物を準備しておく。

事後：授業で体験した制作活動を振り返り、保育・教育での

生かし方を考察する。

事前学習に要する学習時間：概ね15分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出された「遊び」の発案についてコメントをつけて返却する。

成績評価

課題（50％）、作品・発表（20％）、授業による向上的変化（30％）

※向上的変化には制作に臨む態度を含む。提出すべき作品や課題が提出されない場合は、試験を受けなかった

ことと同様とし、単位認定しない。
新聞やテレビ、ネットニュースなど子どもに関する情報や子どもに関係のある商品、生活用品、おもちゃなど

に関心を持つ。

教科書
『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

『遊びを中心とした保育』（河邉貴子著、萌文書林）、『体験が感性を育む造形とあそび』（深谷ベルタ著、

風鳴舎）、『遊びの指導』（幼少年教育研究所、同文書院）

劇遊び③（発表練習、衣装制作）

劇遊び④（発表練習、衣装制作）

劇遊び⑤（発表）

身近な自然や物の色や形、感触やイメージ等に親しむ遊び

保育記録から生まれる指導計画（保育に生きる記録、保育記録の中の計画性））

個の自己発揮から共同的な学びへ①　（紙で遊ぶ：紙コップタワー）

個の自己発揮から共同的な学びへ②　（紙と遊ぶ：お花のシャワー）

個の自己発揮から共同的な学びへ③　（毛糸で遊ぶ：巻く、編む）

後期 必修

子どもの心身の発達や子どもを取り巻く環境等と保育所保育指針に示される保育の内容を踏まえて、子どもの生活と遊び

における体験として、ごっこ遊び、劇遊び等を行い、保育の環境を捉える。子どもの生活と遊びにおける他者との関係や

集団の中での育ちの理解と援助に関わる知識及び技術を解説する。

保育者として、子どもの生活と遊びを豊かに展開するために必要な知識や技術を習得し、保育環境の構成及び

具体的展開のための技術を実践的に行うことができる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

園における子どもの遊びと保育者（遊びを中心とした保育とは）

園における子どもの遊びと保育者（子どもの遊びを理解する）

園における子どもの遊びと保育者（子どもの遊びを援助する）

見立て遊び、ごっこ遊び、なりきり遊び（ままごと遊び、お店屋さんごっこ、ヒーローごっこ）

劇遊び①（構想、絵本を読み込む、衣装制作）

劇遊び②（構想、絵本を読み込む、衣装制作）

保育内容・子どもの遊びⅠ － 1年次



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 天宮  陽子 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 C

第3回 C

第4回 C

第5回 C

第6回 C

第7回 B D

第8回 B D

第9回 B D

第10回 B D

第11回 B

第12回 B

第13回 B C

第14回 B C

第15回 B C

教員の助言

参考文献・図書
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模擬保育⑤　グループワークによる実践と考察（発表、アイデアを共有する）

事前事後

学修

事前：予告する課題内容に応じて、授業前に材料用具など

必要な物を準備しておく。

事後：授業で体験した制作活動を振り返り、保育・教育での

生かし方を考察する。
事前学習に要する学習時間：概ね15分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出された「おもちゃ」の発案についてコメントをつけて返却する。

作品に対してのアドバイスと活用方法の解説をする。

成績評価

課題（50％）、作品・発表（20％）、授業による向上的変化（30％）

※向上的変化には制作に臨む態度を含む。提出すべき作品や課題が提出されない場合は、試験を受けなかった

ことと同様とし、単位認定しない。
授業における制作は指導でのポイントをつかむもので、作品の良し悪しを評価するものではない。要点を理解

したかを判断する材料とする。積極的に造形、制作活動を行い、創意工夫を試みる。片付け、掃除を含めて授

業である。

教科書
『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

随時紹介する

造形遊びの実践①　（大学公開イベント『つくってあそぼう（案）』にて実施予定）

造形遊びの実践②　（大学公開イベント『つくってあそぼう（案）』にて実施予定）

造形遊びの実践③　（大学公開イベント『つくってあそぼう（案）』にて実施予定）

造形遊びの実践④　（大学公開イベント『つくってあそぼう（案）』にて実施予定）

模擬保育①　グループワークによる実践と考察（グループで造形活動を考えて提案する）

模擬保育②　グループワークによる実践と考察（見本作品の制作）

模擬保育③　グループワークによる実践と考察（発表、アイデアを共有する）

模擬保育④　グループワークによる実践と考察（発表、アイデアを共有する）

前期 必修

子どもの心身の発達や子どもを取り巻く環境等と保育所保育指針に示される保育の内容を踏まえて、子どもの

生活と遊びにおける体験として、身近な自然や色や形、感触やイメージ等に親しむ体験を行う。素材や教材等

の特性の理解と、それらの活用や制作に必要となる知識及び技術についての演習を行う。

保育者として、子どもの生活と遊びを豊かに展開するために必要な知識や技術を習得し、保育における教材等の活用及び

作成と保育環境の構成及び具体的展開のための技術を実践的に行うことができる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

子どもの発達と造形表現（子どもの年齢と道具や素材について）

造形活動　紙コップを使って　（クリップ糸電話で自己紹介、紙コップ人形）

造形活動　紙コップ、紙皿を使って　（コップグライダー、簡単けん玉、くるくる凧）

造形活動　仕掛けのある造形　（お引越し、パタパタ鳥、割れないシャボン玉）

造形活動　風船を使って　（風船でめきん、風船ベット、風船の部屋）

造形活動　廃材を使って　（ペットボトルバズーカー、くるくる棒、封筒おばけ）

保育内容・造形と遊びⅠ － 1年次



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 天宮  陽子 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 A

第3回

第4回 B

第5回 B C

第6回 B C

第7回 B C

第8回

第9回 B C

第10回 B C

第11回 B C

第12回 B C D

第13回 B C D

第14回 B C D

第15回

教員の助言

参考文献・図書

41

絵本で育まれる力

事前事後

学修

事前：図書館で絵本、紙芝居等を借りて、読み聞かせの練
習をしておく。

事後：授業内で紹介された絵本、紙芝居等のリストを作成す
る。

事前学習に要する学習時間：概ね15分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

毎授業内で担当学生が絵本、紙芝居の読み聞かせを行ったことに対し、アドバイスをする。

成績評価
課題（50％）、作品・発表（20％）、授業による向上的変化（30％）
※向上的変化には活動に臨む態度を含む。提出すべき課題が提出されない場合は、試験を受けなかったこと
と同様とし、単位認定しない。

絵本や紙芝居の読み聞かせなどの実践を行うので、日常から言葉に関わる児童文化財に触れておくようにす
ること。

教科書
『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）
『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

『絵本から広がる遊びの世界』（樋口正治他、風鳴舎）、『児童文化』（皆川美恵子、武田京子編著、ななみ書房）

0歳児クラス（人を育てる唄　わらべうた）

0歳児クラス（絵本と現実のつながり、模倣あそび、イメージの広がり、興味の広がり）

1、２歳児クラス（身近な人やものや出来事が出てくる絵本）

1、２歳児クラス（言葉の音やリズムを楽しむ絵本）

1、２歳児クラス（簡単なお話のある絵本）

３歳児クラス（絵本の読みあいから広がる遊びの実践①）

３歳児クラス（絵本の読みあいから広がる遊びの実践②）

３歳児クラス（絵本の読みあいから広がる遊びの実践③）

前期 必修

子どもの心身の発達や子どもを取り巻く環境等と保育所保育指針に示される保育の内容を踏まえて、発達段階

にあった絵本を解説し、絵本から広がる子どもたちの遊びの技術習得を目指す。子どもの生活と遊びにおける

体験として、児童文化財である絵本、紙芝居、人形劇等に親しむ。

子どもの生活と遊びを豊かに展開するために必要な知識や技術を習得し、保育環境の構成及び具体的展開のた

めの技術として児童文化財である絵本、紙芝居について基礎的な知識が身に付いている。絵本を用いた活動・

遊びへの展開をするための技術を習得している。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

絵本とは何か（絵本の歴史、絵本の特徴、絵本の種類）

絵本から広がる子どもたちの遊び（保育現場で絵本や物語を読み合うということ）

読みあう活動（保育現場から実践例の紹介）

絵本との出会いから生まれる子供たちの喜び（読みあいで大切にしたいこと）

絵本のはじまり（絵本と現実のつながり、模倣あそび、イメージの広がり、興味の広がり）

0歳児クラス（絵本のはじまり）

絵本と保育 － 2年次



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 松本  玲子 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A

第2回 A

第3回 D

第4回 D

第5回 D

第6回 D

第7回 B D

第8回 B D

第9回 B D

第10回 B D

第11回 A B C D

第12回 D

第13回 A B

第14回 A B

第15回 A

教員の助言

教科書

42

音楽と遊びを工夫・応用できる保育者になるために

　子どもと楽しく音楽で遊べる保育者になるために必要な知識と発想を考える

事前事後

学修

事前： 事後：

授業で取り上げる歌や活動に関する応用事例などを調査し

検討しておく

授業で実習した内容を習熟できるように、練習や復習をおこ

なう

事前学習に要する学習時間：概ね４５分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね４５分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

授業内での実習については可能な限り個別に到達度をチェックし、助言する。グループ発表については講評の上、応
用例や改善点を提案し、教員が実演で示すような授業運営をおこなう。

成績評価 筆記試験（60％）、レポート、課題（20％）、作品・発表（10％）、授業による向上的変化（10　％）

日頃からこどもの視点で音や音楽に接し、アイデアや事例について情報の収集に努めること

『保育の四季　歌のカレンダー』（エー・ティー・エヌ　）

　擬態音や効果音の活用例を学び、ピアノで弾けるようにする

グループワーク「遊びにおける音楽創作」①

　　紙芝居や読み聞かせにつける音楽を創作し演奏する実習にむけての素材・構成準備

　グループワーク「遊びにおける音楽創作」②

　　全体構成のコンテを作りどのような音楽をどこに入れるか検討

グループワーク「遊びにおける音楽創作」③

　　歌やテーマメロディの制作

グループワーク「遊びにおける音楽創作」④

　発表に向けての役割分担と実習

「遊びにおける音楽創作」発表と検討

　グループごとに制作のコンセプトも含めて発表し、課題や改善点を検討する
応用・工夫のできるピアノ伴奏

　リズムアレンジやイントロ・エンディングの作り方を学び実習する

行事における音楽の活用①

　グループワークで模擬クリスマス会での音楽を構成する

行事における音楽の活用②

　グループワークで模擬卒園式での音楽を構成する

前期 選択必修

「音楽と遊びⅠ」で身につけた能力をさらに伸ばし、保育現場の様々な活動に対して音楽が活用できる実践力を身に付け

る。子どもが日常的に音楽に楽しめるよう、効果的なピアノの活用や音楽的な応用力を向上させる。紙芝居に音楽をつけ

る実習やクリスマス・卒園式といった行事の模擬実践を通して、プロデュース・構成力を持った保育者になるための知識

と体験を積む。

音楽を活用した遊びを制作できる。

紙芝居や読み聞かせ、身体表現などの活動を、音楽により効果的にすることができる。

コード・ネームを理解し楽譜を自在に活用できる。

汎用性があり応用的なピアノ伴奏ができる。

保育現場で効果的な音楽やアニメソングなど、子どもを惹きつける音楽がピアノで弾ける

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

音楽を活用した遊びの事例 ①

　保育の現場や活動でどのように音楽が活用されているかを学ぶ。

音楽を活用した遊びの事例 ②

　クリスマス会や卒園式などの行事でどのように音楽が活用されているかを学ぶ。

音楽で遊ぶために習得したい知識とスキル①（コード・ネーム）

　コードネームを学び実際に和音が弾けるようになることで、楽譜への応用力をつける

音楽で遊ぶために習得したい知識とスキル②（アニメ・メロディ）

　　アニメなどの人気曲を習得する

音楽で遊ぶために習得したい知識とスキル③（リズムのいろいろ）

　ポップスやラテンなど多様なリズムで応用力をつける

音楽で遊ぶために習得したい知識とスキル④　(効果音とBGM)

保育内容・音楽と遊びⅡ ○ 2年次



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 A

第3回 B

第4回 A

第5回

第6回

第7回

第8回 B

第9回 B

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

教員の助言

参考文献・図書

43

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

・各回ごとに確認プリントを用意し、答案にはコメントをつけて返却する。

成績評価
筆記試験（40 ％）、レポート、課題（20 ％）、作品・発表（　　％）、実技（30 ％）、
授業による向上的変化（10 ％）

日頃から子どもの遊んでいる様子に注目し、その意味、背景、効果等を意識する習慣をつけてください。

教科書
『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

活動観察の視点①　クラス全体を観察する保育者の視点と動き　模擬授業をもとに実践する

活動観察の視点②　個々の幼児を見て受け止める保育者の視点と動き　模擬授業をもとに実践する

記録に基づく評価①　クラス全体の観察に基づいた記録の種類や取り方のポイントなどを学ぶ

記録に基づく評価②　個々の幼児の観察に基づいた育ちや課題など読み取りやすい記録について学ぶ

観察しながらの評価　遊びを通して子どもの成長を観察し、評価する方法およびその重要性について

指導記録と指導計画について　長期、短期の指導計画について書き方のポイントを学ぶ

遊びを通しての指導における教師の役割　保育者の基本的役割や資質について再確認する

子どもの遊びにおける今日的課題　「遊びを中心とする保育」には保育者の高い専門性が

重要であることを学ぶ

事前事後

学修

事前：現代の子どもの遊びにどんなものがあるか、参考文

献をあたりリサーチしておく

事後：遊びの種類と効果、教育的意義について整理してまと

めておく
事前学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。

後期 選択必修

・幼児体育教育の現場にいた経験を活かし、身体全体を使った遊びを主にした実践的教育を行う。

・様々な遊びを知り、体験してその楽しさを味わう。

・遊びの持つ教育的効果を知り、それを意識して指導する力を身につける。

・遊びの特性を理解できる。

・遊びの活動の中にある教育的効果、教育的意義を読み取れる。

・子どもの遊びを支援する方法を知る。

・子どもの遊びを領域との関連において理解することができる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

遊びとは何か

ロジェ・カイヨワのプレイ論より「模倣」「偶然」「競争」「めまい」の4要素について考察する

子どもの生活と遊びについて　自身の生活を振り返り、どのような時に遊びがあったか、またなぜ必要

だったかについて考え、発表しあう

様々な遊び　多様な遊びを知り、その特性から分類する作業を行い、遊びを教育的に見る視点を養う

教育と遊び　事例を通して子どもの発達段階および特性を学び、それに対応する保育者としてあるべき援

助について考え、意見交換する

遊びの対象となる活動と遊びの背景　事例をもとに子どもの遊びの特徴とその背景について学ぶ

観察と記録について　保育記録の目的や記録と保育の関連性について学ぶ

遊びを通しての指導について　遊びを主に据えた活動における保育者の役割を考える

保育内容・子どもの遊びⅡ ○ 2年次



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 天宮  陽子 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A

第2回 B D

第3回 B

第4回 B

第5回 B D

第6回 D

第7回 D

第8回 A B

第9回 B D

第10回 A C

第11回 A

第12回 B

第13回 B

第14回 B C

第15回 B C

教員の助言

参考文献・図書

44

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出された「おもちゃ」の発案についてコメントをつけて返却する。
作品に対してのアドバイスと活用方法の解説をする。

成績評価
課題（50％）、作品・発表（20％）、授業による向上的変化（30％）
※向上的変化には制作に臨む態度を含む。提出すべき作品や課題が提出されない場合は、試験を受けなかっ
たことと同様とし、単位認定しない。

授業における制作は指導でのポイントをつかむもので、作品の良し悪しを評価するものではない。要点を理
解したかを判断する材料とする。積極的に造形、制作活動を行い、創意工夫を試みる。片付け、掃除を含め
て授業である。

教科書
『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）
『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

『体験が感性を育む造形とあそび』（深谷ベルタ著、風鳴舎）

廃材を使った造形活動　輪つなげ③（活用・遊び）

仕掛けのある造形活動　影絵①（構想、下絵の制作）

仕掛けのある造形活動　影絵②（背景や人物の制作、色彩や構図を考えながらカラーフィルムの

仕掛けのある造形活動　影絵③（背景や人物の制作、色彩や構図を考えながらカラーフィルムの

仕掛けのある造形活動　影絵④（背景や人物の制作、発表練習、活用・発表）

仕掛けのある造形活動　影絵⑤（背景や人物の制作、発表練習、活用・発表）

事前事後

学修

事前：予告する課題内容に応じて、授業前に材料用具など
必要な物を準備しておく。

事後：授業で体験した制作活動を振り返り、保育・教育での
生かし方を考察する。

事前学習に要する学習時間：概ね15分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。

実習の反省を基に身に付けたい能力について考える

造形活動　季節遊び、素材遊び（木々、草花等自然に親しむ、戸外にて体験）

造形活動　小麦粉人形、スライム（形状・色彩・感触・素材遊び）

造形活動　ミニカー（立体工作、アイデアの共有）

造形活動　虹のカプセル（自然を取り入れた工作、科学の視点から）

博物館、美術館での鑑賞（アーツ前橋）

博物館、美術館での鑑賞（アーツ前橋）

廃材を使った造形活動　輪つなげ①（構想、厚紙による形状の立体化）

廃材を使った造形活動　輪つなげ②（グループ制作）

保育内容・造形と遊びⅡ － 2年次

後期 選択必修

子どもの心身の発達や子どもを取り巻く環境等と保育所保育指針に示される保育の内容を踏まえて、子どもの生活と遊び

における体験として、身近な自然や色や形、感触やイメージ等に親しむ体験を行う。素材や教材等の特性の理解と、それ

らの活用や制作に必要となる知識及び技術についての演習を行う。

保育者として、子どもの生活と遊びを豊かに展開するために必要な知識や技術を習得し、保育における教材等の活用及び

作成と保育環境の構成及び具体的展開のための技術を実践的に行うことができる。様々な素材を用いた造形活動を通し

て、その素材の性質を理解している。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 篠 塚 晃 子 ・ 松 本 玲 子 ・ 鵜 飼 侑 起 子 単位 2単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 C

第2回 D

第3回 D

第4回 D

第5回 D

第6回 A B C

第7回 C

第8回 D

第9回 D

第10回 D

第11回 D

第12回 D

第13回 D

第14回 D

第15回 A B C
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「はをみがきましょう」「たなばたさま」「おかえりのうた」「さよならのうた」

夏の曲、生活の曲

「はをみがきましょう」「たなばたさま」「おかえりのうた」「さよならのうた」

夏の曲、生活の曲

「はをみがきましょう」「たなばたさま」「おかえりのうた」「さよならのうた」

前期試験の課題曲の演習①　歌詞に着目し、明瞭な声で歌唱する

前期試験の課題曲の演習②　ピアノ伴奏と歌とのバランスに考慮して弾く

前期試験の課題曲の演習③　①②を踏まえ、通奏できるようにする

前期試験へ向けた、グループ別での発表　演奏に対するディスカッションを行い、改善点を探る

ガイダンス、「チューリップ」による弾き歌いのチェックテスト、グループ分け　　

入学前課題の演習

「てをたたきましょう」「こいのぼり」「とんぼのめがね」「むすんでひらいて」

入学前課題の演習

「てをたたきましょう」「こいのぼり」「とんぼのめがね」「むすんでひらいて」

春の曲、その他

「ちょうちょう」「せんせいとおともだち」「かたつむり」

春の曲、その他

「ちょうちょう」「せんせいとおともだち」「かたつむり」

小テストへ向けたグループ別での発表

小テスト 入学前課題による弾き歌いテストを履修者全員の前で行う

夏の曲、生活の曲

「はをみがきましょう」「たなばたさま」「おかえりのうた」「さよならのうた」

夏の曲、生活の曲

ピアノ奏法Ⅰ － 1年次

通年 選択必修

ピアノの個別レッスンを通して、保育士や幼稚園教諭として必要なピアノ演奏技術を実践的に習得する。

・ピアノにおける基礎的な技術を身につけることができる。

・童謡や唱歌等による弾き歌いを演奏することができる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ



第16回 D

第17回 D

第18回 D

第19回 D

第20回 D

第21回 D

第22回 D

第23回 D

第24回 D

第25回 D

第26回 D

第27回 D

第28回 D

第29回 D

第30回 A B C

教員の助言

参考文献・図書
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成績評価
定期試験（前期試験・後期試験の総合70%）、小テスト（10%）、授業への取り組み姿勢（10%）
授業による向上的変化（10%）

練習内容が個人の質的変化に大きく影響する分野であるため、高い意識を持って練習し、授業の個人レッスンに臨むこ

と。計画性を持って取り組み、レパートリーの獲得に努めること。

教科書
『こどものうた１００』（小林美実 監修,井戸和秀 編、チャイルド本社）

『学生の楽典教室』（坪野春枝、ｋｍｐ）

ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

後期試験の課題曲の演習③　ピアノ伴奏と歌とのバランスに考慮し通奏できるようにする

後期試験の課題曲の演習④　子どもと共に歌うことを想定し、自信を持って弾き歌いができるようにする

後期試験へ向けたグループ別の発表　先生役、子ども役を担当し発表し合う。改善点を探り、仕上げる

事前事後

学修

事前：シラバスを毎回確認し、課題曲の事前準備を行う。練習内

容を工夫し、精度を高めて個人レッスンに臨む。

事後：ミスしやすい箇所について部分練習を行い、自分のレパート

リーとして演奏できるかどうか復習する。

事前学習に要する学習時間：概ね３０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね１５分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

レッスン記録シートに弾けるようになった曲名を記入することで、履修者が課題達成度を把握できるよ
うにする。定期試験における教員の講評をレッスン記録シートに付けて返却する。

「あわてんぼうのサンタクロース」「ゆき」「いちねんせいになったら」「おしょうがつ」「おもいでのアルバム」

動物の歌、その他

「もりのくまさん」「おもちゃのチャチャチャ」「ふしぎなポケット」「アイアイ」「あめふりくまのこ」

動物の歌、その他

「もりのくまさん」「おもちゃのチャチャチャ」「ふしぎなポケット」「アイアイ」「あめふりくまのこ」

後期試験の課題曲の演習①　課題曲の選定

後期試験の課題曲の演習②　歌詞の内容を理解し、曲のイメージにふさわしい歌唱の仕方を工夫する

秋の曲、その他

「やまのおんがくか」「たきび」

秋の曲、その他

「やまのおんがくか」「たきび」

教育実習の課題曲による演習①　実習先のオリエンテーション時で得た課題を練習する

教育実習の課題曲による演習②　実習で対応できるよう練習を積み重ね、仕上げる

冬の曲、その他

「あわてんぼうのサンタクロース」「ゆき」「いちねんせいになったら」「おしょうがつ」「おもいでのアルバム」

冬の曲、その他

「あわてんぼうのサンタクロース」「ゆき」「いちねんせいになったら」「おしょうがつ」「おもいでのアルバム」

冬の曲、その他

「あわてんぼうのサンタクロース」「ゆき」「いちねんせいになったら」「おしょうがつ」「おもいでのアルバム」

冬の曲、その他

授業計画



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 篠 塚 晃 子 ・ 松 本 玲 子 ・ 鵜 飼 侑 起 子 単位 2単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 D

第3回 D

第4回 D

第5回 D

第6回 D

第7回 D

第8回 D

第9回 D

第10回 D

第11回 D

第12回 D

第13回 D

第14回 D

第15回 A B C
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ト長調の曲

「せんろはつづくよどこまでも」「ふしぎなポケット」

ト長調の曲

「せんろはつづくよどこまでも」「ふしぎなポケット」

前期試験の課題曲の演習①　課題曲の選定

前期試験の課題曲の演習②　歌詞の内容を理解し、曲のイメージに沿った歌声で歌唱する

前期試験の課題曲の演習③　弾き歌いに関して教育実習で得た経験を演奏に反映させる

前期試験へ向けたグループ別での発表　先生役、子ども役をグループ内で担当し演奏する。改善点を探る。

ヘ長調の曲

「ぶんぶんぶん」「おはながわらった」「ありさんのおはなし」

ヘ長調の曲

「ぶんぶんぶん」「おはながわらった」「ありさんのおはなし」

ニ長調の曲

「とけいのうた」「おかあさん」「ことりのうた」「おつかいありさん」

ニ長調の曲

「とけいのうた」「おかあさん」「ことりのうた」「おつかいありさん」

教育実習の課題曲の演習①　オリエンテーションで得た課題を確認し、譜読みに取りかかる

教育実習の課題曲の演習②　両手で通奏できるようにする

教育実習の課題曲の演習③　歌詞の内容を理解し、ピアノとのバランスを考慮しながら弾く

教育実習の課題曲の演習④　実習先で行うことを想定し、幼児の様子を見ながら弾き歌いできるようにする

ピアノ奏法Ⅱ － 2年次

通年 選択必修

1年次で学修したピアノ奏法Ⅰを基盤に、ピアノの個別レッスンを通して保育士・幼稚園教諭として求められ

るピアノ演奏技術を応用的に習得する。

・伴奏法の技術を身につけることができる。

・保育現場で対応可能な弾き歌いを実践することができる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

ガイダンス、グループ分け　　



第16回 C D

第17回 C D

第18回 D

第19回 D

第20回 D

第21回 D

第22回 D

第23回 D

第24回 D

第25回 D

第26回 D

第27回 D

第28回 D

第29回 D

第30回 A B C

教員の助言

教科書

参考文献・図書
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練習内容が個人の質的変化に大きく影響する分野であるため、高い意識を持って練習し、授業の個人レッスンに臨むこと。計画性を
持って取り組み、レパートリーの獲得に努めること。

『こどものうた１００』（小林美実 監修,井戸和秀 編、チャイルド本社）

『学生の楽典教室』（坪野春枝、ｋｍｐ）

「はしるのだいすき」「てのひらをたいように」「おもちゃのマーチ」「カレンダーマーチ」

後期試験の課題曲の演習①　課題曲の選定

後期試験の課題曲の演習②　歌詞の内容を把握し、ピアノとのバランスを考慮した弾き歌いの通奏

後期試験の課題曲の演習③　保育現場で対応できる弾き歌い技術の習得

後期試験へ向けたグループ別での発表　２年間のピアノレッスンを通しての振り返りと試験への仕上げ

事前事後
学修

事前：シラバスを毎回確認し、課題曲の事前準備を行う。練習内
容を工夫し、精度を高めて授業での個人レッスンに臨む。

事後：ミスしやすい箇所について部分練習を行い、自分のレパート
リーとして演奏できるかどうか復習する。

事前学習に要する学習時間：概ね３０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね１５分を目安とする。

成績・課題等
に対する
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

レッスン記録シートに弾けるようになった曲名を記入することで、履修者が課題達成度を把握できるように
する。定期試験における教員の講評をレッスン記録シートに付けて返却する。

成績評価
定期試験（前期試験・後期試験の総80%）、授業への取り組み姿勢（10%）
授業による向上的変化（10%）

秋の歌

「まっかなあき」「小さい秋みつけた」

秋の歌

「まっかなあき」「小さい秋みつけた」

冬の歌

「ジングルベル」「まめまき」「ゆきのこぼうず」

冬の歌

「ジングルベル」「まめまき」「ゆきのこぼうず」

冬の歌

「ジングルベル」「まめまき」「ゆきのこぼうず」

動物の歌

「はたけのポルカ」「いぬのおまわりさん」「ぞうさん」「おんまはみんな」

動物の歌

「はたけのポルカ」「いぬのおまわりさん」「ぞうさん」「おんまはみんな」

その他

「はしるのだいすき」「てのひらをたいように」「おもちゃのマーチ」「カレンダーマーチ」

その他

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

伴奏法の演習①　コード譜に慣れ、自ら工夫して伴奏できるようにするための練習を行う

「おおきなくりのきのしたで」

伴奏法の演習②　保育現場で求められる伴奏技術の理解と実践を行う

「おはようのうた」



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 藤生・甲賀・伊藤 単位 2単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回 A B

第8回

第9回

第10回 D

第11回 A

第12回

第13回

第14回 D

第15回 D

職員さんの施設の支援の様子について理解する。

49

施設見学事前指導

「薫英壮・ワークショップくんえい」の歴史および概要の説明および見学の注意点

施設見学

利用者さんの施設の生活の様子について理解する。

施設見学

利用者さんの施設の仕事の様子について理解する。

施設見学

群馬県県内の保育所の設置状況を調べる　　実習の内容を把握する

施設実習先の選定　　実習先方向書の記入の仕方を理解する

群馬県県内の施設の設置状況を調べる　　実習の内容を把握する

実習先の選定（ⅡとⅢ）をする

保育所の乳幼児の一日の生活を学ぶ

実習先の施設についての理解

施設の種類と機能および役割

施設の1日の流れと実習内容の確認

DVD視聴による話し合い

乳幼児の生活と保育環境ついて学ぶ

保育環境とは何か？についてグループ討議する　　実習生としての心構えを理解する

保育実習の記録にはどんなものがあるかを知る

沢山の種類の記録があるがその記録の意味と目的を理解する

保育技能とは何か？を理解する

絵本、紙芝居、エプロンシアターの実践を皆でやってみる

記録の意味と実習日誌の書き方を学ぶ

気づきの意味と書き方を理解する

保育実習指導Ⅰ ○ 1年次

通年 必修

保育所現場での保育、教育、指導、管理職としての経験をいかして実践力を高める教育を行う。また、保育所における、

子どもの生活と保育士・支援員の援助や関わり、保育所保育指針等に基づく、保育の展開、全体的な計画と指導計画、及

び評価の理解について学ぶ。加えて、施設における利用者の生活と施設保育士の援助や関わりについて学ぶ。

1. 保育所・児童福祉施設等の役割や機能など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. 保育・支援の計画、観察、記録及び自己評価などについて、具体的に理解する。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

ガイダンス　保育実習指導の意義、　目的　授業の進め方について

保育所実習の概要説明と基礎調査　

施設実習の意義・施設の基本的理解

施設実習の概要説明と基礎調査

保育所実習先の選定　　実習先方向書の記入の仕方を理解する



第16回 B

第17回

第１８回 A B

第１９回 A

第２０回 A

第２１回 A

第２２回

第２３回 D

第２４回

第２５回 B

第２６回 B

第２７回 A B C

第２８回 A B C

第２９回 A B

第３０回 A B

お礼状の作成

教員の助言

教科書

参考文献・図書
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保育所・施設の観察参加実習をとおして、保育所と施設の役割と保育士の専門性を学んで欲しい。社会人とし

てのマナーや実習に関する知識と心構えを身に着けることを学修して欲しい。

『書名　パーフェクトガイド　』（著作者　小櫃智子　守巧　佐藤恵　小山朝子　　、出版社　わかば社）

保育所保育指針　保育所保育指針解説書

保育所実習事後指導　これからの課題を明確化する

お礼状の書きかた　ポイントをとらえ実際に練習し下書きをする

施設実習事後指導 　　　 自己評価　

実習の振り返りをする　グループ討議をする　発表をする

保育所実習事後指導　これからの課題を明確化する

事前事後

学修

事前： 事後：

実習先の概要を調べておく 毎回の授業で使うワークシートを提出する

事前学習に要する学習時間：概ね　　４５分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：：：概ね４５　　分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出したワークシートは採点して返却する
教室でワークシートの内容について解説する
実習日誌は採点して確認と指導をして、課題をみつけて返却する

成績評価
レポート、課題（６０％）、研究・発表（２０％）、授業への取り組み姿勢（１０％）
授業による向上的変化（１０％）

「こんなときどうする？」の説明と留意事項

保育所実習における記録の意味と実習日誌の書き方のポイントを学ぶ

実習に対する課題を学ぶ　　　　　　子どもの人権と最善の利益の考慮について学ぶ　

施設実習における記録の意味と実習日誌の書き方のポイントを学ぶ

実習に対する課題を学ぶ　　　　　　利用者の人権と最善の利益の考慮について学ぶ　

実習の手引きを見てオリエンテーションの指示、受け方を学ぶ

実習に関する事務手続きを理解する　誓約書の内容の確認と記入をする

乳児の沐浴の理解と実践

一人一人が沐浴の実習をする

実習日誌の配布

実習先の施設情報等の記入

保育所実習前準備の確認　プライバシーの保護、守秘義務について　

グループになり実習の課題、計画と実践、思い等を話し合う

保育所実習前準備の確認　プライバシーの保護、守秘義務について　

グループになり実習の課題、計画と実践、思い等を話し合う

保育所実習事後指導 　　 自己評価　

実習の振り返りをする　グループ討議をする　発表をする

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

施設見学事後指導

レポート課題の作成による振り返りと発表、グループワークによる学生同士の意見交換

１・２年生合同報告会に向けての参加の仕方

実習日誌の書き方を理解し、その意味が分かる

１・２年生合同報告会の参加し、２年生から保育実習の内容を理解し質問をする

自分の意見、感想をレポートにまとめる

実習を行うにあたっての心構え



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 藤生睦恵・伊藤恭滋 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A B

第2回 B

第3回 A

第4回 A C

第5回 A

第6回 A C

第7回

第8回

第9回 D

第10回 A

第11回 C

第12回 A

第13回

第14回 B

第15回 C

教員の助言
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成績評価
レポート、課題（６０％）、研究・発表（２０％）、授業への取り組み姿勢（１０％）
授業による向上的変化（１０％）

保育士の専門性を具体的に理解し、実習をとおして保育現場への理解と関心、興味を持ってほしい

『書名パーフェクトガイド』（著作者小櫃智子　守巧　佐藤恵　小山朝子、田中君江　遠藤純子）
（出版社　わかば社）

資料の配布や図書の紹介の形で随時行う

実習前の書類、持ち物の確認をする

自己の課題と留意点について再確認をする

実習先の感想レポートを書く

経験したことを自分の言葉で表現し自分のこれからの課題を認識する

自己課題、努力目標をグループで話し合う

実習日誌と責任実習の書き方についての反省と課題について

１年生に実習の報告をする。自己の反省と課題も分かりやすく伝えるようにする

実習報告会では保育所実習での学びを一人一人発表する

事前事後

学修

事前：実習先の概要を調べておく 事後：毎回の授業で使うワークシートを提出する

実習先の公開保育に参加する 実習先の感想レポート集を作りクラス全員のレポートを読む

事前学習に要する学習時間：概ね　　４５分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：：：概ね４５　　分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出したワークシートは採点して返却する
教室でワークシートの内容について解説する
実習日誌は採点して確認と指導をして、課題をみつけて返却する

実習先のオリエンテーションの内容、確認をする

保育所の仕事のチームワークについて学ぶ

保育士の専門性とは何かについて理解する

守秘義務について

守秘義務は絶対に守り、実習先と実習生自身の個人情報について確認する

保育の記録の書き方、指導計画の作成の書き方を理解する

保育記録を書く意味とは何かついて話合う

実習日誌の書き方、指導案作成のポイントを学ぶ

３歳未満児の指導案のポイントを学ぶ

責任実習についての確認事項を学ぶ

教材の選び方、実習内容と実習先の子ども達理解との関係性について

実習先で自分の保育の知識、技能をいかすことについて

保育技能の実践をする。絵本、手遊び、歌遊び、紙芝居、パネルシアター、集団遊び

年齢に応じた保育とは何かについて学ぶ

各年齢の発達、特徴を確認する。気になる子どもについての理解と支援とはについて学ぶ。

保育所の社会的役割について

保育所保育指針内容の再確認と保育士の役割とは何かについて

保育実習指導Ⅱ ○ 2年次

前期 選択必修

・保育所現場での保育、教育、指導、管理職としての経験をいかして実践力を高める教育を行う。

・保育実習の意義と目的を理解し、保育実習Ⅰの経験を踏まえ、保育実践力を身につける。

・社会人としてまた実習生としての心構えを自覚する。

・保育所の生活と保育内容を理解する。

・保育の観察、責任実習を経験し記録の書き方を習得する。

・保育士の専門性と職業倫理について理解する。

・実習事後指導を通して実習の自己評価を行い、保育に関する課題を明確にする。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

保育実習Ⅰで経験したことで、学修した事、自分のこれからの課題を出し合う

保育技能の中で特に修得したいことを確認する

実習生に求められているものとは何かについて意識する

実習の保育所は何を求めているかについて理解する

子ども達との適切なかかわり方について



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 甲賀崇史・伊藤恭滋 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 B C

第3回 A

第4回 A

第5回 D

第6回 A B C

第7回

第8回 A

第9回

第10回 A

第11回 B C

第12回

第13回 B C

第14回 A B C

第15回 A B C

教員の助言

参考文献・図書
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成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

教室で解説する

成績評価 レポート、課題（40％）、作品・発表（40％）、授業による向上的変化（20％）

教科書
『施設実習パーフェクトガイド 』（森巧・小櫃智子・二宮裕子・佐藤恵、わかば社）

学生の実習先に応じ資料や書籍を紹介する。

「実習先調べ」発表会ープレゼンテーションと意見交換

実習前の事前確認ー守秘義務、トラブル対応、実習準備の最終確認

実習事後指導 ① ー個々の振り返り　 実習事後指導レポートの作成

実習事後指導② ーグループワークによる振り返り　実習での学びと意見交換

実習報告会ー ワールドカフェ

事前事後

学修

事前：指示された教科書の範囲を読んでおく 事後：授業中に配布された資料・レポートを読み直す

学外体験学習を含む 学外体験学習を含む

事前学習に要する学習時間：概ね15分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。

児童福祉施設等の役割と機能の実践的理解ー各施設の理解

福祉施設見学の準備ー学びの視点、注意事項

福祉施設見学ー役割と機能の実際

福祉施設見学の振り返りー学びのレポート作成と発表、意見交換

オリエンテーション・ガイダンスーオリエンテーションを受ける際の留意点と契約書の記入

実習日誌の書き方：保育実習Ⅰの日誌の振り返りと改善のポイント

「実習先調べ」ー調査の観点および留意点のガイダンス

「実習先調べ」資料作成ー資料の収集と整理、ppt作成

保育実習指導Ⅲ － 2年次

前期 選択必修

これまでの学びを踏まえ、施設(保育所以外)における保育実習の意義や目的に対する理解を深めます。また、

施設見学や実習先調べを通じて、各施設の役割や職務内容、職業倫理、子どもや利用者の支援、多職種連携、

家庭支援について、実践と結びつけながら総合的に学びます。

1. 既習の教科や保育実習の経験を踏まえ、児童福祉施設等の役割や機能について実践を通して理解する。

2. 施設見学等を通して、子ども家庭福祉、社会的養護、障害児支援に対する理解のもとに技能を習得する。

3. 実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、実践に対する課題や認識を明確にする。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

ガイダンスー保育実習指導Ⅲの内容と他の教科との関連

保育実習Ⅰの振り返りーこれまでの学びの整理と発表、意見交換



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 横坂好枝・伊藤恭滋 単位 2単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A B

第2回 B

第3回

第4回 B

第5回 A B

第6回 B C

第7回 B D

第8回 B D

第9回 B

第10回

第１１回

第１２回 B D

第１3回 A B

第１４回 A B

第１５回

第１６回 A

第１７回 A
第1８回

第１９回 D
第２０回 D
第２１回 A

第２２回

第2３回

第２４回

第２５回

第２６回

第２７回

第２８回 B
第２９回 A

第３０回 A

成績・課題等に対す

るﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

教員の助言

参考文献・図書
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 資料の配付や図書の紹介の形で随時行う。

保育参観からの学び　　　　 エピソード記録を幼児理解と援助を視点にグループ討議

学びの振り返り　　履修カルテ「なりたい自分」レポートから自分自身を振り返るまとめの説明

学習の学びをまとめる　 　　２年間の学びを振り返り、パワーポイントにまとめる

（１）５つの保育者像”から振り返る。①使命感や責任感、教育的愛情を持つ保育者

　　　　　　　　　　　　　　　　　  ②社会性や対人関係能力を持つ保育者

　　　　　　　　　　　　　　　  　    ③食育の理解と実践ができる保育者

　　　　　　　　　　　　　　　　　  ④保育内容の実践と文化を伝える技術力を持つ保育者

　　　　　　　　　　　　　　　　      ⑤特別に支援が必要な幼児を含め幼児理解をもとにしたクラス経 営ができる保育者

　　　　①課題　　　②実践・学び　　　③成果・変容の姿　　　④まとめ　　　⑤これから取り組み・抱負

（２）　まとめレポートの修正・確認　　「2年間の学び」の発表の仕方や留意点、発表日程の確認

学びの発表　　　　　　ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝでの発表　６～７人のグループでの発表

　　　（・成長の軌跡　・体験の盛り込み　・筋の通った展開　・発表の仕方　・発表時間より評価）

事前事後

学修

事前： 子育て広場マンボウの準備、指導案作成 事後：　　マンボウ事後レポート・附属幼参観レポート

　　　　２年間のまとめ 　　　　　 講演会後のレポートの作成・振り返りレポート

事前学習に要する学習時間：概ね３０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね１５分を目安とする。

○レポート、課題を採点し、コメントをつけて返却する。
○２年間の学びレポートは添削し返却するので、各自が再確認し、しっかり振り返り再度提出する。

成績評価
マンボウへの取り組み・群大附属幼稚園参観・２年間のまとめ発表(５０％)、それぞれのレポート課題（４０％）、授
業による向上的変化(１０％)などで総合的に評価する。

いろいろな活動に主体的、意欲的に取り組もうとする気持ちを大切にして、周りの人と同じ目的に向かって協同する力や

企画力、保育を見取る力や実践力を磨いて欲しい。

教科書

『書名 実習日誌・実習指導案パーフェクトガイド』(著作者守巧・小櫃智子・二宮祐子・佐藤恵、出版社 わかば社）

『書名 幼稚園教育要領』(著作者 文部科学省、出版社 フレーベル館）

『書名 保育所保育指針』(著作者 厚生労働省、出版社 フレーベル館）　　プリント配付資料

保育者としての資質　卒業までの到達目標を検討し各自の課題を本学の目指す保育者像から明確にして、レポート「な

りたい自分をめざして」にまとめ、発表討議

子育て広場「マンボウ」で学ぶ　「マンボウ」の参加で学習する内容を各自明確にする

指導案作成　　　実習を想定して責任実習の指導案を作成の方法を学ぶ

指導案作成        実習を想定して責任実習の指導案検討

子育て広場「マンボウ」計画の立案（企画・運営）

　・子どもの発達に適した遊びや教材の研究　　・環境の構成（季節、子どもの興味・関心を踏まえる）

　・遊びや活動の流れ　　　　・協力して取り組む　(リハーサル）
子育て広場「マンボウ」当日の運営（実践）

　・遊びや活動の具体的な援助　　　　・保護者との対応

　・社会人としての基本（挨拶・言葉使い・服装・態度）を踏まえての言動
マンボウの振り返り・「なりたい自分」マンボウを通してのまとめ

指導案作成        実習を想定して責任実習の指導案を作成・提出

指導案の修正　　実習を想定して責任実習の指導案の修正

指導案をもとに模擬授業　　 模擬授業を行い、グループ討議

実習を通して保育の振り返り①　　実習のエピソードから幼児理解・保育者の援助を振り返る

実習を通して保育の振り返り②　　実習のエピソードから幼児理解・保育者の援助を振り返る

保育者の役割について　　　　現場で活躍している保育者の講話　～保育者の役割～

保育参観事前指導① 　幼児の姿を見取る目を学ぶ（DVD夢中になって遊ぶ姿を探る）グループ討議

保育参観事前指導② 　幼児の姿を見取る目を学ぶ（DVD夢中になって遊ぶ姿を探る）グループ討議

保育参観事前指導③ 　群馬大学附属幼稚園の保育参加の視点を学ぶ

群馬大学附属幼稚園の保育の実際を学ぶ

　　　　　①幼児理解（遊びや生活の様子）　　　②教師の援助               ③環境の構成

保育･教職実践演習（幼） ○ 2年次

通年 必修/教必

社会に貢献できる保育者の養成を目指し、教科教育で得た知識、技能と保育や教育実践で得た力を基盤に、保育展開の立案と実践、子

育て支援の企画・運営・実践、現場の保育からの学びなどを通して、保育の基本や幼児理解を深め、保育者としての資質・能力を身に

つける。また、幼稚園現場での教育、指導、管理職としての経験をいかして教材の工夫や実践をより豊かなものにしていく。

本学で目指す保育者像に向けて、学生自身が課題を明確にし自覚をもち、保育者しての資質や能力を高める。

１　使命感や責任感、教育的愛情をもつ保育者       ２　社会性や対人関係能力をもつ保育者

３　食育の理解と実践ができる保育者       　　　    ４　保育内容の実践と文化を伝える技術をもつ保育者

５　特別に支援が必要な幼児を含め幼児理解をもとにした学級経営ができる保育者

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ



科目名 実務経験 専攻 共修 年次

担当者名 金井尚之（オムニバス） 単位 2単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 A

第3回 A

第4回

第5回

第6回 B D

第7回 B D

第8回

第9回 A

第10回 B

第11回 C

第12回

第13回

第14回 B D

第15回 B D
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　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　（学校給食の目標と役割について学ぶ。）

収穫物の加工と調理実習

　　　　　　　　　　　　（作物の植物学的分類について学び、収穫及び調理の作業を行う。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　（作物の植物学的分類について学び、収穫及び調理の作業を行う。）

　　　　　　　　　　　　  （食育基本法、食育推進基本計画を理解し、食育活動、地産地消について考える。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　（幼稚園教育要領、保育所保育指針、学習指導要領について学ぶ。）

食農実習（農園）

　　　　　　　　　　　　       （土壌、肥料、堆肥、作物等について学び、実際に種まき、除草、植え替え等を行う。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　     　　　 （土壌、肥料、堆肥、作物等について学び、実際に種まき、除草、植え替え等を行う。）

第２章　ライフステージと食育　　　第１節　乳幼児期の食

　　　　　　　　　　　　（障害児の食、保育現場における障害児対応について学ぶ。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　（乳幼児期の学修を踏まえ家庭の食育について考える。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　（家庭向けの「食育だより」を作成する。）　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　（家庭向けの「食育だより」を作成し、発表する。）　　　　　　　　　　　　

第２章　ライフステージと食育　　　第２節　学童期の食

　　　　　　　　　　　　（学童期の発育と食の課題について学び、食と心の健康の関係を理解する。）

現代社会と食 ○ 1年次

通年 卒業必修

「現代社会と食」の学修は、学位授与の要件としての「卒業研究」の基盤であり、年間の学修を通して「卒業

研究」のテーマを探究する。将来の職務において、安全な食と健康な食生活をリードするための知見や方法を

修得する。学校現場での教育、指導、管理職としての経験を生かして実学的な教育を行う。

食育に係わる幅広い知見の修得を通じて、自分自身の食（食生活）に行動変化を起こし、さらにその経験を対

象者の行動変化を促す指導力に発展させることを目標とする。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

第１章　食育の意義　　　　　　　　第１節　科目の意義

　　　　　　　　　　　　（科目設置の目的・意義、期待できる成果について学ぶ。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　第２節　現代日本人の食

　　　　　　　　　　　　（日本人の食生活（食の価値観を含む）、食の多様化について学ぶ。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　（家庭〈家庭経営〉と食生活、食生活と心の病理について学ぶ。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　第３節　食育の推進・教育としての食育



第16回 A

第17回 A

第18回

第19回

第20回 A

第21回

第22回

第23回

第24回 B

第25回

第26回 B

第27回 B C

第28回 B C

第29回

第30回
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本学ならではの食育実践力を有した保育士、食のスペシャリストとしての栄養士を目指してほしい。

教科書 各授業担当者からテキストペーパー、ワークシートを配布します。

各授業担当者から指示します。

　　　　　　　　　　　　（両専攻混合のグループによる発表・評価を行う。②）

第５章　食文化の継承　　　　　　　第１節　食の習慣とマナー

　　　　　　　　　　　　　　（マナーの意義、和食のマナー、家庭教育と食のマナーについて理解を深める。）　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　第２節　和食の継承

　　　　　　　　　　　　（「和食の継承」と「郷土の伝統食」の意義について学ぶ。）

事前事後

学修

事前： 事後：

節のテーマについて調べる。 テキストペーパーを基に各自のノートをまとめる。

事前学習に要する学習時間：概ね１５分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね３０分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

毎回ワークシートを回収して理解度を確認し、次回に返却する。その際、前回の振り返りを行う。

成績評価 レポート、課題（８０％）、作品・発表（１０％）、授業による向上的変化（１０％）

第３章　現代人の健康と食　　　　第１節　生活習慣と食

　　　　　　　　　　　　（「生活習慣病」の概要、リスクの回避、食事について理解する。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　第２節　食物アレルギー

　　　　　　　　　　　　（「食物アレルギー」の概要、アレルゲン、治療について理解する。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　第３節　　健康を支える食

　　　　　　　　　　　　　　（食品の健康増進機能の活用、食事療法、食の安全・衛生・経済について学ぶ。）

第４章　食生活の改善　　　　　　　第１節　食事指導

　　　　　　　　　　　　（世代別の食事摂取基準、食事指導の技法「幼児期」について学ぶ。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　（食育とコーチング、健康の自己把握と食生活について理解する。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　第２節　食事指導の技術

　　　　　　　　　　　　（５歳児を対象として集団指導を想定し、「指導案」について学ぶ。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　（グループワークにより「指導案」「媒体づくり」「シナリオ」を作成する。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　（両専攻混合のグループによる発表・評価を行う。①）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

第２章　ライフステージと食育　　　第３節　思春期・青年期の食

　　　　　　　　　　　　（思春期・青年期の嗜好・食習慣を知り、その課題を考える。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　（摂食障害を理解し、健康的な食生活について考える。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　第４節　勤労・子育て世代の食

　　　　　　　　　　　　（勤労・子育て世代の嗜好と食習慣を知り、その課題を考える。）

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　第５節　高齢期の食

　　　　　　　　　　　　（高齢者の生活と食の課題、加齢の個人差と食事について学ぶ。）



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 松本　昭彦 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

・年間15時間以上の指導を受ける。

・「卒業研究」の進め方

　  研究テーマの設定（４月） 

  　卒業研究ゼミ主題検討会（５月）

　  卒業研究ゼミ中間発表（７月）

　  卒業研究レポート作成 → 提出（１２月）

　　

提出後「卒業研究発表会」に向けた準備（媒体作成等）

・卒業研究代表発表会（１月）

　　　全員の学生がポスター発表を行う。

教員の助言
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成績評価
卒業研究レポート及び研究発表（ポスター発表）（８０％）、
ゼミを通じての向上的変化（１０％）、ゼミへの取り組み姿勢（１０％）

「卒業研究」は、本学生活学科の特色である食育の学修の完結として位置付けられており、この「卒業研究」の評価に基

づいて短期大学士の学位が授与される。そういったことを念頭に短大生活の集大成とすべく全力で取り組んでほしい。

教科書
特に使用しない

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

各ゼミ担当教員から指示。

事前事後

学修

事前： 事後：

事前学習に要する学習時間：概ね　　分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね　　分を目安とする。

成績・課題等に

対するﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 各ゼミ担当教員が適切に指導する。

卒業研究 － 2年次

通年 必修

１年次の「現代社会と食」の学修で探求したテーマをもとに卒業研究に取り組み、さらなる食育実践力を身に付ける。

そのことを通してディプロマポリシーに掲げる保育、幼児教育の分野での社会の期待に応えられる知見や方法を修得す

る。

卒業研究を通して、食育に関する知見の修得を、自己の食にかかわる行動変化に発展させ、さらに対象者の行

動変化を促す指導力に発展させることができるようになる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

・１年次の「現代社会と食」の学修の中から研究テーマを設定し、各々「卒業研究ゼ

ミ」に所属する。

・年間を通じてゼミ担当教員の指導、支援のもと「卒業研究レポート」（指定された書

式に基づく。文字数は２０００文字以上）を作成し提出する。

「卒業研究レポート」に基づいて、各ゼミから１名（１団体）が研究の成果を発表す

る。



科目名 実務経験 専攻 共修 年次

担当者名 伊藤恭滋・松本昭彦 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 D

第3回 A B

第4回 B D

第5回 A B

第6回 D

第7回 B D

第8回 B C

第9回 D

第10回

（こども）
キャリアデザインⅠ （教育実習への取組Ⅰ） D

第10回

（栄 養）
キャリアプランⅠ （キャリアデザインの基礎Ⅰ） D

第11回

（こども）
キャリアデザインⅡ （教育実習への取組Ⅱ） D

第11回

（栄 養）
キャリアプランⅡ （キャリアデザインの基礎Ⅱ） D

第12回 B D

第13回 B D

第14回 D

第15回 D

教員の助言
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成績認定
レポート、課題（20％）、作品・発表（20％）、実技（20％）、
授業による向上的変化（40％）

基本となる学修なので自分から発言するなど、主体的な学修を心がけてほしい。

なし

「大学 学びのことはじめ」ナカニシヤ出版、「ロジカル・プレゼンテーション」高田 貴久など

橘祭に向けて

大学祭の意義、学習成果の発表、模擬店の準備と損益シミュレーション

社会人意識

社会人としてのマナー、生活習慣、基本的なスキルなど

就職内定報告会

就職内定報告会への参加と今後のキャリアプランの見直し

今までのリフレクションと卒業研究

今までの大学生活を振り返ってのリフレクションと卒業研究に向けて

事前事後

学修

事前：グループでプレゼン等の構想や資料を作成する 事後：学修への取り組み方や自分のキャリアプランを見直す

　　　学んだことをもとにレポート等の課題に取り組む

事前学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね15分を目安とする。

成績・課題等に

対するﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

・相互評価などを活用して、自らフィードバックできるようにするとともに、コメントを伝える。
・ワークシートをチェックして返却する。

履修登録、インターンシップ、ボランティア、マンボウ、学習計画の作成、学修の心得や注意事項など

学修を進める基本Ⅰ

アセスメントテスト

学修を進める基本Ⅱ

アセスメントテストをもとにした自己目標シートの作成、オフィスアワーなど

学修内容の収集と整理Ⅰ

講義の聴き方、ノートの作成、資料の検索・収集と整理、図書館の活用など

学修内容の収集と整理Ⅱ

講義の要約と再構成、アカデミックライティングの基本、比較分析など

学修内容の発表Ⅰ

レポート文章の書き方、グラフ作成の基本、発表シナリオの作成など

学修内容の発表Ⅱ

発表シナリオによる簡単な発表演習とプレゼンテーションの基本

学修内容の発表Ⅲ

プレゼンテーション演習

学修のリフレクションと前期試験に向けて

今までの学修を振り返ってのまとめと前期試験に向けて

基礎ゼミ － 1年次

通年 卒業必修

大学生活を充実させるため、学修を進めるための基本的な知識･態度や「資料収集力」「読解力」「文章作成

力」「プレゼンテーション力」などの学修を進めるための基礎的な能力を身につけるとともに、卒業後のキャ

リアプランをデザインするための参考となる知識を身につける。

大学での生活や学修を円滑に進めるための基本的な技能や知識･態度を身につける。

学修を進める基礎的な能力である「資料収集力」「読解力」「文章作成力」「プレゼンテーション力」などを

高める。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

学校生活を始めるために



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 単位 1単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A

第2回

第3回 A

第4回

第5回

第6回 D

第7回

第8回 C

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

教員の助言

参考文献・図書

58

事前事後

学修

事前：新聞・雑誌等から現代社会における健康問題をピッ

クアップし、まとめる。

事後：自分の健康について現状と課題、これからの過ごし方

についてレポートにまとめる。
事前学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

・提出物ごとにコメントをつけて返却し、授業内で触れて理解を深める。

成績評価
筆記試験（60％）、レポート、課題（20％）、作品・発表（10％）、実技（　　％）、
授業による向上的変化（10％）

授業で学んだことを実生活に生かせるように、質問や意見を積極的に出しながら参加してください。

教科書
『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

「健康と嗜好品」　飲酒、喫煙がもたらす健康への害について視覚教材から学ぶ。また、それら嗜好品に

ついて相対する立場を設定し、それぞれの持つメリットデメリットについて討論を行い、理解を深める。

「ストレスと健康」　　ストレスが健康にどのような影響を与えるかを知る。またストレッサーとうまく

付き合いながら健康を保つ方法を考える。

「年齢ごとの健康」　各年齢による望ましいあり方を学ぶ。特に自分たちの属する青年期および保育の対

象となる幼児期における心身の良好な状態について重点的に学ぶ。

「運動遊びのいろいろ」　幼児期に望ましい運動、発達段階に応じた運動あそびについて学び、屋外で実

践する。

「健康な生活を送るには」　第1回から第6回を受けてどのように自身の生活に関する意識が変容したかを

見つめなおし、文章にまとめる。

「それぞれの健康」　前回のまとめを発表しあう。

基礎体育・講義 ○ 2年次

前期 必修/教必

・長らく幼児の運動指導を行ってきた経験を活かして、保育者としての自覚を促しながら様々な運動遊びを理解、体得で

きる教育を行う。

・幼児の健康だけでなく、保育者として社会で活躍できるよう自分自身の健康を維持するための知識を身につける。

・健康であることの意味、重要性を理解している。

・健康な生活について得た知識をもとに保育現場での運動遊びを構成することができる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

「健康とは」　　自身の生活の振り返りを行い健康とは何かを考え、現状について発表する。他人の発表

を聞いて「健康」に生活してゆくための生活習慣と課題についてグループディスカッションする。

「運動と健康」　健康を維持するための運動の役割とその効果について学ぶ。



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 単位 1単位 履修時期 授業形式 実験/実習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 D

第3回 D

第4回 D

第5回 D

第6回 D

第7回 D

第8回 D

第9回 D

第10回 D

第11回 D

第12回 D

第13回 D

第14回 D

第15回 C D

教員の助言

参考文献・図書

59

「ダンス②」　覚えたダンスを練習し、お互いに発表しあう。

事前事後

学修

事前：怪我のないようにストレッチや体を温める運動をしておく。事後：クールダウンのためのストレッチを必ずする。

事前学習に要する学習時間：概ね　　30分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね　30分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

・各回に内容確認プリントを用意し、記入の上提出してもらう。提出されたプリントにはコメントを記入
し、返却する。

成績評価
筆記試験（　  ％）、レポート、課題（　　％）、作品・発表（　　20％）、実技（　70％）、
授業による向上的変化（　10％）

・怪我をしないように気をつけながら、積極的に授業に参加して体を思い切り動かす運動感を楽しんでください。

教科書
『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

「バスケットボール①」　バスケットボールのルールについて・ドリブル、パス、シュートの個人および

グループ練習

「バスケットボール②」　バスケットボールを試合形式で楽しむ。

「バスケットボール③」　バスケットボールを試合形式で楽しむ。

「バドミントン①」　バドミントンのルールについて・ペア練習

「バドミントン②」　バドミントンを試合形式で楽しむ。

「縄跳び」　短縄・長縄の両方を使って様々な跳び方に挑戦する。

「ニュースポーツ①」　様々なニュースポーツを学び、実践して楽しむ。

「ニュースポーツ②」　様々なニュースポーツを学び、実践して楽しむ。

「ダンス①」　リズムダンスの振付を覚え、簡単なステップを踏めるようにする。

基礎体育・実技 ○ 2年次

後期 必修/教必

・幼児の運動教育に携わってきた現場での経験を活かし、実践力を高める教育を行う。

・保育所や幼稚園、施設などで働くにあたり、まず自分自身が心身共に健やかであることの重要性を認識する。

・スポーツを楽しむなかで運動感を通して他者と共感し、コミュニケーション能力を高める。

・積極的に体を動かし、体力、柔軟性、持久力を養う。

・チームスポーツのルールを理解し、体を動かすことの楽しさを知る。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

「自分自身の身体について」　生活習慣を振り返り、体力、体組成などを測定して自分自身についてを多

角的に分析することで、自分の現状と課題を認識する。

「基礎トレーニング①」　体幹を鍛えるトレーニング、腹筋・背筋・側筋・アームスタンド、プランク、

サイドクランチ、ウエイトボール等

「基礎トレーニング②」　柔軟性・持久力を養うための運動　屋外マラソン

「バレーボール①」　バレーボールのルールについて・サーブ、レシーブ、パス、アタックの練習

「バレーボール②」　試合形式でバレーボールを楽しむ。



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 金井 尚之 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 B

第3回 B

第4回

第5回 B

第6回

第7回

第8回 B

第9回

第10回 B C

第11回

第12回

第13回

第14回 A B

第15回 A B

教員の助言

参考文献・図書
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新聞等から社会の出来事に関心をもち、自分なりの意見をまとめる習慣をつける。

教科書
書名『伊藤真の法学入門』（著作者　伊藤真、出版社　日本評論社）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

配布資料のほか講義の際に適宜紹介する。

基本的人権（人権の概念、人権保障の歴史、人権の分類等について学ぶ。）

自由権（「自由と平等」、「自由と公共の福祉」等の関係について考える。）

社会権（「教育を受ける権利」と「教育を受けさせる義務」について考える。）

事前事後

学修

事前： 事後：

各回のテーマについて調べる。 授業内容をレポートにまとめる。
事前学習に要する学習時間：概ね３０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね６０分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出物ごとに「採点またはコメントをつけて返却する」、毎時間前時の振り返りを行う。

成績評価 レポート、課題（８０％）、作品・発表（１０％）、授業による向上的変化（１０％）

正義とは何か（法の世界における「正義」と「公正な社会」の実現について考える。）

法の体系（成文法と不文法、公法と私法、国内法と国際法等について学ぶ。）

基本六法の価値基準（基本となる六法の目的、価値基準について考える。）

法の解釈（法解釈の基準や技法について学び、「常識」と「判決」の差異について考える。）

日本国憲法の基本原理（国民主権、基本的人権の尊重、平和主義について考える。）

三権分立（国会、内閣、裁判所の組織と権能を学び、三権の「抑制と均衡」について考える。）

日本の裁判制度（司法権の独立、三審制、裁判員制度等について学ぶ。）

平和主義（憲法前文、憲法９条の解釈と意義について考える。）

法学（日本国憲法を含む） ○ 2年次

後期 選択/教必

法規範についての考察や日本国憲法の学修を通して、社会生活における法的なものの見方や考え方を身につける。社会の

有為な形成者としての公民的資質・能力を養う。学校現場での教育、指導、管理職としての経験を生かして実学的な教育

を行う。

法秩序や日本国憲法の理解を深め、社会生活の中で法的なものの見方や考え方ができるようになる。身近な問

題や社会の動向に関心を持ち主体的に考えるようになる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

オリエンテーション（法とは何か、法の特質と機能、法学の学び方等について学ぶ。）

西欧の法制度（大陸法や英米法の歴史を学び、「法の支配」や「法治主義」について考える。）

日本人の法意識（日本の法制度の歴史を学び、日本人の「訴訟嫌い」について考える。）

リーガルマインド（社会生活に必要な「法的思考力」について考える。）



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 高橋 栄作 単位 2単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 A B

第3回 B

第4回 A B

第5回 B

第6回 A B

第7回 B

第8回 A B

第9回 B

第10回 A B

第11回 B

第12回 A B

第13回 B

第14回 A B

第15回 B
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活発な子どもたちに園内でおこる出来事に関する英語表現を学ぶ。

園での昼食時に関する英文を読み理解する。

給食の献立に関する英語表現を学ぶ。

園でおこなわれる「お話し会」の様子を表す英文を読み理解する。

子どもたちの着替えや持ち物についての英語表現を学ぶ。

保育時間に関する英語表現を学ぶ。園舎の英語表現を理解する。

登園時に関する英文を読み理解する。

家族構成・子どもたちの送り迎えに関する英語表現を学ぶ。

園での室内遊びに関する英文を読み理解する。

欠席の連絡についての英語表現を学ぶ。

子どもたちの「外あそび」に関する英文を読み理解する。

子どもたちの「外あそび」に関する英語表現を学ぶ。

「園庭」で子どもたちにおこる出来事に関する英文を読み理解する。

英語コミュニケーション － 2年次

通年 選択/教必

「グローバル化」といわれて久しく、今後ますます日本への「人の越境」が見込まれます。保育現場でも、

「外国人の保護者へ園行事の説明」や「外国人の園児に対する活動の説明」など英語でおこなう必要性が生じ

ます。そこで、「将来の職場」で遭遇する場面に関する英語表現を学びます。また、英語の語順という観点か

ら英文法を復習します。

「保育の現場」に関する英文を理解し、園でのいろいろな場面で使われる英語表現についての知識を深める。

保育活動など英語でどのように表現するのか興味・関心を持つ。子どもや保護者とのコミュニケーションを英

語でおこなえるようにする。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

前期授業のオリエンテーションとこの授業の導入をおこなう。

新学期に関する英文を読み理解する。



第16回

第17回 A B

第18回 B

第19回 A B

第20回 B

第21回 A B

第22回 B

第23回 A B

第24回 B

第25回 A B

第26回 B

第27回 A B

第28回 B

第29回 A B

第30回 B

教員の助言

参考文献・図書
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成績評価
筆記試験（50％）、レポート、課題（40％）、作品・発表（　　％）、実技（　　％）、
授業による向上的変化（10％）

英語学習は日々のコンスタントな学修の積み上げが必要です。毎日英語に触れるようにしましょう。授業に
は辞書を必ず持参してください。

教科書
『書名　新・保育の英語　　　　　　　』（著作者　森田和子　、出版社 三修社　　　　　　　　　　　　　　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

授業内で紹介します。

道順・地図に関する英語表現を学ぶ。

園での活動に関する英文を読み理解する。

道順・交通案内に関する英語表現を学ぶ。

手紙や子どものお絵かきに関する英文を読み理解する。

手紙やお絵かきに関する英語表現を学ぶ。

雪の日の活動に関する英文を読み理解する。

工作で使われる英語表現を学ぶ。

園での活動に関する英文を読んで理解する。

時をあらわす英語表現を学ぶ。

事前事後

学修

事前：教科書の英文を読み意味のわからない単語について
調べる。設問に解答する。

事後：学習した英文を読み返し、内容の理解を深める。新出
語彙を覚える。学習した英語表現が定着するように反復練習
する。

事前学習に要する学習時間：概ね６０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね６０分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

小テストなどは返却して解答の根拠を説明する。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

後期授業のオリエンテーションとウォームアップアクティビティをおこなう

行事の連絡に関する英文を読み理解する。

電話連絡に関する英語表現を学ぶ。

運動会に関する英文を読み理解する。

動作や運動会の種目に関する英語表現を学ぶ。

子どもたちの散歩の様子を表す英文を読み理解する。



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 外山　哲 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 D

第2回 D

第3回 D

第4回 D

第5回 D

第6回 D

第7回 D

第8回 Wordの活用１　クリップアートとワードアート（挿入　編集　変更　移動　回転　透かしなど） D

　説明の後に、いくつかの演習課題に取り組み提出する。

第9回 Wordの活用１　スマートアートと図形描画（挿入　編集　描画　テーマの設定　グループ化 D

　　吹き出しなど）説明の後に、いくつかの演習課題に取り組み提出する。

第10回 Wordの活用２　段組み（ドロップギャップ　ページ罫線など） D

　説明の後に、いくつかの演習課題に取り組み提出する。

第11回 Wordの活用２　表紙　目次　ヘッダーフッターなど D

　説明の後に、いくつかの演習課題に取り組み提出する。

第12回 Wordの活用２　文字列の検索と置換　文書校正　テンプレートの利用　ハイパーリンクなど D

　説明の後に、いくつかの演習課題に取り組み提出する。

第13回 D

第14回 D

第15回 D

教員の助言

教科書

参考文献・図書

63

初歩のＤＴＰ機能の活用　ＤＴＰ機能の基本操作　

　これまでに学んだ内容を応用して、表現豊かで説得力のある文書作品を完成させる。

事前事後

学修

事前：テーマごとに世の中に溢れる広告等との関連（配色、事後：授業時間内に課題が完成しない場合は、次回までに

フォント、表現等）を調べおくこと 課題を完成させておくこと。

事前学習に要する学習時間：概ね　　分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね６０分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

少人数で演習主体の授業なので操作がわからないときは積極的に質問する。課題を完成させて提出すること
はもちろんだが、短時間で完成できることは大切である。

成績評価
筆記試験（　　％）、レポート、課題（　　％）、作品・発表（10％）、実技（80％）、
授業による向上的変化（10％）

自宅や学内において積極的にパソコンを使用し、技能を身につける。 授業時間内に完成できなかった演習課
題等は次回までに仕上げておく。

『30時間でマスター　Word＆Excel2013』　　　（出版社　実教出版）

毎回配布の資料、インターネット上の関連サイト

Wordの画面構成、基本操作 (起動・終了・文書の作成・保存など)　　入力練習　漢字変換

文章の入力　　（文字の入力　変換　訂正　特殊な入力　書式設定　印刷設定　複写　削除

　　移動など）説明の後に、いくつかの演習課題に取り組み提出する。

Wordの活用１　　編集機能１（右揃え　中央揃え　フォントの変更　オートコレクト　均等割り

　付けなど）説明の後に、いくつかの演習課題に取り組み提出する。

Wordの活用１　　編集機能２（太字　ルビ　斜体　網掛けなど）

　説明の後に、いくつかの演習課題に取り組み提出する。

Wordの活用１　　表作成と編集１（表の挿入　行・列の挿入　列幅変更など）

　説明の後に、いくつかの演習課題に取り組み提出する。

第1～5回の内容を踏まえた演習問題に取り組み提出する

Wordの活用１　　表作成と編集２（表のスタイル　セル結合　縦書き　中央揃えなど）

　説明の後に、いくつかの演習課題に取り組み提出する。

第７～１２回の内容を踏まえた演習問題に取り組み提出する

Wordの活用３　葉書の作成　差し込み印刷　グラフの挿入など

　説明の後に、いくつかの演習課題に取り組み提出する。

情報処理演習Ⅰ ○ 1年次

前期 選択/教必

ＩＴ社会において基本ツールであるワープロソフトの操作方法を学習するとともに、情報リテラシーと情報セ

キュリティ等を習得する。現場での教育、指導、管理職としての経験を生かして、社会人として多様な場面

で、目的に応じて相手が理解しやすく、高品質なデザインの文書作成ができるスキルを身に付ける。

①文字書式、段落書式を使いこなすことができる。　　　　⑤差込み印刷をすることができる。

②表組を用いた文書を作成できる。　　　　　　　　　　　⑥上記の①～④を活用して高品質の文書を作成できる。

③テキストボックス、画像、クリップアートなどを挿入できる。

④スタイルを適用できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

この授業で学ぶこと。受講上の注意　　学内パソコン・ネットワーク使用上の注意点



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 外山　哲 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 D

第2回 D

第3回 D

第4回 D

第5回 D

第6回 D

第7回 D

第8回 D

第9回 D

第10回 D

第11回 D

第12回 D

第13回 D

第14回 D

第15回 D

教員の助言

教科書

参考文献・図書
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マクロ、VBAの初歩と演習課題

事前事後

学修

事前：各回のテーマごとに、専攻分野のどの領域で活用 事後：授業時間内に課題が完成しない場合は、次回までに

できるのか調べておくこと。 課題を完成させておくこと。

事前学習に要する学習時間：概ね　　分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね６０分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

少人数で演習主体の授業なので操作がわからないときは積極的に質問する。課題を完成させて提出すること
はもちろんだが、短時間で作成できることが大切である。

成績評価
筆記試験（　　％）、レポート、課題（　　％）、作品・発表（10％）、実技（80％）、
授業による向上的変化（10％）

自宅や学内において積極的にパソコンを使用し、技能を身につける。 授業時間内に完成できなかった演習課
題等は次回までに仕上げておく。

『30時間でマスター　Word＆Excel2013』　　　（出版社　実教出版）

毎回配布の資料、インターネット上の関連サイト

　散布図　絵グラフなどのグラフ作成と演習課題

第５回～６回の内容を踏まえた演習課題に取り組み提出する。

関数の応用　　順位付け（RANK LARGE SMALL)  文字列（LEN LEFT RIGHT MID VALUE

　 MOD)　　検索（VLOOKUP HLOOKUP INDEX)  などと演習課題

関数の応用　条件付き集計（COUNTIF(S)　SUMIF(S)　AVERAGEIF(S))　フラッシュフィル等

　と演習課題

データベース　　並べ替え　検索と置換　抽出　集計等と演習課題

データベース　　フィルター機能と演習課題

データベース　　クロス集計　　ピボットテーブルと演習課題

データベース　　ピボットテーブル活用とグラフと演習課題

３－D集計　WordとExcelの連携（埋め込み　リンク埋め込み）と演習課題

後期 選択/教必

ＩＴ社会において基本ツールとも言える表計算ソフトの操作方法を学習する。具体的には、関数の活用、グラフ作成、

データベース機能などを基礎から学習して、表計算ソフトを実務で活用できる能力を身に付ける。現場での教育、指導、

管理職としての経験を生かして、データ処理の過程で分析する能力の育成にも重点を置く。

①基礎的関数を使いこなすことができる。

②各種グラフを作成できる。

③条件判定や検索などワークシートを活用できる。

④データベース機能を用いてデータ分析をすることができる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

ガイダンス この授業で学ぶこと。受講上の注意

　　簡単な表を作成　保存と呼び出し　行，列の削除・挿入・移動と演習課題

ワークシート活用１　　編集　列幅・行の高さの変更　平均の計算　計算式の複写と相対参照

　　表示形式の変更　文字位置の指定　便利なデータ入力　罫線等と演習課題

ワークシート活用２　　絶対参照　表示形式の変更２　文字属性の変更　最大・最小　データの

　　ｶｳﾝﾄ　四捨五入・切上・切捨　条件判定とネスト　条件付き書式　ｽﾊﾟｰｸﾗｲﾝ等と演習課題

第1回～3回の内容を踏まえた演習課題に取り組み提出する。

グラフ作成１　棒グラフ　積み上げグラフ　折れ線グラフ　円グラフなどとグラフ作成演習課題

グラフ作成２　３－Ｄグラフ　複合グラフ　ドーナッツグラフ　レーダーチャート

情報処理演習Ⅱ ○ 1年次



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 田口 哲男 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A B

第2回 A B

第3回 A B

第4回 A B

第5回 A B

第6回 A B

第7回 A B

第8回 A B

第9回 A

第10回 A B

第11回 B C

第12回 A

第13回 A B

第14回 A B

第15回 A B

教員の助言

参考文献・図書
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社会に出てから必要な力を養う(6)  思考を深める

事前事後

学修

事前：事前配付資料を参考にしてその概要を調べる 事後：リフレクションシートで書き忘れた内容に

ついてまとめる。

事前学習に要する学習時間：概ね２０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね２５分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

毎回、授業の内容を振り返るためのリフレクションシートを授業終了前に配布する。終了後、リフレクショ
ンシートを回収し、記載内容を確認してフィードバックする。なお、リフレクションシートを授業改善に活
かすとともに、評価の対象とする。

成績評価 授業による向上的変化（６０％）、リフレクションシート（４０％）

社会に出たときに必要になる汎用的な能力について理解し、それを様々な場面で活用しながら育てることを目標にしま
す。選択科目なのでアクティブに授業に取り組みたい学生は是非受講してください。

教科書 講義のときに、スライド参考資料、演習問題、リフレクションシート、次回の概要を配付する

社会に出てから必要な力を養う⑶　話す力①

社会に出てから必要な力を養う⑷  書く力

職業を知る①　ゲストスピーカー 県内保育園・幼稚園・こども園・施設へ勤務している卒業生

協働するために必要な能力を養う(1)　グループワーク①

協働するために必要な能力を養う(2)　プレゼンテーション①

職業を知る②ゲストスピーカー　首都圏企業型保育園の現状、及び保育士になるにあたって

必要な能力

協働するために必要な能力を養う(3)　ディスカッション①

社会に出てから必要な力を養う(5)  記憶力  VIP職業興味検査①の実施及び解説

後期 選択

高校現場での教育、指導、管理職としての経験を生かし、学生が能動的な学びになる授業展開を工夫する。講義により知

識の習得を目指すとともに、習得した知識が深まるような場面設定（個人で考えた後にペアやグループで協働すること）

により、基礎的・汎用的な能力を身に付ける。最後にリフレクションシートにより授業の振り返りを行う。

学生が、基礎学力や専門知識とは別に、企業や組織の中で、多様な人々とともに仕事を行っていく上で求められる基礎

的・汎用的な能力を理解し、身に付けるために、自分自身でワークに取り組んだ後にグループで深めることで、思考力・

判断力・表現力、協働性などの基礎的・汎用的な能力を身に付けること。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

ガイダンス（授業全体の概要説明）、働くということ

社会の変化と子どもたちの状況①

社会が求めるキャリアの能力特性　社会人基礎力について①

自己分析（ジョハリの窓）

社会に出てから必要な力を養う⑴　聴く力

社会に出てから必要な力を養う⑵　読む力

キャリアプランⅠ ○ 1年次



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 田口 哲男 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 A B

第2回 A B

第3回 A B

第4回 A B

第5回 A B

第6回 A B

第7回 A B

第8回 A B

第9回 A B

第10回 A B

第11回 A B

第12回 A B

第13回 A B

第14回 A B

第15回 A B

教員の助言

参考文献・図書
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教科書 講義のときに、スライド参考資料、演習問題、リフレクションシート、次回の概要を配付する

社会に出てから必要な力を養う(8)　課題の解決の仕方①

社会に出てから必要な力を養う(9)　課題の解決の仕方②

事前事後

学修

事前：事前配付資料を参考にしてその概要を調べる 事後：リフレクションシートで書き忘れた内容に

ついてまとめる。

事前学習に要する学習時間：概ね２０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね２０分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

毎回、授業の内容を振り返るためのリフレクションシートを授業終了前に配布する。終了後、リフレクショ
ンシートを回収し、記載内容を確認してフィードバックする。なお、リフレクションシートを授業改善に活
かすとともに、評価の対象とする。

成績評価 授業による向上的変化（６０％）、リフレクションシート（４０％）

社会に出たときに必要になる汎用的な能力について理解し、それを様々な場面で活用しながら育てることを目標にしま
す。選択科目なのでアクティブに授業に取り組みたい学生は是非受講してください。

協働するために必要な能力を養う(1)　グループワーク②

社会に出てから必要な力を養う(1)　課題の発見の仕方①

社会に出てから必要な力を養う(2)　課題の発見の仕方②

社会に出てから必要な力を養う(3)　書く力　文章（論文/ビジネス文）の書き方

社会に出てから必要な力を養う(4)　書く力　履歴書の作成の仕方

社会に出てから必要な力を養う(6)　話す力②

協働するために必要な能力を養う(2)　プレゼンテーション②

社会に出てから必要な力を養う(7)　外部講師②　面接への対応　ハローワーク前橋

知って役立つ労働法　外部講師③　前橋労働基準監督署

キャリアプランⅡ（公務員受験対策を含む） ○ 2年次

前期 選択

高校現場での教育、指導、管理職としての経験を生かし、学生が能動的な学びになる授業展開を工夫する。講義により知

識の習得を目指すとともに、習得した知識が深まるような場面設定（個人で考えた後にペアやグループで協働すること）

により、基礎的・汎用的な能力を身に付ける。最後にリフレクションシートにより授業の振り返りを行う。

学生が、基礎学力や専門知識とは別に、企業や組織の中で、多様な人々とともに仕事を行っていく上で求められる基礎

的・汎用的な能力を理解し、身に付けるために、自分自身でワークに取り組んだ後にグループで深めることで、思考力・

判断力・表現力、協働性などの基礎的・汎用的な能力を身に付けること。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

ガイダンス（授業全体の概要説明）、働くということ、傾聴することの重要性

社会が求めるキャリアの能力特性　社会人基礎力について②

自己の特性を知り職業の適性を考える　VPI職業興味検査②の実施及び解説 求人票の見方

よりよい職業選択とは　外部講師①　ハローワーク前橋



科目名 実務経験 専攻 共修 年次

担当者名 木村　祐美 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回

第4回 B A C

第5回 A C

第6回

第7回 B A C

第8回 B A C

第9回

第10回 D

第11回 C

第12回

第13回 C

第14回

第15回

教員の助言

参考文献・図書
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生活学概論 － 1年次

前期 選択

　生活学は、家庭生活を中心とした人間生活における人と環境との相互作用について、人的、物的両面から、

自然・社会・人文の諸科学を基盤として研究し、生活の向上とともに人類の福祉に貢献する実践的総合科学で

ある。豊かな生活を実現するための課題について考察し、その生活課題の解決方法をさぐる。

生活課題解決の学びを通して、ジェネリックスキルを習得する。

人間生活の本質的な価値を追求し、豊かな生活を実現するためのシティズンシップを身につける。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

生活学の定義と現代社会の問題

　生活学の定義、生活学の諸領域と特性

環境と生活

　日本の自然環境と災害、防災・減災、生活とエコロジー

食生活

　食生活の安全・安心と問題点

衣生活Ⅰ

　被服の基本的機能とファッション、TPOに応じた服装容姿のマナー

衣生活Ⅱ

　衣生活の諸問題(柔軟仕上げ剤の香料、マイクロプラスティック　他)

住生活

　家庭生活と地域社会、ファミリーサイクルと住まい、地域コミュニティの構築、空き家問題と過疎化

保育・福祉

　少子高齢化の諸問題、ディスカッションゲーム「クロスロード」から家庭あり方を考察

エネルギー問題

　地球温暖化とエネルギー問題、サマータイムの導入について

消費生活Ⅰ

　消費生活と契約、悪徳商法

消費生活Ⅱ

　DVD「おいしいコーヒーの真実」の視聴

消費生活Ⅲ

　グローバル社会の功罪、フェアトレードとは(情報系実習室)

情報化社会とAI

　情報化社会とコミュニケーション、ICTとAIで変わる社会

持続可能な社会の実現

　生活水準の国際比較、日本の将来

キャリアデザイン

　自分の人生設計を考察、家族とは家庭とは

よりよい生活を目指して

　主体的で創造的な生活の実現に向けて、課題研究とレポート

事前事後

学修

事前：次回の授業の学修課題をまとめておく。 事後：ワークシートのｺﾒﾝﾄを次回授業の改善につなげる。

生活課題について、問題意識をもち、レポートしておく。 学修を自分自身の生活に活かし、行動変容を記録する。

事前学習に要する学習時間：概ね20分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね70分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

ワークシートに、コメントをつけて返却する。
グループワーク、ディスカッション等における、発言や質問等の積極性、学修の深化を判断して評価する。
学生の自己評価における学修ポートポートフォリオから、到達目標の達成度をはかる。

成績評価 レポート、課題（70％）、作品・発表（20％）、授業による向上的変化（10％）

時事問題に関心を持ち、21世紀の社会問題を自らの問題として考える習慣を持つ。

教科書
『書名　2019版くらしの豆知識』（著作者　国民生活センター、出版社 国民生活センター）、2019年

「家政学のじかん」編集委員会編、「今こそ家政学」、ナカニシヤ出版、2012年



科目名 実務経験 専攻 共修 年次

担当者名 木村　祐美 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 B C

第2回 B A

第3回

第4回 D

第5回 A C

第6回 A

第7回 B A

第8回

第9回 B A

第10回 A

第11回 B A

第12回 B A

第13回 B A

第14回

第15回 A

教員の助言

参考文献・図書

68

人間関係論 － 1年次

前期 選択

　人間関係の基礎知識を学び、豊かな人間関係を育む力を身に付ける。家族、夫婦、親子、教師・学生、職場

の人間関係等、社会生活の中の代表的な人間関係を考察し、自と他の関係性やコミュニケーションのあり方、

現代社会における様々な諸相を学ぶ。

人間関係の基礎知識を理解する。

ショートエクササイズを通じて、ソーシャルスキルを身に付ける。

ストレスマネジメントと自己表現の方法を理解する。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

人間関係論の基本的視点

　人間関係の学び、コミュニケーションとは、自己開示と「マイビューティフルネーム」

自分と他者の関係性

　「ジョハリの窓」にみる関係性、自分と他者のコミュニケーション、傾聴の態度と「すごろくトーク」

人間関係の生涯発達及び国際比較

　「将来決定度チェック」、新生児期～老年期の人間関係、諸外国の人間関係

学童期の人間関係Ⅰ

　DVD「スタンド・バイ・ミー」の視聴

学童期の人間関係Ⅱ

　DVD「スタンド・バイ・ミー」から学童期の人間関係を考察

家族関係

　親子関係の特性、親子関係と子供の発達、親の７つのタイプ、「子育ての方針」

夫婦関係

　パートナーとしてあり方、夫婦関係の未来、「結婚の条件」

教師・学生関係

　教師は生きたモデル、学生の未熟性、自我同一性のゆらぎ

職場の人間関係

　「就職の条件」、リーダーシップとは、わたしのかかわり方(協調・競争・孤高)

ストレスマネジメント

　こころもメンテしよう(厚生労働省：若者を支えるメンタルヘルスより)、「思い込みチェック」

自己表現の仕方Ⅰ

　自己表現の特徴、3種類の自己表現（ディフェンシブ・アグレッシブ・アサーティブ）

自己表現の仕方Ⅱ

　アサーティブな表現とは、アサーション・トレーニングと「それはお断り」

協働の力を引き出す

　グループワーク「にぎやか商店街」、グループで目標を達成するために

モノとイメージのコミュニケーション

　第一印象の影響、心と物のつながり

よりよい人間関係とコミュニケーション

　よりよい人間関係と私、課題研究とレポート

事前事後

学修

事前：次回の授業の学修課題を把握し、まとめておく。 事後：ワークシートのｺﾒﾝﾄを次回授業の改善につなげる。

学修内容が活かしたコミュニケーションを考察する。 エクササイズの気づきをまとめ、レポートする。

事前学習に要する学習時間：概ね20分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね70分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

ワークシートに、コメントをつけて返却する。
グループワーク、ディスカッション等における、発言や質問等の積極性、学修の深化を判断して評価する。
学生の自己評価における学修ポートフォリオから、到達目標の達成度をはかる。

成績評価
レポート、課題（70％）、作品・発表（10％）、グループワークの取り組み（10％）、
授業による向上的変化（10％）

学修を活かして、よい人間関係、コミュニケーションづくりに努力する。

教科書
『書名　人を育む人間関係』（著作者　服部　祥子、出版社　医学書院）、2003年

佐藤康正編著「現代社会のコミュニケーション人間関係の基礎と生きる力を育てるための心理学」、学芸図書、2009年



科目名 実務経験 専攻 共修 年次

担当者名 木部 克彦 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 A

第3回

第4回 A

第5回 B

第6回 B

第7回 A

第8回

第9回 B

第10回 C

第11回

第12回 B

第13回

第14回 A

第15回 A

教員の助言

参考文献・図書
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地域文化論 ○ 1年次

前期 選択

群馬の豊かな「食文化」を理解するための教員の講義と学生の語り合い。伝統の「おっきりこみ」をはじめ「粉食王国」

や「野菜王国」など誇る食文化の歴史と今日の姿を豊富な資料などにより学ぶ。郷土への愛情を食文化によって育むため

の情報の提供と学習。学生間の議論やスピーチなどを多用し、郷土の食文化や家庭料理文化を未来に継承する意義や知識

を身につける。

１、郷土の食文化や和食の特性を暮らしに生かす。　２、食育の進展への理解を深める。　３、食を通じた交

友を広げる。　４、料理知識の蓄積や腕前の上達を豊かな暮らしに直結させる。郷土や自分自身への明確なプ

ライドを育む。　５、食をはじめ多くの郷土文化を知り、貪欲に学習する。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

オリエンテーション～授業の目的・内容・進め方～　　　　付録「文章の書き方のコツ」

　群馬という地域における豊かな文化を、食文化を通して学ぶ意義と、その学習方法の説明。

群馬が誇る豊かな文化を歴史的に眺めましょう

　恐竜、旧石器、古墳、食、シルクカントリー、温泉王国……。みなさんはどう思いますか？

食文化が「人間の基本」だと言われる理由

　人類と火の出会い、料理の誕生、米の粒食や麦の粉食の始まり、人の進化と食文化の飛躍。

愛され続ける「お米」

　初めて米を食べた人、米の粒食圏と小麦の粉食圏、群馬が粉食王国を名乗る意義は？

粉食王国と「おっきりこみ」

　粉食王国の代表的存在「おっきりこみ」の魅力を。おっきりこみは、好きか嫌いか？

「おっきりこみ」「すき焼き」「焼きまんじゅう」の行方は

　群馬を代表する料理って本当は何だろう？　みなさんはどれが「郷土の味」だと思いますか？

発酵食品や飲料は「天からの贈り物」

　みそ・しょうゆ・チーズ・納豆・お酒……。発酵食品文化の歴史や魅力、みなさんの思い出は？

世界に誇る「和食文化」と、海外での人気

　ユネスコ無形文化遺産として世界が認める和食。その人気と、さまざまな「進化」の模様を。

調味料と薬味を使いこなす。群馬にしかない「誇る薬味」の存在

　日本が生んだ「世界的調味料」。群馬に残る豪華な「薬味文化」。みなさん愛用の調味料は？

みんなで語り合おう「忘れられないわが家の味」（ミニレポート）

　わが家の味についてレポートにまとめて、それを発表し合うことで手にする驚き・共感・感動。

家庭料理で、恋も、仕事も～家庭料理は「最高の頭脳労度」「最上質のオモテナシ」～

　なぜ料理が「最高の頭脳労働」と言われるのか。最も効果的な「オモテナシ」とはなにか。

『家庭料理が幸せを呼ぶ瞬間』掲載の明和短大学生の作文から、料理の威力を考える

　８作品の朗読劇ＤＶＤの鑑賞。学生にとって印象的だった作品の数々を語り合います。

野菜王国群馬の底力

　安中の梅、倉渕の佐藤さんのトマト、下仁田ねぎ、こんにゃく……。群馬の野菜はすごい。

海なし県ならではの川魚料理

　ニジマス・イワナへの原寛さんの情熱、アユ、コイ、ウナギ、ナマズ……。魚は好きですか？

群馬が「和食王国」「家庭料理王国」になる日

　進化し続ける和食や家庭料理。今こそ、群馬を家庭料理王国に。

事前事後

学修

事前：次回テーマのテキスト・関連記事・ネット情報を読み、 事後：授業での学習について短いレポートを作成。自分が関心を

　自分なりの興味や質問点などをメモ書きしておく   持った点や疑問を文献等で調べる。

事前学習に要する学習時間：概ね　45　分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね　45　分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

　ミニレポートなど学生の意見や考えなどを書いた提出物は、教員がコメントを添えて返却する。「前週の
要点と復習」の時間を短く設けて教員と学生が討論、理解度を計る。希望する学生からのラインによる質問
を常時受け付け、速やかに回答し学び方を指導。

成績評価
筆記試験（60％）、レポート、課題（10％）、作品・発表（10％）、実技（　　％）、
授業による向上的変化（20％）

郷土を過小評価しないこと。「数えきれない文化的財産がある」の視点で、「宝物」を掘り起こそう。

教科書
『家庭料理が幸せを呼ぶ瞬間』（木部克彦、言視舎）　　　　　　　　　　　　　　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

『群馬の伝統食』（上毛新聞）、『聞き書　群馬の食事』（農文協）、『今夜も「おっきりこみ」』（言視舎）



科目名 実務経験 専攻 共修 年次

担当者名 木村　祐美 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回 B A C

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回 A C

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回 A C

第15回

教員の助言

参考文献・図書
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生活と環境 － 2年次

後期 選択

　私たちは地球温暖化に代表されるような、地球環境問題というグローバルな問題に直面している。複雑多岐

にわたる環境問題を“環境科学の視点”でとらえ、現代に生きる私たちが備えていくべき環境問題の基礎知識を

学ぶ。また、循環型社会の構築に向けて、自分自身の生活行動を省察する。

環境問題にはどのようなものがあるのか、環境問題を作り出している原因を説明できる。

循環型社会を構築するためには何をすべきであるか、５Rに配慮できる。

未来の環境問題を解決する生活スタイルを確立し、寄与できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

人間と環境

　世界の人口と有限な地球、環境問題の発生

公害発生と法規制

　日本の公害の歴史と法規制

水と生活環境

　地球に存在する水の循環、河川と下水道、水資源の活用、マイクロプラスティック問題

都市環境と自然

　ヒートアイランドの原因と対策、２０２０東京オリンピックにおける対策

酸性雨と大気汚染

　大気汚染の種類と影響、オゾン層の破壊と紫外線、臭気・振動等と健康問題

化学物質と環境問題

　環境中の化学物質、アレルギー疾患と化学物質過敏症、土壌汚染と健康

地球温暖化とCO２

　地球温暖化のメカニズム、産業構造の変化とエネルギー

地球温暖化の影響と対策

　地球温暖化がもたらしたもの、SDGSと地球温暖化

森林破壊と生物多様性

　森林破壊の現状と影響　レッドリストと生物多様性

放射線汚染

　放射線とは、放射線と健康問題

循環型社会の構築Ⅰ

　江戸のライフスタイル、５Rの考え方

循環型社会の構築Ⅱ

　循環型産業システム、廃棄物問題

群馬県の環境政策

　ECOぐんま、ぐんま３R宣言
前橋の自然環境と環境政策

　前橋の自然、「まえばし環境家族～目指せエコマスター～」の取り組み

環境問題と私たちの未来

　環境問題と持続可能な社会を目指して、課題研究とレポート

事前事後

学修

事前：次回の授業の学修課題を把握し、まとめておく。 事後：ワークシートのコメントを次回授業の改善につなげる。

環境問題に関心をもち、ナッジの活用を考察しておく。 学修内容を行動変容につなげ、レポートにまとめる。

事前学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね60分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

ワークシートに、コメントをつけて返却する。
グループワーク、ディスカッション等における、発言や質問等の積極性、学修の深化を判断して評価する。
学生の自己評価における学修ポートフォリオから、到達目標の達成度をはかる。

成績評価 レポート、課題（70％）、作品・発表（20％）、授業による向上的変化（10％）

循環型社会の構築のため、環境問題を解決する新たな生活スタイルを創造するよう努力する。

教科書
『書名　イラスト　私たちと環境』（著作者　太田和子ら著、出版社　東京教学社）、2018年

環境省編、「平成30年版環境白書 循環型社会白書/生物多様性白書」、日経印刷、2018年



科目名 実務経験 専攻 共修 年次

担当者名 木部 克彦 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 A

第3回

第4回 B

第5回 A

第6回

第7回 A

第8回 C

第9回

第10回 A

第11回 C

第12回

第13回

第14回 A

第15回 A

教員の助言

参考文献・図書
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生活と情報社会 ○ 2年次

後期 選択

　既存のマスメディア・インターネットネット・ＳＮＳ等による膨大な情報に潜む「危うさ」を理解するための実例紹

介。情報を適切に取捨選択し暮らしに生かすコツの紹介。情報発信に伴う「責任」意識を育むなど情報社会を生きるのに

欠かせない条件をみんなで考える。人生の充実に欠かせない「自己表現力」「プライド」「人生観」「職業観」を高める

ための議論やスピーチ。自己表現の達人たちを紹介する映像鑑賞など。

　１、情報の真偽を見分ける知識やコツを学ぶ。　２、情報の内側にある「見えない情報」を見抜く洞察力や深い判断力

を身につける。　３、人の胸の内を深く理解する「大人の力」を育む。　４、社会人・家庭人として欠かせない豊かな表

現力を手にする。　５、自己へのプライドと他者への優しさや協調性を育む。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

オリエンテーション～授業の目的・内容・進め方～　　　付録「文章の書き方のコツ」

　膨大な情報を簡単に入手、自分の主張も瞬時に世界に発信できる現代を豊かに生きるには。

情報洪水社会と「情報を捨てる勇気」

　すべてが必要な情報ではない。膨大な情報を選別し有効活用。偽ニュースや偽情報を見抜く。　

言論・表現の自由と、情報発信の「重い責任」

　「自由」の裏側で傷つく人がいかに多いか。情報の真偽を確認。間違った情報のひとり歩き。

「表現力」こそ、「社会の中で生きる人間」の基本

　ライン・インスタ・ツイッター・メール・ブログ……、何のために伝えるか。スマホ奴隷でいいの？

くるか？　キャッシュレス時代　　　

　長く続いた「貨幣時代」が急激に縮小。キャッシュレス決済の時代。これからどうなるか。

文章による表現力を磨くには

　24時間いつでもどこでも勉強できる環境。相手に読まれる文章の書き方について。

言葉による表現力を磨くには

　手頃で効果的な練習法。言葉の「美しさ」を保ちたい。敬語と、人へのまなざし。

「私が愛用するSNSのメリット・デメリット」について語り合おう（＝ミニレポート）

　上記のテーマでＡ４１～２枚のミニレポートを準備。披露し合い、いろんな感想を述べよう。

大人としての会話のために

　既存のメディアの有効活用法。「ね」「ん」「じゃ」はやめよう？。「知らないこと」を誇らないで。

言葉以上の「言葉」を磨く

　お金のかからない「笑顔習得法」。「非言語コミュニケーション」。「声にならない声」を聴く。

　「自己紹介スピーチ」をしてみよう（＝ミニレポート）

　原稿を書いて繰り返し読んで覚えて。あなたもスピーチの達人に。

隣に住んでる「自己表現の達人」たち

　ぶれない人生観と表現力の劇団座長。ダウン症画家・小柏龍太郎さんのＤＶＤ映像鑑賞。

自分の生き方を貫くふたりの女性

　若手落語家・林家つる子さんの情熱。看護師・カフェ経営・女性雀士西嶋ゆかりさんの夢。

失敗・挫折の「告白」と、失敗・挫折のススメ

　若い今だからこそ大胆なチャレンジを。失敗したっていいじゃないか。僕の失敗・挫折の告白。

「情報社会」の中、人生を精一杯、時に謙虚に、時に貪欲に、そして楽しく

　人生100年。みなさんにはあと「80年の人生」が。いろんなことに興味を持ち、楽しく生きよう。

事前事後

学修

事前：次回テーマのテキストを読む。そのテーマでネット 事後：授業で興味を持った事柄について、図書館の文献や

検索した記事などを読み、興味を持った点をメモ。 ネット検索で得た情報を熟読、短いレポートを書く。

事前学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

　ミニレポートなど学生の意見や考えなどを書いた提出物は、教員がコメントを添えて返却する。「前週の
要点と復習」の時間を短く設けて教員と学生が討論、理解度を計る。希望する学生からのラインによる質問
を常時受け付け、速やかに回答し学び方を指導。

成績評価
筆記試験（60％）、レポート、課題（10％）、作品・発表（10％）、実技（　　％）、
授業による向上的変化（20％）

不要な情報を捨てる勇気と、自分で情報発信する「怖さ」「責任」を深く学ぼう。明日のために。

教科書
『情報を捨てる勇気と表現力』（木部克彦、言視舎）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

参考文献、映像作品、新聞等の記事など、授業の中で適時紹介します。



科目名 実務経験 専攻 共修 年次

担当者名 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回 D

第8回 D

第9回 D

第10回

第11回 D

第12回

第13回 B D

第14回 B D

第15回

教員の助言

参考文献・図書
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スポーツ健康学 ○ 2年次

後期 選択

・体育教育に携わった経験を活かし、自身の生活に応用可能である実践的な教育を行う

・健康・運動・身体活動に関する基礎的な事項を理解する

・からだについての気づきを体験し、身体のあり方について意識できる

・スポーツをとりまく諸問題について探求できるようになる

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

健康・運動・体組成について

健康・運動・食事について

スポーツ栄養についてー最新科学が支えるアスリートの食事ー

健康・運動・運動量について

スポーツの歴史と現在のあり方について

スポーツとその指導法について

①各年齢に応じた適正な運動と運動量について（実技）

②各年齢に応じた適正な運動と運動量について（実技）

様々なストレッチとその効果について（実技）

①ヨガとリラクゼーションについて

②ヨガとリラクゼーションについて（実技）

正しい立ち方および姿勢とその効果について

①身体的コミュニケーションについて（実技）

②身体的コミュニケーションについて（実技）

健康・運動に関する様々な最新研究の紹介

事前事後

学修

事前：図書館やインターネット等で関連する書籍及び資料にあた
り、健康ｽﾎﾟｰﾂに関する現代日本の状況を調べる。

事後：授業で学んだことをレポートにまとめる。

事前学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

・各回ごとに確認ミニテストを実施し、内容について授業内で触れる。

成績評価
筆記試験（60％）、レポート、課題（10％）、作品・発表（　　％）、実技（20％）、
授業による向上的変化（10％）

実技と表記のある回には体育館用のシューズを持参する。学んだことを実生活に活かせるよう意識して過ごす。

教科書
『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）



科目名 実務経験 専攻 共修 年次

担当者名 天宮  陽子 単位 1単位 履修時期 授業形式 実験/実習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

C

C

教員の助言

参考文献・図書
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社会貢献活動（ボランティア） － その他

通年 選択

自主的自発的に地域の人々や東日本大震災被災地の復興に貢献する学生の実践を、ボランティア実習の科目の

学外学修として評価して単位を与え、学生の社会参加や社会貢献活動の一層の活性化を促す。

実際のボランティア活動とその振り返りを通して、自主的自発的に地域社会貢献活動の一層の活性化のために

寄与できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

１．履修条件

　（１）新年度の前期履修登録の際に「社会貢献活動（ボランティア）」を履修登録すること。

　（２）活動実績を確認できる活動記録書類(ボランティアカード)等を提出すること。

　（３）ボランティア活動が学生の本分に沿い、社会貢献の意義を有するものであること。

２．単位認定条件

   （１）新年度の前期履修登録の際に「社会貢献活動(ボランティア)」を履修登録した学生であること。ただし、「社会

貢献活動(ボランティア)」は通年科目として扱い、後期末に単位認定を行う。

　（２）年間合計４０時間以上活動し、記録書類等の提出によって活動実績が確認できること。ただし、同一のボラ

　　　　ンティアによる４０時間か、異なるボランティアを含む４０時間であるかは問わない。ボランティアの８割

　　　　以上は学外で実施すること。

　（３）後期に実施するボランティア報告会に参加して経験を共有し、同時に社会貢献の意義を明らかにすること。

３．その他付帯事項

　（１）ボランティアの参加については、本学の紹介によって参加するか、学生が直接学外団体等の紹介・依頼を受

　　　　けて参加するかの別は問題としない。

　（２）本学に学生の参加の依頼があったボランティアについては、学生課が学生に情報を告知する。

　（３）保険については「学生教育研究災害保険」を適用する。

以下の内容についてはガイダンスを実施する

①ボランティア活動の方法と注意について（4月実施）

　　ボランティア活動の開始

　　ボランティア活動の実施

②ボランティア活動の振り返り：中間報告（個別に対応の場合有り、7月、９月、12月実施）

③ボランティア活動の振り返り：報告会（1月実施）

※　在学中に1回のみの履修で1単位となる。

事前事後

学修

事前：ボランティアの活動先を決める。ボランティア募集

等の情報を集める。

事後：実践後、ボランティアの活動記録を作成する。報告会

にむけて資料をまとめる。
事前学習に要する学習時間：概ね15分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

ボランティア活動の体験後の課題について、対話を用いて振り返りのための支援を行う。

成績評価
レポート（50％）、発表（30％）、授業による向上的変化（20％）

※報告書が提出されない場合は、試験を受けなかったことと同様とし、単位認定しない。

ガイダンスに必ず参加すること。個々の学生によってボランティア活動が異なるため、不明な点や相談は個別

に受け付ける。

教科書
『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

随時紹介する。



科目名 実務経験 専攻 共修 年次

担当者名 神保 京子 単位 1単位 履修時期 授業形式 実験/実習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

A B
A B

A B C

教員の助言

参考文献・図書

74

職業体験活動（インターンシップ） － その他

通年 選択

学外での就業体験を通して、授業で学んだ内容が現場ではどのように活用されているかを確認し、学修の動機づけとす

る。また、社会の一員としてのマナーや責任感、仕事の厳しさ等を体験することにより、自己啓発の機会を得る。さら

に、キャリアに関連した就業体験をすることによって、仕事の具体的イメージを掴み、自らの将来を考える一助とする。

社会常識（マナー・責任感）の必要性を理解している。

インターンシップの意義を説明できる。

授業の内容（知識・技術）が実社会で活かされていることを説明できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

 
事前：インターンシップに対する理解を深めておく。

活動施設（協力機関）の情報収集をする。
事前学習に要する学習時間：概ね　　分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね　　分を目安とする。

　　・自分が将来目指す専門職としての保育者や栄養士になるには、どんなスキルを得たらよいかを考え、今後の

　　　学習につなげる。

　　・卒業後の進路を考える参考資料となるように活動記録を整理し保管する。また、報告会に備え、情報提供が

　　　できるようにする。

５　事後指導の内容

　　・活動全体を振り返り、校外実習施設の選定に活用できるように情報をまとめる。

事後：インターンシップの経験をまとめ、自分の将来に

どのように活かすか考える。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

協力機関からの評価及び実習後に提出される自己評価をもとに、面談し評価する。

成績評価 実習評価（50％）、レポート、報告会の発表（30％）、授業による向上的変化（20％）

ガイダンスに必ず出席する。目的意識と具体的な目標をしっかり持って活動に臨むこと。
教科書

随時紹介する

1　履修条件

　（１）新年度の前期履修登録時に「職業体験活動（インターンシップ）」を履修登録すること。

　（２）活動実績を確認できるように活動記録書類等を提出すること。

　（３）実際に働くことを通して就業についての理解を深めるとともに、職業観・勤労観・社会人としてのマナーを

　　　　学ぶことができる協力機関での体験であること。

　
2　単位認定条件

　（１）新年度の前期履修登録時に「職業体験活動（インターンシップ）」を履修登録した学生であること。

　　　　ただし、「職業体験活動（インターンシップ）」は、通年科目として扱い、後期末に単位認定を行う。

　（２）年間合計５日間（40時間）以上活動し、記録書類等の提出によって活動実績が確認できること。

　（３）後期に実施する「職業体験活動（インターンシップ）」報告会に参加して経験を共有し、職業体験の意義を

　　　　明らかにすること。

３　その他付帯事項

　　明和学園短期大学インターンシップ規定及びインターンシップ実施要項による。

４　ガイダンスの実施

　（１）ガイダンス　履修登録　概要説明　諸手続きなどについて

　　　　インターンシップとは・心を伝えるコミュニケーションスキル

　（２）活動先と決定方法など（専門性を活かす業種や職種）

　　　　活動先と決定方法について（先輩の体験から学ぶ　専門性を活かす業種や職種）

　（３）履歴書提出（印象を大きく左右するインターンシップのための履歴書・社会人としての自覚と身に付けたい

　　　　言葉遣いなど）

　（４）事前指導

　　　　事前訪問の目的と注意点・直前にすべきこと・活動中に気を付けること。

　（５）事後指導

　　　　活動先への礼状送付・報告会・レポート作成



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 加藤　富士人 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 B

第2回 C

第3回

第4回 D

第5回 B

第6回 D

第7回

第8回 A

第9回 D

第10回 D

第11回 B D

第12回 B C

第13回 D

第14回 D

第15回 C

教員の助言

参考文献・図書
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国語 ○ 2年次

前期 教職必修

教職に就く者として様々な文章を正しく「読む」能力、目的に応じた各種の文章を「書く」能力、日本語で内容を「伝え

る」能力を身につけることをめざします。特に、言語活動を重視してコミュニケーション能力を向上させます。また、幼

児教育の現場における実務的な文書の作成等ができるよう、学校現場での指導、管理職としての経験をいかして主体的・

対話的で深い学びのある実践的な教育を行います。

１、国語全般についての基礎的な知識を得るとともに、現場で必要なスキルを習得しています。

２、言語に関わる現代的な課題を深く考え、コミュニケーションを充実させようとする態度を身につけています。

３、我が国の伝統的言語文化や子どもを取り巻く文化状況についての見識を活用しています。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

「ことば遊び」…平安時代から現代に至るまでの、ことばに関する「謎とき」をグループのなかで体験

して、柔軟に考えることを対話的に学びます。

「日本語の特徴」…外国語と比較をしながら日本語の構文的特徴を学び、日本語学習が難しいといわれ

る理由について考えたことを発表します。

「漢字のあれこれ」…漢字の成り立ちについての基本的知識をもとに、表意文字としての漢字の特徴に

ついて深く学びます。

「ひらがなを美しく書く」…ひらがなの基になった漢字を調べて、硬筆（鉛筆）と毛筆（指筆・筆ペン）

を用いて工夫しながらひらがなを美しく書きます。

「ことばと生活」…正しい筆順や同訓異字、同音異義の漢字を学び、「国語に関する世論調査」の結果

を参考にして漢字を用いることのメリットとデメリットを考えます。

「ことばと生活」…国語に関する現代的な問題を取りあげて、ことばの誤用や新しい使い方について

検討します。また、頻繁に用いられる慣用句について知ります。

「ことばと生活」…「位相語」について、その分類と特徴を知り、子どもの語彙を豊かにするための

指導力を高め、人間関係を良好に保つコミュニケーションを学びます。

「ことばと生活」…方言やアクセントに関する具体的な事例に基づいて、日常に用いていることばへの

意識を高め、日本語の現代的な課題について考えます。

「文法と表記」…「小倉百人一首」の和歌を基に、係り結びや歴史的かな遣い等の文法と表記に関わる

基本事項を理解し、現代語の表現との結びつきを考えながら下の句を書きます。

「百人一首にふれる」…「小倉百人一首」のルールと決まり字について学び、歌を覚えながら協同して

「五色百人一首」の「競技」を体験し、「遊び」の意義を知ります。

「敬語表現」…「尊敬語」「謙譲語」「丁寧語」「美化語」についての区別を学び、演習を通して日常

の会話のなかで正しく使う能力を身につけます。

「文章表現の基礎」…依頼文書の作成や電話の応対のロールプレイを通して、社会人として必要な基礎

的な表現力を身につけます。

「アートとしての表現」…「小倉百人一首」の和歌を選んで、表現の仕方を工夫してオリジナルの団扇

を作製し、オリジナルの消しゴム篆刻印を付して作品を仕上げます。

「各種文書の作成」…「研究レポート」「実習日誌」「連絡帳」等の各種文書について、書き方の練習

を通して実践的な記述力を身につけます。

「文学の常識」…いろいろな文学作品を取りあげて、プレゼンテーションを通して海外の人に紹介でき

るだけの文学的な教養と表現力を高めます。

事前事後

学修

事前：「小倉百人一首」の決まり字について覚えます。 事後：依頼文書のレポートをＰＣで作成します。

「研究レポート」のテーマ設定の理由をＰＣで作成します。

事前学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

振り返りシートにコメントをつけて返却します。小テストを採点して返却します。レポートにコメントをつ
けて返却します。

成績評価
単元別の記述式テスト（50％）、レポート、課題２回（20％）、作品・発表（20％）、
授業による向上的変化（10％）

インプット、アウトプット、アウトカムの三点が評価の対象となります。主体的に取り組んでください。

教科書
ありません（各回に資料とワークシートを配付します。）

『保育者になるための国語表現』（田上貞一郎　萌文書林）、『なぞって美文字書いて味わう夏目漱石』（出口汪　水王舎）



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 佐藤　功 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回

第4回 D

第5回

第6回 C

第7回 C

第8回 C

第9回 C

第10回 D

第11回 D

第12回 D

第13回 C

第14回 C

第15回 C

教員の助言

参考文献・図書
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算数 ○ 2年次

前期 教職必修

領域「環境」における「数量に対する豊かな感覚」や「日常生活の中での数量や図形などへの関心を育てる」ためのスキ

ルや六角返しなど算数・数学的なおもちゃの製作を通して、算数・数学の面白さを知り実践できるよう、数学教育の経験

をもとに指導します。

小学校算数の目標や低学年の内容と算数的な活動について基礎的知識を得るとともに、幼児教育・保育の領域「環境」に

おける算数的な事象に関心をもち、幼児教育の展開を考え、実践・具体化できる力を身につけることができる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

オリエンテーション　　　・算数・数学を学ぶ楽しさ、授業概要と授業計画について理解する

幼児と数量、図形　　　・幼児の数字や形への興味・関心と数学的概念獲得について、幼児の遊

　　　　　　　　　　　　びや発達段階の特性から理解する（６歳くらいまでの幼児）

幼児教育・保育における「数量・図形」の扱い

　　・幼稚園教育要領、保育所保育指針における「数量・図形」の扱いについて理解する

作品製作Ⅰ＜６０°を折る（六角返し、小物入れ等）＞

　　・分度器を使わずに６０°を折ることができる。このことを利用した作品製作を行う

小学校教育における算数　　　・小学校学習指導要領における算数の目標と内容を理解する

　　・この回から第９回までは、幼小接続を目的に、小学校の学習内容を理解する

小学校低学年における算数科　・数と計算における内容と算数的活動を理解する

　　・数と計算について、領域「環境」を意識しつつ、算数的活動を理解する

小学校低学年における算数科　・量と測定における内容と算数的活動を理解する

　　・量と測定について、領域「環境」を意識しつつ、算数的活動を理解する

小学校低学年における算数科　・図形における内容と算数的活動を理解する

　　・図形について、領域「環境」を意識しつつ、算数的活動を理解する

小学校低学年における算数科　・数量関係における内容と算数的活動を理解する

　　・数量関係について、領域「環境」を意識しつつ、算数的活動を理解する

作品製作Ⅱ＜回るピラミッド＞

　　・平面から、動きのある立体を製作する

数や形への感覚を育てる日常生活における体験・遊び

　　・「数集まりゲーム」の数学的背景

数や形を楽しく学べる日常生活における体験・遊び

　　・「ひと太刀切り」による図形の理解

数や形への感覚を育てる教材を考え発表及び相互評価を行う（連続３回）

　　・数や形の便利さや面白さを、遊びを通して体験できる簡単な手作り教材を考え発表する

数や形への感覚を育てる教材を考え発表及び相互評価を行う

数や形への感覚を育てる教材を考え発表及び相互評価を行う

事前事後

学修

事前：該当するテーマについて、幼稚園教育要領と小学校

学習指導要領とを比較しておく

事後：配付された資料等を基に「わかったこと」「気付いた

こと」等を自分の言葉でまとめ、ファイルに綴じておくこと
事前学習に要する学習時間：概ね３０分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね６０分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

課題、作品等については、アドバイスを含めた評価をし、伝えます。また、第１３回以降の教材については、

発表後、他者評価も行います。

成績評価
筆記試験（５０％）、レポート、課題（２０％）、作品・発表（１０％）、実技（　　％）、
授業による向上的変化（２０％）

参考資料や「算数」に関する興味・関心をもたせる話題やクイズなどを提示し、指導に生かすことを念頭に学生自身の「算数」に関する興味・関心を高める。

教科書
教科書は無し。授業時にプリント、ワークシートを配布する。

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

『幼稚園・保育園の学びシリーズ①あそんで学ぶ数・形』（黎明書房）、保育者が身につけておきたい数学（萌文書林）、文部科学省『小学校学習指導要領解説算数編』　他



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 天宮  陽子 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回

第3回 B C D

第4回 B C D

第5回 A

第6回 B C D

第7回 C

第8回 B C

第9回 内容（3）「地域と生活」、内容（8）「生活や出来事の交流」（町探検、インタビューをしよう）B C D

第10回 B C

第11回 D

第12回 A

第13回 C

第14回 内容（8）「生活や出来事の交流」、内容（9）「自分の成長」（自分物語を作ろう②） C

第15回 C

教員の助言

参考文献・図書
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生活 － 2年次

前期 教職必修

生活科に関わる様々な社会的・自然的・総合的な事象や領域に触れ、子どもの身近な生活の中での体験や具体

的な活動を通して、自立への基礎を育むことを理解する。生活科の目標、内容・方法、指導、評価について基

本的な知識を解説する。

生活科の教育目標・内容について、実践的な探求を通して、その本質を理解し、体験の意味とその可能性につ

いて認識を深め、幼児教育に必要な実践力が身に付いている。教育目標・内容と自身の学習内容を系統的に結

び付け、理論と実践の両側面から生活科を理解している。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

生活科おける授業のポイント（体験活動と表現活動の相互作用による学習活動）

年間指導計画と作成のポイント（学校生活の充実、作成の配慮事項）

〇学習指導要領の内容（１）～（9）をもとに授業を行う

内容（1）「学校と生活」（名刺交換、学校探検、支えてくれている人を探そう）

内容（3）「地域の生活」、内容（5）「季節の変化と生活」（公園で春を見つけて遊ぼう、春を

紹介しよう、公園での遊びを紹介しよう）

内容（7）「動植物の飼育・栽培」（園の実践例紹介）

内容（5）「季節の変化と生活」、内容（6）「自然やものを使った遊び」（水を使って遊ぼう、

夏野菜スタンプ）

内容（2）「家庭と生活」（自分の1日、お手伝い、ありがとうを伝えよう）

内容（8）「生活や出来事の交流」、内容（9）「自分の成長」（交流会を開こう、自分の成長を

まとめよう）

内容（6）「自然やものを使った遊び」（つくってあそぼう、草・木・葉・実・花・枝と遊ぼ

う、みんなの遊びを交流しよう）

内容（5）「季節の変化と生活」、内容（8）「生活や出来事の交流」（地域の祭に参加しよう、

ポスターを作ろう）

内容（4）「公共物や公共施設の利用」（利用したい公共施設を決めよう、子ども図書館を利用

しよう）

内容（8）「生活や出来事の交流」、内容（9）「自分の成長」（自分物語を作ろう①）

内容（8）「生活や出来事の交流」、内容（9）「自分の成長」（自分物語を作ろう③）

事前事後

学修

事前：日常生活の実践的体験的活動に積極的に関わり、各

内容と関連づけて問題意識を持つ。

事後：振り返りノートを作成し、まとめる。各内容の疑問点

の有無を確認し、あれば次回質問する。

事前学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね45分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

提出された課題についてはコメントを付けて返却する。

成績評価

課題（50％）、作品・発表（20％）、授業による向上的変化（30％）

※向上的変化には活動に臨む態度を含む。提出すべき課題や作品が提出されない場合は、試験を受けなかった

ことと同様とし、単位認定しない。

小学校１、２年の児童の能力・行動を念頭におき、内容の理解に努めること。

教科書
『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）

文部科学省『小学校学習指導要領解説　生活編』（日本文教出版）

『イラストで見る全単元・全時間の授業の全て1・2年』（田村学、東洋間出版社）



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 篠塚  晃子 単位 2単位 履修時期 授業形式 講義 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 D

第3回 D

第4回 B C

第5回 B C

第6回 B C

第7回 B C

第8回 D

第9回 D

第10回

第11回 D

第12回 D

第13回 D

第14回

第15回 D

教員の助言

参考文献・図書
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音楽基礎 － 1年次

前期 教職必修

ピアノ演奏や合奏・歌唱といった音楽活動を行うには、楽譜のルールを理解し、正しく楽譜を読む力が求めら

れる。この授業では楽典の講義やソルフェージュの実演を通して、保育士・幼稚園教諭として必要な音楽表現

に関する基礎的知識と技能を習得する。

・楽譜の仕組みやルールを理解することができる。

・主体的に楽譜を読むことができる。

・楽典で得た知識を、実演として演奏や歌唱に反映することができる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

ガイダンス

【楽典】　「楽譜」：五線、音部記号、楽譜と鍵盤　　【実演】電子ピアノを使用し、音譜と鍵盤を合致させる練習

【楽典】「音符」：音符の休符の形と長さ、書き方　【実演】ヘ音記号の読譜力強化のための練習

【楽典】「音名」：変化記号のついた音名　【実演】手拍子、簡易楽器によるリズムアンサンブル

【楽典】「拍子Ⅰ」：縦線、色々な拍子での指揮法　【実演】グループ別ピアノアンサンブル

【楽典】「拍子Ⅱ」：4分の3拍子と8分の6拍子　【実演】メロディーベルによる合奏

【楽典】「楽語ⅠⅡ」：強弱記号、発想記号、速度記号、速度標語、省略記号　【実演】合唱

【楽典】「音程」：音程の数え方（プリント課題）　【実演】スネアドラムの扱い方

【楽典】「音階ⅠⅡ」：長音階、短音階　【実演】各調の音階を電子ピアノで弾く

【楽典】「移調」：ハ長調からその他の調への移調（プリント課題）

【楽典】移調プリント課題の答え合わせ　【実演】プリント課題を電子ピアノで弾く

【楽典】「和声」：基本形と転回形　【実演】伴奏付け

【楽典】「コードネーム」：メジャーコード、マイナーコード、セブンスコード　【実演】コード伴奏法

【楽典】適性試験の過去問題を解く。傾向と対策。　【実演】ソルフェージュテストの練習　

【実演】ソルフェージュテスト：リズム打ち、新曲視唱

事前事後

学修

事前：楽典の予習をし、ヒントのページを予め読んだ際に
出た疑問点等について把握しておく。

事後：ドリルを解いて間違えた問題の理解をする。実演の復
習をする。

事前学習に要する学習時間：概ね４５分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね４５分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

定期試験の解答例等を試験終了後に示す。

成績評価
定期試験（70%）、ソルフェージュテスト（10%）、授業への取り組み姿勢（10%）、授業を通じての向上的変
化（10%）
楽典は実演に繋がる重要な知識であるため、主体的に楽譜が読めるよう、きちんと理解しておきたい。またソルフェージュにも積極的
に取り組み、様々な形態の音楽表現の楽しさに触れ、感性を磨いてほしい。

教科書
『学生の楽典教室』（坪野春枝、ｋｍｐ）

『楽典　理論と実習』（石桁真札生、音楽之友社）



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 大隅　孝夫 単位 2単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回

第2回 B

第3回 A

第4回

第5回 D

第6回

第7回

第8回

第9回 C

第10回 D

第11回 C

第12回 D

第13回 C

第14回 D

第15回 C

自己作品のプレゼンテーション

79

図画工作 ○ 1年次

通年 教職必修

学校現場での美術教育の経験をいかして造形活動の基礎基本となる習得を目指す教育を行う。

造形表現における様々な素材や用具の扱い方できる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

ガイダンス　幼児の造形表現の発達段階と意味（講義）

リフレクションの意義とワークショップ型の学習（授業形態）を考える

自己紹介ワークショップ（発表を踏まえての自己紹介の内容作成）

自己紹介文と視覚的手段の方法を考える

各自が工夫した方法での自己紹介を実践する

発表後に講評会・話し合いを行う

河原の石を素材にしたワークショップ

素材の収集（利根川河川敷現地集合）

エスキースをもとに小石に描写や着色を加え制作する。テーマ（自由）ごとに複数制作する

（アクリル絵具と水性ニス使用）

同上

同上

同上

同上

自己作品のプレゼンテーション（発表とまとめ）

ズボンボの制作

江戸時代の玩具の雛形を参考にオリジナルの作品制作

同上

自己作品のプレゼンテーション、ビデオ撮影

自作スタンプをもとにパターン化した絵画表現の演習

型紙を作り、スタンプを並べていく方法

同上

自己作品のプレゼンテーション

トイレットペーパーの芯を主体にしたオブジェの制作

切る、貼る、組み合わせる、着色をするなど多彩な表現を工夫する

同上



第16回 B

第17回 D

第18回

第19回

第20回

第21回

第22回

第23回 A C

第24回 B

第25回

第26回

第27回

第28回 D

第29回 A

第30回 A

ポートフォリオの完成

教員の助言

参考文献・図書
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授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

絵本についての学習

学内の図書館利用と読み聞かせの体験

絵本の制作

ストーリーと視覚的表現の考察

エスキースから画用紙に表現を展開していく

下絵から着彩へと進めていく

同上

同上

同上

同上

紙の表現からデジタル化へ　

絵本の発表と鑑賞

彫刻粘土による立体表現、モデリングとカービングで自由な形を作る

同上

同上

同上

彫刻粘土の乾燥後着彩、水性ニス仕上げ

同上

完成作品のプレゼンテーションおよび講評

まとめ

事前事後

学修

事前：課題に対応したイメージを決めておく 事後：作品制作のプロセスを文章や画像にとどめておく

事前学習に要する学習時間：概ね60分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね60分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

○「教室で解説する」

成績評価
筆記試験（　　％）、レポート、課題（　　％）、作品・発表（　50　％）、実技（　30　％）、
授業による向上的変化（　20　％）

授業を通して何を学んだかを省察しながら自己学習の成果を高めていくことが大切である。

教科書
『書名　保育をひらく造形表現　』（著作者　槇　英子　　　　、出版社　萌文書林　　　　　　　　　）

『書名　　　　　　　　　　　　』（著作者　　　　　　　　　、出版社　　　　　　　　　　　　　　）



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 永井　真紀 単位 2単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 B D

第2回 B D

第3回 B D

第4回 B D

第5回 B D

第6回 B D

第7回 B D

第8回 B D

第9回 B D

第10回 B D

第11回 B D

第12回 B D

第13回 B C D

第14回 B C

第15回 B C D
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幼児体育 ○ 1年次

通年 教職必修

幼児の発達に合わせて経験すべき運動について理解し、その指導法について体験的に学ぶ。また、運動あそび

を組み合わせることで、子どもたちの運動機能の向上を目指し、有意義な運動会種目を構想する力を養うこと

を目指す。

・幼児の発達に合わせて経験すべき運動を「あそび」として理解する。

・発達に応じた運動あそびとその指導法について身につける。

・運動あそびを組み合わせることで、より有意義な運動会種目を構想することができる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

何も用具を使わない①

　歩く

何も用具を使わない②

　走る

何も用具を使わない③

　跳ぶ

何も用具を使わない④

　模倣

何も用具を使わない⑤

　体力づくり

用具を使って①

　ボール運動

用具を使って②

　なわ運動

用具を使って③

　リング運動

移動遊具を使って①

　ミニ平均台運動

移動遊具を使って②

　マット運動

移動遊具を使って③

　ミニ跳び箱運動

移動遊具を使って④

　バランス運動

用具や遊具を組み合わせての運動①

用具や遊具を組み合わせての運動②

用具や遊具を組み合わせての運動③



第16回 B D

第17回 B D

第18回 B D

第19回 B D

第20回 B D

第21回 B D

第22回 B D

第23回 B D

第24回 B D

第25回 B D

第26回 B D

第27回 B D

第28回 B D

第29回 B C D

第30回 B C D

教員の助言

参考文献・図書
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授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

固定遊具を使って①

　ブランコ運動

固定遊具を使って②

　すべり台運動

固定遊具を使って③

　鉄棒運動

固定遊具を使って④

　ジャングルジム運動

伝承あそび①

　おしくらまんじゅう鬼等

伝承あそび②

　天大中小

伝承あそび③

　あぶくたったにえたった等

身近なものを使った遊び①

　新聞紙等

身近なものを使った遊び②

　紙テープ等

身近なものを使った遊び③

　風船・ビニール袋等

表現・リズム体操①

　音楽に合わせて体を動かす

表現・リズム体操②

　音楽に合わせて体を動かす

表現・リズム体操③

　音楽に合わせて体を動かす

発表会①

　グループごとに幼児のためのリズム体操を発表し、鑑賞しあう

発表会②

　グループごとに幼児のためのリズム体操を発表し、鑑賞しあう

事前事後

学修

事前：様々な幼児の運動あそびについて調べる。 事後：体験した運動あそびについてレポートにまとめる。

事前学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね15分を目安とする。

成績・課題等

に対する

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

（学生は）あそびを提案するためのプリントを用意する。（教員が）コメントをつけて返却する。

成績評価 レポート、課題（30％）、作品・発表（30％）、実技（30％）、授業による向上的変化（10％）

指導者として、他者の前に立つことを意識した身支度で参加する。運動靴（体育館用室内靴・グランド用外靴）は2種類準備する。

教科書
特に指定しない

幼児期運動指針（ガイドブック）　文部科学省



科目名 実務経験 専攻 こども学 年次

担当者名 横坂好枝・伊藤恭滋 単位 1単位 履修時期 授業形式 演習 必修・選択の別

授業の内容

到達目標

第1回 B

第2回 B

第3回 B

第4回 A

第5回 A

第6回

第7回 B

第8回 A B

第9回 A B

第10回 B

第11回

第12回

第13回 A B

第14回 A B

第15回 A

教員の助言

参考文献・図書
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教育実習事前事後指導 ○ その他

通年 教職必修

教育実習を充実したものにするため、事前指導での講義や実習、ビデオ視聴、教材研究等を通して実習の概要や目的、実

習生としての心構えなどを理解する。また、事後指導で実習の記録の整理や討論等を通して、幼稚園教諭に求められる資

質について自分なりの課題を明確にし、教師としての資質を高める。また、幼稚園現場での教育、指導、管理職としての

経験をいかして教材の工夫や実践をより豊かなものにしていく。

幼稚園実習を円滑に進めていくための知識や技術を身につけ、社会人・教育実習生としての態度や言葉遣い等の心構えを

理解し、実習生としての学習内容や課題を明確にして、実習に積極的に取り組むことができる。

授業計画 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

実習の概要と実習の意義　　・実習の概要と意義について把握する　　・調査書の作成と提出

                                       ・実習先の選定　　　　　　・実習先の選定と依頼の仕方

観察の仕方・記録の取り方　 ・ＤＶＤ視聴を通し、心構えや実習の実際を学ぶ

観察の仕方・記録の取り方　・観察の仕方、記録の取り方を学ぶ   ・幼稚園見学の概要と事前指導

記録の整理　　・明和幼稚園での保育参観の記録の整理　・記録の取り方についてグループ討議で

・2年生の実習報告から学ぶ（ワールドカフェ）

・オリエンテーションの受け方、誓約書　　・実習日誌の書き方

・実習事前指導（心構え、留意点、実習日誌の書き方等）

・教育実習の学びの振り返りレポート発表

・教育実習日誌からの学び

成績・課題等に対す

るﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

○レポート、課題を採点し、コメントをつけて返却する。
○保育指導案は、添削し返却するので、各自が再確認し、しっかり振り返り再度提出する。

成績評価
指導案の作成と模擬授業(４０％)、レポート・実習の提出物(４０％)、ワールドカフェ参加(1０％)、授業による向上的
変化(１０％)などで総合的に評価する。

授業の学びを生かして、様々な実践の場面を有効に活用し、記録の文書力、保育技術や幼児理解、保育を創造・展開する

力を身につけ、社会人としてのマナーや自分の言動に責任をもつことを意識した生活を心掛けましょう。

教科書

『書名 幼稚園・保育所実習パーフェクトガイド』(著作者守巧・小櫃智子・二宮祐子・佐藤恵、出版社わかば社）

『書名 実習日誌・実習指導案パーフェクトガイド』(著作者守巧・小櫃智子・二宮祐子・佐藤恵、出版社 わかば社）

『実習の手引き』(明和学園短期大学作成）

 資料の配付や図書の紹介の形で随時行う。

・次年度の実習（責任実習）に向けて

・責任実習の内容とオリエンテーションについて

・指導案の作成と修正

・模擬授業の実施とグループ討議

・実習の心構え、日誌、準備、報告会等について

・教育実習の学びについての報告会（ワールとカフェ）

事前事後

学修

事前： 明和幼稚園運動会総練習・運動会等への参加 事後：　　教育実習事後レポート・礼状作成

　明和幼稚園保育参観・指導案作成・学外体験学修含む 　　　　　ワールドカフェ参加報告・学外体験学修含む

事前学習に要する学習時間：概ね30分を目安とする。 事後学習に要する学習時間：概ね１５分を目安とする。




