
 

奈良保育学院 教育保育専門課程 保育科 

実務家教員シラバス一覧 

 

区分 開講科目名 

講義 

演習 

実習の別 

単
位 

開講 

学年 

開講 

時期 
ページ 

 保育職概論 講義 ２ １回生 後期 １ 

 保育原理 講義 ２ １回生 前期 2 

 子どもの保健 講義 １ １回生 前期 3･4 

 子どもの保健Ⅱ 演習 １ ２回生 前期 5 

 子どもの健康と安全 講義 １ １回生 後期 6･7 

 教育課程総論 講義 ２ ２回生 前期 8 

専 保育の計画と評価 講義 ２ １回生 前期 9 

 保育内容総論 演習 １ １回生 前期 10 

門 健康（保育内容） 演習 １ １回生 後期 11 

 人間関係（保育内容） 演習 １ ２回生 前期 12 

科 環境（保育内容） 演習 １ ２回生 後期 13 

 言葉（保育内容） 演習 １ １回生 後期 14 

目 表現Ⅳ総合（保育内容）Ａ 演習 １ １回生 後期 15 

 乳児保育Ⅰ 講義 ２ １回生 前期 16 

 乳児保育Ⅱ 演習 ２ １回生 後期 17 

 保育方法及び技術 講義 ２ ２回生 後期 18 

 保育・教職実践演習 演習 ２ ２回生 後期 19 

 教育実習Ａ（事前・事後指導） 実習 １ ２回生 通年 20･21 

 保育実習指導Ⅰ[a] 演習 １ １回生 通年 22･23 

 保育実習指導Ⅰ[b] 演習 １ １回生 後期 22･23 

  単位合計 28    

 





 

 

授業コード： 

２１３ 

授業科目名： 

保育職概論 

教員の免許状取得

のための必修科目/

保育士資格取得の

ための必修科目 

単位数： 

2単位 

担当教員： 

東藤 弥生 

授業形式：講義 
担当形態： 単独 

⒈  授業のテーマ及び到達目標 

幼稚園教諭や保育士の職務内容を学ぶ中で、自らの保育職としての意識を高め、保育職の職務内容を

理解する。また、保育職として大切な子どもを捉える視点や幼稚園教諭・保育士が働く施設の特徴を

グループワークや調べ学習をする中で身に付ける。 

⒉  授業の概要 

幼稚園教諭及び幼稚園副園長として業務に携わっていた際の経験を活かし、現場での体験も示しな

がら授業を行う。保育職とは何か、保育者の職務内容について理解を深めていくことから始め、実際

に保育者になるにあたって必要な子どもや保育に対する見方、考え方などを学習していく。また、そ

れに関して自分自身を振り返りながら自らの適性を考察するとともに、保育者としての意識を向上さ

せ自覚を養う。 

⒊ 授業計画  

回 授業内容 

1 保育職とは：教員に課せられる服務上・身分上の義務及び身分保障 

2 保育者の職務内容①：幼稚園教諭 

3 保育者の職務内容②：保育士 

4 保育職の歴史と制度①：幼稚園教育要領・保育所保育指針が刊行されるまで 

5 保育職の歴史と制度②：幼稚園教育要領・保育所保育指針が刊行された後 

6 子どもを理解する役割を考える①：個々の子どもを捉える 

7 子どもを理解する役割を考える②：個と集団において子どもを捉える 

8 子どもの育ちを支える役割を考える①：短期的な視点 

9 子どもの育ちを支える役割を考える②：長期的な視点 

10 保育者のキャリア発達①：新任 

11 保育者のキャリア発達②：チーム学校運営への対応 

12 保育施設の役割を考える：幼稚園・保育所・認定こども園 

13 ポスター発表①：作成 

14 ポスター発表②：発表 

15 まとめ 

定期試験しない 
 

4. 指定テキスト 

特になし 

5. 参考書・参考資料等 

 汐見稔幸・大豆生田啓友『保育者論』（ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房，2010年） 

6. 学生に対する評価 

① 授業時に課す小レポート（20％） 

② 提出物（40％） 

③ 総まとめレポート（40％） 

7. 備考・留意事項 

特になし 
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授業コード： 

２１４ 

授業科目名： 

保育原理 

保育士資格取得のため

の必修科目 

単位数： 

2単位 

担当教員： 

後藤 紀子 

授業形式：講義 担当形態： 単独 

⒈  授業のテーマ及び到達目標 

①保育・教育の基礎的な知識を学び、保育者の役割を理解する。 

②保育の意義及び目的や目標や内容を理解し、保育の意義を説明する。 

③保育の主な思想や保育者の社会的責任を理解し、自らの保育観やこども観を考える。 

⒉  授業の概要 

保育者として業務に携わっていた際の経験を活かし、現場での体験も示しながら授業を行う。保育原

理では保育者として必要な保育の基本的な知識を身につけることを目的とする。様々なケースに対応でき

る保育者となれるように、多様に変化する保育のニーズを理解し、保育の意義や理念をはじめ、内容や方

法、形態、制度など様々な角度から教授する。 

⒊ 授業計画  

回 授業内容 

1 講義の概要と趣旨（オリエンテーション）保育原理とは 

2 保育の理念と概要「保育」とは何か① 保育という言葉について 

3 保育の理念と概要「保育」とは何か② 「保育・教育・養護」について 

4 保育の理念と概要「保育」とは何か③ 「保育と遊び」について 

5 保育所保育指針に基づく保育 「保育所保育指針の内容」 

6 保育所保育指針に基づく保育 「保育所保育指針に基づく保育の展開」 

7 ３歳未満児の保育の基本 「具体的な援助やかかわりについて学ぶ」 

8 ３歳児以上の保育基礎 「幼児期の保育のあり方」 

9 保育の目標と方法 「保育所保育指針にみる保育の目標」 

10 保育の目標と方法 「生活と遊びを通した総合的な保育」 

11 保育の思想と歴史「諸外国の保育実践・保育思想を学ぶ」 

12 日本の保育の思想と歴史①「近代までの日本の保育の思想と歴史について学ぶ」 

13 日本の保育の思想と歴史②「保育制度の整備と保育施設の広がりについて学ぶ」 

14 日本の保育の現状と課題①「子育てにかかわる現状と課題 待機児童・少子化問題」 

15 日本の保育の現状と課題②「子ども・子育て支援新制度のこれから」 

 定期試験 

  

4. 指定テキスト 

保育所保育指針解説（厚生労働省（編）フレーベル館、２０１８年） 

幼稚園教育要領解説（文部科学省（編）フレーベル館、２０１８年） 

新・基本保育シリーズ１ 保育原理（公益財団法人児童育成協会（監修）天野珠路・北野幸子（編）

中央法規、２０１９年） 

5. 参考書・参考資料等 

保育者のための自己評価チェックリスト（萌文書林、「保育士のための自己評価チェックリスト」

編集） 

子どもは成長する、保育者も成長する（成田朋子著、あいり出版） 

授業中に適宜資料を配布する 

6. 学生に対する評価 

定期試験（７０％） 

課題レポート（３０％） 

7. 備考・留意事項  特になし 
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授業コード： 

２２４ 

授業科目名： 

子どもの保健 

保育士資格取得のため

の必修科目 

単位数： 

２単位 

担当教員： 

七田つたえ 

授業形式：講義 担当形態： 単独 

⒈  授業のテーマ及び到達目標 
母子保健活動を軸に子どもの健康を守る大人の役割を学ぶ。 

保育士や養育者の立場として、また、保育所や母子に関連する法律や制度など社会で担う役割を習得

する。 

子どもが健康に育っているか発育発達の評価の方法を学び役立てる力を養う。 
子どもに多い病気や事故についても医学的根拠を基にした予防とその対処方法を学ぶ。 

子どもの健康は子ども自身が守れないことに気づき、大人の責任でもあるあるから保育所として保育

士としてすべきこと、できることがあると職業意識を育む。 

⒉  授業の概要 

看護師として業務に携わっていた際の経験を活かし、現場での体験も示しながら授業を行う。 

サブノートを使用し講義しテキストで振り返りを行う。 

サブノートには過去の国家試験問題を添付しているので自己学習すること。 

関連する各ガイドラインを活用し保育所での取組みや保育士が実践できるよう取り入れる。 

サブノートの自己管理、課題の取組み、期日を守るなど日常の学習態度も重要。 

⒊ 授業計画  

回 授業内容 

1 子どもの心身の健康と保健の意義：子どもの保健で扱う範囲と変遷；多様な家族間を背景に保育 

                 も多様化する理由、WHO の健康の定義 

2 子どもの心身の健康と保健の意義：育児支援の法律や制度 

                               （主な母子保健施策・、健やか親子 21） 

3 子どもの心身の健康と保健の意義：保育所・保育士の役割 

              （要保護児童対策協議会、保育所児童保育要録、重要事項説明書） 

4 子どもの心身の健康と保健の意義：児童虐待防止予防 

               （リスク要因・把握・支援・連携の方法と法律） 

5 子どもの心身の健康と保健の意義：集団と個別、人口動態統計、 

                法律用語、スキャモンの発育曲線、発育発達の原則 

6 子どもの身体的発育・発達と保健：発育の評価方法（調査、計算、計測、プロット、判定方法） 

7 子どもの身体的発育・発達と保健：発達の評価方法（運動・精神・情緒・社会性の発達、 

                        DenverⅡ） 

8 子どもの身体的発育・発達と保健：生理機能（脳、骨と歯、消化器） 

9 子どもの身体的発育・発達と保健：生理機能（循環器、免疫、睡眠） 

10 子どもの心身の健康状態とその保健：健康状態の観察（バイタルサイン、観察のケアのポイント） 

11 子どもの心身の健康状態とその保健：体調不良の観察と対応（発熱、下痢、嘔吐、脱水） 

12 子どもの心身の健康状態とその保健：体調不良の観察と対応（咳、発疹、痙攣） 

13 子どもの疾病の予防及び適切な対応：感染症（感染予防の三大原則） 

14 子どもの疾病の予防及び適切な対応：感染症（予防接種） 

15 子どもの疾病の予防及び適切な対応：乳幼児突然死症候群、揺さぶられっ子症候群 

 定期試験 
 

4. 指定テキスト 

 新版 子どもの保健Ⅰ ななみ書房 2018 

5. 参考書・参考資料等 

 保育所における感染症対策ガイドライン 

 保育所におけるアレルギー対策ガイドライン 

 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 
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 授業ごとにサブノートを配布 

6. 学生に対する評価 

① 定期試験（50％） 

② 課題提出（25％） 

③ サブノートファイリング（25％） 

7. 備考・留意事項 

 難しい医学的な用語も多いので覚えることが必要である。 

 新聞やニュースの情報を得て現代の社会状況について自分なりに考えること。 

 ジャンルは問わないが読書すること。 
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授業コード： 
２２５ 

授業科目名： 
子どもの保健Ⅱ 

保育士資格取得のため
の必修科目 

単位数： 
1単位 

担当教員： 
七田つたえ 

授業形式：演習 担当形態： 単独 
⒈ 授業のテーマ及び到達目標 

関連する各ガイドラインを活用した保育園での安全管理に対しての組織的取組を学ぶ。 
子どもに多い病気や怪我などの応急手当について医学的知識に基づいた適切な対処方法を学ぶ。 
子どもの安全を保障するためには日常の養育環境を整えることが重要で予見や準備、対策を講じる
必要があることを理解する。 
そのためには意識的に組織が（保育園）の取組む必要性を知り、個人（保育士）が実践できる知識
と技術を身につける。 

⒉ 授業の概要 

看護師として業務に携わっていた際の経験を活かし、現場での体験も示しながら授業を行う。 
学生自身の体験は身体を使う、手で触れる、実物を見る、課題の作成をするなど活発な授業を行う。 

   処置を安全にするためには手技の正確さが重要なのでデモンストレーション等は集中し反復でき 
るようにする。 

   授業ごとの感想レポートは演習の振り返りを行い課題の必要性を自分自身でも見出す。 
⒊ 授業計画  
回 授業内容 

1 感染症の予防と対策：①感染拡大の実験 

2 感染症の予防と対策：②手洗い 

3 感染症の予防と対策：③嘔吐物処理 

4 子どもの生活習慣と保育の環境：①バイタルサイン測定 

5 子どもの生活習慣と保育の環境：②調乳、冷凍母乳 

6 心とからだの健康問題と地域保健活動：①身体計測 

7 心とからだの健康問題と地域保健活動：②虐待事例検討 

8 事故防止と健康安全管理：①視野体験、KTY、ハザードマップ（グループワーク） 

9 事故防止と健康安全管理：②救急蘇生法（救急蘇生、異物除去、誤飲チェッカー） 

10 事故防止と健康安全管理：③応急処置（三角巾） 

11 個別的な配慮を必要とする子どもへの対応：①与薬 

12 個別的な配慮を必要とする子どもへの対応：②エピペン注射 

13 保健活動の計画及び評価：①保健だより作成（説明） 

14 保健活動の計画及び評価：②保健だより作成（グループワーク） 

15 保健活動の計画及び評価：③保健だより作成（発表、質疑応答） 

 定期試験は実施しない 

  
 
4. 指定テキスト 
 特になし 
5. 参考書・参考資料等 
 授業開始時に資料配布 
6. 学生に対する評価 
① 授業ごとの感想レポート（50％） 
② 課題作成（30％） 
③ 資料自己管理（20％） 
7. 備考・留意事項 

授業ごとに感想レポート配布するので記入して授業終了時に提出 

 新聞やニュースの情報を得て現代の社会状況について自分なりに考えること。 
ジャンルは問わないが読書すること。 
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授業コード： 

２２６ 

授業科目名： 

子どもの健康と

安全 

保育士資格取得のため

の必修科目 

単位数： 

１単位 

担当教員： 

七田つたえ 

授業形式：講義 担当形態： 単独 

⒈  授業のテーマ及び到達目標 

関連する各ガイドラインを活用した保育園での安全管理に対しての組織的取組を学ぶ。 

子どもに多い病気や怪我などの応急手当について医学的知識に基づいた適切な対処方法を学ぶ。 

子どもの安全を保障するためには日常の養育環境を整えることが重要で予見や準備、対策を講じる

必要があることを理解する。 

そのためには意識的に組織が（保育園）の取組む必要性を知り、個人（保育士）が実践できる知識

と技術を身につける。 

⒉  授業の概要 

看護師として業務に携わっていた際の経験を活かし、現場での体験も示しながら授業を行う。 

学生自身の体験は身体を使う、手で触れる、実物を見る、課題の作成をするなど活発な授業を行う。

処置を安全にするためには手技の正確さが重要なのでデモンストレーション等は集中し反復できる

ようにする。 

授業ごとの感想レポートは演習の振り返りを行い課題の必要性を自分自身でも見出す。 

⒊ 授業計画  

回 授業内容 

1 感染症対策：保育所における感染症対策ガイドラインの目的・活用：感染とは→感染の実験 

2 感染症対策：代表的な感染症（麻疹・水痘・帯状疱疹・インフルエンザ）→手洗い 

3 感染症対策：代表的な感染症（ノロウィルス・腸管出血性 O157）→嘔吐物処理 

4 感染症対策：代表的な感染症（伝染性膿痂疹・手足口病・アタマジラミ）→スミスリンパウダー 

5 保育における健康安全管理の実際：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→KYT・ハザードマップ（グループワーク） 

6 保育における健康安全管理の実際：視野体験 

7 子どもの体調不良等に対する適切な対応：救急蘇生→CPR、異物除去 

8 子どもの体調不良等に対する適切な対応：応急処置→三角巾 

9 保育における保健的対応：３歳未満時への対応→調乳     

10 保育における保健的対応：個別的な配慮を要する子どもへの対応： 

            保育所におけるアレルギー対策ガイドライン→エピペン注射   

11 保育における保健的対応：個別的な配慮を要する子どもへの対応→与薬 

12 保育における保健的観点を踏まえた保育環境及び援助：身体測定 

13 保育における保健的観点を踏まえた保育環境及び援助：バイタルサイン測定 

14 保育における保健活動の計画及び評価：保健だよりの目的・活用の方法、作成（グループワーク） 

15 保育における保健活動の計画及び評価：保健だよりの作成後発表、質疑応答、講評 

 定期試験 実施しない 
 

4. 指定テキスト 

 新版 子どもの安全と保健 ななみ書房 

5. 参考書・参考資料等 

 授業ごとに資料配布 

 保育所における感染症対策ガイドライン 

 保育所におけるアレルギー対策ガイドライン 

 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 

6. 学生に対する評価 

① 授業ごとの課題レポート（40％） 
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② 保健だよりなど課題の提出（30％） 

③ 資料やレポートのファイリング（30％） 

7. 備考・留意事項 

 新聞やニュースの情報を得て現代の社会状況について自分なりに考えること。 

 ジャンルは問わないが読書すること。 
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授業コード： 

２２９ 

授業科目名： 

教育課程総論 

教員の免許状取得

のための必修科目/

保育士資格取得の

ための選択科目 

単位数： 

2単位 

担当教員： 

西井三紀子 

授業形式：講義 
担当形態： 単独 

⒈  授業のテーマ及び到達目標 

保育における指導計画の重要性と幼児の実態に応じた指導援助について学ぶ。教育課程・カリキュラム・マ

ネジメント、指導計画の意義、内容を理解する。幼稚園、クラスの幼児の実態に応じた指導計画の作成、保

育展開をすることができる。 

⒉  授業の概要 

幼稚園教諭として業務に携わっていた際の経験を活かし、現場での体験も示しながら授業を行う。幼稚園教

育の基本を踏まえて、幼児の実態に応じた指導計画・保育展開・指導援助について事例を通して具体的に解

説考察していく。指導案作成・保育展開演習をして実践力をつける。 

⒊ 授業計画  

回 授業内容 

1 幼稚園教育の基本 幼稚園の役割  教育課程編成及びカリキュラム・マネジメントの基本 

2 教育課程と指導計画 教育課程と指導計画の関係 

          幼児の発達と保育 幼児理解と指導援助   

3 指導計画と保育 領域 ねらいと内容 環境構成 

4 長期の指導計画作成の基本と方法（１） 教育課程と年間指導計画 実例から解説 

5 中期の指導計画作成の基本と方法（２） 期間案の意義、特徴 期間案の比較検証 

6 短期の指導計画作成の基本と方法（３） 週日案の特徴 期間案との関連 

                   具体的なねらい内容 環境の再構成 

7 遊びを通しての総合的な指導 遊びの中で育つ力 事例研究 記録・省察 

              ３歳４歳５歳児の指導案・保育展開・演習 

8 短期の指導計画作成 ６月第２週の模擬保育週日案作成演習 

9 保育の展開と評価 評価の重要性 評価の方法 事例研究 

         教育実習の振り返り グループワーク 

10 指導計画と保育 事例研究１～絵本からごっこ遊び～長期の保育展開 環境の再構成 

11         事例研究２～リレーごっこ～幼児の主体的な取り組み・仲間と共に 

12         事例研究３～ドキドキ運動会～一人ひとりに応じた指導援助 

13         事例研究４～砂場で～特別な配慮の必要な幼児の指導 

14 幼児を取り巻く環境と保育の課題 連携 子育て支援 保育と社会 

                児童文化財の活用・演習 グループ討議 

15 まとめ 幼稚園教育の基本～保育実践へ 心情・意欲・態度の育成 

    教育課程・カリキュラム・マネジメント・指導計画と保育展開,目指す保育・保育者像 

定期試験 
 

4. 指定テキスト 
特になし 

 参考書・参考資料等 

 「実践幼児教育」（2001年、西井三紀子著、文芸社） 

 『保育所保育指針』（厚生労働省（著）、フレーベル館、2017年） 

 『幼稚園教育要領』（文部科学省（著）（編）、フレーベル館、2017年） 

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

ーベル館、2017年） 

 適宜 プリント・資料を配布する。 

6. 学生に対する評価 
① 定期試験（５０％） 

② 授業内課題（５０％）ミニレポート、指導案等の提出物 授業・演習の学習態度 

7. 備考・留意事項 

特になし 
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授業コード： 

２３０ 

授業科目名： 

保育の計画と評

価 

保育士資格取得のため

の必修科目 

単位数： 

2単位 

担当教員： 

後藤 紀子 

授業形式：講義 担当形態： 単独 

⒈  授業のテーマ及び到達目標 

保育における指導計画の作成を学ぶ。保育記録・指導案作成について学び、立案から指導までの全体構造

を理解する。保育内容の充実及び資質向上に資する保育内容の計画・評価を理解し、立案の基礎を身につ

ける。 

⒉  授業の概要 

保育者として業務に携わっていた際の経験を活かし、現場での体験も示しながら授業を行う。保育所

保育における保育内容の充実と質と向上を図るための保育の計画について教授する。保育実践の指針とな

る全体的な計画と指導計画を立案するため、子どもの発達過程を紹介する。授業ではいくつかの事例を紹

介し、具体的な計画・実践・記録・省察・評価・改善について考察する。 

⒊ 授業計画  

回 授業内容 

1 オリエンテーション・保育における計画の意義 

2 保育における計画と評価の意義「全体的な計画作成の基本」 

3 日本におけるカリキュラムの基礎理論 

4 保育所と幼稚園における保育の計画と評価の意義 

5 保育所以外の児童福祉施設における計画と評価の意義 

6 指導計画の作成「全体的な計画と指導計画の関係」 

7 指導計画の作成「長期的・短期的の指導計画」 

8 指導計画の実際保育「保育所の１日の流れ」 

9 指導計画の実際保育「幼稚園の１日の流れ」 

10 保育所における保育の計画と評価の実際「０・１・２歳児の保育内容と子ども理解」 

11 保育所における保育の計画と評価の実際「３・４・５歳児の保育内容と子ども理解」 

12 保育所における保育の計画の実際「日案から週案の作成①」 

13 保育所における保育の計画の実際「日案から週案の作成②」 

14 小学校との連携「保幼少連携の現状やあり方について」 

15 まとめ「これまでの学びを振り返る」 

 定期試験 
 

4. 指定テキスト 

保育所保育指針解説書（厚生労働省（編）、フレーベル館、２０１７年） 

幼稚園教育要領解説（文部科学省（編）、フレーベル館、２０１７年） 

幼保連携認定こども園教育・保育要領解説（内閣府・厚生労働省・文部科学省、フレーベル館、

２０１５年） 

新・基本保育シリーズ１３ 教育・保育カリキュラム論（公益財団法人児童育成協会（監修）千

葉武夫・那須信樹（編）中央法規、２０１９年） 

5. 参考書・参考資料等 

指導計画の考え方・立て方（久富陽子（編）、萌文書林） 

授業内の配布資料あり 

6. 学生に対する評価 

授業への取り組み（２０％） 

授業内に課す指導案課題（３０％） 

定期試験（５０％） 

7. 備考・留意事項 特になし 
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授業コード： 

２３１ 

授業科目名： 

保育内容総論 

保育士資格取得のため

の必修科目 

単位数： 

1単位 

担当教員： 

後藤 紀子 

授業形式：演習 担当形態： 単独 

⒈  授業のテーマ及び到達目標 

子ども一人ひとりの育ちを支え保育者を目指し、倫理と実践力を養う。乳幼児を総合的に理解し、保育の

全体象を幅広く総合的に理解する。乳幼児一人ひとりにとって保育内容はどうあるかを習得する。 

⒉  授業の概要 

保育者として業務に携わっていた際の経験を活かし、現場での体験も示しながら授業を行う。 

保育内容の歴史を踏まえ、保育内容の意味や必要性や意義を理解し、保育のあり方や保育者としての基

本を学ぶ。子どもの発達や実態に即した保育の展開を学び、保育内容の各領域を総合的に捉えていく。

併せて、グループ活動や演習を通して、保育を実践するための知識や、環境構成、教材製作、援助方法

の技能を習得していく。 

⒊ 授業計画  

回 授業内容 

1 オリエンテーション 授業内容の説明 

2 保育の基本および保育内容の理解「保育所の役割」「保育の目標」 

3 保育内容とは・保育の内容の捉え方「養護にかかわる内容」 

4 保育内容とは・保育の内容の捉え方「教育にかかわる内容」 

5 保育内容の歴史的変遷「教育要領」・「保育指針」・「教育・保育要領」設立と変遷 

6 子どもの発達と保育内容「乳幼児期における発達」 

7 個と集団の発達と内容「発達過程と保育内容」 

8 養護と教育が一体化に展開する保育「保育所保育指針からみる養護と教育」 

9 養護と教育が一体化に展開する保育「乳児期・幼児期における養護と教育の関係性」 

10 環境を通して行う保育「環境を通して行う保育、保育の環境、保育士の役割」 

11 環境を通して行う保育「保育と教材」 

12 遊びによる総合的な保育「乳幼児期の学びとしての遊び」 

13 遊びによる総合的な保育「事例を通して、子どもを深める」 

14 生活や発達の連続性に考慮した保育「保育の計画と展開・保育の計画の考え方」 

15 多文化共生の保育「保育における多文化共生」 

 「定期試験は実施しない」 

  

4. 指定テキスト 

保育所保育指針解説書（厚生労働省（編）、フレーベル館、２０１８年） 

幼稚園教育要領解説（文部科学省（編）、フレーベル館、２０１８年） 

新・基本保育シリーズ１４ 保育内容総論（公益財団法人児童育成協会（監修）、石川昭義・松川

恵子（編）、中央法規、２０１９年） 

5. 参考書・参考資料 

保育士のための自己評価チェックリスト（萌文書林、民秋言） 

参考資料は授業内で適宜配布する 

6. 学生に対する評価 

① 授業内の課題（６０％） 

② 期末レポート課題（４０％） 

7. 備考・留意事項 

「特になし」 
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授業コード： 

２３２ 

授業科目名：健康

（保育内容）  

教員の免許状取得

のための必修科目/

保育士資格取得の

ための必修科目 

単位数： 

1単位 

担当教員： 

東藤 弥生 

授業形式：演習 
担当形態： 単独 

⒈  授業のテーマ及び到達目標 

健康の意義とその必要性を理解し、心身の発達を総合的に把握する。また、幼稚園教育要領・保育所保

育指針にある領域「健康」の目標および内容について理解したうえで、子どもが健康な心と体を育て、自

ら健康かつ安全に生活できる力を養う方法について他者と協同した学習方法で理解を深める。さらに、幼

児の発達課題、特性を踏まえた援助および指導法を習得する。 

⒉  授業の概要 

幼稚園教諭及び幼稚園副園長として業務に携わっていた際の経験を活かし、現場での体験も示しながら授

業を行う。幼稚園教育において育みたい資質・能力を理解し、子どもが健康的な日常生活を送れるように

するための方法について学習する。また、子どもの健康や生活習慣、その援助や指導方法についてグルー

プワーク等を行い、協同して学習することによって理解を深めていく。 

⒊ 授業計画  

回 授業内容 

1 領域「健康」とは 

2 子どもの身体発育と健康 

3 子どもの心の発達と健康 

4 ICT 機器（ipad）を活用：子どもの生活と健康を考える「安全マップ」の作成 

5 基本的生活習慣の獲得 

6 ICT 機器（ipad）を活用：基本的生活習慣の指導と援助を考える「栄養表の月案」の作成 

7 ０～２歳の発育を促す運動遊び①（指導案の作成） 

8 ０～２歳の発育を促す運動遊び②（模擬保育） 

9 ３～６歳の発育を促す運動遊び①（指導案の作成） 

10 ３～６歳の発育を促す運動遊び②（模擬保育） 

11 模擬保育の振り返り 

12 食育と子どもの健康 

13 安全に対する意識 

14 健康指導の計画・評価（教材研究） 

15 就学前に育むこと 

 定期試験 
 

4. 指定テキスト 

 『実践保育内容シリーズ① 健康』（谷田貝公昭・高橋弥生（編）、一藝社、2014年） 

5. 参考書・参考資料等 

 『保育所保育指針』（厚生労働省（著）、フレーベル館、2017年） 

 『幼稚園教育要領』（文部科学省（著）（編）、フレーベル館、2017年） 

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

ーベル館、2017年） 

6. 学生に対する評価 

① 定期試験（80％） 

② 定期試験前に提出するノート（10％） 

③ グループワークへの関心・意欲・参加態度（10％） 

7. 備考・留意事項 

特になし 

 

11



 

 

授業コード： 

２３３ 

授業科目名： 

人間関係（保育内

容） 

教員の免許状取得

のための必修科目/

保育士資格取得の

ための必修科目 

単位数： 

1単位 

担当教員： 

西田明恵 

授業形式：演習 
担当形態： 単独 

⒈  授業のテーマ及び到達目標 

乳幼児期における人間関係の発達の特徴をふまえ、人との豊かなかかわりを育むための保育内容及

び援助・指導方法を実践的に学ぶ。特に小学校就学を見据えた5歳児の保育について、幼小連携・接

続の事例検討を踏まえながら、接続期の保育について保育者として必要な援助について保育を構想す

る力を身に付ける。 

⒉  授業の概要 

幼稚園教諭及び幼稚園園長として業務に携わっていた際の経験を活かし、現場での体験も示しなが

ら授業を行う。乳幼児期の人との関わりについて年齢ごとにその特徴について捉えることから始める。

その後、協同的なあそびなど人との関わりにおいて特徴的な保育場面を学習し、人との豊かなかかわり

を育む保育内容、保育者の援助について学びを深める。 

⒊ 授業計画 

回 授業内容 

1 保育内容「人間関係」とは 

2 現代の子どもを取り巻く環境について 

3 人間関係の発達 

4 乳幼児期の発達と人とのかかわり①：3 歳未満児 

5 乳幼児期の発達と人とのかかわり②：3 歳児 

6 乳幼児期の発達と人とのかかわり③：4 歳児 

7 乳幼児期の発達と人とのかかわり④：5 歳児 

8 人とのかかわりを育てる保育実践①：協同的な遊び  

9 人とのかかわりを育てる保育実践②：ICT 機器(PC）を活用して指導案作成 

10 人とのかかわりを育てる保育実践③：模擬保育（ビデオカメラで撮影） 

11 人とのかかわりを育てる保育実践④：ICT 機器(ビデオカメラ)を活用した模擬保育の振り返り 

12 小学校への接続に向けて①：幼小連携・接続の実践事例検討 

13 小学校への接続に向けて②：接続期の保育を考える 

14 人とのかかわりが難しい子どもへの支援 

15 まとめ 

定期試験は実施しない。 
 

４． 指定テキスト 

・「幼稚園教育要領解説」文部科学省（編著），フレーベル館，2018年 

・「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」内閣府・文部科学省・厚生労働省（著），フレーベ

ル館，2018年 

・「保育所保育指針解説」厚生労働省、フレーベル館 2018年 

・谷田貝公昭（監修）「人間関係」新版実践保育内容シリーズ 

５． 参考書・参考資料等 

 森上史朗・小林紀子・渡辺英則『保育内容人間関係』（ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房，2009年） 

6. 学生に対する評価 

①授業への参加・意欲・態度（20％）②授業時に課す小レポート・提出物（40％） 

③総まとめレポート(40%) 

7. 備考・留意事項 

特になし 
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授業コード： 

２３４ 

授業科目名：環境

（保育内容）  

教員の免許状取得

のための必修科目/

保育士資格取得の

ための必修科目 

単位数： 

1単位 

担当教員： 

後藤 紀子 

授業形式：演習 
担当形態： 単独 

⒈  授業のテーマ及び到達目標 

領域「環境」は、「周囲の様々な環境に好奇心や探究心を持ってかかわり、それらを生活に取り入れてい

こうとする力を養う」領域である。子どもの発達と環境との関わりについて理解する。 

⒉  授業の概要 

保育者として業務に携わっていた際の経験を活かし、現場での体験も示しながら授業を行う。 

保育における領域「環境」の基本的考え方を学ぶ。そして、身近な環境（動植物・自然・物や道具・社会

環境）にかかわり、体験する生活やあそびについて、観察実習や実践例や実践を通して学び、演習する。 

⒊ 授業計画  

回 授業内容 

1 領域－環境－のねらい及び内容 

2 保育と環境 自然体験「みつけてみよう！探してみよう！」 

3 保育と環境 自然体験「自然を取り入れた遊びを考えよう」 

4 保育と環境 自然環境 植物とのかかわり 「夏の草花植え替え」指導案作成                              

5 実践「夏の草花を育てる」  

6 子どもと園の環境 「子どもの発達と環境とのかかわり」室内 

7 子どもと園の環境 「子どもの発達と環境とのかかわり」室外 

8 自分を取り巻く社会の文化にふれる 「行事の由来を知ろう」 

9 教材研究「シャボン玉」「七夕かざり」「スタンピング」 

10 指導案作成「シャボン玉」「七夕かざり」 

11 ICT機器（デジタルカメラや ipad）を活用した実践① 教材研究 子どもを守る安全環境                           

12 ICT機器（デジタルカメラや ipad）を活用した実践② 教材研究発表「地域マップをつくろう」「標識をみつけよう」 

13 模擬保育の実施 

14 模擬保育の振り返り 

15 まとめ 環境構成と保育者の役割 

 定期試験 

 

 

4. 指定テキスト 

 文部科学省「幼稚園教育要領」（フレーベル館，2017年） 

 秋田喜代美・増田時枝・安見克夫（編）「保育内容環境」（（株）みらい、２０１２年） 

5. 参考書・参考資料等 

 体験する・調べる・考える 領域「環境」 旺文書林、2011年 

 「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」内閣府・文部科学省・厚生労働省（著），フレーベ

ル館，2017年 

 授業時に、適宜資料を配布する。 

6. 学生に対する評価 

① 定期試験（70％） 

② レポート課題（30％） 

7. 備考・留意事項 

集団行動でのマナーを守る事 
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授業コード： 

２３５ 

授業科目名： 

言葉（保育内容） 

教員の免許状取得

のための必修科目/

保育士資格取得の

ための必修科目 

単位数： 

1単位 

担当教員： 

東藤 弥生 

授業形式：演習 
担当形態： 単独 

⒈  授業のテーマ及び到達目標 

乳幼児が言葉を獲得していくための保育のあり方について理解することを目的とする。そのため、

幼稚園教育要領・保育所保育指針の内容を把握するとともに、子どもの言葉の発達の道筋を理解する

ことを目指す。また、子どもの言葉を育む保育のあり方について、環境構成、保育者の援助、保育教

材（絵本・紙芝居・ペープサート）を基に学ぶ。 

⒉  授業の概要 

幼稚園教諭及び幼稚園副園長として業務に携わっていた際の経験を活かし、現場での体験も示しな

がら授業を行う。乳幼児が言葉を獲得していく道筋について理解し、その発達を促す保育者の役割について実

際の保育場面を提示しながら学びを深める。特に、乳幼児の豊かな言葉を育てる保育教材である絵本・紙芝居・

ペープサートの良さや活用方法について、実際に体験しながら学びを促す。 

⒊ 授業計画  

回 授業内容 

1 保育の基本とは 

2 領域「言葉」とは 

3 乳幼児期の言葉の発達と特徴①：乳児期 

4 乳幼児期の言葉の発達と特徴②：初語出現から 3歳くらいまで 

5 言葉を育てる保育環境①：乳児期 

6 言葉を育てる保育環境②：幼児期 

7 言葉を育てる保育教材研究①：絵本 

8 言葉を育てる保育教材研究②：紙芝居 

9 言葉を育てる保育教材研究③：ペープサート 

10 言葉を育てる保育実践①：ICT 機器（ビデオカメラ）を活用して実践事例検討 

11 言葉を育てる保育実践②：ICT 機器（ビデオカメラ）を活用して指導案作成 

12 言葉を育てる保育実践③：ICT 機器（ビデオカメラ）を活用して模擬保育 

13 言葉を育てる保育実践④：模擬保育の振り返り 

14 小学校接続に向けて 

15 まとめ 

定期試験は実施しない 
 

4. 指定テキスト 

特になし 

5. 参考書・参考資料等 

 「幼稚園教育要領」文部科学省（編著），フレーベル館，2017年 

 「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」内閣府・文部科学省・厚生労働省（著），フレーベ

ル館，2017年 

 柴崎正行・戸田雅美・秋田喜代美『保育内容言葉』（ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房，2010年） 

6. 学生に対する評価 

① 授業時に課す小レポート（20％） 

② 提出物（40％） 

③ 総まとめレポート（40％） 

7. 備考・留意事項 

特になし 
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授業コード： 

２３９ 

授業科目名：表現

Ⅳ総合A（保育内

容）  

教員の免許状取得

のための選択科目/

保育士資格取得の

ための必修科目 

単位数： 

1単位 

担当教員： 

東藤 弥生 

授業形式：演習 担当形態： 単独 

⒈  授業のテーマ及び到達目標 

 幼稚園教育要領に示された幼稚園教育の基本を踏まえ「表現」のねらいや内容を理解する。この授業 

では地域子育て支援・表現活動発表会への参加、保育実践力を養う。 

⒉  授業の概要 

幼稚園教諭及び幼稚園副園長として業務に携わっていた際の経験を活かし、現場での体験も示しな

がら授業を行う。保育者にとって重要な資質の一つ、表現コミュニケーションの資質向上を目指すと共

に幼児期における身体表現の特性や豊かな表現を育てる。保育環境構成及び具体的展開のための技術を

習得する。 

⒊ 授業計画  

回 授業内容 

1 領域「表現」のねらい及び内容 

2 作品テーマ別・年齢別の作品の選び方（ペープサート・紙芝居・劇遊び） 

3 幼児期の劇遊び指導・援助についての指導案作成 

4 脚本と絵についての教材研究（ペープサート・紙芝居・劇遊び） 

5 グループでの作品づくり① 模擬保育に通じる脚本作り・演目の作品案を考える 

6 グループでの作品づくり② 演目の作品作り(ビデオカメラを活用して学びを共有する) 

7 グループでの作品づくり③ 演目の作品作り(ビデオカメラを活用して学びを共有する) 

8 グループでの作品づくり④ グループに分かれて練習 

9 グループでの作品づくり⑤ グループに分かれて練習 

10 グループでの作品づくり⑥ グループに分かれて練習 

11 グループによる作品発表と評価 

12 グループによる作品演出（発表会） 

13 グループによる作品演出（地域子育て支援） 

14 作品発表をおえての、ふり返りと反省 

15 まとめ 

 定期試験実施しない。 

◯ 作品発表 なら100年会館・地域子育て支援・保育園にて発表 

4. 指定テキスト 

 「幼稚園教育要領」文部科学省（編著），フレーベル館，2017年 

5. 参考書・参考資料等 

 「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」内閣府・文部科学省・厚生労働省（著），フレーベ

ル館，2017年 

6. 学生に対する評価 

① 授業への参加姿勢（70％） 

② 作品発表（30％） 

7. 備考・留意事項 

 日々何事に於いて、意欲・積極的に取り組む。 
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授業コード： 

２４１ 

授業科目名： 

乳児保育Ⅰ 

保育士資格取得のため

の必修科目 

単位数： 

2単位 

担当教員： 

後藤 紀子 

授業形式：講義 担当形態： 単独 

⒈  授業のテーマ及び到達目標 

３歳未満児の子どもの発達や子どもの姿を知り、理解を深める。乳児保育者として必要な、知識、技能を

身につける。 

⒉  授業の概要 

保育者として業務に携わっていた際の経験を活かし、現場での体験も示しながら授業を行う。 

乳児期は人間の成長発達の過程における基礎であり、将来に大きく影響していく時期である。３歳未満

児の健全な発達を保障するのには、どのような援助が必要か、具体的な事例と共に乳児保育者の役割に

ついて学ぶ。 

⒊ 授業計画  

回 授業内容 

1 オリエンテーション・授業内容の説明 

2 乳児保育の理念と意義「乳児保育の定義・乳児保育の理念・歴史」 

3 保育所における乳児保育の現状と課題「保育所の役割・乳児保育の現状」 

4 乳児院における乳児保育の現状と課題「乳児院とは」 

5 家庭的保育・小規模保育における乳児保育の現状と課題 

6 乳児や家庭を取り巻く環境と子育て支援の場（１）保育所や子育て支援の実践 

7 乳児や家庭を取り巻く環境と子育て支援の場（２）子育て支援センターの実践 

8 乳児や家庭を取り巻く環境と子育て支援の場（３）保育園における実践 

9 乳児や家庭を取り巻く環境と子育て支援の場（４）小規模保育における実践 

10 ３歳未満児の発達「発達と保育」（１）生活と環境 

11 ３歳未満児の発達「発達と保育」（２）遊びと環境 

12 ３歳未満児の発達「発達と保育」（３）保育士等による援助や関わり 

13 ３歳未満児の発達「発達と保育」（４）保育における配慮 

14 乳児保育における保育者の役割「保育士等の業務と役割」 

15 乳児保育のおける保育者の役割「専門性を支える人間性」 

  

4. 指定テキスト 

新・基本保育シリーズ１５ 乳児保育Ⅰ・Ⅱ（公益財団法人児童育成協会（監修）寺田清美・大

方美香・塩田 香（編）中央法規、２０１９年） 

5. 参考書・参考資料等 

乳児保育（第３版）新時代の保育双書（大橋喜美子編 みらい） 

（新訂）乳児保育 養成校と保育室をつなぐ理論と実践（社会福祉法人あずみ福祉会 茶々保育

園グループ編、萌文書文） 

授業中に適宜資料を配布する。 

6. 学生に対する評価 

授業で指示するレポート（５０％） 

授業時に課す課題への取組み（３０％） 

提出物（２０％） 

7. 備考・留意事項 

特になし 
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授業コード： 

２４２ 

授業科目名： 

乳児保育Ⅱ 

保育士資格取得のため

の必修科目 

単位数： 

１単位 

担当教員： 

後藤 紀子 

授業形式：演習 担当形態： 単独 

⒈ 授業のテーマ及び到達目標 

３歳未満児の子どもの発達や子どもの姿を知り、理解を深める。乳児保育者として必要な、知識、技能を

身につける。 

⒉  授業の概要 

保育者として業務に携わっていた際の経験を活かし、現場での体験も示しながら授業を行う。 

乳児期は人間の成長発達の過程における基礎であり、将来に大きく影響していく時期である。３歳未満

児の健全な発達を保障するのには、どのような援助が必要か、具体的な事例と共に乳児保育者の役割に

ついて学ぶ。 

⒊ 授業計画  

回 授業内容 

１ 乳児保育における基本的な援助やかかわり「乳児保育における生活習慣 清潔」 

２ 乳児保育における基本的な援助やかかわり「乳児保育における生活習慣 着脱 

３ 乳児保育における基本的な援助やかかわり「乳児保育における生活習慣 睡眠」 

４ 乳児保育における基本的な援助やかかわり「乳児保育における生活習慣 排泄」 

５ 乳児保育における基本的な援助やかかわり「乳児保育における生活習慣 食事 離乳食 

６ 乳児保育における基本的な援助やかかわり「乳児保育のおける生活習慣 食事 幼児食 

７ 乳児保育の計画と記録と評価「保育の計画と実践」 

８ 乳児保育の計画と記録と評価「実践から次の計画」 

９ 乳児保育の環境「乳児の遊び①」 

10 乳児保育の環境「乳児の遊び②」 

11 乳児保育における保護者との連携 

12 地域子育て支援等との連携・保健・医療機関、家庭的保育「保育所と地域の社会資源」 

13 地域子育て支援との連携「地域活動① 子育て支援の実際」 

14 地域子育て支援との連携「地域活動② 小規模保育の実際」 

15 まとめ・乳児保育の現状と課題 

 定期試験 

  

4. 指定テキスト 

新・基本保育シリーズ１５ 乳児保育Ⅰ・Ⅱ（公益財団法人児童育成協会（監修） 寺田清美・

大方美香・塩田香（編）中央法規、２０１９年） 

5. 参考書・参考資料等 

乳児保育（第３版）新時代の保育双書（大橋喜美子編 みらい） 

（新訂）乳児保育 養成校と保育室をつなぐ理論と実践（社会福祉法人あずみ福祉会 茶々保育

園グループ編、萌文書文） 

授業中に適宜資料を配布する 

6. 学生に対する評価 

定期試験（５０％） 

授業で指示するレポート（３０％） 

授業への取組み・態度（２０％） 

7. 備考・留意事項 

特になし 
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授業コード： 

２４６ 

授業科目名： 

保育方法及び技術 

教員の免許状取得

のための必修科目/

保育士資格取得の

ための選択科目 

単位数： 

2単位 

担当教員： 

西田 明恵 

授業形式：講義 
担当形態： 単独 

⒈  授業のテーマ及び到達目標 

乳幼児期の発達を踏まえ、発達の時期に合わせた保育の方法について実践事例検討などを通して理解を

深める。特に幼稚園教育要領に示される「環境を通した保育」「遊びを通しての指導」について、理解し、

遊びの中で幼児の学びを生み出す保育環境、保育者の役割について考える。 

⒉  授業の概要 

 幼稚園教諭及び幼稚園園長として業務に携わっていた際の経験を活かし、現場での体験も示しなが

ら授業を行う。乳幼児期は、生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期である。そのため、保

育者には、保育を通して子どもたちの豊かな育ちを保障していくための、高い専門性が求められてい

る。本授業では、乳幼児期にふさわしい保育方法に関する理論について理解を深め、実践的な技術を

身に付けることを目指す。 

⒊ 授業計画  

回 授業内容 

1 保育の方法とは何か 

2 子ども理解と保育 

3 環境を通した保育 

4 遊びを通しての指導 

5 学びを育む保育実践（１）：保育実践事例の検討 

6 学びを育む保育実践（２）：保育者の援助・環境構成を考える 

7 学びを育む保育実践（３）：発表 

8 ICT機器（デジタルカメラやiPad）を活用した保育実践（１）：事例検討 

9 ICT機器（デジタルカメラやiPad）を活用した保育実践（２）：教材の活用案を考える 

10 個と集団を生かした保育方法 

11 園生活と保育形態 

12 ICTを活用した保育における評価①：個人による評価 

13 ICTを活用した保育における評価②：学校評価制度 

14 配慮を要する子どもへの保育方法 

15 まとめ 

定期試験しない。 
 

4. 指定テキスト 

特になし 

5. 参考書・参考資料等 

 「幼稚園教育要領」文部科学省（編著），フレーベル館，2017年 

 「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」内閣府・文部科学省・厚生労働省（著），フレーベ

ル館，2017年 

 大豆生田啓友・渡辺英則・森上史朗（編）『保育方法・指導法』（ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房，2012年） 

6. 学生に対する評価 

① 授業時に課す小レポート（20％） 

② 提出物（40％） 

③ 総まとめレポート（40％） 

7. 備考・留意事項 

特になし 
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授業コード： 

２５２ 

授業科目名：保育・

教職実践演習 

教員の免許状取得の

ための必修科目/保

育士資格取得のため

の必修科目 

単位数： 

2単位 

担当教員：後藤紀子・細

川隆史・林泰史・西田明

恵 

授業形式：演習 授業形態：オムニバス  

⒈  授業のテーマと到達目標 

これまでの保育教職課程の履修を把握し、自らの保育者としての資質・保育技術・知識面をいかに学修

してきたのかを振り返る。さらに、保育者として働く上で不足している知識・技術を補完することを目的

とする。 

⒉  授業概要 

実務経験のある教員を含めたオムニバスによる授業である。第19回～第22回は保育者としての経験

を有する教員が、第23回～第26回は幼稚園教員及び幼稚園園長としての経験を有する教員が、それ

ぞれ業務に携わっていた際の経験を活かし、現場での体験も示しながら授業を行う。 

演習を通して保育者としての資質を養い、保育現場で活用できる技術・知識を習得するため、授業では

ロールプレイング・事例研究・フィールドワーク・実習などを行う。 

⒊ 授業計画  

回 授業内容 

1, 2 （全教員）「奈良保育学院 教職課程 履修カルテ」作成と科目との対応 

3, 4 （林）教材に関する事例研究「文献を元に教材の種類と教育効果について考える」 

5, 6 （林）教材に関する事例研究「フィールドワークを通して室外で用いる教材を考える」 

7, 8 （林）教材を用いた指導案作成 

9, 10 （林）教材を用いた指導案発表 

11, 12 （細川）履修カルテを活用したプレゼンテーション 

13, 14 （細川）自己理解と他者理解 

15, 16 （細川）自己理解についてのプレゼンテーション資料作成 

17, 18 （細川）プレゼンテーション発表 

19, 20 （後藤）模擬保育者のキャリア発達・新人保育者とベテラン保育者の比較から 

21, 22 （後藤）模擬保育実践「保育現場に関わる演習」 

23, 24 （西田）大型かるたの作成 

25, 26 （西田）大型かるたの実演 

27, 28 （全教員）教材研究―創造性を伸ばす玩具の活用 

29, 30 （全教員）まとめ 
 

4. 指定テキスト 

 特になし 

5. その他、適宜資料を配布する。また、これまでの授業で使用したテキスト・配布資料・実習

記録などを適宜活用する。 

6. 授業の評価 

① 「奈良保育学院 教職課程 履修カルテ」→（1０％） 

② 授業で指示する小レポート→（8０％） 

③ 授業への取り組み・態度→（1０％） 

7. 備考・留意事項 

・ ファイルを１つ準備し、ファイル名を「2019年 保育・教職実践演習」とする。配布された

資料は、すべてここにファイルする。 

・ 「奈良保育学院 教職課程 履修カルテ」は、就職後においても活用してもらいたいので大切

に保管する。 
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授業コード： 

２５３ 

授業科目名：教育

実習A（事前・事後

指導） 

教員の免許状取得

のための必修科目 

単位数： 

１単位 

担当教員： 

西田 明恵 

授業形式：実習 担当形態： 単独 

⒈  授業のテーマ及び到達目標 
幼稚園教育実習を行うにあたり必要な基本的知識、技能、態度等を学ぶことを目的とする。教育実

習の意義と目的を十分に理解し、実習生としての心構えを学ぶ。また、実り多き実習にするための観

察の視点や記録の方法、教材研究、指導案作成、研究保育の準備等の具体的な方法を学ぶ。 

⒉  授業の概要 

幼稚園教諭及び幼稚園園長として業務に携わっていた際の経験を活かし、現場での体験も示しなが

ら授業を行う。幼稚園教育実習を行うにあたり実習生として必要な基本的知識、技能、態度等を学ぶた

めに、実践を想定した教材研究や発表、実習記録の書き方等を指導する。特に、前期と後期の実習での

学びをつなぎ、実り多き実習とするため、実習での学びの整理と共有を大切にし、実習報告を行う。 

 

⒊ 授業計画  

回 授業内容 

1 教育実習の意義と目的 

2 個人票の作成①：下書き 

3 個人票の作成②：清書 

4 実習生としての心構え 

5 実習記録の書き方 

6 前期実習に向けての教材研究①：教材を構想する 

7 前期実習に向けての教材研究②：教材に必要な材料を準備する 

8 前期実習に向けての教材研究③：教材作成 

9 前期実習に向けての教材研究④：教材作成と発表準備 

10 前期実習に向けての教材発表 

11 前期実習の反省・評価 

12 実習報告・学びの共有①：前期実習の学びを語る 

13 実習報告・学びの共有②：前期実習の学びをまとめる 

14 実習報告・学びの共有③：前期実習の学びを発表する 

15 前期実習のまとめ 

16 後期実習への心構え 

17 研究保育について 

18 後期実習に向けての教材研究①：教材を構想する 

19 後期実習に向けての教材研究②：教材に必要な材料を準備する 

20 後期実習に向けての教材研究③：教材作成 

21 後期実習に向けての教材研究④：教材作成と発表準備 

22 後期実習に向けての教材発表 

23 実習課題の設定と確認 

24 後期実習の反省・評価 

25 実習報告・学びの共有④：後期実習の学びを語る 

26 実習報告・学びの共有⑤：後期実習の学びをまとめる 

27 実習報告・学びの共有⑥：後期実習の学びを発表する 

28 前期・後期の比較と振り返り 

29 教材資料作成 

30 まとめ 

定期試験は実施しない 
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4. 指定テキスト 
小櫃智子・守 巧・佐藤 恵・飯塚朝子（著）『幼稚園・保育所実習パーフェクトガイド』（わかば

社，2013 年） 

教育・保育に役立つ 部分実習指導案集 宮川萬寿美 総監修（萌文書林，2018 年） 

5. 参考書・参考資料等 

・適宜、資料を配布する。 

6. 学生に対する評価 

① 授業への参加・意欲・態度（20％） 

②  授業時に課す小レポート・提出物（40％） 

③ 総まとめレポート(40%) 

7. 備考・留意事項 

・実習参加の可否については、全教員参加の判定会議で決定する。 

（各教科の受講態度が実習に不適切であるもの、正当な理由がない遅刻・欠席・課題の未提出、

実習施設、学院で実習継続が不可と判断された場合などは実習先発表後であっても、実習参加

を取り消すことがある。また、実習開始後でも同様である。） 
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授業コード： 

２５７ 

授業科目名： 

保育実習指導Ⅰ

a・Ⅰｂ 

保育士資格取得のため

の必修科目 

単位数： 

2単位 

担当教員： 

後藤 紀子 

吉川 知巳 

授業形式：演習 担当形態：  

オムニバス 

⒈  授業のテーマ及び到達目標 

【第1回～第23回】 

・実習に必要な心得や態度、留意点などを理解し、実習への意欲を高める。 

・実習関係書類の作成や実習先のオリエンテーションなど、事前の手続きを行う。 

・実習先について理解を深め、実習の目的を明確にする。 

【第24回～第30回】 

児童養護施設実習に対する理解を深める。児童養護施設の概要や役割を理解し、施設を利用している児

童や保護者が抱えている課題を知る。 

⒉  授業の概要 

・第1回～第23回までの全23回について 

保育者として業務に携わっていた際の経験を活かし、現場での体験も示しながら授業を行う。 

保育実習の意義や目的を理解し、実習に向けた目的意識を高め、自己課題を持って実習に取り組めるよ

うにするとともに、実習記録や指導案の考え方、教材準備や保育実技等実習が円滑に進めるための知識

や技術習得を目標とする。 

・第24回～第30回までの全7回については、児童養護施設実習に向けての準備を行う。 

⒊ 授業計画  

回 授業内容 

1 オリエンテーション「保育実習について」 

2 保育実習の意義と目的 

3 保育所の役割と保育士の職務 

4 保育所保育指針の理解 

5 乳幼児の発達の理解①「０・１・２歳児の発達」 

6 乳幼児の発達の理解②「３・４・５歳児の発達」 

7 保育所の安全管理の重要性 

8 保育所の一日の流れと生活指導 

9 子どもを観察する「保育所見学」 

10 保育実践「絵本の読み聞かせ」 

11 保育教材研究①  

12 保育教材研究②  

13 教材研究の発表「個人発表」 

14 教材研究の発表「グループ発表」 

15 実習自己課題の設定「実習に向けての自己課題について」 

16 保育所実習に向けて「実習関係書類の配布・作成」 

17 保育所実習に向けて「マナーと心得」 

18 保育実習に向けて「オリエンテーションについて」 

19 設定保育実習について 

20 実習記録（日誌）の書き方「日々の活動について」 

21 実習記録（日誌）の書き方「部分指導の案立」 

22 実習直前の準備と心構え（守秘義務・人権尊重） 

23 実習の振り返りと自己評価 
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24 実習に向けて（心得、礼儀作法について） 

25 必要書類の準備と作成 

26 実習記録の書き方 

27 実習目標について 

28 現場指導の受け方 

29 実習前・後の確認事項（自己紹介カードの作成） 

30 実習直前指導 

 定期試験は実施しない 

  

4. 指定テキスト 

幼稚園・保育所・認定こども園実習パーフェクトガイド（小櫃智子・守巧・佐藤恵・飯塚朝子、わか

ば社、2017年） 

保育所保育指針解説書（厚生労働省（編）、フレーベル館、2017年） 

「施設実習パーフェクトガイド」守巧・小櫃智子・二宮祐子・佐藤めぐみ，わかば社，2014年 

5. 参考書・参考資料等 

これで安心保育指導案の書き方（開仁志（編著）、北大路書房） 

保育指導案 大百科事典（開仁志（編著）、一藝社） 

実習日誌の書き方（開仁志（編著）、一藝社） 

6. 学生に対する評価 

第1回～第23回の学生に対する評価 

①実習課題準備、レポート課題（25％） 

②受講態度等（25％） 

第24回～30回の学生に対する評価 

①課題の提出（30％） 

②授業内で行う発表（20％） 

7. 備考・留意事項 

・実習参加の可否については、全教員参加の判定会議で決定する。 

（各教科の受講態度が実習に不適切であるもの、正当な理由がない遅刻・欠席・課題の未提出、

実習施設、学院で実習継続が不可と判断された場合などは実習先発表後であっても、実習参加

を取り消すことがある。また、実習開始後でも同様である。） 

・授業内で印刷物を随時配布するが、各自で責任を持って管理すること。 

 

23


