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 日本国憲法 講義 ２ １ 後 １  子どもの食と栄養 演習 ２ ２ 通 ４０ 

教 情報処理法 演習 ２ １ 通 ２  子ども家庭支援論 講義 ２ ２ 後 ４２ 

養 英語コミュニケーションⅠ 演習 １ １ 前 ４  ※教育課程総論 講義 ２ ２ 前 ４３ 

科 英語コミュニケーションⅡ 演習 １ １ 後 ５  ※保育の計画と評価 講義 ２ １ 後 ４４ 

目 体育Ⅰ 講義 １ １ 前 ６  ※保育内容総論 演習 １ １ 前 ４５ 

 体育Ⅱ 実技 １ １ 通 ７  ※健康（保育内容） 演習 １ １ 前 ４６ 

 国語 演習 １ １ 通 ８  ※人間関係（保育内容） 演習 １ ２ 前 ４７ 

 音楽Ⅰ 演習 １ １ 前 １０  ※環境（保育内容） 演習 １ ２ 後 ４８ 

 音楽Ⅱ 演習 １ １ 前 １１  ※言葉（保育内容） 演習 １ １ 前 ４９ 

 器楽Ⅰ 演習 １ １ 前 １２  表現Ⅰ音楽（保育内容） 演習 １ １ 後 ５０ 

 器楽Ⅱ 演習 １ １ 後 １４  表現Ⅱリズム（保育内容） 演習 １ ２ 前 ５１ 

 器楽Ⅲ 演習 １ ２ 前 １６ 専 表現Ⅲ造形（保育内容） 演習 １ ２ 前 ５２ 

 器楽Ⅳ 演習 １ ２ 後 １８  ※表現Ⅳ総合Ａ（保育内容） 演習 １ １ 後 ５３ 

 図画工作Ⅰ 演習 １ １ 前 ２０ 門 表現Ⅳ総合Ｂ（保育内容） 演習 １ ２ 後 ５４ 

専 図画工作Ⅱ 演習 １ １ 後 ２１  ※乳児保育Ⅰ 講義 ２ １ 前 ５５ 

 絵画製作 演習 １ ２ 後 ２２ 科 ※乳児保育Ⅱ 演習 １ １ 後 ５６ 

門 幼児体育Ⅰ 演習 １ ２ 前 ２３  障がい児保育 演習 ２ ２ 通 ５７ 

 幼児体育Ⅱ 演習 １ ２ 後 ２４ 目 社会的養護Ⅱ 演習 １ １ 後 ５９ 

科 ※保育職概論 講義 ２ １ 後 ２５  子育て支援 演習 １ ２ 前 ７１ 

 ※保育原理 講義 ２ １ 前 ２６  ※保育方法及び技術 講義 ２ ２ 前 ６０ 

目 教育原理 講義 ２ ２ 前 ２７  教育相談の理論と方法 演習 １ ２ 後 ６１ 

 子ども家庭福祉 講義 ２ ２ 後 ２９  ※保育・教職実践演習（幼） 演習 ２ ２ 後 ６２ 

 社会福祉 講義 ２ １ 前 ３０  ※教育実習Ａ（事前・事後指導） 実習 １ ２ 通 ６３ 

 社会的養護Ⅰ 講義 ２ １ 前 ３２  教育実習Ｂ 実習 ４ ２ 通 ６５ 

 子ども家庭支援の心理学 講義 ２ ２ 前 ３１  保育所実習 実習 ２ １ 後 ６５ 

 教育心理学 講義 ２ １ 後 ３３  施設実習 実習 ２ １ 後 ６５ 

 保育の心理学Ⅰ 講義 ２ １ 前 ３４ ※保育実習指導Ⅰ[a] 演習 １ １ 通 

後 

６６ 

 幼児理解 演習 １ ２ 前 ３５  ※保育実習指導Ⅰ[b] 演習 １ １ 後 ６６ 

 特別支援教育 講義 ２ ２ 後 ７２  保育実習Ⅲ 実習 ２ ２ 前 ６５ 

 ※子どもの保健 講義 ２ １ 前 ３６  保育実習指導Ⅲ 演習 １ ２ 前 ６８ 

 ※子どもの健康と安全 講義 １ １ 後 ３８  課題研究 演習 ２ 両 ＊ ６９ 

 ※：実務家教員シラバス（27単位） 

 

開講学年について １：１回生  ２：２回生  両：両回生 

 

開講時期について 前：前期   後：後期   通：通年   ＊：１回生は後期、２回生は前期 
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授業コード： 
１０４ 

授業科目名： 
日本国憲法 

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： 
桜沢 隆哉 

授業形式：講義 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 
実際の事件を手がかりに憲法について基本的な考え方を身につけることを目標とします。 憲法と

いうと，堅苦しいイメージがあり，自分とは無関係だと思っている方も少なくありません。しかし，
実際には，日常生活の様々な出来事が憲法と関わっています。そこで，この講義を通じて，少しでも
憲法を身近なものとして感じてもらい、世の中の政治的・社会的問題と憲法との関わりを知り、憲法
の基礎的な知識と視点の修得を目指します。 

２．授業の概要 
憲法の規定のうち，基本的人権を中心に講義を進めます。 講義では，単に知識を教えるということだ

けではなく(ただし，憲法の規定を理解する上で必要な知識として，個々の条文の意味やその歴史的背景
などについては説明します)，裁判で実際に問題となった事案や社会で議論されている問題を素材とし
て，受講者の皆さんと一緒に議論しながら憲法的な考え方を身につけることができるような講義にした
いと考えています。そのためには、現実の問題を皆さんが自ら考え、議論することが必要です。したが
って、授業は、一方的に講義を行うだけではなく、できるかぎり担当教員と受講者との間の質問と回
答、議論を通じた対話的な形式（双方向形式）で進める。皆さんの積極的な授業への参加を望みます。 

３．授業計画  
回 授業内容 

1 ガイダンス、基本的人権総論：憲法における人権保障の基本的な考え方を学ぶ 

2 幸福追求権①：幸福追求権から導き出される人権のうち、肖像権について学ぶ。 

3 幸福追求権②：幸福追求権から導き出される人権のうち、自己決定権について学ぶ。 

4 法の下の平等①：法の下の平等の問題のうち、全ての人に共通の不平等問題を学ぶ。 

5 法の下の平等②：法の下の平等に関わる問題のうち、特に男女の不平等問題を学ぶ。 

6 信教の自由①：信教の自由の基礎的理解から、カルト宗教、宗教事故の問題点を探
る。 

7 信教の自由②：政教分離の原則について学ぶ。 

8 表現の自由①：名誉権、プライバシー権等の表現の自由の中心的権利について学ぶ。 

9 表現の自由②：「知る権利」やメディア等に関連する表現の自由を学ぶ 

10 生存権：社会権のうちわれわれが受ける公的サービスがどのような権利なのかを学
ぶ。 

11 教育を受ける権利：社会権のうち教育権について学ぶ。 

12 参政権：選挙権・被選挙権の意味や重要性について学ぶ。 

13 国・地方公共団体の統治機構①：わが国の統治機構（国会・内閣）について学ぶ。 

14 国・地方公共団体の統治機構②：わが国の統治機構（裁判所）について学ぶ。 

15 天皇制、平和主義：現在のわが国における重要な問題を採り上げてその背景を探る。 

 定期試験は実施しない（レポート） 

  
４．指定テキスト 
初宿正典ほか「いちばんやさしい憲法入門」（有斐閣、第6版、2020年） 

５．参考書・参考資料等 
特になし。ただし、授業の内容に関連する新聞記事等は適宜配布する。 

６．学生に対する評価 
① 期末レポート（60％）：基本的な概念に関する知識が身についているか、また講義で扱った

テーマを理解し、自分の言葉で記述することができるか、について評価します。 
② 課題（30％）：授業内容への質問等のコメント、各回の授業に関して課す小レポート、小テ

ストなどの提出状況と内容を評価します。 
③ 上記以外の平常点評価（10％）：日常的な授業における取組状況を評価します。 

７．備考・留意事項 
特になし 
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授業コード： 

１０７ 

授業科目名： 

情報処理法 

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： 

小野 功一郎 

授業形式：演習 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

パーソナルコンピューターとインターネット活用に関する知識と操作を学ぶことをテーマとする。

Officeアプリ（ワープロ、表計算、プレゼンテーション）の基本操作を習得した上で、各種文書を実際

に作成できるスキルを身に付ける。併せて、インターネット利用に際しての留意事項や情報セキュリテ

ィについて、具体的な事例に即して理解できる。 

２．授業の概要 

前期は、Officeアプリ（ワープロ、表計算、プレゼンテーション）の基本操作に加え、インターネッ

ト活用と情報倫理について学ぶ。後期は、グラフィックソフトの基本操作を学んだ後、これまでに身に

つけたアプリの操作知識を活かし、各種文書（園だより、発表会プログラム、ビジネス文書等）の作成

を行うと共に、個人情報保護、情報セキュリティ、著作権について学ぶ。 

３．授業計画 

回 授業内容 

1 ガイダンス、タイピング演習について 

2 インターネット活用と情報倫理 

3 ワープロ演習（１） ワープロの基本 

4 ワープロ演習（２） 文章の入力とページレイアウト 

5 ワープロ演習（３） 表の作成 

6 ワープロ演習（４） グラフの作成 

7 表計算演習（１） 表計算の基礎 

8 表計算演習（２） 数式と関数 

9 表計算演習（３） グラフの作成 

10 プレゼンテーション演習（１） スライドソフトの基本 

11 プレゼンテーション演習（２） アニメーション等の適用 

12 前期課題作成（１） テーマの設定と資料の収集 

13 前期課題作成（２） プレゼンテーションスライドの作成 

14 前期課題発表（１） 前半の学生の発表 

15 前期課題発表（２） 後半の学生の発表と総評 

16 グラフィック演習（１） グラフィック機能の基礎 

17 グラフィック演習（２） グラフィック機能を使った文書作成 

18 グラフィック演習（３） グラフィック機能を使ったポスター作成 

19 園だよりの作成（１） 園だよりの基本様式 

20 園だよりの作成（２） オリジナルな記事の作成 

21 園だよりの作成（３） 発表と総評 

22 個人情報保護 

23 情報セキュリティ 

24 発表会プログラムの作成 

25 後期課題作成（１） テーマの設定と資料収集 

26 後期課題作成（２） 課題文書の作成 

27 後期課題発表    学生の発表 

28 ビジネス文書作成（１） ワープロによるビジネス文書作成 
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29 ビジネス文書（２） 表計算によるビジネス文書作成 

30 著作権の基本 

 定期試験は実施しない 

 〇進行状況により適宜内容を変更する。 

４．指定テキスト 

特になし 

５．参考書・参考資料等 

『今すぐ使えるかんたん Word＆Excel＆PowerPoint 2013』技術評論社 

６．学生に対する評価 

①提出課題の完成度（50％） 

②プレゼンテーションの質（20％） 

③受講態度（30％） 

７．備考・留意事項 

毎時間、冒頭10分程度でタイピング演習を行う。 
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授業コード： 

１０９ 

授業科目名： 

英語コミュニケ

ーションⅠ 

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： 

松本 望希 

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 

幼稚園や保育園、こども園などで用いられる基本的な会話の英語について理解し、日本語を母語と

しない児童や保護者、教員とコミュニケーションがとれるようにする。また、グローバル化が進む現

代において、海外にルーツを持つ児童や保護者が以前よりも増加していることを鑑み、異文化への理

解を高めることを目標とする。 

⒉  授業の概要 

   保育や児童教育の英語をテーマとしたテキストを用い、教育現場でのコミュニケーションに必要

な英語を学ぶ。また、異文化理解を踏まえた英語運用能力を身につける。2～12回目の授業の最初に

は毎回小テストを行う。13～14回目の授業では、グループごとに英語の絵本の読み聞かせの発表を

行う。 

⒊ 授業計画  

回 授業内容 

1 ① オリエンテーション 

② Unit 1: What’s your name? 1/2  Practice 1~3 名前の尋ね方について学ぶ 

2 Unit 1: What’s your name? 2/2  Practice 4~6 自己紹介を実践する 

3 Unit 2: Where are you from? 1/2  Practice 1~3 現在形について学ぶ 

4 Unit 2: Where are you from? 2/2  Practice 4~6 出身地の尋ね方について学ぶ 

5 Unit 3: Good Morning! 1/2  Practice 1~4 現在形と進行形の違いについて学ぶ 

6 Unit 3: Good Morning! 2/2  Practice 5~8 朝のあいさつについて練習する 

7 Unit 4: Are you OK?  1/2  Practice1~3 体調について説明する英語を学ぶ 

8 Unit 4: Are you OK?  2/2  Practice 4~6 英語で体調の悪さを説明してみる 

9 Unit 5: What are you doing? 1/2  Practice 1~3 現在進行形について学ぶ 

10 Unit 5: What are you doing? 2/2  Practice 4~6 進行形の使い方を実践する  

11 Unit 6: How are you feeling?  1/2  Practice 1~3  形容詞について学ぶ 

12 Unit 6: How are you feeling?  2/2  Practice 4~6 仮定法について学ぶ 

13 プレゼンテーション 

14 プレゼンテーション 

15 まとめと授業内筆記試験 

  

4. 指定テキスト 

 ピーター・ビンセント、中里菜穂子『Speaking of Childcare―保育学生のための英語コミ

ュニケーション』南雲堂、2019 

5. 参考書・参考資料等 

 適宜指示を行う。 

6. 学生に対する評価 

①学期末試験 40％ 

②出席状況 30％ 

③小テスト 30％ 

7. 備考・留意事項 

 毎回の授業の復習を行い、積極的に授業に参加することを求める。 

 授業時には英和・和英辞書を持参すること 
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授業コード： 

１１０ 

授業科目名： 

英語コミュニケ

ーションⅡ 

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： 

松本 望希 

授業形式：演習 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

前期の「英語コミュニケーションⅠ」に引き続き、幼稚園や保育園、こども園などで用いられる基本

的な会話の英語について理解し、日本語を母語としない児童や保護者、教員とコミュニケーションがと

れるようにする。また、グローバル化が進む現代において、海外にルーツを持つ児童や保護者が以前よ

りも増加していることを鑑み、異文化への理解を高めることを目標とする。 

２．授業の概要 

 保育や児童教育の英語をテーマとしたテキストを用い、教育現場でのコミュニケーションに必要な英

語を学ぶ。また、異文化理解を踏まえた実践的な英語運用能力を身につける。2～14回目の授業の最初に

は毎回小テストを行う。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 ①オリエンテーション 

②Unit 7: What’s she like?  1/2  Practice 1~4 様々な形容詞について学ぶ  

2 Unit 7: What’s she like?  2/2  Practice 5~7  家族について説明する 

3 Unit8 : Do’s and don’ts  1/2  Practice 1~5  命令形について学ぶ 

4 Unit 8: Do’s and don’ts  2/2  Practice 6~10  丁寧なお願いの仕方について学ぶ  

5 Unit 9: Let’s eat lunch!  1/2  Practice1~4  使役動詞について学ぶ  

6 Unit 9: Let’s eat lunch!  2/2  Practice5~8  Let’s~ の使い方について学ぶ 

7 Unit 10：What do you want to do?  1/2  Practice1~5  遊びの動詞について学ぶ 

8 Unit 10：What do you want to do?  2/2  Practice6~9  相槌について学ぶ 

9 Unit 11 : What do you have to do?  1/2  Practice1~5  助動詞について学ぶ 

10 Unit 11 : What do you have to do?  2/2  Practice6~10  過去形について学ぶ 

11 Unit 12：I need to go potty   保護者に対応する英語を学ぶ 

12 Unit 13：Good job!  過去形について学ぶ 

13 Unit 14 : Injuries and emergencies 体の部位の英語について学ぶ 

14 Unit 15: We’re going to go outside 未来系について学ぶ 

15 まとめと授業内試験 

  
 

４．指定テキスト 

ピーター・ビンセント、中里菜穂子『Speaking of Childcare―保育学生のための英語コミ

ュニケーション』南雲堂、2019 

５．参考書・参考資料等 

適宜指示を行う 

６．学生に対する評価 

①学期末試験 40％      ②出席状況 30％ 

③小テスト 30％ 

７．備考・留意事項 

毎回の授業の復習を行い、積極的に授業に参加することを求める。 

授業時には英和・和英辞書を持参すること 
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授業コード： 

１１１ 

授業科目名： 

体育Ⅰ  

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 

濵野 ゆうり 

授業形式：講義 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

生涯にわたり健康で有意義な生活を送るために、主体的に自分自身の健康の保持・増進に生かせる能力

を養うことを目標とする。また、子どもの身体発達や身体運動の発達を理解するとともに、幼児期の体

育、運動遊び等の基礎的な理解と指導援助法を習得する。 

２．授業の概要 

身体活動・スポーツの意義や重要性を理解することを目的とする。心と体を一体として捉え、生涯を通

じて心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現するための理論を学ぶ。また、子どもの身

体発達における特徴を理解し、幼児期において多様な動きを獲得していくことの意義と重要性を理解す

る。子どもの遊びを豊かにするために必要な知識や技術を学習する。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 運動・スポーツの文化的特性と生涯スポーツの基本的な考え方 

2 健康とは何か～心と体のつながりについて～ 

3 年齢に応じた運動の重要性 

4 体力とは何か～体力の構造を理解する～ 

5 幼児期の基礎感覚づくりと指導援助法 

6 幼児期運動指針について 

7 幼児期における身体活動の課題と運動遊びの意義 

8 幼児期における健康的な生活のリズムとは 

 定期試験 
 

４．指定テキスト 

適宜資料を配布する。 

５．参考書・参考資料等 

谷田貝公昭・髙橋弥生(編著)『健康』一藝社 

文部科学省(著)『幼児期運動指針ガイドブック』（サンライフ企画，2013） 

６．学生に対する評価 

①筆記試験（８０％） 

②平常レポート（２０％） 

８．備考・留意事項 

配布資料は授業ノートと共に整理しまとめておく事。 
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授業コード： 

１１２ 

授業科目名： 

体育Ⅱ  

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： 

濵野 ゆうり 

授業形式：実技 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 
様々な運動を通して、運動による心と体への効果を体験すると共に、基礎的な運動技能の習得と各運動
種目の特性・ルールを理解し、指導法を学ぶ。また、レクリエーションとして、保育現場で必要となる
コミュニケーション技法や集団を対象としたレクリエーション・ワークの技法を身につけることを目標
とする。 
２．授業の概要 
学生の身体諸機能の向上ならびに体力の増進をはかり、生涯を通して健康な生活を営む基盤となる体力
を養う。そして、生涯スポーツ実践のための方法や基礎的な運動技能を習得し、それぞれの運動種目の
特性を理解し、仲間とともに協力・協同して物事に取り組む力を身につける。 
３．授業計画 
回 授業内容 

1 生涯を通して健康に生活するとは－保育者として働く為の身体つくり－ 
2 体つくり運動①（ストレッチング・短縄遊び、長縄遊び） 
3 体つくり運動②（用具を操作する運動①） 
4 体つくり運動③（用具を操作する運動②） 
5 ボール運動①（ネット型の球技・卓球①） 
6 ボール運動②（ネット型の球技・卓球②） 
7 ボール運動③（ネット型の球技・卓球③） 
8 器械運動① 
9 器械運動② 
10 ボール運動④（ネット型の球技・卓球④） 
11 ボール運動⑤（ネット型の球技・卓球⑤） 
12 ボール運動⑥（ベース型の球技①） 
13 ボール運動⑦（ベース型の球技②） 
14 陸上運動① 
15 陸上運動② 
16 器械運動③ 
17 器械運動④ 
18 ボール運動⑧（ゴール型の球技・バスケットボール①） 
19 ボール運動⑨（ゴール型の球技・バスケットボール②） 
20 ボール運動⑩（ゴール型の球技・バスケットボール③） 
21 ボール運動⑪（ネット型の球技・バレーボール①） 
22 ボール運動⑫（ネット型の球技・バレーボール②） 
23 ボール運動⑬（ネット型の球技・バレーボール③） 

 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 
必要に応じて資料を配布する 

６．学生に対する評価 
①授業内に行う実技試験（50％）  ②運動への参加意欲・態度（20％） 
③運動技能の習得（20％）     ④安全についての知識・理解（10％） 

７．備考・留意事項 
常に保育者として子どもの前に立つことを意識し、頭髪や服装等の身支度を整える事。 
実践を通した授業ですので、遅刻や欠席のないよう自身の健康に気をつける事。 
積極的な態度で授業に臨むこと。そして、仲間と協力して活動に取り組むこと。 
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授業コード： 

２０１ 

授業科目名： 

国語  

教員の免許状取得のた

めの選択科目 

単位数： 

1単位 

担当教員： 

稲葉 広和 

東藤 弥生 

授業形式：演習 担当形態： 

オムニバス 

１．授業のテーマ及び到達目標 

【第1回～第15回】 

社会人として必要とされる国語力（読む、書く、聞く、話す）の基礎を身に着ける。その上に立って

幼児教育者として、円滑なコミュニケーションをはかる力、伝えなければならないことを適切にわかり

やすく伝える知識とスキルを習得する。 

【第16回～第30回】 

領域「言葉」の指導の基礎となる、子どもが豊かな言葉や表現を身に付け、想像する楽しさを広げる

ために必要な専門的事項に関する知識を身に付ける。言葉の楽しさや美しさに気づき、言葉を豊かにす

る児童文化・児童文化財の基本的な知識を修得し、「ことばあそび」を子どもの発達の姿と合わせて保育

に生かすことができる。学童期までの子どもの言葉の育ちを把握し、教科とのつながりを理解して、言

葉に対する感覚を豊かにする実践をすることができる。 

２．授業の概要 

【第1回～第15回】 

語句の正しい意味や使い方を理解し、小論文、手紙、連絡文書の書き方など実践的、実用的な文章表

現力を養成する。また、メールでのマナーや電話応対の基本、相手との関係や場面に応じた適切な話し

方、使い方を理解し、実践する。 

【第16回～第30回】 

子どもの「ことばと表現力」を豊かに育む児童文化・児童文化財(主にことばあそび)を題材にし、グ

ループで歌ったり話したり聴いたりすることを通して、その意義を考察理解する。また、実際の子ども

の姿を想定し、言葉で遊ぶ楽しさを味わうことができる遊具・歌などを作り、創意工夫して保育に取り

組む力をつける。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 オリエンテーション 授業の計画・進め方、評価の方法等について 

2 正しい表記（１）文字の正しい書き方、字形の誤り、現代表記 

3 正しい表記（２）誤りやすい用字・用語、当て字、不快用語・隠語、重複表現 

4 文章の書き方（１）文を書く時の注意すべき点 

5 文章の書き方（２）書き言葉と話し言葉 

6 小論文の書き方（１）作文と小論文の違い 

7 小論文の書き方（２）小論文の構成、テーマ型小論文について 

8 話し方の基本（１）聞き取りやすい話し方 

9 話し方の基本（２）尊敬語、謙譲語、丁寧語の使い方 

10 話し方の基本（３）電話応対の基本、実習先とのアポイントメントの取り方 

11 手紙の書き方（１）手紙の形式、封筒の書き方 

12 手紙の書き方（２）実習礼状の書き方、演習、はがきの書き方 

13 ビジネス文書の基本 

14 メール作成の基本と注意点 

15 前期のまとめ 

16 ことばと表現力を育む児童文化：児童文化・児童文化財とは 

17 保育における児童文化・児童文化財 
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18 子どもの発達と児童文化・児童文化財 

19 「ことばあそび」とは？：いろいろな「ことばあそび」 

20 子どもが言葉に出合える遊び(１)：わらべうた 

21 子どもが言葉に出合える遊び(２)：あそびうた 

22 子どもが言葉に出合える遊び(３)：しりとり・絵しりとり 

23 子どもが言葉に出合える遊び(４)：ことばあつめ・さかさまことば・反対言葉 

24 子どもが言葉に出合える遊び(５)：早口言葉・数え歌・絵描き歌 

25 子どもが言葉に出合える遊び(６)：伝言ゲーム・続き話 

26 子どもが言葉に出合える遊び(７)：なぞなぞ 

27 書き言葉・文字への興味関心が育まれる遊び(１)：かるた遊び・郵便やさんごっこ 

28 書き言葉・文字への興味関心が育まれる遊び(２)：かるた製作とかるた遊び 

29 「ことばあそび」を通して、子どもたちの中に育まれるもの 

30 まとめレポート その解説 
 

４．指定テキスト 

「保育学生のための実践国語表現」原田留美（著），おうふう出版，2008年 

適宜資料を配布する 

５．参考書・参考資料等 

「演習 児童文化 保育内容としての実践と展開」小川清実（著），萌文書林 

「ことばと表現力を育む 児童文化」川勝泰介・浅岡靖央・生駒幸子（編著），萌文書林 

６．学生に対する評価 

【第1回～第15回】 

①定期試験（３５％） 

②毎授業時に実施する漢字検定三級程度の漢字の読み・書きを中心とした小テスト（７．５％） 

③授業時と長期休暇に課す演習問題（７．５％） 

【第16回～第30回】 

①小レポート（１０％） 

②提出物（１０％） 

③まとめレポート（２０％） 

④グループワークへの関心・参加意欲（１０％） 

７．備考・留意事項 
特になし 
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授業コード： 
２０２ 

授業科目名： 
音楽Ⅰ 

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： 
金山 茉莉花 

授業形式：演習 担当形態： 単独 

1. 授業のテーマ及び到達目標 

 保育の実践で必要とされる音楽に関する基礎的な知識を学び、子どもの表現活動を援助する

ための知識や技術を習得する。聴音で読譜力を向上する。 
また、記譜力、即興演奏やアンサンブルのための技術を習得し、実際の保育の場で音楽を創り

上げる力を身につける。 

2. 授業の概要 

 読譜力や演奏力を身につけるための基礎知識を学ぶ。学んだことを応用して音楽を創り、合

奏練習をする。 

3. 授業計画 

回 授業内容 
1 ガイダンス、楽譜の書き方 

2 音楽理論（１）音名・音符と休符 
3 音楽理論（２）拍子 

4 音楽理論（３）リズム 

5 音楽理論（４）音階・調 
6 音楽理論（５）音程 

7 音楽理論（６）音楽用語・演奏記号 

8 音楽理論（７）和音 
9 音楽理論（８）コードネーム 

10 色々な楽器の奏法(打楽器、鍵盤ハーモニカなど) 

11 合奏（１）曲選び・編曲 
12 合奏（２）楽譜作成・演奏練習 

13 合奏（３）音楽的表現 
14 聴音（１）ト音記号の単旋律 

15 聴音（２）ヘ音記号の単旋律・音楽理論まとめ 

 定期試験 
 

4. 指定テキスト 

「音符と鍵盤でおぼえるわかりやすい楽典」（川辺真（著），音楽之友社 2002年） 

5. 参考書・参考資料等 

 適宜プリントを配布する。 

 五線ノートを持参すること。 

 「コードでかんたん！こどものうた マイレパートリー」（株式会社ヤマハミュージック

メディア出版，2008年） 

6. 学生に対する評価 

 定期試験（50％） 

 授業内課題（30％） 

 授業態度（20％） 

7. 備考・留意事項 

 授業は音楽室で行う。 
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授業コード： 

２０３ 

授業科目名： 

音楽Ⅱ  

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

の選択科目 

単位数： 

1単位 

担当教員： 

木本 雅子 

授業形式：演習 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

テーマ  子どもの音楽表現への指導・援助を行うために幼稚園教諭・保育士に求められる豊かな感性

を磨くこと、及び音楽実践力を養成する。 

到達目標 ・無理のない自然な発声法及び呼吸法を習得する。 

     ・読譜に際し必要な基礎的なソルフェージュ能力を習得する。 

     ・幼児曲及び歌曲における詩の解釈と表現について考え、それぞれの曲にふさわしい音楽表

現を見つけることが出来る。 

     ・アンサンブル曲を学ぶことによって、より豊かな音楽性を身につける。 

     ・子ども達に歌うことへの魅力を感じさせる豊かな表現力で歌唱することが出来、歌唱指導

が出来る。 

２．授業の概要 

・呼吸法・発声法は毎時行う。 ・基礎的な音楽理論に触れながら、ソルフェージュ課題を学び、同

時に幼児曲・童謡などの歌曲及びアンサンブル曲を学習する。 ・中間試験と期末試験を実施する。 

３．授業計画 

回 授業内容 

1 ガイダンス、呼吸法・発声法の説明及び実践 

2 2度音程及び読譜について、子どもの発達と歌唱教材 

3 3度音程及びリズムについて(基礎)、子どもの遊びと歌唱教材 

4 4度音程及びリズムについて(応用)、子どもの歌唱教材曲の演習(春の歌を中心に) 

5 ５度音程及び拍子について、子どもの歌唱教材曲の演習（夏の歌を中心に） 

6 ６度音程及びコードネームについて、子どもの歌唱教材曲の演習(秋の歌を中心に) 

7 ７度音程及び８度音程、子どもの歌唱教材曲の演習(冬の歌を中心に) 

8 まとめと中間試験(実技試験) 

9 弾き歌い及びアンサンブル曲２声（読譜を中心に） 

10 弾き歌い及びアンサンブル曲２声（音楽表現の研究） 

11 アンサンブル曲３声（読譜を中心に） 

12 アンサンブル曲３声（音楽表現の研究） 

13 実技発表（童謡、幼児曲、歌曲）と子どもの歌唱教材の復習 

14 実技発表(童謡、幼児曲、歌曲)とアンサンブル曲の復習 

15 まとめと期末試験（実技試験） 

 定期試験は実施しない 

 ＊以上は計画ですので、変更となる場合もあります。 

４．指定テキスト 

『保育の四季 幼児の歌110曲集［改訂版］』（エー・ティーエヌ出版） 

上記の他に資料・楽譜を配布する。 

５．参考書・参考資料等 

特になし 

６．学生に対する評価 

①平常点(授業態度、授業への積極性、授業内に於ける課題等)（50％）②中間･期末試験(50％) 

７．備考・留意事項 特になし 
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授業コード： 

２０４ 

授業科目名：  

器楽Ⅰ 

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： 

金山茉莉花・木本雅子・下清水広・

下清水陽子・西田晴香 

授業形態： クラス分け 

１．授業のテーマ及び到達目標 

・保育実践で求められるピアノ奏法及び歌唱指導に関する基礎的事項及び技術を、ピアノ演奏及び幼児

歌曲の弾き歌いの演習を通して習得する。 

・ピアノ演奏に必要な読譜力を身に付ける。 

２．授業の概要 

・ピアノの基本奏法は教則本を主な教材として用い習得する。 

・幼児歌曲は実践の場で用いられる曲も習得する。 

・各自の進度に応じた課題曲を課し、習熟度に応じて授業を進める。 

・授業は原則として個人レッスンで行う。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 授業概要の説明。各自の教則本開始段階の確認及び認定。 

2 バイエル教則本（3番～9番より抜粋） 

3 バイエル教則本（10番～15番より抜粋） 

4 バイエル教則本（16番～20番より抜粋） 

5 バイエル教則本（21番～25番より抜粋） 

6 バイエル教則本（26番～30番より抜粋） 

7 バイエル教則本（35番～37番より抜粋） 

8 バイエル教則本（38番～40番より抜粋）、行進曲 

9 バイエル教則本（44番・46番）、行進曲、幼児歌曲の伴奏（むすんでひらいて） 

10 バイエル教則本（46番・48番）、幼児歌曲の弾き歌い（むすんでひらいて） 

11 バイエル教則本（48番・50番）、幼児歌曲の伴奏（ぶんぶんぶん） 

12 バイエル教則本（50番・52番）、幼児歌曲の弾き歌い（ぶんぶんぶん） 

13 バイエル教則本（52番・55番）、幼児歌曲の伴奏・弾き歌い（選択曲） 

14 バイエル教則本（55番）、幼児歌曲の伴奏・弾き歌い（選択曲） 

15 まとめ、教則本及び幼児歌曲の試験曲の確認 

 定期試験 

・ 各回の教則本履修曲は未経験者を想定しているため、経験者については初回時の開始認定段階に応じ

た曲で授業を進める。 

４．指定テキスト 

①教則本  バイエル教則本、ブルグミュラー25の練習曲、ソナチネアルバムⅠ・Ⅱ（出版社は

いずれでも可。教則本の楽譜は進度に応じたものを各自で購入すること）。 

②幼児歌曲 保育の四季 幼児のうた110曲集 （エーティーエヌ出版） 

５．参考書・参考資料等 

幼児歌曲の伴奏楽譜は基本的に指定テキストを使用するが、各人の進度・履修状況に応じた

楽譜を必要に応じ配布する。 

６．学生に対する評価 

①定期実技試験（60％） 

②教則本の履修状況（15％） 

③幼児歌曲の履修状況（15％） 

④授業への取り組み（10％） 
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７．備考・留意事項 

・授業の到達目標の達成には、予習と復習による日々の練習が必要である。 

・授業は担当教員別にレッスン室もしくは音楽室で行う。 

・授業にはピアノカード（進度確認表）を持参すること。 

・担当教員、受講室、試験に関する連絡（試験要項、申込手続）は掲示板で行う。 
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授業コード： 

２０５ 

授業科目名：  

器楽Ⅱ 

教員の免許状取得

のための選択科目 

／保育士資格取得

のための選択科目 

単位数： 

1単位 

担当教員： 

金山茉莉花・木本雅子・下清水広・

下清水陽子・西田晴香 

授業形態： クラス分け 

１．授業のテーマ及び到達目標 

・器楽Ⅰで学び得たことを基礎として、保育実践で求められるピアノ奏法及び歌唱指導に関する基礎的

事項及び技術を、ピアノ演奏及び幼児歌曲の弾き歌いの演習を通して習得する。 

・ピアノ演奏に必要な読譜力を身に付ける。 

２．授業の概要 

・ピアノの基本奏法は教則本を主な教材として用い習得する。 

・幼児歌曲は実践の場で用いられる曲も習得する。 

・各自の進度に応じた課題曲を課し、習熟度に応じて授業を進める。 

・授業は原則として個人レッスンで行う。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 バイエル教則本（59番・60番）、幼児歌曲の伴奏（大きな栗の木の下で） 

2 バイエル教則本（59番・60番）、幼児歌曲の弾き歌い（大きな栗の木の下で） 

3 バイエル教則本（ハ長調音階・66番）、幼児歌曲の伴奏（さよならのうた） 

4 バイエル教則本（ハ長調音階・66番）、幼児歌曲の弾き歌い（さよならのうた） 

5 バイエル教則本（68番・ト長調音階）、幼児歌曲の伴奏（まっかな秋） 

6 バイエル教則本（68番・ト長調音階）、幼児歌曲の弾き歌い（まっかな秋） 

7 バイエル教則本（72番）、幼児歌曲の伴奏（任意曲・実習関連曲も可） 

8 バイエル教則本（72番）、幼児歌曲の弾き歌い（任意曲・実習関連曲も可） 

9 バイエル教則本（74番）、幼児歌曲の伴奏（ジングルベル） 

10 バイエル教則本（74番）、幼児歌曲の弾き歌い（ジングルベル） 

11 バイエル教則本（ニ長調音階）、幼児歌曲の伴奏（豆まき） 

12 バイエル教則本（ニ長調音階）、幼児歌曲の弾き歌い（豆まき） 

13 バイエル教則本（75番）、幼児歌曲の弾き歌い（選択曲） 

14 バイエル教則本（75番）、幼児歌曲の弾き歌い（選択曲） 

15 まとめ、教則本及び幼児歌曲の試験曲の確認 

 定期試験 

・ 教則本の履修曲は、器楽Ⅰの最終到達段階から開始する。 

４．指定テキスト 

①教則本  バイエル教則本、ブルグミュラー25の練習曲、ソナチネアルバムⅠ・Ⅱ（出版社は

いずれでも可。教則本の楽譜は進度に応じたものを各自で購入すること）。 

②幼児歌曲 保育の四季 幼児のうた110曲集 （エーティーエヌ出版） 

５．参考書・参考資料等 

幼児歌曲の伴奏楽譜は基本的に指定テキストを使用するが、各人の進度・履修状況に応じた

楽譜を必要に応じ配布する。 

６．学生に対する評価 

①定期実技試験（60％） 

②教則本の履修状況（15％） 

③幼児歌曲の履修状況（15％） 

④授業への取り組み（10％） 

７．備考・留意事項 
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・授業の到達目標の達成には、予習と復習による日々の練習が必要である。 

・授業は担当教員別にレッスン室もしくは音楽室で行う。 

・授業にはピアノカード（進度確認表）を持参すること。 

・担当教員、受講室、試験に関する連絡（試験要項、申込手続）は掲示板で行う。 
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授業コード： 

２０６ 

授業科目名：  

器楽Ⅲ 

教員の免許状取得

のための選択科目 

／保育士資格取得

のための選択科目 

単位数： 

1単位 

担当教員： 

金山茉莉花・木本雅子・下清水広・

下清水陽子・西田晴香 

授業形態： クラス分け 

１．授業のテーマ及び到達目標 

・器楽Ⅱで学び得たことを基礎として、保育実践で求められるピアノ奏法及び歌唱指導に関する基礎的

事項及び技術を、ピアノ演奏及び幼児歌曲の弾き歌いの演習を通して習得する。 

・幼児歌曲は相応の技術が必要とされる曲に取り組み、豊かな感性と表現力を習得する。 

・ピアノ演奏に必要な読譜力を身に付ける。 

２．授業の概要 

・ピアノの基本奏法は教則本を主な教材として用い習得する。 

・幼児歌曲は実践の場で用いられる曲も習得する。 

・各自の進度に応じた課題曲を課し、習熟度に応じて授業を進める。 

・授業は原則として個人レッスンで行う。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 バイエル教則本（78番）、幼児歌曲の伴奏（雨ふりくまのこ） 

2 バイエル教則本（78番）、幼児歌曲の弾き歌い（雨ふりくまのこ） 

3 バイエル教則本（イ長調音階）、幼児歌曲の伴奏（とけいのうた） 

4 バイエル教則本（81番）、幼児歌曲の弾き歌い（とけいのうた） 

5 バイエル教則本（81番）、幼児歌曲の伴奏（任意曲：実習関連曲も可） 

6 バイエル教則本（85番）、幼児歌曲の弾き歌い（任意曲：実習関連曲も可） 

7 バイエル教則本（85番）、幼児歌曲の伴奏（ミッキーマウスマーチ） 

8 バイエル教則本（88番）、幼児歌曲の弾き歌い（ミッキーマウスマーチ） 

9 バイエル教則本（88番）、幼児歌曲の伴奏（にじ） 

10 バイエル教則本（90番）、幼児歌曲の弾き歌い（にじ） 

11 バイエル教則本（90番）、幼児歌曲の伴奏（おつかいありさん） 

12 バイエル教則本（イ短調音階）、幼児歌曲の弾き歌い（おつかいありさん） 

13 バイエル教則本（93番）、幼児歌曲の伴奏（選択曲） 

14 バイエル教則本（93番）、幼児歌曲の弾き歌い（選択曲） 

15 まとめ、教則本及び幼児歌曲の試験曲の確認 

 定期試験 

・教則本の履修曲は、器楽Ⅱの最終到達段階から開始する。 

４．指定テキスト 

①教則本  バイエル教則本、ブルグミュラー25の練習曲、ソナチネアルバムⅠ・Ⅱ（出版社は

いずれでも可。教則本の楽譜は進度に応じたものを各自で購入すること）。 

②幼児歌曲 保育の四季 幼児のうた110曲集 （エーティーエヌ出版） 

５．参考書・参考資料等 

幼児歌曲の伴奏楽譜は基本的に指定テキストを使用するが、各人の進度・履修状況に応じた

楽譜を必要に応じ配布する。 

６．学生に対する評価 

①定期実技試験（60％） 

②教則本の履修状況（15％） 

③幼児歌曲の履修状況（15％） 

④授業への取り組み（10％） 
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７．備考・留意事項 

・授業の到達目標の達成には、予習と復習による日々の練習が必要である。 

・授業は担当教員別にレッスン室もしくは音楽室で行う。 

・授業にはピアノカード（進度確認表）を持参すること。 

・担当教員、受講室、試験に関する連絡（試験要項、申込手続）は掲示板で行う。 
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授業コード： 

２０７ 

授業科目名：  

器楽Ⅳ 

教員の免許状取得

のための選択科目 

／保育士資格取得

のための選択科目 

単位数： 

1単位 

担当教員： 

金山茉莉花・木本雅子・下清水広・

下清水陽子・西田晴香 

授業形態： クラス分け 

１．授業のテーマ及び到達目標 

・器楽Ⅲで学び得たことを基礎として、保育実践で求められるピアノ奏法及び歌唱指導に関する基礎的

事項及び技術を、ピアノ演奏及び幼児歌曲の弾き歌いの演習を通して習得する。 

・幼児歌曲は相応の技術が必要とされる曲に取り組み、豊かな感性と表現力を習得する。 

・ピアノ演奏に必要な読譜力を身に付ける。 

２．授業の概要 

・ピアノの基本奏法は教則本を主な教材として用い習得する。 

・幼児歌曲は実践の場で用いられる曲も習得する。 

・各自の進度に応じた課題曲を課し、習熟度に応じて授業を進める。 

・授業は原則として個人レッスンで行う。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 バイエル教則本（ヘ長調音階）、幼児歌曲の伴奏（山の音楽家） 

2 バイエル教則本（ヘ長調音階・98番）、幼児歌曲の弾き歌い（山の音楽家） 

3 バイエル教則本（98番）、幼児歌曲の伴奏（きのこ） 

4 バイエル教則本（100番）、幼児歌曲の弾き歌い（きのこ） 

5 バイエル教則本（100番）、幼児歌曲の伴奏（もみじ） 

6 バイエル教則本（102番）、幼児歌曲の弾き歌い（もみじ） 

7 バイエル教則本（102番）、幼児歌曲の伴奏（任意曲：実習関連曲も可） 

8 バイエル教則本（102番・104番）、幼児歌曲の弾き歌い（任意曲：実習関連曲も可） 

9 バイエル教則本（104番）、幼児歌曲の伴奏（森のくまさん） 

10 バイエル教則本（104番・105番）、幼児歌曲の弾き歌い（森のくまさん） 

11 バイエル教則本（105番）、幼児歌曲の伴奏（おなかのへるうた） 

12 バイエル教則本（105番）、幼児歌曲の弾き歌い（おなかのへるうた） 

13 各自の進度に応じた教則本楽曲、幼児歌曲の伴奏（選択曲） 

14 各自の進度に応じた教則本楽曲、幼児歌曲の弾き歌い（選択曲） 

15 まとめ、教則本及び幼児歌曲の試験曲の確認 

 定期試験 

・教則本の履修曲は、器楽Ⅲの最終到達段階から開始する。 

４．指定テキスト 

①教則本  バイエル教則本、ブルグミュラー25の練習曲、ソナチネアルバムⅠ・Ⅱ（出版社は

いずれでも可。教則本の楽譜は進度に応じたものを各自で購入すること）。 

②幼児歌曲 保育の四季 幼児のうた110曲集 （エーティーエヌ出版） 

５．参考書・参考資料等 

幼児歌曲の伴奏楽譜は基本的に指定テキストを使用するが、各人の進度・履修状況に応じた

楽譜を必要に応じ配布する。 

６．学生に対する評価 

①定期実技試験（60％） 

②教則本の履修状況（15％） 

③幼児歌曲の履修状況（15％） 

④授業への取り組み（10％） 
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７．備考・留意事項 

・授業の到達目標の達成には、予習と復習による日々の練習が必要である。 

・教則本はバイエルの所定内容を早期に終了し、標題音楽（ブルグミュラー25の練習曲）に取り組み、 

より豊かな感性と表現力を習得することを期待する。 

・授業は担当教員別にレッスン室もしくは音楽室で行う。 

・授業にはピアノカード（進度確認表）を持参すること。 

・担当教員、受講室、試験に関する連絡（試験要項、申込手続）は掲示板で行う。 
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授業コード：

２０８ 

授業科目名：

図画工作Ⅰ 

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： 

岩城 正幸 

授業形式：演習 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

保育の実践的展開を支える基礎技能を習得することを目的とする。造形活動の発達段階、表現形態、

表現領域の理解、教材・教具の取り扱い方の習得、保育現場における対象児の活動に則した援助力を演

習形式で身につける。 

２．授業の概要 

美術の流れと意味を学び、いろいろな技法と知識を習得し製作の幅を広げる。 

３．授業計画     

回 授業内容 

1 描き、作ることの意味、美術の流れ 

2 造形表現を学ぶことの意味 

3 造形表現の発達段階 

4 造形表現の特徴 

5 いろいろな技法の体験（デカルコマニー・ドリッピング・スパッタリング） 

6 いろいろな技法の体験（版画・フロッタージュ・マーブリング） 

7 いろいろな技法の体験（スクラッチ・バチック） 

8 共同製作による壁面製作（立案） 

9 共同製作による壁面製作（製作） 

10 共同製作による壁面製作（完成） 

11 陶芸体験（いろいろな技法） 

12 陶芸体験（成形） 

13 陶芸体験（細工） 

14 陶芸体験（焼成） 

15 製作物に関する発表 

定期試験は実施しない 
 

４．指定テキスト 

  「技法あそび実践ライブ」（村田夕紀・内本久美著、ひかりのくに、2015年） 

５．参考書・参考資料等 

「造形表現・図画工作」（磯部錦司 編著、建帛社 2014年） 

６．学生に対する評価 

①取り込む姿勢（70％）：アイデアを出す等 

②製作作品（30％）：技法の理解度、完成度 

７．備考・留意事項 

   特記事項なし 
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授業コード： 

２０９ 

授業科目名： 

図画工作Ⅱ  

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

の選択科目 

単位数： 

1単位 

担当教員： 

岩城 正幸 

授業形式：演習 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

幼児の行う造形的な活動に於ける発達の姿を充分に理解し、描き方や作り方をただ覚えさせるだけでな

く、指導者自らが表現する人になれるよう訓練する。 

２．授業の概要 

それぞれの行事での製作、作品、展示等総合的な活動を習得する。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 文化祭・体育祭 ポスター制作（文化祭） 

2 文化祭・体育祭 ポスター制作（体育祭） 

3 おもちゃ製作 ①（原案作成） 

4 おもちゃ製作 ②（材料調達・製作） 

5 おもちゃ製作 ③（完成） 

6 共同製作〔発表会に向けて〕 ①（グループ分け） 

7 共同製作〔発表会に向けて〕 ②（製作） 

8 共同製作〔発表会に向けて〕 ③（完成） 

9 立体構成 〔発表会に向けて〕 ①（紙） 

10 立体構成 〔発表会に向けて〕 ②（木・自然素材） 

11 立体構成 〔発表会に向けて〕 ③（粘土） 

12 凧制作（いろいろな凧） 

13 独楽制作（いろいろな独楽） 

14 独楽制作（ブンブン独楽） 

15 制作物の発表会 

定期試験は実施しない 
 

４．指定テキスト 

  「造形あそび実践ライブ」（村田夕紀著、ひかりのくに、2012年） 

５．参考書・参考資料等 

   「造形表現・図画工作」（磯部錦司 編著、建帛社 2014年） 

６．学生に対する評価 

①取り込む姿勢（70％）：意欲的な参加・共同制作 

②製作作品（30％）：発表会での展示・飾り付け等  

７．備考・留意事項 

  特記事項なし 
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授業コード： 

２１０ 

授業科目名： 

絵画製作  

教員の免許状取得のた

めの選択科目/保育士

資格取得のための選択

科目 

単位数： 

1単位 

担当教員： 

岩城 正幸 

授業形式：演習 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

絵画製作に於ける平面的、立体的な技法を活かし、総合的な造形活動を作り出す。 

２．授業の概要 

幼児の「造形活動」の理解に必要な基礎的な知識を習得させるとともに、その指導に必要な実技につ

い 

て演習することを目的とする。様々な教材や形態および構成、色彩などに慣れる。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 文化祭・大道具作成 

2 立体構成（材料、素材の活用） 

3 立体構成（染色） 

4 立体構成（多面体） 

5 スチレン版画（原画制作） 

6 スチレン版画（版製作） 

7 スチレン版画（完成・展示） 

8 発表会での製作〔オペレッタ関連〕（原案作成） 

9 発表会での製作〔オペレッタ関連〕（グループ分け） 

10 発表会での製作〔オペレッタ関連〕（製作） 

11 発表会での製作〔オペレッタ関連〕（完成・発表） 

12 アルバム製作〔卒業アルバム〕（写真選別） 

13 アルバム製作〔卒業アルバム〕（作成） 

14 アルバム製作〔卒業アルバム〕（完成） 

15 製作品の発表 

定期試験は実施しない 
 

４．指定テキスト 

   「造形あそび実践ライブ」（村田夕紀著、ひかりのくに、2012年） 

５．参考書・参考資料等 

「造形表現・図画工作」（磯部錦司 編著、建帛社 2014年） 

６．学生に対する評価 

①取り組み（70％）：共同制作への積極的な参加等。 

②製作作品（30％）：立体・平面、版画・アルバム制作等。 

７．備考・留意事項 

  特記事項なし 
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授業コード： 

２１１ 

授業科目名： 

幼児体育Ⅰ  

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： 

濵野 ゆうり 

授業形式：演習 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

子どもの遊びを豊かに展開するために必要な知識や技術を習得する。幼児期の発育発達段階や運動機能

の発達をふまえ、保育実践に活用できる運動遊びについて学ぶ。また、運動遊びで利用する用具や遊具

の特性を理解し、運動遊びの留意点について理解を深める。 

２．授業の概要 

子どもの発育発達段階や身体表現に関する知識と技術を習得するために、年齢に応じた運動遊びの保育

構想を指導案に取り上げ、その模擬保育と振り返りを行う。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 －オリエンテーション－ 発育測定演習 

2 子どもの運動遊びの必要性について 

3 子どもの発育発達における運動の意義 

4 安全な運動遊びの環境つくり 

5 発達段階に応じた運動遊びについて 

6 こどもの体操（リズム体操・こども体操・親子体操）を考える 

7 操作性の遊具を使った遊び①（ボール・縄・フープ・竹馬等） 

8 操作性の遊具を使った遊び②（ボール・縄・フープ・竹馬等） 

9 操作性の遊具を使った遊び③（ボール・縄・フープ・竹馬等） 

10 身近な素材を使った遊び①（新聞紙・ひも等） 

11 身近な素材を使った遊び②（新聞紙・ひも等） 

12 固定遊具や器具を使った遊び①（固定遊具・跳び箱・マット等） 

13 固定遊具や器具を使った遊び②（固定遊具・跳び箱・マット等） 

14 ＩＣＴを利用した効果的な運動遊びの工夫 

15 まとめ 

 定期試験は実施しない 
 

４．指定テキスト 

適宜資料を配布する。 

５．参考書・参考資料等 

谷田貝公昭・髙橋弥生(編著)『健康』一藝社 

６．学生に対する評価 

①授業内に行う実技的試験（50％） 

②運動遊びへの参加意欲・態度（20％） 

③運動遊びで利用する用具や遊具の特性の理解（20％） 

④安全についての知識・理解（10％） 

７．備考・留意事項 

常に保育者として子どもの前に立つことを意識し、頭髪や服装等の身支度を整える事。 

実践を通した授業ですので、遅刻や欠席のないよう自身の健康に気をつける事。 

模擬授業では、保育者役、児童役共に、積極的な参加を求める。 
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授業コード： 

２１２ 

授業科目名： 

幼児体育Ⅱ  

教員の免許状取得のた

めの選択科目／保育士

資格取得のための選択

科目 

単位数： 

1単位 

担当教員： 

濵野 ゆうり 

授業形式：演習 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

幼児体育Ⅰで学習したことを基に、多様な運動遊びの援助の方法について系統的・体験的に学習し、保

育実践に生かせるよう検討していく。また、本科目では、幼児の発達段階に応じた、様々な運動遊びを

創作し、実践を通して、子どもの遊びを豊かに展開するために必要な知識や技術を習得することを目的

とする。 

２．授業の概要 

各年齢の発達段階に応じ、適切な運動遊びの環境づくりを構想し、指導案を作成する。それぞれの子ど

もが置かれた現状を理解し、多様な動きの経験ができるような環境構成を考案し、模擬保育を実践す

る。模擬保育やリールプレイとその振り返りを通じて、運動遊びの環境や改善を行う視点を身につけ

る。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 幼児期の運動遊びの援助と留意点―オリエンテーション― 

2 ボール遊びの援助の方法と留意点①（3 歳対象の遊び） 

3 ボール遊びの援助の方法と留意点②（4 歳対象の遊び） 

4 ボール遊びの援助の方法と留意点③（5 歳対象の遊び） 

5 フープ遊びの援助の方法と留意点①（3・4 歳対象の遊び） 

6 フープ遊びの援助の方法と留意点②（5・6 歳対象の遊び） 

7 鬼遊びの援助の方法と留意点①（3・4 歳対象の遊び） 

8 鬼遊びの援助の方法と留意点②（5・6 歳対象の遊び） 

9 なわ遊びの援助の方法と留意点①（3・4 歳対象の遊び） 

10 なわ遊びの援助の方法と留意点②（5・6 歳対象の遊び） 

11 マット遊びの援助の方法と留意点①（3・4 歳対象の遊び） 

12 マット遊びの援助の方法と留意点②（5・6 歳対象の遊び） 

13 身近なものを使った遊びの援助の方法と留意点①（3・4 歳対象の遊び） 

14 身近なものを使った遊びの援助の方法と留意点②（5・6 歳対象の遊び） 

15 まとめ 

 定期試験は実施しない 
 

４．指定テキスト 

適宜資料を配布する。 

５．参考書・参考資料等 

谷田貝公昭・髙橋弥生(編著)『健康』一藝社 

６．学生に対する評価 

①参加意欲・態度（40％） 

②運動遊びの援助方法の技能・知識・理解（40％） 

③安全についての知識・理解（20％） 

７．備考・留意事項 

常に保育者として子どもの前に立つことを意識し、頭髪や服装等の身支度を整える事。 

実践を通した授業ですので、遅刻や欠席のないよう自身の健康に気をつける事。 

模擬授業では、保育者役、児童役共に、積極的な参加を求める。 
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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 

１．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、保育者の役割と倫理についての理解を深め、保育職としての自らの

意識を高めると共に、説明することができる。また、保育者の専門性に関する知識や技能を身に付

け、専門職としての観点で子どもや保護者を捉え、適切なかかわりや支援ができるようになる。 

２．授業の概要 

実務経験のある教員により、保育職・保育者の役割と職務内容について理解を深める。実際に保育

者になることをイメージし、子どもの姿や保育に対する見方、考え方などについて様々な実践例や写

真・DVD視聴し、グループディスカッションなどを通して理解を深めていく。また、保育者の資質向

上に関する取り組みについて学び、保育者としてのキャリア形成の意義について理解する。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 魅力ある保育者とは保育職とは：教員に課せられる服務上・身分上の義務及び身分保障 

2 保育職とは  保育者として求められる資質とは  保育者の職務内容①：幼稚園教諭 

3 保育者の役割①：子どもの思いや育ちを理解する 

4 保育者の役割②：子どもと一緒に心と体を動かす 

5 保育者の役割③：豊かな文化や自然との出会いをつなぐ 

6 保育者の役割④：保護者や家庭と一緒に歩む 

7 保育者の専門性とは 

8 保育者の専門性に基づく関わり① 保育者の姿勢と態度  

9 保育者の専門性に基づく関わり② 子どもの「保育」の観点から  

10 保育者の専門性に基づく関わり③ 保護者の「子育て支援」の観点から  

11 保育者の専門性に基づく関わり④ 専門職の観点から 

12 保育者としての倫理観について 

13 学び合い学び続ける保育者 

14 保育者集団と職場環境づくり 

15 まとめレポート その解説 

定期試験しない 
 

４．指定テキスト 

「保育者論[新版]新 保育ライブラリ」 小田豊 笠間浩幸・柏原栄子 編著 北大路書房  

５．参考書・参考資料等 

「保育者論」汐見稔幸・大豆生田啓友，ミネルヴァ書房，2010年 

「幼稚園教育要領解説」文部科学省（編著），フレーベル館，2018年 

「保育所保育指針解説」厚生労働省（著），フレーベル館，2018年 

６．学生に対する評価 

①小レポート（20％） 

②提出物（20％） 

③まとめレポート（50％） 

④グループワークへの関心・参加意欲(10％) 

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 

１．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。 

２．授業の概要 

実務経験のある教員による授業を通して、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。 

３．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①「保育所保育指針の考え方」 

6 保育所保育指針に基づく保育②「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「乳児と１・２歳児の具体的な援助やかかわりについて学ぶ」 

8 ３歳以上児の保育「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 諸外国の保育の思想と歴史「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 保育の現状と課題①「保育をめぐる近年の状況」 

15 保育の現状と課題②「子ども・保育に関連する日本の課題」 

 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） 

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） 

保育原理—はじめて保育の扉をひらくあなたへ－ 咲間まり子（編） みらい、２０１７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： 

２１５ 

授業科目名： 

教育原理  

教員の免許状取得

のための必修科目/

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： 

板橋 孝幸 

授業形式：講義 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 
本授業のテーマ 

本授業では、近代以降における日本の教育の歴史を事例に、将来教育活動に従事する際に必要となる

「教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想」「教育に関する制度的事項（学校と地域との連携及び

学校安全への対応を含む）」について基礎的な理解を身につける。 

本授業の到達目標 

①教育の理念・思想・歴史を学ぶ意義と課題を理解する。 

②学校教育の成立を支える教育の理念・思想を理解する。 

③公教育制度の意義・原理・構造を理解する。 

④発表やレポート課題を通して必要な情報を収集し、自分の考えをまとめて他人にわかるように伝え

るスキルを習得する。 

２．授業の概要 

学校教育の現状に着目しながら、戦前・戦後の教育理念・思想・制度・政策・行政の展開過程につ

いて、その特徴を考察する。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 教育とは何か：教育の本質と目標を考える 

2 学制にみる近代教育思想：近代公教育を成り立たせる要素とその相互関係 

3 教育勅語における天皇制国家体制観：家族国家観にみる家族と社会 

4 近代学校制度の確立とその理念：複線型と単線型の教育制度比較 

5 近代西洋思想の受容と自由教育運動：デューイ、パーカースト、沢柳政太郎の教育思想 

6 昭和初期の郷土教育運動：都市と農村の実践校にみる学習内容の相違と思想的背景 

7 戦時下の軍国主義教育：軍人援護教育にみる家庭と子ども 

8 戦前期のまとめ：教育学における諸概念の整理 

9 戦後初期の教育改革：教育基本法と学校教育法 

10 教育行政の理念と仕組みの変遷：戦前と戦後の教育行政を比較する 

11 教育制度をめぐる現代的課題：幼稚園と小学校の接続、一貫校の理念と課題 

12 開かれた学校づくりの制度的変遷：学校と地域の連携による学校教育活動の変化 

13 学校安全の目的と取組：学校における事件・事故・災害について考える 

14 学校における安全への対応：安全管理と安全教育の必要性 

15 授業のまとめ：歴史的な視点から現代社会における教育課題を考える 

 定期試験 
 

４．指定テキスト 

特になし 

５．参考書・参考資料等 

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

2011年 

浪本勝年編『教育の法と制度』学文社、2014年 

水原克敏『学習指導要領は国民形成の設計書』東北大学出版会、2017年 

文部科学省編著『幼稚園教育要領』フレーベル館、2017年 

内閣府・文部科学省・厚生労働省著『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』フレーベル館、
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2017年 

６．学生に対する評価 

①シャトルペーパー（30％） 

②レポート（30％） 

③試験（40％） 

７．備考・留意事項 

特になし 
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授業コード： 

２１６ 

授業科目名： 

子ども家庭福祉 

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： 

武輪 敬心     

授業形式：講義 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

子どもを育てていくためには、学校・保育園と地域との連携は大切である。本講義では、現代の子育

て環境や子どもにかかわる問題、児童家庭福祉のなどを学習し、児童家庭福祉の現状と課題について 

理解を深める。 

２．授業の概要 

 講義を中心に児童家庭福祉の法律・制度について理解する。また、児童を取り巻く社会状況や児童に

関わる問題を事例などを基に理解を深め、児童に関わる問題の解決に向けて考察してもらう。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 児童と家庭を取り巻く社会環境について 

2 児童の人権擁護 

3 海外の児童家庭福祉の成立と展開 

4 日本の児童家庭福祉の成立と展開 

5 児童家庭福祉の法体系と行財政 

6 児童家庭福祉の機関と施設 

7 子育て支援と次世代育成支援と保育施策 

8 母子保健とひとり親家庭への支援 

9 子どもへの虐待問題 

10 DV問題 

11 社会的養護の体系① 

12 社会的養護の体系② 

13 障がいのある子どもへの福祉施策 

14 非行問題を抱える子どもへの支援 

15 児童家庭福祉の専門職との連携 

 定期試験 

  

４．指定テキスト 

必要に応じて指定する 

５．参考書・参考資料等 

特になし 

６．学生に対する評価 

①定期試験（80％） 

②リアクション・ペーパー（20％） 

７．備考・留意事項 

特になし 
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授業コード： 

２１７ 

授業科目名： 

社会福祉 

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： 

武輪 敬心     

授業形式：講義 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

 社会福祉は時代の変遷とともに、その意義や役割は変化する。社会福祉の制度や実施について理解

し、児童・高齢者の福祉を学ぶ。 

２．授業の概要 

 社会福祉の歴史や理念、法律、制度について講義を中心に進める。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 現代社会と社会福祉 

2 イギリスの社会福祉の歴史 

3 日本の社会福祉の歴史 

4 社会福祉基礎構造改革以降の日本の社会福祉体制 

5 生存権について 

6 社会保障体制 

7 社会福祉の組織と実施機関 

8 社会保障の財政 

9 生活保護制度 

10 低所得者対策 

11 児童福祉 

12 母子保健と母子福祉 

13 高齢者福祉 

14 障害者福祉 

15 社会福祉援助技術 

 定期試験 

  

４．指定テキスト 

必要に応じて指定する 

５．参考書・参考資料等 

特になし 

６．学生に対する評価 

①定期試験（80％） 

②リアクションペーパー（20％） 

７．備考・留意事項 

特になし 
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授業コード： 

２１８ 

授業科目名： 

子ども家庭支援の

心理学 

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： 

細川 隆史 

授業形式：講義 担当形態：単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

家庭における子どもの発達と家族の役割について学ぶ。生涯発達に関する心理学の基礎的な知識を習

得する。子どもが育つ場として重要な意味をもつ家族・家庭について理解する。現在の子育て家庭が

置かれている状況と課題について理解する。 

２．授業の概要 

乳幼児期、児童期、青年期、成人期、老年期と生涯に渡る発達について理解した上で、各時期の発達

課題や初期経験の重要性について解説する。併せて、家族・家庭の意義や機能を理解するとともに、

子育て家庭をめぐる現代の社会的状況と課題について学ぶ。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 オリエンテーション―生涯発達心理学とは― 

2 乳幼児期の発達 

3 児童期の発達 

4 青年期の発達 

5 成人期・老年期の発達 

6 家族・家庭の意義と機能 

7 親子関係・家族関係 

8 子育ての経験と親としての育ち 

9 子育てを取り巻く社会的状況 

10 ライフコースと仕事・子育て 

11 多様な家庭とその理解 

12 特別なニーズを持つ家庭と援助 

13 子どもを取り巻く生活環境と心身の健康 

14 子どもの心と健康 

15 全体を通したまとめ 

定期試験 
 

４．指定テキスト 

「子ども家庭支援の心理学」松本園子・永田陽子・長谷部比呂美・日比曉美・堀口美智子

（著），ななみ書房，2019年 

５．参考書・参考資料等 

「子ども家庭支援の心理学」本郷一夫・神谷哲司（編著），建帛社，2019年 

その他、適宜授業の中で紹介する。 

６．学生に対する評価 

①定期試験（７０％） 

②授業への参加態度、ワークへの取り組み姿勢（３０％） 

７．備考・留意事項 

授業ではグループワークを行う場合がある。皆さんには積極的な参加を望む。 
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授業コード： 

２１９ 

授業科目名： 

社会的養護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： 

武輪 敬心     

授業形式：講義 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

社会的養護の歴史・変遷を概観して、児童福祉の関係性及び児童の権利擁護について理解する。加え

て、社会的養護の制度、実施体系などについて学び、児童の人権擁護、自立支援について考える。 

２．授業の概要 

 講義を中心として、社会的養護についての歴史、概要、施設の種別等を学ぶ。また、調べ学習や小テ

ストを行うことで、学びを深める。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 社会的養護の理念と概念 

2 社会的養護の歴史的変遷 

3 子どもの権利擁護 

4 社会的養護の体系 

5 社会的養護の実践 

6 施設養護の概要（乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設） 

7 施設養護の概要（児童心理治療施設、児童自立支援施設） 

8 家庭養護の概要（里親、ファミリホーム） 

9 障害児入所施設での支援 

10 児童発達支援センターでの支援 

11 社会的養護に関わる専門職 

12 社会的養護におけるソーシャルワークの活用 

13 自立に向けた支援（支援の組み立て方） 

14 自立に向けた支援（自立支援ホーム） 

15 社会的養護の課題 

 定期試験 
 

４．指定テキスト 

  必要に応じて指定する 

５．参考書・参考資料等 

  特になし 

６．学生に対する評価 

①定期試験（80％） 

②リアクション・ペーパー（20％） 

７．備考・留意事項 

  特になし 
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授業コード： 

２２１ 

授業科目名： 

教育心理学 

教員の免許状取得

のための必修科目 

単位数： 

2単位 

担当教員： 

細川 隆史 

授業形式：講義 担当形態：単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

子供の学習に関する基礎的な知識及び様々な学習に関する代表的な理論を理解する。それらを踏ま

え、主体的な学びを導く動機づけ・集団づくり・学習評価の在り方について、発達の特徴と関連

付けて理解する。その上で、保育士としてかかわる中で、子供の主体的な学習活動を支える指

導の基礎となる考え方を習得する。 

２．授業の概要 

教育心理学に関する代表的な理論や知見を取り上げながら、保育場面におけるよりよい教育とは何か

について子供の発達の特徴と関連づけながら学んでいく。その上で１人１人の子供を理解し、支援・

指導するために必要な知識を身につけ、保育・教育の現場で応用するための力を身につける。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 オリエンテーション―教育心理学とは何か― 

2 褒めることと叱ること―動機づけの観点から 

3 社会的学習 

4 発達の最近接領域 

5 道徳性を中心とした心理社会的発達モデル 

6 対話の中で育つ自己―心の理論の獲得 

7 子供たちの学び―共感性の獲得 

8 遊びの中からの学び 

9 クラス集団からの学び 

10 言葉で表現する力 

11 想像からの学びと表現する力 

12 音楽が子供に与える心理学的な効果 

13 家族関係と子供の生育 

14 発達障害児の理解と学習支援 

15 全体を通したまとめ 

定期試験 
 

４．指定テキスト 

「やさしい教育心理学 第5版」鎌原雅彦・竹綱誠一郎（著）,有斐閣，2019年 

５．参考書・参考資料等 

「新保育ライブラリ子どもを知る 教育心理学」武藤隆・麻生武（編著），北大路書房，2009   

年 その他、適宜授業の中で紹介する。 

６．学生に対する評価 

①定期試験（７０％） 

②授業への参加態度、ワークへの取り組み姿勢（３０％） 

７．備考・留意事項 

授業ではグループワークを行う場合がある。皆さんには積極的な参加を望む。 
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授業コード： 

２２２ 

授業科目名： 

保育の心理学Ⅰ 

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： 

2単位 

担当教員： 

細川 隆史 

授業形式：講義 担当形態：単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

子どもの発達に関わる心理学の基礎を習得する。子どもの理解を深めるとともに、乳幼児期の子ども

の学びの過程や特性についての基礎的な知識を習得し、保育者としての子供への関わり方や指導の在

り方について必要な視点を理解し習得する。 

２．授業の概要 

生涯発達のうち、特に乳幼児期について取り上げ、運動発達・言語発達・認知発達・社会性の発達に

ついて代表的な理論や研究知見を取り上げて解説する。併せて、親子関係や友人関係、そして保育者

との人間関係の在り方や発達的な変化について授業を行う。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 オリエンテーション―保育の心理学とは― 

2 身体と運動機能の発達 

3 知覚と認知の発達 

4 記憶能力の発達 

5 言語の発達 

6 知能の発達 

7 社会性の発達 

8 自己の発達と他者との関わり 

9 養育者と愛着 

10 基本的生活習慣の獲得 

11 子どもの遊びと発達 

12 発達と障害 

13 遺伝と環境 

14 子供と保育士との関わり 

15 全体を通したまとめ 

定期試験 
 

４．指定テキスト 

「保育の心理学」長谷部比呂美・日比曉美・山岸道子・吉村真理子（著），ななみ書房，2019年 

５．参考書・参考資料等 

「新・プリマーズ 保育の心理学」河合優年・中野茂（編著），ミネルヴァ書房，2013年 

その他、適宜授業の中で紹介する。 

６．学生に対する評価 

①定期試験（７０％） 

②授業への参加態度、ワークへの取り組み姿勢（３０％） 

７．備考・留意事項 

授業ではグループワークを行う場合がある。皆さんには積極的な参加を望む。 
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授業コード： 

２２３ 

授業科目名： 

幼児理解 

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： 

細川 隆史 

授業形式：演習 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

幼児理解の意義や、発達や学びを捉えるための原理や知識を理解する。幼児のつまずきを発達の観点

に加えて他の幼児や社会的関係の中から捉える視点を習得する。また、幼児理解のための観察と記録

の意義や場面に適した方法論を習得し幼児だけでなく保護者の心情にも寄り添い対応するための教育

相談の視点を理解する。これらを通して、幼児理解を深めるための教師の基礎的な態度を習得する。 

２．授業の概要 

保育場面の事例を引用しながら、子供の心身の発達や学び、子供の理解に必要な観察と記録の在り

方、幼児のつまずきの理解に必要な知識や理論及び統合的な視点について学ぶ。これらを通して幼児

理解のために必要となる保育者としての態度及び子供や保護者との関わり方の基本的な姿勢を身に付

ける。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 オリエンテーション―保育実践に関わる心理学とは― 

2 子供を理解するための発達の把握 

3 個人差や発達過程に応じた保育 

4 身体感覚と環境との相互作用 

5 子供相互の関係構築と自己主張 

6 子供集団と保育の環境 

7 子供の学びと遊び 

8 生涯発達における生きる力の基礎 

9 基本的習慣の獲得と発達援助 

10 自己の主体性形成と発達援助 

11 発達課題に応じた援助や関わり 

12 発達の連続性と就学への支援 

13 発達援助における協同 

14 子供の発達と保育の課題 

15 全体を通したまとめ 

定期試験は実施しない 
 

４．指定テキスト 

「幼児理解の理論と方法（乳幼児教育・保育シリーズ）」神長美津子・岩立京子・岡上直子・

結城孝治（著），光生館，2019年 

５．参考書・参考資料等 

「新・保育ライブラリ子どもを知る 保育の心理学Ⅱ」清水益治・武藤隆（編著），北大路書 

房 その他、適宜授業の中で紹介する 

６．学生に対する評価 

①レポート（７０％） 

②授業への参加態度、ワークへの取り組み姿勢（３０％） 

７．備考・留意事項 

グループワークやロールプレイングを多く行うため、積極的な授業参加を望む。 
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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 

１．授業のテーマ及び到達目標 
（１）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ことができる。また、保育士として関連

する母子の法律や制度などを学び社会で担う役割を習得する。 

①子どもの心身の健康増進を図る保健活動の意義を理解できる。 

②子どもの身体的発育・発達と保健について理解できる。 

（２）子どもに多い病気や事故についても医学的根拠をもとにした予防とその対処方法を習得する。 

①子どもの心身の健康状態とその把握方法について理解できる。 

②子どもの疾病とその予防法及び他職種間の連携・協働の下での適切な対応について理解できる。 

２．授業の概要 

実務経験のある助産師が母子保健活動を軸に養育環境の重要性、事故の特徴、かかりやすい病気の知

識と症状への対応、予防接種を含めた感染症予防などについては医学的な根拠をもとに知識を身につけ

る。具体的な事例を示し、写真やイラスト映像など視覚的情報も活用して理解に役立てる。技術的には

「子どもの健康と安全」の授業で適切な対応ができるようスキルを身につける。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として実践できるよう取り入れる。 

３．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：生命の保持と情緒の安定にかかわる保健活動の意義 

現代社会における子どもの健康に関する現状と課題 

(子どもの貧困、医療的ケア児、病気や障害の予防と早期発見、地域における保健活動と子ども

虐待防止) 

2 子どもの心身の健康と保健の意義：健康の概念と健康指標 

(「児童」と「子ども」、健康の概念、人口動態統計) 

3 子どもの心身の健康と保健の意義：母子保健施策 

(健やか親子 21、周産期と子どもの保健) 

4 子どもの心身の健康と保健の意義：子ども虐待防止 

(児童虐待の定義、児童虐待のサイン、虐待と成長障害、児童虐待の対策) 

5 子どもの身体的発育・発達と保健：身体発育及び運動機能の発達と保健 

6 子どもの身体的発育・発達と保健：生理機能の発達と保健 

(呼吸機能・循環機能・免疫機能・消化機能・尿排泄機能) 

7 子どもの身体的発育・発達と保健：生理機能の発達と保健 

(体温調節、内分泌機能、睡眠・覚醒リズム、感覚機能、神経機能の発達) 

8 子どもの身体的発育・発達と保健：発達に即応した基本的生活習慣の形成 

9 子どもの心身の健康状態とその保健：健康状態の観察、心身不調児の早期発見 

(バイタルサイン) 

10 子どもの心身の健康状態とその保健：発育・発達の把握と健康診断 

11 子どもの疾病の予防及び適切な対応：子どもの疾病の特徴、保育の現場でよくある疾患 

（感染症） 

12 子どもの疾病の予防及び適切な対応：保育の現場でよくある疾患 

（予防接種） 

13 子どもの疾病の予防及び適切な対応：保育の現場でよくある疾患 

（ウィルス感染症、細菌感染症） 

14 子どもの疾病の予防及び適切な対応：保育の現場でよくある疾患 

（アレルギー性疾患） 

15 子どもの疾病の予防及び適切な対応：保育の現場でよくある疾患 

（先天異常、乳幼児突然死症候群、揺さぶられっ子症候群） 
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 定期試験 
 

４．指定テキスト 

「子どもの保健」 中根淳子・佐藤直子（編著） ななみ書房 2019 

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 

適宜資料を配布 

６．学生に対する評価 

①定期試験（50％） 

②課題提出（30％） 

③授業への取り組み（10％） 

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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38 

 

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 

１．授業のテーマ及び到達目標 

保育園での安全管理を学び組織の一員としてその取り組みが出来るようになる。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出来るようになる。子どもの健康

と安全を保障するために日常の養育環境を整えることが必要で特に清潔意識の向上は重要である。安全

への意識を持ち準備・対策を講じることが出来、予見する力をつける。 

２．授業の概要 

保育現場でおこりやすい子どもの体調不良やけがの対応のためには、保育者は一般的な日常の世話が

出来ること・生活力があること以上のスキルと知識が必要となる。しかし、見たこともしたこともない

ケアは想像を超えるのか不十分な結果を招く傾向にある。一方、一度でも経験したことがあると安全で

気づきと配慮のある実践ができるようになる。本授業では学生自身も身体を使い・手で触れるなどして

子どもの保健で習得した知識をフィードバックして理解を深めることが出来る。実務経験のある助産師

が適切なデモンストレーションを行い、実物を見る・課題の作成をするなど活発な授業を行う。 授業ご

との感想レポートは演習の振り返りを行い自己のスキルをアセスメントする。課題の必要性を見出した

り、方法と結果の記入により演習の参加度を充実させる。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 保育における健康安全管理の実際：感染の実験、手洗い、各種ガイドラインの活用方法の説明 

2 保育における健康安全管理の実際：嘔吐物処理 

3 保育における保健的対応：３歳未満時への対応→調乳 

4 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 

5 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：→エピペン注射   

6 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、母子手帳確認、妊婦体験 

7 保育における保健的観点を踏まえた保育環境及び援助：沐浴 

8 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 

9 保育における健康安全管理の実際：視野体験 

10 子どもの体調不良等に対する適切な対応：救急蘇生→異物除去 

11 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 

12 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、課題の説明 

13 感染症対策：代表的な感染症のロールプレイング：説明・事例演習の紹介 

14 感染症対策：代表的な感染症のロールプレイング：内容・準備をグループワーク 

15 感染症対策：代表的な感染症のロールプレイング：事例演習発表 

 定期試験 実施しない 
 

４．指定テキスト 

「子どもの健康と安全」 中根淳子・佐藤直子（編著） ななみ書房 2019 

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提出（40％） 
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②保健だよりなど課題の提出（40％） 

③ロールプレイングなどの参加度（20％） 

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： 

２２７ 

授業科目名： 

子どもの食と栄

養  

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： 

嘉生 和美 

授業形式：演習 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

・乳幼児期の生活・成長・発達状況を理解し、「食と栄養」についての知識の習得、乳幼児に関わる

養護・保育の資質向上。 

・多様化する家庭・社会状況、子どもを取り巻く環境の変化を意識し、自らの食生活の改善にも留

意しながら「食」に関わる実践力の向上に努める。 

・子ども園、児童福祉施設など、「食育」地域支援の中核として、地域社会や子ども文化に関わる課

題解決に臨む力量を身につける。 

２．授業の概要 

 子どもの心身の健やかな発育と発達には、小児期の毎日の食生活が大きく関与することを理解、ま

た適切な食習慣を子どもの時期から育めるよう演習・実習を通してその実践力向上をはかる。 

３．授業計画  

回  

1 オリエンテーション 授業計画提示 学生の食生活チェック（ワークシート） 

          授業での姿勢・態度に対して注意喚起  

2 栄養・食に関する基礎知識 ① 栄養の基本概念 

3 演習    食生活チェックより問題提起  

課題解決・生活改善（ワークシート） 

4 栄養・食に関する基礎知識 ② 栄養素のはたらき 

5 栄養・食に関する基礎知識 ③ 栄養素のはたらき 

6 演習 食品構成表作成・食品概量把握・食品表示・１日の献立作成 

7 実習   食品の基礎知識と献立作成・調理の基本 「１日の献立作成・調理」 

8 子どもの健康と食生活  乳幼児の食生活の現状 栄養アセスメント 

9 演習  朝食欠食の問題と対応  グループワーク 

10 子どもの発育と発達 発育の原則 乳幼児期の発育成長  

栄養状況と発育・発達の評価 

11 子どもの発育と発達と栄養整理① 

し好のしくみ 摂食機能 消化器の働き・消化・吸収  

12 子どもの発育と発達と栄養整理② 

    栄養素の消化・吸収・代謝 排泄   

13 授乳期の意義と食生活   母乳栄養・人工栄養・混合栄養 授乳期の支援 

14 離乳期の意義と食生活   離乳食の意義・開始・完了（進め方） 乳児保育と離乳 

15 演習         調乳 離乳食調理 離乳期の食育 

  定期試験 

16 幼児期の心身の発達と食生活①  幼児期の成長と発育と栄養・食生活 

17 幼児期の心身の発達と食生活②  幼児期の間食 幼児期の間食と献立作成 

18 実習   幼児期の間食・お弁当調理 

19 幼児期の心身の発達と食生活②  幼児期における食の問題 幼児期の食育 

20 演習        幼児期の食育媒体作成 

21 心身の発達と食生活（学童期・思春期・妊娠期）①  

学童期・思春期の心身の発達と栄養・食生活 健康づくりの食生活指針 

22 心身の発達と食生活（学童期・思春期・妊娠期）② 

      妊娠期の心身の発達の特徴 栄養と食生活の意義 
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23 実習    学童期・思春期の間食・食事調理 

24 食育の基本と内容①    食育と養護 教育と食育 

25 食育の基本と内容②    食育の内容と計画及び評価 地域との連携 保護者支援 

26 演習     食育指導計画  「食育だより」の作成 

27 実習     設定 親子クッキング 

28 子どもの食生活の現状と問題点  家庭における食事と栄養 保護者へのアプローチ 

       児童福祉施設における食事の提供と栄養管理 保育所給食の意義・栄

養管理 

29 特別な配慮を要する子どもの食と栄養 体調不良・疾病の子どもへの対応 アレルギ

ー対応 

       食生活に配慮を必要とする主な障害 

30 演習     食物アレルギーを持つ子どもへの対応 アレルギー対応ガイドライン 

 定期試験 

  

前期・後期に定期考査実施 

４．指定テキスト 

編集・執筆 児玉浩子  執筆 太田百合子 風見公子 小林陽子 藤澤由美子 

『子どもの食と栄養』中山書店 

５．参考書・参考資料等 

特になし 

６．学生に対する評価 

①前期・後期に実施する定期試験（６０％） 

②提出物・演習・実習評価（４０％） 

７．備考・留意事項 

特になし 
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授業コード： 

２２８ 

授業科目名： 

子ども家庭支援

論 

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： 

武輪 敬心     

授業形式：講義 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

現代の家庭を取り巻く社会的状況を実際に起こった事件などを通して理解する。また、子育て家庭

にある多様なニーズを知り、必要とされる支援は何かを学ぶ。家庭を取り巻く社会状況が複雑になる

なか、家庭とは何か、家庭の機能とは何かを考える。 

２．授業の概要 

  子育て家庭の支援に関連する新聞記事を活用し、実際の事件を通して、現代の家庭を取り巻く社会

情勢に対する理解を深められるように進める。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 家庭支援とは 

2 現代の家庭における人間関係 

3 家庭と地域との関わり 

4 男女共同参画社会とワークライフバランス 

5 子育て家庭を支える支援（障害のある子ども） 

6 子育て家庭を支える支援（乳幼児の虐待） 

7 子育て家庭を支える支援（ドメスティック・バイオレンス） 

8 子育て家庭を支える支援（ひとり親家庭） 

9 子育て家庭を支える支援（ステップファミリー） 

10 子育て家庭の福祉を図るための社会資源 

11 子育て支援施策・次世代育成支援施策 

12 保育所入所児童の家庭への支援 

13 地域の子育て家庭への支援 

14 子育て支援サービスの課題 

15 まとめ 

 定期試験 
 

４．指定テキスト 

  必要に応じて指定する 

５．参考書・参考資料等 

特になし 

６．学生に対する評価 

①定期試験（80％） 

②リアクション・ペーパー（20％） 

７．備考・留意事項 

特になし 
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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： 

東藤 弥生 

授業形式：講義 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

保育における教育課程・保育課程の編成と指導計画の作成の基本的な考え方・意義や目的、内容について理

解し、正しく説明できる。カリキュラム・マネジメントの考え方に基づき、編成、実践、評価、改善の過程の

意義を理解し、保育展開に活かすことができる。各園の実情、独自の観点・アイディアを盛り込みながら、指

導計画を作成することができるようになる。 

２．授業の概要 

実務経験のある教員により、保育の基本を踏まえて、幼児の実態に応じた教育課程・保育課程の編成、指

導計画の作成の基本的な考え方を理解するとともに、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。グループで指導計画の作成とその発表を行い、意見交流をすることを通して指導計画作成の実

践力をつける。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 カリキュラムとは何か：教育課程・保育課程の意義と役割 

2 幼児期の遊びと学び：幼児教育の基本 教育課程や指導計画の中で保障される学び   

3 現代の保育内容：幼児の主体性と保育者の意図性 

4 教育課程編成にあたっての基本的な考え方① 教育目標の重要性 

5 教育課程編成にあたっての基本的な考え方② 教育目標の重要性：自分の園をつくろう(グルー

プワーク・発表)  

6 教育課程の実際：具体例から学ぶ 

7 教育課程・保育課程と指導計画の関係：どのように指導計画が作成されるのか 指導計画の種

類  

8 指導計画作成の基本的な考え方：長期の指導計画と短期の指導計画の関連(事例をもとに)・ 

指導計画作成の留意事項 

9 長期・短期指導計画の作成と実際：作成のポイント 

10 指導計画と保育① 教育実習をもとに指導計画の意義について考察する(グループワーク) 

11 指導計画と保育② グループワークの内容を発表・評価         

12 園行事・飼育栽培・園外保育・安全教育等の諸計画の実際① 事例から学ぶ 

13 園行事・飼育栽培・園外保育・安全教育等の諸計画の実際② 指導計画を作成しよう 

14 教育課程・指導計画の実施・評価・改善(カリキュラム・マネジメント) 

15 まとめレポートとその解説  

定期試験は行わない 
 

４．指定テキスト 
・「新保育シリーズ 教育課程・保育課程論」 神長美津子・塩谷香（編著） 光生館 

５．参考書・参考資料等 

「保育ライブラリ教育課程総論」小田豊・神長美津子 編著、北大路書房 2005年 

「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（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・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小レポート(20％)        ②提出物(20％) 

③まとめレポート（50％）    ④グループワークへの関心・参加意欲(10％) 

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 

１．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。 

２．授業の概要 

実務経験のある教員により、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。 

３．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・保育要領の内容及

び社会的背景 

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」 

13 保育所における保育の評価の実際「保育士及び保育所の自己評価」 

14 小学校との連携「保幼小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（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） 

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（著）フレーベル館、２０１８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 

①授業への取り組み（２０％） 

②授業内に課す指導案課題（３０％） 

③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 

１．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。 

２．授業の概要 

実務経験のある教員により、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。 

３．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 保育所保育指針における保育内容の考え方 

4 幼稚園教育要領及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領における保育内容の考え

方 

5 保育内容の歴史的変遷 

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「事例を通して、子どもを理解する」 

13 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」 

14 保育の多様な展開 

15 多文化共生の保育 

 「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（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） 

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） 

新しい保育講座４ 保育内容総論 渡邉英則・大豆生田啓友（編著）ミネルヴァ書房 

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 

１．授業のテーマ及び到達目標 

幼稚園教育要領・保育所保育指針の領域「健康」のねらい及び内容について理解を深め、日常生活

における子どもの身体活動の捉え方・健康な心と体が育まれていくための環境構成の在り方・指導内

容等の知識を修得する。幼児の心身の発達等を視野に入れて保育案を作成し、保育実践にとりくむこ

とができる。 

２．授業の概要 

実務経験のある教員により、乳幼児期の心と体、運動発達などの健康課題を理解し、遊びや生活の

場面で子どもが健康的な日常生活を送るようになるための援助の方法について学習する。また、子ど

もの健康や生活習慣、安全教育について実践例をもとに環境構成・指導・援助の在り方を学ぶととも

に、グループワークを通して多様な動きを促す遊びを体験しながら、保育案の作成・振り返り・改善

の視点を身に付ける。 

３．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 子どもの生活と健康・子どもたちの生活の今日的な課題 

5 基本的生活習慣の獲得 「基本的生活習慣」とは 

6 基本的生活習慣の指導と援助の実際 

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・安心に対する意識 

14 健康指導の計画・評価（教材研究） 

15 就学前に育むこと  まとめレポート 

 定期試験は実施しない 
 

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（編著）、一藝社、2018年） 

５．参考書・参考資料等 

『保育所保育指針解説書』（厚生労働省（著）、フレーベル館、2018年） 

『幼稚園教育要領解説書』（文部科学省（著）（編）、フレーベル館、2018年） 

６．学生に対する評価 

①小レポート（20％） 

②提出物（20％） 

③まとめレポート(50％) 

④グループワークへの関心・参加意欲（10％） 

７．備考・留意事項 

特になし 
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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 

１．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。また、乳幼児の発達や学びの過程を理解し、領域「人間関

係」に関わる具体的な指導場面を想定した保育を構想する方法を身に付ける。 

２．授業の概要 

実務経験のある教員により、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。 

３．授業計画 

回 授業内容 

1 保育領域「人間関係」とは ～これからの社会を生き抜く人を育てるために 

2 自己理解と自己概念 ～自分について考える～ 

3 乳児期の発達と人間関係 

4 幼児期の発達と人間関係の育ち 

5 幼児期の人間関係   ～個と集団の育ちを考える～ 

6 幼児期の人間関係   ～協同的な遊びの中で育ちあう保育の展開を考える～ 

7 道徳性と規範意識  ～いざこざと教師の援助～ 

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 幼小の交流活動を考える  ～相互主体的で互恵的な活動の工夫と展開～ 

13 小学校以降の生活や学習で生かされる力  

～「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を軸に幼小接続期を考える～ 

14 配慮を要する子どもと人間関係 

15 領域「人間関係」をめぐる現代的諸問題・まとめ 

定期試験は実施しない。 
 

４．指定テキスト 

「人間関係（新版実践保育内容シリーズ）」谷田貝公昭（監修），一藝社 

「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（編），フレーベル館，2018年 

「保育所保育指針＜平成 29年告示＞」厚生労働省（編），フレーベル館，2017年 

５．参考書・参考資料等 

「保育内容人間関係」森上史朗・小林紀子・渡辺英則，ミネルヴァ書房，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・演習内容（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 

１．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。 

２．授業の概要 

実務経験のある教員により、保育における領域「環境」の基本的考え方を学ぶ。乳幼児の発達を踏

まえながら、周囲の様々な環境（人・もの・自然・社会・文化など）に好奇心をもって関わる体験を

通じて、「環境を通した教育・保育」についての理解を深めていく。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 領域「環境」のねらいと内容 

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 季節感を味わう遊びの指導計画の作成  

5 保育と環境 保育指導案の分析「環境の視点から」  

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・教具研究 指導計画の作成 

10 教材・教具開発と利用  

11 ICT機器（デジタルカメラやタブレットを活用した実践① 教材研究 子どもを守る安

全環境                           

12 ICT機器（デジタルカメラやタブレットを活用した実践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「保育の構想の実際」 

14 模擬保育の振り返り「評価と評価方法」 

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 

保育内容「環境」あなたならどうしますか？ 酒井幸子・守巧（編著）萌文書林 

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） 

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） 

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、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 

テキストは授業内容の理解に不可欠であるため、必ず持参すること。(忘れた場合は、減点

の対象とする。) 
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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 

１．授業のテーマ及び到達目標 

幼稚園教育要領・保育所保育指針の領域「言葉」のねらい及び内容を把握するとともに、子ども

の発達と言葉の獲得の道筋を理解する。また、子どもの言葉が育まれていく保育環境、保育者の援

助、保育教材（絵本・紙芝居・ペープサートなど）についての知識を身に付け、保育指導案の作

成、模擬保育を通して実際の保育に生かすことができる。 

２．授業の概要 

実務経験のある教員により、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

役割や環境構成について実際の保育場面の資料などを提示しながら学びを深める。また、乳幼児の言葉に対

する感覚を豊かにする保育教材である絵本・紙芝居などの良さや活用方法について、グループワークを通

して見たり聴いたり読んだりして、実際に体験しながら保育への取り入れ方を具体的に考える。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 保育の基本とは －保育の基本と領域「言葉」－ 

2 領域「言葉」とは 

3 乳幼児期の言葉の発達と特徴 

4 幼児期の言葉の発達と特徴 

5 言葉が育まれる保育環境①：乳児期 －前言語期のコミュニケーションと保育－ 

6 言葉が育まれる保育環境②：幼児期 －話し言葉の機能と発達－ 

7 言葉が育まれる保育教材研究①：絵本・物語 

8 言葉が育まれる保育教材研究②：紙芝居 

9 言葉が育まれる保育教材研究③：言葉遊び 

10 言葉が育まれる保育実践①：絵本の読み聞かせ 保育指導案作成 

11 言葉が育まれる保育実践②：絵本の読み聞かせ 模擬保育 

12 言葉が育まれる保育実践③：模擬保育の振り返り 

13 言葉が育まれる保育実践④：領域「言葉」と劇的表現について 

14 言葉の発達と児童文化財 

15 まとめレポートとその解説 

定期試験は実施しない 
 

４．指定テキスト 

『保育内容「言葉」指導法』 馬見塚昭久・小倉直子（編著） ミネルヴァ書房 2018年 

「幼稚園教育要領＜平成29年告示＞」 文部科学省（編） フレーベル館 2017年 

５．参考書・参考資料等 

『保育内容「言葉」』 柴崎正行・戸田雅美・秋田喜代美 ミネルヴァ書房，2010年 

「幼稚園教育要領解説書」 文部科学省（編著），フレーベル館，2018年 

「保育所保育指針解説書」 厚生労働省（著），フレーベル館，2018年 

６．学生に対する評価 

①小レポート（20％）    ②提出物（20％） 

③まとめレポート（50％）  ④グループワークへの関心・参加意欲(10％) 

７．備考・留意事項 

特になし 
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授業コード： 

２３６ 

授業科目名： 

表現Ⅰ音楽（保育内

容）  

教員の免許状取得のた

めの選択科目/保育士

資格取得のための選択

科目 

単位数： 

1単位 

担当教員： 

尾田 敬子 

授業形式：演習 担当形態： 単独 

１．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、幼稚園教育において育みたい資質・能力に

ついて理解し幼稚園教育要領に示された領域「表現」のねらい及び内容を理解する。また、背景とな

る専門領域と関連した内容についての理解を深め、幼児の発達や学びの過程を理解し、領域「表現」

にかかわる様々な指導場面を想定した保育を構想する方法を身につける。 

２．授業の概要 

「子供の生活を音やリズムを通していかに楽しく表現できるか」をテーマに、自分でも創作表現を

体験し指導できる力をつける。楽器の基礎知識・実技指導を踏まえ、グループで創作活動に取り組

む。創作意欲・工夫・一体化の力指導力を身につけ、舞台発表に臨む。園児の前で初めての発表を

体験した感動を基礎力にして、表現Ⅳに向かう意欲をつける。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 オリエンテーション～幼稚園教育の基本。楽器の基礎知識・演奏方法の理解。 

2 演奏の基本・基礎打ちの実技指導。 

3 創作作品の題材探しとテーマを検討。 

4 作品創作➀グループに分かれて場面構成の決定。 

5 作品創作➁チームに分かれて動きのスケッチ。 

6 作品創作➂楽器とダンスの連携練習。 

7 作品創作➃グループに分かれて表現練習 

8 作品創作➄楽器とダンスの合同練習。 

９ 作品創作➅グループお互いの鑑賞で研鑽し合う。 

10 作品創作⓻表現の工夫。（最初から最後までの盛り上げの検討） 

11 作品創作➇それぞれのグループの総仕上げ。 

12 作品創作➈本番通りに通して練習 ICT機(ビデオカメラ)を活用した動きと表現力の確認） 

13 作品発表の DVD鑑賞をして、活動のふり返りと反省。 

14 総復習と実技試験の説明と練習。 

15 グループで創作活動を行う。内容を発表し合い、お互いに講評し振り返る。 

 定期試験は実施しない。 

◯作品発表は、奈良100年会館中ホールにて行う。 

４．指定テキスト 

『幼稚園教育要領』文部科学省（編），フレーベル館，2017年 

５．参考書・参考資料等 

『保育所保育指針』厚生労働省（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授業への参加姿勢：課題提出・課題練習（50％） 

②作品への創作意欲・創意工夫力：グループワーク・製作活動への積極的な参加等（30％） 

③指導力（保育力）：作品発表の指導と成果（20％） 

７．備考・留意事項 

グループのみんなを明るくまとめられる力を評価する。 
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授業コード： 

２３７ 

授業科目名： 

表現Ⅱリズム（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

ための選択科目 

単位数： 

1単位 

担当教員： 

柳田 紀美子 

授業形式：演習 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

  子どもの身体表現を豊かにするための基本的な知識や技能を習得し、保育の中で感性や表現力の芽

生えを育む援助や配慮ができるようになる。領域「表現」における身体表現の教育的意義や特性につ

いて学習することにより、子どもの意欲を十分に引き出す環境構成の工夫ができる。 

２．授業の概要 

  子どもの生活に根ざす身近な遊びや動きから導入し、リズムやイメージとともに動く創造的な「表

現活動」へと段階的に展開する。実践的演習を通じて、子どもの身体表現やその活動に携わる保育者

の役割、指導方法について理解を深める。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 領域「表現」の目標とねらい 

2 領域「表現」と身体表現 

3 子どもの身体表現の特性と発達 

4 手遊び・歌遊び・伝承遊び 

5 体を動かす楽しさや心地よさを味わう運動遊び 

6 身近な遊びを発展させたリズム遊びと教材研究 

7 模倣と即興Ⅰ（遊びから表現へ） 

8 模倣と即興Ⅱ（他者とのかかわりを意識して） 

9 道具を用いた遊びⅠ（個人） 

10 道具を用いた遊びⅡ（集団） 

11 動きのスケッチⅠ（題材探し ICT機器(ビデオカメラ)を活用した動きの理解） 

12 動きのスケッチⅡ（練習 ICT機器(ビデオカメラ)を活用した動きのスケッチ作製） 

13 スケッチによる小作品（発表と鑑賞） 

14 指導案作成と小学校教育への接続 

15 子どもの身体表現を育むために（模擬保育） 

／ 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），フレーベル館，2017年 

「保育所保育指針」厚生労働省（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・文部科学省・厚生労働省（著），フレーベ 

ル館，2017年 

「身体表現をたのしむあそび作品集」新リズム表現研究会（編著），かもがわ出版，2018年 

６．学生に対する評価 

①授業への参加姿勢（60％）（出席状況、および課題への取り組みの積極性を含む） 

②ワークシート提出（30％）（ワークシートは、毎回授業終了時に記入して提出） 

③作品発表    （10％） 

７．備考・留意事項 

人と関わる力・自ら考え実践する力を求める。 
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授業コード： 

２３８ 

授業科目名： 

表現Ⅲ造形（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： 

岩城 正幸 

授業形式：演習 担当形態： 単独 

１．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、幼稚園教育において育みたい資質・能力に

ついて理解し、幼稚園教育要領に示された領域「表現」のねらい及び内容を理解する。特に、この授

業では「造形表現」における色々な技法を実際に体験することで、技法の特徴を理解する。学んだ知

識を活用し、保育実践を構想する。 

２．授業の概要 

幼稚園教育において育みたい資質・能力を踏まえ、子どもの自発的・主体的な表現活動を支える環

境設定及び援助の能力を身につけることを目的とする。造形表現を中心に指導計画の立案、指導、評

価・改善などについて演習する。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 領域「表現」のねらい及び内容 

2 デッサン 〔 鉛筆、彩色 〕（手） 

3 デッサン 〔 鉛筆、彩色 〕（自画像） 

4 デッサン 〔 鉛筆、彩色 〕（植物） 

5 水彩画  〔 水彩絵具・彩色 〕（静物） 

6 水彩画  〔 水彩絵具・彩色 〕（風景） 

7 立体構成 〔ペーパークラフト〕（平面を飾る） 

8 立体構成 〔ペーパークラフト〕（空間を飾る） 

9 絵本製作 〔 からくり絵本 〕１（ICT機器を活用した原画案作成） 

10 絵本製作 〔 からくり絵本 〕２（ICT機器を活用したからくりの仕組作成） 

11 絵本製作 〔 からくり絵本 〕３（ICT機器を活用したからくりの絵本完成・発

表） 

12 幼児期の造形表現と就学期の造形表現のつながり（教材研究） 

13 指導案の作成 

14 模擬保育の実施 

15 模擬保育の振り返り 

 定期試験は実施しない 
 

４．指定テキスト 

「技法あそび実践ライブ」（村田夕紀・内本久美著、ひかりのくに、2015年） 

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・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取り込み姿勢（70％）：授業への積極的な参加など。 

②製作作品（30％）：デッサン・水彩画・絵本製作など。 

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 

１．授業のテーマ及び到達目標 

  幼稚園教育要領・保育所保育指針の領域「表現」のねらい及び内容を理解し、それを踏まえて幼児

が経験し身に付けていく内容と指導上の留意点を理解する。子どもの表現の姿やその発達及びそれを

促す要因について説明できる。身体・造形・音楽表現などの様々な表現の基礎的な知識と技能を身に

付け、豊かな表現につなげていくことができる。 

２．授業の概要 

実務経験のある教員により、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。そのために、グループワークを中心に、協働して劇遊びをつくる体験を通して表現する

ことの楽しさを実感し、楽しさを生み出す要因について分析する力をつける。同時に、子どもの豊か

な表現が育まれ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。この授業では地域子育て支

援活動・表現活動発表会に参加をし、幼児の表現活動に展開させる保育実践力を養う。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 領域「表現」とは  表現活動について 

2 グループでの作品づくり① 演目作品検討・模擬保育に通じる脚本作り・ 

3 グループでの作品づくり② 役割分担・台本作成・準備物作成など 

4 グループでの作品づくり③ 台本作成・音響作成・準備物作成など 

5 グループでの作品づくり④ 台本をもとに言葉や動きでの表現検討 

6 グループでの作品づくり⑤ 言葉や動き、造形表現の検討 

7 グループでの作品づくり⑥ 大道具・小道具・衣装などの作成 

8 グループでの作品づくり⑦ 動き、音響、ナレーション、大小道具を合わせて練習 

9 グループでの作品づくり⑧ 本番を想定して練習する 

10 グループ作品授業内発表と意見交流① 

11 グループ作品授業内発表と意見交流② 

12 グループ作品授業内発表と意見交流③ 

13 作品発表を終えての気づきと学び 

14 表現活動の経験から① 「表現」を生む環境をどうつくるか 表現を促す要因とは 

15 表現活動の経験から②  表現を支える保育者の役割 

 定期試験実施しない。 

◯ 作品発表 なら100年会館・地域子育て支援センター・公民館 など 

４．指定テキスト 

演習 保育内容『表現－基礎的事項の理解と指導法－』岡健・金澤妙子（編著）建帛社 

５．参考書・参考資料等 

「幼稚園教育要領解説」文部科学省（編），フレーベル館，2018年 

「保育所保育指針解説」厚生労働省（著），フレーベル館，2018年 

６．学生に対する評価 

①提出物(20％) 

②作品発表（20％） 

③授業への関心・参加意欲（60％） 

７．備考・留意事項 

 日々何事に於いても、意欲・積極的に取り組む。 
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授業コード： 

２４０ 

授業科目名： 

表現Ⅳ総合B（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： 

柳田 紀美子 

授業形式：演習 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

  領域「表現」のねらいや内容をふまえ、「子どものための表現作品」を創作し、その意義を考察す

る。クラス全員で30分の作品創作に取り組むことにより、コミュニケーション力、問題解決能力な

ど、保育者に求められる資質・能力の向上を図る。 

２．授業の概要 

  からだの動きによる表現に重点をおきつつ、造形、音楽および言葉による表現など、演習や講義で

学んだ他領域の知識や技術を総合的に関連付けて作品を完成させ、保育実践力を高める。舞台発表で

は多くの子どもを鑑賞者として迎え、表現の楽しさや魅力を生き生きと伝え、最後に活動全般につい

て振り返る。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 創作作品の題材探しとテーマを検討 

2 作品の場面構成の決定（起承転結） 

3 作品創作①動きのスケッチ（場面ごとにイメージをふくらませる） 

4  〃  ②動きのスケッチ（個人の動きから他者とのかかわりを意識して） 

5 〃  ③選曲、および編集作業 （動きと連携させて） 

6  〃  ④台本・照明プラン作成 

7 〃  ⑤グループに分かれて表現練習 

8  〃  ⑥グループごとに小発表（ICT機器(ビデオカメラ)を活用した動きの理解） 

9 〃  ⑦ナレーションを入れて、各場面を通して動く 

10  〃  ⑧大道具・小道具を使用して練習 

11 〃  ⑨衣装をつけて練習 

12 〃  ⑩本番通りに、通して練習する（音楽、衣装、大道具、小道具を使用して） 

13 舞台ホールでのリハーサル 

14 作品発表（本番） 

15 作品発表を終えて、活動のふり返りと反省 

 定期試験は実施しない。 

◯ 作品発表は、奈良100年会館中ホールにて行う。 

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），フレーベル館，2017年 

「保育所保育指針」厚生労働省（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・文部科学省・厚生労働省（著），フレーベ

ル館，2017年    作品発表の題材となる絵本 

６．学生に対する評価 

①授業への参加姿勢（60％）（出席状況、および課題への取り組みの積極性を含む） 

②ノート提出（20％）   ③作品発表（20％） 

７．備考・留意事項 

繰り返し試行錯誤する、他者と自分の考えの違いを楽しむ、チームワークを意識して動く、

などのコンピテンシーを求む。 
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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 

１．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。 

２．授業の概要 

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。 

３．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 

見る・考える・創りだす乳児保育Ⅰ・Ⅱ 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、萌文書林、２０１９年） 

保育所保育指針解説（厚生労働省（編）、フレーベル館、２０１８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） 

授業中に適宜資料を配布する。 

６．学生に対する評価 

①授業で指示するレポート（５０％） 

②授業時に課す課題への取組み（３０％） 

③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 

１．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。 

２．授業の概要 

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。 

３．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 

見る・考える・創りだす乳児保育Ⅰ・Ⅱ 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、萌文書林、２０１９年） 

保育所保育指針解説（厚生労働省（編）、フレーベル館、２０１８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） 

授業中に適宜資料を配布する 

６．学生に対する評価 

①定期試験（５０％） 

②授業で指示するレポート（３０％） 

③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： 

２４３ 

授業科目名： 

障がい児保育 

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： 

2単位 

担当教員： 

西山 剛司 

授業形式：演習 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

  障害のある子どもの心身の発達について、基礎的な知識を身につける。また、各発達段階の心理的

特性を踏まえた成長を支える保育の基礎となる考え方を理解する。 

２．授業の概要 

「障害」の概念や障害種別ごとの発達の特性についての講義と、実際の障害の状態像に対する理解を

深めるための演習や事例検討、グループ討論を組み合わせて授業を行う。また、実際の保育場面を想

定した指導、支援の立案を行う。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 国際生活機能分類による障害の構造的理解と障害児保育の対象の理解 

2 発達の交流型モデルと人の多様性 

3 ポリヴェーガル理論に基づく、発達を実現する基板としての安全とその支援 

4 視覚障害のある児童への支援 

5 聴覚障害のある児童への支援 

6 肢体不自由児のある児童への支援 

7 障害者体験 

8 知的障害のある児童への支援 

9 知的障害児の保育方法について（事例検討） 

10 環境の評価と支援 「構造化」「体制化」と「対人間支援」による支援 

11 身体や感覚の評価と支援 感覚統合の考え方 

12 安全を実感する支援 音楽療法とスヌーズレン 

13 コミュケーションの支援 ＰＥＣＳ、マカトン、インリアルなど 

14 心と体のリズムを整える支援 タッピングタッチやとけあい動作法 

15 ふれあい方略による、社会性の発達を促す遊び 

16 統合保育と療育 

17 統合保育の指導計画について 

18 統合保育の指導計画の作成 

19 統合保育の指導計画の発表 

20 統合保育の評価 

21 肢体不自由児を含むクラスでの遊び 計画 

22 肢体不自由児を含むクラスでの遊び 作成 

23 肢体不自由児を含むクラスでの遊び 発表 

24 視覚障害児を含むクラスでの遊び 計画 

25 視覚障害児を含むクラスでの遊び 作成 

26 視覚障害児を含むクラスでの遊び 発表 

27 発達障害児を含むクラスでの遊び 計画 

28 発達障害児を含むクラスでの遊び 作成 

29 発達障害児を含むクラスでの遊び 発表 

30 福祉・教育における現状と課題 

 定期試験 
 

４．指定テキスト 
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「障害児保育」（監修 公益財団法人児童育成協会、編著 西村重稀・水田敏郎、中央法規

出版、2019） 

５．参考書・参考資料等 

特になし 

６．学生に対する評価 

①定期試験 60％ 

②授業内で行う発表の内容 20％ 

③授業内で行う小レポート 20％ 

７．備考・留意事項 

特になし 
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授業コード： 

２４４ 

授業科目名： 

社会的養護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： 

武輪 敬心     

授業形式：演習 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

  社会的養護における児童の権利や保育者の倫理について学ぶ。 

２．授業の概要 

  前期で学んだ社会的養護の知識を活用して、事例を検討する。加えて、保育士の倫理について学

ぶ。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 児童の権利擁護とは 

2 社会的養護における保育者の倫理及び責務 

3 施設養護の実際（乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設） 

4 施設養護の実際（児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害児入所施設） 

5 家庭養護の実際 

6 社会的養護におけるケアマネジメント（ケースマネジメント） 

7 自立支援計画の作成 

8 事例分析（日常生活支援） 

9 事例分析（心理的支援） 

10 事例分析（自立支援） 

11 社会的養護における保育者の専門性（求められる記録と評価） 

12 社会的養護における保育者の専門性（家族関係調整） 

13 社会的養護におけるソーシャルワーク 

14 施設の小規模化と地域との関わり 

15 まとめ 

 定期試験 

  

４．指定テキスト 

必要に応じて指定する 

５．参考書・参考資料等 

特になし 

６．学生に対する評価 

①定期試験（70％） 

②リアクション・ペーパー（30％） 

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 

１．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。 

２．授業の概要 

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、実務経験のある教員により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。 

３．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 

「幼稚園教育要領解説」文部科学省（編），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（編），フレーベル館，2018年 

５． 参考書・参考資料等 

「保育方法・指導法」大豆生田啓友・渡辺英則・森上史朗（編），ミネルヴァ書房，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、ノート記録（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： 

２４９ 

授業科目名： 

教育相談の理論と

方法 

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： 

1単位 

担当教員： 

細川 隆史 

授業形式：演習 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

保育現場における教育相談の意義と課題を理解し、そのために必要な心理学の基礎的な知識と理論

を習得する。また、子供の自己理解や良好な人間関係の構築の支援に必要なカウンセリングの基礎的

な姿勢や技法を身に付ける。さらに、現場で起こる様々な課題について、発達段階や発達課題を念頭

におきながら地域の専門機関との連携までを視野に入れた子供や保護者に対する教育相談の行い方を

習得する。 

２．授業の概要 

カウンセリングの理論や技法を取り上げ、実際の場面を想定したロールプレイングを組み合わせた

授業を行い、教育相談の理論から実践までを学ぶ。併せて、現場で起こる様々な課題に焦点を当て、

地域の専門機関との連携の在り方について扱う。これらを通して、多面的多角的な視点から子供や保

護者にとって最適な教育相談について考える力を身に付ける。 

３．授業計画 

回 授業内容 

1 オリエンテーション―教育相談とは― 

2 相談援助の理論・意義・機能 

3 保育士の専門性を活かした支援 

4 保育とソーシャルワーク 

5 相談援助の技術とアプローチ 

6 相談援助の対象と過程 

7 相談援助の計画・記録・評価 

8 地域資源の活用と専門機関等との連携及び協力 

9 相談援助の多様な専門職との連携 

10 保護者支援の方法と技術 

11 保護者支援の計画・記録・評価 

12 ロールプレイ、フィールドワーク等による事例分析 

13 虐待の予防と対応等の事例分析 

14 障害のある子どもとその保護者への支援等の事例分析 

15 全体を通したまとめ 

定期試験は実施しない 
 

４．指定テキスト 

「ピアヘルパーハンドブック」日本教育カウンセラー協会（編），図書文化，2001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レポート（７０％） 

②授業への参加態度、ワークへの取り組み姿勢（３０％） 

７．備考・留意事項 

グループワークやロールプレイングを多く行うため、積極的な授業参加が必要。 
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授業コード： 

２５２ 

授業科目名： 

保育・教職実践演

習（幼） 

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・西田明恵・

濱野ゆうり・細川隆史 

授業形式：演習 授業形態：オムニバス  

１．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。 

２．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。 

３．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 

５．参考書・参考資料等 

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「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 

１．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。 

２．授業の概要 

実務経験のある教員により、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。 

３．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 発表 

10 前期実習の反省・評価 

11 実習報告・学びの共有①：前期実習の学びを語る 

12 実習報告・学びの共有①：前期実習の学びをまとめる 

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 指導案作成 

18 後期実習に向けての教材研究①：教材作成 

19 後期実習に向けての教材研究②：教材作成 

20 後期実習に向けての模擬保育 

21 後期実習に向けての模擬保育 

22 後期実習に向けての模擬保育 

23 実習課題の設定と確認 

24 実習報告・学びの共有④：後期実習の学びをグループで話し合い共有する（KJ 法） 

25 実習報告・学びの共有④：学びの共有をもとに理想の保育者像をグループでまとめる   

26 実習報告・学びの共有⑤：後期実習の学びと理想の保育者像の発表会を開く 

定期試験は実施しない後期実習の学びと理想の保育者像の発表 

 
 

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(編著)・守巧・佐藤恵・小

山朝子(著)，わかば社，2017年 

「教育・保育実習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 
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「幼保連携型認定こども園教育・保育要領＜平成 29年告示＞」内閣府・厚生労働省・文部科学省

（著），フレーベル館，2017年 

「幼稚園教育要領＜平成 29年告示＞」文部科学省（編），フレーベル館，2017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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科目名：教育実習Ｂ 
 

＜概要＞ 

 前期、後期各 80 時間の幼稚園実習。幼稚園に対する全体的理解、幼児の理解、教諭の職務内容の理

解等、教諭の助手の立場で参加し、教諭の役割や園児の生活を体験的に理解する。 

 

 

 

 

 

 

科目名：保育所実習 
 

＜概要＞ 

 保育所 80 時間の学外実習。園に対する全体的理解、乳幼児の理解、保育士の職務内容の理解など、

保育士の助手の立場で参加し、保育士の役割や入園児の生活を体験的に理解する。 

 

 

 

 

 

 

科目名：施設実習 
 

＜概要＞ 

 児童養護施設 80 時間の学外実習。施設に対する全体的理解、乳幼児・児童の理解、保育士の職務内

容の理解など、保育士の助手の立場で参加し、保育士の役割や入所児の生活を体験的に理解する。 

 

 

 

 

 

 

科目名：保育実習Ⅲ 
 

＜概要＞ 

 障かい児入所施設・障がい者支援施設または児童発達支援センターで 80 時間の実習を行う。対象児・

者と養護内容の実際、施設の機能、保育士の職務内容と役割などを理解するとともに、児童観・障がい

者観の確立を図り、障がいのある人への対応の仕方を習得する。 
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授業コード： 

２５７ 

授業科目名： 

保育実習指導 

Ⅰ[a]・Ⅰ[ｂ] 

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 

武輪 敬心     

授業形式：演習 担当形態：  

オムニバス 

１．授業のテーマ及び到達目標 

【第1回～第23回】 

保育所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。 

２．授業の概要 

・第1回～第23回までの全23回について 

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 

 実務経験のある教員により児童養護施設実習に向けての準備を行う。 

３．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 

【保育所実習】 

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） 

これで安心保育指導案の書き方（開仁志（編著）、北大路書房） 

保育所保育指針＜平成29年告示＞（厚生労働省（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＜平成29年告示＞ 

（内閣府・文部科学省・厚生労働省（著）フレーベル館、2017年） 

実習簿（保育所実習用）・実習の手引き 

【児童養護施設実習】 

「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 

実習簿（児童養護施設実習用） 

５．参考書・参考資料等 

【保育所実習】 

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） 

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） 

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。 
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授業コード： 

２５９ 

授業科目名： 

保育実習指導Ⅲ 

保育士資格取得のため

の選択科目 

単位数： 

1単位 

担当教員： 

武輪 敬心     

授業形式：演習 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

保育実習Ⅲは障がい児（者）施設に実習にいくことを確認し、障がいについての理解を深める。ま

た、具体的な介助方法（食事・移動・着脱）を学び、利用者支援に必要な技術を理解する。また、授

業の後半では、実習に向けて必要な資料を作成し、実習の準備をする。 

２．授業の概要 

  ビデオ学習や実際に障がい児（者）が使用している補助具などに触れることを通して、障がいにつ

いての理解が深められるようにする。また、講義を通して学んだ内容について演習等を通してアウト

プットすることで実践力を身に付けられるように授業展開をする。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 障がい児（者）施設実習とは 

2 知的障がいについて 

3 身体障がいについて 

4 精神障がいについて（発達障がい含む） 

5 障がい者福祉を支える概念について 

6 食事介助の方法 

7 移動介助の方法 

8 着脱介助の方法 

9 実習目標・個人票の作成 

10 実習記録の必要性と書き方 

11 レクリエーション活動について 

12 レクリエーション企画書の作成 

13 レクリエーション材の作成 

14 実習での注意事項 

15 実習前後の礼儀 

 定期試験は実施しない 

  

４．指定テキスト 

「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 

  特になし 

６．学生に対する評価 

①授業内レポート 30％ 

②課題 30％ 

③発表 40％ 

７．備考・留意事項 

  印刷物を多く配布するため、各自でファイルを準備し、ファイリングすること。また、受講態

度が悪い場合や欠席回数が多い場合は全教員で協議し、実習参加不可となる場合があります。 
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授業コード： 

２６０ 

授業科目名： 

課題研究 

本学独自の開講科目 単位数： 

2単位 

担当教員： 

後藤紀子・濵野ゆうり・西田

明恵・細川隆史・金山茉莉

花・武輪敬心・岩城正幸 

授業形式：演習 担当形態： オムニバス 

１．授業のテーマ及び到達目標 

就職に向けた準備の一環として実践に即した演習をオムニバス形式で行う。授業は2019年度・後期

15回と2020年度前期15回、合計30回実施する。就職活動に向けて自己探求を行う。社会人にふさわし

いスキルの向上を目指す。 

２．授業の概要 

  実務経験のある教員を含めたオムニバスによる授業を通して保育職に就くことの意味を理解する。

就職活動にかかわるマナーや言葉遣い、身だしなみについて学び、取得する。「奈良保育学院 教職課

程 履修カルテ」を作成し、保育者に必要な資質能力について自己評価でき、自身が保育者を目指す

上で課題と考え現時点での事項の洗い出しができるようになる。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 保育者として働くとは 

2 「奈良保育学院 教職課程 履修カルテ」の作成 

3 保育学生としての基本的マナー 

4 保育場面における気を付けたいマナー（服装・身だしなみ・所作・作法） 

5 保育場面における気を付けたいマナー（個人情報と守秘義務） 

6 進路ガイダンス（1） 保育者による講演 

7 どのような保育者になりたいか自己理解を深める 

8 自己表現テストの実施 

9 保育学生としての言葉（話し言葉） 

10 保育学生としての言葉（書き言葉） 

11 自己 PRの作成 

12 履歴書の書き方の概説・志望動機と自己 PRの記述 

13 履歴書の作成 

14 進路ガイダンス（2） 児童養護施設関係者による講演 

15 「奈良保育学院 教職課程 履修カルテ」の記入を通して学びの振り返り 

16 就職活動に向けて・自己分析 

17 教材「論文力マスターワーク」を使った文章構成 

18 履歴書の作成・清書 

19 近年の進路の動向・採用面接 

20 外部講師による講演  

21 グループ①模擬面接 グループ②音楽 グループ③造形 グループ④保育用語 

22 グループ①音楽 グループ②造形 グループ③保育用語 グループ④模擬面接 

23 グループ①造形 グループ②保育用語 グループ③模擬面接 グループ④音楽 

24 グループ①保育用語 グループ②模擬面接 グループ③音楽 グループ④造形 

25 教材「論文力マスターワーク」を使った意見要約 

26 グループ①模擬面接(展開) グループ②音楽(展開) グループ③造形(展開) グループ④保育用語(展開) 

27 グループ①音楽(展開) グループ②造形(展開) グループ③保育用語(展開) グループ④模擬面接(展開) 

28 グループ①造形(展開) グループ②保育用語(展開) グループ③模擬面接(展開) グループ④音楽(展開) 

29 グループ①保育用語(展開) グループ②模擬面接(展開) グループ③音楽(展開) グループ④造形(展開) 
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30 保育用語まとめ 

 定期試験は実施しない 

 ・第21回～第24回の個人面談では、就職希望の聴取を行う。 

 ・第26回～第29回の模擬面接では、実際の面接場面を想定した面接練習を行う。 

４．指定テキスト 

「これだけは知っておきたい わかる・話せる・使える 保育のマナーと言葉（改訂版）」 長島和

代（編）石丸るみ・亀崎美沙子・木内英実（著），わかば社，2017年 

「これだけは知っておきたい わかる・書ける・使える 保育の基本用語」 長島和代（編）石丸る

み・亀崎美沙子・木内英実（著），わかば社，2013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文章の要約課題、指定テキストのワーク、「奈良保育学院 教職課程 履修カルテ」などをは

じめとする課題の仕上がりと提出状況（40％） 

②国語の最終課題（30％） 

③その他、授業時に課す課題への取り組み（30％） 

７．備考・留意事項 

配布された資料をファイリングできるようにファイルの準備をすること。 
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授業コード： 

２６１ 

授業科目名： 

子育て支援 

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： 

武輪 敬心     

授業形式：演習 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

・子育て支援の歴史を説明できる。 

・子育て支援活動を立案できる。 

・これからの子育て支援の方向性について述べることができる。 

２．授業の概要 

人口減少の背景・現状について理解する。そのうえで、子育て支援の歴史などを把握する。そし

て、保育所の役割、加えて、教育・保育の質について理解する。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 オリエンテーション 

2 子ども・子育て支援新制度まで 

3 かつての子育て支援策の概要① 

4 かつての子育て支援策の概要 

5 支援の計画と環境の構成① 

6 支援の計画と環境の構成② 

7 支援の実践・記録など 

8 職員間の連携・協働 

9 社会資源の活用 

10 保育所などにおける支援 

11 地域の子育て家庭に対する支援 

12 障害のある子ども・家庭に対する支援① 

13 障害のある子ども・家庭に対する支援② 

14 子ども虐待の予防と対応 

15 多様なニーズをかかえる子育て家庭の理解 

 定期試験 

  

４．指定テキスト 

必要に応じて指定する 

５．参考書・参考資料等 

特になし 

６．学生に対する評価 

①定期試験（80％） 

②リアクション・ペーパー（20％） 

７．備考・留意事項 

特になし 
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授業コード： 

２６２ 

授業科目名： 

特別支援教育 

教員の免許状取得

のための必修科目 

単位数： 

2単位 

担当教員： 

西山 剛司 

授業形式：講義 担当形態： 単独 

１．授業のテーマ及び到達目標 

様々な障害及び特別な教育ニーズを持つ子どもたちの発達を促すため、また、そのような子どもた

ちが主体的に充実感を持って学習活動に参加し幸せに生活していく力を身につけられるように、各幼

児・児童がもつ発達の特性や学習上・生活上の困難を理解する。その上で的確に支援していく知識や

方法を身につける。 

２．授業の概要 

特別支援教育の歴史を振り返りながら、現在の特別支援教育の理念について教授する。その上で、

それぞれの障害の理解、指導内容、指導方法等について説明する。さらに、社会的な制度やその活用

について学び、特別支援教育が目指す社会について紹介する。 

３．授業計画  

回 授業内容 

1 障害児教育と特別支援教育の歴史 

2 特別支援教育の理念とインクルーシブ教育システム、自立活動の意義と役割 

3 知的障害の教育 理解・アセスメント・支援の基本 

4 視覚障害・聴覚障害の教育 理解・アセスメント・支援の基本 

5 肢体不自由・病弱・重度重複の教育 理解・アセスメント・支援の基本 

6 自閉症の教育 理解・アセスメント・支援の基本 

7 AD/HD・学習障害の教育 理解・アセスメント・支援の基本 

8 情緒障害・言語障害の教育 理解・アセスメント・支援の基本 

9 包括的支援モデル・SCERTSモデルを例として 

10 発達論的支援技法 Floortime Jasper,RDIなど 

11 行動論的支援技法 ABA PBS など 

12 身体的・感覚的支援技法 感覚統合 動作法など 

13 特別支援教育体制の確立、特別支援学校・特別支援学級・通級指導教室の位置づけと

役割、個別の指導計画及び個別の教育支援計画を作成する意義と方法  

14 保護者支援と保護者連携 

15 多様性を認める教育、障害はないが特別の教育的ニーズのある幼児、児童及び生徒の

把握や支援 

定期試験 
 

４．指定テキスト 

特になし 

５．参考書・参考資料等 

「特別支援学校幼稚部 教育要領」文部科学省 

「初めての特別支援教育 改訂板」有斐閣アルマ 

新保育ライブラリー「障害児保育」新版 北大路書房 

６．学生に対する評価 

①毎授業後に課すミニレポート（50％）  ②定期試験（50％） 

７．備考・留意事項 

特になし 

 
 


