
科目 日本国憲法 
必修 

選択 

卒業必修 

幼免必修   

保育士必修 

授業 

形態 
講義 

成績 

評価 

提出課題  60％ 

受講態度  40％

（積極的参加度） 
担当 松井 志菜子 単位 ２単位 

開講 

時期 

１年  

前学期 

英語 

表記 
The Constitution of Japan 

概要 

憲法は国家の基本法であり、自由の基礎法である。憲法の基本理念や内容を理解し、憲法を基礎から学ぶ。人間の尊厳、個

人の尊重とは何か。生命（いのち）の大切さ、戦争と平和、生命倫理など、自分の頭で考え、発言する。身近な社会事象や新た

な課題を採り上げ、立場の違いによる多様な思考を理解する法的思考を学ぶ。生きるとは何かを深く考え、共に議論する。少

子高齢化社会、環境問題、地方創生、安全保障など現代社会の課題を、学生が自分の言葉で議論できるようにする。未来を

担う人材を育成する。 

教育 

目標 

との 

関連 

思想・良心の自由、表現の自由などの精神的自由、人身の自由、職業選択の自由、居住移転の自由などの経済的自由などの国

家からの自由、国の政治に参加する参政権、経済的、社会的弱者を国家が保障する社会権など人権とは何かを学ぶ。立憲主義

の歴史を紐解く。法の支配、自然権、自然法の理論、平和主義への歩みを理解する。国家とは何か。戦争とは何か。地球全体

の大きな視野に立ち、国際的な平和共存の実現に向け、次世代を担い、周囲の状況や他者の気持ちを理解し、適切な判断がで

きる者を育成する。 

到達 

目標 

1．社会への関心を持つため、毎回、自由課題のレポートを提出する。書く、考える、調べることができるようになる。 

2．授業は双方向で行うため、発言力や自分の考え方の発信力、話術を鍛え、プレゼン力を培い、討議できる。 

3．他の学生の考え方を知り、価値観や考え方の多様性を実感し、異なる意見を理解することの大切さを説明できる。 

4．社会問題や政治、法律が身近なものであることを知り、集団的自衛権の話題などを理解し、論じることができる。 

5．国民が作った憲法とは何か。何が書いているのか。基本的な事柄を説明できる。 

授業 

計画 

1. はじめに 自由とは何か。憲法には何が書いてあるか。六法とは何か。法学の基礎知識を学ぶ。 

2. 国家とは何か 国家とは何か。国籍とは何か。 

3. 法の支配、立憲主義 法の支配と法治国家。憲法と他の法との違いを学ぶ。 

4. 立憲主義の歴史的展開 中世の自然権思想、自然法の理論、啓蒙思想から現代憲法に至るまでの歴史的展開。 

5. 人権① 国家からの自由（自由権、人身の自由）を憲法の条文を紐解きながら習得する。 

6. 人権② 国家からの自由（精神的自由権、経済的自由権）を憲法の条文を紐解きながら習得する。 

7. 人権③ 国家への自由（参政権）、国家による自由（社会権）を憲法の条文を紐解きながら習得する。 

8. 人権④ 人権と公共の福祉について具体的な事例で理解する。 

9. 法の下の平等 平等とは何かを考察する。 

10. 平和主義① 平和主義を学ぶ。9条をめぐる学説、政府見解を分析する。 

11. 平和主義② 自衛隊の歴史や日米安全保障体制、集団的自衛権を理解する。判例を読み解く。 

12. 国民主権 
日本国憲法前文を読み解く。国民主権、基本的人権、平和主義を地球的視点、歴史的視点から

理解する。人権の享有主体（国民・天皇・外国人・未成年者・法人）について考察する。 

13. 統治機構 国会、内閣、裁判所の役割と何を行うところか学ぶ。裁判員制度。 

14. 三権分立 イギリス、アメリカ、フランス、ドイツ、日本の三権分立の歴史と三権のバランスを知る。 

15. 討論会 
議題は学生の話し合いたい事をとりあげる。 

グループディスカッション→発表→全体討論会。 

テキスト 『判例六法（別冊付）』 有斐閣（最新版 平成28年度版） 

参考書 参考書は適宜紹介する。 事前・事後学習 関心のある事について毎回、レポートを提出する。 

履修の条件 社会に関心を持つこと。 オフィスアワー 質問要望は講義中、講義後に教室で受け付ける。 

 



科目 幼児教育と情報機器演習 
必修 

選択 

卒業必修 

幼免必修 

保育士必修 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

提出課題  40％ 

小テスト  10％ 

受講態度  50％ 
担当 柴田 啓一  福田 尚子 単位 ２単位 

開講 

時期 

１年  

前・後学期 

英語 

表記 
Computer Training for Early Childhood Education 

概要 
この授業では、保育・幼児教育の現場で役立つ情報機器の基本的な使い方や情報モラルについて、P 検協会主催「パソコン

検定」4級（基礎的な知識・技能を有する）教材を用い、主に演習を通じて学んでいく。 

教育 

目標 

との 

関連 

本授業では、社会生活に必要な教養としての知識・技能、さらに保育現場でも役立つ実践的な知識・技能を修得する。 

到達 

目標 

1.保育現場で求められるような文書をOffice（Word/Excel/PowerPoint）を用いて作成できる。2.情報モラル（インターネット

や情報機器を利用するうえでのマナーやルール）について説明できる。 

授業 

計画 

1. はじめに 授業の目的、進め方、評価方法について説明する。 

2. Wordの基礎① パソコン検定5級受験。「Wordとは」の説明。文書の作成、保存と印刷方法について学習する。 

3. Wordの基礎② 文書の作成、イラストの挿入について学習する。 

4. Wordの基礎③ 文書の作成、表の挿入について学習する。 

5. Wordの基礎④ 文書の作成、詳細な書式設定（主に文字に関する設定）について学習する。 

6. Wordの基礎⑤ 文書の作成、詳細な書式設定（主に用紙に関する設定）について学習する。 

7. 情報モラル① インターネットや情報機器を利用するうえでのマナーやルールについて学習する。小テスト 

8. Excelの基礎① 「Excelとは」の説明。基本操作について学習する。 

9. Excelの基礎② 表の作成、データ入力について学習する。 

10. Excelの基礎③ データ集計、表の並べ替えについて学習する。 

11. Webメール Webメールの送受信方法、利用上のマナーについて学習する。小テスト 

12. 検定模試① これまでの学習の定着を確認するために、パソコン検定4級の模擬試験を受験。 

13. 前学期の復習① WordとExcelを復習する。 

14. 前学期の復習② WordとExcelを復習する。 

15. 検定模試② 2回目のパソコン検定4級の模擬試験を受験する。（希望者は本検定試験を受験※有料） 

16. 描画の基礎① ペイントやWordを利用して、様々な描画方法を学習。 

17. 描画の基礎② ペイントやWordで描画したイラストを使って、紙芝居を作成。 

18. 描画の基礎③ 紙芝居の発表をする。次回のオリエンテーション。 

19. iPad① iPadを使って、動画を作成する。（グループワーク） 

20. iPad② iPadを使って、動画を作成する。（グループワーク） 

21. iPad③ iPadを使って作成した動画を発表する。Excelを復習する。 

22. ネット活用 インターネットを利用して、情報検索方法を学習する。小テスト 

23. パワポの基礎① PowerPointを使って、幼稚園説明会資料を作成する。 

24. パワポの基礎② PowerPointを使って、鶴川女子短期大学の紹介資料を作成する。 

25. iPad④ iPadを使って、学校CMを作成する。（グループワーク） 

26. iPad⑤ iPadを使って、学校CMを作成する。（グループワーク） 

27. iPad⑥ 学校CMを発表する。Wordでクリスマスカードを作成する。 

28. 復習① 1年のまとめとして、WordとExcelを復習する。 

29. 復習② 1年のまとめとして、WordとExcelを復習する。 

30. 総まとめ 1年のまとめとして、最終課題を作成する。 

テキスト 『P検4級テキスト』 著者・出版社 P検事務局 

参考書 『P検4級ドリル』著者・出版社 P検事務局 事前・事後学習 検定合格を目指し、自習すること。 

履修の条件 意欲的に取り組むこと。ローマ字の修得。 オフィスアワー 授業前後に教室で質問を受け付ける。 

 



科目 英語コミュニケーションI 
必修 

選択 

卒業必修 

幼免必修 

保育士必修 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

試験    20％ 

提出課題  30％ 

受講態度  30％ 

実技発表  20％ 

担当 橋元 知子 単位 １単位 
開講 

時期 

１年  

後学期 

英語 

表記 
English Communication I 

概要 

多くの学生が、今まで英語を「目的」として学んできたと思う。しかし、本来、英語は何かを成し遂げるための「手段」で

ある。この授業では英語を保育現場でコミュニケーションをとるための「手段」として学習し、保育者として様々な保護者

や子どもをより理解し、支援できるよう、手遊び歌、絵本の読み聞かせ、工作などを通して楽しく英語を学ぶ。 

教育 

目標 

との 

関連 

近年、保育現場において両親や片親が外国人という子どもが増え、小学校でも低学年から英語の導入を検討する動きが見られ

る。また、2020 年には東京でオリンピック・パラリンピックが開催される。このような社会的背景から、保育現場における英

語のニーズも益々高まりつつある。この授業では、保育現場での実践的な英語技能を身につけ、積極的に他者と円滑なコミュ

ニケーションを取ることを目標とする。 

到達 

目標 

1．他者理解の手段としての英語の楽しさを知り、子どもが好む英語の手遊び歌を歌えるようになる。 

2．授業を通して異文化に興味をもち、自主的に英語に触れ合うようになる。 

3．母国語、自文化についても考察し、自己理解を深め、自らの人生を選び取る力を育てる。 

授業 

計画 

1. 導入 授業内容、成績評価などの説明をする。 

2. 第1章 登園① 登園時に使用する英語表現について学ぶ。 

3. 第1章 登園② 出席をとるときの英会話について学習する。 

4. 第２章 室内①-1 お話の時間に必要な英語について知る。 

5. 第2章 室内①-2 音楽の時間に出てくる会話などについて。 

6. 第３章 室内②-1 お絵かきするときの英語について習得する。 

7. 第３章 室内②-2 絵の具を使うときの説明について学習する。 

8. 第4章 トイレ① トイレにいく時に必要な英語を身につける。 

9. 第4章 トイレ② トイレが終わったあとに予想される会話について学ぶ。 

10. 第5章 屋外①-1 お外に出る準備をする時の英語について知る。 

11. 第5章 屋外①-2 ブランコ付近の会話を学ぶ。 

12. 第5章 屋外①-3 すべり台の近くで予想される会話について習得する。 

13. 実技発表の練習 授業で学んだ手遊び歌を練習する。 

14. 実技発表 授業で学んだ手遊び歌を皆の前で発表する。 

15. まとめ 半期を振り返り、学んだことをまとめ、知識を確認する。 

テキスト 『改訂版 保育英語検定 3級テキスト（CD付き）』社団法人 保育英語検定協会 著、本の泉社 出版 

参考書 

『すぐに使えるIt’s英会話（J新書）』 

本間正人 橋元知子著 Jリサーチ出版 

附属図書館にある英語絵本等 

事前・事後学習 

テキストの該当箇所を予習、復習する。 

履修の条件 

意欲的に次回の授業の準備・用意をし、積極的

な態度で授業に臨むこと。保育英検に果敢にチ

ャレンジすること。 

オフィスアワー 

質問は授業後やオフィスアワーに教室や研究室

で受け付ける。時間は教務掲示板を確認するこ

と。 

 



科目 キャリアデザインⅠ 
必修 

選択 
卒業必修 

授業 

形態 
講義 

成績 

評価 

提出課題  70％ 

受講態度  30％ 
担当 

百瀬 志麻 大見 由香 柴田 啓一  

中村 麻衣子 橋元 知子  

本間 由佳 

単位 １単位 
開講 

時期 

１年 

前・後学期 

英語 

表記 
Career DesignⅠ 

概要 

「キャリア」とは、単なる職歴・経歴だけではなく、仕事を通じて実現できる生活やライフイベントなどを含んだ、生涯に

わたるライフスタイルのプロセスを指す。自らの人生において、どんなプロセスを描き、何を実現したいかを明確にするの

がキャリアデザインの役割となる。授業「キャリアデザインⅠ・Ⅱ」は、短大生活スタートアップ、キャリア・プランニン

グ、社会人力アップ、就活の４つのシリーズで編成されており、1 年生対象のⅠでは初年次教育として短大生活へのスムー

ズな移行を促し、どのようなキャリアを描くのか、卒業生の講演なども取り入れながら、キャリアイメージを膨らませてい

く。そして、この授業で学んだことは、ポートフォリオで各自の学修成果としてまとめ、オリジナルの1冊を作り上げる。 

教育 

目標 

との 

関連 

本学の建学の精神の根幹を成すのは、「愛の教育」であり、創立以来の本学の教育理念の 2 つの柱の一つには、「社会でも家庭

でも自分らしく生きられる女性の育成」とある。幸せに生きることができるためには力が必要である。その力を獲得するため

には、自分らしく生きるとはどのようなことなのか深く考え、自らの置かれた環境はどのようなものか的確に認識し、自ら切

り開くことのできる人生の選択肢は何かを見定め、他の支援を仰ぎながら自ら努力することが必要となる。 

到達 

目標 

各自が「自分で自分のキャリアを形成する」という明確なキャリア意識をもち、卒業後の道を主体的に描き、実現に向けて一

歩踏み出すことを到達目標としている。 

授業 

計画 

1. 短大生活スタートアップ① 建学の精神「愛の教育」 愛とは何かについて考える。 

2. 短大生活スタートアップ② 短大生としての学び方“アクティブ・ラーニング”と基本的な学習方法 

3. キャリア・プランニング① お金の教養Ⅰ 自分に必要な生活費と給料 

4. キャリア・プランニング② お金の教養Ⅱ 税と社会保障 

5. 短大生活スタートアップ③ 自立・自律について考える 自己管理と自己育成 

6. キャリア・プランニング③ お金の教養Ⅲ 雇用形態と働く理由 

7. 短大生活スタートアップ④ ストレスコントロールとマナー 

8. キャリア・プランニング④ 保育者として働くということ（卒業生の講演） 

9. 社会人力アップ① 救命救急講習 

10. 社会人力アップ② 救命救急講習 

11. キャリア・プランニング⑤ 職業適性検査 

12. キャリア・プランニング⑥ 社会人基礎力の確認テスト（1回目） 

13. 社会人力アップ③ 認知症サポーター養成講座 

14. キャリア・プランニング⑦ 保育者の資質とは 

15. キャリア・プランニング⑧ 各種検査・テストの結果フィードバックと自己分析 

テキスト なし 

参考書 
『保育者の常識67』  

谷田貝公昭 上野通子編 一藝社 
事前・事後学習 

各回の授業前に、各自のポートフォリオを見直

し、提出課題を復習すること。 

履修の条件 なし オフィスアワー 
各担当教員の研究室で受け付ける。時間は、教

務課掲示板を確認のこと。 

 



 

科目 体育理論 
必修 

選択 

卒業必修 

幼免必修 

保育士必修 

授業 

形態 
講義 

成績 

評価 

試験    40％ 

提出課題  30％ 

受講態度  30％ 
担当 清水 文子 単位 １単位 

開講 

時期 

１年 

後学期 

英語 

表記 
Theory of Physical Education 

概要 
生涯をこころ豊かに過ごせるように生活科学として総合的に理解を深める。そのためにも「自分を知る」ことを目的とし、

こころの健康、からだの健康について実感を持って考える。 

教育 

目標 

との 

関連 

1．健康と運動・心身の関係について理解を深め、健やかな心と体を育てる。 

2．規則正しい生活習慣を身に着ける。 

3．自身の心や体を管理していく必要性と知識を養う。 

到達 

目標 

心身共に健康で豊かな社会生活を送るために必要な事柄を習得し、応用できる。 

授業 

計画 

1. オリエンテーション、VTR鑑賞 授業計画と授業内容及び評価方法について 

2. 女性の健康とスポーツ① 運動の効果を学ぶ。 

3. 健康と運動、こころの健康 健康とは何か、こころと体のつながり、欲求やストレスへの対処法について学ぶ。 

4. 運動と栄養 食生活の見直し、一週間の献立と見直しを行い、グループで話し合う。 

5. VTR鑑賞 「脳の奇跡」･･･脳と身体のつながりを考える。 

6. 女性の健康とスポーツ② 身体的・精神的美しさ、美しさの創造を考える。 

7. ライフサイクルとスポーツ 生涯スポーツの意義を学ぶ。 

8. まとめ 授業のまとめと試験をおこなう。 

テキスト 基本的にプリントを配付する。 

参考書 
参考資料は授業内で適宜指示する。図書館にあ

る本を活用する。 
事前・事後学習 

授業で扱う内容の資料に事前に目を通してお

く。学んだ内容を整理する。 

履修の条件 
日頃から健康に関する情報を取り入れ、関心を

持っておくこと。 
オフィスアワー 質問は、授業後体育研究室にて受け付ける。 

 



科目 体育実技 
必修 

選択 

卒業必修 

幼免必修 

保育士必修 

授業 

形態 
実技 

成績 

評価 

提出課題  20％ 

受講態度  60％ 

実技発表  20％ 
担当 清水 文子 単位 １単位 

開講 

時期 

１年  

前・後学期 

英語 

表記 
Activities in Physical Education 

概要 
「スポーツ」は楽しみながら行うことであり、「真の楽しさ」を体験するにはどうしたらよいかを考え、工夫し自ら進んで実

践する意欲を身につける。ウォーミングアップにリズムエクササイズを行うほか、様々な競技種目を通して運動を楽しむ。 

教育 

目標 

との 

関連 

1．健康や体力の維持増進、技術上達等を各人が体験し、健やかな心と体を育てる。 

2．様々な種目を通して仲間との円滑なコミュニケーション能力を育てる。 

3．体育実技を通して、前に踏み出す力・考える力・チームで動く力を同時に体得する。 

到達 

目標 

1．｢身体を動かすことの楽しさ｣を体感するとともに、自身と他者の身体についての気づきを深め、説明できる。 

2．コミュニケーション能力を養い、仲間とともに時間と空間を共有する喜びを感じることができる。 

3．前向きに取り組む姿勢を育て、学生生活の活性化および体力増進をはかることができる。 

授業 

計画 

1. オリエンテーション 授業内容の説明をする。 

2. 体力向上エクササイズ① からだほぐし運動 

3. 体力向上エクササイズ② 仲間づくり、リズム運動、ストレッチ 

4. 体力向上エクササイズ③ 仲間づくり、リズム運動、ストレッチ、なわとび課題発表 

5. ボールを使った運動① ボールトレーニング 

6. ボールを使った運動② ボールゲーム（ドッヂボール） 

7. ボールを使った運動③ 

8. ボールを使った運動④ ゴール型ボールゲーム（バスケットボール） 

9. ボールを使った運動⑤ 

10. 縄を使った運動① なわとび課題練習、大なわとび 

11. 縄を使った運動② なわとびのまとめをする。 

12. ボールを使った運動⑥ ネット型ボールゲーム（バドミントン） 

13. ボールを使った運動⑦ 

14. ボールを使った運動⑧ 

15. まとめ グループ対抗戦をする。 

16. 身体表現運動① 体ほぐし、ストレッチ、リズムムーブメント 

17. 身体表現運動② リズムムーブメント 

18. 身体表現運動③ 

19. 身体表現運動④ 

20. 身体表現運動⑤ 

21. 身体表現運動⑥ リズムムーブメントまとめ（発表） 

22. ボールを使った運動⑨ 選択種目 

23. まとめ １年間の授業をふり返る。 

テキスト なし 

参考書 なし 事前・事後学習 種目のルールを事前に調べておく。 

履修の条件 
日頃から身体活動を積極的に取り入れておくこ

と。 
オフィスアワー 質問は、授業後体育研究室にて受付する。 

 



 

科目 国語 
必修 

選択 

卒業必修 

幼免必修 

保育士必修 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

試験      50％ 

提出課題     30％ 

受講態度    10％ 

実技発表    10％ 

担当 相澤 京子  増永 順子 単位 ２単位 
開講 

時期 

１年 

前・後学期 

英語 

表記 
Japanese 

概要 

言葉で自分の意思を的確に表現することは、学生としても保育者としてもあらゆる活動の基礎となる。そこで本演習では、自

分の考えを適切な日本語で表現するための基本的なルールを具体的な演習課題や実践を通して修得し、各自の日本語力の向上

を図ることを目的とする。 

教育 

目標 

との 

関連 

各自の日本語力が向上することは、社会生活に必要な教養と保育者としての確かな知識を身につけるための基礎となる。また、

ストーリーテリングやプレゼンテーションの実践は、保育者としての実践的な技能を身につけることにつながる。 

到達 

目標 

1．日本語の表記・文法などの基本的なルールを理解し、活用できる。2．自分の考えを作文に的確に表現できる。 

3．時・場所・相手に応じた適切な日本語で表現できる。 

授業

計画 

1. オリエンテーション 授業の年間の流れを理解するとともに、適切な日本語とは何かを学ぶ。 

2. 日本語の表記① 部首・音訓・熟語について学ぶ。 

3. 日本語の表記② 仮名遣い・送り仮名について学ぶ。 

4. 作文演習① 原稿用紙の正しい使い方に気を付けながら書く。 

5. 語彙・言葉の意味① 類義語・対義語について学ぶ。 

6. 語彙・言葉の意味② 動詞の自他・視点について学ぶ。 

7. 語彙・言葉の意味③ 文体、話し言葉・書き言葉について学ぶ。 

8. 語彙・言葉の意味④ コロケーションについて学ぶ。 

9. 作文演習② 事実と意見の区別を意識しながら書く。 

10. 文法① 品詞・活用の種類について学ぶ。 

11. 文法② ら抜き言葉・レタス言葉・さ入れ言葉について学ぶ。 

12. 文法③ 文のねじれと言葉の係り受け・あいまい文について学ぶ。 

13. 文法④ 接続語・指示語と文章について学ぶ。 

14. 作文演習③ 段落と文章の構成に注意して書く。 

15. 前学期のまとめ 前学期の授業を振り返り、後学期の課題を明確にする。 

16. 敬語① 敬語の種類と使い分けについて学ぶ。 

17. 敬語② 注意すべき敬語について学ぶ。 

18. 敬語③ 配慮すべき言葉について学ぶ。 

19. 敬語の実践① 実際の場面で使う敬語について考える。 

20. 敬語の実践② 実際の場面で使う敬語を劇形式で実践するための脚本を書く。 

21. 敬語の実践③ 実際の場面で使う敬語を劇形式で実践する。 

22. 作文演習④ 様々な立場に立って意見文を書く。 

23. ストーリーテリング① ストーリーテリングの方法について学ぶ。 

24. ストーリーテリング② ストーリーテリングの実践のための練習を行う。 

25. ストーリーテリング③ ストーリーテリングの実践を行う。 

26. プレゼンテーション① プレゼンテーションの方法と注意点を学ぶ。 

27. プレゼンテーション② 新聞記事の内容をもとに、プレゼンテーションのための原稿を書く。 

28. プレゼンテーション③ プレゼンテーションを行い、講評を受ける。 

29. 作文演習⑤ これまでの学びを踏まえ、与えられたテーマで書く。 

30. まとめ １年間の授業を振り返り、今後の課題を明確にする。 

テキスト 『スキルアップ！日本語力 大学生のための日本語練習帳』 名古屋大学日本語研究会GK７ 東京書籍 

参考書 なし 事前・事後学習 入学前課題『ことば 基礎編』をよく学習しておくこと。漢字等の小テストの復習を行うこと。 

履修の条件 なし オフィスアワー 時間及び場所は、教務掲示板で確認すること。 

 



科目 社会福祉 
必修 

選択 

卒業必修 

保育士必修 

授業 

形態 
講義 

成績 

評価 

試験      80％ 

提出課題    15％ 

受講態度    5％ 

担当 小川 一幸 単位 ２単位 
開講 

時期 

１年 

前学期 

英語 

表記 
Social Welfare 

概要 

少子超高齢社会が急速に進行する日本の社会にあって、格差が拡がり、貧困が深刻化する中で、様々な生活課題を抱え、生

活困難に陥っている人々が増えている。社会福祉はこれら生活課題を抱えている人々が、家族、個人としての尊厳を持ち、

自立した生活が送れるように援助することである。現在の社会福祉の制度や施策が果たしている役割や課題について意見交

換をしながら授業を進めていく。 

教育 

目標 

との 

関連 

社会福祉は実践の学問であるといわれている。社会福祉を学ぶということは、社会福祉の法律、制度、サービスの種類など単

に知識として学ぶだけではない。福祉サービスを利用しながら生活をしている人々がどの様な生活課題を抱えて生活を送って 

いるのかなどの生活実態を、毎回それぞれのテーマに沿った DVD やビデオなどの映像等を利用しながら、広く社会に関心を持

ち、幅広い視点で考察できるように学ぶ。 

到達 

目標 

社会福祉の専門職としての保育士は、人と人との関わりの中で成立する仕事である。 

1．単に保育技術や知識を習得した人を目指すのでなく、プライバシーを尊重し、人権を重んじるような考え方を身に付ける。 

2．周囲の状況や他者の気持ちを理解し、適切な判断ができるようになる。 

授業 

計画 

1. 社会福祉とは 社会福祉を学ぶにあたっての授業の内容と進め方についてのガイダンス。 

2. 社会的状況の変化   

と社会福祉の役割 

少子超高齢社会が進行する中で、生活環境が大きく変化してきている。そのような状況の

変化が生活を送る上でどのような影響を与えているかを考察する。 

3. 社会福祉の理念に 

ついて 

社会福祉の理念は憲法２５条の生存権保障が基本であることを学び、人間の自立生活と自

己実現を保障するための社会福祉制度の果たす役割や意義を理解する。 

4. 社会福祉の歴史 

―イギリス中心― 

イギリスの社会福祉は世界の社会福祉に大きな影響を与えたと位置づけられている。日本

の社会福祉に与えた影響も大きく、その歴史などについて学ぶ。 

5. 社会福祉の歴史 

―日本の歴史― 

日本の社会福祉は、相互扶助、慈善、社会事業、社会福祉と発展し成立してきた。そのプ

ロセスについて特に歴史的背景を考察しながら学ぶ。 

6. 社会福祉サービスと 

成年後見制度 

社会福祉制度やサービス全般について学び、サービスを受ける利用者の権利擁護の中心的

役割を期待され成立した成年後見制度などについても学ぶ。 

7. 社会保障と社会福祉 
私たちの生活を保障する中心の社会保障の枠組み、社会保険制度－年金や医療制度－につ

いて学び、その中で社会福祉との関連や役割について考察する。 

8. 社会福祉法制と社会福祉行

政について 

社会福祉の法制度と行政の仕組みがどのように人々の暮らしを守っているか、また、具体

的な社会福祉実施（相談）機関の役割について理解する。 

9. 社会福祉援助と方法につい

て 

ソーシャルワークの体系と援助技術はどのようなものか、人との係わりの中で援助のプロ

セスと、福祉専門職として求められている役割について考察する。 

10. 生活保護➀ 健康で文化的な最低生活を保障する生活保護制度について、現状と実態を考察する。 

11. 生活保護➁ 生活保護の原理など基本的な仕組みと現状の課題について学び、話し合う。 

12. 障害者福祉 
障害者福祉の基本理念、法律と実施体制、ノーマライゼーションと障害者の現実の生活に

ついて学び、障害者が生活しやすい社会とは…？についてグループで話し合いをする。 

13. 高齢者福祉 
超高齢社会を迎え、高齢者が置かれている現状と制度の果たすべき役割、特に、高齢者の

介護の役割を担って成立した介護保険制度の現状などについて学ぶ。 

14. 児童家庭福祉 
少子化の中で子どもを取り巻く社会環境は大きく変化している、その中で児童家庭福祉の

役割と課題について、後期の授業を視野にその概略を理解する。 

15. 社会福祉の課題と展望 
現在の社会福祉の意義や理念、制度や施策、社会福祉の実態や課題などについて、学んだ

ことを振り返り、これからの社会福祉のあり方について考える。 

テキスト 『よくわかる社会福祉』 山縣文治・岡田忠克編 ミネルヴァ書房   

参考書 毎回レジュメを作成し、配布する。 事前・事後学習 授業の項目のテキストを読むこと。 

履修の条件 
社会福祉について新聞、テレビ等で取り上げら

れる情報に関心を持っておく。 
オフィスアワー 

授業終了後と授業実施日の昼休みの時間帯に教

室で質問を受け付ける。 

 



 

科目 教育原理 
必修 

選択 

卒業必修 

幼免必修 

保育士必修 

授業 

形態 
講義 

成績 

評価 

提出課題  30％ 

受講態度  70％ 担当 百瀬 和男 単位 ２単位 
開講 

時期 

１年 

前学期or後学期 

英語 

表記 
Principles of Education 

概要 
1．教育の理念・歴史・思想等について学ぶ。 

2．教育に関する行政・制度・経営等について学ぶ。 

教育 

目標 

との 

関連 

本学の建学の精神がキリスト教を基盤としていることから、「愛の教育」についても関連づけてゆく。教育基本法の目的につい

て考え、世界の教育課程案を比較することで、日本の教育制度についても触れてゆく。 

到達 

目標 

1．教育についての学者の考えや、実践者の考えを理解できるようになる。 

2．幼稚園教育要領の趣旨について理解する。 

授業 

計画 

1. 教育の意味 教育の必要性について学ぶ。 

2. 教育の意味 人間の成長と発達について学ぶ。 

3. 教育の目的 教育目的の歴史的変遷について学ぶ。 

4. 教育の目的 戦後教育の新しい動きについて学ぶ。 

5. 教育の内容 学習指導要領について学ぶ。 

6. 教育の内容 教育課程の６類型について学ぶ。 

7. 学習指導 教育方法の歴史について学ぶ。 

8. 学習指導 学習指導の過程について学ぶ。 

9. 生徒指導 生徒指導観の歴史について学ぶ。 

10. 生徒指導 問題行動について学ぶ。 

11. 学級経営 学校教育の成立について学ぶ。 

12. 学級経営 学校管理と学校経営について学ぶ。 

13. 教育の制度 教育行政について学ぶ 

14. 教育の行政 教育法規について学ぶ。 

15. 教師 教師の類型について学ぶ。 

テキスト 『幼稚園教育要領解説』 文部科学省 

参考書 NEW TESTAMENT（贈呈） 事前・事後学習 テキストと参考書に目を通す。 

履修の条件 
授業に意欲的に出席すること。学んだことをノ

ートにまとめること。 
オフィスアワー 金曜日の午前中に受けつける。 

 



科目 保育内容総論 
必修 

選択 

卒業必修 

幼免必修 

保育士必修 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

試験    70％  

提出課題  10％  

受講態度  20％  
担当 大久保 明子 単位 １単位 

開講 

時期 

１年 

前学期 

英語 

表記 
Theory of Materials and Practices for Early Childhood Care 

概要 
「幼稚園教育要領」や「保育所保育指針」の要旨に沿い、日本の幼児教育、保育の理念の成立と変遷を理解した上で、単に

「領域」を統合するだけではなく、現在の保育の全体構想の中で、保育内容を実践に即して総合的にとらえることを学ぶ。 

教育 

目標 

との 

関連 

子どもの生活を取り巻く家族や社会の変化が著しく、子どもと家族をめぐる施策が次々と打ち出され、幼稚園や保育所のあり

よう、そこでの子どもの生活も社会の変化の影響を受けている。そのような現状において、単に知識を修得するのではなく、

子どもと家族にとってどのような保育が必要で何が求められるのかを、時代の価値観や風潮に流されることなく考えることの

できる社会に貢献できる保育者の育成を目指す。 

到達 

目標 

1．現在の日本の幼児教育が、どのような変遷を経て現在の保育につながっているかを理解する。 

2．保育の基本、保育内容を学ぶために、子どもや子ども集団の発達の特性や、発達過程についての理解を深める。 

3．保育者になるという自覚を持ち、保育という仕事のさまざまな側面を学び、保育者にふさわしい人間性を身につける。 

授業 

計画 

1. オリエンテーション 保育内容総論とはどのようなことを学ぶのかを知り、保育内容の基本、授業内容の概要を知る。 

2. 保育内容の変遷① 日本の幼稚園の始まりから第二次世界大戦までの保育内容の変遷を学ぶ。 

3. 保育内容の変遷② 第二次世界大戦後から現代までの保育内容の変遷を学ぶ。 

4. 保育内容の変遷③ 保育所の保育内容の変遷を学ぶ。 

5. 幼稚園教育と保育内容

の構造 

「幼稚園教育要領」と保育内容の関係を学ぶ。 

「幼稚園教育要領」の構成と領域のとらえ方と保育内容について考える。 

6. 保育所保育と保育内容

の構造 

「保育所保育指針」と保育内容の関係を学ぶ。 

「保育所保育指針」の構成と領域のとらえ方と保育内容について考える。 

7. 乳幼児の発達① 子どもの発達の捉え方を学ぶ。 

8. 乳幼児の発達② 「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」の発達観を知り、発達段階と発達課題について学ぶ。 

9. 乳幼児の生活と保育内

容① 

乳幼児を取り巻く環境と保育内容の関係を学ぶ。     

・社会の変化と保育内容について学ぶ。 ・子どもにふさわしい生活とは何かを考える。    

10. 乳幼児の生活と保育内

容② 

乳幼児の活動（主に「遊び」）と保育内容について学ぶ。 

乳幼児の生活と保育内容について学ぶ。 

11. 保育内容と計画① 
保育の計画とは何か、またその必要性等について学ぶ。 

「教育課程」及び「保育課程」とは何かを知る。 

12. 保育内容と計画② 長期、短期の指導計画について、また保育における計画と実践の関係を学ぶ。 

13. 保育者の役割 子どもにとって望ましい保育者、保育者に求められる役割及び保育のあり方などを考える。 

14. 現代社会における保育

の多様な展開 

現代社会における幼稚園と保育所の役割、保育の専門性、家庭、地域、小学校との連携を踏ま

えた保育、保育内容の課題を学ぶ。 

15. まとめ 授業を振り返り、要点を確認し、学んだことや疑問を整理し、議論する。 

テキスト 『新保育内容総論』 阿部和子・久富陽子・前原寛 著 萌文書林 

参考書 
『幼稚園教育要領解説』 

『保育所保育指針解説書』 
事前・事後学習 教科書の事例を読み込むこと。 

履修の条件 
幼児や幼児教育に興味を持ち、幼児教育につい

ての本をたくさん読むこと。 
オフィスアワー 質問等は、授業前後に教室にて受け付ける。 

 



科目 保育内容（健康） 
必修 

選択 

卒業必修 

幼免必修 

保育士必修 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

試験    20％ 

レポート  20％ 

提出課題  20％ 

受講態度  20％ 

実技発表  20％ 

担当 二階堂 あき子 単位 １単位 
開講 

時期 

１年 

前学期 

英語 

表記 
Contents of Childcare (Health) 

概要 

乳幼児が「健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養う」ための発育発達の基本やその援助方法を学ぶ。

自らの健康管理を振り返りながら、保育者としてのあり方、子どもに対する安全の視点などを理解する。子どもの健康と安

全の予想される活動と援助について、課題やレポートに取り組み知識を深める。教科書を元に、進度調整しながら、時間の

余裕があれば、より具体的実践内容も含めていく予定である。 

教育 

目標 

との 

関連 

幼稚園教育要領及び保育所保育指針に於ける、心身の健康に関する領域「健康」に示された観点から、乳幼児期の健康教育の

理論と実践を理解する。「周囲の状況や他者の気持ちを理解し、適切な判断ができる」ように教職として自分の健全な心身を保

つとともに、発育発達の子どもの理解から、健康指導の立案を修得する。 

到達 

目標 

1．自らの「健康」を管理して、教諭として相応しい生活習慣を身に付ける努力ができる。 

2．乳幼児期における子どもの心身の基礎的健康に関わる領域や知識について理解する。 

3．「健康」に関する工夫や応用、その問題点の把握などの実践力を身につける。 

授業 

計画 

1. オリエンテーション 
授業の進め方と評価の説明をする。「子どもの健康な育ちを保障する」保育のガイドラインを理

解する。 

2. 健康を保障する 「健康な子ども、元気な子どもの姿とは？」、子どもの体の特徴と保育の視点を学ぶ。 

3. 健康課題とは 「子どもの全面発達と現代っ子の健康問題」を考え、話し合う。 

4. 生理的発達の保障 「生活リズムの獲得」について、人の睡眠と様々な法則について理解する。 

5. 恒温の獲得 「恒温獲得のすすめと、恒温動物について」その事例と方法を知る。 

6. 五感を育む 「五感」とは？「五感を獲得するために」様々な事例と工夫を学ぶ。 

7. 子どもと大人 「未熟から成熟への発達の概要とその援助」について理解し、心と体の関係を話し合う。 

8. 協応動作とは 「子どもの運動発達の保障と体力」について学ぶ。 

9. 概念形成とは 「脳の発達と概念の獲得」について脳が育つための条件を学び、心の体の結びつきを考える。 

10. 基本的生活習慣 「基本的生活習慣の保障」と身辺の自立と援助について理解する。 

11. 安全管理と教育 「子どもの視点に立った安全生活の保障」①安全教育について学ぶ。 

12. リスクとハザード 「子どもの視点に立った安全生活の保障」②リスクの見極めとハザードの除去について考える。 

13. 遊びのとらえ方 「子どもの育ちと遊びの保障」「食文化」について理解する。 

14. 保育者の眼差し 保育内容「健康」を理解するために、実践的に考えてみよう。〈グループディスカッション〉 

15. 保育者が担う物 「全面発達の保障」とは何か。全15回のまとめを行う。 

テキスト 『演習 保育内容 健康 －大人から子どもへつなぐ健康の視点』 井狩 芳子著 萌文書林 

参考書 なし 事前・事後学習 
自身の生活習慣を見直し、健康管理を常に意識

する。テキストの該当章を熟読する。 

履修の条件 積極的な授業参加と課題提出 オフィスアワー 授業前後に教室にて受け付ける。 

 



科目 保育内容（人間関係） 
必修 

選択 

卒業必修 

幼免必修 

保育士必修 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

試験    70％ 

提出課題  10％ 

受講態度  20％ 
担当 大久保 明子 単位 １単位 

開講 

時期 

１年 

後学期 

英語 

表記 
Contents of Childcare（Human Relations） 

概要 

社会構造の変化により、子ども達を取り巻く環境も大きく変容したため、その影響の一つとして、子どもの育ちに「人とか

かわる力」の不足が指摘されていることをふまえながら、特に乳幼児期の重要性に着目し、人とのかかわりが育つ過程を学

ぶ。また、幼稚園、保育所での集団生活の意義、「人間関係」の基礎を築いていくための保育者の役割を学ぶ。 

教育 

目標 

との 

関連 

現代社会の状況が、子ども達の人間関係の希薄さ、関係作りの弱さなどに影響していることを意識しながら、「人とかかわる力」

の基礎作りの重要性を学ぶ。また、豊かな人間関係を培っていくことのできる子ども達の育ちを支えるために、保育者が自分

自身の感性、温かい人間性などを身につけることを心がける。 

到達 

目標 

1.子どもがどのような過程を経て「人間関係」を築いていくのかを、子ども自身の発達の過程と重ね合わせて理解する。 

2．子ども達が発達の過程で表す様々な姿をどのように受け止めるか、という保育者としての重要な課題を学び、自分の子ども 

観、保育観を作っていく準備をする。 

3．事例研究を通して、多様な保育者の役割、より良い保育の形態について学び、自身で考える力を養う。 

授業 

計画 

1. オリエンテーション 
保育内容「人間関係」で何を学ぶかを知り、領域「人間関係」の意味、授業

内容を知る。 

2. 領域「人間関係」について① 
「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」の「人間関係」の内容を学ぶ。 

領域「社会」から「人間関係」への変更の背景を知る。 

3. 領域「人間関係」について② 保育内容としての「人間関係」の意味を学ぶ。 

4. 人とのかかわりの発達① 
人とのかかわりの発達について学ぶ。 

・おとなと子どものかかわりの始まりとその意味を知る。 

5. 人とのかかわりの発達② 
・年齢の近い子ども達とのかかわりの始まりとその意味を知る。 

・人とのかかわりが育つ道すじを学び、発達との関連を知る。 

6. 子どもの生活と人とのかかわり①  
子どもの日常生活における人とのかかわりについて学ぶ。 

・家族のなかの子どもの位置づけと存在の意味を学ぶ。 

7. 子どもの生活と人とのかかわり②  ・園生活と人とのかかわり、地域社会と人とのかかわりを学ぶ。 

8. 遊びのなかで育つ人とのかかわり① 遊びの発達と仲間関係の発達の関連を学び、重要性を理解する。 

9. 遊びのなかで育つ人とのかかわり② 遊びを通して育つ基本的な人とのかかわりについて学ぶ 

10. 人とのかかわりを育てる保育の実践① 「個と集団」「クラスの意味とクラス作り」について学ぶ。 

11. 人とのかかわりを育てる保育の実践② 事例研究  事例を通して子どもの理解、保育者のかかわりなどを学ぶ。 

12. 保育者の役割と援助① 
子どもを見る目、子どもの見る目、援助者としての役割、より良い保育の形

などを学ぶ。 

13. 保育者の役割と援助② 「人とかかわる力」の育ちを見る視点について学ぶ。 

14. 領域「人間関係」をめぐる諸問題 
「人間関係」」に関する幼児教育の今日的課題を知り、保育者として諸問題

をどのようにとらえるかなどを学ぶ 

15. まとめ 映像により、実際の子ども達の様子を見る。授業を振り返り要点を確認する。 

テキスト 『事例で学ぶ保育内容 領域人間関係』 無藤 隆・岩立 京子著 萌文書林 

参考書 
『幼稚園教育要領解説』 

『保育所保育指針解説書』 
事前・事後学習 子どもに関する日々のニュースに関心を持つ。 

履修の条件 
事例研究などに積極的に臨み、自分で考えるこ

とを重視する。 
オフィスアワー 質問等は、授業前後に教室にて受け付ける。 

 



科目 保育内容（環境） 
必修 

選択 

卒業必修 

幼免必修 

保育士必修 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

試験     30％ 

提出課題  20％ 

受講態度  30％ 

実技発表  20％ 

担当 入江 和夫  元 鍾彬 単位 １単位 
開講 

時期 

１年 

前学期 

英語 

表記 
Contents of Childcare (Environment) 

概要 
保育者としての専門性を育むために、自ら自然体験活動や制作活動、栽培などを通して子どもの遊びや生活の具体的な活動

について理解し、様々なものに気づきや数量、文字に触れる環境作りについて学ぶ。 

教育 

目標 

との 

関連 

幼児期は身のまわりの環境から日常生活や遊びを通して気づく事が多く、好奇心を前面に出しての探求活動が盛んになる。そ

こから豊かな感性が身についてくる。環境のかかわりを援助するには保育者自らが体験し、実践することで技能を養うことを

目指す。 

到達 

目標 

この授業では、保育領域のねらいに沿って保育者自ら身近な環境について体験しながら、日常の園生活において、自然との出

会いに対し好奇心や探究心が育つように援助する能力を身につける。 

授業 

計画 

1. オリエンテーション 領域環境の理論・実技に関わる授業内容、学習方法について説明する。 

2. 領域環境について 
領域環境についての定義・ねらい・内容などを身近な具体的な例をもって説明する。実技

では、大学の校内を散策しながら自然を感じ、発見する。 

3. 地域環境への理解について 
自然事象と人々の生活との関わりについて考察する。キャンパス周辺を散策し、田んぼや

動植物の季節特有の様子について観察し、理解する。 

4. 生物に関わる活動① 
保育所、幼稚園での飼育、栽培について考察する。実技としては食用植物や身近にある植

物の栽培を行い、継続的な観察と手入れを行う。 

5. 生物に関わる活動② 
飼育・栽培のねらいについて考察する。子どもの発達を踏まえた望ましい関わらせ方やね

らいについて考える。 

6. 幼稚園見学を行う ５月１８日（月）に幼稚園見学を実施する。 

7. ものの動きに関わる活動 力学的な玩具のしくみについて理解する。実技としては、ポップアップカードを制作する。 

8. 季節と年中行事 季節の移り変わりの気づきを援助する方法やそれに関わる年中行事について理解する。 

9. 自然素材を活かした活動 
自然の樹木や葉っぱの素材について、フィールドに出て観察し理解を深める。素材になる

ものを探す活動を行う。 

10. 幼稚園・保育所における環境

構成について 

安全かつ創造的な環境構成について理解する。実際の現場の環境構成の事例から、植物栽

培や動物飼育などの工夫について理解する。 

11. 文字、数量、図形への気づき 
文字、数量、図形などの指導内容について、生活や遊びとのかかわりを理解する。実技と

しては、折り紙を行う。 

12. 標識の役割 
保育室内で使用することを想定した標識づくりを行う。幼児の生活や遊び、発達を意識し

た環境構成への理解を深める。 

13. 科学絵本の活用・指導計画の

作成 

科学絵本を用いることで、自然体験活動の方法について学ぶ。指導計画を作成し、領域環

境のねらいを具体化できるようにする。 

14. 領域環境と食育との接点に

ついて 

本授業で栽培した植物を収穫し、調理する。その実際の体験から領域環境と食育との接点

について考える。 

15. まとめ 今学期の授業の振り返りと評価を行う。 

テキスト 授業で適宜プリントを配付する。 

参考書 

『事例で学ぶ保育内容〈領域〉環境』  

無藤 陸・福元真由美他 萌文書林 

図書館にある環境関係の書籍 

事前・事後学習 
テキストを前もって読み、学習に備えること。

前回の授業の確認を行うこと。 

履修の条件 

毎回実技を行う。特にフィールド観察や栽培活

動の際には汚れてもいい服装（体育着など）を

着用すること。 

オフィスアワー 質問は授業終了後、教室にて受け付ける。 

 



 

科目 保育内容（言葉） 
必修 

選択 

卒業必修 

幼免必修 

保育士必修 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

試験     60％ 

提出課題   30％ 

受講態度    5％ 

実技発表   5％ 

担当 相澤 京子 単位 １単位 
開講 

時期 

１年 

前学期 

英語 

表記 
Contexts of Childcare (Language) 

概要 

言葉はコミュニケーションの手段としてだけではなく、物を認識したり思考したりする際にも欠かせないものである。しかし、

人間は生まれた時から言葉を話せるわけではない。乳幼児は身近な人の関わりのなかで言葉を獲得していく。そこで本演習で

は、幼稚園教育要領・保育所保育指針における領域「言葉」のねらいと内容を理解するとともに、乳幼児の言葉の発達過程、

子どもの言葉の育ちを支える環境や保育者の役割について学ぶことを目的とする。また、絵本や紙芝居など、豊かな言葉を育

む児童文化財への関心を高め、活用する力を身につけることにより、言葉に対する感覚や言葉で表現する力を養う。 

教育 

目標 

との 

関連 

乳幼児の言葉の発達やそれに対する保育者の援助を理解することで、保育者としての確かな知識を修得する。また、言葉を豊か

にするための児童文化財を理解し実践することは、保育者としての実践的な技能を身につけるとともに、豊かな感性を育てるこ

とになる。 

到達 

目標 

1．言葉の機能が説明できる。2．乳幼児の言葉の発達を理解する。3．言葉を豊かにする児童文化財を知り、実践できる。 

4．子どもの言葉を育むための保育者の役割を理解する。5．領域「言葉」のねらいと内容が説明できる。 

授業 

計画 

1. オリエンテーション 

―言葉とは何か― 

ワークショップを踏まえて、言葉とは何かを考え、さらに言葉の機能について理解す

る。 

2. 言葉を育む児童文化財 保育現場における児童文化財の種類を知るとともに、その活用法を考える。 

3. 乳幼児の言葉の発達① 出生後から初語が出る前までの前言語期の発達を学ぶ。 

4. 乳幼児の言葉の発達② 一語文の時期から多語文が出る時期までの言葉の発達を学ぶ。 

5. 乳幼児の言葉の発達③ 多語文以降の言葉の発達を学ぶ。 

6. 乳幼児の言葉の発達④ 子どもが文字に興味を持ち、書き言葉を習得していくまでの過程を学ぶ。 

7. 児童文化財と言葉の育ち① 児童文化財の種類を理解するとともに、言葉遊びを実践する。 

8. 児童文化財と言葉の育ち② 児童文化財としての絵本の役割と、子どもにふさわしい絵本の特徴を学ぶ。 

9. 児童文化財と言葉の育ち③ 紙芝居の特徴とその演じ方を学ぶ。 

10. 領域「言葉」のねらいと内容 領域「言葉」のねらいと内容、さらに他領域との関係を学ぶ（変遷を含む）。 

11. 言葉を育むための保育者の役割① 子どもの言葉を育むための保育者による環境作りを学ぶ。 

12. 言葉を育むための保育者の役割② 子どもの言葉を育むための保育者の言葉がけを学ぶ。 

13. 言葉を育むための保育者の役割③ 保育者自身の言葉の問題を考える。 

14. 言葉の育ちに関わる諸問題 
言葉の発達に問題のある子ども、日本語を母語としない子どもやその保護者の援助に

ついて学ぶ。 

15. まとめ これまでの授業の総括と振り返りを行う。 

テキスト 『保育者をめざす人の保育内容「言葉」』 駒井美智子編 みらい 

参考書 

『幼稚園教育要領解説』 

『保育所保育指針解説書』 事前・事後学習 

自分自身の幼少期の絵本体験を振り返っておくこと。

また、絵本や紙芝居などの児童文化財にできるだけ多

く接すること。 

履修の条件 
絵本の読み聞かせの実践を履修者全員に課

します。 
オフィスアワー 時間及び場所は教務掲示板を確認すること。 

 



科目 保育内容（表現） 
必修 

選択 

卒業必修 

幼免必修 

保育士必修 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

試験    20％ 

レポート  20％ 

提出課題  20％ 

受講態度  20％ 

実技発表  20％ 

担当 二階堂 あき子 単位 １単位 
開講 

時期 

１年 

後学期 

英語 

表記 
Contents of Childcare (Representation) 

概要 

幼稚園教育要領と保育者保育指針に於ける「表現」の領域について理解する。教諭として、どのように子どもの「感性」を

刺激し、また、自ら「表現」できる子どもに育つように援助し、そして、子どものイメージが豊かに生活の中で発揮される

仕掛けを学ぶ。より実践的になるために、実技、発表を多く行い、互いの観察と評価を体験することで、自身の保育内容（表

現）とその基準を作っていく。 

教育 

目標 

との 

関連 

「社会生活に必要な教養と保育者として豊かな知識を身に付ける」ために、感性をどのように磨き、どのような表現活動を為

しうるのかを、実際に思考錯誤することで修得する。それには、自身の精神力・努力が重要である。様々な物事に好奇心を持

ち関連づけていくことで、「表現」の領域を経験的に学ぶ。 

到達 

目標 

1．自身の表現力や感性を養い、必要な基本技能を修得し、努力を続けることができる。 

2．子どもが主体的に表現することを楽しむための働きかけを身に付け、実施できる。 

3．自身の得手不得手を自覚し、創意工夫により力量形成していくことができる。 

授業 

計画 

1. オリエンテーション 授業概要と評価方法の説明をする。「表現」の領域を理解する。ヨガあそびを体験する。 

2. 保育の基本と表現① 「人間形成」に於ける感性と表現及び、その発達過程を理解する。ヨガボールあそびを行う。 

3. 保育の基本と表現② 「保育の楽しさと表現」子どもの自発に触発される楽しさを体験する。記念造形を行う。 

4. 保育の感性と表現① 領域「表現」の「ねらい」と内容を学ぶ。布あそびを行い、それを発表する。 

5. 保育の感性と表現② 他の領域との関係を理解し、保育の基本と領域「表現」を理解する。ゴム紐あそびを行う。 

6. 領域「表現」と保育者① 
子どもの豊かな表現を育む環境の構成と子どもの心が開放される環境を学ぶ。 

協同あそび①を行う 

7. 領域「表現」と保育者② 子どもの表現を受け止める・引き出す・伸ばすことにより表現を育むあそびの援助を学ぶ。 

8. 感性と表現① 五感を通した保育と自然や生命の不思議さを感じる保育例を学ぶ。散策ワークを行う。 

9. 感性と表現② 
人の温かさを感じる保育と様々な表現活動を通した保育を学ぶ。 

協同あそび② これまでの授業の振り返り。 

10. 身体的表現① 身体的表現活動の目標を理解して、「ありえない物語」の身体的表現を行う。 

11. 身体的表現② 内容の展開と指導の実際を行い、保育者に求められる指導技術とダンス指導を学ぶ。 

12. 造形的表現① 造形的表現活動の目標を理解して、創作中の身体表現に相応しい造形を考える。 

13. 造形的表現② 指導の実際から必要な内容を吟味して、小物や衣装等を身につけて実演する。 

14. 言語的表現 言語的表現活動の目標を学び、劇あそびを行う準備し、話し合う。 

15. まとめ 作り上げた劇あそびを発表し、互いに評価を行うことで保育内容「表現」をまとめる。 

テキスト 『生活事例からはじめる －保育内容－ 表現』 徳安敦・関口明子編著 青踏社 

参考書 
『幼稚園教育要領解説』 

その他、随時授業で紹介する。 
事前・事後学習 

事前：テキストの該当章を熟読する。 

事後：授業内で指示する。 

（前提として、友達と仲良くなること） 

履修の条件 積極的な授業参加の姿勢と課題提出。 オフィスアワー 授業の前後に教室にて受け付ける。 

 



 

科目 音楽の基礎 
必修 

選択 
卒業選択 

授業 

形態 
講義 

成績 

評価 

試験    20％ 

提出課題  60％ 

受講態度  20％ 

担当 宮本 眞理子 単位 ２単位 
開講 

時期 

１年 

前学期 

英語 

表記 
Fundamentals of Music 

概要 

幼い頃の、歌いたいという体験や、リズムに合わせて身体が揺れるという体験は、誰もが思い出すことができる。子ども達

には音楽を嫌いにさせないことが大切である。保育者として、また家庭における母の立場として、子ども達にどのように音

楽の喜び・楽しさを伝えるかを、様々な角度から学ぶ。 

教育 

目標 

との 

関連 

「愛をもって幼児を育成する教育者」「社会でも家庭でも自分らしく生きられる女性」になるために、音楽の喜び・楽しさを知

る。そして、これから関わる子ども達に音楽の喜び・楽しさを伝えられるようになる。 

 

到達 

目標 

1．楽譜が読めて、ドレミで歌えるようになる。 

2．リズムや音の高低を聴きわけられるようになる。 

3．音楽を聴くこと・学ぶことが楽しいと思うようになる。 

授業 

計画 

1. 幼児の音楽的活動 幼児にとっての音楽とは何かを学ぶ。 

2. 聴く楽しみ① 子守唄について学ぶ。メロディーと歌詞から母の心を知る。 

3. 聴く楽しみ② 乳幼児の音楽的発達や聴く耳を育てるための指導法を学ぶ。 

4. 歌う楽しみ① わらべうたと子どもの遊びについて学ぶ。 

5. 歌う楽しみ② 子どもの声域と音程や子どもの歌について学ぶ。 

6. 歌う楽しみ③ 楽譜とのつながり ― ドレミで歌うことに慣れる。 

7. 楽器を演奏する楽しみ① 楽器あそびが楽しくできる環境づくりについて学ぶ。 

8. 楽器を演奏する楽しみ② 拍子・リズム・音の高低などを聴き分ける能力について学ぶ。 

9. 楽器を演奏する楽しみ③ 音色・メロディーなど美しいものに感じる心の大切さを学ぶ。 

10. 身体を動かす楽しみ 
子どもが成長に伴い、音楽に合わせて歩く・走る・スキップするというような活発な

動きができるようになることを学ぶ。 

11. 幼児のための音楽指導法① 楽譜を読めるようにする指導法を学ぶ。 

12. 幼児のための音楽指導法② 楽器を弾けるようにする指導法を学ぶ。 

13. 幼児のための音楽指導法③ 音楽を嫌いにさせない指導法について学ぶ。 

14. まとめ① 今学期の授業の振り返りを行う。 

15. まとめ② 今学期の授業の評価を行う。また、今後の課題等を考察する。 

テキスト 適宜プリントを配付する。 

参考書 大学所有のものを授業時のみ貸与する。 事前・事後学習 必ず予習・復習をして次の講義に臨むこと。 

履修の条件 

子ども達に音楽の喜び・楽しさを伝えたいと思う

者、自分自身が音楽を学ぶにあたって苦労している

者を対象とする。 

オフィスアワー 木曜日 音楽研究室にて。 

 



科目 保育原理 
必修 

選択 

卒業選択 

保育士必修 

授業 

形態 
講義 

成績 

評価 

試験     70％ 

提出課題   20 ％ 

受講態度   10％ 

担当 竹田 恵 単位 ２単位 
開講 

時期 

１年 

前学期 

英語 

表記 
Principles of Early Childhood Care and Education 

概要 

「保育」に必要な基礎的事項について学び、基本的な原理を理解することを目的とする。具体的には保育の理念、保育の社

会的役割と責任、制度、歴史、子ども理解、保育者の専門性について学ぶ。さらに保育実践の基盤づくりとして、保育の特

性を学び、保育の目標、内容、方法、計画と評価に関する基礎的な知識を習得する。 

教育 

目標 

との 

関連 

現在、社会が変化し、多様な保育ニーズへの対応が求められている。また、昨年度施行された子ども・子育て支援新制度に関

する理解も必要である。他方、子どもと共に生きてきた保育の先達の言葉には時代を越えて学ぶことも多い。保育者を目指す

ものとして「保育」に必要な基礎的事項について多様な視点から学び、広く社会（教育・福祉など）に関心を持ち、基本的な

保育の原理を理解しておくことが重要なのである。 

到達 

目標 

1．「保育」とは何かについて、習得した知識をふまえて自分の言葉で説明することができる。 

2．保育の基礎的知識を習得する。保育に関する理解を深める。 

3．学修した内容をもとに「保育観」「子ども観」についての考えを自分なりにまとめることができる。 

授業 

計画 

1. オリエンテーション 授業の概要と授業計画の説明をする。 

2. 「保育」とは何か 「保育」の言葉の持つ意味と、保育の社会的役割と責任について学び、話し合う。 

3. 保育の制度と現状 日本の保育制度と現状について学ぶ。 

4. 子ども理解① 保育における「子ども理解」について受容と共感の視点から学ぶ。 

5. 子ども理解② 「発達」のとらえ方について多角的に学び理解を深める。 

6. 保育の内容 『保育所保育指針』と『幼稚園教育要領』に基づき、保育内容の基本的な考え方について学ぶ。 

7. 保育の方法① 保育方法について基本的な考え方を理解する。 

8. 保育の方法② 子どもにふさわしい生活の展開という観点から保育方法を多面的に捉え直す。 

9. 保育の計画と評価 保育計画の立案および記録・評価の意義について学ぶ。 

10. 保育者の専門性① 保育者に求められている専門性について学ぶ。 

11. 保育者の専門性② 保育者に求められている専門性について子育て支援の視点から学ぶ。 

12. 保育の歴史① 西欧における保育施設の誕生と発展について学ぶ。 

13. 保育の歴史② 日本における保育施設の誕生と発展について学ぶ。 

14. 保育の現状と課題 
子ども・子育て支援新制度について学び、保育の現状と課題について理解を深め、グループで

討議する。 

15. まとめ 今までの学びを整理して、自分なりの「保育観」「子ども観」に関する考えをまとめる。 

テキスト 
『よくわかる保育原理(第４版)』 森上史朗・大豆生田啓友編 ミネルヴァ書房 

※『保育所保育指針解説書』『幼稚園教育要領解説』『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』は毎回持参すること。 

参考書 『保育原理』 天野珠路・北野幸子 中央法規 事前・事後学習 
授業後に配布したプリントを見直し、必要に応

じて補足して次回の授業に臨むこと。 

履修の条件 
子ども・子育て支援新制度に関する情報に関心

を持ち、授業に臨むこと。 
オフィスアワー 

研究室にて受け付ける。時間及び場所は教務掲

示板で確認すること。 

 



科目 保育者論  
必修 

選択 

卒業選択 

保育士必修 

授業 

形態 
講義 

成績 

評価 

試験    60％ 

レポート  10％ 

受講態度  30％ 

担当 平岩 由美子 単位 ２単位 
開講 

時期 

１年 

後学期 

英語 

表記 
General Theory of Early Childhood Caregivers 

概要 
生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時期にある子どもとかかわる保育者の役割や職務について学び、求められる保育

者像を明らかにする。また保育者としての資質を向上させるための視点・方法について学ぶ。 

教育 

目標 

との 

関連 

保育者は子どもとのかかわりだけでなく、保護者や保育者同士のかかわりの他、多様な職務を担うために多岐にわたる様々な

力が求められる。とりわけ、人的環境としての保育者は、子どもに大きな影響を与える。保育職を目指すものとして自己の生

活と態度を振り返り、自己変革への意欲・意志をもって努力し、保育者にふさわしい倫理観、責任感、感性、受容共感力、表

現力、コミュニケーション力、学びへの意欲などを高めていこうとする姿勢が必要である。 

到達 

目標 

1.保育者の役割や職務内容に関する知識・理解を深め、保育者に求められる資質・知識・技術・協働の態度・倫理観の必要 

性を自覚する。2．自己を振り返りながら保育職を目指す自己の課題を自覚し、課題克服に向けて真摯に取り組み成長しようと

する意欲・態度を養う。 

授業

計画 

1. 「保育者になる」ということ 「理想とする保育者像」について考え、保育者を目指す自分への課題を明確にする。 

2. 保育者の仕事と役割① 

－保育者の一日－ 

ビデオにより保育者の日常の状況を知り、保育者の様々な仕事と役割について理解

し、保育職に必要な専門性の習得への自覚を高める。 

3. 保育者の仕事と役割② 
保育現場での保育者の多様な職務内容について知り、園務分掌の必要性と担当職務

を計画・実践する者としての責任を自覚する。 

4. 保育者としての倫理観 

－人権尊重・秘守義務など－ 

様々な人とのかかわりのある保育者として必要な＜人権を尊重した配慮あるかかわ

り＞について学ぶ。 

5. 保育者の専門性 

－保育の計画と実践－ 

子どもの実態をとらえ、子どもの発達を促す保育の計画を立案する手順や配慮点に

ついて学ぶ。 

6. 保育者の専門性 

－子どもの生活と環境－ 

子どもにとって環境のもつ意味を理解し、主体性を育む環境を構成する保育者の役

割について理解する。 

7. 保育者の専門性 

－遊びを支える保育者－ 

子どもの遊びの意味を理解し、子どものイメージや思いに寄り添った保育者の援助

について、事例を通して考え、話し合う。 

8. 保育者の専門性 

－人とのかかわりを繋ぐ保育者－ 

子どもが人とかかわる喜びや楽しさを体験し、人とかかわる力を育てていくために

必要な保育者の援助について考える。 

9. 家庭・地域子育て家庭への支援 
現代の家族が抱える子育てについての困難な状況を理解し、保育所・幼稚園のおけ

る子育て支援の必要性とあり方について学ぶ。 

10. 保育者同士の連携・協働性 
保育者同士が協力体制を作っていく意義やそのために必要な保育者としての姿勢・

態度について考える。 

11. 保育者の省察・自己評価 
人間性と専門性を高め、「魅力ある保育者」として成長していくために必要な省察・

自己評価とは何かを考える。 

12. 職務内容の理解 

－研修・服務など－ 

常に研修や自己評価を通して自己を向上させることを求められている保育者の社会

的使命や社会的意義について学ぶ。 

13. 保育の現状と今後の課題 
めまぐるしく変容し続ける社会に対応し、健全な子どもの発達のために保育現場や

保育者に求められる課題について考察し、話し合う。 

14. 自己の成長と省察 保育者を目指す自己の課題について考え、保育者への意欲や自覚を高める。 

15. まとめ 学びを振り返り、保育者に求められることについて考える。 

テキスト 『幼稚園教育要領解説』『保育所保育指針解説書』 毎回プリントを配布する 

参考書 

『最新保育講座２ 保育者論』 汐見稔幸・大

豆生田啓友編 ミネルヴァ書房 『保育者の常

識６７』谷田貝公昭 上野通子編  一藝社 

事前・事後学習 

授業毎に配布するプリント課題に取り組み、次

の授業に臨むこと。 

履修の条件 
授業の学びを通して、自分を見つめ考察する姿

勢をもっていってほしい。 
オフィスアワー 授業後に教室で質問を受け付ける。 

 



科目 児童家庭福祉 
必修 

選択 

卒業選択 

保育士必修 

授業 

形態 
講義 

成績 

評価 

試験    80％ 

提出課題  15％ 

受講態度   5％ 

担当 小川 一幸 単位 ２単位 
開講 

時期 

１年  

後学期 

英語 

表記 
Child Welfare 

概要 

現在の子どもを取り巻く社会的状況は、少子化、核家族化、家庭や地域の子育て機能の弱体化、経済的問題、女性の社会進

出による保育ニーズの増大・多様化など様々な課題をもたらしている。そのような現実を踏まえ、子ども家庭福祉は子ども

を健やかに育てることをサポートする。社会的に重要な役割を担っている、子ども家庭福祉の現状と役割（特に児童虐待）

について、グループディスカッション等を通じて考えを深める。 

教育 

目標 

との 

関連 

児童家庭福祉は人との関わりの中で成立する実践の学問である。保育士や幼稚園の教諭は単に技術や知識を習得するだけでは

なく、「福祉は人なり」といわれているように、関わった人との信頼関係を築くことが出来、生活実態や課題をしっかり理解し、

プライバシーを尊重し人権を重んじるという、現場で役立つ考え方や実践力を身につける。 

到達 

目標 

保育士は２００１年の児童福祉法改正により、法制化された国家資格である。単に保育所に通園している子どもの保育だけで

なく、子どもを養育している家庭、地域の子育て家庭への養育支援などを期待されている。それに応えることができるような

多くの知識を身につける。 

授業 

計画 

1. 学ぶにあたって 「児童家庭福祉」の授業の進め方と、児童と家庭の定義などの共通理解を形成する。 

2. 児童を取り巻く背景と現状 
少子化が進む中で、子どもの社会・養育環境が大きく変化している。家庭や地域の機能

の変容が、家庭や児童の育ちにどのような影響を与えているのかを学ぶ。 

3. 児童家庭福祉の歴史 
歴史を学ぶことで、どの様にして今日の児童福祉制度が形成されてきたのか、各時代の

社会背景を踏まえて、現在の児童家庭福祉の理解を深める。 

4. 児童家庭福祉に関する法制度 
児童福祉の基本法である児童福祉法をはじめとする児童福祉を支えている「児童福祉六

法」と児童福祉制度のあらまし、現状の課題などについて学ぶ。 

5. 児童福祉の制度と機関 
児童福祉の行政体制、行政機関、審議機関および実際の相談機関、児童相談所や福祉事

務所などの具体的業務内容、役割などについて理解する。 

6. 児童福祉施設について 
児童福祉施設の種類とその概要、設置と運営、利用の現状などを学び、地域・在宅福祉

と施設福祉の役割機能、施設の今後の方向性と役割について考察し、話し合う。 

7. 保育サービスについて 
保育サービスについて、その制度の概要や歴史的役割の変化と保育所の現状の課題、待

機児童や最低基準の見直しの意味などを考え、話し合う。 

8. 子ども子育て支援新制度につ

いて 

保育所の待機児童対策の切り札として、平成２７年度より「子ども・子育て支援新制度」

が創設された。その意義と制度の内容、現状の課題について学ぶ 

9. 社会的養護 
社会的養護が必要とされる児童の状況と、児童養護施設などで生活をする児童の現状と

課題、中心的な役割を期待されている里親制度についても理解を深める。 

10. 児童虐待➀ 児童虐待についての種類や内容、児童虐待が生じる背景や現状を学ぶ。 

11. 児童虐待➁ 虐待に対する児童相談所の持っている法的権限や役割について理解する。 

12. 少年非行 少年非行の現状、少年法と児童福祉法の関係、児童自立支援施設について学ぶ。 

13. 障害児の福祉 
障害児のニーズが変化している中で障害児が地域で暮らせるサービスや課題、特に社会

福祉の理念の中心になっているノーマライゼーションについて学ぶ。 

14. ひとり親の福祉 ひとり親家庭の貧困率は高い。その生活実態と必要なサービスについて考える。 

15. 児童家庭福祉の課題と展望 
児童家庭福祉は社会福祉の中でも大きな役割を担っている。児童を取り巻く環境が大き

く変わっている中で今後の児童家庭福祉の役割と課題について考察し、話し合う。 

テキスト 『よくわかる子ども家庭福祉』 山縣文治編 ミネルヴァ書房  

参考書 毎回レジュメを作成し配布する。 事前・事後学習 授業予定のテキストに目を通しておく。 

履修の条件 
新聞、テレビ等で取り上げられている子どもに

関しての情報に関心を持っておく。 
オフィスアワー 

授業終了後と授業実施日の昼休みの時間帯に教

室で質問を受け付ける。 

 



科目 社会的養護 
必修 

選択 

卒業選択 

保育士必修 

授業 

形態 
講義 

成績 

評価 

試験    60％ 

レポート  10％ 

提出課題  15％ 

受講態度  15％ 

担当 安部 久美 単位 ２単位 
開講 

時期 

１年  

後学期 

英語 

表記 
Case of Society 

概要 

親と暮らすことが難しく、社会的養護のもとで生活している子どもたちは、4万6千人いる（平成28年1月現在）。この社会

的養護とは何を意味しているのであろうか。この社会的養護の制度は歴史とともに変化してきているが、このことも踏まえ、

社会的養護の理念、制度、方法（実践）など基本的な内容について丁寧に捉え、さらに、子どもが心身ともに健全に成長・

発達することの養育環境の整備と、一人ひとりの子どものニーズに応じた養育、支援の提供のあり方について、それらの現

状と課題を探る。 

教育 

目標 

との 

関連 

保育士や児童指導員など、子どもの生活をケアする専門職員が子どもの権利擁護の内容を熟知することは、子どもや家族を援

助する上で最も基本的な視点のひとつである。本授業では実践的な知識と技能を身につけ、他者の気持ちを理解し適切な判断

ができるようになることを目指す。子どもの権利・人権擁護の基本的な意味とは「子どもが自分自身を大切な存在であると実

感する」ことであり、子どもの生きる力の基本となることを学ぶ。 

到達 

目標 

社会的養護の必要な子どもたちを理解し、その体系について習得する。課題を意識し、援助者としての資質・倫理について理

解を深める。実践においては、子どもおよび保護者の生活の全体および生活史を十分に理解し、子どもを権利の主体として位

置づけ、援助者としての専門的技術を修得する。 

授業 

計画 

1. 社会的養護とは何か 授業の概要と進め方・概要を説明する。社会的養護の概念を理解する。 

2. 社会的養護の歴史 
社会はどのような方法で児童を養護してきたのだろうか。その歴史を振り返り、現在

の社会的養護の理解を深める。 

3. 児童家庭福祉と社会的養護 児童家庭福祉における社会的養護の位置づけや、その相互の関係について学ぶ。 

4. 子どもの権利 社会的養護における子どもたちの権利保障の捉え方や、具体的保障の在り方を学ぶ。 

5． 社会的養護の制度 
社会的養護の制度の根幹の「措置制度」と、社会的養護の基本法である児童福祉法の

原理、定義、近年の改正点について学ぶ。 

6． 社会的養護の仕組み 
児童相談所から社会的養護の施設入所等に至るまで実施されているソーシャルワー

クの概要を学ぶ。 

7． 家庭養護と施設養護 
施設養護の現状と家庭養護の中の里親制度やファミリーホームの現状について学び、

さらにそれらの共通点と違いについて学び、理解を深める。 

8．  社会的養護に関わる専門職 
社会的養護の現場で働く専門職や実施者の業務内容、求められている専門職について

学ぶ。 

9． 施設養護の基本原理 
厚生労働省の運営指針で示された二つの基本理念と六つも原理について学び、さら

に、これらの理念や原理を実践する方法について具体例より理解を深める。 

10． 施設養護の実際  
児童養護施設での支援を中心に、施設養護の実際について理解を深めることを目的と

し、施設養護の入所前から入所後ごとに行われる支援の要点を学ぶ。 

11． 施設養護とソーシャルワーク 
ソーシャルワークについて基本的な視点や考えを学んだうえで、施設養護の現場にお

いてソーシャルワークの考え方がどのように展開されるのか理解を深める。 

12． 施設の運営管理 
社会的養護に関する施設は、基本理念を実現していくためにどのように運営されてい

るのだろうか。施設等の運営にかかわる内容と費用のしくみやあり方について学ぶ。 

13． 専門職としての倫理 支援者に求められる「倫理」とは何かについて考える。 

14． 虐待の現状と課題について 児童福祉施設等に入所する子どもへの虐待の現状と課題について学ぶ。 

15． 社会的養護と地域福祉 地域福祉について押さえ、地域福祉と地域貢献の在り方について学ぶ。 

テキスト 別途指示する。 

参考書 新聞やニュースを教員が用意する。 事前・事後学習 前回までの授業を振り返り整理しておくこと。 

履修の条件 課題に意欲的に取り組むこと。 オフィスアワー 
研究室で受け付ける。時間および場所は、教務掲示板で確

認すること。 

 



科目 保育の心理学Ⅰ 
必修 

選択 

卒業選択 

幼免必修 

保育士必修 

授業 

形態 
講義 

成績 

評価 

試験    40％ 

提出課題  10％ 

受講態度  40％ 

実技発表  10％ 

担当 中村 麻衣子 単位 ２単位 
開講 

時期 

１年 

前学期 

英語 

表記 
Psychology of Childcare Ⅰ 

概要 

発達に関わる心理学の基礎を、実践に活かせる知識として習得する。最初に、子どもを理解する方法として発達についての

心理学を学習することの意義や、子ども観、保育観について学ぶ。次に、心理的側面の各領域についての基本を習得し、そ

れらが具体的な保育実践とどのように関連するのかを生涯発達の観点から考察する。確かな知識を身につけ、発達に応じた

子どもへの働きかけや、調和のとれた子どもの育ちを支えられる保育者をめざす。 

教育 

目標 

との 

関連 

保育者には、どんな時も愛情深く子どもの傍らに寄り添う温かさや、伸びゆく子どもの可能性を信じる強さが求められる。そ

れを裏打ちするのは、人間の発達の的確な理解と発達に関する心理学的な正しい知識である。また，これらの知識の習得が学

生自身の発達についても改めて考える機会となり、自らの発達を自覚的に捉え直し、人生を主体的に自分らしく生きることに

つなげる。 

到達 

目標 

1. 人間の発達にかかわる心理学の基礎について説明することができる。 

2. 子どもの発達のプロセスや初期経験の重要性を、保育実践と関連づけることができる。 

3. 生涯発達の観点から自分自身の発達を自覚的に捉え直し、人生を主体的に自分らしく生きることができる。 

授業 

計画 

1．子どもの発達 保育に必要な子ども理解のための知識として、発達心理学の基本的な概念を学ぶ。 

2．子ども観と保育観 国際的に見た場合の、日本の「子ども観」について考える。 

3．子どもの権利 国連を中心に世界的な子どもの権利に関する流れを概観する。 

4．心理学から見る子ども 心理学では子どもをどのように見ているのか、その流れを明らかにする。 

5．発達の理論 ピアジェ、ヴィゴツキーらの代表的な発達理論を概観する。 

6．子どもの発達の理解① 身体的機能と運動機能の発達、感情の発達と自我を学ぶ。 

7．子どもの発達の理解② ことばとコミュニケーションの発達を学ぶ。 

8．子どもの発達の理解③ 社会性の発達を学ぶ。 

9．人との相互的関わりと発達 基本的信頼感の獲得、他者との関わり、社会的相互作用について学ぶ。 

10．発達に課題のある子ども理解 発達障害についての基本知識と、発達障害児への対応について学ぶ。 

11．生涯発達と発達援助 生涯発達と初期経験の重要性について学ぶ。 

12．生涯発達① 胎児期～乳幼児期の発達と発達援助について学ぶ。 

13．生涯発達② 児童期～青年期の発達について、自己に照らし合わせながら考え、話し合う。 

14．生涯発達③ 親となることによる発達と、成人期～老年期の心と身体の発達を考え、話し合う。 

15．授業のまとめ 授業で学んだ事柄を振り返り、整理する。 

テキスト 授業内で随時紹介する。 

参考書 
『保育の心理学Ⅰ』 加藤紀子編著  

大学図書出版 
事前・事後学習 毎授業後に配布資料の復習・整理をすること。 

履修の条件 
保育者を志す学生としての自覚をもち、積極的

に授業に参加すること。 
オフィスアワー 

研究室で受け付ける。時間は教務掲示板で確認

すること。 

 



科目 保育の心理学Ⅱ 
必修 

選択 

卒業選択 

幼免選択 

保育士必修 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

試験    30％ 

提出課題  10％ 

受講態度  30％ 

実技発表  30％ 

担当 中村 麻衣子 単位 １単位 
開講 

時期 

１年 

後学期 

英語 

表記 
Psychology of Childcare Ⅱ 

概要 

保育の心理学Ⅰの内容を踏まえて、より実践的に子どもの発達と保育者の役割について理解を深める。学生が現場に出て実

際に子どもの保育を行うにあたり、必要となるさまざまな考え方や知識（発達段階にあった保育とは何か、保育環境をどの

ように整えるのかなど）を、事例や映像教材を用いて具体的かつ実践的に学ぶ。また、保育という行為は、単に遊び楽しむ

ことにとどまらず、社会の中で大きな役割を果たす重要な営みであるという自覚を促す。 

教育 

目標 

との 

関連 

幼児が集団生活を通して園の生活を楽しくのびやかに送れるような環境を用意し、愛を持って一人ひとりの個性を見つめ、そ

の発達を支援する能力を身につける。また、保育における子どもの援助という専門性を重視し、知性と人間性を涵養する。 

到達 

目標 

1. 子どもの心身の発達理論と保育実践を、関連づけることができる。 

2. 保育における発達援助について、自分なりの考えを持ち、実践できる。 

3. 健やかな心身の発達を支える観点から保育職の意義を理解することによって、使命感や倫理観を高める。 

授業 

計画 

1. 子どもの発達 
保育実践を行う上で、その基礎となる子どもの発達過程を詳しく見ながら、人との関

係や自我がどのように形成されていくのかを学ぶ。 

2. 子どもと保育者との関係① 保育をする上で保育者はどのように子どもと良好な関係を作っていくのかを学ぶ。 

3. 子どもと保育者との関係② 

4. 子どもの発達と保育環境① 身体的発達の著しい子どもたちに多様な経験を可能にするためには、どのような環境

構成が必要か、また子供同士の相互関係をどのように育てていくのかを考える。 
5. 子どもの発達と保育環境② 

6. 個人差や発達過程に応じた関わ

りと援助 

子どもたちの発達の個人差を理解し、発達段階に応じた援助はどのようなものかを学

ぶ。 

7. 生活や遊びを通した学びの過程

① 

幼稚園や保育園での生活の中心は遊びである。遊びの中で子どもはさまざまなことを

学んでいる。保育者はどのように遊びを見守るのか、支援するのかを具体的な事例を

見ながら学ぶ。 8. 生活や遊びを通した学びの過程

② 

9. 保育における発達援助① グループに分かれて事例研究、およびグループごとにプレゼンテーションを行う。 

10. 保育における発達援助② 

11. 保育における発達援助③ 

12. 保育における発達援助④ 

13. 現代社会における子どもがおか

れている現状について① 

社会の激しい変化の中で、子どもに関する痛ましい事件（たとえば、虐待、いじめ、

貧困など）は後を絶たない。保護者心理の理解や、多様な機関との連携・協働が必要

であることを学び、自分なりの考えを持てるようにする。 14. 現代社会における子どもがおか

れている現状について② 

15. 授業のまとめ 授業で学んだ事柄を振り返り、整理する。 

テキスト 授業内で随時紹介する。 

参考書 
『保育の心理学Ⅱ』 

蓮見元子編  大学図書出版 
事前・事後学習 毎授業後に配布資料の復習・整理をすること。 

履修の条件 
保育者を志す学生としての自覚をもち、積極的

に授業に参加する。 
オフィスアワー 

研究室で受け付ける。時間は教務掲示板で確認

すること。 

 



科目 子どもの保健Ⅰ  
必修 

選択 

卒業選択 

保育士必修 

授業 

形態 
講義 

成績 

評価 

試験    90％ 

提出課題  10％ 
担当 石田 ひろ子  単位 ４単位 

開講 

時期 

１年 

前・後学期 

英語 

表記 
Pediatric HealthⅠ 

概要 

少子化･核家族化社会の中で、子どもの心身の発達･成長を促し健康を保持･増進することは保育活動の原点である。そこで、

子どもの身体の生理･運動･精神的機能の成長･発達を学習する。その上で、保育環境や衛生･安全管理を理解し、健康状態に

応じた保育活動を実践する｡その基礎的な知識・資質・能力の向上をめざす。 

教育 

目標 

との 

関連 

子どもの健康・環境や安全衛生を考えた保育活動めざす。また、保育者として一人ひとりの子どもが健康である為の意義や成

長・発達を支援する能力を身につける。そのために、保育上さまざまに起こる身体状況や課題に気づき、向上するために努力

することや、愛をもち誠実に子どもに対応することを自覚する。 

到達 

目標 

１．子どもと真摯に向き合う意思をもち、子どもの健康に関する情報収集ができる。２．子どもの心身の成長を促し、環境衛

生･安全に基づく保育を行う社会性を身につける事を自覚できる。 

授業 

計画 

1. 健康の意義 健康の重要性を学び子どもの保健の意義と専門職として保育をとらえる。 

2. 身体の発達・成長 子どもの身体の形態的な発達を学び、子どもの発育様式と経過をとらえる。 

3. 健康と特徴 子どもの時期･健康の意義を公衆衛生学的側面から保健の特徴をとらえる。 

4. 身体の発育 子どもの肥満や痩せ、身体の発育に影響する要因を理解する。 

5. 生理的な発達 子どもの自律神経や体温機能の生理的な発達を理解する。 

6. 生理的な発達 子どもの呼吸・循環機能の生理的な発達を理解する。 

7. 生理的な発達 子どもの排泄･消化吸収機能の生理的な発達を理解する。 

8. 生理的な発達と機能 子どもの感覚や免疫機能の生理的な発達を理解する。 

9. 生理的な発達と保健 子どもの睡眠･歯・骨の生理的な発達を学び、望ましい保育を考察する。 

10. 精神運動発達と保健 子どもの生理的な脳神経機能の発達と精神運動機能の成熟の特徴をとらえる。 

11. 精神機能の発達 子どもの精神的発達、社会的発達、情緒の発達を理解する。 

12. 乳幼児の健康観察 乳幼児の健康チェックや観察の方法を理解する。 

13. 保育環境・衛生管理 子どもの保育施設環境の衛生管理や健康管理を理解する。 

14. 栄養と食生活の特徴 食生活の意義を学び、保育活動の中で望ましい食生活をとらえる。 

15. 健康状態と保育 保育活動の中で子どもの健康を保持・増進するための健康観察を学ぶ。 

16. 病気の特徴と対応 子どもの障害・病気の症状・事故の特徴を学び、その対応の実際をとらえる。 

17. 救急時の対応 乳幼児の緊急の特徴について学び、その対応についての応急方法を考察する。 

18. 病気の症状と対応① 子どもの腹痛、痙攣等の症状を判断し、その対応について考察する。 

19. 病気の症状と対応② 子どもの腫れや発疹等の症状を判断し、その対応について考察する。 

20. 病気とその予防① 子どもの呼吸・神経・ｱﾚﾙｷﾞｰの病気を学び、その原因・予後・養護をとらえる。 

21. 病気とその予防② 子どもの消化･循環･腎泌尿器の病気を学び､その原因･予後･養護を捉える。 

22. 病気とその予防③ 子どもの内分泌･血液・整形外科の病気を学び､その原因・予後・養護をとらえる。 

23. 感染症とその予防 子どもの感染症の病気を学び、その原因・予後・養護をとらえる。 

24. 保育所の感染と環境 保育園での感染症対策や予防接種について学ぶ。 

25. 事故の特徴･安全対策 子どもの発達と事故、安全教育・管理について学び、環境との関連を考察する。 

26. 精神保健と心の病気 育児環境を学び、子どもの精神に及ぼす影響や保健をとらえる。 

27. 母子保健の仕組と健康 仕組みと保健・医療・福祉・地域の連携を学び、母子の健康支援を考察する。 

28. 母子保健ｻｰﾋﾞｽの実際 保健の意義を考え保育活動の中で、母子の健康を保持・増進することを学ぶ。 

29. 病気の子どもの保育 子どもの健康状態の観察を考え、病気の子どもの保育について考察する。 

30. 健康指数と水準 指数から保育の効果的活用を学び、諸統計から我国の保健活動を考察する。 

テキスト 『よくわかるこどもの保健』  竹内義博・大矢紀昭編  ミネルヴァ書房 

参考書 『子どもの病気の地図帳』 『体の地図帳』 事前・事後学習 授業計画項目のテキストを事前に確認する。 

履修の条件 子どもの健康に関し情報収集し、自ら考える。 オフィスアワー 講義前後に対応する｡ 

 



科目 乳児保育 
必修 

選択 

卒業選択 

保育士必修 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

試験    50％ 

提出課題  20％ 

受講態度  20％ 

実技発表  10％ 

担当 松本 佳子 単位 ２単位 
開講 

時期 

１年 

前・後学期 

英語 

表記 
Infant Care 

概要 

乳児の育ちは直接世話をする者だけでなく、それを取り囲む社会、時代、文化が大きな影響を及ぼしている。過去から積み

上げられてきた育児・保育文化、そしてこれから創り上げようとしている文化を視野に入れ、乳児の健やかな育ちを支える。

保育士としてふさわしい資質、能力を身につけていく。 

教育 

目標 

との 

関連 

乳児保育に携わる専門職として、児童福祉施設における乳児保育の実際を学び、発達に基づいた保育の知識や技術を身につけ、

関連機関と連携を図ることの重要性を知ることが、本科目の土台にある。専門職としての自覚を持ち、乳児のよりよい未来の

ために自己研鑽を怠らず、常に向上心を持ち、日々学んでいくことが大切である。 

到達 

目標 

1．乳児保育の歴史的変遷と今後の課題について考えることができる。2．３歳未満児の発育・発達と保育内容を知り、実践できる。 

3．乳児保育における職員間・地域社会・専門機関との連携の重要性について知り、共に保育が行えるよう自覚を持つ。 

授業 

計画 

1. 乳児保育とは 乳児保育の歴史・その意義について学ぶ。 

2. 乳児保育導入 育児不安の背景・子育てに関する今日的課題について考える。 

3. 乳児の発育・発達① 出生～おおむね6か月未満の発育・発達と保育内容について学ぶ。 

4. 乳児の発育・発達② おおむね6か月～1歳3か月未満の発育・発達と保育内容について学ぶ。 

5. 乳児の発育・発達③ おおむね1歳児の発育・発達と保育内容について学ぶ。 

6. 乳児の発育・発達④ おおむね2歳児の発育・発達と保育内容について学ぶ。 

7. 乳児保育の基礎 乳児期の発達の特徴、必要な配慮、愛着の重要性について2回～6回の授業のまとめをする。 

8. 保育所における乳児保育 保育所の1日と生活リズム・保育所における保育者について学ぶ。 

9. 乳児院における乳児保育 乳児院の1日・乳児院の役割と機能について学ぶ。 

10. 乳児保育の実際① 調乳、冷凍母乳の扱い方・授乳の仕方について学ぶ。 

11. 乳児保育の実際② 排泄・睡眠・着脱衣・清潔について学ぶ。 

12. 地域の子育て支援 子育て支援現場における保育者の役割について学ぶ。 

13. 乳児期の安全と健康管理 乳児期の安全管理・事故への対処法について学ぶ。 

14. 家庭における乳児保育 家庭における乳児の生活リズム・保護者のあり方について考える。 

15. 前学期まとめ 前学期の授業の評価を行い、今後の課題を考察する。 

16. 保育所保育指針 乳児保育に関する保育所保育指針を理解する。 

17. 保育計画・記録・評価① 保育課程・指導計画について学ぶ。 

18. 保育計画・記録・評価② 指導計画の実際、作成・評価の流れについて学ぶ。 

19. 保育計画・記録・評価③ その他の保育の記録（連絡帳・保育日誌など）について学ぶ。 

20. 地域型保育事業 地域型保育事業について知る。 

21. 乳児の遊びと環境 乳児期の遊びの意義及び発達に沿った遊びについて考える。 

22. 乳児保育の質を高める① 社会環境の変化を踏まえた保育について考える。 

23. 手の仕事(箸の文化) 乳児保育計画に取り入れる『箸の文化』について実技を取り入れ学ぶ。 

24. 乳児保育の実際③ 離乳食・幼児食・アレルギーについて学ぶ。 

25. 乳児保育の質を高める② 保育者の資質向上と職員間の連携について考える。 

26. 事例検討 事例を通して、グループ討議をする。 

27. 乳児保育の課題 乳児の育ちを『時間・空間の網の目』でとらえる。 

28. 総まとめ① １年間学んできたことを振り返る。 

29. 総まとめ② 

30. 総まとめ③ １年間の授業の評価を行い、今後の課題を考察する。 

テキスト 『保育者養成シリーズ「乳児保育」』 林邦雄、谷田貝公昭監修 松本佳子共著 一藝社 

参考書 『食卓を彩る折り紙』 松本佳子 近代文藝社 事前・事後学習 保育所保育指針を熟読しておくこと。 

履修の条件 乳児に関するニュースに関心を持つこと。 オフィスアワー 授業終了後に、教室にて質問を受け付ける。 

 



科目 障害児保育 
必修 

選択 

卒業選択  

幼免選択 

保育士必修 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

試験     70％ 

提出課題   20％ 

受講態度   10％ 
担当 森下 匡子 単位 ２単位 

開講 

時期 

１年 

前・後学期 

英語 

表記 
Education of Handicapped Children 

概要 

障害児保育の基本理念と意義について学ぶ。現代の保育環境における形態と障害のある子ども達についての理解を深めると

共に、それぞれの障害の種類、原因、主な特性について正しく理解する。さらに、障害児の発達の特性や課題点について考

え、家庭支援、関係機関との連携、就学について学び、保育現場で実践出来る能力を身につける。 

教育 

目標 

との 

関連 

保育者として、障害児についての正しい理解と、障害児保育の実践は、専門的知識の習得とともに、保育現場での適切な対応

力が強く求められる。障害のある子どもが、安心して生活出来る環境を整え、障害の有無に関わらず、子ども達への愛情と、

園全体への障害理解への協力、保護者との信頼関係を築くために、自身を向上させる気持ちを強く持つ事が大切である。 

到達 

目標 

1．障害理解への正しい考えと、保育現場での実践方法を身につける。2．障害児への個別支援及び、健常児との育ち合う環境

設定について深く学ぶ。3．保育者として、園全体への関わりや、関係機関との連携、保護者支援等の課題について考える。 

授業 

計画 

1. 障害とは 「障がい」について正しい理解と各自の障害に対する気持ちに気付き授業動機に繋げる。 

2. 障害児保育の変遷と現状 歴史的変遷や社会背景を学び、現在の障害児保育について正しく理解する。 

3. 障害児保育の基本 障害児保育をめぐる様々な考え方を学び、社会的に求められる基本理念を考える。 

4. 障害児保育の形態 インクルージョン教育の理念を知り、現在の障害児保育の形態を学ぶ。 

5. 定型発達について① 乳児期の定型発達を知り、総合的に子どもを見る事を学習する。（0歳児～2歳児） 

6. 定型発達について② 幼児期の定型発達を知り、総合的に子どもを見る事を学習する。（3歳児～5歳児） 

7. 障害幼児の理解① 肢体不自由児・病弱な子どもの特性を理解する。 

8. 障害幼児の理解② 視覚障害・聴覚障害のある子どもの特性を理解する。 

9. 障害幼児の理解③ 知的障害児の特性を理解する。 

10. 障害幼児の理解④ 言葉の遅れや、言語障害のある子どもの特性を理解する。 

11. 障害幼児の理解⑤ ASD等の発達障害のある子どもについて特性を理解する。  

12. 障害幼児の理解⑥ ADHD・LD等の発達障害のある子どもの特性を理解する。 

13. 障害幼児の理解⑦ 虐待を受けた子どもや、登園渋り等、情緒や行動に障害のある子どもの特性を理解する。 

14. 障害幼児の環境構成 障害幼児を受け入れる環境構成や、こども同士の関わり合いについて学ぶ。 

15. ふり返り 前学期の学習・演習を振り返る。 

16. 障害幼児の家庭支援① 視聴覚教材を通して障害のある子どもの保護者や家庭の現状を考える。 

17. 障害幼児の家庭支援② 障害のある子どもの家庭支援、きょうだい支援について学ぶ。 

18. 関係機関・施設との連携 障害幼児が関係する施設や専門家などの関係機関との連携・協力について学習する。 

19. 就学と特別支援教育 障害幼児の就学、特別支援教育について保育者としての関わり方を学ぶ。 

20. 障害幼児の保育① 肢体不自由児・病弱な子どもの保育場面での支援方法を学習する。 

21. 障害幼児の保育② 視覚障害のある子どもの保育場面での支援方法を学習する。 

22. 障害幼児の保育③ 聴覚障害のある子どもの保育場面での支援方法を学習する。 

23. 障害幼児の保育④ 知的障害児の保育場面での支援方法を学習する。 

24. 障害幼児の保育⑤ 言葉の遅れや、言語障害のある子どもの保育場面での支援方法を学習する。 

25. 障害幼児の保育⑥ ASD・ADHD・LD等、発達障害のある子どもの保育場面での支援方法を学習する。 

26. 障害幼児の保育⑦ 

27. 障害幼児の保育⑧ 情緒や行動に障害のある子どもの保育場面での支援方法を学習する。 

28. 個別支援計画の作成 個別支援計画の重要性を学び、保育現場で活かせる個別支援計画案の作成を学ぶ。 

29. 個別支援計画の実践 保育事例を基に、グループ毎にロールプレイにて個別支援計画の実践発表を行う。 

30. まとめ 後学期の学習と演習の振り返りと、一年間の学びをまとめる。 

テキスト 『障害児保育…子どもとともに成長する保育者を目指して…』 藤永保監修 阿部五月他 萌文書林 

参考書 適宜紹介する。 事前・事後学習 授業内容をノートに記録し、課題毎にまとめる。 

履修の条件 身近な環境から障害幼児へ関心を持つ。 オフィスアワー 授業終了後に教室で質問を受け付ける。 

 



科目 保育・教育課程総論 
必修 

選択 

卒業選択 

幼免必修 

保育士必修 

授業 

形態 
講義 

成績 

評価 

試験   50％ 

提出課題 30％ 

受講態度 20％ 
担当 髙畠 扶貴 単位 ２単位 

開講 

時期 

１年 

後学期 

英語 

表記 

Curriculum in the Kindergarten, Nursery, and Center for Early 

Childhood Education and Care 

概要 
幼稚園・保育所・こども園における保育・教育課程の意義や編成について学び、子どもたちの主体性を活かした保育・教育

課程の在り方について考える。保育課程の編成と指導計画の作成について具体的に理解する。 

教育 

目標 

との 

関連 

保育・教育課程の基礎基本を理解し、将来保育者として保育・教育課程の編成を行うために必要な知識を獲得しなければなら

ない。教育課程の編成は、子どもの発達に即したものでなければならないため、子どもの発達の連続性を理論的に理解するこ

とが求められる。 

到達 

目標 

1.保育・教育課程の意義を説明できる。 

2.保育の目標を達成するために必要な、保育・教育課程の編成ができる。 

3.乳幼児の発達の特徴を理解した指導計画の作成ができる。 

授業 

計画 

1. オリエンテーション 講義概要を理解する。 

2. 保育・教育課程とは何か 幼児教育における教育課程・保育課程とは何かを学ぶ。 

3. ３．長期・短期指導計画 長期計画と短期計画の関係性を学ぶ。 

4. 幼稚園における指導計画 幼稚園における教育課程の在り方を学ぶ。 

5. 保育所における指導計画 保育所における保育課程の在り方を学ぶ。 

6. 保育所の乳児 乳児の発達と生活の特徴を踏まえた指導計画について学ぶ。 

7. 保育所の幼児 異年齢保育（縦割り保育）統合保育の指導計画について学ぶ。 

8. 幼稚園の３歳児① ３歳児の発達の特徴を踏まえた指導計画について学ぶ。 

9. 幼稚園の３歳児② グループ討議後３歳児の短期導計画を作成する。 

10. 幼稚園の４歳児① ４歳児の発達の特徴を踏まえた指導計画について学ぶ。 

11. 幼稚園の５歳児① グループ討議後４歳児の短期指導計画を作成する。 

12. 幼稚園の５歳児② ５歳児の発達の特徴を踏まえた指導計画について学ぶ。 

13. 小学校への接続 グループ討議後5歳児（接続期）の短期指導計画を作成する。 

14. こども園における教育課程 幼保一元化施設における教育課程の考え方について学ぶ。 

15. まとめ 授業の評価を行う。また自己研修課題を設定する。 

テキスト 『教育課程保育課程論』河邉貴子編著 東京書籍 

参考書 
『幼稚園教育要領解説』 

『保育所保育指針解説書』 
事前・事後学習 テキストの該当章を熟読すること。 

履修の条件 保育者を志す学生としての自覚を持つこと。 オフィスアワー 
研究室にて受け付ける。時間は教務掲示板で確

認すること。 

 



科目 幼児造形 
必修 

選択 

卒業選択 

保育士必修 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

提出課題  50％ 

受講態度  50％ 
担当 本間由佳  荒木みどり 単位 ２単位 

開講 

時期 

１年 

前・後学期 

英語 

表記 
Drawing and manual Arts 

概要 
本科目では、「表現」領域における造形表現を中心に学ぶ。子どもにとっての造形表現の重要性や意味を理解すると共に、今

後保育者を目指す学生自身の感性を磨く事をねらいとし、実践的な制作活動を行う。 

教育 

目標 

との 

関連 

1．保育者としての実践的な技術（特に造形に関する技術）を習得する。 

2．国家資格を有する保育者として、その資質能力を生かして社会に貢献できる。 

3．様々な制作活動を通じて、ものづくりの楽しさを感じ、豊かな感性と愛の心を育む。 

 

到達 

目標 

1．制作活動を通じ、素材や道具に関する知識を説明できる。2．子どもの発達段階に合わせた制作の指導や援助の方法を理解

し、実施できる。3．保育者として、さらには生涯を通じ自身の生活を豊かにするため、自身の感性を磨く。 

授業 

計画 

1. オリエンテーション 授業について説明する。授業用個人ファイルの制作をする。 

2. モダンテクニック① 基本的な描画の技法を、実験をしながら学ぶ。 

また、幼児期の発達段階と絵の関わりについて知る。 3. モダンテクニック② 

4. 粘土で遊ぶ① 紙粘土を使い、立体感覚を養う為の制作活動を行う。 

5. 粘土で遊ぶ② 

6. 五感トレーニング 五感を研ぎ澄ます、造形的なトレーニングを行う。 

7. 季節を楽しむ 季節に合わせた制作を行う。（七夕） 

8. 指人形作り 身近な素材を使い、指人形作りを行う。 

9. キャラクターづくり① 自己理解を深め、子どもと円滑なコミュニケーションを図るため、自分のオリジナルキャラク

ター作りを行う。 10. キャラクターづくり② 

11. 絵本作り① オリジナル絵本の制作を行う。また、制作活動の参考になる絵本の紹介を行う。 

12. 絵本作り② 

13. 絵本作り③ 

14. 絵本作り④ 

15. まとめ・講評会 作品のプレゼンテーションを行う。 

16. 共同制作『壁面構成』① 少人数のグループに分かれテーマを想定し、実際に幼稚園や保育園の現場で必要な、『壁面構

成』の制作を行う。 

描画法、道具、素材の研究を通じ、学んだことを活かし制作を行う。 

役割を決め、共同制作が円滑に進む方法を模索する。 

17. 共同制作『壁面構成』② 

18. 共同制作『壁面構成』③ 

19. 共同制作『壁面構成』④ 

20. 身近な素材で① 新聞紙や紙コップなど、身近な素材を用い、造形活動を行う。 

21. 身近な素材で② 

22. でっかめん作り① 牛乳パックを用いたパズルの制作を行う。 

また、それを用いた遊び方を考え発表し合う。 23. でっかめん作り② 

24. でっかめん作り③ 

25. 季節を楽しむ 季節に合わせた制作を行う。（クリスマス） 

26. かわり絵パズル① 牛乳パックを用いたパズルの制作を行う。 

また、それを用いた遊び方を考え発表し合う。 27. かわり絵パズル② 

28. かわり絵パズル③ 

29. 教わるから教えるへ 制作に関わる指導案の立案のポイントを学ぶ。また、実際に指導案や題材作りを行う。 

30. まとめ・講評会 作品のプレゼンテーションを行う。 

テキスト 適宜プリントを配付する。 

参考書 『造形表現・図画工作』磯部錦司 建帛社 事前・事後学習 配付プリントの整理。 

履修の条件 制作活動に真剣に取り組むこと。 オフィスアワー 
研究室で受け付ける。時間及び場所は、教務掲

示板で確認すること。 

 



科目 幼児音楽 
必修

選択 

卒業選択 

幼免必修 

保育士必修 

授業 

形態 
演習  

成績 

評価 

実技試験   25％ 

提出課題   15％ 

受講態度   60％ 

（受講態度には事前

の練習等の取り組み

を含む） 

担当 
ピアノ：内丸ちづ子、大平美樹、栗村葉子、小梶由理、髙野雅子、戸梶江吏子、 

平井敬子、藤澤桐子、諸田明子、矢浪桂子 声楽と理論大見由香 
単位 ２単位 

開講 

時期 

１年 

前・後学期 

英語

表記 
Musical Study for Child Education   

概要 
保育者に必要な器楽（ピアノ）・声楽の演奏技術と音楽の理論を学ぶ。幼児の発達、遊びに視点をあて、子どもにとって「音」「音

楽」とは何かを実践を通して学ぶ。ピアノの個人レッスンと声楽と理論のグループ授業を４５分ずつ受講する。 

教育目

標との

関連 

保育者として必要なピアノと声楽の技能を身につける。また周囲の音に耳を澄ませ、季節のうた、生活のうたなど、さまざまな音楽

に触れ、感性を豊かにする。 

到達 

目標 

1．初心者は基礎の力をつけ、経験者はさらに技能を向上させ、「こどものうた」のレパートリーを増やし、保育現場で弾けるようになる。 

2．「こどものうた」のレパートリーを増やし、保育現場において、正しい音程で歌えるようになる。 

授業 

計画 

1. ガイダンス：授業の方法・内容の説明  一人ずつ演奏し、進度についての確認を行う。  

2. 〔声楽〕発声法と腹式呼吸について 〔音楽の基礎〕 

以下の内容について課題とドリルで

くり返し学び、確認テストを受ける。 

・楽譜について 

・音名 

・音符と休符 

・リズム 

・全音と半音、変化記号（臨時記号） 

・拍子 

・強弱記号 

・奏法を指示する記号 

・音階と調 

・くり返し記号 

〔ピアノ〕 

個人の技能に応じて教材を決定し、ア

ドバイスを与える。 

姿勢・運指・拍子・音符と休符の 

長さとリズム・記号・標語・和音・音

色・調性・音程 

 

「こどものうた」を学ぶ 

１．ぶんぶんぶん 

２．チューリップ 

３．メリさんの羊 

４．ちょうちょう 

 

3. 自由曲独唱 

4. リズム練習 読譜練習 

5. 二度音程 チューリップ ちょうちょう 

6. 三度音程 むすんでひらいて こいのぼり 

7. 三度音程 ハッピーバースデー アイアイ 

8. 四度音程 かたつむり 手のひらを太陽に 

9. 四度音程 めだかの学校 あめふりくまのこ 

10. 五度音程 ぞうさん 大きな古時計 

11. 五度音程 たなばたさま うみ 

12. 二・三度音程の復習 研究発表の曲の練習 

13. 四・五度音程の復習 研究発表の曲の練習 

14. 実技発表  音階とカデンツ 

15. まとめと夏季休業中の課題 まとめと夏季休業中の課題 発表の振り返りと休業中の課題 

16. 前学期の復習 後学期の流れ「こどものうた」ついて 夏季休業中の課題曲のレッスン 

17. 合同練習 
・調号 

・調号と臨時記号のルール 
前学期のレッスン内容に準ずる。 18. 六度音程 どんぐりころころ 研究発表の曲 

19. 六度音程 松ぼっくり 研究発表の曲 

20. 音楽研究発表と音楽鑑賞：合唱をし、器楽曲を演奏する。感想レポートを書く。 

21. 身近なものの音：身の回りの音に耳を澄ませ、感じたことを表現する 「こどものうた」のレパートリーを増

やす。 

５．すうじの歌 

６．おべんとう 

７．むすんでひらいて 

８．おはようのうた 

９．小ぎつね 

10．おかえりのうた 

22. 七度音程 おはようのうた おべんとう 
・和音とカデンツ 

・転回形とカデンツ 

・移調奏 

・速度記号 

・子どもの発達（声域） 

・子どものうた遊び 

 

23. 七度音程 おかえりのうた まっかな秋 

24. 六・七度音程の復習 おおきな栗の木の下で 

25. 八度音程と半音階 たきび ジングルベル 

26. 実技発表の曲 お正月 思い出のアルバム 

27. 実技発表 

28. 雪 学園歌 仰げば尊し 

29. うれしいひなまつり やきいもグーチーパー 転回形とカデンツ 

30. まとめ 今後の課題  授業の評価  発表の振り返りと今後の課題 

テキスト 
『こどものうた140選』和田葉子他 ドレミ楽譜出版社、『標準版コールユーブンゲン』全音楽譜出版  

『バイエルピアノ教則本』『ブルグミュラー２５の練習曲』『ソナチネアルバム』他 全音楽譜出版社他    （他にもテキストの追加の可能性あり。） 

参考書 適宜プリントを配布する。 事前・事後学習 練習（予習と復習）をしてレッスンに臨むこと。 

履修の条件 日々の練習を行って技術を習得する意欲のある者。 オフィスアワー 大見研究室。時間は教務掲示板を確認すること。 

 



科目 保育実習指導Ⅰ（保） 
必修 

選択 
保育士必修 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

提出課題  65％ 

受講態度  20％ 

実技発表  15％ 

担当 竹田 恵  高畠 扶貴 単位 １単位 
開講 

時期 

１年 

前・後学期 

英語 

表記 
Instruction for Practical Training Ⅰ(Nursery School) 

概要 
本科目は、保育実習Ⅰ（保育所）に向けた事前・事後指導である。実習指導では、保育実習の意義・目的・内容を理解し、

自らの課題を明確にするとともに、具体的な実習に向けた心構えを養い、具体的な準備を進めてゆく。 

教育 

目標 

との 

関連 

1．保育実習Ⅰ（保育所）に向けて行われる準備や振り返りを通して、保育者としての確かな知識と、実践的な保育技能を習得

する。 

2．実習生として社会に出ていくための準備をすることで社会人としての教養を身につける。 

到達 

目標 

1．保育実習の意義・目的を理解する。2．実習の内容を理解し、自らの課題を明確にする。3．子どもの人権と最善の利益の考

慮、プライバシーの保護と守秘義務について理解する。4．実習の計画、実践、観察、記録、評価の方法や内容について具体的

に理解する。5．保育に必要な実技を習得する。6．実習を振り返り今後の課題や学習目標を明確にする。 

授業 

計画 

1. ガイダンス① 保育実習指導Ⅰ（保育所）の概要について 

2. ガイダンス② 実習に向けての心構えを学び、地域の保育施設について調べる。 

3. 保育所と幼稚園 幼稚園と保育所の制度的枠組みなど基本的な事柄を理解する。 

4. 保育所保育とは① 保育所の保育や社会的役割など、全体像について理解する。 

5. 保育所保育とは② 保育所保育の実際について理解を深める。 

6. 認定こども園とは 認定こども園の保育や社会的役割について理解する。 

7. 実習とは何か 実習の概要について、視聴覚教材を通して学習する。 

8. 観察と記録① 視聴覚教材を用いて、観察と記録の意義について学ぶ。 

9. 実技指導① 手遊び・歌遊びについて学び、実際に演じる。 

10. 実技指導② 絵本の読み聞かせについて学び、実際に演じる。 

11. 実技指導③ 紙芝居の演じ方について学び、実際に演じる。 

12. 実技指導④ 多様な児童文化財について知る。 

13. 観察と記録② 観察記録について理解を深める。 

14. 幼稚園実習体験発表 2年生から幼稚園実習体験を聞く。 

15. 前期のまとめ 前期の学びを振り返り、今後の自己課題を明確にする。 

16. 保育所実習とは 保育所実習の全体像について理解する。 

17. 観察と記録③ 実習日誌の全体を把握し、日誌の書き方の基礎を学習する。 

18. 施設実習体験発表 ２年生から施設実習体験を聞く。 

19. 事前研修① 付属幼稚園に行き、環境設定と登園時の様子について観察する。 

20. 事前研修② 自由遊び、昼食、午後の保育の様子を観察する。 

21. 事前研修③ 保育後の仕事について学ぶ。 

22. 事前研修④ 事前研修の振り返りを行い、保育所実習に向けた課題を明確にする。 

23. 実習直前準備① オリエンテーションについて学ぶ。日々の日誌の書き方を学ぶ。 

24. 実習直前準備② 実習中の言葉遣いと服装のマナーについて学ぶ。 

25. 実習直前準備③ 部分指導案の立て方を学習する。 

26. 実習直前準備④ 実習に向けての心構えやマナー、守秘義務、人権意識などの職業倫理について確認する。 

27. 保育所実習体験発表 ２年生から保育所実習体験を聞き、課題を明確にする。 

28. 実習直前ガイダンス これまでの学習を総括し、各自の課題を明確にする。 

29. 保育所実習反省会 実習内容の振り返りを行い、次回の実習に向けた課題を明確にする。 

30. 評価票面接 実習園からの評価に基づいて、今後の課題を明確にする。 

テキスト 『幼稚園・保育所実習パーフェクトガイド』小櫃智子他 わかば社 

参考書 『幼稚園教育要領解説』『保育所保育指針解説書』 事前・事後学習 授業内容のまとめ、復習をしておくこと。 

履修の条件 特になし オフィスアワー 時間及び場所は教務掲示板で確認をすること。 

 



科目 保育実習Ⅰ（保育所） 
必修 

選択 
保育士必修 

授業 

形態 
実習 

成績 

評価 

実習園が与えた 

評価   70％ 

実習日誌 30％ 

担当 

入江 和夫 柴田 啓一 相澤 京子 

本間 由佳 竹田 恵  高畠 扶貴 

安部 久美 

単位 ２単位 
開講 

時期 

１年 

後学期 

英語 

表記 
Practical Training Ⅰ(Nursery School) 

概要 本科目は保育所における実習である。実習を通して以下の5つの到達目標を達成することを目指す。 

教育 

目標 

との 

関連 

保育所での実習を通して、本学の目標である、幼児の心身の発達についての広範な知識と豊かな保育技術を習得する。また、

保育現場で実習をすることにより、社会生活に必要な教養を身につける。実習体験を経て、保育者への適性を見直すことによ

り、自己理解を深める。 

到達 

目標 

1.保育所の役割や機能を具体的に理解し、説明できる。 

2.観察や子どもとの関わりを通して子どもへの理解を深める。 

3.既習の教科の内容を踏まえ、子どもの保育及び保護者への支援について学び、基本的なものを説明できる。 

4.保育の計画、観察、記録及び自己評価等について具体的に理解する。 

5.保育士の業務内容や職業倫理について具体的に説明できる。 

授業 

計画 

以下の内容について、約１１日間の実習を行う。教員が訪問指導を行い、スーパービジョンを実施する。 

１．保育所の役割と機能 

（１）保育所の生活と一日の流れ 

（２）保育所保育指針の理解と保育の展開 

２．子ども理解 

（１）子どもの観察とその記録による理解 

（２）子どもの発達過程の理解 

（３）子どもへの援助やかかわり 

３．保育内容・保育環境 

（１）保育の計画に基づく保育内容 

（２）子どもの発達過程に応じた保育内容 

（３）子どもの生活や遊びと保育環境 

（４）子どもの健康と安全 

４．保育の計画、観察、記録 

（１）保育課程と指導計画の理解と活用 

（２）記録に基づく省察・自己評価 

５．専門職としての保育士の役割と職業倫理 

（１）保育士の業務内容 

（２）職員間の役割分担や連携 

（３）保育士の役割と職業倫理 

 

 

テキスト なし 

参考書 『保育所保育指針解説書』 事前・事後学習 
保育実習指導Ⅰ（保）の授業内容の復習をして

おくこと。実習について省察をすること。 

履修の条件 

本実習科目を履修するにあたっては、あわせて

保育実習指導Ⅰ（保）を履修しなければならな

い。 

オフィスアワー 時間及び場所は、教務掲示板で確認すること。 

 


