
科目 生活と科学 
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     50％  

提出課題    40％  

実技発表    10％  
担当 入江 和夫  入江 美津子 単位 ２単位 

開講 

時期 

２年  

前学期or後学期 

英語 

表記 
Life and Science 

概要 
この授業では子どもの衣食住に関わる生活の健康被害を取り上げる。具体的には食中毒、室内空気汚染、水汚染、重金属汚

染などを扱い、保育者の立場からどのように対応したらよいかについて学習する。 

教育 

目標 

との 

関連 

この授業では子どもの生活環境を健康・安全の観点から考え、それらを保育の現場に取り入れていく力を養い、保育者として

の確かな知識と実践的な技能を身につけることができる。 

到達 

目標 

1．子どもが過ごす生活環境において、どのような環境汚染があり、それらはどのような健康被害をもたらすのかについて理解 

するとともに、対応を考えることができる。 

2．学習した内容に関するポスターづくりと発表を行うことで、子どもにわかりやすく知らせることができる。 

授業 

計画 

1. 生活健康、安全の課題 科学の進歩における生活の利便性と脅威について概観し、課題を考える。 

2. 室内環境の健康安全① 室内に発生するカビ、ダニについての健康被害とその対応について学習する。 

3. 室内環境の健康安全② 受動喫煙による健康被害とその対応について考える。 

4. 室内環境の健康安全③ シックハウスを含め、室内空気汚染に関するポスターづくりとその発表を行う。 

5. 乳幼児の被服と健康 タンスなどから発散するホルムアルデヒドは被服に移染することを実験で学習する。 

6. 遊具のペンキと健康 幼稚園、保育園などの遊具のペンキに含まれる鉛の分析結果を紹介し、対応を考える。 

7. 妊婦の食事と水銀 水銀汚染に関して厚労省による妊婦が食べることができる魚の種類と量について解説する。 

8. 食中毒を防ぐ① 幼児における食中毒のダメージは大きいことから、その発生要因について学習する。 

9. 食中毒を防ぐ② 食中毒を防ぐことに工夫したお弁当作りを行い、ポスターづくりとその発表を行う。 

10. 水汚染と健康安全① 短大に配水される水道水はどこから来るのか、水道の原水、浄水について学ぶ。 

11. 水汚染と健康安全② 水質基準項目にある化学物質に関して、健康被害及び生じる要因について学ぶ。 

12. 水汚染と健康安全③ 生活排水の汚れを少なくする暮らし方を学ぶとともにポスターづくりとその発表を行う。 

13. 子どもの食生活① 食物アレルギーのメカニズム及びアレルギー表示について学ぶ。 

14. 子どもの食生活② 「食物アレルギー緊急時対応マニュアル」について学ぶ 

15. まとめ この授業の振り返りを行い、「生活と科学」の意義について発表する。 

テキスト 毎時間に配付するプリント 

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 前回までの授業内容のまとめをしておくこと。 

履修の条件 
毎時間の授業ごとに「わかったこと及び感想」

をメールで提出する。 
オフィスアワー 

研究室または授業前後に教室にて受け付ける。 

時間は教務掲示板で確認すること。 

 



科目 英語コミュニケーションⅡ 
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 

２年  

前学期 

英語 

表記 
English Communication Ⅱ 

概要 

この授業では引き続き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」として学習する。そして、保育士、幼稚

園教諭として働き始めるとき、様々な保護者や子どもをより理解できるよう、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．手段としての英語の楽しさを益々理解する。 

2．子ども達が大好きな英語の手遊び歌がより完成度が高い状態で歌えるようになる。 

3．異文化、自文化に興味をもち、授業時間外にも自主的に英語に触れ合うようになる。 

授業 

計画 

1. 導入 授業内容、成績評価などについて説明する。 

2. 第6章 室内②-1 砂場での英会話について学ぶ。 

3. 第6章 室内②-2 園児のかかわり合いの英会話について知る。 

4. 第6章 室内②-3 教室に戻るときの英会話について学習する。 

5. 第7章 お昼① 食事の準備の英会話について習得する。 

6. 第7章 お昼② 食べ始める前の英会話について知る。 

7. 第7章 お昼③ 食べ終わる時の英会話について学ぶ。 

8. 第8章 お昼寝① 寝るときの英会話について習得する。 

9. 第8章 お昼寝② 起床時の英会話について学習する。 

10. 第9章 お迎え① お帰りの支度時の英語表現について学ぶ。 

11. 第9章 お迎え② お帰りのご挨拶を習得する。 

12. グループワーク① グループワークについて説明、グループ分けをし、スキットを作成する。 

13. グループワーク② 引き続きグループでスキットを作成、練習をする。 

14. グループワーク③ グループワークで作ったスキットを皆の前で発表する。 

15. 一年間のまとめ 一年間を振り返り、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Ⅱ 
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 

２年 

前・後学期 

英語 

表記 
Career Design Ⅱ 

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、2 年生対象のⅡでは、卒業後のキャリアを意識し、就職活

動や社会人基礎力の向上に力点を置く。この学修成果は、1年次より継続して各自のポートフォリオにまとめあげる。 

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. キャリア・プランニング⑨ 建学の精神「愛の教育」 愛とは何かについて考える。 

2. 就活① 就職活動の流れ 就職先が新入社員に期待すること 

3. 就活② 採用する側から見た就職活動 

4. 就活③ 保育者として働くということ（卒業生の講演）               

5. 就活④ 自己分析・他己分析のためのグループワーク 

6. 就活⑤ 履歴書で伝えたいこと 

7. 就活⑥ 履歴書と面接 

8. 就活⑦ 面接シミュレーション （第三者との面接とフィードバック） 

9. 社会人力アップ④ 社会人としてのマナーⅠ 手紙・メール・はがき等の書き方 

10. 社会人力アップ⑤ 新入社員としての働き方 （良好な職場環境・人間関係の構築） 

11. 社会人力アップ⑥ コミュニケーション力テスト（２回目） 

12. 社会人力アップ⑦ 社会人としてのマナーⅡ 適切な電話対応・来客対応 

13. 社会人力アップ⑧ 企画力アップのためのグループワークⅠ 

14. 社会人力アップ⑨ 企画力アップのためのグループワークⅡ 

15. まとめ キャリアゴールとキャリアプランを作る。 

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。「就活④～⑦」で

は指導教員に個別の履歴書指導を仰ぐこと。 

履修の条件 
キャリアデザインⅠを履修済み（再履修も可）

であること。 
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 ことばの表現 
必修 

選択 
卒業選択 

授業 

形態 
講義 

成績 

評価 

小テスト   30％ 

提出課題   30％ 

受講態度   10％ 

発表     30％ 

担当 増永 順子 単位 ２単位 
開講 

時期 

２年  

後学期 

英語 

表記 
Japanese  Expression 

概要 

正しく簡潔に表現することは自己実現や他者とのコミュニケーション上、根幹となる能力である。一般社会で使う語彙や表現

を学んで教養を高め、短大生として定着すべき国語力を少人数制で身に付ける。学んだことはこまめに復習し積み上げて力を

つける。そのため漢字・語句の練習やミニ作文は毎回行う。 

教育 

目標 

との 

関連 

「社会でも家庭でも自分らしく生きる」ために、ことばによるコミュニケーションは必須である。それにより望ましい人間関係

が構築されれば、自信を持って生きることができるし、自己の幸せの実現に向けて意欲的になれるはずである。保育の現場でも

企業でも書くことは求められるので、教養ある社会人として必要なことばの表現を磨く。 

到達 

目標 

1．漢字や語句を正しく使うことができる。 

2．自分の意見や考察したことを話したり書いたりできる。 

3．正しい言葉づかいときちんとした表現でコミュニケーションが取れる。  

授業 

計画 

   

  

1. ことばの表現 授業の概要を知る。ことばとコミュニケーションについて理解する。 

2. 文字の表記 漢字と部首、ひらがな、カタカナについて学ぶ。美しい字を書く。 

3. 慣用表現 ことわざ 日常的に用いられる数々の表現を学び、使いこなせるようにする。 

4. 文の構造 主語と述語の関係を確かなものとし、筋の通った表現ができるようにする。 

5. 文の構造 修飾語と被修飾語の関係、および読点の打ち方を学び、わかりやすい文章を書く。 

6. 助詞 話し言葉では省略されがちな助詞の働きを理解し、効果的な表現ができるようにする。 

7. スピーチ 自分の考えをわかりやすく話すために案を練る。 

8. スピーチ 自分の考えをわかりやすく話す実践練習をする。 

9. 説明する 相手に分かるように要領よく話す実践練習をする。 

10. 敬語 相手の立場を尊重しながらうまくコミュニケーションをとるための敬語の種類を学ぶ。 

11. 敬語の用法① さまざまな場面での敬語を使いこなせるようにする。 

12. 敬語の用法② さまざまな立場での敬語を使いこなせるようにする。 

13. 敬語の用法③ 相手の立場を考えた敬意のさまざまな表現を学ぶ。 

14. ビジネス文書 連絡や通達などに使われる文書の書き方を学ぶ。 

15. 手紙文 頼みごとや感謝の言葉を伝える心のこもった手紙文を書く。 

テキスト 『大学生のための日本語表現 実践ノート』  米田明美ほか編  風間書房 

参考書 特になし 事前・事後学習 
漢字テストの予習をすること。 

学習した語句を使ってその日の日記を書くこと。 

履修の条件 
真剣に学び国語力をつけようという意欲

があること。 
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 日本の文化とこころ 
必修 

選択 
卒業選択 

授業 

形態 
講義 

成績 

評価 

書道    30％ 

着付け   30％ 

茶道    30％ 

受講態度  10％ 

（3科目の総合） 

担当 

田中 久美子 光畑 直美 田辺 重

子 着付け助手 森永 秀美 

茶道助手 岡島 三重子 

単位 ２単位 
開講 

時期 

２年 

前学期 

英語 

表記 
Japanese Culture 

概要 

日本の伝統文化のうち、ここでは書道・浴衣の着付け・茶道を学び和のこころを理解する。 

書 道：日本における書道が実用性と芸術性の二面を持つ事を理解し、心惹かれる文字を習得する。 

着付け：美しい着物を時代の流れ、季節のうつろい等Ｔ.Ｐ.Ｏを指導しながら総合的に学習する。 

茶 道：テーブルと椅子で日本の伝統の茶道を学習する。 

書道・着付け・茶道の順序はグループによって変わる。 

教育 

目標 

との 

関連 

日本の伝統的茶道を通して美術工芸を見ることや、花を育てる楽しみ、夏は涼しく冬は暖かく人をもてなす優しい心を養う。

社会人としての教養を高め、日本文化を知識として身につけ、豊かな感性を育む。 

到達 

目標 

書道：伝える手段としての文字は形・大きさのバランス・空白を生かすことにある。実践を通し、自分で書く文字の大切さを

知る。 

着付け：浴衣の着付けが完全に出来るようになる。 

茶道：日本のしきたり等も学習し身につける。 

授業 

計画 

1. 書道 基礎知識 文房四宝、書法一般を学ぶ。基本点画の演習 

2. 書道 書の基本 永字八法の習得 

3. 書道 漢字書の実践 楷書の筆法を学ぶ。手本による演習 

4. 書道 漢字書の実践 

   硬筆の実践 
行書、草書の筆法を学ぶ。手本による演習 

5. 書道 かなの実践 いろは歌、かな文字を練習する。小筆で自分の名前を書く。 

6. 着付け 基礎知識 
講義 １．家紋について ２．きものの種類（Ｔ.Ｐ.Ｏ）に応じての装い  

３．きものの名称 

7. 着付け 浴衣の着方  実技 浴衣の着付け（自分で着る）、たたみ方 

8. 着付け 浴衣の着方 実技 浴衣の着付け（自分で着る、相手への着付け）、たたみ方 

9. 着付け 浴衣の着方 実技 浴衣の着付け（自分で着る、相手への着付け）、たたみ方 

10. 着付け 総合 講義 帯の種類と帯結び 

11. 茶道 茶の湯について お茶の歴史、茶葉について 茶碗、茶筅、茶杓、ふくさの扱い 

12. 茶道 茶の湯の体験 お茶を点てる お菓子と抹茶のいただき方 

13. 茶道 茶の湯の体験 客にお茶を点てる 客の作法、懐紙について 

14. 茶道 茶の湯の体験 おしまいの礼 茶筅、すすぎの後茶巾、茶杓を茶碗の中に入れ正面に置く 

15. 茶道 日本のしきたりについて 懐紙を中心に日本の文化を学ぶ 

テキスト 適宜プリントを配付する。 

参考書 なし 事前・事後学習 

三種５回ずつの履修なので、理解して次の授業

に出席するように。着付けは、浴衣、半幅帯、

腰ひも３本、帯板、筆記用具を各自用意するこ

と。 

履修の条件 礼儀を重んじる科目であると理解しておく。 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 幼児教育と英語活動 
必修 

選択 
卒業選択 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

レポート   20％ 

提出課題  40％ 

受講態度  40％ 

担当 橋元 知子 単位 ２単位 
開講 

時期 

２年 

前学期 

英語 

表記 
Early Childhood Education and English Activities 

概要 

小学校での英語活動開始の低年齢化や、子供に早くから英語を、と考える保護者が増えるなか、幼児教育従事者としてこの

年齢の英語活動について一定の理解を持つことが望ましい。様々な活動を学ぶという観点で、国外事例にも目を向けて考え

ていきたい。第12，13回目は1回の見学を2時限分の時間で行う予定。 

教育 

目標 

との 

関連 

本演習で幼児教育における英語の取り組み等について学び、実際の現場に足を運ぶことは、保育者として子どもたちの豊かな感性

を育てる知識の習得につながる。また、社会的スキルを身につけ、他者との円滑なコミュニケーションが取れるようになることを目指

す。 

到達 

目標 

1．国内外における幼児教育の英語活動について知り、説明できる。 

2．研究手法について学び、体験する。現場に出てからも学び続ける姿勢を持ち、課題を自ら見つけ、調査し、そこから学習す

ることができる。 

授業 

計画 

1. 導入 授業の進め方や試験方法について説明する。 

2. 英語活動の目的 幼児期に英語活動を行う意義について考える。 

3. 英語活動の種類 英語活動の種類について学ぶ。 

4. 実際について① 幼児教育現場での英語活動について知る。 

5. 実際について② 幼児教育現場での英語活動について学習する。 

6. 諸外国の事例 ① 外国の幼児英語教育活動について研究する。 

7. 諸外国の事例 ② 外国の幼児英語教育活動について知識を深める。 

8. 絵本研究 日本語と英語の絵本を比較検討する。 

9. 絵本研究 日本語と英語の絵本を比較検討し、話し合う。 

10. 英語教材研究① 英語教材の特徴について学ぶ。 

11. 英語教材研究② 異なる英語教材を比較検討する。 

12. 実践見学 ① 実践現場の見学に行く。 

13. 実践見学 ② 現場の様子を観察し、そこから学ぶ。 

14. 見学のふり返り 見学した内容について学び、感じたこと、発見などについて話し合う。 

15. まとめ 今学期の授業の振り返りを行う。レポートを提出する。 

テキスト なし 

参考書 

付属図書館の英語絵本、紙芝居等を参考にする

こと。 事前・事後学習 

ゼミ形式で行うため、自ら課題を見つけ、それ

について調査し、まとめ、発表する事が必要と

なる。 

履修の条件 英語へ興味と主体的に参加する姿勢。 オフィスアワー 
質問は授業後又は研究室で受け付ける。時間及

び場所は教務掲示板を確認すること。 

 



 

科目 徳育倫理 
必修 

選択 
卒業選択 

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 

２年 

後学期 

英語 

表記 
Moral Education and Ethics 

概要 
キリスト教社会においては、倫理は宗教に結びついており、道徳は公衆道徳に結びついている。この両者について合わせて

一つの教科として考察してゆく。 

教育 

目標 

との 

関連 

本学の教育目標は、イエス・キリストの人格にならう事にあり、その意味で聖書をひもとく。 

到達 

目標 

1．聖書を通して神の考え方を理解する。 

2．テキストを通して宗教的な知識を獲得する。 

授業 

計画 

1. 日本人と基督教① 遠藤周作の思想を学ぶ。 

2. 日本人と基督教② 

3. 日本人と基督教③ 

4. キリスト教とは何か イエス・キリストが神と人間との関係を明らかにしたことを考える。 

5. 聖 書① 人間の生活を正しい方向に導く聖書の考え方を学ぶ。 

6. 聖 書② 聖書の巻数について考える。 

7. 教会とは何か 教会の歴史について考える。 

8. 日本のキリスト教 ザビエルの来日とその後の日本のキリスト教について学ぶ。 

9. キリスト教の文化 キリスト教の音楽や影響を受けている文学作品等について学ぶ。 

10. キリスト教の概要① キリスト教の教理について考える。 

11. キリスト教の概要② 

12. 日本のキリスト教史① 日本におけるキリスト教の歴史について学ぶ。 

13. 日本のキリスト教史② 

14. 用語の解説① 愛、アウグスチヌス、イエスの教え等について考える。 

15. 用語の解説② エキュメニズム（教会一致運動）などについて考える。 

テキスト 『キリスト教ハンドブック』 佐藤 陽二編 三省堂 

参考書 聖書（学校備え付けの聖書を活用する） 事前・事後学習 テキストの予習と復習をする。 

履修の条件 意欲的に授業に臨むこと。 オフィスアワー 金曜日の午前中に研究室にて受けつける。 

 



科目 ボランティア活動 
必修 

選択 
卒業選択 

授業 

形態 
講義 

成績 

評価 

レポート  40％ 

提出課題  30％ 

受講態度  10％ 

実技発表  20％ 

担当 
福地 昭輝  安部 久美  

柴田 啓一  竹内 マヤ子 
単位 ２単位 

開講 

時期 

２年 

前期 

英語 

表記 
Volunteer Activities 

概要 

ボランティア活動は、互いに助け合う共生社会において、わたしたちひとりひとりの主体性において、意志を表現し、生涯

にわたり取り組む活動であると位置づけられる。人々とかかわる活動を通して自分自身を見つめなおすきっかけともなる。

キリスト教精神をもって保育者養成を行う本学において、正しいボランティア活動の精神を学びつつ、実践する。 

教育 

目標 

との 

関連 

現代は、様々な世代の人々とコミュニケーションをとりながら、他者への思いやりをもち、様々な形の社会の中で自己を確立

することが求められる。人間性を培う基礎に無償の愛の精神がある。私たちがとる行動がそれを受けた人々からいただく「あ

りがとう」の感謝の気持ちこそ崇高な精神を養うこととなろう。 

到達 

目標 

1.ボランティアとは何かを、考え方や実践事例から理解することができる。 

2.自分自身がボランティアを志す仲間と共に協力し実践できる。 

3.ボランティア活動を通して、自他の人間性を深めることができる。 

授業 

計画 

1. 「ボランティア」概論   
ボランティア活動の歴史を振り返り、ボランティアの意義と目的を学ぶ。 

ボランティアには様々な形態がある。海外の事例等も含め活動への理解を深める。                                

2.  福祉の実態を知る① 地域の福祉の実態と介護技術について学ぶ。     

3.  福祉の実態を知る② 

ふりかえり 

本学の被災地支援（宮城県気仙沼市）での取組みを事例として紹介し、支援の方法や支援先の実

情を知り、どのような支援が必要かの課題をテーマに取り上げディスカッションする。                   

4.  活動スキルを学ぶ① 

「デイサービス三輪ひまわり」を訪問して、地域でのボランティアの活動の様子を職員の方より

うかがい、ボランティアをする側の精神や姿勢を学び、コミュニケーションをとる上での心理的

な配慮について考える。コミュニケーションの方法や活動スキルについて体験的に学ぶ。             

5.  活動スキルを学ぶ② アクティブラーニング教室において、テーマ別ディスカッションを行う。 

6.  活動スキルを学ぶ③ 「デイサービスひまわり」の訪問交流活動を行うための準備を行う。 

7.  活動スキルを学ぶ④ 
「デイサービスひまわり」を訪問し、利用者との交流活動を行い、交流する。 

8.  活動スキルを学ぶ⑤ 

9.  情報を得る① 
町田市や自分の居住地域のボランティア活動の情報を、インターネットなど情報機器を利用して

検索することを通して、情報を得るスキルを身につける。 

10. 情報を得る② 町田市ボランティアセンターを訪問して、町田市のボランティア活動の実態を学ぶ。 

11. 自主活動①  活動先を選び、実践活動を行う。注１ 

12. 自主活動② 活動先を選び、実践活動を行う。  

13. 自主活動③ 活動先を選び、実践活動を行う。  

14. まとめ 準備活動 自主活動の発表準備を行う。プレゼンテーションの方法を研修する。 

15. まとめ 
自主活動の実践報告会を行い、実践の様子や課題を明らかにすることを通して、自己評価・相互

評価をおこなう。 

テキスト 必要に応じてプリントなどで資料を配付する。 

参考書 

『ボランティアのすすめ－基礎から実践まで

－』岡本栄一他 ミネルヴァ書房 など 

図書館所蔵の関連書籍 
事前・事後学習 

これまで過去に自身が行ったボランティア経験

も記録として、発表できるようにしておく。 

「15.まとめ」で発表する課題をもとにして、行

動計画を立てる。 

履修の条件 

ボランティアの意義や精神をしっかり学び、実

践活動をする意思を持っていること。また人と

コミュニケーションをとろうとする積極的な姿

勢を持つこと。 

オフィスアワー 
担当教員の設定したオフィスアワーを参照。記

時間は教務掲示板で確認すること。 

 注１：自主活動は個人で行う場合と、グループで行う場合がある。その場合に、本学所定の様式に従い、活動を証明するものが必要

となる。準備及び自主活動に要する時間は、決められた時間割外の活動も含まれる。最大3コマ分としてカウントされる。 



 

科目 児童文化 
必修 

選択 
卒業選択 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

試験    40％ 

提出課題  30％ 

受講態度  20％ 

実技発表  10％ 

担当 相澤 京子 単位 ２単位 
開講 

時期 

２年  

後学期 

英語 

表記 
Children’s  Culture 

概要 

現代社会においては、様々な場面において「文化」の伝承の危機を迎えている。子どもについても例外ではなく、都市部の

開発による環境の変化や少子化等により、子どもが遊ぶことが困難となり、「児童文化」が伝承しにくい状態にある。しかし、

子どもたちの発達を助け、感性を育むためには児童文化財は欠かせないものであることから、乳幼児にかかわる保育者を目

指す者として「児童文化」の理解は必要不可欠である。そこで、本演習では、絵本・紙芝居をはじめとする様々な児童文化

財を取り上げ、実践してみることにより、保育環境の中でどのように活用できるのかを学ぶことを目的とする。 

教育 

目標 

との 

関連 

様々な児童文化財の内実を理解することで、社会生活に必要な教養と保育者としての確かな知識を習得する。また、それを実

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．児童文化財の種類が説明できる。 

2．絵本・紙芝居の歴史と代表的な作品を知る。 

3．昔話を保育現場で活用する方法を理解する。 

4．人形劇や伝承遊びを実践することができる。 

授業 

計画 

1. オリエンテーション 

―児童文化とは何か― 
児童文化の種類を学生自身の経験を振り返ることによってまとめる。 

2. 絵本① 日本における絵本の歴史を学ぶ。 

3. 絵本② 代表的な絵本作品と絵本の語法について学ぶ。 

4. 日本の昔話① 日本のさまざまな昔話と伝説を学ぶ。 

5. 日本の昔話② 昔話絵本を保育現場で活用する際の注意点について学ぶ。 

6. 外国の昔話① ペロー童話とグリム童話の概要と、そこに見られる話について整理する。 

7. 外国の昔話② 外国の昔話とディズニー映画とのストーリーの違いを理解する。 

8. 紙芝居① 紙芝居が誕生して現在に至るまでの歴史を学ぶ。 

9. 紙芝居② 紙芝居の代表的な作品と演じ方について学ぶ。 

10. 人形劇① 人形劇に用いる簡単なパペットを製作する。 

11. 人形劇② 人形劇の内容をグループで決め、脚本を書く。 

12. 人形劇③ 各グループで人形劇を練習し、発表する。 

13. 伝承遊び① 伝承遊びの種類とその魅力について学ぶ。 

14. 伝承遊び② あやとり・お手玉等の伝承遊びを実践する。 

15. まとめ 保育における児童文化について考えることによって、これまでの授業の総括をする。 

テキスト 必要に応じてプリントを配布する。 

参考書 
『保育における子ども文化』 松本峰雄編  

わかば社 
事前・事後学習 

自分自身の幼少期の遊び体験を振り返っておく

こと。また、児童文化財に触れる機会を意識的に

増やすこと。 

履修の条件 
授業中に実践する時間を設けるので、各自の

意欲的な姿勢が求められる。 
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 相談援助 
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  30％ 

受講態度  20％ 

担当 柴田 啓一 単位 １単位 
開講 

時期 

２年 

後学期 

英語 

表記 
Social Work 

概要 
本授業は、保護者支援を目的とした相談援助の考え方や、技術について学ぶ。さらに、ロールプレイや事例分析を通じて問

題を抱える保護者の様々な社会的背景について理解を深める。 

教育 

目標 

との 

関連 

保護者の相談事例はいくつかのタイプに類型化することができるが、問題の背景や解決する方向性は個々に異なる。問題の特

殊性と普遍性を見極めるには知識や技能、教養が必須となる。こうした知識、技能、教養は、相談支援者（ソーシャルワーカ

ー）として必要のみならず、自身が家庭を築き、育児をする上でも必要な素養となる。 

到達 

目標 

1．相談援助の手順を理解し、来談者に応じて効果的な援助ができる。 

2．来談者のプライバシーに配慮し、傾聴することができる。 

3．個人の価値観や社会的背景の多様性を認識できる。 

授業 

計画 

1. 相談援助とは何か 
実際に保育の現場で保護者の対応に迫られたときのために、この授業を通してどのような事を

学習する必要があるのかを考える。 

2. 相談援助技術の共通基

盤と展開過程 
相談援助とは単なる「身の上相談」ではなく、一定の手法を伴った技術であることを理解する。 

3. 自己覚知 自己覚知に必要な基礎知識を理解し、自分自身の特性を知る。 

4. 価値観 自分や他者の価値観を知る。 

5. 心の問題を抱えた保護

者への対応 
生きづらさや葛藤を抱えている保護者への対応について理解する。 

6. クレーム対応 ロールプレイングを通してクレーム対応の技法を考える。 

7. 面接の心構えと技術 受容的な傾聴の具体例を通して傾聴の技法を理解する。 

8. 児童虐待 児童虐待通報件数が急増する理由を理解する。 

9. 保育におけるソーシャ

ルワーク① 
事例を通して、相談援助の知識や手順が体系化される理由、背景について学ぶ。 

10. 保育におけるソーシャ

ルワーク② 
事例を通して、相談を受ける際の援助者の基本的態度を学ぶ。 

11. 保育におけるソーシャ

ルワーク③ 

事例に沿ってロールプレイを行い、相談援助の導入の仕方と問題の分析方法について具体的に

検討し、討議する。 

12. 援助記録のつけ方 相談援助における記録とその活用の意義を学ぶ。記録の書き方や手法についても学習する。 

13. 援助計画の立て方 事例に沿って援助計画を立て、発表する。 

14. まとめ① 
子どもの虐待死の事例をもとに、最悪の結果を回避するためには、どのような援助が有効であ

ったと考えられるかグループで話し合う。 

15. まとめ② 授業を振り返り、相談援助者としての自覚を確認する。 

テキスト 適宜プリントを配布する。 

参考書 適宜授業の中で紹介する。 事前・事後学習 新聞等で社会情勢を理解すること。 

履修の条件 主体的に考え授業に臨むこと。 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 社会的養護内容 
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      20％ 

レポート    30％ 

提出課題   20％ 

受講態度   30％ 

担当 岡本 眞幸 単位 １単位 
開講 

時期 

２年  

前学期 

英語 

表記 
Social  Care 

概要 
社会的養護に関する基本的な学習と演習課題への考察を通して、児童福祉施設の保育士が行う養護活動（のあり方）を的確

にとらえるための基本的な視点を学ぶと同時に、施設の保育士に求められる倫理・資質を学ぶ。 

教育 

目標 

との 

関連 

（要保護児童とその家庭への支援を行う）施設の保育士の養護活動における基本姿勢やそこで求められる倫理・資質の理解は、

そのまま（施設・保育所等を問わず）保育士に広く求められる倫理・資質に直結するものと考えられる。授業や演習課題に主

体的に取り組むことが、結果的に保育士としてのより「豊かな感性と愛の心」を育てることにつながる。 

到達 

目標 

1．施設の保育士が行う養護内容の全体像
．．．

を理解できるようになる。（自分の中でイメージできること）。 

2．施設の保育士が行う養護活動（のあり方）を的確にとらえるための基本的な視点を身に付け、適用できる。 

3．施設の保育士に求められる基本的な倫理・資質を理解し、説明できる。 

授業 

計画 

1. 授業概要／ 社会的養護

の基本事項 

授業概要（授業の位置づけ、進め方、評価方法等）、社会的養護の基本事項（全体像、体系等）、

施設養護をとらえる３つの視点（①施設の理解、②施設児童の理解、③施設保育士の理解） 

2. 「施設の理解」 
子どもの最善の利益の保障、子どもの権利を守る仕組み〈演習課題〉 

（生存と発達・安全と安心の保障）、（家族への支援、地域への支援） 

3. 「施設の理解」各論① 
社会的養護と施設養護、施設養護の体系、児童福祉施設の概要 

児童養護施設の暮らし〈演習課題〉 

4. 「施設の理解」各論② 乳児院と母子生活支援施設の暮らし〈演習課題〉 

5. 「施設の理解」各論③ 児童自立支援施設と情緒障害児短期治療施設の暮らし〈演習課題〉 

6. 「施設の理解」各論④ 障害児の施設とその暮らし〈演習課題〉 

7. 「施設児童の理解」 （特に被虐待児に関して）愛着の欠落、低い自己概念、対人不信、行動上の問題〈演習課題〉  

8. 「施設保育士の理解」① 
（施設保育士の仕事の全体像）入所から退所後に至る支援と基本的日常生活支援〈演習課題〉 

アドミッションケアからアフターケア、自立支援計画の作成に関して 

9. 「施設保育士の理解」② 虐待された子どもへの支援、施設内の体罰について〈演習課題〉 

10. 「施設保育士の理解」③ 親子関係の調整、児童相談所との連携、虐待した家族への支援〈演習課題〉 

11. 施設養護の今後の課題

と展望 

確認テスト 

施設の小規模化と地域連携、地域住民と施設 

12. 里親制度の特性及び実

際 

里親養育を学ぶ〈演習課題〉、里親制度の概要 

施設と里親（施設における短期里親等の活用 施設における里親への支援） 

13. 養子縁組制度の概要 
乳幼児のための養子縁組制度（特別養子縁組）について 

子どもの権利（出自を知る権利）と真実告知の問題 

14. 保育士の倫理及び責務 支援者としての資質と倫理、バーンアウトと共依存の予防〈演習課題〉 

15. まとめの考察 施設の保育士に求められる倫理・資質〈演習課題〉 

テキスト 『児童の福祉を支える 演習 社会的養護内容』 吉田眞理編著  萌文書林 

参考書 必要に応じて紹介する。 事前・事後学習 
１年次「社会的養護」の学習内容を確認する。 

新聞等の児童家庭問題に関心をもって接する。 

履修の条件 毎回の演習課題に主体的に取り組むこと。 オフィスアワー 授業前後に教室にて受け付ける。 

 



科目 子どもの保健Ⅱ  
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％ 

受講態度  30％ 

実技発表  20％ 

担当 柄本 夏紀 単位 １単位 
開講 

時期 

２年 

前学期or 後学期 

英語 

表記 
Pediatric  Health Ⅱ 

概要 

1．子どもの健康及び安全に係る保健活動の計画及び評価について学ぶ。 

2．子どもの健康増進及び心身の発育・発達を促す保健活動や環境を考える。 

3．子どもの疾病とその予防及び適切な対応について具体的に学ぶ。 

4．救急時の対応や事故防止、安全管理について具体的に学ぶ。 

5．現代社会における心の健康問題や地域保健活動等について理解する。 

教育 

目標 

との 

関連 

1．子どもの健康及び安全について保育者として実践的な知識と技能を身につける。 

2．現代社会における子どもの状況及び子どもの保健に係る課題や取り組みについて理解し、保育者としての適性な能力を習得

する。 

 

到達 

目標 

1．子どもの健康及び安全に留意することの重要性が理解できる。 

2．子どもの疾病及び事故に対して、その予防及び対応についての知識と技術を習得し、適用できる。 

3．現代社会における子どもの健康に係る課題と取り組みについて論じることができる。 

授業 

計画 

1. 子どもの保健の意義 子どもの保健を学ぶ意義と目的を知る。 

2. 保育における健康管理① 
子どもの成長発達の観察と評価。保健計画の作成と活用と保健活動の記録と自己評価。健康

診査について学ぶ。 

3. 保育における健康管理② 子どもの生理機能及び精神・社会的状況の観察と評価について学ぶ。 

4. 保育における健康管理③ 日常生活(食事・排せつ・清潔・睡眠・遊び等)の養護の方法について学ぶ。 

5. 保育における環境① 施設内の環境と子どもの安全への観察について学ぶ。 

6. 保育における環境② 施設外の環境と子どもの安全への観察について学ぶ。 

7. 子どもの疾病① 子どものおこりやすい疾病と対応。体調不良時の対応について学ぶ。 

8. 子どもの疾病② 感染症の予防と対策。予防接種の変遷について学ぶ。 

9. 子どもの疾病③ 個別的な配慮の必要な子どもへの対応（慢性疾患、アレルギーなど）について学ぶ。 

10. 子どもの疾病④ 障害のある子どもへの対応について学ぶ。 

11. 子どもの事故防止① 子どもの事故とその予防について学ぶ。 

12. 子どもの事故防止② 救急処置及び救急蘇生方法について学ぶ。 

13. 子どもの事故防止③ 災害の備えと危機管理について学ぶ。 

14. 社会における保健活動① 現代社会における子どもの心とからだの健康にかかわる課題や地域連携について考える。 

15. 社会における保健活動② 現代社会における保育者及び養育者の変遷を学び、地域活動について考える。 

テキスト 適宜プリント配布する。 

参考書 

『子どもの保健演習ノートー子育てパートナー

が知っておきたいこと改訂第２版』 

小林美由紀  診断と治療社   

『よくわかる子どもの保健 第３版』 

竹内義博・大矢紀昭編  ミネルヴァ書房 

事前・事後学習 

地域の母子保健活動や子育てに関する報道等に

関心を持ち、問題意識を持っていること。 

履修の条件 

学生たちによるディスカッションや発表の場を

設けた授業スタイルのため常に子どもの保健に

関する問題意識をもつこと。 

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 子どもの食と栄養 
必修 

選択 

卒業選択 

保育士必修 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

達成度確認テスト

50％ 

受講態度   50％ 

担当 田中 芳子 単位 ２単位 
開講 

時期 

２年 

前学期or後学期 

英語 

表記 
Food and Nutrition for Children 

概要 
人は適切な食事により、健全な生活を営むことが出来る。小児期は、発育・発達という特性も加わるので栄養摂取は特に重要となる。更に小 

児期は食生活の基礎が作られる時期でもあり、この時期の食環境がその後の生涯の健康を大きく左右する。以上を理解し実践する力を養う。 

教育 

目標 

との 

関連 

子どもの食生活は大人の作り出す食環境の影響を強く受ける。子どもにとって望ましい食環境・食生活とはどのようなものか

常に考え、子どもたちのために愛情をもって実践・提供することができる力を身につける。 

到達 

目標 

1.健康な生活の基となる食に関する基本的知識を理解し、子どもの発育・発達と食生活を関連づけることができる。 

2.子どもを取り巻く食の現状と課題から、食育の必要性、その内容を理解し、実践することができる。 

3.特別な配慮の必要な子どもの食と栄養について理解し、実践することができる。 

授業 

計画 

1．  健康と食生活の意義 なぜ食と栄養について学ぶ必要があるか、何を学ぶべきか確認する。 

2．  食に関する器官の発育と発達 子どもの食べる機能、消化吸収機能の発育と発達を理解する。 

3．  栄養に関する基礎知識① 食べ物のゆくえ（消化と吸収）を理解する。 

4．  栄養に関する基礎知識② 栄養素の種類と働きを理解する。 

5.    栄養に関する基礎知識③ 日本人の食事摂取基準から必要な食事量を学ぶ。 

6．  栄養に関する基礎知識④ 食事構成に関する基礎知識を知り、運用できるようになる。 

7．  乳児期の食生活① 母乳栄養 乳汁栄養（母乳栄養）について理解する。 

8．  乳児期の食生活② 人工栄養 乳汁栄養（人工栄養）について理解する。 

9．  乳児期の食生活③ 実習① 調理実習室の整備を通して、環境の整え方を体験する。 

10． 乳児期の食生活④ 実習② 調乳実習 正しく調乳出来るようになる。授業後プリントを提出すること。 

11． 乳児期の食生活⑤ 離乳とは 離乳の意義、離乳の必要性、進め方、調理の特徴等を理解する。 

12． 乳児期の食生活⑥ 離乳の実際 

13． 乳児期の食生活⑦ 実習③ 離乳食１ 5～6か月・7～8か月の離乳食を作り、試食する。 

     授業後プリントを提出すること。 14． 乳児期の食生活⑧ 実習③ 

15． 乳児期の食生活⑨ 実習④ 離乳食２ 9～10か月・11～12か月の離乳食を作り、試食する。 

     授業後プリントを提出すること。 16． 乳児期の食生活⑩ 実習④ 

17． 幼児期の食生活① 幼児期の栄養の特徴を理解し、食事の留意点を考察する。 

18． 生涯発達と食生活 胎児期からの生涯発達について学ぶ。（特に胎児と母体について） 

19． 幼児期の食生活② 実習⑤ 幼児食１ 和食を取り入れた幼児食を作り、試食する。 

     授業後プリントを提出すること。 20． 幼児期の食生活③ 実習⑤ 

21． 幼児期の食生活④ 実習⑥ 間食   調理、試食を通して、間食の意義と内容を考える。 

     授業後プリントを提出すること。 22． 幼児期の食生活⑤ 実習⑥ 

23． 学童期・思春期の食生活 現代日本が抱える食の問題を考える。 

24． 食育① 食育の必要性 育てたい「食べる力」を考える。 

25． 食育② 保育園での食育 保育所、幼稚園等での食育の実践の仕方を学ぶ。 

26． 配慮の必要な子どもの食生活① 疾病及び体調不良の子どもへの対応を理解する。 

27． 食育③ 実習⑦ 幼児食２ 子どもも参加できる料理を体験する。 

     授業後プリントを提出すること。 28． 食育④ 実習⑦ 

29． 配慮の必要な子どもの食生活② 食物アレルギー（アレルギーガイドライン）を理解する。 

30． 学習到達度の確認・解説 学習到達度の確認テストを行い、解説・まとめを行う。 

テキスト 『新版 子どもの食生活』 上田玲子 編著 ななみ書房 

参考書 新聞等の食に関する記事に関心を持つ。 事前・事後学習 提出された課題に取り組むこと。 

履修の条件 実習時にはエプロン・三角巾・ハンドタオルを用意する。 オフィスアワー 質問は授業前後に教室で受ける。 

 



科目 家庭支援論 
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    70％ 

受講態度  30％ 
担当 中村 麻衣子  中山 真貴子 単位 ２単位 

開講 

時期 

２年 

前学期 

英語 

表記 
Family Support 

概要 

少子高齢化や就労女性の増加などの社会変動は、家庭生活にも大きな変化をもたらした。従来の家族のあり方や子どもの養

育システムが機能しづらくなり、多様化した家族生活にひずみを生じさせている。現代の社会に求められている「家族支援」

がどのようなものであるか、その中で保育士はどのような支援を提供していくことができるのかを探るために、家族関係や

養育システムの歴史的変遷と現状を把握し、養育環境の中に生じる問題点を考える。 

教育 

目標 

との 

関連 

社会変動が家族関係や養育システムに影響を及ぼし、個々の家庭生活の質を大きく変化させていることを認識することで、決

められた一通りの支援を行う保育士ではなく、周囲の状況や他者の気持ちを理解し、目の前の家族のニーズに合わせた支援を

行える保育士になることを目指す。また、自らの将来像を思い描きながら、働き方や育児の仕方について考えることができる

ようにする。 

到達 

目標 

1．社会の変化とともに家族のあり方は変化していくことを認識し、家族関係や子育てについて述べることができる。 

2．保育士が各家庭のニーズに合わせて家庭や地域と連携し、子育てネットワークの窓口となる重要な役割を担っていること 

を説明できる。 

授業 

計画 

1. 子育てと家族① 子どもの育ちと子どもが育つ場としての「家族」 

2. 子育てと家族② 家族の動向と現状についてグループディスカッションする。 

3. 子育ての問題とその背景① 家族を取り巻く社会環境の変化 

4. 子育ての問題とその背景② さまざまな子育て「困難」についてグループディスカッションする。 

5. 家庭支援の政策と制度① 子育て支援政策 

6. 家庭支援の政策と制度② 少子化対策と子育て家庭支援についてグループディスカッションする。 

7. 家庭支援のあり方① 子育て家庭支援の役割と基本的態度 

8. 家庭支援のあり方② 子育て家庭支援の実際についてグループディスカッションする。 

9. 特別なニーズをもつ家族① 特別なニーズへの対応の考え方 

10. 特別なニーズをもつ家族② 
育てにくさや障害のある子ども、ドメスティック・バイオレンスへの対応についてグルー

プディスカッションする。 

11. 特別なニーズをもつ家族③ ひとり親家庭、ステップファミリーへの対応についてグループディスカッションする。 

12. 世界の子育て① 養育システムの国際比較 

13. 世界の子育て② スウェーデンの子育て家庭支援 

14. 世界の子育て③ カナダ・オーストラリアのファミリーサポート 

15. まとめ 授業のまとめ 

テキスト 『実践 家庭支援論』 松本園子、永田陽子、福川須美、堀口美智子  ななみ書房 

参考書 なし 事前・事後学習 
テキストの授業範囲に該当する箇所を読む 

こと。 

履修の条件 
講義内容を把握するためには、講義中の内容を

聞き取りノートにまとめることが必須である。 
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 保育相談支援 
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     60％ 

提出課題   10％ 

受講態度    30％ 

担当 平岩 由美子 単位 １単位 
開講 

時期 

２年 

後学期 

英語 

表記 
Support for Child Care Consultation 

概要 

子どもたちの望ましい発達のためには、保育の中での保育者の「子どもたちとのかかわり」だけでなく、子どもたちが家庭

生活を共にする「保護者への支援」も重要であり、その必要性が増している現状がある。本授業では、保育相談の意義と原

則を学び、保護者の支援を行うための基礎を理解する。また、ロールプレイを取り入れ、応答方法、相談面接の方法など理

論に基づいた実際の援助方法を体験することで、更に理解を深め、技術の習得を目指す。 

教育 

目標 

との 

関連 

保護者が子育ての楽しさを感じたり、子育てへの自信を高めたりできるよう支えるためには、保育者は、保護者にとって相談

しやすい雰囲気を作り出す力（柔軟性）、保護者の思いに心を傾けて聴く力（傾聴力）、保護者が何に悩んでいるのかを理解す

る力（情報把握力）、保護者を支援する方法を考え出す力（考察力）、積極的に保護者の相談を受ける力（実行力）保護者の悩

みを保育者が取り込み過ぎない力（ストレスコントロール力）などが必要である。本授業の学びを通して、支援の知識技術の

習得と共に、自己の対人関係の持ち方や話し方についての課題を自覚し、成長していこうとする姿勢をもつことが大切である。 

到達 

目標 

1．保育相談支援の意義・原則や保護者支援の基本について理解する。 

2．保育所等児童福祉施設における保育相談支援の実際について学び、内容や方法を理解する。  

授業 

計画 

1. 保育相談支援とは 保育相談支援の必要な現状と意義について理解する。 

2. 保育の特性と保育者の専門性

を生かした保護者支援 
集団保育の場の特性と保育者の専門性を生かした支援のあり方について理解する。 

3. 「子どもの最善の利益」を重

視した支援 

保育相談の中核は「子どもの最善の利益」のためであることを理解し、支援の基本を学

ぶ。 

4. 子どもの成長の喜びを共有す

る支援 

保護者と子どもの成長を一緒に喜び合うパートナーとしての保育者の意義について考

え、理解を深める。 

5. 保護者の養育力向上のための

支援 

保護者自身が養育力を向上させていくことができる支援について、具体的な方法を理解

する。 

6. 信頼関係を基本とした支援の

あり方 

保護者との信頼関係を基本とした受容的なかかわり、保護者の自己選択・自己決定の尊

重、秘密の保持の厳守などについて理解する。 

7. 地域資源の活用と関係諸機関

との連携・ 協力 

保育相談支援における地域の活用法や関係諸機関との連携・協力のあり方について理解 

する。 

8. 保護者支援における留意点 保護者への支援における基本的な留意事項について理解する。 

9. 保護者支援の方法と技術 保護者への支援の方法と技術について理解を深める。 

10. 保育相談支援の記録と評価の

方法 

保護者への支援を行うために必要な支援計画の立て方、記録、評価、カンファレンスな

どについて理解する。 

11. 保育相談支援の事例の検討① 保護者からの保育相談の事例を通して、実際の支援のあり方について理解を深める。 

12. 保育相談支援の事例の検討② 
保護者の育児に対する自信を高める支援のあり方について、日常の保護者の子どもへの

かかわりの場面から考え、話し合う。 

13. 保育相談支援の事例の検討③ 
いままで学習した内容を整理し、実際に支援を行っていくための方策を事例に即して自

ら考え、発表する。 

14. 保育相談支援の事例の検討④ 
自ら考えた支援の方策で実際にロールプレイを行い考察すると共に、保育者から支援を

受ける「保護者の気持ち」についても考え、よりよい支援のあり方を探る。 

15. まとめ 
傾聴・共感などの保護者支援に必要な姿勢を再確認すると共に、自己の対人関係の持ち

方や話し方について課題を認識する。 

テキスト 『演習 保育相談支援』 小林育子 萌文書林 

参考書 
『保護者支援スキルアップ講座』  

柏女霊峰監修  ひかりのくに 
事前・事後学習 

身近な親子の関わりのエピソード記録を取って

おくこと。 

履修の条件 
子育て支援の情報に関心をもち、授業に臨むこ

と。 
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 教育職の研究 
必修 

選択 

卒業選択 

幼免必修 

授業 

形態 
講義 

成績 

評価 

試験    60％ 

提出課題  20％ 

受講態度  10％ 

実技発表  10％ 

担当 橋元 知子  森下 匡子 単位 ２単位 
開講 

時期 

２年 

後学期 

英語 

表記 
Approach to Teacher’s Competency in kindergarten 

概要 

保育に携わる者として社会が求める教職のありかたについては、教育規法などに規定され、教育制度や教育目標達成に向け、

社会的ニーズからのインパクトが極めて大きい。一般的な教職についての基本的理解とその意義について、専門職としての

保育者の専門性、履修科目の振り返りを通して考察し、保育者としてあるべき姿について考えを深める。幼稚園教諭として

ふさわしい資質・能力の向上を目指す。 

教育 

目標 

との 

関連 

初めての社会生活の場となる幼稚園は、幼児にとって重要な環境と考えられる。その園生活を、人間的にも教育者としても幅

広く対応するために、保育に対する個々の考えと能力を、向上する事が求められる。常に、幼児の発達に合わせた、楽しい環

境作りと、園全体での協力、保護者との関わりを大切に考え、保育を行う志を持つ事が重要である。 

到達 

目標 

1．自己の保育者としての自覚を確立し、そのために専門性・保育技術の向上を目指す。 

2．幼児を取り巻く環境の中で、適切な対応が出来るために保育者としての基本的な資質を認識する。 

3．保育者としての社会性を学び、保育現場で常に責任をもった行動が出来るよう自覚する。 

授業 

計画 

1. 教職とは何か 
教職についての基本的な資質は、人間性・社会性・専門性にある。それらの研鑽をはかる専門

職としての教師像をとらえる。また、“共に育ち合う保育者”としての意義を考える。 

2. 教員の種類と専門性 
教員の免許の種類や取得単位等について種類および専門性を、法令やカリキュラム構造をとお

して理解する。教育行政と教職のあり方を考える。 

3. 教職と教員養成の歴史 明治以降の教員の歴史、幼児教育に深く関わった保育者の姿から、教員養成の重要性を学ぶ。 

4. 保育者の資質と求めら

れる役割 ① 

保育現場の様子を記録した視聴覚資料を用いて、保育者の資質と役割を考え、グループ毎にま

とめて発表する。（3才児・前） 

5. 保育者の資質と求めら

れる役割 ② 

保育現場の様子を記録した視聴覚資料を用いて、保育者の資質と役割を考え、グループ毎にま

とめて発表する。（3才児・後） 

6. 保育者の資質と求めら

れる役割 ③ 

保育現場の様子を記録した視聴覚資料を用いて、保育者の資質と役割を考え、グループ毎にま

とめて発表する。（4才児） 

7. 保育者の資質と求めら

れる役割 ④ 

保育現場の様子を記録した視聴覚資料を用いて、保育者の資質と役割を考え、個人で研究しま

とめる。（5才児） 

8. 保育者の資質と求めら

れる役割 ⑤ 

保育現場の様子を記録した視聴覚資料全体から学んだ事をまとめ、幼稚園教諭全般的な資質と

役割の重要性を研究する。 

9. 子どもの社会的変化に

対応する保育者とは 
現代社会における子どもの環境変化から、保育環境の重要性や保育者の関わり方を考える。 

10. 保育の最新事情① 
「子ども・子育て関連3法」や「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」の概要などの制度

について学ぶ。 

11. 保育の最新事情② 視聴覚教材・保育事例「おやまの教室」から、保育の様子を学ぶ。 

12. 私の理想の保育者像① 学生自身が考える理想の保育者像を研究し、まとめる。実践力確認シートを完成させる。 

13. 私の理想の保育者像② 自身が考える理想の保育者像を、発表する。 

14. 私の理想の保育者像③ 

15. まとめ これまでの授業内容をまとめ、自己評価を行う。 

テキスト 特に使用しない。 

参考書 授業内容に合わせて、適宜紹介する。 事前・事後学習 
教育実習での経験をふり返り、まとめておくこ

と。 

履修の条件 
授業内容に合わせたワークシートの提出。グル

ープ毎の研究発表、保育技能の実践に取り組む。 
オフィスアワー 授業終了後に教室で受け付ける。 

 



科目 保育・教育方法技術論 
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  10％ 

受講態度  30％ 

実技発表  10％ 

担当 髙畠 扶貴 単位 ２単位 
開講 

時期 

２年 

前学期 

英語 

表記 
Teaching Method and Skill 

概要 

保育方法の歴史的変遷を学ぶとともに、今日における子どもの学びを支える視点を身に付ける。保育や教育現場におけるICT

が進む中、教育メディアの効果的な活用方法を考える。また教材の活用に際し、子どもの情報モラル教育の在り方について

考える。 

教育 

目標 

との 

関連 

情報教育には、道具としてコンピュータを活用する技術の習得と同時に、情報そのものの理解や情報を活用する能力を身に付

けていくことが求められる。したがって教育機器の活用法などのプレゼンを通じて、将来保育者として保育現場において必要

な技術の習得と情報機器の活用ができるようにする。 

到達 

目標 

1．保育方法の歴史的変遷を理解し、子どもの学びを支える視点について説明できる。 

2．教育メディア機器を効果的に使用できる。 

3．子どもの情報モラル教育の在り方について説明できる。 

授業 

計画 

1. オリエンテーション 講義概要を理解する。 

2. 幼児教育の方法と本質① 保育方法の歴史的変遷について学ぶ。 

3. 幼児教育の方法と本質② 子どもの学びを支える視点について考える。 

4. 情報モラル教育 子どもの情報モラル教育について考える。 

5. 保育方法の理解と実際① 学校放送（ＮＨＫ Ｅテレ）の意義と役割について討議する。 

6. 保育方法の理解と実際② テレビが子どもの発達に与える影響について討議する。 

7. これからの保育の方法と技術① iPadで保育に活用できる視聴覚教材をグループで作成する。 

8. これからの保育の方法と技術② iPadで保育に活用できる視聴覚教材をグループで作成する。 

9. これからの保育の方法と技術③ iPadで保育に活用できる視聴覚教材をグループで作成する。 

10. 指導計画の作成① メディア機器等を使用した保育計画の作成をする。 

11. 指導計画の作成② メディア機器等を使用した保育計画の作成をする。 

12. 保育技術の実践① メディア機器等を活用した模擬保育を行う。 

13. 保育技術の実践② メディア機器等を活用した模擬保育を行う。 

14. 保育技術の実践③ メディア機器等を活用した模擬保育を行う。 

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 授業中に適宜プリントを配布する。 

参考書 
『わたしたちとじょうほう３年４年』 

堀田龍也編 学研 
事前・事後学習 

プリントを熟読する。 

学校放送（ＮＨＫ Ｅテレ）を視聴する。 

履修の条件 メディアの活用について日頃から考える。 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 幼児理解 
必修 

選択 

卒業選択 

幼免必修 

保育士選択必修 

授業 

形態 
講義 

成績 

評価 

試験      70％ 

提出課題    10％ 

受講態度    20％ 
担当 平岩 由美子 単位 ２単位 

開講 

時期 

２年 

前学期 

英語 

表記 
Nonverbal  Approach to Infant 

概要 
子どもの内面に目を向け、個々の発達の過程・課題を捉えて理解し援助を行うために必要な子ども理解の方法について学ぶ。

さらに保育現場での具体的な事例を通して、子ども理解とそれに基づく援助について様々な視点から考え実践力を養っていく。 

教育 

目標 

との 

関連 

子ども一人一人の内面世界を見つめ、育ちを支えていくためには、保育者は、子どもの表情や言動に目を向け感じ取る感性や

受容・共感的な姿勢、多角的にとらえ理解しようと追求し続ける教育相談に応じるような姿勢が求められる。他者の思いに心

を傾け理解しようとする姿勢と支援の方法を自ら考えていく力を身に付ける。 

到達 

目標 

1．子どもを理解する視点・方法、臨床学的姿勢（カウンセリングマインド）について学び、保育の中での具体的事例を通して、 

幼児理解の重要性を理解すると共に、援助のあり方について考え、実践につながる力を養う。 

2．諸問題を解決するために、子ども・保護者を主体としながら支えていく教育相談の基本的知識をつけ、適用できる。 

授業 

計画 

1. 幼児期の特性と保育 
幼児期の発達の特性に基づいた「一人一人に応じた指導」を行う上での幼児理解の必要性を理

解する。 

2. カウンセリングマイン

ドと保育臨床① 
子ども一人一人の内面世界を理解しようとする保育者の姿勢について考える。 

3. カウンセリングマイン

ドと保育臨床② 
子ども理解の基盤としてのカウンセリングマインドについて学ぶ。 

4. 子ども理解の方法① 子ども理解の方法としての「保育記録」について学ぶ。 

5. 子ども理解の方法② 
状況性を盛り込んだ「エピソード記録」から子どもの思い・保育者自身のかかわり・環境のあ

り方を考察する方法を学び、話し合う。 

6. 保育実践とカウンセリ

ングマインド① 
事例（入園当初の幼児の様々な姿）を通して幼児理解を深め、援助のあり方を考える。 

7. 保育実践とカウンセリ

ングマインド② 
事例（進級時の姿）を通して、幼児理解を深め、援助のあり方を考える。 

8. 保育カンファレンス① 
映像教材（３歳児の姿）を視聴し、子どもの思いと保育者の援助・環境構成についてグループ

で話し合い、分析、考察する。 

9. 保育実践とカウンセリ

ングマインド③ 

事例（４歳児の姿）の子どもの思いを分析して理解を深め、子どもの思いに寄り添った援助の

あり方を探る。 

10. 保育カンファレンス② 
映像教材（４歳児の姿）を視聴し、子どもの思いと保育者の援助・環境構成についてグループ

で話し合い、分析、考察する。 

11. 保育実践とカウンセリ

ングマインド④ 
事例（５歳児の姿）の子どもの思いを分析して理解を深め、援助のあり方を探る。 

12. 保育カンファレンス③ 
映像教材（５歳児の姿）を視聴し、子どもの思いと保育者の援助・環境構成についてグループ

で話し合い、分析、考察する。 

13. 関係性の歪みと回復の

過程 
「じゃれあい」「おどけやふざけ」「けんか」「いじめ」について考察し、援助について考える。 

14. 配慮を要する子どもと

親への理解・支援 
事例を通して、理解と支援の実際を学び、考察する。 

15. まとめ これまでの学びを振り返り、自己の「子ども理解」の変容を評価する。 

テキスト 毎回プリント配布 

参考書 
『子どもの理解と保育・教育相談』  

小田豊・秋田喜代美編  (株)みらい 
事前・事後学習 

日々様々な場で幼児の姿を意識して観察し、そ

の内面について自分なりに考える機会を持つ。 

履修の条件 
感じること、考えることの体験を意識的にもち、

感性と考える力を高める努力をする。 
オフィスアワー 授業後に教室で質問を受け付ける。 

 



 

科目 保育・教職実践演習（幼） 
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 

提出課題  50％ 

受講態度  30％ 

発表    20％ 
担当 

福地 昭輝 相澤 京子 竹田 恵 

安部 久美 橋元 知子 
単位 ２単位 

開講 

時期 

２年 

後学期 

英語 

表記 
Practical Seminar for the Teaching Profession 

概要 

教育実習・保育実習の反省やこれまでの学びの振り返りを行うとともに、ロールプレイングやグループ活動等を通して教員

としての実践力を身につけることを目的とする。あわせて、保育者としてのあるべき姿勢や保護者との関わり、園外保育の

企画・準備などのテーマを通して、教職の意義・教員の役割や資質について考えることをねらいとする。 

教育 

目標 

との 

関連 

実習をはじめとするこれまでの学びを振り返ることにより、自己理解を深める。また、ロールプレイングや園外保育の企画・

準備を通し、社会生活に必要な教養と保育者としての実践的な指導力を身につける。これらの活動はグループ単位で行われる

ことから、行動力・協調性・コミュニケーション能力等、社会生活を営むための基本的な力を養うことになる。 

到達 

目標 

1．自らのこれまでの学びを振り返り、保育者として必要な知識・技能を修得したことを確認した上で各自の今後の課題を明確

にすることができる。 

2．保育現場における様々な現代的課題への対応方法について理解し、応用できる。 

3．園外保育の企画・準備を行うことで、教員としての幅広い指導力を身につける。 

授業

計画 

 

1. オリエンテーション 
本演習の目的を理解するとともに、これまで学んだ事柄について、履修カルテをもとに振

り返り、改善点は何かを考える。 

2. 実習での学びを振り返る① 実習日誌を読み返し、保育者になるための自己課題についてグループ討論を行う。 

3. 実習での学びを振り返る② ディスカッションした内容をまとめ、グループごとに発表を行う。 

4. 保護者との関わり① 視聴覚教材や現場の先生の話から、様々な場面での保護者との関わり方を学ぶ。 

5. 保護者との関わり② 
保護者との関わり方の具体的な事例についてグループ討論し、さらにその結果をロールプ

レイングする。 

6. 園外保育とは 
園外保育の目的、またその準備の手順について理解するとともに、実地踏査の際の注意点

を確認する。 

7. 実地踏査① 園外保育のための実地踏査を行う。 

8. 実地踏査② 

9. グループ活動① グループごとに園外保育の企画を検討し、発表の準備を行う。 

10. グループ活動② 

11. 個人活動① 園だより「遠足のお知らせ」を作成する。 

12. 個人活動② 

13. グループ発表① グループごとに発表を行い、質疑応答を受ける。 

14. グループ発表② 

15. まとめ 
これまでの授業の総括を行うことで、各自の今後の課題を明確にする。また、履修カルテ

を記入し、２年間の学びを振り返る。 

テキスト なし 

参考書 なし 事前・事後学習 
実習関連科目を中心に、これまでの学習内容に

ついて振り返っておくこと。 

履修の条件 
原則として、教育実習または保育実習を履修し

た者が本科目を履修することとする。 
オフィスアワー 

研究室で受けつける。時間及び場所は、教務掲

示板で確認すること。 

 



科目 音楽（器楽） 
必修 

選択 

卒業選択 

保育士選択必修 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

試験    25％ 

提出課題  10％ 

受講態度  50％ 

実技発表  15％ 

担当 

ピアノ：内丸ちづ子 大平美樹 栗村葉子 髙野雅

子 戸梶江吏子 平井敬子 藤澤桐子 三船香 諸

田明子 矢浪桂子  グループ学習：宮本眞理子 

単位 ２単位 
開講 

時期 

２年 

前・後学期 

英語 

表記 
Music（Instrumental Music） 

概要 

この授業では、ピアノ演奏の技術や幼児の音楽指導に必要なことを学び、「こどものうた」のレパートリーを増やすことが目

的である。ピアノは個人レッスンで、レベルに応じた課題とアドバイスが与えられるので、各自練習を重ねて力をつけてい

く。グループ学習ではピアノの連弾・器楽合奏・トーンチャイムの演奏の他に、読譜練習や初見演奏にも取り組む。 

教育 

目標 

との 

関連 

ピアノにおいては「こどものうた」を数多く知ること、グループ学習においては心を合わせて一つの音楽を作り出す喜びを味

わうことが大切である。どちらも保育者として体験し、実践できる力をつけることで、豊かな感性と愛の心を育てることがで

きる。 

到達 

目標 

1.子ども達のために１曲でも多くの「こどものうた」を演奏できるようになる。 

2.心を合わせて一つの音楽を作り出すことに喜びを見いだすことができる。 

授業 

計画 

1. 春季課題発表  春季休業中の課題を演奏する。 

2. ピアノのレッスン グループ学習 読譜練習  

3.  初見演奏 ピアノのレッスン〔前学期〕 

4.  読譜練習  個人のレベルに応じた自由曲（就職試験用）と行進曲・ 

5.  初見演奏  「こどものうた」を学ぶ。 

6.  器楽合奏  こどものうた：1.すうじの歌     ハ長調 

7.  ピアノの連弾         *2.おべんとう     ハ長調 

8.  ピアノの連弾         3.むすんで ひらいて ニ長調 

9.  ピアノの連弾          *4.おはようのうた   ニ長調 

10.  トーンチャイム         5.小ぎつね      ハ長調 

11.  トーンチャイム         *6.おかえりのうた   ハ長調 

12.  トーンチャイム （*印の３曲は実習前に完全に弾けるようにする。） 

13.  トーンチャイム  

14. 成果の発表  自由曲・行進曲 

15. ピアノのレッスン グループ学習 楽器指導について 夏季休業中の課題の練習方法について説明を受ける。 

16.  トーンチャイム 夏季休業中の課題を演奏する。初見曲の取り組み方を学ぶ。 

17.  トーンチャイム  

18.  トーンチャイム 
 

19.  トーンチャイム 

20. 文化祭 音楽研究発表  練習の成果を発表する。 

21. ピアノのレッスン グループ学習 ピアニカの合奏  

22.  ピアニカの合奏   

23.  トーンチャイム ピアノのレッスン〔後学期〕 

24.  トーンチャイム 「こどものうた」のレパートリーを増やす。 

25.  トーンチャイム  

26.  トーンチャイム  

27.  子どもの歌を作る①  

28.  子どもの歌を作る②  

29. 成果の発表  こどものうた ３曲 

30. まとめ  今後の課題・独習方法について説明を受ける。 

テキスト 『全訳バイエルピアノ教則本』『ブルクミュラー２５の練習曲』『ソナチネアルバム』他 全音楽譜出版社他 『こどものうた１４０選』 和田葉子他 ドレミ楽譜出版社 

参考書 適宜プリントを配付する。 事前・事後学習 毎日練習をしてレッスンに臨むこと。 

履修の条件 「幼児音楽」の単位を取得した者 オフィスアワー 木曜日 音楽研究室にて。 

 



科目 音楽（声楽） 
必修 

選択 

卒業選択 

保育士選択必修 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

受講態度    50％ 

実技発表   30％ 

実技試験   20％ 

担当 大見 由香 単位 ２単位 
開講 

時期 

２年 

前・後学期 

英語 

表記 
Music (Vocal Music) 

概要 

唱歌、季節のうたの他、外国語の合唱曲などを学ぶ。呼吸、発声、音程など基礎練習を行い、フレージングや歌詞の意味や

曲の構成などを理解し、表現豊かな演奏を目指す。グループで曲を選び楽器や他のメディアを用いて、発表する。文化祭、

クリスマスミニコンサートにて演奏する。 

教育 

目標 

との 

関連 

保育者として必要な声楽の技術と知識を身につける。 

童謡、また学生自身が共感できる歌に取り組み、豊かな知性と愛の心、歌ごころを育てる。 

到達 

目標 

1.歌に込められたメッセージを理解し、歌の楽しみを感じ、他者に伝わる表現力を身につける。2.童謡のレパートリーを増や

す。3.合唱という形態で歌う経験を通し、お互いに聴き合う感覚を磨くとともに、協調性を身につける。 

授業 

計画 

1. オリエンテーション 授業の概要を説明する。正しい姿勢と呼吸法を学ぶ。パート分けをする。 

2. 春が来た、Ukuthula メロディーと各パートを学ぶ。パート分けをする。アフリカの平和の歌を歌う。 

3. 鯉のぼり、Ukuthula メロディーと各パートを学ぶ。ズールー語の歌詞を学ぶ。カデンツを歌う。 

4. 鯉のぼり、Ukuthula 振りをつけて歌う。            グループを作り発表するうたの準備をする。 

5. You Raise Me up 「You Raise Me up」のメロディーを歌う。各パートを学ぶ。グループで歌を発表する。 

6. You Raise Me up 英語の歌詞を学ぶ。 

7. You Raise Me up ハーモニーを学ぶ。パート練習をする。 

8. 夏のうた、Baba Yetu Baba Yetuメロディーを歌う。各パートを学ぶ。 

9. Baba Yetu スワヒリ語の歌詞を学ぶ。ハーモニーを学ぶ。パート練習をする。 

10. Baba Yetu 個人指導を行う。 

11. Baba Yetu アンサンブルの練習をする。日本語の歌を選曲する。 

12. Baba Yetu アンサンブルの練習をする。  

13. 選曲した合唱曲を学ぶ Baba Yetuを授業内にて小グループで歌う。 

14. 実技試験 Baba Yetuを授業内にて歌う。 

15. まとめ 文化祭で発表する曲を通して歌う。 

16. 基本練習 ハーモニーを確認する。 

17. 文化祭発表曲の練習 歌詞、表現を確認する。 

18. 合同練習 発表のための伴奏合わせをする。 

19. 合同練習 発表のための伴奏合わせをする。 

20. 合同練習 発表のための伴奏合わせをする。 

21. 文化祭 音楽研究発表 音楽発表を行う。 

22. 秋のうた アンサンブルを楽しむ。                  グループで歌を発表する。 

23. 冬のうた アンサンブルを楽しむ。 

24. クリスマスのうた クリスマスミニコンサートで演奏する曲を練習する。 

25. クリスマスのうた クリスマスミニコンサートで演奏する曲を練習する。 

26. アンサンブル練習 小グループに分かれて練習する。 

27. 実技試験 授業内にて小グループで歌う。 

28. クリスマスのうた クリスマスミニコンサートで演奏する曲を練習する。 

29. クリスマスミニコンサート クリスマスミニコンサートにて歌う。 

30. まとめ １年間の季節の歌を振り返る。卒業式の歌の練習をする。 

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・授業にて提示する。 

参考書 なし 事前・事後学習 事前の練習が必要である。 

履修の条件 歌を学びたいという気持ちのある者。協力し合うおうとする者。 オフィスアワー 大見研究室。時間は教務掲示板を確認。 

 



科目 音楽表現 
必修 

選択 

卒業選択 

幼免必修 

保育士選択必修 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

試験（弾き歌い）    

30％ 

レポート  10％ 

提出課題  10％ 

受講態度  20％ 

実技発表  30％ 

（弾き歌い・リトミック） 

担当 
大見 由香 栗村 葉子 髙野 雅子 

平井 敬子 藤澤 桐子 
単位 １単位 

開講 

時期 

２年 

前学期or後学期 

英語 

表記 
Contents of  Childcare（Musical Expression） 

概要 

保育者は、子どもから自発的に出てくる音楽表現を大切にしなければならない。子どもの成長の過程において、子どもの表

現を受け止める・引き出す・伸ばすという大切な役割を担っている。この授業では、「表現」領域における音楽的表現につい

て、幼児教育に必要な音楽的知識と指導法を中心に学ぶ。実技発表は模擬保育室で行う。 

教育 

目標 

との 

関連 

幼児期の音楽環境はとても大切だと言われている。カリキュラム・ポリシーにあるように保育者として確かな知識と実践的な

技能を身につけることが必要である。常に「子どもたちのために」ということを考え、学ぶ過程で丁寧な取り組みをすること。 

到達 

目標 

1.リズム楽器の奏法を学び、楽器の活用法や合奏指導法を習得する。 

2.童謡の弾き歌いや伴奏法を学び、保育現場で実践できる力を身につける。 

3.リトミックを通して音楽の要素を体得し、子どもへの指導法を理解する。 

授業 

計画 

1. オリエンテーション 

歌う① 

音楽的表現活動の目的と内容について学ぶ。授業の進め方について説明を受ける。 

子どもの声域と歌唱教材について学ぶ。歌唱の指導の留意点を学ぶ。 

2. 歌う② 歌唱の指導法について学ぶ。範唱と模唱を体験する。 

3. 伴奏を弾く① 
歌唱の伴奏について学ぶ。歌いながらピアノを弾くことに慣れる。「おはようのうた」「おべん

とう」「おかえりのうた」 

4. 伴奏を弾く② 
コードネームによる伴奏① ― 根音や和音を使った簡易伴奏法を学ぶ。「おべんとう」「きら

きら星」「かたつむり」他 

5. 伴奏を弾く③ コードネームによる伴奏② ― いろいろな伴奏形を学ぶ。 

6. 身体表現① 
リトミック教育について学ぶ。実際に空間で自分の身体を使って動き、楽しむ。音楽の中のビ

ートを感じる。 

7. 身体表現② 音楽の中の呼吸を感じる。空間・時間・エネルギーの関係を体験し、手遊び歌で活用する。 

8. 身体表現③ いろいろな拍子感を体験する。子どもの歌で、拍子を感じる。 

9. 身体表現④ 基礎リズム・リズムパターンを体験する。子どもの指導における発展を学ぶ。 

10. 身体表現⑤ 音楽のフレーズを感じ、子どもの歌、手遊び歌で更に体験する。 

11. 身体表現⑥ ソルフェージュ・即興的活動を体験する。子どもの指導のポイントを学ぶ。実技発表をする。 

12. 演奏する① 主な教育楽器の基礎知識と取り扱いについて学ぶ。（VTR） 

13. 演奏する② 楽器遊びや合奏の指導法について学ぶ。合奏を体験する。 

14. 演奏する③ 楽器演奏の指導の留意点を学ぶ。童謡にいろいろな楽器を組み合わせ、合奏する。 

15. 実技発表 まとめ 
おじぎの和音と童謡課題曲の弾き歌いをする。子ども達の創造性を豊かにするための保育者の

関わりについて考える。 

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 

参考書 適宜プリントを配付する。 事前・事後学習 
童謡の課題については、子ども達の前で弾くこ

とを考え、毎日の練習を欠かさないこと。 

履修の条件 授業に対して積極的に取り組むこと。 オフィスアワー 
大見研究室で受け付ける。時間は教務掲示板を

確認。 

 



科目 造形コミュニケーション 
必修 

選択 

卒業選択 

幼免必修 

保育士選択必修 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

レポート  10％ 

提出課題  70％ 

受講態度  20％ 
担当 光畑 直美 単位 １単位 

開講 

時期 

２年 

前学期 

英語 

表記 
Communication through Creative Arts 

概要 

子どもの豊かな造形表現活動にとって「もの」「こと」「ひと」「ば」は重要な要素となる。本科目では、子どもの造形表現活

動を多角的に捉え、伝える手段としての実践的な作品制作を行う。 

教育 

目標 

との 

関連 

本科目を通じて、保育者としての実践的な技術（特に造形に関する技術）を修得する。さらには、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．子どもの造形表現活動を多角的に捉え、説明できる。 

2．様々な制作を行い、子どもの遊びを豊かにするために造形表現活動に対する経験の充実をはかり、幼児・児童の育成に貢献

できる。 

 

授業 

計画 

1. オリエンテーション 授業の説明をする。 

2. 伝える、伝わるデザイン① 
自己紹介カードの制作 「伝える」方法を探求し、どのようにすればよく「伝わる」のか

学ぶ。   

3. 伝える、伝わるデザイン② 自己紹介カード 個別制作 

4. 伝える、伝わるデザイン③ 

5. 伝える、伝わるデザイン④ 

6. 伝える、伝わるデザイン⑤ 

7. やさしさのデザイン① スタンピングの絵画制作 子どもの制作活動においての安全管理を学ぶ。 

8. やさしさのデザイン② スタンピングの絵画制作  

9. やさしさのデザイン③ テッシュアート. 様々な工夫をし、身近なもので制作を楽しむ事を学ぶ。 

10. やさしさのデザイン④ 箱カメラ 

11. サイズのデザイン① 
折り本による絵本制作 「サイズ」を工夫することにより、子どもの豊かな経験に繋がる

ことを学ぶ。 

12. サイズのデザイン② 折り本による絵本制作 

13. サイズのデザイン③ 

14. サイズのデザイン④ 

15. サイズのデザイン⑤ 

テキスト 適宜プリントを配布する。 

参考書 適宜指示する。 事前・事後学習 
インターネットや本を利用して様々な造形活動

に触れること。 

履修の条件 課題制作に真摯に取り組むこと。 オフィスアワー 授業終了後、教室にて質問を受け付ける。 

 



科目 保育内容（環境Ⅱ） 
必修 

選択 

卒業選択 

保育士選択必修 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

試験    50％ 

提出課題  40％ 

実技発表  10％ 

担当 入江 和夫  入江 三津子 単位 １単位 
開講 

時期 

２年 

前学期 

英語 

表記 
Contents of Childcare  (Environment Ⅱ） 

概要 
幼児は身近にある「環境」に好奇心や探求心をもって関わり、自分の生活や遊びに取り入れて行くことを通して発達してい

く。ここでは自然との触れ合いや遊具の製作、施設利用などの活動を通して領域「環境」の必要性を学ぶ。 

教育 

目標 

との 

関連 

この授業では学内や近隣の自然環境などにかかわる事により、それらを保育の現場に取り入れていく力を養い、保育者として

の確かな知識と実践的な技能を身につけることができる。広く社会（教育・福祉・環境）に関心を持ち、地域および家庭にお

いて幼児・児童の育成に積極的に貢献しようとする意欲をもつことができる。 

到達 

目標 

1．構内や田んぼで見つけた動植物を調べ、ミニ図鑑などを作成し、発表することができる。 

2．「栽培活動」及び「科学遊び」の実践を通して、自然への関心や命の大切さなどの意義を知ることができる。 

3．地域の公共施設を見学し、役割を知ることで、公共心を育むことの必要性を学ぶことができる。 

授業 

計画 

1. 領域「環境」とは 
幼稚園教育要領「幼児期の特性と幼稚園教育の役割」、領域「環境」のねらい、内容を理

解する。 

2. 野外活動① 野外活動の事故防止に関する学習を通して、安全に配慮した引率の仕方を理解できる。 

3. 野外活動② 構内や田んぼで見つけた動植物を調べ、ミニ図鑑などを作成して発表する。 

4. 栽培活動① 栽培活動の意義を理解し、畑作りを行い、その様子を記録することができる。 

5. 栽培活動② 野菜の育て方を調べてまとめ、実際に種蒔きを行う。 

6. 栽培活動③ 野菜を収穫し、調理実習を行うとともに、栽培活動の意義についてまとめることができる。 

7. 植物遊び① 植物を使った物語を作り、発表し合う。 

8. 植物遊び② ドングリの種類を理解するとともにドングリ笛を製作し、鳴らし方を学ぶ。 

9. 動物遊び 小動物を捕まえて観察を行い、特性を調べて発表する。 

10. 科学遊び① 凧を製作しバランスの取り方、飛ばし方を学ぶ。 

11. 科学遊び② 紙飛行機を製作し、形状と飛び方を考えるとともに遊び方も学ぶ。 

12. 科学遊び③ ぶんぶんごまを製作し、遊び方を工夫する。 

13. 科学遊び④ ストロー笛を製作し、グループの演奏を聴き合う。 

14. 公共施設見学 公共施設の見学を通して、公共心の意義を学ぶ。 

15. まとめ 授業を振り返り、領域「環境」の意義について発表する。 

テキスト 毎時間に配布するプリント 

参考書 
『幼稚園教育要領解説』 

『保育所保育指針解説書』など 
事前・事後学習 

前回までの授業内容のまとめをしておくこと。 

授業ごとに「分かったこと及び感想」について

メールで提出する。 

履修の条件 動きやすく、汚れてもよい服装で参加すること。 オフィスアワー 
研究室または授業前後に教室にて受け付ける。 

時間は教務掲示板で確認すること。 

 



科目 幼児体育 
必修 

選択 

卒業選択 

保育士選択必修 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

レポート   20％ 

提出課題   20％ 

受講態度   30％ 

実技発表   30％ 

担当 二階堂 あき子 単位 ２単位 
開講 

時期 

２年 

前・後学期 

英語 

表記 
Childhood Physical Education 

概要 

幼児体育は、身体活動を通した教育であり、集団保育の役割も担っている。からだをつかった遊びやゲームから即興的な応

用方法を学び、子どもとともに遊びを編み出すことを学ぶ。運動遊びの観察で得られた情報をもとに、乳幼児期に身に付け

たい基本運動と応用方法を学び、子どもの健康・体力づくり、安全を支えるスキルを総合的に学ぶ。 

教育

目標

との

関連 

1．健全な心と丈夫な体を育て、規則正しい生活習慣を身につける。 

2．保育知識を活用しながら、幼児のさまざまな身体表現である非言語コミュニケーションを学ぶことにより、保育者として「社

会的スキルを身に付け、他者と円滑なコミュニケーションができる」ことを目標に修得する。 

到達 

目標 

1．子どもの身体特性を踏まえて、発育発達に応じた運動遊びができる。2．幼児体育の指導方法と安全教育の知識を身につけ

る。3．幼児期の個別と集団活動を理解して遊びの援助ができる視点を養い、適用できる。 

授業 

計画 

1. オリエンテーション 講義概要の説明を行う。即興表現の測定テスト（個人）を行う 

2. 体ほぐし① 体ほぐしの体操を行う。動画による測定結果の振り返りを行う。 

3. 体ほぐし② ストレッチ解説① 場の設定と指導法（集団と個別）を体験する。 

4. 動きの種類 動きの種類を知る。安全と注意のための子どもの体をつかったゲーム①を行う。 

5. 導入方法 子どもの体をつかったゲーム②を行う。（指導と導入方法の演習） 

6. 子どものからだ ストレッチ解説② なぜ運動が必要か？ 子どものからだを知る①。 

7. 表現指導法 個と群の違いを知り、障害児の指導法を体験する。 子どものからだを知る②。 

8. 表現あそび① 子どもの感情表現と動きのバリエーションを行う。 

9. おとなのからだ おとなのからだを知る。 おとなとこどもの動きの発展方法を行う。 

10. 表現あそび② おとなの感情表現と動きのバリエーションを行い、子どもとの違いを確認する。 

11. 有機的指導法① 隊形と動線（集団の指導方法）の演習を課題で行う。運動と安全管理を学ぶ。 

12. 中間発表① 1回目即興創作の実技発表（グループ）をする。 

13. 省察① 動画による振り返りを行う。グループと個人の課題を考え、話し合う。 

14. 有機的指導法② 時間の構成方法（はじめ・中・おわり）の演習を行う。運動と安全教育を学ぶ。 

15. コーディネーション ストレッチ解説③ゴールデンエイジと誘導方法を理解する。水遊びの導入模擬を行う。 

16. ペアワーク① 大人と子どもの体操・ダンス①（ファミリー）の演習を行う。講義概要を説明する。 

17. ペアワーク② 大人と子どもの体操・ダンス②（ペアリングなど）の演習を行う。 

18. 運動遊び① ストレッチ解説④ マットあそびを行う。 

19. 運動遊び② コンビネーション方法① 縄あそびを行う。 

20. 運動遊び③ コンビネーション方法② ボールあそびを行う。 

21. 運動遊び④ コンビネーション方法③ 平均台、フラフープ、鉄棒、その他のあそびを行う。 

22. 運動会 幼稚園運動会の動画を観る。障害物で遊ぼう① 競争と協力を考える。（グループ活動） 

23. 中間発表② 障害物で遊ぼう② ２回目実技発表（グループ） 

24. 基本運動① 小学校に繋がる指導について学ぶ。体育あそびを行う。ルールについて考える。 

25. 基本運動② 小学校に繋がる指導について学ぶ。基本運動のあそびを作る。 

26. 有機的指導法② 伝承あそびを行う。即興から発展する表現あそびと運動あそびを行う。 

27. 誘導方法 伝承あそび、表現遊び、運動遊び、体育遊びのまとめ及び見本演技と誘導テクニックを学ぶ。 

28. 成果測定 即興表現の判定テスト（個人） 

29. 省察② 判定テストの動画を見て振り返り、評価方法を学ぶ。 

30. 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 『幼児体育』第４版 理論と実践 日本幼児体育学会編 大学教育出版社 

参考書 なし 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 運動に相応しい服装（体操服・体育館シューズ・アクセサリー不可・髪はきちんとまとめる） オフィスアワー 授業の前後に受け付ける。 

 



 

科目 教育実習指導 
必修 

選択 
幼免必修 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

提出課題   65％ 

受講態度   15％ 

実技発表   20％ 

担当 
入江 和夫  柴田 啓一 

相澤 京子  安部 久美 
単位 １単位 

開講 

時期 
２年 前学期 

英語 

表記 
Instruction for Teaching Practices in Kindergarten 

概要 

事前学習では、教育実習の目的・意義を理解し、各自がしっかりと実習課題を考え、目的意識を持ち、実習に臨むことを学

ぶ。さらに、保育現場でのボランティアや観察実習を通して学習意欲を高め、具体的な指導計画の立案等を学ぶ。実習後は

学んだことや反省点をもとに、今後の課題を見つけ、自己の望ましい教師像を形成できるよう計画されている。 

教育 

目標 

との 

関連 

保育者としての確かな知識を習得する習慣をつける。実技指導は、授業内で学んだものを実践していく事で保育技術習得を目

指す。ボランティアや観察実習では、自身の立場を理解し、謙虚に且つ前向きに参加し、愛情を持って人と関わることが出来

るよう、日ごろの立ち振る舞いから指導を行うことで、社会生活に必要なマナーや教養を身につける。 

到達 

目標 

1．実習の目的・意義を理解し、実習課題を立て実習への目的意識を持つ。2．実習の計画、実践、観察、記録、評価の方法や

内容を具体的に理解する。3．保育に必要な実技を習得する。4．事後指導を通して、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 実習の概要と、学内で定めた実習規則を確認する。 

2. ガイダンス② 提出書類の内容及び提出方法について学ぶ。 

3. 幼稚園・保育所とは 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. 幼稚園とは① 幼稚園の教育や社会的役割など全体像について理解する。 

5. 幼稚園とは② 幼稚園教育の実際について理解を深める。 

6. 幼稚園実習とは 視聴覚教材を通し、幼稚園実習の概要について学習する。 

7. 実習に向けての心構え 実習生としての基本的なマナーについて学ぶ。(挨拶・電話のかけ方・身だしなみ) 

8. 実習依頼ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 実習依頼の注意点や、方法について学ぶ。 

9. ボランティアとは ボランティアの概要について理解する。 

10. 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。 

11. 幼稚園とは③ 保育現場における様々な仕事の内容について知る。 

12. 実技指導ガイダンス 実技指導の概要を知り、注意事項について学ぶ 

13. 実技指導 模擬保育室にて、パネルシアターの演じ方を学ぶ。 

14. 観察と記録② 観察記録について理解を深める。 

15. ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ直前ガイダンス ボランティアに行く際の注意点について学ぶ。 

16. ボランティア報告会 ボランティアでの学びを共有する。 

17. 観察実習ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 観察実習のオリエンテーションと事前準備を行う。 

18. 観察実習① 観察実習を通じて、幼稚園生活と幼児を知る。 

19. 観察実習振り返り① 観察実習の振り返りを行い、記録をまとめる。 

20. 観察実習② 観察実習を通じて、幼稚園生活と幼児を知る。 

21. 観察実習振り返り② 観察実習の振り返りを行い、報告を行う。 

22. 教育実習とは 教育実習に向けての流れを確認する。また、本学の実習規則の再確認を行う。 

23. 教育実習の目的 教育実習に向け、目的・意義・内容・方法等実施計画を理解する。 

24. 保育記録の書き方① 保育実習Ⅰ(保)の日誌を振り返り、改善点について学ぶ。 

25. 保育記録の書き方② 視聴覚教材を通し、子どもの姿と保育者の援助に関する記録の方法を学ぶ。 

26. 指導案の立て方 幼稚園の1日の流れを想定し、指導案を立てる。 

27. 実習日誌について 幼稚園実習事前学習総まとめを行い、日誌の書き方についての確認を行う。 

28. 実習直前ガイダンス 実習の心得、実習中の態度について考える。事務連絡方法の確認を行う。 

29. 幼稚園実習反省会 実習内容、感想、反省、課題達成度等について自己評価を行い、学生同士発表をする。 

30. 評価票面接 実習園からの評価に基づいて個別指導を行うことで、今後の課題を見つける。 

テキスト 『最新保育園・幼稚園の実習完全マニュアル』 林幸範、石橋裕子編著 成美堂出版 

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 
本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）を履修すること。 
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 教育実習 
必修 

選択 
幼免必修 

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 竹田 恵 高畠 扶貴 

柴田 啓一 相澤 京子 本間 由佳 

安部 久美 

単位 ４単位 
開講 

時期 

２年 

前学期 

英語

表記 
Teaching Practices in Kindergarten 

概要 

各幼稚園での指導を受け、保育観察・保育参加・責任実習等を行い、幼児理解をはじめ、実習記録の取り方、保育指導案の

作成等、保育の実際を学ぶことにより、使命感や責任感を持って教育実践できる能力を身につけることを目的とする。その

中で、事前に立てた個々の実習課題を追究する。幼稚園では子どもの命を預かり、かけがえのない日々を過ごしていること

を十分認識し、常に学ぶ姿勢を持ち、体調に留意しながら実習に臨む必要がある。 

教育

目標 

との

関連 

幼稚園での実習を通して、幼児と愛情を持って接する中で幼児の心身の発達についての具体的な知識と確かな保育技術を修得

する。また、保育現場に自らの身を置くことにより、社会生活に必要な教養を身につける。実習体験は、保育者としての使命

感や倫理観を培うとともに、保育者への適性を見直すこととなり、自己理解を深めることに繋がる。 

到達

目標 

1．幼稚園の役割や機能を具体的に理解する。 

2．幼稚園教諭の職務や専門性について具体的に学ぶ。 

3．実際の関わりを通して幼児を理解し、その実態を把握する。 

4．保育の具体的な記録を学び、指導計画の立案・実践・評価を行う。 

5．大学で学んだ理論が実践の場でどのように具体化されているのかを知る。 

6．実習体験を通して、専門職としての自覚と態度を育成する。 

授業

計画 

以下の内容について、３週間の実習を行う。教員が巡回指導を行い、スーパービジョンを実施する。 

１．幼稚園の役割と機能 

（１）実習園の概要を知る 

（２）幼稚園の1日の流れを把握する 

（３）保育室の環境整備について知り、実践する 

（４）園と家庭・地域・小学校との連携の意義と方法を知る 

２．幼児理解と援助方法 

（１）幼児の遊びの状況を理解し参加する 

（２）年齢段階による遊び・生活・課題への取り組みの違いを知る 

（３）配属クラスの個々の子どもの特徴を知る 

（４）保育の中の指導と援助のあり方を探る 

（５）特別な配慮を必要とする子どもへのかかわり方を知る 

３．保育計画の作成、実践、記録、評価 

（１）実習記録のとり方、反省、評価について学ぶ 

（２）年間・月間指導計画の中での現在の保育を理解する 

（３）保育計画を立案、実践し、評価を受ける 

４．幼稚園教諭の役割と職業倫理 

（１）幼稚園教諭の職務内容を理解する 

（２）教員間の役割分担や連携を知る 

（３）幼稚園教諭の職業倫理を学ぶ 

テキスト なし 

参考書 『幼稚園教育要領解説』 事前・事後学習 
教育実習指導の授業内容を復習しておくこと。ま

た、日々の実習内容について振り返りを行うこと。 

履修の条件 

本実習科目を履修するにあたっては、あわ

せて教育実習指導を履修しなければなら

ない。 

オフィスアワー 実習中の質問は実習センターで受け付ける。 

 



科目 保育実習指導Ⅰ（施） 
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  35％ 
担当 

安部 久美  柴田 啓一 

相澤 京子 
単位 １単位 

開講 

時期 

２年 

前学期 

英語 

表記 
Instruction for Practical TrainingⅠ（Welfare Facilities） 

概要 

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

で、自らの課題を明確にする。さらに、実習施設の種別ごとに、施設の役割と機能や養護内容に関する基礎理解と実習の計

画・観察・記録の方法について学ぶ。事後指導においては、総括と自己評価を行い、次の実習に向けて、新たな課題や学習

目標を明確にする。 

教育 

目標 

との 

関連 

施設での実習に向けての準備等を通して、保育者としての確かな知識を修得する。施設での実習に必要な生活援助技術を学ぶ

ことにより、社会で生きていく力を身に着けることになる。 

到達 

目標 

1．施設実習の意義・目的を理解する。 

2．実習の内容を理解し、自らの課題を明確にする。 

3．実習施設における利用児・者の人権と最善の利益の考慮、プライバシーの保護と守秘義務について理解する。 

4．実習の計画、実践、観察、記録の方法や内容について具体的に理解し、記述できる。 

5．実習に必要な生活援助技術を習得する。 

6．事後指導を通して、実習を振り返り、自己評価することにより、今後の課題を明確にする。 

授業 

計画 

1. 施設実習の目的と意義 施設実習の目的・意義を理解する。 

2. 施設の機能と特徴 それぞれの施設の機能や特徴を学ぶ。 

3. 施設での実習内容 施設の一日の生活の流れと実習内容について学ぶ。 

4. 利用児・者の生活 施設での利用児・者の生活を理解する。 

5. 利用児・者の人権 
実習に際して留意すべき個人のプライバシーの保護や守秘義務、利用児・者の人権尊重や最善

の利益の考慮について理解する。 

6. 施設保育士の役割 施設保育士の仕事と役割について学ぶ。 

7. ケーススタディ 施設での様々な場面における対応について理解する。 

8. 実習施設の理解 実習施設ごとにその施設の概要と実習内容について調べた事を話し合う。 

9. 講演① 種別に現場の保育士・児童指導員の講演を聴く。 

10. 講演② 種別に現場の保育士・児童指導員の講演を聴く。 

11. 生活援助技術 実習に必要は生活援助技術やレクリエーションについて学び、実践する。 

12. 記録の取り方 施設での記録の取り方について具体的に学ぶ。 

13. 実習直前ガイダンス 
本学「施設実習の心得」を中心に、実習中の心得や態度を理解する。実習中の事務連絡の方法

等も確認する。 

14. 反省会 種別ごとに実習内容・感想・反省・課題を発表し、担当教員が助言を行う。 

15. 評価票面接 実習施設からの評価に基づいて、実習の反省を行い、今後の課題を明確にする。 

テキスト 適宜プリントを配布する。 

参考書 
『社会的養護（第３版）』小池由佳・山縣文治編

ミネルヴァ書房 
事前・事後学習 社会的養護の授業内容を振り返っておくこと。 

履修の条件 
保育実習指導Ⅰ（保）をあわせて履修しなくて

はならない。 
オフィスアワー 時間及び場所は教務掲示板を参照のこと。 

 



科目 保育実習Ⅰ（施設） 
必修 

選択 
保育士必修 

授業 

形態 
実習 

成績 

評価 

実習先が与えた 

評価    70％ 

実習日誌  30％ 

担当 

入江 和夫  安部 久美 

柴田 啓一  相澤 京子 

竹田 恵  高畠 扶貴  本間 由佳 

単位 ２単位 
開講 

時期 

２年 

前学期 

英語 

表記 
Nursery Practical Training Ⅰ（Welfare Facilities） 

概要 

居住型児童福祉施設等の生活に参加し、施設の役割や機能を具体的に理解するとともに、利用児・者について理解を深める。

事前学習を踏まえ、援助計画や養護技術といった養護内容と生活環境の整備について実践を通して学ぶ。また、施設保育士

の業務内容や職業倫理、他職員との連携等について理解することを目的とする。本学では児童福祉施設のうち、乳児院、児

童養護施設、知的障害児・者支援施設の３ヵ所を実習先としている。 

教育 

目標 

との 

関連 

施設での実習を通して、社会生活に必要な教養を修得する。また、施設で利用者とともに生活することにより、社会で生きて

いく力とともに基本的生活習慣が身についているかが試されることになる。 

到達 

目標 

1．児童福祉施設の内容、機能等を実地の体験を通して理解し、説明できる。 

2．児童福祉施設における集団としての児童および個人について実践的な接触を通して理解する。 

3．保育士の職務内容および役割、また他の職員とのチームワークなどを補助的な立場に立つことにより、体験的に把握する。

4．自らの児童観・保育観、またはそれを取り巻く現代の家庭や社会についての考え方を深め、将来の保育士としての自覚をも

つ。 

授業 

計画 

以下の内容について、夏期休暇中を中心に約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．施設の役割と機能 

（１）施設の生活と一日の流れ 

（２）施設の機能と役割 

２．利用児・者の理解 

（１）利用児・者の観察とその記録 

（２）個々の状態に応じた援助やかかわり 

３．養護内容・生活環境 

（１）計画に基づく活動や援助 

（２）利用児・者の心身の状態に応じた対応 

（３）利用児・者の活動と生活環境 

（４）健康管理、安全対策の理解 

４．計画と記録 

（１）支援計画の理解と活用 

（２）記録に基づく省察・自己評価 

５．専門職としての保育士の役割と倫理 

（１）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 適宜プリントを配布する。 

参考書 
『社会的養護（第３版）』小池由佳・山縣文治編

ミネルヴァ書房 
事前・事後学習 事前に配布する資料を学習しておくこと。 

履修の条件 

本実習科目を履修するにあたっては、保育実習

指導Ⅰ（施）をあわせて履修しなければならな

い。 

オフィスアワー 実習中の質問等は実習センターで受け付ける。 

 



科目 保育実習指導Ⅱ 
必修 

選択 

保育士必修 

（保育実習指導

Ⅱ又はⅢから選

択） 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

提出課題    65％ 

受講態度    35％ 
担当 本間 由佳  柴田 啓一 単位 １単位 

開講 

時期 

２年 

後学期 

英語 

表記 
Instruction for Practical Training Ⅱ 

概要 

本科目は、保育実習Ⅱに向けた事前・事後指導である。保育実習Ⅰの経験を踏まえ、保育実習の意義・目的・内容を理解し、

課題を明確にする。さらに、具体的な実習に向けた心構えを養い、具体的な事前準備を進める。また、事後指導では、総括、

自己評価を行い、課題や目標を明確にし、今後の自身の保育活動に活かす。 

教育 

目標 

との 

関連 

本科目を通して、学生は、実習に向けて行われる準備や事後の振り返りによって、保育者としての確かな知識と、実践的な保

育技術を身につけることができる。また、実習生として社会に出て行くことは、社会人としての教養を身につけ、健全な心と

丈夫な身体を育むことに繋がる。 

到達 

目標 

1.保育実習の意義と目的を理解し、保育について総合的に論じることができる。 

2．実習や既習の教科の内容やその関連性を踏まえ、保育実践ができる。 

3．保育の観察、記録及び自己評価等を踏まえた保育の改善ができる。 

4．保育士の専門性と職業倫理について説明できる。 

5．実習の計画、実践、観察、記録、評価の方法や内容について理解を深め、適用できる。 

6.実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、新たな課題や学習目標を明確に述べることができる。 

授業 

計画 

1. 保育実習Ⅰの振り返り 保育実習Ⅰの反省と課題を明確にする。 

2. 実習の概要 保育実習Ⅱの目的、意義、流れについて学ぶ。 

3. 日誌•指導案作成の確認 日誌の記録、指導案の作成方法について確認する。 

4. 指導案の作成 模擬保育のための指導案を制作する。 

5. 模擬保育発表① グループごとに模擬授業発表を行う。 

6. 模擬保育発表② 

7. 模擬保育発表③ 

8. 模擬保育発表④ 

9. ディスカッション 様々な事例に対して、グループごとにディスカッションを行う。 

10. 子どもの保育 子どもの保育と保護者支援について学ぶ。 

11. 保育士の専門性 保育士の専門性と職業倫理について学ぶ。 

12. 実習直前オリエンテーション 保育実習Ⅱの事前準備について確認する。 

13. 保育実習Ⅱ反省会 保育実習Ⅱで学んだことを振り返り、今後の課題を明確にする。 

14. 実習総まとめ これまでの実習をすべて振り返り、今後の課題を明確にする。 

15. 事後指導評価表面接 実習園からの評価表に基づき、今後の課題を明確にする。 

テキスト 『最新保育所・幼稚園の実習完全マニュアル』  林 幸範 石橋裕子編著 成美堂出版 

参考書 保育所保育指針 事前・事後学習 保育実習Ⅰ（保）の反省や復習をしておくこと。 

履修の条件 
保育実習Ⅰ（保育所及び施設）を修了していな

ければならない。 
オフィスアワー 

研究室にて受け付ける。時間は教務掲示板を確

認のこと。 

 



科目 保育実習指導Ⅲ 
必修 

選択 

保育士必修（保

育実習指導Ⅱ又

はⅢから選択） 

授業 

形態 
演習 

成績 

評価 

提出課題  65％ 

受講態度  35％ 担当 
安部 久美  柴田 啓一 

相澤 京子 
単位 １単位 

開講 

時期 

２年 

後学期 

英語 

表記 
Instruction for Practical TrainingⅢ 

概要 

保育実習Ⅰ（保育所実習・施設実習）を履修した後、さらに専門的に施設の利用児・者を理解し、施設保育士の職務内容や

役割、各施設における生活と養護機能について学ぶことを目的とする。事前学習では、関係図書を自発的に調べ、実習の課

題を明確に持つ。事後学習では、実習内容を反省し、施設保育士の専門性について考える。 

教育 

目標 

との 

関連 

施設での実習に向けての準備等を通して、保育者としての確かな知識を修得する。施設での実習に必要な生活援助技術を学ぶ

ことにより、社会で生きていく力を身に着けることになる。 

到達 

目標 

1．施設実習の意義・目的を理解する。 

2．実習の内容を理解し、自らの課題を明確にする。 

3．実習施設における利用児・者の人権と最善の利益の考慮、プライバシーの保護と守秘義務について理解し、説明できる。 

4．実習の計画、実践、観察、記録の方法や内容について具体的に理解する。 

5．実習に必要な生活援助技術を習得する。 

6．事後指導を通して、実習を振り返り、自己評価することにより、今後の課題を明確にする。 

授業 

計画 

1. オリエンテーション 保育実習指導Ⅲの目的・意義を理解する。 

2. 実習施設の研究 過去の実習生が作成した実習施設ファイルを用いて、各自の実習施設について理解する。 

3. 講演 施設職員から施設の現場の話をうかがう。 

4. 施設職員の役割① 施設職員の役割について、図書館で調べてレポートにまとめる。 

5. 施設職員の役割② 施設職員の役割について、ディスカッションを行う。 

6. ケーススタディ① 施設での様々なケースについて、図書館で調べてレポートにまとめる。 

7. ケーススタディ② 施設での様々なケースとその対応について、ディスカッションを行う。 

8. 自己課題の探求 各自の実習の課題をまとめ、クラス内で発表する。 

9. 記録の取り方 施設での記録の取り方と日誌のまとめ方を学ぶ。 

10. 施設の今日的課題 施設の今日的課題について、ディスカッションを行う。 

11. 実習直前ガイダンス 
本学「施設実習の心得」を中心に、実習中の心得や態度を理解する。実習中の事務連絡の方法

等も理解する。 

12. 反省会 種別ごとに実習内容・感想・反省・課題を発表し、担当教員が助言を行う。 

13. 実習総まとめ これまでの実習すべてを振り返り、今後の課題を明確にする。 

14. 評価票面接① 実習施設からの評価票に基づいて、実習の反省を行い、今後の課題を明確にする。 

15. 評価票面接② 

テキスト 適宜プリントを配布する。 

参考書 
『社会的養護（第３版）』小池由佳・山縣文治編

ミネルヴァ書房 
事前・事後学習 

保育実習指導Ⅰ（施）と保育実習Ⅰ（施設）の

内容を振り返っておくこと。 

履修の条件 
保育実習Ⅰ（保育所・施設）を修了しているこ

と。 
オフィスアワー 時間及び場所は教務掲示板を参照のこと。 

 



科目 保育実習Ⅱ 
必修 

選択 

保育士必修 

（保育実習Ⅱ又

はⅢから選択） 

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  竹田 恵 高畠 扶貴  

柴田 啓一 相澤 京子 本間 由佳  
単位 ２単位 

開講 

時期 

２年 

後学期 

英語 

表記 
Nursery Practical Training Ⅱ（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６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 

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

保育現場という社会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。さらに、自分の体調を管理しながら、乳

幼児とともに過ごすことにより、豊かな感性と愛の心を育む。 

到達 

目標 

1.保育所の役割や機能を具体的な実践を通して理解を深める。 

2.子どもの観察や関わりの視点を明確にすることを通して保育の理解を深める。 

3.既習の教科や保育実習Ⅰの経験を踏まえ、子どもの保育及び保護者への支援について総合的に学ぶ。 

4.保育の計画、観察、記録及び自己評価について実際に取り組み、理解を深める。 

5.保育士の業務内容や職業倫理について具体的な実践に結び付けて理解する。 

6.保育士としての自己の課題を明確にする。 

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．保育所の役割や機能の具体的展開 

（１）養護と教育が一体となって行われる保育 

（２）保育所の社会的役割と責任 

２．観察に基づく保育理解 

（１）子どもの心身の状態や活動の観察 

（２）保育士等の動きや実践の観察 

（３）保育所の生活の流れや展開の把握 

３．子どもの保育及び保護者・家庭への支援と地域社会等との連携 

（１）環境を通して行う保育、生活や遊びを通じて総合的に行う保育の理解 

（２）入所している子どもの保護者支援及び地域の子育て家庭への支援 

（３）地域社会との連携 

４．指導計画の作成、実践、観察、記録、評価 

（１）保育課程に基づく指導計画の作成・実践・省察・評価と保育の過程の理解 

（２）作成した指導計画に基づく保育実践と評価 

５．保育士の業務と職業倫理 

（１）多様な保育の展開と保育士の業務 

（２）多様な保育の展開と保育士の職業倫理 

６．自己課題の明確化 

実習園からの評価及び自己の反省を通して今後の課題を明確化する。 

 

テキスト なし 

参考書 『保育所保育指針解説』 事前・事後学習 
保育実習Ⅰ、さらには保育実習Ⅱの指導の内容

を復習しておくこと。 

履修の条件 
保育実習Ⅰ（保育所及び施設）を修了し、かつ

保育実習指導Ⅱを履修しなければならない。 
オフィスアワー 

教務掲示板を確認すること。また実習中の質問

は実習センターで受け付ける。 

 



科目 保育実習Ⅲ 
必修 

選択 

保育士必修（保

育実習Ⅱ又はⅢ

から選択） 

授業 

形態 
実習 

成績 

評価 

実習先が与えた 

評価    70％ 

実習日誌  30％ 
担当 

入江 和夫  安部 久美 

柴田 啓一  相澤 京子 竹田 恵   

高畠 扶貴  本間 由佳 

単位 ２単位 
開講 

時期 

２年 

後学期 

英語 

表記 
Nursery Practical Training Ⅲ 

概要 

児童福祉施設等（保育所以外）の役割や機能について実践を通して理解を深める。家庭と地域の生活実態にふれて、児童家

庭福祉及び社会的養護に対する理解をもとに、保護者支援、家庭支援のための知識、技術、判断力を養う。また、保育士の

業務内容や職業倫理について具体的な実践に結び付けて理解し、保育士としての自己の課題を明確化する。 

教育 

目標 

との 

関連 

施設での実習を通して、社会生活に必要な教養を修得する。また、施設で利用者とともに生活することにより、社会で生きて

いく力とともに基本的生活習慣が身についているかが試されることになる。 

到達 

目標 

1．保育士の職務を理解する。 

2．施設の概要、職員の職務分担、チームワークおよび勤務体制、施設の特色、保育目標とそれを達成するための保育士の心構

え・安全配慮、生活介助の意味等を理解する。 

3．施設の対象児・者の理解、養護内容・方法の理解等について、児童福祉施設の果たしている役割を社会的な広がりの中で捉

える。 

授業 

計画 

以下の内容について、夏期休暇中を中心に約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．児童福祉施設等（保育所以外）の養護全般に参加し、養護技術を習得する。 

（１）施設の養護活動に参加し養護技術を習得する。 

（２）保育士の職務を理解し、日々の生活を通してその役割を習得。 

２．施設における支援の実際 

（１）子ども（利用者）に共感し、受容する態度を身につける。 

（２）子ども（利用者）の個人差に応じた対応方法を身につける。 

（３）子ども（利用者）の発達の違いに応じた養護の方法を学ぶ。 

（４）生活環境にともなう、子ども（利用者）のニーズを理解する。 

（５）援助計画を立案し、指導担当職員のもとで実践する。 

（６）家族とのコミュニケーションの方法を具体的な事例を通して学ぶ。 

（７）多様な専門職との連携の仕方や地域社会との連携について、支援と対応を具体的に学ぶ。 

３．保育士の多様な業務と職業倫理について学ぶ。 

４．子ども（利用者）の最善の利益への配慮を学ぶ。 

５．自己の課題を明確化する。 

（１）施設保育士に必要な資質や養護技術について理解する。 

（２）施設実習を総括し、実習を通して得た問題や課題を確認する。 

（３）必要な今後の課題を確認する。 

（４）課題を実現させていく具体的な方法を考える。 

テキスト 適宜プリントを配布する。 

参考書 
『社会的養護（第３版）』小池由佳・山縣文治編

ミネルヴァ書房 
事前・事後学習 配布したプリントを読んでおくこと。 

履修の条件 

本実習科目を履修するにあたっては、保育実習

Ⅰ（保育所）および保育実習Ⅰ（施設）を修了

し、かつ保育実習指導Ⅲを履修しなければなら

ない。 

オフィスアワー 実習中の質問等は実習センターで受け付ける。 

 



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 

試験    25％ 

提出課題  15％ 

受講態度  60％ 

 

担当 

ピアノ：内丸ちづ子 大平美樹 栗村葉子 髙野雅子 

戸梶江吏子 平井敬子 藤澤桐子 三船香 諸田明

子 矢浪桂子 グループ学習：宮本眞理子 

単位 ２単位 
開講 

時期 

２年 

前・後学期 

英語 

表記 
Musical Study for Child Education 

概要 
この授業ではピアノ演奏の技術や幼児の音楽指導に必要なことを学び、「こどものうた」のレパートリーを増やすことが目

的である。１年次の「幼児音楽」の内容を引き続いて学び、力をつける。授業はピアノのレッスンとグループ学習で行う。 

教育目標 

との関連 
保育者として音楽についての確かな知識と実践的なピアノの技能を身につける。 

到達 

目標 

1．子ども達のために１曲でも多くの「こどものうた」を演奏できるようになる。  

2．子ども達の前で歌えるようになる。 

授業 

計画 

1. 春季課題発表  春季休業中の課題を演奏する。 

2. ピアノのレッスン グループ学習 読譜練習  

3.  初見演奏 ピアノのレッスン〔前学期〕 

4.  読譜練習  個人のレベルに応じた自由曲（バイエルの続き）と 

5.  リズム練習  「こどものうた」を学ぶ。 

6.  器楽合奏     *1.おべんとう   ハ長調 

7.  コードネーム①     *2.おはようのうた ニ長調 

8.  読譜練習     *3.おかえりのうた ハ長調（指定の楽譜による） 

9.  初見演奏      4.きらきら星    ト長調 

10.  音楽理論①  （*印の３曲は実習前に完全に弾けるようにする。） 

11.  音楽理論②  

12.  コードネーム②  

13.  コードネーム③  

14. 成果の発表  自由曲・「きらきら星」 

15. ピアノのレッスン グループ学習 楽器指導について 夏季休業中の課題の練習方法について説明を受ける。 

16.  音楽理論③ 夏季休業中の課題を演奏する。初見曲の取り組みを学ぶ。 

17.  リズム練習  

18.  音楽理論④  

19.  ピアニカの合奏                             

20. 文化祭、音楽研究発表  いろいろな演奏を聴く。 

21. ピアノのレッスン グループ学習 ピアニカの合奏  

22.  ピアノの連弾   

23.  ピアノの連弾 ピアノのレッスン〔後学期〕 

24.  ピアノの連弾 自由曲（バイエルの続き）のレベルを上げる。 

25.  こどもの歌を作る① 「こどものうた」のレパートリーを増やす。 

26.  こどもの歌を作る②  

27.  トーンチャイム  

28.  トーンチャイム  

29. 成果の発表     こどものうた ２曲 

30. まとめ  今後の課題・独習方法について説明を受ける。 

テキスト 
『全訳バイエルピアノ教則本』『ブルクミュラー２５の練習曲』『ソナチネアルバム』他 全音楽譜出版社他  

『こどものうた１４０選』 和田葉子他 ドレミ楽譜出版社 

参考書 適宜プリントを配付する。 事前・事後学習 毎日練習をしてレッスンに臨むこと。 

履修の条件 「幼児音楽」の単位を取得できなかった者 オフィスアワー 木曜日 音楽研究室にて。 

 


