
保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

日本国憲法 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

永松 正則 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     1 セメスター 卒業必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

子どもと子育てにやさしい社会を作るために、社会の仕組み、とくに基本的人権、法制度を理解し説明で

きる。 

主に対応するＤＰ 

3＋4 

[授業全体の内容の概要]  

生命身体を守り、個人の自己決定を尊重する福祉の実現のために、憲法が保障する基本的人権と統治機構について学びま

す。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

憲法が保障する基本的人権について、とくに子どもや保護者の権利という視点から、また保育士、幼稚園教諭という視点

から説明できる。 

人権侵害に関する司法的・行政的救済場面において、論理的に自分の考えを展開することができる。 

[準備学習の内容] 

さまざまな裁判例を新聞などのメディアで積極的に触れてください。各回で紹介する最高裁判所の判例を読んで授業に臨

んでください。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 憲法総論  憲法の学習を始める上で必要となる近代憲法史、憲法の基本原理である「立憲主義」、「国民主権」、

「平和主義」、「基本的人権の尊重」などを概観し、授業の射程を明らかにします。 

2) 基本的人権総論 

個々の人権規定に共通する以下のテーマについて解説します。（１）人権享有主体、（２）人権の分類 

3) 幸福追求権  「新しい人権」の源となっている幸福追求権について解説します。 

4) 法の下の平等 

 何が憲法が要求する「平等」なのか。尊属殺重罰規定、女性の再婚禁止期間規定、夫婦別姓制度など具体的な裁判例を

通じて明らかにしていきます。 

5) 自由権  思想良心の自由、信教の自由、職業選択の自由などの自由権について解説します。 

6) 表現の自由  自由権の中でもとりわけ重要な表現の自由について解説します。 

7) 生存権 

 何が「健康で文化的な最低限度の生活」なのか、朝日訴訟などの裁判を通じて明らかにします。また生存権を具体化し

ている諸法律について紹介します。 

8) 社会権  教育を受ける権利、労働基本権などの社会権について解説します。 

9) 受益権（国務請求権）、参政権 

 第 3 回から第 8 回までで扱わなかった人権について、最高裁判所の違憲判決を通じて解説します。 

10) 基本的人権のまとめ  第 9 回までの内容をまとめ、人権の限界について考えます。 

11) 立法と国会  国会の仕組みと憲法の定める「最高機関」、「唯一の立法機関」の意味について明らかにします。 

12) 行政と内閣   議院内閣制と大統領制の違い、内閣の組織・権限、内閣総理大臣の権限などについて解説します。 

13) 司法と裁判所  日本の裁判制度と司法権の独立について解説します。 

14) 違憲審査制   最高裁判所の違憲判決を通じて、日本の違憲審査制の特徴について解説します。 

15) 到達度の確認 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

授業で扱う裁判例がコンパクトに解説されている野中・江橋

『憲法判例集（第 12 版）』（有斐閣新書・2022）を指定しま

す。 ※授業は担当者が用意する資料にそって行います。 

【授業内評価】 

・平常点評価  （   ％） 

・到達度の確認 （ 100 ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

定評のある教科書として多くの大学で指定されている芦部信

喜『憲法（第 7 版）』（岩波書店・2019）があります。 

[フィードバックの方法] 

全授業終了後、正答を開示します。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。  
1-L-34-01 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

統計基礎 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

堅田 弘行 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     2 セメスター 卒業必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

保育に関する様々な数値的データを理解し、現象を読み解くために必要な統計の知識や手法を学ぶ。 

主に対応するＤＰ 

4 

[授業全体の内容の概要]  

統計情報を正しく解釈することのできる力を身に付けるため、知識の修得だけでなく、簡単なデータから統計の作成を

行う。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

1．データから様々な値を算出することができる。 

2．統計情報の信頼性を確かめることができる。 

[準備学習の内容] 

なし 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 統計を学ぶ意義／統計で見る保育 

 

 

2) グラフの種類と役割／平均とパーセント 

 

 

3) データの代表値とばらつき 

 

 

4) 統計の中の関係（因果関係と相関関係、見かけ上の相関） 

 

 

5) データの信頼性／定義と数値の関係 

 

 

6) 調査における対象の抽出 

 

 

7) 調査における質問の仕方 

 

 

8) 統計の勘違い 

 

 

試験）筆記試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

適宜資料を配布します。 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  40 ％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（  60 ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

なし 

[フィードバックの方法] 

試験の解説を掲示します。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-L-40-03 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

文章表現 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

橋本 祐治 

 授業の回数  15 回  時間数(単位数） 2 単位  配当   1  セメスター 卒業必修 

☑ 実務経験 元小学教諭・教頭・教育行政職・校長としての経験を生かして、多様な文章の書き方について講義する。 

[授業の目的・ねらい]  

 社会人としての日本語についての知識・教養と、表現する力を高めるために、自ら感じたことや考えた

ことを自覚し、それを目的に合わせて適切に文章で表現することができるようになる。 

主に対応するＤＰ 

4 

[授業全体の内容の概要]  

 日本語の基礎知識を培い、目的に応じた様々な種類の文章を書くことについて理解するとともに、それを書くことがで

きるようになる。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

・日本語の基礎知識を身に付け、そのなかでも特に文章を書くことについて理解を深め、目的に応じた様々な種類の

文章の書き方を理解し、書くことができる。 

[準備学習の内容] 

各回で学んだ文章の書き方やテーマを踏まえて、自ら文章表現を行う。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1）授業のオリエンテーション 

 授業の達成課題、準備学習の内容、授業の進め方等について見通しを持つ。 

2）3）4）5）表現の基礎を理解する。その 1 

 ・表記の仕方、話し言葉と書き言葉や、目的に応じた情報の伝え方を理解する。 

6）7）8）表現の基礎を理解する。その 2 

 ・読みやすい文、敬語表現、行動を促す文、手紙文の表現方法について理解する。 

9）10）11）12）13）表現の基礎を理解する。その 3 

 ・分かりやすい文章、客観的な文章、アピールする文章の書き方について理解する。 

（第 9・10回に地元新聞社論説委員による新聞記事等を活用した学習を取り入れる。） 

14）15）意見文の書き方を理解する。 

・学修のまとめとして、新聞社の投稿欄を活用し、保育者を目指す者としての意見文を書く。 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

野田春美他『グループワークで日本語表現力アップ』(ひつじ

書房 2016) 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 60 ％） 

・到達度の確認 （ 30 ％） 

・実技・作品発表（ 10 ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） [参考文献] 

大平睦美編著『学習指導と学校図書館』(青弓社 2020) 

田上貞一郎『保育者になるための国語表現』(萌文書林 2010) 

沖森卓也・半沢幹一編『日本語表現法』(三省堂 2007) 

金子泰子『国語教師が教える二百字作文練習』(渓水社 2018) 

[フィードバックの方法] 

提出された課題について、次回以降の講義時に解説し、フ

ィードバックを行う。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-L-40-78 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

情報教育入門（機器操作を含む） 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

野田 哲夫 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当    1 セメスター 卒業必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい] 

 コンピュータの基本知識とインターネットの利用を中心とした情報リテラシーについて学び、他の講義

などにも必要なレポート・論文の作成方法を習得します。 

主に対応するＤＰ 

4 

[授業全体の内容の概要] 

コンピュータを使ってワープロソフト（Microsoft Word）、表計算ソフト（Microsoft Excel）、プレゼンテーションソ

フト（Microsoft PowerPoint）の基本操作と応用方法について学びます。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

コンピュータの基本知識とインターネットの利用を中心とした情報リテラシーについて学んだ上で、 

・ ワープロソフト（Microsoft Word）を使った文書作成と編集、レポート作成 

・ 表計算ソフト（Microsoft Excel）を使った計算、グラフ作成、データベース作成・操作 

・ プレゼンテーションソフト（Microsoft PowerPoint）を使った発表方法 

以上を総合的に活用してレポートや論文が作成できることを目標とします。 

[準備学習の内容] 

ワープロソフト（Microsoft Word）、表計算ソフト（Microsoft Excel）、プレゼンテーションソフト（Microsoft PowerPoint）

について、それぞれ教材用データを準備しておきますので、事前に可能な場合はデータの収集・加工・編集などを行って

おくことをお薦めします。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

0）ガイダンス・コンピュータの基礎知識 

1) コンピュータの操作方法、および Windows の操作・ファイルシステム等を理解する。 

2) インターネットの基本操作、情報リテラシー 

インターネットの仕組と、ネット社会における情報リテラシーを学習する。 

3) ワープロソフトの応用、文書作成  

Microsoft Word を使って簡単な文書作成を行う。 

4) ワープロソフトの応用、文書編集  

Microsoft Word を使って簡単な文書作成と編集を行う。 

5) 表計算ソフトの基本操作、式と関数 

Microsoft Excel の基本操作を理解し、式の計算、および簡単な関数による算出を行う。 

6) 表計算ソフトの基本操作、グラフの作成    

Microsoft Excel でデータを元にしたグラフ作成を行う 

7) 表計算ソフトの応用、いろいろなグラフ 

Microsoft Excel を活用していろいろなデータを基にグラフを作成する。 

8) プレゼンテーションソフトの基本操作 

Microsoft PowerPoint の基本操作を理解し、発表の練習を行う。 

試験）筆記試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

矢野文彦 (監修)『情報リテラシー教科書 Windows 10/Office 

2019 対応版』（オーム社）ISBN-13 : 978-427422444 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  30％） 

・到達度の確認 （  20％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   50％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） [参考文献] 

 

[フィードバックの方法] 

レポートについては、コメントを付けて返却する。 

筆記試験については、答案を返却し間違えた箇所を指摘、正

答を試験期間終了後に開示する。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
1-L-40-07 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

英語 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

宮澤 文雄 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     1 セメスター 卒業必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

現在、日本の保育園、幼稚園にはさまざまな国の子どもたちが在園しています。そのため保育の現場では、

異なる文化背景を理解しながら、お互いの気持ちや考えを伝えあうことが必要になる場面があります。こ

の授業では、保育の現場を想定しながら、保育者に必要な英語とその学習方法を学んでゆきます。 

主に対応するＤＰ 

4 

[授業全体の内容の概要]  

授業では大まかに３つのことを学びます。まず「英語の学習法」です。多読・多聴を通じて英語の習得法を実践的に学び

ます。つぎに「異文化理解」です。英語で書かれた絵本や物語に親しみながら、そこに描かれる異文化について理解を深

めます。さいごに「保育英語」です。国際化の進む幼児教育・保育の現場で必要な英語表現について、資格試験の受験を

想定しながら学びます。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

1）多読・多聴という英語学習法を理解し、実践できる 

2）平易な英語の文章が読め、基本的な英文法を説明できる 

3）幼保英検の入門的な内容に対応し、問題を解くことができる 

4) 保育の英語に必要な英語表現を覚えることができる 

[準備学習の内容] 

ディスカッションのために予め資料を読んできてもらうことがありますが、その際は授業中に指示します。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション：外国語を学ぶことについて考える 

2) 「多読」という学習法を知る 

3) 「多聴」という学習法を知る 

4) 英語で読むフォークロア（前半） 

5) 英語で読むフォークロア（後半） 

6) 英語の絵本を多読する１：Satoshi Kitamura, Lily Takes A Walk (1987) 

7) 英語の絵本を多読する２：ポストモダン絵本とは？ 

8) 英語の絵本を多読する３：Peter Mercurio, Our Subway Baby (2020) 

9) 英語の絵本を多読する４：Love Has No Labels とは？ 

10) 幼保英検１：「幼保英検」という英語検定試験について学ぶ 

11) 幼保英検２：リーディング・パートの解説（前半） 

12) 幼保英検３：リーディング・パートの解説（後半） 

13) 幼保英検４：リスニング・パートの解説（前半） 

14) 幼保英検５：リスニング・パートの解説（後半） 

15) 授業のまとめ 



試験）筆記試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

プリントを配付します。 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 30 ％） 

・到達度の確認 （ 20 ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（ 50 ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

幼児教育・保育英語検定協会『幼保英検テキスト』（ブック

フォレ）。英検のように１級～５級まであります。まずは初

級レベルの４級、３級を参考にするとよいでしょう。その他

については授業で適宜紹介します。 

[フィードバックの方法] 

筆記試験について、正答を試験期間終了後に開示する。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-L-40-09 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

体育（講義） 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

須﨑 康臣 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当    2 セメスター 卒業必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

社会人としての知識・教養を獲得するため，スポーツの科学的知見について理解し，それに基づき実践で

きるようになる。 

主に対応するＤＰ 

4 

[授業全体の内容の概要]  

各領域における科学的知見に関して講義形式で実施する。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

スポーツを実施や指導を行うために必要な基礎的な知識の獲得 

[準備学習の内容] 

なし 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション，スポーツと心理学Ⅰ 

心理学の側面から，運動が心や体に及ぼす効果について講義を行う。 

 

2) スポーツと心理学Ⅱ 

運動が上手くなるといったメカニズムを理解するために運動技能の構造と運動学習について講義を行う。 

3) スポーツと心理学Ⅲ 

運動を継続するという観点から，そのメカニズムついて講義を行う。また，継続を促すための方法について，講義を行う。 

4) スポーツと心理学Ⅳ 

運動に対する動機づけの理論の紹介と動機づけを促すための指導方法について講義を行う。 

 

 

5) トレーニング論 

適切なトレーニングを実施するために，体力，トレーニングの進め方，トレーニングの種類について講義を行う。 

 

6) スポーツを安全に行うために 

スポーツの実施や指導を行う際に，活動中に多いケガや病気とケガをしたさいの救急処置について講義を行う。また，暑

熱環境が身体に及ぼす影響について講義を行う。 

7) ウエイトコントロールにおける食事と運動の意義 

適切なウエイトコントロールを行うために肥満，エネルギー消費，運動強度に関する講義を行う。 

 

 

8) スポーツと発達発達 

発育発達における運動機能について紹介を行い，保育者が子どもの運動機能に及ぼす影響に関する講義を行う。 

試験）筆記試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

教員より適宜，資料を配布する 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  60％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（  40％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

なし 

[フィードバックの方法] 

筆記試験について、正答を試験期間終了後に開示する。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-L-40-10 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

体育（実技） 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

実技 

 授業担当者 

須﨑 康臣 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     1 セメスター 卒業必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

文化・芸術・人間性、感性と表現力を身につけるため，運動技能の向上ができるようにする。また，社会

人としての知識・教養を獲得するため，スポーツの特性やルールについて理解し，それに基づき実践でき

るようになる。 

主に対応するＤＰ 

4 

[授業全体の内容の概要]  

段階的な授業計画に基づく，各スポーツの実技。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

各スポーツにおける特性とルールを理解し，技能向上ができている。また，他者との協力を通して活動ができる態度を有

している。 

[準備学習の内容] 

なし 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション・ソフトバレーボール（グループ分け・キャッチゲーム） 

2) ソフトバレーボール（グループ分け・ボール操作・キャッチゲーム・ゲーム） 

3) ソフトバレーボール（グループ分け・ボール操作・サーブ・ゲーム） 

4) ソフトバレーボール（グループ分け・ボール操作・アタック・ゲーム） 

5) ソフトバレーボール（グループ分け・ボール操作・アタック・ゲーム） 

6) ソフトバレーボール（グループ分け・ボール操作・アタック・ゲーム） 

7) バスケットボール（グループ分け・ドリブル・パス・シュート練習・ゲーム） 

8) バスケットボール（グループ分け・ドリブル・パス・シュート練習・ゲーム） 

9) バスケットボール（グループ分け・ドリブル・パス・シュート練習・ゲーム） 

10) バスケットボール（グループ分け・ドリブル・パス・シュート練習・ゲーム） 

11) バドミントン（グループ分け・ラケット操作・サーブ練習・シングルスゲーム） 

12) バドミントン（グループ分け・ラケット操作・サーブ練習・シングルスゲーム） 

13) バドミントン（グループ分け・ラケット操作・フットワーク・ダブルスゲーム） 

14) バドミントン（グループ分け・ラケット操作・フットワーク・ダブルスゲーム） 

15) バドミントン（グループ分け・ラケット操作・フットワーク・ダブルスゲーム） 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

適宜，教員から配布される。 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  100％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

なし 

[フィードバックの方法] 

試験を行わず、平常授業時における学修状況により評価を行

う。 

[備考] 

松江市総合体育館にて実施します。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-L-40-11 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

心理学概論 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

堅田 弘行 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     1 セメスター 選択 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

心理学の諸領域に関わる基本的な理論や考え方を学ぶことを目的とする。日常生活における様々な実践

に必要な観察力や判断力の基礎となる知識を身に付けることがねらいとなる。 

主に対応するＤＰ 

4 

[授業全体の内容の概要]  

基本的に講義形式で授業を行うが、体験的な学習を含めることで知識の定着を図る。小テストを行い知識の定着を確認

した上で次の内容に入る。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

1．心理学の基礎知識について、説明することができる。 

2．人間の心や行動について心理学的に説明することができる。 

[準備学習の内容] なし 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション－様々な心理学の領域について概説する 

2) 感覚と知覚 

キーワード：五感、空間や色の知覚、注意 

3) 記憶 

キーワード：記憶の段階、記憶の種類 

4) 学習① 

キーワード：行動理論、認知理論 

5) 学習② 

キーワード：古典的条件づけ、道具的条件づけ、行動の随伴性 

6) 小テストと解説① 

7) 社会行動 

キーワード：向社会的行動、同調効果 

8) 思考と言語 

キーワード：演繹的思考、帰納的思考、内言と外言 

9) 感情 

キーワード：情動、気分 

10) 意欲と動機づけ 

キーワード：動機づけ、自己決定、原因帰属 

11) 小テストと解説② 

12) 人間の欲求① 

キーワード：欲求の階層説、基本的欲求 

13) 人間の欲求② 

キーワード：欲求の階層説、社会的欲求 

14) 自己 

キーワード：自己概念、自尊感情、パーソナリティ 

15) 適応と不安／小テストと解説③ 

キーワード：適応機制 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

なし（適宜プリントを配布） 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  100％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

・東洋ら編, 心理用語の基礎知識（有斐閣） 

[フィードバックの方法] 

授業内で小テストの解説を行う。 

[備考] 

 3 回の小テストで評価を行います。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
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保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

コミュニケーション演習 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

加藤友彦・川内紀世美・舟越美幸 

堅田弘行・増原真緒 

（オムニバス） 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     1 セメスター 選択 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

・保育者としての基本的態度を形成するためのコミュニケーション技術について説明できる。 

・集団の中で必要なコミュニケーションスキルを身に付け、実践できる。 

主に対応するＤＰ 

4 

[授業全体の内容の概要]  

・授業は各専門分野の教員によりオムニバス形式で展開する。 

【第 1 回～第 2 回】 

・他者とのコミュニケーションを通して、自己理解能力を伸ばし、人間関係形成能力を育成する。新しい出会いから始ま 

る人間関係を築く。 

【第 3 回】 

①英語のリズム・発音を体得し、幼児向けの簡単な英語の歌がうたえるようになる。 

②簡単な英語を使い、英語を話す保護者とコミュニケーションをとることを学ぶ。 

【第 4 回】 

人の認知は外面だけでなく心理的・内面的特徴を推論し特徴を捉える過程が含まれる。対象を認知する側の心の働きや認

知者との関係がもつ印象形成について学ぶと共に既有知識を体制化する仕組みについて体験的に学ぶ。 

【第 5 回～第 7 回】 

・他者や集団が自分に与える影響を心理学的な観点から理解する。小グループによるグループワークにより講義の内容を、

演習を通して体験的に学ぶ。 

【第 8 回】 

・実習等の保育現場での体験・観察内容を振り返り，課題について他者と意見を出し合うことで新たな気づきと学びを得

る。 

・教員からの事例紹介により保育現場におけるコミュニケーションについて実践的に学ぶ。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

①多面的な自己理解により、自分の感情や考えを率直に表現することができる。 

②日常生活や実習等で、実際のコミュニケーションに活用することができる。 

[準備学習の内容] 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 自己理解①（自己紹介カードの作成）（加藤） 

ワークシートに自分の長所・短所を記述する。ワークシートをもとに、自己紹介カードを作成する。時間内に完成しなか

った場合は次回までに作成する。 

2) 自己理解②（他者から見た自分）（加藤） 

グループに分かれ自己紹介をしながらコミュニケーションをとる。自覚していなかった自身のよさに気づき、自己理解を

深め、ワークシートに記述する。自覚している自分の長所・短所、新たに気付いた自分のよさをもとに自己分析を行い、 

ワークシートにまとめる。 

3) 英語コミュニケーション（川内） 

①音節をリズムに乗せる感覚を簡単な英語の歌をうたい体験する。f、v の発音、英語特有の th の発音に注意しながら簡

単な英語の歌をうたう。 

②出雲市で採用されている「英語コミュニケーション指さしシート」のフレーズを学ぶ。グループワークで英会話の練習

をする。保育者に求められる英語コミュニケーションについて話し合う。 

4) 情動・対人関係・対人認知とコミュニケーション（舟越） 

・対人認知に利用される既有知識を知り、コミュニケーションとの関係性について考える。 

5) 保育者同士の学び合い・対話（堅田） 

・他者の価値観を共感的に捉え、対話を通した学び合いについて考える。 

6) 集団維持とコミュニケーション①（堅田） 

・集団維持をしながら目的を達成するためのコミュニケーションについてグループワークを通して考える。 

・集団が個人に与える影響について考える。 



7) 集団維持とコミュニケーション②（堅田） 

・集団維持をしながら目的を達成するために、コミュニケーションを図りながら、グループワークの実践を通して学びを

共有する。 

8) 保育現場でのコミュニケーション（増原） 

・子ども及び保護者とのコミュニケーションにおける留意点についてグループワークを通して考え共有する。 

・保育現場における子どもや保護者との関わりの実際について知る。 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 93.75％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（ 6.25％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

 

[フィードバックの方法] 

各授業回で振り返りを行う。 

[備考] 

第 1 回～第 2 回：平常点…25% 

第 3 回：平常点…6.25%  実技・作品発表…6.25% 

第 4 回：平常点…12.5% 

第 5 回～第 7 回：平常点…37.5% 

第 8 回：平常点…12.5% 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-L-40-08 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

保育原理 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

深見 俊崇 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     1 セメスター 卒業必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

ディプロマポリシーに掲げられる「専門的知識に基づき、子どもの最善の利益を尊重することができる」

「社会のあり方について考える・実践する」を踏まえ、保育の基本原理や保育の意義を理解し、説明でき

るようになることをねらいとする。そのために、子どもの発達、保育の歴史的変遷や現代的課題、保育者

の役割や保育所保育の全体像について学ぶ。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]  

保育の目的・目標、保育者の役割や子どもの発達を確認した上で、保育の方法や環境構成、指導計画の重要性について

事例を挙げながら理解を深めていく。そして、保育における歴史的変遷を整理し、保育における現代的課題を検討するこ

とで、望ましい保育とは何かについて受講者に考えてもらいたい。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

1．保育の意義とその必要性を説明できる。 

2．保育所・幼稚園・認定こども園の役割、そこで勤務する保育者の役割を説明できる。 

3．保育における歴史的変遷と現代的課題について説明できる。 

4．講義内容を踏まえて、目指すべき保育実践のイメージを形成し、それを言語化できる。 

[準備学習の内容] 

毎回の授業時に指定した課題に取り組むこと。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 保育を捉える視点と意義【グループワーク】 

2) 子どもの発達の理解 

3) 保育の方法【ディスカッション】 

4) 保育の環境 

5) 保育における計画の必要性（教育課程・保育課程と指導計画）【グループワーク】 

6) 保育士の専門性 

7) 保育者の専門性（専門性向上のための研修、職員間の連携）【ディスカッション】 

8) 保育者の専門性（園内外との連携）【ディスカッション】 

9) 保育における歴史的変遷（欧米） 

10) 保育における歴史的変遷（戦前） 

11) 保育における歴史的変遷（戦後） 

12) 幼保一体化と新システム【ディスカッション】 

13) 保育における現代的課題（待機児童問題）【ディスカッション】 

14) 保育における現代的課題（リスクマネジメント、保育士の直面する課題）【ディスカッション】 

15) これから求められる保育を考える 

試験）筆記試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

民秋言・河野梨津子編著『保育原理【新版】』北大路書房 

文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル館 

厚生労働省『保育所保育指針解説書』フレーベル館 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 20 ％） 

・到達度の確認 （ 20 ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（ 60 ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

『保育小事典』大月書店 

[フィードバックの方法] 

毎回のコメントをまとめたプリントを配布し、解説を行う。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
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保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

教育原理 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

塩津 英樹・川内 紀世美 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     2 セメスター 卒業必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

子どもの最善の利益を尊重し、教育・保育・子どもに関する専門的な知識を身につけ、実践できる。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]  

①教育の意義と本質、②教育の歴史、③教育家の思想、④近代教育制度の成立と展開、⑤現代社会における教育課題など

について学ぶ。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

 教育の意義と本質について自らの考えを深め、歴史的な視点から教育および学校の営みを捉えることで、教育の歴史、

教育家の思想、近代教育制度の成立と展開、現代社会における教育課題など、教育に関する専門的な知識を説明できる。 

[準備学習の内容] 

60 分程度、テキストの該当部分を読み、理解を深めてから授業に臨んでください。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 教育学の基礎概念 

2) 教育の意義と本質（１）-教育の定義、意義と目的- 

3) 教育の意義と本質（２）-乳幼児期の教育- 

4) 子ども観の歴史的変遷と教育 

5) 教育と子どもの福祉 -子どもの権利を中心に- 

6) 教育を成立させる諸要因（１）-子供・教員- 

7) 教育を成立させる諸要因（２）-家庭・学校- 

8) 教育の歴史（１）-古代から中世まで- 

9) 教育の歴史（２）-近世から近代まで- 

10) 教育家の思想（１）-ロック、ルソーの思想を中心に- 

11) 教育家の思想（２）-ペスタロッチー、フレーベルの思想を中心に- 

12) 近代教育制度の成立と展開（１）-西洋の学校教育を中心に- 

13) 近代教育制度の成立と展開（２）-日本の学校教育を中心に- 

14) 現代社会における教育課題（１）-グローバル化と異文化理解 

15) 現代社会における教育課題（２）-子どもの社会力、社会参画- 

試験）筆記試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

①『最新 保育士養成講座』総括編纂委員会編『最新 保育

士養成講座 第 2 巻 教育原理』全国社会福祉協議会、2019

年 

②『〈ヨコへの発達〉とは何か』垂髪あかり、日本標準、2020

年 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 30 ％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（ 70 ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

 

[フィードバックの方法] 

筆記試験について、正答（例）を試験期間終了後に開示する。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

 

  

1-B-10-13 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

発達心理学 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

李 琦 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     1 セメスター 卒業必修 

☑ 実務経験 教育研究機関の心理学教員としての経験を生かし、発達に関する心理学的知見を概観しながら、発達心

理学の最先端の研究成果について紹介する。 

[授業の目的・ねらい]  

発達心理学における主要な理論と原理を習得するとともに、発達障害に関する基礎的な知識を学び、子ど

もの心身の発達を促す保育・教育の在り方について考察できるようになる。また、ヒトが生涯にわたって

発達していくことを理解し、生涯発達の過程における乳幼児期発達の位置付けを説明できるようになる。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]  

乳幼児期を中心に、ヒトの一生涯にわたる身体的・認知的・社会的発達に関する主な知見を概説する。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

１、 乳幼児期の認知・言語・社会性・運動機能の発達について、学んだ知識に基づいて説明できる。 

２、 乳幼児期の学びの過程と特性について基礎的な知識を習得し、子どもの学びを支える保育・教育の在り方について

考察できる。 

３、 生涯発達に関する理論を学習し、ヒトの一生涯にわたる連続性と変化について、学んだ知識に基づいて説明できる。 

４、 発達障害に関する基礎的な知識を学び、子どもの理解に基づく発達援助の重要性について考察できる。 

[準備学習の内容] 

事前学習（予習）：各回の内容を確認し、教科書の該当箇所を事前に読でおく（必要な時間：約 30 分）。 

事後学習（復習）：教科書・配布資料などをもとに講義内容の要点整理を行う（必要な時間：約 60 分）。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 発達心理学とは 

2) 遺伝と環境 

3) 生涯発達の視点 

4) 出生前発達と新生児 

5) 感覚・運動の発達（１） 

6) 感覚・運動の発達（２） 

7) 愛着の発達（１） 

8) 愛着の発達（２） 

9) 自己と感情の発達 

10) 認知の発達（１） 

11) 認知の発達（２） 

12) 言語の発達 

13) 社会性・道徳性の発達 

14) 遊び・仲間関係 

15) 授業内試験 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

開一夫・齋藤慈子編『ベーシック発達心理学』（東京大学出

版会） 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  20％ ） 

・到達度の確認 （  80％ ） 

・実技・作品発表（   ％ ） 

・筆記試験（   ％ ） 

・レポート（   ％ ） 

・実技試験（   ％ ） 

・面接試験（   ％ ） [参考文献] 

最新保育士養成講座総括編纂委員会編『最新保育士養成講座

第６巻子どもの発達理解と援助』（全国社会福祉協議会） 

[フィードバックの方法] 

授業内試験の正答を試験期間終了後に開示する。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-B-10-22 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

保育内容（総論） 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

舟越 美幸・増原 真緒 

（オムニバス） 

 授業の回数  8 回  時間数(単位数）  1 単位  配当    2 セメスター 卒業必修 

☑ 実務経験 元保育士の経験から，保育内容の構造や計画と実践についてお伝えします。（舟越・増原） 

[授業の目的・ねらい]  

保育所・幼稚園・認定こども園における保育内容を総合的に理解し，5 領域の内容を関連づけて保育の

計画から実践を展開することのできる基礎を身に付ける。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]  

・保育内容の構造について学ぶとともに，現場で保育にあたっている外部講師による講話を通して様々な保育の形態や子

ども理解のための保育者の姿勢を知る。 

・多様な保育の在り方を学んだ上で，保育内容について広い視点を持つことを基盤とし，保育方法（指導・援助）につい

てグループワークを通して検討を重ねる。 

・実際に保育の計画と実践を行い，それらを総合的に振り返ることで保育内容総論の学びを得る。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

・保育内容の構造について 5領域の視点から総合的に学ぶとともに，外部講師の講話を通して多様な保育や保育者の姿勢

についての理解を深める。 

・グループワークを通して互いに意見を出し合うことで，保育方法について多角的な視点を持つ。 

・立案と模擬保育を通して保育内容について総合的な視点から学びを得る。 

[準備学習の内容] 

・第 4 回で指導案の作成に取り組むが，教員による添削指導および学生自身の修正作業は主に授業外の時間に個別に行う。

必ず指定された期日までに提出すること。最終提出までに教員の添削指導が数回にわたって行われるため，最終提出期

限から逆算して計画的に取り組むことを勧める。 

・模擬保育の実施に向け，各自分担をして事前準備に取り組むこと。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) ガイダンス・保育内容における「総論」の位置付け・保育所保育指針に基づく保育の基本及び保育内容の理解（舟越） 

2) 保育の連続性と活動の展開についての理解：ゲストスピーカーによる講話（舟越） 

3) 保育の計画から実践の実体験：教員による模擬保育，VTR 視聴（増原） 

4) グループごとに活動を計画し，指導案の作成（増原） 

5) 指導案の修正および教材研究・模擬保育に向けた事前準備（増原） 

6)作成した指導案に基づいた 模擬保育の実施①（舟越・増原） 

7) 作成した指導案に基づいた模擬保育の実施②（舟越・増原） 

8) 実施した模擬保育についてグループごとに振り返り，記述方法と内容の検討から理解を深める。（増原） 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

厚生労働省（2018）『保育所保育指針解説』 

 その他，適宜資料を配布する。 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 65 ％） 

・到達度の確認 （ 35 ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） [参考文献] 

 

[フィードバックの方法] 

 第 4～5回において作成した指導案は教員の添削により個別

に指導を行う。 

 第 6～7 回の模擬保育は第 7，8 回においてコメントをする。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
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保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

表現技術Ⅰ 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

加藤友彦・明本遥・橋本祐治・ 

余村望・川内紀世美・舟越美幸・ 

堅田弘行・増原真緒 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     1 セメスター 卒業必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

 保育者として子どもの前に立ったとき、どのような方法で自分自身を伝え、相手に受け入れられるかを 

考え、アイテム製作とアイテムを用いた発表とその振り返りを通して、保育における表現技術を習得し考

察する。そして、実習の機会に習得した表現技術を活用することに備える。 

主に対応するＤＰ 

4 

[授業全体の内容の概要]  

子どもの前で自己紹介をする想定で、主題を発想し、自由にアイテムを製作する。発表と振り返りを通して、自身の表

現技術の確認と他者の表現のよさを感じ取る。以上のことを通して、保育における表現技術について考察し、レポートに

まとめる。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

①子どもの前で自己紹介する方法を考えることができる。 

②自己紹介のためのアイテムを製作することができる。 

③アイテムを用いて自己紹介をすることができる（発表）。 

④発表と振り返りを通して、自身の表現技術の確認し他者の表現のよさを感じ取ることができる。 

⑤活動を通して、保育における表現技術を考察し、レポートにまとめることができる。 

[準備学習の内容] 

主体的な活動が求められる科目である。授業時間内でその時間内の課題が達成できない場合は、課外で自主的に活動し

て、次回までに準備を整える。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1）オリエンテーション：紹介された事例を参考にして、学習の見通しを持つ。 

2）事例研究：書籍を参考にしたり、PC を用いたりして、様々な自己紹介の方法を調べ、ワークシートに記述する。 

3）主題の構想：アイテムを用いた自己紹介の方法を構想し、シナリオを考える。 

4）制作①／アイテムを製作する。 

5）制作②／アイテムを完成させる。 

6）発表の準備／アイテムを用いて、自己紹介の練習をする。 

7）発表と振り返り／個人で発表をする。発表者以外は鑑賞をする。録画した発表の様子を全員で見て、自他の表現の振 

り返りをする。 

8）学習のまとめ：学習の振り返りをする。レポートを記述する。＊授業内レポート  

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

 適宜、レジュメを配布する。 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  60％） 

・到達度の確認 （  20％） 

・実技・作品発表（  20％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

なし 

[フィードバックの方法] 

 発表と展示の活動後にコメントする。  

[備考] 

評価の詳細は授業時に伝える。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

 

  

1-A-40-56 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

表現技術Ⅱ 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

加藤友彦・明本遥・橋本祐治・ 

余村望・川内紀世美・舟越美幸・ 

堅田弘行・増原真緒 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     2 セメスター 卒業必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

 子どもの豊かな心を育むために、造形表現、音楽表現、言語表現などを総合した表現を構想し、構想に

もとづいて製作あるいは制作し、発表し、鑑賞することを通して表現技術を身につけ、保育・幼児教育に

おける表現を考察する。 

主に対応するＤＰ 

4 

[授業全体の内容の概要]  

 第 1 回から 7 回まではペープサートの製作と発表を行い、第 8 回から 14 回までは壁面構成の制作と展示を行う。各題

材の終わりには鑑賞と振り返りを行う。第 15 回にレポートを作成する。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

①子どもの前で発表するペープサートの主題を考え、主題に応じたシナリオを作成し、音楽（音）表現を構想し、絵人形

を製作し、ペープサートを発表し、発表と振り返りを通して、自分自身の表現技術を確認し他者の表現のよさを感じ取

ることができる。 

②子どもの生活環境に適した主題を考え、学内空間を装飾する壁面構成を制作し、展示と鑑賞を通して自分自身の表現技

術を確認し他者の表現のよさを感じ取ることができる。 

③ペープサートと壁面構成の活動を通して、保育・幼児教育における表現を考察することができる。 

[準備学習の内容] 

主体的な活動が求められる科目である。授業時間内でその時間内の課題が達成できない場合は、課外で自主的に活動し

て、次回までに準備を整える。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション：学習の見通しを持つ。 

ペープサート①〈グループ活動〉／構想：グループを編成し、話し合って主題を決定し、主題に応じたシナリオを考

える。シナリオに応じた音楽（音）表現、絵人形を考える。 

2) ペープサート②〈グループ活動〉／構想②：シナリオを完成させる。シナリオに応じた音楽（音）表現、絵人形を決

定する。 

3) ペープサート③〈グループ活動〉／製作①：シナリオに応じたセリフや絵人形の動き、音楽（音）表現を検討する。

構想にしたがい絵人形を製作する。 

4) ペープサート④〈グループ活動〉／製作②：シナリオに応じたセリフ、絵人形の動き、音楽（音）表現を決定する。 

構想にしたがい絵人形を完成させる。 

5) ペープサート⑤〈グループ活動〉／発表の準備：発表に向けて、シナリオに応じたセリフ、絵人形の動き、音楽 

（音）表現を合わせ、よりよい表現を目指す。改善点があれば適宜、修正を施す。 

6) ペープサート⑥〈グループ活動〉／発表、鑑賞：グループで発表をする。発表者以外は鑑賞をする。 

7) ペープサート⑦〈グループ活動〉／振り返りとまとめ：発表の様子を全員で鑑賞し、自他の表現の振り返りをする。 

8) 壁面構成①〈グループ活動〉／構想①：グループを編成し、話し合って展示をする空間を選び、主題を発想する。 

9）壁面構成②〈グループ活動〉／構想②：発想した主題にもとづき、表現の構想を練る。表現の構想にもとづき、制作 

に必要な用具や材料の準備をする。 

10）壁面構成③〈グループ活動〉／制作①：表現の構想にもとづき、制作する。描画材や接着に乾燥が必要な制作はこの 

時間に行う。 

11）壁面構成④〈グループ活動〉／制作②：表現の構想にもとづき、制作する。 

12）壁面構成⑤〈グループ活動〉／制作③：表現の構想にもとづき、制作する。この時間ですべての展示物を完成させる。 

13〉壁面構成⑥〈グループ活動〉／展示：表現の構想にもとづき、学内空間に展示する。 

14）壁面構成⑦〈グループ活動〉／鑑賞と振り返り：展示された壁面構成を鑑賞する。鑑賞したことを話し合い、自他の 

表現の振り返りをする。 

15）学習のまとめ：「表現技術Ⅱ」の学習のまとめをし、レポートを作成する。 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

 適宜、レジュメを配布する。 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 70 ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 



[参考文献] 

 川勝泰介 編著『よくわかる 児童文化』ミネルヴァ書房 

樋口一成 編著『幼児造形の基礎』萌文書林 

・到達度の確認 （ 20 ％） 

・実技・作品発表（ 10 ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[フィードバックの方法] 

 発表と展示の活動後にコメントする。  

[備考] 

評価の詳細は授業時に伝える。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

 

  

1-A-40-57 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

音楽Ⅰa（理論・声楽） 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

明本 遥 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     1 セメスター 卒業必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

子どもの遊びとその心を豊かに発展させるために、子どもたちにとって身近な「歌」に着目し、歌唱をと

おした音楽表現を養う。また、楽譜を読むことができるようになるために、楽譜の理解に必要な基礎的な

音楽理論を習得する。音名や小節といった音楽の諸要素について説明することができ、かつ、楽譜を通し

て歌唱や簡易伴奏を行うことができる。 

主に対応するＤＰ 

4 

[授業全体の内容の概要]  

読譜に必要な基礎的音楽理論や声楽の技術を習得し、それらを応用して歌唱や簡易伴奏を行うことができる力を養う。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

読譜のための基礎的な音楽理論や用語などを説明することができるとともに、歌唱をとおしてその知識と実践を結び付け

ることができる。 

[準備学習の内容] 

学習した箇所および配布プリント等の内容について再確認すること。歌唱の際、伴奏をすることができるよう配布された

楽譜の練習を各自授業外で行うこと。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション 

音楽理論①音部記号と小節線 

2) 音楽理論②/声楽① 

音名と階名/発声法 

3) 音楽理論③/声楽② 

音符と休符/音階 

4) 音楽理論④/声楽③ 

  拍子とリズム/歌唱の実践① 

5) 到達度確認テスト /声楽④（歌唱の実践②） 

6) 音楽理論⑤/声楽⑤ 

音階と調/歌唱の実践③ 

7) 声楽⑥ 

  歌唱の実践④ 

8) 歌唱発表会（グループ発表） 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

適宜、プリントを配布する。 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 30 ％） 

・到達度の確認 （ 40 ％） 

・実技・作品発表（ 30 ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

『楽典 理論と実習』音楽之友社 

『こどものうた 200』チャイルド社 

『こどものうた』野ばら社 

[フィードバックの方法] 

確認テストについて、次回授業時に解説を行う。また、歌唱

発表後にフィードバックを行う。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-B-40-76 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

音楽Ⅱa（器楽） 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

明本 遥 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     1 セメスター 卒業必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

子どもの豊かな感性と表現力を引き出すために、幼稚園教員や保育者として身につけておくべき基礎的な

ピアノ技術を習得する。 

主に対応するＤＰ 

4 

[授業全体の内容の概要]  

習熟度に応じた個別レッスンを展開する。ピアノの基礎技術の習得を図りながら、歌唱共通教材や『こどものうた』等で

扱われるような曲の簡易の弾き歌いを行う。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

ピアノの基礎技術を習得し、ピアノ曲や弾き歌いを演奏することができる。 

[準備学習の内容] 

事前に指定される課題について、授業時間外で十分に練習を行ったうえで授業に臨むこと。また、練習状況を記録し、自

分の状況を自覚しながら学習を進めること。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション/習熟度別グループ分け 

2) バイエル 3～7/「かえるのがっしょう」伴奏 

3) バイエル 8～11/「かえるのがっしょう」弾き歌い 

4) バイエル 12～18/「大きなくりの木の下で」伴奏 

5) バイエル 19～25/「大きなくりの木の下で」弾き歌い 

6) バイエル 26～28/「手をたたきましょう」伴奏 

7) バイエル 29～31/「手をたたきましょう」弾き歌い 

8) 中間発表会（ピアノ曲と弾き歌い） 

  担当教員による講評および受講生同士の振り返り 

9) バイエル 32～34/「うみ」伴奏 

10) バイエル 35～37/「うみ」弾き歌い 

11) バイエル 38～40/「かたつむり」伴奏 

12) バイエル 41～44/「かたつむり」弾き歌い 

13) バイエル 45～46/「シャボン玉」伴奏 

14) バイエル 47～49/「シャボン玉」弾き歌い 

15) バイエル 50～52/試験に向けて 

試験）実技試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

『標準バイエルピアノ教則本』全音楽譜出版 

『ポケットいっぱいのうた 実践子どものうた 簡単に弾け

る 144 選』教育芸術社 

適宜、個人の習熟度に合わせて様々なテキストを薦める。 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 20 ％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（ 30 ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（ 50 ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

『こどものうた』チャイルド本社 

『ブルグミュラー25 の練習曲集』全音楽譜出版社 

[フィードバックの方法] 

毎回の授業時に、担当教員より課題に対するフィードバック

を行う。発表会では講評および振り返りを行う。 

[備考] 

実技試験はピアノ曲と弾き歌いを実施します。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-B-40-78 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

子ども家庭福祉 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

藤原 映久・髙橋 憲二 

（オムニバス） 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     1 セメスター 資格必修 

☑ 実務経験  過去に 15 年間児童相談所で勤務、現在は小児科でカウンセリングに従事（藤原） 

[授業の目的・ねらい]  

子どもと家庭の福祉を考える上で必要となる基本的知識を習得するとともに、子どもと家庭に関わる各

種の課題への支援のあり方を理解し、子どもの立場に立った支援を考えることができるようになる。 

主に対応するＤＰ 

3＋4 

 

[授業全体の内容の概要]  

子どもの権利に代表される子ども家庭福祉の理念や歴史、関連する法体系・機関・施設などの基礎的知識に加え、いじ

め、子どもの貧困、非行、障がい、親権、児童虐待など、我が国の子ども家庭福祉が直面しているトピックについて幅広

く学ぶ。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

１）子どもと家庭の福祉を考える上で必要となる最も基礎的知識（理念、歴史等）について理解している。 

２）子ども家庭福祉の実際の実施体制について、法律や専門機関等と関連付けて理解している。 

３）子どもと家庭に関する課題（いじめ、子どもの貧困、非行、障がい、児童虐待等）に関する支援のあり方を理解した

上で、子どもの立場に立った支援とは何かを考え、その内容を説明できる。 

[準備学習の内容] 

事前配布資料の予習 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 現代の子どもと家庭をめぐる状況（藤原） 

  少子化、児童虐待、非行、不登校など現在の子どもと家庭が抱える様々な課題を概観し、状況を理解する 

2) 子ども家庭福祉の理念と概念（藤原） 

  児童家庭福祉から子ども家庭福祉への考え方の変化など、子ども家庭福祉を支える基本的な考え方を学ぶ 

3) 子ども家庭福祉の歴史的変遷（藤原） 

  近代以降を中心として子ども家庭福祉の歴史を概観し、その変遷を理解する。 

4) 少子化と子育て支援（藤原） 

  少子化の現状と少子化対策の役割を担う子育て支援の制度について学ぶ 

5) 子どもの権利（藤原） 

  人権とは何か、子どもの権利とは何かについて基本的な考え方を学ぶ 

6) 親権について（藤原） 

  誤解されることも多い親権について、正しい理解を身につける 

7) 児童虐待について（藤原） 

  児童虐待の対応システム及び実際の対応について学ぶ 

8) 子どもの生活と生きづらさ（髙橋） 

  島根県子どもの生活実態調査 子どもの貧困とウェルビーイング 

  リアクションペーパーの提出 

9)  子どもの育成支援の施策とサービス（髙橋） 

  子ども若者育成支援推進大綱としまね青少年プラン 事例紹介：青少年育成島根県民会議の活動 

  リアクションペーパーの提出 

10） ひとり親家庭への施策とサービス（髙橋） 

  事例紹介 国の施策 島根県子どものセーフティネット推進計画（保護者への支援） 

  リアクションペーパーの提出 

11) 社会的養護の施策とサービス（髙橋） 

  日本における社会的養護の現状と諸施策 パーマネンシーと今後の社会的養護施設 

 社会的養護施設・里親の子どもたちへのアンケート           リアクションペーパーの提出 

12) いじめ問題と児童生徒へのハラスメントについて（髙橋） 

  島根県のいじめ問題         事例紹介：某中学校いじめ重大事態再調査委員会の報告書   

童生徒へのハラスメントや体罰、不適切な指導の防止について 

  リアクションペーパーの提出 

13) 障害の子どもとその家庭に対する施策とサービス（髙橋） 

  障害者総合支援法   障害者差別解消法とガイドライン     リアクションペーパーの提出 

14) 子ども家庭福祉を担う関係機関（髙橋） 

  子ども家庭福祉を担う関係機関の業務・連携・ネットワーク 事例紹介：地域つながりセンターの活動 

  リアクションペーパーの提出 

15) 子ども家庭福祉の今後と課題  まとめ（髙橋） 

  「はざま」の拡大と子どもの生活 ソーシャルワークと保育者 地域共生社会の実現  



世代間交流 相互扶助ネットワーク     まとめ 

試験）筆記試験及びレポート [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

テキスト：直島正樹・河野清志（2019）『図解で学ぶ保育 子

ども家庭福祉』、萌文書林 

【授業内評価】 

・平常点評価  （   ％ ） 

・到達度の確認 （  40％ ） 

・実技・作品発表（   ％ ） 

・筆記試験（  30％ ） 

・レポート（  30％ ） 

・実技試験（   ％ ） 

・面接試験（   ％ ） [参考文献]必要に応じて紹介する。 

[フィードバックの方法] 

小テスト及び筆記試験(藤原担当分)について、試験終了後に

正答を開示する。また、レポート（髙橋担当分）は添削し、

添削評価表を返却する。 

[備考] 

小テスト（藤原担当分）及びリアクションペーパー（髙橋

担当分）により授業の到達度を確認する。リアクションペ

ーパー（髙橋担当分）は授業終了時に提出する。なおレポ

ート課題は、筆記試験時に提示する。指定日までにレポー

トを提出する。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-B-34-18 



保育・幼児教育学科   

 授業のタイトル（科目名） 

社会福祉論 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

秋山 智久 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     1 セメスター 資格必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

まずなぜこの学科に、①「社会福祉論」が必要かなのかを、事例を通して考えてみる。 

次に ②子どもの最善の利益を考えて実践できるように、③現代の家庭と社会のあり方を考察し、④社会

福祉制度の概念と仕組みを理解すると共に、⑤子育てにやさしい社会を深く考察することのできる保育者

としての価値観・人間性・倫理性を考え、⑥その基本となる感性を磨くことができることを目指す。 

主に対応するＤＰ 

3＋4 

[授業全体の内容の概要]   

社会福祉の①思想、②歴史、③制度、④実践方法を理解し、なお実践者として行動する時の根本にある、⑤社会福祉の価

値観や態度が身につくようにする。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] ①クライエント（福祉利用者）の持つ問題を理解し、②心暖かく、的確に接する

ことができるようにし、③そのために、ソーシャルワーカーとしての自分の内面を見つめる。 

[準備学習の内容] 社会福祉実践の現場を数回、訪ねてみる。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) なぜ保育や児童教育に「社会福祉」を学ぶ必要があるかを、「事例」から学ぶ。 

2) なぜ「他人」を助ける必要があるのかを根本から考察する。人間社会が「困っている」人を助ける義務があるのかを 

考える。 

3) 弱肉強食の自然界において、人間のみが、血族、親族を超えて、「赤の他人」を助けることが出来るかを学ぶ。 

4) 社会福祉の基本的な考えとして、語源である幸福の概念と相違点を学ぶ。人間の「幸福と不幸」について考察する。 

5) 社会福祉の基本的な概念として、幸福、福祉、社会福祉、社会保障、ソーシャルワークの違いを学ぶ。  

6) 社会福祉（ソーシャルワーク）の三大要素を概観する。そして、社会福祉の三大要素（国際ソーシャルワーカー連盟：

IF）の一番目：「価値（観）」について、（１）愛を基に考えてみる。 

7) 社会福祉の三大要素の一つ「価値（観）」について、（２）世界三大宗教を基に考えてみる。 

8) 社会福祉の三大要素の一つ「価値（観）」について、（３）人間観、ヒューマニズムを基に考えてみる。 

9) 社会福祉の三大要素の一つ：「実践」について、社会福祉実践の方法体系の概観を学ぶ。 

10) 社会福祉（マクロ）の目的：４点を考察する。 

11) 社会福祉実践（ミクロ）の目標：５点を考察する。 

12) 社会福祉の三大要素の二番目：「理論」について、我が国の古典的三大原論を基に考察する。それを社会体制の視点

からも考察する。 

13) 社会福祉の相談援助において、プロの社会福祉専門職のやり方と、素人のやり方の違いから、ソーシャルワークの 

「原則」について学ぶ。 

14) 福祉六法を学び、その中で重要な「生活保護法」の考え方と、その八つの「扶助」について学ぶ。 

15) フィルム・フォーラムで、歴史上の社会福祉実践の素晴らしさを見て、ディスカッションする。 

  マザーテレサと井深八重の人と実践を学ぶ。 

試験）筆記試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

秋山智久『社会福祉の思想 入門』ミネルヴァ書房、2016. 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  30 ％） 

・到達度の確認 （    ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   70 ％） 

・レポート （      ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

秋山智久『社会福祉実践論』ミネルヴァ書房、2011 改訂版。 

秋山智久監訳、フレデリック・リーマー著『ソーシャルワー

クの哲学的基盤』明石書店、2020． 

[フィードバックの方法] 

筆記試験について、正答を試験終了後に皆で点検する。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-B-34-16 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

障がい者福祉論 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

余村 望 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     1 セメスター 資格必修 

☑ 実務経験 元知的障害者援護施設職員の経験も踏まえて障がい者福祉の実践を交えて講義します。 

[授業の目的・ねらい]  障がい及び障がい者福祉に関して、福祉専門職として求められる知見を獲 

得し、障がい児者に対する専門的支援に参加できる技能を身につける。 

主に対応するＤＰ 

3＋4 

[授業全体の内容の概要]  障がいの概念、障がい者福祉の歴史と制度の変遷、障がい者とその家 

族の就労と生活、社会的環境について理解を進め、支援のあり方等福祉専門職としての基礎的理 

解を深める。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

職場、居住地域において多様な関係者と、障がい児者に対する専門的支援ができる。 

[準備学習の内容] 

毎回提示する課題に対して、自分なりの考察を行う。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 授業ガイダンス～障がい者福祉とは何か 

 （課題 1）障がい児者に対する偏見、差別の事例を調べ、「障がい」を持つことがなぜ偏見や差別につながるのかを考

察する。 

2) 障がいの概念～国際障害分類（ICIDH）から国際生活機能分類（ICF）へ 

（課題 2）社会環境を構成する一人の住民として社会的不利への自分なりの対応策を考察する。 

3) ノーマライゼーション・インクルージョン 

 （課題 3）障がいを持つ人たちに対する「普通」ではない社会的対応に何があるか考えてみる。 

4) 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」から障害者総合支援法の成立へ 

 （課題 4）骨格提言と総合支援法の内容の違いを考察してみる。 

5) 障害者権利条約 

（課題 5）日本が「障害者権利条約」を批准するまでの経緯を調べてみる。 

6) 障がいを持つ人の暮らしと支援～障がい者の生活実態 

7) 障がい者福祉制度と専門職の役割 

 （課題 6）相談支援事例を基に支援のあり方を考察する。 

8) これからの障がい者福祉と求められる地域共生社会（まとめ） 

 （課題 7）提示された課題に基づきディスカッションを実施 

試験）筆記試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

なし 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 10 ％） 

・到達度の確認 （ 20 ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（ 70 ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

『ほん 障害者権利条約』 ふじいかつのり 汐文社 2015年 

『障害者福祉実践論』 大泉 溥 ミネルヴァ書房 1989 年 

『仲間達が主人公の施設づくり』髙橋憲二 ぶどう社 1991年 

『障害者自立支援法と人間らしく生きる権利』障害者生活支

援システム研究会 かもがわ出版 2007 年 

『私たち抜きに私たちのことを決めないで 障碍者権利条約

の軌跡と本質』藤井 克徳 やどかり出版 

[フィードバックの方法] 

・到達度確認のための小課題について評価後にコメントしま

す。 

・筆記試験解答についての解説を掲示します。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
1-B-34-17 

 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

社会的養護Ⅰ 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

堅田 弘行 

 授業の回数  15 回  時間数(単位数）  2 単位  配当    2 セメスター 資格必修 

☑ 実務経験  元児童自立支援施設児童指導員(嘱託)の経験を活かし、施設養護の実態を捉えた講義をする。 

[授業の目的・ねらい]  

 社会的養護の原理や歴史を踏まえ、現代の社会的養護の現状や背景について、専門的知識に基づいた自

分の考えをもつことができる。また、子どもの最善の利益を尊重する態度を身に付けることができる。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]  

 テキストをもとに講義を行う。後半はグループワークを用いながら学習の理解を深める。次の範囲で小テストを行う。 

第 6 回冒頭：第 1 回～第 5 回を範囲とする。第 11 回冒頭：第 6 回～第 10 回を範囲とする。第 15 回冒頭：第 11 回～第

14 回を範囲とする。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

①社会的養護の歴史的変遷について説明することができる。 

②社会的養護の制度や実施体系について説明することができる。 

③現代の社会的養護の現状と課題について説明することができる。 

④社会的養護において保育者に求められる専門技術について説明することができる。 

[準備学習の内容] 

 社会的養護に関するニュースや新聞記事を定期的に確認し、日頃から問題意識をもつ。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション／社会的養護の範囲 

2) 社会的養護の基本理念と原理／社会的養護の現状 

3) 社会的養護の歴史（第二次世界大戦前） 

4) 社会的養護の歴史（第二次世界大戦以降） 

5) 子どもの権利擁護 

6) 社会的養護の制度と法体系／仕組みと実施体系 

7) 社会的養護の実際①（乳児院・児童養護施設） 

8) 社会的養護の実際②（児童心理治療施設・児童自立支援施設） 

9) 社会的養護の実際③（障がい児入所施設・障がい児通所施設） 

10) 社会的養護の実際④（里親、ファミリーホーム） 

11) 社会的養護に関わる専門機関と専門職の職業倫理 

12) 社会的養護にかかわる専門技術①（基本的生活習慣にかかわる専門技術） 

13) 社会的養護にかかわる専門技術②（学習・学校にかかわる専門技術） 

14) 社会的養護にかかわる専門技術③（対人関係・社会生活にかかわる専門技術） 

15) 社会的養護におけるソーシャルワーク 

試験）筆記試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

喜多一憲(監修)『社会的養護Ⅰ』, みらい 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 40 ％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（ 60 ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

田中康雄(編)『児童生活臨床と社会的養護』 

F.P.バイスティック『ケースワークの原則』 

上田敏『ICF の理解と活用』 

[フィードバックの方法] 

試験終了後、評価のポイントを掲示する。 

[備考] 

平常点は 3 回の小テストで評価する。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-B-10-19 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

子ども家庭支援の心理学 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

堅田 弘行・藤井 香里 

（オムニバス） 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     2 セメスター 資格必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

子どもが最初に経験する社会である家庭について、その構造や意義を子どもの発達と関連付けて学習す

る。多様な家族形態の中で子どもの育ちや保護者の子育てを支えるために必要な心理学の基礎知識を身に

つけることをねらいとする。 

主に対応するＤＰ 

1＋2 

[授業全体の内容の概要]  

・3 セメスターの「子ども家庭支援論」や 4 セメスターの「子育て支援演習」の基礎科目として位置付け、家庭支援や子

育て支援に必要な心理学の知識を学習する。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

1.生涯発達に関する心理学の基礎的知識を習得し、初期経験の重要性や発達課題について説明できる。 

2.家庭や家族の意義や機能について説明できる。 

3.多様な家庭や家族を踏まえた子どもや家族への支援の在り方について説明できる。 

[準備学習の内容] 

発達心理学で学習した内容を振り返り、わからない箇所や曖昧な理解の箇所をノートに書き写し、授業開始までに調べる。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション、生涯発達と発達課題（堅田） 

2) 乳幼児期の発達の特徴（堅田） 

3) 幼児期から児童期の発達の特徴（堅田） 

4) 児童期から青年期の発達の特徴（堅田） 

5) 成人期から老年期の発達の特徴（堅田） 

6) 家族や家庭の機能と家族システム論（堅田） 

7) 家族の発達と親の精神衛生（堅田） 

8) 親としての養育スタイルの形成とその要因／前半のまとめ（堅田） 

9) 社会の変化と多様な子育て環境（藤井） 

10) 子育てと仕事・ワークライフバランス（藤井） 

11) 多様な子育て家庭への支援（藤井） 

12) 特別な配慮を必要とする家庭への支援（藤井） 

13) 子どもを取り巻く生活環境（藤井） 

14) 子どもの心身の健康（藤井） 

15) 障がいのある子どもの理解と対応（藤井） 

試験）筆記試験（第 1 回～第 8 回分） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

本郷ら『子ども家庭支援の心理学』建帛社 

 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 30 ％） 

・到達度の確認 （ 30 ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（ 40 ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） [参考文献] 

『子育て支援に活きる心理学 実践のための基礎知識』新曜

社 

[フィードバックの方法] 

筆記試験の正答を試験終了後に開示する。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-B-12-23 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

子どもの保健 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

前林 英貴 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     1 セメスター 資格必修 

☑ 実務経験 大学病院の小児科病棟勤務経験のある教員が、その経験を活かした具体的、実践的な講義を行う。 

[授業の目的・ねらい]  

 成人とは違う子ども特有の生理機能・運動機能・精神機能を学習しながら、子どもの健康と疾病につい

て理解を深める。また、子どもの健康増進のために必要な知識を身に付けることで、保育者として適切な

対応・支援ができる基礎を養う。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]  

 現在の小児保健の現状と子どもの心身の健康増進を図る保健活動について学ぶ。保育専門職として、平均的な子どもの

発達と評価方法を理解し、子どもの成長・発達に関する基礎的な知識について学ぶ。また、この講義では子どもの精神保

健についても理解を深めていく。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

1.子どもの心身の健康増進を図る保健活動の意義を理解することができる 

2.子どもの身体発育、生理機能、運動機能の発達について理解することができる 

3.子どもの健康状態の把握と疾患の特徴や予防、適切な対応について理解することができる 

4.保健活動における地域連携と、多職種間の協働について理解することができる 

[準備学習の内容] 

授業前にテキストの該当箇所を予習しておくこと 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 保健活動の意義（母子保健の統計により） 

2) 子どもの健康とその評価 

3) 地域における保健活動（現状と課題）と児童虐待 

4) 子どもの身体発育と計測方法 

5) 生理機能の発達 「代謝・免疫」 

6) 生理機能の発達 「呼吸・循環」 

7) 生理機能の発達 「睡眠・排泄」 

8) 運動機能の発達 

9) 予防接種について 

10) 子どもの疾患の症状とその対応（その①） 

11) 子どもの疾患の症状とその対応（その②） 

12) 子どもに多くみられる疾患「先天性疾患、神経系疾患」 

13) 子どもに多くみられる疾患「心臓疾患、呼吸器疾患」 

14) 子どもに多くみられる疾患「血液疾患、腎疾患、内分泌疾患」 

15) 保健活動における連携 

試験）筆記試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

「子どもの保健 第 7 版 追補」 

巷野悟郎編 診断と治療社 

【授業内評価】 

・平常点評価  （   ％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（ 100 ％） 

・レポート（    ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） [参考文献] 

講義に必要な資料を授業の中で紹介する 

[フィードバックの方法] 

毎授業後に授業アンケートを実施し、質問があれば次の講義

でフィードバックします。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
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保育・幼児教育学科 

授業のタイトル（科目名） 

子どもの食と栄養 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

永見 葉子 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     2 セメスター 資格必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

専門的知識に基づき、子供の健康、発育、食を営む力を培い、子供にとって最善の利益が何たるかを説明

できる。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]  

子供の食生活と栄養の特性について学習し、保育の実践的活動に繋げられるよう演習、グループワークを行う。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

① 栄養の基本やバランス食の重要性を理解し、子供に分かりやすい説明ができる。 

② 食中毒やアレルギーのリスクを理解し、危機管理対策案を挙げることができる。 

[準備学習の内容] 

グループワーク後発表を行う際は、次回授業までに（1 週間以内）に媒体作りをすること。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1）子供の健康と食生活の意義、食生活指針について理解するとともに、自らの食への意識や食生活の振り返りをさせる。  

 

2）栄養の基本を学ぶ。栄養の代謝について子どもへ分かりやすい説明の仕方を考える。  

 

3) 栄養素の種類と働きを理解し、子供へ分かりやすく説明できるように模造紙にまとめる。 

 

4）5 大栄養素の種類と働きについて各グループで模造紙にまとめたものを発表。  

  

5) 日本人の食生活の目標を理解し、献立作成・調理の基本及び郷土料理を学ぶ。1 日分の献立作成。 

 

6) 食事バランスガイドを理解する。自分の食生活を見直し、食事バランスガイドで確認する。 

 

7) 乳児期の授乳・離乳の意義と食生活を学習。 

 

8) 幼児期の心身の発達と食生活について学習。お弁当の中身やおやつの大切さを理解する。幼児期の食の問題や食行動

について知識を深める。 

9) 学童期・思春期の心身の発達と食生活について学習。学校給食の特徴について調べる。 

 

10) 家庭や児童福祉施設における食事と栄養を理解する。3～5 歳児の家庭における朝食の献立作成。 

 

11) 施設における衛生管理・食中毒予防や発生時の対応について理解を深める。園だより作成。 

 

12）特別な配慮を要する子供の食と栄養。食物アレルギーの子供への対応や対策を充分に理解できる。  

 

13) 食育の内容と計画及び評価を学習。食育計画書を作成。 

 

14）地域や家庭と連携した食育の展開を理解する。テーマを決めて子どもへ食育。ペープサート、ポスター、リーフレッ

ト、劇等。 

15) テーマを決めた食育についての取り組み、発表。 

 

試験）筆記試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

「子どもの食と栄養」 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 50％ ） 

・到達度の確認 （   ％ ） 

・実技・作品発表（  ％ ） 

・筆記試験（ 50％ ） 

・レポート（  ％ ） 

・実技試験（  ％ ） 

・面接試験（  ％ ） 

[参考文献] 

「あんしん、やさしい離乳食オールガイド」「元気な子供を

育てる！保育園の食事＆健康だより」 

[フィードバックの方法] 

筆記試験について正答を試験期間終了後開示。 

[備考] 

平常点については授業毎のレポートと授業態度 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-B-10-28 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

保育の計画と評価 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

舟越 美幸・増原 真緒・橋本 祐治・川内紀世美 

(オムニバス) 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     2 セメスター 資格必修 

☑ 実務経験  元保育士として、保育における計画と評価の実際についてお伝えします。（舟越・増原） 

[授業の目的・ねらい]  

・保育内容の質の向上に資する保育の計画及び評価について説明できる。 

・全体的な計画と長期計画・短期計画の作成について、その意義と方法を理解し、実践できる。 

・子ども理解と保育の計画の繋がりについて理解し、説明できる。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]  

保育所・認定こども園における「全体的な計画」や子ども理解との繋がりを理解し、計画から評価までを含む一連の保

育計画と改善方法を学ぶ。月案・週案・日案・部分指導案について理解し、指導案作成の技能を学ぶ。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

保育の計画や評価と「全体的な計画」の繋がりについて理解を深め、その意義や特徴を説明できるとともに、指導案の

作成や保育の質の向上への視点を説明できる。 

[準備学習の内容] 

・指導案作成に必要な保育の題材事例を各自で調べ、それらを参考に自分で題材を考えることを求める。 

・第 7 回で配布するワークシートを家庭学習にて完成させ、第 8 回で提出する。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 保育の計画と評価の基礎理論（橋本） 

保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の内容及び社会的背景・保育の計画の流れ 

2) 保育の全体的な計画の編成（橋本） 

3) 長期計画の実際と作成方法① 年間指導計画、年間行事予定（川内） 

4) 長期計画の実際と作成方法② 月間指導計画（月案）、月間行事予定（川内） 

5) 長期計画の作成：月案の作成と発表 グループワーク （川内） 

6) 短期計画と評価 ～実習ガイドブックより～（舟越） 

7) 短期計画の作成 ～実習ガイドブックより～（舟越） 

8) 保育指導案の作成①：グループワーク （舟越・橋本） 

9) 保育指導案の作成②：グループワーク （舟越・橋本） 

10) 保育の質の向上に向けた改善の取り組み（ディスカッション）・指導案の改善・ねらい及び内容の検討（舟越） 

11) 保育計画に向けた子どもの観察の視点と発達理解 (保育実習を振り返って) 

  グループワーク①：観察の視点と発達理解のまとめ （増原） 

12) グループワーク②：観察の視点と発達理解のまとめ （増原） 

13) 子どもの観察の視点と発達理解についての発表（増原） 

14) 子どもの観察の視点から保育の計画への繋がりについて（子どもの実態把握に即した計画の重要性） 

子どもの発達から捉えるその後の計画〈グループワーク・ディスカッション〉（増原） 

15) 到達度の確認 （橋本） 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

・「保育の計画と評価」 萌文書林 宮川萬寿美 

・「2023 実習ガイドブック」大阪健康福祉短期大学 松江キ 

ャンパス実習運営委員会 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 70 ％） 

・到達度の確認 （ 20 ％） 

・実技・作品発表（ 10 ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

[フィードバックの方法] 

・提出された課題について授業内で解説したり、コメントし

たりする。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-B-10-32 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

乳児保育Ⅰ 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

舟越 美幸 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     1 セメスター 資格必修 

☑ 実務経験 保育者として現場における実践経験をもとに乳児の育ちと必要な援助について伝えます。 

[授業の目的・ねらい]  

・乳児保育の理念と歴史的変遷及び役割等について理解し、現状と課題を説明できる。 

・乳児の生活や遊び・発達過程を理解し、保育者の心構えについて説明できる。 

・保育所保育指針第二章「乳児保育に関わるねらい及び内容」「1 歳以上 3 歳未満児の保育に関わるねら

い及び内容」について理解し、説明できる。 

主に対応するＤＰ 

1＋2 

[授業全体の内容の概要]  

 乳児保育の現状と役割を理解し、実践的に関わるための知識や支援方法・配慮を学ぶ。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

・乳児保育の現状や役割を理解し、課題について説明できる。 

・乳児の生活や遊びを理解し、その特徴や発達過程、興味や関心について説明できる。 

・乳児保育における保育者の援助のあり方について説明できる。 

[準備学習の内容]  

・第 13 講で手遊びを家庭学習にて調査すること。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 「乳児保育Ⅰ」ガイダンス・乳児保育の意義・目的・乳児保育の現状と課題 

2) 乳児が生活する場の現状と課題  

   家庭・保育所・幼保連携認定こども園・幼稚園・地域型保育事業・在宅訪問保育・乳児院 

  藤永保「人間発達と初期環境」のＣＤを聴き、乳児が生活する場と初期環境の関連性について考える。 

3) 乳児の生活 信頼関係の形成と学びの芽生え 

  保育所保育指針：「乳児保育に関わるねらい及び内容」と「1 歳以上 3 歳未満児の保育に関わるねらい及び内容」 

4) 協働の中の保育の実際 

   保育者間の連携・保護者との連携・地域との協働 

5) 乳児保育の基本と環境構成 主体性を尊重した生活と遊びの展開 ～「特定の人」養護の働きと教育の働き～ 

6) 発達過程に沿った時期の対応① 0 歳児の保育の実際  

7) 発達過程に沿った時期の対応② 1・2 歳児の保育の実際  

8) 自我の発達とイヤイヤ期： 第一次反抗期の重要性と保育者のかかわり 

9) 健康で安全な環境 保育の中での健康管理・日常の保育の中における感染症予防 （ゲストスピーカー） 

10)乳児保育と言葉・コミュニケーション 子どもは言葉を体で覚える:メロディから意味の世界へ「言葉のビルディング」 

11) 乳児保育と「言葉を育てる語りかけ育児」VTR を視聴し、言葉の獲得と保育者の語りかけについて学ぶ。 

12) 乳児保育と遊び① 感触遊びと運動遊び 子どもの興味や関心と環境の再構成 

13) 乳児保育と遊び② 手遊び  

14) 乳児保育と遊び③ 手遊び （グループワーク) 

15) 保育の全体的な計画と乳児保育における指導計画 

試験）筆記試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

・『乳児の保育の基本』 阿部和子 萌文書林 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  40％ ） 

・到達度の確認 （   ％ ） 

・実技・作品発表（   ％ ） 

・筆記試験（  60％ ） 

・レポート（   ％ ） 

・実技試験（   ％ ） 

・面接試験（   ％ ） 

[参考文献] 

・『0～4 歳 赤ちゃんの言葉が育つ 場面別に楽しむ「語り

かけ」』 中川信子 小学館 

[フィードバックの方法] 

・提出された課題について授業内で解説したり、コメントし

たりする。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。  
1-B-12-44 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

乳児保育Ⅱ 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

杠 佳子・舟越 美幸 

（オムニバス） 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     2 セメスター 資格必修 

☑ 実務経験 保育士・主任・所長として従事し、市・県の代表として行政機関での経験もある。乳幼児の児童の発達

や特性を演習など通して指導する事で、保育士の専門性について講義する。（杠） 

保育者として勤務した経験から保育士の専門性について講義する。（舟越） 

[授業の目的・ねらい]  

＊乳児期の発達を理解し、人間愛に根ざした保育の援助者としてのあり方を学ぶ。 

＊乳児保育・１歳以上３歳未満児の発育・発達の過程や特性を踏まえ、子どもにとっての望ましい生活環 

境について理解すると共に基本的な関わり方の技能を習得する。 

主に対応するＤＰ 

1＋2 

[授業全体の内容の概要]  

＊乳児保育の諸要素を学び、資料をもとに演習、実技、討議の中で乳児保育の基本的なあり方を学ぶ。 

＊演習を通して乳児の抱き方や衣服の交換、身体の清潔保持、授乳の方法について体得する。            

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

＊乳児保育における保育所（園）保育士幼保連携型認定子ども園、保育教諭の役割を具体的に理解し、自らの課題に 

 気づき今後の学習目標を見つける。 

＊乳幼児が日常生活を過ごすために、必要な養護の基本技術を身につけ、その方法について説明できる。 

[準備学習の内容] 

＊乳児と触れ合う機会があれば積極的に関わるように心がける。 

＊乳児保育に必要な養護技術について、第 4 講で到達度の確認を行う。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1)「乳児保育Ⅱ」ガイダンス・乳児の育ちを育む養護の技術Ⅰ （舟越） 

  手洗い、乳児の抱き方、寝かせ方、おむつ交換、衣服の着脱 

2)  乳児の育ちを育む養護の技術Ⅱ （舟越） 

  哺乳器具の取り扱い、調乳、授乳の方法 

3)  乳児の育ちを育む養護の技術Ⅲ （舟越） 

  身体計測と記録、沐浴の方法 

4)  乳児の育ちを育む養護の技術Ⅳ （プレゼンテーション） （舟越） 

保育実習Ⅰａ(保育所)に必要な養護の技術の到達度の確認 

5) 保育所保育指針・幼保連携型認定こども園保育要領に基づき乳児保育における基本について （杠） 

  乳児保育・1 歳以上 3 歳未満児の保育のねらい内容について 

  保育環境の重要性 保育士として常識とは 

6) 乳児保育の基本  （グループワーク） （杠） 

  ①子どもと保育士等との関係の重要性  ② 子どもの主体性の尊重と自己の育ち    

  ③生活や遊びを通しての保育やその環境 ④保護者との関わりの重要性    

7) 乳児保育における子どもの発育・発達を踏まえた生活と遊びの実践 ① （杠） 

  乳幼児にあった手作り玩具・おもちゃを学び。  手作りおもちゃ製作   

8) 乳児保育における子どもの発育・発達を踏まえた生活と遊びの実践 ②  （プレゼンテーション） （杠） 

製作した手作りおもちゃ・その意義を記録したプリントを基に発表をし、共有をする中で今後の保育に学びを持つ 

乳児保育での絵本の必要性、読み語りのポイント、発達を踏まえた絵本の選択とは。 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

①『改訂 乳児保育の基本』阿部和子編 萌文書林 

②保育所保育指針・幼保連携型認定こども園保育要領解説 

③必要に応じて資料を配布 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 40 ％） 

・到達度の確認 （ 30 ％） 

・実技・作品発表（ 30 ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献]  

アクティブラーニング対応乳児保育Ⅱ:一日の流れで考える発

達と個性に応じた保育実践 尾身明美 小湊真衣他 萌文書林 

[フィードバックの方法]   

・演習後に振り返りシートを記入したり、授業内で解説したり

[備考] ＊第 1～3 講は学外実習と同様に、実習服を着用

し、髪をまとめ、清潔感のある身支度で講義を受けるこ



する。 と。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
1-A-12-45 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

障がい児保育Ⅰ 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

舟越 美幸・川内 紀世美 

（オムニバス） 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     2 セメスター 資格必修 

☑ 実務経験 保育者として現場における実践経験をもとに障がい児の育ちと支援方法についてお伝えします。（舟越） 

[授業の目的・ねらい]  

・障がい児と共に生きる保育を支える理念や歴史的変遷について理解する。 

・障がい児について理解し、支援や環境など、保育のあり方について理解する。 

・障がい児を養育する保護者への支援や関係機関との連携について理解する。 

主に対応するＤＰ 

1＋2 

[授業全体の内容の概要]  

・障がい児と共に生活する保育の理念や関わりについて事例を通して理解を深める。 

・障がい児、保護者、関係機関との連携に関わり、共に支える保育について学ぶ。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

・人間としての尊厳を重視した障がい児との関わりや支援のあり方を理解し、保育における総合的理解を深めるとともに、

個を大切にしながらも保育集団の大切さについて説明できる。 

[準備学習の内容] 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 障がい児保育の基本 (舟越) 

 子どもを主体として受け止めることと環境構成・個体論的な障がい観と関係論的な障がい観 

2) インクルーシブ保育と子どもと共に生きる保育 (舟越) 

保育者の子どもへの思いの持ち出しと個と集団のあり方について、事例を用いて考える。 

3)発達と障がい① (川内) テキスト 16～22 ページ、 

発達および 0～6 歳の発達過程について学ぶ。 

「障がい」を理解する前提として「健常」児の発達を見ることができるようになる。 

4)発達と障がい② (川内) テキスト 23～44 ページ。 

脳の構造や働きについて学び、その知識をふまえて、「障がい」の概念を理解する。 

てんかんの特徴と保育現場での対応について学ぶ。 

5) 視覚障がい・聴覚障がい児の理解と援助 (川内) テキスト 58～62 ページ 

視覚・聴覚の発達、視覚障がい・聴覚障がいについて理解する。障がいに応じた保育現場での対応を学ぶ。就学期以

降の視覚障がい児・聴覚障がい児への特別支援教育の内容・方法を知る。         

6) 肢体不自由児の理解と援助 (川内) テキスト 63～69 ページ 

肢体不自由、脳性まひについて理解する。障がいに応じた保育現場での対応を学ぶ。「身体障がい」の概念を知る。 

7) 知的障がい児の理解と援助 (川内) テキスト 70～90 ページ 

知的障がいについて理解する。障がいに応じた保育現場での対応を学ぶ。 

8) 重症心身障がい児・医療的ケア児の理解と援助 (川内) テキスト 91～96 ページ 

知的障がいについて理解する。障がいに応じた保育現場での対応を学ぶ。訪問保育における支援について学ぶ。 

9) 感覚統合と発達 (舟越) テキスト 51～55 ページ 

 感覚統合と発達を理解し、保育者や友達と楽しむことのできる遊びについて学ぶ。 

10) 発達障がい児の理解と援助 (舟越) テキスト 82～85ページ 

  発達障がいと「気にかける必要のある子ども」の理解と支援について学ぶ。 

11) 保護者との連携（舟越）テキスト 166～182 ページ 

 保護者や家族と共に生きる保育者のあり方について「安来市の療育活動」の事例を通して学ぶ。 

12) 障がいのある子どもの就学 (川内) サブテキスト 1～74 ページ 

 障害のある子どもが就学するにあたり、必要な事務手続きを知る。また、どのような就学先があるかを知る。 

子どものための就学先を保護者が選択できるよう、保護者支援の基礎としての知識を学ぶ。 

13) 地域の専門職や機関との連携 (川内)  テキスト 183～192 ページ 

松江市発達・教育相談支援センター「エスコ」の取り組みを事例に、地域における連携を学ぶ。 

地域の就学支援の取り組みについて学ぶ。 

14)障がいのある子どもと医療との連携・保育者相互の連携 (舟越) 



 医療機関との連携や発達検査の必要性について学び、理解する。 

15) 指導計画・支援計画と園内連携：保育の場に必要な信頼関係と発達の原泉／人的な環境としての保育者 (舟越) 

テキスト 98～129 ページ   

子どもの主体を考慮した指導計画・支援計画と園内連携の必要性について学び、理解する。 

試験）筆記試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

・『障がい児保育』小橋明子・小橋拓真・小山内あかね、 

竹野内ゆかり、中山書店、2019 年。 

・『改訂新版 障がいのある子の就学・進学ガイドブック』

渡部昭男、日本標準、2022 年。 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 50 ％） 

・到達度の確認 （ 25 ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

  

・筆記試験（ 25 ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献・資料]  

・最新保育講座 15『障害児保育』鯨岡峻 ミネルヴァ書房 

・障碍児保育・30 年～子どもたちと歩んだ安来市公立保育所

の軌跡～ミネルヴァ書房 

・『0 歳～6 歳子どもの発達と保育の本』河原紀子・港区保育

を学ぶ会、学研教育みらい、2018 年。 

・『発達障害の教育学』窪島務、文理閣、2019 年。 

・『どの子にもあ～楽しかった！の毎日を』赤木和重・岡村

由紀子・金子明子、馬飼野陽美、ひとなる書房 

[フィードバックの方法] 

・提出された課題について授業内で解説したり、コメントし

たりする。 

・授業毎に小テストを実施する。（川内） 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-B-12-47 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

保育実習指導Ⅰａ（保育所） 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

増原 真緒 

 授業の回数   23 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     1 セメスター 資格必修 

☑ 実務経験  元保育士の視点から，実習に向かうための知識・技術や，実習準備等についてお伝えします。 

[授業の目的・ねらい]  

・実習の目的や内容を理解し，実習に臨む心構えを作る。 

・実習日誌の記録方法を身に付け，日々の振り返りや保育の計画の繋がりを理解する。 

・手遊びおよび絵本の読み聞かせの実践から保育技術を学び，実践できるようになる。 

・事後指導や報告会を通し，保育の評価を行うことで，次の実習への新たな課題や学習目標を明確にする。 

主に対応するＤＰ 
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[授業全体の内容の概要]  

① 実習の目的・概要を理解し，実習に向かう心構え・留意事項・自己課題を明確化する。 

②「観察・参加体験」で実際の保育に触れ，記録の方法を身に付ける。 

③ 導入および「部分実習」について理解する。 

④ 事後学習を通して実習での学びを深める。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

・保育所の 1 日の流れや保育者の役割，子ども理解の大切さを理解し，実習日誌の記入ができる。 

・「部分実習」で実施する内容について理解し，実践やその事前準備ができる。 

・事後指導や実習報告会を通して省察を行うことで，次の実習への新たな課題や学習目標を明確化し，表明できる。 

[準備学習の内容] 

・授業内で実施する「観察・参加体験」および保育実習Ⅰa（保育所）に向け，一人の社会人として保育現場へ臨むこと

ができるよう，日頃から挨拶，マナー，立ち居振る舞いに留意する。 

・本科目では計画的な課題への取り組みと提出を重視するため，取り組み姿勢および提出期限の厳守を心がけること。 

・「観察・参加体験」後，実習日誌を作成し，第 15 回の授業において持参すること（授業時提出）。また，第 18 記授業

では保育実習Ⅰa（保育所）に向けた到達度の確認として実習日誌の記録に取り組む。その内容により，補習等を受け

る必要も出てくるため，必ず提出すること。 

・実習日誌の記録方法について明確にしてから実習に臨むことができるよう，不明点は必ず授業担当者に質問し，解決・

理解するよう努めること。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション：講義概要の確認と本科目の説明 

保育実習Ⅰa および保育実習全体の流れ 

心得と事前準備：基本姿勢と実習態度(マナー)，健康管理 

保育実習Ⅰa で習得すべき内容 

2) 保育への参加の仕方と保育補助，保育所とは 

「実習個人票」の作成 

名札の作成について 

観察参加体験ガイダンス：観察・参加体験の概要説明，当日までの流れと準備 

3) 観察参加体験の詳細について：メンバーおよび体験先施設の発表 

当該施設についてグループごとに調べ，通勤方法や集合場所，時間等の決定を行う〈グループワーク〉 

実習における守秘義務，「実習に関わる誓約書」(観察・参加体験用)の作成 

4) 観察の視点：関与観察から始まる子ども理解，保育者の援助・意図の理解，メモの取り方 

子ども理解を深めるための観察の視点と関わり（課題の提示） 

  観察・参加体験前オリエンテーションに向けた電話の方法についての説明 

5)  子ども理解と「受け止める」こと(多角的な視点を持つことの重要性)〈フォトランゲージ〉 

  グループディスカッションを通した気づきの共有から学びを深める〈グループワーク〉 

  観察・参加体験に向けたオリエンテーションとマナーについての説明 

6) 実習日誌の記録方法（1－1）：実習日誌の意義，取り扱いおよび基本・留意事項 

時系列の書き方と実践（自己目標，ねらいと内容，出欠人数） 

7)  実習日誌の記録方法（1－2）：時系列の書き方と実践 

（子どもの姿と環境構成，保育者の関わり，実習生の行動等） 

  DVD の視聴を通して実習生の実例を参考に学び，DVD視聴から実習日誌の記録実践 



8)  実習日誌の記録方法（2）：場面記録(エピソード)の書き方と実践 

  (DVD の視聴を通して実習生の実例を参考に学ぶ) 

観察・参加体験に向けた最終確認 

手遊びの習得と実践 

9) ～14）【観察参加体験】 ： 7 月 13 日・14 日 9：00～14：30 

  ＊帰宅後はメモをまとめ，いずれか 1 日の実習日誌を作成のうえ，第 15 回授業に持参すること。 

  ＊「観察・参加体験 振り返りシート」を記入のうえ，第 15 回授業で提出すること。 

15) 観察参加体験の振り返り〈グループワーク・ディスカッション〉 

16) 他者の作成した実習日誌を見て気づきを得た上で，全体で留意点や作成のポイント等を共有する。 

〈グループワーク・ディスカッション〉 

「実習課題と取り組み」の作成方法 

※ パソコンおよび文書の保存媒体（USB 等）の持参必須 

17) 「実習様式集」および「実習ファイル」の配布と説明 

実習前オリエンテーションに向けての電話および当日の受け方について 

手遊びの習得と子どもの心を惹きつける技術について 

18) 実習日誌の記録実践(DVD視聴を通して)：到達度の確認 

実習報告書の作成方法 

19) お礼状の書き方と実習終了後の流れ 

部分実習についての最終確認 

実習の最終確認 

20) 実習の振り返り（各施設の特色や保育技術，部分実習等について） 

21）～22）実習報告会 

23）実習報告会を通しての振り返り（子ども理解の深化と共有） 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

『（2022 版）実習ガイドブック』 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  85％ ） 

・到達度の確認 （  15％ ） 

・実技・作品発表（   ％ ） 

・筆記試験（   ％ ） 

・レポート（   ％ ） 

・実技試験（   ％ ） 

・面接試験（   ％ ） 

[参考文献] 

・小櫃智子ら(2017)『保育所・幼稚園・認定こども園実習パ

ーフェクトガイド』わかば社 

・小櫃智子ら(2015)『実習日誌・実習指導案パーフェクトガ

イド』わかば社 

[フィードバックの方法] 

提出された課題について授業内で解説したり，コメントし

たりする。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

 

  

1-PC-50-66 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

保育実習指導Ⅰb（児童福祉施設） 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

堅田 弘行 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     2 セメスター 資格必修 

☑ 実務経験  元児童自立支援施設児童自立支援員(嘱託)としての実務経験を活かし、施設における日常生活支援の内

容と方法について伝えます。 

[授業の目的・ねらい]事前指導では、各実習施設の社会的役割と機能、児童福祉施設等での実習の目的、

実習の内容、実習の記録の書き方等を学ぶ。実習後は、実習体験を振り返り、報告書に気づきや課題など

をまとめることで、2 年次の実習への課題や学習目標を明確にすることをねらいとする。保育実習指導で

は、これまで学習した様々な教科目と実習との関連を意識した内容になるため、すべての DP と共通する。 

主に対応するＤＰ 
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[授業全体の内容の概要] 

実習に関わる書類の添削指導等においては全専任教員が関わる。第 1 回～第 10 回は児童福祉施設等の生活の様子につい

て DVD 教材を通して学び、実習施設のイメージを高める。グループ学習を通して自習施設の概況などを学び、実習施設の

理解を深める。第 11 回以降は実習終了後に行い、グループでの振り返りや実習報告会を実施する。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

１．実習や実習報告会に取り組み、児童福祉施設等における利用者の実態について説明できる。 

２．実習や実習報告会に取り組み、児童福祉施設等における保育者や職員の役割について説明できる。 

[準備学習の内容] 

関連する科目（特に「子ども家庭福祉」や「社会的養護Ⅰ」）のテキストやノートを読み返す。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション 

・1～2 セメスターの学習内容と保育実習Ⅰb（児童福祉施設）との関連 

・社会的養護を取り巻く近年の動向の確認 

2) 実習に向けた準備① －実習施設の決定－ 

・保育実習Ⅰb（児童福祉施設）の意義と目的、実習に対する心構え 

・保育実習Ⅰb（児童福祉施設）の内容と目標 

3) 実習に向けた準備② －実習施設の概況の理解－（パソコンを使用） 

・実習施設の概況について調べる。 

・倫理綱領や運営ハンドブックなどから施設の生活について、その意義や背景を理解する。 

4) 実習に向けた準備③ －実習施設の生活の理解及び子ども・利用者理解－（パソコンを使用） 

・施設における日課や規則の意義を理解する。 

・事例を通した子ども・利用者理解 

・実習生と権利擁護 

5) 実習に向けた準備④ －実習生の心構え①－ 

・実習施設と実習生の関係を確認し、実習時の態度を確認する。 

・生活をすること、生活を共にすることの難しさを自覚する。 

6) 実習に向けた準備⑤ －実習生の心構え②－ 

・実習生自身の「生活」を振り返る。 

・保育者として「生活」を捉えるための留意点を確認する。 

・求められる生活支援の実際を確認する。 

7) 実習に向けた準備⑥ －実習課題の設定①－ 

・実習施設における種々の計画と PDCA サイクルについて理解する。 

・実習ファイルを作成する。 

・目指す保育者像を明確にする。 

8) 実習に向けた準備⑦ －実習課題の設定②－ 

・実習生としての PDCA サイクルを理解する。 

・実習の到達目標と到達目標に向けた自己課題を設定する。 

9) 実習に向けた準備⑧ －実習記録の記入①－ 

・実習記録の記入のポイントを確認する。 

・DVD 教材を用いて模擬記録を作成する。 

10) 実習に向けた準備⑨ －実習記録の記入②及び振り返り－ 

・DVD 教材を用いて模擬記録を作成する。 



・学習の振り返りと実習後の見通し 

11) 実習の振り返り① 

・お礼状の作成と送付 

・実習報告書の作成 

12) 実習報告会① 

・実習施設での実習の内容や生活の様子を紹介する。 

・質疑を積極的に行い、理解を深める。 

13) 実習報告会② 

・実習施設での実践について発表する。 

・質疑を積極的に行い、理解を深める。 

14) 実習報告会③ 

・実習施設での実践について発表する。 

・質疑を積極的に行い、理解を深める。 

15）これからの児童福祉施設の役割（ゲストスピーカー） 

・実習報告会終了後課題に取り組む。 

・放課後等デイサービスの取組について理解する。 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

実習ガイドブック 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 60 ％） 

・到達度の確認 （ 40 ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

守巧ら『施設実習パーフェクトガイド』わかば社 

田中利則監修『事例を通して学びを深める施設実習ガイド』

ミネルヴァ書房 

[フィードバックの方法] 

毎回の授業時に提出課題に対する振り返りを行う。 

[備考] 

・「平常点評価」は各回の提出物によって評価する。「到

達度の確認」は報告会での発表と実習報告会終了後課題を

もって評価する。 

・この科目を履修するためには、「保育実習Ⅰb（児童福

祉施設）」を履修しなければならない。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-PC-50-67 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

保育実習Ⅰa（保育所） 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

実習 

 授業担当者 

増原 真緒 

 授業の回数  80 時間  時間数(単位数）   2 単位  配当     2 セメスター 資格必修 

☑実務経験 元保育士の視点から，観察の視点，子どもとの関わりや保育者の援助の意図など，実習における学びに

ついて指導します。 

[授業の目的・ねらい]  

・保育所の機能や役割について理解し，保育者の仕事内容を知る。 

・子どもとの交流や保育者の行動観察を通して，子どもの発達や保育内容についての理解を深める。 

・関わりや観察を通し，子どもの言動から内面を想像し，保育者の専門性について学習する。 

主に対応するＤＰ 

5 

[授業全体の内容の概要]  

①保育所の役割や機能を理解する。 

②観察や子どもとの関わりを通して子どもへの理解を深める。  

③授業で習った他教科の内容を踏まえ，生活や遊びと保育環境とのつながりを総合的に学ぶ。 

④保育の観察，記録，計画及び自己評価について理解する。 

⑤保育士の業務内容や職業倫理について学ぶ。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

保育所の役割や機能等について現場での体験を通して理解し，説明できる。各年齢の生活や遊び，発達過程について，

実習にて経験したことから説明ができる。保育士の姿から手遊び等の保育技術を習得し，他者に伝えられる。 

[準備学習の内容]  実習指導Ⅰa（保育所）やその他の学習の学びを直しを行うことを求めます。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

① 保育所の役割や機能の理解 

・保育所，認定こども園の生活と一日の流れを理解する。 

・保育所保育指針，認定こども園教育・保育指針と照らし合わせながら，社会的役割や機能について総合的に 

理解する。 

② 子ども理解 

・子ども一人一人やクラス集団を観察し，発達過程や子どもの思いや姿を理解する。 

・養護・教育的な関わりを通して，子ども一人一人やクラス集団を理解する。 

・保育士の子どもとの関わりから，その意図や配慮を学ぶ。 

③ 生活や遊びと保育環境のつながり 

・子どもの発達過程と生活や遊びに応じた保育環境について学ぶ。 

・子どもの健康と安全への配慮について学ぶ。 

④ 観察，記録，計画及び自己評価 

・保育の観察，記録，計画及び自己評価について理解する。 

・実習日誌の記録の方法と気づきについて理解し，考察する。 

・保育者の姿を参考に手遊び・絵本読みなどを経験する。 

・指導案を作成し，手遊び・絵本読みなどの部分実習を行う。 

⑤ 保育士の職務内容と職業倫理 

・保育士の職務内容を実践的に学ぶ。 

・職員間の役割分担や連携について理解する。 

・保育士の社会的役割と職業倫理について学ぶ。 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 40 ％） 

・到達度の確認 （ 60 ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

 

[フィードバックの方法] 

実習後，実習評価の返却とともに個々の課題について指導

を行う。 

[備考] 

この科目を履修するためには，「保育実習指導Ⅰa（保育

所）」を履修しなければならない。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
1-PC-50-70 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

保育実習Ⅰb（児童福祉施設） 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

実習 

 授業担当者 

堅田 弘行 

 授業の回数  80 時間  時間数(単位数）   2 単位  配当     2 セメスター 資格必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

①他職種と連携して行う保育者の生活支援に対する観察や生活への参加を通して、子ども・利用者理解を

深める。 

②実習施設における PDCA サイクルの取り組みについて学ぶ。 

③実習に必要な記録の書き方を学ぶ。 

主に対応するＤＰ 

5 

[授業全体の内容の概要]  

乳児院、児童養護施設、児童発達支援センター、障害児入所施設（福祉型）、障害児入所施設（医療型）、児童発達支援

センター、児童相談所一時保護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所

のいずれかの施設の生活に参加し、保育者をはじめとした職員の生活支援や生活援助の方法や施設の様々な取り組みにつ

いて学ぶ。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

1．実習施設の社会的役割、機能、職務内容、子ども・利用者の生活の様子について説明できる。 

2. 保育者としての職業倫理について考え、子どもの最善の利益を追求した実践について討論できる。 

[準備学習の内容] 

保育実習指導Ⅰb（児童福祉施設）の授業内容の理解と復習 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 各実習施設の社会的役割と機能について理解する 

・各実習施設の生活の様子と一日の流れを理解する 

・各実習施設の社会的役割と機能について、実習を通して総合的に理解する 

2) 各実習施設の生活に参加し、観察や関わりを通して子ども・利用者を理解する 

・子ども・利用者の発達過程や特性を理解し、子ども・利用者の思いをくみ取る。 

・子ども・利用者の思いを受けとめ、実習指導者の指導や配慮のもと、子ども・利用者との関わりを積極的に行う。 

3) 各実習施設の子ども・利用者の生活や発達過程を理解し、生活支援や生活援助の方法を理解する。 

・保育者や職員の行う生活支援や生活援助の方法を観察し、実践する。 

・各実習施設の生活に参加することを通して、子ども・利用者一人一人の様子や保育者の関わりを観察し、実践する。 

4) 各実習施設の PDCA サイクルに基づく取り組みについて理解する。 

・活動や援助における計画の必要性について理解する。     

・記録に基づく省察や自己評価をする。 

5) 各実習施設の職務内容や他職種との連携、職業倫理について理解する。 

・各実習施設での職務内容を実践的に理解する。 

・他職種との役割分担や連携について理解する。 

・人権を尊重し、倫理観をもった関わり方を理解する。 

・安全や健康への配慮について理解する。 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

実習ガイドブック 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 40 ％） 

・到達度の確認 （ 60 ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

 

[フィードバックの方法] 

実習評価は面談を通じて返却し、対面で振り返りを行う。 

[備考] 

・「平常点評価」は実習日誌と実習報告書で評価する。「到

達度の確認」は実習施設による評価とする。 

・この科目を履修するためには、「保育実習指導Ⅰb（児

童福祉施設）」を履修しなければならない。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-PC-50-71 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

教職論 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

深見 俊崇 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     1 セメスター 資格必修／幼免必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  ディプロマポリシーに掲げられる「専門的知識に基づき、子どもの最善の利益

を尊重することができる」「社会のあり方について考える・実践する」を踏まえ、教職の意義、教員の役

割・資質能力・職務内容等について学び、教職のあり方を考察することを通して、自身の適性を判断した

り、進路選択の方向性について検討したりすることをねらいとする。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要] 社会・文化的環境の変化に伴い、保育ニーズは年々多様化し、教育専門職の役割と責務はます

ます重要なものとなっている。本科目では、主に幼稚園教諭の役割、責務、専門性、倫理などを理解した上で、改訂され

た幼稚園教育要領の方向性を学びながら、これから求められる教職のあり方を検討していく。それらを基に教育実習をは

じめとするそれぞれの科目の学びの基盤を形成していく。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

1．公教育としての保育の役割とそれを担う幼稚園教諭・保育士の職務内容を具体的に説明できる。 

2．幼稚園教諭・保育士の専門性と求められる倫理について具体的に説明できる。 

3．歴史的な背景を踏まえながら、現在求められる教職の役割について説明できる。 

4．講義内容を踏まえて、目指すべき教師像を形成し、それを言語化できる。 

[準備学習の内容] 

毎回の授業時に指定した課題に取り組むこと。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション 「公教育」と「教員」 

2) 幼稚園・保育所・認定こども園の制度的位置づけ 

3) 幼稚園教諭・保育士の法的位置づけ（免許・資格，待遇） 

4) 幼稚園教諭・保育士の職務内容（幼稚園教諭の仕事） 

5) 幼稚園教諭・保育士の職務内容（保育士の仕事） 

6) 幼稚園教諭・保育士に求められる資質能力【ディスカッション】 

7) 幼稚園教諭・保育士の職務内容（保護者との協働）【ディスカッション】 

8) 幼稚園教諭・保育士の職務内容（園内外との連携・協働：チーム学校）【ディスカッション】 

9) 教師の歴史と教師観（欧米） 

10) 教師の歴史と教師観（戦前） 

11) 教師の歴史と教師観（戦後） 

12) 新しい幼稚園教育要領等で目指すべき保育の方向性 

13) 現代的課題と教職の役割（教員研修の意義、保育ニーズの変化）【ディスカッション】 

14) 現代的課題と教職の役割（グローバル化等）【ディスカッション】 

15) 学び続ける教師を目指して 

試験）筆記試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

佐藤哲也編『子どもの心によりそう保育者論【改訂版】』 

福村出版 

文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル館 

厚生労働省『保育所保育指針解説書』フレーベル館 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 20 ％） 

・到達度の確認 （ 20 ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（ 60 ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

『保育小事典』大月書店 

[フィードバックの方法] 

毎回のコメントをまとめたプリントを配布し、解説を行う。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
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保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

幼児と表現 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

加藤 友彦・増原 真緒 

 授業の回数  15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     2 セメスター 資格必修／幼免必修 

☑ 実務経験 元保育士として、保育の実際や実践的な指導法等について伝えます。（増原） 

[授業の目的・ねらい]  

本授業は、幼児の表現を支える保育者としての感性や創造性を養うことを目的とする。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]  

 本授業は、幼児の表現を理解し、領域「表現」の内容を踏まえ、幼児の感性や創造性を豊かにするための、知識・技能・

表現力を体験的に習得する。また、自然・生活・人的環境から、身体性を喚起し豊かな感性につなげる。そして、豊かな

感性、幼児の生活や遊び、様々な児童文化財から表現活動を構想し、多様な表現活動を展開する。これらの活動を通して、

幼児の表現に適した表現方法や表現材料を理解し、表現技術を習得し、表現力の向上を図る。活動の中では相互に学び合

う協働的な学習を目指し、表現活動・作品・発表などに ICT を積極的に活用する。さらに、幼児の表現活動と小学校教科

との連続性の視点を取り入れる。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

①幼児の表現の姿や発達を理解し、領域「表現」の位置づけと幼児期の発達と表現の特性を説明することができる。 

②幼児の表現に適した様々な表現を通して、基礎的な知識、技能、表現力を習得し、感性を豊かにすることができる。 

・五感や身体感覚に働きかける表現活動を通して、イメージを豊かにし、感性を培うことができる。 

・身近な自然や生活の中にある素材の特性を活かしたり、人との関りから発想したりして表現活動を行い、表現すること

の楽しさを感じ取ることを通して、表現に必要な知識、技術を習得することができる。 

・自分たちで考えたり、つくりあげたりした表現の鑑賞を通して、自己の表現を振り返り、他者の表現に共感し、より豊

かな表現につなげることができる。 

③様々な表現の事例から、表現の豊かさを感じ取り、社会や文化とも関連しながら展開していく保育・幼児教育における

表現の意義を考察することができる。 

[準備学習の内容] 

 活動に必要な機器や材料を準備する。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション:授業の概要を知る。 

 表現：五感や身体感覚に働きかける表現活動を通して表現の根源に触れることや、保育所保育指針、幼稚園教育要領な

どの領域「表現」の記述を通して、領域「表現」のねらいおよび内容を理解し、ワークシートにまとめる。 

2) 文化との対話：絵本『ミリーのすてきなぼうし』の物語からインスピレーションを得て、帽子の制作を構想し、その帽子から想

像できる音を考える。その際、身近な自然物や生活材、楽器等を用いる。 

3) 生活環境とイメージ：身近な素材を用いて、素材の特性を活かして帽子を制作し、表現材料の特性と加工方法を理解し、

表現技術を習得する。 

4) 表現との対話：前回、前々回の活動を踏まえて発表をし、自他の創造した様々な表現活動を鑑賞する。自己の表現を省みると同

時に、他者の表現に共感することを通して、表現の多様性を感じ取る。 

5) 文化からの発展：絵本『もこ もこもこ』の世界の体験を通して、児童文化財から生まれる子どもの想像力と創造的表現について

理解を深める。（グループごとに絵本の読み解き後，その世界観の表現方法について考え，発表に向けた準備を行う。） 

6) 人的環境とイメージ：絵本『もこ もこもこ』の世界の体験と表現を通して，生活における幼児と保育者、幼児相互の関わりか

ら生み出される表現活動について、幼児の発達を踏まえて考察する。（グループごとにリハーサル後，全体発表および振り返りを

行う。） 

7）自然環境と表現活動〈グループ、ICT〉：屋外の自然環境の中で自然物を用いた表現活動を行う。表現活動の記録や活

動を通して感じ取ったことを、ICT を活用してワークシートにまとめる。 

8) 発達:造形表現の発達を、幼児の絵や製作物の事例をもとに分析し、幼児の表現の特徴を考察し、ワークシートにまと

める。 

9) 自然環境とイメージ：光と影、風や炎など、非物質的な材料を用いて表現活動を行い、表現の豊かさについて考察し、ワークシ

ートにまとめる。 

10) 表現の豊かさ：季節や行事と関わる表現、伝承遊びの事例を調査し、それらの表現や遊びを行うことを通して理解を

深め、ワークシートにまとめる。 

11) 生活環境と表現活動：身近な材料を用いて、表現材料や表現方法の特性に応じた表現活動を通して、イメージを豊か

にし、表現技術を高める。 



12) 人的環境と表現活動：他者とのかかわりから、生活の中にある非物質的な表現材料を通して表現活動を行い、表現技

術を高める。 

13) 表現と協働性〈グループ〉：集団による表現活動を行い、個の表現力と集団の表現力を高めることを通して、表現技

術を高める。 

14) 表現の可能性:保育・幼児教育における表現と小学校低学年の表現科目のつながりを、事例の調査を通して考察し、

ワークシートにまとめる。 

15) まとめ：学習を振り返り、幼児と自然、生活、人的環境と表現、幼児を取り巻く社会、文化と表現の関わり、保育・幼児教育に

おける表現の意義を考察し、レポートにまとめる。 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

上野奈初美 編著『表現指導法』萌文書林 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 100 ％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

 樋口一成 編著『幼児造形の基礎』萌文書林 

[フィードバックの方法] 

 ワークシートやレポートにコメントを記述して返却する。  

[備考] 

 屋外での表現活動は当日の天候によって変更になるこ

とがある。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
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保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

幼児と言葉 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

増原 真緒・橋本 祐治 

 授業の回数  8 回  時間数(単位数）  1 単位  配当    1 セメスター 資格必修 

☑ 実務経験 元保育者および小学校教諭の経験を活かし，領域「言葉」の視点から保育の実際や幼児期の言葉につい

て伝えます。（増原・橋本） 

[授業の目的・ねらい]  

① 保育・教育における領域「言葉」のねらい及び内容について，その位置づけと内容を理解する。 

② 子どもの言葉の発達と保育者の援助について理解し，主体的かつ対話的な関わりを意識して保育にあ

たる力を身に付ける。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]  

担当教員による講義内容を基に，学生自身が実践的に領域「言葉」の構造および保育現場において必要な視点について

学びを深める。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

① 保育・教育における領域「言葉」のねらい及び内容について，その位置づけと内容を理解する。 

② 子どもの言葉の発達と保育者の援助について理解し，主体的かつ対話的な関わりを意識して子どもに関わることがで

きる。 

[準備学習の内容] 

・授業内で理解できなかった内容については，関連する文献を読んだり授業担当者に積極的に質問したりすることで，知

識・技能の定着を図ること。 

・授業内では紙芝居やシアター類の児童文化財を実際に用いて行う演習も含まれているため，授業担当者からの指示があ

ったら計画的に準備をすること。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 保育における「言葉」とは 

 ～領域「言葉」のねらい及び内容について学ぶ 

2) 乳幼児における子どもの言葉の発達 

3) おはなしのそうぞう（絵本からのおはなしづくり）① 

子どもをとりまく「言葉」の環境 

4) おはなしのそうぞう（１枚の絵からのおはなしづくり）② 

保育者の言葉の影響と子どもの言葉を豊かにする関わり・援助 

5) 想像から豊かな言葉への関連と影響 

豊かな経験の重要性 

6) 話し言葉と書き言葉（ことば遊びの演習） 

7) 幼稚園から小学校への繋がり 

教材活用の実践①（パネルシアター，ペープサート，エプロンシアター等の活用方法） 

8) 教材活用の実践②（紙芝居の種類，その意義と活用方法） 

領域「言葉」をどう捉えるか（到達度の確認） 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

文部科学省（2018）『幼稚園教育要領解説』フレーベル館 

その他，適宜資料を配布する。 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 70 ％） 

・到達度の確認 （ 30 ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） [参考文献] 

内藤知美（2017）『コンパス 保育内容 言葉』建帛社 

田中謙（2019）『デザインする保育内容指導法「言葉」』教育

情報出版 

大越和孝ほか（2018）『保育内容「言葉」 言葉とふれあい，言

葉で育つ』東洋館出版社 

秋田喜代美（2020）『子どもの姿からはじめる領域・言葉』み

らい 

小櫃智子ほか（2017）『実習日誌・実習指導案パーフェクトガ

イド』わかば社 



[フィードバックの方法] 

 各回の最後に質問および解説の時間を設けます。 

[備考] 

〇平常点：取り組み姿勢（10％） 

     資料ファイルの提出と取り組み内容（60％） 

〇到達度の確認：総合レポート（30％） 

 以上を総合して評価を行う。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
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保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

幼児と環境 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

高橋 泰道・加藤 友彦 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当    2 セメスター 資格必修／幼免必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

・専門的知識と技能の下に、子どもの発達を保障することができる。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]  

幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領に記載されている領域「環境」をもとに、

子どもと人・自然とのかかわりを理解し、「探索意欲と好奇心を育てる」ための保育内容のあり方を学ぶ。子どもの興味・

関心をひきつけ発達をうながす指導の工夫、小学校教育への連続性を学ぶ。 

具体的には自然素材を活用した遊びの指導案作成をグループごとに計画作成し、振り返り、改善案を考えるという PDCA

一連の学修過程を通して、保育における実践的能力を身につける授業を構想する。また、実際に自然素材を活用したもの

づくりや遊びを通して素材研究を行う。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

(1)日課での「環境」にかかわる保育内容を説明することができる。 

(2)身近な自然や素材を使った遊びをつくり、制作することができる。 

(3)各年齢段階の設定保育や自由遊びの中での「環境」に関わる指導計画を立案できる 

[準備学習の内容] 

身近な自然や身の回りの素材や、それらを使った遊びについてイメージする。（１時間） 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 第１回 乳幼児の遊びと領域「環境」 

・子どもの「環境と関わる力」の理解と発達を支えているもの、身近な自然・生き物・文字や記号・数量と形・園内外の

行事について概要を理解する。 

・科学的認識の発達と保育者の役割、感性やいのちをはぐくむ保育について考える。 

2) 第２回 身近な自然と身近な素材、原体験、数量理解（学外フィールドワーク） 

・学外で季節の特徴を生かした自然物採集体験を行う。 

3) 第３回 身近な自然や素材を使った遊び①（空気や風）（春の草花、空気や風）（グループワーク） 

・採集した自然物や遊びにつなげる体験をする。 

・季節の特徴を生かした体験活動から気づいたことについて話し合い、共有する。 

4) 第４回 身近な自然や素材を使った遊び②（木の実や落ち葉、土）（グループワーク） 

・採集した自然物や遊びにつなげる体験をし、 

・季節の特徴を生かした体験活動から気づいたことについて話し合い、共有する。 

5) 第５回 身近な自然や素材を使った遊び③（ゴムやおもりを使ったおもちゃ）（グループワーク） 

・身の回りの物を遊びにつなげる体験をする。 

・身の回りの物を生かした体験活動から気づいたことについて話し合い、共有する 

6) 第６回 身近な自然や素材を使った遊びづくり①（計画、製作）（グループワーク） 

・身近な自然や素材を使った遊びをグループで考える。 

7) 第７回 身近な自然や素材を使った遊びづくり②（製作、発表準備）（グループワーク） 

・身近な自然や素材を使った遊びをグループで考え、製作する。 

8) 第８回 製作課題の振り返り（まとめ） 

・グループで製作物を発表し合い、活動を振り返る。 

試験）レポート [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

上中 修編（2017）『保育実践に生かす保育内容「環境」』

保育出版社 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 30 ％） 

・到達度の確認 （ 10 ％） 

・実技・作品発表（ 30 ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（ 30 ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） [参考文献] 

文部科学省『幼稚園教育要領』、厚生労働省『保育所保育指

針』、内閣府『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』 

[フィードバックの方法] 

提出課題について、ポイントを授業後に解説する。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。
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保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

幼児と健康 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

梶谷 朱美 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当    2 セメスター 資格必修／幼免必修 

☑ 実務経験  本講義は実務経験のある教員による授業科目であり、小学校及び教育委員会保健体育課での勤務経験を

活かしてより具体的、実践的な授業を進め教員免許取得に関する授業を展開する。 

[授業の目的・ねらい]  

保育所保育指針や幼稚園教育要領，幼保連携型認定こども園教育・保育要領の「健康」領域を踏まえ、

健康な心と体を育てるために子どもの心身の発達、運動発達、健康・安全管理について理解する 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]  

保育所保育指針や幼稚園教育要領，幼保連携型認定こども園教育・保育要領の「健康」領域を理解し，健康な心と体を

育てるために子どもの心身の発達、運動発達、健康・安全管理について学修する。健康管理や安全教育に関する内容では，

健康で安全な生活を営む力を身につける保育・教育のあり方を学修すると共に、子どもの生活リズムと睡眠、生活習慣の

形成や病気の予防、安全への配慮，子どもの事故の対応について理解を深める。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

(1) 保育所保育指針や幼稚園教育要領，幼保連携型認定こども園教育・保育要領の「健康」領域についてのねらいと内容

について理解することができる。 

(2)子どもの身体発達、運動発達等について特徴と意義を理解することができる。 

(3)子どもの健康管理や安全教育に関わる指導の観点について理解することができる。 

[準備学習の内容] 

課題を毎回提示する。その課題についてのグループ討議やポスターセッション等の演習を行うので自分の考えが発表で

きるように準備する。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 第１回 保育指針・教育要領・教育保育要領にみる，領域「健康」のねらいと内容 

2) 第２回 子どもの健康をめぐる現状と課題や健康の定義、意義 

3) 第３回 子どもの体の諸機能発達と特徴 

4) 第４回 子どもの遊びの意義と運動遊び 

5) 第５回 子どもの生活リズムと睡眠，食，排泄 

6) 第６回 子どもの生活習慣の形成及び病気の予防 

7) 第７回 子どもの事故，事故とその処置及び安全への配慮とけがの予防 

8) 第８回 子どもの健康に関する課題と展望 家庭との連携（保護者理解と支援） まとめ 

試験）レポート [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

・梶谷朱美編著『学生と保育者のための運動遊びハンドブッ

ク～感じて、気づいて、考えて、子ども  と共に創る運動遊

び～」』今井出版，2019 年，1200 円+税  

・文部科学省「幼稚園教育要領」 

・厚生労働省「保育所保育指針」 

・内閣府「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 10 ％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（ 10 ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（ 80 ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

・池田裕恵編著『子どもの元気を取り戻す保育内容「健康」

改訂第 2 版～乳児期から幼児期の終わりまでを見通して～杏

林書院、2018 年 

[フィードバックの方法] 

・提出された課題レポートについて講義時に解説し、フィー

ドバックを行う 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。
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保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

保育内容（表現） 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

加藤 友彦・増原 真緒・明本 遥 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当    2 セメスター 資格必修／幼免必修 

☑ 実務経験  元保育士の経験から保育の実際と計画についてお伝えします。（増原） 

[授業の目的・ねらい]  

「幼児と言葉」で行った表現活動を踏まえ、子どもの表現に即した活動を構想し、指導案の作成から実

践を通して幼児期の表現活動を支援するための知識・技能・表現力を身に付ける。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要] 

①保育所・幼稚園・認定こども園における表現活動の事例を調査・発表する。 

②子どもの表現活動について指導案を作成し、模擬保育を実践する。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）]   

①造形表現、音楽表現、言語表現及びそれらを融合した様々な表現を通して、感性を豊かにし、多様な表現のよさを 

 感じ取り、保育構想に活用することができる。 

②保育所・幼稚園・認定こども園における表現活動を理解し、説明することができる。 

③指導案の作成から模擬保育の実践とその振り返りを通して、保育の表現活動における計画をする際の一助とする。 

[準備学習の内容] 

・表現活動に必要な機器や材料を準備する。 

・実習指導案の作成については主に家庭学習にて取り組み，指定された期日までに提出すること。最終提出までに教員の

添削指導が数回にわたって行われるため，最終提出期限から逆算して計画的に取り組むことを勧める。 

・模擬保育の実施に向け，各自分担をして事前準備に取り組む。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション【主：加藤・明本，増原】 

保育における表現活動➀（グループワーク／ICT）：保育所・幼稚園・認定こども園における表現活動の事例と小学校

の教科等のつながりを、PC を用いて調査する。調査内容をワークシートにまとめる。 

2) 保育における表現活動②（グループワーク／ICT）【主：加藤・明本，増原】 

調査した内容を発表する。各グループの発表を聴き、保育所・幼稚園・認定こども園における表現活動の事例と小学

校の教科等のつながりをワークシートにまとめる。 

3) 保育の構想・指導案の作成①（グループワーク）【主：増原，補：加藤，明本】 

各グループで造形表現、音楽表現または言語表現それぞれを主の活動とし、他の表現の要素を加味した表現活動を構

想し、子どもの発達や興味・関心に応じた指導案を作成する。 

4) 指導案の作成②（グループワーク）【主：増原，補：加藤，明本】 

作成した指導案の内容を指導に基づいて検討・修正する。 

5) 模擬保育の準備（グループワーク）【主：増原，補：加藤，明本】 

指導案の内容に応じて、模擬保育に必要な用具・材料、楽器等を準備する。模擬保育にむけて事前準備および練習を

する。 

6) 模擬保育①（グループワーク／ICT）【主：増原，補：加藤，明本】 

グループごとに模擬保育を行う。 

7) 模擬保育②（グループワーク／ICT）【主：増原，補：加藤，明本】 

グループごとに模擬保育を行う。 

8) まとめ【主：増原，補：加藤，明本】 

他グループからの評価を参考に自己評価を行い，模擬保育の振り返りをする。 

授業全体の振り返りを行う。 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル社 

上野奈初美編著『表現指導法 感性を育て、表現の世界を

拓く』萌文書林 

実習運営委員会『2022 年度版 実習ガイドブック』 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 100％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

  



[フィードバックの方法] 

 表現活動後のワークシートにコメントを記述する。 

 指導案は第 3・4 回に提出されたものを添削する。 

 模擬保育の様子は 8 回目にコメントをする。 

[備考] 平常点評価の内訳については、初回のオリエンテ

ーションで伝える。 

  

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-A-10-39 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

保育内容（言葉） 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

増原 真緒 

 授業の回数  8 回  時間数(単位数）  1 単位  配当    1 セメスター 幼免必修／資格必修 

☑ 実務経験 元保育士の経験から，「言葉」に着目した保育内容の構造や計画と実践についてお伝えします。 

[授業の目的・ねらい]  

① 保育・教育における領域「言葉」のねらい及び内容について理解した上で，主体的かつ対話的な関わ

りを意識した保育における言葉の指導法を身に付ける。 

② 子どもの言葉を豊かにする児童文化財の活かし方と実践について知識を深め，言葉遊びの指導・実践

するための力を身に付ける。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]  

担当教員による講義および演習を基に，学生自身が実践的に言語表現技術および児童文化財について学びを深め，それ

らを活用した指導案作成や模擬実践に取り組む形で授業を構成する。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

① 子どもに対する保育者の援助や言語表現技術について理解し，主体的かつ対話的な関わりを意識して言語表現を用い

た実践にあたることができる。 

② 子どもの言葉を豊かにする児童文化財の活かし方と実践について知識を深め，指導案の作成および保育における言葉

遊びの指導・実践に活かすことができる。 

[準備学習の内容] 

 第 3 回で指導案の作成をしますが，教員による添削指導および学生自身の修正作業は授業外の時間に個別に行います。

提示された最終提出日に間に合うよう計画的に作成および修正作業に取り組んでください。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1） ガイダンス：領域「言葉」とは(確認) 

  言語表現技術の習得：絵本の役割と活用の実践（種類，その意義と活用方法） 

2）言語表現技術の向上①（ゲストスピーカー） 

 …わらべうたの実践 

3）「言葉」に着目した指導案の作成方法 

保育における導入 

4）指導案の作成 

5）言語表現技術の向上② 

 …手遊び，音と声を使ったふれあい遊びと身体遊び 

6）作成した指導案に基づいた模擬保育の実施① 

7）作成した指導案に基づいた模擬保育の実施② 

8）作成した保育指導案を他者とディスカッションし，記述方法と内容の検討から理解を深める。 

 〈グループワーク・ディスカッション〉 

まとめ：言葉遊びについての指導案と保育の展開の実際（最終レポート） 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

『2022 年度版 実習ガイドブック』 

文部科学省（2018）『幼稚園教育要領解説』フレーベル館 

「幼児と言葉」でまとめた資料ファイル 

その他，適宜資料を配布する。 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 60 ％） 

・到達度の確認 （ 40 ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

小櫃智子ほか（2017）『実習日誌・実習指導案パーフェクト

ガイド』わかば社 

[フィードバックの方法] 

・指導案は第 3 回に提出されたものを個別に添削指導すると

ともに，第 8 回において評価および作成ポイントについて

コメントする。 

・模擬保育については第 7 回の実施後にコメントをする。 

[備考] 

〇平常点：取り組み姿勢（10％） 

     授業内課題の提出と内容（50％） 

〇到達度の確認：模擬保育（10％） 

総合レポート（30％） 

 以上を総合して評価を行う。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
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保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

教育課程論 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

小山 優子 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     2 セメスター 幼免必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

保育の実践上、必ず理解しておかなければならない、保育の全体計画である教育課程の編成意義とその

内容を知り、それに基づいて指導計画におろしていく視点を身につける。指導計画については、年間計画・

期間計画・月案などの長期的な指導計画や、週案・日案などの短期的な指導計画などの種類を理解した上

で、保育実習・教育実習において学生自身が立案する部分指導案や日案の書き方を知り、自分なりに書い

てみることができることが授業のねらいである。また、計画、実践、評価の過程を通して、カリキュラム・

マネジメントの方法を理解することを目的とする。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]  

保育所・幼稚園・認定こども園における教育課程や全体的な計画、指導計画について理解し、計画と評価について学ぶ。保育のカ

リキュラムの基本となる教育課程と指導計画の関係性を理解した上で指導計画の立案の意義や書き方について学ぶ。特に、指導計画

については、短期的な部分指導案や日案、週案、月案についての書き方やその意義を具体的に理解し、指導計画作成の技能も身につ

ける。また、指導計画の立案と記録の取り方、子どもの評価や保育者自身の自己評価の方法について学び、保育実践の質向上のプロ

セスを学ぶ。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

(1) 教育課程の意義及び編成方法に関する理解を深め、幼稚園教育要領・保育所保育指針の位置づけや変遷、特徴を説明

できる。 

(2) 幼稚園・保育所における教育課程・全体的な計画の具体的展開を知り、授業開発や保育の展開を想定した指導計画の

作成の視点を身につける。 

[準備学習の内容] 

1 年の 1 セメスターに開講されている保育に関する基本的な事項を理解しておくことが必要となる。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 教育課程・全体的な計画とは、教育課程編成の意義 

2) 教育目的・教育目標・教育方法と教育課程編成 

3) 幼稚園・保育所・認定こども園における教育課程・全体的な計画の編成方法 

4) 指導計画の作成の意義、指導計画の作成方法 

5) 幼稚園・保育所における長期的な指導計画（月案・期間計画・年間計画） 

6) 幼稚園・保育所における短期的な指導計画（部分指導案・日案・週案） 

7) 実習日誌・保育日誌・実践記録の書き方、保育記録の運用 

8) 教育課程・指導計画の評価とカリキュラム・マネジメント 

試験）筆記試験、レポート [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

北野幸子・小山(小野)優子『乳幼児カリキュラム論』建帛社

2010 年 

『幼稚園教育要領解説』、『保育所保育指針解説』 

【授業内評価】 

・平常点評価  （   ％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（ 70 ％） 

・レポート（ 30 ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

参考文献などは授業の中で適宜提示するとともに、必要に応

じてプリントなどを配布する。 

[フィードバックの方法] 

筆記試験について、正答を試験期間終了後に開示する。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。
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保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

教育実習指導Ⅰ 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

実習 

 授業担当者 

舟越 美幸 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     2 セメスター 幼免必修 

☑ 実務経験 保育者として勤務した経験から、幼児教育に大切な視点を伝えます。 

[授業の目的・ねらい]  

・実習の目的や内容を理解し、実習に臨む心構えや表現技術を身につける。 

・実習日誌の記録から、子どもの姿の理解や保育の計画への繋がりについて説明できるようになる。 

・指導案の作成の方法を知り、立案に活かすことができるようになる。 

主に対応するＤＰ 

5 

[授業全体の内容の概要]  

① 実習の目的・概要を理解し、実習への課題や達成方法を明確にする。 

② 学んだ保育技術を参考に、グループで指導案を作成し、実践する。 

③ 立案した指導案から新たな課題を見つけ、深化させる。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

・幼稚園実習の意義や目的、内容について説明できる。 

・幼稚園教育において育みたい子どもの姿を理解し、子どもの主体的な生活や学びが実現できるよう、指導場面を想定し

た保育方法を実践できる。 

・実践した指導案を基に、改善する方法について説明できる。 

[準備学習の内容] 

・指導案作成のため、子どもが好きな遊び・手遊び・絵本などを事前に調べておくことを求めます。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 幼稚園実習ガイダンス 

  ・幼稚園実習の意義と目的、実習の時期と内容、幼稚園の社会的役割・幼稚園教諭の役割 

・幼稚園教育要領解説を基に、自分の課題を整理する。 

・保育実習Ⅰａ（保育所）の保育者の姿から、言語的環境の重要性について振り返る。 

2) 環境を通して行う幼児の自発的な遊び 

  ・保育実習Ⅰａ（保育所）の実習日誌から環境と生活・遊びのつながりを考える。 

3) 子どもの姿を理解することから始まる保育の方法  

・保育実習Ⅰａ（保育所）の実習日誌から、「子どもの姿」を考える。 

・指導案作成の方法について学び、・模擬保育と指導案と見比べることで立案のポイントを理解する。 

4) マジックシアターとスリーヒントクイズ 

  ・作成したマジックシアターに合わせ、スリーヒントクイズを作成する。 

5) マジックシアターとスリーヒントクイズを用いた指導案  (グループワーク) 

  ・グループ内で役割分担について話し合い、指導案の作成を行う。・子どもを惹きつける表現方法について学ぶ。 

6) 指導案による実践① （フィールドワーク） 

  ・外部施設にて、作成した指導案を用い実践する。 

7) 指導案による実践②（ディスカッション） 

  ・実践した内容を基に、個々に省察しグループ内で話し合う。 

8) 実習に向けて「個人票」と「実習課題と取り組み」を作成する。 

  ・「個人票」と「実習課題と取り組み」の作成方法について学び、 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

・「幼稚園教育要領解説」文部科学省 

・「実習ガイドブック」 実習運営委員会 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 100％ ） 

・到達度の確認 （   ％ ） 

・実技・作品発表（    ％ ） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） [参考文献] 

 

[フィードバックの方法] 

・提出された課題について授業内で解説したり、添削したり

することで、フィードバックを行う。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
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保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

特別支援教育論 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

原 広治 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     2 セメスター 選択必修/幼免必修 

☑ 実務経験  特別支援教育の実践や教育行政の経験を活かし、子どもと周囲のヒトモノコトとの関係から論ずる。 

[授業の目的・ねらい]  

 特別支援教育を進めていくうえで必要な子ども理解と指導･支援の実際について総論的に理解し、基礎

的内容を説明できる。また、保護者をはじめ関係する諸機関との連携の重要性がわかり、そのための実践

が提示（提案）できる。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]  

 障碍だけでなく、特別な教育的ニーズのある子どもに対する尊厳を重視したかかわりや指導･支援の在り方を、講義と

演習により概観するとともに、実際の教育現場での観察をとおしてインクルーシブ教育への理解を深める。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

 特別な教育的ニーズやインクルーシブ教育について解説できるともに、子どもや保護者にかかわる際の配慮事項（重要

事項）を、具体的な例を示しながら説明できる。 

[準備学習の内容] 

 障碍や障碍のある人に関する新聞･雑誌記事（最近のもの）を切り抜き、要約するとともに、それに対する自らの意見･

感想を 300～400 字程度にまとめておくこと。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 障碍のある子どもの保育の歴史的変遷と障碍児施策 

2) 発達と障碍の捉え直しと支援の視点 

3) 障碍のある子どもへのかかわり①（グループワーク） 

4) 障碍のある子どもへのかかわり②（グループワーク） 

5) 障碍のある子どもへのかかわり③（プレゼンテーション、ディスカッション） 

6) 障碍のある子どもへのかかわり④（プレゼンテーション、ディスカッション） 

7) 様々な障碍の理解と配慮①（グループワーク） 

8) 様々な障碍の理解と配慮②（グループワーク） 

9) 様々な障碍の理解と配慮③（プレゼンテーション、ディスカッション） 

10) 様々な障碍の理解と配慮④（プレゼンテーション、ディスカッション） 

11) 発達障碍のある子どもの理解と援助 

12) 一人一人に応じた保育計画 

13) 職員間の協働･同僚性と他機関との連携 

14) 就学支援と学校との接続 

15) 授業全体のまとめ 

試験）レポート（ポートフォリオ） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

最新保育講座 15「障害児保育」（ミネルヴァ書房） 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 20 ％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（ 80 ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

シリーズ発達と障害を考える本（ミネルヴァ書房） 

障碍のある子とともに歩んだ 20 年（ミネルヴァ書房） 

[フィードバックの方法] 

レポート課題の解答ポイントを、試験期間終了後に示す。 

[備考] 

全授業の終了後に提出するレポート：80％、授業で作成

するポートフォリオや授業への積極性（講義や演習、観察

に向かう姿勢等）：20％ で評価する。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

保育・幼児教育学科 

1-B-10-30 

 



授業のタイトル（科目名） 

調理実習 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

永見 葉子 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     2 セメスター 選択必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

専門的知識と技能の下に、子供の発達における食の重要性が説明できると共に保育士として必要な衛生管

理が実習中実践できる。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]  

離乳食、アレルギー対応食、行事食、おやつ作り大量調理における衛生管理について調理実習を通して理解させる。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

① 幼児にとって安全で適正な食の提供（サイズ、物性、衛生管理、アレルギー対応等）を意識して調理に反映できる。 

② 行事食の献立を大量調理という観点、コスト、栄養バランスを意識して作成できる。 

[準備学習の内容] 

行事食の献立の授業の際、献立作成及び食材調達を 1 週間で準備する。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

１）調理実習中の注意事項、衛生管理、食材の切り方。献立の基本的な考え方と郷土食の献立作成。 

２）おやつの意義 

３）保育所でよく出るおやつを作ってみよう 

４）離乳食の必要性、調理法について、注意点 

５）離乳食前期・中期・後期 

６）幼児期の食生活と栄養 

７）保育園の基本献立（中級） 

８）食事摂取基準と食品構成、食品の選び方 

９）保育園の基本献立（上級） 

１０）行事食を通じて食生活や食文化について、盛り付けや調理の工夫を学習 

１１）行事食の調理・盛り付け 

１２）アレルギー対応やアナフィラキシーショックについて、 

１３）代替え食材の選択についてと栄養の偏りをなくす方法について 

１４）食生活や食文化、郷土食について 

１５）郷土食の献立作成・買い出し・調理・盛り付け 

試験）筆記試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

「子どもの食と栄養」 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  50％ ） 

・到達度の確認 （   ％ ） 

・実技・作品発表（   ％ ） 

・筆記試験（  50％ ） 

・レポート（   ％ ） 

・実技試験（   ％ ） 

・面接試験（   ％ ） 

[参考文献] 

「あんしん、やさしい離乳食離乳食オールガイド」「元気な子供を育

てる！保育園の食事&健康だより」 

[フィードバックの方法] 

筆記試験について、個別に評価しコメントをつけ返却。 

[備考] 

筆記試験についてはレポートタイプのものとする。 

いきいきプラザ島根 調理実習室にて実施します。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-A-10-53 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

子どもの造形表現 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

加藤 友彦 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     2 セメスター 選択必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

子どもの育ちを支える人となるために、造形の知識に基づき、主題、表現材料・表現技法に応じて心豊

かに表現できる。作品を鑑賞して表現のよさや工夫を感じ取ることができる。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]  

表現と鑑賞の活動を通して、感性を磨き、表現技能を習得し、表現のよさを感じ取る。個人とグループで、表現材料や

表現技法に応じた様々な表現を行う。作品を展示したのち、鑑賞し、表現と鑑賞の活動をレポートにまとめる。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

・主題、表現材料・表現技法の特性に応じて表現できる。 

・表現のよさや工夫を感じ取り、記述し、話し合い、発表できる。 

・表現活動と鑑賞活動を通して、表現の意義を考察することができる。 

[準備学習の内容] 

事前に活動に必要な用具類を伝えるので、初回までに準備する。表現活動によっては、事前のアイデアスケッチをす 

る。授業時間外で制作の準備で演習室を使う場合は教員に連絡をして承諾を得ること。平面作品は、空きコマに展示の準

備をする。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション：授業の概要を把握する。 

 絵具の表現：ゆびえのぐを用いて、フィンガーペインティングの技法で抽象的に表現する。テーマは即興で考える。制

作工程は記録する。 

2) 固形の描画材と絵具の表現：クレヨンとポスターカラーを用いて、バチックの技法で写実的に表現する。事前にアイ

デアスケッチをしてテーマを考える。制作工程は記録する。 

3) モダンテクニックの表現：ポスターカラーを用いて、モダンテクニックの技法でデザイン的に表現する。事前にアイ

デアスケッチをしてテーマを考える。制作工程は記録する。 

4) 紙素材を用いた表現〈グループ〉：様々な紙素材を用いて、はり絵の技法で装飾的に表現する。事前にアイデアスケ

ッチをしてテーマを考える。制作工程は記録する。 

5)粘土を用いた表現：軽量紙粘土を主に用いて、他の材料も取り入れて立体的に表現する。事前にアイデアスケッチをし

てテーマを考える。制作工程は記録する。  

6)人工素材を用いた表現〈グループ〉：カラービニールを主に用いて、他の材料も取り入れて立体的に表現する。事前に

アイデアスケッチをしてテーマを考える。制作工程は記録する。 

7) 平面作品を展示する。 

 鑑賞：展示した作品を鑑賞し、感じ取ったことをワークシートに記述し、話し合い、発表する。 

8) 造形Ⅱのまとめ：造形Ⅱの活動を振り返り、記録した制作工程の画像と完成作品の画像を用いたレポートを作成する。 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

 なし。レジュメを配布する。 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  30％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（  70％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

 樋口一成編著『幼児造形の基礎』萌文書林 

[フィードバックの方法] 

 鑑賞活動で作品についてコメントする。 

 レポートにコメントを付して返却する。 

[備考] 

評価の詳細については初回の授業で伝える。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-A-10-62 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

音楽Ⅰb（理論・声楽） 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

明本 遥 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     2 セメスター 選択 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

子どもの遊びとその心を豊かに発展させるために、子どもたちにとって身近な「歌」に着目し、歌唱をと

おした音楽表現を養う。楽譜の理解のために必要な基礎的な音楽理論を並行して行う。また、保育・幼児

教育の現場で使われる歌唱を複数曲歌うとともに簡易な伴奏をすることができる。 

主に対応するＤＰ 

4 

[授業全体の内容の概要]  

読譜に必要な基礎的音楽理論や声楽の技術を習得し、保育現場でよく使われる歌唱を歌うとともに簡易な伴奏を行うこと

ができる。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

読譜のための基礎的な音楽理論や用語などを説明することができるとともに、保育・幼児教育の現場で使われる歌唱を複

数曲歌うことができる。 

[準備学習の内容] 

毎回の授業で行う歌を覚えてくること。歌唱の際、伴奏をすることができるよう配布された楽譜の練習を各自、授業外で

行うこと。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション 

  音楽理論の復習/発声法 

2) 楽譜の読み込み/歌唱の実践「春がきた」 

3) 楽譜の読み込み/歌唱の実践「かたつむり」 

4) 楽譜の読み込み/歌唱の実践「たなばたさま」 

5) 中間発表（グループ発表） 

6) 楽譜の読み込み/歌唱の実践「夕やけこやけ」 

7) 楽譜の読み込み/歌唱の実践「おぼろ月夜」 

8) 実技試験に向けた練習 

試験）実技試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

適宜、プリントを配布する。 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  20 ％） 

・到達度の確認 （  20 ％） 

・実技・作品発表（  30 ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（ 30 ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

『楽典 理論と実習』音楽之友社 

『こどものうた 200』チャイルド本社 

『こどものうた』野ばら社 

『歌唱共通教材』文部科学省 

[フィードバックの方法] 

提出された課題について、次回授業時にフィードバックを行

う。中間発表終了後に振り返りを行う。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-B-40-77 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

音楽Ⅱb（器楽） 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

明本 遥 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     2 セメスター 選択 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

子どもの豊かな感性と表現力を引き出すために、幼稚園教員や保育者として身につけておくべき基礎的な

ピアノ技術を習得する。 

主に対応するＤＰ 

4 

[授業全体の内容の概要]  

習熟度に応じた個別レッスンを展開する。ピアノの基礎技術の習得を図りながら、歌唱共通教材や『こどものうた』等で

扱われるような曲の簡易版の弾き歌いを行う。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

ピアノの基礎技術を習得し、ピアノ曲の演奏と弾き歌いができる。 

[準備学習の内容] 

事前に指定される課題について、授業時間外で十分に練習を行ったうえで授業に臨むこと。また、練習状況を記録し、自

分の状況を自覚しながら学習を進めること。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション 

  バイエル 55～59/「虫の声」伴奏 

2)バイエル 60～66/「虫の声」弾き歌い 

3) バイエル 67～74/ 「森のくまさん」伴奏 

4) バイエル 75～79/「森のくまさん」弾き歌い 

5) 中間発表会（ピアノ曲と弾き歌い） 

担当教員による講評および受講生同士の振り返り 

6) バイエル 80～85/ 「世界中のこどもたちが」伴奏 

7) バイエル 86～90/「世界中の子どもたちが」弾き歌い 

8) バイエル 86～90/実技試験に向けて 

試験）実技試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

『標準バイエルピアノ教則本』全音楽譜出版 

『ポケットいっぱいのうた 実践子どものうた 簡単に弾け

る 144 選』教育芸術社 

適宜、個人の習熟度に合わせて様々なテキストを薦める。 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 20 ％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（ 30 ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（ 50 ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

『こどものうた』チャイルド本社 

『ブルグミュラー25 の練習曲集』全音楽譜出版社 

[フィードバックの方法] 

毎回の授業において受講者の課題に対するフィードバックを

行う。発表会では講評および振り返りを行う。 

[備考] 

実技試験はピアノ曲と弾き歌いと実施します。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-B-40-79 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

地域実践演習Ⅰ 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

堅田弘行・川内紀世美・余村望 

 授業の回数  8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     1 セメスター 卒業必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

・地域の事業所へボランティアとして参加し、そこでの交流や実践を通して活動の意義を説明できる。 

・ボランティア活動に参加し、保育者を目指す者として DP1 と DP2 に根差した学習を目指す。 

主に対応するＤＰ 

1+2 

[授業全体の内容の概要]  

・放課後等デイサービスを選択し、参加計画を立案し、役割を認識する。 

・実際にボランティアとして日常の保育に参加し、その活動内容や意義をまとめる。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

・ボランティアに参加し、活動の意義を言語化することができる。 

・ボランティアに参加し、活動の成果をわかりやすく発表することができる。 

[準備学習の内容] なし 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 授業ガイダンス（ボランティアの心得・放課後等デイサービスについて）（6/24 1限） 

2) 障がいの理解（7/1 1 限） 

3) 活動計画の立案（7/15 1限） 

4) ボランティア活動への参加（8/1～9/2）（授業日を除き 2h 以上） 

5) ボランティア活動への参加（8/1～9/2）（授業日を除き 2h 以上） 

6) ボランティア活動への参加（8/1～9/2）（授業日を除き 2h 以上） 

7) ボランティア活動報告書の作成（9/9 3 限） 

8) ボランティア活動報告会（9/14 3 限） 

試験）レポート [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

なし 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  20％） 

・到達度の確認 （  20％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（  60％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

なし 

[フィードバックの方法] 

試験終了後、評価のポイントを示す。 

[備考] 

ボランティア活動は連続または合計 6 時間以上行う。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-B-12-80 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

地域実践演習Ⅱ 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

堅田弘行・川内紀世美・余村望 

 授業の回数  8 回  時間数(単位数）  1 単位  配当    2 セメスター 卒業必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

＜ボランティア活動が実施できる場合＞ 

・児童福祉や幼児教育を対象としたボランティア活動への参加と交流を通してコミュニケーション力を身

に付ける。 

・ボランティア活動に参加し、そこでの交流や実践を通して活動内容とその意義を説明できる。 

・ボランティア活動に参加し、保育者を目指す者として DP1 と DP2 に根差した学習を目指す。 

 

＜ボランティア活動が実施できない場合＞ 

・地域実践演習Ⅰで抽出した「教育・保育課題」に対してその要因について説明できる。 

・「教育・保育課題」に対する対応方法について具体的な見通しを説明できる。 

主に対応するＤＰ 

1+2 

[授業全体の内容の概要]  

＜ボランティア活動が実施できる場合＞ 

・保育ボランティアを対象に、参加計画を立案し、役割を認識する。 

・実際にボランティア活動に参加し、その目的、活動内容、組織、運営、意義等についてまとめる。 

 

＜ボランティア活動が実施できない場合＞ 

・各自のテーマに基づき、グループ研究を行なう。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

＜ボランティア活動が実施できる場合＞ 

・ボランティアに参加することで、その理念、構造、成果について説明することができる。 

 

＜ボランティア活動が実施できない場合＞ 

・「教育・保育課題」とその解決のための方法や見通しについて他者にわかりやすく説明できる。 

[準備学習の内容] なし 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

＜ボランティアが実施できる場合＞ ＜ボランティアが実施できない場合＞ 

1) 授業ガイダンス／ボランティア計画の立案 1)抽出した課題を「保育の対象」「保育の本質」「保育の内

容」「保育の方法」に類別し、その周辺領域を調べる。 

2) ボランティア活動への参加 2) 文献研究を行ない、グループへの報告とディスカッショ

ンを行う。 

3) ボランティア活動への参加 3) 文献研究を行ない、グループへの報告とディスカッショ

ンを行う。 

4) 日本ボランティア学会島根県大会への参加 4) 日本ボランティア学習学会島根県大会への参加 

5) 日本ボランティア学会島根県大会への参加 5) 日本ボランティア学習学会島根県大会への参加 

6) 日本ボランティア学会島根県大会への参加 6) 日本ボランティア学習学会島根県大会への参加 

7) 日本ボランティア学会島根県大会への参加 7) 日本ボランティア学習学会島根県大会への参加 

8) ボランティア活動報告会 8)活動報告会 

試験）レポート [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

なし 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  20％ ） 

・到達度の確認 （  20％ ） 

・実技・作品発表（   ％ ） 

・筆記試験（   ％ ） 

・レポート（  60％ ） 

・実技試験（   ％ ） 

・面接試験（   ％ ） 

[参考文献] 

なし 

[フィードバックの方法] 

試験終了後、評価のポイントを示す。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
1-B-12-81 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

キャリアアップ教育Ⅰ 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

加藤 友彦 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     1 セメスター 卒業必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

 社会に貢献できる人となるために、社会人として必要な知識、教養、コミュニケーション力、人間性を

身につける。 

主に対応するＤＰ 

5 

[授業全体の内容の概要]  

キャリア教育の第 1 段階と位置づけ、キャリア教育における基礎的・汎用的能力のうち、主に人間関係形成・社会形成

能力と自己理解・自己管理能力を育成する。協同して課題解決に臨むことを通して、新しい出会いから始まる人間関係を

築く。自己理解に基づいたキャリアデザインを考える。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

①自己理解を深めことができる。 

②他者と協同する姿勢を育て、コミュニケーション能力を伸ばすことができる。 

③労働に関する知識を深め、労働の意義について考えることができる。 

④就職や進学を想定した事業所や学校等を調べ、まとめることができる。 

⑤自己理解に基づいたキャリアデザインを考えることができる。 

[準備学習の内容] 

各回の予習課題を行ってから学習に臨む。予習課題は事前に予告する。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション：授業の概要を把握する。 

自己理解①：自覚している自分の長所や強みをワークシートに記述する。 

進路就職希望調査①：調査票に記入・記述する。 

2) 自己理解②〈グループワーク〉：グループに分かれ自己紹介をしながらコミュニケーションをとる。自覚していなか

った自身のよさに気づき、発見した自分の長所や強みをワークシートに記述する。 

3)自己理解➂〈ゲストスピーカー〉：キャリアコンサルタントの方の話を聴き、自己理解を深め、ワークシートにまとめ

る。 

4)労働法①〈グループワーク〉：労働法をもとに身近な労働問題を考え、ワークシートにまとめる。 

5)労働法②〈ゲストスピーカー〉：社労士の方の話を聴き、労働についての知識を深め、ワークシートにまとめる。 

6) 事業所研究①：保育や教育に関わる施設の種類を調べ、ワークシートにまとめる。 

7) 事業所研究②：就職希望先や進学希望先を調べ、ワークシートにまとめる。 

8) キャリアップ教育Ⅰのまとめ：ワークシートの記述をもとに、キャリアデザインを考え、レポートにまとめる。 

進路就職希望調査②：前回の調査から変更があれば、調査票に記入・記述する。 

試験）  [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

 なし。 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 100 ％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

 なし。 

[フィードバックの方法] 

 発表時と最終授業時にコメントする。 

[備考] 

 平常点評価の内訳は初回に詳しく伝える。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-PC-50-82 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

キャリアップ教育Ⅱ 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

加藤 友彦 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     2 セメスター 卒業必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

社会に貢献できる人となるために、社会人として必要な知識、教養、コミュニケーション力、人間性を

身につける。 

主に対応するＤＰ 

5 

[授業全体の内容の概要]  

 キャリア教育の第 2 段階と位置づけ、キャリア教育における基礎的・汎用能力のうち、主にキャリアプランニング能力

を育成する。職業人の課業の考察と企業研究を通して職業観を培う。自己理解と職業理解に基づき、就職先や進学先を想

定した履歴書を作成し、キャリアデザインを考える。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

①専門職の課業について理解を深めることができる。 

②就職先や進学先を調べ、概要をまとめることができる。 

③就職先や進学先を想定して、自己ＰＲと志望動機を考え、履歴書を作成することができる。 

④就職先や進学先を想定したキャリアデザインを考えることができる。 

[準備学習の内容] 

・就職希望先、進学希望先は複数考えておく。 

・履歴書作成前には、自身の大学入学前の学歴や職歴、資格を把握しておく。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション： 授業の概要を把握する。 

職業理解①：自身の社会人基礎力を自己分析し、ワークシートにまとめる。 

2) 職業理解②：保育者の課業をワークシートにまとめる。 

3) 職業理解③〈ゲストスピーカー２名〉：現役の保育者（本学科卒業生）の話を聴き、感想等を記述する。 

4) 企業等究①〈ＰＣ使用〉：就職先や進学先を想定し、その概要を事業所や学校等の HP、過年度の求人票などから調べ

る。 

5) 企業研究②：想定した就職先や進学先の概要をワークシートにまとめ、次年度の就職や進学に向けた計画を立て、ワ

ークシートに記述する。 

6) 履歴書①：履歴書の記入・記述事項を確認し、自己理解に基づいた自己ＰＲの文章と就職先や進学先を想定した志望

動機の文章を考える。 

7) 履歴書②：履歴書に自己ＰＲ、志望動機を加えて、就職先や進学先を想定した履歴書を作成する。 

8) キャリアアップ教育Ⅱのまとめ：ワークシートの記述をもとに、キャリアデザインを考え、レポートにまとめる。 

 学習の振り返りを行う。 進路就職希望調査③：前回の調査から変更があれば、調査票に記入・記述する。 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

 なし。 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 100 ％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

 なし。 

[フィードバックの方法] 

  履歴書はコメントを記して返却する。 

 

[備考] 

 平常点評価の内訳は初回に詳しく伝える。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-PC-50-83 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

保育基礎ゼミⅠ 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

橋本祐治・余村望・加藤友彦・ 

川内紀世美・舟越美幸・堅田弘行・ 

増原真緒・明本遥 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）  1 単位  配当    1 セメスター 卒業必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

 前半は、入学前学習で取り組んだ課題を元にレポートの書き方を身に付けるとともに、レポート作成の

ために文献の内容を記録したノートの作成について学ぶ。後半は、グループ学習を通して、身の回りにあ

る保育・教育・子育て支援などに関する様々な考え方や捉え方を身に付ける。 

主に対応するＤＰ 

5 

[授業全体の内容の概要] 

 大学で自律的に学ぶことを見通し、基本的な学び方（課題に応じた情報や文献の検索、読解と内容の要約、レポートの

記述、ディスカッション等）を習得する。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

1．課題に応じた情報や文献を検索することができる。 

2．情報や文献を読解し、内容の要約やレポートを作成するとともに授業ノートを作成することができる。 

3．保育・幼児教育学科で学ぶ内容に興味関心をもち、学びを見通すことができる。 

[準備学習の内容] 

・入学前学習で作成したスクラップノートを見直し、そこで考えたことや感じたことを振り返る。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) ガイダンス①：大学における学びとレポート作成の意義を理解する。 

 ・大学の授業で課されるレポートとは何か、レポートに対してどのように取り組むのかを理解する。 

2) レポート作成の注意事項と文献の種類を理解する。 

・文献の内容をどのようにレポートに記述するのかを学ぶとともに、レポート作成のルールを学ぶ。 

3) 入学前学習をもとにレポートを作成する。① 

 ・入学前学習をもとに指定された課題に対するレポートを作成する。 

4) 入学前学習をもとにレポートを作成する。② 

 ・作成したレポートの添削を元に、レポートに修正を加える。 

5）ノートの作成と情報収集の仕方について理解する。① 

 ・図書館の利用、文献検索の方法、情報収集の方法について理解する。 

6) ノートの作成と情報収集の仕方について理解する。② 

 ・文献を読み解く際に必ず押さえるポイントを理解する。・実際に文献を読み、実践する。 

7) ノートの作成と情報収集の仕方について理解する。③ 

・読み込んだ文献をノートに記録する方法を理解する。 

8) ガイダンス②：2 年間のゼミ授業の見通しとゼミ指導教員の紹介 

 ・「保育基礎ゼミⅠ･Ⅱ」「保育研究ゼミⅠ･Ⅱ」の講義概要を知り、卒業研究のための見通しを持つ。 

9）10) 11) 12) 13) 14) 15) 

・グループに分かれ、各教員の指定するテーマについてのディスカッション等を通して、身の回りにある保育・教育・

子育て支援などに関する様々な考え方や捉え方を身に付ける。 

試験）レポート（授業ノート） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

野田春美他『グループワークで日本語表現力アップ』(ひつじ書

房 2016) 

中坪史典他『保育・幼児教育・子ども家庭福祉辞典』（ミネル

ヴァ書房 2021） 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 70 ％） 

・到達度の確認 （ 15 ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（ 15 ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

戸田山和久『新版 論文の教室』ＮＨＫ出版 

『保育・福祉専門職をめざす学習の基礎－講義・実習・生活の

マナーを学ぶ－』生活技術教育研究会編，みなみ書房 



[フィードバックの方法] 

・提出された課題について、その都度授業内で解説したり、

コメントしたりしてフィードバックを行う。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  

1-S-50-86 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

保育基礎ゼミⅡ 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

橋本祐治・余村望・加藤友彦・ 

川内紀世美・舟越美幸・堅田弘行・ 

増原真緒・明本遥 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   1 単位  配当    2 セメスター 卒業必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

 子どもを取り巻く社会の仕組みを理解し、その課題やあり方について研究し、提案するために、 

 ・保育･教育・子育て支援に関する身の回りの現象や問題に気付き、児童福祉の課題として設定するこ

とができる。 

 ・設定した課題について、課題解決に向けた研究の方法を理解し、追求することができる。 

 ・卒業研究のテーマを設定し、研究の見通しをもつ。 

主に対応するＤＰ 

5 

[授業全体の内容の概要]  

第 8 回までは、研究するための方法やテーマ設定のために使用する技法について学ぶ。第 9 回以降は、各自が設定した

テーマ毎にゼミに分かれ、ゼミ指導教員が指導する。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

1．日常生活や他の授業科目の学習等の中から研究テーマを定めることができる。 

2．研究方法について検討し、計画を立てることができる。 

3．卒業研究計画書を作成し、他者にわかりやすく説明できる。 

[準備学習の内容] 

・継続的に保育・教育・子育て支援に関する情報を収集し、課題を設定して調べ学習を行う。(授業の前後各 2 時間) 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) ガイダンス：卒業研究計画書の作成と意義について理解する。／論証の方法を理解する。① 

・演繹的論証、帰納的論証、アブダクション、仮説演繹法、アナロジー 

2) 論証の方法を理解する。② 

 ・演繹的論証、帰納的論証、アブダクション、仮説演繹法、アナロジー 

3) 研究のアプローチと研究デザインの概要について理解する。 

4) 研究方法を理解する。① 

 ・量的アプローチについて理解する。 

5) 研究方法を理解する。② 

 ・質的アプローチについて理解する。 

6) 研究テーマの設定方法を理解する。① 

・マインドマップの作成と活用について理解する。 

7) 研究テーマの設定方法を理解する。② 

 ・BS 法と KJ 法及びその活用について理解する。 

8) 研究テーマとキーワードの設定をする。 

9） 

10) 

11)  ゼミ指導教員の指導により、先行研究等による文献研究と卒業研究計画書を作成する。 

12) 

13) 

14) 

15) ゼミ指導教員の指導により、卒業研究計画書を発表する。 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

中坪史典他『保育・幼児教育・子ども家庭福祉辞典』（ミネルヴ

ァ書房 2021） 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 60 ％） 

・到達度の確認 （ 30 ％） 

・実技・作品発表（ 10 ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） [参考文献] 

戸田山和久『新版 論文の教室』ＮＨＫ出版 

宮城重二『改訂 やさしい統計学 数式を使わない「エクセル」



併用書』光生館 

サトウタツヤ他編『質的研究法マッピング』新曜社 

関口靖広『教育研究のための質的研究法講座』北大路書房 

鈴木淳子『質問紙デザインの技法』ナカニシヤ出版 

[フィードバックの方法] 

・提出された課題について、その都度授業内で解説したり、コ

メントしたりしてフィードバックを行う。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

 

 

 

 

1-S-50-87 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

情報リテラシー演習 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

野田 哲夫 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当    3 セメスター 卒業必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

情報教育入門（１年生講義）で学んだコンピュータとソフトウェアの基礎知識を基に、保育・教育の現場

に出た際に使える技術・データ分析の方法等の習得を目標とします。 

主に対応するＤＰ 

4 

[授業全体の内容の概要] 

表計算ソフト（Microsoft Excel）による応用操作を中心に、ワープロソフト（Microsoft Word）、プレゼンテーション

ソフト（Microsoft PowerPoint）の応用方法について学びます。またインターネットの活用・課題についても学びます。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

・ ワープロソフト（Microsoft Word）を使ったレポート、報告書の作成（復習） 

・ 表計算ソフト（Microsoft Excel）を使ったデータベースの操作、統計分析 

・ ワープロと表計算ソフトを活用してプレゼンテーションソフト（Microsoft PowerPoint）を使った発表 

以上を総合的に活用してレポートや論文が作成し、報告ができることを目標とします。 

[準備学習の内容] 

ワープロソフト（Word）、表計算ソフト（Excel）、プレゼンテーションソフト（PowerPoint）、それぞれ教材用データ

を準備しておきますので、事前に収集・加工・編集などを行っておくことをお薦めします。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) インターネット応用知識、活用方法 

 インターネットの応用知識、またインターネットを利用する上での課題、セキュリティの問題について学びます。 

2) ワープロソフトの応用操作 

Microsoft Word を使った応用操作について 1 年生（情報教育入門（機器操作を含む）で学んだ内容を基に復習・理解し、

具体的なデータを使って処理方法について学ぶ。 

3) 表計算ソフトの応用操作 

Microsoft Excel を使った応用操作について 1 年生（情報教育入門（機器操作を含む）で学んだ内容を基に復習・理解し、

具体的なデータを使って処理方法について学ぶ。 

4) 表計算ソフトとデータベース  

Microsoft Excel 使ってデータベースとデータベースを使って検索・抽出、並べ替え等の操作について理解し、具体的な

データを使って処理方法について学ぶ。 

5) 表計算ソフトと統計分析 - １ 

一つの変数を使った基本統計量（平均・最大値・最小値・中央値・最頻値・分散・標準偏差等）についてその意味と算出

方法を理解し、具体的なデータを使って処理方法について学ぶ。 

6) 表計算ソフトと統計分析 - ２    

二つの変数の間の散布図・相関について学び、相関分析についてその意味（相関の正負・強弱が意味するところ）と算出

方法を理解し、具体的なデータを使って処理方法について学ぶ。 

7) 表計算ソフトと統計分析 – ３ 

二変数の回帰分析についてその意味（目的変数と説明変数を使って原因を推計する）意味と算出方法を理解し、具体的な

データを使って処理方法について学ぶ。 

8) プレゼンテーションソフトの基本操作 

Word、Excel のデータも活用した Microsoft PowerPoint の応用操作を 1 年生（情報教育入門（機器操作を含む）で学ん

だ内容を基に復習理解し、表計算ソフトで処理したデータを使った発表の練習を行う。 

試験）筆記試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

石村 貞夫 (著)『Excel でやさしく学ぶ統計解析 2019』（東

京図書）ISBN-13 : 978-4489023170 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  30％ ） 

・到達度の確認 （  20％ ） 

・実技・作品発表（   ％ ） 

・筆記試験（   50％ ） 

・レポート（   ％ ） 

・実技試験（   ％ ） 

・面接試験（   ％ ） [参考文献] 

矢野文彦 (監修)『情報リテラシー教科書 Windows 10/Office 

2019 対応版』（オーム社）ISBN-13 : 978-4274224447 

[フィードバックの方法] 

レポートについては、コメントを付けて返却する。 

筆記試験については、答案を返却し間違えた箇所を指摘、正

答を試験期間終了後に開示する。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています  
11-40-05 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

総合表現 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

加藤 友彦・明本 遥 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     4 セメスター 卒業必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

 子どもの豊かな心を育むために、造形、音楽、言語、身体に関する表現遊びを構想し、構想にもとづい

て「子どもの遊び場」を製作することで表現技術を身につける。「遊び場」を設営して子どもたちを招く

ことで発表とする。遊びの様子を報告し、振り返りをすることで、保育・幼児教育における表現を考察す

る。 

主に対応するＤＰ 

5 

[授業全体の内容の概要]  

 第 1 回～3 回で「子どもの遊び場」を構想する。第 4 回～9 回までは「遊び場」の製作を行う。第 10～13 回では、近

隣の子どもを招待し「遊び場」の発表を行う。第 14 回で振り返りを行い、第 15 回でまとめを行う。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

①表現遊びを題材に「子どもの遊び場」を考えることができる。（構想） 

②構想にもとづき、「遊び場」を製作し、模擬保育を通して改善点を見つけ、完成させることができる。 

③「遊び場」での保育を通して、子どもの様子を文書にまとめることができる。 

④振り返りを通して、自分たちが構想し製作した「遊び場」について文書にまとめることができる。 

⑤「子どもの遊び場」の活動を通して、保育・幼児教育における表現を考察することができる。 

[準備学習の内容] 

主体的な活動が求められる科目である。授業時間内でその時間内の課題が達成できない場合は、課外で自主的に活動し

て、次回までに準備を整える。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション：学習の見通しを持つ。 

事例研究〈グループ活動〉：造形、音楽、言語、身体表現に分かれたグループを編成し、子どもの表現遊びの事例を 

調べる。 

2) 構想①〈グループ活動〉：各グループで、これまでの大学での学び、事例研究、自分の経験等を踏まえて、子どもが

表現遊びを楽しむことができる「遊び場」を構想する。 

3）構想②〈グループ活動〉：各グループで、構想をもとに内容を検討する。※夏期休業中に準備を進める。 

4) 製作① 

5）製作②  〈グループ活動〉：構想にしたがい、各グループで「遊び場」の製作を行う。 

6）製作③           第 8 回の模擬保育までの製作の見通しをもって、計画的に活動する。 

7）製作④ 

8）模擬保育〈グループ活動〉：遊び場を設営し、模擬保育を行う。模擬保育の様子から、「遊び場」の改善点を見つけ 

る。 

9) 製作⑤〈グループ活動〉：改善点にもとづいて修正を行い、「遊び場」を完成させる。 

10）発表①〈グループ活動〉：遊び場を設営し、発表の準備をする。 

11）発表②〈グループ活動〉：それぞれの遊び場で保育を行い、子どもの様子から製作した「遊び場」の可否を確認す 

12）発表③         る。（子どもたちを招く） 

13）発表④〈グループ活動〉：設営した遊び場の片づけをする。次回までに、各遊び場での子どもの様子をまとめる。 

14〉振り返り：〈グループ活動〉：グループごとに、それぞれの遊び場での子どもの様子を報告する。報告を聞いて 

                気付いたことを話し合う。 

15）学習のまとめを行い、レポートを作成する。 

試験）  [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

 なし 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  60 ％） 

・到達度の確認 （  20 ％） 

・実技・作品発表（  20 ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

川勝泰介 編著『よくわかる児童文化』ミネルヴァ書房 

樋口一成 編著『幼児造形の基礎』萌文書林 

今泉明美 有村さやか 編著『子どものための音楽表現技

術』萌文書林 

[フィードバックの方法] [備考] 



 構想、製作の活動時に適宜コメントする。 

 振り返りでコメントする。 

評価の詳細は授業時に伝える。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

 

  

14-50-56 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

子ども家庭支援論 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

髙橋 憲二 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     3 セメスター 資格必修 

☑ 実務経験  元島根県立大学短期大学部教員の経験を活かし、家庭支援の理論と実践について講義する 

[授業の目的・ねらい]  

子ども家庭支援の理論や実践について学び、説明することができる。 

子どもと保護者の状況を理解し、子育てにやさしい保育者となる。 

保護者とよりよい関係をつくることを理解し、子育てを支える保育者となる。 

主に対応するＤＰ 

2 

[授業全体の内容の概要]  

本講義では、 子ども家族支援が必要とされる社会的背景と意義を概観した上で、 子ども家庭支援の構造と理念そしてソ

ーシャルワークの理論をふまえ、効果的な支援のあり方や今後の課題について考える。 とくに、家庭支援と子育て支援

双方の視点から、 保育者が行う家庭支援や地域の子育て支援の実践に着目し、 理論だけでなく、より具体的な支援方法

についても検討を加える 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

１． 社会福祉における子ども家庭支援の意義や目的について理解し、説明することができる。 

２． 子育てをめぐる現代的課題及び地域における子ども子育て支援施策について理解し、説明することができる。 

３． 在宅子育て家庭や社会的養護を要する家庭への支援の実際を学び、家庭生活をめぐる課題を理解し、説明すること

ができる。 

４．子ども家庭支援の諸理論や支援方法について理解を深めつつ、それらを身につけ、家庭支援や地域の子育て支援にお

いて実践できる 

[準備学習の内容] 

授業の終了時にリアクションペーパーやレポート課題を提示する。リアクションペーパーは講義終了 10 分前に記入し、

提出する。またレポートは指定された日までに提出する。提出されたレポートに対応して添削評価表として返却する。中

間テストをおこなう。事後学習 45 分。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 家庭支援の背景・意義・構造・理念・技術 教科書 2-16p   

リアクションペーパーの書き方の説明 リアクションペーパーの提出 

2) 子どもと家庭 家族の機能・親になるプロセス・子どもの居場所づくり 教科書 18-33p   

リアクションペーパーの提出 

3) 保育者による家庭支援 家庭支援における保育者の役割 家庭支援と保育者・保育指針などにおける家庭支援・保育

者の姿勢と倫理 家庭支援の対象 教科書 p34-42 リアクションペーパーの提出 

4）家庭支援の方法としての保育相談支援 保育相談支援とは 保育相談技術 保育相談支援の実際 日常保育・行事・

環境を活用した相談支援  教科書 43-58 添付資料：保育士の専門技術 リアクションペーパーの提出 

5) 特別なニーズを有する家庭への支援Ⅰ 対象家庭について その支援体制 障がいのある子どもと保護者への支援 

 教科書 60-65 リアクションペーパーの提出 

6) 特別なニーズを有する家庭への支援Ⅱ 虐待家庭・ひとり親家庭・外国籍の家庭への支援 p66-71 文章の書き方  

レポート課題：親たちの戸惑い 

7) 家庭への個別的支援 家庭支援の展開・援助計画の作成・評価と終結 教科書 p72-83 

 リアクションペーパーの提出 

8) 在宅子育て家庭への支援 在宅子育て家庭への支援と保育所等 地域の子育て支援拠点 特別なニーズをもつ親子へ

の支援  教科書 p84-103 中間テスト レポート課題：教育保育者の戸惑い  

9) 社会的養護を要する家庭への支援Ⅰ 家庭の特性と支援の姿勢 乳児院・児童養護施設 教科書 p106-113   

 リアクションペーパーの提出 

10) 社会的養護を要する家庭への支援Ⅱ 母子生活支援施設・障害児福祉事業・里親への支援 教科書 p114-121  

 レポート課題：施設実習で感じたこと 

11) 子ども家庭支援に関わる法・制度  条約 法律 計画など 教科書 p122-135   

 リアクションペーパーの提出 

12) 子どもと家庭を支える機関と人 児童相談所・児童家庭支援センター・児童民生委員・子育て支援団体  

教科書 p136-169  レポート課題：じょうほく寺子屋と子どもの居場所づくり 

13) 家庭支援や地域の子育て支援の実際Ⅰ 保育所における子どもの虐待への支援事例 教科書 190-195 

 グループワーク：事例検討 



14) 家庭支援や地域の子育て支援の実際Ⅱ 障がいのある子どもの事例 教科書 196-199   

グループワーク：事例検討 

15)子どもと家庭を支援する事業 事業の類型 健康を守る 入所児童のニーズに応じた保育事業 多様なニーズに応じ

た保育事業 学童期の家庭支援サービス 特別なニーズを有する家庭を対象とした支援事業 相互扶助システムづく

り 教科書 170-185 授業のまとめ  

試験）筆記試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

よくわかる家庭支援論 編者 橋本真紀・山縣文治 発行所 

ミネルヴァ書房 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  40％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（  60％ ） 

・レポート（   ％ ） 

・実技試験（   ％ ） 

・面接試験（   ％ ） [参考文献] 

 

[フィードバックの方法] 

毎回授業の終了時にリクションペーパーの提出を求める。レ

ートについては後日評価書を後日に返却する。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。

 

  

12-12-15 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

保育ソーシャルワーク 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

髙橋 憲二 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     4 セメスター 資格必修 

☑ 実務経験  元島根県立大学短期大学部教員としての経験を活かし、保護者とのコミュニケーション技術について講

義しグループワークを通して実践する。 

[授業の目的・ねらい]  

保育者として求められる保育ソーシャルワークの背景と意義を踏まえつつ、保育ソーシャルワークの理論

や実践について学ぶ。また、保育ソーシャルワーカーとしての姿勢・技術を学ぶことにより保護者とより

よい関係をつくる保育者となる 

主に対応するＤＰ 

1＋2 

[授業全体の内容の概要]  

保育ソーシャルワークが必要とされる社会的背景と意義を概観した上で、 ソーシャルワークの理論や実践をふまえ、効

果的な支援のあり方について考える。 とくに、ソーシャルワークの代表的な技法から理論的な枠踏みを理解し、具体的

な支援の展開を考えていくとともに、保育ソーシャルワーカーとしての姿勢・技術を学び、実践する 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

１．社会福祉における保育ソーシャルワークの意義や目的について理解し、説明できる 

２．保育ソーシャルワークの理論と実践について理解を深め、説明できる 

３．ソーシャルワーク技法を学び、保育現場における具体的な支援技術を説明できる 

４．保育ソーシャルワーカーとしての姿勢と技術を理解し、実践する。 

[準備学習の内容] 

授業は講義と演習（グループワーク）で構成されている。講義は教科書に従い、ソーシャルワークの方法を解説する。グ

ループワークでは実践に必要な技術を学ぶ。準備学習としては授業計画に従って、従前に教科書に目を通してほしい。ま

た学んだ技術は実践の場で生かしてほしい。事前学習 45 分。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 保育ソーシャルワークの意義と背景 別添資料参照 

グループワーク：他己紹介    

2) 環境を設定する （テキスト p19-34） 

ことのは大賞応募作品の作成 

3) 関係をつくる（テキスト p35-48） 

  グループワーク：コミュニケーション技術  聴くことのシナリオ 

4) 課題を知る（テキスト p49-64） 

  グループワーク：聴かないことの難しさ  

5) 支援する（テキスト p65-84） 振り返る・学ぶ（p85-92） 

  グループワーク：豊かな感情表現 

6) グループワーク：相談支援  

7) レクリエーションのすすめ方  別添え資料参照 

  グループワーク：ジャンケンゲーム 

8) グループワーク：雰囲気づくりに 

 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

育つ・つながる 子育て支援 編著者 子育て支援者コンビ

テンシー研究会 発行 株式会社チャイルド本社 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  50％ ） 

・到達度の確認 （  50％ ） 

・実技・作品発表（   ％ ） 

・筆記試験（   ％ ） 

・レポート（   ％ ） 

・実技試験（   ％ ） 

・面接試験（   ％ ） [参考文献] 

 

[フィードバックの方法] 

授業時間内にグループワークを通して技術習得を行う。グル

ープワーク終了時のグループ発表を通し、自己評価と共通理

解の場とする。 

 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。

 

12-12-16 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

保育心理学演習 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

堅田 弘行 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     3 セメスター 資格必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい] 乳幼児期における発達の全体像についてイメージが出来、それを保育に活用する

ための力を身に付けることを目的とする。子どもと保護者の状況を理解し、状況に合わせた保育実践や発

達援助について説明できることを目指す。 

主に対応するＤＰ 

1＋2 

[授業全体の内容の概要]  

グループ学習を含め、授業内で課された課題について個々の思考や相談によって問題解決を行いながら取り組むことを大

切にする。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

1．発達や個人差に応じた発達援助について説明することができる。 

2．保育者の意図や目的が明確な関わりについて言語化できる。 

[準備学習の内容] 

乳幼児期の発達を始め、「発達心理学」、「子ども家庭支援の心理学」で学習した内容を中心に復習を行う。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 子ども理解における発達の把握－「子ども理解」とは何かを考える 

2) 発達過程を概観する／乳幼児の個人差 

3) 子どもにとっての経験とそれを支える保育者の関わり 

4) 環境としての保育者／身の回りのモノとアフォーダンス 

5) 子ども理解を支える発達観と発達理論 

6) 子ども理解のための方法①～観察と記録～ 

7) 子ども理解のための方法②～保育者同士・家庭との連携～ 

8) 子ども理解に基づく保育者の援助①～遊びや生活場面での援助～ 

9) 子ども理解に基づく保育者の援助②～保育者の学び合い～ 

10) 保育者の協働と保育者の姿勢①（第 7 回～9 回の内容を踏まえたグループワーク） 

11) 保育者の協働と保育者の姿勢②（第 7 回～9 回の内容を踏まえたグループワーク） 

12) 保育における評価 

13) 子育て支援と保育相談①－育児不安に対する子育て支援について考える 

14) 子育て支援と保育相談②－連携の具体的方法について考える 

15) 個別の配慮を要する子どもへの援助 

試験）筆記試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

適宜プリントを配布します 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  20 ％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（  80 ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

沼山ら(編)『子どもとかかわる人のための心理学』萌文書林 

塚本(編)『子ども理解と保育実践』萌文書林 

高嶋・砂上(編)『子ども理解と援助』ミネルヴァ書房 

[フィードバックの方法] 

筆記試験について、解答のポイントを解説します。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  
13-12-24 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

子どもの保健Ⅱ 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

眞鍋 穰 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     3 セメスター 資格必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

子どもの健康・成長発達の意味を認識し、社会・家庭および保育生活との関係、保育における健康管理・

保健活動の重要性を理解するし、説明できる。子どもの病気特に感染症と食物アレルギー・事故の年齢発

達に応じた特徴、特に集団保育での特徴を理解し、緊急時の基本的対応について具体的に説明できる。 

主に対応するＤＰ 

1＋2 

[授業全体の内容の概要]  

子どもの健康に影響を与える因子と健康の指標との関係を概説する。保育所で問題となる感染症および食物アレルギー

と事故の概要を理解しその予防対策について概説する。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

子どもの心と身体の健康問題が社会と家庭の広義の養育環境・方法にあることを認識して保育場面での適切な対処およ

び家庭や地域と必要な連携について知る 保育所で問題となる感染症と事故の概要を理解しその予防対策が考えられる

ようになる。 

[準備学習の内容] 

福祉施設に関する新聞報道に留意して、問題意識を持って授業を受けるようにすること。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 子どもと社会 子どもの身体と心の変化及びその社会的背景をパワーポイントをつかって概括する 

骨折の増加  体力の低下 肥満児の増加 アレルギーの増加の背景と原因を考える 

2) 子どもと社会 子どもの身体と心の変化及びその社会的背景をパワーポイントをつかって概括する 

離婚 虐待 不登校などの増加の背景を考える 虐待への対応について学ぶ その対策 

3) 子どもと社会  子どもの健康とは？ ＷＨＯの定義について考える 

日本の乳児死亡率の経年的変化と国際比較について調べその背景考える 

4) 子どもと社会   乳児突然死症候群について 

5) 小児の感染症と予防対策 子どもの免疫の発達について 麻疹 風疹 ムンプス 水痘などの 潜伏期 登園停止期

間などについて 

6) 小児の感染症と予防対策 感染性胃腸炎などの特徴と予防対策    感染症ガイドラインにふれて 

7) 小児の感染症と予防対策 予防接種の意義と現状 生ワクチンと不活化ワクチンの違い 

8) 小児の感染症と予防対策 予防接種の意義と現状  任意接種と定期接種のちがい  

9) 事故の予防と対応 ①とくに保育園での死亡事故について概観 

10) 事故の予防と対応 ②事故防止対策と事故が起きたときの対応 事故に関するガイドラインにふれて 

11) 子どもの食事と健康 とくに保育園における食物アレルギー対応 その基本的考え方 

12) 子どもの食事と健康 とくに保育園における食物アレルギー対応 原因食物の解除の仕方 

13) 子どもの食事と健康 とくに保育園における食物アレルギー対応 アレルギー対応ガイドラインに触れて 

14) 復習 練習問題 いままでの講義をふりかえって  

15) 授業のまとめ・試験対策 

試験）筆記試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

レジュメ 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  30％ ） 

・到達度の確認 （   ％ ） 

・実技・作品発表（   ％ ） 

・筆記試験（  70％ ） 

・レポート（   ％ ） 

・実技試験（   ％ ） 

・面接試験（   ％ ） 

[参考文献] 

「食物アレルギー正しい除去と安全な解除」めばえ社 

『シリーズ年齢別保育』かもがわ出版 

[フィードバックの方法] 

筆記試験・レポート課題について、正答・解答のポイント

等を練習問題で開示する。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
13-12-27 



保育・幼児教育学科 

授業のタイトル（科目名） 

子どもの健康と安全 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

前林 英貴 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当    4 セメスター 資格必修 

☑ 実務経験  大学病院の小児科病棟勤務経験のある教員が、その経験を活かした具体的、実践的な講義を行う。 

[授業の目的・ねらい]  

 子どもの疾病や事故の特徴とその予防についての基礎知識をもとに適切に対応するための技術を習得

し、保健活動の計画及び評価、子どもの心とからだの健康問題や地域保健活動等についてグループワーク

を通して理解できるよう演習を行う。 

主に対応するＤＰ 

1＋2 

[授業全体の内容の概要]  

 子どもの保健で学習した知識や理論を踏まえ、実際の保育現場や保健活動の場において活用するための基礎的知識と技

術を習得する。また、乳幼児の基本的な健康及び成長発達の観察方法と評価方法についても習得する。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

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することができる 

2.子どもの健康や心身の発育・発達を促す保健活動や環境について説明することができる 

3.子どもの疾病とその予防及び適切な対処方法やアセスメント方法を実施することができる 

4.保育現場における救急時の対応や事故防止、安全管理について説明することができる 

5.現代社会における心の健康問題や地域保健活動について理解することができる 

[準備学習の内容] 

授業前にテキストの該当箇所を予習しておくこと 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 保育における保健活動（1） 保健計画と評価、安全・衛生管理 

 

2) 保育における保健活動（2） 健康診断、身体計測と発達評価 

 

3) 保育における保健活動（3） 沐浴、保清、スキンケア、口腔ケア 

 

4) 子どもの疾病とその対応（1） 感染症の予防と対応 

 

5) 子どもの疾病とその対応（2） 保育における看護、薬の投与方法 

 

6) 子どもの事故防止と応急処置（1） 子どもの応急処置における対応（事故防止、救急への要請） 

 

7) 子どもの事故防止と応急処置（2） 子どもの応急処置における対応（心肺蘇生法と AED） 

 

8) 保育における保健活動（4） バイタルサインの測定と健康状態の観察・評価 

試験）筆記試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

「子どもの保健 第 7 版 追補」 

巷野悟郎編 診断と治療社 

【授業内評価】 

・平常点評価  （   ％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（ 100 ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） [参考文献] 

「これならわかる！子どもの保健演習ノート 改訂第 3 版」 

榊原 洋一 診断と治療社 

[フィードバックの方法] 

毎授業後に授業アンケートを実施し、質問があれば次の講義

でフィードバックします。 

[備考] 

演習が中心となる科目のため、主体的に技術習得できるよ

う心掛ける。動きやすく清潔な服装、身だしなみ（髪型、

服装、化粧、爪等）に配慮して参加すること。備品の取り

扱いに注意し、汚したり破損しないようにする。準備、洗

浄、後片付けは各自責任を持って行うこと。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
14-12-41 

 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

社会的養護Ⅱ 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

堅田 弘行 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     3 セメスター 資格必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい] 「子どもの最善の利益」を守るために児童福祉施設があるという共通理解を持ち、

事例を通して施設で生活する児童の処遇や職員の児童に対する適切なアプローチについて考える力を身

に付ける。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要] 「学びの過程」を追跡するために学習日誌を作成する。事例を通したグループワークを中心に

講義・演習を行う。各回においては必ず予習課題と授業終了時課題を課し、期限内の提出を求める。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

1．児童福祉施設における具体的な養護の方法を、理論的かつ法的根拠に基づいて説明できる。 

2．施設における保育士の役割とその専門性について説明できる。 

[準備学習の内容] 

1．児童福祉施設の体系や施設の目的等について「社会的養護Ⅰ」で学習した内容を復習する。 

2．社会的養護に関わる新聞記事やニュースに目を向ける。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 社会的養護におけるケアマネジメント① 

 アドミッションケア・インケア・リービングケアの流れを確認し、アセスメントから支援に至るまでの過程について学

ぶ。アセスメントによって児童の捉え方が異なることを捉える。 

2) 社会的養護におけるケアマネジメント②（グループワーク） 

支援方針の決定までの流れについて確認する。ケースを理解するための手法として、ジェノグラムやエコマップを作成

する。 

3) 自立支援計画の作成 

援助方針を立てる時にどのような視点が必要かを確認する。リスクアセスメントをするための情報の聞き取りに関する

留意点を学ぶ。 

4) 養護の具体的方法 

インケアを中心に、養護の具体的な方法を学ぶ。自分自身が育ってきた環境を振り返りながら社会的養護を必要として

いる子どもたちの生活との違いを実感しながら、子どもを支援することの難しさを考える。 

5) 子どもの状態像から背景要因について考える① 

 子どもの状態像を捉えるために注意するポイントについて確認する。 

6) 子どもの状態像から背景要因について考える② 

事例からは、捉えにくい課題について理解を深める。また見逃しやすい症状について把握する。 

7) 子どもの状態像から背景要因について考える③ 

 子どもの発達と愛着関係について、乳幼児期に注意しなければならない内容を確認する。施設生活に伴って引き起こさ

れる子どもの症状について理解する。 

8) 事例から援助方針について考える。（グループワーク） 

 これまでの学習のまとめとして、事例から長期の援助方針について考える。 

試験）筆記試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

喜多一憲(監修)『社会的養護Ⅱ』, みらい 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 40 ％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（ 60 ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

田中康雄(編)『児童生活臨床と社会的養護』 

F.P.バイスティック『ケースワークの原則』 

上田敏『ICF の理解と活用』 

[フィードバックの方法] 

試験終了後、評価のポイントを掲示する。 

[備考]平常点は、「学習日誌」「予習課題」「授業修了時

課題」を含む。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
14-10-45 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

子育て支援演習 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

杠 佳子 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     4 セメスター 資格必修 

☑ 実務経験 保育士・主任・所長として従事する。又、県・市の代表として行政機関での保育活動の経験を活かし、

子育て支援の必要性を講義、演習等を通して指導する中で、保育士としてのあり方について講義する。  

[授業の目的・ねらい] 

＊保育士の行う保育の専門性を背景とした子ども・保護者・地域に対する相談、助言、情報提供、行動見 

本の提示等の支援等の必要性について、その特性と展開を具体的に理解する。 

主に対応するＤＰ 

1＋2 

[授業全体の内容の概要]  

＊保育士、保育教諭の行う子育て支援、子育ての支援について様々な場や対象に即した支援の内容と方法及び技術を、 

実践事例等を通して具体的に理解する。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

① 保育士、保育教諭の行う子育て支援の特性や必要性について理解する。 

② 自己理解を深める事ができる。各年齢における人との関わり、保護者・地域との関わりについて説明でき

る。 

③ 子育て支援での関わりの重要性を説明できる。 

[準備学習の内容] 

ボランティア活動等に参加をし、子育て支援の意味・意義を理解する。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 保育所保育指針・幼保連携型認定こども園保育要領解説本に基づき保育所、認定こども園における保育の

基本について理解を深める。                                  

2）保育指針解説本に基づき子育て支援、幼保連携型認定こども園保育要領に基づき子育ての支援について。 

３、保護者や家庭の抱える支援のニーズへの気づきや多方面な理解する。 

４、子ども・保育者が多様な他者と関わる機会や場の提供                 

3）保育士の行う子育て支援を行うことの意義 （保育所の社会的役割と責任） 

①  入所する子どもの保護者への支援（家庭とのパートナーシップと保護者支援）②地域社会との交流と連

携 

（顔のみえる連携と地域社会の貢献）③職員研修（職員の共通理解と共同・職員研修の重要性） 

4）子どもを理解しよう （グループワーク） 

② 子どもの理解の意味  ② 子どもの理解の方法  ③ エピソードを通しての理解 

5) 保護者を理解しよう （グループワーク） 

  ① 保護者とは   ② 保護者の思い   ③ 保護者を力づける支援とは ④ エピソードを通しての理解 

 

6) 地域のことを理解しよう （グループワーク） 

 ① 地域資源を知ろう  ② 保育者養成校と専門機関・関係機関との連携 ③ エピソードを通しての理解 

 

7) 子育て支援演習まとめ① （グループワーク） （プレゼンテーション） 

     子ども理解・保護者理解・地域理解について 

 

8) 子育て支援のまとめ② 

      大阪健康福祉短期大学在籍の思い出作り（おたより作成） 

 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト]子ども・保護者・学生が共に育つ 

       保育・子育て支援演習    萌文書林   

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 24  ％） 

・到達度の確認 （ 36  ％） 

・実技・作品発表（ 40  ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

 講義内容においてプリントの配布 

[フィードバックの方法] 

提出された課題について、講義内で解説したりコメントした

[備考] 保育所保育指針・ 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領（解説本）



りしてフィードバックを行う。 持参 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  
14-12-46 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

教育制度論 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

川内 紀世美 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当    4 セメスター 資格必修／幼免必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

・基礎知識として、幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園の教育・福祉に係る歴史・法制度等を知り、 

保育者（幼稚園教諭、保育士）の社会的役割を理解する。 

・子ども・子育て支援法等の制度の内容を理解し、制度を活用するための仕組みを知る。 

・幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえ、幼児教育・保育

の制度上の枠組みを知る。 

以上の学んだ知識に基づいて保育の実践ができるようになる。 

主に対応するＤＰ 

3 

[授業全体の内容の概要]  

子ども・子育て支援法や幼児教育・保育の無償化にみられるように、国や地方自治体で支援のさらなる充実が図られて

いる。幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園など、保育施設の制度上の位置づけを明確にし、子ども・子育て支援制

度の目的および仕組みを、関連法にもとづいて図解や統計資料を用いて説明する。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

・子ども・子育て支援制度の仕組みについて、学んだ知識に基づいて説明できることを目標とする。 

[準備学習の内容] 

・次回の講義までにテキストを読み予習をすること。 

・毎回小テストを行うので、前回の講義内容を復習してくること。 

・適時、課題を示すのでレポートを必ず所定の期日に提出すること。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 教育制度で学ぶ意義 

幼稚園、保育所制度の歩み（戦前）。 

2) 戦後の幼稚園制度（2014 年まで） 

教育基本法、学校教育法、新学制（6･3･3･4 制）と幼稚園、幼稚園教育要領など。文部科学省。 

3) 戦後の保育所制度（2014 年まで） 

児童福祉法、保育所保育指針など。厚生労働省。 

4) 子ども・子育て支援新制度の目的、制度内容（1） 

保育所・幼稚園・認定こども園の基準と比較。幼稚園の預かり保育。 

幼児教育・保育の「無償化」。預かり保育の無償化。 

5) 子ども・子育て支援新制度の目的、制度内容（2） 

子ども・子育て支援新制度導入までの経過、各種給付と事業・財源、保育の利用手続きと認定など。 

6) 子ども・子育てにかかわる各種事業 

一時預かり事業、障がい児保育、病児保育、地域子育て支援拠点事業など。 

障がいのある子どもの就学・進学の制度について。グループワーク、デスカッションを行う。 

7) 子ども・子育てをめぐる諸課題と対応策 

少子化と保育所・幼稚園の傾向、待機児童問題、保育所の民営化・統廃合・こども園化、企業による保育施設など。 

子育て支援にかかわる関係機関・専門職との連携・協働、子育て支援における地域資源の活用など。 

8) 日本の教育制度と海外の教育制度の比較 

就学前教育の在り方、生涯教育といった子どもの将来を見通した幼児教育・保育の展望を考察する。 

試験）筆記試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

①『保育白書 2022 年版』全国保育団体連絡会・保育研究所編

（ちいさいなかま社、2022 年 8 月発売予定） 

②『改訂新版 障がいのある子の就学・進学ガイドブック』 

渡部昭男著（日本標準、2022 年） 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 25 ％ ） 

・到達度の確認 （ 25 ％ ） 

・実技・作品発表（   ％ ） 

・筆記試験（  50％ ） 

・レポート（   ％ ） 

・実技試験（   ％ ） 

・面接試験（   ％ ） 



[参考文献] 

①『ポイント解説子ども・子育て支援新制度―活用・改善ハン

ドブック』保育研究所編（ちいさいなかま社、2015 年） 

②『日本の保育の歴史：子ども観と保育の歴史 150 年』汐見

稔幸ほか著（萌文書林、2017 年） 

③『幼児教育・保育無償化関連法令通知集』中央法規出版編

集部編（中央法規出版、2019 年） 

④『保育所等キャリアアップ研修テキスト保護者支援・子育

て支援』矢萩恭子編（中央法規出版、2018 年） 

⑤『デジタル時代に向けた幼児教育・保育―人生初期の学びと

育ちを支援する』アンドレアス・シュライヒャー著、経済協

力開発機構(OECD)編、一見真理子訳（明石書店、2020 年） 

[フィードバックの方法] 

適時小テストを実施し、かつ、グループ討議を行う。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。

 

  

12-30-12 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

幼児理解 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

中原 康博・平野 美緒 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当    3 セメスター 資格必修／幼免必修 

☑ 実務経験 ・医療、教育、福祉領域における心理職としての経験を生かし、具体的な実践例を通して講義を行う。

（平野） 

[授業の目的・ねらい]  

生活や遊びの実態に即した子どもの発達や学び、またその過程で生じるつまずき、その要因を把握する

ための方法について理解し、具体的な対応・支援を説明できるようになる。 

主に対応するＤＰ 

1＋2 

[授業全体の内容の概要]  

保育現場の具体的な事例に基づき、子どもの発達の特徴を理解し、子ども理解の視点と方法について学習する。また、

家庭と連携した幼児理解を行うため、保護者が抱えている子どもの育ちに対する思いを理解し、それを共有しあう方法に

ついて学習する。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

・子ども理解についての知識や基礎的態度を理解し、実践できる。 

・子ども理解の方法を具体的に理解でき、実践できる。 

・子ども理解に基づく保育者の援助や態度の基本を身に付ける。 

・子どもを取り巻く環境について捉え、保護者への基礎的な対応方法について理解し、説明できる。 

[準備学習の内容] 

授業の中で扱った事例に関して、再度、各自で検討し、幼児理解を深めた上で、次回の授業に臨んでほしい。 

 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 保育における子ども理解の意義 

2) 子ども理解を深めるための保育者の基礎的態度や姿勢 

 

3) 子ども理解における発達的観点 

 

4) 子ども理解の視点① 

  個と集団の関係の理解について、事例をもとにグループディカッションを行う。 

5) 子ども理解の視点② 

  仲間関係と葛藤について、事例をもとにグループディスカッションを行う。 

6) 子ども理解の方法① 

  観察・対話・検査 

7) 子ども理解の方法② 

  保育カンファレンス 

8) 保護者理解と協働 

・これまでの学習のまとめと振り返り 

・到達度確認テストの実施 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

無藤隆他（編著）『子どもの理解と援助～育ち・学びをとら

えて支える』光生館 

【授業内評価】 

・平常点評価  （   ％） 

・到達度の確認 （ 100 ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） [参考文献] 

 

[フィードバックの方法] 

到達度の確認テスト終了後に、テスト内容について解説し、

フォードバックを行う。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  
13-12-23 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

保育内容（環境） 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

高橋 泰道 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当    3 セメスター 資格必修／幼免必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

・専門的知識と技能の下に、子どもの発達を保障することができる。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]   

幼稚園教育要領の領域「環境」について、そのねらいと内容について理解する。また、子どもの発育・発達における環

境とのかかわりの重要性を学び、保育の環境や環境構成のあり方について実践的に理解する。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

(1)日課での「環境」にかかわる保育内容を説明することができる。 

(2) 身近な自然や素材を使った遊びをつくり、制作することができる。 

(3)各年齢段階の設定保育や自由遊びの中での「環境」に関わる指導計画を立案できる。 

[準備学習の内容] 

身近な自然や身の回りの素材や、それらを使った遊びについてイメージする。（１時間） 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1)保育内容における「環境」・領域「環境」のねらい、内容、取り扱い 

・子どもの「環境と関わる力」の理解と発達を支えているもの、身近な自然・生き物・文字や記号・数量と形・園内

外の行事について概要を理解する。 

・科学的認識の発達と保育者の役割、感性やいのちをはぐくむ保育について考える。 

2)身近な自然と身近な素材、原体験、数量理解（学外フィールドワーク） 

・学外で季節の特徴を生かした自然物採集体験を行う。 

3)身近な自然や素材を使った遊び①（春の草花、空気や風）（グループワーク） 

・採集した自然物や遊びにつなげる体験をする。 

・季節の特徴を生かした体験活動から気づいたことについて話し合い、共有する。 

4)身近な自然や素材を使った遊び②（ゴムやおもりを使ったおもちゃ）（グループワーク） 

・身の回りの物を遊びにつなげる体験をする。 

・身の回りの物を生かした体験活動から気づいたことについて話し合い、共有する 

5)身近な自然や素材を使った遊びづくり①（計画、製作）（グループワーク）（高橋） 

・身近な自然や素材を使った遊びをグループで考える。 

6)身近な自然や素材を使った遊びづくり②（発表・振り返り） 

・身近な自然や素材を使って考えた遊びを発表する。 

・身近な自然や素材を使った遊びの発表から気づいたことについて話し合い、共有する。 

7)教材研究と指導案作り（グループワーク） 

・数・形を使った模擬保育を体験し、指導方法や立案のポイントについて学ぶ。 

・数・形を活かした遊びの特徴についてグループで話し合う。 

8)指導案の発表（グループワーク） 

 ・身近な自然や素材、数・形を使った遊びを用い、指導案を作成する。 

試験）レポート [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

上中 修編（2018）『保育実践に生かす保育内容「環境」第

２版』保育出版社(教育情報出版) 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 30 ％） 

・到達度の確認 （ 10 ％） 

・実技・作品発表（ 30 ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（ 30 ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） [参考文献]  

文部科学省『幼稚園教育要領』、厚生労働省『保育所保育指

針』、内閣府『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』 

[フィードバックの方法] 

レポート課題について、解答のポイントを試験期間終了後に

開示する。 

[備考] 

平常点評価 30％の内、20％は指導案作成 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
14-10-36 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

保育内容（人間関係） 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

藤井 香里 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     3 セメスター 資格必修／幼免必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

子どもの育ち・保護者の育ちを支える保育者として、自己理解を深め、子どもの発達に沿った人との関わ

り、関わる力を育む援助のあり方について理解できる。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]  

自己理解、各年齢における人との関わり、保護者との関わりなどについてワークや講義を通して学ぶ。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

自己理解を深めることができる。各年齢における人との関わりについて説明できる。保育者として、人との関わりの重要

性について説明できる。 

[準備学習の内容] 

講義前に教科書に目を通しておく。（10 分程度） 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション 自己理解を深める 

2) 自己概念とは 自己・自我・アイデンティティについて 

3) 幼稚園教育要領のねらい・内容の理解 

4) 子どもの発達と人との関わり ０,１歳児 

5) 子どもの発達と人との関わり ２歳児 

6) 子どもの発達と人との関わり ３歳児 

7) 子どもの発達と人との関わり ４歳児 

8) 子どもの発達と人との関わり ５歳児 

9) 気になる子への関わりと支援 

10) 保育者としての役割 －保護者に関わるー 

11) 保育者としての役割 －同僚の保育士との関わり、多職種との関わり 

12) 人間関係の広がり 園・家庭・地域の人々との交流 

13) 人と関わる力を育む保育実践 指導案の作成 

14) 人と関わる力を育む保育実践 指導案の発表とディスカッション 

15) まとめ 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

対話的・深い学びの保育内容人間関係 萌文書林 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  20 ％） 

・到達度の確認 （  80 ％） 

・実技・作品発表（    ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

 

[フィードバックの方法] 

最終講義日に、まとめの解説をする 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  
14-10-37 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

保育内容（健康） 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

梶谷 朱美 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当    3 セメスター 資格必修／幼免必修 

☑ 実務経験 本講義は実務経験のある教員による授業科目であり、幼稚園、小学校及び県教育委員会保健体育課で

の勤務経験を活かして より具体的、実践的な授業を進め、教員免許取得に関する授業を展開する。  

[授業の目的・ねらい]  

保育内容領域「健康」におけるねらいや内容を理解し、乳幼児が心身ともに健やかに成長するための指

導方法や援助を導き出すことができる 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]  

保育所保育指針や幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の「健康」領域を理解し、子ども自ら多様

な活動に意欲的に取り組み、健康で安全な生活をつくり出し、生活を営む力を身につけていく保育・教育のあり方を学ぶ。

授業では模擬保育とその振り返りを通して保育を構想する方法を身に付ける。また、模擬保育で必要な指導案作成や保育

指導で有効な情報機器及び教材の活用法も理解し、授業内のみならず教育実習や就職後を見据えた活用の仕方について理

解を深める。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

（１）保育所保育指針や幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の領域「健康」についてのねらい及び

内容を理解し、子どもが経験し身に付けていく内容と指導上の留意点を修得することができる。 

（２）子どもの発達や学びの過程を理解し、領域「健康」について具体的な指導場面を想定して保育を構想する方法を身

につけることができる。 

[準備学習の内容] 

①第 3 回の授業までに、乳幼児の健康や安全、運動遊び等に関して、気になることや問題、課題だと感じることをレポー

トにまとめる。身近に接する乳幼児の具体的な姿でもよいし、ニュースや新聞などの記事を取り上げてもよい。記事の

場合はコピーを付ける。１～2 時間。 

②第 5 回までに、遊びの創造について振り返りシートを提出する。 

③第 6 回～8 回の授業については、グループごとに授業以外の時間を使って演習課題を進める。1～2 時間。 

④事前に授業内容をシラバスで確認し、参考文献の該当内容を学習しておく。0.5 時間。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション、領域「健康」のねらいと内容理解 

・領域健康のねらいと内容について、理解する 

2) 子どもの健康を取り巻く現状と課題、 

・講義をもとにグループワークを通して、現代の子どもの健康課題について考える。健康の考え方、 

子どもの健康の意義と重要性についても理解する 

3) 領域「健康」のねらいと内容理解 

・運動遊びの理論と指導法及び評価の考え方①～保育者の環境構成や援助について考える～ 

 保育の好事例を分析し、グループワークを行い考察する。０歳児～２歳児 

4) 領域「健康」のねらいと内容理解 

・運動遊びの理論と指導法及び評価の考え方②～保育者の環境構成や援助について考える～ 

保育の好事例を分析し、グループワークを行い考察する。３歳児～５歳児 

5) 子どもの遊び、安全管理と安全教育 

・子どもの遊びの意味、主に運動遊びと保育者の役割について理解する。さらに、安全管理の必要性と安全教育の 

実際について理解する ～新聞紙や短縄やフラフープ等から遊びを創造する～ 

6) 領域「健康」における模擬保育の題材設定と保育指導案の作成 

・子どもの遊びの意味、主に運動遊びと保育者の役割について理解する。さらに、安全管理の必要性と安全教育の 

実際について理解する ～遊びの発表と共有、検証評価～ 

7) 保育指導案の作成と教材の準備（選定、作成）、発表練習 

  ・グループワークで保育指導案を完成させ、教材を準備する。発表に向けて練習を進める 

8) 模擬保育の発表、まとめ 

・グループごとに指導案と模擬保育のプレゼンテーションを行う。発表グループ以外の学生は子どもになりきり反応を返す。質

疑等意見交換を通じて良かった点、課題についてディスカッションし、よりよい指導につなげ、目指す保育者像を深める。 



試験）レポート [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

・文部科学省「幼稚園教育要領」 

・厚生労働省「保育所保育指針」 

・内閣府「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」 

・梶谷朱美編著『学生と保育者のための運動遊びハンドブッ

ク～感じて、気づいて、考えて、子どもと共に創る運動遊

び～」』今井出版，2019 年 

 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  5％ ） 

・到達度の確認 （  5％ ） 

・実技・作品発表（   ％ ） 

・筆記試験（     ％ ） 

・レポート（  90％ ） 

・実技試験（   ％ ） 

・面接試験（   ％ ） 

[参考文献] 

・池田裕恵編著『子どもの元気を取り戻す保育内容「健康」

改訂第 2 版～乳児期から幼児期の終わりまでを見通して～

杏林書院、2018 年 

[フィードバックの方法] 

・提出された課題レポートについて講義時に解説し、フィー

ドバックを行う 

[備考] 

・集中講義 2022 年 8 月下旬予定 2 日間 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14-10-38 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

保育・教職実践演習 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

橋本 祐治・川内 紀世美・明本 遥 

 授業の回数  15 回  時間数(単位数）  2 単位  配当    4 セメスター 資格必修／幼免必

修 

☑ 実務経験  元小学校長の経験を生かして、具体的な事例を通して保育観や教育観の深化と実践力向上に資する演

習にする。（橋本） 

[授業の目的・ねらい]  

 自らの保育観や教育観を深化させ、実践力を高めるために、これまでの学修内容や各実習を振り返り、

保育・教育・子育て支援の実践に必要な知識や技能について有機的に統合する中で、自らの課題や目標

を明確にし、目標達成に向けて努力する。 

主に対応するＤ

Ｐ 

5 

[授業全体の内容の概要]  

 授業は複数の教員で行う。これまでの学修や実習で学んだことをもとに、自らが保育者として子どもと向き合うため

の実践的な知識や保育技術の統合を目指し、テキストを活用した PC によるプレゼンテーションやディスカッション等

を通じて、保育実践力の基礎を養う。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

・2 年間の学びを通して、自らの使命感や責任感、教育的愛情等の資質を確認し、保育者としての自己課題が発見でき

る。 

・保育・教育課題や保育・教育関係機関等の連携などの、保育・教育に係る社会状況を把握し、自らの課題を発見する。 

[準備学習の内容] 

・グループの発表担当テーマについて学修し、プレゼンテーションできるように準備する。(4 時間) 

・各回のグループの発表に対して、質問や意見ができるようにテキストを読み込む。(1時間) 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 授業科目全体の概要を知り、見通しを持つ。  

2）3）4）保育者への歩みと足跡 

・「保育・教職履修カルテ」を用いてこれまでの学修を振り返り、自己課題や目標を明確にし、文章にまとめる。 

5) 子ども理解の方法と実際 

 ・保育における子ども理解の方法と実際について、グループ発表に基づくディスカッション等によって理解を深める。 

6) 気になる子どもの行動の理解と対応 

・気になる子どもの行動を理解し、一人一人とかかわるために、グループ発表に基づくディスカッション等によって理

解を深める。 

7) 教育課程及び全体的な計画を考える 

 ・広義・狭義のカリキュラムの理解とマネジメントについて、グループ発表に基づくディスカッション等によって理

解を深める。 

8) 保育内容と保育方法の研究 

 ・子ども一人一人の発達に応じ、その主体性が発揮される保育内容と方法について、グループ発表に基づくディスカ

ッション等によって理解を深める。 

9) 協同的な学びと育ちへ 

・協同的な学びとその実際について、グループ発表に基づくディスカッション等によって理解を深める。 

10）保育の振り返り 

・保育実践を振り返る意義とその方法について、グループ発表に基づくディスカッション等によって理解を深める。 

11）保護者及び地域との関係づくり 

・保護者や地域、関係機関との協働と、保育者同士の協働について、グループ発表に基づくディスカッション等によ

って理解を深める。 

12）保幼小の接続 

 ・保幼小の接続やその課題、接続期カリキュラム等について、グループ発表に基づくディスカッション等によって理

解を深める。 

13）園の安全管理 

 ・園の安全管理の考え方や内容について、グループ発表に基づくディスカッション等によって理解を深める。 

14）保育者の専門性 

 ・保育者の専門性と成長、倫理について、グループ発表に基づくディスカッション等によって理解を深める。 



15）自分の保育者像を目指して 

 ・保育者像を持つことの意味や保育者像を形成する視点について学び、自らの保育者像を明確にする。 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

小櫃智子・矢藤誠慈郎(編)『改訂版 保育教職実践演習 こ

れまでの学びと保育者への歩み』わかば社 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 70 ％） 

・到達度の確認 （ 30 ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・ 筆 記 試 験

（   ％） 

・ レ ポ ー ト

（   ％） 

・ 実 技 試 験

（   ％） 

・ 面 接 試 験

（   ％） 

[参考文献] 

[フィードバックの方法] 

 グループ発表やディスカッションの様子、提出された課題に

ついて、その都度授業内で解説したり、コメントしたりしてフ

ィードバックを行う。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  
16-50-75 

 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目） 

教育実習指導Ⅱ 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

実習 

 授業担当者 

舟越 美幸 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当    3 セメスター 幼免必修 

☑ 実務経験 元保育士の経験から、幼児教育に大切な視点を伝えます。 

[授業の目的・ねらい]  

・実習の目的や内容を理解し、実習に臨む心構えを作る。 

・保育の連続性の中から子どもの生活や遊びを理解し、保育実践に繋がる視点をもつ。 

・実習報告書を作成し、学び合うことで幼稚園教育について理解を深める。 

主に対応するＤＰ 

5 

[授業全体の内容の概要]  

① 実習の目的・概要を理解し、実習への課題や達成方法を明確にする。 

② 学んだ保育技術を参考に、指導案を作成し、実践する。 

③ 実習報告会で報告し、学び合うことで幼稚園教諭としての保育観・子ども観・障がい観を深める。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

・幼稚園教育において育みたい子どもの姿を理解し、主体的な生活や学びが実現できる保育方法を考え、実践できる。 

・幼児期に必要な「幼稚園教諭との信頼関係」や「環境を通しての教育」のあり方について説明できる。 

[準備学習の内容] 

・実習指導案の作成の仕方、各年齢の生活や遊びについて調べ、確認しておくことを求めます。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 幼稚園実習ガイダンス 

 ・幼稚園実習の流れ ・ 実習の時期と課題 ・ 実習ファイル ・ オリエンテーションの受け方と内容 

2) 保育の連続性を理解する記録の方法 

 ・日々の記録から子どもの姿と保育者の援助を理解するための記録のあり方について学ぶ。 

3) 子ども理解から始まる指導案 

 ・子どもを主体として尊重し、信頼関係を基盤とした実習指導案の作成方法について学ぶ。 

4) 指導案による実践① プレゼンテーション (ゲストスピーカー…模擬保育 1G を担当) 

 ・実習指導案を立案し、模擬保育を行う。 

5) 指導案による実践② プレゼンテーション (ゲストスピーカー…模擬保育 1G を担当) 

 ・実習指導案を立案し、模擬保育を行う。 

6) 最終確認・トラブルシューティング・報告書の書き方 

  実習の最終確認を行うと共に、報告書の書き方について学ぶ。 

7) 実習報告会  プレゼンテーション 

  実習報告書をグループで発表し合い、クラスメイトの発表から保育観・子ども観・障がい観について学び合う。 

8) 実習報告会と振り返り グループワーク 

  実習報告書をグループで発表し合い、クラスメイトの発表から環境構成について学び合う。 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

・『実習ガイドブック』 大阪健康福祉短期大学・実習運営 

委員会 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 60 ％） 

・到達度の確認 （ 40 ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） [参考文献] 

[フィードバックの方法] 

・提出された課題について授業内で解説したり、コメントした

りしてフィードバックを行う。 

[備考] 

・この科目を履修するためには、教育実習指導Ⅰの単位を

修得していなければならない。 

・この科目を履修するためには、幼稚園実習を履修見込で

なければならない。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  
15-50-65 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

幼稚園実習 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

実習 

 授業担当者 

舟越 美幸 

 授業の回数 160 時間  時間数(単位数）   4 単位  配当     3 セメスター 幼免必修 

☑ 実務経験 保育者として勤務していた経験から、幼児教育に大切な視点を伝えます。 

[授業の目的・ねらい]  

・子どもの心身の発達に必要かつ十分な環境を整え、子どもの生活や遊びを援助する方法を身に付ける。 

・「見学・観察・参加・指導」における実践を通して、幼稚園教育のあり方について理解を深める。 

・実践を通し、保育者の専門性及び地域に貢献する社会人としてのあり方を学習する。 

主に対応するＤＰ 

5 

[授業全体の内容の概要]  

① 幼稚園の社会的役割や機能について理解する。 

② 観察・参加から子ども一人一人の思いに気付き、 

③ 保育の環境と子どもの生活や遊びのつながりについて保育の連続性の中から理解する。 

④ 観察、記録、指導及び自己評価について実践的に理解する。 

⑤ 保育者の職務内容や職業倫理について理解する。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

幼稚園教諭の職務内容や職業倫理について体験的に理解し、説明できる。 

観察記録から実態を捉えた保育実践を行い、省察することで保育観・子ども観・障がい観への理解を深め、説明できる。 

[準備学習の内容] 

・子どもの発達過程や興味関心のある多種多様な遊びについて学んでおくことを求めます。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

① 幼稚園の社会的役割や機能について理解する。 

  ・幼稚園の沿革と保育理念を理解する。 

  ・学級編成や職員構成を理解する。 

  ・保育環境図や生活時程と保育を理解する。 

 

② 幼稚園教諭の職務内容や職業倫理について理解する。 

  ・保育者の指導、援助の方法を理解する。 

・保育者の関わりから意図や配慮を学び、自分自身の関わりに結び付ける。 

  ・職員連携について学び、職員の一人として場にふさわしい行動をする。 

   

③ 保育の連続性を意識し、観察や子どもとの関わりを通して子どもを理解する 

  ・個々の子どもの思いや心の動きについて理解する。 

  ・子どもの生活や遊びについて理解する。 

  ・子どもの発達過程について理解する。 

 

③ 子どもの生活や遊びに応じた保育環境について理解する。 

  ・子ども一人一人やクラスの実態を理解する。 

・子どもの健康と安全への配慮について理解する。 

・子どもの姿を捉え、教材研究の視点を持つ。 

 

⑤ 観察‐記録‐指導及び自己評価について理解を深める。 

・実習日誌の記録から気づきを深め、考察する。 

・幼稚園教諭の姿を参考にして、年齢に応じた生活の一部分の指導（登園時、食事時など）を経験する。 

・園やクラスの実態に応じて部分・全日指導案を作成し、準備を行う。 

・指導案に基づく実践を行い、事後に自己評価を行う。 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

・「実習ガイドブック」大阪健康福祉短期大学・松江キャン 

パス 実習運営委員会 

【授業内評価】 

・実習施設評価  （ 60 ％） 

・事前・事後指導 （ 40 ％） 

・実技・作品発表 （   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） [参考文献] 

 

[フィードバックの方法] 

・実習後、個別に面談を行う。 

[備考] 

・この科目を履修するためには、教育実習指導Ⅰの単位を

修得していなければならない。 

・この科目を履修するためには、教育実習指導Ⅱを履修見

込でなければならない。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
15-50-66 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

国語教育 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

橋本 祐治 

 授業の回数  15 回  時間数(単位数）  2 単位  配当   4 セメスター 免許必修 

☑ 実務経験  元小学校教諭の経験を活かして子どもが言葉の力を獲得していく段階性と連続性等について講義する。 

[授業の目的・ねらい]  

 専門的知識と技能に基づき、子どもの発達を保障し、豊かな言葉の力をつけるために、幼児期から学齢

期初期の言葉の発達や指導内容について理解し、保育者としての言葉の力を高める。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]  

 国語教育の意義や国語科教育の構造や内容（特に小学校 1 年生）について、幼稚園教育要領における領域「言葉」を踏

まえて、子どもが言葉の力を獲得していく段階性と連続性を理解する。小学校 1 年の国語教科書を使って教材研究等をす

ることによって、言語活動を通して「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力」を育成すること

について理解する。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

 ・生涯を通じた国語教育の意義を理解し、説明できる。 

 ・小学校 1 年の国語教科書を使って、子どもたちが行う言語活動を想定して教材研究し、グループで話し合う。 

[準備学習の内容] 

 ・言語感覚を豊かにし、高めるために毎回歳時記と俳句を書いて提出する。（1 時間） 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1）授業科目全体の概要を知り、見通しを持つ。 

2）国語教育の意義 その 1 

 ・人間の言葉の特徴について理解する。 

3）国語教育の意義 その 2 

 ・言語文化と言語生活について理解する。 

4）国語教育の意義 その 3  

 ・国語教育と国語科教育、国語科教育の変遷について理解する。 

5）国語科教育の構造 １目標 

 ・学習指導要領等における三つの資質・能力を踏まえて、国語科の目標を理解する。 

6) 国語科教育の構造 ２内容 

 ・小学校指導要領 国語科の内容を理解する。 

7）国語科教育の構造 ３方法 

 ・主体的・対話的で深い学びを実現しようとする国語科の学習指導の在り方を理解する。   

8）国語科教育の構造 ４評価 

 ・評価の目的、場面、主体、方法、基準について理解する。 

9）10）小学校入門期の言葉の学習 １〔知識及び技能〕に係る内容 

 ・小学校１年上巻の教科書を使って、子どもたちの発想や想像力を想定して、グループワークにより教材研究する。  

11）12)小学校入門期の言葉の学習 ２〔思考力、判断力、表現力等〕に係る内容 

 ・小学校 1 年上巻の教科書を使って、子どもたちの発想や想像力を想定して、グループワークにより教材研究する。 

13）14）15）小学校入門期の言葉の学習 ３「紙芝居をつくろう」 

 ・ここまでの学修の内容を踏まえ、子どもたちの発想や想像力を想定して、グループ毎に紙芝居をつくり発表し合う。 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

『新編 あたらしい 国語 一上』東京書籍 平成 31 年検定版 

『小学校学習指導要領解説 国語編』文部科学省 

『幼稚園教育要領解説』フレーベル館 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 60 ％） 

・到達度の確認 （ 30 ％） 

・実技・作品発表（ 10 ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

『新たな時代の学びを創る小学校国語科教育研究』東洋館出版社 

『新編 あたらしい 国語 一上』東京書籍 平成 26 年検定版 

[フィードバックの方法] 

 提出された課題について、授業内で解説したり、コメントした

りしフィードバックを行う。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
17-10-76 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

保育・教育相談演習 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

中原 康博・平野 美緒 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当    3 セメスター 選択必修／幼免必修 

☑ 実務経験 ・医療、教育、福祉領域における心理職としての経験を生かし、具体的な実践例を通して講義を行う。

（平野） 

[授業の目的・ねらい]  

 子どもの発達の状況に即しつつ、個々の心理的特質や教育的課題を適切に捉え、支援するために必要な

基礎的知識を身に付け、実践できる。 

主に対応するＤＰ 

1＋2 

[授業全体の内容の概要]  

 保育・教育相談に関する基礎的な心理学的知識及び技能を学習する。また、相談援助の技法については、ロールプレイ

等を通して、模擬的な体験を行い学習する。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

・保育・教育相談の意義と課題を理解し、説明できるようになる。 

・保育・教育相談を進める際に必要な基礎的な知識（カウンセリングの意義、理論、技法を含む）を理解し、説明できる

ようになる。 

・子どもや保護者をとりまく多様な課題に対して、専門的な知識に基づいて多面的に把握し、支援が実践できるようにな

る。 

[準備学習の内容] 

授業の中で扱った事例や体験学習に関して、改めて各自で振り返り、学習を深めた上で、次回の授業に臨んでほしい。 

 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 保育・教育相談の意義と役割 

 

2) 保育・教育相談に関わる心理学的基礎的理論 

 

3) 子どもの発達と臨床（１） 

  愛着と対人関係の発達 

4) 子どもの発達と臨床（２） 

 発達上の課題と不適応 

5) 保育・教育相談の技法（１） 

 カウンセリングの基礎理論及び技能についてロールプレイを通して学ぶ。 

6) 保育・教育相談の技法（２） 

 保護者支援についてロールプレイを通して学ぶ。 

7) 保育・教育場面での相談体制や他職種・他機関との連携 

 

8) これまでの学習のまとめと振り返り 

到達度確認テストの実施 

 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

石井正一郎、藤井秦（編著）『エッセンス学校教育相談心理

学』北大路書房 

【授業内評価】 

・平常点評価  （   ％） 

・到達度の確認 （ 100 ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） [参考文献] 

 

[フィードバックの方法] 

到達度の確認テスト終了後に、テスト内容について解説し、

フォードバックを行う。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  
13-12-29 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

教育方法論 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

小山 優子 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     4 セメスター 選択必修／幼免必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

幼稚園教育を通して育てたい幼児の資質・能力と幼児期の終わりまでに育てたい力を理解し、その力を

育てるための教育方法を学修する。また、幼稚園で行なわれる教育実践を具体的に知り、指導と評価の方

法に役立てることを目標とする。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]  

子どもと教師をつなぐ具体的な手立てとして、どのような方法があり、その方法が生み出されるにはどのような歴史的

変遷、あるいは思想的な背景があるのかを解説しながら、教育方法とは何かについて考える。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

(1)子どもを主体とした教育方法の原理を理解し、幼児への指導法について実践事例を通して具体的に理解する。 

(2)学校教育における情報機器の活用状況から、幼児期にふさわしい教育方法を考える。 

(3)個別理解や学級経営などの子どもの育ちを支える指導方法や評価方法を理解する。 

[準備学習の内容] 

2 年前期までに開講されている保育に関する事項を理解している。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 幼児期の教育の目的と目標、幼児の発達特性の理解 

2) 「環境を通して行なう教育」、教育方法と保育形態 

3) 遊びと生活を通した保育の実際 

4) 小学校就業前までの発達課題と幼児に育みたい資質・能力とは 

5) 幼児の発達に合わせた遊びとは 

6) 生活の場でのグループ・集団活動、当番活動や行事などにおける教育方法 

7) 保育における個別理解と集団理解 

8) 幼児への指導・援助の具体的方法 

9) 幼児の協同的な学びと実践 

10) 幼児教育と小学校教育との連携 

11) 幼児教育における情報機器の活用と課題 

12) 教育方法上の配慮事項と指導計画の作成 

13) 幼児理解と保育の記録・保育の評価 

14) 保育実践研究と保育カンファレンス 

15) 指導者としての資質の向上 

試験）筆記試験・レポート [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

北野幸子・小山(小野)優子『乳幼児カリキュラム論』建帛社

2010 年 

『幼稚園教育要領解説』、『保育所保育指針解説』 チャイ

ルド本社 

【授業内評価】 

・平常点評価  （   ％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（ 60  ％） 

・レポート（ 40 ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

参考文献などは授業の中で適宜提示するとともに、必要に応

じてプリントなどを配布する。 

[フィードバックの方法] 

筆記試験について、正答を試験期間終了後に開示する。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
14-10-47 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

地域福祉論 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

余村 望 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     4 セメスター 選択必修 

☑ 実務経験 元知的障害者援護施設職員の経験も踏まえて地域にあるべき福祉の姿を伝えます。 

[授業の目的・ねらい]  地域福祉は、住民が主体となり、自ら参加して行う社会福祉実践である。本授

業では、①地域福祉の社会的意味、理念と実践展開及びその方法論等について学び、福祉専門職として自

らがその主体者として実践できることを目的とする。 

主に対応するＤＰ 

3＋4 

[授業全体の内容の概要]  地域福祉が生まれるに至った社会背景、その実践のための地域福祉計画、推進主体と推進方

法及び実践例を学び、求められる地域共生社会の構築とそこへの参加の意味を考える。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）]  

[準備学習の内容] 配布資料の整理とノートまとめ 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 授業ガイダンス～地域福祉とは何か 

 

2) 現代社会と地域福祉～生活変容と地域福祉の対象 

 

3) 地方分権と地域福祉 

 

4) コミュニティの変容と福祉コミュニティ 

 

5) 地域福祉の理論 

 

6) 地域福祉政策と地域福祉画 

 

7) 地域福祉計画の理論 

 

8) 地域福祉の推進主体①～社会福祉施設 

 

9) 地域福祉の推進主体②～社会福祉法人・社会福祉協議会・NPO 

 

10) 地域福祉の主体形成とコミュニティワーク 

 

11) 地域包括ケアシステムの視点と実践①～行政主体の視点 

 

12) 地域包括ケアシステムの視点と実践②～住民主体の視点 

 

13) コミュニティソーシャルワーク①～考え方と基本構造 

 

14) コミュニティソーシャルワーク②～設計と展開 

 

15)地域共生の新たな実践（まとめ） 

 

試験）筆記試験 [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

なし 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 10 ％） 

・到達度の確認 （ 20 ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（ 70 ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

『人口減少時代の地域福祉』 野口定久 ミネルヴァ書房

2016 年 

『地域福祉の源流と創造』 三浦文夫 右田紀久恵 大橋謙

策 中央法規出版 2003 年 

『地域包括ケアの実践と展望』 大橋謙策 白澤 政和 中

央法規出版 2014 年 

[フィードバックの方法] 

・到達度確認のための小課題について評価後にコメントしま

す。 

・筆記試験解答についての解説を掲示します。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
12-30-19 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

子どもの権利 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

舟越 美幸・川内 紀世美 

(オムニバス) 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     3 セメスター 選択必修 

☑ 実務経験 保育者として保育現場での実践経験に基づき、保育・幼児教育に大切な視点を伝えます。（舟越） 

[授業の目的・ねらい]  

・社会における家族の役割や家族形態の変化について学び、子どもの権利を通した保育観を持つ。 

・総務省の「地域における多文化共生推進プラン」を知り、保育者として多文化共生保育、支援の在り方

を理解する。 

主に対応するＤＰ 

3 

[授業全体の内容の概要]  

・社会における家族の役割や家族形態の変化について学び、事例を通して子どもの権利について学ぶ。 

・国際化に伴い日本でも多文化共生社会の実現が目指されている。各自治体や保育所・幼稚園で取り組まれている多文化

共生保育の実践や課題を検討することで、外国にルーツを持つ子どもに対しても偏見をもたず適切な保育が行えるよう、

保育内容や方法を学ぶ。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

・家族の役割や形態の変化に気付き、関係論的な視点から保護者や子どもの権利を理解できるようになる。 

・多文化共生保育の先進的事例を学び、保育者の立場で外国にルーツを持つ子どもや保護者の対応ができるようになる。

利用可能なツールを用いて、外国にルーツを持つ子どもや保護者と意思疎通が図れるようになる。 

[準備学習の内容] 

・事前に配布される資料や使用テキストを家庭で読み、授業参加することを求める。 

・インターネットで公開されている資料を用いる。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 「子どもの権利」とは何か調べる。(グループワーク)（川内） 

 ・ユニセフの「子どもの権利条約」について学ぶ。子どもの権利を保障することに関して、課題意識をもつ。 

2) 総務省の「地域における多文化共生推進プラン」、「『外国にルーツを持つ子ども』の定義」について学ぶ。外国に

ルーツを持つ人々が直面する 3 つの壁（制度の壁・言葉の壁・心の壁）について理解する。（川内） 

3) 外国籍等の子ども・保護者の受入れに関する現状および外国籍等の子どもの保育にあたっての基本的な考え方と配慮

のポイントについて学ぶ。（川内） 

4) 外国籍等の子ども・保護者の受入れから卒園までの流れ・枠組みについて学ぶ。（川内） 

5) 出雲市の取り組みを事例として、自治体の多文化共生保育・学校教育の支援について学ぶ。（川内） 

6) 島根県、松江市、島根国際センターを事例として、行政・支援団体・幼稚園ならびに保育所の連携や協働、支援の在

り方について学ぶ。（川内） 

7) 多文化共生保育の現状、課題、対応、保育内容・方法について調べ、検討する。日本各地の多文化共生が進められて

いる自治体では、どのような取り組みが行われているか情報を集め、それらの特徴をまとめる。（グループワーク）（川

内） 

8) 多文化共生保育の現状、課題、対応、保育内容・方法について調べ、検討する。（グループワーク：前回の続き）  

調べた内容を発表する。多文化共生の展望について話し合う。（ディスカッション）（川内） 

9) 持続可能な開発のための教育（ESD）（舟越） 

 「持続可能な開発のための教育（ESD）と持続可能な開発目標（SDGｓ）の関係とその内容について学ぶ。 

10) ESD における幼児教育・保育の提案①（舟越） 

  実践事例を基に、ESD 教育・保育の実際について学ぶ。 

11)  ESD における幼児教育・保育の提案②（舟越） 

  日本における ESD の現状と課題や、ファシリテーターとしての保育者の役割について学ぶ。 

12) 各国における「ESD と保育」の現状と課題について、発表資料にまとめる。①（舟越） 

13) 各国における「ESD と保育」の現状と課題について、発表資料にまとめる。②（舟越） 

14) 12・13 講で調べた内容を発表する。（プレゼンテーション）（舟越） 

15)「持続可能な開発のための教育」のあり方についてグループで、話し合う。（ディスカッション）（舟越） 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

各講義で教員が作成した資料を配布します。 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 80 ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 



[9～11 講]『世界の ESD と乳幼児期からの参画』荻原元昭、北

大路書房 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（ 20 ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

〔授業前半・第（1）～（8）講〕 

①子どもの権利条約 日本ユニセフ協会抄訳」 https://www.unicef.or.jp/kodomo/kenri/syo1-8.html 

②総務省自治行政局国際室「地域における多文化共生推進プラン（改訂）」 https://www.soumu.go.jp/main_content/

000706218.pdf 

③田中宝紀「外国にルーツを持つ子どもの課題と支援」 https://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/mondai/h26/k_2/pdf/

s2-1.pdf 

④三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社「厚生労働省令和元年度子ども・子育て支援推進調査研究事業：保育

所等における外国籍等の子ども・保護者への対応に関する調査研究事業報告書」 https://www.murc.jp/wp-content/up

loads/2020/04/koukai_200427_1_3.pdf 

⑤松江市観光振興部国際観光課「『外国人のための生活ハンドブック』第 10 版」 http://www1.city.matsue.shimane.

jp/shiminsoudan/tabunkakyousei/index.data/Japan10.pdf 

⑥公益財団法人島根国際センターホームページ https://www.sic-info.org/ 

⑦川内紀世美「外国にルーツをもつ幼児とその家族への支援の在り方：現場と行政の対応からみる保育者養成の課題」『人

間発達研究所紀要』第 34 号、2021 年 3 月。 

[フィードバックの方法] 

・提出された課題について授業内で解説したり、添削したり

することで、フィードバックを行う。 

[備考] 

・[1～8 講]は、インターネットで資料を参照する。受講

生はパソコンを各自持参すること。スマートフォン不可。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
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保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

臨床心理学 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

平野 美緒 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当    4 セメスター 選択必修 

☑ 実務経験 精神科・心療内科の心理職としての経験を活かし、実践的な心理臨床について講義する。 

[授業の目的・ねらい]  

 人間理解について深めるために必要な臨床心理学的視点や基礎的理論について理解し、説明できるよう

になる。また、相談・援助活動の基礎となる、臨床心理学的援助の基礎技能について実践できるようにな

る。さらに、コミュニティや環境への臨床心理学的なアプローチをふまえて、心の健康の維持・増進・予

防について説明できるようになる。 

主に対応するＤＰ 

4 

[授業全体の内容の概要]  

福祉・教育・医療現場の事例を中心に取り入れ、授業を構成する。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

・臨床心理学に関する基礎知識（精神的不適応観、心理療法、心理アセスメントなど）や臨床心理学的視点について理解

し、説明できるようになる。 

・子どもや保護者などのより健康的な生活を支援するために保育者として必要な知識と技術を習得し、実践できる。 

[準備学習の内容] 

・受講に際してどのような興味・関心があるのかについて、整理しておくこと。 

・テキストの序章について予習を行うこと。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション 

 ・こころについて 

 ・臨床心理学の定義と意義 

2) 臨床心理学的人間理解① 

 ・「正常観」と「異常観」について 

3) 臨床心理学的人間理解② 

 ・「適応」と「不適応」 

4) 臨床心理学的人間理解③ 

 ・防衛機制について 

5) 心理アセスメント① 

 ・心理査定面接ついてロールプレイを行い学習する。 

6)心理アセスメント② 

 ・行動観察と心理検査 

7) 臨床心理学的援助 

 ・心理療法の理論モデル 

 ・心理療法の技法モデルについてロールプレイを行い学習する。 

8) 授業のまとめと振り返り 

・これまでの授業のまとめを行った後、課題レポートを作成する。 

・課題レポートをグループで共有し、他者の考え方や学びにふれ、自分の考えを整理し深める。 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

高尾兼利、平山諭（編著）『保育と教育に生かす臨床心理学』

ミネルヴァ書房  

【授業内評価】 

・平常点評価  （   ％） 

・到達度の確認 （ 100 ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） [参考文献] 

 

[フィードバックの方法] 

最終講義で作成する課題レポートについてフィードバックし

ます。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
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保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

      障害児保育Ⅱ 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

舟越 美幸・川内 紀世美 

（オムニバス） 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     3 セメスター 選択必修 

☑ 実務経験 保育士として現場における実践経験をもとに障がい児の育ちと支援方法についてお伝えします。（舟越） 

[授業の目的・ねらい]  

・障がいのある子どもとその保護者について理解を深める。 

・障がいのある子どもの支援のあり方を理解し、説明できるようになる。 

主に対応するＤＰ 

1＋2 

[授業全体の内容の概要]  

・テキストや具体的な事例から障がいのある子どもの育ちを支える保育や保護者連携について学ぶ。 

・障がいのある子どもの個別の指導計画を立案し、模擬保育を行う。 

・障がいのある子どもの就学支援や、就学後の姿について学ぶ。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

・障がいのある子どもと保護者、関係機関、保育者との連携を理解し、説明することができる。 

・障がいのある子どもの思いに寄り添い、楽しい思いを共有するための保育計画を立てることができる。 

[準備学習の内容]    

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 障がいのある子どもの保育計画① (川内) 

  ・立案した「個別の指導計画」に基づき、教材を準備・作成する。 

  ・「新版 K 式発達検査」など、乳幼児の発達診断にはどのようなものがあるかを知る。 

2) 障がいのある子どもの保育計画② (川内) 

  ・立案した「個別の指導計画」に沿って、模擬保育を行う。 

  ・「新版 K 式発達検査」を例に、診断に基づく子どもの発達の捉え方を学ぶ。 

3) 就学支援体制② 小学校・特別支援学校への接続と、保育者として就学支援の在り方を学ぶ。(川内) 

  ・就学への支援体制を学ぶ。義務教育（小学校・中学校段階）、後期中等教育以降の学校教育（高等学校・大学段階） 

を見通した就学支援の在り方を学ぶ。 

4) 障がいの疑似体験 (舟越) 

  ・軍手や白杖を使い、障がいがある生活について疑似体験を行い、共に楽しむ保育のあり方を考える。 

5) 保育者にとって気になる行動のとらえ方 (舟越) 

  ・子どもと保育者の相互を主体とする保育にあり方について学ぶ。 

・障がいのある子どもたちが自分らしさを発揮し、かけがえのない自分を感じられる保育のあり方について考える。 

6) 発達の源泉となる保育環境の重要性について① (舟越) 

  ・インターネットや文献等から調査し、資料を作成する。 

7) 発達の源泉となる保育環境の重要性について② (舟越) 

・６）講で作成した資料を基に発表する。 

8) 外部施設の活動に参加する （フィールドワーク）(舟越) 

・外部施設の活動の実際に触れ、その意義や内容について理解する。 

試験）レポート [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

・『障害児保育〈第 2版〉』鯨岡峻 ミネルヴァ書房 

・『改訂新版 障がいのある子の就学・進学ガイドブック』 

渡部昭男、日本標準、2022年。 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  30  ％） 

・到達度の確認 （    ％） 

・実技・作品発表（ 50  ％） 

・筆記試験（    ％） 

・レポート（  20  ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

・どの子にもあ～楽しかった！の毎日を 赤木和重、岡村由紀子、

金子明子、馬飼野陽美、ひとなる書房 

・障碍児保育・30 年～子どもたちと歩んだ安来市公立保育所の軌

跡～ミネルヴァ書房 

[フィードバックの方法] 

・提出された課題について授業内で解説したり、コメントしたり

する。 

[備考]  

第４講→軍手を各自二組、その他用意するものを後日伝えま

す。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

保育・幼児教育学科 
14-12-43 



 授業のタイトル（科目名） 

障害のある人の発達保障 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

余村 望・川内 紀世美 

（オムニバス） 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     4 セメスター 選択必修 

☑ 実務経験  知的障がい者援護施設での実務経験をもとに、地域社会が持つべき発達保障機能について伝えます。（余村） 

[授業の目的・ねらい]  

発達保障理論を学ぶことにより、障がい児者の発達について理解し、説明できるようになる。また障がい児者へ

の社会福祉制度を把握しつつ、共生社会の仕組みを理解し、そのあり方について考え・実践する保育者となる。 

主に対応するＤＰ 

2＋3 

[授業全体の内容の概要]  

発達保障とはなにか、またそれはどのようにして生まれたのかを概観する。加えて、 障がいのある人たちの権利と生活保障の理

念を踏まえた上で、将来の社会的自立を見据えた障がい者支援のあり方について、制度・実践面から概観しつつ考察を深める。ま

た、成人期の支援についても、制度化された社会的サービスの概要を把握しつつ、より具体的な支援方法について理解し、検討を

加える。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

発達とは何か、発達保障の歴史について学び、説明できる 

障がい児者福祉の根拠となる理念や考え方について理解し、説明できる 

障がい者に対する児童期から成人期に至る切れ目のない支援のあり方を学び、説明できる 

[準備学習の内容] 

終了時に、小課題（レポート）を示し、次回の授業開始に提出する。事後学習 45分。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 授業ガイダンス・発達保障の思想と実践（川内） 

日本の福祉教育の先駆者である糸賀一雄らの思想と実践から「発達保障」、「ヨコへの発達」について学ぶ。山陰の聴覚障害教育

の礎を築いた福田与志、遠藤董の功績を知る。 

2)発達障がいのある子どもへの支援（幼児期）（川内） 

発達障がいの定義を知り、分離教育から包摂教育（インクルーシブ教育）への転換について学び、保育所・幼稚園、学校、地域に

おける支援策の現状について理解する。 

3)特別支援学校の教育 （義務教育段階）（川内） 

「固有ニーズに応ずる教育」、「特別ニーズ教育」、「特別支援教育」、「特別支援学校・通常学校」それぞれの概念を理解し、

特別支援教育および特別支援学校の教育課程ならびに教育実践を学ぶ。 

4)思春期・青年期の教育 （後期中等教育・高等教育段階）（川内） 

知的障がいのある高校生・大学生の教育について実践事例から学ぶ。多様な学びの場、連続性のある教育についての理解を深める。 

5) 障がいとは何か（余村） 

ICIDHと ICFについて学び、比較をすることにより、障がいの定義にかかる今日的理解を深める。 

6) ノーマライゼーション（余村） 

バンクミケルセンやニーリエのノーマライゼーション思想、人権思想について理解する。 

7)「障がい者支援を考える（余村・外部招聘講師） 

障がい者への労働、生活支援の理論を学び、障がい者の地域における自立のあり様を考察する。 

8) 発達と生活保障（余村） 

障がいのある人の発達と生活保障の理論と実践を理解する。 

試験）レポート [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] なし 【授業内評価】 

・平常点評価  （ 25 ％） 

・到達度の確認 （ 25 ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（ 50 ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

『この子らを世の光に』糸賀一雄 柏樹社 1965年 

『愛と共感の教育』糸賀一雄 柏樹社 1972年 

『福祉の思想』糸賀一雄 NHK出版 1968年 

『〈ヨコへの発達〉とは何か』垂髪あかり 日本標準 2020年 

NHK「ラストメッセージ：この子らを世の光に」2007年 

NHK「文字の獲得は光の獲得でした：両目と両手を失って教師にな

る」2021年 

島根県立ろう学校ホームページ「学校紹介：福田与志先生（本校

創設者）」http://www.shimanet.ed.jp/matsurou/school/fukuda-

yoshi.html 

『ほん 障害者権利条約』 ふじい かつのり 汐文社 2015年 



『障害者福祉実践論』 大泉 溥 ミネルヴァ書房 1989年 

『仲間達が主人公の施設づくり』髙橋憲二 ぶどう社 1991年 

『障害者自立支援法と人間らしく生きる権利』障害者生活支援シ

ステム研究会 かもがわ出版 2007年 

[フィードバックの方法] 

毎回検討課題について考察レポートを作成又はグループワークを

行う。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。

 

  

14-23-44 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

子どもと保育の音楽Ⅰ 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

明本 遥 

 授業の回数    8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     3 セメスター 選択必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

子どもの育ちを豊かに展開するために、子どもの保育と音楽の関係に着目する。幼児期の音楽的な表現活

動の内容とその方法について理解を深め、それらを基に保育内容を創造し実践することができる。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]  

保育や幼児教育の現場で使われる音楽的な表現活動の内容とその方法について学ぶ。保育と音楽の関係について理解し、 

実際の保育現場を想定した保育内容の実践を図る。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

複数の種類の歌を歌うことができ、その伴奏をすることができる。また、それらを活用し、保育・幼児教育の現場を想定

して保育内容を創造し実践することができる。 

[準備学習の内容] 

授業時に配布する曲について練習し、歌を歌うこと、簡易な伴奏をすることができるようにしておくこと。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション 

 乳幼児期における音楽とは① 

2) 乳幼児期における音楽とは② 

3) 手遊びうた（身体を用いた表現活動）の特徴とその実践/わらべ歌の特徴とその遊び 

4) 手づくり楽器について 

5) 手づくり楽器の活用法 

6) 音楽的な表現活動の実践① 

7) 音楽的な表現活動の実践② 

8) 発表会(グループワーク) 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

適宜、プリントを配布する。 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 50 ％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（ 50 ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

『よくわかる児童文化』ミネルヴァ書房 

『こどものうた 200』チャイルド本社 

『こどものうた』野ばら社 

『たのしい手あそびうた』ナツメ社 

[フィードバックの方法] 

授業の振り返りを行う。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  
14-10-57 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

子どもと保育の音楽Ⅱ 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

明本 遥 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     4 セメスター 選択必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

文化的感性と表現力を身につけるために、歌唱曲についてその文化的背景に目を向け、子どもに伝わる表

現活動を行うことができる。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]  

歌唱の簡易伴奏の方法について学び、曲について理解を深め、その文化的背景に対する視野を広める。簡易な伴奏を考え、

演奏するとともに、歌唱教材を通して音楽を活用した保育内容を創造し、実践することができる。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

・歌唱曲の背景を理解し、説明することができる。 

・保育・幼児教育の現場を想定した時、子どもに伝わる工夫を施した音楽的表現活動を行うことができる。 

・簡易な伴奏を考え、行うことができる。 

[準備学習の内容] 

授業で出された課題について、都度下調べを十分にして教材研究を行うこと。また、伴奏を行うことができるように練習

を行うこと。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション 

  歌唱の簡易伴奏の方法について 

2) 教材研究/その音楽を活用した保育内容の構想 

3) 音楽的な表現活動の実践① 

4) 教材研究/音楽的な表現活動の実践② 

5) 音楽的な表現活動の実践③ 

6) 音楽的な表現活動の実践④  

歌・手作り楽器・ピアノ・身ぶり・手ぶりを用いた表現活動について 

7) 音楽的な表現活動の実践④  

歌・手作り楽器・ピアノ・身体的表現を用いた総合的な表現活動の実践 

8) 発表会（グループワーク） 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

適宜、プリントを配布する。 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 50 ％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（ 50 ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

『よくわかる児童文化』ミネルヴァ書房 

『こどものうた 200』チャイルド本社 

『こどものうた』野ばら社 

『たのしい手あそびうた』ナツメ社 

[フィードバックの方法] 

発表会終了後にフィードバックを行う。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  
14-10-58 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

子どもの遊びと学びⅡ 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

舟越 美幸・増原 真緒 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     3 セメスター 選択必修 

☑ 実務経験  元保育士として、子どもとともに楽しめる遊びを経験していきましょう。 

[授業の目的・ねらい]  

・子どもの豊かな心を育むため、子どもにとっての遊びについて実践を通して考え、遊びの重要性につい

て説明できるようになる。 

・自身の感性と表現力を身に付けるため、体験を通して様々な遊びを知り、展開できるようになる。 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]  

様々な遊びについて調査し，実際に遊びながらその魅力を知り、遊びの中での援助や配慮について理解できるようにし

ていく。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

・様々な遊びを知り、遊び方を身に付けることで、それを現場で子どもに発信し、活用できる。 

[準備学習の内容] 

・活動の実践の回に向け、各グループで協力して事前準備を行うこと。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 伝承遊びの全体的な意義や分類について知る。 

  １つの遊びについて，その楽しみ方や子どもにもたらす影響について調査する。〈グループ・ワーク〉 

  （書籍，論文，インターネット等を活用） 

2) グループ内で調査結果を共有し，資料を作成する。〈グループ・ワーク〉 

  発表・模擬保育（導入～展開～まとめ）の計画を立て，「模擬保育の流れ」を作成するともに準備を行う。 

  ＊グループ内で協力し，作業を分担して準備を進める。 

3) グループごとに遊びについて発表および模擬保育を行い，実際に遊びを経験する。 

4) グループごとに遊びについて発表および模擬保育を行い，実際に遊びを経験する。 

  調査および実践を通しての，伝承遊びに関する学びを振り返る。 

5) 数量を意識した遊びについて知る。(グループ・ワーク) 

  ・幼児を対象とした数を意識した遊びについて、実際に体験する。 

・書籍やインターネットを活用して調査する。 

6) 数量を意識した遊びについて調査をする。(グループ・ワーク) 

・調査した内容について PPTにまとめ、発表資料を作る。 

・数量、数唱、1 対 1 対応、抽出、概括 

7) 数量を意識した遊びについて調査をし、発表資料を作る。(グループ・ワーク) 

  ・調査した内容について PPT にまとめ、発表資料を作る。 

  ・調査した内容について、グループ内で分担し活動内容を考える。 

8) グループごとに遊びについて発表を行う。(グループ・ワーク) 

  ・作成した PPT 資料を用い、発表を行う。 

  ・発表及び実際に体験した内容について振り返りを行う。 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

・必要に応じて資料を配布します。 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 100 ％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

 

[フィードバックの方法] 

・提出された課題について授業内で解説したり、添削したり

することで、フィードバックを行う。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  
14-10-63 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

保育実習指導Ⅱ（保育所） 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当 

増原 真緒 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     3 セメスター 選択必修 

☑ 実務経験  元保育者の視点から，実習にあたり子ども理解や指導案作成の方法，準備等についてお伝えします。 

[授業の目的・ねらい]  

・保育所の役割や機能，保育者の果たす役割を理解し，実習の目的，自己課題を明確化する。 

・指導案の作成方法を理解し，具体的に作成することで実践のイメージと繋げる。 

・保護者および地域支援や交流について総合的に学びを深める。 

・実習を通して感じた思いや疑問について，実習報告会を通して学び合う。 

主に対応するＤＰ 

5 

[授業全体の内容の概要]  

① 実習の目的・内容を確認し，留意事項や心構えについて理解する。 

② これまでの実習を振り返り，各年齢の発達と遊びを理解し，各年齢の保育活動を考える。  

③ ②の学びを踏まえて指導案を作成する。  

④ 発達の理解や興味関心など子どもの実態を基に設定した内容について，年齢に見合った教材を研究する。 

⑤ 実習報告会を通して，自他の振り返りにより学びを深める。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

保育実習のまとめとして，指導案の作成から実践を通し，自己課題・達成方法を見出すことができる。実習報告会から

他者と実習での学びを深め合い，保育士としての保育観を表明することができる。 

[準備学習の内容] 

・本科目では計画的な課題への取り組みと提出を重視するため，取り組み姿勢および提出期限の厳守を心がけること。 

・指導案の作成については主に家庭学習にて取り組み，指定された期日までに提出すること。最終提出までに教員の添削

指導が数回にわたって行われるため，最終提出期限から逆算して計画的に取り組むことを勧める。 

・第 4～5 回で模擬保育を実施するため，使用したい物品を当日までに事前に購入・収集し，準備しておくこと。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション：講義概要の確認と本科目の説明 

子ども理解：子どもの内面に寄り添う，共感，受け止めとは〈グループワーク・ディスカッション〉 

保護者支援と地域支援・交流 

2) 「実習課題と取り組み」の作成にあたって 

実習前オリエンテーションに向けての電話および当日の受け方について 

保育の計画から設定保育の実施について：子どもの実態を土台とした指導案の作成方法と保育の実践 

指導案作成：子どもの様子・クラスの実態から考え，行事との結びつきを考える 

      事前準備と使用教材の明確化 

3) 「実習様式集」および「実習ファイル」の配布と説明，留意事項の確認 

実習日誌の記録方法（確認） 

4) 指導案に基づいた実践①：学生同士で保育者役と子ども役に分かれ，模擬保育を行う。 

5) 指導案に基づいた実践②：学生同士で保育者役と子ども役に分かれ，模擬保育を行う。 

実践の振り返りから，実習における設定保育の在り方について考える。 

6) 模擬保育の実施からの振り返り：到達度の確認 

お礼状および実習報告書の作成方法（確認）保育実習Ⅱに向けた最終確認 

7) 実習の振り返り：設定保育，保育技術，保護者および地域支援について 

8) 実習報告会 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

『実習ガイドブック』 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 80 ％） 

・到達度の確認 （ 20 ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

・小櫃智子ら(2017)『保育所・幼稚園・認定こども園実習パー

フェクトガイド』わかば社 

・小櫃智子ら(2015)『実習日誌・実習指導案パーフェクトガイ

ド』わかば社 

[フィードバックの方法] 

・提出された課題について授業内で解説，コメントをする。 

[備考] 

・この科目を履修するためには，「保育実習Ⅱ（保育所）」

を履修しなければならない。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
15-50-69 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

保育実習指導Ⅲ（児童福祉施設） 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

堅田 弘行 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     3 セメスター 選択必修 

☑ 実務経験  元児童自立支援施設児童指導員(嘱託)としての実務経験を活かし、日常生活支援の方法や内容を伝えま

す。 

[授業の目的・ねらい]  

保育実習Ⅲ（児童福祉施設）の事前準備を行い、実習課題の達成を目指す。また、実習後の振り返りを通

して子どもの最善の利益を追求した保育について考えることができることをねらいとする。保育実習指導

ではこれまで学習した様々な教科目と実習との関連を意識した内容になるため、すべての DP と共通する。 

主に対応するＤＰ 

5 

[授業全体の内容の概要]  

これまでの学習の振り返りをもとに保育実習Ⅲ（児童福祉施設）の学習内容を確認する。様々なデータから児童福祉施設

等が抱える課題について学習し、利用児(者)の自立に向けた社会の取り組みについて学習する。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

1.実習や実習報告会に取り組み、児童福祉施設等における計画に基いた実際の関わりや様々な活動について説明できる。 

2.実習や実習報告会に取り組み、子ども・利用者のニーズについて考え、客観的に説明できる。 

3.実習や実習報告会に取り組み、自分の今後の課題や目標を明確にできる。 

[準備学習の内容] 

関連する科目のテキストやノートを読み返す。2 セメスターの保育実習Ⅰb（児童福祉施設）の日誌や報告書を読み返し、

当時の自己課題を確認し、目標達成のためのこれまでの自身の取り組みについて自己評価する。また、第 1 回開始までに

面談を実施し、実習施設を決定する。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション 

・1～3 セメスターの学習内容と保育実習Ⅲ（児童福祉施設）との関連について確認する。 

・施設における計画と実践の内容を学習する。 

2) 実習に向けた準備① －子ども・利用者理解①－ 

・施設で見られる個人差について確認する。 

・DVD 教材を用いて様々な個人差について考察する。 

3) 実習に向けた準備② －子ども・利用者理解②－ 

・施設ごとに日常的な他機関との連携について確認する。 

・自立を目指した連携への在り方について DVD 教材を用いてグループ学習を行う。 

4) 実習に向けた準備③ －施設理解、子ども・利用者理解－ 

・事例からニーズについて考える。 

・保育者の専門性への理解を促し、考察する。 

5) 実習に向けた準備④ －実習書類の作成－ 

・実習ファイルを作成する。 

・「実習課題と取り組み」「個人票」を作成する。 

6) 実習の振り返り① 

・実習の振り返りとお礼状の作成 

・実習報告書の作成と添削指導 

7) 実習の振り返り② 

・実習報告書を確認し、質問を検討する。 

8) 実習報告会 

・実習を通して学んだこと、気づいたこと、感じたことを発表する。 

・質疑応答を積極的に行い、今後の自己課題を明確にする。 

  



試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

・実習ガイドブック 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 60 ％） 

・到達度の確認 （ 40 ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

守巧ら『施設実習パーフェクトガイド』わかば社 

田中利則監修『事例を通して学びを深める施設実習ガイド』

ミネルヴァ書房 

[フィードバックの方法] 

毎回の授業時に提出課題に対する振り返りを行う。 

[備考] 

・「平常点評価」は提出物によって評価する。「到達度の

確認」は報告会での発表をもって評価する。 

・この科目を履修するためには、「保育実習Ⅲ（児童福祉

施設）」を履修しなければならない。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  
15-50-70 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

保育実習Ⅱ（保育所） 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

実習 

 授業担当者 

増原 真緒 

 授業の回数   80 時間  時間数(単位数）   2 単位  配当     3 セメスター 選択必修 

☑ 実務経験 元保育士の視点から，保護者支援，保育の計画等，実習における学びについて指導します。 

[授業の目的・ねらい]  

・保育所の社会的役割や機能について具体的な実践を通して理解を深める。 

・観察や関わりの視点を明確にすることによって子ども理解を深める。 

・本学で学んだ内容や保育実習Ⅰa（保育所）の経験を踏まえ，保育全体への理解を深めるとともに，そ

の場に応じた実践を行う。 

・保護者や家庭への支援，地域社会との連携について学ぶ。 

・保育の観察から計画，実践，記録及び自己評価について具体的な実践に結び付けて理解する。 

・保育者としての自己課題を明確化する。 

主に対応するＤＰ 

5 

[授業全体の内容の概要]  

保育実習Ⅰa（保育所）の学びや子ども理解を深めると共に，主体的にその場に応じた実践を行う。保護者や家庭への

支援・地域社会との連携について知る。保育課程に基づいて指導案を作成し，実践する。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

・保育所の社会的役割について理解を深めると共に，保護者や家庭への支援，地域社会との連携について説明できる。 

・保育者の行動を参考に主体的に行動し，その場に応じた行動・配慮ができる。 

・集団と個の理解をした上で設定保育に臨み，保育の評価を行う。 

・実習から自己課題を明確化し，自らの保育観について表明できる。 

[準備学習の内容] 

・指導案作成のために，子どもの興味関心のある多種多様な遊びについて学んでおくことを求めます。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

① 保育所の社会的役割や機能についての理解 

・保育所の社会的な役割，機能について，実践的に理解を深める。 

・保育は養護と教育が一体となって行われるものであることを実践的に学ぶ。 

② 子ども理解 

・クラス集団の様子や全体的な発達，興味関心を捉えることによって，クラスの実態について理解を深める。 

・子ども一人一人の心身の状態や発達過程，興味関心を捉えることで子ども理解を深める。 

・保育者の関わりや配慮からその意図を考え，子ども理解につなげるとともに自身の関わりに結び付ける。 

③ 保育の理解とその場に応じた実践 

・保育所及びクラスの生活の流れや展開を把握することによって，その場に応じた行動をする。 

・「生活や遊びを通して総合的に行う保育」について保育者の姿や子どもとの関わりの場面から理解を深める。 

④ 保護者や家庭への支援と，地域社会との連携 

・保護者への支援及び地域の子育て家庭への支援について，保育所の取り組みや保育者の日々の姿，事例等を通 

して学ぶ。 

・地域社会との連携について，保育所の取り組みから様々な連携や交流について知る。 

⑤ 計画，実践，記録及び自己評価 

・保育における PDCA サイクル（計画―実践―省察―評価）を理解する。 

・クラスの実態に応じて指導案を作成の上，保育を実践し，自己評価を行う。（設定保育） 

⑥ 自己課題の明確化 

・保育士資格を取得し，保育者となるための，自己の課題を明確にし，達成のための方法を考える。 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 40 ％） 

・到達度の確認 （ 60 ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

 

[フィードバックの方法] 

実習後，実習評価の返却とともに個々の課題について指導

を行う。 

[備考]・この科目を履修するためには，「保育実習Ⅰa（保

育所）」の単位を修得していなければならない。 

・この科目を履修するためには，「保育実習指導Ⅱ（保育

所）」を履修しなければならない。 



※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  
15-50-73 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

保育実習Ⅲ（児童福祉施設） 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

実習 

 授業担当者 

堅田 弘行 

 授業の回数  80 時間  時間数(単位数）   2 単位  配当     3 セメスター 選択必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

①他職種と連携して行う保育者の生活支援に対する観察や生活への参加を通して、子ども・利用者理解を

深める。 

②施設の生活や保育の流れを把握し、個々に応じた支援の実際への観察と参加を通してその方法について

学ぶ。 

③子ども・利用者やその家族の抱える課題や社会的背景について理解し、様々な連携について学ぶ。 

主に対応するＤＰ 

5 

[授業全体の内容の概要]  

乳児院、児童養護施設、児童発達支援センター、障害児入所施設（福祉型）、障害児入所施設（医療型）、児童発達支援

センター、児童相談所一時保護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所、

放課後等デイサービスのいずれかの生活に参加し、保育者を始めとした職員の生活支援や生活援助の方法や施設の様々な

取り組みについて学ぶ。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

1．実習施設の社会的役割や子ども・利用者の自立に向けた取り組みの実際について説明できる。 

2.子どもの最善の利益を追求した自身の保育観を深め、保育者としての課題を明確にする。 

[準備学習の内容] 

他の実習科目で設定した自己課題の見直しとこれまでの学習内容の振り返り 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 各実習施設の社会的役割と機能について理解を深める。 

・各実習施設が地域や社会から求められている役割と機能について、実習を通して総合的に理解し、説明できる。 

2) 子ども・利用者の個人差について理解し、生活支援や生活援助の方法を習得する。 

・生活の様子や態度から様々な個人差のありようを理解する。 

・一人一人に応じた生活技能の習得や学習支援、職業訓練の計画について実際的な関わりを通して理解する。 

3) 子ども・利用者のニーズ、思いや意図を汲み取りながら、当たり前の日常を保障するための関わりについて保育者の

姿から学びを深め、自らの実践につなげる。 

・保育者の行動をよく観察し、多岐にわたる業務を把握する。子どものために行う業務について知り、理解を深める。 

・実習指導者の指導及び指示の下、指導員や保育者の補助的立場として子どもへの対応を行う。 

4) 援助計画や支援計画に基づく援助や支援のありようを理解する 

・個別の計画に基づく具体的な援助や支援に参加する。また計画の作成と実践との関連性を理解する。 

・子ども・利用者や家族への支援や対応のありようを理解する。 

5) 児童福祉施設等の周辺の地域資源の利用や地域社会との連携の方法を具体的に学ぶ。 

・地域や地域社会との連携や協働の様子について体験的に理解する。 

6)最善の利益への配慮について学ぶ。 

・子ども・利用者の生活に参加し、最善の利益について考察する。 

・自らの受容と教官の態度について、参加や観察を通して学ぶ。 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

実習ガイドブック 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 40 ％） 

・到達度の確認 （ 60 ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

 

[フィードバックの方法] 

実習評価は面談を通じて返却し、対面で振り返りを行う。 

[備考]・「平常点評価」は実習日誌と実習報告書で評価す

る。「到達度の確認」は実習施設による評価とする。 

・この科目を履修するためには、「保育実習Ⅰb（児童福

祉施設）」の単位を修得していなければならない。 

・この科目を履修するためには、「保育実習指導Ⅲ（児童

福祉施設）」を履修しなければならない。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
15-50-74 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

キャリアアップ教育Ⅲ 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

加藤 友彦 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     3 セメスター 卒業必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

社会に貢献できる人となるために、社会人として必要な知識、教養、コミュニケーション力、人間性を

身につける。 

主に対応するＤＰ 

4 

[授業全体の内容の概要] 

 キャリア教育の第 3 段階と位置づけ、小論文、面接練習を中心に就職試験対策を行う。 ＊進学希望者は受験対策 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

①就職試験問題を想定した小論文を記述することができる。 

②適切な態度で面接を受けることができる。 

③就職先を想定したキャリアデザインを考えることができる。 ＊進学希望者は進学先 

[準備学習の内容] 

・小論文のテーマは事前に告知するので回答内容を考えておく。 

・課外で面接練習をしておく。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション：授業の概要を把握する。 

  2022 年度進路就職ガイダンス：進路就職活動の流れを把握する。進路就職関連の諸調査表に記入・記述する。 

2) 就職情報の収集：福祉人材センターの講話を聴く。PC で就職希望先を調べ、ワークシートにまとめる。 

3) 履歴書：就職先を想定した履歴書（本学科書式）を作成する。 

4) 小論文①：小論文を記述する。※テーマは事前に告知する。 

5) 面接練習①〈グループワーク〉：面接の心構えを聴く。グループで面接練習を行う。面接後の振り返りをする。 

6) 小論文②：小論文を記述する。※テーマは事前に告知する。 

7) 面接練習②〈グループワーク〉:グループで面接練習を行う。教員と模擬面接を行う。面接後の振り返りをする。 

8) キャリアアップ教育Ⅲのまとめ：就職先を想定したキャリアデザインを考え、学習の振り返りを行う。 

試験）  [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

 なし。 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 100 ％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

 なし。 

[フィードバックの方法] 

 小論文はコメントを記して返却する。  

[備考] 

 平常点評価の内訳は初回に詳しく伝える。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  
18-40-78 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

保育研究ゼミⅠ 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

橋本祐治・余村望・加藤友彦・ 

川内紀世美・舟越美幸・堅田弘行・ 

増原真緒・明本遥 

 授業の回数  8  回  時間数(単位数）  1 単位  配当   3  セメスター 卒業必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

 科学的な根拠に基づいた保育・教育・子育て支援の在り方を探究する中で、「ものごとを整理する」、

「文章にまとめる」、「人に説明する」、「人の意見を聞いて自分の意見を発表する」などの力を付ける

ために、卒業研究に取り組み、最終アウトラインを完成させる。 

主に対応するＤＰ 

5 

[授業全体の内容の概要]  

「保育基礎ゼミⅡ」で作成した「卒業研究計画書」をもとに、文献研究や調査、発表、討論などを繰り返しながら、卒

業研究の最終アウトラインを完成させる。 

授業は、ゼミごとにディスカッション等を活用して行う。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

・保育・教育・子育て支援の諸課題に関して課題意識を持ち、自ら研究課題を発掘することができる。 

・主体的に学ぶ姿勢や日々の学修を積み上げていく習慣を身に付ける。 

・課題解決のために必要な情報を収集し、考察を加え、自分なりの解決策を提案するための卒業研究の最終アウトライン

を完成させる。 

・卒業研究の最終アウトラインを他者に分かりやすく説明できる。 

[準備学習の内容] 

 各回の授業において発表する研究経過資料を作成する。(各回 2 時間) 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 授業科目全体（「保育研究ゼミ Ⅰ・Ⅱ」）の概要を知り、見通しを持つ。 

2)  

 

3)  

 

4)     

5)   ゼミ学習において、発表やディスカッションを行い、自らのテーマについての理解を深めるとともに、卒業研究

のアウトラインを完成させる。 

6)  

 

7)  

 

8)   ゼミ単位で、卒業研究の最終アウトラインの発表会を行う。(卒業研究中間発表会) 

   ・最終アウトラインへの質疑応答を通して、以後の研究の進め方について示唆を得る。 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 【授業内評価】 

・平常点評価  （ 50 ％） 

・到達度の確認 （ 40 ％） 

・実技・作品発表（ 10 ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

戸田山和久『新版 論文の教室』ＮＨＫ出版 

中坪史典他『保育・幼児教育・子ども家庭福祉辞典』（ミ

ネルヴァ書房 2021） 

[フィードバックの方法] 

 ゼミでの発表内容や変化していく卒業研究論文計画書等に

ついて、その都度授業内で解説したり、コメントしたりして

フィードバックを行う。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  
18-50-87 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

保育研究ゼミⅡ 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

橋本祐治・余村望・加藤友彦・ 

川内紀世美・舟越美幸・堅田弘行・

増原真緒・明本遥 

 授業の回数   16 回  時間数(単位数）   2 単位  配当    4 セメスター 卒業必修 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

 科学的な根拠に基づいた保育・教育・子育て支援の在り方を探究する中で、「ものごとを整理する」、

「文章にまとめる」、「人に説明する」、「人の意見を聞いて自分の意見を発表する」などの力を付ける

ために、卒業研究に取り組み、完成させる。 

主に対応するＤＰ 

5 

[授業全体の内容の概要]  

「保育研究ゼミⅠ」の「中間発表会」での質問や意見等を参考にして、ゼミごとに、最終アウトラインに沿った文献研

究や調査、発表、討論などを繰り返しながら、卒業研究論文等にまとめる。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

・保育・教育・子育て支援の諸課題に関して課題意識を持ち、自ら研究課題を発掘することができる。 

・主体的に学ぶ姿勢や日々の学修を積み上げていく習慣を身に付ける。 

・課題解決のために必要な情報を収集し、考察を加え、自分なりの解決策を提案することができる。 

・研究内容を卒業研究論文等にまとめ、他者に分かりやすく説明できる。 

[準備学習の内容] 

 各自の研究を進め、授業において発表する研究経過資料を作成する。(各回 2 時間) 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 授業科目全体の概要を知り、見通しを持つ。 

 ・前半は発表担当者の発表と質疑応答とし、後半は卒業論文等を作成する。 

2)  

 

3)  

 

4)     

5)    ゼミごとに、発表をもとにしたディスカッションをして研究内容を高め合うとともに、個別の論文等の作成を進

め、完成させる。 

6)  

 

7)  

 

8)   卒業研究論文等を仕上げ、「保育・教育研究発表会」での発表内容を概要にまとめる。 

9）10）11）12）13）14）15）16）「保育研究ゼミ発表会」において、卒業研究の発表を行う。 

 ・発表概要を資料として、卒業研究の発表を行い、質問等に適切に答える。 

試験）レポート(卒業研究論文等) [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 30 ％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（ 10 ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（ 60 ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 
[参考文献] 

戸田山和久『新版 論文の教室』ＮＨＫ出版 

中坪史典他『保育・幼児教育・子ども家庭福祉辞典』（ミネル

ヴァ書房 2021） 

[フィードバックの方法] 

 ゼミでの発表内容や発表資料等について、その都度授業内で

解説したり、コメントしたりしてフィードバックを行う。 

 卒業研究論文等に総評を付けて返却する。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 
18-50-88 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

地域実践演習Ⅲ 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

堅田 弘行・余村 望 

 授業の回数  8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     3 セメスター 選択 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

・地域実践演習Ⅱで検討した対応方法に基づき、実地調査を行い、地域資源の発見につなげる。 

・保育者を目指す者として DP1 と DP2 に根差した学習を行う。 

主に対応するＤＰ 

1＋2 

[授業全体の内容の概要]  

・活動計画をもとに実地調査を行い、活動報告を行う。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

・実地調査を行い、その内容をまとめ、説明することができる。 

[準備学習の内容] なし 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 授業ガイダンス・実地調査のグループ分け 

2) 実地調査計画書を作成する。 

3) 計画書をもとに、調査を行う。 

4) 計画書をもとに、調査を行う。 

5) 計画書をもとに、調査を行う。 

6) 調査内容をまとめ、活動報告書に記録する。 

7) 調査内容をまとめ、活動報告書に記録する。 

8) 活動報告書をもとに調査内容を発表する。 

試験）レポート [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

なし 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  20％） 

・到達度の確認 （  20％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（  60％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

なし 

[フィードバックの方法] 

試験終了後、評価のポイントを示す。 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  
14-12-53 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

地域実践演習Ⅳ 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

堅田 弘行・余村 望 

 授業の回数  8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     3 セメスター 選択 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

・地域実践演習Ⅲで報告した内容について分析を行い、これまでの文献研究や学習内容から自分なりの意

見をもつことができる。 

・保育者を目指す者として DP1 と DP2 に根差した学習を行う。 

主に対応するＤＰ 

1＋2 

[授業全体の内容の概要]  

・地域実践演習Ⅲで報告した内容について考察を行う。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

・分析結果について他者にわかりやすく説明できる。 

・これまでの実践をもとに、設定したテーマにおける個々の疑問への解を説明できる。 

[準備学習の内容] なし 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) 授業ガイダンス 活動報告（調査内容）の確認 

2) 調査内容について分析を行う。 

3) 調査内容について分析を行う。 

4) 分析によって得られた結果をまとめる 

5) 分析結果によって得られた結果の考察を行う。 

6) 分析結果によって得られた結果の考察を行う。 

7) 活動報告を行う。 

8) 活動報告を行う。 

試験）レポート [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

なし 

【授業内評価】 

・平常点評価  （  20％） 

・到達度の確認 （  20％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（  60％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

なし 

[フィードバックの方法] 

試験終了後、評価のポイントを示す。 

[備考] 

この科目を履修するためには、地域実践演習Ⅲの単位を修

得していなければならない。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  
14-12-54 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

キャリアアップ教育Ⅳ 

授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

演習 

 授業担当者 

加藤 友彦 

 授業の回数   8 回  時間数(単位数）   1 単位  配当     4 セメスター 選択 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]   

社会に貢献できる人となるために、社会人として必要な知識、教養、コミュニケーション力、人間性を

身につけることができる。 

主に対応するＤＰ 

4 

[授業全体の内容の概要]  

キャリア教育の第 4 段階と位置づけ、ライフステージにおける自己課題を設定し、調査・研究、発表を行う。 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

①自己課題を設定し、課題の解決のために必要な資料を収集することができる。 

②収集した資料をもとに考察を行い、レポートをまとめ、発表することができる。 

[準備学習の内容] 

空きコマ等を活用して、必要な資料を収集する。 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

1) オリエンテーション：授業の概要を把握する。 

  自己課題の設定：ライフステージにおける自己課題を設定する。 

2) 自己課題の決定：ライフステージにおける自己課題を決定し、資料収集の準備をする。 

3) 資料の収集：ライフステージにおける自己課題にもとづき、必要な資料を収集する。 

4）分析：収集した資料にもとづき、ライフステージにおける自己課題を分析する。 

5）考察：分析した内容を考察する。 

6) レポート作成：調査・研究内容をレポートにまとめる。 

7) 発表：調査・研究の成果を発表する。 

8) キャリアアップ教育Ⅳのまとめ：学習の振り返りを行う。 

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

 なし。 

【授業内評価】 

・平常点評価  （ 100 ％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

 なし。 

[フィードバックの方法] 

 レポートはコメントをつけて返却する。 

[備考] 

平常点評価の内訳は初回に詳しく伝える。 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

  
18-40-84 



保育・幼児教育学科 

 授業のタイトル（科目名） 

学童保育の指導法 

 授業の種類（講義･演習･実技･実習） 

講義 

 授業担当者 

 

 授業の回数   15 回  時間数(単位数）   2 単位  配当     4 セメスター 選択 

☐ 実務経験   

[授業の目的・ねらい]  

 

主に対応するＤＰ 

1 

[授業全体の内容の概要]  

 

[授業修了時の達成課題（到達目標）] 

 

[準備学習の内容] 

 

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

 

 

 

   （本年度不開講）  

試験） [単位認定の方法及び基準] 【試験】 

[使用テキスト] 

 

【授業内評価】 

・平常点評価  （   ％） 

・到達度の確認 （   ％） 

・実技・作品発表（   ％） 

・筆記試験（   ％） 

・レポート（   ％） 

・実技試験（   ％） 

・面接試験（   ％） 

[参考文献] 

 

[フィードバックの方法] 

 

[備考] 

 

※使用テキスト及び参考書は図書館に納められています。 

 
18-10-89 


