
学 科 名 （ 修 業 年 限 ）

1560

授業科目名
単位
時間数

実務経験
教員

シラバス
ページ番

英語 60 1,2
保健体育講義 15 ○ 3
保健体育実技 30 ○ 4
情報処理 30 5
文章の理解と表現Ⅰ 30 ○ 6
人間理解 30 ○ 7
保育原理 30 8
教育原理 30 9
子ども家庭福祉 30 10
社会福祉 30 11
子ども家庭支援論 30 12
社会的養護Ⅰ 30 ○ 13
保育の心理学 30 14
子どもの理解と援助 30 15
子どもの保健 30 ○ 16
保育内容総論 30 ○ 17
音楽表現演習Ⅰ 60 ○ 18,19
造形表現演習 60 ○ 20,21
乳児保育Ⅰ 30 ○ 22
子どもの健康と安全 30 ○ 23
障害児保育 60 ○ 24,25
保育実習指導Ⅰ－Ａ 30 ○ 26
ソーシャルワーク 30 27
子ども学概論 30 ○ 28
子どもの遊び 60 ○ 29,30
音楽理論 15 31

授業科目名
単位
時間数

実務経験
教員

シラバス
ページ番

文章の理解と表現Ⅰ 30 ○ 1
保育者論 30 2
子ども家庭支援の心理学 30 ○ 3
子どもの食と栄養 60 4,5
保育の計画と評価 30 ○ 6
保育内容健康 30 ○ 7
保育内容人間関係 30 ○ 8
保育内容環境 30 ○ 9
保育内容言葉 30 10
保育内容表現 30 ○ 11
保育の中の生活と遊び 30 ○ 12
音楽表現演習Ⅱ 30 ○ 13
児童文化演習 30 ○ 14
乳児保育Ⅱ 30 ○ 15
社会的養護Ⅱ 30 ○ 16
子育て支援 30 ○ 17
保育実習Ⅰ（保育所） 90 ○ 18
保育実習Ⅰ（施設） 90 ○ 19
保育実習指導Ⅰ－Ｂ 30 ○ 20
保育実践演習 60 21,22
保育制度 30 23
メンタルヘルス 30 ○ 24
地域の資源と保育 30 ○ 25
情報発信の技術 15 ○ 26
保育教材研究 30 ○ 27
保育実習Ⅱ（保育所） 90 ○ 28
保育実習指導Ⅱ 30 ○ 29
児童館・放課後児童クラブの機能と運営 30 ○ 30
児童館・放課後児童クラブの活動内容と指導法 30 ○ 31
児童館実習Ⅰ 90 ○ 32
児童館実習指導 30 ○ 33

２年次

こ ど も 科 （ 2 年 ）

１年次

実務経験のある教員等が担当する授業（黄色表示）総時間数



28 3. Playground 4. Children on the playground
こどもたちの遊びを英語で表現できる。園庭の遊
具を英語で表現できる。

29
Unit 6 Dropping Davy and Picking him up
♪The farmer in the dell

登園と降園時の会話。子供の様子を伝える表現を
学ぶ。

26
4. Turn Left at the Second Traffic Light.
5. Jane's Letter to her Parents

日本での生活の様子を書いた保護者の英文の手紙
を読解できる。保育園の周りの施設の位置を英語

27
Unit 5  Davy Meets his classmate Takashi 
1. Let's play with Blocks 2. What do you want to do?

子どもたちの遊びの英語表現を覚える。園庭の遊
具を英語で表現できる。

25
Unit 4 Directions Places around the school                        
 ♪London Bridge 2. where is the Post Office? 3. Is there a Shoe 

街の中施設を英語で表現できる。

22
Unit 3 Time and Numbers 
♪Hickory Dickory Dock

時刻と数を正確にいえるようにする。

23 2. Could you bring  a pair of indoor shoes?
園児の所持品を英語でどのように表現するか学
ぶ。

20
Unit 2 Welcome to Minato Nursery School 
1.It's nice to meet you.  2. Please call him Davy.

初めてこどもや保護者にあったときの挨拶・自己
紹介の英語表現が言える。

21
3. Family Questionnaire   4. Questions about Davy and his family  
      ♪Hello song ♪Humpty Dumpty

英文の家庭調査票項目を読み、理解できる。保育
室にあるものを英語で表現できる。

30 3. How was Davy today?   4. How was your day today? 1日のこどもの様子を英語で表現できる。

19
Introduction (Review) 4. Nursery school                       ♪
Hello song

こどもと保護者を初めて迎えるときの英語表現を
覚える。

16 英文法復習14．後置修飾・関係代名詞復習と応用
英文法基礎講座14　　後置修飾とは何か、後置修
飾や、関係代名詞がある分の意味が理解できる。

17 復習テスト 復習テスト

14 英文法復習12．不定詞・動名詞復習と応用
英文法基礎講座12　文中の不定詞動名詞を見つけ
ることができる。文の意味が理解できる。

15 英文法復習13．後置修飾・関係代名詞
英文法基礎講座13　後置修飾とは何か、後置修飾
や、関係代名詞がある分の意味が理解できる。

24 5. Required Supplies  Reading a Notice from  school
園からのお知らせを英語で表現するとどのように
なるか。比較し表現を学ぶ。

13 英文法復習11．不定詞・動名詞
英文法基礎講座11　文中の不定詞動名詞を見つけ
ることができる。文の意味が理解できる。

10 英文法復習8．進行形・受け身・現在完了形復習と応用
英文法基礎講座8　進行形・受け身・現在完了形
の作り方を復習する。文の意味が理解できる。

11 英文法復習9．比較の文・接続詞・関節疑問
英文法基礎講座9　比較、接続詞。関節疑問の文
の意味が理解できる。

8 英文法復習6．助動詞・いろいろな動詞復習と応用
英文法基礎講座6　助動詞の意味が理解できる。
よく使う動詞と共に使われる文を理解できる。

9 英文法復習7．進行形・受け身・現在完了形
英文法基礎講座7　進行形・受け身・現在完了形
の作り方を復習する。文の意味が理解できる。

18
Unit 1 First Step to Childcare English
What's your name?  Listen and Practice

自己紹介の英文を読み、英語表現を学ぶ。　園の
施設の英語表現を覚える。

7 英文法復習5．助動詞・いろいろな動詞
英文法基礎講座5様々な助動詞の意味を復習す
る。よく使う動詞の意味を理解する。

4 英文法復習2．Be動詞・There is ～代名詞の復習と応用
英文法基礎講座2英語の文のつくりを思い出す。
何が主語か何が述語か理解する。

5 英文法復習3．一般動詞現在・過去・未来・命令文
英文法基礎講座3一般動詞の時制と、命令文の形
と使い方を復習する。

2 現在の英語力評価　Toeic Sampole Test　解答 英語力の評価を行い、現在の力を確認する。

3 英文法復習1．Be動詞・There is ～・　代名詞の復習
英文法基礎講座1英語の文のつくりを思い出す。
何が主語か何が述語か復習し理解する。

12 英文法復習10．比較の文・接続詞・関節疑問復習と応用
英文法基礎講座10　比較、接続詞。関節疑問文の
意味が理解でき、つくれる。

2
時間数

こども科 1
通年
前期

必修 演習
60

教科書
『保育の英会話』　萌文書林
配布プリント

単位数
学科 学年 学期

6 英文法復習4．一般動詞現在・過去・未来・命令文復習と応用
英文法基礎講座4　一般動詞の時制と、命令文の
形と使い方を復習する。

授業科目名 英語
担当者 都築玲子

実務経験

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1
Get to know each other, Class Rules, schedule　　　　　　　　　　　
　　　　　　　Ice breaking Game ♪Hello song

クラスルール、スケジュール、評価方法を理解す
る。

授業概要
日本以外の言語文化環境を土台とした子どもと保護者に関わることを想定し、子どもならではの英話法や語彙、保育関連の
簡単な英会話について学ぶ。日本語を母語としない保護者への適切な情報提供やコミュニケーションについても学ぶ。

学習到達
目標

基本的な英語が理解できる
保育園、保育室内の英語、英語表現が理解できる

評価方法 出席、授業参加状況、テスト、レポート等、総合的に評価する。

科目種別 授業方法

こども科1年_1/64



60 5.Family Tree, Cross word puzzle 後期学んだことを復習する。

58 3.Thank you for all you have done for us! 状況に合わせて、感謝の表現ができる。

59 4.National holidays and celebrations 国民の祝日を英語で表現できる。

56 5. A letter from Dr. Tanaka, Jane's obstetrician 婦人科からの英文のお知らせを読んで理解できる。

57
Unit15 Graduation Day 1.Davy, Congratulations!2.Davy has been so 
happy with you and his friends here.

英語の修了証書、祝福感謝の表現が理解できる。

54 2. Baby's room  3. What do babies do? How do children grow?
育児室の内部や、備品、使用キットについて英語で表現できる。
英語で表現された成長過程を理解できる。

55 4.Mother and child Health Handbook. 英語の母子手帳の内容を理解できる。

52
3.Dear Parents, 4. Annual School calendar.  6. Mari-sensei talks 
about safety and weather.

英文の園行事のお知らせを読み理解する。

53 Unit14 Baby Care 1. This must be Davy's sister. 乳幼児の成長過程を英語で表現できる。

50
2. If it rains, we will postpone the field trip. ♪ The wheel on 
the bus

各交通機関の英語表現を学ぶ。また、子供に人気のﾊﾞｽｿﾝｸﾞを英語
で歌う。

51 Christmas ornaments making ♪Christmas Songs クリスマスオーナメンツを制作する

48 4. Telephone messages 園行事への招待を電話で伝える。

49 Unit13 Field Trip 1. We're going to the zoo next Friday. 遠足の計画、当日の集合場所、持ち物などの連絡を英語で行う。

46 2. May I take a message? 子どもの状態を保護者に英語で聞ける。

47 3. May I speak to Mrs. Smith? 電話のメッセージを英語でメモに残せる。

44 海外のｸﾘｽﾏｽ 日本と比較して、海外のクリスマスについて知る。

45 Unit12 Telephone calls  1. Hello, This is Minato Nursery School. 電話での応対。園の行事への案内をするときの表現を学ぶ。

42 5. Common childhood injuries, illnesses and symptoms 子どもがけがをした場合、保護者に英語で適切に伝えられる。

43
5. Common childhood injuries, illnesses and symptoms6. First aid 
and medical care

子どもがけがをした場合、保護者に英語で適切に伝えられる。

40 Unit11 Injuries and Illnesses  1. What's the matter? けが病気の場合、状況を的確に英語で伝えることができる。

41
2. I'm really sorry for what happened today.  3. My tummy hurts.  
4. If you are concerned about him, consult the doctor.

けが、症状処置についての英語表現を理解する。

38
3.Takashi, Come here.  4. Don't hit him.  Don't do this. Don't do 
that. ♪Head shoulders knees and toes   ♪Hokey, Pokey

英語でbody parts を言える。形を英語で言える。適切に丁寧な表
現を使える。

39 海外のﾊﾛｳｨﾝ
ハロウィンの意味を理解する。英語の歌、クラフト、絵本につい
て知る。

36 3.The parent- Teacher Communication notebook
英語で書かれた連絡帳を理解し、保育園での体の調子、日々の様
子を伝える英語表現を表現できる。

37
Unit10 Fighting 1. Takashi hit my head.
2. That's a good idea.

けんかの場合英語で対応し、納得させることができる。

34
5. How do you say  Oyakodonburi in English?                       
    6. Jane's special recipes

和食を英語で表現できる。英語のレシピを読み理解して調理がで
きる。

35
Unit 9  Toilet Dialog 1.Does anyone deet to go potty? 
2. Iwet my pants

子どもの英語での排泄に関する表現を理解する。

32
3. What does Yoshio sensei do in the toddlers' class? 4. What 
does Kiyoko sensei do in the infants' class?5. Let's try Origami 

英語で折り紙を折ると、どのような表現になるか理解する。保護者への連絡帳の記入について学

ぶ…保護者とのコミュニケーションツールとして大切なものである。英語での簡潔な表現ができ

る。

33 Unit 8 Lunch time 3. Likes and Dislikes   4. Lunch Menu 食事、調理法、嗜好を英語で表現できる。

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

31
Unit 7 Jobs at Nursery School  1.Mari sense's daily schedule
 2. What does Mari sensei do in the 5-year old's class?

保育者の1日の動きをタイムラインに沿って英語で表現できる。2
歳児、0歳児の保育者の仕事を英語で表現できる。

授業概要
日本以外の言語文化環境を土台とした子どもと保護者に関わることを想定し、子どもならではの英話法や語彙、保育関連の
簡単な英会話について学ぶ。日本語を母語としない保護者への適切な情報提供やコミュニケーションについても学ぶ。

学習到達
目標

基本的な英語が理解できる
保育園、保育室内の英語、英語表現が理解できる

評価方法 出席、授業参加状況、テスト、レポート等、総合的に評価する。

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 1

通年
後期

必修 演習
60

教科書
『保育の英会話』　萌文書林
配布プリント

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 英語
担当者 都築玲子

実務経験

こども科1年_2/64



14 大型遊具・固定遊具の遊びと保育者の援助
予習復習として、固定遊具の遊びと保育者の援助
を読んで内容をまとめておくこと

15 サーキットコースの考案・作成・レポート作業まとめ レポート作成の為に資料・情報の収集

12 運動能力・運動技能の発達・運動技能獲得の個人差
予習復習として、運動能力・運動技能の発達・運
動技能獲得の個人差を読んで内容をまとめておく
こと

13 いろいろな運動遊びの基本と保育者の援助
予習復習として、色々な運動遊びの基本と保育者
の援助を読んで内容をまとめておくこと

10 形態の発育・運動の発達
予習復習として、形態の発育・運動発達を読んで
内容をまとめておくこと

11 幼児期の運動と意義
予習復習として、幼児期の運動と意義を読んで内
容をまとめておくこと

8 幼児の精神運動機能発達の特徴（3～5歳児）
予習復習として、幼児の精神運動機能発達の特徴
を読んで内容をまとめておくこと

9 幼児の運動発達と遊び、運動遊びの定義
予習復習として、幼児の運動発達と遊び、運動遊
びの定義を読んで内容をまとめておくこと

6 幼児期の発育・発達について2
予習復習として、幼児期の発育・発達を読んで内
容をまとめておくこと

7 人間の脳の発達と精神活動
予習復習として、人間の脳の発達と精神活動を読
んで内容をまとめておくこと

4 幼稚園教育要領と保育所保育指針について
予習復習として、幼稚園教育要領と保育所保育指
針を読んで内容をまとめておくこと

5 幼児期の発育・発達について
予習復習として、幼児期の発育・発達を読んで内
容をまとめておくこと

2 幼児における運動遊びについて
予習復習として、幼児における運動を読んで内容
をまとめておくこと

3 運動遊びの「ねらい」と「内容」について
予習復習として、運動遊びの「ねらい」と「内
容」を読んで内容をまとめておくこと

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 オリエンテーション（保健体育講義について）
予習復習として、保健体育講義の目次を読んで内
容をまとめておくこと

授業概要
大人も子どもも心身共に健康であるとはどのような状態なのか、その状態の維持や危機がなんなのかを理解したうえで、健
康の増進に運動が果たす役割を、生理学、運動学、医学的観点から学ぶ。また、運動の技能と獲得を評価支援する観点と方
法を学ぶ。

学習到達
目標

現代社会において，心身の健康は，ＱＯＬ（生活の質）を高めるために欠かすことのできない要素である。健康であるため
には，普段から楽しみや生きがいをもち，健康や運動の基礎的知識をもって，実践していくことが必要不可欠である。本授
業では、健康の増進に運動が果たす役割を、生理学、運動学、医学的観点から学ぶ。また、運動の技能と獲得を評価支援す

評価方法
受講態度…出席状況と授業への取り組む姿勢・態度など。
筆記試験・課題レポート…適宜試験及びレポートの提出を求めることもある。

科目種別 授業方法
1

時間数
こども科 1 後期 必修 講義

15

教科書 『保育の中の運動遊び』萌文書林

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 保健体育講義
担当者 沼田尚

実務経験 企業でスポーツトレーナーとしての勤務経験がある

こども科1年_3/64



複合的な遊び・サーキット運動5　サーキットコースを作る

29 複合的な遊び・サーキット運動6　サーキットコースを作る

30 まとめ 予習として、コースを完成させる

予習・復習として、サーキットコースをイメージ
する

25 複合的な遊び・サーキット運動2　サーキットコースを考える 予習・復習として、器具の確認とコースの再考

26 複合的な遊び・サーキット運動3　サーキットコースを作る

予習・復習として、コースを製作する
27 複合的な遊び・サーキット運動4　サーキットコースを作る

28

12 用具類を使った遊び・跳運動2　縄を使った遊び

7 遊具を使わない遊び・体つくり運動7　二人で行う体力づくり(筋力)1

8 遊具を使わない遊び・体つくり運動8　二人で行う体力づくり(筋力)2

9 競争する遊び・走運動1　走動作の基本を学ぶ

22 移動遊具を使った遊び・マット運動2　回転系運動

23 移動遊具を使った遊び・マット運動3　倒立系運動

24 複合的な遊び・サーキット運動1　サーキットコースを考える

19 用具類を使った遊び・投運動7　ボールを使った遊び6インディアカ

20 用具類を使った遊び・投運動8　ボールを使った遊び7インディアカ

21 移動遊具を使った遊び・マット運動1　マットを使った遊び

16
用具類を使った遊び・投運動4　ボールを使った遊び3ソフトバレーボー
ル

17
用具類を使った遊び・投運動5　ボールを使った遊び4ソフトバレーボー
ル

18
用具類を使った遊び・投運動6　ボールを使った遊び5ソフトバレーボー
ル

4 遊具を使わない遊び・体つくり運動4　自重を用いた体力づくり(筋力)1

5 遊具を使わない遊び・体つくり運動5　自重を用いた体力づくり(筋力)2

6
遊具を使わない遊び・体つくり運動6　自重を用いた体力づくり(持久
力)1

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 オリエンテーション（導入授業）身体について理解する

体調を整えて、自身の現状を認知し、体力に合わ
せて実施する

2 遊具を使わない遊び・体つくり運動1　一人で行う柔軟運動

3 遊具を使わない遊び・体つくり運動2　二人で行う柔軟運動

授業概要
運動遊びと保育者としての援助という観点から、運動と用具に対する知識を学び、子どもが主体性を発揮してのびのび遊ぶ
ために必要な、安全な環境づくり、危険への注意、動作の補助などの具体的な方法技術を身につける。

学習到達
目標

運動・遊び習慣の少ない子供が増えている現代で、子供の遊びを豊かにする為には、幼稚園や保育園での遊びが大変重要と
なる。幼児が大人になるための基礎力を培い、自我を形成する大切な時期での関わり方について、運動・遊びの観点から、
運動の合理的な実践を通して運動の特性に応じた段階的な技能を身につける。

評価方法
受講態度…出席状況と授業への取り組む姿勢・態度など。
実技試験・課題レポート…適宜試験及びレポートの提出を求めることもある。

13 用具類を使った遊び・投運動1　投動作の基本を学ぶ　投動作運動

14
用具類を使った遊び・投運動2　ボールを使った遊び1フライングディス
ク

15
用具類を使った遊び・投運動3　ボールを使った遊び2フライングディス
ク

10 競争する遊び・走運動2　ラダーやハードルを使った遊び

11 用具類を使った遊び・跳運動1　跳動作の基本を学ぶ　跳躍系運動

科目種別 授業方法
1

時間数
こども科 1 後期 必修 実技

30

教科書 教科書は使用しない

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 保健体育実技
担当者 沼田尚

実務経験 企業でスポーツトレーナーとしての勤務経験がある

こども科1年_4/64



27

＜これまでの総復習　WordとExcelでの表作り＞
表や表を含んだ文書を作成するときに、二つのソフトを使い分けるポイ
ント
計算機能の有無　長い文章の有無　行間隔のコントールの必要性

0歳児保育経過の表作成
手書きをするための指導案の枠
PCで入力する指導案「ことり組のプール活動」実
習生が担当する中心活動

28

29

30

23

＜Excelの活用　計算と書式設定＞簡単な関数　オートフィル　相対参照
と絶対参照　セルの書式のコントロール　条件付き書式の設定

Excelの基本操作をたどる課題
構成比

24

25

26

18 ＜デジタル画像のデータサイズと解像度＞　ピクセル　RGB方式 8bitカ
ラー　接頭辞　不可逆圧縮　解像度とピクセル数　最適データサイズ　
縦横比の重要性

配付プリントの読解と計算作業
19

20
＜プレゼン作りの基礎＞ PowerPointの起動　新しいスライドの追加　縦
横比の決定　テーマと色の設定　表の挿入　SmartArtの挿入　図形の挿
入　グラフの挿入　画像の挿入　背景の透明化　切り替えの効果　アニ
メーション

プレゼンテーションの基礎をたどる課題21

22

13

＜テキストボックスで作る文書＞　余白を狭くする　Enterキーの連打　
テキストボックス(TB)の挿入　TB内の文字設定　TBの塗りと枠線　TBを
自由移動させる　TBと図形を組み合わせる　パーツのグループ化　複数
の図形の揃えと均等配置　オートシェイプの形の調整（カーブや尖り具
合）　透明度の設定　矢印キーで位置を微調整する

テキストボックス・オートシェイプの基本設定を
たどる課題
遠足のお知らせ
保健だより
クラスだより

14

15

16

17

9

10 ＜画像の利用＞　インターネット検索と画像の利用　検索オプション　
画像の価格と権利　jpeg gif pngの違い　保存されたデータの挿入　背
景の透明化　重なり順の設定　グループ化
＜ペイントによる簡易画像加工とWordの加工機能＞　トリミング　サイ
ズ変更　消しゴムツール　保存形式　図のスタイル

インターネットで検索した画像の保存と加工
ペンギン画像の加工

11

12

3
＜文書のレイアウト＞　用紙のサイズと向き　余白の設定　Tabキーの機
能　行間隔の設定　段落の端のインデント　行頭のインデント　ぶら下
げインデント　改ページの挿入

インデントとページ設定
送付状
時間変更

4

5

6

＜Wordの機能による表の作成＞　表の挿入　表の選択と移動　行列の追
加と削除　列幅の変更　行高の変更　罫線の種類・太さ・色の設定　セ
ルの色付け　セルの結合と分割　セル内の文字の配置設定（縦方向・横
方向）　文字の方向の設定　複雑な結合を行う表の作成

表の操作を一つずつたどる課題
案内
複雑な表

7

8

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 ＜ファイル操作、文字入力と装飾＞　全角と半角　ローマ字入力　文節
区切りの変更　テーマフォントへの注意　ルビの詳細設定　ショート
カットキーによる変換　Pフォントの意味　各種の文字装飾

各種設定の実施
2

授業概要
情報通信コミュニケーションの利点と弱点を学び、コンピュータ、スマートフォン、デジタルカメラ等の機器と各種ソフト
ウェアを活用して、画像処理、文書作成、資料作成等を演習し、事務処理能力、情報発信能力を身につける。

学習到達
目標

1各種の操作手順と設定を身につけ、調べながらそれらを復習することができる。
2保育園の現場を想定したお便りや教材作りなど、目的のために必要な操作や設定を見いだして、それらを適切に組み合わせ
られる。

評価方法 授業中に作成する実技課題と期末試験（筆記）による。

科目種別 授業方法
1

時間数
こども科 1 後期 必修 演習

30

教科書
教科書は指定せず、授業時に資料を
配付する。

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 情報処理
担当者 町田洋介

実務経験

こども科1年_5/64



28 長文の読解と作成
　1000～1200字の文章の読み取り
　1000～1200字の文章の作成29

30 まとめ

22
作文・小論文の書き方
　筋道立て、根拠をもって主張する文章の作成

枠組みを提示することで、説得力のある文章を作
成することができる

23

24

中文の読解と作成
　400～600字の文章の読み取り
　400～800字の文章の作成

文章量が増えても、構造を捉えながら、必要な情
報を正確に読み取ることができる
構成を意識し、説得力のある文章を作成すること
ができる

25

26

27

16

短文読解
　主張の中心の読み取り
　文章中からの必要な情報の読み取り

さまざまなタイプの問題を解くことで、文章の構
造を捉えながら、必要な情報を正確に読み取るこ
とができる

17

18

19

20

21

10
言い換えを使いこなす
　言い換え表現を用いた文章の読み取り
　言い換え表現を用いた文章の作成

言い換える前の表現と後の表現を正しく把握でき
る
さまざまな事物、表現の具体化・抽象化ができる

11

12

13
因果関係を捉える
　筆者の主張の根拠や、ある結果の原因にあたる部分の読み取り
　因果関係のある文章の作成

根拠や原因を正しく読み取ることができる
因果関係の明確な文章を書ける

14

15

4

グラフの読み取りと作成
　グラフの種類、数値の読み取り方、作成の仕方について

グラフからの読み取りを正確に行える
必要に応じたグラフの使い分けができる

5

6

7
対比関係を整理する
　対比を用いて書かれた文章の読み取り
　対比構造を持つ文章の作成

文章の構造を捉えながら、情報を整理して読み取
ることができる
構造を意識した文章を書ける

8

9

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1

調べて書く
　文献リストの書き方、引用文の書き方について

所定の文献リストの書き方を身につける
引用文の書き方のパターンを身につける

2

3

授業概要
文章には様式があり目的に合った様式を選択すること、様式に特有な構成や言葉遣いがあることを学び、主として説明や説
得のための小論文様式の文章表現について、構成、用語の定義、センテンスとパラグラフの明確化、複数の根拠の提示、妥
当な考察を行う技術を身につける。

学習到達
目標

文章の読解、作文、口頭発表のための基礎である論理的思考を養成する。
語彙と表現を豊富にする。
分析、推論、理由付けの力を養成する。

評価方法 予習課題、授業時の記述課題、復習課題、期末試験（筆記）を総合して評価する。

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 1 通年 必修 講義

30

教科書

『新完全マスター読解　日本語能力
試験 N1』『新完全マスター語彙　
日本語能力試験 N1』スリーエー
ネットワーク

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 文章の理解と表現Ⅰ
担当者 町田洋介

実務経験 企業で個別指導インストラクターとして勤務経験がある

こども科1年_6/64



30
正義について:功利主義 実践理性批判 格差原理 ポストモダン ユートピ
ア

正義の多義性､課題も含めて考える

28 スティグマ:ラベリング、スティグマと差別、客観性と主観性 スティグマの形成と対処について考える

29 メディアと文化：動画とプロパガンダ　メディアリテラシー　携帯端末 メディア､情報社会の影響について考える

24
ジェンダー:ジェンダーとは　性別役割分業
　　ジェンダーと社会構築主義　ジェンダーとフェミニズム

性差がつくられてきた背景や現状､問題点を踏ま
え､いかに対処していくか検討を行う

25

26
共同体:｢理想的な家族｣の悲劇　近代家族の始まりと終わり
　　ゲマインシャフトとゲゼルシャフト

近代家族の生成と資本主義社会､制度との関連に
ついて理解できることを目指す

27

20
社会構築主義:現象学の視点から　言葉と事実　科学の構築
　　社会問題の構築　構築主義への批判

現象学の知見を踏まえ､社会的事実に対しいかに
向き合っていくのか､その困難さも含め検討して
いく21

22
不平等と正義:社会に構造はあるか　社会階層　格差と不平等
　　機会の平等､結果の平等　不平等の是正から正義へ

正義のもつ危うさと平等の様々な側面から実現に
向けた課題について考えていく

23

16
意味と相互主観性:言語の特徴､コミュニケーションの流れ
　　理解のずれ､ステレオタイプ､意味の生成､相互主観性

私と他者の関係の基盤となる相互主観性について
理解し､説明できる

17

18
正常と異常:様々な判断の基準､異常と不安､様々なラベリング
　　絶対的な正常と異常は存在するか？

正常と異常を分けるメカニズム､その意識の背後
に潜む社会関係､権力の影響を把握する

19

13 「生命」とは何か
まとめとして「生命」「時間」「意識」など、大
きな謎とされているものが示唆する「私」につい
て考える。

14 「時間」の不思議

15 「意識」の不思議　-「私」とは何か-

こころの不思議④　感情と行動

9 環境の中の人間1　攻撃行動の心理

自己と他者、人間関係の中での相互作用、行動変
容の要因と影響などについて、著名な実験や事例
をもとに理解し、自己洞察する。

10 環境の中の人間2　援助行動の心理

11 環境の中の人間③　支配と服従の心理

12 環境の中の人間④　同調行動の心理

4 脳の基礎的理解④　記憶のしくみ

5 こころの不思議1　知覚と認知

脳の理解をふまえ、人間理解の心理学の基礎知識
について理解するのみならず、「謎」とされてい
るこころの動きの不思議について考える。

6 こころの不思議2　「見る」ことの不思議

7 こころの不思議③　意識と無意識

8

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 脳の基礎的理解1　脳の構造

脳の全体像、五感に関する情報処理過程、人間に
至るまでの進化とこころの一生、記憶の原理な
ど、脳についての基本的な知識を習得する。

2 脳の基礎的理解2　脳の進化と発達

3 脳の基礎的理解③　情報伝達のしくみ

授業概要
人間の生物的性質をふまえつつ、これまで人間が作ってきた社会・文化について幅広く学び、人間の事実と可能性について
理解する。子どもの発達の目標が未来の社会の大人であると捉え、倫理的・科学的・実践的判断者としてよりよい保育・社
会を探究する意義と手がかりを学ぶ。

学習到達
目標

1脳科学、認知科学、心理学などの視点から、人間の本質的特性について理解し、学生の自己洞察に役立てる。
2身近な社会的事象から現在の社会に存在する様々な問題を少しでも身近に捉え､自分なりに向き合う。

評価方法 出席、授業参加態度、提出物、期末試験成績などから総合的に評価する。

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 1 前期 必修 講義

30

教科書
『脳と心のしくみ』新星出版社『社
会学のエッセンス -- 世の中のしく
みを見ぬく 新版補訂版 』有斐閣

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 人間理解
担当者 石神美環子・横山英史

実務経験 宮城県子ども教育相談の電話相談員として勤務経験がある

こども科1年_7/64



27 ＜9.保育の専門性と質の向上＞　研修　第三者評価　苦情解決
保育の質の向上につながる仕組みについて説明で
きる

28 ＜10.諸外国と日本における保育と思想の歴史＞　西洋の概略

諸外国と日本における保育・幼児教育の思想と実
践の概要を説明できる

29 日本の概略　江戸期　明治期　大正期

30 日本の概略　昭和（戦前戦中戦後）　平成から現在

23 ＜8.保育における様々な配慮と課題＞　健康及び安全　食育

現代の保育に求められる幅の広さと内容の確かさ
について説明できる

24 障害児の保育とインクルーシブ保育　虐待・気になる子への対応

25 国籍や文化の違い　園行事の扱い

26 保幼小の連携

21 ＜中間のまとめ＞　保育所保育指針第1,2章の要点のまとめ これまでの学びをまとめる

22 ＜7.保育の内容と方法の多様な具体化＞ 国内外の保育の事例 多様な保育の事例を知り、特徴を説明できる

保育の方法がもつ計画性と一人一人の子どもに即
したした支援にする個別性、それらが営まれる過
程について説明できる

18 環境を通した保育 保育の過程（子ども理解・働きかけ・省察）

19 保育の計画　計画の意義と変遷　全体的な計画と指導計画

20 長期短期の指導計画　3歳未満児の指導計画　3歳以上児の指導計画

15 乳児の3つの視点　5領域

16 遊びを通して総合的に展開される保育内容

17 ＜6.保育の方法＞　子どもの自発性と遊び　意図と計画

11 ＜4.保育所保育指針における保育の基本＞
保育所保育指針そのものの意義と内容を概説でき
る

12 出発点と目標　生活と遊び　子ども理解と発達支援

13 ＜5.保育の内容＞発達と個人差　0から6歳頃の発達と保育内容

子どもの発達と保育の内容について諸概念と共に
説明できる

14 保育の内容と養護　保育内容の構造

施行令　施行規則　様々な保育の場　施設利用認定

9 ＜3.保育の場における子育て支援＞　社会情勢と保護者支援
保育の場における子育て支援の概要を説明できる

10 子育てを自ら実践する力の向上　受容と自己決定の尊重　秘密保持

4 子どもと一緒に生活を作る

5 ＜2.法令・制度＞　日本国憲法　権利条約　児童福祉法

保育に関する法令と制度を説明できる
6 子ども子育て支援法とその背景

7 現状の保育の受け皿　行政区分

8

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 ＜1.保育の目的と意義＞　指針と保育　養護・教育・環境・遊び

保育の目的と保育士の役割、対象としての子ども
がどのような存在として位置づけられているかを
説明できる

2 保育の対象としての子どもと権利主体　保育の社会的責任

3 子ども一人一人を尊重する　子どもの最善の利益と保育者の倫理

授業概要
保育の意義、目的、法令、制度、保育指針に示されている実践の内容や方法に関する基本的理解を目指す。また、現在の保
育の思想や実践を歴史的・社会的文脈に位置づけつつ、子ども理解に基づく省察的な保育を行う意義について理解する。

学習到達
目標

・保育の意義及び目的について理解する 　・保育に関する法令及び制度を理解する　・保育所保育指針における保育の基本
について理解する　・保育の思想と歴史的変遷について理解する　・保育の現状と課題について理解する

評価方法 1授業内容を振り返るシート、期末筆記試験　2授業終了後に期間を与えて実施する総まとめの小論文課題

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 1 前期 必修 講義

30

教科書
『改訂版　保育の原理の基礎と演
習』わかば社、 保育所保育指針

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 保育原理
担当者 藤原新

実務経験

こども科1年_8/64



27
生涯学習・現代の教育課題
　生涯学習社会の考え方・教育をめぐる現状と課題

より広い見地から教育を捉えることで、教育観を
拡げる。

28

29
まとめ 授業内容全体について復習し、理解を深める。

30

23
教育の実践（1）
　教育実践の基礎理論

教育活動のサイクルや教育実践の多様な取り組み
について学ぶことで、実践活動における基本的な
枠組みとその広がりについて理解する。

24

25
教育の実践（2）
　評価　多様な取り組み

26

17
教育制度（1）
　子どもの権利

法令をはじめ現行の教育制度に関する資料を概観
し、国際比較を含めた検討を行い、理解を深め
る。

18

19
教育制度（2）
　学校教育の制度

20

21
教育制度（3）
　諸外国の教育制度

22

諸外国の教育思想と歴史（2）
　近代2　ペスタロッチ　フレーベルを中心に

12

13
日本の教育思想と歴史
　近代以降を中心に

14

15
子ども観と教育観
　歴史的変遷と思想家の影響

16

6
教育と家庭・地域社会

教育資源として家庭や地域を捉え、その活用につ
いて理解する。

7

8
諸外国の教育思想と歴史（1）
　古代～近世
　近代1　ルソーを中心に

教育思想家の思想を中心に学ぶことで、現代の教
育・保育の基本思想、実践活動の背景にある基本
理念についての知識を得る。

9

10

11

3
教育の意義・目的

教育、保育に関連する法令から、その目的、理念
についての知識を得る。

4

5 乳幼児期の教育の特性 乳幼児期の教育についての知見を得る。

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1
オリエンテーション
教育の定義

現在の学生自身の教育観を問いつつ、教育とは何
かについて理解する。

2

授業概要
教育の意義、目的を広義に理解し、生涯発達を視野に入れつつ特に乳幼児期学童期の教育に関してその思想、制度、方法と
歴史的変遷を理解する。さらに、教育実践の基礎理論と様々な取り組みを理解し、保育者に求められる一体的な養護と教育
についての理解を深める。

学習到達
目標

1.教育の意義、思想、制度、実践についての基本的知識を身につける
2.教育に関する理論や教育の現状と課題について理解する
3.以上をもとにした教育観を構築する

評価方法 小テスト、課題の提出、期末試験による

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 1 前期 必修 講義

30

教科書
『新基本保育シリーズ　教育原理』
中央法規

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 教育原理
担当者 町田洋介

実務経験

こども科1年_9/64



27
次世代育成支援と子ども家庭福祉の推進

これまでの学びを踏まえながら、子ども家庭福祉
の動向と展望について考える

28

29
地域における連携・協働とネットワーク

30

21
社会的養護

22

23
障害のある子どもへの対応

24

17
子どもへの虐待・ドメスティックバイオレンスとその防止

18

19
貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭への対応

20

11
少子化と地域子育て支援

子ども家庭福祉の現状と課題ついて理解する

12

13
母子保健と子どもの健全育成

14

15
多様なニーズへの対応

16

5
子どもの人権擁護

6

7
子ども家庭福祉の制度と実施体制

児童に関わる専門職及び児童福祉施設、行政につ
いて理解する

8

9
子ども家庭福祉の施設と専門職

10

25
非行少年等への対応

26

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1
子ども家庭福祉の理念と概念

現代の子どもを取り巻く環境、子どもがもつ権利
と子どもの福祉の成り立ちについて理解する

2

3
子ども家庭福祉の歴史的変遷と諸外国の動向

4

授業概要
子どもの人権擁護を根幹とし、子ども家庭福祉の理念、法、制度、その歴史的変遷を理解する。現代社会が対象としている
子ども家庭福祉の課題群と対応について具体的に学ぶことで、保育者として直面しうる問題を的確に把握し適切な対処につ
なげる必要、意義を理解する。

学習到達
目標

1.現代社会における子ども家庭福祉の意義と歴史的変遷、人権擁護について理解する。
2.子ども家庭福祉の制度や実施体系等について理解する。
3.子ども家庭福祉の現状と課題について理解する。

評価方法 講義中の小テスト、レポート、期末試験での総合評価

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 1 前期 必修 講義

30

教科書
『新基本保育シリーズ 子ども家庭
福祉』中央法規

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 子ども家庭福祉
担当者 町田洋介

実務経験

こども科1年_10/64



 利他的行為論について

30  講義のまとめ　期末試験についての説明

社会福祉の動向と課題を整理し、求められる対応
を考えていく。人権と対立する思想や利他的行為
論を通し、社会福祉の在るべき姿を考える。

25  社会福祉の動向と課題（2）－人々の意識、地域社会の変化－

26  社会福祉の動向と課題（3）－社会的排除、差別－

27  人権と対立する思想（1）－優生思想、社会防衛思想－

28  人権と対立する思想（2）－これらといかに向き合っていくか－

29

22  社会参加、自立・自律支援について

23  権利擁護について－苦情解決、運営適正化委員会 －

24  社会福祉の動向と課題（1）－少子高齢化と国際化－

社会福祉の法律や機関、施設、事業への理解を深
める。実際に問題を抱えた利用者とそれらを結び
つけ、問題の軽減、解決が出来るようになること
を目指す。　また、社会福祉を担う専門職や財
源、権利擁護に関わる機関について理解し、現状
や課題への考察を行う。19  社会福祉を担う専門職－社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士－

20  社会福祉を担う専門職－保育士、訪問介護員、ケアマネージャー－

21  社会福祉の財源－配分、社会保険、租税等の負担と給付－

16  社会福祉を担う機関－福祉事務所、児童相談所、障害者更生相談所－

17  社会福祉を担う機関、施設－保育所、社会福祉協議会、共同募金会、民生委員－

18  社会福祉事業の類型－第一種、第二種社会福事業について－

 社会福祉のニーズ－概要、類型－

12  確認テストの実施　VTR学習－精神障碍者の生活：べてるの家の活動を通して－

13  社会福祉の法律－生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法－

14  社会福祉の法律－知的障害者福祉法、老人福祉法、母子及び寡婦並びに父子福祉法－

15  社会福祉の法律－社会福祉法、介護保険法、精神保健福祉法、障害者総合支援法－

7  社会福祉制度の基礎　社会福祉の歴史　イギリス（1） 

イギリス、日本を中心に社会福祉がいかに形成さ
れてきたのかを踏まえ、現在に通じる課題を明ら
かにしていく。また、障碍当事者の生活や思いを
通し、どのような対応が求められるか考えてい
く。

8  社会福祉の歴史　イギリス（2）日本（1）  VTR学習－盲ろう者の生活－

9  社会福祉の歴史　日本（2）　　

10  社会福祉の歴史　日本（3）　その他の国々

11

4  社会福祉制度が生み出された背景、要因に関する説明

5  社会福祉の理念（1）－ノーマライゼーション、ソーシャルインクルージョンー

6  社会福祉の理念（2）－発達保障など－　理念の具現化に向けて

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1  社会福祉とは（1）ーオリエンテーション､身近に存在する問題への気づき－

社会福祉、障害（碍）の基本的な捉え方を理解す
る。また、社会福祉が存在する意義や、ノーマラ
イゼーション、ソーシャルインクルージョンの理
念をいかに具現化していくか検討していく。

2  社会福祉とは（2）－「障害」の表記、捉え方を通した検討－

3  社会保障、社会福祉が必要な状況についての検討

授業概要
現代社会における社会福祉の理念と概要、今日までの歴史的変遷を社会情勢の変化と共に理解する。次に、対象とする領
域、制度、法体系、行財政と実施機関、専門職と援助技術、動向について広範に学ぶことで、社会福祉における保育の位置
を理解する。

学習到達
目標

・保育士として基盤となる社会福祉の基本的な考え－ノーマライゼーション、ソーシャルインクルージョン－について検討
する
・社会福祉関連の諸制度、サービスについて理解し、様々な生活上の困難、問題の解決に活用できるようになる

評価方法 ・期末試験･･･70% ・講義中のレポート、話し合いなどへの参加の度合い･･･30%

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 1 前期 必修 講義

30

教科書
『生活事例からはじめる　社会福
祉』青鞜社

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 社会福祉
担当者 横山英史

実務経験

こども科1年_11/64



25
要保護児童およびその家庭に対する支援

26

27
子育て支援における関係機関との連携

多様な支援の展開と関係機関との連携について理
解する

28

29
子育て支援サービスの課題

30

21
保育所入所児童の家庭への支援

22

23
地域の子育て家庭への支援

24

15
子育て家庭の福祉を図るための社会資源

子育て家庭に対する支援体制について理解する

16

17
子育て支援施策・次世代育成支援施策の推進

18

19
多様な子育て支援サービスの概要

20

11
現代の家庭における人間関係

12

13
男女共同参画社会とワークライフバランス

14

5
保育等が行う家庭支援の原理

6

7
家庭生活を取り巻く社会的状況の変化

現代家族の抱える問題について理解する

8

9
地域社会の変容と家庭支援

10

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1
家庭の意義と機能

子ども家庭支援の意義と役割について理解する

2

3
家庭支援の必要性

4

授業概要
子育て家庭に対する支援の意義と目的と対象を理解し、保育の専門性を生かした支援について理解する。地域資源との関係
づくり等、現在的な支援の充実についても学ぶ。カウンセリングマインドを学び支援の方法・基本的な態度を養い、科目
「子育て支援」につながる基礎作りを行う。

学習到達
目標

社会的養護の意義と歴史的変遷、制度や実施体系等について理解する。また、児童の権利擁護について理解するとともに、
社会的養護における児童の人権擁護及び自立支援等について理解する。

評価方法 講義中の小テスト、レポート、期末試験での総合評価

授業方法
2

時間数
こども科 1 後期 必修 講義

30

関谷友里

実務経験

教科書
『新基本保育シリーズ 子ども家庭
支援論』中央法規

単位数
学科 学年 学期 科目種別

授業科目名 子ども家庭支援論
担当者

こども科1年_12/64



27
社会的養護と地域福祉

社会的養護と地域福祉の現状と課題について考え
る

28

29
まとめ まとめ

30

23
施設等の運営管理

施設の運営と安定した生活環境の保障について考
える

24

25
被措置児童等の虐待防止

被措置児童の虐待防止についてと現状、課題を知
る

26

19
社会的養護に関わる専門職 様々な児童福祉施設における職種と内容

20

21
社会的養護に関する社会的状況

社会的養護における虐待への対応について理解す
る

22

15
社会的養護の対象

児童虐待と社会的養護の関係、虐待予防、支援の
在り方を理解する

16

17
家庭養護と施設養護 家庭養護と施設養護のメリットデメリットを知る

18

11
社会的養護の制度と法体系 社会的養護の法的根拠と関連法を学ぶ

12

13
社会的養護の仕組みと実施体系

社会的養護の仕組みについて学ぶ
ソーシャルワークの在り方を知る

14

7
社会的養護の基本原則 児童福祉法と新しい社会的養育ビジョンを知る

8

9
社会的養護における保育士等の倫理と責務 専門職としての倫理とは何かを考える

10

3
社会的養護の歴史的変遷 社会的養護の歴史的変遷について学ぶ

4

5
子どもの人権擁護と社会的養護 子どもの権利擁護と虐待について理解する

6

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1
社会的養護の理念と概念 社会的養護とは何かを理解する

2

授業概要
家庭での子育てと社会的養護を対置しながら、子ども家庭福祉における社会的養護の意義、歴史的変遷、対象、制度、実施
体系について理解する。施設における家庭的養護のみならず養子縁組や里親などの家庭養護についても今日的課題として学
ぶ。

学習到達
目標

1.子どもの権利擁護を理解する。
2.社会的養護とは何かを理解する。

評価方法 出席状況及び授業態度、提出課題、期末試験の総合評価

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 1 後期 必修 講義

30

教科書
『新基本保育シリーズ 社会的養護
Ⅰ』中央法規

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 社会的養護Ⅰ
担当者 小泉陽子

実務経験 障害児者の施設で保育士として勤務経験がある
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27
保育における学びの支援

保育場面における実践的な学びや遊びの支援につ
いて理解する

28

29
まとめ 授業内容全体について復習し、理解を深める

30

23
学びの理論

子どもの発達に関わる学習理論の概要について学
ぶ

24

25
乳幼児期の学び 乳幼児期の学びの特性とその過程について学ぶ

26

19
幼児期の認知発達 幼児期における認知発達についての知識を得る

20

21
言葉の発達 言葉の発達や獲得過程を概観する

22

15
社会性、遊びの発達 遊びを通した社会性の獲得過程を概観する

16

17
感覚・知覚と認知の発達

感覚、知覚、思考、記憶等、認知機能関連の発達
についての知識を得る

18

11
感情の発達と自我の発達 感情と自我の発達との関連を学ぶ

12

13
基本的信頼感の発達、愛着の広がり

愛着についての研究を学び、その重要性について
理解する

14

7
子どもの発達と環境

環境の定義を学び、環境との関わりという観点か
ら保育を捉える

8

9
身体的機能と運動機能の発達 身体運動機能の発達を概観していく

10

3
子どもの発達の理解と発達観

発達、発達心理学とは何かを理解し、発達の理論
についての概要を学ぶ

4

5
保育実践の評価と心理学

保育にかかわる評価の目的、方法、基準について
学ぶ

6

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1
オリエンテーション／心理学とは何か

心理学とは何かについて、具体的な事例を交えて
学ぶ

2

授業概要
発達と学習に関する心理学的知見を学び、乳幼児期から青年期の子どもの特性を理解する。また、子どもの姿を捉えそれに
即した保育の方法を考え実践するときに、心理学的視点や知見がどのように活かされているのかを学ぶ。

学習到達
目標

1.保育実践に関わる心理学の基本的知識を身につける。
2.子どもの発達を心理的な側面から捉えることとその重要性を理解する。

評価方法 小テスト、課題の提出、期末試験による

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 1 前期 必修 講義

30

教科書
『子どもとかかわる人のための心理
学　-保育の心理学、子ども家庭支
援の心理学への扉』萌文書林

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 保育の心理学
担当者 町田洋介

実務経験
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保育者の援助③　集団での活動
　同一や一斉はどこまで必要なのか？
　能力差28

29
保育者の援助④　特別な配慮を要する子への援助
　障害と未熟の見極めの難しさ

30

様々な保育場面の記録を元に、子どもの姿と内面
を推し量り、子ども理解と援助の妥当性を高める

20

21

22

23

保育者の援助2　生活の場面
　助力を拒む
　心もち・理由・結果

24

25

26

27

17 子ども理解の方法⑤　家庭との情報共有と連携

18 子ども理解の方法⑥　省察・評価　児童保育要録と就学連携

19

保育者の援助1　遊びの場面
　自他の違いへの気づきと自己形成
　一緒に遊びたい気持ちと葛藤
　力関係と遊び方

12 子ども理解の方法1　観察

子どもを理解するための着眼・解釈・記述、他の
保育者や家庭との共有・連携、小学校との連携に
ついて理解する

13 子ども理解の方法2　共に活動しながら

14 子ども理解の方法③　記録を通して

15
子ども理解の方法④　保育者間の情報共有と学び合い

16

子どもを理解するための姿勢、視点、援助の基本
姿勢について理解する

7 理解と援助の態度と姿勢2　行為の意味を考える
　同じ場と活動の中にある一人一人にとっての今と意味
　保育者の意図に収まらない子どもの行動
　保育者に対する期待の変化
　子ども同士の説得と変容・なぜの理由は合理的とは限らない

8

9

10 理解と援助の態度と姿勢③　長い目で一体的に見る

11 理解と援助の態度と姿勢④　カウンセリングマインド

4 個の尊重と集団の中での育ち合い

5 子どもの発達の特性と発達を促すもの 一人一人の発達と遊び

6 理解と援助の態度と姿勢1　肯定的共感的に見る

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 環境を通した教育と子ども理解　子ども理解の重要性

保育の基本としての子ども理解の意義と重要性、
一般的な発達への理解と一人一人の心身の状況を
理解することとの関わりがわかる

2 保育者の専門性としての子ども理解

3 子どもと保育者の相互理解

授業概要
科目「保育の心理学」において学んだことを基に、子どもの生活や遊びに内在する欲求・動機・思考・学習・葛藤・つまず
きなどの心理過程を取り出して記述する意義と具体的な方法を学ぶ。これによって子どもを共感的に理解し理解に基づいた
保育を実践する能力を高める。

学習到達
目標

・実態に応じた子ども一人一人の心身の発達や学びを把握することの意義を理解する　・子どもの体験や学びの過程を理解
するための基本的な考え方を理解する　・子どもを理解するための具体的な方法を理解する　・子どもの理解に基づく保育
士の援助や態度の基本について理解

評価方法 ・期末の筆記試験　・授業内演習の記述課題

科目種別 授業方法
1

時間数
こども科 1 後期 必修 演習

30

教科書
『改訂　子ども理解と保育実践』萌
文書林

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 子どもの理解と援助
担当者 藤原新

実務経験
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26
子どもの病気
免疫の発達と感染症の特徴
・感染症とは、主な症状、ウイルス感染症、細菌感染症等
・感染症の予防と適切な対応
新生児、先天性の病気の特徴と対応
アレルギー疾患の特徴と適切な対応
慢性疾患の特徴と適切な対応

・子どもの免疫の発達について理解する。感染症
の種類と感染経路を知る。子どもがかかりやすい
感染症の特徴を知る。
・新生児特有の病気と対応、低出生体重児の定
義、先天性の病気と対応を知る。
・アレルギー疾患の特徴と対応を理解する。集団
生活における対応を知る。
・慢性疾患の種類と症状、対応を理解する。

27

28

29

30

19

子どもの健康状態の観察と体調不良時の把握
・子どもの健康状態の把握
・体調不良時によくみられる症状
（発熱・おう吐・下痢・下痢・便秘・鼻水・発疹等）
子どもの病気
・救急疾患の特徴と適切な対応
・保護者との情報共有と家族の支援

・子どもの健康状態の把握の方法について学ぶ。
・子どもの体調不良時の主な症状とその評価対応
について学ぶ。子どもの救急疾患の特徴とその対
応を理解する。重症児の判断と子どもの心肺蘇生
を理解する。
・保護者との情報共有は、具体的にどのように行
うか理解する。家族への支援や子育て支援の実際
を理解する。

20

21

22

23

24

25

15
子どもの発育・発達と保健
子どもの身体発育と運動機能の発達
・乳幼児の身体測定、標準的な身体発育、発育評価
・身体発育に影響を与える因子
・子どもの運動機能・生理機能の発達

・こどもの正しい身体計測の仕方を知る。
・我が国の子どもの身体発育の標準と評価の仕方
について知る。
・身体発育や発達に影響するものを理解る。
・子どもと大人の生理機能の違いを理解する。
・生理機能の発達に応じた生活習慣を理解する。

16

17

18

10
子どもの健康と保健③
現代社会における子どもの健康に関する現状と課題

・統計から子どもの健康に関する現状を知る。
・子どもの健康に関する時代の推移を理解し、現
代社会における現状と課題を考える。11

12

地域における保健活動と子ども虐待防止
・子どもの虐待の現状、対応、防止への取り組み

・地域の子どもの健康支援において、どのような
活動を行っているかを理解する。
・子どもの虐待の現状を理解し、虐待防止の取り
組みを考える。

13

14

6

子どもの健康と保健2
健康の概念と健康指標
・子どもの出生と母子保健
・胎児の発育、出生の過程、新生児、母子保健の意義

・母子保健が子どもの健康を守るために果たして
いる意義について理解する。
・胎児の発育と出生の過程と影響する因子を学ぶ
・新生児の特徴を知る。

7

8

9

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1

子どもの健康と保健1
保健活動の意義と目的
・子どもの保健とは、保健で扱うこと、保育所保育指針での取り扱い

・子どもの健康に保健活動はどのように役立って
きたのかを理解する。
・子どもの健康活動で扱う範囲を知る。
・子どもの保健の知識を子どもの保育でどのよう
に役立てるかを理解する。

2

3

4

5

授業概要
子どもの身体、精神、生理、運動の発達を理解し、保育における生命の保持と情緒の安定、心身の健康増進について理解す
る。子どもの健康状態を把握する方法、子どもに頻発する疾病とその予防、集団感染、慢性疾患と対応について理解する。

学習到達
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。2、子どもの身体的な発育・発達と保健について理解する。
3、子どもの心身の健康状態とその把握の方法について理解する。4、子どもの疾病とその予防法及び他職種間の連携・協働
の下での適切な対応について理解する。

評価方法 定期試験

授業方法
2

時間数
こども科 1 前期 必修 講義

30

尾形由美子

実務経験 病院で看護職として勤務経験がある

教科書
『授業で現場で役に立つ！子どもの
保健テキスト』

単位数
学科 学年 学期 科目種別

授業科目名 子どもの保健
担当者
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27
・特別な配慮を要する子どもの保育

特に発達障害のある子どもに対する保育のポイン
トを中心に、障害のある子どもへのはたらきかけ
方の基礎を学ぶ。28

29
・多文化共生の保育

多文化共生の保育とは何か、なぜ必要なのかを現
在の日本の実情や子どもの成長・発達と併せて理
解する。30

23
・小学校との連携・接続をふまえた保育

小学校との連携・接続をふまえた保育について、
法令上の規定、課題、連携から接続へと進む内
容、子どもをめぐる情報提供のあり方等を学ぶ。24

25 ＜保育の多様な展開＞
長時間保育の配慮事項について子ども・家庭・職
員それぞれの観点から理解する。

26 ・長時間の保育

19
・個と集団の発達をふまえた保育

保育所等における子ども一人一人の育ち、さらに
は友達同士との集団での育ちについて学ぶ。

20

21
・家庭や地域等との連携をふまえた保育

子どもを育む家庭への支援について、さらに地域
や関係する他機関との連携について、その意義や
方法等を学ぶ。22

15
・環境を通して行う保育

保育所保育指針における環境を通して行う教育お
よび保育について学ぶ。

16

17
・生活や遊びによる総合的な保育

保育内容における遊びとはどのようなものか、保
育の現場で展開される遊びについて学び、子ども
の楽しい遊びを展開するために必要なことについ
て理解を深める。

18

11 ＜保育の基本を踏まえた保育内容の展開＞ 「養護と教育が一体的に展開される保育」につい
て、乳児期から幼児期の育ち、さらに小学校との
接続も見越して考える。12 ・養護と教育が一体的に展開される保育

13
・子どもの主体性を尊重する保育

「子どもの主体性を尊重する保育」を実現するた
めに、どのようなことに留意し、どのような状況
をつくっていったらよいのかについて理解する。14

7
・保育内容の歴史的変遷とその社会的背景

現在の保育所保育指針で保育者が大切にしなけれ
ばならない保育内容の基準の特徴を学ぶ。

8

9
・子どもの発達や生活に即した保育内容の基本的な考え方

乳幼児期の発達特性と各年齢期における発達の過
程、それに応じたふさわしい保育の内容や環境に
ついて考える。10

3
・保育所保育指針に基づく保育内容の理解1養護

保育所保育指針第1章（総則）をふまえた「養護
に関わるねらい及び内容」について理解を深め
る。4

5
・保育所保育指針に基づく保育内容の理解2教育

保育所保育指針第2章をもとに、保育所における
乳・幼児期の教育について考える。

6

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 ＜保育の全体構造と保育内容＞
保育所の役割を概観し、保育所保育指針に基づく
保育の基本および保育内容について理解する。

2 ・保育所保育指針に基づく保育の全体構造

授業概要
子どもの発達・生活・社会背景等が保育指針に示されている保育の目標、育みたい資質能力、育って欲しい姿にどのように
反映され指針全体の構造をなしているかを理解する。保育原理と照らしながら、子どもの実態に即した保育過程と多様な展
開について事例を通じて具体的に学ぶ。

学習到達
目標

1．保育所保育指針における「保育の目標」「育みたい資質・能力」「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」と「保育の内容」の関連を理解する。

2．保育所保育指針の各章のつながりを読み取り、保育の全体的な構造を理解する。

3．子どもの発達や生活を取り巻く社会的背景及び保育の内容の歴史的変遷等を踏まえ、保育の内容の基本的な考え方を、子どもの発達や実態に即した具体的な保育の過程（計画・実践・記録・省察・評価・改善）につなげて理解する。

4．保育の多様な展開について具体的に理解する。

評価方法 出席状況、提出課題、授業内演習での取り組み、レポート、期末試験の総合評価

科目種別 授業方法
1

時間数
こども科 1 後期 必修 演習

30

教科書
『新基本保育シリーズ 保育内容総
論』中央法規、『0歳～6歳子どもの
発達と保育の本』学研教育出版

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 保育内容総論
担当者 工藤愛美

実務経験 保育所で保育士として勤務経験がある
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23
・拍を自分で数えられるよう
にする

24
・課題曲試験の曲を早めに終わらせ
るよう、練習する課題曲数を増やす

・歌と伴奏の音量のバランス
を考えて演奏する

・調号、臨時記号について学
ぶ

25
・付点のリズムやスタッカー
の奏法を学ぶ

26

29 「音楽表現演習Ⅰ」発表会
・練習の成果を人前で発表する経験を積む。

30 「音楽表現演習Ⅰ」発表会

20
・手遊び・わらべ歌を覚える(毎回
授業の最初に行う)

・手遊び・わらべ歌を覚える
(毎回授業の最初に行う)

・手遊び・わらべ歌を覚える
(毎回授業の最初に行う)

Ａ：伴奏とメロディを別々に練習し、どちらもきちんと覚えてか
ら、合わせて演奏できるようにする。
曲の雰囲気が異なる曲をたくさん経験する。

Ｂ：曲想についての考え方を身につける。
曲のイメージを膨らませて演奏できるようにする。

Ｃ：一人で譜読みができるよう、音符などに音名を書かずに音を
読めるようにする。
調号・臨時記号の効用について学ぶ。
子どもの歌に多い、付点のリズムやスタッカートの奏法を身につ
ける。
弾き歌いをする上で、どのような手順で行っていくのかを覚え、
実践する。(伴奏だけの練習・メロディーを弾きながらの歌練習な
ど)

21

22
・伴奏とメロディが違う楽譜を使用
し、伴奏につられず弾き歌いをする

・曲想を考えながら演奏する ・自分で譜読みをする

19
・両手で演奏する。(4曲)

15
・歌と伴奏の音量のバランスを考え
て演奏する

・調号・臨時記号に対応する ・音符や休符の名前を覚える

16

17
・音符や休符の長さを覚える

18

27
・両手で伴奏を弾きながら歌
を歌う

28

12

13
・曲想を考えながら、クラシック曲
を演奏する(4曲)

・譜読みの速度を高める ・鍵盤の位置を覚える

14

9
Ａ：経験者
(楽譜を見てすぐに両手で演奏がで
きる)

Ｂ：経験者
(楽譜を見て譜読みが自分で
行える)

Ｃ：初心者
(音符や休符の長さがわから
ない。鍵盤の位置がわからな
い。)

Ａ：曲想についての考え方を学ぶ。
曲のイメージを膨らませて演奏できるようにする。

Ｂ：譜読みの速度を高めるため、音符などに音名を書かずに読譜
できるようにする。

Ｃ：鍵盤の位置を覚える。譜読みを教員と一緒に行いながら、音
符や休符の名前、長さ、拍の数え方等を覚える。片手での曲を練
習したのち、両手を合わせる。

10

11
・手遊び・わらべ歌を覚える(毎回
授業の最初に行う)

・手遊び・わらべ歌を覚える
(毎回授業の最初に行う)

・手遊び・わらべ歌を覚える
(毎回授業の最初に行う)

5 様々なリズムについて
同じ曲でもアレンジや伴奏で曲の雰囲気が変化する事を体験す
る。そして、なぜそのように聴こえるかの仕組みを知る。

6 様々な楽曲のアレンジについて

7 音の再現をする
4回目の際に体験した音について、廃材や身近にある物を使用し再
現する。再現したものを用紙にまとめる。(どのような物を使用し
たら、どのような音になるかを文字と絵または写真にする)

8 音の再現をする

2 発声(姿勢・声の出し方)・歌唱について
声を出す仕組みを学ぶ。仕組みをふまえ実践を行い、正しい発声
で歌唱ができるようにする。様々な子どもの歌を覚える。

3 発声(姿勢・声の出し方)・歌唱について

4 様々な音に触れる
学校の周りで聴こえる様々な音について知る。音を言葉で表現す
る。

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 ピアノの弾き方・楽譜の読み方について
ピアノの指番号、楽譜の譜読みの仕方を学ぶ

授業概要
子どもの生活と遊びにおける音の感受とその表現に関する体験をより豊かなものにするための知識・技術を、各種楽器の演奏・歌唱技術の習練、音に関連した遊び
の構成、音楽表現芸術の鑑賞を通して高める。

学習到達
目標

同じ音を聴いても、それぞれの感じ方が違うことを学ぶ。保育の現場で必要とされるリズムや曲のアレンジ、発声や歌唱の技法を学ぶ。ピアノの基本演奏技術を、
個々の演奏力に応じた個別指導のもとで、身につける。
保育においてふさわしい楽曲を演奏(弾き歌い)できるようにする。

評価方法
1課題曲を歌唱する　2様々なリズムや拍などについて調べる　③廃材を使用し音の再現をする　④鍵盤楽器の演奏(年6回　課題曲12曲)

科目種別 授業方法
1

時間数
こども科 1

通年　
前期

必修 演習
30

教科書

『保育者になるためのピアノ教本 子どもの歌でいつの間
にか上達する』エイデル研究所、『こどものうた200』
チャイルド社、『新たのしい子どものうたあそび 現場で
活かせる保育実践』同文書院

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 音楽表現演習Ⅰ
担当者 吉田香穂・郷陽子・諏訪恵理・山田瑠璃子

実務経験 民間のピアノ教室で指導者としての経験がある

こども科1年_18/64



55
Ａ：経験者(楽譜を見てすぐに両手
で演奏ができる)

Ｂ：経験者(楽譜を見て譜読
みが自分で行える)

Ｃ：初心者(自分で譜読みを行え

るが、間違えることが多くある)

Ａ：行事に関する様々な歌を弾き歌いできるようにする。(唱歌・定番の曲・新しい曲・子ども向

けの歌番組の曲等も含む)

Ｂ：秋～冬にかけての歌を数多く覚える。(唱歌・定番の曲・新しい曲・子ども向けの歌番組の曲

等も含む)その中から、本人が実習等で子ども達に教えたいと思う歌を演奏できるようにする。

Ｃ：歌う前に歌詞を読み、その曲について、子どもにどのように感じてほしいと考えているの

か、そのためには、どの言葉を大事に歌いたいのかを考える。また,子どもの前で歌う事を想定

し、自分の声量と伴奏の音量を考えながら演奏する。

46

47
・合唱練習
(毎回授業の最初に行う)

・合唱練習　　　　　　　　　
　(毎回授業の最初に行う)

・合唱練習　　　　　　　　　
　(毎回授業の最初に行う)

48
・保育所実習がある季節(秋～冬)の
歌を弾き歌いできるようにする)

・歌詞の意味を考え、歌に曲
想をつける

・左手の伴奏音が多い楽譜で
弾き歌いをする

58
・行事の歌を弾き歌いできるように
する(誕生日・ひなまつり・子ども
の日・クリスマス・お正月・節分
等)

・行事の歌を弾き歌いできる
ようにする(誕生日・ひなま
つり・子どもの日・クリスマ
ス・お正月・節分等)

・保育所実習がある季節(秋
～冬)の歌を弾き歌いできる
ようにする

Ａ：季節や行事に関する様々な歌を弾き歌いし、レパートリーを増やす。(唱
歌・定番の曲・新しい曲・子ども向けの歌番組の曲等も含む)
Ｂ：行事に関する様々な歌を弾き歌いできるようにする。(唱歌・定番の曲・
新しい曲・子ども向けの歌番組の曲等も含む)
Ｃ：秋～冬にかけての歌を数多く覚える。(唱歌・定番の曲・新しい曲・子ど
も向けの歌番組の曲等も含む)その中から、本人が実習等で子ども達に教えた
いと思う歌を演奏できるようにする。

59

60
・季節(春～夏)の歌を弾き歌いでき
るようにする

56
・行事の歌を弾き歌いできるように
する(誕生日・ひなまつり・子ども
の日・クリスマス・お正月・節分
等)

・保育所実習がある季節(秋
～冬)の歌を弾き歌いできる
ようにする

・歌詞の意味を考え、歌に曲
想をつける

57
・子どもにとって歌いやすい
伴奏の音量や曲想を考える

53 「音楽表現演習Ⅰ」発表会
・練習の成果を人前で発表する経験を積む。

54 「音楽表現演習Ⅰ」発表会

43 子どもの歌う曲の作曲家・作詞家・時代背景について理解する
子どもの歌の中から何曲か選び、曲の成り立ちや時代背景につい
て学ぶ。その曲を中心に、時代による曲の成り立ちの違いを学
ぶ。

44 時代背景により、曲の成り立ちがどのように違うかを理解する

45
Ａ：経験者　
　　
　　
　　
　
(歌や伴奏に曲想表現をつけて演奏

Ｂ：経験者　
　　
　　
　
(楽譜を見て、すぐに両手で
演奏できる。譜面の間違いが

Ｃ：初心者
(自分で譜読みを行えるが、
間違えることが多くある)

Ａ：秋～冬にかけての歌を数多く覚える。(唱歌・定番の曲・新し
い曲・子ども向けの歌番組の曲等も含む)その中から、本人が実習
等で子ども達に教えたいと思う歌を演奏できるようにする。

Ｂ：歌う前に歌詞を読み、その曲について、子どもにどのように
感じてほしいと考えているのか、そのためには、どの言葉を大事
に歌いたいのかを考える。
子どもの前で歌う事を想定し、自分の声量と伴奏の音量を考えな
がら演奏する。

Ｃ：伴奏とメロディを別々に練習し、どちらもきちんと覚えてか
ら、合わせて演奏できるようにする。
曲の雰囲気が異なる曲をたくさん経験する。
歌う前に歌詞を読み、その曲について、子どもにどのように感じ
てほしいと考えているのか、そのためには、どの言葉を大事に歌
いたいのかを考える。

40

41 合唱練習
いくつかのパートに分け、自分のパートを覚えるだけでなく、他
のパートの音も聴き、ハーモニーの響きを感じる。また、曲のど
の部分が大切かを考えるなど、みんなで曲の分析をし曲想をつけ
る。42 合唱練習

51

52

49
・子どもにとって歌いやすい
伴奏の音量や曲想を考える

・歌詞の意味を考え、歌に曲
想をつける

50

36

37
・手遊び・わらべ歌を覚える
(毎回授業の最初に行う)

・手遊び・わらべ歌を覚える
(毎回授業の最初に行う)

・手遊び・わらべ歌を覚える
(毎回授業の最初に行う)
・定期試験の課題曲を早めに
終わらせるよう、練習する課
題曲数を増やす
・左手の伴奏音が多い楽譜で
弾き歌いをする・歌と伴奏の
音量のバランスを考えて演奏
する

38
・定期試験の課題曲を早めに
終わらせるよう、練習する曲
数を増やす

39

33  弦楽器・鍵盤楽器・鈴等の保育園で使用する楽器の音や仕組みを知る。
様々な楽器の音や仕組みを実際に楽器を見ながら学ぶ。その後、
実際に自分たちで楽器を鳴らし、簡単な合奏を行い、様々な音の
違いや各楽器の特徴を学ぶ。

34 鈴など保育園で使用する楽器を実際に演奏する。

35
Ａ：経験者　
　　
　　
　　
　
(歌や伴奏に曲想表現をつけて演奏

Ｂ：経験者　
　　
　　
　
(楽譜を見て、すぐに両手で
演奏できる。譜面の間違いが

Ｃ：初心者
(自分で譜読みを行えるが、
間違えることが多くある)

Ａ：歌う前に歌詞を読み、その曲について、子どもにどのように
感じてほしいと考えているのか、そのためには、どの言葉を大事
に歌いたいのかを考える。
子どもの前で歌う事を想定し、自分の声量と伴奏の音量を考えな
がら演奏する。

Ｂ：伴奏とメロディを別々に練習し、どちらもきちんと覚えてか
ら、合わせて演奏できるようにする。
曲の雰囲気が異なる曲をたくさん経験する。

Ｃ：曲想についての考え方を学ぶ。
曲のイメージを膨らませて演奏できるようにする。

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

31
Ａ：経験者(歌や伴奏に曲想表現をつけて
演奏できる)　
　

・歌詞の意味を考え、歌に曲想をつける

Ｂ：経験者(楽譜を見て、すぐに両
手で演奏できる。譜面の間違いが
少ない)　

・伴奏とメロディが違う楽譜を使用し、伴

奏につられず弾き歌いをする

Ｃ：初心者(自分で譜読みを行える
が、間違えることが多くある)　
　

・曲想を考えながら演奏する

Ａ：歌う前に歌詞を読み、その曲について、子どもにどのように感じてほしいと考えているの

か、そのためには、どの言葉を大事に歌いたいのかを考える。

子どもの前で歌う事を想定し、自分の声量と伴奏の音量を考えながら演奏する。

Ｂ：伴奏とメロディを別々に練習し、どちらもきちんと覚えてから、合わせて演奏できるように

する。また、曲の雰囲気が異なる曲をたくさん経験する。

Ｃ：曲想についての考え方を学ぶ。

曲のイメージを膨らませて演奏できるようにする。
32

授業概要
子どもの生活と遊びにおける音の感受とその表現に関する体験をより豊かなものにするための知識・技術を、各種楽器の演奏・歌唱技術の習練、音に関連した遊び
の構成、音楽表現芸術の鑑賞を通して高める。

学習到達
目標

楽器ごとの音や仕組みを知る。楽器の鳴らし方を学ぶ。
子どもの曲の作詞者や作曲者について学ぶ。曲ができた時代背景を知り、時代ごとの曲の成り立ちについて学ぶ。
保育の現場で必要とされるピアノの基本演奏技術を、個々の演奏力に応じた個別指導のもとで、身につける。
保育においてふさわしい楽曲を演奏(弾き歌い)できるようにする。

評価方法
1リズム楽器の作成・楽器の鳴らし方や仕組みについて説明する　2指定された作曲家・作詞家について(調べ課題)　③合唱の理解・取り組み・完成度　　　　　　　
　④鍵盤楽器の演奏(年6回　課題曲12曲)

時間数
こども科 1

通年
後期

必修 演習
30

民間のピアノ教室で指導者としての経験がある

教科書

『保育者になるためのピアノ教本 子どもの歌でいつの間
にか上達する』エイデル研究所、『こどものうた200』
チャイルド社、『新たのしい子どものうたあそび 現場で
活かせる保育実践』同文書院

単位数
学科 学年 学期 科目種別 授業方法

1

授業科目名 音楽表現演習Ⅰ
担当者 吉田香穂・郷陽子・諏訪恵理・山田瑠璃子

実務経験

こども科1年_19/64



29
季節の制作（七夕飾り）（伝統的な飾りの他に自由な発想で作ってみ
る、行事の意義の再発見）

自然物に触れる楽しさ、色紙・折り紙制作の楽し
さを知る

30

25
絵の具による平面構成（寒暖・明暗などのイメージを意識した色使いを
考える）

色とイメージの関係を知る。イメージに基づいた
絵具の選び方

26

27
コラージュ（のりで貼ることができるのはどんな素材か、どうすれば貼
れるようになるか）

造形制作に可能な素材の発見
28

21
紙による造形（白画用紙だけでなく、色画用紙を使ってカラフルな造形
を試みる）

最も身近な造形素材としての紙の特徴を知る
22

23
線描きによる平面構成（緻密で正確な作業を試みる、集中力を養う）

正確で丁寧な仕事がその後の作業によい効果をも
たらすことを知る

24

17
表現技法（ドリッピング・フロッタージュ）（筆による表現の多様性、
様々な素材をこすり出しによって表出させる）

色彩的効果をある程度意識できるか
18

19
表現手法（デカルコマニー）（デカルコマニーによってできた図形（左
右対称形）を生かして新しい図形を作成）

偶然できた色と形からまったく別の新しい造形を
試みる

20

12

13
表現手法（バチック）（通常とは異なる使用法でクレヨンと絵の具の再
発見）

水彩絵の具とクレヨンの画材として特徴を把握す
る

14

15
表現手法（スタンピング）（筆で描いたときとは違う表現のおもしろ
さ、意外性）

スタンプによってできた偶然の混色効果、共同作
業の楽しさを知る

16

7
カード制作（平面）（制作物の概要、制作意図、及び制作日程等の説
明）

平面カードの使用目的、用途を知る
8

9
カード制作（平面）（ひとつのパターンから数種類作るので、色彩的効
果も考える）

各自のアイディアによるラフスケッチをすすめ
る。大まかに捉えることから徐々に案を一つに絞
り込む

10

11
カード制作（平面）（ある程度の強度を意識しての最終チェックが必
要、仕上げ、提出）

3
画材1（絵の具、はさみ、カッター、のりなど）の基本的な道具の使い方
を再認識し、最も効果的な使い方を身につける）

基本的画材の使用方法を復習し、さらに範囲を広
げた画材の使用法と確認し簡単な制作を行う

4

5
画材2（さらに多種多様な教材として粘土、折紙、布、プラスチック、そ
の他表現技法に使えそうな素材を知る）

6

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 自己PRシート作成
（自己PRは自己表現の手段の基本。自己認識をさらに効果的に表現する
こと）

自己を客観的に捉え、表現する力を確認する
2

授業概要
子どもの造形遊びに関する基本的な技術（書く、描く、塗る、貼る、折る、裂く、切る、平面・立体構成等）と道具の活
用、素材の特性、表現技法を習得しつつ、保育者としての造形表現能力と感性を高め、子どもの造形表現を理解し支援して
いく基本的な力を養う。

学習到達
目標

造形活動に必要な画材・教材及びその使用法・技法を十分に理解する。それらを取り入れた基本的技法を実際に施行するこ
とによって、保育士として幼児の造形活動が円滑に行えるよう指導する力を身につける。

評価方法 出席率、授業態度、課題制作、試験の結果から総合的に評価する。

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 1

通年
前期

必修 演習
60

教科書
『幼児の造形表現』ななみ書房
『絵画・製作・造形あそびカンペキ
BOOK』ひかりのくに

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 造形表現演習
担当者 渋谷和子

実務経験 企業でグラフィックデザイナーとして勤務経験がある

こども科1年_20/64



57
12色相環（全ての絵の具の色は赤・青・黄の3色から成り立っていること
を知る）

混色して目指す色を作る楽しさと難しさを知る
58

59
3原色による色彩構成（基本的図形と3原色による構成、効果的な組み合
わせを考える）

クレパスの混色がもつ技術的な難しさを知り、美
しく塗る技術を知る

60

53

紙で作る動物園（厚手の紙を使っていろいろな動物を作ってみる。その
動物の特徴をよく表していると思われるポーズ（立つ、座る、寝るな
ど）を考えてみる。また、動物以外の園の構成物（建物、小物類）も作
成）

造形素材として万能な紙を改めて使用し、動物と
その施設を自由に共同制作する

54

55

56

合評会（完成した玩具等の制作過程の紹介や苦労談等を語る）
50

51
季節の制作（落ち葉の精密描写。虫食いや枯れている部分なども正確に
描写する）

自然物の再発見、環境の中にある樹木の役割を再
考する

52

43
カード制作（立体）（最終チェック、仕上げ、提出）

44

45

使用済みになった日用品などを使って造形物や玩具を作成（紙コップ、
紙皿、牛乳パック、あき箱、ペットボトルなどを使用）

取り上げる日用品の本来の形状をよく認識し展開
を考えた上で作製する

46

47

48

49

37
カード制作（立体）（ポップアップの仕組みを知る。1つの案から数個の
バリエーションを考えてみる）

立体カードの使用目的・用途の認識し、各自のア
イディアによる試作を進め、仕掛けを絞り込み展
開を試みる

38

39
カード制作（立体）（仕組みは複雑なものでなくとも、用紙選びや着彩
方法で魅力的な作品になる）

40

41
カード制作（立体）（平面カード同様、強度を保つことが重要）

42

33
植物スケッチ（植物をよく観察する。自分の好きな場面を効果的に切り
取る）

モチーフに決めた植物はもちろん周囲の風景をよ
く観察する

34

35
植物スケッチ（できるだけ精密に植物の質感を淡い色で表現する） 水彩絵の具の特徴を把握する

36

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

31
鉛筆デッサン（形の取り方、質感の表し方、鉛筆の使い方、モチーフは
できるだけ大きくのびのびと描く）

鉛筆のみで形や色彩までも表現可能なことを知る
32

授業概要
子どもの造形遊びに関する基本的な技術（書く、描く、塗る、貼る、折る、裂く、切る、平面・立体構成等）と道具の活
用、素材の特性、表現技法を習得しつつ、保育者としての造形表現能力と感性を高め、子どもの造形表現を理解し支援して
いく基本的な力を養う。

学習到達
目標

造形活動に必要な画材・教材及びその使用法・技法を十分に理解する。それらを取り入れた基本的技法を実際に施行するこ
とによって、保育士として幼児の造形活動が円滑に行えるよう指導する力を身につける。

評価方法 出席率、授業態度、課題制作、試験の結果から総合的に評価する。

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 1

通年
後期

必修 演習
60

教科書
『幼児の造形表現』ななみ書房
『絵画・製作・造形あそびカンペキ
BOOK』ひかりのくに

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 造形表現演習
担当者 渋谷和子

実務経験 企業でグラフィックデザイナーとして勤務経験がある
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30 まとめ　「乳児保育Ⅰ」を学んで

26 保育者間のれ寝基

連携や協力をして保育を進めるために、保育者の
役割を知り理解する

27
保護者との連携

28

29 地域との協働

23 20歳児の保育のねらいと内容

24 ③1,2歳児の保育のねらいと内容

25 ④計画・評価・記録について

18 乳児保育の重要性

乳児保育の重要性と発育・発達をふまえた保育内
容を学ぶ

19
乳児保育の内容の概要

20

21 保育指針・教育要領・保育要領にみる乳児保育の内容

22 1保育のねらいと内容

⑤在宅訪問保育
14

15

⑥乳児院16

17

各乳児保育の場の役割や現状と課題について理解
する

8
2保育所

9

10 ③認定こども園

11
④地域型保育事業

12

13

4 乳児保育の役割・機能

5
乳児保育における養護と教育

6

7 乳児が生活する場の現状と課題　1家庭

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 授業概要説明・自己紹介

乳児保育の意義・役割・機能を理解する

2 乳児保育の意義・目的

3 乳児保育の歴史的変遷

授業概要
昨今の社会状況と保育ニーズを理解したうえで、保育所、乳児院、小規模保育、家庭的保育等多様な施設に及ぶ乳児保育の
基本を学ぶ。その意義、目的、役割、歴史的変遷、発育と発達をふまえた保育計画と内容、職員間・保護者との連携につい
て総合的に学ぶ。

学習到達
目標

1.乳児保育の意義と目的を学び、乳児の成長と発達に即した保育の基本を理解する。 2.乳児保育の歴史的変遷を知り、乳児
保育の役割を学ぶ。 3.乳児が生活をする場の現状と課題について理解する。 4.乳児の発達と保育内容を学び、発達と保育
の全体像を理解する。 5.乳児と生活を共にする職員の役割について理解する。

評価方法 出席、授業態度、授業内課題への取り組み、期末試験を総合的に評価する

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 1 後期 必修 講義

30

教科書 『改訂 乳児保育の基本』萌文書林

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 乳児保育Ⅰ
担当者 日野つね子

実務経験 保育所で保育士として勤務経験がある
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時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

授業概要
一人一人の子どもと集団の健康と安全のための管理・環境づくり・具体的な対処法を、衛生・事故防止・安全対策・危機管
理・災害対策・体調不良時・感染症・慢性疾患・アレルギー等の観点から具体的に理解する。

学習到達
目標

科目「子どもの保健」において修得した知識と関連するガイドラインを基礎として、保育の場において日常的生活援助が安
全でまた快適かつ健康的に実践できるように、さらなる知識と技術を演習を通して習得する。

評価方法 授業態度、提出物の状況、出席率、定期試験等を含めて総合的に評価する。

科目種別 授業方法
1

時間数
こども科 1 後期 必修 演習

30

教科書
『授業で現場で役に立つ！子どもの
健康と安全演習ノート』診断と治療
社

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 子どもの健康と安全
担当者 小松千晶・尾形由美子

実務経験 保育所で保育士として勤務経験がある

5 保育における健康及び安全の管理、衛生の管理 屋内、外の衛生管理の具体的な方法を知る。

6 （手洗い、うがい、消毒の仕方）
施設管理、手洗い、吐物処理の仕方の実践、視覚教材や子どもの
指導の仕方を実践する（絵本・歌）

7 事故防止と安全対策
子どもの事故の特徴と種類を知り、事故防止のた
めの具体的な方法を考える。

8 危機管理と災害への備え 保育時の危機管理、災害への備えを理解する。

9 安全教育、避難訓練について知る

1 オリエンテ－ション

2 保健的観点を踏まえた保育環境及び援助を知る
子どもの健康を守るために必要な保育環境につい
て考える。又は援助の仕方を知る。

3 子どもの保健に関する個別対応と集団全体の健康及び安全の管理
子どもの保健に関する個別、集団全体の対応の基
本、安全管理の仕方を知る。

4 健康診査、体調の変化の際の個別対応と子どもへの指導
検診、体温、呼吸等について知り、測り方を実践
する。

子どもへの安全教育方法を考える。

10 子どもの体調不良などへの対応、体調不良や障害が発生した場合の
体調不良の対応や応急処置を知り、実践して保育
所での対応の仕方を知る。

11 対応と応急処置（吐物・下痢等の処理の仕方） 保育所での吐物、下痢等の処理の仕方を知る。

12 子どもの薬（飲み薬・塗り薬）への対応
子どもの使用する薬の種類を知り飲ませ方を学
ぶ。

13
救急処置および心肺蘇生法（気道異物除去・ＡＥＤ等）の実践

子どもの心肺蘇生法、ＡＥＤの使い方を実践す
る。

14 応急手当の方法を学ぶ。

15
感染症対策

子どもがよくかかる感染症の症状とその対応を知
る。

16 集団発生の予防方法を理解する。

17
保育における保健的対応　3歳未満児のへの対応－1抱く・背負う

乳児の抱き方・おんぶの仕方について学び、一人
でおんぶができるようになる。おんぶの技術の確
認のテスト。18

19
保育における保健的対応　3歳未満児のへの対応－2食事・調乳

食事の与え方を学ぶ。

20
離乳食、調乳の仕方の実践。また食べさせ方、飲
ませ方の実践をする。

21 保育における保健的対応　3歳未満時への対応－③口腔衛生 乳児の口腔内衛生、歯磨きの仕方について学ぶ。

22 保育における保健的対応　3歳未満時への対応－④衣服の着脱 衣服の着脱、おむつ交換について学び実践する。

23 保育における保健的対応　3歳未満児への対応－⑤排泄援助 排泄のさせ方について学ぶ。

24
保育における保健的対応　3歳未満児への対応－⑤保清・沐浴・入浴 保清、沐浴、入浴の仕方を学び、実践する。

25

26 個別的な配慮を要する子どもへの対応（具体的な対応）1基本
個別的な配慮を要する子どもの保育や援助で留意
すべきことを理解する。

27 個別的な配慮を要する子供への対応2アレルギ－疾患・慢性疾患等
アレルギ－疾患・慢性疾患を持つ子どもの対応を
理解する。

28 保育における保健活動の計画および評価 保健計画の手順・作成・実践について知る。

29 保健活動における職員間の連携・協働と関係機関との連携 保健活動における職員間、関係機関との連携。

30 まとめ
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28 障害特性の理解③多動性障害の診断基準と生活上の困難

発達障害の原因と特徴、障害特性、支援方法など
について理解する

29 　　　　　　　　学習障害の診断基準と生活上の困難

30 　　　　　　　　多動性障害と学習障害の合併、二次障害

　　　　　　　　『ダウン症の子をもって』（正村公宏著、抜粋）

24 障害特性の理解2自閉症スペクトラム障害の定義と原因

自閉症の原因と特徴、障害特性、支援方法などに
ついて理解する

25 　　　　　　　　自閉症スペクトラム障害の特徴、対人障害の種類

26 　　　　　　　　「心の理論」について理解し、他者の心の理解とその発達

27 　　　　　　　　自閉症スペクトラム障害の事例と支援

19 障害児をめぐる諸問題③優生思想、出生前診断等

20 障害特性の理解1知的障害の診断基準と原因、心理・行動特性

知的障害の原因と特徴、障害特性、支援方法など
について理解する

21 　　　　　　　　知的障害児の事例を用いて、対応、支援方法

22 　　　　　　　　ダウン症の原因と特徴、青年期退行現象

23

15 障害受容における段階理論と価値転換論への批判1
障害受容の本質と問題点について考える

16 障害受容における段階理論と価値転換論への批判2

17 障害児をめぐる諸問題1ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞな保育

グループでの話し合いなどによって、障害者をめ
ぐる問題や課題への気づきを促す

18 障害児をめぐる諸問題2障害児・者の社会的排除の歴史

障害児保育の理念④日本の障害の法的定義、障害者の現状

12 障害受容1「対象喪失」の概念

障害受容に関する概念と過程について理解する13 障害受容2障害受容における段階理論

14 障害受容③障害受容と価値転換論

7 「障害」とは何か③社会や産業構造の変化と障害の捉え方

8 障害児保育の理念1障害児保育の歴史的変遷、現状と課題について学ぶ

障害児保育の変遷と特徴、今日の課題等について
学ぶ

9 障害児保育の理念2ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ､ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ､ｿｰｼｬﾙｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ

10 障害児保育の理念③障害児保育の制度と形態、専門職

11

3 障害児保育とは何か、対象としての障害児理解
乳幼児期の障害特性と障害児保育の意義について
理解する

4 幼稚園・保育所における障害児保育の意義

5 「障害」とは何か1「一元論」としての障害の理解

「障害」とは何かについて様々な側面や定義から
理解する

6 「障害」とは何か2ICIDH(国際障害分類）とICF(国際生活機能分類）

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 オリエンテーション1障害児・者のイメージ、経験、「ふつう」の基準
アンケートなどを通して自分の考え方を確認する

2 オリエンテーション2「ふつう」とは何か？

授業概要
人間の連続性に立った障害の捉え方、障害児保育の理念や歴史的変遷、合理的配慮と援助について理解する。障害児その他
の特別な配慮を要する子どもの個々の障害等の理解と援助、指導・支援計画、インクルーシブな保育、家庭や関係機関との
連携について具体的に理解する。

学習到達
目標

保育現場で対応が求められる様々な障害について理解し、子どもの育ちを支援する方法を学ぶだけでなく、障害の有無にか
かわらず多様性をもつ子どもの個別性に気づくことができるよう、家族、保育者、関係機関の連携と支援環境づくりの重要
性についての理解を促進する。

評価方法 出席、授業参加態度、課題等提出物、期末試験成績などから総合的に評価する。

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 1

通年
前期

必修 演習
60

教科書
『実践に生かす障害児保育』
萌文書林

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 障害児保育
担当者 石神美環子

実務経験 宮城県子ども教育相談の電話相談員として勤務経験がある
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28 　　　　　　　　　　④障害のスクリーニング検査とその活用

29 まとめ1障害児保育の現場で考えられる困難と対応
保育者として関わる際に考えられる困難について
考える

30 まとめ2障害児にかかわる保育者の「波長合わせ」

　　　　　　　　　　　　　④障害児の親子関係への支援

24 　　　　　　　　　　　　　⑤児童虐待と障害、養育環境

25 障害児のアセスメント1保育現場における発達アセスメント

障害を持つ子どものアセスメントと理解、活用法
等について理解する

26 　　　　　　　　　　2保護者からの情報による子ども理解

27 　　　　　　　　　　③行動観察における子ども理解

19 　　　　　　　④支援を要する子どもに対する保育者同士の協働

20 障害児を抱える家族への支援1障害を抱える子どもに向き合う

障害児の家族関係、家族への支援方法、問題と課
題等について理解する

21 　　　　　　　　　　　　　2障害の種類と障害受容、家族の感情

22 　　　　　　　　　　　　　③障害児の親のニーズと支援

23

　　　　　　　　⑥子どもの「問題行動」の捉え

15 　　　　　　　　⑦クラスメートへの対応

16 保育の支援体制1障害の早期発見、保護者支援、関係機関との連携

保護者や関係機関との連携、実態の把握、保育計
画等について理解する

17 　　　　　　　2保育現場における実態の把握、観察と記録の方法

18 　　　　　　　③子どものもつ困難さの個別性への保育支援計画

障害児保育の実践における意義と保育計画、障害
特性による支援、課題と対応等について事例など
を用いて考える

10 　　　　　　　　2障害児の在籍するクラスの保育計画

11 　　　　　　　　③障害特性による支援方法

12 　　　　　　　　④子どもの行動と支援

13 　　　　　　　　⑤障害児の指導計画

14

7 障害特性の理解⑧言語障害

8 障害特性の理解⑨病弱・身体虚弱

9 障害児保育の実際1統合保育

3 障害特性の理解④情緒障害・愛着障害の種類と基準
子どもの情緒障害と習癖と支援について理解する

4 障害特性の理解⑤子どもの習癖

5 障害特性の理解⑥肢体不自由

肢体不自由、視聴覚障害、言語障害、病弱・身体
虚弱について理解する

6 障害特性の理解⑦視聴覚障害

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 障害特性の理解③多動性障害・学習障害の事例と支援
発達障害の支援方法などについて理解する

2 発達の見方と気になる発達の評価

授業概要
人間の連続性に立った障害の捉え方、障害児保育の理念や歴史的変遷、合理的配慮と援助について理解する。障害児その他
の特別な配慮を要する子どもの個々の障害等の理解と援助、指導・支援計画、インクルーシブな保育、家庭や関係機関との
連携について具体的に理解する。

学習到達
目標

保育現場で対応が求められる様々な障害について理解し、子どもの育ちを支援する方法を学ぶだけでなく、障害の有無にか
かわらず多様性をもつ子どもの個別性に気づくことができるよう、家族、保育者、関係機関の連携と支援環境づくりの重要
性についての理解を促進する。

評価方法 出席、授業参加態度、課題等提出物、期末試験成績などから総合的に評価する。

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 1

通年
後期

必修 演習
60

教科書
『実践に生かす障害児保育』
萌文書林

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 障害児保育
担当者 石神美環子

実務経験 宮城県子ども教育相談の電話相談員として勤務経験がある
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25

26

27

28

実習日誌について
・実習日誌記入のポイントと項目別の書き方について理解する

・実習日誌の書き方について理解したことをふまえ、
観察実習を例として実際に記入することができる。

29

30

19

20

21

22

23

24

12

13

＜観察実習（児童養護施設）＞
・施設の雰囲気に慣れ、実習生の立場をわきまえた言葉遣いや行動を身
に付ける
・目的を持って実習に参加する
・観察実習実習の振り返り

・担当者からの指導をふまえながら、積極性を持って
観察や保育体験に参加する。

・各施設における保育者の役割や子ども理解を深め
る。

・現場での実体験から、保育士を目指すうえで必要と
なる自己の課題を明確にし、克服できるようにする。

14

15

16

17

18

＜観察実習（保育所）＞
・保育園観察実習のオリエンテーションと目標や課題の設定
・保育の実際に接し、子どもとの関わりを通して、乳幼児の発達と
  保育所保育の意義について学ぶ
・観察実習実習の振り返り

5

6

実習生としての心構え
・実習に際しての留意事項、プライバシーの保護と守秘義務について理
解する
・実習事前準備として必要な、持ち物、服装、身だしなみ、時間の管理
等について確認する
・目的意識を持った参加の仕方と観察のポイント

・実習生として必要な留意事項、実習事前準備等を理
解する。そのうえで各実習における学ぶべき課題を明
確にし、自身の目標と抱負を立てることができる。

7

8

9

10

11
オリエンテーション参加の心構えとポイント
・オリエンテーションの依頼の仕方、事前準備、確認事項について学ぶ

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1
保育実習の意義と目的

・実習の位置づけを理解し、保育所や施設の形態に
そった実習の目的、及び内容について学ぶ。
・これまで学習した理論や実技を基礎とし、総合的に
実践する応用力を養っていくために必要となる事柄に
ついて確認する。

2

3

保育の現場で学ぶこと
・保育所、幼稚園、認定こども園についての再確認

4

授業概要
保育実習の意義や目的を理解し、保育士の職務内容及び倫理について学ぶ。実習施設における子どもの人権と最善の利益の
考慮、プライバシー保護と守秘義務について理解する。又、実習の計画・観察・実践・記録・評価の方法や内容を学ぶ。

学習到達
目標

・保育実習の意義・目的を理解する。 ・実習内容を理解し、自らの課題を明確にする。
・実習施設におけるこどもの人権と最善の利益を考慮し、プライバシーの保護と守秘義務について理解する。

評価方法 観察実習等の事前・事後指導に関する提出物や参加状況、作文課題等。

科目種別 授業方法
1

時間数
こども科 1 後期 必修 演習

30

教科書

『わかる・話せる・使える　保育の
マナーと言葉　改訂版』わかば社、
『保育園・幼稚園の実習　完全マ
ニュアル』成美堂出版

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 保育実習指導Ⅰ-A
担当者 工藤・吉田・町田

実務経験 保育所で保育士として勤務経験がある
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16   演習-保護者自身の変化　寄り添う支援-

17 　ソーシャルワークの展開過程(3)エヴァリュエーション、ターミネーション

18 　演習-事例「ある母親との面接」-

地域の社会資源への理解を通し、支援に
活用できるようになることを目指す。ま
た、文化的視点からソーシャルワークの
在り方を考えていく。

28   演習-求められる相談援助について-

29   関係機関との連携：福祉事務所 児童相談所 児童発達支援センターなど

30   ソーシャルワークの文化 歴史的な側面 まとめ 期末試験について

25   ソーシャルワークにおけるグループの活用  いじめ、スケープゴート、排除

26   演習-事例：保護者、こどもに対するグループワーク-

27   コミュニティソーシャルワークについて

 (6)保育ソ-シャルワークの視点-全体性、強さ・ストレングスー

12 　演習-自身の価値観への気づき「8つの価値観」-

13 ・ソーシャルワークの展開過程(1)概要、インテーク、アセスメント

事例を通してソーシャルワークの展開過
程を理解する。各々の段階で利用者にい
かに関わっていくか、検討を行う。ソー
シャルワークの諸モデルへの理解を深
め、実際の支援に活用できるようになる
ことを目指す。また、グループの特徴を
捉え、様々な状況や問題に対処できるよ
うになる。

14   演習-受容に関わる環境設定、援助者の姿勢、対応-

15   ソーシャルワークの展開過程(2)インターベンション、モニタリング

7  (4)ソーシャルワークとは(2)　-対象、原理、機能-

8   演習-非言語的なコミュニケーション、関わり(1)-

コミュニケーションや関係性、自他の価
値観への理解を踏まえ、他者との関係を
いかに築いていくのかといった点につい
て考えていく。

9  (5)ソーシャルワークの価値と倫理

10 　演習-非言語的なコミュニケーション、関わり(2)-

11

22   ストレングス、エンパワメントを重視した関わりについて

23   ソーシャルワークの諸モデル(2)-危機介入アプローチ、家族中心アプローチ-

24   演習-家族システムの理解と介入-

19  ・記録、評価、スーパービジョンについて

20   バーンアウト（燃え尽き症候群）、ストレスへの対応、マインドフルネスの活用

21   ソーシャルワークの諸モデル(1)-心理社会アプローチ、課題中心アプローチ-

4   演習-自己と他者の理解「人生曲線と思い出の人への手紙」-

5  (3)ソーシャルワークとは（1）-定義、目的、沿革-

6   演習-自分を取り巻く環境、関係性の理解「エコマップ」-

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 ・保育ソーシャルワークの概要　(1)イントロダクション

まず、基盤となるソーシャルワークの概
要と、子どもや家庭を取り巻く環境への
理解を深める。合わせて、援助の基盤と
なる自己覚知、理解を促す取り組みを行
う。

2 　-これまでの体験から求められる援助の在り方を考える-

3  (2)子ども・家庭・地域の変容

授業概要
子ども家庭福祉に関係する分野のソーシャルワークについて、理念・目的・体制・基本的態度と技術をケーススタディを行
いながら学ぶ。信頼関係の形成、自己決定の尊重、秘密保持、受容、共感的傾聴等のカウンセリングマインドを身につけ、
保育の場における保護者支援に役立てる。

学習到達
目標

・保育士に必要なソーシャルワークの基礎的な知識と技術の修得を目指す
・「他者の立場に立つこと」の不可能さを踏まえた上で、援助者としていかに関わっていくのか、その基盤づくりを行って
いく

評価方法 期末試験…70％　演習への参加度、レポートなどの評価…30％

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 1 後期 選択必修 講義

30

教科書
『MINERVA はじめて学ぶ 子どもの
福祉11「保育ソーシャルワーク」』
ミネルヴァ書房

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 ソーシャルワーク
担当者 横山英史

実務経験
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27 現代の子どもの社会環境1子どもをめぐる社会の変化

子どもをめぐる社会環境の変化と現代社会につい
て理解する

28 現代の子どもの社会環境2子育て世代の家族の変化

29 現代の子どもの社会環境③メディアと子どもの変化

30 現代の子どもの社会環境④子どもの人間関係

子どもの精神障害③睡眠障害

24 子どもの精神障害④不安障害、うつ病

25
演習⑥アンデルセン童話『影ぼうし』

『影ぼうし』を読み、感じたことや考えたことを
述べる

26

野生児研究と「人間性」⑤人間の発達、遺伝と社会環境

20 演習⑤アンデルセン童話『ある母親の物語』 物語を読み、感想を述べる

21 子どもの精神障害1チック、吃音

子どもにみられる主な精神障害の症状、原因等に
ついて理解する

22 子どもの精神障害2神経症、心身症

23

15 野生児研究と「人間性」1野生児の分類

野生児の様々な事例を通して、野性維持の特徴、
人間に本能や本性は存在するのか、遺伝と研究に
関する様々な研究から分かっていることなどにつ
いて理解し、「人間性」とは何かについて考える

16 野生児研究と「人間性」2アヴェロンの野生児(1)

17 野生児研究と「人間性」③アヴェロンの野生児(2)

18 野生児研究と「人間性」④カスパー・ハウザー

19

11 子どもの成長と発達課題1乳児期から幼児期の発達
それぞれの発達段階にみられる心身の特徴につい
て学ぶ

12 子どもの成長と発達課題2学童期から老年期までの発達

13 演習③アンデルセン童話『マッチ売りの少女』
それぞれの物語を読み、感じたことや考えたこと
を述べる

14 演習④アンデルセン童話『赤い靴』

7 子どもの理解2子どもの精神発達

子どもの精神発達の個別性、「大人になるこ
と」、子育て環境の変化について理解し、児童虐
待について、原義から考える

8 子どもの理解③子どもの精神発達のおくれ

9 子どもの理解④子ども観と子育ての変化

10 子どもの理解⑤児童虐待

4 子どもの理解1「子ども」の概念 子どもとは何かについて考える

5
演習2アンデルセン童話『小さい人魚姫』

『小さい人魚姫』を読み、感じたことや考えたこ
とを述べる

6

2 演習1『大きな木』（シルヴァスタイン著）を読む 物語を読み、感想を述べる

3 「現象的場の理解」と人間行動の理解 主観的世界理解について考える

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 オリエンテーション（20答法、学生自身の子ども時代の思い出等） 子ども時代をふり返る

授業概要
子どもと子どもを取り巻く状況を、哲学、医学、発達科学、行動科学、文化人類学、生物学、社会学、歴史学、教育学、文
学的視点と知見から多角的に学び、子ども像・子ども観を問うていくための基本的な枠組み作りを行う。

学習到達
目標

現代の「子ども」と「子どもを取り巻く環境」について、保育・教育、発達、心理、社会文化、福祉等様々な隣接領域から
学問的知識を習得し、既成の「子ども」概念への気づきを得るとともに、子どもとかかわる保育者としての自己理解を目指
す。

評価方法 出席、授業参加態度、課題等提出物、期末試験成績などから総合的に評価する。

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 1 後期 選択必修 講義

30

教科書

『子ども学　その宇宙を知るため
に』ナカニシヤ出版
『小さい人魚姫 アンデルセン童話
集』『雪の女王』KADOKAWA

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 子ども学概論
担当者 石神美環子

実務経験 宮城県子ども教育相談の電話相談員として勤務経験がある
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25

人間と遊び・保育と遊び
遊びの列挙と分類に挑戦する
先人による人間の遊びを説明する試み
遊びの発達を概観する
設定遊びと自由遊び（楽しさ、主体性、遊べる力、新しい出会い）
子どもの遊びを分類することの難しさと問題点

人間にとっての遊びの意義を広く理解しつつ、保
育の中で遊びが重要な位置を占めることを理解す
る

26

27

28

29

30

20

21 大人も仲間と共に楽しむことができる遊び⑦
シャッフルボードのルールを決めることを楽しむ
ルールを変えることを楽しむ22

23 大人も仲間と共に楽しむことができる遊び⑧
基本パーツを組み合わせて作る遊び
素材と形が持つ特徴への理解24

11

大人も仲間と共に楽しむことができる遊び⑥
新聞紙で大きな空間を作る
構造をとらえて改良する
長く、いろんな人と楽しみを分かち合うための工夫をする

新聞紙で作る遊びの小道具

12

13

14

15

16

17

18

19

大人も仲間と共に楽しむことができる遊び2
抽象的な模様を垂直面に描く

6

7
大人も仲間と共に楽しむことができる遊び③
落下体と飛行体で遊ぶ

8

9 大人も仲間と共に楽しむことができる遊び⑤
ラダーゲッター
シャッフルボード10

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1

大人も仲間と共に楽しむことができる遊び1　
「共・協・興」を運動をともなう遊びの中で起こす

他者と取り組む「大人の遊び」をレクリエイトし
つつ、遊びがもたらす経験の特徴を理解し自身が
味わう楽しさを確かめ直す

2

3

4

5

授業概要
人間にとっての遊びの意義を広く理解しつつ、特に発達の初期にいる子どもにとっての遊びの重要性を理解する。保育活動
で展開できるように多種多様な遊びを知り、遊びが子どもにもたらす経験を押さえつつ遊びを変化させ応用していく技術を
身につける。

学習到達
目標

・遊びの意義を広く理解し子どもにとっての遊びの重要性を理解する・遊びが子どもにもたらす経験を押さえつつ、遊びを
変化・適応させる方法を身につける・自身が遊びを体験するなかで味わう感覚や思考に自覚的になる

評価方法 受講姿勢、制作物、期末筆記試験を総合的に評価する

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 1

通年
前期

選択必修 演習
60

教科書
『新版　遊びの指導 乳・幼児編』
同文書院、他に配布する小冊子

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 子どもの遊び
担当者 工藤・藤原

実務経験 保育所で保育士として勤務経験がある
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55

乳児向け手作り布素材おもちゃを作る
形状
組み合わせて遊ぶ分離と結合のための材料
構造を支える中心材
表面材
子どもの遊び方と安全・こわれ・補修への配慮
ホース、カーテンリング、ボタン、スナップボタン、スポンジ、空き
缶、ペットボトル、紙筒、ひも、ウッドビーズ、フェルト、布など

これまでの学びを統合して、乳児向けのおもちゃ
を作る

56

57

58

59

60

51

頭と顔につける装飾おもちゃを作る
メガネ・お面・冠など

作ったもので遊ぶときに、その大きさ・長さ・角
度・強度が、没入や遊び込みに影響することを知
る

52

53

54

45

道具を使わずにできる遊び
動作、言葉、歌を主体として

時間的・空間的に小さな規模でできる遊びを多様
に知る

46

47

48

49

50

39

秋をモチーフにした造形遊びの構想と説明
素材（人工、自然）、技法、組み合わせ
核となるものを定めて、各年齢に向けてアレンジを広げる

調べ学習
幅広い年齢の子が楽しめるようにアレンジする具
体化の方法を知る

40

41

42

43

44

35

ストーリー・メッセージを描く
地面と垂直に連続する大きなガラス面と窓枠をコマに見立てる
見る位置と大きさを意識する
季節感、時事ニュースなどのメッセージを選ぶ

36

37

38

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

31

透過光で遊ぶ
ステンドグラスの特徴である黒い縁どりがもたらす効果と味わい
周囲の状況の観察
偶発性や実験性を越えて

透過光をじっくり観察し子どもの頃の「光への驚
き」を思い起こす
ステンドグラスの特徴を知る

32

33

34

授業概要
人間にとっての遊びの意義を広く理解しつつ、特に発達の初期にいる子どもにとっての遊びの重要性を理解する。保育活動
で展開できるように多種多様な遊びを知り、遊びが子どもにもたらす経験を押さえつつ遊びを変化させ応用していく技術を
身につける。

学習到達
目標

・遊びの意義を広く理解し子どもにとっての遊びの重要性を理解する・個と集団に対する保育実践上の配慮事項をしり、実
演できる・遊びが子どもにもたらす経験を押さえつつ、遊びを変化・適応させる方法を身につける・自身が遊びを体験する
なかで味わう感覚や思考に自覚的になる

評価方法 受講姿勢、制作物、期末筆記試験を総合的に評価する

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 1

通年
後期

選択必修 演習
60

教科書
『新版　遊びの指導 乳・幼児編』
同文書院、他に配布する小冊子

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 子どもの遊び
担当者 工藤・藤原・渋谷

実務経験 保育所で保育士として勤務経験がある
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14 「移調」

移調の手順を覚え、移調をできるようにす
る。

15 「移調」

11
「音程」　
二つの音の隔たり(完全系・長短系・増・減・重増・重減)

半音と全音などの違いなど音と音の幅の違い
を理解し、度数を教える事ができるようにす
る。

12
「音程」　
二つの音の隔たり(完全系・長短系・増・減・重増・重減)

13
「音程」　
二つの音の隔たり(完全系・長短系・増・減・重増・重減)

8 「音階」と「調号」の関係

長音階・短音階の基本を教える。
調号と音階の関係を身につける。

9 「音階」と「調号」の関係

10 「記号と標語」　強弱・速度・曲想に関する記号の理解
楽譜に記載されている記号や標語の読みや意
味を理解し、読譜できるようにする。

6 「臨時記号」と「調号」 臨時記号と調号の違いを理解する。

7 「音階」　長音階・短音階の音の配列 全音・半音の違いを理解する。

4 「拍子」　拍子記号・リズム打ち
拍子記号の意味と種類を覚える。その後、拍
子を数えながらリズム打ちができるようにな
る。

5
「音名」・「変化記号とその役割」　音の様々な呼び方・
シャープ・フラット・ダブルシャープ・ダブルフラット・
ナチュラル

様々な音名と変化記号の役割を理解し覚え
る。

2 「音の長さ(音価)」　音符の名称とその長さ・付点 音符の種類と長さの関係を理解し覚える。

3 「音の長さ(音価)」　休符の名称とその長さ・付点 休符の種類と長さの関係を理解し覚える。

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 「五線」「音部記号」「音の高低」　音高と鍵盤の位置・記譜法
五線の名前・ト音記号とヘ音記号の読み方と
書き方を覚える。その後、五線を使用し音の
高低を覚える。

授業概要
歌唱、各種楽器の演奏、伴奏の基礎となる音楽理論を学び、楽譜を解釈できるようになると共に、既存の楽譜を基に対象と
する子どもに向けた移調を行う能力を身につける。

学習到達
目標

保育者にとって必要な音楽記号や楽譜の解釈ができるようになる。その基礎知識を活かし、既存の楽譜を基に対象とする子
どもに向けた移調や編曲を行う能力を身につける。

評価方法 小テストと期末試験、課題提出を総合して評価する。

科目種別 授業方法
1

時間数
こども科 1 前期 選択必修 講義

15

教科書

『実践楽譜がよめる！大人のための音楽ワーク　
テキスト』『実践楽譜がよめる！大人のための
音楽ワーク　ドリル』ヤマハミュージックメ
ディア

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 音楽理論
担当者 吉田香穂

実務経験
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・保育者としての配慮をもちながら各種の文章を
作成する
・自分の文章の特徴を知り効果的に伝えるための
注意点を探る

26

27

28

29

30

22
●小説・物語から学ぶ
文体とそこから受ける印象
人物の行動を記述することで内面を描写する

23

24

25

●保育の場において使い分けたい文章と言葉遣い
安心感、信頼感、親近感につながる言葉とは？
保護者向けのお便り、連絡帳、行事の案内、活動の紹介、依頼、お願
い、記録、実践報告

16
●商品名・広告・キャッチコピーから学ぶ
選択や購買の行動をうながす努力
わかりやすさとは？

17

18

19
●こども向けの絵本から学ぶ
限られた言葉
言葉との出会いを演出する

20

21

11
●短詩形表現から学ぶ
韻のリズム
縮約された表現を拡げる
類似のものを列挙する
差異という驚き
反復の中に差異を挟んで世界を切り替える
発想を自由にする概念砕き
「みみをすませば」何が聞こえる？何が起こる？

12

13

14

15

●説明文から学ぶ
一つのことを的確に伝える
中心概念と対概念をとらえる
対が成立するための軸
文中の言葉を対概念に整理する
両義的な言葉の両義の中身をとらえる
「くう道草とくわされる道草」とは？
説明の飛躍をとらえるための基本教養

6

7

8

9

10

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1
●歌詞から学ぶ
曲から切り離す
大きな矛盾がなければ小さなことは気にしていない
明示されないが「も」が想起させるもの
重ねた表現（リフレイン）に作者が込めたもの
「悲しいくらいに好きになる」とは？

・精読の仕方を学ぶ
・多様な表現形式に触れ、読解を通じてそれぞれ
の表現形式の特徴と表現されている内容を味わう
・文章全体を特徴付ける、集約する、人物の心
情・情景を左右する言葉を見つける力をつける
・類似の言葉の使い分けを考える
・文脈にふさわしい言葉や文章を自分なりに考え
る
・語彙を拡大する

2

3

4

5

授業科目名 文章の理解と表現Ⅱ
担当者 藤原新・町田洋介

実務経験 企業で個別指導インストラクターとして勤務経験がある

授業概要
アピール文、キャッチコピー、詩、物語などの様式をふまえた創作を行い、文章の魅力を高めるための技術を身につけ
る。科目「文章の理解と表現Ⅰ」で学んだ客観的な文章表現と情感を大切にする文章表現とを保育において有効活用する
ことを目指す。

学習到達
目標

・事実に基づいた説明を大切にする文章、主観性・情感・間主観性を大切にする文章を使い分けることができる
・理解語彙、使用語彙の幅を拡げ、自分の表現に活用することができる

評価方法 ・期末の筆記試験　　・授業内で課す課題

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 2 通年 必修 講義

30

教科書

『ことば選び実用辞典』『ことばの
結びつき辞典』『漢字の使い分け辞
典』『感情ことば選び辞典』学研プ
ラス

単位数
学科 学年 学期
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29
●保育者になる人へのメッセージ
　生活経験と職業経験、失敗から学ぶ、宝探し

これまでの学びをまとめる
30

25

●諸外国の保育者
　近年の議論の動向、保育制度、専門性の開発

「日本の保育」を他国の「保育的な営み」とを比
較して、相対的な理解を深める

26

27

28

19
●日本の保育者のあゆみ
　近代保育の幕開け、戦前・戦中・戦後の概要

日本の保育、保育者の歴史の概要をたどる
20

21

●資料に見る保育者の姿
　戦後の変遷、社会の変化、働く保育者の実態、保育者のライフコース

教育要領・保育指針、施設数、児童数、地位型保
育所、認可外保育施設、保育ニーズ、男性保育
者、管理職の男女比、国公私立の別、経験年数、
離職、給与などのデータを読み解く

22

23

24

15

●子どもの育ちの危機と子育て支援、現代社会の変化と保育者の仕事や
課題
　子どもの育ちの危機、気になる子どもと特別支援、子育て支援と保育
者、増加多様化する課題、就学前サービスの再構成、共生的社会

子ども、保護者、社会をミクロ・マクロに捉えて
保育者に求められる役割や困難を知る

16

17

18

11

●職場で学び合う専門家、保育者の資質向上とキャリア形成
　職員間の連携・協働、他の専門機関との連携・協働
　園内外の研修、専門性の発達、チームとリーダーシップ

連携・協働の重要性としくみを学ぶ
キャリアラダーと研修について理解する

12

13

14

7
●保育者になるための学び
　される者からする者へ、実習の位置づけ

自らの体験のみに依拠せずに、幅広く教養を得る
ことの重要性を理解する

8

9
●保育者に求められる資質
　現代の保育者に期待される役割

保育者と他の職業を比べる
対人支援のなかの「正しさ」について考える

10

3
●保育者の仕事と役割
　保育者（保育士、幼稚園教諭、保育教諭、児童福祉施設）の仕事

保育者の仕事の流れを詳細に比較する
4

5
●保育者の制度的位置づけ
　免許・資格、全国保育士会倫理綱領、倫理的ジレンマ

免許・資格・職位を理解する
利用者の代弁の重要性を理解する

6

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1
●「保育者」への扉
　保育者から見る保育の世界、子どもの目から見る保育者

保育が個人の『子ども好き』の営みでないことを
確認する

2

授業概要
保育の実践者としての具体的な職務内容、免許資格制度的位置づけ、求められる倫理などの社会的要請を理解したうえ
で、保育者の専門性・保育の質が何によって計られるのか、それらの向上を支えるPDCAサイクルと研修制度がどのような
ものかについて学ぶ。

学習到達
目標

・保育者に求められているものを理解する
・保育者になってからの継続的な研鑽の重要性を理解する

評価方法 期末筆記試験

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 2 前期 必修 講義

30

教科書
『今に生きる保育者論第4版』みら
い

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 保育者論
担当者 藤原新

実務経験
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27
子どもの生活・生育環境とその影響

家庭内の環境、家庭が置かれている環境、子ども
に及ぼす精神的影響

28

29
子どものこころの健康にかかわる問題 こころの健康の危機と現れ、

30

23
多様な家庭とその理解

家庭と家族の多様な姿、福祉領域との接点、多様
性に開かれるとは？

24

25
特別な配慮を要する家庭

家族が抱える困難への理解、養育者のメンタルヘ
ルス

26

19
子育てを取り巻く社会的状況

晩婚化・非婚化、地域における切れ目のない子育
て支援

20

21
ライフコースと仕事・子育て

男女のライフコースの歴史的変遷、性役割、子育
ての葛藤、育児ストレス

22

15
家族関係・親子関係の理解

家族ライフサイクル論、家族システム論、夫婦関
係、親子関係、家族への支援

16

17
子育て経験と親としての育ち 親として育ちの過程にいる保護者、子育て支援

18

11
生涯発達における高齢期 高齢期における発達の特徴、社会状況

12

13
家庭・家族の意義と機能 家族・親族・世帯、定義と機能の変化

14

7
生涯発達における青年期

青年期の発達の特徴（身体、対人関係を中心
に）、青年期の問題行動

8

9
生涯発達における成人期・中年期

成人期・中年期のライフイベント、アイデンティ
ティの再体制化

10

3
生涯発達における幼児期

幼児期全体の発達の特徴（認知、言語、社会性、
自我を中心に）と保育者の関わり

4

5
生涯発達における学童期

学童期の発達の特徴、保育の見通し、以降のプロ
セス

6

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1
生涯発達における乳児期 初期発達の特徴と保育者の関わり

2

授業概要
社会学的・歴史的に概観しつつ、家族の意義、機能、教育的な役割を理解する。また、家族の構成員を生涯発達の途上に
ある個人として捉えつつ、その心理的特性と発達課題をふまえ、関係性やシステムの持つ力、親と子の精神保健を理解す
る。

学習到達
目標

・生涯発達という考え方を理解する　・子どもの発達に家族と家庭が重要な役割を果たすことを理解する　・子育て家庭
の現状と支援を理解する　・子どもの精神保健とその課題を理解する

評価方法 受講姿勢、課題、期末試験を総合的に評価する

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 2 前期 必修 講義

30

教科書
『新基本保育シリーズ 子ども家庭
支援の心理学』中央法規

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 子ども家庭支援の心理学
担当者 薄井啓子

実務経験
小中学校高校でスクールカウンセラー

として勤務経験がある
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27
乳児の食生活②（乳汁栄養）

乳汁栄養、離乳の意義と乳児期の栄養・食育につ
いて理解する
※保育所における食育に関する指針
※保育所における食事の提供ガイドライン

28

29 乳児の食生活③（離乳の意義と乳児期の栄養・食育）

30 まとめ・期末試験対策

23
調理実習のまとめ 調理実習を振り返り課題解決する

24

25
乳児の食生活①（乳児の食機能の発達と成長） 乳児の食機能の発達と成長について理解する

26

17

調理実習事前指導 環境整備・衛生管理について学ぶ18

19

20

調理実習①（施設実習に向けて）
施設実習に向けて、家庭や児童福祉施設における
調理の基礎的な技術を習得する

21

22

15
栄養に関する基礎知識④　献立と調理

献立・調理の基本を学び、『食事摂取基準』・
『食生活指針』を用いた献立作成能力を養う

16

9
栄養に関する基礎知識①　栄養・栄養素 栄養・栄養素について理解する

10

11
栄養に関する基礎知識②　摂取基準 乳幼児の食事摂取基準を習得する

12

5 小児の発育・発達と栄養①

小児の身体発育や食べる機能の発達について理解
し、その発達に沿った栄養状態把握の仕方を習得
する

6 　（子どもの発育と栄養の関係について）

7 小児の発育・発達と栄養②

8 　（子どもの発育と栄養の関係について 体と心の発達と栄養・食育）

・健康な生活の基本としての食生活の意義や栄養に関する基本的な知識を学ぶとともに、子どもの発育や発達が乳幼児期からの食生活といかに密接な関連がある
かを理解する。・食育の基本を理解するとともに、食育をとりまく様々な環境についても知り、子どもの成長と食育のかかわりを学ぶ。・保育士として子どもの
身体状況や栄養状態に応じた食生活の支援ができるよう、食生活・栄養の課題を明確にし、実際の生活に展開できる力を身につける。

評価方法 受講態度、課題や提出物、期末試験等の総合評価

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

授業方法
2

時間数
こども科 2

通年
前期

必修 演習
60

13
栄養に関する基礎知識③　食事の構成と食育

食事構成に関する基礎知識を学び、日常生活にお
ける食育の方向性を探る

14

授業科目名 子どもの食と栄養
担当者

授業概要
子どもの発育、心身の健康と食との関連を理解する。食生活を栄養摂取のみならず健康な生活の基本と位置づけたうえ
で、保護者への支援を射程に入れた食育の意義、目的、内容を理解する。また、アレルギー等特別な配慮を要する子の食
と栄養を理解する。

1
ガイダンス

食生活チェックシートで、自身の食生活の問題点
を把握する

2

3 子どもの健康と食生活の意義
成人期とは異なる小児期の栄養と食生活の特徴を
学び、食育の意義について理解する

4 　（小児期における食生活の重要性　食育の意義）

学習到達
目標

和泉安希子

実務経験

教科書
『子どもの食生活第4版』
ななみ書房

単位数
学科 学年 学期 科目種別
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59 保育所・幼稚園等での食育の実践
家庭・児童福祉施設における食育の進め方につい
て理解を深める

60 総まとめ

55
特別な配慮を要する子どもの食と栄養①
（疾病及び体調不良の子どもへの対応）

特別な配慮を要する子どもの食と栄養について、
様々なデータも踏まえ理解を深める　その上で楽
しく・おいしく食事できるための環境づくりにつ
いて考える
※保育所におけるアレルギー対応ガイドライン

56

57
特別な配慮を要する子どもの食と栄養②（食物アレルギーのある子ども
への対応）

58 特別な配慮を要する子どもの食と栄養③（障がいを持つ小児の食生活）

51
学童期・思春期の食生活③（学校給食と食育・栄養教育） 学校給食の意義を理解する

52

53
生涯発達と食生活（発育・発達の概念） ライフサイクルと食生活について理解を深める

54

47
学童期・思春期の食生活①（心身の特徴）

学童期・思春期の心身の特徴、この時期の食育の
意義を学び、課題と問題点を把握する

48

49
学童期・思春期の食生活②（食育の意義）

50

41

42

43
幼児期の食生活①（食機能の発達と成長）

幼児期の食機能の発達と成長、この時期の食育の
意義を学び、課題と問題点を把握する
※保育所における食育に関する指針
※保育所における食事の提供ガイドライン

44

45
幼児期の食生活②（栄養・食育）

46

　家庭や児童福祉施設における食事と栄養

35

調理実習①（離乳食　家庭における食事と栄養）

『離乳食』・『幼児食』の調理を通じて、それぞ
れの調理技術を学ぶ　離乳期・幼児期の食事の与
え方等、この時期の食生活について理解を深める　
家庭や児童福祉施設における献立作成・調理にお
ける注意点を把握する

36

37

38

39

調理実習②（幼児食　食生活指導）
40

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

31
調理実習事前指導（環境整備）

環境整備・衛生について学ぶ　献立作成・調理の
基本を理解する　様々な生活場面での食事と栄養
について理解を深める

32

33 　食事摂取基準と献立作成・調理の基本

34

授業概要
子どもの発育、心身の健康と食との関連を理解する。食生活を栄養摂取のみならず健康な生活の基本と位置づけたうえ
で、保護者への支援を射程に入れた食育の意義、目的、内容を理解する。また、アレルギー等特別な配慮を要する子の食
と栄養を理解する。

学習到達
目標

・健康な生活の基本としての食生活の意義や栄養に関する基本的な知識を学ぶとともに、子どもの発育や発達が乳幼児期からの食生活といかに密接な関連がある
かを理解する。・食育の基本を理解するとともに、食育をとりまく様々な環境についても知り、子どもの成長と食育のかかわりを学ぶ。・保育士として子どもの
身体状況や栄養状態に応じた食生活の支援ができるよう、食生活・栄養の課題を明確にし、実際の生活に展開できる力を身につける。

評価方法 受講態度、課題や提出物、期末試験等の総合評価

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 2

通年
後期

必修 演習
60

教科書
『子どもの食生活第4版』
ななみ書房

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 子どもの食と栄養
担当者 和泉安希子

実務経験
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29 生活と発達の連続性を踏まえた保育所児童保育要録 保育所児童保育要録の概要を知る

30 まとめ まとめ

27 保育士及び保育所の自己評価 自己評価とは何かを知る

28 保育の質向上に向けた改善の取り組み 保育の質について考える

23
指導計画作成上の留意事項と指導計画の作成及び展開 5歳児の指導計画について学ぶ

24

25
保育の記録及び省察 記録の書き方と省察について学ぶ

26

19
指導計画作成上の留意事項と指導計画の作成及び展開 1歳以上3歳未満児の指導計画について学ぶ

20

21
指導計画作成上の留意事項と指導計画の作成及び展開 3．4歳児の指導計画について学ぶ

22

15
指導計画（長期・短期）の作成 長期・短期指導計画のポイントを学ぶ

16

17
指導計画作成上の留意事項と指導計画の作成及び展開 0歳児の指導計画について学ぶ

18

11
全体的な計画と指導計画の関係性 全体的な計画の基本と指導計画について知る

12

13
全体的な計画の作成

全体的な計画を作成するためのポイントは何か理
解する

14

7
保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領
の内容及び社会的背景

保育所保育指針等の概要と社会背景を理解する
8

9
保育所保育指針における保育の目標と計画の基本

保育所保育指針における5領域と幼児期の終わり
までに育て欲しい姿を理解する

10

3
日本におけるカリキュラムの基礎理論 カリキュラムとは何かを理解する

4

5
子どもの理解に基づく保育の過程の循環

子どもの理解に基づく保育の質の向上について考え
る

6

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 保育における計画の意義
計画の必要性と評価の目的、意義を学ぶ

2 保育所における評価の意義

授業概要
発達をふまえた保育の課程を構成する、全体的な計画・長期短期の指導計画の役割と関係について理解する。保育の内容
の充実と質の向上のためにこれらの計画を作成し、保育を記録省察していく計画実践評価の循環過程について学ぶ。

学習到達
目標

1．保育所保育指針を理解した上で具体的な指導計画の作成ができる
2．保育所における保育の評価とは何かを理解する

評価方法 出席状況及び授業態度、提出課題、期末試験の総合評価

時間数
こども科 2 前期 必修 講義

30

保育所で園長として勤務経験がある

教科書
『新基本保育シリーズ　教育・保育
カリキュラム論』中央法規

単位数
学科 学年 学期 科目種別 授業方法

2

授業科目名 保育の計画と評価
担当者 小泉陽子

実務経験
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28
子どもの育ちと遊びの重要性を理解する。

子どもにとっての遊びの重要性と大人の援助の必
要性を知ることができる。

29

30 保育実践への活かし方、保育者養育者が担う役割について。
子どもに関わる大人としての役割を知り、自分な
りに考えることが出来るようになる。

20

子どもに危険回避能力を育むための紙芝居を作成する。
子どもの視点に立ち危険を予測し、子供の年齢に
あったわかりやすい紙芝居を作る。

21

22

23

24

25

26

27

16
子どもが基本的生活習慣に興味、関心をもてる玩具、絵本を考え、製作
する。

子どもの視線になり興味のもてる玩具・絵本を製
作する。

17

18
安全管理と安全教育を学ぶ

子どもの安全管理・安全教育、生活の保障を知
る。

19

12
脳の発達と概念形成を学ぶ

脳の発達、概念形成を学び健やかな。

13
健やかに育つための発達の要件を知ることができ
る。

14
子どもの生活と健康　基本的生活習慣の獲得について学ぶ

子どもが気持ちよく基本的生活習慣を獲得するた
めの環境と援助を知ることができる；

15

10 心身の発達の概要とその援助を学ぶ
子どもの特徴に気づき、発達と援助について考え
把握できるようにする。

11 子どもの運動発達を理解する 子どもの運動発達について知り、実践する。

7 恒温の獲得を理解する 恒温の獲得について具体的に知ることができる。

8 子どもの五感の育み方を学ぶ
五感について知り、実際に散歩に行き感じてみる

9 子どもの五感を育むことを実際に体験して学ぶ

4 子どもの健康な育ちを保障するために 子どもの健康を支える国際基準を認識する。

5
生理的発達の保障、生活リズムの獲得の重要性を学ぶ

生活リズムの重要性を把握し、生理的発達の保障
について把握できるようになる。

6

2 子どもの健康を捉える、健康な子どもの姿を理解する
子どもを知り、健康な子ども元気な子どもの姿を
理解する。

3 現代っ子の健康課題を理解する 現代っ子を知り、健康課題を理解する。

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 オリエンテーション
子どもの健康の大切さを知り、興味を持てるよう
にする。

授業概要
領域「健康」に関連して、生活や遊びのなかの子どもの実態を把握するため、保育内容を組み立てて実践するための知
識・技術・判断力の習得を目指す。発達過程にふさわしいねらいの立て方、教材の活用、環境構成、配慮事項について、
演習を通じて具体的に学ぶ。

学習到達
目標

子どもの特徴を捉え、それに応じた安全で保健的なかかわりの重要性を理解、保健活動の実践能力を身に着ける。

評価方法 授業参加態度。授業内課題への取り組みの姿勢・提出物の状況・期末試験を総合的にみて評価する。

科目種別 授業方法
1

時間数
こども科 2 後期 必修 演習

30

教科書
「演習　保育内容　健康　大人から
子どもへつなぐ健康の視点」萌文書
林

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 保育内容健康
担当者 小松千晶

実務経験 保育所で保育士として勤務経験がある

こども科2年_38/64



30 まとめ　「保育内容人間関係」を学んで

27
かかわりの育ちを「みる」

子どもたちのかかわりの育ちをどのようにみたら
よいのか理解する

28

29 親しい人との体験が生きる原動力となる
保育者として、人として何を大切にすればよいの
か考える

23
保護者とのかかわり

保育者と保護者がどのような人間関係を築くこと
が、子どもにとって人とのよりよいかかわりを促
すことにつながるのかを考える24

25
保育者同士のかかわり

子どもにとっての身近な大人である保育者同士の
かかわり方について考える

26

19
5歳児の園生活の充実感を支えるもの

年長児（5歳児）の園生活の「充実感を味わう」
とはどのようなことかを学ぶ

20

21
かけがえのない一人一人の存在

特別な支援を必要とする子どもと保育者のかかわ
り方や友だちとの人間関係について学ぶ

22

14

3歳児は保育所が居場所
3歳児が保育者との信頼関係をどのようにしたら
築いていけるのかを学ぶ

15

16

17
4歳児の自己主張と自己抑制

幼児期（特に4歳児）における「なかよし」とは
どのようなものかを学ぶ

18

9

領域「人間関係」の基礎知識
領域「人間関係」の三つのねらいを乳幼児期に身
につけることの大切さを理解する

10

11

12
0,1,2歳児の保育所における人とのかかわり

0,1,2歳児の保育所における人とのかかわりにつ
いて学ぶ

13

4
社会・文化と生きる子ども

子どもを取り巻く人的環境、社会、文化について
考える

5

6

領域「人間関係」が目指すもの
幼稚園教育要領、保育所保育指針の基本方針を学
び幼児期の子どもたちが遊びや生活の中から何を
学んでいるのかを学ぶ

7

8

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1

自己理解と自己概念
自己の存在とは、なぜ人とかかわることが大切な
のかを考える

2

3

授業概要
領域「人間関係」に関連して、生活や遊びのなかの子どもの実態を把握するため、保育内容を組み立てて実践するための
知識・技術・判断力の習得を目指す。発達過程にふさわしいねらいの立て方、教材の活用、環境構成、配慮事項につい
て、演習を通じて具体的に学ぶ。

学習到達
目標

・保育内容を構成する領域「人間関係」について理解する　・子どもの発達とともに人間関係がどのように拡がり、深
まっていくかを理解する　・子どもが人と関わる力を身に付けていくために保育者として果たすべき役割は何かを学ぶ。

評価方法 出席、授業態度、授業内課題への取り組み、期末試験を総合的に評価する

科目種別 授業方法
1

時間数
こども科 2 前期 必修 演習

30

教科書
『体験する・調べる・考える　領域
「人間関係」〈第2版〉』
萌文書林

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 保育内容人間関係
担当者 日野つね子

実務経験 保育所で保育士として勤務経験がある
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29
春夏秋冬の生活と季節を捉えた遊びの展開について
 （指導計画案作成のポイント）

指導のねらいを捉え、見通しをもった計画を立て
ることができるようになる。

30

23

「情報・数量・図形」に関する環境指導のあり方と実践
　・生活や遊びへの取り入れ方とその展開

24

25

26

「物・用具」に関する環境指導のあり方と実践
　・廃材を使った玩具作りと遊びの展開

27

28

「自然事象」に関する環境指導のあり方と実践
　・土、砂、石、水を使った遊び
  ・雪、氷、霜柱を使った遊び
  ・星、月について

18

19

20

「地域」に関する環境指導のあり方と実践
　・地域の行事への参加

21

22

11

「植物」に関する環境指導のあり方と実践
　・幼児が育てやすいものとその育て方 動植物や天気、石・砂・土、光、音などの自然事象、遊

具や用具、紙やプラスチック製品などの人工素材、人
の生活やそれにかかわる施設・設備、各種の行事や
情報等を含む社会事象、数量・図形・文字等を対象と
した活動を想定し、それらに関する環境指導のあり方
と実践について、演習を通して理解を深める。

保育者は子どもの活動環境としてどのような場面や素
材等を準備していく必要があるのか、また、子どもが
その環境に自発的・主体的にかかわっていく道筋につ
いて考え、保育実践に繋げていく。

12

13

14

「動物」に関する環境指導のあり方と実践
　・生活や遊びに取り入れる際の事前準備と配慮事項

15

16

17

7
領域「環境」設定の趣旨とねらい

保育所保育指針第2章「保育の内容」における「環境」
のねらい及び内容について理解を深め、演習を通して
理論と実践を結びつける。

8

9
「環境」指導上の留意点

10

3
保育所保育指針・幼稚園教育要領・幼保連携型認定こども園教育・保育
要領における「環境」の位置づけ

保育の基本である「環境」を通しての保育と5領域の
一つとしての「環境」について再確認をする。

4

5
保育所(園庭・保育室)における「環境づくり」の重要性

保育所の環境づくりの重要性と照らしながら、保育現
場での具体例について考える。

6

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1
人間の生活と環境の変化

環境の変化に伴う問題点と保育・幼児教育に求めら
れる課題について理解する。

2

授業概要
領域「環境」に関連して、生活や遊びのなかの子どもの実態を把握するため、保育内容を組み立てて実践するための知
識・技術・判断力の習得を目指す。発達過程にふさわしいねらいの立て方、教材の活用、環境構成、配慮事項について、
演習を通じて具体的に学ぶ。

学習到達
目標

・保育現場において、子どもが周囲の様々な環境に好奇心や探求心をもって関わり、それらを生活に取り入れていこうと
する力を養うことをめざした適切な指導や援助について具体的に学ぶ。　・計画性をもって環境を構成し、遊びを通して
総合的な指導を行うことについて理解を深める。

評価方法 出席状況、授業内演習の取り組み、期末試験の総合評価

科目種別 授業方法
1

時間数
こども科 2 前期 必修 演習

30

教科書
『新　子どもと環境　実技・実践
編』三晃書房

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 保育内容環境
担当者 工藤愛美

実務経験 保育所で保育士として勤務経験がある
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27
言葉を育てる指導と指導計画① 3歳未満児

・指導計画（日案）の具体例をもとに、記入上の
注意点や配慮すべき事項などをこれまで学んだ内
容と照らしながら総括する

28

29
言葉を育てる指導と指導計画② 3歳以上児

30

23
児童文化財と現代の子どもを取り巻く環境① 3歳未満児
わらべうた、手遊び、おはなし、絵本、言葉あそび、シアターなど

・児童文化財として一定の評価や地位のあるもの
のレパートリーを拡げる
・子どもを取り巻く環境のうち「言葉」に関係す
る、現代的な映像文化・コミュニケーション手段
等の影響力についても学ぶ

24

25
児童文化財と現代の子どもを取り巻く環境② 3歳以上児
絵本の楽しみ方と有用性、絵本の種類、紙芝居、幼年文学

26

19 気になる子どもへの言葉の発達のサポート
発達の遅れと原因、発話に影響する障がい、保育者の気付き、発達のサ
ポートと専門機関

・言葉の発達に困難がある例（個人内）と、環境
上の困難、支援体制について学ぶ

20

21 日本語を母語としない子どもの言葉の発達
セミリンガル、増加と支援の現状、就学上の課題、日本語習得の学習過
程22

15 5歳児の言葉
対話能力と対話内容の質的な深まり、文字への興味・関心、実践上の配
慮16

17 領域「言葉」のねらい及び内容を理解する
言葉以前の発信、言葉そのもの、話したい意欲、気持ちを込める、聞く
態度

・保育所保育指針に描かれている「言葉」への理
解を深める

18

11 3歳児の言葉
構文の完成、日常会話、自分のエピソード、役割模倣と言葉、実践上の
配慮12

13 4歳児の言葉
語彙・発話の力と濃密な関係作りの境、思考の手段としての言葉、自己
認識と言葉、実践上の配慮14

5 0歳児の言葉
乳児中心の生活と関わりを通した言葉の獲得、豊かな関わりを育む保育
環境、実践上の配慮

・年齢を元に子どもを大まかに区分し、その頃の
言語の使用と変化の実態、保育者に求められる関
わり方、ふさわしい遊びなどを学ぶ
・子どもの特徴を知り、ふさわしい遊びや教材を
探したり、アレンジする経験をする

6

7 1歳児の言葉
言葉を使ったコミュニケーションの始まり、言葉の獲得・使用と人との
関わり、実践上の配慮8

9 2歳児の言葉
語彙の拡がり、心的機能の発達と言葉、記号の受け止め、対話的コミュ
ニケーションと保育者、実践上の配慮10

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1
人間と言葉
表出、ノンバーバルコミュニケーション、離す、放す

・人間にとって言葉がどのようなものであるかに
ついてその概要を、自身と言葉との関わりを振り
返りつつ学ぶ
・言語的能力の発達について、観点と実際のデー
タを知る

2

3
保育における言葉の発達
言葉の獲得についての理論、言葉の獲得の過程

4

授業概要
領域「言葉」に関連して、生活や遊びのなかの子どもの実態を把握するため、保育内容を組み立てて実践するための知
識・技術・判断力の習得を目指す。発達過程にふさわしいねらいの立て方、教材の活用、環境構成、配慮事項について、
演習を通じて具体的に学ぶ。

学習到達
目標

・乳幼児の言語発達を中心として人間と言葉についての理解を深め、土台形成に関わる意義を理解する
・言語発達を支援するためにふさわしいありかたを理解し、それを多様に具体化することができる

評価方法 ・期末筆記試験　授業内に課す調査や実技などの課題

科目種別 授業方法
1

時間数
こども科 2 前期 必修 演習

30

教科書
『コンパス　保育内容言葉［第2
版］』建帛社

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 保育内容言葉
担当者 藤原新

実務経験
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＜これまでのまとめと考察＞
これまでの学びのまとめ
記述問題に関する考察

28

29
＜領域「表現」の現代的課題と新たな試み＞

「表現する意欲」を育む保育のあり方について学
ぶ

30

22

23

24

25

26

27

15

＜未満児の表現あそびについて　計画と実施＞
保育の流れを考え、指導案を作成する
模擬保育の準備をする
模擬保育を行う（実技テスト）
改善点を探る

年齢に応じた表現あそびの模擬保育を行い、子ど
もの豊かな表現をひき出す保育のあり方について
演習を通して実践力を習得する

16

17

18

19

20

21

＜以上児の表現あそびについて　計画と実施＞
保育の流れを考え、指導案を作成する
模擬保育の準備をする
模擬保育を行う（実技テスト）
改善点を探る

9 ＜保育者が支える表現＞
▽表現を支える保育者の基本的なあり方▽豊かな表現を支える援助や環
境

子どもが表現することを捉えた保育について学ぶ
10

11 ＜子どもの豊かな感性と音楽表現＞
①楽器あそび演習
（リズム楽器、鉄琴、大太鼓、小太鼓等の鳴らし方を知り、グループで
曲に合わせて分担奏をする）
②表現あそび演習
（年齢を考慮したリズム表現、楽器を使った表現あそびを行う）

楽器の鳴らし方を知り、グループに分かれて曲に
合わせた分担奏を考えて発表する

12

13

14

5 ＜乳幼児期の発達と表現＞
▽感性と創造性を育む▽豊かな表現を支える援助や環境▽乳幼児の表現
が育つ基盤

発達時期ごとの表現の特性の理解を深める
表現の発達を支える環境のあり方について学ぶ

6

7
＜生活のなかにあるものをあじわい、感性を養う＞
▽色▽形▽歌▽動き▽手触り▽ともにあじわい表現する

子どもの感性を養うことで表現の幅が広がること
を学ぶ
表現の豊かさは保育者や友だちとの関わりによっ
て深まることを知る

8

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1
＜幼児教育の基本＞
▽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
育要領における幼児教育の捉え方とは▽これからの0-2歳児保育▽幼児
教育の目的と領域▽環境を通した保育▽幼児教育の基本▽保育者の様々
な役割▽幼児教育と領域表現

幼児教育における領域表現の基本的な考え方を理
解し、保育所保育指針の理念について学びを深め
る
保育における領域の考え方について理解する

2

3

4

授業概要
領域「表現」に関連して、生活や遊びのなかの子どもの実態を把握するため、保育内容を組み立てて実践するための知
識・技術・判断力の習得を目指す。発達過程にふさわしいねらいの立て方、教材の活用、環境構成、配慮事項について、
演習を通じて具体的に学ぶ。

学習到達
目標

乳幼児期における表現の発達について理解を深める
発達に応じた保育演習を通して子どもたちの表現あそびが生き生きと展開されるような実践力を習得する

評価方法 期末筆記テスト・演習・模擬保育実技テスト

科目種別 授業方法
1

時間数
こども科 2 前期 必修 演習

30

教科書
『事例で学ぶ保育内容 領域表現』
萌文書林

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 保育内容表現
担当者 相澤紀美恵

実務経験 幼稚園で幼稚園教諭として勤務経験がある
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23

一日の（行事の）指導計画立案と実践

・一日の指導計画を立案することを通して、年齢
に応じた生活と遊びのポイントを再認識する。
・「誕生日会」や卒園等を想定した「お楽しみ
会」等の行事を計画し、模擬保育を体験しなが
ら、子どもの生活と遊びを充実させる保育の技術
を実践的に習得する。

24

25

26

27

28

29

30

19

クラス担任としての役割と業務内容について

・一人担任とティーム保育の全体像を捉え、役割
分担や業務内容について理解する。
・連絡帳の書き方について、演習を通して学ぶ。

20

21

22

15

すきま遊びに関する理解と保育の展開
・園生活で生じるすきま時間で楽しめる遊びにつ
いて体得し、保育実践で活用できるようにする。

16

17

18

9

中心的な遊びに関する理解と保育の展開

・自由保育と一斉保育のあり方について再確認す
る。
・自由遊びを通しての学びについて理解を深め
る。
・遊びの種類とその展開（さまざまなごっこ遊
び・見立て・つもり遊び、鬼ごっこ等）について
考え、保育実践に繋げていく。

10

11

12

13

14

3

生活に関する理解と保育の展開

・基本的生活習慣（食事、排泄、睡眠、清潔、着
脱等）の自立を促す保育のあり方について、事例
記録等を参考に考える。
・当番・係活動の展開と指導について理解する。

4

5

6

7

8

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1
保育・認定こども園等における指導計画と一日の生活の流れについて
（デイリープログラム）

・一日の中で生活の流れを壊さずに活動を展開し
ていく方法、配慮事項、注意事項等ついて捉え
る。2

授業概要
子どもの実態と中長期の保育計画をふまえて日々の保育を構成・展開していく方法を、具体的な日週指導計画案の立案を
通して学ぶ。子ども集団の特性、各自の個性を受け止めながら同時並行的に支援を行うための知識・技術を習得すること
を目指す。

学習到達
目標

保育所の日常生活に着目し、一日を通した生活や遊びの中に含まれる学びの要素を、子どもが実体験からつかみとってい
く過程と、生活と遊びを豊かに展開するために必要な知識や技術を実践的に習得する。

評価方法 出席状況、授業内演習の取り組み、課題提出等による総合評価。

科目種別 授業方法
1

時間数
こども科 2 前期 必修 演習

30

教科書

『個性がキラリ　0・1・2歳児の指導計画の立
て方』『個性がキラリ　3・4・5歳児の指導計
画の立て方』『子どもイキイキ！　園生活が充
実する「すきま遊び」』中央法規

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 保育の中の生活と遊び
担当者 工藤愛美

実務経験 保育所で保育士として勤務経験がある
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29 「音楽表現演習Ⅱ」発表会
音楽表現Ⅱで学んだことを発表する。

30 「音楽表現演習Ⅱ」発表会

26
〈A-5〉鍵盤楽器を使用し、挨拶の歌など実習で使用する曲の弾き歌い
ができるかの確認(完成)

リズムや音など間違えていないかを確認し、弾き
歌いできるようになる。

27 「音楽表現演習Ⅱ」発表会に向けたリハーサル
単元A鍵盤楽器(挨拶などの曲の弾き歌い)・B紙芝居もしくは大型絵本に
音をつけたもの・C合奏

発表会に向けて、リハーサルを行う。

28

23 リズムに合わせて身体を動かすリトミック
リズムに合わせて身体を表現する。
その後、自分たちで上半身だけをリズムに合わせ
る動きを考え表現する。

24 リズムに合わせて身体を動かすリトミック

25 〈B-5〉紙芝居もしくは大型絵本に音をつける(完成)
実際に紙芝居や絵本に効果音をつけて練習する。

21 〈C-3〉子どもの曲を合奏する(パート練習)
それぞれの楽器のパートに分かれて練習をする。

22 〈C-4〉子どもの曲を合奏する(全体で合わせる)
全員で合奏を演奏し、様々な楽器が交じり合った
時の音を楽しむ。

17 感受性を豊かにするリトミック
音の高低と、身体の動きを合わせる。
音楽に合わせて身体表現を行う。

18 感受性を豊かにするリトミック

19 リズムに合わせて身体を動かすリトミック
リズムに合わせて身体を表現する。

20 リズムに合わせて身体を動かすリトミック

14 音と仲良くなる
音を使って様々な遊びを展開する。

15 〈B-3〉紙芝居もしくは大型絵本に音をつける
効果音や楽器を探す。自分が表現したい効果音が
ない場合は作成する。

16 〈B-4〉紙芝居もしくは大型絵本に音をつける

12 〈C-2〉子どもの曲を合奏する(歌練習)
合奏と歌を一緒に行うために、歌のみを全員を覚
える。

13 カスタネットで遊ぶ
保育園などでよく使用される楽器のカスタネット
を使い、楽しい演奏ができることを知る。

9
〈A-3〉鍵盤楽器を使用し、挨拶の歌など実習で使用する曲の弾き歌い
ができるかの確認

リズムや音など間違えていないかを確認し、弾き
歌いできるようになる。

10
〈A-4〉鍵盤楽器を使用し、挨拶の歌など実習で使用する曲の弾き歌い
ができるかの確認

11 〈C-1〉子どもの曲を合奏する(パート練習・全体で合わせる)
それぞれの楽器のパートに分かれて練習をする。

7 物を使用し、動きを音楽で促すワークショップ・指揮者ごっこ
動きと音や音楽の関係性に気づく。指揮では、リ
ズム・表現力・調整力・自尊感情を学ぶ。

8 ボディーパーカッションでの合奏
身体のみを使用し、合奏を行う。(3時限目の展
開)

3 身体を使ってどんな音が出せるのか考える
楽器や物だけでなく、身体も楽器になるというこ
とを学ぶ。
手拍子だけでも、様々な遊びの展開ができること
を知る。

4 身体を使っての音楽・音遊び

5
〈B-1〉紙芝居もしくは大型絵本に音をつける(言葉だけでなく、音でも
表現をつける)

紙芝居や絵本を選び、どのような効果音をつけれ
ば、聞き手に伝わりやすいのかを考える。(どの
ような楽器やCD等を使用するのが有効かを考え
る)6

〈B-2〉紙芝居もしくは大型絵本に音をつける(言葉だけでなく、音でも
表現をつける)

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1
〈A-1〉鍵盤楽器を使用し、挨拶の歌など実習で使用する曲の弾き歌い
を学ぶ

保育園でよく歌われる「挨拶」に関する歌につい
て覚える。

2
〈A-2〉鍵盤楽器を使用し、挨拶の歌など実習で使用する曲の弾き歌い
を学ぶ

授業概要
一年次の「音楽表現演習Ⅰ」を基に知識・技術の深化拡大を図ると共に、乳児における3視点と1歳以上児における5領域の
なかに、学習内容を活かす方法を探りながら、保育における音楽表現を生活と遊びの豊かさという観点で捉え直すことを
目標とする。

学習到達
目標

音と音楽についての理解を深め、保育現場で実践できる力を身につける。

A…実習や就職後に使用できる挨拶の歌を、鍵盤楽器を使用し弾き歌いできるようにする。

B…保育所などで発表会を行う際に、物語にどのような効果音をつけるとよいのかを考え、実践する。

C…1年次の「音楽表現演習Ⅰ」で楽器の鳴らし方を学んだことを活かし、様々な楽器の音が合わさった際の響の楽しさを知る。

評価方法 ①授業への取り組み　②発表の実演

科目種別 授業方法
1

時間数
こども科 2 前期 必修 演習

30

教科書

『一人一人を大切にするユニバーサ
ルデザインの音楽表現』萌文書林、
『わくわく音遊びでかんたん発表
会』すずき出版

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 音楽表現演習Ⅱ
担当者 吉田香穂・郷陽子・諏訪恵理・山田瑠璃子

実務経験 民間のピアノ教室で指導者としての経験がある
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29
(2-9)児童文化財を保育に生かそう：おもちゃ
おもちゃの種類と選び方

各年齢に応じたおもちゃの種類と選定の留意点に
ついて学ぶ

30

25

(2-8)児童文化財を保育に生かそう：シアタースタイルの児童文化財
シアタースタイルの児童文化財の特長、演じ方、
シナリオの作り方について理解する
学びのまとめを行い記述問題について考察する

26

27

28

19
(2-6)児童文化財を保育に生かそう：絵本と童話
よみきかせの絵本を選ぶ（以上児・未満児）
幼年童話について
よみきかせの実技テスト 絵本と紙芝居のよみきかせの留意点について学

ぶ、年齢やテーマによる選び方を学ぶ
よみきかせの実技テストを通して実践力を習得す
る

20

21

22
(2-7)児童文化財を保育に生かそう：紙芝居
よみきかせる紙芝居を選ぶ
よみきかせの実技テスト

23

24

15
(2-4)児童文化財を保育に生かそう：わらべうた・あそびうた

わらべうた・あそびうたが日本語のリズムの体得
と音楽表現の基礎となることを理解する

16

17
(2-5)児童文化財を保育に生かそう：おはなし おはなしの選び方と語りの留意点について学ぶ

18

(2-2)児童文化財を保育に生かそう：パネルシアター
パネルシアターの作り方を知る
パネルシアターの演じ方を学ぶ
パネルシアターの実技テストを行う

9

10

11
(2-3)児童文化財を用いた模擬保育について
流れを考える
児童文化財を作る
摸擬保育の実技テストを行う
テストの改善点を探り実践力を高める

対象年齢に応じた題材を選び、児童文化財を用い
た模擬保育を行い実践力を習得する

12

13

14

3
(1-2)児童文化の歴史　（レポートの作成について）

近代から現代までの社会の変化と児童文化の流れ
について理解を深める

4

5
(2-1)児童文化財を保育に生かそう：ペープサート
ペープサートの作り方を知る
ペープサートの演じ方を学ぶ
ペープサートの実技テストを行う

ペープサートとパネルシアターの絵人形の作り方
と演じ方の基本を理解し、対象年齢に適した実践
力を習得する

6

7

8

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1
(1-1)保育の中で児童文化を考える

児童文化と児童文化財の違いについて理解する
児童文化における出会いと大人の役割について学
ぶ2

授業概要
絵本、紙芝居、童歌、素話、ペーパーパペット、おもちゃなどの国内外の多様な児童文化財について学び保育者としての
見識を拡げると共に、それらに子どもが親しみ感性を養える保育を実践するための知識・技術を実技を通じて学ぶ。

学習到達
目標

児童文化の歴史について理解を深める
児童文化財について学び、それぞれを保育に生かすことができるような実践力を習得する

評価方法 期末筆記テスト・実技テスト・レポート

時間数
こども科 2 前期 必修 演習

30

幼稚園で幼稚園教諭として勤務経験がある

教科書
『ことばと表現力を育む児童文化第
2版』萌文書林

単位数
学科 学年 学期 科目種別 授業方法

1

授業科目名 児童文化演習
担当者 相澤紀美恵

実務経験

こども科2年_45/64



29 個別と集団の指導計画 個別と集団の指導計画について理解する

30 まとめ　「乳児保育Ⅱ」を学んで

26 環境の変化や移行に対する配慮 保育者の望ましい配慮について考える

27
長期的な指導計画と短期的な指導計画

長期的・短期的な指導計画とその必然性と評価に
ついて学ぶ

28

23
子どもの心身の健康・安全と情緒の安定を図る配慮

子どもが安全に過ごすために必要となる保育者の
配慮について学ぶ

24

25 集団での生活における配慮 乳児の集団での生活における配慮を学ぶ

19
子どもの援助と計画の実際（1歳児クラス）

自分でやろうとすることや子ども同士のかかわり
に対する援助について学ぶ

20

21
子どもの援助と計画の実際（2歳児クラス） 遊びと生活習慣の関連性について理解する

22

15
子どもの保育環境（2歳児クラス） 玩具を中心に物的環境のポイントを理解する

16

17
子どもの援助と計画の実際（0歳児クラス） 乳児に対する生活と遊びの援助について学ぶ

18

11
子どもの保育環境（0歳児クラス）

乳児にとって心地よい室内環境や発達を促す玩具
について理解する

12

13
子どもの保育環境（1歳児クラス）

1歳児クラスにおける環境設定や地域性における
工夫について学ぶ

14

7
子どもの生活の流れ（1歳児クラス）

子どもたちの生活を表したデイリープログラムに
沿った保育者の配慮を学ぶ

8

9
子どもの生活の流れ（2歳児クラス）

生活習慣の自立を促すための環境構成や保育者の
かかわりについて学ぶ

10

4 DVD「赤ちゃん-運動発達の神秘-」視聴 乳児の運動能力の発達を知る

5
子どもの生活の流れ（0歳児クラス）

乳児が安心して心地よく過ごせる生活とは何かを
学ぶ

6

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1

乳児保育の基本
子どもの発達には応答的なかかわりや共感性が密
接に関係していることを理解する

2

3

授業概要
3歳未満児の発育と発達、養護と教育の一体性への理解を基にして、生活・遊び・環境の望ましいあり方、配慮・援助・関
わりの実際について具体的に学ぶ。さらに、子どもの実態に即した個別的な指導計画と集団の指導計画の作成、長期短期
の指導計画作成について具体的に学ぶ。

学習到達
目標

・3歳未満児に応じた援助や関わりの基本的な考え方について理解する　・3歳未満児の生活や遊びと保育の方法及び環境
について具体的に学ぶ　・乳児保育における配慮の実際について理解する　・乳児保育における計画の実際について理解
する

評価方法 出席、授業態度、授業内課題への取り組み、期末試験を総合的に評価する

科目種別 授業方法
1

時間数
こども科 2 前期 必修 演習

30

教科書 『乳児保育Ⅰ・Ⅱ』　中央法規

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 乳児保育Ⅱ
担当者 日野つね子

実務経験 保育所で保育士として勤務経験がある

こども科2年_46/64



27
社会的養護における家庭支援

家庭を支援するとはどういうことか考え、その方
法を理解する

28

29
社会的養護の課題と展望

社会的養護の課題と解決に向けた取り組みの実際
を知る

30

23

社会的養護に関わる相談援助の知識・技術とその実践
ソーシャルワークについて理解し、基本的な知識
と技術を学ぶ

24

25

26

19
記録及び自己評価 記録の意義と自己評価の必要性を知る

20

21
保育の専門性に関わる知識・技術とその実践

社会的養護における保育士の意味と役割を理解す
る

22

14

15
家庭養護の生活特性と及び実際 家庭養護の生活特性と実際について理解する

16

17
アセスメントと個別支援計画の作成

アセスメントとは何かを理解し、個別支援計画を
作成できるようになる

18

9
自立支援について 自立支援とは何か、その視点と方法を知る

10

11

施設養護の生活特性及び実際

種々の施設の特性と支援の実際を理解する
12

13
種々の施設の特性と支援の実際を理解する

5
日常生活支援について 日常生活支援の在り方と大切さを理解する

6

7
治療的支援について 心理的支援の特徴と考え方について理解する

8

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1

社会的養護における子どもの理解

演習を通して、子どもの権利擁護と規則の関係に
ついて考える

2

3
社会的養護を必要とする子どもの背景と実態につ
いて考える

4

授業概要
科目「社会的養護Ⅰ」で学んだことをふまえ、施設・家庭養護における日常生活支援、治療的支援、自立支援の内容、計
画作りと評価の方法を学ぶ。現状の課題から特に児童と保護者に対する包括的な支援と援助技術的側面の向上について学
ぶ。

学習到達
目標

社会的養護における子どもの権利擁護とは何か、社会的養護において大切なことは何かを理解する。

評価方法 出席状況及び授業態度、提出課題、期末試験の総合評価

科目種別 授業方法
1

時間数
こども科 2 前期 必修 演習

30

教科書
『新 基本保育シリーズ　社会的養
護Ⅱ』中央法規

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 社会的養護Ⅱ
担当者 小泉陽子

実務経験 障害児者の施設で保育士として勤務経験がある

こども科2年_47/64



30 ワークシート15 レッスン15の学び・授業のまとめを行う

28 レッスン15 まとめと今後の課題 子育て支援における自分の課題を探る

29 苦情解決について 保護者の苦情解決のケースについて理解する

26 テストの記述問題について テストの記述問題について考察する

27 保育相談実技テスト（事例検討・保護者対応） 事例を元に保育相談の実技テストを行う

24 ロールプレイ④保護者対応（発達の遅れ）
事例を元に保護者対応についてロールプレイを通
して学ぶ

25 テストについて 期末テストについて学びのまとめを行う

22 レッスン14 通所施設における子育て支援 通所施設における子育て支援の基本について学ぶ

23 「気になる子」とは？　ワークシート13,14 保育における「気になる子」への学びを深める

20 ロールプレイ③保護者対応（離婚に伴う子どもへの影響）
ロールプレイを通して保護者対応の重要な点につ
いて学ぶ

21 レッスン13 入所施設における子育て支援 入所施設を利用する保護者との関わり方を学ぶ

18 レッスン12 地域子育て支援拠点における支援　ワークシート12 地域子育て支援拠点での保護者との関わりを学ぶ

19 ワークシート11,12  「児童相談所について」
児童相談所の役割、相談の種類、職員構成につい
て調べる

16 ロールプレイ②保護者対応（離乳食）
事例を元に保護者対応についてロールプレイを通
して学ぶ

17 レッスン11 環境を活用した子育て支援 子育て支援における環境の意義と特性を理解する

14 ロールプレイ①保護者対応（友だちとのけんか）
事例を元に保護者対応についてロールプレイを通
して学ぶ

15 レッスン10 行事などを活用した子育て支援 ワークシート10 保護者が参加する行事の意義について理解する

12 ワークシート8 作文課題「望ましい人間像について」 子育て支援を行う望ましい人間像について考える

13 レッスン9 文書を活用した子育て支援　ワークシート9
様々な種類の文書があることを知り、書き方の基
本を習得する

10 模擬研修・報告書の作成 模擬研修後、報告書の作成を行う

11 レッスン8 日常会話を活用した子育て支援
保育場面に応じた保護者とのコミュニケーション
について学ぶ

8
ワークシート4,5,6 グループディスカッション「実習園での連携につい
て」

実習先での子育て支援の連携の仕方について振り
返る

9 レッスン7 記録・評価・研修　ワークシート7 記録の書き方や報告書の作成について理解する

6 レッスン5 子育て支援の技術
子育て支援のプロセスと必要なコミュニケーショ
ン技法を学ぶ

7 レッスン6 園内・園外との連携と社会資源
身近な地域で子育て支援で活用できる社会資源を
把握する

4 ワークシート1, 2, 3　作文課題「自分が受けた子育てについて」
レッスン1,2,3の学びの確認と作文課題について
考える

5 レッスン4 子育て支援の基本的姿勢 子育て支援を行うための基本的姿勢を習得する

2 レッスン2 子育て支援の意義・貧困と虐待の現状と課題
子育て支援が求められる社会的背景について把握
する

3 レッスン3 子育て支援の基本的価値・倫理 保護者との信頼を築くための心構えと態度を学ぶ

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 レッスン1 子育て支援とは 子育て支援の制度的基盤について理解する

授業概要
子ども子育て支援新制度の理解を前提とし、入所児の保護者のみならず地域の全ての子育て家庭に対して、個別の事情を
捉えつつニーズを把握し支援するための関係形成、支援の展開方法と評価、他の職員と専門機関や自治体との協働につい
て学ぶ。

学習到達
目標

・子育て支援の意義と価値について理解を深める　・子育て支援の実践における専門的技術を習得する
・子育て支援（保育相談）の演習を通して保護者との信頼関係に基づいた実践力を習得する

評価方法 課題・演習（作文・グループディスカッション・報告書・ロールプレイ）ワークシート・期末筆記テスト

科目種別 授業方法
1

時間数
こども科 2 後期 必修 演習

30

教科書
『子育て支援　15のストーリーで学
ぶワークブック』萌文書林

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 子育て支援
担当者 相澤紀美恵

実務経験 幼稚園で統括主任として勤務経験がある
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64～66

67～69

34～36

37～39

40～42

43～45

46～48

49～51

88～90

16～18

19～21

22～24

25～27

28～30

31～33

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1～3

＜観察・参加実習＞
①保育所等での乳幼児の姿を観察する。
②保育士等の援助行動について観察し、保育に参加する。
③環境構成について観察する。

＜参加・部分実習＞
①保育の環境を整備する。
②自由遊び場面では、子どもと一緒に遊ぶことを通して子どもを理解す
るための手がかりを得る。
③クラス保育の場面では、担当保育士等の要請に従い、保育士等の補助
をしながら、クラス活動の流れを理解する。また、担当保育士等の指示
に従い、保育の一部分の実践を担当する。
④生活援助全般について年齢別に体験する。

＜指導実習（部分実習）＞
担当する時間の指導案を担当保育士等の指導のもとに作成し、保育を実
践する。
①日常繰り返す活動の実習
②時間的に連続した2，3の活動の実習
③ある程度まとまった時間の活動の実習

保育所保育指針や幼保連携型認定こども園教育・
保育要領に照らしながら、保育所における保育に
ついて理解を深める。

保育の実際に接し、また子どもとのかかわりを通
して、乳幼児の発達と保育所保育の意義について
理解する。

健康安全への配慮、子育て支援等の実際について
学ぶ。

4～6

7～9

10～12

13～15

授業概要
保育所の役割と機能、保育士の倫理と職務内容、保育実践における観察、記録、援助の内容と方法について、保育現場で
の観察、参加、保育実践を通して学習し保育実践力の基礎を学ぶ。また、園全体の保育計画を基にした週や日の指導計画
案の作成を通して、実践と計画の関係を学ぶ。

学習到達
目標

①保育所等の役割や機能を具体的に理解する。　②観察や子どもとのかかわりを通して子どもへの理解を深める。　③既習の教科の内容を踏まえ、子どもの保育
及び保護者への支援について総合的に学ぶ。　④保育の計画、観察、記録及び自己評価等について具体的に理解する。　⑤保育士等の業務内容や職業倫理につい
て具体的に理解する。

評価方法 評価票をもとにした実習施設の評価と巡回指導者評価の総合評価とする。

70～72

73～75

76～78

79～81

82～84

85～87

52～54

55～57

58～60

61～63

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 2 後期 必修 実習

90

教科書
『新保育ライブラリ　保育の現場を
知る　保育所実習』北大路書房

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 保育実習Ⅰ（保育所）
担当者 工藤愛美

実務経験 保育所で保育士として勤務経験がある
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64～66

67～69

34～36

37～39

40～42

43～45

46～48

49～51

88～90

16～18

19～21

22～24

25～27

28～30

31～33

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1～3

【養護系の施設】

＜観察実習＞
・施設の実態を、客観的に把握することをねらいとし、生活の流れを理
解するとともに、子どもと一緒に過ごすことにより、保育士や他職種の
援助内容を理解する。

＜参加実習＞
・保育士や職員の補助的立場で養護活動に直接参加し、体験的に学習す
る。

＜指導実習（部分実習）＞
・保育士の職務の一部を担当することにより、養護の実際を体験する。

【障害系の施設】

＜観察実習＞
・施設の実態を、客観的に把握することをねらいとし、生活の流れを理
解するとともに、障害(児)者と一緒に過ごすことにより、保育士や他職
種の支援内容を理解する。

＜参加実習＞
・保育士や支援職員の補助的立場で直接参加し、体験的に学習する。

＜指導実習（部分実習）＞
・保育士、支援職員の職務の一部を担当することにより、支援の実際を
体験する。

実習施設における職員の業務を体験することによ
り、実習施設の機能や役割等を理解する。

実習施設における職員の役割と職務内容を具体的
に理解する。

体験を通じこれまで学んできた知識や技術の一層
の向上を図る。

4～6

7～9

10～12

13～15

授業概要
保育所以外の児童福祉施設・障害者施設の役割と機能、保育士の倫理と職務内容、生活支援・就労支援における観察、記
録、援助の内容と方法について、観察、参加を通して学習し実践力の基礎を学ぶ。また、施設全体の計画と個別指導計画
の関係について学ぶ。

学習到達
目標

①実習施設の概要と機能及び役割を、体験を通して理解する。　②多様で広範な職員の職務内容や役割、職業倫理を理解する。また、施設で働く上で、チームア
プローチが基本であり、職員間の協力と連携が必要不可欠であることも理解する。　③子ども・利用者とその支援（養護）について理解する。また、子ども・利
用者の特性を理解し、一人一人に応じた支援（養護）の大切さを学ぶ。　④施設における計画や記録、評価の方法について学び、自らの実習に関しての記録に基
づく振り返りや自己評価の必要性について理解する。

評価方法 評価票をもとにした実習施設の評価と巡回指導者評価の総合評価とする。

70～72

73～75

76～78

79～81

82～84

85～87

52～54

55～57

58～60

61～63

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 2 前期 必修 実習

90

教科書
『新保育ライブラリ　保育の現場を
知る　施設実習』北大路書房

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 保育実習Ⅰ（施設）
担当者 工藤愛美・関谷友里

実務経験 保育所で保育士として勤務経験がある
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25

実習事後指導・実習報告会
・実習お礼状の作成と振り返り
・実習で行った内容・反省事項・学んだことなどをまとめ各自発表をす
る。

・現場での実体験から、保育士を目指すうえで必
要となる自己の課題を明確にし、克服できるよう
にする。

26

27

28

29

30

21

＜実習事前準備＞
・種別や実習施設、個人の課題に合わせた個別指導を行う。

・個別指導のもと、実習までに必要な事前準備を
行う。

22

23

24

17

各施設のデイリープログラムと指導計画について
・施設、幼稚園、保育所のデイリープログラムから、
  各施設の生活の特徴を理解する。
・デイリープログラムと指導計画の関係性について学ぶ。

・各施設のデイリープログラムと指導計画について再
確認する。
・指導案（日案）の書き方を習得する。

18

19

20

13

実習日誌について
・実習日誌記入のポイントと項目別の書き方について理解する。

・実習日誌の書き方について再確認をする。また、保
育の一場面を事例として取り上げ、記入し見直すこと
によって、より要点を捉えた記入ができるようになる。

14

15

16

9 施設実習について（養護系の施設と障害系の施設）
・児童対象の施設と障害児（者）のいる施設での実習目的や留意事項を
理解する。10

11 特別の配慮を要する子どもについて
・統合保育と障がいを再確認する。
・被虐待児の問題点について考える。12

5
実習の手順と内容（実習前→実習中→実習後）

6

7
実習前の再学習と準備
・自分の目標にあわせた事前学習や事前準備の必要性について学ぶ。

8

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 オリエンテーションでのチェックポイント
・オリエンテーションの依頼から参加の心構えとポイントまでを再確認
する。　・オリエンテーションでの確認事項について

・実習の目的や意義、各施設種別の概要などを再確
認し、学ぶべき課題を明確にしたうえで、自身の目標
を立て実習事前準備等を行う。

2

3 実習の段階とそれぞれの流れ
・観察実習、参加実習、部分実習、全日実習の実習内容について理解す
る。4

授業概要
保育実習Ⅰ-Aでの学びを踏まえ、実習事前指導で身につけた知識や技術を再確認し、実習の目標を明確にする。実習計
画・観察・実践・記録・評価の方法や内容について具体的に理解する。実習事後指導を通して実習の反省と自己評価を行
い、新たな課題や学習目標を明確にする。

学習到達
目標

・実習事前指導を通して、身に付けた知識や技術を再確認し、実習の目標を明確にする。
・実習計画、観察、実践、記録、評価の方法や内容について具体的に理解する。
・実習事後指導を通して実習の反省と自己評価を行い、新たな課題や学習目標を明確にする。

評価方法 保育実習（施設）の事前指導・事後指導に関する提出物や取り組み状況、課題等による総合評価。

科目種別 授業方法
1

時間数
こども科 2 前期 必修 演習

30

教科書

『新保育ライブラリ　保育の現場を知る　保育所実習』
北大路書房、『新保育ライブラリ　保育の現場を知る　
施設実習』北大路書房、『DVD+CD たのしい手あそびう
た (ナツメ幼稚園・保育園BOOKS)』ナツメ社

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 保育実習指導Ⅰ-B
担当者 工藤愛美・関谷友里

実務経験 保育所で保育士として勤務経験がある

こども科2年_51/64



・グループでの対話や討議を通して、経験を共有
する力を高める

・矛盾や困難を前にしたときの、よりよい判断に
向けた苦悩や葛藤を知る

17

18

19

20

21

22

23

24

25

14

15

16
＜2　保育実習を振り返る＞

①実践上の困難さがどのようなものだったのか？それはなぜ生じたの
か？

②現場の保育士から感じ取った、保育士としての力とはどのようなもの
か？

③理念と現実にどのような差異があったか？その差異はなぜ生じるの
か？

④今の自分がつけたい力は何か？

26

27

28

29

6

7

8

9

10

11

時数 授　業　内　容

30

到達目標・学習課題など

1
＜1　保育が位置づけられている現代社会と求められる保育者像＞

①戦後の自由主義、個人主義、消費、家族、労働、教育、社会福祉、地
方自治を大まかに捉えながら、現在の子ども家庭像とその支援を子ども
子育て支援法の解釈とともに理解し、保育と社会的養護の営みを社会的
文脈の中で捉え直す。

②認可外保育施設・夜間保育などの実態に触れる。

③子どもの保育・社会的養護のなかで、保育者に求められる資質能力を
再確認する。

③客観的かつ具体的なデータを持ち寄る、それらを読み解く、新しい情
報を探索する、グループでする、等の過程を通して自分の考えに検討を
加える。

・社会の多様な営みと、保育・社会的養護を関わ
らせる

・社会的営みとしての保育・社会的養護を担う者
としての保育者に求められているものを再確認す
る

・根拠に基づいた議論をおこない、議論を通して
自己点検する

2

3

4

5

授業概要
保育士に必要な知識技術、教養、判断力、倫理観が習得形成されたかを振り返る。また、自他の実習体験や国内外の保育
に関する情報を基に、保育の現状と課題を分析し保育者と現場、社会に要求されるものを考察する力を習得する。考察を
ふまえ自己の課題を把握し向上のための手段と方法を明確化する。

学習到達
目標

・これまでの学びの復習をしながら、「保育・社会的養護・保育者」についての考察と認識を深める
・自分自身の課題を把握し、向上のための手段と方法を探る

評価方法 演習の区切りで実施するまとめの課題

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 2 後期 必修 演習

60

教科書 資料を配付

単位数
学科 学年 学期

12

13

授業科目名 保育実践演習
担当者 藤原新

実務経験
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60

・これまでの取り組みを総合する
・主体者としての自身を自覚する
・自身の保育者としての課題を把握し、向上のた
めの手段と方法を探る

47

48

49

50

51

52

53

54

55

42

43

44

45

46
＜4　これからの保育のために＞

①先人の知恵が集約されている、児童の権利に関する条約・児童憲章・
児童福祉法・全国保育士会倫理綱領・保育所保育指針等の精神を再び学
ぶ。

②与えられる規範から、保育者として主体的に生み出す規範へ。

③未来の世界に生きる子どもに私ができることは？

56

57

58

59

36

37

38

39

40

41

31
＜3　保育実践を調査・報告＞

①過去、現在、国内、国外の保育実践を、理念と内容の両側面から調べ
る。

②様々な実践の共通点と相違点は何か？

③子ども観や保育観はどのように作られていくのか？

・インターネット媒体以外から情報を調べる方法
を学ぶ
・理念が生じた背景を知る
・複数の考え方を対比する
・自身の直観に近いものとそうでないものはそれ
ぞれどのようなものなのか、言語化する
・報告を通して、多様な実践を知る

32

33

34

35

授業概要
保育士に必要な知識技術、教養、判断力、倫理観が習得形成されたかを振り返る。また、自他の実習体験や国内外の保育
に関する情報を基に、保育の現状と課題を分析し保育者と現場、社会に要求されるものを考察する力を習得する。考察を
ふまえ自己の課題を把握し向上のための手段と方法を明確化する。

学習到達
目標

・これまでの学びの復習をしながら、「保育・社会的養護・保育者」についての考察と認識を深める
・自分自身の課題を把握し、向上のための手段と方法を探る

評価方法 演習の区切りで実施するまとめの課題

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 2 後期 必修 演習

60

教科書 資料を配付

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 保育実践演習
担当者 藤原新

実務経験

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など
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29
＜認可外施設や夜間保育が支える子どもの最善の利益＞
大人の様々な就労形態と子どもの生活実態

現行制度の境界や限界を理解する
30

24

＜障害児と共に暮らす家庭への支援＞
通所型の特別支援
障害児の養育に関する悩みと支援
ピアカウンセリングの重要性

発達支援センター他の特別な支援への体制と支援
の事例を理解する

25

26

27

28

16

17

18

＜地域子育て支援拠点事業＞
対象となる親子
活動の構成
参加を呼びかける広報や案内の仕方
自由来所する参加者への配慮
継続的な関わりへの配慮

地域子育て支援事業の役割とそこで働く保育者に
とっての職務上の配慮などを学ぶ

19

20

21

22

23

10 ＜諸外国の取り組み＞
OECD,Starting Strong 2017:Key OECD Indicators on Early Childhood 
Education and Care 等を参考に

諸外国の乳幼児期の教育とケアについて知る
11

12

＜幼児教育・保育の無償化について 2019年10月から＞
教育・保育給付認定とその認定区分、施設等利用給付認定
1,2,3号認定と施設等利用給付認定の違い

制度の内容を理解し、子ども・保護者が受けられ
る支援内容について理解する

13

14

15

4

＜子育て支援の政策・制度、受け皿、労働と保育、母子保健＞
子ども子育て支援新制度とその制度下のさまざまな施設種別
労働基準法と産婦の労働制限と保育（旧来の日中保育に欠けるとの関
係）
母子保健から見る産前産後の母子への支援
内閣府主導の保育事業
待機児童ゼロの政策

現在の保育法令・保育行政を理解したうえで、現
実の諸問題を知る

5

6

7

8

9

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1
戦前戦後の日本の保育と保育思想の概略
保育制度改革の歴史　保育所の民営化（公立）と民間委託
最低基準の緩和　一般財源化

戦前戦後の社会情勢と保育思想について理解する
特に戦後の保育・幼児教育行政と社会的要請との
関係を知る

2

3

授業概要
現在の子ども子育て支援新制度に至るまでの、幼児教育・保育の歴史を政治・経済・労働等の社会情勢や思想史と共に、
「社会的子育ての営み」として捉え直す。現制度が抱えている課題と今後の展望を、諸外国の事例を参考にしながら検討
する。

学習到達
目標

1.社会の要請と保育制度の歴史的変遷を捉えたうえで、現在の保育法令・保育行政について理解する
2.地域子育て支援や障害児支援、また現行制度の境界線上にある支援について、具体的な事例をもとに理解する

評価方法 小テスト、課題の提出、期末試験による

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 2 後期 選択必修 講義

30

教科書 資料を配付する

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 保育制度
担当者 町田洋介

実務経験
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28 心のケアと治療①
主要な理論モデルと心理療法について学び、心の
ケアにおける注意点等について理解し、授業の要
点の振り返りを行う。

29 心のケアと治療②

30 まとめ

25 カウンセリングの基礎知識④

26 カウンセリングの基礎知識⑤

27 【演習】質問への応答、応答の要素

代表的な精神障害の理解⑦

21 【演習】良い質問・良くない質問、質問の一般的基準

22 カウンセリングの基礎知識①
カウンセリングの目的とアプローチの種類、ロ
ジャーズによる来談者中心療法における治療の6
条件等カウンセリング技法の基礎について学ぶ。

また、クライエントからの質問の意味とその応答
の仕方と要素について、演習を通して学ぶ。

23 カウンセリングの基礎知識②

24 カウンセリングの基礎知識③

16 代表的な精神障害の理解③
代表的な精神障害の特徴や種類、要因、症状など
について理解し、対応や治療法、近年の状況につ
いて学ぶ。

また、カウンセリングにおいてカウンセラーが行
う質問の一般的な基準について、演習を通して理
解する。

17 代表的な精神障害の理解④

18 代表的な精神障害の理解⑤

19 代表的な精神障害の理解⑥

20

13 代表的な精神障害の理解①
人間の持つ基本的な精神機能について学び、代表
的な精神障害の特徴や症状について理解する。

14 代表的な精神障害の理解②

15 【演習】「問題」とは何か、危機と喪失
支援における「問題」の意味について考える。

10 ライフサイクルとメンタルヘルス①
乳幼児期から老年期それぞれの段階で考えられる危
機、ライフイベントとメンタルヘルスについて理解す
る。また、カウンセリングにおいてクライエントの話を
聞き、正確に理解することについて演習を通して理解
する。

11 ライフサイクルとメンタルヘルス②

12 【演習】クライエントの問題の理解

7 ストレスと葛藤①
ストレスを感じる仕組み、からだと心の相互作
用、自律神経の働き、ストレスによる心身症状な
どについて理解する。

8 ストレスと葛藤②

9 ストレスと葛藤③

4 メンタルヘルスの歴史①
精神障害者への差別・偏見・迫害の歴史とその解
決のための社会的取り組みについて学び、今日の
メンタルヘルスをめぐる状況について考える。

5 メンタルヘルスの歴史②

6 メンタルヘルスの歴史③

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1 メンタルヘルスとは何か
精神的健康の様々な定義と、心の健康を定義する
ことの難しさについて考える。
また、行動の背景にある感情、感情の結果として
の行動について柔軟に理解できるようにする。2 心の健康を考えることの難しさ

3 【演習】感情と行動のブレインストーミング

授業概要
科目「子ども家庭支援の心理学」で扱う、子・親・家族の精神保健の概要をふまえ、日常生活で生じうる心理的危機、そ
の病変と対処治療法の実際について、精神医学、作業療法学の観点から学び、保育者としての分限を守りつつ子・親・家
族を支援することに役立てる。

学習到達
目標

学生の身近な日常生活を通して精神的健康について考え、メンタルヘルスに不調のある親やこどもの理解とその具体的な
支援の在り方について学ぶ。

評価方法 出席、授業参加態度、課題等提出物、期末試験成績などから総合的に評価する。

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 2 後期 選択必修 講義

30

教科書
『メンタルヘルス不調のある親への
育児支援』明石書房

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 メンタルヘルス
担当者 石神美環子

実務経験 宮城県子ども教育相談の電話相談員として勤務経験がある
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23

園外保育計画の実践的確認と振り返り
・各自計画した園外保育の模擬的な体験を通し
て、地域資源を取り入れた保育のねらいや活動内
容、援助活動について理解を深める。

24

25

26

27

28

29

30

16

17

地域資源を取り入れた園外保育の企画

・地域施設で行われる読み聞かせや人形劇、工作
等の作品作り等の具体的活動にふれる。
・これまで学んだ地域資源を取り入れ、年齢に応
じた園外保育を計画・立案する。

18

19

20

21

22

9

社会や文化に関する地域資源と保育における活用①
（公民館、市民センター、児童館、図書館、子育て支援センター等）

・子どもが施設設備の使用を通して、社会生活上
の決まりを獲得していく過程について考える。
・地域資源と関わることで、子ども自身が多くの
人々に見守られていることの自信をつけ、一人で
も利用できる力を培うことをめざした保育につい
て理解を深める。

10

11

12

13

社会や文化に関する地域資源と保育における活用②
（博物館、動物園、水族館、植物園等）

14

15

5

自然に関する地域資源と保育における活用（公園、野原、小川等）

・自然が持つ価値への理解と安全の確保について
再確認する。
・そこに出かける動機を明確にし、継続的・連続
的に関わることの教育的効果について理解を深め
る。

6

7

8

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1
地域の資源と保育所

・地域資源との関係作りや連携を日常的に行って
いくことの必要性について、保育所の機能と役割
の視点から理解する。

2

3
地域に存在するさまざまな資源とその活用

4

授業概要
地域に存在する自然・社会・文化に関する人的・物的資源を保育に取り入れる方法を、自らの保育力の涵養、協働的な保
育活動、園外保育の企画、調整、実践という観点から学ぶ。地域資源との関係作りという運営者的視点についても学ぶ。

学習到達
目標

・子ども自らが地域資源と関わりながら生活空間を広げ、自分の芽を培っていくことをめざした保育活動やその援助につ
いて具体的に学ぶ。
・園と地域社会との垣根を低くし、園の行事を施設を利用して行うような発想や保育の展開について理解を深める。

評価方法 出席状況、授業内演習の取り組み、課題提出等による総合評価。

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 2 後期 選択必修 講義

30

教科書 資料を配付

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 地域の資源と保育
担当者 工藤愛美

実務経験 保育所で保育士として勤務経験がある

こども科2年_56/64



15 まとめ 総合的な復習

複数の写真と言葉で伝える② 保育内容や意義

12 複数の写真と言葉で伝える③ 子どもの成長発達

13 蓄積された記録を振り返る① コンタクトシート様の一覧の作成

保育者の自己省察に、写真と言葉による記録を活
用する方法を学ぶ

14 蓄積された記録を振り返る② 子どもへのまなざしの点検

7 写真と端的な説明の組み合わせ① 取捨選択

写真と文章を活用して、保護者の子育て支援に役
立てる方法を学ぶ

8 写真と端的な説明の組み合わせ② 保育者による概念化

9 写真と端的な説明の組み合わせ③ 子どもの代弁

10 複数の写真と言葉で伝える① 活動全体の様子

11

4
デジタル写真の撮影　撮影機器の種類と特徴　データの保存・蓄積・検
索

デジタル写真の撮影・データの保管・画像の加工
に関する知識・方法を学ぶ

5 活動の様子を撮影することの技術的な難しさ

6 写真の簡単な加工で事実を伝わりやすくする

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1
保育園からの情報発信　メディアと対象者　紙媒体とネット　保護者の
同意・許諾、園内の確認と許可の体制

インターネットと情報通信機器が様々に活用され
ている現在の社会と保育の場の実例を学ぶ

2
過渡期の法規制　著作権と肖像権　プライバシーの保護と撮影・情報通
信機器の急速な発達　トラブル事案　転用・転載のおそれ

3 利便性と配慮の間で行われている保育所での対処の事例

授業概要
子ども理解を前提として連絡帳、お便り、掲示物等の媒体を通じて効果的に情報提供し子育て支援を行うために必要な、
取材（観察、撮影、聞き取り）、構成（取捨選択とデザイン）、最終出力の技能を学ぶ。

学習到達
目標

保育の場を想定し、取材・構成・最終出力のために必要な知識を学ぶ

評価方法 期末の筆記試験と簡単な実技課題

科目種別 授業方法
1

時間数
こども科 2 後期 選択必修 講義

15

教科書 資料を配付

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 情報発信の技術
担当者 藤原新

実務経験 大学等で情報処理全般の相談業務員としての勤務経験がある

こども科2年_57/64



25

○子どもの作品を取り入れることを想定した壁面を作成する。
・子どもの発達や環境構成等を踏まえて内容を考
え、作成する。

26

27

28

29

30

22

23 ＜子どもの作品作りを考える＞
・保育における壁面製作、子どもの作品展示など
の意義と教育的効果について理解する。

24 ○壁面製作、季節の製作、絵本を題材にした作品などの意義と効果

15

16

○身近なものを材料にして玩具を作成する。
・これまで身に付けた知識や技術をもとに、想像
を膨らませながら、手作り玩具の計画、作成、遊
びの実践、振り返りを行う。

17

18

19

20

21

10

○作成した視覚的保育教材を使った保育を考える
・子どもの反応を想像し、演じ方を工夫しなが
ら、作成したものを適切に使用できる。

11

12

13 ＜身近にあるものを使った手作り玩具について考える＞
・子どもが遊びの中で体験する内容について絵本
を通して理解する。　　　　　　　　　　　　・
手作り玩具にふれながら、教材研究の重要性に気
付く。

14 ○絵本「びゅんびゅんごまがまわったら（福音館）」から考える

3

○オリジナルの視覚的保育教材を作る
・デザイン、ストーリーや絵画構成について計画
し、子どもが喜ぶ教材を丁寧に作る。

4

5

6

7

8

9

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1
＜さまざまな視覚的保育教材を知る＞　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　①エプロンシアター、手袋シアター　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　②スケッチブックシアター、しかけ絵本、かわり
絵本

・子どもが喜ぶ視覚的教材にふれる。　　　　　　
　　・保育に取り入れるイメージを持ちながら、
子どもと楽しめる視覚的教材を考える。2

授業概要
教材の選定、準備、活用に際して必要となる、素材や道具への理解、子どもがそれに取り組むときに生じうる困難や味わ
う経験についての理解を高めるための着眼、試行、探求の方法を実際の作業を通して具体的に学ぶ。

学習到達
目標

・教材研究を行い、体験を通して教材に対する知識理解を深める。
・保育における教材などの作成と活用、環境構成や実際に保育を展開することができる技術を実践的に習得する。

評価方法 出席状況、授業内演習の取り組み、課題提出等による総合評価。

科目種別 授業方法
1

時間数
こども科 2 後期 選択必修 演習

30

教科書 資料配付

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 保育教材研究
担当者 工藤愛美

実務経験 保育所で保育士として勤務経験がある

こども科2年_58/64



70～72

73～75

76～78

79～81

82～84

85～87

52～54

55～57

58～60

61～63

64～66

67～69

34～36

37～39

40～42

43～45

46～48

49～51

16～18

19～21

22～24

25～27

28～30

31～33

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1～3

保育実習Ⅰ（保育所）での学びを踏まえ、「保育の総合的理解」「個人
差に応じた保育のあり方」「子育て支援について」等、学生の興味・関
心を実習課題として取り入れた内容となる。

＜参加・部分実習＞
・実習Ⅰでの経験を踏まえながら、担当保育士等の指導のもとに積極的
に参加する。

＜部分実習＞
・異なる時間帯の部分実習を3回程度、指導計画を立てて実践する。
例：「朝の集まり」「クラス保育」「昼食から午睡まで」「午睡からお
やつまで」など

＜全日実習＞
・1日の指導計画を立てて、できる範囲内の時間帯の指導・援助を担当
し、保育士等の支援のもとに実践する。
・全日実習終了後は、反省会を通して、自身の不足部分や良い部分を明
確にし、今後取り組まなければならない新たな課題を見出す。

保育所等の保育を実践し、個性に応じて適切な保
育ができる保育士等として必要な資質・能力・技
術を習得する。

子どもをもつ家庭の福祉に対する理解を深め、子
育てを支援するための能力を養う。

4～6

7～9

10～12

13～15

88～90

授業概要
「保育実習Ⅰ（保育所）」での学びを踏まえ、保育実践力を身につける。観察・記録・援助・関わり方を総合的に学び、
指導計画の理解や指導案作成、記録に基づく省察等との関わりにおいてよりよい環境構成のあり方を習得する。保育士の
役割と職業倫理を学び、自己課題を明確にする。

学習到達
目標

①保育所等の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。　②子どもの観察や関わりの視点を明確にするこ
とを通して保育の理解を深める。　③保育の計画、実践、観察、記録及び自己評価等について実際に取り組み、理解を深
める。　④保育士等の業務内容や職業倫理について具体的な実践に結び付けて理解する。　⑤保育士等として自己の課題

評価方法 評価票をもとにした実習施設の評価と巡回指導者評価の総合評価とする。

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 2 後期 選択必修 実習

90

教科書

『幼稚園・保育所実習　指導計画の
考え方・立て方』萌文書林、『教
育・保育実習実技ガイド (保育実践
シリーズ)』ひかりのくに

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 保育実習Ⅱ（保育所）
担当者 工藤愛美

実務経験 保育所で保育士として勤務経験がある

こども科2年_59/64



＜実習後の振り返り＞
・実習全体を振り返った自己評価と今後の課題
・就職に向けて

29

30

21

実習事後指導・実習報告会
・実習お礼状の作成と振り返り
・実習で行った内容・反省事項・学んだことなどをまとめ各自発表をす
る。

・現場での実体験から、保育士を目指すうえで必
要となる自己の課題を明確にし、克服できるよう
にする。

22

23

24

25

26

27

28

15

＜実習事前準備＞
・各実習施設、個人の課題に合わせた個別指導を行う。

・個別指導のもと、実習までに必要な事前準備を
行う。

16

17

18

19

20

9 5．子どもの発達とあそび
・各年齢毎のあそび
・音楽あそび、造形あそび、運動あそびなど10

11
6．指導案作成のポイント ・園の方針や全体的な計画との関係性につい
て
・各項目欄の記入ポイント
・部分実習の指導案作成について
・全日実習の指導案作成について

・年齢別、場面別の指導計画の立案ができるよう
になる。

12

13

14

5 3．先輩たちの実習エピソード
・実習中の嬉しかったことや困ったことを参考に自己の特技や課題を明
確にし、事前準備を行う。6

7 4．年齢別・保育のポイント
・0歳から6歳までの子どもの発達の特徴と、あそびの特徴、それに伴う
保育のポイントを年齢別に再確認する。8

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1
1．保育所実習の目的とその内容・実習生の心得
・実習形態と準備、オリエンテーションについて

・実習の目的や意義、保育所・保育士の役割など
を再確認し、学ぶべき課題を明確にしたうえで、
自身の目標を立て実習事前準備等を行う。

・保育所等の保育を実践するうえで必要となる技
術の再確認や教材研究を行う。

2

3 2．子どもたちが喜ぶ「自己紹介」を作ろう
・スケッチブック、エプロンシアター、ペープサートなど様々な教材を
使った自己紹介を考え制作する。4

授業概要
「保育実習Ⅰ」を踏まえ、「保育実習Ⅱ」の事前事後指導を行う。事前指導では、実習の意義や目的、指導案の意義や役
割、指導案の形成を確認する。観察・記録・自己評価を踏まえた保育の改善について、実践や事例を通して理解する。事
後指導では、保育を振り返り自己課題を明確にする。

学習到達
目標

・既習の科目で習得した知識や技術を基礎として、身に付けた知識や技術を再確認しながら実習準備を行う。　・実習計
画、観察、実践、記録、評価の方法や内容について理解を深める。　・実習事後指導を通して実習の反省と自己評価を行
い、新たな課題の克服を目指す。

評価方法 保育実習（保育所）の事前指導・事後指導に関する提出物や取り組み状況、課題等による総合評価。

科目種別 授業方法
1

時間数
こども科 2 後期 必修 演習

30

教科書

『幼稚園・保育所実習　指導計画の
考え方・立て方』萌文書林、『教
育・保育実習実技ガイド (保育実践
シリーズ)』ひかりのくに

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 保育実習指導Ⅱ
担当者 工藤愛美

実務経験 保育所で保育士として勤務経験がある

こども科2年_60/64



27
児童館・放課後児童クラブの課題と展望

児童館・放課後児童クラブの現在の問題点を理解
した上で、今後の展望について理解をする。

28

29
まとめ

児童館・放課後児童クラブの機能と運営について
のまとめ（児童館・放課後児童クラブの重要性に
ついてレポート作成）30

23
児童館・放課後児童クラブにおける障害児支援

障害児児童の受け入れ態勢・配慮事項について理
解をする。

24

25
児童厚生員・放課後児童指導員の職場倫理

コンプライアンスを重視し、職場倫理を明文化す
ることの重要性について理解をする。

26

19
安全対策（安全管理・危機管理、防災・防犯、事故防止活動、他） リスクマネジメントについて理解をする。

20

21
児童館・放課後児童クラブの環境構成

施設管理面から、子どもたちが安全に過ごすこと
ができる環境整備について理解をする。

22

15
放課後児童クラブの「基準」「運営指針」「認定資格研修」

放課後児童クラブの設置基準を学び、専門性が必
要とされる資格が必要になった経緯について理解
する。16

17
運営管理（法令遵守、子どもの権利、要望・苦情への対応、その他）

児童館での第三者委員会などの設置基準などにつ
いて理解する。

18

11
児童館ガイドラインの内容と児童館に求められる機能①

児童館ガイドラインの内容について、理解を深め
て、地域から求められている児童館の必要性につ
いて理解する。

12

13
児童館ガイドラインの内容と児童館に求められる機能②

14

7
児童館・放課後児童クラブの変遷　～その源流から現在の状況まで

児童館・放課後児童クラブの成り立ちについて理
解する。

8

9
児童館・放課後児童クラブの概要と特性

児童館・放課後児童クラブの役割について理解
し、地域における児童館の必要性について理解を
する。10

3
児童福祉法の理念と健全育成

児童福祉法での児童館の位置づけについて理解を
する。

4

5
健全育成の具体的な内容と遊びの健全育成の意味

健全育成を理解した上で、学童期の「遊び」の重
要性について理解をする。

6

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1
オリエンテーション

児童館・放課後児童クラブの機能を理解し、地域
における児童館の役割を理解する。

2

授業概要
児童福祉の基本理念「健全育成」の考え方を理解すると共に、児童厚生施設の意義、目的を知り現代の子どもの健全育成
上の課題について学ぶ。また、その理念を地域で具現する児童館・放課後児童クラブの機能と運営を理解する。

学習到達
目標

・児童館、放課後児童クラブの機能と運営を理解をする。・生活の場でもある児童クラブの環境整備を理解する。
・児童館、放課後児童クラブの現在置かれている問題点を考え、今後の展望につてい理解をする。

評価方法 ①期末筆記試験　②授業最終日の課題レポート

授業方法
2

時間数
こども科 2 前期 選択 講義

30

町田洋介・伊藤基

実務経験 児童館で館長として勤務経験がある

教科書

『児童館・児童クラブテキストシリーズ：1
「健全育成論」、2「児童館論」（第2版）、
「安全指導・安全管理」、「ソーシャルワー
ク」』児童健全育成推進財団

単位数
学科 学年 学期 科目種別

授業科目名 児童館・放課後児童クラブの機能と運営
担当者
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27
企画発表会、講評 企画の発表

28

29
まとめ

子どもたちの居場所作りを考えた上での、児童
館・放課後児童クラブの重要性のレポート作成

30

23
保護者・学校・地域との連携

学校や保育園など、子どもの子育てに関する関係
機関と連携をとり、支援の連携について理解をす
る。24

25
子どもたちのニーズに基づいた行事やイベントの企画立案（演習） 地域連携を考えた児童館行事の立案

26

19
ボランティアの育成・支援

児童館・放課後児童クラブでのボランティアの対
応について理解をする。

20

21
児童館・放課後児童クラブにおける生活・学習支援

生活の場でもある放課後児童クラブで、子どもた
ちに対する支援の方法について理解をする。

22

15
小学生の仲間づくり・居場所づくり

学童期の子どもたちの置かれている現状を理解
し、児童館・児童クラブがどのように仲間作りの
支援をするか考える。16

17
子育て支援活動

子育て支援サークルなどについて学び、児童館で
地域の子育て世代の支援をどのようにアプローチ
するのか理解をする。18

11
児童館・放課後児童クラブにおけるグループワーク

児童館・放課後児童クラブにおけるグループワー
クについて理解をする。

12

13
児童館・放課後児童クラブにおけるケースワーク

児童館・放課後児童クラブにおけるケースワーク
について理解をする。

14

7
遊びを通じた支援の実際（プログラム作り、具体的展開、支援法）

具体的な遊びを通した子どもたちの発達について
理解をする。

8

9
遊びを通じた児童の健全育成

「遊び」がどのように健全育成に繋がるのか、ま
た、学童期の「遊び」の重要性について理解をす
る。10

3
児童館・放課後児童クラブの1日（週、年）の流れと活動のねらい

児童館と放課後児童クラブの違いについて理解
し、仕事の流れについて理解をする。

4

5
児童館・放課後児童クラブにおける遊びの環境構成

子どもたちの放課後における「遊び」の重要性に
ついて理解すると共に、安心・安全に生活できる
環境整備について理解をする。6

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1
オリエンテーション

現在の児童館の状況と、歩んできた歴史について
理解をする。

2

授業概要
児童ソーシャルワークをベースとした、児童館・放課後児童クラブの日々の活動の流れとともに、行事の企画、利用者へ
の対応、地域との関わりを学び、児童館・放課後児童クラブの業務の実際を把握する。

学習到達
目標

・児童及び保護者に関する支援の仕方を理解する。
・児童館・児童クラブの1日の流れを理解する。
・地域における児童館・児童クラブの役割と重要性について理解をする。

評価方法 ①行事の企画立案評価　②レポート作成・提出　③期末筆記試験

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 2 前期 選択 講義

30

教科書

『児童館・児童クラブテキストシリーズ：1
「健全育成論」、2「児童館論」（第2版）、
「安全指導・安全管理」、「ソーシャルワー
ク」』児童健全育成推進財団

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 児童館・放課後児童クラブの活動内容と指導法Ⅰ
担当者 伊藤俊子・伊藤基・平山恵美

実務経験 児童館で館長として勤務経験がある
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22

23

12

13

14

15

16

17

30

6

7

8

9

10

11

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1

① 観察実習
・児童館・放課後児童クラブの一日の流れを理解する。
・乳幼児親子の受け入れ準備や、開館のための準備（清掃など）を理解
する。
・職員の動きや、利用者に対する声掛けの仕方などについて理解をす
る。
・支援を要する児童への対応について理解をする。

② 参加実習
・開館準備（清掃等）
・乳幼児親子受け入れ・対応
・児童クラブ受け入れ・対応
・自由来館児童（小・中・高校生）受け入れ・対応

③ 部分実習
・乳幼児親子対象
　乳幼児親子に対する行事の企画立案及び、企画の運営を行う。
　＊乳幼児親子行事の中の一部を体験（絵本の読み聞かせ・手遊び・パ
ネルシアターなど）
・小学生対象
　小学生を対象とする行事の企画立案及び、企画の運営を行う。
　＊ゲーム大会やお楽しみ会などの小学生を対象とした行事の立案・運
営

児童館・放課後児童クラブの1日の流れを理解
し、対象年齢に応じた環境整備について理解を深
める。

乳幼児親子のへの対応や、放課後児童クラブ（自
由来館児童を含む）への声掛けや、対応について
理解をする。

配慮が必要な児童への対応を学ぶ。

自分自身で企画立案を行い、総合的な評価をし反
省を行う。

2

3

4

5

授業概要
児童館・放課後児童クラブで実際に業務を体験することで、一日の流れ、利用者の様子、活動内容、職員の役割を理解す
る。また、地域との関わりや児童ソーシャルワークの実際について学ぶ。

学習到達
目標

・児童館・放課後児童クラブの一日の流れや、社会における役割などについて理解をする。・利用者と職員の様子などを
観察しながら、利用者との関わりについて理解をする。・配慮を要する児童への対応や、支援の仕方について理解をす
る。・行事の組み立て方や意義を考え、企画の立案・プログラムの進行をする。

評価方法 評価表をもとにした実習施設の評価と巡回指導者評価の総合評価

24

25

26

27

28

29

18

19

20

21

科目種別 授業方法
2

時間数
こども科 2 後期 選択 実習

90

教科書

『児童館・児童クラブテキストシリーズ：1
「健全育成論」、2「児童館論」（第2版）、
「安全指導・安全管理」、「ソーシャルワー
ク」』児童健全育成推進財団

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 児童館実習Ⅰ
担当者 工藤愛美・伊藤基

実務経験 児童館で館長として勤務経験がある
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実習報告会と事後指導
28

29
まとめ

30

22

23
実習中の心構え・諸注意　実習持参書類の確認 実習中の声掛けや、挨拶など注意点を理解する。

24

25
事後指導について

実習をしてみて、自分自身の課題を見直す、そし
て今後の目標を明確にする。

26

27

17
実習目標について

実際の現場に行き、自分が習得したい目標につい
て明白にする。

18

19
記録の書き方と活用①

実習中の記録をとるための要点を理解し、記録の
書く方を学ぶ

20

21
記録の書き方と活用②

13
子育て支援とその実際

児童館に来館した乳幼児親子へのアプローチの仕
方や、乳幼児親子への支援の在り方について理解
をする。

14

15
子育て支援とその実際

16

9
個別援助活動―児童の特性と発達に応じた関りや遊び①

集団に交じれない子どもたちや、配慮が必要な児
童へのアプローチの仕方について学ぶ

10

11
集団援助活動―児童の特性と発達に応じた関りや遊び②

集団生活における集団遊びの重要性と特性につい
て理解を深める。

12

5
児童館実習Ⅰの意義と目的

6

7
児童館の役割と社会的ニーズ

8

時数 授　業　内　容 到達目標・学習課題など

1
オリエンテーション

実習の目的や意義、児童館・放課後児童クラブの
概要などを再認識したうえで、自分自身の目標を
立て実習事前準備を行う。

2

3
保育実習Ⅰ・Ⅱの振り返りと自己課題の設定

4

授業概要
児童厚生施設の意義、目的を再確認し、実習において児童と関わるうえで必要な資質・能力・技能の習得に向けて実践的
学習を行う。また、地域に社会に対する理解を深め、連携の方法や保護者への子育て支援についても学ぶ。

学習到達
目標

・実習での目標を明確にして、目標達成のための手段を学ぶ。
・実際の現場に出る前の心構えをして、現場での役割を明確にする。
・乳幼児親子・児童などへの支援の仕方について具体的に学ぶ。

評価方法 実習事前指導・事後指導に関する提出物や取り組み状況、課題等による総合評価

科目種別 授業方法
1

時間数
こども科 2 後期 選択 演習

30

教科書

『児童館・児童クラブテキストシリーズ：1
「健全育成論」、2「児童館論」（第2版）、
「安全指導・安全管理」、「ソーシャルワー
ク」』児童健全育成推進財団

単位数
学科 学年 学期

授業科目名 児童館実習指導
担当者 工藤愛美・伊藤基

実務経験 児童館で館長として勤務経験がある
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