
 

 

令和２年度シラバス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

学校法人 戸早学園 

北九州保育福祉専門学校 

Syllabus 



Contents 
 

幼児教育科１年 

 基礎科目 

  日本国憲法 ------------------------------------------------------------------------------------------  １ 

  英語Ⅰ ------------------------------------------------------------------------------------------------  ２ 

  英語Ⅱ ------------------------------------------------------------------------------------------------  ３ 

  体育講義 ---------------------------------------------------------------------------------------------  ４ 

  体育実技 ---------------------------------------------------------------------------------------------  ５ 

  音楽Ⅰ ------------------------------------------------------------------------------------------------  ６ 

  音楽Ⅱ ------------------------------------------------------------------------------------------------  ７ 

  図画工作Ⅰ－① ------------------------------------------------------------------------------------  ８ 

  図画工作Ⅰ－② ------------------------------------------------------------------------------------  ９ 

  国語Ⅰ ------------------------------------------------------------------------------------------------ １０ 

  教職に関する科目 

  教職概論 --------------------------------------------------------------------------------------------- １１ 

  教育学概論 ------------------------------------------------------------------------------------------ １３ 

  教育制度学 ------------------------------------------------------------------------------------------ １４ 

教育心理学 ------------------------------------------------------------------------------------------ １５ 

  教育課程総論 --------------------------------------------------------------------------------------- １６ 

  特別支援教育 --------------------------------------------------------------------------------------- １８ 

  領域および保育内容の指導法に関する科目 

  幼児と健康 ------------------------------------------------------------------------------------------ ２０ 

  幼児と人間関係 ------------------------------------------------------------------------------------ ２２ 

  幼児と環境 ------------------------------------------------------------------------------------------ ２４ 

  幼児と言葉 ------------------------------------------------------------------------------------------ ２６ 

  幼児と表現(造形)   ------------------------------------------------------------------------------ ２８ 

  幼児と表現(音楽)   ------------------------------------------------------------------------------ ３０ 

  音楽表現指導法Ⅰ  ------------------------------------------------------------------------------  ３２ 

 専門科目 

  社会福祉 --------------------------------------------------------------------------------------------- ３４ 

  子ども家庭福祉  --------------------------------------------------------------------------------- ３５ 

  保育原理Ⅰ ------------------------------------------------------------------------------------------ ３６ 

  社会的養護Ⅰ --------------------------------------------------------------------------------------- ３７ 

  保育実習Ⅰ（保育所） ----------------------------------------------------------------------------- ３８ 

  保育実習指導Ⅰ（保育所） --------------------------------------------------------------------- ３９ 

  子どもの保健 --------------------------------------------------------------------------------------- ４０ 

  子どもの健康と安全 ------------------------------------------------------------------------------ ４１ 

  子どもの食と栄養 --------------------------------------------------------------------------------- ４２ 

  保育内容総論Ⅰ ------------------------------------------------------------------------------------ ４３ 

  乳児保育Ⅰ ------------------------------------------------------------------------------------------ ４４ 

  乳児保育Ⅱ ------------------------------------------------------------------------------------------ ４５ 

  障害児保育Ⅰ --------------------------------------------------------------------------------------- ４６ 

子ども家庭支援の心理学 -------------------------------------------------------------------------４７

幼児理解と実践 ------------------------------------------------------------------------------------ ４８ 

 

幼児教育科２年 

 基礎科目 

  情報機器演習Ⅰ ------------------------------------------------------------------------------------ ４９ 

  情報機器演習Ⅱ ------------------------------------------------------------------------------------ ５０ 

 



 

 教職に関する科目 

  健康指導法Ⅰ   ---------------------------------------------------------------------------------------５１ 

  健康指導法Ⅱ --------------------------------------------------------------------------------------- ５２ 

  人間関係指導法Ⅰ --------------------------------------------------------------------------------- ５３ 

  人間関係指導法Ⅱ --------------------------------------------------------------------------------- ５５ 

  環境指導法Ⅰ --------------------------------------------------------------------------------------- ５７

環境指導法Ⅱ --------------------------------------------------------------------------------------- ５９ 

  言葉指導法Ⅰ  ------------------------------------------------------------------------------------ ６１ 

言葉指導法Ⅱ  ------------------------------------------------------------------------------------ ６３ 

音楽表現指導法Ⅱ --------------------------------------------------------------------------------- ６５ 

  造形表現指導法Ⅰ --------------------------------------------------------------------------------- ６７ 

造形表現指導法Ⅱ --------------------------------------------------------------------------------- ６９ 

教育方法論 ------------------------------------------------------------------------------------------ ７１ 

  幼児理解論 ------------------------------------------------------------------------------------------ ７２ 

  教育相談論 ------------------------------------------------------------------------------------------ ７３ 

  教育実習指導Ⅰ ------------------------------------------------------------------------------------ ７４ 

  教育実習指導Ⅱ ------------------------------------------------------------------------------------ ７５ 

  教育実習Ⅰ ------------------------------------------------------------------------------------------ ７６ 

  教育実習Ⅱ ------------------------------------------------------------------------------------------ ７７ 

  教職実践演習（幼） ------------------------------------------------------------------------------ ７８ 

 専門科目 

保育実習Ⅰ（施設） ------------------------------------------------------------------------------- ７９ 

  保育実習指導Ⅰ（施設） ------------------------------------------------------------------------- ８０ 

  保育実習Ⅱ ------------------------------------------------------------------------------------------ ８１ 

  保育実習指導Ⅱ ------------------------------------------------------------------------------------ ８２ 

  保育実習Ⅲ ------------------------------------------------------------------------------------------ ８３ 

  保育実習指導Ⅲ ------------------------------------------------------------------------------------ ８４ 

  保育の心理学  ------------------------------------------------------------------------------------ ８５ 

  子どもの理解と援助--------------------------------------------------------------------------------- ８６ 

  社会的養護Ⅱ  ------------------------------------------------------------------------------------ ８７ 

  子育て支援 ------------------------------------------------------------------------------------------ ８８ 

  障害児保育Ⅱ --------------------------------------------------------------------------------------- ８９ 

  子ども家庭支援論 --------------------------------------------------------------------------------- ９０ 

  音楽Ⅲ（器楽） ------------------------------------------------------------------------------------- ９１ 

  音楽Ⅲ（声楽） ------------------------------------------------------------------------------------- ９２ 

  音楽Ⅳ（器楽） ------------------------------------------------------------------------------------- ９３ 

  音楽Ⅳ（声楽） ------------------------------------------------------------------------------------- ９４ 



 

 

 

 

 

幼 児 教 育 科 

 １  年  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



小野　憲昭 単位数 ２
授業
区分

講義
開講
時期

１年
後期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

１．憲法とは何か、その存在意義と役割を理解することができる。

２．人権保障に関する基本的な知識を身につけることができる。

担  当
教員名

【授業計画】

に、現代における憲法の意義や問題状況を理解することを目標としています。

３．憲法問題の解決の仕方を通じて、国や社会とのかかわり方について主体的に考えることができる。

日本国憲法
授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

現代社会に生じているさまざまな問題を通じて、日本国憲法の改正論議が盛んになってきています。

憲法とは何なのか、何のために存在するのかということを理解した上で、国家や社会とのかかわり方を考えてい

しいと思います。

小課題レポート（50％）、筆記試験（40％）、授業への参加度（10％）によって評価します。

憲法の存在意義、日本国憲法が定める国家統治の仕組みや、基本的人権保障の目的、機能を明らかにするととも

基本的人権の内容、法の下の平等、生命・自由・幸福追求権

精神的自由権①―内心の自由

精神的自由権②―表現の自由

国家統治の機構①―国会

社会権②―労働基本権

天皇制、平和主義

社会権①―生存権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国家統治の機構③―裁判所

基本的人権の原理、

法律に対する予備知識は特に必要ないのですが、社会問題や政治問題、国際情勢などに関心をもって受講して欲

テキスト：伊藤 正巳 著 憲法入門〔第４版補訂版〕有斐閣

　　　　　「最新保育資料集」（ミネルヴァ書房）

【学生へのメッセージ】

的人権保障の目的、機能について講義します。　　　　　　　

かなければなりません。そこで、本講義では、憲法の存在意義、日本国憲法が定める国家統治の仕組みや、基本

日本国憲法に規定してある国家統治の機構、基本的人権の保障の内容が講義の中心です。

質問があれば講義の前後いつでも受け付けます。

経済活動の自由

国家統治の機構②―内閣、財政、地方自治

【学生に対する評価】

国家と法、憲法の意味・特質

憲法保障制度

日本国憲法史、日本国憲法の基本原理

人身の自由

【備　考】

法律の世界は、最初は少し馴染みにくい世界ですが、慣れるしかないようです。理解に努めてください。

【テキスト及び参考書】

参考図書：「社会福祉小六法」（ミネルヴァ書房）
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大城　一之 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

１年
前期

を意識し、お互いの意思疎通が出来る授業展開を目指す。

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

教材プリントを毎時間配布するため、専用のファイル（40ポケット）を準備してください。

レクリエーションEnglish②　Connect the Letter 実践

レクリエーションEnglish⑦　Alpahbet Bingo②

レクリエーションEnglish⑧　crossword puzzle①

レクリエーションEnglish⑥　National holidays

自宅に辞書のない人は携帯で辞書アプリを取得しておくと便利です。予習復習する時に役に立ちます。

授業前後の自主学習として予習・復習プリントにて毎時間確認を行う。

【備　考】

Sentence１　It's nice to meet you.（挨拶）

本授業での教科書では保育に関わる新しい単語がたくさん出てくるため、辞書を活用することが多くなります。

【テキスト及び参考書】

提出物（10％）、授業貢献度（発言など10％）、小テスト（5％）、ノート提出（5％）、

「保育の英会話 Childcare English」（萌文書林）

「幼稚園教育要領」（平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

【学生へのメッセージ】

定期試験（70％）での総合評価

「保育所保育指針」（平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

Unit１～３のまとめと確認              

【学生に対する評価】

担  当
教員名

【授業計画】

③英会話での自己紹介、簡単な挨拶の例文を覚えて、反復練習を行う。

小学校で導入されているアクティブラーニング方式を取り入れ、学生間でのグループ活動や対面式での会話を

乳幼児も増加すると予想される。そのような情勢で言葉や態度で誤解が生じないように、相手とのコミュニ

ケーションが図れる英語力が必要となってくる。何を学ぶか、という目的をもって知識・技能を重要視しつつ

英 語 Ⅰ
授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

①保育現場で使用される英単語を学び、他者へ配慮ができる英会話を学習する。

Sentence１　Please come to school at 8:00

国会では入国管理法の改正案が出され、今後は外国人労働者受け入れが進む中、保育園や幼稚園でも外国人の

レクリエーションEnglish③　Lunch Menu　

レクリエーションEnglish③　Lunch Menu　作成

レクリエーションEnglish④　家庭調査票作成  

②中学・高校で学んだ単語・文法・構文の復習に重点を置き、教材に則した保育に関わる授業を展開する。

自己紹介①  Let me introduce myself.   

自己紹介②　Self introduction.（発表）

レクリエーションEnglish①　Word Search 作成

レクリエーションEnglish①　Word Search 発表

④就職先を意識した職場での英語の必要性を説き、日本と外国での異なる文化を理解し人権問題について考える。

Unit２　Yes-No Questions  Do you ～?　Are you ～? Can you～?   　 レクリエーションEnglish②　Connect the Letter 練習

実施していく。到達目標として授業の内容を自分なりのやり方で単語のアクセントや会話のイントネーション

【授業の概要】

Sentence２　Please call him Davy.（Boy's Girl's names） 

Sentence３　Questions about Davy and his family.

保育の英会話について　見開き英単語　

外国人との考え方・文化の違いについて人権問題を考える

Sentence１　アクティブラーニング自己紹介　  

Unit１　First Step to Childcare English　　 

Unit３　Time and Numbers　 時刻・数字の復習 

レクリエーションEnglish⑤　Alpahbet Bingo① 

Sentence２　What's time?      

Sentence３　アクティブラーニング　Numbers　

Sentence４　四則演算 

Sentence５　Nursery school repuired supplies　     レクリエーションEnglish⑧　crossword puzzle②

－2－



大城　一之 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

１年
後期

第１回 Unit４ Directions　 Please around Minato Nursery School                                            

第２回 Sentence１　Where is the post office?　                                  

第３回 Unit５  Davy meets his classmate Takashi.　                                       

第４回 Unit６ アクティブラーニング　立位体前屈                                                       .

第５回 Sentence１　It's sunny today.                                                  

第６回 Sentence２　He could be nervous because he is new.　　　　　　　　　　                                 

第７回 Sentence３　How was your day?　　過去形の復習　　                              

第８回 Sentence４　Have you ever seen a ghost?　　過去分詞の復習　                                                 

第９回 Sentence５　アクティブラーニング　dance①　　　                                              

第10回 　　                                              ビデオ学習①

第11回   ビデオ学習②　レポート提出

第12回 Unit７　アクティブラーニング　dance②  

第13回 Unit７　Jobs at Nursery school.　長文②                                            　

第14回 Unit７　Jobs at Nursery school.　長文③                                                　

第15回   Unit４～７のまとめ

前期に引き続き教材プリントを毎時間配布するため、専用のファイル（40ポケット）を準備してください。

①保育園での一日の流れ、各クラスでの保育士の仕事などを英語で答えられるように学習する。日常で使われ

提出物（10％）、授業貢献度（発言など10％）、小テスト（5％）、ノート提出（5％）、

定期試験（70％）での総合評価

後期では構文や文法がやや難しくなります。予習や復習をしっかりやって授業に臨んでください。

【授業の概要】

国際化時代が到来し、各国様々な外国人が日本に在住している。アジア圏でも多くの人々が英語を母国語、

授業前後の自主学習として予習・復習プリントにて毎時間確認を行う。

【学生に対する評価】

リスニング力を身につけるため個人でも教科書巻末にあるＣＤを活用しましょう。

【備　考】

「保育の英会話 Childcare English」（萌文書林）

「幼稚園教育要領」（平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

【学生へのメッセージ】

【テキスト及び参考書】

「保育所保育指針」（平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

②英語でのビデオ教材を使用し、知的障害や身体障害者をもつ心情を理解しつつ人権問題を考える。

担  当
教員名

【授業計画】

　教育実践アプリケーションを使用し、グループ活動にて学習する。

到達目標として授業で学んだ知識や技能を統合しリスニング力を身につけ、楽しみながら授業展開ができる

ようにアクティブラーニング形式で進めていく。

英 語 Ⅱ
授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

第二外国語として活用されている中、情報や自分の考えを場面目的に応じた対応ができるように学習する。

お互いの見解が相違しないようにコミュニケーション能力を高め、相手方の配慮が行き届く人材育成を目指す。

 レクリエーションEnglish③　長さの単位(inch)

 レクリエーションEnglish④　Family tree（系図） 作成

 レクリエーションEnglish④　Family tree（系図） 調査

 レクリエーションEnglish②　リズム遊び① Head,shoulders.

 レクリエーションEnglish①　Annual school calendar②

 レクリエーションEnglish①　Annual school calendar①　

　ている言葉のイメージが出来たところでアクティブラーニングにより対面にて発音を確認する。

③幼児教育で行われている遊びを取り入れ、実際に保育園や幼稚園で取り入れられているタブレットでの幼児

 レクリエーションEnglish⑦　Annual school calendar②

 レクリエーションEnglish⑦　Annual school calendar①

外国人との人権問題を考える①

 レクリエーションEnglish⑥　リズム遊び② Knees and Toes

 レクリエーションEnglish⑤　折り紙crafts 実践

 レクリエーションEnglish⑤　折り紙crafts 作成

外国人との人権問題を考える②

 レクリエーションEnglish⑥　リズム遊び③ The farmer in the dell.
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原本　賢一 単位数 １
授業
区分

講義
開講
時期

１年
前期

の向上につながればと考え下記の項目を実施する。

第１回

第７回

第８回

第９回

予習・復習を必ず行うこと

〇授業では、課題やプリントを配布するので必ず各自で毎時予習・復習を行うこと

「現代保健体育」（大修館書店）

運動と安全　　　　　　　　　　８）運動と安全について

運動技能の構造と運動の学び方（運動について理解を深める）・まとめ

　　　　　　　　　　　　　　　６）調整力・柔軟性のトレーニング

　　　　　　　　　　　　　　　４）瞬発力のトレーニング

【テキスト及び参考書】

定期試験（70％）、提出物・小テスト（20％）、受講態度（10％）による総合評価

体力トレーニングの方法　　　　３）筋力・筋持久力のトレーニング

　　　　　　　　　　　　　　　２）体力トレーニングと運動処方　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　５）全身持久力のトレーニング

②健康の保持増進・体力向上のために、適切なトレーニング方法を知る。

③健康管理に興味・関心をもち、今後のライフステージのあり方について学ぶ。

第２回

第３～
６回

性教育について　　　　　　　　特別講師を招いて　…　熊丸みつ子先生　　

「幼稚園教育要領」(平成29年3月告示　文部科学省)(フレーベル館）

　　　　　　　　　　　　　　　７）全面的な体力トレーニング

なく、予習・復習の意味からも実践していきましょう。笑顔で明るく元気な保育者を目指し一緒に取り組みまし

ょう。

保育者を目指す者として、心身ともに健康であることはとても重要なことです。実際に講義を受講するだけで

【備　考】

高校での体育・保健の学習を基礎として、生涯を健康に生きるために必要な人間の身体特性について、興味・

増進に役立つ。また、そのことが保育者として子ども達にも寄与できると考え、以下３点を目標に取り組む。

関心をもち、理解する。また、各個人が講義をもとに実践することから、保育者として他者への配慮・運動能力

【学生へのメッセージ】

【学生に対する評価】

体力トレーニングのねらい　　　１）運動の重要性と体力トレーニング【体ほぐしの考え方】　

「保育所保育指針」(平成29年3月告示　厚生労働省)(フレーベル館）

担  当
教員名

【授業計画】

①体力の必要性や体力に応じた運動を実践するための基本原理・原則を理解する。

体育講義

生涯を心身ともに健康に生きるために、身体の特性について興味・関心をもつことは自分自身の健康の保持

授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】
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１
授業
区分

実技
開講
時期

１年
前期

第１回

第２回

第３回

第４回

　　　　　パス（アンダーパス）

　　　　　パス（オーバーパス）

　　　　　サーブ・レシーブ

　　　　　スパイク

第12回

【授業の到達目標及びテーマ】

担  当
教員名

【授業計画】

②健康の保持増進と体力の向上を図る。

③生涯を通して運動に親しむ資質や能力を身につける。

体育実技

保育の実践には基礎体力の保持と増進は必要不可欠である。そのため、以下の３点を到達目標に取り組む。

授　業
科目名

①運動の意義を理解する。

【学生に対する評価】

常日頃より健康管理に留意し授業に臨めるように、事前の準備（体操服・体育館シューズ）をしておくこと。

【テキスト及び参考書】

実技試験（70％）、受講態度（30％）による総合評価

必要に応じてプリントを用意

【備　考】

「保育所保育指針」（平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

【授業の概要】

スポーツ・身体運動を通して、生涯にわたる心身の健康の保持・増進を実践を通して学ぶ。また、グループ

ワークを通してコミュニケーション能力の育成を図る。

「幼稚園教育要領」（平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

原本　賢一 単位数

第18回

【学生へのメッセージ】

習熟に時間を要する課題については、早めに取り組んで毎時予習と復習をすること。

『笑顔で・明るく・元気よく』子どもと接することのできる保育者を目指して楽しく学びましょう。

第23回

オリエンテーション

器械運動（マット）　技能・補助技術の習得

跳び箱　安全の配慮・指導技術・技能の習得

実技１　バレーボール

第19～
　22回マット・跳び箱　実技試験

バスケットボール　実技試験

実技３　バドミントン

　　　　ストローク（フォア・バック）

　　　　スマッシュ・サーブ

　　　　簡易ゲーム

バドミントン　　　実技試験

第５～
　11回

バレーボール　実技試験

第13～
17回 　　　　　シュート・コンビネーション

　　　　　パス・ドリブル

実技２　バスケットボール

　　　　　簡易ゲーム　

　　　　　簡易ゲーム①　
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金子　珠世
山﨑 眞理子

単位数 ２
授業
区分

演習
開講
時期

１年
前期

第１回 　オリエンテーション

第２回 おべんとう

第３回 おかえりのうた

第４回 生活の歌

第５回 おそうじ

第６回 歯みがきしましょう

第７回 原書３番　ハ長調 　　　　　　　他

第８回 行事の歌

第９回  原書5番　へ長調 おたんじょうび

第10回 子ども会のうた

第11回 こいのぼり

第12回 おかあさん

第13回 　　　　 　　　　　他

第14回 まとめ 季節の歌

　　　　　　　　チュウリップチュ-リップ

はる、ほたる

　　　　　　　他

校歌・譜読み

パート分け

２部合唱

No.1　音階

No.2　２度音程

No.5　２拍子と

コールユーブンゲン

授業形態および学習方法について

【学生に対する評価】

生活の歌弾き歌い「おはようのうた」「おべんとう」「おかえりのうた」

加線を読む練習

分散和音奏

和音奏の練習

簡単なメロディで

　４拍子の関係

強弱記号

No.3　２拍子

【声　楽】

No.5　休符

No.8　混合練習

　ピアノ：実技試験（80％）授業課題の合格数（10％）受講態度（復習と次回授業への予習を含む）（10％）

No.4　４拍子

８分の３拍子、８分の６拍子

５指の基本練習

タイの練習

No.9　シンコペーション

オリエンテーション

　   （２）保育現場に対応できる教材を使用しながら音楽性を高める。

まとめ

【授業の概要】　

　音楽Ⅰはピアノと声楽との授業を行い、保育者として必要なピアノ技能の基礎および発声法と歌唱法の基礎の

習得を目指す。ピアノはグループ別個人指導を行い、学生の状況に応じた内容を展開する。また、互いの技能や

さらに、領域「表現」のねらい及び内容を踏まえ、基礎的なメソッドと子どもの歌について技能習得を目指す。

付点のリズムの練習

表現を学び合う授業環境に配慮し、保育者として必要な技術、表現力について具体的な課題設定、指導を行う。

ハ長調の音階と主要三和音、コードネーム伴奏付け

【授業計画】　　　　　　【器　楽】

３連符の練習

ニ長調とイ長調の練習、マーチ

楽器、時間の確保をして、継続した練習習慣を身に付けられるように、環境を整えてください。子どもたちと、

笑顔で楽しく音楽活動をしている自分をイメージして頑張りましょう。

【テキスト及び参考書】

器楽：ピアノは毎日の練習の積み重ねが大切です。授業内容は、必ず復習して次の授業につなげましょう。また、

テキスト：器楽

「幼稚園教育要領」（平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

No.10　3拍子

【備　考】特になし。

「保育士・幼稚園教諭小学校教諭養成のためのピアノテキスト」全国大学音楽教育学会九州地区学会（カワイ出版）

「ブルグミュラー25の練習曲集」（全音楽譜出版社）、配布楽譜（生活の歌、子どもの歌）

「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」(平成29年3月告示　内閣府・文部科学省・厚生労働省）（フレーベル館）

【学生へのメッセージ】　

「保育所保育指針」（平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

持ち運び自由の楽器です。まずは、自然な発声をそして正確な清潔な音程を体得しましょう。

声楽：保育者をめざす仲間が出逢い、歌い合う奇跡のような時間を大切に学びましょう。歌は誰もがもっている

ヘ長調とト長調の音階と主要三和音、及び課題曲

担  当
教員名

 声楽（１）音楽の基礎となる正しい正確な音程・リズム感・拍感を養い、ハーモニーを体得し歌う喜びを味わう。

音　楽　Ⅰ

 器楽（１）子どもの音楽表現活動に必要なピアノ技能の基礎を習得する。

授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】　

 　  （２）領域「表現」における子どもの音楽表現活動を援助するための、感性と表現力を身に付ける。

　コンコーネ

ハーモニーの体得

前期試験対策のレッスン

第15回

前期のまとめ　ピアノ合格カード提出

担当講師による受験資格および受験レベルの確認

テキスト：声楽

「コールユーブンゲン」（全音楽譜出版社）「こどものうた200」「続こどものうた200」（チャイルド本社）

　ピアノ（50％）声楽（50％）による総合評価

　声　楽：実技試験（60％）課題(提出物）（20％）受講態度(授業への取り組み）（20％）

発声・呼吸法 ハンドサイン・レターサイン・ カノン 歌 唱
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金子　珠世
山﨑 眞理子

単位数 ２
授業
区分

演習
開講
時期

１年
後期

第１回

原書6番 (転調）

イ短調 イ長調

第３回

第４回

第５回

第６回 　    原書8番 変ロ長調

第７回 No.15　4度音程　　

第８回

第９回 補充曲：バイエル100番 No.17　拍子の分割

第10回

第11回 まとめ 原書10番 イ長調

第12回

第13回 「スティリアンヌ」「乗馬」他、ソナチネ、ソナタ任意曲

第14回 後期試験課題曲の発表、試験対策の練習

第15回

まとめ

「幼稚園教育要領」(平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

器楽：後期は、ピアノテキストの課題に加えて、実習で行う弾き歌いのレッスンが始まります。子どもの前で

笑顔で演奏ができるように、何度もくりかえり練習をしましょう。また、前期から引き続き、必ず予習・復習を

行い授業に臨んでください。短時間でも、毎日練習すれば必ず力がついていきます。がんばってください。

ト長調、左手の保持音の奏法

ハンドベル実践

伝承遊びⅠ

「コールユーブンゲン」（全音楽譜出版社）「こどものうた200」「続こどものうた200」（チャイルド本社）

　ピアノ（50％）声楽（50％）による総合評価

わらべうた

ピアノはグループ別個人指導を行い、学生の状況に応じた内容を展開する。基礎的なテクニック習得に加え、

マーチや生活の歌、季節の歌など実践に即した子どもの歌についても指導を行う。また、実習や他領域の学びを

踏まえ、子どもの表現活動の援助に必要な表現力について具体的な技術を学ぶ。なお、個人のレベルに応じて、

コンコーネ 季節の歌

こいのぼり
みずあそび

まつぼっくり
　　　　　　他

　　外国のうたⅠ

「保育所保育指針」(平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

日本の歌Ⅰ

前期の振り返り、後期課題の確認

音　楽　Ⅱ
授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】　

 器楽（１）子どもの音楽表現活動に必要なピアノ技能の基礎を習得する。

【声　楽】

【授業の概要】　

　音楽Ⅱは、音楽Ⅰの授業内容に基づき、保育者に必要なピアノ技能および発声法と歌唱法の基礎を習得する。

ピアノテキストよりバイエル、ブルグミュラー25の練習曲集、ソナチネ、ソナタより課題曲を提示する。

【授業計画】　　　　　　　【器　楽】

なべなべそこぬけ

 　  （２）領域「表現」における子どもの表現に即した、保育者の表現力、教材研究について理解する。

　　　　　ハンドベルアンサンブル

ニ長調、装飾音と交差奏法 No.13　付点音符

メリーさんのひつじ

「進歩」「バラード」他

第２回

オリエンテーション

No.11　3度音程

No.12　応用練習ヘ長調、調号と臨時記号の理解

後期試験対策のレッスン

生活の歌弾き歌い

ブルグミュラー２５の練習曲より、「アラベスク」

生活の歌弾き歌いの確認

【備　考】特になし。

「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」（平成29年3月告示　内閣府・文部科学省・厚生労働省）（フレーベル館）

【学生へのメッセージ】

　ピアノ：実技試験（80％）授業課題の合格数（10％）受講態度（復習と次回授業への予習を含む）（10％）

声楽：保育者をめざす仲間が出逢い、歌い合う奇跡のような時間を大切に学びましょう。歌は誰もがもって

サンタクロース　他

　　　　　クリスマスソング他後期のまとめ　ピアノ合格カード提出

担  当
教員名

 声楽（１）音楽の基礎となる正しい正確な音程・リズム感・拍感を養い、ハーモニーを体得し歌う喜びを味わう。

テキスト：声楽

ハ長調の音階と主要三和音、及び課題曲、弱起拍子の奏法
生活の歌弾き歌いの練習

イ短調、和声的短音階と旋律的短音階

　　 （２）保育現場に対応できる教材を使用しながら音楽性を高める。

  声　楽：実技試験（60％）受講態度(授業への取り組み）（20％）　課題(提出物）（20％）

コールユーブンゲン

担当講師による受験資格および受験レベルの確認

いる持ち運び自由の楽器です。まずは自然な発声を、そして正確な清潔な音程を体得しましょう。

　　お茶をのみに　他

懐かしい

　　うみ、七つの子他

マーチ、子どもの歌弾き歌い

【テキスト及び参考書】

【学生に対する評価】

「保育士・幼稚園教諭小学校教諭養成のためのピアノテキスト」全国大学音楽教育学会九州地区学会（カワイ出版）

「ブルグミュラー25の練習曲集」（全音楽譜出版社）、「ソナチネ曲集」、配布楽譜（生活の歌、子どもの歌）

テキスト：器楽

カノン・コーラ 歌唱発声・呼吸法
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古賀 由美子 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

1年
前期

第１回

第２回

第３回

第５回

第７回

第８回

第10回

第11回

第13回

第14回

第15回

担  当
教員名

②　様々な表現方法を経験したり、素材に触れたりする中でその特性を理解し、幼児の表現活動に展開させるこ

①　造形表現に関わる基礎的な知識・技能を身につける。

「子どもの絵の見方育て方」(鳥居昭美著）（大月書店）

【参考書･参考資料】

第６回

こどもの絵を見るA－①こどもの絵を読み解く。

第４回

「保育所保育指針」(平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

題材名「みてみて　いっぱいつくったよ」②－交流、意見交換

題材名「はるはる　おはながみの絵」【おはな紙の貼り方を工夫する。】

第９回

①－お花紙による自由な表現
第12回

授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

領域「表現」の指導に関する、幼児の表現の姿やその発達及びそれを促す要因、幼児の感性や創造性を豊かにす

③　集団の中での表現や鑑賞の活動を通し、のびのびと自分の感性を解放する喜びを知ると共に、幼児の表現活

図画工作Ⅰ－①

    とができる。

る様々な表現遊びや環境の構成などについて実践的に学び、幼児期の表現活動を支援するための知識・技能・指

導力を身につけることを目標とする。また「観賞」の指導に関する基本的な考え方を学び、指導力を身に付ける。

    動に対する共感的理解ができる。

「鑑賞」のねらい及び内容について①―実技「観賞活動」

オリエンテーション　「表現」のねらい及び内容について

「鑑賞」のねらい及び内容について②―実技「観賞活動」の演習

題材名「すきなものいっぱい」【好きなものをたくさん描いて楽しむ】

水彩絵の具導入－パレットの使い方

題材名「てでさわってかくのきもちいい」②－どろ絵の具による自由な表現と交流、意見交換

①－パスによる自由な表現と交流、指導の要点

【授業計画】

①－どろ絵の具による自由な表現

題材名「みてみて　いっぱいつくったよ」③－ロールプレイによる子ども理解と作品評価

題材名「てでさわってかくのきもちいい」【　手や指を使って描くことを楽しむ。】

①－紙粘土による自由な表現と交流、指導の要点

【備　考】

【学生へのメッセージ】

・課題により上記以外の必要な道具や材料があれば、事前に伝えますので準備してください。

題材名「みてみて　いっぱいつくったよ」【Kクレイを使い、好きなものを色々思いつきながら、作り方を工夫する。】

題材名「すきなものいっぱい」②―作品の評価について、指導の要点

題材名「はるはる　おはながみの絵」②－お花紙による自由な表現と交流、指導の要点

【テキスト】

・毎時の振り返りシート（間に合わない時は、次週提出）50％

題材名「てでさわってかくのきもちいい」③－ロールプレイによる子ども理解と作品評価

【学生に対する評価】

「幼稚園教育要領」(平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

「 図画工作指導書１・２上」（開隆堂）

・定期試験50％

こどもの絵を見るA－②こどもの絵を読み解く。グループ交流

・絵の具などで汚れても良い服装かエプロン等を準備してください。

・鉛筆、のり、はさみ、カッターを絵の具セットの中に常備しておいてください。
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古賀 由美子 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

1年
後期

第２回

第３回

第５回

第６回

第８回

第９回

第11回

第12回

第14回

・課題により上記以外の必要な道具や材料があれば、事前に伝えますので準備してください。

・絵の具などで汚れても良い服装かエプロン等を準備してください。

・鉛筆、のり、はさみ、カッターを絵の具セットの中に常備しておいてください。

第15回

担  当
教員名

①　造形表現に関わる基礎的な知識・技能を身につける。

    とができる。

題材名「うつして見つけて」【ローラーや型紙を使った色々な写し方を工夫する】

題材名「ゆめのまちさんちょうめ」②－作品作りと交流、指導の要点

題材名「うつして見つけて」③－作品の完成度を上げる。

②　様々な表現方法を経験したり、素材に触れたりする中でその特性を理解し、幼児の表現活動に展開させるこ

授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

領域「表現」の指導に関する、幼児の表現の姿やその発達及びそれを促す要因、幼児の感性や創造性を豊かにす

③　集団の中での表現や鑑賞の活動を通し、のびのびと自分の感性を解放する喜びを知ると共に、幼児の表現活

図画工作Ⅰ－②

題材名「絵の具と水のハーモニー」②－途中作品の交流の仕方

①－紙粘土や自分で準備した身の回りの小物を使い、テーマに沿って自分の街を作る。

題材名「カッターナイフタワー」③ロールプレイによる子ども理解と評価

題材名「カッターナイフタワー」【安全に気を付けてイメージをふくらませ、タワーを作る。】

    動に対する共感的理解ができる。

る様々な表現遊びや環境の構成などについて実践的に学び、幼児期の表現活動を支援するための知識・技能・指

導力を身につけることを目標とする。また領域「観賞」の指導に関する基本的な考え方を学び、指導力を身につ

ける。

【授業計画】

第１回

①－作品作りと指導の要点、交流

【テキスト】

①－カッターナイフを使い自由に工作する。

題材名「ゆめのまちさんちょうめ」③－ロールプレイによる子ども理解と評価

【学生に対する評価】

題材名「ひかるひかる夢の国」②－作品作りと途中交流の要点

題材名「ひかるひかる夢の国」③－ロールプレイによる子ども理解と評価

題材名「ひかるひかる夢の国」【Kクレイを使い、そうぞうを膨らませながら色やデザインを工夫する。】

題材名「絵の具と水のハーモニー」【たらしこみ技法による自由な表現を楽しむ。】

題材名「ゆめのまちさんちょうめ」【そうぞうを膨らませて自分なりの部屋を作る。】
第７回

【備　考】

【学生へのメッセージ】

・毎時の振り返りシート（間に合わない時は、次週提出）50％

「子どもの絵の見方育て方」（鳥居昭美著）(大月書店）

・定期試験50％

「幼稚園教育要領」（平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

「保育所保育指針」（平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

「図画工作指導書１・２上（開隆堂）

学習の反省と考察とまとめ・定期試験

題材名「うつして見つけて」②－ステンシル版画による表現と交流、指導・評価の要点

①－ステンシル版画による表現
第13回

【参考書･参考資料】

題材名「カッターナイフタワー」②－カッターナイフによる自由な表現と交流

①－泥絵の具による自由な表現と交流、指導の要点
第４回

題材名「絵の具と水のハーモニー」③－ロールプレイによる子ども理解と評価

第10回
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野松　循子 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

１年
前期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

ください。

【備　考】

「保育の基本用語」（長島和代編　わかば社）

「あそんで学ぶ文字・言葉」（中島千恵子執筆　黎明書房）

【学生へのメッセージ】

【学生に対する評価】

宿題はほぼ毎週出します。提出期限は守ってください。また、休んだ場合は、授業内容について必ず確認して

　作成プリント教材

定期試験(60%)、課題・提出物（20％）・授業への取組み・受講態度（20％）

「言葉と文字の教育」（今井和子著　小学館）他。

得る。また、言葉の習得につれ様々な知識を得、深く思考するようになる。さらに、自己の意思を決定し、行動

次の二点を授業の基本とする。

１．子どもの発達過程にそって、言葉を育てる演習に取り組む。

「保育内容　言葉」第２版（榎沢義彦・入江礼子編著　建帛社）

言葉育て①　言葉遊び・文字遊び　②　絵本とごっこ遊びの表現

Ⅰ．言葉を話す前の子ども期・保育者の基本的姿勢

言葉育て①　言葉かけ　②　絵本の表現

オリエンテーション・幼児教育の国語の目的

２．「ことば」を育むための保育者自身の言葉のありかたを、子どもへの言葉の指導とともに学ぶ。

上記による総合評価

言葉育て①　文字・言葉遊びの発展　②　話す・聞く・表現・想像する力を育てる

絵本・童話の文章表現と童謡の背景

Ⅳ．会話の完成期・保育者の基本的姿勢

言葉育て①　文字・言葉遊びの発展　②　表現と子どもの心

Ⅲ．話し言葉の子ども期・保育者の基本的姿勢

言葉育て①　言葉と事物　②　絵本の表現

言葉育て①　あいさつ・言葉かけ　②　絵本の表現

Ⅱ．言葉が出始めた子ども期・保育者の基本的姿勢

Ⅵ．学びへの準備期・保育者の基本的姿勢

言葉育て③　ごっこ遊びの発展(手紙）

【テキスト】

【参考書・参考資料等】

Ⅴ．言葉の発達期・保育者の基本的姿勢

担  当
教員名

【授業計画】

に向かう。本科目では子どもの「ことば」を育む国語表現を、保育者の表現能力の向上も含め、学習する。

人間は言葉とともに生活をしている。子どもは言葉を獲得することで、人としてのコミュニケーション手段を

国 語 Ⅰ
授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

－10－



上森　哲生 単位数 ２
授業
区分

講義
開講
時期

1年
後期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

幼稚園教諭の仕事と役割

【授業の概要】

３）教員に課せられる服務上・身分上の義務及び身分保障を理解している。

（４）チーム学校への対応

２）複雑化・困難化する保育や教育問題への対処として、特に心療内科、保健・医療、福祉などとの連携を重視

た、３０年度からの二つの新要領・一つの新指針についての理解を図り、非認知能力の育成を重視する教育活動

を促進すべく、具体的事例を追及する。

１）園内の教職員や多様な専門性を持つ人材と効果的に連携・分担し、あるいは同僚との協働の中、チームとし

    することの意義とその重要性を理解している。

保育者の専門性と専門能力の形成

教職概論

１）基礎的な時期の教育として大切な幼児教育の在り方を明確に把握し、今日の教員に求められる役割を理解

    している。

２）乳幼児期からの発達と学びの連続性など、今日の教員、とりわけ保育者に求められる基礎的な資質・能力を

    て組織的に諸課題に対応することの重要性を理解している。

    理解している。

担  当
教員名

（３）教員の職務内容

１）乳幼児への指導及びその他の校務を含めた教員の職務の全体像を認識している。

オリエンテーション　教員への道

保護者と向き合う保育者

（１）教職の意義

２）進路選択に向け、他の職業との比較を通して、教職、特に保育職としての職業的特徴を理解している。

２）教員研修の意義及び制度上の位置付けの理解と教育専門職としての資質・能力の向上に努め、適切に職務を

１）幼児教育の目的とその担い手である教員の存在意義を理解している。

役割についての理解を図る。その時に、留意することは、他領域との協働・連携であり、チーム学校への対応を

深化させることである。第二には、保育者の専門性を理解する上で、教育活動の具体的な姿を捉え、現状と課題

教育課題と教員①・・・様々な幼児教育の在り方と関係性

へのアプローチを図る。第三には、保育者の教育技術の発展向上と継承、人間関係構築能力やコミュニケーショ

【授業計画】

ン能力の育成を図る。また、教職を志向する者への道案内として、教員養成制度の仕組みや目的を理解する。ま

保育士及び保育教諭の仕事と役割

第一に、今日、保育者・教員、教職に求められる専門性を探り、教職の意義と教員の使命、及び、教員の仕事と

（２）教員の役割と資質・能力

    遂行するため生涯にわたって学び続けることの必要性を理解している。

授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

まとめ　学び続ける教員と研修

子どもや保育者を守る権利と支援

保育職の意義と保育者の使命

教育課題と教員②・・・貧困・福祉と教育

保育者と評価

幼稚園教育要領・保育所保育指針・教育・保育要領

授業への取り組み２０％　　課題・提出物等２０％　　定期テスト６０％等による総合評価

【学生に対する評価】

幼児教育における特別支援教育など

チーム学校としての同僚性の形成と他領域との連携

保育者の資質と能力

－1１－



幼稚園教育指導資料第1集～第5集（文部科学省）最新保育資料集２０２０（ミネルヴァ書房）

【テキスト及び参考書】

ワークで学ぶ教職概論（ナカニシヤ出版）現代日本の教師（放送大学教育振興会）

｢保育所保育指針｣(平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

｢幼保連携型認定こども園教育・保育要領｣(平成29年3月告示内閣府・文部科学省・厚生労働省)(フレーベル館)

現代保育者論（大学図書出版）　平成23年5月

｢幼稚園教育要領｣(平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

も含めた授業内容を考えています。

各自、授業の予習･復習、を設定すること。専門的な内容で、理解に苦労する事もあると思う。質問と

【備　考】

【学生へのメッセージ】

調べることをおっくうがらずに行いましょう。前半が保育者に限定して、後半は小学校教員関連対象
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筒井　恵子 単位数 １
授業
区分

講義
開講
時期

１年
前期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

教育学概論
授　業
科目名

発表等受講態度・・20％、ノート、レポート等提出物・・20％、試験・・60％　などの総合評価

【学生に対する評価】

担  当
教員名

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

　教育の基本的概念→子ども観の変遷→現在の幼児教育に求めれれていること→教師の役割を中心に授業を展開
する。講義中心であるが、子ども理解について、子どもの発達と取り巻く状況の変化、教育の在り方について、
資料や事例研究そしてグループワーク等を多く取り入れながら、なるべく具体的にとらえることができるように
授業を組み立てる。そして、後期の「教育制度学」へと意欲を繋げたい。

新学習指導要領のねらいと幼稚園教育要領

幼児教育の歴史Ⅰ（子ども観の変遷）

　　　　〃　　Ⅱ（ルソー、ペスタロッチ、フレーベル、モンテツソーリ等）

【学生へのメッセージ】

【備　考】

テキスト：使用しないが、毎回資料等を配布するので、それを各自が添付するＡ4ノートを準備すること。

参考資料：「幼稚園教育要領」(平成29年3月告示　文部科学省）(フレーベル館）

【授業計画】

まとめ（今日の幼児教育の課題）

教育とは何か（教育の基本的概念）

オリエンテーション（子どもの発達と子どもを取り巻く状況）                          

・配布されたプリントは必ずノートに添付すること。提出有り。
・日頃から、教育や幼児に関連した報道等について関心をもち、気づいたことをまとめておくこと。

①「子どもとは、教育とは、教師とは」をテーマに、子ども理解を図る。
②教育の基本的な概念を理解する。
③教育の歴史や思想において、幼児教育がどのように現れてきたか教育の変遷について学ぶ。
④今日の教育の在り方や課題、家庭や社会との連携について考える。

子どもの成長・発達とその問題と家庭・地域との連携

幼稚園、学校の成り立ち（公教育の理念）

【テキスト及び参考書】

　　　　：「保育のための教育原理」（ミネルヴァ書房）
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筒井　恵子 単位数 １
授業
区分

講義
開講
時期

１年
後期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

教育制度学

オリエンテーション（公教育とは）                          

授　業
科目名

【学生に対する評価】

担  当
教員名

「学校とは」をテーマに、教育の社会的、制度的事項等に関にする基本的な概念、理論、法的根拠等についての
基礎的知識を習得するとともに、それらに関する課題について理解を深めることをねらいとしている。また、公
教育の在り方、学校と地域の連携に関する理解、危機管理や学校安全への対応等について具体的に考えることが
できるようにする。

学級経営プランと評価活動

【テキスト及び参考書】

　　　　：「保育のための教育原理」（ミネルヴァ書房）

　　　　：「よくわかる教育原論」（ミネルヴァ書房）

地域との連携・協働とキャリア教育

発表等受講態度・・20％、ノート、レポート等提出物・・20％、試験・・60％　などの総合評価

【備　考】

テキスト：使用しないが、毎回資料等を配布するので、それを各自がファイルしておくこと。

参考資料：「幼稚園教育要領解説」(平成30年3月告示　文部科学省）(フレーベル館）

【授業計画】

まとめと課題解決に向けて

教育に関する法規と制度（法令遵守）

・配布されたプリントは必ずファイルに綴じておくこと。提出有り。
・訪問した施設や園の設備や組織について関心をもち、気づいたことを書き留めておくこと。

【学生へのメッセージ】

諸外国における教育・保育制度

日本における保育者・教員養成制度

園における危機管理と安全教育

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

　現行の教育制度、諸外国の教育制度、教育行政とのかかわりや、学校と地域との連携や学校安全について、時
事問題と関連付けた事例研究を通して、公教育としての学校（園）の在り方を具体的に理解させる。また、班学
習やスピーチを通して多様な考えに触れ、自分の考えを深め、教育実践への意欲を喚起させたい。学校（園）は
社会の中の組織であり、oneチームとなることの大切さ、協働実践の意義に気付かせたい。
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村上　ゆき 単位数 ２
授業
区分

講義
開講
時期

1年
前期

基礎を学び、その知識を基に人間の行動・性格・情緒の理解に繋げる。また心理学を学ぶことは学生自身が

　意義を理解する

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回 知覚の発達

第７回 認知の発達

第８回 ことばの発達

第９回 基本的信頼感の獲得

第10回 愛着の発達と個人差

第11回

第12回 外発的動機づけと内発的動機づけ・やる気の変化

第13回 子どもの心理臨床

第14回 家族・地域・社会のなかの子ども

第15回

【テキスト及び参考書】

【学生へのメッセージ】

テキストは「臨床心理学」　無籐隆・福丸由佳編著　北大路書房

参考書

「幼稚園教育要領｣（平成２９年３月告示　文部科学省）(フレーベル館）

「保育所保育指針」(平成２９年３月告示　厚生労働省）(フレーベル館）

【備　考】

　授業時間外に予習課題や発表準備を課すことがあります。基本は復習、課題が出た時には予習をすることが

必要です。

自己表現をするように心がけて、積極的に発言してください。

ながら、広く人間理解を促す授業を行う。乳幼児が生き生きと主体的に学ぶことを支えるために、乳幼児期を

中心に子どもの発達及び学ぶ過程と学ぶ意欲の理解をテーマとする。また学習チームを固定した協同による学習

互いに伝え合う力の向上を目指したい。

子どもの発達を理解することの意義

　なお、進行状況により授業計画を変更することもある。

子どもの発達理解②グループ討議・ケース検討会

「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」(平成２９年３月告示　内閣府・文部科学省・厚生労働省)(フレーベル館）

まとめ

仲間と学ぶにはチームメンバー一人ひとりが参加することが大切になります。自己理解を深め、自分の言葉で

【学生に対する評価】

提出物や受講態度（20％）、定期試験（80％）を総合評価

教育心理学は、学習、発達、評価、適応の4つの領域からなる。授業では、乳幼児と接するために、基本を押さえ

【授業計画】

学習理論

を導入することで、知識の習得はもちろんのこと、主体的・協同的な学びにより学生自身が学ぶ喜びを感じ、

子どもの発達理解①感情と社会性の発達

教育における発達理解の意義

情緒の発達

授　業
科目名

教育心理学
担　当
教員名

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

　乳幼児とよりよく接するために、知覚、記憶・思考、言語、知能、学習、感情、発達、適応の人間心理の

自己理解につながる学習であり、自己の不適応状態をより良く回避できる方法を習得する。

②仲間と学ぶことを通してコミュニケーション力の向上を目指す

①乳幼児期の学びに関する基礎的な知識を身につけ、学習を支えるための人との相互的関わりや体験、環境の
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河合　倫子 単位数 ２
授業
区分

講義
開講
時期

1年
後期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第13回

第14回

第15回 時代の変化と新たな保育内容及びまとめ

定期試験（60％） 予習・復習　小テスト（20％）授業への取り組み（20％）等による総合評価

【学生に対する評価】

担  当
教員名

（１）教育課程の意義　幼稚園教育において教育課程が有する役割・機能・意義を理解する。

【授業計画】

  ２）幼稚園教育要領の改訂の変遷及び主な改訂内容並びにその社会的背景を理解している。

（３）カリキュラム・マネジメント　教科・領域・各年齢をまたいでカリキュラムを把握し幼稚園教育課程全体

あそびと学び（事例を通しての考察・グループワーク）

特色ある幼稚園づくりと教育課程

教育課程の評価・改善（実施されたその内容及びその成果と課題までカリキュラムに含まれることの理

解）

わる重大な課題であること等捉えさせ、その意義や編成の方法を理解するとともに、各幼稚園の実情に合わせて

カリキュラム・マネジメントを行うことの意義を理解する。

幼児教育の基本（教育課程の意義と役割・教育課程編成の基本的な考え方）

幼稚園における教育課程編成の実際を中心にグループディスカッションにて行い、まとめ→発表

幼稚園における教育課程編成の実際を中心にグループワークにて行う

幼児教育の基本（保育内容の歴史的変遷と現代の保育について）

第12回

幼児教育の基本（保育内容としての領域の理解②環境・言葉・表現）

幼児教育の基本（幼稚園教育要領の内容の理解）

幼児教育の基本（保育内容としての領域の理解①健康・人間関係）

オリエンテーション・保育で重視していること。

発達の理解と教育課程の編成（発達を理解することの重要性について）

教育課程の編成（幼稚園の教育課程の編成）

あそびと学び（あそびの中で学び、体験することの重要性、幼稚園と小学校の連携について）

  １）幼稚園教育要領の内容理解に努め、幼児の発達を考慮した教育課程編成の目的を理解している。

授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

幼稚園教育要領を基準として各幼稚園において編成される教育課程について保育の全体計画であることや質に関

  ３）教育課程が地域の実態や社会において果たしている役割や機能を理解している。

教育課程総論

（２）教育課程の編成の方法　教育課程編成の基本原理及び子どもや地域の実態を踏まえ教育実践に即した

      教育課程編成の方法を理解する。

  １）教育課程編成の基本原理を理解している。

  ２）教科・領域を横断して教育内容を選択・配列する方法を例示することが出来る等対応力を身に付ける。

  ３）学期・年齢をまたいだ長期的な視野から、また、幼児、地域の実態、保護者や地域の願い等を踏まえて教

      育課程や指導計画を検討することの重要性を理解している。

      をマネジメントすることの意義を理解する。

  １）幼稚園教育要領に規定するカリキュラム・マネジメントの意義や重要性を理解している

  ２）カリキュラム評価（より良い学びにつなげるため）の基礎的な考え方を理解している。
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面倒がらずに細めに学習すること。

教育課程を編成するにあたっては、幼稚園教育要領に書かれている５領域の内容を理解していることが必要に

【備　考】

【学生へのメッセージ】

なります。そのために、幼稚園教育要領には常日頃からこまめに目を通し覚えるようにしましょう。

「幼稚園教育要領解説」（フレーベル館）

必ず、予習・復習をしておくこと。毎時間の確認は小テストや振り返りプリントで行う。

「教育課程総論」（北大路書房）　平成21年3月

 ｢幼稚園教育要領｣(平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

「教育・保育課程論―書いて学べる指導計画‐第3版」

【テキスト及び参考書】

「保育方法・指導法」大豆田・渡辺・森上編著（ミネルヴァ書房）

 ｢幼保連携型認定こども園教育・保育要領｣(平成29年3月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省)(フレーベル館)

「幼稚園教育指導資料第1集　指導計画の作成と保育の展開」（フレーベル館）
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髙橋  眞弓 単位数 １
授業
区分

講義
開講
時期

1年
前期

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第１回

第２回
支援システムの構築と法的整備

支援システムの概要、特別支援教育コーディネーター、個別の教育指導計画と個別の教育支援計画

子どもの理解と支援・指導　－発達障がい（ＬＤ、ＡＤＨＤ）－

保護者や関係機関との連携

子どもの理解と支援・指導　－情緒障がい・発達障がい（自閉スペクトラム症）－

子どもの理解と支援・指導　－病弱・肢体不自由・重度重複障がい－

担  当
教員名

人の発達の状況、障がいの状況、程度に応じた支援、指導方法、配慮点等について、疑似体験、グループセッショ

（１）特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒の理解

【授業計画】

  ２）特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒の心身の発達、心理的特性及び学習の過程を理解している。

  ４）特別支援教育コーディネーター、関係機関、家庭と連携しながら支援体制を構築することの必要性を理解

ン、ＤＶＤ視聴等も体験しながら習得する。

る共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築の意義を理解する。

また、各障がいの特性や障がいに応じた教育、支援の必要な子どもたちの置かれた厳しい環境を理解し、一人一

子どもの理解と支援・指導　－知的障がい、視覚障がい－

子どもの理解と支援・指導　－聴覚障がい・言語障がい－

【学生に対する評価】

保護者・専門機関・地域との連携、障がいはないが特別の教育的ニーズのある幼児、児童及び生徒の

把握・早期発見・早期支援と連携

  １）インクルーシブ教育システムを含めた特別支援教育に関する制度の理念や仕組みを理解している。

授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

障がいのある子どもたちの教育の歴史を振り返り、これまでの教育制度の変遷をたどることで、現在目指してい

  ３）視覚障がい・聴覚障がい・知的障がい・肢体不自由・病弱等を含む様々な障がいのある幼児、児童及び生

特別支援教育

理念と基本的な考え、教育の歴史と現行制度

      徒の学習上または生活上の困難について基礎的知識を身に付けている。

（２）特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒の教育課程及び支援の方法

  １）特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する支援の方法について例示することができる。

      や組織的な対応の必要性を理解している。

  ２）特別支援教育の多様な場及び「自立活動」の意義と内容を理解している。

  ３）特別支援教育に関する教育課程の枠組みを踏まえ、個別の指導計画及び個別の教育支援計画の作成の意義

      と方法を理解している。

      している。

（３）障がいはないが特別の教育的ニーズのある幼児、児童及び生徒の把握や支援

  １）母国語や貧困の問題等により特別の教育的ニーズのある幼児、児童及び生徒の学習上または生活上の困難

さらに、障がいの早期発見、早期支援の重要性を理解し、保護者、関係機関との連携、就学に向けての円滑な移

行についての理解を深める。

第８回

試験（筆記）４０％、　授業内課題３０％　　受講態度３０％

特別支援教育の理念と制度
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障害のある幼児に対し、個別のきめ細かい支援や生涯を見通した保育活動ができるような、特別支援教育の理解

【備　考】

【学生へのメッセージ】

と実践力をもった幼児教育の専門家をめざしてほしいと思います。

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

毎回プリントを配布する。障がいに応じた教育現場等のＤＶＤ視聴、障がいの疑似体験、グループセッション等を

適宜用いる。

【テキスト及び参考書】

内閣府「障害者白書」2016年

独立行政法人　国立特別支援教育総合研究所「特別支援教育の基礎・基本　新訂版」2015年

文部科学省「特別支援学校学習指導要領・特別支援学校（幼稚部）教育要領」　2017年

文部科学省「幼稚園教育要領」(フレーベル館）2017年
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原本　賢一 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

1年
後期

第２回

授　業
科目名

幼児と健康
担  当
教員名

【授業の到達目標及びテーマ】

（１）幼児期の健康課題と健康の発達的意味を理解する。

１）乳幼児期の心と体、運動発達などの健康課題を説明できる。

２）健康の定義と乳幼児期の健康の意義を説明できる。

（２）幼児期の体の諸機能の発達と生活習慣の形成を理解する。

１）乳幼児の体の発達的特徴を説明できる。

２）乳幼児の基本的な生活習慣の形成とその意味を説明できる。

（３）安全な生活と怪我や病気の予防を理解する。

１）幼児の安全教育・健康管理に関する基本的な考え方を理解している。

２）幼児期の怪我の特徴や病気の予防について説明できる。

３）危険に関しリスクとハザードの違いと安全管理を理解している。

（４）幼児期の運動発達の特徴と意義を理解する。

１）乳幼児の運動発達の特徴を説明できる。

２）幼児期において多様な動きを獲得することの意義を理解している。

３）日常の生活における幼児の動きの経験やその配慮など身体活動の在り方を説明できる。

【授業の概要】

健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養う領域「健康」の指導の基礎となる知識・技能を

身に付ける。具体的には幼児の心身の発達、基本的生活習慣、安全な生活、運動発達等において、幼児期には大

領域「健康」について、領域「健康」の内容の取扱い

子どもの発達

（特別な配慮を要する子どもへの援助を含む）

人と違った特徴や意義があることを踏まえ、その相違が指導法にも関連していることについて理解する。

【授業計画】

第１回
「健康」について

健康の定義・保育者にとっての健康・子どもにとっての健康

子どもの発達

第５回
発達と基本的生活習慣の確立

①健康的な生活リズムについて　②現代の子どもたちの生活リズム　

第６回
子どもの生活

遊び・戸外環境を生かす・行事や活動　

第７回
安全管理と安全教育

①安全指導の実際　・危険に関してリスクとハザード

第８回
安全管理と安全教育

②安全管理の実際　・幼児期の怪我の特徴やその処置

身体機能の発達　①子どもの体の発達第３回

第４回 ②動作の獲得や運動能力の発達

（特別な配慮を要する子どもへの援助を含む）

【学生に対する評価】

授業への取り組み（40％）、発表・貢献度（30％）筆記試験（30％）等による総合評価
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幼稚園教育要領や保育所保育指針、教育・保育要領のガイドラインを正しく理解しましょう。また、子どもの

健康についての理解を深め、自分自身の健康も振り返る眼差しがもてるようになることを願っています。授業

では課題や復習のプリントを配布しますので毎時予習と復習を行うこと。健康とは何かをテーマに一緒に学び

【備　考】

｢幼稚園教育要領｣(平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

｢保育所保育指針｣(平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

｢幼保連携型認定こども園教育・保育要領｣(平成29年3月告示　内閣府・文部科学省・厚生労働省（フレーベル館）

・保育内容・領域健康　編著者：清水将之・相樂真樹子　（わかば社）

・演習保育内容　健康　大人から子どもへつなぐ健康の視点　著者：井狩芳子（萌文書林）

ましょう。

【学生へのメッセージ】

【テキスト及び参考書】
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爪田　寿子 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

1年
後期

第１回

第２回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

授　業
科目名

幼児と人間関係
担  当
教員名

【授業の到達目標及びテーマ】

目標及び内容

（１） 子どもを取り巻く環境における様々な人間関係について理解する。

　　　 １） 子どもを取り巻く人間関係の社会的背景を理解している。

　　　 ２） 人と関わる力の育ちがその後に続く生きる力となることを理解している。

指導方法と授業設計

（２） 子どもが人と関わる力を身につけていく過程や発達の姿を、関係発達論の視点から理解する。

　　　 １） 乳児期に育つ人と関わる力の発達について、養育する大人の中での育ちであると理解している。

　　　 ２） 幼児期に育つ人と関わる力の発達について、保育者との関係、友達との関係、集団の中での育ちで

【授業の概要】

領域「人間関係」について幼児教育で保障すべき教育内容を総合的に学ぶ。子どもは生活全体を通じて人と関

わることを喜び、人を信頼し様々な葛藤を乗り越えながら人間関係を広げてゆく。子どもの人間関係の育ちに

　　　　　　あると理解している。

　　　 ３） 社会性の習得とともに子どもの自立心が育つことを理解している。

　　　 ４） 社会性の習得とともに子どもの協同性が育つことを理解している。

　　　 ５） 社会性の習得とともに道徳や規範意識が芽生えることを理解している。

　　　 ６） 家族や地域、保育施設との関わりと育ちについて子どもの発達に合わせて理解している。

３歳未満児における人間関係の発達　　　　　　　　～子どもと大人の愛着関係～

第３回

影響を与えている現代の社会的背景を理解し、人と関わる力の基礎について知識を習得する。領域「人間関係」

の指導の基礎理論として、関係発達論の視点について５領域すべてに関連付け学び、他者との関係や集団との

関係の中で人と関わる力が育つことを理解する。

【授業計画】

現代社会と子どもの人間関係　　　　　　　　　　　～保育内容としての人間関係～

３歳以上児の遊びや生活の中で見られる人と関わる力の育ち
                                                ～子どもにとっての保育施設～

子どもの人間関係のひろがり　　　　　　　　　　　～子どもと遊び～

就学までに育みたい資質・能力と人間関係　　　　　～コミュニケーションの基本的要素～

子どもの自立心の育ち　　　　　　　　　　　　　　～子どもの集団生活～

子どもの協同性の育ち　　　　　　　　　　　　　　～仲間との関わり～

３歳以上児の道徳性、規範意識の芽生えと育ち　　　～子どもの社会化～

【学生に対する評価】

定期試験（60％）レポートの提出（20％）授業への取り組み（20％）等による総合評価

【テキスト及び参考書】

新保育内容シリーズ　子どもと人間関係　人との関わりの育ち（萌文書林）平成20年9月

｢幼稚園教育要領｣(平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

｢保育所保育指針｣(平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

｢幼保連携型認定こども園教育・保育要領｣(平成29年3月告示　内閣府・文部科学省・厚生労働省（フレーベル館）

生活事例からはじめる　－保育内容－　人間関係　　（青鞜社）

最新保育講座　保育内容「人間関係」　（ミネルヴァ書房）

保育内容　人間関係　あなたならどうしますか？　（萌文書林）
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【学生へのメッセージ】

事前にテキストをよく読み、予習をしてください。可能な限り、日頃から乳幼児と関わる体験に積極的である

ことを期待します。

【備　考】
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榎本 郁美 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

１年
後期

【学生に対する評価】

定期試験(60％)　発表・レポート提出(40％)等による総合評価

第７回
乳幼児の標識・文字等との関わり

―乳幼児を取り巻く標識・文字環境と、それらに関わる具体的な活動(生活の中の標識・文字探し等)

第８回
乳幼児の情報・施設との関わり

―乳幼児の生活に関係の深い情報・施設と、それらに関わる具体的な活動

第６回
乳幼児の自然との関わり②

―乳幼児の生物・自然との関わりと、具体的な活動(自然体験活動等)

―乳幼児の物理的、数量・図形との関わりと、具体的な活動(おもちゃつくり等)
第４回

第３回
乳幼児期・児童期の認知的発達

―乳幼児期・児童期の認知的発達の特徴

乳幼児の物理的、数量・図形との関わり

第５回
乳幼児の自然との関わり①

―乳幼児の生物・自然との関わりと、具体的な活動(自然物の遊び等、簡単な飼育・栽培など)

【授業計画】

第１回
現代社会の幼児を取り巻く環境とその課題

―環境の諸側面(物的・人的・安全等)、知識基盤社会、ESD等

第２回
乳幼児期の発達における環境との関わり

―乳幼児の環境との関わりを捉える心理学的観点

　　3）幼児の発達における児童文化財の意義について理解する。 

【授業の概要】

領域「環境」の指導で必要となる感性を養い、教育内容に関する知識・技術を身に付ける。特に領域「環境」の

指導の基盤となる、現代の幼児を取り巻く環境とその現代的課題、幼児と身近な環境との関わりの発達等につい

て学ぶ。

　　3）乳幼児の生物・自然等と関わる事象に対する興味・関心や関わり方などを通して子どもの発達を説明でき

　　　 る。

(3) 幼児期の標識・文字等、情報・施設との関わりの発達を理解する。

　　1）乳幼児を取り巻く標識・文字等の関わりと、それらへの興味・関心、それらとの関わり方を説明できる。

　　2）乳幼児の生活に関係の深い情報・施設と、それらへの興味・関心、それらとの関わり方について説明でき

　　　 る。

　　3）知識基盤社会及び持続可能な開発のための教育(ESD)などの現代的課題と幼児期における身近な環境と関

　　　 わることの意義について説明できる。

(2) 幼児期の思考・科学的概念の発達を理解する

　　1）乳幼児期の認知的発達の特徴と筋道を説明できる。

　　2）乳幼児の数量・図形等と関わる事象に対する興味・関心や関わり方などを通して子どもの発達を説明でき

　　　 る。

授　業
科目名

幼児と環境
担  当
教員名

【授業の到達目標及びテーマ】

(1) 幼児を取り巻く環境と、幼児の発達にとっての意義を理解する。

    1）幼児を取り巻く環境の諸側面(物的環境、人的環境、社会的環境、安全等)と、幼児の発達におけるそれら

       の重要性について説明できる。

　　2）幼児の環境との関わり方について専門的概念(能動性、好奇心、探究心、有能感等)を用いて説明できる。
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ちょっと難しそうですが、大丈夫！！みんなで考えてみましょう。

【備　考】

｢幼稚園教育要領｣(平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

｢保育所保育指針｣(平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

｢幼保連携型認定こども園教育・保育要領｣(平成29年3月告示　内閣府・文部科学省・厚生労働省)(フレーベル館)

体験する・調べる・考える　領域「環境」　　田宮縁：著　萌文書林

演習保育内容「環境」　　　柴崎正行：編著　建帛社

【学生へのメッセージ】

【テキスト及び参考書】

人間は環境の中に生まれて環境の中で育っています。環境には空気や光などの自然物と机や床など人工物

からなる「物理的環境」。それと生まれてきた子どもに接する人々という「人的環境」があります。
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丸田　敦子 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

１年
後期

第１回

第２回

第３回

第４回

第７回

第８回

第５回

　　　　　　　　　　　　　　　　　（絵本・紙芝居・詩の語り等の保育への取り入れ方）

言葉を育て、想像する楽しさを広げる「児童文化財」意義と実際

（復習）と次回の授業に向けて（予習））（30％）等による総合評価

担  当
教員名

(3) 言葉を育て、想像する楽しさを広げる児童文化財

1） 幼児にとっての児童文化財の意義について理解する。

2） 児童文化財（絵本・詩の語り・わらべうた等）について、基本的な知識を身に付ける。

1） 人間にとっての言葉の意義や機能を理解し、説明できる。

【授業の概要】

幼児が豊かな言葉や表現を身に付け、想像する楽しさを広げるために、領域「言葉」の指導の基盤となる基礎的

(2) 言葉に対する感覚を豊かにする実践

3） 言葉遊びなどの言葉の感覚を豊かにする実践を、幼児の発達の姿と合わせて説明できる。

人間にとっての言葉の意義と機能　　（人間にとっての「言葉」とは）

知識を身に付ける。「言葉」の機能を理解した上で、幼児にとっての「児童文化財」の意義を理解し、わらべう

たや絵本・紙芝居・言葉遊び等の実践に取り組む。幼児の言葉を育て、言葉に対する感覚を豊かにする教材や実

言葉に対する感覚を豊かにする実践の実際

践に関する知識を身に付ける。

(1) 言葉のもつ意義と機能

【授業計画】

2） 乳幼児の言葉の発達過程について、言葉の機能への気づきも含めて説明できる。

3） 幼児の発達における児童文化財の意義について理解する。

幼児と言葉

1） 言葉に対する感覚を豊かにする実践について理解する。

2） 言葉の楽しさや美しさに気付き、具体的な例を挙げて説明できる。

授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

0.1歳児の言葉の発達　　　　　　

児童文化財の製作と実践準備　　　（わらべうた遊びと詩の語りの実際）

言葉を育て、想像する楽しさを広げる児童文化財を用いた実践　（グループ発表、模擬保育）

2歳児の言葉の発達　

「言葉に対する感覚」とは　　　　　（子どもと楽しむ言葉遊びを考えよう）　

第６回

※　絵本の読み聞かせ、わらべうたの演習を毎回（20分程度）行う。

授業への取組み（グループワーク・教材製作・模擬保育など）(70％)、授業レポート（授業での学びの振り返り

【学生に対する評価】

　　　　　　　　　　 （視覚教材DVDを視て保育への取り入れ方を考える）
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｢わらべうたと子ども」(古今社)、「幼稚園、保育園のわらべうたあそび秋、冬」(明治図書)

｢いっしょにあそぼうわらべうた」各0.1.2歳児・3.4歳児・5歳児クラス編（明治図書）、

｢幼稚園教育要領｣(平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

｢保育所保育指針｣(平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

コンパス 保育内容「言葉」第２版（建帛社）

【テキスト及び参考書】

｢幼保連携型認定こども園教育・保育要領｣(平成29年3月告示　内閣府・文部科学省・厚生労働省)(フレーベル館）

授業の準備としての予習もしくは、課題プリント、及び復習やまとめに関するノート整備などの授業内容の理解
に努めること。

【備　考】

【学生へのメッセージ】

－２7－



原賀　いずみ 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

１年
後期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

担  当
教員名

生も、自ら手を動かし、感じることから始めたい。楽しさを感じられるようになれば、研究心も高まり、幼児の

（１）　幼児の表現の姿や、その発達を理解する。

【授業計画】

    ２）　表現を生成する過程について理解している。

表現への理解や学びも深まっていく。また、他者の表現に興味・関心をもち、互いの表現について受け止め合い、

の表現活動を支援するための知識・技能、表現力を身に付けることを目標としている。幼児の表現を理解するた

めには、保育者自身が十分に感性を働かせて表現活動を楽しむことが重要であり、造形表現に苦手意識のある学

授　業
科目名

毎回のワークシート提出（30％）、レポート提出（40％）、グループワークを含めた授業への積極的な取り組み

【学生に対する評価】

    ３）　布絵本などの専門家からお話を聞き、あそびの中から生まれる造形感覚について理解できる。

（20％）、授業のための資料や材料収集、アイデアスケッチ等の準備を含めた予習復習課題(10％)等による総合

評価

幼児と表現（造形）

（２）「表現」領域と5領域のつながりに気づき、遊びと設定型の二つの場面で、より効果的に「表現」活動を

       支援できる保育の場を生み出すことができる。

    １）「表現」領域のひろがりとつながりに気づくことができる。

    ２）　表現することの楽しさを実感するとともに、楽しさを生み出す要因について分析することができる。

    １）　幼児の遊びや生活における領域「表現」の位置付けについて説明できる。

【授業の到達目標及びテーマ】

年間指導計画と造形表現の記録用紙を読み解く

布絵本と保育

オリエンテーション　表現とは－領域「環境」」と「言葉」のつながりについての考察

    ３）　指導案の構成を理解し、具体的な保育を想定した指導案を作成することができる

    ４)　様々な表現の基礎的な知識技能を生かし、幼児の表現活動に展開させることができる

伝え合うことを通して、幼児の表現が生まれる過程に連動させ考察していく。

【授業の概要】

本授業では、幼児の感性や創造性を豊かにする様々な表現遊びや環境の構成などについて実践的に学び、幼児期

発達おもちゃと保育

５領域と造形表現

布絵シアターと保育

授業のまとめと発表

発達おもちゃをつくるポイント
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・課題により上記以外の必要な道具や材料があれば、事前に伝えますので忘れないよう準備してください。

・授業を心から楽しむために、絵の具等で汚れても良い服装(作業着エプロン着用可)で受講してください。

・授業をより有意義なものにするために、あらかじめアイデアスケッチ等を予習・復習のための課題にする

【備　考】

【学生へのメッセージ】

　ことがあります。

【テキスト及び参考書】

授業中に適宜資料を配布する。

「保育をひらく造形表現」(槇　英子　著）萌文書林　
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金子 珠世 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

1年
前期

｢保育所保育指針｣(厚生労働省：平成29年3月告示、フレーベル館）

｢幼稚園教育要領｣(文部科学省：平成29年3月告示、フレーベル館）

｢幼保連携型認定こども園教育・保育要領｣(内閣府・文部科学省・厚生労働省：平成29年3月告示、フレーベル館)

「幼稚園教諭・保育士養成課程　子どものための音楽表現技術」（萌文書林）

 参考資料

【テキスト及び参考書】

「保育者をめざす 楽しい音楽表現」（圭文社）

幼児と表現（音楽）

  ３）表出を含めた幼児の音楽表現を受け止め、共感することができる。

（２）音楽表現および関連する表現の基礎的な知識・技能を学ぶことを通し、幼児の表現を支えるための感性を

　４）グループ活動を通して他者の音楽表現を受容し、より豊かな表現活動につなげることができる。

　５）音楽活動に必要な基礎的な知識・技能を生かし、幼児と表現活動を行う際に活用することができる。

担  当
教員名

　３）音楽表現の楽しさを実感し、その楽しさが生まれる過程や要因を分析することができる。

領域「表現」のねらい及び内容について

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

　幼児と表現（音楽）では、領域「表現」の指導に関して実践的に学び、幼児の音楽表現を援助するための知識・

  ２）幼児の音楽表現活動が生み出される過程について理解している。

  １）幼児の遊びや生活における領域「表現」の位置付けについて説明できる。

　　　豊かにする。

　１）音楽表現を含めた表現活動を五感で感受することを通して、イメージを豊かにすることができる。

　２）身の周りの音・音楽を身体の諸感覚で捉え、素材の特性を生かした表現活動を生み出すことができる。

（１）幼児の表現の姿や、その発達を理解する。

技能、表現力を習得する。幼児の様々な表現活動を発達の側面から理解し、表現を促す要因について考察する。

受容する姿勢も必要である。そのため、この授業ではグループワークを通して、学生同士の学び合いも深める。

また、身体の諸感覚を通して環境の音を感受する経験を通して、感性的な出会いの豊かな環境と表現との関係に

ついて学ぶ。保育者としての感性や表現力を高めるためには、知識・技能の習得に加えて、他者の表現に共感・

音楽遊びの体験と教材の活用
第４回

第１回

　乳幼児の表現の芽生えやその生成過程と環境との関り、重要性について理解する。
第２回

第３回

授　業
科目名

定期試験（60％）レポートの提出（20％）授業への取り組み（20％）による総合評価

【学生に対する評価】

【授業計画】

　幼児の遊びや生活における領域「表現」の音楽表現の位置付けについて理解する。

第６回
音のイメージと遊びの創作

　楽器や声、身の回りの環境音からイメージを豊かにし、協働して簡単なリズムを創作する。

音楽遊びの体験と楽譜の仕組み

　子どもの音楽表現と活用のための基礎知識を学ぶ。

幼児の表現と発達の理解

第５回
音楽の要素と表現との関連

　音楽の要素を学び、子どもの表現活動を楽しむための活用方法を考える。

　子どもの歌や身体表現を通して、保育者の声の面白さや役割について理解する。

第８回
表現活動の共有

　ICTを活用し表現を共有し、保育者に求められる表現力について考察する。

第７回
表現遊びの創作

　ボディ・パーカッションの創作を行い、リズムと言葉、身体の動きを表現の視点から考える。
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　保育者を目指す皆さんは、子どもの前で様々な表現活動を示していく表現者です。素直に自分が感じたことを

人前で恥ずかしがらずに表現していく力を付けていきましょう。皆さんの個性豊かな感性が音楽を通して様々な

授業に出席し受講することはもちろんのこと、他領域、教科における表現についての考察、実践を積極的に行い

特になし

【備　考】

【学生へのメッセージ】

、知識・技能を深めてください。

色や形になっていきます。まずは、自分自身が楽しむことを忘れないでください。また、授業形態が演習のため
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金子 珠世 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

１年
後期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

 参考資料

定期試験（60％）レポート提出（20％）受講態度（復習と次回授業への予習を含む）（20％）による総合評価

【学生に対する評価】

幼児教育・保育における指導計画の位置づけと内容について理解する。

音楽遊びの模擬保育を行い、幼児の発達と音楽の要素とを関連付けた実践方法について学ぶ。

【テキスト及び参考書】

「保育者をめざす 楽しい音楽表現」（圭文社）　

ねらい及び内容について理解する。幼児教育・保育の基本はものの見方・考え方、つまり「気づき」から始まる

と捉え、将来保育者となる学生が身の回りの音・音楽や自然の美しさなどに対して、感受性が豊かになるように

模擬保育の振り返りを行い、表現活動および指導方法の改善について考える。

視覚教材を活用して、子どもの表現活動の実際と具体的な保育方法について学ぶ。

（１）幼稚園教育要領に示された幼稚園教育の基本を踏まえ、領域「表現」のねらい及び内容を理解する。

【授業計画】

  １）幼稚園教育要領における幼稚園教育の基本、領域「表現」のねらい及び内容、全体構造を理解している。

劇遊びの創作を通して、感じたことやイメージを音楽的に表現する技能を習得する。

音楽表現に必要な伴奏法を学び、実践に即した指導法についてグループで考察を行う。

【授業の概要】

　音楽表現指導法Ⅰでは、幼児の様々な音楽表現活動を学び、幼児期に育みたい資質・能力と領域「表現」の

　２）領域「表現」のねらい及び内容を踏まえ、幼児の表現活動と指導上の留意点を理解している。

グループワークで他者の多様な表現に触れ、表現の楽しさや本質について考察する力を身に付ける。幼児の素朴

領域「表現」のねらい及び内容について、幼児の音楽表現の視点から学ぶ。

音楽表現指導法Ⅰ

  ３）幼児の表現に対する気付きや理解に基づいた評価について理解している

  ４）領域「表現」における幼児の音楽表現活動と小学校の教科等のつながりを理解している。

（２）幼児の発達や学びの過程を理解し、領域「表現」に関わる具体的な指導場面を想定した保育を構想する

  ５）環境音を感受する実践を通して、表現活動への展開および保育環境について考察する力を身に付けている。

担  当
教員名

授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

　　  方法を身に付ける。

  １）幼児の音楽に対する心情を理解し、豊かな感性を育むための援助や環境構成について理解している。

  ２）情報機器及び教材の活用法を理解し、音楽活動の記録をその後の保育構想に活用することができる。

サウンドマップ作りの活動から、領域「表現」と他領域との関連について考察する。

リトミック活動の理論と実践を通して、音楽と身体の関連性について理解する。

劇遊びの創作を通して、表現と他領域との関連性や保育者の役割、保育構想について振り返りを行う。

  ３）音楽表現の具体的な活動を学び、指導案作成の基本構造を理解し作成することができる。

  ４）実習及び授業で行った模擬保育について振り返り、改善する姿勢を身に付けている。

音環境について自らの諸感覚を通した体験をし、表現における感性の育成について考察する。

授業を展開する。また、オペレッタを通して、表現する楽しさや総合的な表現について学び、幼児の表現を援助

身の回りの素材を活用した手作り楽器を製作し、幼児の発達と教材選択について理解する。

する具体的な方法を身に付ける。その際、指導・援助の留意点や他領域との関連についても考察する。さらに、

領域「表現」における幼児の表現とその発達を理解し、指導上の留意点を学ぶ

で自由な表現を、豊かな表現活動へと導くことができる保育者育成を目指す。

｢幼保連携型認定こども園教育・保育要領｣(内閣府・文部科学省・厚生労働省：平成29年3月告示、フレーベル館）

｢保育所保育指針｣(厚生労働省：平成29年3月告示、フレーベル館）

｢幼稚園教育要領｣(文部科学省：平成29年3月告示、フレーベル館）

「幼稚園教諭・保育士養成課程　子どものための音楽表現技術」（萌文書林）　

劇遊びを創作する過程で、共感する力や協同するスキルの重要性を理解する。

環境の音を感受しサウンドマップを作成し、音を聴く教育について理解する。
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特になし。

色や形になっていきます。まずは、自分自身が楽しむことを忘れないでください。また、授業形態が演習のため

【備　考】

【学生へのメッセージ】

授業に出席し受講することはもちろんのこと、社会における保育の動向に問題意識をもち、授業の理解を深めて

下さい。

　保育者を目指す皆さんは、子どもの前で様々な表現活動を示していく表現者です。素直に自分が感じたことを

人前で恥ずかしがらずに表現していく力を付けていきましょう。皆さんの個性豊かな感性が音楽を通して様々な
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進　まどか 単位数 ２
授業
区分

講義
開講
時期

１年
前期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

【備　考】

生活保護のしくみ

高齢者の福祉

心を高めてもらえると嬉しいです。１年前期の講義のため、プリントの整理の仕方や小六法の引き方など、学習

な事柄です。最初は専門用語などが難しく感じるかもしれませんが、少しずつ自分の生活との関わりを感じて関

方法についても具体的に伝えていきます。

し、関係機関と連携しながら問題解決に当たる専門性が求められる。そのために必要な社会福祉の基本的となる

社会福祉の知識は保育士として必要なだけでなく、現代社会に生きている私たち自身にとっても、とても身近

【テキスト及び参考書】

「保育ライブラリ　社会福祉」（北大路書房）

「社会福祉小六法」（ミネルヴァ書房）

【学生へのメッセージ】

受講態度(10%)、提出物(10%)、定期試験(80%)等による総合評価

【学生に対する評価】

②社会福祉の法体系、実施機関、制度、行財政について理解する。

知識の習得を目指す。

④福祉専門職の役割や援助技術について知る。

子どもと家庭の福祉

社会福祉の制度と実施体系②

障がい者の福祉

社会福祉のあゆみ

【授業の概要】

保育士は、子どもに加え親、家族、地域など様々な対象が抱える問題について、共に考え、必要な情報を提供

社会福祉の制度と実施体系①

担  当
教員名

【授業計画】

③社会福祉の各領域の動向を知る。

⑤利用者保護の取り組みについて知る。

社会福祉

①現代社会における社会福祉の意義、理念について理解する。

【授業の到達目標及びテーマ】

授　業
科目名

オリエンテーション　社会福祉とは

地域福祉とボランティア活動

まとめ

今後の社会福祉の動向と課題

利用者保護の取り組み

社会福祉専門職

社会福祉援助の方法②

社会福祉援助の方法①
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進　まどか 単位数 ２
授業
区分

講義
開講
時期

１年
後期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

　　　　　その他の科目については、特記的なことがあれば書いてください。

　保育サービス

　母子保健サービス

※注１： 授業の取り組みや家庭学習をする場合の予習・復習のポイント等について書いてください。

※注２： 【教職実践演習】については、教員の連携・協力体制を書いてください。

　「社会福祉」と連動させて、自分の身近な問題として感じながら、授業に取り組んでください。

【テキスト及び参考書】

授 業
科 目 名

　オリエンテーション　子ども家庭福祉とは

　子どもと家庭を取り巻く現状

　子どもの権利について

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

　社会環境の変化は子ども、家族、地域のあり方に大きな影響を与え、子どもの健やかな育ちに対して支援を行うことが

不可欠である。保育士は、さまざまな状況に置かれる子どもや家族を理解し、護り、必要な機関と連携しながら、子どもの

　子どもに関わる専門職として、基本となる「子どもの権利」の理念をしっかり学び、身につけられるようにしていきたいです。

【備　考】

　「保育と子ども家庭福祉」（みらい）

　「社会福祉小六法」（ミネルヴァ書房）

【学生へのメッセージ】

　受講態度（10％）、提出物（10％）、定期試験（80％）等による総合評価

　まとめ

　今後の子ども家庭福祉の展望

【学生に対する評価】

　子ども家庭福祉の専門職と連携

　障がいのある子どもの福祉

　ひとり親家庭への福祉

　児童虐待とDV

　③子ども家庭福祉の制度や実施体系等について理解する。　④子ども家庭福祉の現状と課題について理解する。

　子ども家庭福祉の行財政と実施機関

　子育て支援サービスと子どもの健全育成

　子ども家庭福祉の制度と法体系

　子ども家庭福祉の歴史

自立を支援する役割を持っている。子どもの権利を十分に認識し、基本となる制度に関する知識を学び、具体的な支援の

担   当
教員名

【授業計画】

　⑤子ども家庭福祉の動向と展望について理解する。

考察を深めていきたい。

子ども家庭福祉

　①現代社会における子ども家庭福祉の意義、歴史的変遷について理解する。　②子どもの人権擁護について理解する。
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秦　和彦 単位数 ２
授業
区分

講義
開講
時期

１年
前期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

【参考書】

【備考】

特になし

授業の中で適宜紹介します。

　この授業では、実習や採用試験のそのような実例をできるだけ多く紹介していく予定です。

保育形態と保育方法

教育・保育課程と指導計画

保育内容の分類と編成(領域）

上司や同僚、そして保護者と適切な人間関係が結べるかどうかが重視されています。そのため、実習では積極的

います。

④保育所や幼稚園が求めている人材は、子ども好きで元気で明るいというだけではありません。それに加えて、

②必要に応じて書き込み式のプリントを配布しますが、上記のテキストとノートは毎回持参して下さい。

③授業中に質問や疑問があれば遠慮なく挙手して下さい。また、毎回の授業は必ず復習をして下さい。

④「[幼保連携型認定こども園　教育・保育要領」(平成29年3月告示　内閣府・文部科学省・厚生労働省)(フレーベル館)

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

この授業は、保育所と幼稚園の特徴、それぞれの目的、目標、保育の基本、保育内容の考え方と組み立て方、

保育の計画と方法の原則、それぞれの社会的役割などについて専門的な知識・理解を修得することに主眼を

保護者等にも分かりやすく「説明できる」ことです。

【学生に対する評価】

幼稚園の目的と教育目標

幼稚園と保育所（学校と児童福祉施設）

保育の環境（人的環境としての保育者）

幼稚園教育の基本と指導の原則

保育内容の分類と編成（ねらいと内容）

保育の現状と課題

①授業中は単に板書を書き写すだけではなく、積極的にノートやメモをたくさんとって下さい。

筆記問題を中心に出題します。

【テキスト】

①田中敏明　編著「コンパス　保育原理－未来を生きる子どもの教育－」（建帛社）

②「幼稚園教育要領」（平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）　　 

【学生へのメッセージ】

③「保育所保育指針」（平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

な姿勢や態度はもちろん、礼儀作法や言葉遣いが重視され、採用試験では作文、面接、集団討論が重視されて

担  当
教員名

【授業計画】

と制度に基づき原理的かつ体系的に理解することをねらいとするものです。

できません。したがって、受講生の到達目標は、上記の専門的知識・理解を「覚える」だけでなく、それを

保育原理Ⅰ

「保育原理」という授業科目は、乳幼児期の人間形成を社会的・組織的・計画的に行う場としての保育所と

保育者（保育士や幼稚園教諭）には上記の専門的知識・理解が必要不可欠ですが、保育所や幼稚園での

受講態度・授業への取り組み(２０％)、定期試験（80％）を総合して学習到達度を評価します。

なお、保育者には保護者等に対する適切な説明能力、日本語表現能力が必要不可欠なので、定期試験は論述式の

授　業
科目名

幼稚園を主な対象とし、それぞれの目的と保育の目標、保育の基本、保育の内容・計画・方法等について、法令

オリエンテーション（授業内容と計画、教科書の使い方、諸注意、試験方法と評価基準等）

認定こども園と家庭的保育事業

保育という仕事は一人で行うものではなく、上司や先輩・同僚、そして保護者との連携・協力なしに行うことは

置き、以下のように概説していきます。

保育の意義と基本的性格(養護と教育）

幼稚園・保育所における子育て支援

保育所保育の基本と指導の原則

保育所の目的と保育目標
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安東　邦昭 単位数 ２
授業
区分

講義
開講
時期

１年
後期

　④ 社会的養護の対象や形態、関係する専門職などについて理解する。

  ⑥ 施設見学などを通して社会的養護の実際を理解する。 

第１回

第２回

第３回

第４回 社会的養護の歴史－世界

第５回

第６回 社会的養護の基本原則

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

いやり｣｢観察力の育成｣に関する基本的手法も適時取り入れる。

授　業
科目名

社会的養護Ⅰ
担  当
教員名

【授業の到達目標及びテーマ】

　① 現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷について理解する。

【学生へのメッセージ】

現在の子どもたちは多くの困難に出会っています。それは同時に私たちが出会っている困難でもあります。

　② 子ども権利擁護を踏まえた社会的養護の基本について理解する。

　③ 社会的養護の制度や実施体系などについて理解する。

【授業の概要】

　少子高齢社会を迎えた日本では次代を担う｢子ども｣の心身とも健やかな育成が大変重要な課題となっており、

深め具体策を検討する。なお、授業では基本的目標の｢コミュニケーション能力の育成｣｢他者への配慮・おも

【授業計画】

従来の考えでは捉えきれない新しい課題も出てきている。授業では大きく変化する社会的養護についてその理

念や歴史を学びながら、子ども権利条約などの考えを基本に置き、その援助の考え方や方法等について理解を

　⑤ 社会的養護の現況と課題について理解する。

社会的養護の仕組みと実施体系

社会的養護の制度と法的体系

この授業からこれらの困難を乗り越えることができる知恵を身につけていただければと願っています。また、

２年生の保育実習Ⅰ・Ⅲ（施設）を視野に入れた授業展開をします。

【備　考】

子どもの権利条約・人権擁護と社会的養護

社会的養護の理念と概念

オリエンテーション―社会的養護とは

社会的養護の歴史－日本

【学生に対する評価】

授業への貢献度や参加意欲(5%)、レポート・提出物(15%)、定期試験結果(80%)等による総合的評価

社会的養護と地域福祉

「幼稚園教育要領」(平成29年3月告示　文部科学省)（フレーベル館）

「社会的養護Ⅰ」（萌文書林）

「最新保育資料集」（ミネルヴァ書房）

 適宜プリント・資料類配布

社会的養護に関わる専門職とその倫理と責務

家庭養護と社会的養護

社会的養護の対象者理解

まとめ―これからの社会的養護

養護施設の運営と管理

社会的養護の社会的現況

【テキスト及び参考書】

「保育所保育指針」(平成29年3月告示　厚生労働省)(フレーベル館）
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河合　倫子 単位数 ２
授業
区分

実習
開講
時期

１年
後期

第１週

第２週

・保育実習という大切な機会を活かし、多くの子どもと関心をもって、接するように心がけましょう。

・実習では、子どもの興味や関心、発達の状態を知り、子どもへの理解を深めましょう。

～

【学生へのメッセージ】

（ 実習期間 ）（ 実習園 ）別途記載する。

⑩保育の計画・観察・記録（１）全体的な計画と指導計画及び評価の理解 （２）記録に基づく省察・自己評価

　実習園においても、学校においても、「報告、連絡、相談」を常に心がけましょう。（担当者への連絡や着信

　への応答はメールで済ませない。）

　ついて理解する。

担  当
教員名

【授業計画】

【授業の到達目標及びテーマ】

「観察力の育成」を目指して行う。併せて、子どもの最善の利益の考慮、プライバシーの保護と守秘義務に

保育実習Ⅰ（保育所）

１．保育所の役割や機能を具体的に理解する。

２．観察や子どものかかわりを通して子どもへの理解を深める。

授　業
科目名

【授業の概要】

・実習は、保育実習での意義や目的を理解するとともに、「コミュニケーション能力の育成」「他者への思いやり」

※戸惑いや緊張感を少しでも緩和するべく、事前に乳幼児の発達に対する学習は必要です。

【学生に対する評価】

【テキスト及び参考書】

【備　考】

「保育所保育指針」（平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

「保育所保育指針解説書」(平成30年3月告示　厚生労働省)(フレーベル館）

　幼稚園教育指導資料

・保育士という専門職の理解や保護者支援についての学ぶことが出来るよう意欲的に実習に臨みましょう。

・この実習を通して学んだ課題を明確化し、次回の実習へ前向きに取り組めるようにする。

⑥子どもの発達過程に応じた保育内容　　子どもの生活や遊びと保育環境

⑤保育の計画に基づく保育内容　　生活や遊びの一部分を担当し、保育技術を習得する。

⑪他者評価と自己課題　自己との向き合い方（次の実習に向かうための）

　乳幼児の発達を理解する。）

⑧子どもの健康と安全について理解する。　子どもの最善の利益を具体化する方法について学ぶ。

⑦記録や保護者とのコミュニケーションを通して、保護者支援や家庭地域社会を理解する。

⑨専門職としての保育士の役割と職業倫理・保育士の業務内容を具体的に学ぶ。職員間の役割分担や連携・協働

「保育方法・指導法」（ミネルヴァ書房）

実習園の評価をもとに事前指導・事後指導の取り組み状況などの総合評価　

「幼稚園教育要領」(平成29年3月告示　文部科学省)(フレーベル館）

「幼稚園教育要領解説書」(平成30年3月告示　文部科学省)(フレーベル館）

・保育実習期間中の、質問や疑問、様々な不安などは、一人で抱え込むことのないよう担当に相談してください。

３．保育現場において、既習の教科の内容を踏まえ、子どもの保育及び保護者の支援について総合的に学ぶ。

５．保育士の業務内容や職業倫理について具体的に理解する。

④子どもの理解　子どもの発達過程の理解　子どもの援助や関わり

③子ども理解　子どもの観察とその記録による理解（観察の視点を学び、観察やかかわりを通して

４．保育の計画、観察、記録および自己評価等について具体的に理解する。

①保育所の役割と機能 （１）保育所における子どもの生活と保育士の援助や関わり実習施設　　　　

②保育所保育指針に基づく保育の展開　保育所の一日の流れを理解し、参加する。

　について理解する。

「保育実習（保育所）の手引き」（北九州保育福祉専門学校編）
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河合　倫子 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

１年
後期

【授業の概要】

第１回 オリエンテーション　保育実習の意義　プライバシーの保護と守秘義務

第２回 （１）実習の目的　（２）実習の概要　保育所の生活とあそび

第３回 観察実習事前指導　観察の視点　・子どもの人権と最善の利益の考慮

第４回 観察実習事後指導　　実習における観察、記録及び評価

第５回 保育実習Ⅰ（保育所）の課題・実習日誌記入の仕方（２歳児演習）

第６回 手遊び、読み聞かせ演習

第７回 実習日誌の書き方（５歳児演習）

第８回 教材作り（パネルシアター）

第９回 グループワーク（パネルシアター演習）

第10回 保育実習（保育所）の課題・指導案の作成　実習における計画と実践

第11回 グループワーク（素話発表）

第12回

第13回 保育実習Ⅰ（保育所）事前指導　（外部講師による実習直前授業）

第14回 保育実習Ⅰ（保育所）事後指導　実習の総括と自己評価　課題のの明確化

第15回 実習報告会

目の前の一つひとつ丁寧にやり遂げてください。結果は、後からついてきます。

【備　考】

【授業計画】

受講態度、教材用作品（パネルシアター）演習、実習に対する取り組みや意欲・日誌・指導案・

グループワーク（模擬保育）

・保育所での保育実習の意義や目的を理解すると共に、保育所における子どもの人権や、最善の利益の考慮、

【テキスト及び参考書】

目の前の課題に取り組むことで、振り返ると必ず、自信につながっていきます。一つ一つ小さな積み重ねが、

「幼稚園教育要領」(平成29年3月告示　文部科学省)(フレーベル館）

保育実習指導Ⅰ
（保育所）

１．保育実習の意義・目的を理解する。

２．保育の内容を理解し、自らの実習の課題を明確にする。

授　業
科目名

「保育所保育指針」(平成29年3月告示　厚生労働省)(フレーベル館）

【学生へのメッセージ】

「新聞紙で遊ぼう」（かもがわ出版）

３．実習施設における子どもの人権と最善の利益を考えプライバシーの保護と守秘義務等について理解する。

４．実習の計画・実践・観察・記録・評価の方法や内容について具体的に理解する。

５．実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、今後の学習に向けた課題や目標を明確にする。

事前準備、事前学習、授業振り返り、グループワークは、毎回行うので、プリント類のファイルの仕方を工夫すること。

※乳幼児の発達の理解の重要性を理解し学び取る努力をすること。内容総論の授業内容子どもの発達を常に意識

「実習日誌の書き方」「保育指導案大百科事典」（一藝社）

あなたの未来を拓いてくれます。

すること。

保育者としてのスキルを一つ一つ身に付け積み重ねていくことで、自信に繋がり、モチベーションも上がります。

担  当
教員名

【学生に対する評価】

提出物これらによる総合評価

　プライバシーの保護と守秘義務等について理解できるようにする。

　ようにする。また、子どもの主体性や心の動きを捉えられる感性の大切さに気づかせていく。

「保育方法・指導法」(ミネルヴァ書房）

【授業の到達目標及びテーマ】

・実習の計画、実践、観察、記録、自己評価の方法や内容について、観察眼を育成しながら具体的に理解できる

・実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い自己課題を明確化し、次の実習に繋げられるようにする。
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久藤　チナミ 単位数 ２
授業
区分

講義
開講
時期

１年
前期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

定期試験（７０％）　小テスト（２０％）　受講態度及び提出物（１０％）による総合評価

　適切に対応できるための資質の向上を図る。

・さらには近年の社会情勢を踏まえ虐待や地域との連携など幅広い見地を養い、あらゆる場面で

授　業
科目名

子どもの保健
担  当
教員名

【授業の到達目標及びテーマ】

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.子どもの発育・発達を理解し、適切な保健活動ができる

５.他職種や地域との連携の意義を理解する

第3章　地域保健活動と子どもの虐待　DVD「赤ちゃんが泣き止まない」

第2章　子どもの発育・発達と保健（２）生理機能の発達②　排泄・睡眠　メディア問題

第2章　子どもの発育・発達と保健（２）子どもの運動機能の発達（３）生理機能の発達①

第2章　子どもの発育・発達と保健（１）身体発育と評価　母子健康手帳

第1章　子どもの健康と保健　保健活動の意義と母子保健の現状

３.子どもの心身の健康状態とその把握方法を理解する

４.子どもの病気や事故の予防法を理解し、適切に対処できる

【授業の概要】

・小児の正常な発達、発育および身体の解剖・生理などを理解したうえで、小児に特徴的な疾患や応急

　手当に適切に対応できる知識を習得するとともに、演習や実習に発展することができる。

「はじめて　ママ＆パパの0～6才病気とホームケア」(主婦の友社）

【テキスト及び参考書】

「子どもの保健テキスト」（診断と治療社）

【学生に対する評価】

【授業計画】

第5章　子どもの病気　子どもの免疫の発達と感染症②

第4章　子どもの健康状態の観察と体調不良時の把握　

「演習　子どもの保健Ⅱ」（みらい）

また各自で作成した授業のノートも評価にいれます。わかりやすくまとめておきましょう。

【備考】

 プリント（資料）配布　

「母子健康手帳」（東京法規）

【学生へのメッセージ】

授 業 中 の 態 度 や 、 デ ィ ス カ ッ シ ョ ン 、 質 問 に 対 す る 回 答 な ど の 対 応 は 評 価 に 反 映 し ま す 。

第5章　子どもの病気　感染症の予防及び適切な対応

第5章　子どもの病気　子どもの免疫の発達と感染症①

第5章　子どもの病気　新生児の病気と適切な対応　

第7章　子どもの健康診断と関係機関との連携　まとめ

第6章　保護者との情報共有と家族の支援　

第5章　子どもの病気　アレルギー疾患の特徴と適切な対応

第5章　子どもの病気　救急疾患の特徴と適切な対応

第5章　子どもの病気　慢性疾患の特徴と適切な対応

-40-



久藤　チナミ 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

１年
後期

第２回

第３回

　　①保育環境

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回 ＜演＞第7章　感染症の予防と対策～保育の場で行う感染予防策・予防接種及び手洗い実習　

また各自で作成した授業のノートも評価にいれます。わかりやすくまとめておきましょう。

「はじめて　ママ＆パパの0～6才病気とホームケア」(主婦の友社）

第2章　保育における健康観察１～日常の保育における健康観察　DVD「お父さんへ赤ちゃんからのメッセージ」

＜演＞第2章　保育における健康観察２～健康観察法・発育・発達評価法　（第3章）　乳児の抱き方とおんぶ

第2章　保育における健康観察３～生理･感覚･運動・精神機能などの発達と評価

授業や演習には積極的に取り組みましょう。授業中や演習中の態度は評価に反映します。

第４章　子どもの疾病への対応　個別的な配慮を必要とする子ども他　第5章　事故防止～媒体作成

「子どもの保健テキスト（診断と治療社）

【備　考】

「演習　子どもの保健Ⅱ」（みらい）

プリント（資料）配布　

【学生へのメッセージ】

第3章（３）食習慣形成のための支援技術～離乳食

第3章（４）食習慣形成のための支援技術～1日の食事量のめやすを計算してみよう

＜演＞第5章　事故防止および健康安全管理　第6章　救急蘇生法　

第4章　子どもの疾病への対応　おこりやすい症状とケア　薬の与え方　冷却用具

第8章　母子保健対策と集団保育における健康管理～母子保健対策及び関係機関との連携他

「母子健康手帳」（東京法規）　　

【授業計画】＜演＞：演習

５.子どもの健康管理に関わる組織的な取り組みや保健活動の計画、評価について理解する

第15回

【学生に対する評価】

【テキスト及び参考書】

ための技術等について演習する。また子どもの安全管理のための保健計画について学ぶ。加えて地域における

子育て支援の取り組みについて理解を深める

＜演＞第3章（２）食習慣形成のための支援技術～授乳・調乳

第１回
第1章　子どもの保育に関わる保健活動の位置づけ・目的　保健活動の計画・評価　保健行事

定期試験（７０％）　小テスト（２０％）　受講態度及び提出物（１０％）による総合評価

まとめ

＜演＞第3章（６）生活習慣形成のための支援技術～排泄、衣服着脱，清潔　沐浴実習

第４回

第3章（７）生活習慣形成のための支援技術～歯みがき

第3章（１） 子どもの保健と環境     

　　②子どもの生活習慣と心身の健康～睡眠、遊び、食事、排泄、衣服着脱

＜演＞第3章（５）生活習慣形成のための支援技術～排泄、衣服着脱，清潔 沐浴実習

子ども健康と安全

１.保育における衛生管理、事故防止、安全対策について理解する

授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

小児に対する基本的な養護技術を学び、健康状態の把握および異常時の対応、事故予防について適切に対処する

２.子どもの体調不良等に対する適切な対応について理解する

担  当
教員名

３.保育における感染症対策について理解し適切に対応できる

４.子どもの発達や状態に即した適切な保健対応について理解する
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筒井　恵子 単位数 ２
授業
区分

演習
開講
時期

１年
前期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

・自分の食生活に関心をもつこと。

④家庭や児童福祉施設における食生活の現状と課題について理解する。

子どもの食と栄養
授　業
科目名

発表等受講態度(20％)、ノート・レポート等提出物(20％)、定期試験(60％)等の総合評価

【学生に対する評価】

①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知識を習得する。

家庭や児童福祉施設における食事と栄養                                    

特別な配慮を要する個々の子ども等に応じた食の在り方について、家庭や地域・関係機関と連携した対応の仕方
を考えることができるようにする。

【学生へのメッセージ】

幼児期の心身の発達と食生活

・毎回授業に関連するプリントを配布する。気づいたことを各自でまとめ毎回提出する。返却されたプリントは
Ａ4ノートに添付する。試験後提出あり。

特別な配慮を要する子どもの食と栄養（疾病及び体調不良）                                                

食育の基本と内容                            

乳幼児期の調理実習と栄養アセスメント 

学童期の心身の発達と食生活

子どもの健康と食生活の意義　　　ガイダンス                             

②子どもの発育・発達と食生活の関連について理解する。

食生活の具体的な場面を想定させ、食事のバランスについて考え、正しい食生活の基礎作りの習得を目指す。

担  当
教員名

【授業計画】

⑤関連するガイドラインや近年のデータ等を踏まえ、特別な配慮を要する子どもの食と栄養について理解する。

プリント資料

献立作成と調理の基本                        

③養護及び教育の一体性を踏まえた保育における食育の意義・目的、基本的な考え方、その内容等について理解
する。

食に関する関連法規やガイドラインを近年のデータ等を用いて理解させる。

乳児期または幼児期の調理計画

     〃　　　　　　　　　各栄養素と摂り方                                    

【テキスト及び参考書】

参考図書：「新保育士養成講座　第8巻　子どもの食と栄養」（全国社会福祉協議会編）

調理実習や食育教材作り等の演習を通して、食育に主体的に取り組むようにさせる。

　　　　　「子どもの食と栄養」（羊土社）

乳児期の授乳・離乳の意義と食生活

まとめと今後の課題                                           

食物アレルギーや障害のある子どもへの対応                                          

栄養に関する基本的知識　　日本人の食事摂取基準                                          

          「幼稚園教育要領」(平成29年3月告示　文部科学省)(フレーベル館）

子どもの発育・発達と食生活  胎児期(妊娠期）              

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

小児期における心身の発達や発達課題に気づかせ、保育者として適切な食事支援ができるよう小児栄養の基礎的
知識を具体的に身に付けさせる。

【備　考】

テキスト：「最新　子どもの食と栄養」（学建書院 ）

　　　　　「保育所保育指針」(平成29年3月告示　厚生労働省)(フレーベル館）
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授　業
科目名

河合　倫子 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

１年
前期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

　【学生へのメッセージ】

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

子どもの発達や生活に即した保育の内容の基本的な考え方

保育サービスの今後の課題・まとめ

保育内容の展開その①環境を通して指導することの意味（人的環境としての保育者の役割）

・保育とは何かということを「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」に基づき総合的に理解できるようにする。

生活内容の変化と保育内容・保護者に対する支援

保育の基本を踏まえた保育内容の展開「保育の基本的な考え方　５領域について

保育の内容歴史的変遷とその社会的背景

聞きなれない専門用語や語句が出てきます。予習・復習は必ず行い、授業内での理解がスムーズにいくよう

「幼稚園教育要領」(平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

・この授業では保育の専門用語を含め、言葉そのものの理解の積み重ねが必要となります。大事な語句や意味等

保育所保育指針に基づく保育の全体構造と保育内容の理解

４．保育の多様な展開について具体的に理解する。

　　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）

環境を通して行う保育・生活や遊びによる総合的な保育・個と集団の発達を踏まえた保育

家庭や地域、小学校等との連携を踏まえた保育等

・保育内容を実践に即して捉える視点を学ぶことが出来るようにする。そのために、机上の物に留まらない

　よう、具体的に伝えイメージしやすい授業内容とする。

１．保育所保育指針おける｢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｣

　　｢保育内容｣の関連を理解する。

しょう。

【テキスト及び参考書】

【授業の概要】

現代の保育の課題と保育内容　担当制・縦割り保育

【授業計画】

保育の多様な展開（１）長時間の保育（２）特別な配慮を要する子どもの保育（３）多文化共生の保育

「保育内容総論」（北大路書房）

　幼稚園教育指導資料第1集～第5集

保育内容総論Ⅰ
担  当
教員名

【授業の到達目標及びテーマ】

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。

　るようにする。

オリエンテーション・保育内容の総合的把握「保育とは」　保育の全体構造と保育内容

　　につなげて理解する。

小学校との連携　保育所児童保育要録　　・食育・新しい保育需要・災害への備え

努力をしていきましょう。グループワーク等を行う中で、他の学生の良さを取り入れようとする意識を持ちま

・子どもの発達の捉え方、生活と遊びの意味などを５領域と関連付けて、保育者として総合的な関わりができ

【学生に対する評価】

・日ごろから、乳幼児の発達や遊びについて関心や関わりをもち、観察する態度を養うようにしましょう。

定期試験(60%)、小テスト(20%)、絵本の読み聞かせ(10%)、及び受講への積極性(10%)による総合評価

は授業中、時間を取り確認していきます。初めはわかりづらくても繰り返しの中で、覚え理解できるように

養護と教育が一体的に展開する保育・子どもの主体性を尊重する保育

保育者論・保育者への思い・保育者の人間性・実習を通して保育内容を学ぶ

　努力していきましょう。小テストを繰り返し行い確認していきます。

【備　考】

－43－



榎本　郁美 単位数 ２
授業
区分

講義
開講
時期

１年
前期

第１回

第２回 乳児保育における養護と教育

第３回

第４回

第５回 保育所以外の児童福祉施設(乳児院等）での乳児保育

第６回 ３歳未満児の発達と特徴　　出生から１歳未満

第７回 子どもの成長ＤＶＤ

第８回 ３歳未満児の発達と特徴　　１歳から２歳未満

第９回

第10回 ３歳未満児の発育・発達を踏まえた保育士等による援助や関わり

第11回 ３歳未満児の生活と環境

第12回 ３歳未満児の遊びと環境

第13回 乳児保育における職員間の連携・協働

第14回 乳児保育に置ける保護者や地域の関係機関との連携

第15回 まとめ

これから、一緒に学びましょう。

・乳児保育とは何なのか？一般的に「乳児」とは”赤ちゃん”のことを学問や法律の世界で、少しかしこ

「乳児保育」（北大路書房）

【テキスト及び参考書】

受講態度(20%)・定期試験(60%)・提出物(20%)等これらの総合評価

「保育所保育指針」(平成29年3月告示　厚生労働省)(フレーベル館）

　※「乳児保育｣とは、３歳未満児を念頭に置いた保育を示す。

裏付けられた保育実践力を身に付ける。

【授業の概要】

人の一生は、乳幼児期にどんな大人とかかわったかで大きく左右されるといわれる。一日の大半を過ごす場所

である保育所において、関わる時間の長い保育者の役割や、責任の重さは計り知れない。そこを深く認識し、

保育所保育指針に学びながら３歳未満児の発達の特徴を知り、生活を理解したうえで保育者の援助は

　乳児保育における子育て家庭に対する支援をめぐる社会的状況と課題

　保育所における乳児保育

３歳未満児の発達と特徴　　２歳から３歳未満

④乳児保育のおける職員間の連携・協働及び保護者や地域の関係機関との連携について理解する。

どうあるべきかを学習する。子どもの生命の尊さ、命を育むことの意義を学び，温かな人間性と諸科学の理論に

「幼稚園教育要領」(平成29年3月告示　文部科学省)(フレーベル館）

【学生へのメッセージ】

必要な援助を行わなければならないのです。あなたの身近に赤ちゃんはいますか？

【備　考】

乳児保育Ⅰ

②乳児の成長発達に即した保育の基本を理解する。

　オリエンテーション　　乳児保育の意義・目的と役割(歴史的変遷と機能）

【学生に対する評価】

まっていうことばですが、乳児の保育は遊びや生活の具体的場面の連続の中で保育者は、環境を整え、

①乳児保育の意義・目的と歴史的変遷及び役割等について理解する。

【授業計画】

担  当
教員名

③健やかな成長を支える３歳未満児の生活と遊びについて理解する。

授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】
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嘉福　まゆみ 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

１年
後期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

乳児保育は、人格の基礎が形成される時期である。個々の発達に合わせた一人一人の健やかな育ちを保障するために、

保育者として必要な受容的で応答的なかかわりや、援助の仕方を学んでいく。

パネルシアター実演（ゲストティーチャー）

パネルシアター実演（ゲストティーチャー）

人の一生は、乳幼児期にどんな大人とかかわったかで大きく左右されると言われる。保育所は一日の大半を

オリエンテーション・乳児保育の意義(乳児が生活する場所の映像使用）

子どもの生活とあそび（観察実習後のグループ討議と発表）

子どもの生活とあそび(安全保育の演習）

家庭・地域との連携（DVDを視聴後、グループ討議）　　　

演習(手袋シアター作りと実演）

・定期試験（80％）、提出物（10％）、小テスト（10％）による総合評価

家庭・地域との連携（グループ発表）

乳児保育の今後の課題（求められる保育士像についての演習）

【学生に対する評価】

保育の計画と記録（グループで作成）　　　

保育の計画と記録（グループ発表）

【備　考】

「乳児保育」（北大路書房）

「保育所保育指針」(平成29年3月告示　厚生労働省）　（フレーベル館）

【学生へのメッセージ】

乳児期は、身体的にも精神的にも大きく成長する時期です。日々「はじめて」を体験する子どもと感動を共有
することが出来ます。乳児保育は、やりがいのある魅力的な仕事だと多くの保育士さんが言っています。
私も子ども達の笑顔を絶やさない保育士でありたいと思って過ごしてきました。どんな先生になりたいか、どん
な先生が求められているかを一緒に考えていきましょう。

計り知れないものがある。そこを深く認識する為に保育所保育指針に学びながら、発達の主な特徴を知り、

担  当
教員名

乳児保育Ⅱ

【テキスト及び参考書】

【授業計画】

今期の乳児保育では、１,２歳児を学ぶ。受講を通し、乳幼児期に、大人によって生命を守られ、愛され、信

頼されることにより生涯に亘る生きる力の基礎が培われることの重要さを気付かせたい。

乳児の生活をより良く理解した上で保育者の援助はどうあるべきかを学習する。現場の乳児の生活や遊びの実態

講義を中心に行うが、現場の事例を具体的に話し、参加型体験学習を取り入れ、進めていく。

子どもの食事（１，２歳児の生活する映像使用）

子どもの生活とあそび（１,２歳児のデイリープログラム）（発達と玩具について）

で明らかなように、３歳未満児３歳以上児とでは、発達の特性から保育の内容・方法も大きく異なるからである。

【授業の概要】

子どもの育ち（１,２歳児の発達のめやすと援助)(１，２歳児の生活する映像使用）

集団保育と安全・演習（１，２歳児の生活する映像使用）

授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

を知り、乳児保育の計画・記録・評価の方法を理論づけて学んでいく。

乳児とは、１歳未満児を意味するが、ここでいう乳児とは、イコール３歳未満児ととらえる。保育所保育指針

過ごす大切な場所であるとともに、保育者とかかわる時間も長くその役割は重要なものであり、責任の重さも
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進　まどか 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

１年
後期

③障がい児その他の特別な配慮を要する子どもの保育における計画の作成や援助の具体的な方法について理解する。

④障がい児入所施設（医療型）や児童発達支援センターの見学し、現状を把握する。

⑤障がい児その他の特別な配慮を要する子どもの保育に関する現状と課題について理解する。

【授業計画】 【準備学習】

第１回 オリエンテーション～アクティビティ・トイの紹介 シラバスを読んでおく

第２回 障がい児保育の概論　　障がいの捉え方の変化（インクルージョン教育） DVD試聴

第３回 乳児の発達について～DVD試聴 テキストP2～15を既読する

第４回 脳の機能について テキストP44参照しておく

第５回 乳幼児期の発達課題と障がい特性①  愛着形成 テキストｐ10～13

第６回 乳幼児期の発達課題と障がい特性②  運動発達 テキストｐ14～15

第７回 基本的生活習慣の確立 テキストｐ40～55

第８回 知的障がい児の特徴と保育での支援 テキストｐ15～27

第９回 肢体不自由児者の心理と支援～DVD視聴 テキストｐ158～163

第10回 車椅子バスケットボール世界大会国際試合の観戦 「JWBF]を調べておく

第11回 障がい児入所施設（医療型）および児童発達支援センターの見学 療育センターを調べておく

第12回 自閉症児の特徴と保育での支援～DVD試聴 テキストｐ56～73

第13回 学習障がい児の特徴と保育での支援 テキストｐ90～105

第14回 注意欠損多動性障がいの特徴と保育での支援 テキストｐ74～89

第15回 重症心身障がい児、医療的ケア児の特徴と保育での支援 テキストｐ24～37

①障がいに対する歴史的変遷及び法整備を含めた現在の状況を学習し、特別な配慮とは何かを具体的に説明できる。

担  当
教員名

②個々の特性や心身の発達を知り、それぞれの強みと支援の必要なところが理解できる。

障害児保育Ⅰ
授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

もった子ども達」ととらえてゆく。

障がいのある子どもの地域参加とインクルージョン及び合理的配慮の理解と障がい児保育の基本を理解させる。

う。教科書を見直すことで授業の復習をして下さい。

【備　考】

保育士は子ども達にとって、環境要因の一つであるため、適切な関わり方がその後の適応状態に影響します。

人権を尊重した関わり方を示し、実践例を通じて具体的な支援方法が理解できるような授業を展開する。

  障がいの定義や障がい者対応の歴史的変遷を学び、障がいのある子ども達を「特別な支援を必要とする個性を

「実践に生かす　障害児保育・特別支援教育」（萌文書林）

【テキスト及び参考書】

【学生に対する評価】

パラリンピックへも出場する車椅子バスケットボールの国際試合を観戦し、障害者スポーツへの理解を深める。

【学生へのメッセージ】

授業の参加度（20％）、定期試験（50％）、実技発表・授業レポート（30％）などによる総合評価

支援を必要とする子ども達の「実態把握」をきめ細かく行い、よりよい援助とは何かを一緒に考えていきましょ

「幼稚園教育要領」（平成29年3月告示　文部科学省)(フレーベル館）

 参考図書：「社会福祉小六法」（ミネルヴァ書房）

「保育所保育指針」（平成29年3月告示　文部科学省)(フレーベル館）
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村上　ゆき 単位数 ２
授業
区分

講義
開講
時期

1年
後期

③子育て家庭をめぐる現代の社会的状況と課題について理解する

親や保育士が、子どものより良き発達支援者になるための「ペアレントトレーニング」を取り入れ、学生とともの方法・実践実践を 取り入れて

第１回 子ども家庭支援の心理学とは

第２回

第３回 学童期後期から青年期にかけての発達

第４回 成人期・老年期における発達

第５回 ペアレントトレーニングの概要

第６回

第７回

第８回 子育ての経験と親としての育ち

第９回 子育てを取り巻く社会的状況

第10回 多様な家庭とその理解

第11回 子どもの生活・生育環境とその影響

第12回 子どもの心の健康影響するもの

第13回

第14回 子どもの気になる行動

第15回

しながら、支援が必要な子ども理解を深めていきます。

【備　考】

復習を基本とし、ノートを見返し学んだ内容を振り返ってください。

サポートの方法として、効果的なペアレントトレーニングを紹介します。ケース検討では、学生と意見交換を

生涯発達の視点から乳幼児期の重要性、保護者や家族の年代である成人期・老年期への理解を深める。また、

多様な家庭背景などを有する子どもと、その家族・家庭の理解や、子どもの精神保健も学ぶ。

共に考えていくような授業を目指す。授業計画は進行状況によって変更することもある。　

ペアレントトレーニングの広がりー家庭から園・学校、そして地域へ

乳幼児期から学童期前期にかけての発達

まとめ

保育者には、子どもを保育するとともに、子どもの育ちや家庭への支援も求められています。子どもの

【学生に対する評価】

提出物や受講態度（20％）、定期試験（80％）を総合評価

【学生へのメッセージ】

テキスト 「ペアレントトレーニング実践ガイドブック｣　福田恭介編者　あいり出版

子どもの育ちや家庭への支援をするために、子ども及び保護者・家庭・家族の理解を目指す。そのためには、

【授業計画】

子どもの心身症

ペアレントトレーニングの事例

【テキスト及び参考書】

参考書 　「保育所保育指針｣(平成29年3月告示　厚生労働省)（フレーベル館）

【授業の概要】

①生涯発達に関する心理学の基礎的な知識を習得し、初期経験の重要性について理解する

②家族・家庭の意義や機能を理解するとともに、子どもとその過程を包括的に捉える視点を習得する

④子どもの精神保健とその課題について理解する

授　業
科目名

子ども家庭支援
の心理学

担　当
教員名

【授業の到達目標及びテーマ】
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丸田敦子他 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

1年
通年

第１回

第２回 第１回体験実習（子どもとの関わりについて）

第３回 第２回体験実習（教師の助言、言葉かけについて）

第４回 第３回体験実習（運動会の練習見学）

第５回 第４回体験実習（子どもの発達について）

第６回 実習の振り返り、記録について

第７回 附属苅田幼稚園での設定保育見学実習

第８回 まとめ、附属苅田幼稚園卒園式の練習見学

「幼稚園教育要領」(平成29年3月告示　文部科学省）（フレ－ベル館)

「保育所保育指針」(平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

「幼保連携型認定こども園　教育・保育要領」(平成29年3月告示　内閣府・文部科学省・厚生労働省）(フレーベル館）

触れ合いますので、頭髪、服装、爪等、身だしなみを整えておきましょう。

実習後には苅田幼稚園の主任の先生と振り返りの時間があります。疑問や質問など積極的に聞いていきましょう。

授　業
科目名

担  当
教員名

で子どもと触れ合い、一緒に遊びを共有していくことで子どもを知り、理解していくことを目的とする。また、

　

幼児理解と実践

①幼稚園の教育内容・機能・園生活の流れなどについて理解する。

②遊びや生活を通して幼児と関わる中で幼児の発達の実情を知る。

課題を見つけていくことが重要である。

【テキスト及び参考書】

【授業の到達目標及びテーマ】

「幼稚園教育指導資料第５集」指導と評価に生かす記録  　　　　　　　　

【学生へのメッセージ】

「幼稚園・保育園実習まるごとおたすけガイド」（チャイルド本社）

「幼稚園教育指導資料第１集」指導計画の作成と保育の展開

実習、授業への参加度(70%)、提出物（実習記録、ファイリング等）(30%)による総合評価

【学生に対する評価】

③幼稚園教諭の専門性に触れながら、幼稚園教諭の職務内容及び役割等に関して体験を通して知る。

この授業では、年間を通して継続的に、附属苅田幼稚園の子ども達と交流をしていく。自由な時間の遊びの中

苅田幼稚園の教師と子どもの関わりを間近で観察することで、幼稚園教諭の専門性に触れながら実践力を高め

学生は、観察した内容や学びを記録する方法とその意味を理解し、次年度から始まる教育実習に向けて自己の

　　　　

【授業の概要】

附属苅田幼稚園オリエンテーション

ていく。

【授業計画】

開講回数が限られているため、欠席のないように。

朝の検温、実習エプロン、体育館シューズ、帽子等、忘れ物がある場合、見学参加となります。また、子ども達と

【備　考】
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大城　一之 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

２年
前期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

Word（８）－図形ツールの説明…トリミング・色・明るさ・コントラスト、絵・写真の挿入と編集

Word（５）－簡単な書式設定と文字フォントの編集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                         

②Ｗｏｒｄでは保育園や幼稚園で使用される文書（年間計画・クラスだよりなど）の保育事例を基に演習課題を

Excel（５）－グラフの作成・編集機能                             　　                                                       

Excel（３）－四則演算と関数計算　相対参照と絶対参照                                                                                                       

作成できる技術を目指す。

　構成し、Ｅｘｃｅｌでは関数を使用した簡単な表計算を用いて児童台帳を作成する。

行き届く内容物になるように文書校正を行う。タイピング練習では速打を意識し、1つ1つの作業が丁寧に

【授業計画】

する。また提出される文書が職員や保護者へきちんと伝わる内容になっているかを確認し、他者への配慮が

Word（２）－インターネットの活用…人権についての資料・情報収集

【授業の概要】

Word（６）－ヘッダー・フッター設定・文字フォント・罫線・表の機能編集と削除                                                                                           

Word（４）－テキストの配置・段組み・スタイルの変更・MS-IMEツールバー説明

Word（３）－文書の書式設定・ページ設定と印刷方法・ホームポジションとブラインドタッチ

Word（７）－テキストボックス・クリップアート・ワードアートの書式設定                                                                                            

【学生に対する評価】

タッチができるように、しっかりタイピング練習をしてください。ノートは1冊使用しません。ルーズリーフで

【学生へのメッセージ】

提出課題が多く、速打で完成させないと期限に間に合わなくなります。ホームポジションを覚え、ブラインド

参考図書

「保育者のためのパソコン講座　Windows10/8.1/7 対応版」（萌文書林）

予習・復習として空いている時間を利用し、タイピング練習を実施する。

「幼稚園教育要領」(平成29年3月告示　文部科学省)(フレーベル館）

③タイピングでの精度を上げる練習を行うためホームポジションを理解し、ブラインドタッチを習得する。

現代においてIT機器の進展が目覚ましく進化している中で、携帯電話やタブレットなどの端末からパソコンへ

の活用が多く見られる。保育現場でも今まで手書きであった保育日誌や月案・日案、園だよりもパソコンでの

業務に移行しつつあることから、授業では業務の効率化を図るため、様々な演習課題にて知識や技術を習得

Excel（６）－ワークシートの書式設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Excel（２）－作表機能と基本的なワークシート編集・セルの書式設定                                          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Excel（４）－データ入力規制の設定・児童台帳作成                                  　                                                       

Excel（１）－Excelの基本操作と用語説明 セルへのデータ入力と更新

Word（１）－保育とパソコンについて・入力機器の基本的な操作と説明・日本語入力の基礎        

情報機器演習Ⅰ

①情報機器の知識や基本操作を習得し、課題や目的に応じた文書の作成や周辺機器を用いて他の媒体からの取り

授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

担  当
教員名

  込み方法を学習する。

タイピングテスト①　Excel・Word の互換性とまとめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

【備　考】

【テキスト及び参考書】

代用可能です。毎時間、白板に授業内容を書いていますのでノートに記入してください。

「保育所保育指針」(平成29年3月告示　厚生労働省)(フレーベル館）

パソコン室では土足厳禁、飲食禁止、また消しゴムの使用が禁止ですのでルールを守りましょう。

提出物（70％）、授業貢献度（5％）、ノート提出（5％）、タイピングテスト（20％）での総合評価
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大城 一之 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

２年
後期

④PowerPointでは今まで学んだ知識・技術を取り入れたプレゼンテーションを作成し、個人発表を行う。

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

参考図書

Power Point（４）－テキストP385～レビュー（リハーサル）スライドショーの実行と終了

【備　考】

「保育者のためのパソコン講座　Windows10/8.1/7 対応版」（萌文書林）

「保育所保育指針」(平成29年3月告示　厚生労働省)(フレーベル館）

【学生に対する評価】

Power Point（５）－プレゼンテーションの実施と発表①

タイピングテスト②　Power Pointのまとめ

Power Point（６）－プレゼンテーションの実施と発表②

またポスター制作やムービー作成・PowerPointでは画像・写真が必要となりますので準備してください。

予習・復習として空いている時間を利用し、タイピング練習を実施する。

【テキスト及び参考書】

提出物（動画完成度30％、プレゼン発表点40％含む）、ノート提出（10％）、

タイピングテスト（20％）での総合評価

パソコンがなかったり印刷環境が整ってない場合は担当教員に相談してみて下さい。

【学生へのメッセージ】

学校の授業に関することであればパソコン室を開放し、レポート課題を作成印刷することができます。自宅に

Power Point（２）－テキストP367～スライドの作成とデザイン機能

　漏えいやモラルについて学ぶ。

ムービー作成（１）…Windowsムービーメーカーの使用方法

Power Point（１）－テキストP361～プレゼンテーションの知識と基本技能

ムービー作成（３）…全体の編集作業

ムービー作成（２）…レイアウトと写真・音楽・文字の挿入

電子ポスター作成（３）…全体の編集作業

電子ポスター作成（２）…配色設定、写真・図・文字の挿入

また電子ポスター作りでは環境構成を構築し、独自性のあるレイアウトを考え、引き続きムービー（動画）

情報機器演習Ⅱ

①ICT機器やSNSの利用方法を見直すとともに職場で活用できる幅広い知識を深め、通信機器による個人の情報

Power Point（３）－テキストP379～アニメーション編集と画面の切り替え

電子ポスター作成（１）…ページ構成とレイアウト

多くの新しい端末機器が世の中に誕生し、現代ではSNSでの情報通信ネットワークが主流となっている。大量

の情報を取捨選択し理想的な処理・発信ができる能力を育成する。ネット社会では依存症の増加やSNS詐

欺、対人中傷が多く生じているため、正しい利用方法についてタブレットを使用して見識を深める。

に生かすことが出来る編集を学習する。PowerPointでは画像処理を行い、画面の切り替えやアニメーション

を活用しつつ各個人のオリジナルプレゼンテーションを作成し発表する。

授　業
科目名

「幼稚園教育要領」(平成29年3月告示　文部科学省)(フレーベル館）

【授業の到達目標及びテーマ】

インターネットの活用方法…電子媒体（携帯・タブレットなど）の使用について

SNSとICT機器の利用方法…ネットサーフィンによる人権問題についての情報収集

【授業の概要】

担  当
教員名

【授業計画】

②前期に引き続き、人権問題に関わる情報収集をインターネットにて行う。

③電子媒体のポスターを作成し、動画編集ソフトを利用したムービーを作成する。
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1
授業
区分

演習
開講
時期

２年
前期

（１）  幼稚園教育要領に示された幼稚園教育の基本を踏まえ、各領域のねらい及び内容を理解する。

　　１）幼稚園教育要領における幼稚園教育の基本、各領域のねらい及び内容並びに全体構造を理解している。

　　２）当該領域のねらい及び内容を踏まえ、幼児が経験し身に付けていく内容と指導上の留意点を理解している。

　　３）幼稚園教育における評価の考え方を理解している。

　　４）領域ごとに幼児が経験し身に付けていく内容の関連性や小学校の教科等とのつながりを理解している。

（２）  幼児の発達や学びの過程を理解し、具体的な指導場面を想定して保育を構想する方法を身に付ける。

　  １）幼児の認識・思考、動き等を視野に入れた保育の構想の重要性を理解している。

　  ２）各領域の特性や幼児の体験との関連を考慮した情報機器及び教材の活用法を理解し、保育の構想に活用

幼稚園教育において育みたい資質・能力を理解し、幼稚園教育要領に示された当該領域のねらい及び内容

について背景となる専門領域と関連させて理解を深めるとともに、幼児の発達に即して、主体的・対話的

で深い学びが実現する過程を踏まえて具体的な指導場面を想定して保育を構想する方法を身に付ける。

第１回 オリエンテーション・体ほぐし（運動遊び）

第２回 遊びの基礎技能（アイスブレイクを用いて）

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回 伝承遊び②（けん玉）

第８回

第９回

第10回 幼児創作ダンス　グループ別創作① テーマ・曲の選定

第11回 幼児創作ダンス　グループ別創作② 振付の創作

第12回

第13回

第14回

第15回

健康指導法Ⅰ
担　当
教員名

原本　賢一 単位数

        することができる。

【学生へのメッセージ】

「保育所保育指針」(平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

常日頃より健康管理に留意し、授業に臨めるように事前の準備（体操服・体育館シューズ）をしておくこと。

「幼稚園教育要領」(平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

幼児創作ダンス　グループ別創作③ 隊形移動の創作

幼児創作ダンス　グループ別創作④ ゲネプロ

【テキスト及び参考書】

【授業の到達目標及びテーマ】

習熟に時間を要する課題については早めに取り組んでおくこと。

『笑顔で・明るく・元気よく』子どもと接することのできる保育者を目指して楽しく学びましょう。

幼児創作ダンス　創作ダンス発表　

実技試験（70％）、提出物（10％）、受講態度（20％）による総合評価　

        「幼児体育教本」（同文書院）

必要に応じてプリントを用意

【学生に対する評価】

小型遊具を使った運動遊び（フープ）

遊びの指導（身近にある素材を使って）特別講師：熊丸みつ子先生

フープ　小テスト

伝承遊び①（わらべうた）

幼児創作ダンス（ダンスの紹介と解説）

振り返り・まとめ

【備　考】

参考図書「遊びの指導エンサイクロペディア」（同文書院）

けん玉　小テスト

    ４）模擬保育とその振り返りを通して、保育を改善する視点を身に付けている。

    ３）指導案の構成を理解し、具体的な保育を想定した指導案を作成することができる。

　  ５）各領域の特性に応じた保育実践の動向を知り、保育構想の向上に取り組むことができる。

【授業の概要】

【授業計画】

授　業
科目名
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１
授業
区分

演習
開講
時期

２年
後期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回 手具を用いた運動（ゲーム的運動遊びの紹介・短縄）

第７回 手具を用いた運動（ゲーム的運動遊びの実践・短縄）

第８回 行事としての運動遊び（体育行事・運動会について）

第９回 運動会①企画…（グループ分け・テーマ・種目決め）

第10回

第11回

第12回 グループ別　種目・教材研究・グループ実践③

第13回

第14回

第15回

身体を使って表現する　表現遊び

健康指導法Ⅰを受けて、さらに理解を深め知識と技術の習得を目指すとともに、保育の現場で役立つ実践

的な内容をベースに授業を進めます。また、具体的・運動的側面だけでなく、精神的な健康についても、

オリエンテーション

②幼児の運動遊びの援助の方法について理解する。

にか、授業を通して学ぶ。最終的には、行事としての運動遊び「運動会」を企画し実践振り返りを行う。

健康指導法Ⅱ

保育の現場では、運動指導や遊びの支援の場面で必要となる実技および安全配慮について学ぶ必要があ

授　業
科目名

る。そのため以下の３点を目標にして取り組む。

【授業の到達目標及びテーマ】

多くの問題・課題がある現代において、保育者のどのような配慮が必要であるのか、保育者の役割とは何

原本　賢一 単位数

グループ別　種目・教材研究②

担  当
教員名

【授業計画】

①幼児の運動遊びの教材の特性や取り扱い方を理解する。

常日頃より健康管理に留意し、授業に臨めるように事前の準備（体操服・体育館シューズ）をしておくこ

【テキスト及び参考書】

実技試験（70％）、提出物（10％）、受講態度（20％）による総合評価　

         [幼児体育教本」（同文書院）

と。習熟に時間を要する課題については早めに取り組んでおくこと。

必要に応じてプリントを用意

【学生へのメッセージ】

『笑顔で・明るく・元気よく』子どもと接することのできる保育者を目指して楽しく学びましょう。

【備　考】

③幼児の運動遊びの展開に必要な基礎技能を身につける。

参考図書「遊びの指導エンサイクロペディア」（同文書院）

【授業の概要】

手具を用いた運動（長縄）

「幼稚園教育要領」(平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

【学生に対する評価】

グループ別　種目・教材研究①

小運動会（全体で実践）

大運動会実施

振り返り・まとめ

「保育所保育指針」(平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

オペレッタ・グループに分かれて表現する

手具を用いた運動（短縄）
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爪田　寿子 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

2年
前期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

      ことができる。

人間関係を「生涯を通じた社会性の基礎」という長期的な視点で理解し、事例や映像から実際の子どもを想定

担  当
教員名

（１）幼稚園教育要領や保育所保育指針に示された幼児教育の基本をふまえ領域「人間関係」のねらい及び内容を

目標及び内容

  １）幼稚園教育要領及び保育所保育指針における領域「人間関係」のねらい及び内容について全体構造を理解

      理解する。

指導方法と授業設計

授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

  ４）子どもの集団生活を通して様々な人と関わる経験と、就学後の生活とのつながりについて理解している。

      している。

人間関係指導法Ⅰ

  ２）領域「人間関係」のねらい及び内容をふまえ、子どもが人と関わる力を養うために必要な経験や身に付ける

      べき内容と指導上の留意点を理解している。

  ３）幼稚園教育における評価の考え方を理解している。

      する方法を身に付ける。

（２）子どもの発達や学びの過程を理解し、領域「人間関係」に関わる具体的な指導場面を想定した保育を構想

保育者との信頼関係　　　　　　　　　　　～園生活と人との関わりの育ち～

集団の中での育ち　　　　　　　　　　　　～仲間関係の深まり～

協同的な遊びの中で育ち合う保育　　　　　～グループ活動での立場、役割～

  １）子どもの心情、認識、思考及び動き等をふまえた教材研究や環境の重要性を理解し保育構想に活用する

子どもが多様な人との関わりの中で豊かに生きることを考える～長期的な計画と保育者の援助を考える～

就学後の生活や学習で生かされる力　　　　～幼児期の終わりまでに育ってほしい力～

【授業計画】

【授業の概要】

  ２）領域「人間関係」の特性及び子どもの体験との関連を考慮した教材の効果的な活用法を理解し保育構想に

      活用することができる。

小学校との交流活動を考える　　　　　　　～小学校へのスムーズな移行と人間関係～

することで、保育をを具体的に構想し実践する方法を身に付ける。

遊びと保育者の援助　　　　　　　　　　　～仲間同士の関わりの中で意味のある決まりを作る～

　領域「人間関係」のねらい及び内容について、子どもの姿と保育実践を関連させて理解を深める。子どもの

自分の気持ちを調整する力を育む援助　　　～子ども同士の関わり事例①～

【学生に対する評価】

自立心を育む援助　　　　　　　　　　　　～子どもの育ちに沿った必要な援助と環境構成を考える～

地域の中の幼稚園・保育所　　　　　　　　～豊かな経験となる地域の人との関わり～

定期試験（60％）レポートの提出（20％）授業への取り組み（20％）等による総合評価

自他の気持ちに気付く援助　　　　　　　　～子どものけんかと保育者の援助～

  ５）領域「人間関係」の特性に応じた現代的課題や保育実践の動向を知り保育構想に取り入れることができる。

  ４）模擬保育やロールプレイとその振り返りを通して、保育を改善する方法を理解している。

  ３）指導案の構想を理解し、具体的な保育を想定した指導案を作成することができる。

きまりをめぐる様々な葛藤と援助　　　　　～子ども同士の関わり事例②～

幼稚園教育要領及び保育所保育指針における領域「人間関係」について　　～人間関係と保育実践～

領域「人間関係」における現代社会の問題　～これからの社会を生きる力を育てる～

行事のねらいと活動内容　　　　　　　　　～協同的活動の長期的、短期的計画～

－５３－



参考書・参考資料等

【備　考】

【学生へのメッセージ】

最新保育講座　保育内容「人間関係」　（ミネルヴァ書房）

生活事例からはじめる　－保育内容－　人間関係　　（青鞜社）

｢保育所保育指針｣(平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

｢幼保連携型認定こども園教育・保育要領｣(平成29年3月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省)(フレーベル館）

【テキスト及び参考書】

保育内容　人間関係　あなたならどうしますか？　（萌文書林）

新保育内容シリーズ　子どもと人間関係　人との関わりの育ち（萌文書林）平成20年9月

テキスト

｢幼稚園教育要領｣(平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）
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爪田　寿子 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

２年
後期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

人との関わりが育っていくプロセス

      する方法を身に付ける。

  １）子どもの心情、認識、思考及び動き等をふまえた教材研究や環境の重要性を理解し保育構想に活用するこ

      活用することができる。

間関係を「生涯を通じた社会性の基礎」という長期的な視点で理解し、事例や映像から実際の子どもを想定する

ことで、保育を具体的に構想し実践する方法を身に付ける。

人との関わりが難しい子どもたちにおける現代的課題  ～幼稚園や保育所、小学校で起こっていること～

      を理解する。

授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

  領域「人間関係」のねらい及び内容について、子どもの姿と保育実践を関連させて理解を深める。子どもの人

      している。

人間関係指導法Ⅱ

  ２）領域「人間関係」のねらい及び内容をふまえ、子どもが人と関わる力を養うために必要な経験や身に付け

1～2歳の人との関わり　　　      　～自分を強く主張し始める子ども～

幼稚園教育要領及び保育所保育指針における保育の基本と人との関わり～保育の内容とその構造～

  ３）指導案の構想を理解し、具体的な保育を想定した指導案を作成することができる。

      とができる。

  ２）領域「人間関係」の特性及び子どもの体験との関連を考慮した教材の効果的な活用法を理解し保育構想に

指導方法と授業設計

      るべきの内容と指導上の留意点を理解している。

  ４）子どもの集団生活を通して様々な人と関わる経験と、就学後の生活とのつながりについて理解している。

目標及び内容

  ５）領域「人間関係」の特性に応じた現代的課題や保育実践の動向を知り保育構想に取り入れることができ

家庭における生活と人との関わり　　～子どもの成長に大切な家庭生活～

園における生活と人との関わり　　　～園における生活体験がもたらす人とのかかわり～

地域における生活と人との関わり　　～子どもの生活に必要な地域の環境と人との関わり～

保育計画と実践①　　　　　　　　　～生活設計としてのカリキュラム～

保育計画と実践②　　　　　　  　　～子どもの主体的生活の場としての園生活の構造化～

子どもの依存と自立　　　　  　　　～「自立」のために必要な「依存」～

子どもの社会化と個性化　　  　　　～自我の育ちと自己抑制の関係～

【学生に対する評価】

担  当
教員名

（１）幼稚園教育要領や保育所保育指針に示された幼児教育の基本をふまえ領域「人間関係」のねらい及び内容

【授業計画】

  １）幼稚園教育要領及び保育所保育指針における領域「人間関係」のねらい及び内容について全体構造を理解

（２）子どもの発達や学びの過程を理解し、領域「人間関係」に関わる具体的な指導場面を想定した保育を構想

  ３）幼稚園教育における評価の考え方を理解している。

定期試験（60％）レポートの提出（20％）授業への取り組み（20％）等による総合評価

                                  ～ロールプレイを通して子どもたちの関係を育てる保育を考える～
第８回

  ４）模擬保育やロールプレイとその振り返りを通して、保育を改善する方法を理解している。

      る。

人との関わりと遊び　　　　      　～保育における遊びの大切さ～

幼稚園教育要領及び保育所保育指針のしくみ          ～「ねらい」と「内容」及び「内容の取扱い」～

3歳以降の人との関わり　　      　 ～集団保育の中での育ち～

0歳の人との関わり　　　　　       ～情動に基づくコミュニケーション～
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最新保育講座　保育内容「人間関係」　（ミネルヴァ書房）

参考書・参考資料等

｢保育所保育指針｣(平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

｢幼保連携型認定こども園教育・保育要領｣(平成29年3月告示　内閣府・文部科学省・厚生労働省)(フレーベル館)

【テキスト及び参考書】

｢幼稚園教育要領｣(平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

【備　考】

【学生へのメッセージ】

生活事例からはじめる　－保育内容－　人間関係　　（青鞜社）

保育内容　人間関係　あなたならどうしますか？　（萌文書林）

新保育内容シリーズ　子どもと人間関係　人との関わりの育ち（萌文書林）平成20年9月

テキスト
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榎本郁美 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

2年
前期

第１回

第２回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

好奇心・探究心を育てる保育を考える（グループワーク）

 5）領域「環境」の特性に応じた現代的課題や保育実践の動向を知り、保育構想の向上に取り組むことができ

育を構想する方法を身に付ける。

第３回
もって行動する。

オリエンテーション　子どもにとって保育者の役割

制作（種子を使ってブローチつくり）

発表及び意見交換

時間・空間・数量・図形・文字・標識の認識

学校周辺散策し、幼児が発見する自然や標識・文字、情報・施設を話し合い、「おさんぽマップ」を作成

「おさんぽマップ」を作成

 3）幼稚園教育における評価の考え方を理会している。

身近な自然との出会い―図鑑を通して春の自然を知る。

作成したクイズに取り組む

　　る。

    うとする経験と小学校以降の教科等とのつながりを理解している。

担  当
教員名

(1) 領域「環境」のねらい及び内容

【授業計画】

 1）幼稚園教育要領に示された幼稚園教育の基本、領域「環境」のねらい及び内容並びに全体構造を理解して

   幼児の発達や学びの過程を理解し、領域「環境」に関わる具体的な指導場面を想定した保育を構想する方法

発表及び意見交換

不要紙を使い箱制作

幼児期からのエコ教育　「環境」における社会的課題を理解する

【学生に対する評価】

定期試験(60％)　授業への取り組み(20％)　レポート提出(20％)等による総合評価

　　幼稚園教育要領に示された幼稚園教育の基本を踏まえ、領域「環境」のねらい及び内容を理解する。

授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

　領域「環境」は、「周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって関わり、それらを生活に取り入れていこうと

　　いる。

環境指導法Ⅰ

 2）領域「環境」のねらい及び内容を踏まえ、幼児が経験し身に付けていく内容と指導上の留意点を理解して

　　いる。

 4）領域「環境」に関わる周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって関わり、それらを生活に取り入れていこ

(2)領域「環境」の指導方法及び保育の構想

   を身に付ける。

 1）幼児の心情、認識、思考及び動き等を視野に入れた保育構想の重要性を理解している。

 4）模擬保育とその振り返りを通して、保育を改善する視点を身に付けている。

 2）領域「環境」の特性及び幼児の体験との関連を考慮した情報機器及び教材の活用法を理　 解し、保育構想

    に活用することができる。

 3）指導案の構造を理解し、具体的な保育を想定した指導案を作成することができる。

する力を養う」ことを目指すものである。幼稚園教育において育みたい資質能力について理解し、幼稚園教育要

領に示された領域「環境」のねらい及び内容について背景となる専門領域と関連させて理解を深め、幼児の発達

に即して、主体的・対話的で深い学びが実現する過程を踏まえて領域「環境」の具体的な指導場面を想定して保

夏の身近な自然との出会い、保育計画を立てる（グループワーク）

学校周辺の自然に触れる（グループワーク）―幼児が発見する身近な自然や虫、自然事象などに関心を

グループで春の自然に関するクイズを作成
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テキスト

ことばかりに気をとられ、四季の変化や自然界の魅力を忘れがちになります。

「はる・なつ」の図鑑　　フレーベル館

｢幼稚園教育要領｣(平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

館）

体験する・調べる・考える　領域「環境」　　田宮縁：著　萌文書林

演習保育内容「環境」　　　柴崎正行：編著　建帛社

ぜひ一緒に「たくさんの不思議」をみつけましょう。

乳幼児期の子どもの世界は、とても不思議なことばかりです。保育者は、子どもたちの不思議、疑問に答える

【備　考】

【学生へのメッセージ】

【テキスト及び参考書】

保育内容「環境」　新保育ライブラリ　小田豊・湯川秀樹　編著　北大路書房　平成21年4月

｢幼保連携型認定こども園教育・保育要領｣(平成29年3月告示　内閣府・文部科学省・厚生労働省）（フレーベル

｢保育所保育指針｣(平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

参考書・参考資料等
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榎本郁美 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

２年
後期

第１回

第２回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

発表及び意見交換

【学生に対する評価】

情報・文化・地域・行事と関わりについて考える(グループワーク)　 

定期試験(60％)　授業への取り組み(20％)　レポート提出(20％)による総合評価

まとめ

　　幼稚園教育要領に示された幼稚園教育の基本を踏まえ、領域「環境」のねらい及び内容を理解する。

　 身に付ける。

発表及び意見交換

地域の畑の様子を観察する

野菜と花の生育表の作成(グループワーク)

　　　　　　　同上

 1）幼児の心情、認識、思考及び動き等を視野に入れた保育構想の重要性を理解している。

 4）模擬保育とその振り返りを通して、保育を改善する視点を身に付けている。

担  当
教員名

(1) 領域「環境」のねらい及び内容

【授業計画】

 1）幼稚園教育要領に示された幼稚園教育の基本、領域「環境」のねらい及び内容並びに全体構造を理解してい

   幼児の発達や学びの過程を理解し、領域「環境」に関わる具体的な指導場面を想定した保育を構想する方法を

 5）領域「環境」の特性に応じた現代的課題や保育実践の動向を知り、保育構想の向上に取り組むことができ

育を構想する方法を身に付ける。

身近な自然との出会い―図鑑を通して秋の自然を知る。

 3）指導案の構造を理解し、具体的な保育を想定した指導案を作成することができる。

する力を養う」ことを目指すものである。幼稚園教育において育みたい資質能力について理解し、幼稚園教育要

領に示された領域「環境」のねらい及び内容について背景となる専門領域と関連させて理解を深め、幼児の発達

第３回
―幼児が発見する身近な自然や虫、自然事象などに関心をもって行動する。

 2）領域「環境」の特性及び幼児の体験との関連を考慮した情報機器及び教材の活用法を理　 解し、保育構想に

特別授業参加の感想文提出及び反省会

    活用することができる。

 3）幼稚園教育における評価の考え方を理会している。

郊外活動の計画―目的、準備物、注意事項等計画書作成

に即して、主体的・対話的で深い学びが実現する過程を踏まえて領域「環境」の具体的な指導場面を想定して保

    る。

    うとする経験と小学校以降の教科等とのつながりを理解している。

学校周辺の自然に触れる（特別授業）日本自然保護協会指導員　矢野郁子氏招聘

授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

　領域「環境」は、「周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって関わり、それらを生活に取り入れていこうと

    る。

環境指導法Ⅱ

 2）領域「環境」のねらい及び内容を踏まえ、幼児が経験し身に付けていく内容と指導上の留意点を理解してい

    る。

(2)領域「環境」の指導方法及び保育の構想

 4）領域「環境」に関わる周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって関わり、それらを生活に取り入れていこ

保育計画作成

グループで秋の自然に関するクイズを作成
第４回

ふゆの自然

作成したクイズに取り組む

自然物を使って遊ぶ
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体験する・調べる・考える　領域「環境」　　田宮縁：著　萌文書林

｢幼保連携型認定こども園教育・保育要領｣(平成29年3月告示　内閣府・文部科学省・厚生労働省）(フレーベル館）

｢保育所保育指針｣(平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

実際に身近な環境に目を向けて、自分たちが生活する地域に親しみを感じ、多くの喜びや愛情をもって、

【備　考】

【学生へのメッセージ】

仲間とともに地域を豊かにしていきましょう。

演習保育内容「環境」　　　柴崎正行：編著　建帛社

｢幼稚園教育要領｣(平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

「あき・ふゆ」の図鑑　　フレーベル館

参考書・参考資料等

【テキスト及び参考書】

テキスト

保育内容「環境」　新保育ライブラリ　小田豊・湯川秀樹　編著　北大路書房　平成21年4月
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丸田　敦子 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

２年
前期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

　幼児の言葉に関する実態や課題を踏まえ、幼稚園教育要領に示された領域「言葉」のねらい及び内容について

【授業計画】

実現する過程を踏まえた上で、具体的な保育の場面を想定し保育を構想する方法を身に付ける。

　　　ている。

　3）幼児の発達や学びを理解し、具体的な保育を想定した指導案を作成することができる。

　　 活用することができる。

　5）領域「言葉」の特性に応じた現代的課題や保育実践の動向を知り、保育構想の向上に取り組むことができ

背景となる専門領域と関連させて理解を深める。その上で、幼児の発達に即して、主体的・対話的で深い学びが

　　　る。

　2） 領域「言葉」のねらい及び内容を踏まえ、幼児が経験し身に付けていく内容と指導上の留意点を理解して

領域「言葉」のねらい及び内容の理解

保育における「言葉」とは　　

（復習）と次回の授業に向けて（予習））（20％）定期試験(50％)等による総合評価

言葉を育む環境構成と援助②（日本語を母語としない子どもの言葉の発達を考える）

まとめ：子どもの言葉を育み、豊かにする保育　（「言葉」をめぐる現代の課題）

授業への取組み（グループワーク・教材製作・模擬保育など）(30％)、授業レポート（授業の学びの振り返り

【学生に対する評価】

4歳児の言葉　

5歳児の言葉　　

言葉の発達を促す児童文化財　（絵本・紙芝居・詩の語りなどの実際）

5歳児の言葉を育てる指導の実際　 （附属幼稚園「おはなし会」に向けて5歳児の幼児理解）

言葉を育む環境構成と援助①（気になる子どもへの言葉の発達のサポート）

　1） 幼稚園教育要領における幼稚園教育の基本、領域「言葉」のねらい及び内容並びに全体構造を理解してい

5歳児の言葉を育てる指導と指導計画　(｢おはなし会｣での指導案の作成、教材研究・グループワーク)

5歳児の言葉を育てる指導計画の実践　　　（附属幼稚園交流授業「おはなし会」の実施

5歳児の言葉を育てる指導計画の実践の評価と改善　（附属幼稚園交流授業「おはなし会」の振り返り）

5歳児の言葉を育てる指導計画の構想　　　（「おはなし会」のシミュレーションと改善）

　4）保育実践とその振り返りを通して、保育を改善する視点を身に付けている。

3歳児の言葉

幼稚園教育の基本と幼稚園教育要領「言葉」とは

　2）領域「言葉」の特性や幼児の体験との関連を考慮した情報機器及び教材の活用法を理解し、保育構想に

授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

　幼稚園教育要領「言葉」のねらい及び内容について学ぶ。子どもの言葉の発達過程を理解し、具体的な指導を
想定して言葉の育ちを促す保育教材の製作等を行う。また、授業で学んだことを活かし、附属幼稚園の幼児への
「おはなし会」を行い、グループワークでの教材研究や模擬保育、終了後には振り返りを行い「コミュニケー
ション能力の育成」「子どもへの配慮・思いやり」「観察眼の育成」を目指す。

（1） 幼稚園教育要領に示された幼稚園教育の基本を踏まえ、領域「言葉」のねらい及び内容を理解する。

言葉指導法Ⅰ

　　 る。

担  当
教員名

　　　いる。

　3） 幼稚園教育における評価の考え方を理解している。

　4） 領域「言葉」に関わる幼児が経験し身に付けていく内容の関連性や小学校の教科等とのつながりを理解し

（2） 幼児の発達や学びの過程を理解し、具体的な指導を想定して保育を構想する方法を身に付ける。

　1）幼児の発達や興味、関心等に即した保育構造の重要性を理解している。
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演習では実際に体を動かして学んでいきます。動きやすい服装で授業に臨むこと。

【備　考】

【学生へのメッセージ】

<テキスト>

新・ 保育内容シリーズ４　「言葉」（一藝社）

｢幼保連携型認定こども園教育・保育要領｣(平成29年3月告示　内閣府・文部科学省・厚生労働省)(フレーベル館）

授業では、資料も配布します。ファイルを準備してください。授業の初めには前回の授業の復習も行います。

「いっしょにあそぼうわらべうた」各0.1.2歳児・3.4歳児・5歳児クラス編（明治図書）

「わらべうたと子ども」(古今社)、「幼稚園、保育園のわらべうたあそび春、夏」(明治図書)

【テキスト及び参考書】

<参考書・参考資料等>

｢幼稚園教育要領｣(平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

｢保育所保育指針｣(平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）
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丸田　敦子 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

２年
後期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

　　　いる。

　3） 幼稚園教育における評価の考え方を理解している。

　4） 領域「言葉」に関わる幼児が経験し身に付けていく内容の関連性や小学校の教科等とのつながりを理解し

（2） 幼児の発達や学びの過程を理解し、具体的な指導を想定して保育を構想する方法を身に付ける。

　1）幼児の発達や興味、関心等に即した保育構造の重要性を理解している。

　4）保育実践とその振り返りを通して、保育を改善する視点を身に付けている。

　　 る。

背景となる専門領域と関連させて理解を深める。その上で、幼児の発達に即して、主体的・対話的で深い学びが

授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

　領域「言葉」の指導の理解を深め、幼児が豊かな言葉や表現を身に付け、想像する楽しさを広げるために必要

（1） 幼稚園教育要領に示された幼稚園教育の基本を踏まえ、領域「言葉」のねらい及び内容を理解する。

言葉指導法Ⅱ

　1） 幼稚園教育要領における幼稚園教育の基本、領域「言葉」のねらい及び内容並びに全体構造を理解してい

　　　る。

　2） 領域「言葉」のねらい及び内容を踏まえ、幼児が経験し身に付けていく内容と指導上の留意点を理解して

実習を通して体験した子どもの言葉の育ちと課題についてのグループ討議（実習記録などを準備）

言葉に対する感覚を豊かにする実践の実際　（視覚教材DVDを視て保育への取り入れ方を考える）

実習を通して体験した子どもの言葉の育ちと課題についてのグループ発表

「言葉に対する感覚」とは　　　　　　　　　　　（子どもと楽しむ言葉遊びとは）

幼稚園教育要領「言葉」と評価について          

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（絵本・紙芝居・詩の語り等の保育への取り入れ方）　　

言葉に対する感覚を豊かにする実践②：「わらべうた」（日本文化とわらべうたの実際、乳児）

言葉に対する感覚を豊かにする実践③：「わらべうた」（日本文化とわらべうたの実際、幼児）

言葉に対する感覚を豊かにする実践①：言葉遊び　（しりとり・なぞなぞなどの言葉遊びの実際）

（復習）と次回の授業に向けて（予習）（30％）等による総合評価

幼児の話し言葉と書き言葉の実際　　　　　　　　（附属幼稚園年長児と触れ合い交流授業）

言葉を育て、想像する楽しさを広げる児童文化財を用いた実践の評価と改善

担  当
教員名

　幼児の言葉に関する実態や課題を踏まえ、幼稚園教育要領に示された領域「言葉」のねらい及び内容について

【授業計画】

実現する過程を踏まえた上で、具体的な保育の場面を想定し保育を構想する方法を身に付ける。

　　　ている。

言葉を育て、想像する楽しさを広げる「児童文化財」意義と実際

児童文化財の製作と実践準備（手袋人形の製作とそれを使ってのわらべうた遊びと詩の語りの実際）

言葉を育て、想像する楽しさを広げる児童文化財を用いた実践の構想（グループワーク、教材研究）

言葉を育て、想像する楽しさを広げる児童文化財を用いた実践　（グループ発表、模擬保育）

言葉と国語教育　　　　　　　　　　　　　　　　（幼児教育から小学校の教科等のつながり）

授業への取組み（グループワーク・教材製作・模擬保育など）(70％)、授業レポート（授業での学びの振り返り

【学生に対する評価】

　2）領域「言葉」の特性や幼児の体験との関連を考慮した情報機器及び教材の活用法を理解し、保育構想に活用

　 　することができる。

　3）幼児の発達や学びを理解し、具体的な保育を想定した指導案を作成することができる。

　5）領域「言葉」の特性に応じた現代的課題や保育実践の動向を知り、保育構想の向上に取り組むことができ

教材や実践に関する知識を身に付ける。

第９回

な基礎的知識を身に付ける。「言葉」の機能を理解したうえで、幼児にとっての「児童文化財」の意義を理解し、

わらべうたや絵本・紙芝居・言葉遊び等の実践に取り組む。幼児の言葉を育て、言葉に対する感覚を豊かにする
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<参考書・参考資料等>

｢幼稚園教育要領｣(平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

｢保育所保育指針｣(平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

｢幼保連携型認定こども園教育・保育要領｣(平成29年3月告示　内閣府・文部科学省・厚生労働省)(フレーベル館）

【テキスト及び参考書】

<テキスト>

新・ 保育内容シリーズ４　「言葉」（一藝社）

演習では実際に体を動かして学んでいきます。動きやすい服装で授業に臨むこと。

【備　考】

【学生へのメッセージ】

授業では、資料も配布します。ファイルを準備してください。授業の初めには前回の授業の復習も行います。

「わらべうたと子ども」(古今社)、「幼稚園、保育園のわらべうたあそび秋、冬」(明治図書)

「いっしょにあそぼうわらべうた」各0.1.2歳児・3.4歳児・5歳児クラス編（明治図書）

－64－



金子 珠世 単位数 １
授業
区分

講義
開講
時期

２年
後期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

ついて振り返りを行い、音楽、造形、身体といった総合的・創造的な表現活動を展開する。生活の中から生まれる

幼児の発達と具体的な表現方法について理解し、音楽教育の方法論について学ぶ。

　２）情報機器を活用して指導に必要な教材や幼児の音楽活動の記録を行い、その後の保育の構想に活用する

　４）実習及び授業で行った模擬保育について振り返り、改善することができる。

　　　方法を理解している。

　３）音楽表現の具体的な活動をもとに、保育を想定した指導案を作成、実践することができる。

映像資料をもとに劇遊びの創作を振り返り、グループディスカッションを行う。

身の回の音環境を感受する体験から、幼児の表現活動につながる活動を行う。

幼稚園教育要領における、領域「表現」の位置づけと小学校教育への接続について学ぶ。

音環境について学び、自らの感性を磨き環境と表現の関係について理解する。

育みたい資質・能力と領域「表現」のねらい及び内容について理解を深める。また、１年次に行ったオペレッタに

授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

　音楽表現指導法Ⅱでは、音楽表現指導法Ⅰで学んだ子どもの表現活動及び表現技術の習得に基づいて乳幼児期に

　３）音楽表現における子どもの心情等への気付き・理解に基いた、評価の考え方を身に付けている。

音楽表現指導法Ⅱ

　４）領域「表現」における幼児の音楽活動と小学校等のつながりを理解している。

（２）幼児の発達や学びの過程を理解し、領域「表現」に関わる具体的な指導場面を想定した保育を構想する

　　　方法を身に付ける。

　１）幼児の音楽に対する心情・意欲・態度を理解した保育構想の重要性を理解している。

劇遊びの創作を通して他領域との関連性を再認識し、表現について総合的な視点を獲得する。

音楽表現と動きについての関係を学び、幼児の表現について理解を深める。

発表をもとにディスカッションを行い、そのプロセスと表現方法について考察する。

幼児の発達と表現を生かした器楽演奏について教材研究を行う。

具体的な楽器奏法の技術を習得し、幼児の表現意欲を引き出す音楽活動を創造する。

【学生に対する評価】

担  当
教員名

（１）幼稚園教育要領に示された幼稚園教育の基本を踏まえ、領域「表現」のねらい及び内容を理解する。

【授業計画】

　２）領域「表現」のねらい及び内容の踏まえ、幼児の表現活動と指導上の留意点を理解している。

　５）音環境の実践を通して、幼児の表現活動との関りを考察する力を身に付けている。

発表を通して楽器表現に必要な環境構成や言葉掛けも含めた保育者の援助を理解する。

領域「表現」のねらい及び内容について、幼児の音楽表現の視点から理解を深める。

幼児の発達を踏まえ、リトミックやリズムの創作を行う。

音楽表現に必要な伴奏法を理解し、実習の振り返りと改善点をグループで考察する。

　１）幼稚園教育要領における幼稚園教育の基本、領域「表現」のねらい及び内容、全体構造を理解している。

子どもの遊びを表現活動につなげるためには、保育者自身が感性を磨き、発想力、表現力、感動力を高める必要が

ある。授業を通して、自己表現することの楽しさを経験し、音楽と子どもとの関わりを学び、豊かな人間性を身に

付けた人材育成を目指す。

定期試験（60％）レポート提出（20％）受講態度（復習と次回授業への予習を含む）（20％）による総合評価

後期のまとめ
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「保育者をめざす 楽しい音楽表現」（圭文社）　

表現を支えるための歌や楽器の技術はもちろん必要ですが、子どもの「音楽って楽しい」と思う心を育むことが

大切です。また、表現以外のことにも関心をもち、物事に対する視点を豊かにしてください。そのためにも、保育

「幼稚園教諭・保育士養成課程　子どものための音楽表現技術」（萌文書林）　

 配布資料

｢幼稚園教育要領｣(平成29年3月告示 文部科学省）（フレーベル館）

｢保育所保育指針｣(平成29年3月告示 厚生労働省）（フレーベル館）

｢幼保連携型認定こども園教育・保育要領｣(内閣府・文部科学省・厚生労働省：平成29年3月告示、フレーベル館）

特になし。

　領域「表現」において保育者に求められるスキルは、子どもの表出や表現に気付き共感する力です。子どもの

【備　考】

【学生へのメッセージ】

全般に関心をもち、授業の予習・復習はもちろんのこと授業内の活動にも生かして積極的に参加してほしいです。

【テキスト及び参考書】
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原賀　いずみ 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

２年
前期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

 ２）領域「表現」の特性や幼児の体験との関連を考慮した情報機器及び教材の活用法を理解し、保育の構想に活

ダンボールを使った造形表現(グループワーク)③附属幼稚園との交流授業のための準備

 ２）領域「表現」のねらい及び内容を踏まえ、幼児が経験し身に付けていく内容と指導上の留意点を理解してい

活動が多教科にわたるつながりがあるという視野をもって、環境の構成や言葉掛けについて考察していく。後半

 １）幼児の認識・思考、動き等を視野に入れた保育の構想の重要性を理解している。

　　 いる

教材研究－素材の特徴と活動の楽しみ方及び留意点－

 ３）幼稚園教育における評価の考え方を理解している。

季節を表現する①生活文化や行事から

幼児と造形－領域「表現」のねらい及び内容について－

掲示資料作成の方法とアイデア

ダンボールを使った造形表現(グループワーク)②附属幼稚園との交流授業のための制作

　　を身に付ける。

 ５）領域「表現」の特性に応じた保育実践の動向を知り、保育構想の向上に取り組むことができる。

 ４）模擬保育とその振り返りを通して、保育を改善する視点を身に付けている。

季節を表現する②色のイメージから

自然観察－五感を使った総合的な表現活動について－

(１)領域「表現」のねらい及び内容

 ３）指導案の構成を理解し、具体的な保育を想定した指導案を作成することができる。

　　幼稚園教育要領に示された幼稚園教育の基本を踏まえ、領域「表現」のねらい及び内容を理解する。

附属幼稚園との交流授業実施(共同制作）

交流授業の振り返りと発表 授業のまとめ

 　　る。

 ４）領域「表現」に関わる幼児が経験し身に付けていく内容の関連性や小学校の教科等とのつながりを理解して

授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

「幼児と表現(造形)」での経験をふまえ、さらなる表現力の向上を目指すとともに、領域「表現」のねらい及び

 １）幼稚園教育要領における幼稚園教育の基本、領域「表現」のねらい及び内容並びに全体構造を理解してい

造形表現指導法Ⅰ

　　 る。

担  当
教員名

一般目標：

到達目標：

の思いや気付き、心の動きなどを読み取り、その振り返りを通して、保育を改善する視点を身に付けていく。

【授業計画】

（２）保育内容の指導方法と保育の構想

のグループワークにおいては、実際に附属幼稚園の幼児と造形活動を行う中で、幼児の素朴な表現に触れ、幼児

一般目標：

内容をおさえた造形表現活動について理解を深めたい。幼児一人ひとりの、表現したいという気持ちを大切にし、

その意欲を十分に発揮させることができるよう、具体的な保育を想定しながら作品制作や模擬保育を行い、造形

　　 用することができる。

到達目標：

　　幼児の発達や学びの過程を理解し、領域「表現」に関わる具体的な指導場面を想定した保育を構想する方法

折り染め①技法の特徴をとらえた素材の選定方法について

粘土による表現①粘土の種類と特性

ダンボールを使った造形表現(グループワーク)①附属幼稚園との交流授業のための計画

折り染め②教材の展開方法

粘土による表現②からだ全体で感じる素材と表現
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・鉛筆、のり、はさみ、カッターを、筆箱の中に常備しておいてください。

・課題により上記以外の必要な道具や材料があれば、事前に伝えますので忘れないよう準備してください。

・授業を心から楽しむために、絵の具等で汚れても良い服装(作業着エプロン着用可)で受講してください。

・授業をより有意義なものにするために、あらかじめアイデアスケッチ等を予習・復習のための課題に

　することがあります。

授業中に適宜資料を配布する。

｢保育所保育指針｣(平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

授業のための資料や材料収集、アイデアスケッチ等の準備を含めた予習復習課題(10％)等の総合評価

参考書・参考資料等

｢幼保連携型認定こども園教育・保育要領｣(平成29年3月告示　内閣府・文部科学省・厚生労働省）（フレーベル館）

【テキスト及び参考書】

｢幼稚園教育要領｣(平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

テキスト

【備　考】

【学生へのメッセージ】

レポート提出（20％）、グループワークを含めた授業への積極的な取り組み（10％）、

ポートフォリオとして、指定のスケッチブックに作品や資料を整理しまとめたもの（60％）、

【学生に対する評価】
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原賀　いずみ 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

２年
後期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

モビールの表現②ペンチや針金の扱いについて

(１)領域「表現」のねらい及び内容

 ３）指導案の構成を理解し、具体的な保育を想定した指導案を作成することができる。

舞台表現について②身にまとう造形表現

版のいろいろ①紙を使って

造形表現指導法Ⅱ

　　 る。

     いる。

 ２）領域「表現」のねらい及び内容を踏まえ、幼児が経験し身に付けていく内容と指導上の留意点を理解してい

     用することができる。

到達目標：

絵本の中の表現(グループワーク)③絵本製作

版のいろいろ①身近なものや自然物を使って

大きな空間に描く(作る)

幼児と造形－領域「表現」のねらい及び内容について－

授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

　「造形表現指導法Ⅰ」から引き続き、領域「表現」のねらいと内容をおさえながら、個人制作やグループ制作

 １）幼稚園教育要領における幼稚園教育の基本、領域「表現」のねらい及び内容並びに全体構造を理解してい

 ３）幼稚園教育における評価の考え方を理解している。

ある構成についてなど、表現活動を視覚化することの意味や効果について理解し、身に付けていく。グループワ

鑑賞の方法と展示の工夫

モビールの表現①物理学的視点と構成について

大きな紙に描く

一般目標：

  幼児の発達や学びの過程を理解し、領域「表現」に関わる具体的な指導場面を想定した保育を構想する方法を

 １）幼児の認識・思考、動き等を視野に入れた保育の構想の重要性を理解している。

 ２）領域「表現」の特性や幼児の体験との関連を考慮した情報機器及び教材の活用法を理解し、保育の構想に活

を通して、絵画や工作などの枠にとらわれない表現の多様性を知り、保育における表現活動の可能性を探ってい

 ４）領域「表現」に関わる幼児が経験し身に付けていく内容の関連性や小学校の教科等とのつながりを理解して

絵本製作の発表　授業のまとめ

  身に付ける。

 ５）領域「表現」の特性に応じた保育実践の動向を知り、保育構想の向上に取り組むことができる。

く。また、教材の提示方法、展示や鑑賞方法についても事例を通して学び、見る側の興味関心をかき立てる魅力

 ４）模擬保育とその振り返りを通して、保育を改善する視点を身に付けている。

     る。

ークでは、グループ又はクラス単位で活発なやり取りを交わしながら、よく見て、触って、感じて、作って、飾っ

て、鑑賞して、作品を通したもの・ひと・こととのコミュニケーションについて理解し、これまで学んだ総合的

な実践を通して、保育の場における造形表現活動について考える。

　幼稚園教育要領に示された幼稚園教育の基本を踏まえ、領域「表現」のねらい及び内容を理解する。

舞台表現について①オペレッタの空間構成

海外の幼児教育－レッジョ・エミリアの幼児教育－

絵本の中の表現(グループワーク)①教材としての絵本

絵本の中の表現(グループワーク)②絵本の中の表現技法

担  当
教員名

一般目標：

【授業計画】

到達目標：

（２）保育内容の指導方法と保育の構想
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・鉛筆、のり、はさみ、カッターを、筆箱の中に常備しておいてください。

・課題により上記以外の必要な道具や材料があれば、事前に伝えますので忘れないよう準備してください。

・授業を心から楽しむために、絵の具等で汚れても良い服装(作業着エプロン着用可)で受講してください。

【学生に対する評価】

｢幼稚園教育要領｣(平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

・授業をより有意義なものにするために、あらかじめアイデアスケッチ等を予習・復習のための課題に

参考書・参考資料等

｢幼保連携型認定こども園教育・保育要領｣(平成29年3月告示　内閣府・文部科学省・厚生労働省)(フレーベル館）

【テキスト及び参考書】

テキスト

レポート提出（20％）、グループワークを含めた授業への積極的な取り組み（10％）、

｢保育所保育指針｣(平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

授業中に適宜資料を配布する。

授業のための資料や材料収集、アイデアスケッチ等の準備を含めた予習復習課題(10％)等の総合評価

【備　考】

【学生へのメッセージ】

ポートフォリオとして、指定のスケッチブックに作品や資料を整理しまとめたもの（60％）、

　することがあります。
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授  業
科目名

木本　節子 単位数 ２
授業
区分

講義
開講
時期

　２年
　前期

　４）幼児一人一人の特性に応じて、発達の課題に即した指導について身に付ける。

２．幼児の発達や学びの過程を理解し、附属幼稚園での保育現場の演習を通して保育の順序や展開方法などを

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回 特別な配慮を要する幼児への指導と幼児の特性に応じた指導について

第11回 保育の順序について理解する。

第12回 指導案の作成と評価について

第13回 指導記録と評価について

第14回 情報教育機器の活用について

第15回

としての役割と指導力を育成する。

遊びを通しての指導と総合的指導について

「保育内容（五領域）」と「育ってほしい１０の姿」について（グループワーク）

努めること。

授業の準備としての予習もしくは課題プリント、及び復習やまとめに関するノート整備などの授業内容の理解に

【備　考】

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

　教育方法とは幼児が教師や他児との集団の中で環境にかかわり、みずからの成長・発達に必要な体験をしてい

く状況をつくりだす具体的な方法、つまり教師の援助方法である。その方法を実現するために教師は幼児を観察、

環境（情報活用能力を含む）を工夫し、幼児の生きる力の基礎を育むための資質・能力・指導力が重要である。

　する機会を設け、アクティブラーニングの本質を理解する。

の重要性を理解し、「幼児期終わりまでに育ってほしい10の姿」の位置づけと活用方法について学び、教師

教育方法の基本②（環境による保育）「教育的価値観のある物的環境について」

まとめ(講義内容）

【テキスト及び参考書】

「教育方法論」の意義（オリエンテーション）

教育方法の基本(保育の営みについて）一年次の附属幼稚園での事例について振り返り(フォトランゲージとディスカッション）

教育方法の基本(保育の形態について）一年次の附属幼稚園での事例を通して（プレゼンテーションと批評会）

｢幼稚園教育要領｣(平成29年3月告示 文部科学省）(フレーベル館)

｢幼保連携型認定子ども園　教育・保育要領」(平成29年3月告示　内閣府・文部科学省・厚生労働省)（フレーベル館）

　そこで、学生の指導力を高めるために一年次での附属幼稚園の演習を振り返りながら保育現場での保育方法

１．幼稚園教育要領に示された教育の基本を踏まえ、「教育方法論｣の位置づけについて理解する。

教育方法の基本③（環境による保育）「教育的価値観のある自然・時間・空間について」

幼児期にふさわしい生活の展開方法

教育方法の基本①（環境による保育）「教育的価値観のある人的環境について」

｢保育所保育指針」（平成29年3月告示　厚生労働省)（フレーベル館）

【参考書・参考資料等】

定期試験（５０％）　レポートの提出（３０％）　授業への取組み（２０％）

【学生に対する評価】

｢保育方法・指導法」大豆生田・渡辺・森上編著（ミネルヴァ書房）

【学生へのメッセージ】

教育方法論

　１）教育方法の基本を理解する。（保育形態・保育の順序・環境による保育）

　身に付ける。

　１）幼児に対する「教育方法」の特性を考慮した情報機器及び教材の活用方法を理解し、学生自身がICTを活用

　２）附属幼稚園での演習を通して幼児への接し方・指導法について状況に応じた対応を修得する。

担   当
教員名

【授業計画】

　２）幼児にふさわしい生活について理解する。

　３）遊びを通じての指導・総合的指導について理解する。
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進　まどか
藤田　信治

単位数 ２
授業
区分

演習
開講
時期

２年
後期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

努めてみてはいかがですか。

２年生は実習学年といわれように、子どもと多く触れ合う機会があります。その中で、疑問に思ったこと、

ましょう。また、授業を自分のものにするために、視点をもって子どもを見るようにし、子どもの内面理解に

「幼児理解に基づいた評価」（チャイルド本社）

対応に困ったことなどを授業中に積極的に話題提供し、学びをより深められるように記録をしっかりとっておき

授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

保育を志している学生には必修科目であるこの科目を通して、幼児理解の基本、保育者としての姿勢について

【備　考】

幼稚園教育指導資料第４集「一人一人に応じる指導」（フレーベル館）

障がいのある子どもの理解、ビデオ視聴とグループワーク　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 進 ）

理解から生まれる「ねらい」と「援助」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤田）

子どもの発達理解　　・発達と育ち　　・発達段階と発達過程　　　　　　　　　　　　　　　（藤田）

子どもの経験を豊かにする遊びの「理解」と「援助」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤田）

「幼稚園教育要領」(平成29年3月告示　文部科学省)(フレーベル館）

「保育所保育指針」(平成29年3月告示　厚生労働省)(フレーベル館）

参考図書　

【テキスト及び参考書】

定期試験(80%)、実践内でのレポート(10%)、受講態度(10%)等による総合評価

【学生へのメッセージ】

③子どもが見せる姿や行為、育ちを読み取る視点と保育者の関わりが関係していることを学習する。

④子ども理解を深める観察や周囲との連携の取り組み方など、保育者の専門性の根幹について学習する。

者としての自覚をもたせたい。

子ども理解を深める観察と記録　　・保育現場で子どもを「見る」ということ　　　　　　　　（藤田）

保育者における「子ども理解」とは　　・保育の始まりとしての「子ども理解」　　　　　　　（藤田）

⑤幼児教育の現状と課題を認識し、保育者としての心構えに関する基礎力を育成する。

学び、よりよい保育を創り出すための意識を高めることを目指して取り組みたい。その中で、子ども一人一人を

【授業計画】

子どもの脳とからだの発達　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤田）

保育における理解と援助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤田）

【学生に対する評価】

まとめ　幼児理解を深める教師の姿勢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 進 ）

児童養護施設に事例から考える子ども理解、ロールプレイを通じて　　　　　　　　　　　　　（ 進 ）

子育て支援　・家庭支援における子ども理解　・子どもの育ちとともに味わう保育実践の広がり（ 進 ）

障がいのある子どもの保育から考える子ども理解を中心にグループディスカッションを行う　　（ 進 ）

担  当
教員名

理解し評価することは、保育者自身を振り返り評価することにつながることを理解させ、将来幼児教育に携わる

中心とした授業形態を考えている。以下の５点を目標にして取り組む。

②子どもの思いや育ちを丁寧に捉え、その内実を理解し、援助のあり方を考えていくことを学習する。

一人一人に応じる指導の実際　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　（ 進 ）

一人一人に応じる指導とは　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　（ 進 ）

オリエンテーション　　　　　　　　　　　　　　　                                    　（ 進 ）

①保育を行うには、まず一人一人の子ども理解に努めることが出発点であることを学習する。

幼児理解論

授業を進めるにあたっては、学生が積極的に参加するよう討論形式や保育カンファレンスなどのグループを

－72－



木本 節子 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

２年
後期

５　親とのかかわりとカウンセリングマインドや相談・助言の基本を理解する。

６　特別なニーズをもった子どもの育ちを保障するために幼稚園や保育園・子ども園と他機関との連携と視点

　　について理解する。

　ラーニング」を導入しその学びの中からより一層理解を深め、カウンセリングマインドの重要性に気付く。

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

教育相談論

１　地域社会における人間関係の希薄化と家族環境の変化と背景と現状について理解する。

授　業
科目名

親との育児相談・助言について、保護者とのかかわり（育児相談・助言）

　そのような親(保護者)に対して心に寄り添える、より豊かな人間関係を深めていくために、｢カウンセリングの

この授業では、グループ活動を通して、他の人へ配慮しながらコミュニケーションすることが多々あります。

教育相談の実際③｢発達障害｣(講義とグループディスカッション）

２　人間理解の基本を理解し、子どもや親の理解と援助のあり方について学ぶ。

　特に親の育児不安が深刻化する一方で、発達に気がかりのある子どもが増加し、さまざまな問題を抱えている。

担  当
教員名

３　乳幼児期から児童期にかけての子どもの心の育ちとその過程についてそれに含まれる育ちの意義と重要性を

基礎知識｣を学び、教育相談や助言に対応できる指導力を身につける。

る心を身につけられるようになりましょう。

み、自分の人間としての視野を広げていくかが大切になります。他の人の良いところに気づく眼とそれを活かせ

【テキスト及び参考書】

定期試験（40％）、レポートの提出（40％）、授業への取組み（20％）による総合評価

現代社会における子育ち、子育てと保育の現状

保育カウンセリングの傾聴（態度とポイント）

保育カウンセリングの流れ

保育カウンセリングの位置づけ

【備　考】

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

　昨今、核家族化・少子化が進み子どもの育ちに必要なさまざま環境が奪われ、親(保護者）にとって「子育て」

のしにくい社会環境になっている。

　　理解する。

４　育ちに気がかりのある子どもの内面的理解と援助方法について学ぶ。　

【授業計画】

　また、学生自身が教育・保育実習などで体験したことを主体的・対話的な学びを実現するために「アクティブ

オリエンテーション　教育相談（保育カウンセリング）の目的・意義

「幼稚園教育要領｣(平成29年3月告示　文部科学省）(フレーベル館）

カウンセリングの基礎③問題の解決

カウンセリングの基礎②問題の把握

カウンセリングの基礎①リレーション

【学生へのメッセージ】

幼稚園・保育園・子ども園と専門機関との連携（事例による連携に実際）

まとめ（講義内容の整理）

　やさしく学べる｢保育カウンセリング｣（大竹直子）金子書房

参考書・参考資料

保育における今日的課題（保育の多様化と質の向上）

 ｢幼保連携型認定こども園教育・保育要領｣(平成29年3月告示　内閣府・文部科学省・厚生労働省）(フレーベル館）

【学生に対する評価】

教育相談の実際②｢不登校」（講義とロールプレイング）　　　　　　　　立場の理解を深める）

教育相談の実際①「いじめ・非行」（講義とグループワーク）　　　演習（即興的演技を行い相手の

「保育所保育指針｣(平成29年3月告示　厚生労働省）(フレーベル館）

自分の考え方とは違う考え方やコミュニケーションのあり方に出会った時、それを自分の中にどのように取り込
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丸田　敦子 単位数 0.5
授業
区分

実習
開講
時期

２年
前期

 する。

幼児の実態に触れ、実習園の様々な幼児教育の取り組みを理解したうえで、自分で考え、行動し、自ら創る学び

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

授　業
科目名

担  当
教員名

や園の環境構成等の様子がわかる貴重な機会である。その場で感じたことなど体験を実習に活かしてほしい。

まで相談にいくこと。

の作成、事前・事後指導を行うものである。

教育実習の自己評価と課題

教育実習における事前指導➁　　（実習日誌の書き方）

教育実習指導Ⅰ

③教育実習を通して得られた知識及び経験を振り返り、今後身に付けることが必要な知識及び技能等を理解

①教育実習生として遵守すべき義務等について理解し、その責任を自覚したうえで意欲的に教育実習に参加する

ていくことが重要である。

②教育実習Ⅰに向けた事前の心構えや準備に関する基礎的知識を身に付ける。

この授業は、幼稚園教諭二種免許状取得に向けた教育実習が有意義に行われるように、事前の心構えや指導計画

【テキスト及び参考書】

【授業の到達目標及びテーマ】

　ことができる。

「教育実習の手引き」（北九州保育福祉専門学校編）　　　　　　　　

【学生へのメッセージ】

「幼稚園・保育園実習まるごとおたすけガイド」（チャイルド本社）　

　幼稚園教育指導資料第１集「指導計画の作成と保育の展開」「幼児理解に基づいた評価」（文部科学省）

附属幼稚園の卒園式見学に続き、入園式実習を行う。幼稚園生活をスタートする子どもとそれを迎え入れる教諭

【備　考】

実習開始までの１ヵ月間を有意義な時間とできるよう準備を早めに行い、分からないことや不安なことは担当

「幼稚園教育要領」(平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

　　　　　　　　

  受講態度(30%)、書類作成・提出物の状況と内容(50%)、実習に対する取り組みや意欲(20%)を併せた総合評価

 

【学生に対する評価】

教育実習における事前指導➀　　（書類準備等）         　　　　　　　　　

の意図を探る、③保育の流れや段取りをつかみ、保育技術を高めることを重点目標とする。

【授業計画】

教育実習事後指導

実習体験の報告や実践発表　　　（実習報告会）

教育実習直前指導

【授業の概要】

教育実習Ⅰの意義と目的、内容理解　　　　　　　　　　　　　　　

附属幼稚園入園式実習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

模擬保育　　　　　　　　　　　(グループでの研究）

指導計画の作成の方法

子どもの行動と保育者の援助とその意図

附属幼稚園入園式実習の振り返り、子どもの発達の理解　　　　　　　　　　　　

教育実習Ⅰでは、子どもや保育者の観察に重きを置き、①子どもの発達を知る、②子どもの行動と保育者の援助

を大切にしてほしい。また、実習を経験しての振り返りから自己の課題を見出し、次回の教育実習Ⅱへとつなげ
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丸田　敦子 単位数 0.5
授業
区分

実習
開講
時期

２年
後期

　知識及び技能等を理解する。

第1回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

【備　考】

但し、この授業は2年前期より実施します。

また新しい幼児教育を研究し、一人一人の子どもに寄り添い、日々の変化と成長を感じ取れる職業である幼稚園

て実習に臨んでほしい。

 幼稚園教育指導資料第１集　「指導計画の作成と保育の展開」「幼児理解に基づいた評価」（文部科学省）

「幼稚園・保育園実習まるごとおたすけガイド」（チャイルド本社）　　　　　

【学生へのメッセージ】

教育実習Ⅱは、実習の集大成として取り組むこと。幼稚園の行事の見学やお手伝い等、実習生として積極的に行動

していくことが必要。実習を重ねる中で出会った様々な先生方の姿から自分がなりたい理想の幼稚園教諭を目指し　　

【学生に対する評価】

受講態度(30%)、書類作成・提出物の状況と内容(50%)、実習に対する取り組みや意欲(20%)を併せた総合評価

【テキスト及び参考書】

「教育実習の手引き」(北九州保育福祉専門学校編）　　　　　　　

「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」(平成29年3月告示　内閣府・文部科学省・厚生労働省）（フレーベル館）

「保育所保育指針」(平成29年3月告示　厚生労働省)(フレーベル館）

「幼稚園教育要領」(平成29年3月告示　文部科学省)(フレーベル館）　　　　　

実習体験の報告や実践発表　(実習報告会）

教育実習の自己評価と個人面談　　　　　　　　　　　　　　

教育実習の総まとめ

記録の書き方①　(子どもの主体性の育ちと保育者の関わり)

記録の書き方②　（子どもの社会性の育ちと保育者の関わり）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

模擬保育①(教材研究、グループ研究）

模擬保育②(グループ発表、振り返り）　　

教育実習直前指導　　　　　　　　　

学内で学んだ理論や技術を基礎とし、これらを総合的に実践する応用力を幼稚園の現場で養い、そして身に付けた

知識をより確かなものにしていくことを目的としている。

教諭のやりがいと責任、専門性を理解するとともに自己の課題を明確にしていくことが重要である。

教育実習事後指導

【授業計画】

教育実習Ⅱのオリエンテーション  　　（授業内容の概要・幼稚園教諭の職務と役割）         　　　　　　　　　　

教育実習Ⅰの振り返りと課題の確認                   　　　　　　　　　　

教育実習の意義と目的　　　　　　　　

②教育実習Ⅱに向けた事前の心構えや準備に関する基礎的知識を身に付ける。

③教育実習を通して得られた知識及び経験を振り返り、教員免許状取得にまでにさらに身に付けることが必要な

【授業の概要】

授　業
科目名

教育実習指導Ⅱ
担  当
教員名

【授業の到達目標及びテーマ】

①教育実習生として遵守すべき義務等について理解し、その責任を自覚したうえで意欲的に教育実習に参加する

　ことができる。

-75-



丸田　敦子 単位数 ２
授業
区分

実習
開講
時期

２年
前期

幼児への理解を深めるとともに、幼稚園の機能と役割や幼稚園教諭の職務内容を学んでいく。

更にこの実習を通して学んだ自己の課題を明確化し、幼稚園教諭としての専門性を高める機会とする。

第１週

第２週

【学生へのメッセージ】

「幼稚園・保育園実習まるごとおたすけガイド」（チャイルド本社）　「楽しい音楽表現」（圭文社）

【授業計画】

２．観察と記録、遊びや生活を通して幼児の発達や特性を理解する

知り、子どもへの理解を深めること。幼稚園教諭の職務を理解し、社会人としての基本的なマナーや

実習中の意欲や態度(20%)、実習日誌等の提出物の状況と内容(30%)、実習園からの評価(50%)を併せた総合評価

教育実習という貴重な体験を生かし、多くの子どもと積極的に触れ合い、子どもの興味や関心、発達を

４．幼児の実態等を踏まえた指導計画を作成し、保育を実践する

５．社会人としての基本的なマナーを学ぶ

「報告」・「連絡」・「相談」（ほう・れん・そう）を厳守すること。

【備　考】

「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」(平成29年3月告示　内閣府・文部科学省・厚生労働省）（フレーベル館）

１．幼稚園の生活と一日の流れを理解し、保育内容について学ぶ

　実習は基本的目標「コミニュケーション能力」「他者への配慮・おもいやり」「観察眼」の育成を目指して

行う。

３．幼児に対する関わりや保育に必要な基礎的技術等を身に付ける

「教育実習の手引き」（北九州保育福祉専門学校編）

「こどものうた２００」（チャレンジ本社）

【テキスト及び参考書】

④様々な活動の場面で適切に幼児と関わることができる。

【授業の到達目標及びテーマ】

③幼稚園教諭の役割、及び職務内容を実地に即して理解する。

【授業の概要】

実習園における2週間の実習内容は以下の通りである

　実習は、見学・観察実習、参加実習、指導実習など様々な形式でを行い幼稚園での保育に積極的に参加し、

授　業
科目名

担  当
教員名

教育実習Ⅰ

①幼稚園教育要領及び幼児の実態等を踏まえた適切な指導案を作成し、保育を実践することができる。

②保育に必要な基礎的技術(話法、保育形態、保育展開及び環境構成等)を実地に即して身に付ける。

「幼稚園教育要領」(平成29年3月告示　文部科学省)(フレーベル館）

～

【学生に対する評価】
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丸田　敦子 単位数 ２
授業
区分

実習
開講
時期

２年
後期

第１週

～ ２．幼児の発達、内面の変化、個性についての理解を深める

第２週

実習中の意欲や態度(20%)、実習日誌等の提出物の状況と内容(30%)、実習園からの評価(50%)を併せた総合評価

 この実習を通して学んだ自己の課題を明確化し幼稚園教諭としての専門性を高める機会とする。

【備　考】

教育実習Ⅰと同じ実習園で行う。その為、子どもたちの成長に大いに喜びを感じる実習であり、行事等の関わり

「幼稚園・保育園実習まるごとおたすけガイド」（チャイルド本社）  「楽しい音楽表現」（圭文社）

【テキスト及び参考書】

４．観察と関与、記録、指導計画に基づく実践を通して保育技術の伸長を図る

【学生に対する評価】

実習園における2週間の実習内容は以下の通りである

ねらいとし、実習園の行事や実習生の状況に応じて、観察・参加実習、責任実習など様々な形で実習を行う。

３．教職員との連携、協力体制の重要性について理解する

①個々の幼児の発達、内面の変化、個性の理解を深め、適切に幼児と関わることができる。

【授業計画】

③幼稚園教諭の役割及び職務内容を実地に即して理解し、他の教職員との連携を身に付ける。

基本的目標「コミニュケーション能力」「他者への配慮・おもいやり」「観察眼」の育成を目指す。 又、幼稚園

【授業の到達目標及びテーマ】

④保護者や地域の子育て支援、幼児期の教育のセンターとしての社会的役割を学ぶ。

【授業の概要】

②幼稚園教育要領及び幼児の実態等を踏まえた適切な指導案を作成し、保育を実践することができる。

の通常の教育活動及びそれ以外の行事等の活動通して、教育的愛情や教育に対する使命感や責任感を養うことを

１．幼稚園教諭としての必要な知識、能力、技術を習得する

 [幼保連携型認定こども園教育・保育要領」(平成29年3月告示　内閣府・文部科学省・厚生労働省）（フレーベル館）

授　業
科目名

担  当
教員名

教育実習Ⅱ

５．地域の子育て支援、幼児期の教育センターとしての社会的役割を理解する

「幼稚園教育要領」(平成29年3月告示　文部科学省)(フレーベル館）

「こどものうた２００」（チャイルド本社）

「教育実習の手引き」（北九州保育福祉専門学校編）　

求められる。「自分が今できることは何か」を考えて実習先の教諭と相談しながら積極的に行動していくこと。

を通して子どもの発達や幼稚園教諭の職務をより理解することができる。臨機応変に対応する行動力や積極性も

【学生へのメッセージ】
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丸田　敦子他 単位数 ２
授業
区分

演習
開講
時期

２年
後期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

「中央教育審議会答申」

「幼稚園教育要領」(平成29年3月告示　文部科学省)(フレーベル館）

「保育所保育指針」(平成29年3月告示　厚生労働省)(フレーベル館）

 [幼保連携型認定子ども園教育・保育要領」(平成29年3月告示　内閣府・文部科学省・厚生労働省）（フレーベル館）

第７回
                            (幼児の生活や体験が小学校ではどのように繋がっていくのか)

幼児理解に基づいた評価（文部科学省）、適宜資料を配布

幼児理解に基づいた評価とは

幼児理解や学級経営の指導計画（講義、グループ討議）

参考書・参考資料等　

幼児理解や学級経営の実践①～模擬保育～

幼稚園の基本を踏まえた教育の大切さの確認・まとめ

【学生に対する評価】

授　業
科目名

【授業の概要】

授業を進めるの当たっては、一人一人の学生が積極的に学習内容に関われるよう、グループを中心に展開し、

幼児理解や学級経営の実践②～附属幼稚園での実践～

教職の意義・役割・職務内容についての確認

実習を通して体験した事例についてのグループ討議①（実習記録などを準備）

附属幼稚園児との交流（オペレッタの上演）

幼小連携について発達や学びの連続性を考える(10の姿)

実習を通して体験した事例についてのグループ発表

担  当
教員名

【授業計画】

②教員になる上で、不足している知識や技能等を補い知識・技術や教養の定着を図る。

オリエンテーション、これまでの授業や実習での学びの成果と課題の把握（履修カルテを持参）

①教育実習、保育実習等の現場体験の成果を振り返り、これまでの各授業や活動を通して教員としての資質が身
に付いているか等、学生が自己の課題に気付き問題解決していく。

③学生一人一人の履修を把握し、将来幼児教育に携わる者としての自覚や実践的指導力を身に付ける。

③具体的な事例をもとに、教員としての責務及び役割について考察。

②乳幼児の発達と保育内容との関連を学ぶことを通して、幼児期にふさわしい生活の具現化の考察。

【テキスト及び参考書】

幼児理解や学級経営の構想②～指導案作成～

グループ活動や保育案づくり、設定保育などを通して、他の人の考え方に触れ、自分自身の課題を確認すると

連携し、演習の推進に当たる。また、附属幼稚園の先生方の協力を得て、より具体的な実践演習や保護者との

【学生へのメッセージ】

教職実践演習（幼）

コミュニケーション能力や観察眼の育成に努める。大きくは以下の３点の内容をもとに取り組む。　

①乳幼児の理解を深めることを通して、学級経営力や人間関係能力の育成。

【授業の到達目標及びテーマ】

幼児理解や学級経営の評価と改善～振り返り～

履修カルテを把握している担任を中心に、附属幼稚園教員、幼稚園や保育所の実習担当教員、教科担当とも

幼児理解や学級経営の構想①～教材研究～

実習を通して体験した事例についてのグループ討議②（討議内容をまとめ、発表準備）

履修カルテは、常に授業時に持ってくること。

ともに課題解決のために、積極的にコミュニケーションを図ったり、他の人の良いところを自分の中に取り込ん

だりするようにしましょう。

【備　考】

教員の連携・協力体制

発表内容（40％）、提出物（40％）、受講態度（20％）などによる総合評価

対応なども取り入れる。
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安東　邦昭
中村　彰夫

単位数 ２
授業
区分

実習
開講
時期

２年
前期

１　施設の役割と機能を学ぶ

第１週 （１）施設の生活と一日の流れ

（２）施設の役割と機能

２　子ども（利用者）を理解する

（１）子ども（利用者）の観察とその記録　

（２）個々の状態に応じた援助やかかわり

３　養護内容・生活環境を学ぶ

（１）計画に基づく活動や援助　　　　　　　

第２週 （２）子ども（利用者）の心身の状態に応じた対応

（３）子ども（利用者）の活動と生活の環境

（４）健康管理、安全対策の理解

４　計画と記録について学ぶ

（１）支援計画の理解と活用　　　　  　

（２）記録に基づく省察・自己評価　　　　　　　　　

５　専門職としての保育士の役割と倫理を学ぶ

（１）保育士の業務内容　　　　　　　　　　

（２）職員間の役割分担や連携

担  当
教員名

（３）保育士の役割と職業倫理

【授業方法】

診断は受けていないが、特別の教育的ニーズのある幼児や学齢児等の学習上または生活上の困難とその対応

【授業の概要】

保育実習Ⅰ（施設）
授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

①保育実習の意義や目的を理解し、自らの実習の課題を明確にする。

②実習という具体的な実践の中で子どもの実態把握や関わりの視点を明確にし、施設についての理解を深める。

②実習施設における子どもの人権と最善の利益の考慮、プライバシーの保護と守秘義務について理解する。

～

【授業計画】

「幼稚園教育要領」（平成29年3月告示　文部科学省)(フレーベル館）

「保育所保育指針」（平成29年3月告示　厚生労働省)(フレーベル館）

④実習目標に対しての自己評価を行い、反省点を次回の実習に活かすことができる。

・児童福祉施設の役割や機能を理解し子どもの観察やかかわりを通じ、養護の必要な子どもや障害のある子ども

等の理解を深め、具体的な支援方法を体験し、習得することを目的とする。

方法を知る。

適宜プリント・資料類配布

居住型児童福祉施設等及び障害児・者通所施設等における実習

「保育実習（施設）の手引き」（北九州保育福祉専門学校編）

施設実習は保育所や幼稚園と違い、寝食する生活の場に入ることになりますので、個人情報やプライバシーの

「子どもの権利条約」によく目を通して、実習に臨みましょう。

 幼稚園教育指導資料第５集（チャイルド本社）

参考図書：「社会福祉小六法」（ミネルヴァ書房）

・実習を通じて特別の支援を必要とする幼児や利用者の障害の特性および心身の発達を理解する。また障害の

【学生へのメッセージ】

実習先が与えた評価（70％）、実習日誌（30％）

【テキスト及び参考書】

【学生に対する評価】

「社会福祉六法」(ミネルヴァ書房）

保護には十分気をつけましょう。

【備　考】
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安東　邦昭
中村　彰夫

単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

２年
前期

　理解する。

②子どもや利用者とのかかわりを通して障害児・者への支援と理解を深め、具体的な支援方法を体験し、

　習得することを目的とする。

【授業計画】

第１回 実習のねらいと基本的理解 実習先の概要を調べる

第２回 施設の種類と概要調べ、実習計画表の記入 実習の手引きを読んでおく

第３回 自己紹介表、誓約書等の作成 印鑑など必要品の準備

第４回 児童養護施設について（外部講師による演習） 児童養護施設の復習

第５回 障害児・者施設について（外部講師による演習） 障害児・者施設の復習

第６回 実習日誌の書き方 実習日誌の書き方

第７回 実習日誌の書き方 実習日誌の書き方の復習

第８回 疾病予防と安全管理、実習中のマナーと心構え 子どもの保健の復習

第９回 基本的な生活支援技術について（車椅子の操作、更衣等） 障害者施設の概要調べ

第10回 児童養護/障害児・者施設の生活支援について ADLについて調べておく

第11回 利用者や子どもへの対応事例（ロールプレイ形式） 発達についての復習をする

第12回 各施設における多様な専門職及び地域社会との連携や協働を学ぶ 療育センター紹介

第13回 実習オリエンテーションの準備と守秘義務について 守秘義務について調べる

第14回 実習事後指導

第15回 実習報告会

【授業の到達目標及びテーマ】

①既習の教科目や保育実習の経験を踏まえ、児童福祉施設等（保育所以外）の役割や機能について実践を通じて

参考図書：「社会福祉小六法」（ミネルヴァ書房）

【授業の概要】

受講態度（30％）、実習に対する取り組みや意欲（40％）、書類作成、提出物（30％）などによる総合評価

これまでに学んだことを整
理する

担  当
教員名

③施設における子ども（利用者）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を理解する。

【準備学習】

【テキスト及び参考書】

 幼稚園教育指導資料第５集（チャイルド本社）

【備　考】

保育実習指導Ⅰ
（施設）

④実習における自己の課題を理解する。

適宜プリント・資料類配布

・施設における支援の実際を紹介し、共感的態度の育成を行う。

授　業
科目名

「保育実習（施設）の手引き」（北九州保育福祉専門学校編）

【学生へのメッセージ】

「幼稚園教育要領」（平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

「保育所保育指針」（平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

・保育実習の意義　　・実習内容と課題の明確化　　・実習に際しての留意事項　　・実習日誌の書き方

実習では学んできたものを応用する力が試されます。他の科目の学習にも力を入れていきましょう。

【学生に対する評価】

施設実習では自身の日常生活がそのまま実習に投影されますので、自分自身のマナーや生活を見直しましょう。

・事後指導における実習の振り返りと課題の明確化
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河合　倫子 単位数 ２
授業
区分

実習
開講
時期

２年
前期

　や社会的役割を具体的実践から学び取ること.

第１週

第２週

乗り越えていきましょう。

　より、保育所の目的と機能,課題等より深く理解する。また、養護と教育が一定的に行われるという保育の原理

　実習園の評価をもとに事前指導・事後指導の取り組み状況を合わせた総合評価。

※保育実習Ⅰの自己課題を踏まえ、Ⅱの実習に反映させる必要があります。

７．入所している子どもの保護者に対する子育て支援及び地域の保護者に対する支援の実際を理解する。

【学生へのメッセージ】

【テキスト及び参考書】

２．子どもの個人差について理解し、対応方法を理解する。特に発達の遅れや生活環境に伴う子どもの

【学生に対する評価】

受講、実習に対する意欲や積極性は、何より大事です。うまくやろうではなく、何でもさせてもらおうという姿勢で

【備　考】

「実習日誌の書き方」（一藝社）「保育指導案大百科事典」（一藝社）

「全国保育士倫理綱領ガイドブック」（全国社会福祉協議会）

「保育所保育指針」「保育所保育指針解説書」「幼稚園教育要領」「幼稚園教育要領解説書」（フレーベル館）

物事の捉え方、日頃の言葉遣いが実習先で出てしまいがちです。日頃から保育者はモデルであることを

ついては、取り組みや具体的実践から学び取るようにしましょう。

知らないことや経験のないことを理由に受け身の姿勢では、充実した実習になりません。前向きな姿勢、素直な

態度これがあれば大丈夫です。養護と教育の一体的に行われているという保育の基本原理や社会的役割に

意識しましょう。

（ 実習期間 ）（ 実習園 ）別途記載する。

９．保育所の保育士に求められる資質・能力・技術に照らし合わせて、自己の課題を明確化する。

１．保育所の役割や機能の具体的展開を学ぶ。〇保育全般に参加し、保育技術を習得する。

８．保育士の業務と職業倫理を理解する　〇多様な保育の展開と保育士の業務・職業倫理を理解する。

６．子どもの保育及び保護者・家庭への支援と地域社会等との連携の在り方を学ぶ。

５．環境を通して行う保育、生活や遊びを通して総合的に行う保育を理解する。

　　学び理解する。

　　ニーズを理解し、その対応について学ぶ。

担  当
教員名

保育実習Ⅱ
授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

【授業計画】

６. 保育士として自己課題を明確化する。

・保育所保育士として必要な姿勢や態度及び指導の方法・技術等を習得するとともに、「コミュニケーション

・「保育実習Ⅰ（保育所）」での保育所実習の経験をもとに、自ら実習先保育所を選択して実習することに

　能力の育成」「他者への配慮・思いやり」「観察力の育成」を目指して行う。

５. 保育士の業務内容や職業倫理について具体的な実践に結びつけて理解する。

４. 保育の計画、実践、観察、記録及び、自己評価等について実践に取り組み、理解を深め指導技術を習得する。

３. 既習の教科や保育実習Ⅰ（保育所）の経験を踏まえ,子どもの保育および保護者支援について総合的に学ぶ。

２. 一人一人の子どもの観察や関わりの視点を明確にし、発達や個性を捉え保育の理解を深める。

１. 保育所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。

３．全体的な計画に基づく指導計画の作成・実践・省察・評価と保育の過程を理解する。

～
４．子どもの家庭とのコミュニケーションの方法や保護者支援及び地域の子育て家庭への支援の実際を
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河合　倫子 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

２年
前期

②保育の計画、実践、記録等について実際に行う中で、理解を深め指導技術を習得できるようにする。

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

保育実習Ⅱのヒント①・保育所保育指針（DVD）を映像に

「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説書」（フレーベル館）

「新聞紙で遊ぼうⅡ」（かもがわ出版）

保育実習Ⅱ事後指導①（課題の明確化）

保育実習Ⅱ事後指導②（実習報告会）

「新保育所保育指針を読む」（全国社会福祉協議会）「保育方法・指導法」（ミネルヴァ書房）

レポート課題（20％）

「実習日誌の書き方」「保育指導案大百科事典」（一藝社）

【学生に対する評価】

受講態度、教材用作品(30％）、実習に対する取り組みや意欲（20％）、日誌、指導案等提出物（30％）

※事前学習や事後の振り返りを丁寧に行い、主体性をもって意欲的に取り組む姿勢が何より大事です。

【テキスト及び参考書】

「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」（フレーベル館）

「保育所保育指針解説書」「幼稚園教育要領解説書」（フレーベル館）

　の自己課題を明確に意識できるように努める。

保育実習Ⅱの意義と目的

オリエンテーション・授業内容の概要・保育士の専門性と職業倫理について

【授業計画】

シミュレーション（模擬保育）3歳未満児）

担  当
教員名

保育実習指導Ⅱ

【授業の概要】

・実習という具体的な実践の中で、子どもの観察やかかわりの視点を明確にし、保育の理解や保育所の役割機能

授　業
科目名

シミュレーション（模擬保育）3歳以上児

指導案について

子どもの主体性を育てる保育とは？

子どもに応じた適切な関わり

実習のための書類準備

　についての理解が深められるようにする。

【備　考】

ましょう。

受講、実習に対する意欲や、積極性は、何より大事です。うまくやろうではなく、なんでもさせてもらおうと

することが、実践力につながります。努力は必ず、結果として身につき自分の物になることを信じて頑張り

【学生へのメッセージ】

設定保育について

子どもをワクワクさせる保育の実際（外部講師による特別授業）

保育実習Ⅱのヒント②・保育所保育実習（DVD）視聴

記録について

・保育の計画を立て、実際に設定保育を実践する。記録には、的確な記述が求められるが、その為の観察眼の

③保育士の業務内容や職業倫理について具体的な実践に結び付けて理解する。

【授業の到達目標及びテーマ】

・具体的な実践と結び付ける中で、保育士の業務内容や、職業倫理について学びを深めるとともに保育士として

①保育実習Ⅰ（保育所）の自己課題を踏まえ、子どもをとらえる視点を実践に即してより深めることのできるよ

⑤実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、保育に対する課題や認識を明確にする。

・既習の教科や保育実習Ⅰ（保育所）の経験を踏まえ、子どもの保育や保護者支援について総合的に学ぶ。

　育成やコミュニケーション能力の育成に努める授業の中で、自分とは違う他者への思いやり等の育成に努める。

　うにする。養護と教育が一体的に行われる保育の基本原理や社会的役割を具体的実践から学び取る。

④一人一人が発表する場を設け、表現力や実践力が養えるようにする。
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安東　邦昭
中村　彰夫

単位数 ２
授業
区分

実習
開講
時期

２年
前期

　「保育実習Ⅰ（施設）」等での経験と学びを基軸として、児童福祉施設等の役割や機能について実践を通じて

理解を深めることを目的とするため、社会的養護問題や障害児者問題の課題をより詳しく学ぶ。また実習対象の

・施設の活動に参加し、養護全般の保育士の職務を習得する。

健康管理を徹底するとともに日常生活上のマナーや家事スキルを身につけ、保育実習Ⅲを選択した意義を確認し

6　自己の課題の明確化

・多様な専門職との連携の仕方や地域社会との連携について具体的に学ぶ。

・保護者への連絡やコミュニケーションの方法を学ぶ。

・支援計画を立案し、指導担当職員のもとで実践する。

4　実践技能の理解

第1週

～

第2週

居住型児童福祉施設及び障害児通所施設等における実習の内容

自己課題の明確化を図りながら更なる資質の向上をめざす。

【授業計画】

2　子ども、利用者の理解

授　業
科目名

保育実習Ⅲ
担  当
教員名

【授業の到達目標及びテーマ】

　① 児童福祉施設や社会福祉施設等の役割や機能を具体的に理解する。

【テキスト及び参考書】

「保育実習（施設）の手引き」（北九州保育福祉専門学校編）

・子どもや利用者に共感し、受容する態度を身につける。

　② 実習計画、実践、観察、記録の方法や内容について具体的に理解する。

　③ 実習施設におけるプライバシーの保護と守秘義務について理解し説明できる。

【授業の概要】

施設における家庭と地域の生活実態を踏まえながら、保護者支援や家庭支援のための知識、技術、判断力等を

養い、実践できるように業務内容や職業倫理についての理解を深める。更に事後指導の反省を通じて自己覚知や

　④ 保育士の業務内容や職業倫理について具体的に学ぶ。

「幼稚園教育要領」（平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

【学生に対する評価】

実習先が与えた評価（70％）実習日誌等（30％）

1　施設の理解

・子どもや利用者の発達や個人差に応じた対応方法を学ぶ。

3　内容や方法の理解

5　地域社会との連携の仕方

・施設保育士に必要な資質や養護技術について理解する。

「保育所保育指針」（平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

その他適宜プリント・資料類配布

【学生へのメッセージ】

て実習に臨みましょう。実習後の課題は事後指導時に事例発表報告会の中で共有していきたいと思います。

【備　考】
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安東　邦昭
中村　彰夫

単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

２年
前期

・保育実習Ⅰ（施設）を履修した後、より専門的な実習として施設の利用者や子どもたちの生活を理解し、施設

に勤務する保育士の職務内容、役割、各施設の社会的役割について深く学ぶ機会とする。

第１回

第２回

第３回

第４回 自己紹介表、誓約書、支援計画表等の作成

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

日常生活がそのまま実習に投影されますので、自分自身のマナーや生活態度を再度見直し、実習に対する不安が

実習直前指導

実習業務内容のロ―ルプレイ（裁縫・アイロンかけ等）

実習日誌等の書き方2

実習日誌等の書き方1

・実習の事後指導を通じて振り返りと自己評価を行い、将来の就職先の選択機会とする。

【授業計画】

実習事前訪問や施設でのマナー及び守秘義務について

授　業
科目名

保育実習指導Ⅲ
担  当
教員名

【授業の到達目標及びテーマ】

　① 児童福祉施設や社会福祉施設等の役割や機能を具体的に理解する。

施設実習の実際～DVD試聴

保育実習指導Ⅲのねらいと基本的理解

【テキスト及び参考書】

「保育実習（施設）の手引き」（北九州保育福祉専門学校編）

レクリエーションの実際(外部講師による特別演習）

　② 実習計画、実践、観察、記録の方法や内容について具体的に理解する。

　③ 実習施設におけるプライバシーの保護と守秘義務について理解し説明できる。

【授業の概要】

・施設における子ども（利用者）の人権と最善の利益は何かを常に意識して実習することで、他者への配慮や

子ども観や人間観の形成、自分自身の生き方を考えさせる。

　④ 保育士の業務内容や職業倫理について具体的に学ぶ。

実習事後指導

「幼稚園教育要領」（平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

【学生に対する評価】

受講態度（20％）、実習に対する取り組みや意欲・書類作成・提出課題（80％）

施設の種類と概要調べ、実習計画表の記入

支援計画と家族支援の実際（外部講師による特別演習）

実習施設についてのグループ研究

障害児・者理解（外部講師による特別演習）

実習報告会

「保育所保育指針」（平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

その他適宜プリント・資料類配布

【学生へのメッセージ】

なくなるように努力しましょう。

【備　考】
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村上ゆき 単位数 ２
授業
区分

講義
開講
時期

２年
前期

　関わりや体験、環境の意義を理解する。

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回 発達と障がい児の理解　　                                        

第６回 心の理論　　　　

第７回 人との相互的かかわりと子どもの発達　　

第８回 愛着の形成と発達　

第９回 生涯発達と発達援助　

第10回 胎児期から乳幼児期までの発達　

第11回

第12回 学童期の発達　

第13回 青年期の発達　

第14回 成人期・老年期の発達　

第15回

子どもの発達理解①感情と社会性の発達

　　　 　｢保育所保育指針｣(平成29年3月告示　厚生労働省)(フレーベル館）

復習を基本とし、ノートを見返し学んだ内容を振り返ってください。

【備　考】

【テキスト及び参考書】

【学生へのメッセージ】

子どもの発達と環境

はずである。また、講義中に学生同士で意見を交換する機会を設ける。　

まとめ

【学生に対する評価】

 乳幼児期を中心に子どもの発達にかかわる心理学の基礎を習得する。乳幼児期は心身の変化も激しく

【授業計画】

幼児期の発達　

提出物や受講態度（20％）、定期試験（80％）を総合評価

子どもの発達理解②ケース検討

 授業計画は進行状況によって変更することがある。

子どもの発達を理解することの意義

①発達理論などの心理学的知識を踏まえ、発達を捉える視点について理解する

②子どもの発達に関わる心理学の基礎を習得し、養護及び教育の一体性や発達に即した援助の基本と

　なる子どもへの理解を深める。

④学生同士の対話、クラス全体での対話を通して、自分の意見を伝え、他者の意見を聞く機会を設ける。

③乳幼児期の子どもの学びの過程や特性について基本的な知識を習得し、保育における人との相互的

参考書　「子どもへのまなざし」佐々木正美　福音館

いきます。

保育を学ぶ者が子どもの発達を理解することが必要なのかをグループ討論を入れながら、共に考えて

授　業
科目名

保育の心理学
担　当
教員名

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

人生の基礎をつくる時期でもある。情緒・運動機能・知覚・認知・ことばなど、乳幼児期の発達を

段階別・側面別に見ていく。乳幼児の学びの過程も紹介する。実習などで子どもを観察する力につながる
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村上　ゆき 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

２年
後期

　授業計画は進行状況によって変更することもある。

第１回

第２回 子どもに対する共感的理解と子どもとの関わり

第３回 子どもを理解するために　観察

第４回 子どもを理解するために　記録

第５回 子どもを理解するために　省察・評価

第６回 子どもを理解するために　職員間の対話・保護者との情報の共有

第７回 子どもの生活や学び

第８回 遊びから子どもが学ぶことを考える

第９回 集団における経験と育ち

第10回 子どもの相互の関わりと関係づくり

第11回 葛藤やつまずき

第12回 発達の課題に応じた援助と関わり

第13回

第14回 発達の連続性と就学への支援

第15回

授　業
科目名

子どもの理解と援助
担　当
教員名

【授業の到達目標及びテーマ】

【授業の概要】

①保育実践において、一人ひとりの心身の発達や学びを把握することの意義について理解する

②子どもの体験や学びの過程において、子どもを理解する視点を学ぶ

③子どもを理解するための具体的な方法を理解する

④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する

【学生へのメッセージ】

テキスト　「子どもへのまなざし」佐々木正美　福音館

参考書　「保育所保育指針」(平成29年3月告示　厚生労働省）(フレーベル館）

まとめ

　子どもの理解とそれに基づく援助について、より実践的な力が身につくことを目指す。そのために、観察など

【授業計画】

【備　考】

復習を基本とし、ノートを見返し学んだ内容を振り返ってください。

いきましょう。

を通じて子どもひとりひとりの発達や内面を把握することの意義を理解し、理解するための方法を学ぶ。また、

子どもを理解する視点も学ぶ。

　演習であるので、学生自身が考え表現し、互いの意見に学び合う時間を設けていく。

保育におけるこども理解の意義

特別な配慮を要する子どもの理解と援助

教員の話を聞くだけでなく、学生自身が考え、他の学生の色々な考えに触れ、様々な考え方・捉え方に触れて

【学生に対する評価】

提出物や受講態度（20％）、定期試験（80％）を総合評価

【テキスト及び参考書】
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安東　邦昭 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

２年
前期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回 社会的養護における援助者　　①援助者の種類と役割

第10回 　　　　　　　　　　②援助者に求められる基本

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

【学生へのメッセージ】

児童福祉に関する専門職としての保育士がどのように子育てを支えているのかについて学び、学生諸君の

将来に少しでも役立てていただければと願っています。またこの授業は演習形式で行われ、「保育実習Ⅰ・Ⅲ

（施設）」の関連科目として位置づけますので、主体的に授業に参加されることを望みます。

【備　考】

授業への貢献度や参加意欲(5%)、レポート・提出物(15%)、定期試験結果(80%)等による総合的評価

【テキスト及び参考書】

「社会的養護内容」（北大路書房）

適宜プリント・資料類配布

「幼稚園教育要領」（平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

「保育所保育指針」（平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

【学生に対する評価】

　　　　　　　　　　②社会的養護に関わる相談・援助の知識と技術とその実践

社会的養護に関わる専門的技術　　①保育の専門性に関わる知識・技術とその実践

　　　　　　　　　　②記録及び自己評価の実際

社会的養護における支援計画と記録や自己評価　　①アセスメントと個別支援計画の作成

まとめ―社会的養護における保育士としての基本　

　　　　　　　　　　②これからの社会的養護

今後の課題と展望　　①社会的養護における家庭支援のあり方

 ③ 社会的養護における計画・記録・自己評価の実際について理解する。

 ④ 社会的養護に関わる相談と援助についての方法や技術について理解する。

【授業の概要】

「社会的養護Ⅰ」においてすでに学んだ基礎知識を発展させ、児童福祉施設等を利用している子どもの立場

から、具体的な子どもの生活や援助の方法について理解する。また子どもの心身の成長と発達を保障するため

に、正しい子どもの理解や専門的養護の方法や技術を習得する。

 ⑤ 社会的養護における子ども虐待防止と家庭支援について理解する。

授　業
科目名

社会的養護Ⅱ
担  当
教員名

【授業の到達目標及びテーマ】

 ① 子ども理解を前提とした社会的養護の基礎的内容について具体的に理解する。

 ② 家庭養護及び施設養護の実際について理解する。

  なお、この授業は演習方式で展開するため、基本的目標である｢コミュニケ―ション能力の育成｣｢他者への配慮・おもいやり｣「観察力の育

　　　　　　　　　　②施設養護の生活特性及びその実際

社会的養護の実際　　①家庭養護の生活特性及びその実際

　　　　　　　　　　③治療的支援

社会的養護の内容　　①社会的養護における子どもの理解

「社会的養護Ⅱ」についてのオリエンテーション

慮・おもいやり｣「観察力の育成」を目指し適時発表・報告や文書による連絡方法等の手法も取り入れる。

【授業計画】

　　　　　　　　　　②日常生活支援
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爪田　寿子 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

２年
前期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

授業ガイダンス　　子育て支援とは

保育所の特性を活かした子育て支援

保育所入所児童の家庭への子育て支援

地域社会の変容と子育て家庭

多様な子育て家庭の支援と関連機関との連携

子育て支援の技術と留意点

子育て家庭を取り巻く社会的状況

保育士が行う子育て支援の原則

子育て支援の必要性

子育て支援の意義と役割

【学生へのメッセージ】

現代社会の子育てや家族をめぐる問題について興味をもちニュースなどを常に見て把握するよう努めましょう。

【備　考】

地域の子育て家庭への支援

保育所における子育て支援の事例②(グループ発表）

保育所における子育て支援の事例①(グループ討議）

要保護児童及びその家庭に対する支援

地域における子育て支援の状況

「保育所保育指針」(平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

【授業計画】

【学生に対する評価】

レポートもしくは小テスト（20％）、定期試験（60％）、受講態度（20％）を総合評価する

【テキスト及び参考書】

「子育て支援　より豊かに育つ支援をめざして」　大方美香・齊藤　崇　編著　（光生館）

③子育て支援の実際について学び、支援する者の資質や支援内容・方法を考えることができる。

④子育て家庭のニーズに応じた多様な支援の展開と保育所や地域との連携について理解する。

【授業の概要】

今日、少子化の進行に伴い、育児不安や親の育児負担が問題となっている。そのため、保育所における

子育て支援が重要な役割を果たしているといえる。本演習では子育て家庭の現状把握と現在の支援策

について実例を中心に学ぶ。ＤＶＤ視聴後のグループ討議や事例研究などを通して積極的に子育て支援の在り方

を学び理解を深めるようにする。

①子育て家庭を取り巻く現状を把握し、子育て支援の意義と機能について理解する。

②子育て支援体制や活動を理解する。

授　業
科目名

子育て支援
担  当
教員名

【授業の到達目標及びテーマ】
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進　まどか 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

２年
前期

【授業計画】 【準備学習】

第１回 ワールドカフェ

第２回 視覚障がいの特徴と保育での支援 テキストｐ108～111

第３回 聴覚障がい児の特徴と保育での支援 テキストｐ112～115

第４回 肢体不自由児の特徴と保育での支援 テキストｐ116～121

第５回 言語障がい児の特徴と保育での支援 テキストｐ122～126

第６回 その他の特別な配慮を要する子どもの特徴と保育での支援 テキストｐ122～127

第７回 保護者やきょうだい等家族支援の具体的方法 グループワーク

個別指導計画の作成 視聴覚教材

発達支援の技法　インリアルアプローチ グループ学習

第９回 ポーテージ早期教育プログラム テキストｐ206～210

第10回 ソーシャルスキルトレーニングの紹介 テキストｐ218～220

第11回 サポートブック、コミック会話 自己ブック作成

第12回 幼稚園保育所と小学校やその他自治体・関係機関との連携 事例研究のまとめ

第13回 保護者間の交流や支え合いの意義とその支援 グループワーク

第14回 障がい児その他の特別な配慮を要する子どもの保育に関わる現状と課題 グループワーク

第15回 振り返り・まとめ 課題学習発表

授業の参加度（20％）、定期試験（50％）、実技発表・授業レポート（30％）などによる総合評価

【授業の概要】

参考図書：「社会福祉小六法」（ミネルヴァ書房）

育てることができる保育者を目指します。

【テキスト及び参考書】

個別のニーズに対し適切な支援ができるように学びを深めていきましょう。

「幼稚園教育要領」（平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）

「保育所保育指針」（平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

「ライフステージを見通した障害児保育と特別支援教育」（みらい）

【授業の到達目標及びテーマ】

①特別な支援を要する子どもや障がい児に対する具体的な支援の方法を学び、関わり方に工夫ができる。

②特別な配慮を要する子どもの保護者の心情や障がい理解の過程を知り、具体的な家族支援について学ぶ。

障がい児保育を小・中・高と続く特別支援教育の連続の中でとらえることで、子どもの自立や環境適応の基盤を

【備　考】

「幼稚園教育指導資料第５集」（チャイルド本社）

【学生へのメッセージ】

担  当
教員名

③発達保障における保育所や幼稚園、小学校、自治体や行政等との連携の仕方や社会資源の利用方法を知る。

④障がい児その他の特別な配慮を要する子どもの家庭への支援や関係機関との連携・協働について理解する。

障害児保育Ⅱ
授　業
科目名

【学生に対する評価】

・学習上又は生活上の困難のある子どもの多様性を重視し、個別のニーズに対応するために必要な知識と支援

方法を学ぶ。

第８回
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河合　倫子 単位数 ２
授業
区分

講義
開講
時期

２年
後期

③子育て家庭に対する支援の体制について理解する。

・観察のポイントを押さえた上で、子育て支援施設を見学し、振り返りのまとめやグループワークの中で施設の

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

※予習として、次回のテーマに沿った自主的学び（報道・本・教科書・参考書等）をし、授業後は、必ず復習す

　多様な支援の展開と関係機関との連携の実際を、演習を通し理解させ、子ども家庭支援の現状と課題を理解で

オリエンテーション　　家庭とは何か？ 家庭の意義とその機能

「保育所保育指針」（平成29年3月告示　厚生労働省）（フレーベル館）

【学生に対する評価】

子どもを取り巻く社会は、年々変化しています。そうした変化をニュースや、新聞で把握し、家庭支援の実際に結び付けて

「子ども家庭支援論」

「全国保育士会倫理要綱ガイドブック」（全国社会福祉協議会）

子育て支援施設振り返り発表　　子育て支援施策・次世代育成施策の推進　 

（６）地域の資源の活用と自治体・関係機関との連携・協力

【備　考】

考えて行くことが大切です。様々な社会事象に興味や関心をもてるようにしましょう。

をしましょう。

担  当
教員名

【授業計画】

子ども家庭支援論

④子育て家庭のニーズに応じた多様な支援の展開と子ども家庭支援の現状、課題について理解する。

定期試験(60％）　レポート提出（20％）、小テスト、受講への積極性（20％）などによる総合評価

【授業の到達目標及びテーマ】

子どもの最善の利益のために何ができるのかを考え、地域の資源や社会資源等についても情報を取り入れる努力

①子育て家庭に対する支援の意義・目的を理解する。

・子どもを中心に据えた子育て支援のイメージができるように教科書を中心としながら資料やＤＶＤを利用し

子育て支援施設見学の振り返り　グループワークを通し、他者理解やコミュニケーション能力を養う。（専門性に繋がる）

（５）家庭の状況に応じた支援　児童虐待の実態とその対応　 虐待への対応（演習）・関係機関との連携の実際

　子ども家庭支援に関する現状と課題　　まとめ

（２）地域の子育て家庭への支援　（３）要保護児童等及びその家庭に対する支援　

多様な支援の展開と関係機関との連携　（１）保育所等を利用する子どもの家庭への支援（子ども家庭支援の内容と対象）

子育て家庭に対する支援の体制　 校外学習～子育て支援施設見学（子育て家庭の福祉を図るための社会資源）

１．子ども家庭支援の意義と役割（１）子ども家庭支援の意義と必要性

授　業
科目名

【テキスト及び参考書】

・子ども家庭支援の意義と役割また、保育士による子ども家庭支援の在り方を理解できるようにする。

（２）子ども家庭支援の目的と機能

②保育の専門性を活かした子ども家庭支援の意義と基本について理解する。

 　役割を明確に認識する。また、虐待については、ＤＶＤや演習を通し、機関との連携の実際を理解できるよう

　きるようにする。

【授業の概要】

・コミュニケーション能力の育成や他者への配慮・思いやりの育成を図る。また、子育て家庭のニーズに応じた

　進めていく。

　 にする。　 

ること。世の中の動きや、世界の中の日本の在り方等様々な事柄に関心を持つ姿勢が大事。

（４）保育士に求められる基本的態度（受容的関わり・自己決定の尊重・秘密保持等）DVD鑑賞（子どもの虐待・ほか）

（３）保護者及び地域が有する子育てを自ら実践する力の向上に資する支援

（２）子どもの育ちの喜びの共有

２．保育士による子ども家庭支援の意義と基本　（１）保育の専門性を活かした子ども家庭支援とその意義

【学生へのメッセージ】

「幼稚園教育要領」（平成29年3月告示　文部科学省）（フレーベル館）　

－90－



金子　珠世 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

２年
前期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

をするといった積み重ねを大切にしてください。

配布プリント、楽譜は、１年次に使用したピアノノートに貼って使用する。

（２）子どもの発達に即した教材の活用法を考察し、授業および実習で実践する。

子どもの発達と保育のねらいに即した音楽活動を行うための、伴奏付けやアレンジについても個人のレベルに

表現できるよう、指導・援助ができる保育者を育成する。

スキルが必要である。さらに、保育者の豊かな感性や表現力は、子どもの音楽活動をより豊かにするものである。

【授業計画】　　　　　　

【授業の概要】　

　音楽Ⅰ、Ⅱで習得したピアノの基礎技能を踏まえて、子どもの歌弾き歌いの技能および表現力の習得を目指す。

また、実習や就職試験を想定して、１年次の課題曲や子どもの歌などをレパートリーとして確認を行う。さらに、

以上のことを理解して、子どもと一緒に音楽活動を楽しみ、保育のさまざまな場面で子どもが安心して自分を

担  当
教員名

音　楽　Ⅲ(器楽）

（１）子どもの音楽表現活動に必要な演奏技能および表現技術を習得する。

授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】　

担当講師によるレベル確認　前期のまとめ

授業形態および1年次の振り返り

合わせて指導を行う。保育における音楽活動は、演奏技術や子どもの発達理解、想像力、創造力などさまざまな

ピアノ合格カード提出と課題の振り返り

ピアノ合格カード提出と課題の振り返り

　１年次で習得したピアノの基礎技能を活かして、季節や行事の歌などの弾き歌いに取り組みましょう。

【備　考】　

配布楽譜、「こどものうた200」「続こどものうた200」（チャイルド本社）

「保育士・幼稚園教諭小学校教諭養成のためのピアノテキスト」全国大学音楽教育学会九州地区学会（カワイ出版）

【学生へのメッセージ】　

　定期試験（60％）レポート提出（20％）受講態度（復習と次回授業への予習を含む）（20％）による総合評価

オリエンテーション

担当講師によるレベル確認

【学生に対する評価】

個人のレベルに合った伴奏法を学び、歌のレパートリーを少しずつ増やしていくことで、実習先での音楽

活動の幅も広がります。毎時間予習をして授業に臨み、授業時間を有効に活用し、次回の授業までに復習

【テキスト及び参考書】

読譜力についての確認

拍子とリズムについて

弾き歌いの「歌」の役割について

教育実習Ⅰに向けて季節の歌の練習

子どもの歌におけるコードネームについて

教育実習Ⅰに向けて生活の歌の練習

第８曲目からの課題

教育実習Ⅰの反省および保育実習Ⅱへの目標設定

子どもの指導に適切なテンポ、言葉かけ、表情について

歌詞の理解と歌との関連
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山﨑　眞理子 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

２年
前期

第１回

第２回 　　　　　年令別歌唱及び

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回 　

第８回

第９回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簡単な混声四部合唱を

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

担  当
教員名

(１）１年次の基礎をふまえて歌による表現力（歌唱力）を高める。

(３）保育現場に対応できるだけの歌唱力を身につけ、心豊かな情操を養う。

音　楽　Ⅲ（声楽）
授　業
科目名

 役交代

【授業の到達目標及びテーマ】　

声（声帯）は、唯一、私たちみんなに与えられた楽器、神様からの贈り物だと思います。持ち運び自由です。

【学生に対する評価】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わらべうた伝承遊び

（声　楽）　・コールユーブンゲン　・こどものうた200　・続こどものうた200　　・配布プリント

NO.33 7度音程　

NO.35 8度音程(オクターブ）　

倍カノン

音楽Ⅲ（声楽）では、わらべうたの実践（しぐさ遊び・役交代・交互唱・門くぐり・隊伍遊び他）を

(２）個々の音楽的自立を目指す。

【授業の概要】　

体得する。並行して個々の歌唱力の向上と、より美しいハーモニーを目指す。

【授業計画】　　　　　　

ドノコガヨイコ　　他

　鬼きめ

【備　考】　

自然な発声法をしっかり学び美しい楽器に育て、より良い音楽指導が出来る保育者をめざしましょう。

　　　　　　　　　原書NO14　ホ短調　　　

受講態度(授業への取り組み）20％、課題(提出物）20％、実技試験（60％）

【テキスト及び参考書】

 まとめ

【学生へのメッセージ】　

だるまさん・すうじのうた

2重唱

二部合唱

3部合唱

　　混声4部合唱を体験する

NO.21 5度音程　　原書NO11　ヘ長調

NO.27 6度音程　　原書NO13　ト長調

あがりめさがりめ

げんこつやまのたぬきさん

おちゃらかホイ

とうさんゆび・手をたたきましょう　　他

　たけのこめだした　他

 隊列

  すずめすずめ　他

 門くぐり

  どんどんばしわたれ

 年齢別歌唱

発声法 カノン

コーラス
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金子　珠世 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

２年
後期

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

配布プリント、楽譜は、１年次に使用したピアノノートに貼って使用する。

季節や行事で演奏される課題曲のねらいについて

各自の課題設定

歌詞の内容を理解した「歌」の表現力について

歌とピアノとのバランスの理解

教育実習Ⅱに向けて弾き歌いの想定練習

部分実習グループシミュレーション

担  当
教員名

（２）子どもの発達に即した教材の活用法について振り返りと考察を行い、授業および実習で実践する。

音　楽　Ⅳ（器楽）

（１）子どもの音楽表現活動に必要な演奏技能および表現技術の向上と理解を深める。

授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】　

【授業の概要】　

　音楽Ⅲで習得した子どもの歌弾き歌いおよび実習の振り返りを踏まえ、ピアノ技能、表現力の習得を目指す。

【テキスト及び参考書】

　２年次前期で習得した弾き歌いの基礎技能を活かして、また、実習の経験や反省を踏まえ、保育を想定した

【学生に対する評価】

【備　考】　

　定期試験（60％）レポート提出（20％）受講態度（復習と次回授業への予習を含む）（20％）による総合評価

ください。予習復習の積み重ねを大切に、授業時間を十分に活用してピアノに取り組んでください。

配布楽譜、「こどものうた200」「続こどものうた200」（チャイルド本社）

第８曲目からの課題

弾き歌いができるように練習しましょう。また、日頃から就職試験を意識した演奏を心がけることも大切です。

また、実習や就職試験を想定して、１年次の課題曲や子どもの歌などをレパートリーとして確認を行う。さらに、

【授業計画】　　　　　　

オリエンテーション

ピアノ実技に加え、子どもの活動やねらいに即した教材の活用法についても指導を行う。

第１回

教育実習Ⅱの反省及び就職活動への目標設定

保育の現場で求められる音楽表現技術について

合わせて指導を行う。保育における音楽活動は、演奏技術や子どもの発達理解、想像力、創造力などさまざまな

先読みや声掛けなどの具体的な技術

スキルが必要である。さらに、保育者の豊かな感性や表現力は、子どもの音楽活動をより豊かにするものである。

卒業後も音楽への豊かな感性、技術、表現力、創造力をもって、子どもと音楽活動を楽しむ保育者育成を目指す。

２年間の学びを通して身に付けたピアノ技能と表現力を、実際の保育現場で展開できるよう授業に取り組んで

ピアノ合格カード提出と課題の振り返り

担当講師によるレベル確認　後期のまとめ

ピアノ合格カード提出と課題の振り返り

担当講師によるレベル確認

【学生へのメッセージ】　

前期の振り返り、後期課題の確認

「保育士・幼稚園教諭小学校教諭養成のためのピアノテキスト」全国大学音楽教育学会九州地区学会（カワイ出版）
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山﨑　眞理子 単位数 １
授業
区分

演習
開講
時期

２年
後期

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回 　　　原書 NO.16　　　　　　　　　・少人数のアンサンブル　　　　　展開

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 演習

　まとめ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実技

　　　コンコーネ　　　　　　　　  ・全体合唱

　　　二長調

　　 　 展開

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子どものうた（個々による）

【授業の概要】　

音楽Ⅳ（声楽）では、個々のより高い歌唱力の向上と、保育現場に対応出来る知識及び演習力、

各々の教材（子どもの歌）の展開を学ぶ。

　・コールユーブンゲン　・こどものうた２００　・続こどものうた２００　・配布プリント

【学生へのメッセージ】　

【授業計画】　　　　　　

　　　原書 NO.23

　　　ト長調

【テキスト及び参考書】

声（声帯）は唯一、私たちみんなに与えられた楽器、神様からの贈り物だと思います。持ち運び自由です。

【学生に対する評価】

【備　考】　

受講態度(授業への取り組み）20％、課題(提出物）20％、実技試験60％

自然な発声法をしっかり学び美しい楽器に育て、より良い音楽指導が出来る保育者を目指しましょう。

担  当
教員名

（２）個々の音楽的自立を目指す。

音　楽　Ⅳ（声楽）
授　業
科目名

【授業の到達目標及びテーマ】　

（１）１年次の基礎をふまえて歌による表現力（歌唱力）を高める。

（３）保育現場に対応できるだけの歌唱力を身につけ、心豊かな情操を養う。

発声法

呼吸法

カノン

コーラス
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