
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

【備　考】

実務経験：昭和52年4月より平成23年3月まで（33年間）、北九州市福祉事業団の保育所にて保育士として勤務。
平成23年4月より現在に至るまで、本校専任教員として勤務。

「保育方法・指導法」大豆田・渡辺・森上編著（ミネルヴァ書房）
「幼稚園教育要領解説」（フレーベル館）
【学生へのメッセージ】

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
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。

【テキスト及び参考書】

「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）
 ｢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）
「教育・保育課程論―書いて学べる指導計画‐第3版」

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
時代の変化と新たな保育内容及びまとめ

【学生に対する評価】

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

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）
あそびと学び（事例を通しての考察・グループワーク）
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）
特色ある幼稚園づくりと教育課程

第12回
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）

オリエンテーション・保育で重視していること。
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）
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）
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（教育課程の意義と役割・教育課程編成の基本的な考え方）

【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
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。

【授業計画】

  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。
（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
      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。

  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）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。
（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。

授　業
科目名

教育課程総論
担  当
教員名

【授業の到達目標及びテーマ】

（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。
  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。



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

【備　考】
実務経験：平成11年4月より平成27年3月まで（17年間）、きらきら星幼稚園（学校法人黒田学園）にて幼稚園教諭として勤務。

平成28年1月より現在に至るまで、本校専任教員として勤務。

｢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）
｢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秋、冬」(明治図書)
【学生へのメッセージ】
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。

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
（復習）と次回の授業に向けて（予習））（30％）等による総合評価
【テキスト及び参考書】
コンパス 保育内容「言葉」第２版（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）
｢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】

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）

※　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。

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５回
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）

第６回
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
　　　　　　　　　　　　　　　　　（絵本・紙芝居・詩の語り等の保育への取り入れ方）

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
践に関する知識を身に付ける。

【授業計画】

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）
0.1歳児の言葉の発達　　　　　　

【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
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

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。
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。
(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。
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。

【授業の到達目標及びテーマ】

(1) 言葉のもつ意義と機能
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。
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。
(2) 言葉に対する感覚を豊かにする実践
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。

授　業
科目名

幼児と言葉
担  当
教員名



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

平成23年4月より現在に至るまで、本校専任教員として勤務。

　への応答はメールで済ませない。）

・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。

・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。

【備　考】

実務経験：昭和52年4月より平成23年3月まで（33年間）、北九州市福祉事業団の保育所にて保育士として勤務。

　幼稚園教育指導資料

「保育実習（保育所）の手引き」（北九州保育福祉専門学校編）

「保育方法・指導法」（ミネルヴァ書房）

【学生へのメッセージ】

・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。

　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

【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）

「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）

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

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）

（ 実習期間 ）（ 実習園 ）別途記載する。

【学生に対する評価】

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　

～
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。

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

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。

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。

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

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　　　　

　について理解する。

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。

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

　乳幼児の発達を理解する。）

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

【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」

「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

　ついて理解する。

・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。

【授業計画】

【授業の到達目標及びテーマ】

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。

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。

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。

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。

授　業
科目名

保育実習Ⅰ（保育所）
担  当
教員名



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】

実務経験：昭和52年4月より平成23年3月まで（33年間）、北九州市福祉事業団の保育所にて保育士として勤務。

平成23年4月より現在に至るまで、本校専任教員として勤務。

「新聞紙で遊ぼう」（かもがわ出版）

「保育方法・指導法」(ミネルヴァ書房）

【学生へのメッセージ】

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、

あなたの未来を拓いてくれます。

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。

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・

提出物これらによる総合評価

【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）

「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）

「実習日誌の書き方」「保育指導案大百科事典」（一藝社）

　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。

・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。

【授業計画】

グループワーク（模擬保育）

【学生に対する評価】

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。

・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、

　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。

・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

授　業
科目名

保育実習指導Ⅰ
（保育所）

担  当
教員名

【授業の到達目標及びテーマ】

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

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】

・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。

【備　考】

実務経験：昭和52年4月より平成23年3月まで（33年間）、北九州市福祉事業団の保育所にて保育士として勤務。

平成23年4月より現在に至るまで、本校専任教員として勤務。

　幼稚園教育指導資料第1集～第5集

「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

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

　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。

【学生に対する評価】

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

【テキスト及び参考書】

「保育内容総論」（北大路書房）

現代の保育の課題と保育内容　担当制・縦割り保育

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

生活内容の変化と保育内容・保護者に対する支援

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

保育サービスの今後の課題・まとめ

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

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

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

・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

　るようにする。

【授業計画】

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

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

保育の内容歴史的変遷とその社会的背景

　　につなげて理解する。

４．保育の多様な展開について具体的に理解する。

【授業の概要】

・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。

・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。

【授業の到達目標及びテーマ】

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。

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

３．子どもの発達や生活を取り巻く社会的背景及び保育の内容の歴史的変遷等を踏まえ、保育の内容の基本的な

　　考え方を、子どもの発達や実態に即した具体的な保育の過程（計画・実践・記録・省察・評価・改善）

保育内容総論Ⅰ
担  当
教員名



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。

実務経験：平成11年4月より平成27年3月まで（17年間）、きらきら星幼稚園（学校法人黒田学園）にて幼稚園教諭として勤務。

平成28年1月より現在に至るまで、本校専任教員として勤務。

「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】

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】

【学生に対する評価】

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

【テキスト及び参考書】

【授業計画】

附属苅田幼稚園オリエンテーション

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

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、

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

ていく。

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

課題を見つけていくことが重要である。

【授業の到達目標及びテーマ】

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。

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。

　　　　

【授業の概要】

授　業
科目名

幼児理解と実践
担  当
教員名



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

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。
【備　考】
実務経験：平成11年4月より平成27年3月まで（17年間）、きらきら星幼稚園（学校法人黒田学園）にて幼稚園教諭として勤務。

平成28年1月より現在に至るまで、本校専任教員として勤務。

｢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）
<参考書・参考資料等>
「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)
【学生へのメッセージ】
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。

（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
【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）
｢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）

授　業
科目名

言葉指導法Ⅰ
担  当
教員名

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）
【学生に対する評価】
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

【授業の到達目標及びテーマ】

　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
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
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。
（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。
　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
　　　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
　　　ている。

幼稚園教育の基本と幼稚園教育要領「言葉」とは

（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。
　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。
　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。
　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

【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。

　　 る。

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)

【授業計画】
保育における「言葉」とは　　
3歳児の言葉
4歳児の言葉　
5歳児の言葉　　

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）

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）
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）

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）
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）

領域「言葉」のねらい及び内容の理解
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）



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

実務経験：平成11年4月より平成27年3月まで（17年間）、きらきら星幼稚園（学校法人黒田学園）にて幼稚園教諭として勤務。

平成28年1月より現在に至るまで、本校専任教員として勤務。

「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)
【学生へのメッセージ】
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。
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。

【備　考】

新・ 保育内容シリーズ４　「言葉」（一藝社）
｢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）
｢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）
<参考書・参考資料等>
「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）

【学生に対する評価】
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
（復習）と次回の授業に向けて（予習）（30％）等による総合評価
【テキスト及び参考書】
<テキスト>

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

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）
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）
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）

第９回
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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（絵本・紙芝居・詩の語り等の保育への取り入れ方）　　

教材や実践に関する知識を身に付ける。
【授業計画】

幼稚園教育要領「言葉」と評価について          
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）
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）

　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
　　 る。

【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
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

（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。
　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
　 　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。
　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。
　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
　　　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
　　　ている。

【授業の到達目標及びテーマ】

　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
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
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。
（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。
　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

授　業
科目名

言葉指導法Ⅱ
担  当
教員名



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

平成28年1月より現在に至るまで、本校専任教員として勤務。

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

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。

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

まで相談にいくこと。

【備　考】

実務経験：平成11年4月より平成27年3月まで（17年間）、きらきら星幼稚園（学校法人黒田学園）にて幼稚園教諭として勤務。

【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）　

「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】

　　　　　　　　

【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

 

子どもの行動と保育者の援助とその意図

模擬保育　　　　　　　　　　　(グループでの研究）

教育実習直前指導

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）

教育実習の自己評価と課題

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

附属幼稚園入園式実習の振り返り、子どもの発達の理解　　　　　　　　　　　　

教育実習における事前指導➀　　（書類準備等）         　　　　　　　　　

教育実習における事前指導➁　　（実習日誌の書き方）

指導計画の作成の方法

の作成、事前・事後指導を行うものである。

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

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。

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

ていくことが重要である。

【授業計画】

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。

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。

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

【授業の概要】

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

授　業
科目名

教育実習指導Ⅰ
担  当
教員名

【授業の到達目標及びテーマ】



丸田　敦子 単位数 0.5
授業
区分

実習
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

実務経験：平成11年4月より平成27年3月まで（17年間）、きらきら星幼稚園（学校法人黒田学園）にて幼稚園教諭として勤務。

平成28年1月より現在に至るまで、本校専任教員として勤務。

【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　　

て実習に臨んでほしい。

【備　考】

「教育実習の手引き」(北九州保育福祉専門学校編）　　　　　　　

「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）

 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】

教育実習直前指導　　　　　　　　　

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）

教育実習の自己評価と個人面談　　　　　　　　　　　　　　

教育実習の総まとめ

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　　　　　　　　

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）　　

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。

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

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。

【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）         　　　　　　　　　　

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。

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】

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

　知識及び技能等を理解する。

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】



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

実務経験：平成11年4月より平成27年3月まで（17年間）、きらきら星幼稚園（学校法人黒田学園）にて幼稚園教諭として勤務。

【備　考】

平成28年1月より現在に至るまで、本校専任教員として勤務。

「こどものうた２００」（チャレンジ本社）

【学生へのメッセージ】

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

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

「報告」・「連絡」・「相談」（ほう・れん・そう）を厳守すること。

【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・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）

【学生に対する評価】

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

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

～
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

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

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

行う。

　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、

【授業計画】

実習園における2週間の実習内容は以下の通りである

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。

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。

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。

【授業の概要】

　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

授　業
科目名

教育実習Ⅰ
担  当
教員名

【授業の到達目標及びテーマ】



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

平成28年1月より現在に至るまで、本校専任教員として勤務。

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

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

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。

【備　考】

実務経験：平成11年4月より平成27年3月まで（17年間）、きらきら星幼稚園（学校法人黒田学園）にて幼稚園教諭として勤務。

「教育実習の手引き」（北九州保育福祉専門学校編）　

「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・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）

「こどものうた２００」（チャイルド本社）

【学生へのメッセージ】

【学生に対する評価】

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

【テキスト及び参考書】

１．幼稚園教諭としての必要な知識、能力、技術を習得する

３．教職員との連携、協力体制の重要性について理解する

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

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

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

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。

 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。

【授業計画】

実習園における2週間の実習内容は以下の通りである

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。

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。

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。

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】

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
科目名

教育実習Ⅱ
担  当
教員名

【授業の到達目標及びテーマ】



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

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

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】

実務経験：平成11年4月より平成27年3月まで（17年間）、きらきら星幼稚園（学校法人黒田学園）にて幼稚園教諭として勤務。

平成28年1月より現在に至るまで、本校専任教員として勤務。

参考書・参考資料等　

「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）

【学生へのメッセージ】

幼児理解や学級経営の評価と改善～振り返り～

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】

発表内容（40％）、提出物（40％）、受講態度（20％）などによる総合評価

【テキスト及び参考書】

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）

幼児理解や学級経営の構想①～教材研究～

幼児理解や学級経営の構想②～指導案作成～

幼児理解や学級経営の実践①～模擬保育～

幼児理解や学級経営の実践②～附属幼稚園での実践～

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）

実習を通して体験した事例についてのグループ発表

附属幼稚園児との交流（オペレッタの上演）

第７回
幼小連携について発達や学びの連続性を考える(10の姿)

                            (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)

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。

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。

【授業計画】

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）

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）

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。

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。

【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、

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
科目名

教職実践演習（幼）
担  当
教員名

【授業の到達目標及びテーマ】

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。



河合　倫子 単位数 ２
授業
区分

実習
開講
時期

２年
前期

第１週

第２週

　や社会的役割を具体的実践から学び取ること.

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】

実務経験：昭和52年4月より平成23年3月まで（33年間）、北九州市福祉事業団の保育所にて保育士として勤務。

平成23年4月より現在に至るまで、本校専任教員として勤務。

乗り越えていきましょう。

【学生へのメッセージ】

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

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。

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

意識しましょう。

　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。

【テキスト及び参考書】

「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）

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。

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。

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。

（ 実習期間 ）（ 実習園 ）別途記載する。

【学生に対する評価】

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

　　学び理解する。

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。

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。

【授業計画】

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。

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

　　ニーズを理解し、その対応について学ぶ。

６. 保育士として自己課題を明確化する。

【授業の概要】

・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

　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。

・「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

　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

【授業の到達目標及びテーマ】

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。

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。

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。

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。

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。

授　業
科目名

保育実習Ⅱ
担  当
教員名



河合　倫子 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

「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）

実務経験：昭和52年4月より平成23年3月まで（33年間）、北九州市福祉事業団の保育所にて保育士として勤務。
平成23年4月より現在に至るまで、本校専任教員として勤務。

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。

「新聞紙で遊ぼうⅡ」（かもがわ出版）

【学生へのメッセージ】
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％）
レポート課題（20％）

ましょう。
【備　考】

【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）

「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）

「実習日誌の書き方」「保育指導案大百科事典」（一藝社）

保育実習Ⅱのヒント①・保育所保育指針（DVD）を映像に

保育実習Ⅱのヒント②・保育所保育実習（DVD）視聴

シミュレーション（模擬保育）3歳未満児）

シミュレーション（模擬保育）3歳以上児

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）

指導案について

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）

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

・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

　の自己課題を明確に意識できるように努める。

【授業計画】

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

保育実習Ⅱの意義と目的

記録について

【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

　についての理解が深められるようにする。

・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。

・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

　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。

【授業の到達目標及びテーマ】

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

　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。

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。

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。

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。

授　業
科目名

保育実習指導Ⅱ
担  当
教員名



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。

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

・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

実務経験：昭和52年4月より平成23年3月まで（33年間）、北九州市福祉事業団の保育所にて保育士として勤務。

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

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。

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

をしましょう。

【備　考】

平成23年4月より現在に至るまで、本校専任教員として勤務。

【テキスト及び参考書】

「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）

「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）　

【学生へのメッセージ】

（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　

　子ども家庭支援に関する現状と課題　　まとめ

【学生に対する評価】

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

（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

（６）地域の資源の活用と自治体・関係機関との連携・協力

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）

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）

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　 

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）

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

（２）子ども家庭支援の目的と機能

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

（２）子どもの育ちの喜びの共有

（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

（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）

　 にする。　 

・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

　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

　きるようにする。

【授業計画】

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

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。　

【授業の概要】

・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。

・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

　進めていく。

 　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

授　業
科目名

子ども家庭支援論
担  当
教員名

【授業の到達目標及びテーマ】

①子育て家庭に対する支援の意義・目的を理解する。

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。


