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三つのポリシー

ディプロマ・ポリシー

【保育科】

頌栄短期大学は、建学の精神を土台として、キリスト教精神に基づいた人間性と幅広い知識・技術を身につ

けた保育者を養成し、かつ多様化・高度化する社会に奉仕できる人財を育成します。

所定の単位を修得し、以下の力を身につけた者に「短期大学士（保育学）」の学位を授与します。

（態度・志向性）（知識・理解）（汎用的能力）（総合的な学習の経験と創造的志向力）

1．愛をもって子どもに接し、保育者に求められる基礎的教養と専門的知識を身につけている

2．子どもの成長・発達について理解し、専門的知識および技術をもって保育を実践することができる

3．自らの考えを的確に伝え、多様性を尊重しながら他者と協働することができる

4．子どもや家族をめぐる諸課題に関心を向け、生涯にわたり学び続ける姿勢を有している

【専攻科】

頌栄短期大学は、建学の精神を土台として、キリスト教精神に基づいた人間性と幅広い知識・技術を身につ

けた保育者を養成し、かつ多様化・高度化する社会に奉仕できる人財を育成します。

所定の単位を修得し、以下の力を身につけた者は大学改革支援・学位授与機構の審査に基づいて四年制大学

の学位に相当する「学士（教育学）」の学位を取得することができます。

（知識・理解）（汎用的能力）（態度・志向性）（総合的な学習の経験と創造的志向力）

1．愛をもって子どもに接し、保育者に求められる専門的知識と技術を身につけている

2．子どもの成長・発達について理解し、適切な保育内容・方法を活用しながら一人ひとりに即した援助を実

践することができる

3．地域社会の一員としての役割を自覚し、多様性を尊重しながら他者と協働することができる

4．主体的・協働的な探究活動を通して、子どもや家族をめぐる諸課題の解決に向けて行動する力を育み、生

涯にわたって保育の発展に貢献することができる



カリキュラム・ポリシー

【保育科】

1．教育課程の編成

本学の教育目標を達成するため、下記のような教育課程を編成しています。

（1）基礎教養科目

1）豊かな人間性や社会性を育むキリスト教関連科目を基底とした教養科目

2）学習・研究のための言語・情報系科目

3）健康な身体作りと健康に関する基礎的知識を深める科目

（2）専門科目

1）保育の本質・目的に関する科目

2）保育の対象となる子どもと家庭への理解を深める科目

3）保育に関する知識・技能を習得する科目

4）保育の現場で学ぶことができる科目

5）現代保育・教育における諸課題を探究する科目

2．教育の実施、教育方法

①講義、②演習、③実習、④実技をとおし、保育者としての教養と専門性を身につけます。

1年次は「基礎演習」「頌栄学」など、主体的・協働的な探究活動が中心の科目において、保育に必要な、

社会性、コミュニケーション能力、子ども理解力を養います。2年次は「基礎演習」で培った「聞く」「調

べる」「読む」「書く」力を活かし、ゼミ形式による「現代保育・教育問題演習」を核として理論と実践を

結合し、子どもの最善の利益を生み出すための能動的な学びと実践を遂行する力を培います。

実習では、保育現場における学習に取り組むことで、専門性を高めます。さらに、系列園と連携した観

察実習や保育者を交えた討議などに取り組むなかで、実践力の向上を目指します。

3．学修成果の評価の方法

本学のディプロマ・ポリシー（DP）を達成するために編成した教育課程は、「カリキュラム・マップ」

及び「カリキュラム・ツリー」並びに「シラバス」により、DP と各授業科目がどのように関連している

のか、科目を履修することによってどのような力を身につけることができるのかを明示し、各科目の到達

目標を予め設定しています。

成績基準を「授業計画・授業内容（シラバス）」に明示しており、厳格な成績評価を行います。

学生が十分な学習時間を確保し、学びの質を高めるために履修登録単位上限（CAP 制）を導入してい

ます。

4．教育内容の点検と改善

全ての授業は「授業計画・授業内容（シラバス）」に基づいて行われ、「学生による授業評価アンケート」

を実施することにより点検・教育改善に活かします。



【専攻科】

1．教育課程の編成

本専攻科は、2015 年度より、大学改革支援・学位授与機構から「特例適用専攻科」の認定を受けており、

保育科での 2年の学びを基盤として、継続した 4年間の学修を達成するため、下記のような教育課程を編

成しています。

（1）理論系科目

1）豊かな人間性や社会性を育むキリスト教関連科目

2）教育・保育・福祉の歴史的変遷や理論に関する科目

3）子どもの心理に関する科目

（2）実践系科目

1）教育・保育の本質・目的に関する科目

2）教育・保育の対象への理解に関する科目

3）保育内容の指導・方法に関する科目

4）保育の技術や技能に関する科目

5）保育の実践に関する科目

2．授業の実施、教育方法

①講義、②演習をとおし、実践力をさらに磨き、保育について学問的かつ専門的に学びを深めます。

「保育実践学習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」では、幼稚園教諭二種免許状及び保育士資格を活かして、保育現場での実

践を行い、記録をもとに討議を行います。さらに夏季休暇中にインターンシップを経験し、保育の専門性

を高めます。

修了研究に繋がる学修としては 1 年次に保育研究演習、2 年次に修了研究を担当教員が個別に指導し、

研究発表会では全教員参加のもとで集団的な指導をしています。

3．学修成果の評価の方法

本学のディプロマ・ポリシー（DP）を達成するために編成した教育課程は、「カリキュラム・マップ」

及び「カリキュラム・ツリー」並びに「シラバス」により、DP と各授業科目がどのように関連している

のか、科目を履修することによってどのような力を身につけることができるのかを明示し、各科目の到達

目標を予め設定しています。

成績基準を「授業計画・授業内容（シラバス）」に明示しており、厳格な成績評価を行います。

学生が十分な学習時間を確保し、学びの質を高めるために履修登録単位上限（CAP 制）を導入してい

ます。

4．教育内容の点検と改善

全ての授業は「授業計画・授業内容（シラバス）」に基づいて行われ、「学生による授業評価アンケート」

を実施することにより点検・教育改善に活かします。



アドミッション・ポリシー

【保育科】

頌栄短期大学の建学の精神と教育目標を理解し、ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーに定

める教育を受けるための条件として、保育科では次のような人物を求めます。

1．子どもを愛し、大切に守り育てていこうとする人

2．キリスト教精神に基づき社会に貢献する意欲をもち、保育者になるという強い意思と情熱をもっている人

3．高等学校等で養った基礎学力を有し、保育の知識と技能を身につける努力を惜しまない人

4．人とのつながりを重んじ、他者との相互理解に努めようとする人

5．大学の学びを円滑に進めるため、自己の能力の向上に入学前から取組むことのできる人

【専攻科】

頌栄短期大学の建学の精神と教育目標を理解し、ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーに定

める教育を受けるための条件として、専攻科では次のような人物を求めます。

1．子どもを愛し、大切に守り育てていこうとする人

2．保育の基礎力を土台に、より高次な保育実践力を身につけるため、熱意をもって学び研究しようとする人

3．コミュニケーション能力と協調性に富み、相互理解を深めることのできる人

4．現代保育・教育における諸課題を発見し、多面的かつ論理的に考察しようとする人







＜授業計画・授業内容（シラバス)＞ の利用方法

授業計画・授業内容（シラバス）は、各学期における授業計画と、計画に沿った授業内容を示したものです。

授業を受ける前にこの授業計画・授業内容（シラバス）をよく読み、履修計画・学修計画をたてることに役立

ててください。

授業計画・授業内容（シラバス）の見方

・科目コード（ナンバリング）

授業科目に番号を付し分類しています。学修の段階、教育課程の体系性を明示する仕組みです。

・授業の概要

授業全体を把握できるように、授業内容がわかりやすくまとめて記されています。

・キーワード

授業終了後に説明できるようになってほしい言葉を書いています。

・授業の到達目標（目標・ねらい）

授業を受講することで修得できる事項、授業終了段階で、学生が出来るようになってほしい事柄が記されて

います。文末の『DP ●』は、個々の到達目標が、ディプロマ・ポリシー（DP）のどれに当たるかを示し

ています。

・授業の計画・内容・方法

1回ごとの授業計画の概要が記されています。

・授業外における学修方法について（内容・時間）

この授業の理解を促進する上で必要な事前・事後の自主学習（予習・復習、課題等）について記されています。

・授業計画コメント

授業計画の変更や、履修に当たっての注意事項、課題提出のルール等について記されています。

・テキスト・参考書・参考資料等

授業で使用するテキスト、授業の進行にあわせて読んでおく必要のある書物が紹介されています。

・成績評価の方法・基準

評価種別、割合、評価の基準について記されています。

・課題（試験・レポート等）のフィードバック

授業内で行われた試験やレポートについてのフィードバックの方法が記されています。

・オフィスアワー

授業等に関する質問や相談に応じる時間帯が記されています。

注意：専任教員は、ここに記されている時間外も対応できますが、非常勤講師については、原則としてここ

に記されている時間を利用して質問、相談をしてください。

・その他

授業担当者が予め受講者に知らせておきたいメッセージや受講上の注意が記されています。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1101 キリスト教学 講義 2 1 年次 前期 必修 水島 祥子

【実務経験】

【授業の概要】
キリスト教主義学校である本学院での自らの学びに誇りを持って取り組めるよう願っています。授業では主に富田正樹『信じる気持ち』をテキストとして扱いつつ、キリスト教の世
界観や人間観を理解していきます。あわせて聖書を読み、賛美歌を歌い、また授業に関連する絵本や書物に接することを通して、多様な知識や思考法を養っていきます。

【キーワード】
聖書、賛美歌、イエス・キリスト、愛、宗教倫理

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①聖書や賛美歌を用いてキリスト教の基礎知識を説明することができ、その中でキリスト教的愛の視点を自らの生き方と関連づけられることができる。 DP1

②将来幼児教育・保育の現場に携わる際に、子どもを取り巻く様々な社会問題に対して、高い倫理観をもって多様な人々と協働しつつ取り組むことができる。 DP3

③キリスト者が生き方の模範としているイエス・キリストの生涯とその教えを自分の言葉で説明することができ、同時に自らも「小さなキリスト」としてそ
の姿に生涯倣うことができる。 DP4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 はじめに（授業の概要説明）

第 2週 神さまについて① 神はいるか？ 神が天地を想像した？ 三位一体とは？

第 3週 神さまについて② 罰が下る？ 本物の神？ 悲しい現実？ 戦争はなぜ起きる？

第 4週 教会について① 教会とは？ 礼拝とは？ 賛美歌とは？ 牧師とは？

第 5週 教会について② 献金とは？ 洗礼とは？ 聖餐式とは？

第 6週 イエス・キリストについて① どんな人？ 本当にいた？ 処女降誕？ 神の子？

第 7週 イエス・キリストについて② 救い主？ 復活した？ 治癒能力はあった？

第 8週 聖書について① どんな本？ 旧約と新約？ どうやって読む？

第 9週 聖書について② 記述はウソ・ホント？ 戒律とは？

第10週 クリスチャンについて① 罪とは？ お祈り？ いい人になれる？ 偽善者ぽくない？

第11週 クリスチャンについて② 外国の宗教？ クリスチャンやめられる？ なぜ戦争するの？

第12週 信じることについて① 信じるとは？ クリスチャン的思考法①～④

第13週 信じることについて② クリスチャン的思考法⑤～⑧

第14週 信じることについて② クリスチャン的思考法⑨～⑫

第15週 まとめ（総括）

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスを確認の上、教科書の購入・持参する。
事後 成績評価の方法・基準を確認し、教会レポートの出席教会について調べておく。

第 2週 事前 第 1章 神さまについて（pp. 12-17）を読み、配布プリントの穴埋めをしてくる。
事後 授業内容を復習し、自分の考えをまとめておく。

第 3週 事前 第 1章 神さまについて（pp. 18-25）を読み、配布プリントの穴埋めをしてくる。
事後 第 1章 神さまについて（pp. 12-25）を読み、Pholly で第 1章のまとめを提出する。

第 4週 事前 第 4章 教会について（pp. 56-63）を読み、配布プリントの穴埋めをしてくる。
事後 授業内容を復習し、自分の考えをまとめておく。

第 5週 事前 第 4章 教会について（pp. 64-71）を読み、配布プリントの穴埋めをしてくる。
事後 第 4章 教会について（pp. 56-71）を読み、Pholly で第 4章のまとめを提出する。

第 6週 事前 第 2章 イエス・キリストについて（pp. 28-35）を読み、配布プリントの穴埋めをしてくる。
事後 授業内容を復習し、自分の考えをまとめておく。

第 7週 事前 第 2章 イエス・キリストについて（pp. 36-41）を読み、配布プリントの穴埋めをしてくる。
事後 第 2章 イエス・キリストについて（pp. 12-25）を読み、Pholly で第 2章のまとめを提出する。

第 8週 事前 第 3章 聖書について（pp. 44-49）を読み、配布プリントの穴埋めをしてくる。
事後 授業内容を復習し、自分の考えをまとめておく。

第 9週 事前 第 3章 聖書について（pp. 50-53）を読み、配布プリントの穴埋めをしてくる。
事後 第 3章 聖書について（pp. 44-53）を読み、Pholly で第 3章のまとめを提出する。

第10週 事前 第 5章 クリスチャンについて（pp. 74-81）を読み、配布プリントの穴埋めをしてくる。
事後 授業内容を復習し、自分の考えをまとめておく。

第11週 事前 第 5章 クリスチャンについて（pp. 82-87）を読み、配布プリントの穴埋めをしてくる。
事後 第 5章 クリスチャンについて（pp. 74-87）を読み、Pholly で第 5章のまとめを提出する。

第12週 事前 第 6章 信じることについて（pp. 90-99）を読み、配布プリントの穴埋めをしてくる。
事後 授業内容を復習し、自分の考えをまとめておく。

第13週 事前 第 6章 信じることについて（pp. 100-107）を読み、配布プリントの穴埋めをしてくる。
事後 授業内容を復習し、自分の考えをまとめておく。

第14週 事前 第 6章 信じることについて（pp. 108-115）を読み、配布プリントの穴埋めをしてくる。
事後 第 6章 信じることについて（pp. 90-115）を読み、Pholly で第 6章のまとめを提出する。

第15週 事前 これまでに提出した課題を読み返し、学修内容を振り返る。
事後 期末レポートに向けて各章をまとめる。
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【授業計画コメント】
学内でのキリスト教関連行事への出席を前提として講義を行う。また必要に応じて課外活動の時を設ける。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 聖書 新共同訳 日本聖書協会 1988年
テキスト 日本基督教団讃美歌委員会 讃美歌21 日本基督教団出版局 1997年
テキスト 富田正樹 信じる気持ち はじめてのキリスト教 日本基督教団出版局 2007年
参考書・参考資料等 適宜紹介する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 45％ 講義の内容が理解できているか、設問に対して的確に答えているかを評価する。

期末レポート

小テスト・授業内レポート 45％ 授業内フィードバックシート 15％、春季キリスト教研修会レポート・教会レポート・礼拝レポート各 10％×⚓

その他 受講態度等 10％ 出席や受講態度など、授業への取り組みを総合的に評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
授業内フィードバックシートに記された内容に対して、次回授業時に応答あるいは必要に応じて授業内容に反映させる。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、水島研究室にて。

【その他】
特になし。

2

保
育
科
⚑年次

保
育
科
⚒年次

実

習

専
攻
科
⚑年次

専
攻
科
⚒年次

修
了
研
究



科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1102 英語Ⅰ 演習 2 1 年次 前期 必修 幼二種免必修
保育士資格必修 尾上 美絵

【実務経験】

【授業の概要】
多文化共生社会における保育の現場において、活用できる英語の語彙と表現、英語を話す幼児たちとの保育活動に役立つ保育英語を学びます。幼児保育・幼児教育を学ぶ学生のため
に作られた実践的な内容のテキストを使って勉強します。実際に子供たちと楽しめる英語の絵本や物語・詩などを読み、また子供たちの好きな英語の歌やゲームを学び、英語による
保育活動や異文化にふれる楽しさを体験します。これまでに学んだ英語の知識や技術を基礎におきながら、幼児保育・幼児教育の専門的な英語力を培います。

【キーワード】
Don’t hesitate to speak English and help your students.

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①中学高校で習得した英語を再確認しながら、英語の「聞く」「話す」「読む」「書く」能力の向上を目指す。 DP2

②保育の場面での自然な英会話の表現を学び、簡単な日常の英会話や子供たちへの声掛けができるようになる。 DP2

③幼児教育に関する英語の専門用語を学び、簡単な英語の文献の意味を理解することができるようになる。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 Introduction, Children's Garden （Brochure, Self-Introduction）＜演習＞

第 2週 Children's Garden （Philosophy, Orientation）

第 3週 The First Day of the Internship （Play House, Nap time）

第 4週 The First Day of the Internship （Chin-up Bars, First Internship Day）

第 5週 Out We Go! （Map, Walk to the Park）

第 6週 Out We Go! （Way to the Park）

第 7週 Splish, Splash （Wading Pool, Water Play）

第 8週 Splish, Splash （Children in the Water）

第 9週 Pancake Day （Making Pancakes, Snacks）

第10週 Pancake Day （Snack Time, Snack Project）

第11週 Read Me, Tell Me Stories （Library, Story Book）

第12週 Read Me, Tell Me Stories （Reading to Children, Story Time）

第13週 Activities with Watermelons （Arts and Crafts, Play with Mud）

第14週 Activities with Watermelons （Watermelons, Make Believe）

第15週 Happy Birthday （Celebrations, Parties）

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 特になし
事後 前回授業の内容の復習と小テストの準備（0.5 時間）

第 2週 事前 次回授業のテキスト範囲の予習（0.5 時間）
事後 前回授業の内容の復習と小テストの準備（0.5 時間）

第 3週 事前 次回授業のテキスト範囲の予習（0.5 時間）
事後 前回授業の内容の復習と小テストの準備（0.5 時間）

第 4週 事前 次回授業のテキスト範囲の予習（0.5 時間）
事後 前回授業の内容の復習と小テストの準備（0.5 時間）

第 5週 事前 次回授業のテキスト範囲の予習（0.5 時間）
事後 前回授業の内容の復習と小テストの準備（0.5 時間）

第 6週 事前 次回授業のテキスト範囲の予習（0.5 時間）
事後 前回授業の内容の復習と小テストの準備（0.5 時間）

第 7週 事前 次回授業のテキスト範囲の予習（0.5 時間）
事後 前回授業の内容の復習と小テストの準備（0.5 時間）

第 8週 事前 次回授業のテキスト範囲の予習（0.5 時間）
事後 前回授業の内容の復習と小テストの準備（0.5 時間）

第 9週 事前 次回授業のテキスト範囲の予習（0.5 時間）
事後 前回授業の内容の復習と小テストの準備（0.5 時間）

第10週 事前 次回授業のテキスト範囲の予習（0.5 時間）
事後 前回授業の内容の復習と小テストの準備（0.5 時間）

第11週 事前 次回授業のテキスト範囲の予習（0.5 時間）
事後 前回授業の内容の復習と小テストの準備（0.5 時間）

第12週 事前 次回授業のテキスト範囲の予習（0.5 時間）
事後 前回授業の内容の復習と小テストの準備（0.5 時間）

第13週 事前 次回授業のテキスト範囲の予習（0.5 時間）
事後 前回授業の内容の復習と小テストの準備（0.5 時間）

第14週 事前 次回授業のテキスト範囲の予習（0.5 時間）
事後 前回授業の内容の復習と小テストの準備（0.5 時間）

第15週 事前 次回授業のテキスト範囲の予習（0.5 時間）
事後 特になし
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【授業計画コメント】
毎回授業のはじめにプリント資料を配布する。提出物については、その期日（授業時間内）に提出する。Pholly で、授業後に授業中に紹介した動画などのURLが確認できます。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト Naoko Akamatsu 『Children’s Garden』 成美堂 2009年
参考書・参考資料等 授業中に適宜紹介する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 70％ 講義内容の基本的事項についての設問に正しく解答するものを評価する。

期末レポート

小テスト・授業内レポート 20％ 前回授業で学習した英単語やその意味を正しく書けるものを評価する。

その他 提出物 10％ 提出課題を指示に従って作成し提出期限を守るものを評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
英単語小テストは、採点をしたものを返却する。提出物は、評価をつけて最終授業で返却する。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1106 日本国憲法 講義 2 1 年次 前期 選択 幼二種免必修
保育士資格選択 尾下 悠希

【実務経験】

【授業の概要】
この授業では、日本国憲法の基本的な考え方を身に付けることを目標としています。そのために、憲法の条文の解釈や関連する主要な裁判例についての基礎知識を簡単に紹介した上
で、戦後から現代にかけての身近な憲法問題について学習します。
取り扱う憲法問題は、教科書に設例として挙げられているものです。設例は戦後の憲法が関連する主要な裁判例をモデルにしたものから、現代の日本の社会的課題をベースとしたも
のまで多岐にわたります。これらに関連する憲法の条文はどれか、その条文はどのような意味なのか、裁判所はその問題をどのように解決しようとしたのかといった視点から学習し
ます。
今まで具体的な裁判例や法学それ自体に接したことがない方もいらっしゃると思います。そうした方に対して、この授業は初めて法学の学習を行う機会になります。法学のもっとも
ポピュラーな学習方法のひとつである判例学習を通じて、裁判や法の役割についてのイメージを掴んでいただきたいと思います。

【キーワード】
日本国憲法、裁判制度、基本的人権、法の下の平等、教育を受ける権利、三権分立

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①社会人や一市民として身に付けるべき憲法の基本的な考え方を理解することができる。 DP1

②過去の具体的な裁判例を読解し、裁判所（他者）の判断と自分の考えを比較して、一致点や相違点を見出すことができる。 DP3

③子どもと家族に関する憲法上の権利に関する学習を通じて、現代社会における諸課題への考察を行うことができる。 DP4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション・憲法とは何か・裁判制度

第 2週 基本的人権とは何か

第 3週 幸福追求権・新しい人権

第 4週 法の下の平等①：総論

第 5週 思想良心の自由

第 6週 信教の自由・政教分離

第 7週 表現の自由・学問の自由

第 8週 職業選択の自由・財産権

第 9週 生存権・労働基本権

第10週 教育を受ける権利①：総論

第11週 法の下の平等②・教育を受ける権利②：応用課題

第12週 人身の自由・参政権

第13週 国民主権・国会

第14週 内閣・裁判所・地方自治

第15週 象徴天皇制・平和主義・まとめ

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 教科書の目次や各章の設例を読んでみること。（所要時間 15 分程度）
事後 配布資料を読み直して、授業の内容の復習をしておくこと。（所要時間 75 分程度）

第 2週 事前 教科書のプロローグと 2章を読んでおくこと。（所要時間 15 分程度）
事後 教科書の該当箇所と配布資料を読み直して、授業の内容の復習をしておくこと。（所要時間 75 分程度）

第 3週 事前 教科書の 3章を読んでおくこと。（所要時間 15 分程度）
事後 教科書の該当箇所と配布資料を読み直して、授業の内容の復習をしておくこと。（所要時間 75 分程度）

第 4週 事前 教科書の 4章を読んでおくこと。（所要時間 15 分程度）
事後 教科書の該当箇所と配布資料を読み直して、授業の内容の復習をしておくこと。（所要時間 75 分程度）

第 5週 事前 教科書の 5章を読んでおくこと。（所要時間 15 分程度）
事後 教科書の該当箇所と配布資料を読み直して、授業の内容の復習をしておくこと。（所要時間 75 分程度）

第 6週 事前 教科書の 6章を読んでおくこと。（所要時間 15 分程度）
事後 教科書の該当箇所と配布資料を読み直して、授業の内容の復習をしておくこと。（所要時間 75 分程度）

第 7週 事前 教科書の 7章と 9章を読んでおくこと。（所要時間 15 分程度）
事後 教科書の該当箇所と配布資料を読み直して、授業の内容の復習をしておくこと。（所要時間 75 分程度）

第 8週 事前 教科書の 8章と 13 章を読んでおくこと。（所要時間 15 分程度）
事後 教科書の該当箇所と配布資料を読み直して、授業の内容の復習をしておくこと。（所要時間 75 分程度）

第 9週 事前 教科書の 10 章と 12 章を読んでおくこと。（所要時間 15 分程度）
事後 教科書の該当箇所と配布資料を読み直して、授業の内容の復習をしておくこと。（所要時間 75 分程度）

第10週 事前 教科書の 11 章を読んでおくこと。（所要時間 15 分程度）
事後 教科書の該当箇所と配布資料を読み直して、授業の内容の復習をしておくこと。（所要時間 75 分程度）

第11週 事前 「法の下の平等」と「教育を受ける権利」について、教科書や配布資料を読み直して復習をしておくこと。（所要時間 15 分程度）
事後 授業で出された課題に取り組むこと。（所要時間 75 分程度）

第12週 事前 教科書の 14 章と 15 章を読んでおくこと。（所要時間 15 分程度）
事後 教科書の該当箇所と配布資料を読み直して、授業の内容の復習をしておくこと。（所要時間 75 分程度）

第13週 事前 特になし。
事後 配布資料を読み直して、授業の内容の復習をしておくこと。（所要時間 90 分程度）

第14週 事前 特になし。
事後 配布資料を読み直して、授業の内容の復習をしておくこと。（所要時間 90 分程度）

第15週 事前 特になし。
事後 配布資料を読み直して、授業の内容の復習をしておくこと。（所要時間 90 分程度）
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【授業計画コメント】
配布資料は授業の前に教室で配布します。
Pholly で小テストを実施します。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 宍戸常寿 18歳から考える人権〔第⚒版〕 法律文化社 2020年
参考書等 内山奈月・南野森 憲法主義 PHP文庫 2015年
参考書等 木村草太 キヨミズ准教授の法学入門 星海社新書 2012年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 60％ 日本国憲法についての基礎知識や基本的な考え方について出題します。

期末レポート

小テスト・授業内レポート 40％ 日本国憲法についての基礎知識や基本的な考え方について出題します。

その他

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
小テストの実施後に、正答率の低かった問題の解説などを行います。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付けます。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1104 頌栄学 演習 1 1 年次 後期 必修 相澤 弘典・水島 祥子

【実務経験】

【授業の概要】
頌栄の歴史と建学の精神について学びを深め、頌栄で保育を学ぶことの喜びと意義を実感する。また、フレーベルの生涯と教育思想に触れ、それを受け継いで「頌栄保姆伝習所」「頌
栄幼稚園」を創設したアニー.L.ハウの生涯と実践、その考えについて学ぶ。また、その思想の基底にあるキリスト教精神がどのようにわたしたちの社会とのつながりを持っているの
かを探究する。

【キーワード】
建学の精神、キリスト教精神、アニー・L・ハウ、頌栄の歴史、フレーベル

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①頌栄の歴史と建学の精神を学ぶことにより、その一員であることへの喜びと意義を表現することができるようになる。 DP1

②アニー.L.ハウの生涯と保育理念を理解し、説明することができるようになる。 DP1

③フレーベルの生涯と、その幼児教育の思想を理解し、説明することができるようになる。 DP1

④建学の精神の土台となっているキリスト教精神について理解し、説明することができるようになる。 DP1

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 フィールドワーク 頌栄ゆかりの地をめぐる 春季キリスト教研修会

第 2週 ガイダンス 「頌栄学「を学ぶこと （相澤）

第 3週 日本のキリスト教史と頌栄の誕生

第 4週 頌栄の保育① フレーベルの生涯（相澤）

第 5週 頌栄の保育② フレーベルの教育思想（相澤）

第 6週 頌栄の保育③ A.L.ハウの生涯（水島）

第 7週 頌栄の保育④ A.L.ハウの教育思想（水島）

第 8週 日本のキリスト教保育史における頌栄（水島）

第 9週 キリスト教精神① 秋季キリスト教研修会

第10週 頌栄の保育⑤ 頌栄幼稚園の「保育日誌」研究（相澤）

第11週 頌栄の保育⑥ 頌栄幼稚園の現場から（講師）

第12週 頌栄の保育⑦ ハウ宣教師のフレーベル教育（吉田啓子氏）

第13週 キリスト教精神② クリスマスのメッセージに学ぶ

第14週 キリスト教精神③ キリスト教と文化 その 1（水島）

第15週 キリスト教精神④ キリスト教と文化 その 2 全体の振り返り（相澤）

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 オリエンテーションで配布された資料を読み直しておく。（60 分）
事後 当日配布された資料を読んで復習しておく。（30 分）

第 2週 事前 授業で指定されたテキストの箇所を事前に読んでおく。（60 分）
事後 授業で配付された資料や Pholly で配信された資料を読んで復習する。（30 分）

第 3週 事前 授業で指定されたテキストの箇所を事前に読んでおく。（60 分）
事後 授業で配付された資料や Pholly で配信された資料を読んで復習する。（30 分）

第 4週 事前 授業で示された参考図書を読んでおく。（60 分）
事後 授業で配付された資料や Pholly で配信された資料を読んで復習する。（30 分）

第 5週 事前 授業で示された参考図書を読んでおく。（60 分）
事後 授業で配付された資料や Pholly で配信された資料を読んで復習する。（30 分）

第 6週 事前 授業で示された参考図書を読んでおく。（60 分）
事後 授業で配付された資料や Pholly で配信された資料を読んで復習する。（30 分）

第 7週 事前 授業で示された参考図書を読んでおく。（60 分）
事後 授業で配付された資料や Pholly で配信された資料を読んで復習する。（30 分）

第 8週 事前 授業で指定されたテキストの箇所を事前に読んでおく。（60 分）
事後 授業で配付された資料や Pholly で配信された資料を読んで復習する。（30 分）

第 9週 事前 フードバンクに寄付する食料品を準備しておく。子どもの貧困について報道などを読んで事前学修をしておく。（60 分）
事後 研修会で配付された資料を読んで復習する。（30 分）

第10週 事前 授業で指定されたテキストの箇所を事前に読んでおく。（60 分）
事後 授業で配付された資料や Pholly で配信された資料を読んで復習する。（30 分）

第11週 事前 授業で指定されたテキストの箇所を事前に読んでおく。（60 分）
事後 授業で配付された資料や Pholly で配信された資料を読んで復習する。（30 分）

第12週 事前 前 2回分の授業の資料を読み、確認をしておく。（60 分）
事後 授業で配付された資料や Pholly で配信された資料を読んで復習する。（30 分）

第13週 事前 クリスマス行事についてキリスト教学での学びを復習し、情報を集める。（60 分）
事後 クリスマス行事に関するレポートに取り組み、Pholly で提出する。（60 分）

第14週 事前 授業で示された絵本、童話、映画などを事前に見ておく。（90 分）
事後 授業で配付された資料や Pholly で配信された資料を読んで復習する。（60 分）

第15週 事前 授業で示された絵本、童話、映画などを事前に見ておく。（90 分）
事後 授業で配付された資料や Pholly で配信された資料を読んで復習する。（60 分）
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【授業計画コメント】
外部講師の都合などによって、授業計画を変更することがある。
Pholly による資料の配布や、授業内レポートの提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 高道基 幼児教育の系譜と頌栄 頌栄保育学院 1996年
参考書等 共同訳聖書実行委員会 聖書 新共同訳 日本聖書協会 1987年
参考書等 日本基督教団讃美歌委員会 讃美歌21 日本基督教団出版局 1999年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 60％ 授業で取り扱った内容に関する理解度で評価する。

小テスト・授業内レポート 30％ 秋研レポート（10％）、クリスマス行事レポート（10％） Pholly や授業で配布するリアクションシート（10％）

その他 発表・受講態度等 10％ 発表やプレゼンなど、積極的に授業に取り組む姿勢等を総合的に評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
Pholly にて提出されたリアクションシートの質問に対して、次回の授業でとりあげ解説する。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、相澤・水島研究室にて。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1105 生物学 講義 2 1 年次 後期 選択 保育士資格選択 藤井 薫

【実務経験】

【授業の概要】
「いのち」への温かいまなざしと、好奇心・探究心を持って「いのち」について学ぶ姿勢を身につける。季節により自然や人間生活に変化があることに関心を持ち、フィールドワー
クを通して学院の自然環境を捉え、「生物」への理解を深める。また、この地球に誕生した「いのち」のたどった道筋を学ぶと共に現生の動植物に見られる多様な形態と生態のメカ
ニズムを深く理解し、子どもたちにその不思議さ、面白さを伝える資質を身につける。全 15 回の 3分の 2を講義、3分の 1をフィールドワークに当てる。

【キーワード】
生物の共通性、生物の多様性、生物の進化

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①学院の豊かな自然の中で動植物に触れ、生物の多様性が理解できる。 DP1

②学院内の植物の生態や分類群を図鑑を用いて調べることにより、探究心を持つことができる。 DP1

③科学的な視点を体験から育て、子どもたちに探究心・好奇心をもって生物に触れる楽しさを伝えることができる。 DP4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション…生物学で何を学ぶか。これまでの学習歴から考える。

第 2週 秋の花…身近な植物観察を行い、知識を得る。＜フィールドワーク＞

第 3週 葉の形やつきかたには違いがあり、それぞれ説明できるようになる。理由があることを理解する。葉の働きについて

第 4週 学内の食べることの出来る果実を調べる。＜フィールドワーク＞

第 5週 秋の自然…秋を感じ身近な植物観察を行う。＜フィールドワーク＞

第 6週 日本の季節と暦…1年を二十四節季に分ける考え方を知り、具体的に説明できるようになる。

第 7週 森の探索…学院内の樹木についての知識を深める。＜フィールドワーク＞

第 8週 「たね」の不思議…一粒の種が発芽し実を結ぶ家庭についてを理解し、種子の持つ力を理解する。

第 9週 「ゾウの時間とネズミの時間」を読み解くことにより、生物の共通性と多様性を理解し説明できるようになる。

第10週 遺伝子の本体はDNAであることを学習し、遺伝の仕組みを理解する。

第11週 冬の自然…冬の植物について考え、冬の野外活動のついて考える。＜フィールドワーク＞

第12週 DNAの模型を制作することにより、DNAの構造、複製の仕組みなどを具体的に理解する。

第13週 免疫の仕組みについて学び、保育現場でその知識が重要であることを理解する。

第14週 ヒトの発生を映像により理解し、生命の歴史と進化について理解する。

第15週 いのちの大切さを子どもにどのように伝えるかについて話し合い、本講で何を学ぶことが出来たかをまとめる。

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 特に必要なし。
事後 就学前、小・中・高等学校で学んだ生物についての知識をまとめてみる。学院の植物について観察眼を持って触れる。（所要時間 90 分）

第 2週 事前 テキストにある秋の植物を見ておく。（所要時間 20 分）
事後 観察記録の作成をする。（所要時間 70 分）

第 3週 事前 通学路や学内の植物の葉について観察しておく。（所要時間 20 分）
事後 フィールドの観察記録を整理する。（所要時間 70 分）

第 4週 事前 学内にある実のなる木をチェックしておく（所要時間 20 分）
事後 フィールドの観察記録を整理する。（所要時間 70 分）

第 5週 事前 秋の特徴をまとめておく。（所要時間 20 分）
事後 フィールドの観察記録を整理する。（所要時間 70 分）

第 6週 事前 二十四節季について調べておく。（所要時間 30 分）
事後 二十四節季の考え方を元に保育現場での行事について調べる。（所要時間 60 分）

第 7週 事前 学院内で自分のお気に入りの樹木を探す。（所要時間 20 分）
事後 フィールドの観察記録を整理する。（所要時間 70 分）

第 8週 事前 自分の身の回りの植物の種を観察しておく。（所要時間 20 分）
事後 実際に学んだ種子についてまとめる。（所要時間 70 分）

第 9週 事前 身の回りの動物に親しむ。（所要時間 20 分）
事後 生物の共通性、多様性についてまとめる。（所要時間 70 分）

第10週 事前 高等学校で学んだDNAの知識について振り返っておく。（所要時間 30 分）
事後 コドン表からタンパク質合成について説明できるようになる。（所要時間 60 分）

第11週 事前 冬の自然についての知識を整理しておく。（所要時間 20 分）
事後 フィールドの観察記録を整理する。（所要時間 70 分）

第12週 事前 第 10 週で学んだ知識を整理する。（所要時間 30 分）
事後 DNAの模型を制作することにより、DNAの構造、複製の仕組みなどを具体的に理解する。遺伝子（DNA）の重要性について説明出来るようになる。（所要時間 60 分）

第13週 事前 自分がこれまでに受けてきたワクチンについてまとめておく。（所要時間 20 分）
事後 乳幼児に必要なワクチンについて説明できるようになる。（所要時間 70 分）

第14週 事前 特に必要なし。
事後 生物の発生の共通性を理解し、生命の歴史と共にまとめる。（所要時間 90 分）

第15週 事前 特に必要なし。
事後 レポート課題と合わせて全治を振り返る。（所要時間 90 分）
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【授業計画コメント】
①各回配布する資料を整理し、ノートを作成すること。
②天候等に応じて授業計画を変更することがある。
③授業計画に記載以外でも短時間フィールドに出ることもある。
④ Pholly 上でレポートの提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 岩崎哲也 ｢都市の樹木433｣ 文一総合出版 2014年
参考書等 本川達雄・あべ弘士 絵解き「ゾウの時間とネズミの時間｣ 福音館書店 1993年
参考書等 その他授業の中で適宜紹介する
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 内閣府 『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

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 70％ 課題について、講義で学んだこと、自身の考えをまとめる。

小テスト・授業内レポート 30％ フィードバックシートやフィールドノートの記録を評価する。

その他

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出課題については、事後の講義内で返却、講評を共有する。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1103 体育（実技） 実技 1 1 年次 後期 必修 幼二種免必修
保育士資格必修 藤本 千草

【実務経験】

【授業の概要】
将来保育者を目指す学生が、保育現場で必要とされる体力つくりを行う。また、リズム運動や多様なスポーツの技術を学ぶ。運動を行うことを親しみ楽しむとともにルールを守るこ
との大切さや他者と協力し積極的に参加することで社会性や協調性を育むことを目指す。

【キーワード】
軽運動、スポーツ、リズム、運動あそび

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①体力を養うためのトレーニング・ストレッチを学び理解できる。 DP2

②スポーツを楽しみ、各種目のルール・技術やリズム運動のスキルを身に付けることができる。 DP2

③スポーツを通じ、他者と協力する協調性を育み、また問題解決能力も身に付けることができる。 DP3，4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション、体力つくりのための軽運動の実践

第 2週 軽運動とリズム体操

第 3週 軽運動とリズム体操の発表

第 4週 軽運動と色々なステップ、縄跳び

第 5週 軽運動とフープを使ったダンスや運動あそび

第 6週 ステップとダンスの実技テスト

第 7週 軽運動とバスケットボール

第 8週 軽運動とバスケットボール（ゲーム）

第 9週 軽運動とバレーボール

第10週 軽運動とバレーボール（ゲーム）

第11週 軽運動とフライングディスク

第12週 軽運動とボールを使った運動あそび

第13週 軽運動と縄の色々な運動（長縄・中縄・小縄）

第14週 軽運動と日本の伝統スポーツ

第15週 軽運動とパラバルーン、全体振り返り

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 体力作りのトレーニングにはどのような運動が必要か考える。またストレッチについてもどのような種類があるか調べ予習する。（30 分）
事後 授業で学んだ体力作りとストレッチの軽運動を実践し毎日継続できるように努める。（60 分）

第 2週 事前 リズム体操の種類や振りを調べ発表の準備をする。（30 分）
事後 体操の振りを他者と共有する際の振りの伝え方について考えまとめる。（60 分）

第 3週 事前 リズム体操発表に備え動きの反復練習をする。（30 分）
事後 リズム体操の発表後の反省点を・改善点をまとめる。（60 分）

第 4週 事前 色々なステップ（スキップ・ギャロップなど）の種類について調べ動きを予習。（30 分）
事後 授業内で学んだ色々なステップをリズムに合うよう反復練習する。（60 分）

第 5週 事前 フープを使った運動遊びやダンスについて調べる。（30 分）
事後 フープを使った運動遊びの種類や遊び方をまとめる。（60 分）

第 6週 事前 ステップの実技試験に備えて反復練習をする。（30 分）
事後 ステップがリズムに合っていたか、表現できていたか復習する。（60 分）

第 7週 事前 バスケットボールのパスの種類・ルールの確認を予習する。（30 分）
事後 パスやドリブルが正しくできたか改善点を考え、技術と基礎体力を備えるための練習をする。（60 分）

第 8週 事前 バスケットのゲームに向け自分の役割や戦略などを考える。（30 分）
事後 バスケットのゲームの内容や戦略の振り返り。（60 分）

第 9週 事前 バレーボールのバスやサーブルールについて事前に調べて学習する。（30 分）
事後 授業で学んだ体力作りとストレッチの軽運動を実践し毎日継続できるように努める。（60 分）

第10週 事前 サーブ・パス・レシーブがスムーズにできるよう、基礎体力と技術を上げる練習をする。（30 分）
事後 バレーボールのゲームの内容や戦略の振り返り。（60 分）

第11週 事前 フライングディスクとは何か、また、どのような遊びやスポーツがあるか調べる。（30 分）
事後 ディスクを使ってのパスがスムーズであったか、正しくパスできたかを反省し、改善点をまとめる。（60 分）

第12週 事前 ボールを使っての運動あそびやスポーツにはどのような種類があるか調べる。（30 分）
事後 ボールを使っての運動あそびの種類と遊び方をまとめる。（60 分）

第13週 事前 色々な種類の縄跳びを練習する。（30 分）
事後 縄を使っての運動あそびの種類と遊び方をまとめる。（60 分）

第14週 事前 日本の伝統スポーツの歴史などについて調べ事前学習する。（30 分）
事後 授業で体験した伝統スポーツを反復練習する。（60 分）

第15週 事前 パラバルーンではどのような動きができるのか様々な種類を予習する。（30 分）
事後 パラバルーンを使っての遊びや音楽に合わせての振り、レクリエーションの展開などをまとめる。（60 分）
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【授業計画コメント】
軽運動・リズム体操・縄跳びは継続して実施する。Pholly で課題レポートの提出を求めることがある。気温などの環境の変化や社会情勢により内容を変更する場合がある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない。
参考書・参考資料等 必要に応じて資料を配布する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 実施しない。

実技小テスト・発表 50％ 発表、縄跳び、ステップなどを授業内で確認し評価する。

課題 20％ テーマと内容が適しているかで評価する。

その他 受講態度 30％ 積極的に授業参加しているか評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
課題を確認後授業内でフィードバックを行う

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、藤本研究室にて。

【その他】
〇運動に制限のある学生・見学を希望する場合は事前に申告すること。体育実技に適したTシャツ及び長袖Tシャツ・ジャージ・ひざ丈の短パンなどの服装。腕時計・ピアス・ネッ
クレス・つけ爪などは外す。爪は適切にきる。髪が長い場合はヘアゴムでまとめる。体育館シューズ（バレエシューズ可）を着用し受講すること。体育館内は原則飲食禁止である
が水分補給のための水・お茶・スポーツドリンクは持ち込み可能。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1206 音楽Ⅰ（ピアノ） 実技
（ソルフェージュと合わせて）

1 1 年次 前期 必修 関田 良他（【その他】欄に記載）

【実務経験】

【授業の概要】
音と音楽を子どもたちと共に感じ、子どもの発達に応じた多様な表現活動を援助する力を身につける。保育においてピアノを用いる目的や基本的な心構え、必要な知識等を学びつつ、
ピアノ演奏の基礎を習得する。また、子どもたちが様々な音に気づき、音楽へと発展させていく過程を大切に見守り、かつ、必要に応じて応答的表現ができる感性を磨く。

【キーワード】
保育、音楽的表現力、ピアノ、簡易伴奏

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①保育者に求められる音楽的表現力をピアノを通して身につける。 DP2

②ピアノ演奏の基礎を習得し、子どもの歌や律動の簡易な伴奏ができる。 DP2

③他者の演奏や表現に関心を持って触れ、自らの演奏に活かすことができる。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション：保育におけるピアノの役割

第 2週 ピアノの構造と演奏の基本姿勢

第 3週 高音部譜表の演奏

第 4週 低音部譜表の演奏

第 5週 旋律の演奏

第 6週 和音の演奏

第 7週 ハ長調・ト長調の音階

第 8週 和音記号と主要三和音

第 9週 コードネームによる伴奏づけ（1）ハ長調 2コード

第10週 コードネームによる伴奏づけ（2）ハ長調 3コード

第11週 律動伴奏の基礎（1）マーチ伴奏

第12週 律動伴奏の基礎（2）スキップ伴奏

第13週 「子どものうた」伴奏の基礎

第14週 実技発表

第15週 ピアノ演奏の基礎の振り返り

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 入学前の練習内容を通して課題の整理をしておく。（所要時間 60 分程度）
事後 保育におけるピアノ活用について、その目的を理解できるよう復習する。（所要時間 60 分程度）

第 2週 事前 ピアノ演奏をめぐる基本的な知識について予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践的に復習する。（所要時間 60 分程度）

第 3週 事前 高音部譜表の読み方を予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践的に復習する。（所要時間 60 分程度）

第 4週 事前 低音部譜表の読み方を予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践的に復習する。（所要時間 60 分程度）

第 5週 事前 旋律の演奏について、テキストより選曲して予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践的に復習する。（所要時間 60 分程度）

第 6週 事前 和音の演奏について、テキストより選曲して予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを体得するまで実践的に復習する。（所要時間 60 分程度）

第 7週 事前 ハ長調・ト長調の音階と該当する曲を用いて予習する。所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを体得するまで実践的に復習する。（所要時間 60 分程度）

第 8週 事前 和音記号と主要三和音について予習し、理解を深める。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを体得するまで実践的に復習する。（所要時間 60 分程度）

第 9週 事前 コードネームの基本について予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを体得するまで実践的に復習する。（所要時間 60 分程度）

第10週 事前 コードネームについて、応用に向けた予習を行う。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを体得するまで実践的に復習する。（所要時間 60 分程度）

第11週 事前 律動伴奏について、マーチを中心に予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを体得するまで実践的に復習する。（所要時間 60 分程度）

第12週 事前 律動伴奏について、スキップを中心に予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを体得するまで実践的に復習する。（所要時間 60 分程度）

第13週 事前 「子どものうた」伴奏の基礎について、具体的に選曲して予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 弾き歌いの形で復習する。（所要時間 60 分程度）

第14週 事前 ピアノの演奏発表の準備を行う。（所要時間 60 分程度）
事後 発表を振り返り、課題となったことを整理する、（所要時間 60 分程度）

第15週 事前 授業全体の振り返りができるよう、取り組んだ曲を見直す。（所要時間 60 分程度）
事後 授業全体の振り返りを通し、習得したことと課題を整理する。（所要時間 60 分程度）
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【授業計画コメント】
・90 分の授業時間のうち、45 分間をソルフェージュの学習とする。ピアノの経験度に応じたグループレッスン形式で行う。個々の進度が異なるため、授業計画を変更することがある。
・Pholly を活用して、レポート等の提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 頌栄短期大学 ピアノテキスト
テキスト 頌栄短期大学 こどものうたテキスト
テキスト 桶谷弘美他編著 やさしいピアノ伴奏法 音楽之友社
テキスト 音楽之友社編 マーチアルバム 音楽之友社
音楽Ⅰ（ソルフェージュ）と同じテキスト
参考書・参考資料等 必要に応じて指示する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

実技（演奏発表） 40％ 授業目的を理解した演奏かどうかを評価基準とする。

成果物・提出物 5％ 提出状況及び目標に合致した内容となっているかを基準とする。

（ソルフェージュ） 50％ ソルフェージュの欄を参照

その他 授業参加態度 5％ 毎回の授業の受講態度

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
課題のフィードバックは、次の授業回で全員、または個別に行う。

【オフィスアワー】
火曜日のお昼休み。関田研究室または各非常勤講師が授業終了後、ピアノ室にて質問を受け付ける。

【その他】
実技発表日に欠席する場合は必ず教務課に連絡し、後日欠席届を提出のうえ担当教員の指示に従い追発表を行うこと。
担当者：堤 聡子、野尻智子、橋本由子、羽田規代、松葉 恵、松本素矢子
45 分ずつの交代制だが、出欠確認の方法は通常の 90 分授業と同様であり、ピアノかソルフェージュのいずれかのみ出席しても、欠席扱いとなるため注意すること。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1206 音楽Ⅰ（ソルフェージュ） 実技
（ピアノと合わせて）

1 1 年次 前期 必修 関田 良・小玉 洋子・仲河 友紀・姜 東秀

【実務経験】

【授業の概要】
音と音楽を子どもたちと共に感じ、子どもの発達に応じた多様な表現を引き出し、支える力を身につける。さらに子どもたちが新しい音楽の世界と出会っていくために、読譜力を養
い、適切な選曲や演奏ができるようにする。また、子どもたちの創造的な表現を受け止めるために、自らも身体、声をとおし、リズムや響きを体感しつつ、自由な表現の世界を体験
する。

【キーワード】
保育、音楽的表現力、読譜力、視唱、楽典、リズム感、音感

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①子どもの音楽表現を支えるために必要な、基本的な楽典を理解する。 DP2

②コールユーブンゲンにより音感とリズム感を身につけ、適切に視唱できる。 DP2

③読譜力を養い、表現豊かに歌うことができる。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション：音楽の約束事（関田）

第 2週 音符と休符（小玉、仲河、姜）

第 3週 音の名前と音程（小玉、仲河、姜）

第 4週 拍子とリズム（1）遊びのなかのリズム（小玉、仲河、姜）

第 5週 拍子とリズム（2）つくる・書く・打つ（小玉、仲河、姜）

第 6週 和音とハンドポジション（小玉、仲河、姜）

第 7週 発声の基礎（小玉、仲河、姜）

第 8週 視唱の基礎（小玉、仲河、姜）

第 9週 視唱と歌唱①単純拍子・2度音程までの課題とハ長調の子どもの歌（小玉、仲河、姜）

第10週 視唱と歌唱②単純拍子・3度音程までの課題とへ長調の子どもの歌（小玉、仲河、姜）

第11週 視唱と歌唱③単純拍子・4度音程までの課題とト長調の子どもの歌（小玉、仲河、姜）

第12週 視唱と歌唱④複合拍子・5度音程までの課題とニ長調・変ロ長調の子どもの歌（小玉、仲河、姜）

第13週 視唱と歌唱⑤複合拍子・6度音程までの課題と短調の子どもの歌（小玉、仲河、姜）

第14週 視唱と歌唱の発表（小玉、仲河、姜）

第15週 ソルフェージュの振り返りとまとめ（小玉、仲河、姜）

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 テキストを参照し、楽典を学ぶ目的を予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 音楽の約束事について、その目的を理解できるよう復習する。（所要時間 60 分程度）

第 2週 事前 テキストの「音符と休符」の章を予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを五線紙にまとめるなどして復習する。（所要時間 60 分程度）

第 3週 事前 テキストの「音の名前と音程」の章を予習する・（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを五線紙にまとめるなどして復習する。（所要時間 60 分程度）

第 4週 事前 テキストの「拍子」の章を予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第 5週 事前 テキストの「リズム」の章を予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第 6週 事前 テキストの「和音」の章を予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第 7週 事前 これまでの自分の発声を振り返り、課題を整理する。（所要時間 60 分程度）
事後 発声の基礎について、要点をまとめ、実践的に復習する。（所要時間 60 分程度）

第 8週 事前 視唱の基礎について、テキストを参照して予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 視唱の基礎について、学んだ要点をまとめ、実践的に復習する。（所要時間 60 分程度）

第 9週 事前 テキストの該当曲を予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で取り組んだ内容を復習し、課題を整理する。（所要時間 60 分程度）

第10週 事前 テキストの該当曲を予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で取り組んだ内容を復習し、課題を整理する。（所要時間 60 分程度）

第11週 事前 テキストの該当曲を予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で取り組んだ内容を復習し、課題を整理する。（所要時間 60 分程度）

第12週 事前 テキストの該当曲を予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で取り組んだ内容を復習し、課題を整理する。（所要時間 60 分程度）

第13週 事前 テキストの該当曲を予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で取り組んだ内容を復習し、課題を整理する。（所要時間 60 分程度）

第14週 事前 視唱と歌唱の発表の準備を行う。（所要時間 60 分程度）
事後 発表を振り返り、課題の整理をする。（所要時間 60 分程度）

第15週 事前 授業全体の振り返りができるよう、取り組んだ曲を見直す。（所要時間 60 分程度）
事後 授業全体の振り返りを通し、習得したことと課題を整理する。（所要時間 60 分程度）
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【授業計画コメント】
・Pholly を活用して、レポート等の提出を求めることがある。
・90 分の授業時間のうち、45 分間をピアノの学習とする。ソルフェージュは 3グループに分かれて受講する。個々の進度が異なるため、授業計画を変更することがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 甲斐 彰著 楽譜が読めるステップ12 音楽之友社
テキスト 音楽之友社編 コールユーブンゲン（学生版) 音楽之友社
その他、音楽Ⅰ（ピアノ）と同じテキスト
参考書・参考資料等 必要に応じて適宜資料を配布する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

実技（演奏発表） 35％ 授業目的を理解した演奏かどうかを評価基準とする。

成果物・提出物 10％ 提出状況及び目標に合致した内容となっているかを基準とする。

（ピアノ） 50％ ピアノの欄を参照

その他 授業参加態度 5％ 毎回の授業の受講態度

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
課題のフィードバックは、次の授業回で全員、または個別に行う。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。関田研究室または各非常勤講師が授業終了後、各教室にて質問を受け付ける。

【その他】
実技発表日に欠席する場合は必ず教務課に連絡し、後日欠席届を提出のうえ担当教員の指示に従い追発表を行うこと。
45 分ずつの交代制だが、出欠確認の方法は通常の 90 分授業と同様であり、ピアノかソルフェージュのいずれかのみ出席しても、欠席扱いとなるため注意すること。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1233 子どもと健康（領域） 演習 2 1 年次 前期 選択 幼二種免選択
保育士資格選択 小野 昌二

【実務経験】

【授業の概要】
領域「健康」のねらいと内容・内容の取扱いについて理解し健康なこころと体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養うために必要な知識・技術を身に付ける。
乳幼児期の健康に関わる生活習慣や心身の発達の特徴の理解を深め、適切な指導方法を身に付ける。

【キーワード】
健康、発育・発達、安全

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①領域「健康」のねらい及び内容を理解できる。 DP1

②子どもの心身の発育・発達について理解し、乳幼児期の運動遊びと遊び環境について理解できる。 DP2，4

③乳幼児期の安全な活動について理解するとともに、健康を育む社会や外部環境について理解できる。 DP4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション・健康に生きるために必要なものを考える

第 2週 健康に生きる：健康の定義、概念・関連法令から人間の権利としての健康を理解する

第 3週 子どもの発育・発達・成長：発育と発達の違いを理解する

第 4週 子どもを取り巻く環境と健康：社会の流れと子どもの健康の現状について理解する

第 5週 子どもの健康と生活習慣：基本的な生活習慣を確立させるための方法と理解

第 6週 子どもの運動遊び：遊びの意義と歴史を理解する

第 7週 子どもの運動遊び：遊びの内容や環境について理解する

第 8週 子どもと子育て支援について制度や社会の動きを理解する

第 9週 保育における領域「健康」のねらい・内容：保育所保育指針や幼稚園教育要領を理解する

第10週 子どもの事故や病気等の対応：子どものけがや疾病について理解する

第11週 安全保育と危機管理：減災防災を考えながら災害時の子どもの健康を理解する

第12週 危険予知とその対応について理解する

第13週 子どもの健康と今日的課題：グループワークを通じて課題を抽出し現状を理解する

第14週 子どもの健康と今後の課題：課題の解決を目指した模擬保育の検討

第15週 子どもと健康についてのまとめ「小テスト」

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスに目を通しておくこと（⚒時間）
事後 配布資料に目を通し理解できなかったところを調べておくこと（⚒時間）

第 2週 事前 健康の定義について調べておくこと（⚒時間）
事後 配布資料に目を通し理解できなかったところを調べておくこと（⚒時間）

第 3週 事前 子どもの身体の発育・発達について調べておくこと（⚒時間）
事後 配布資料に目を通し理解できなかったところを調べておくこと（⚒時間）

第 4週 事前 子どもの現代的課題について調べておくこと（⚒時間）
事後 配布資料に目を通し理解できなかったところを調べておくこと（⚒時間）

第 5週 事前 子どもの生活習慣における現代的課題について調べておくこと（⚒時間）
事後 配布資料に目を通し理解できなかったところを調べておくこと（⚒時間）

第 6週 事前 運動遊びの意義や遊びの歴史について調べておくこと（⚒時間）
事後 配布資料に目を通し理解できなかったところを調べておくこと（⚒時間）

第 7週 事前 子どもの運動遊びの種類や内容について調べておくこと（⚒時間）
事後 配布資料に目を通し理解できなかったところを調べておくこと（⚒時間）

第 8週 事前 子育てにかかわる支援や社会の仕組みについて調べておくこと（⚒時間）
事後 配布資料に目を通し理解できなかったところを調べておくこと（⚒時間）

第 9週 事前 幼稚園教育要領、保育所保育指針、教育・保育要領における領域「健康」について調べておくこと（⚒時間）
事後 配布資料に目を通し理解できなかったところを調べておくこと（⚒時間）

第10週 事前 子どもによくおこる事故や病気について調べておくこと（⚒時間）
事後 配布資料に目を通し理解できなかったところを調べておくこと（⚒時間）

第11週 事前 子どもに関わる事故について新聞等で調べておくこと（⚒時間）
事後 配布資料に目を通し理解できなかったところを調べておくこと（⚒時間）

第12週 事前 身の回りで起こった、ヒヤリハットについていくつかを書き上げてくること（⚒時間）
事後 配布資料に目を通し理解できなかったところを調べておくこと（⚒時間）

第13週 事前 これまでの授業を振り返って、子どもを取り巻く「健康」課題について調べておくこと（⚒時間）
事後 配布資料に目を通し理解できなかったところを調べておくこと（⚒時間）

第14週 事前 グループで課題達成のための発表を準備しておくこと（⚒時間）
事後 各課題に関する発表について振り返り、まとめをしておくこと（⚒時間）

第15週 事前 これまでの授業を振り返り、小テストを行うので復習しておくこと（⚒時間）
事後 小テストでわからないことをを復習しておくこと（⚒時間）
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【授業計画コメント】
対面授業が実施できない場合は、Pholly を活用し、オンライン授業（オンデマンド型または同時双方向型）で実施する。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキストなし
参考書・参考資料等 授業中に適宜資料を配布する

著者・編集者名 書名 出版社 発行年
参考書等 勝木洋子・日坂歩都恵・大和晴行 編 子どもと健康 みらい 2014年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 内閣府 『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

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 50％ 保育内容「健康」、授業内容にについての理解度

期末レポート

小テスト・授業内レポート 30％ 課題の達成度、表現の適切さ及び理解度

その他 態度 10％ 授業、グループワークへの参与度

その他 リフレクション等提出物 10％ 記述物については記述内容・構成

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
小テストについてはその都度フィードバックを行う。リフレクションシートの内容や質問項目については、必要に応じて全体にフィードバックを行う。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1237 子どもと表現（領域） 演習 2 1 年次 前期 選択 幼二種免選択
保育士資格必修 藤本 千草・幸田 瑞穂

【実務経験】

【授業の概要】
子どもの年齢と発達の特徴をよく理解し、音やリズム・身体・物の色形質感などの表現ツールを用い総合的に表現活動の楽しさを体験する。生活の中の身近な物を諸感覚でとらえ感
性や創造力が豊かに育つよう年齢に適した素材や活用法等も学ぶ。さらに、情報機器を用いて作品の記録・発表することで機器の使用にも慣れる。

【キーワード】
領域、表現、子どもの感性

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①子どもの表現を多角的にとらえ、領域「表現」のねらい及び内容を理解できることを目的とする。 DP2

②様々な経験をとおして、子どもの感性が豊かになることを理解することができるようになる。 DP2

③様々な音楽・身体及び制作表現の世界の楽しさを見出すことができるようになる。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 領域の「表現」とは―遊びや生活における表現―（幸田）

第 2週 子どもの発達と表現―素材に出会う―（幸田）

第 3週 子どもの感性と表現①造形的感性及びイメージ（幸田）

第 4週 子どもの感性と表現②造形表現の楽しさとその要因（幸田）

第 5週 情報機器を用いて表現―子どもの造形表現活動の事例を通して―（幸田）

第 6週 子どもの表現を育む環境①―色や形の関わり―（幸田）

第 7週 子どもの表現を育む環境②―自然物を使った表現―（幸田）

第 8週 発達に適した表現と素材（幸田）

第 9週 子どもの感性と表現③身体的・音楽的な表現活動（藤本）

第10週 子どもの身体表現活動の事例を通して―手遊びの発表（藤本）

第11週 身近にある音やリズムと身体との関わり―手作り楽器制作（藤本）

第12週 手作り楽器でリズム発表 ＜グループワーク＞（藤本）

第13週 他者と関わる表現あそび：音や身体表現の摸倣（藤本）

第14週 自然環境や生活を身体で表現：オノマトペを用いて（藤本）

第15週 振り返りとまとめ（藤本、幸田）

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 テキスト第 1章を読み予習。（30 分）
事後 第 1章で学んだ領域と表現の位置づけについて復習。（60 分）

第 2週 事前 テキスト第 2章「乳幼児期の発達と表現」を読み予習。（30 分）
事後 第 2章で学んだ素材以外の素材について調べ学習を続ける。（60 分）

第 3週 事前 テキスト第 4章を読み予習。（30 分）
事後 子どもの感性はどのように育まれるか色々な事例を調べて復習。（60 分）

第 4週 事前 造形表現にはどのようなものがあるか資料などで事前学習し事例を学ぶ。（30 分）
事後 造形表現の楽しさの要因について復習し自分自身も楽しめるよう制作を実践する。（60 分）

第 5週 事前 情報機器を使っての表現にはどのようなものがあるか予習し事例を集める。（30 分）
事後 授業で学んだ事例を振り返り実践に備えてノートにまとめる。（60 分）

第 6週 事前 色や形にはどのようなものがあるか資料などで調べ予習する。（30 分）
事後 様々な色をどのように活用するかなど、創造力を使いイメージをメモする。（60 分）

第 7週 事前 身の回りにある自然物を用いどのような制作物をつくるかを考え準備する。（30 分）
事後 授業内で他の学生が作った制作物を振り返り、作り方などを復習する。（60 分）

第 8週 事前 年齢に適した制作物は何か？について年齢ごとに調べ学習し予習する。（30 分）
事後 子どもが造形表現の制作をする際の用具の置き方や準備の仕方などを理解し復習する。（60 分）

第 9週 事前 テキスト第 3章を読み予習する。（30 分）
事後 「感じる－イメージ－表現－摸倣」とはどのようなことか理解し復習する。（60 分）

第10週 事前 2種類の手遊びを発表できるように歌と動きを覚える。（30 分）
事後 他の学生が発表した手遊びも学び復習する。（60 分）

第11週 事前 テキスト第 5章 P73-79 を読み、テキスト掲載の事例を練習する。（30 分）
事後 色々な拍子やリズム打ちに挑戦し身近な人と表現し合い経験を積む。（60 分）

第12週 事前 テキスト第 5章 P80-87 を読み予習し、身近な用具で楽器を作る案を考える。（30 分）
事後 他者の色々な手作り楽器について振り返るとともに、それらの利用について考える。（60 分）

第13週 事前 リズム・身体表現の摸倣にはどのようなものがあるか調べ学習をする。（30 分）
事後 色々な摸倣遊びを復習する。（60 分）

第14週 事前 自然や身の回りにあるものをオノマトペで表現できるよう予習し、リストを作る。（30 分）
事後 身体表現の多様な動きを創造し色々な表現ができるように反復練習する。（60 分）

第15週 事前 造形表現・音楽表現・身体表現のそれぞれの表現について振り返る。（30 分）
事後 授業全体の復習をする。（60 分）
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【授業計画コメント】
社会情勢により内容が変更する場合がある。遠隔授業が行われる際は Pholly を用いるることがある。また、Pholly で授業レポートの提出を求める場合がある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 小林紀子・砂上史子・刑部育子 保育内容「表現｣ ミネルヴァ書房 2019年
その他、必要に応じて紹介する。
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『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
参考書等 内閣府 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 30％ 内容が適切であるかと理解度で評価する。

制作物・発表・課題 40％ 各課題のテーマに適した内容や成果であるかを評価する。

受講態度 30％ 学習意欲をもって参加したか、授業への取り組み状況を評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出された課題については、確認後授業内で全体に向けてフィードバックを行う。

【オフィスアワー】
藤本：水曜日のお昼休み。場所は藤本研究室。
幸田：水曜日のお昼休み。場所は幸田研究室。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1235 子どもと環境（領域） 演習 2 1 年次 前期 選択 幼二種免選択
保育士資格選択 森田 麗子

【実務経験】

【授業の概要】
幼稚園教育要領に示された基本を踏まえ、領域「環境」のねらいと内容を通して、乳幼児の身近な環境の基本的な捉え方を理解する。そして、子どもの育ちと環境との関連性において、
心を動かす活動とは何かを、環境とかかわる力を育てるという視点から、環境の意味や特性、保育者の役割について考える。

【キーワード】
領域「環境」、発達、物的環境、人的環境

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①領域「環境」のねらいと内容を理解することができる。 DP2

②乳幼児の発達に即した環境とかかわる過程を理解することができる。 DP2

③具体的な保育場面を想定し、保育を構想する力を身につけることができる。 DP2，3

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション 本授業の概要と目標を理解し、授業方法や進め方について確認する。

第 2週 領域「環境」におけるねらいと内容 5領域の全体構造と領域「環境」の理解、保育内容とのつながりについて知る。

第 3週 身近な環境とのかかわりと感性の育ち① 人的環境としての友だちや保育者を通した子どもの特性を知る。

第 4週 身近な環境とのかかわりと感性の育ち② 動植物との出会いによる子どもの育ちについて知る。

第 5週 自然とのかかわり① 校内の自然に触れる。＜フィールドワーク＞

第 6週 自然とのかかわり② 自然の特性や種類を知り、自然とかかわりを深める視点をもつ。＜グループワーク＞

第 7週 自然とのかかわり③ 自然物を活用した実践を行い、発表する。（ドキュメンテーション用いた発表）

第 8週 モノとのかかわり① 園内環境（園庭・遊具）を通した子どもの発達を理解する。

第 9週 モノとのかかわり② 廃材等を使った製作活動を検討する。（ICTを用いた調べ学習）

第10週 社会とのかかわり① 地域・行事にかかわる保育的意義を考える。（ICTを用いた調べ学習）

第11週 社会とのかかわり② 行事をもとに調べたテーマに沿って実践を行う準備をする。＜グループワーク＞

第12週 自然とのかかわりを支える保育の展開 活動が広がる動植物とのかかわり方や多様な遊びの実践方法について考える。（ICTを用いた調べ学習）

第13週 モノとのかかわりを支える保育の展開 モノを通した環境づくりと様々な素材を活かした遊びの展開を考え、発表する。

第14週 社会とのかかわりを支える保育の展開 多文化共生と保育の在り方について学ぶ。（動画や映像通して学ぶ）

第15週 現代保育の課題と領域「環境」 学習の振り返りを行い、学びの確認をする。

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 参考図書の通読 45 分
事後 課題プリント記入 45 分

第 2週 事前 幼稚園教育要領の通読 45 分
事後 幼稚園教育要領の通読 45 分

第 3週 事前 プリントの整理 45 分
事後 授業で示したテキスト箇所の通読 45 分

第 4週 事前 前回の授業の整理 45 分
事後 授業で示したテキスト箇所の通読 45 分

第 5週 事前 授業内容のまとめ 45 分
事後 次回の授業のための調べ学習 45 分

第 6週 事前 次回の授業のための調べ学習 45 分
事後 授業のまとめ 45 分

第 7週 事前 授業内の発表準備 45 分
事後 レポート課題 45 分

第 8週 事前 授業内容に関するテキストの通読 45 分
事後 プリントの整理 45 分

第 9週 事前 次回の授業のためのテキストの通読 45 分
事後 製作物の作成準備 45 分

第10週 事前 次回の授業のための調べ学習 30 分
事後 発表の準備 60 分

第11週 事前 製作物の準備 30 分
事後 製作物の作成 60 分

第12週 事前 授業で示したテキスト箇所の通読 45 分
事後 レポート課題 45 分

第13週 事前 製作物の作成 60 分
事後 レポート課題 30 分

第14週 事前 授業で示したテキスト箇所の通読 45 分
事後 授業で示したテキスト箇所の通読 45 分

第15週 事前 これまでの授業の内容の見直し 45 分
事後 授業内容の振り返りと整理 45 分
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【授業計画コメント】
受講生の理解度に応じて、授業計画を変更することがある。
Pholly で授業内レポートの提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 小櫃智子編著 『実践例から学びを深める「環境の指導法｣』 わかば社 2021年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 内閣府 『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

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 60％ 授業内容を理解した上で設問に対して的確に回答しているかを評価する。

期末レポート

授業内レポート 20％ 提出状況と課題に対して適切な内容となっているかを評価する。

受講態度 20％ 授業への参加意欲や態度、取り組む姿勢等により総合的に判断する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
レポートや課題については評価した後、授業の中で、あるいは適宜、解説を含めたフィードバックをする。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、森田研究室にて。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1236 子どもと言葉（領域） 演習 2 1 年次 前期 選択 幼二種免選択
保育士資格必修 田中 麻紀子

【実務経験】幼稚園教諭としての経験を活かし、子どもの言葉の発達や発達を促すための保育者のかかわりを具体的な事例をもとに説明する。

【授業の概要】
乳幼児の言葉の発達過程と、保育者の援助の実際を事例や参考資料を通して学ぶ。またグループワークでは、保育現場で実際に起こりうる事例に対しての援助の方法を考え、その背
景にある保育者の思いや考えについてのイメージが持てるようにする。手遊び、わらべ歌、絵本読み聞かせの実践を行い、実習や保育現場で活かせるよう身に付ける。

【キーワード】
領域・言葉、保育者のかかわり、絵本、手遊び、わらべうた

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①乳幼児の言葉の発達過程を理解し、説明できる。 DP2

②領域「言葉」のねらいと内容をふまえ、乳幼児期に言葉の発達を促すための保育者の援助と指導を考え実践することができる。 DP2

③言葉遊びなど言葉の感覚を豊かにする基礎的な知識を身に付け活用できる。 DP1

④児童文化財（絵本・物語・紙芝居等）の基礎的な知識を身に付け活用することができる。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション・自己紹介を考える

第 2週 領域「言葉」のねらいと内容

第 3週 言葉をめぐるワークショップ（乳幼児の立場にたって考える）

第 4週 言葉の育つ道筋―ことばはどのように育つのか―

第 5週 言葉の育つ道筋―子どものことばと保育者―

第 6週 言葉の育つ道筋―特別な配慮が必要な子どもとのかかわり―

第 7週 人とつながる言葉（信頼関係から生み出される言葉―保育現場での事例を通して考える―）

第 8週 絵本読み聞かせ（教材研究）

第 9週 年齢に応じた絵本探し

第10週 絵本読み聞かせ（実践・第 1グループ）―子どもの好きな絵本を考える―

第11週 絵本読み聞かせ（実践・第 2グループ）―自分の好きな絵本を読む―

第12週 絵本読み聞かせ（実践・第 3グループ）―基本的は絵本の読み方を身に付ける―

第13週 言葉を育む文化財・遊び（手遊び・わらべ歌の保育への取り入れ方）―単焦点プロジェクター等の情報機器の活用―

第14週 わらべ歌実践発表

第15週 手遊び実践発表

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスを熟読し、今後の授業について自分なりの見通しを持つ。（0.5 時間）
事後 今後の授業について、見通しを立てる。（0.5 時間）

第 2週 事前 「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」の言葉の領域を熟読する。（0.5 時間）
事後 授業内容を振り返り、理解を深める。（0.5 時間）

第 3週 事前 普段自分が発している言葉について考える。（0.5 時間）
事後 周りの人の言葉に耳を傾け、自分の言葉について考える。（0.5 時間）

第 4週 事前 近くにいる子どもや通りがかりの子どもなど、子どもの言葉や声に耳を傾ける。（0.5 時間）
事後 授業内容を振り返り、理解を深める。（0.5 時間）

第 5週 事前 教科書の該当ページを一通り読んでおく。（0.5 時間）
事後 自分の言葉がどのような影響を与えているかを考える。（0.5 時間）

第 6週 事前 教科書の該当ページを一通り読んでおく。（0.5 時間）
事後 授業内容を振り返り、理解を深める。（0.5 時間）

第 7週 事前 友だちや家族との会話や自分の発言を改めて振り返る。（0.5 時間）
事後 自分の言葉がどのような影響を与えているかを考える。（0.5 時間）

第 8週 事前 自分が発表したいと思う絵本を探す。（0.5 時間）
事後 絵本の読み聞かせの仕方を振り返り、身に付けられるようにする。（0.5 時間）

第 9週 事前 各年齢の子どもにどのような絵本が望ましいかを自分なりに考える。（0.5 時間）
事後 授業内で探した絵本の他にもどのような絵本が望ましいか、見つける。（0.5 時間）

第10週 事前 読み聞かせの練習を行う。（1.0 時間）
事後 反省点を踏まえて、改めて読み聞かせの練習をする。（0.5 時間）

第11週 事前 読み聞かせの練習を行う。（1.0 時間）
事後 反省点を踏まえて、改めて読み聞かせの練習をする。（0.5 時間）

第12週 事前 読み聞かせの練習を行う。（1.0 時間）
事後 反省点を踏まえて、改めて読み聞かせの練習をする。（0.5 時間）

第13週 事前 手遊び、わらべうたについて自分なりに調べる。（0.5 時間）
事後 授業内で行った手遊びやわらべうたをおさらいし、自分のものにする。（1.0 時間）

第14週 事前 子どもと楽しめると思うわらべうたを見つけ、自分のものにできるよう練習し発表の準備をする。（1.0 時間）
事後 授業内で行ったわらべうたをおさらいし、自分のものにする。（1.0 時間）

第15週 事前 これは誰も知らないと思う手遊びを探し、自分のものにできるよう練習し発表の準備をする。（1.0 時間）
事後 授業内で行った手遊びをおさらいし、自分のものにし実習で使えるようにする。（1.0 時間）
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【授業計画コメント】
・グループワークや実践発表など積極的に参加すること。
・受講者の理解度によって授業内容を変更することがあります。
・遠隔授業の際、Pholly を用いることがあります。
・必要に応じて Pholly を通じて資料を提示します。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 太田光洋 保育・教育ネオシリーズ 保育内容・言葉 同文書院 2018年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 内閣府 『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

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 50％ 講義内容を理解した上で、設問に対して的確に解答しているかを評価する。

期末レポート

小テスト・授業内レポート 10％ 講義内容を理解し、課題に対する適切な内容・記述になっているかについて評価する。

授業への参加度 40％ グループワーク、実践発表（絵本読み聞かせ、わらべうた、手遊び）など。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
課題、実践発表については、授業内で全体にコメントする。

【オフィスアワー】
火曜日のお昼休み。場所は、田中研究室にて。

【その他】
特になし
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1234 子どもと人間関係（領域） 演習 2 1 年次 前期 選択 幼二種免選択
保育士資格選択 山中 早苗

【実務経験】

【授業の概要】
子どもを取り巻く社会的環境をふまえ、乳幼児期に人とかかわる力を育てることの重要性を理解する。授業では事例や映像をもとに、保育者や子ども同士の関係のなかで乳幼児期に
人とかかわる力が育つことを理解する。自分自身の人間関係についても振り返り、子どもの人間関係を支えるために必要となる態度や姿勢についても考察する。

【キーワード】
乳幼児期、人間関係、発達過程、援助

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①子どもを取り巻く環境をふまえ、乳幼児期に人とかかわる力を育むことの重要性が理解できる。 DP1

②乳幼児が周囲の人々との関係のなかで人とかかわる力を形成する過程を説明できる。 DP1，2

③各年齢の人間関係の発達と関連させ、乳幼児期に人とかかわる力を育てるための援助を考えることができる。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 保育の基本と人間関係

第 2週 現代社会における乳幼児の人間関係を取り巻く課題

第 3週 領域「人間関係」のねらいと内容

第 4週 養育者とのかかわりと愛着形成

第 5週 保育者・仲間との出会いとかかわり

第 6週 自我の芽生えと自立心の育ち

第 7週 生活と遊びのなかで育まれる人とかかわる力

第 8週 遊びのなかでのイメージの共有

第 9週 遊びのなかでの葛藤と援助

第10週 遊びと子どもの社会性の育ち

第11週 道徳心と規範意識の芽生え

第12週 保護者と保育者の人間関係

第13週 保育者同士の人間関係

第14週 地域の人々との人間関係

第15週 乳幼児期の人間関係をめぐる課題・まとめ

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスの「子どもと人間関係（領域）」を読んでおく。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第 2週 事前 テキスト第 1章を読んでおく。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第 3週 事前 保育所保育指針の「乳児保育に関わるねらい及び内容」と 3歳以上児の「人間関係」に目を通す。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第 4週 事前 テキスト pp.36-39 を読んでおく。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第 5週 事前 テキスト第 4章を読んでおく。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第 6週 事前 テキスト第 5章を読んでおく。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第 7週 事前 テキスト第 6章を読んでおく。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第 8週 事前 テキスト第 7章（pp.77-78）を読んでおく。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第 9週 事前 テキスト第 7章（pp.78-81）を読んでおく。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第10週 事前 テキスト pp.42-45 を読んでおく。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第11週 事前 テキスト pp.31-35 を読んでおく。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第12週 事前 保育所保育指針の「第 4章 子育て支援」に目を通しておく。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第13週 事前 テキスト第 12 章を読んでおく。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第14週 事前 テキスト第 14 章を読んでおく。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第15週 事前 第 1回から 14 回までの授業配布資料を見直す。（30 分）
事後 テキストと配布資料をもとに全授業内容を振り返る。（60 分）
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【授業計画コメント】
遠隔授業の際、Pholly を用いることがある。また、Pholly への課題提出を求める場合がある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 田代和美・榎本眞実（編著) 保育内容人間関係：基礎的事項の理解と指導法 建帛社 2019年
テキスト 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
テキスト 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
テキスト 内閣府 『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
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 70％ 講義内容の基礎的事項と応用問題で評価する。

期末レポート

小テストおよび課題への取り組み 30％ 小テストおよび課題は授業内容の理解度を測るためのものであり、主に授業の到達目標①②について知識の定着度を確認
する。

その他

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
小テストや提出された課題の内容を確認し、授業の中で必要な解説を行う。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、山中研究室にて。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1204 子どもの食と栄養ａ 演習 1 1 年次 前期 必修 保育士資格必修 廣田 有加里

【実務経験】

【授業の概要】
乳幼児期の栄養と食生活は、生涯にわたる心身の健康の基礎が形成されることから、豊かな人間性を育て、生きる力を育み、発達を支える基本的知識を学び理解を深める。この授業
では、自分自身の食生活を振り返りながら、妊娠期（胎児期）、乳児期を対象として各段階に応じた健全な発育・発達を促すために必要な栄養と食生活等を講義と演習を通して身に
つける。

【キーワード】
朝食欠食、栄養素、成長曲線、食事摂取基準、食事バランスガイド

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①親の生活習慣に影響を受ける子どもの食生活の現状を把握し、認識することで課題を探りだすことができる。 DP4

②子どもの食と栄養の特性を理解し、子どもの発育・発達段階に応じた適切な食生活の関連について説明することができることを目的とする。 DP2

③乳児期では、離乳の意義と役割など保育者に求められる知識を修得し、保護者への支援が具体的にできるようになることを目的とする。 DP1

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 子どもたちの食生活の現状

第 2週 子どもの心身の健康と食生活

第 3週 炭水化物の種類と体内での働き

第 4週 脂質の種類と体内での働き

第 5週 たんぱく質の種類と体内での働き

第 6週 ビタミンの種類と体内での働き

第 7週 ミネラル（無機質）の種類と体内での働き

第 8週 水分の体内での働きと消化菅

第 9週 栄養素の消化と吸収のしくみ

第10週 食品の基礎知識とバランスのよい食事 ＜グループワーク＞

第11週 献立作成・調理の基本

第12週 子どもの発育・発達の特徴

第13週 身体発育と評価の方法

第14週 子どもの食べる機能・味覚の発達

第15週 妊娠期と胎児の栄養

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 2週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 3週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 4週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 5週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 6週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 7週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 8週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 9週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第10週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第11週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第12週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第13週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第14週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第15週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）
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【授業計画コメント】
授業の進行状況に応じて資料を配布する。授業で配布した資料は、授業終了後に Pholly にアップロードする。
Pholly での授業内レポートの提出を求めることがある。
受講者の理解度に応じて、授業計画を変更することがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 坂本裕子編著 子どもの食と栄養 青踏社 2021年
参考書等 太田百合子，堤ちはる編著 子どもの食と栄養 羊土社 2021年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 50％ 設問に対して的確に回答しているか評価する。

授業内レポート 15％ 課題の趣旨を理解しているかを評価する。

小テスト 20％ 講義内容を理解しているかを評価する。

授業への取り組み 15％ 積極的に授業に参加し発言や質問を行ったかについて評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
フィードバックとして確認テストを回収後、解答の解説を行う。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
保育士をめざす学生の素養として、日頃から食に関して興味や関心を持ち、新聞、書籍、雑誌、インターネット（官公庁のホームページ）などから情報を取り入れる習慣を持つ。
子どもの望ましい発育のためには周りの大人が自覚ある生活を送ることが必要であるため、自分自身の食生活を振り返り、見直す姿勢を持ち、実践するように心がける。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1203 社会的養護Ⅰ 講義 2 1 年次 前期 選択 保育士資格必修 川島 直子

【実務経験】

【授業の概要】
現代社会における社会的養護の意義や体系、施策と動向、子どもの権利擁護等について説明する。また、施設養護や家庭養護の種類、施設養護の実際を具体的に説明し、内容を理解
できるようにする。さらに、この授業での学びが、後期の保育実習Ⅰｂ（施設）で活かせられるようになり、保育士を目指す上で必要な社会的養護の現状の把握へとつながるように
授業を進めていく。

【キーワード】
子どもの権利、施設養護、家庭養護

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①社会的養護の意義や歴史的変遷、子どもの権利擁護について理解できる。 DP1

②社会的養護の制度や仕組み、施設・機関や専門職等について理解できる。 DP1

③社会的養護の現状を理解し、保育者として必要な福祉的視点を身に付ける。 DP4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション、子どもの育ちについて

第 2週 社会的養護とは何か

第 3週 社会的養護を必要とする子どもの理解と権利

第 4週 社会的養護の仕組み

第 5週 社会的養護に関する法制度～児童福祉法、措置制度、利用・契約制度について～

第 6週 社会的養護の歴史的変遷について

第 7週 施設養護①～児童養護施設、乳児院について～

第 8週 施設養護②～児童自立支援施設、児童心理治療施設、母子生活支援施設について～

第 9週 施設養護③～障害児施設について～

第10週 施設における支援の実際～社会的養護にかかわる専門職～

第11週 施設養護における現場実践について

第12週 家庭養護～里親、ファミリーホーム、養子縁組について～

第13週 家庭養護における実践について

第14週 被措置児童等虐待の現状について～社会的養護の課題～

第15週 施設運営 8管理について～第三者評価、施設最低基準～、全体の振り返り

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスを熟読する。（120 分）
事後 テキストやノート等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 2週 事前 テキスト p 12～p 13 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやノート等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 3週 事前 テキスト p 24～p 25 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやノート等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 4週 事前 テキスト p 32～p 39 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやノート等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 5週 事前 テキスト p 46～p 57 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやノート等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 6週 事前 テキスト p 98～p 114 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやノート等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 7週 事前 テキスト p 60～p 69 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやノート等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 8週 事前 テキスト p 70～p 73、p 78～p 83、p 88～p 89 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやノート等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 9週 事前 テキスト p 84～p 87 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやノート等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第10週 事前 テキスト p 116～p 123 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやノート等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第11週 事前 テキスト p 124～p 127 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやノート等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第12週 事前 テキスト p 146～p 160 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやノート等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第13週 事前 テキスト p 130～p 143 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやノート等を用いて、今回の授業内容を振り返る（120 分）

第14週 事前 テキスト p 14～p 23 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやノート等を用いて、今回の授業内容を振り返る（120 分）

第15週 事前 テキスト p 162～p 176 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやノート等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）
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【授業計画コメント】
・授業内容によって配布プリントをもとに授業を実施する。
・Pholly でレポートの提出を求める場合がある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 原田旬哉・杉山宗尚 編者 『図解で学ぶ保育 社会的養護Ⅰ』 萌文書林 2018年
参考書等 保育福祉小六法編集委員会編 『保育福祉小六法』 みらい出版

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 80％ 各回の授業内容についての知識を問う問題で評価する。

期末レポート

小テスト・授業内レポート 20％ 提出状況と課題テーマに対する記述内容で評価する。

その他

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
レポートに関するフィードバックは、授業内で全体的に行う。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、川島研究室にて。

【その他】
この科目は、保育実習Ⅰｂ（施設）を含む他の福祉科目と大きく関わる科目である。しっかりと施設のことを含めた社会的養護について学んでもらいたい。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1202 社会福祉概論 講義 2 1 年次 前期 必修 保育士資格必修 辻井 善弘

【実務経験】

【授業の概要】
社会福祉は、私たちの生活に深くかかわるものである。
皆さんが生まれてからのこれまでとこれから、人生の段階ごとに利用する社会福祉制度やサービスは多岐に及ぶ。また、その対象は様々であり、多様化している。
本授業では、社会福祉の基礎知識や歴史背景、法律および制度や援助技術に至るまで概論と実践事例を交えた解説を行い、特に障害福祉領域に関する事項を多く取り上げる。
すべての人が気持ちよく生活できる環境を整えることは、社会福祉における基本的な課題であることを学び、対人援助従事者として活躍するための意欲を高める。

【キーワード】
社会福祉、障害福祉、発達障害、ソーシャルワーク

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①現代社会における社会福祉の意義と歴史的変遷について理解できる。 DP2

②社会福祉における障害福祉領域について理解し応用することができる。 DP4

③社会福祉における法制度や実施形態について説明できる。 DP2

④社会福祉におけるソーシャルワークの意義や具体的な技術について説明できる。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション（イントロダクションワーク）

第 2週 社会福祉①歴史的背景と社会福祉法について（低所得者の福祉）

第 3週 社会福祉②基本的構造について（4大福祉）

第 4週 子育てに関する福祉①子どもの貧困について（4つの権利）

第 5週 子育てに関する福祉②児童家庭福祉について（児童相談所にかかわるケース）

第 6週 社会保障と高齢者福祉について（保険と保障の仕組み）

第 7週 地域福祉について（ネットワーク）

第 8週 障害児・者の福祉について①（障害の概念とインクルーシブ保育）

第 9週 障害児・者の福祉について②（法律と制度）

第10週 障害児・者の福祉について③（障害の種類と特徴）

第11週 障害児・者の福祉について④（発達障害研究）

第12週 ソーシャルワークについて①（ソーシャルワークの種類）

第13週 ソーシャルワークについて②保育相談支援（エコロジカル視点）

第14週 ソーシャルワークについて③保育相談支援（ストレングス視点）

第15週 社会福祉の専門性（総まとめ）

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 講義テーマ関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 45 分程度）
事後 配布資料および記録したノートを振り返り、気になるワード等について ICT等を活用して文献を参照するなど、主体的に学習を進めることを望む。（45 分程度）

第 2週 事前 講義テーマ関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 45 分程度）
事後 配布資料および記録したノートを振り返り、気になるワード等について ICT等を活用して文献を参照するなど、主体的に学習を進めることを望む。（45 分程度）

第 3週 事前 講義テーマ関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 45 分程度）
事後 配布資料および記録したノートを振り返り、気になるワード等について ICT等を活用して文献を参照するなど、主体的に学習を進めることを望む。（45 分程度）

第 4週 事前 講義テーマ関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 45 分程度）
事後 配布資料および記録したノートを振り返り、気になるワード等について ICT等を活用して文献を参照するなど、主体的に学習を進めることを望む。（45 分程度）

第 5週 事前 講義テーマ関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 45 分程度）
事後 配布資料および記録したノートを振り返り、気になるワード等について ICT等を活用して文献を参照するなど、主体的に学習を進めることを望む。（45 分程度）

第 6週 事前 講義テーマ関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 45 分程度）
事後 配布資料および記録したノートを振り返り、気になるワード等について ICT等を活用して文献を参照するなど、主体的に学習を進めることを望む。（45 分程度）

第 7週 事前 講義テーマ関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 45 分程度）
事後 配布資料および記録したノートを振り返り、気になるワード等について ICT等を活用して文献を参照するなど、主体的に学習を進めることを望む。（45 分程度）

第 8週 事前 講義テーマ関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 45 分程度）
事後 配布資料および記録したノートを振り返り、気になるワード等について ICT等を活用して文献を参照するなど、主体的に学習を進めることを望む。（45 分程度）

第 9週 事前 講義テーマ関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 45 分程度）
事後 配布資料および記録したノートを振り返り、気になるワード等について ICT等を活用して文献を参照するなど、主体的に学習を進めることを望む。（45 分程度）

第10週 事前 講義テーマ関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 45 分程度）
事後 配布資料および記録したノートを振り返り、気になるワード等について ICT等を活用して文献を参照するなど、主体的に学習を進めることを望む。（45 分程度）

第11週 事前 講義テーマ関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 45 分程度）
事後 配布資料および記録したノートを振り返り、気になるワード等について ICT等を活用して文献を参照するなど、主体的に学習を進めることを望む。（45 分程度）

第12週 事前 講義テーマ関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 45 分程度）
事後 配布資料および記録したノートを振り返り、気になるワード等について ICT等を活用して文献を参照するなど、主体的に学習を進めることを望む。（45 分程度）

第13週 事前 講義テーマ関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 45 分程度）
事後 配布資料および記録したノートを振り返り、気になるワード等について ICT等を活用して文献を参照するなど、主体的に学習を進めることを望む。（45 分程度）

第14週 事前 講義テーマ関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 45 分程度）
事後 配布資料および記録したノートを振り返り、気になるワード等について ICT等を活用して文献を参照するなど、主体的に学習を進めることを望む。（45 分程度）

第15週 事前 講義テーマ関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 45 分程度）
事後 配布資料および記録したノートを振り返り、気になるワード等について ICT等を活用して文献を参照するなど、主体的に学習を進めることを望む。（45 分程度）
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【授業計画コメント】
受講者の理解度に応じて、授業計画を変更することがある。
授業は、パワーポイント等で講義解説内容を可視化する。ノート学習を推奨する。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 直島正樹・原田旬哉 図解で学ぶ保育 社会福祉〈第⚓版〉 ㈱萌文書林 2022年
参考書・参考資料等 授業中に適宜資料を配布する

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 50％ 定期試験の代わりに、期末評価レポートを作成する。講義内容に関するテーマに対して自身の考えを論述し、それを評価
する。

授業内レポート（受講所感） 20％ 小レポート・課題

その他 発表・受講態度等 30％ 授業及び討議への参加意欲・受講態度

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
各回の講義において受講所感を作成する。次回の講義にその所感を基に助言や評価を行う。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1205 乳児保育Ⅰ 講義 2 1 年次 前期 必修 保育士資格必修 石川 恵美

【実務経験】

【授業の概要】
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し、保育の場における乳児保育の現状と課題について考える。
また、3歳未満児の発育・発達を踏まえた保育の内容と運営体制及び乳児保育における職員間の連携・協働や保護者や地域との連携についても学ぶ。
※「乳児保育」とは、3歳未満児を念頭においた保育を示す。

【キーワード】
3 歳未満児、発達、保育者の援助および配慮

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①乳児保育の意義・目的と歴史的変遷について理解できる。 DP2

②保育所・乳児院等における乳児保育の現状と課題について理解できる。 DP2

③ 3 歳未満児の発育・発達を踏まえた保育内容について理解できる。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 乳児保育の意義・目的と歴史的変遷、0歳児前半の発達と保育 ＜双方向アンケート＞

第 2週 乳児保育の役割と機能、0歳児後半の発達と保育 ＜双方向アンケート＞

第 3週 乳児保育における養護と教育、1歳児の発達と保育 ＜双方向アンケート＞

第 4週 子育て家庭に対する支援、2歳児の発達と保育 ＜双方向アンケート＞

第 5週 保育所における乳児保育の実際 ＜双方向アンケート＞

第 6週 乳児院における保育の実際 ＜双方向アンケート＞

第 7週 家庭的保育等の実際 ＜双方向アンケート＞

第 8週 基本的生活習慣の自立 ＜双方向アンケート＞

第 9週 3歳未満児の各年齢に適した玩具 ＜グループワーク＞ ＜双方向アンケート＞

第10週 3 歳以上児の保育への具体的な移行方法 ＜双方向アンケート＞

第11週 3 歳未満児への保育士等の援助及び配慮 ＜双方向アンケート＞

第12週 乳児保育における計画・記録・評価 ＜双方向アンケート＞

第13週 職員間の連携・協働 ＜双方向アンケート＞

第14週 保護者への援助と家庭・地域との連携 ＜双方向アンケート＞

第15週 授業内容の振り返り ＜双方向アンケート＞

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 テキスト第 1章（P.1～P.7）通読・45 分
事後 Pholly での ＜双方向アンケート＞ を記載し、授業内容を振り返る。45 分

第 2週 事前 テキスト第 1章（P.1～P.7）通読・45 分
事後 Pholly での ＜双方向アンケート＞ を記載し、授業内容を振り返る。45 分

第 3週 事前 テキスト第 2章（P.12～P.18）通読・45 分
事後 Pholly での ＜双方向アンケート＞ を記載し、授業内容を振り返る。45 分

第 4週 事前 テキスト第 3章（P.25～P.32）通読・45 分
事後 Pholly での ＜双方向アンケート＞ を記載し、授業内容を振り返る。45 分

第 5週 事前 テキスト第 4章（P.33～P.36）通読・45 分
事後 Pholly での ＜双方向アンケート＞ を記載し、授業内容を振り返る。45 分

第 6週 事前 テキスト第 4章（P.36～P.39）通読・45 分
事後 Pholly での ＜双方向アンケート＞ を記載し、授業内容を振り返る。45 分

第 7週 事前 テキスト第 4章（P.40～P.41）通読と地域型保育についての調べ学習・45 分
事後 Pholly での ＜双方向アンケート＞ を記載し、授業内容を振り返る。45 分

第 8週 事前 テキスト発達表（P.43～P.59）通読・45 分
事後 Pholly での ＜双方向アンケート＞ を記載し、授業内容を振り返る。45 分

第 9週 事前 テキスト発達表（P.43～P.59）通読・45 分
事後 Pholly での ＜双方向アンケート＞ を記載し、授業内容を振り返る。45 分

第10週 事前 テキスト第 9章（P.111～P.114）通読・60 分
事後 Pholly での ＜双方向アンケート＞ を記載し、授業内容を振り返る。45 分

第11週 事前 テキスト発達表（P.43～P.59）通読・45 分
事後 Pholly での ＜双方向アンケート＞ を記載し、授業内容を振り返る。45 分

第12週 事前 テキスト第 10 章（P.119～P.133）通読・60 分
事後 Pholly での ＜双方向アンケート＞ を記載し、授業内容を振り返る。45 分

第13週 事前 テキスト第 11 章（P.134～P.138）通読・45 分
事後 Pholly での ＜双方向アンケート＞ を記載し、授業内容を振り返る。45 分

第14週 事前 テキスト第 11 章（P.138～P.149）通読・45 分
事後 Pholly での ＜双方向アンケート＞ を記載し、授業内容を振り返る。45 分

第15週 事前 第 1回～第 14 回までの授業内容（テキスト該当箇所）通読・60 分
事後 Pholly での ＜双方向アンケート＞ を記載し、授業内容を振り返る。45 分
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【授業計画コメント】
・受講生の理解度に応じて、授業内容を変更することがある。
・毎回のリフレクションペーパーは、Pholly で提出すること。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 石川恵美編著 ｢乳児保育Ⅰ・Ⅱ～一人一人の育ちを支える理論と実践～｣ 嵯峨野書院 2021年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 60％ 講義内容の基礎的事項 70％、応用問題 30％とする。設問に対し、的確に回答しているかを評価する。

期末レポート

小テスト・授業内レポート

リフレクションペーパー 20％ 提出期限内に提出された内容（授業での学び）を評価する。

授業参加度等 20％ 参加意欲や受講態度等、積極的に取り組む姿勢を総合的に評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
リフレクションペーパー等のフィードバックは、授業内で全体的に行う。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
特になし
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1201 保育原論 講義 2 1 年次 前期 必修 保育士資格必修 布村 志保

【実務経験】

【授業の概要】
実践の根幹である保育・幼児教育の基本となる理論および保育・幼児教育の現状と課題を社会やこどものおかれた状況とあわせて理解することを通して、保育・幼児教育の本質に関
する知識の蓄積と今日的な役割等の理解を目指します。

【キーワード】
子どもの最善の利益、養護と教育の一体化、今日的役割、思想と歴史、保育・教育の制度

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①保育の理念や意義について理解する。 DP1

②保育・幼児教育の思想や歴史的変遷について理解する。 DP1

③保育・幼児教育の基本となる内容や制度と現状について理解する。 DP1，4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 保育の概念と社会的意義 ＜対話・議論型授業＞

第 2週 保育の理念と目標 ＜事前学習型授業＞

第 3週 「子どもの最善の利益」を考える―子どもの権利条約から―

第 4週 日本の保育・幼児教育および子育て支援の現状と課題 ＜対話・議論型授業＞

第 5週 保育所の保育制度 ＜調査学習＞

第 6週 保育所保育指針（1）保育の特性 ＜事前学習型授業＞

第 7週 保育所保育指針（2）「環境を通して」行う保育 ＜事前学習型授業＞

第 8週 西洋における保育・幼児教育の思想と歴史 （1）コメニウス、ルソー、ペスタロッチ、フレーベル ＜グループワーク＞

第 9週 西洋における保育・幼児教育の思想と歴史 （2）オーエン、デューイ、モンテッソーリ、シュタイナー ＜グループワーク＞

第10週 日本における保育・幼児教育の思想と歴史 ＜グループワーク＞

第11週 保育計画と評価

第12週 保育の内容 子どものあそびと生活 ＜調査学習＞

第13週 保育の方法（1） あそびの分類 ＜調査学習＞

第14週 保育の方法（2） 保育形態 ＜対話・議論型授業＞

第15週 保護者支援と保育者の専門性

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスを読み、授業の概要や内容について確認する。（30 分）
事後 授業で使用したワークシート等をもとに、テキストで該当部分を確認しながら復習する。「保育」について自分の言葉で説明できるようにしておく。（60 分）

第 2週 事前 授業範囲となるテキスト部分を読み、事前課題に取り組む。（45 分）
事後 授業で使用したワークシート等をもとに、テキストで該当部分を確認しながら復習する。疑問点はチェックしておき、授業で質問できるようにしておく。（45 分）

第 3週 事前 『保育所保育指針解説』pp.19-29 を読み、重要だと思う部分を自分なりに考えてみる。（30 分）
事後 授業で使用したワークシート等をもとに、テキストで該当部分を確認しながら自分なりに整理しておく。疑問点はチェックしておき、授業で質問できるようにしておく。（60 分）

第 4週 事前 授業範囲となるテキスト部分を読む。（30 分）
事後 授業で使用したワークシート等をもとに、テキストで該当部分を確認しながら復習する。子育ての現状と保育・幼児教育の結びつきについて自分なりに説明できるようにする。（60 分）

第 5週 事前 授業範囲となるテキスト部分を読み、現行の保育制度に関する事前課題に取り組む。（45 分）
事後 授業で使用したワークシート等をもとに、テキストで該当部分を確認しながら復習しておく。（45 分）

第 6週 事前 『保育所保育指針』総則を読んでおく。（30 分）
事後 授業で使用したワークシート等をもとにテキストと保育所保育指針の該当部分を確認し、授業での学びを整理する。（60 分）

第 7週 事前 授業範囲となるテキスト部分と『保育所保育指針』『幼稚園教育要領』を読み、事前課題に取り組む。（45 分）
事後 授業で使用したワークシート等と事前課題を見直し、「環境を通して行う保育」について自分なりに考えてみる。（45 分）

第 8週 事前 毎授業時に実施する復習を見直し、第 7回までの小テストに向けて学習する。自分の関心のある人物について、テキストをもとにワークシートにまとめておく。（60 分）
事後 グループワークを通して学習した内容をもとに、各人物について自分なりに整理しておく。（30 分）

第 9週 事前 自分の関心のある人物について、テキストをもとにワークシートにまとめておく。（45 分）
事後 グループワークを通して学習した内容をもとに、各人物について自分なりに整理しておく。（45 分）

第10週 事前 自分の関心のある人物について、テキストをもとにワークシートにまとめておく。（45 分）
事後 グループワークを通して学習した内容をもとに、各人物について自分なりに整理しておく。（45 分）

第11週 事前 授業範囲となるテキスト部分と『保育所保育指針解説』pp.38-39 を読み、専門用語の意味やおおよその内容を理解しておく。（30 分）
事後 授業で使用したワークシート等をもとに「保育における計画と評価」の必要性の理由について、簡単に説明できるようにしておく。（60 分）

第12週 事前 授業範囲となるテキスト部分を読み、事前課題に取り組む。（45 分）
事後 授業で使用したワークシート等と事前課題を見直し、整理をして第 13 週の授業内容につなげる。（45 分）

第13週 事前 配布された事前課題に取り組み、「あそび」について考えておく。（45 分）
事後 授業で使用したワークシート等をもとに、テキストで該当部分を確認しながら乳幼児期の「あそび」の重要性を説明できるようにしておく。（45 分）

第14週 事前 授業範囲となるテキスト部分を読み、関心をもったテーマ（事項）についてまとめておく。（45 分）
事後 クラスでの話し合いとワークシートをもとに、さまざまな保育形態について整理しておく。（45 分）

第15週 事前 第 4週の授業の内容を再確認すること。そのうえで、授業範囲となるテキスト部分と『保育所保育指針解説』pp.345-347 を読む。（30 分）
事後 授業で使用したワークシート等をもとに保育者の専門性について、自分なりに説明できるようにする。（60 分）
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【授業計画コメント】
・保育に関するすべての基礎となる科目であり、特に保育士資格取得に不可欠な保育実習にかかわるさまざまな科目の土台となります。学生同士が考え、双方向のやり取りができる
講義を行いますので、能動的な取り組みを求めます。
・受講生の理解度に応じて、外部講師を招いてお話していただくなど、授業計画を変更する場合があります。
・遠隔で授業を実施する場合は、Pholly を使用して行うことがあります。また、Pholly への授業内レポートの提出を求めることがあります。
・15 回の中間で前半までの確認の小テストを実施しますが、その際にも各回の授業内容の確認を活用して復習をしてください。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 戸江茂博編 『保育原理』 ミネルヴァ書房 2019年
参考書等 佐藤哲也編 『子どもの心によりそう保育原理 改訂版』 福村出版 2018年
参考書等 森上史朗・柏女霊峰編 『保育用語辞典』 ミネルヴァ書房 2015年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『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
参考書等 内閣府 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 50％ 講義内容の基礎的事項 70％、応用問題 30％とする。設問に対し的確に解答しているかを評価する。

期末レポート

小テスト・授業内レポート 20％ 小テストは授業内で 1 回実施、授業計画 7 週までの学習内容についての重要事項を出題して授業内容の理解を確認する。
設問に対し的確に解答しているかを評価する。

発表・受講態度・提出物 30％ （発表 10％、受講態度 10％、提出物 10％）発表は授業での発表やグループ討議、ペアワークへの取り組み状況により評価する。受
講態度は積極的に授業に参加して発言や質問を行ったかについて評価する。提出物は期限を守り、適切な内容であるかを評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出された課題は確認し、返却時に全体に向けてフィードバックします。提出期限を守ってください。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、布村研究室にて

【その他】
・机上には授業に必要なものに限ります。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1217 保育の心理学 講義 2 1 年次 前期 必修 保育士資格必修 上村 有平

【実務経験】

【授業の概要】
保育者として実践に関わる際に、子どもの発達理論の基礎と発達を捉える視点を身につけておく必要がある。そこで、保育実践に関わる発達理論等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。また、子どもの発達や学びの過程・特性に関わる基礎的知識を習得して子ども理解を深めるとともに、保育における人との相互的関わりや体験、環境
の意義を理解する。

【キーワード】
発達心理学、発達、学習

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①保育実践に関わる発達理論等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ことができる。 DP1

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ことができる。 DP1，2

③乳幼児期の子どもの学びの過程や特性について基礎的な知識を習得し、保育における人との相互的関わりや体験、環境の意義を理解することができる。 DP1

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 保育と心理学

第 2週 乳幼児期の学びの過程と特性

第 3週 乳幼児期の学びを支える保育

第 4週 乳幼児期の学びに関わる理論

第 5週 子どもの発達と環境

第 6週 子どもの発達を理解することの意義

第 7週 身体的機能と運動機能の発達

第 8週 社会性の発達

第 9週 性格の発達

第10週 認知の発達：ピアジェの発達理論

第11週 言語の発達

第12週 社会情動的発達（1）：感情の発達

第13週 社会情動的発達（2）：感情の発達と自己意識

第14週 発達理論と子ども観・保育観

第15週 まとめ

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスに目を通し、授業の概要、到達目標、授業計画等を把握する。次回の授業テーマについて情報を収集する。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 2週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 3週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 4週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 5週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 6週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 7週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 8週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 9週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第10週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第11週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第12週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第13週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第14週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 初回からの授業プリントを整理し、授業全体をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第15週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 初回からの授業プリントを整理し、授業全体をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）
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【授業計画コメント】
・受講者の理解度に応じて、授業計画を変更することがある。
・Pholly で授業内レポートの提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 青木紀久代 編著 『保育の心理学』シリーズ・知のゆりかご みらい 2019年
参考書等 浅井拓久也 『マンガでわかる！保育所保育指針：2017年告示対応版』 中央法規出版 2018年
参考書等 その他、授業中に適宜紹介する。
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 内閣府 『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

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 50％ 講義内容を理解した上で設問に対して的確に解答しているかを評価する。

期末レポート

授業内レポート・課題 40％ 講義内容に関連する提示したテーマに対して、適切な内容・記述になっているかについて評価する。

その他 授業への参加意欲・態度 10％ 授業への参加意欲や態度、グループワーク等への取り組みを総合的に評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
授業内で課したレポート・課題に関しては、評価後に授業内で全体に向けてフィードバックを行う。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は上村研究室

【その他】
・配付プリントをファイルにまとめ、毎回持参すること。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1218 子どもの食と栄養ｂ 演習 1 1 年次 後期 必修 保育士資格必修 廣田 有加里

【実務経験】

【授業の概要】
幼児期、学童期、思春期の各々の子どもの発育・発達と食生活の意義や栄養に関する基本的知識を学び、また、近年報告が増えていている新しい食物アレルギーや疾患等での対応食
に関して理解し、健全な発育・発達を促すために必要なことを栄養および食生活面から学ぶ。さらに、子どもの生活の場である家庭や児童福祉施設における食生活の現状と課題、特
別な配慮を要する子どもの食生活全般への働きかけや栄養教育等を学び、食育の進め方や食育を推進するための取り組みについての知識等を講義と演習を通して身につける。

【キーワード】
乳汁栄養、離乳、食行動、食育、食物アレルギー、行事食

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連
①幼児期の生活習慣はその後にも影響を及ぼすことから、食生活上の問題を理解し、対策を講じることができる。また、お弁当の選び方と適正量および間食
を与える量を具体的に述べることができる。 DP2

②家庭や児童福祉施設における現状と課題について理解ができた上で、今後の対策について私見を述べることができる。 DP1

③養護と教育の一体制を踏まえた保育における食育の基本とその必要性や取り組みについて、地域社会・文化との関わりの中で理解し実践できる。 DP3

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 母乳栄養

第 2週 人工栄養と離乳の役割

第 3週 離乳の役割と進め方

第 4週 離乳の支援と食べる機能の発達

第 5週 幼児期の身体発育と食事

第 6週 幼児期の間食と弁当作り

第 7週 学童期・思春期の特徴と食生活と学校給食

第 8週 保育者の立場から食育活動を実践する資料作成 ＜プレゼンテーション＞

第 9週 食物アレルギーのある子どもへの対応、園での実践

第10週 障がいのある子どもおよび体調不良の子どもの食事

第11週 子どもの肥満、摂食障害および先天性代謝異常の対応

第12週 家庭や児童福祉施設の食事と栄養

第13週 保育所における食事と幼稚園の給食

第14週 行事食と子どもの食育

第15週 保育所および幼稚園での食育の実践

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 2週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 3週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 4週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 5週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 6週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 7週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 8週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 9週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第10週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第11週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第12週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第13週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第14週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第15週 事前 授業内容の理解を深めるため、次回の講義で取り扱うテキストの部分を読み、簡単に説明ができるようにしておくこと。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）
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【授業計画コメント】
授業の進行状況に応じて資料を配布する。授業で配布した資料は、授業終了後に Pholly にアップロードする。
Pholly での授業内レポートの提出を求めることがある。
受講者の理解度に応じて、授業計画を変更することがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 坂本裕子編著 子どもの食と栄養 青踏社 2021年
参考書等 太田百合子 堤ちはる編著 子どもの食と栄養 羊土社 2021年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 50％ 設問に対して的確に回答しているか評価する。

授業内レポート 15％ 課題の趣旨を理解しているかを評価する。

小テスト 20％ 講義内容を理解しているかを評価する。

その他 授業への取り組み 15％ 積極的に授業に参加し発言や質問を行ったかについて評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
フィードバックとして確認テストを回収後、解答の解説を行う。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
保育士をめざす学生の素養として、日頃から食に関して興味や関心を持ち、新聞、書籍、雑誌、インターネット（官公庁のホームページ）などから情報を取り入れる習慣を持つ。
子どもの望ましい発育のためには周りの大人が自覚ある生活を送ることが必要であるため、自分自身の食生活を振り返り、見直す姿勢を持ち、実践するように心がける。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1221 音楽Ⅱ（ピアノ） 実技
（声楽と合わせて）

1 1 年次 後期 必修 関田 良他（【その他】欄に記載）

【実務経験】

【授業の概要】
子どもたちと音楽を充分に共有できる感性と応答する感覚を磨く。音楽Ⅰで学んだピアノの基礎的技術を保育の場で活かすことができるよう発展させ、援助の際、求められる実践的
技能を身につける。また、声楽での学びを融合し、バランスよく伴奏するための配慮について理解を深め、実践につなげていく。

【キーワード】
保育、ピアノ、子どもの歌、律動伴奏、応答的表現、感性

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①子どもの表現について理解を深め、ピアノ伴奏がどう関わるか配慮できる。 DP2

②声楽の学習内容と擦り合わせ、子どもの歌の伴奏に反映できる。 DP2

③多様な子どもの表現活動に応じることができる簡易伴奏の基礎を習得する。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション：保育の場における演奏の実際

第 2週 弾き歌い（1）歌と伴奏の関係

第 3週 弾き歌い（2）簡易伴奏

第 4週 弾き歌い（3）原曲伴奏

第 5週 重音のテクニック

第 6週 コードネームによる伴奏付け（1）ト長調 2コード

第 7週 〃 （2）ト長調 3コード

第 8週 〃 （3）ヘ長調 2コード

第 9週 〃 （4）ヘ長調 3コード

第10週 律動伴奏の基礎（1）ギャロップ

第11週 律動伴奏の基礎（2）ラン

第12週 律動伴奏の応用 マーチ・スキップ

第13週 リズム遊びの伴奏

第14週 即興演奏と初見視奏

第15週 実技発表と振り返り

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 保育の場におけるピアノの活用について、音楽Ⅰの学習内容を見直しておく。（所要時間 60 分程度）
事後 保育における伴奏について、より実践的に理解を深める復習を行う。（所要時間 60 分程度）

第 2週 事前 音楽Ⅰで学習した弾き歌いについて復習し、課題の整理を行う。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践的に復習する。（所要時間 60 分程度）

第 3週 事前 弾き歌いにおける簡易伴奏について、音楽Ⅰの学習を踏まえ予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第 4週 事前 弾き歌いの曲を選び、原曲の楽譜で予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第 5週 事前 重音について、部分的に練習するなどして予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第 6週 事前 音楽Ⅰで学んだコードネームの基本を復習しておく。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第 7週 事前 自分のペースに応じて、コードネームの理解を深めていく。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第 8週 事前 積極的にコードの種類を増やせるよう予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第 9週 事前 これまで学んだコードネーム全体を復習しておく。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第10週 事前 音楽Ⅰで学習した律動の基本について振り返り、課題の整理を行う。（所要時分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第11週 事前 ピアノテキストより、学習したい曲を選び、予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第12週 事前 律動伴奏について、応用をいかに行うか予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第13週 事前 リズム曲を選び、予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第14週 事前 演奏発表の準備を行う。（所要時間 60 分程度）
事後 演奏発表を振り返り、課題を整理する。（所要時間 60 分程度）

第15週 事前 即興演奏を自分なりに試して予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）
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【授業計画コメント】
Pholly を活用して、レポート等の提出を求めることがある。
90 分の授業時間のうち、45 分間を声楽の学習とする。ピアノの経験度に応じたグループレッスン形式で行う。個々の進度が異なるため、授業計画を変更することがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 頌栄短期大学 ピアノテキスト
テキスト 頌栄短期大学 こどものうたテキスト
テキスト 桶谷弘美他編著 やさしいピアノ伴奏法 音楽之友社 1995年
テキスト 音楽之友社編 マーチアルバム 音楽之友社
参考書・参考資料等 必要に応じて適宜紹介する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

実技（演奏発表） 40％ 授業目的を理解した演奏かどうかを評価基準とする。

成果物・提出物 5％ 提出状況及び目標に合致した内容となっているかを基準とする。

（声楽） 50％ 声楽の欄を参照

その他 授業参加態度 5％ 毎回の授業の受講態度

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
課題のフィードバックは、次の授業回で全員、または個別に行う。

【オフィスアワー】
月曜日のお昼休み。関田研究室または各担当講師が授業終了後、各教室にて質問を受け付ける。

【その他】
実技発表日に欠席する場合は必ず教務課に連絡し、後日欠席届を提出のうえ担当教員の指示に従い追発表を行うこと。
担当者：堤 聡子、野尻智子、橋本由子、羽田規代、松葉 恵、松本素矢子
45 分ずつの交代制だが、出欠確認の方法は通常の 90 分授業と同様であり、ピアノか声楽のいずれかのみ出席しても、欠席扱いとなるため注意すること。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1221 音楽Ⅱ（声楽） 実技
（ピアノと合わせて）

1 1 年次 後期 必修 仲河 友紀・姜 東秀・般若 なつみ

【実務経験】

【授業の概要】
乳幼児期にとって、声がもたらす要素は多様であり、なかでも、うたうこと・うたいあうことは、発達や周囲とのかかわりに大きく影響する。これらをふまえ、子どもたちにうたう
喜びとたのしさを伝え、美しい音楽を共有するための発声と歌唱表現を習得することを目的とする。音楽Ⅰでのソルフェージュを継続して行い、楽譜を正確にとらえ、声によって表
現する技術を磨く。歌唱指導の具体的な方法についても理解を深める。

【キーワード】
保育者、発声、子どもの歌唱、声楽、弾き歌い

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①保育者に求められる発声法を習得し、子どもの歌唱表現を援助できる。 DP2

②無伴奏および弾き歌いにおける歌唱の留意点を理解し、実践できる。 DP2

③多様な教材を通し声楽による表現世界を体験し、うたう楽しさを見出す。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション：保育者の声とうた

第 2週 発声法（1）姿勢

第 3週 発声法（2）呼吸

第 4週 発音と唱法

第 5週 4度音程の視唱

第 6週 5度音程の視唱

第 7週 さまざまなリズムの視唱

第 8週 子どものうたの表現（1）歌詞と旋律

第 9週 子どものうたの表現（2）弾き歌いにおける歌唱表現

第10週 子どものうたの表現（3）生活の歌

第11週 子どものうたの表現（4）季節の歌

第12週 子どものうたの表現（5）行事の歌

第13週 声楽の多様な表現（1）独唱の世界

第14週 声楽の多様な表現（2）合唱の世界

第15週 実技発表と振り返り

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 音楽Ⅰのソルフェージュを振り返り、課題を整理してオリエンテーションに臨む準備をする。（所要時間 60 分程度）
事後 オリエンテーションの内容をまとめ、要点に沿って実践的に復習する。（所要時間 60 分程度）

第 2週 事前 これまで学んだ発声について振り返り、課題を整理する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第 3週 事前 前回授業を踏まえ、発声についてさらに積極的に予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第 4週 事前 音楽Ⅰで学習した歌唱における発音や技能について振り返り、課題を整理する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第 5週 事前 コールユーブンゲンの 4度音程の課題を予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第 6週 事前 コールユーブンゲンの 5度音程の課題を予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第 7週 事前 音楽Ⅰで学習したリズムを復習し、視唱に活かせるよう予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第 8週 事前 テキストよりこどもの歌を選択し予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第 9週 事前 音楽Ⅰで学習した弾き歌いについて復習し、課題の整理を行う。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第10週 事前 生活に関わる歌をテキストより選曲し、予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第11週 事前 季節に関連する歌をテキストより選曲し、予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第12週 事前 行事に関わる歌をテキストより選曲し、予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第13週 事前 歌唱の曲を選択し、より自由な表現を探究する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）

第14週 事前 歌唱の発表の準備を行う。（所要時間 60 分程度）
事後 発表を振り返り、課題の整理をする。（所要時間 60 分程度）

第15週 事前 合唱に積極的に参加できるよう、発声の復習をしておく。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだことを実践し、体得するまで復習する。（所要時間 60 分程度）
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【授業計画コメント】
Pholly を活用して、レポート等の提出を求めることがある。
90 分の授業時間のうち、45 分間をピアノの学習とする。声楽は 3クラスに分かれて行う。個々の進度が異なるため、授業計画を変更することがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 甲斐 彰著 楽譜が読めるステップ12 音楽之友社 1995年
テキスト 音楽之友社編 コールユーブンゲン（学生版) 音楽之友社 1993年
テキスト 桶谷弘美他編著 やさしいピアノ伴奏法 音楽之友社 1995年
テキスト 頌栄短期大学 こどものうたテキスト
参考書・参考資料等 必要に応じて適宜資料を配布する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

実技（演奏発表） 40％ 授業目的を理解した演奏かどうかを評価基準とする。

成果物・提出物 5％ 提出状況及び目標に合致した内容となっているかを基準とする。

（ピアノ） 50％ ピアノの欄を参照

その他 授業参加態度 5％ 毎回の授業の受講態度

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
課題のフィードバックは、次の授業回で全員、または個別に行う。

【オフィスアワー】
月曜日のお昼休み。各担当講師が授業終了後、各教室にて質問を受け付ける。

【その他】
実技発表日に欠席する場合は必ず教務課に連絡し、後日欠席届を提出のうえ担当教員の指示に従い追発表を行うこと。
45 分ずつの交代制だが、出欠確認の方法は通常の 90 分授業と同様であり、ピアノか声楽のいずれかのみ出席しても、欠席扱いとなるため注意すること。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1241 環境の指導法 演習 2 1 年次 後期 選択 幼二種免必修
保育士資格必修 森田 麗子

【実務経験】

【授業の概要】
領域「環境」に示されたねらいと内容を踏まえ、全体構造を理解した上で、乳幼児の発達に即した環境の持つ意味について、考察する。
また、身近にある環境を用いて、グループワークを行い、保育の多様性や広い視野を持って、具体的な指導方法を立案、計画し、実践力を身につける。

【キーワード】
領域「環境」、子ども理解、発達、環境づくり

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①領域「環境」のねらいと内容を踏まえた全体構造を理解することができる。 DP2

②領域「環境」の特性を踏まえた保育を構想する力を身につけることができる。 DP2，3

③具体的な保育の場面を想定し、指導案を作成することができる。 DP2，3

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション 授業の概要と目標を理解し、評価方法の確認をする。

第 2週 幼児教育の基本と領域「環境」のねらいと内容 領域「環境」の理解を深め、「環境を通して行う」ことの意義について学ぶ。

第 3週 モノとのかかわり①（子どものモノとのかかわりを発達特性から読み取る）

第 4週 モノとのかかわり②（子どものモノとのかかわりとそれを支える保育の展開）

第 5週 自然とのかかわり①（子どもの自然とのかかわりによる育ちを考える）

第 6週 自然とのかかわり②（子どもの自然とのかかわりとそれを支える保育の展開）

第 7週 数量・図形とのかかわり 子どもの数量・図形の概念の発達と保育者の配慮について学ぶ。

第 8週 標識・文字とのかかわり 実践を通した遊びの展開を考える。

第 9週 身近な情報・地域・文化とのかかわり 幼児の生活の中にある興味や関心が深まる環境づくりを探究する。（ICTを用いた調べ学習）

第10週 保育の構想と指導案の作成

第11週 保育における行事とのかかわり（動画や映像を通して学ぶ）

第12週 遊びを通した総合的な指導の展開① ＜模擬保育＞ グループ⚑

第13週 遊びを通した総合的な指導の展開② ＜模擬保育＞ グループ⚒

第14週 保育過程について（指導計画の作成と保育の改善）

第15週 領域「環境」にかかわる現代的課題とまとめ（小学校との連携）

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 参考図書の通読 45 分
事後 配布資料の確認 45 分

第 2週 事前 幼稚園教育要領の通読 45 分
事後 授業内容の確認 45 分

第 3週 事前 授業で示したテキスト箇所の通読 45 分
事後 配布資料の確認 45 分

第 4週 事前 授業で示したテキスト箇所の通読 30 分
事後 レポート課題 60 分

第 5週 事前 授業で示したテキスト箇所の通読 45 分
事後 次回の授業のための調べ学習 45 分

第 6週 事前 製作物の作成 45 分
事後 レポート課題 45 分

第 7週 事前 授業で示したテキスト箇所の通読 45 分
事後 製作物の作成 60 分

第 8週 事前 授業で示したテキスト箇所の通読 45 分
事後 指導案作成のための調べ学習 45 分

第 9週 事前 製作物の発表準備 45 分
事後 レポート課題 45 分

第10週 事前 指導案作成についての資料確認 30 分
事後 指導案作成 60 分

第11週 事前 授業で示したテキスト箇所の通読 45 分
事後 模擬保育の準備 45 分

第12週 事前 模擬保育の準備 45 分
事後 授業のまとめ 45 分

第13週 事前 模擬保育の準備 45 分
事後 授業のまとめ 45 分

第14週 事前 授業で示したテキスト箇所の通読 45 分
事後 指導案の見直し 45 分

第15週 事前 これまでの授業の内容の見直し 45 分
事後 授業内容の振り返りとまとめ 45 分
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【授業計画コメント】
受講生の理解度に応じて、授業計画を変更することがある。
Pholly で授業内レポートの提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 小櫃智子編著 『実践例から学びを深める「環境の指導法｣』 わかば社 2021年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 内閣府 『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

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 50％ 授業内容を踏まえ、課題意識を持って考えを述べているものを評価する。

授業内レポート 30％ 提出状況と課題に対して適切な内容となっているかを評価する。

その他 受講態度 20％ 授業への参加意欲や態度、取り組む姿勢等により総合的に判断する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
レポートや課題については評価した後、授業の中で、あるいは適宜、解説を含めたフィードバックをする。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、森田研究室にて。

【その他】
特になし。

46

保
育
科
⚑年次

保
育
科
⚒年次

実

習

専
攻
科
⚑年次

専
攻
科
⚒年次

修
了
研
究



科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1239 健康の指導法 演習 2 1 年次 後期 選択 幼二種免必修
保育士資格必修 松尾 貴司

【実務経験】

【授業の概要】
「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」の領域「健康」に基づき、ねらい、内容を理解するとともに、現代の子どもの健康問題や生活習慣
の形成過程について理解を深める。また、発育発達に応じた運動遊びについての知識を身に付け、安全かつ効果的に運動遊びを行うための技術を習得する。

【キーワード】
乳幼児期における健康、発育発達、生活習慣、運動遊び

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領における、領域「健康」のねらいとその内容を理解できるようになる。 DP1，4

②基本的な生活習慣の形成について理解できるようになる。 DP4

③発育発達に合わせた運動遊びを計画し、実践することができる。 DP2，3

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 領域「健康」のねらいと内容

第 2週 乳幼児の生活習慣の形成

第 3週 子どもの生活習慣の現状について

第 4週 保育現場における健康管理と家庭連携

第 5週 保育現場におけるリスクマネジメント

第 6週 一次救命処置について

第 7週 災害時の対応について

第 8週 子どもの体温調節について

第 9週 体温調節と熱中症

第10週 子どもの体調不良などへの適切な対応について

第11週 感染症の集団発生の予防について

第12週 幼児期における運動の重要性

第13週 運動指導案の作成

第14週 運動遊びの実践（模擬保育）

第15週 運動遊びの安全管理について

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 子どもの健康において何が大事か自分の意見を述べられるよう考えておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 配布された資料を読み、内容を復習しておくこと。（所要時間 45 分程度）

第 2週 事前 事前配布資料を読み、予習をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 配布された資料を読み、内容を復習しておくこと。（所要時間 45 分程度）

第 3週 事前 事前配布資料を読み、予習をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 配布された資料を読み、内容を復習しておくこと。（所要時間 45 分程度）

第 4週 事前 事前配布資料を読み、予習をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 配布された資料を読み、内容を復習しておくこと。（所要時間 45 分程度）

第 5週 事前 事前配布資料を読み、予習をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 配布された資料を読み、内容を復習しておくこと。（所要時間 45 分程度）

第 6週 事前 事前配布資料を読み、予習をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 配布された資料を読み、内容を復習しておくこと。（所要時間 45 分程度）

第 7週 事前 事前配布資料を読み、予習をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 配布された資料を読み、内容を復習しておくこと。（所要時間 45 分程度）

第 8週 事前 事前配布資料を読み、予習をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 配布された資料を読み、内容を復習しておくこと。（所要時間 45 分程度）

第 9週 事前 事前配布資料を読み、予習をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 配布された資料を読み、内容を復習しておくこと。（所要時間 45 分程度）

第10週 事前 事前配布資料を読み、予習をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 配布された資料を読み、内容を復習しておくこと。（所要時間 45 分程度）

第11週 事前 事前配布資料を読み、予習をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 配布された資料を読み、内容を復習しておくこと。（所要時間 45 分程度）

第12週 事前 事前配布資料を読み、予習をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 配布された資料を読み、内容を復習しておくこと。（所要時間 45 分程度）

第13週 事前 事前配布資料を読み、予習をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 配布された資料を読み、内容を復習しておくこと。（所要時間 45 分程度）

第14週 事前 作成した指導案を読み、模擬保育の動きを確認しておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 模擬保育の内容を振り返り、ワークシートを作成すること。（所要時間 45 分程度）

第15週 事前 事前配布資料を読み、予習をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 配布された資料を読み、内容を復習しておくこと。（所要時間 45 分程度）
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【授業計画コメント】
受講生の理解度に応じて、授業計画を変更することがある。
Pholly を活用して、レポート等の提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキストは使用しない。
参考書・参考資料等 授業中に適宜資料を配布する

著者・編集者名 書名 出版社 発行年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 内閣府 『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

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 50％ 講義内容を理解したうえで設問に対して的確に回答しているかを評価する。

期末レポート

小テスト・授業内レポート 30％ 授業後に提出するワークシートおよび、指導案の内容により評価する。

その他 授業への取り組み状況・態度 20％ 授業への参加意欲や態度など、総合的に評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出された課題については、次回授業時に振り返りを行う。
また、ワークシートについては、コメントをつけて返却する。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1242 言葉の指導法 演習 2 1 年次 後期 選択 幼二種免必修
保育士資格必修 厨子 直子

【実務経験】幼稚園現場の教員経験を活かし、幼児の言葉の発達や保育者の役割や援助を具体的に指導する。

【授業の概要】
領域「言葉」のねらい・内容を踏まえ、乳幼児期の言葉の育ちへの理解を深めながら、子どもが豊かな言葉や表現を身につけ、想像する楽しさを広げるために必要な基礎的知識を学ぶ。
さらに言葉や社会性の成長を支える保育者等の果たす役割について考える。また、乳幼児の言葉に対する感覚を豊かにする遊びや教材などについて実践し、意義や価値を理解し、保
育を構想する方法や実践技術を身に付ける。

【キーワード】
領域「言葉」、発達、児童文化財、保育計画、援助

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①領域「言葉」のねらい・内容を理解し、説明することができる。 DP1，2

②乳幼児期の発達や学びを理解し、領域「言葉」に関わる保育を構想する力を身に付けることができる。 DP2，3

③子どもの豊かな言葉を育む活動や遊びを実践し、指導の在り方を考えることができる。 DP2，3

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション・言葉が育つ環境

第 2週 言葉を育む視聴覚教材について学ぶ―エプロンシアター・パネルシアター―

第 3週 視聴覚教材を制作する①構想・制作

第 4週 視聴覚教材を制作する②制作・工夫

第 5週 集団遊びの保育への活用 ＜グループワーク＞

第 6週 視聴覚教材を用いた計画と発表 ＜グループワーク＞

第 7週 3・4歳児の言葉や内面を理解する（わらべうた 絵本読み聞かせ 散歩）＜フィールドワーク＞

第 8週 4・5歳児の言葉や内面を理解する（わらべうた 絵本読み聞かせ 散歩）＜フィールドワーク＞

第 9週 自作の視聴覚教材を用いた保育実践 ＜フィールドワーク＞

第10週 視聴覚教材の保育への活用―実践の省察より―

第11週 児童文化財を活用した保育の実際―教材研究と指導案の作成―

第12週 児童文化財を活用した保育の構想―指導案の検討と改良―

第13週 言葉を豊かにする保育の実践①―お話作りと紙芝居・ICT―

第14週 言葉を豊かにする保育の実践②―言葉による伝え合いを考える―

第15週 まとめ・子どもの言葉を育み、豊かにする保育実践

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 「言葉の指導法」のシラバスをあらかじめ読んでおく。（30 分）
事後 授業内容を振り返り、まとめる。（60 分）

第 2週 事前 テキストの該当の箇所を読んでおく。（30 分）
事後 視聴覚教材の作成方法を整理し、参考資料を探す。（60 分）

第 3週 事前 視聴覚教材の題材を調べ、レポートを書く。（60 分）
事後 対象幼児を想像しながら制作準備をする。（60 分）

第 4週 事前 視聴覚教材の準備および制作をする。（60 分）
事後 視聴覚教材の制作をすすめる。（60 分）

第 5週 事前 工夫しながら視聴覚教材の制作をすすめる。（60 分）
事後 授業で実践した集団遊びを復習する。（30 分）

第 6週 事前 視聴覚教材の台本を作成し練習する。（60 分）
事後 授業を振り返り、演じる練習をする。（60 分）

第 7週 事前 わらべうたや絵本を選択し、実践できるようにする。（30 分）
事後 フィールドワークを振り返り、レポートを仕上げる。（30 分）

第 8週 事前 年齢に合ったわらべうたや絵本などを選択し、実践できるようにする。（30 分）
事後 フィールドワークを振り返り、レポートを仕上げる。（30 分）

第 9週 事前 視聴覚教材の演じ方を確認し、練習する。（30 分）
事後 フィールドワークを振り返り、レポートを仕上げる。（30 分）

第10週 事前 振り返りレポートを読み直す。（30 分）
事後 授業内容を振り返り、保育への活用を考える。（30 分）

第11週 事前 指導案に使用する教材について研究する。（60 分）
事後 授業を振り返り、指導案を完成させる。（30 分）

第12週 事前 完成させた指導案を自分なりに見直す。（30 分）
事後 授業を振り返り、指導案の書き方への理解を深める。（30 分）

第13週 事前 テキストの該当の箇所を読んでおく。（30 分）
事後 授業を振り返り、演じ方について実践に活かせるよう復習する。（30 分）

第14週 事前 言葉遊びについて教材研究をする。（60 分）
事後 授業を振り返り、援助について復習する。（30 分）

第15週 事前 授業や実習等を振り返り、省察を深めておく。（60 分）
事後 授業を振り返り、整理してまとめる。（30 分）
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【授業計画コメント】
遠隔でする際、Pholly を用いる場合がある。また、Pholly への授業内レポートの提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 岸井勇雄 無藤隆 湯川秀樹監修 太田光洋編著 保育内容 言葉 同文書院 2018年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『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
参考書等 内閣府 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 50％ 課題に対する適切な内容・記述になっているかで評価する

小テスト・授業内レポート 20％ 提出状況と課題に対する記述内容で評価する

授業内課題・発表 30％ 準備や授業に取り組む意欲や態度を評価する

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出されたレポート課題については授業内でフィードバックする。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、厨子研究室にて。

【その他】
幼稚園の行事等で授業計画を変更することがあるので、柔軟に対応すること。
幼稚園児との交流を通して子どもの姿に触れ子ども理解を深める。また、子ども目線での実技やグループワークを大切にすること。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1216 子ども家庭福祉 講義 2 1 年次 後期 必修 保育士資格必修 杉山 宗尚・川島 直子

【実務経験】児童養護施設での現場職員としての経験を活かし、子どもや家庭を取り巻く現状や課題について、わかりやすく教授していく。

【授業の概要】
現代社会における子どもとその家庭を取り巻く状況は複雑になっており、様々な問題がある。そのため、この授業では、子ども家庭福祉の意義や歴史的変遷、子どもとその家庭を取
り巻く様々な現状と課題等について説明する。そして、子どもの権利を保障する観点から、子どもとその家庭が抱える課題に対する制度、施策等について学んでいく。

【キーワード】
子どもの権利、児童福祉法、子ども虐待

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①子ども家庭福祉の諸施策について理解できる。 DP1

②子どもとその家庭を取り巻く様々な現状と課題について理解できる。 DP1

③保育者として必要な子ども家庭福祉の視点を身につけることができる。 DP4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 子ども家庭福祉とは何か（杉山）

第 2週 子ども家庭福祉の歴史的変遷（川島）

第 3週 児童福祉法について（川島）

第 4週 児童福祉施設について（川島）

第 5週 子ども家庭福祉の行政機関等について（杉山）

第 6週 地域子ども・子育て支援事業（杉山）

第 7週 母子保健について（杉山）

第 8週 子ども虐待①子ども虐待について（杉山）

第 9週 子ども虐待②子ども虐待の背景（杉山）

第10週 子ども虐待③子ども虐待の定義と現状（杉山）

第11週 ひとり親家庭の現状（杉山）

第12週 ひとり親家庭への支援（杉山）

第13週 ドメスティック・バイオレンス（杉山）

第14週 非行少年等について（杉山）

第15週 これからの子ども家庭福祉、全体の振り返り（杉山）

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスを熟読し、前期科目の社会福祉概論、社会的養護Ⅰの復習をしておく。（120 分）
事後 今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 2週 事前 テキスト p38～p55 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 3週 事前 テキスト p64～p71 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 4週 事前 テキスト p94～p107 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 5週 事前 テキスト p86～p93 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 6週 事前 テキスト p140～p147 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 7週 事前 テキスト p114～p117 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 8週 事前 前半の授業について振り返っておく。（120 分）
事後 今回の授業内容を振り返り、レポートを作成する。（120 分）

第 9週 事前 前回の授業内容を振り返っておく。（120 分）
事後 今回の授業内容を振り返り、レポートを作成する。（120 分）

第10週 事前 テキスト p72、p148 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第11週 事前 テキスト p74、p126～p127 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第12週 事前 テキスト p128～p131 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第13週 事前 テキスト p76～p77、p148 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第14週 事前 テキスト p164～p165 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第15週 事前 これまでの授業内容を振り返っておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）
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【授業計画コメント】
授業内容によって配布プリントをもとに授業を実施する。
Pholly でレポートの提出を求めることがある。
状況によって授業担当者を変更することがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 直島正樹・河野清志編著 図解で学ぶ保育 子ども家庭福祉 萌文書林 2019年
参考書・参考資料等 適宜紹介する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 80％ 各回の授業内容についての知識を問う問題で理解度を評価する。

レポート 20％ 提出状況と課題テーマに対して的確に記述できているかを評価する。

小テスト

その他

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
レポートに関するフィードバックは、授業内で全体的に行う。
質問等は随時受け付ける。

【オフィスアワー】
火曜日のお昼休み。場所は、杉山研究室にて。

【その他】
この科目は施設や保育所等の実習にもかかわる科目である。しっかりと福祉の心を養ってもらいたい。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1208 保育内容総論 演習 1 1 年次 後期 必修 保育士資格必修 猪田 裕子

【実務経験】

【授業の概要】
子ども理解は保育の出発点である。そのため、保育内容総論では様々な視点から子どもの姿を捉えていく。また、遊びの中にある学びの姿や保育の多様性、子育て支援などにも触れ
ながら、子どもの最善の利益の保障（子どもの権利）について考えていく。

【キーワード】
子ども理解、保育内容、5領域、乳幼児の発達

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①事例を通して、具体的な保育場面を想定することができる。 DP1

②乳幼児の発達と子ども理解に基づく保育者の配慮の在り方について自分の考えを述べることができる。 DP2

③乳幼児の興味や関心、心身の発達等に応じた具体的な指導法を理解できるようになる。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション（授業科目内容の理解）

第 2週 乳幼児教育の本質と子どもの姿（幼児教育の本質を再考する）＜対話・議論型＞

第 3週 子どもの遊び（保育内容から具体的な子どもの遊びを考察する）＜対話・議論型＞

第 4週 子どもの遊びと学びに向かう力（具体的な子どもの遊びから学びに向かう力を考察する）＜対話・議論型＞

第 5週 保育における遊びとその援助、及び教育の本質を明確にした後、遊びの意義について考察する ＜対話・議論型＞

第 6週 子どもの権利を保障することと子どもの最善の利益の関係性について理解する ＜グループワーク＞

第 7週 3つの柱と幼児期の終わりまでに育ってほしい姿について、実践例を交えながら学びを深める ＜グループワーク＞

第 8週 幼児教育思想の歴史と教育の変遷（教育の歴史を踏まえ現代幼児教育を概観する）＜対話・議論型＞

第 9週 愛着関係と子どもの育ちについての理解を深める ＜対話・議論型＞

第10週 乳幼児の育ちを概観し、子どもの遊びと学びの視点を探究する ＜対話・議論型＞

第11週 保護者支援と子育て支援を軸に、保育の場における多様性について考える ＜事前学習型＞

第12週 世界の乳幼児教育におけるカリキュラムを概観する ＜対話・議論型＞

第13週 グループディスカッション（様々な保育方法及びその内容に基づいたディスカッション）＜グループワーク＞

第14週 具体的な教材を通し、子どもの姿と保育の在り方を考える（教材研究及び情報機器の活用）＜グループワーク＞

第15週 学びの振り返り（遊びの中の学びの視点とその指導方法の理解、今後の課題と展望について）

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 保育内容総論のテキストを概観し、総論の意味を考えてくること。（所要時間 90 分）
事後 本日の授業内容を振り返り、次の授業までに復習をしておくこと。（所要時間 90 分）

第 2週 事前 子どもの発達や生活に即した保育内容についてテキストを読み、自分なりのイメージを持っておくこと。（所要時間 90 分）
事後 本日の授業内容を振り返り、次の授業までに復習をしておくこと。（所要時間 90 分）

第 3週 事前 遊びこそ学びであるとの視点から、テキストを読み考察を深めておくこと。（所要時間 90 分）
事後 本日の授業内容を振り返り、次の授業までに復習をしておくこと。（所要時間 90 分）

第 4週 事前 遊びを通しての総合的な指導と保育者の役割について、テキストを読み理解を深めておくこと。（所要時間 90 分）
事後 本日の授業内容を振り返り、次の授業までに復習をしておくこと。（所要時間 90 分）

第 5週 事前 教育の本質について、テキストを読み理解を深めておくこと。（所要時間 90 分）
事後 本日の授業内容を振り返り、次の授業までに復習をしておくこと。（所要時間 90 分）

第 6週 事前 子どもの権利についてテキストを読み、理解を深めておくこと。（所要時間 90 分）
事後 本日の授業内容を振り返り、次の授業までに復習をしておくこと。次回、小テスト予定。（所要時間 90 分）

第 7週 事前 幼児教育において育みたい資質・能力について、テキストを読み理解を深めておくこと。（所要時間 90 分）
事後 本日の授業内容を振り返り、次の授業までに復習をしておくこと。（所要時間 90 分）

第 8週 事前 保育における歴史的変遷に関して、テキストを読みその流れを理解しておくこと。（所要時間 90 分）
事後 本日の授業内容を振り返り、次の授業までに復習をしておくこと。（所要時間 90 分）

第 9週 事前 愛着関係に関してテキストを読み、その重要性を理解しておくこと。（所要時間 90 分）
事後 本日の授業内容を振り返り、次の授業までに復習をしておくこと。次回、小テスト予定。（所要時間 90 分）

第10週 事前 乳幼児の育ち及び倉橋惣三について、テキストを読みある程度理解しておくこと。（所要時間 90 分）
事後 本日の授業内容を振り返り、次の授業までに復習をしておくこと。次回、小テスト予定。（所要時間 90 分）

第11週 事前 保育所における保護者支援について、テキストを読み現状を理解しておくこと。（所要時間 90 分）
事後 本日の授業内容を振り返り、次の授業までに復習をしておくこと。（所要時間 90 分）

第12週 事前 世界の幼児教育を通して子ども理解を深めるため、テキストを熟読しておくこと。（所要時間 90 分）
事後 本日の授業内容を振り返り、次の授業までに復習をしておくこと。（所要時間 90 分）

第13週 事前 これまでの講義を通して、自分なりの「子ども理解」を深めておくこと。（所要時間 90 分）
事後 本日の授業内容を振り返り、次の授業までに復習をしておくこと。（所要時間 90 分）

第14週 事前 各個人で保育の場における教材研究をしておくこと。（所要時間 90 分）
事後 本日の授業内容を振り返り、次の授業までに復習をしておくこと。（所要時間 90 分）

第15週 事前 これまでの講義内容を振り返り、その内容を整理しておくこと。（所要時間 90 分）
事後 本日の授業内容を振り返り、次の授業までに復習をしておくこと。（所要時間 90 分）
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【授業計画コメント】
保育の場は子どもの命を預かる場であるとの使命感を持ち、積極的に授業に参加してください。
Pholly への授業内レポートの提出を求めることがあります。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 森眞理・猪田裕子 子どもの権利との対話から学ぶ 保育内容総論 北大路書房 2022年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 40％ 15 回の講義内容を踏まえ、保育内容総論における理解度を問う課題とする

小テスト 30％ 定期的に講義時間内に振返りの小テストを行い、その理解度を確認する。

その他 提出物 30％ 毎回の小レポートでは、その日の講義内容の理解をはかる。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
適宜、授業の中で助言を行う。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
小レポートは次回の授業の最初に振り返りを行う。

54

保
育
科
⚑年次

保
育
科
⚒年次

実

習

専
攻
科
⚑年次

専
攻
科
⚒年次

修
了
研
究



科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1220 乳児保育Ⅱ 演習 1 1 年次 後期 必修 保育士資格必修 山口 香織

【実務経験】

【授業の概要】
3歳児未満児の保育を担当する保育者に求められる知識や技術について、より深く専門的に学ぶ。乳児期の発育・発達過程や特徴、乳児の生活や遊びを理解し、保育計画の立案等を
通して乳児期の保育を構成する力を身につける。また、乳児保育をめぐる様々な今日的課題を討議しながら、現代に即した保育のありようを考究する。

【キーワード】
3 歳未満児の生活と遊び、乳児保育の方法、保育計画

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

① 3歳未満児の発育・発達過程や特性を踏まえた援助や関わりの基本的な考え方を理解できるようになる。 DP2

②養護と教育の一体性を踏まえ、3歳未満児の生活や遊びの配慮と環境の実際を理解し、保育計画について立案できるようになる。 DP2

③乳児を取り巻く社会環境の変化や乳児保育の課題を理解し、問題解決の方法を考えることができるようになる。 DP4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション、子どもに応じた援助や関わり

第 2週 乳児保育の生活、配慮の実際（1）食事の援助と環境

第 3週 乳児保育の生活、配慮の実際（2）排泄・睡眠の援助と環境 ＜グループワーク＞

第 4週 乳児保育の生活、配慮の実際（3）着脱・清潔に関する援助と環境

第 5週 0歳児の保育内容と遊び（1）理論

第 6週 0歳児の保育内容と遊び（2）実践：教材研究

第 7週 1歳以上 3歳未満児の保育内容と遊び（1）理論

第 8週 1歳以上 3歳未満児の保育内容と遊び（2）実践：教材研究

第 9週 3歳未満児の発達課題と援助（1）かみつき ＜ロールプレイ＞

第10週 3 歳未満児の発達課題と援助（2）自己主張 ＜ロールプレイ＞

第11週 3 歳未満児の遊びと援助の実際 絵本の読み聞かせ ＜グループワーク＞

第12週 長期的な指導計画と短期的な指導計画

第13週 個別的な指導計画と集団的な指導計画 ＜グループワーク＞

第14週 乳児保育における今日的課題の検討 ＜調査学習＞

第15週 乳児保育における今日的課題の発表と討議

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 テキスト p.14～35 を読んで予習する。30 分
事後 授業内容を振り返り、疑問や課題を整理する。15 分

第 2週 事前 テキスト p.36～49 を読んで予習する。30 分
事後 授業内容を振り返り、疑問や課題を整理する。15 分

第 3週 事前 テキスト p.50～59 を読んで予習する。30 分
事後 授業内容を振り返り、疑問や課題を整理する。15 分

第 4週 事前 テキスト p.60～89 を読んで予習する。30 分
事後 授業内容を振り返り、疑問や課題を整理する。15 分

第 5週 事前 テキスト p.98～105 を読んで予習する。30 分
事後 授業内容を振り返り、疑問や課題を整理する。15 分

第 6週 事前 テキスト p.20～35 の該当箇所を読んで予習する。30 分
事後 授業内容を振り返り、課題を完成させる。15 分

第 7週 事前 テキスト p.106～119 を読んで予習する。30 分
事後 授業内容を振り返り、疑問や課題を整理する。15 分

第 8週 事前 テキスト p.20～35 の該当箇所を読んで予習する。30 分
事後 授業内容を振り返り、課題を完成させる。15 分

第 9週 事前 事前に配布された資料を読んで予習する。10 分
事後 授業内容を振り返り、課題を完成させる。35 分

第10週 事前 事前に配布された資料を読んで予習する。10 分
事後 授業内容を振り返り、課題を完成させる。35 分

第11週 事前 3歳未満児の絵本の特徴について調べる。40 分
事後 発表を振り返り、課題を整理する。5分

第12週 事前 テキスト p.120～129 を読んで予習する。35 分
事後 授業内容を振り返り、疑問や課題を整理する。15 分

第13週 事前 インターネット等を用いて指導計画の作成の手引きを調べて読む。30 分
事後 授業内容を振り返り、疑問や課題を整理する。15 分

第14週 事前 レポート課題に関する新聞等の資料・文献を見つける。35 分
事後 完成した課題レポートを確認し提出する。10 分

第15週 事前 課題レポートを読み直し、発表の準備をする。30 分
事後 発表を振り返り、乳児保育の今日的課題を理解する。15 分
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【授業計画コメント】
・受講生の理解度に応じて、授業内容を変更することがある。
・Pholly での授業内レポートをプリントアウトし、対面授業の際に提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 善本眞弓 編著 演習で学ぶ乳児保育 わかば社 2020年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 40％ 講義内容を理解した上で設問に的確に解答しているか評価する。

期末レポート

小テスト・授業内レポート 20％ 課題の趣旨を把握し、指示した内容及び方法で適切にまとめているかを評価する。

その他 教材研究・受講態度 40％ 教材研究（20％）グループ討議への参加状況（20％）により評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出された課題や確認テストについては、授業時間内で全体に向けて解説や講評を行う。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1240 人間関係の指導法 演習 2 1 年次 後期 選択 幼二種免必修
保育士資格必修 山中 早苗

【実務経験】保育士としての経験を活かし、乳児期から幼児期にかけての人間関係の発達と必要となる援助について、具体的な子供の姿をもとに説明する。

【授業の概要】
子どもと人間関係（領域）で学んだ基礎的事項をもとに、「人間関係」に示されたねらいと内容について事例を検討しながら理解を深める。乳幼児期の人間関係の発達をふまえた保
育者の役割と援助を学ぶなかで、人とかかわる力を育てるためにどのような内容と方法で活動を計画し、実践すればよいかを考える。ペアやグループ活動において多様な見方や考え
方に触れ、保育者としての知識、技術を高め合う。

【キーワード】
人間関係、発達、援助、遊び、指導計画

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①領域「人間関係」のねらいと内容を理解し、説明することができる。 DP1，3

②乳幼児期の人間関係の発達を理解し、その過程を説明することができる。 DP2，3

③人とかかわる力を育てる保育者の役割を理解し、援助や指導を考えることができる。 DP2，4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 領域「人間関係」のねらいと内容

第 2週 乳児期の人間関係の発達

第 3週 乳児期に人とのかかわりを育む遊びと援助 ＜調べ学習・ペアワーク＞

第 4週 乳児期に人とのかかわりを育む遊びの発表

第 5週 保育者との信頼関係と園生活における安定感を形成する援助

第 6週 子ども同士のかかわりと自己調整力の発達

第 7週 協同性を育てる活動と援助

第 8週 幼児期に育みたい資質・能力と人間関係：幼児期・学童期のつながりと幼小連携

第 9週 人とのかかわりが難しい子どもの支援

第10週 幼児期に人とのかかわりを育む遊びと援助

第11週 人間関係を育てる遊びに関する教材研究 ＜ICTを用いた調査学習＞

第12週 人間関係を育てる遊びの指導計画

第13週 人間関係を育てる遊びの実践と評価 ＜グループワーク＞

第14週 保護者との関係づくりと子育て支援―保育の中での ICTの活用と家庭との連携―

第15週 乳幼児期の人間関係の発達と保育者の役割・まとめ

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスを読み、幼稚園教育要領の第 2章「人間関係」に目を通しておく。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第 2週 事前 乳児の絵本の魅力や特徴を考える。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第 3週 事前 乳児の人間関係を育む遊びを調べる。（60 分）
事後 調べた遊びについて、ワークシートに記す。（30 分）

第 4週 事前 調べた遊びの発表準備をする。（30 分）
事後 発表での学びをワークシートに記す。（60 分）

第 5週 事前 テキスト第 7章（pp.73-77）を読んでおく。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第 6週 事前 テキスト第 8章を読んでおく。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第 7週 事前 テキスト第 9章を読んでおく。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第 8週 事前 幼稚園教育要領の「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」に目を通す。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第 9週 事前 テキスト第 10 章を読んでおく。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第10週 事前 テキスト第 15 章を読んでおく。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第11週 事前 幼児の人間関係を育む遊びを調べる。（30 分）
事後 調べた遊びについて指導計画を記す。（60 分）

第12週 事前 調べた遊びの進め方や援助のポイントをまとめる。（30 分）
事後 指導計画の改善を行う。（60 分）

第13週 事前 模擬保育に必要な準備をする。（30 分）
事後 模擬保育の振り返りをワークシートに記す。（60 分）

第14週 事前 テキスト第 11 章を読んでおく。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第15週 事前 第 1回から 14 回までの授業配布資料を見直す。（30 分）
事後 テキストと配布資料をもとに全授業内容を振り返る。（60 分）
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【授業計画コメント】
遠隔授業の際、Pholly を用いることがある。また、Pholly への課題提出を求める場合がある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 田代和美・榎本眞実（編著) 保育内容人間関係：基礎的事項の理解と指導法 建帛社 2019年
テキスト 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
テキスト 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
テキスト 内閣府 『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
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 70％ 講義内容の基礎的事項と応用問題で評価する。

期末レポート

小テストおよび課題への取り組み 30％ 小テストおよび課題は授業内容の理解度を測るものであり、授業到達目標にそった知識の定着度を確認する。

その他

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
小テストや提出された課題の内容を確認し、授業の中で必要な解説を行う。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、山中研究室にて。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1222 教育課程の意義と編成 講義 2 1 年次 後期 必修 幼二種免必修
保育士資格必修 戸江 茂博

【実務経験】

【授業の概要】
教育課程（保育所やこども園では全体的な計画とも呼ばれる）とは、いわゆるカリキュラムのことです。カリキュラムは、教育内容を一定の方法でまとめたものであり、子供の育つ
道筋を想定した、さまざまな教育的配慮と援助の枠組みといえます。この授業では、幼稚園や保育所における教育課程（全体的な計画）の意義や役割を学ぶことを中心として、保育
の計画を立てることの大切さ、教育内容の配列の仕方、具体的な指導計画の立て方、カリキュラムの評価などについて学びます。

【キーワード】
教育課程、全体的な計画、指導計画、カリキュラム・マネジメント

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①教育課程の役割やはたらき、意義等について理解することができる。 DP1

②幼児期の発達にふさわしい教育課程編成の方法について理解することができる。 DP2

③幼児教育施設の保育運営としてのカリキュラム・マネジメントの意義と方法について理解することができる。 DP2

④幼稚園や保育所の月間計画（月案）及び一日の計画（日案）を作成することができる。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 授業オリエンテーション（教育課程とカリキュラム）

第 2週 保育の基本と保育カリキュラムⅠ（養護と教育の一体性、遊びを通しての総合的な指導、環境を通して行う教育）

第 3週 保育の基本と保育カリキュラムⅡ（保育カリキュラムの意義、経験カリキュラム、保育カリキュラムの構造）

第 4週 保育カリキュラムの歴史的変遷Ⅰ～明治・大正・昭和年代（幼稚園教育要領成立前）～

第 5週 保育カリキュラムの歴史的変遷Ⅱ～昭和・平成・令和年代（幼稚園教育要領成立後）～

第 6週 保育のデザインとしての教育課程（保育の見取り図）と指導計画（展開図）

第 7週 保育カリキュラムの実際Ⅰ（年間指導計画 ＜年カリ＞ 、月間指導計画 ＜月案＞ 、週日案）

第 8週 保育カリキュラムの実際Ⅱ（乳児保育とタドラー保育）

第 9週 保育カリキュラムの実際Ⅲ（幼児保育と異年齢児保育カリキュラムと小学校接続カリキュラム）

第10週 保育カリキュラムの実際Ⅳ（保育の計画と評価―コンピテンシー＆カリキュラム・マネジメント＆アクティブ・ラーニング―）

第11週 指導計画の作成に向けてⅠ（［子供の姿］欄、［ねらい及び内容］欄、［環境の構成］欄、［援助・配慮］欄の書き方）

第12週 指導計画の作成に向けてⅡ（月間指導計画作成のポイント）

第13週 指導計画の作成に向けてⅢ（月間指導計画の作成）

第14週 指導計画の作成に向けてⅣ（日案作成のポイント）

第15週 指導計画の作成に向けてⅤ（日案の作成）

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 授業回 1～10 については、テキスト理解の予習及び学習事項の復習を行う。（各回 150 分）授業回 11～15 については、指導計画に係る作業を行う。（各回 240 分）

第 2週

第 3週

第 4週

第 5週

第 6週

第 7週

第 8週

第 9週

第10週

第11週

第12週

第13週

第14週

第15週
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【授業計画コメント】
この授業は、1～11 回に関しては、講義とノート筆記を中心に展開します。そして自らの学びの証明として、「ノート」を作成します。各授業では、授業 PR（授業プリント）を配布
しますので（授業の流れと授業で扱う項目に関する基本的な説明付きです）、授業を聴いて学んだこと、習得したことをそのプリントに書き込んでいって、場合によっては自分で調
べたことを加筆していきます。そして、最終的に自分の「ノート」を完成させます。12～15 回授業については、主にあなた方の作業時間となる見込みです。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 戸江茂博編著 保育カリキュラムの基礎理論 あいり出版 2021年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『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
参考書等 内閣府 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 40％ 授業内容の理解度を評価する。

期末レポート 40％ 幼稚園や保育所の月間計画や日案の出来栄えを評価する。

小テスト・授業内レポート

その他 受講態度 20％ すすんで授業に参加し、能動的に学び取ろうとしているかを評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
月間指導計画や日案については、確認の上適宜フィードバックする。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
特になし。

60

保
育
科
⚑年次

保
育
科
⚒年次

実

習

専
攻
科
⚑年次

専
攻
科
⚒年次

修
了
研
究



科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1219 特別支援教育・保育概論 演習 2 1 年次 後期 選択 保育士資格
幼二種免必修 石岡 由紀・岩越 美恵

【実務経験】

【授業の概要】
近年の保育や教育現場では、障害のある子どもを含めて多様な子どもたちが在籍するようになり、社会全体で共に暮らしていく仕組みを作るインクルーシブ教育（保育）を目指して
いる。そのため、この授業では発達障害を含む心身の発達や障害について幅広く理解し、支援するための保育者として必要な対応や配慮などを習得する。また、療育や保育の在り方、
保護者や関係機関との連携についても具体的な例を挙げながら説明する。特別な支援が必要な子どもに対して、保育者として多角的な観点を持ち、気づいていく力や各々のニーズに
対応できる知識や技術を習得する。

【キーワード】
特別な支援、インクルーシブ教育・保育、発達障害

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①障害（発達障害）のある子どもや、特別な配慮が必要な子どものニーズに対応できるよう基本的な知識を習得する。 DP2

②障害（発達障害）のある子どもの特性や生活上の困難さを深く理解し、子ども一人ひとりに合わせた配慮や支援方法を考えることができる。 DP3

③特別支援教育の歴史や制度などを理解した上で、関係機関との連携・協働や支援体制のあり方について考えることができる。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 特別支援教育・インクルーシブ教育の理念と基本的な考え（石岡）

第 2週 教育の歴史と現行制度の理解（石岡）

第 3週 支援システムの構築と法的整備の現状（石岡）

第 4週 特別支援コーディネーターの役割（石岡）

第 5週 個別の指導計画と個別の教育支援計画の作成方法と意義（石岡）

第 6週 LD・ADHDの理解と指導・支援（石岡）

第 7週 自閉症スペクトラムの理解と指導・支援（石岡）

第 8週 知的障害の理解と指導・支援（石岡）

第 9週 病弱・身体虚弱児の理解と指導・支援（岩越）

第10週 肢体不自由・重複障害の理解と指導・支援（岩越）

第11週 視覚障害・聴覚障害の理解と指導・支援（石岡）

第12週 その他の多様なニーズを併せもつ子どもの理解と指導・支援（石岡）

第13週 保護者との連携（石岡）

第14週 早期発見・早期療育における専門機関や地域との連携（石岡）

第15週 特別支援教育・保育のあるべき姿とは（石岡）

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 教科書の第 1章を読み、特別支援教育やインクルーシブ教育の理念や考え方について事前の学習をしておくこと
事後 授業内で学んだことやグループワークを通じて気が付いたことなどを記録しておく

第 2週 事前 教科書の第 2章を読み、障害のある子どもの教育の歴史について、事前の学習をしておくこと
事後 授業内で学んだことやグループワークを通じて気が付いたことなどを記録しておく

第 3週 事前 教科書の第 3章を読み、支援システムの概要について事前に学習しておくこと
事後 授業内で学んだことやグループワークを通じて気が付いたことなどを記録しておく

第 4週 事前 教科書の第 4章を読み、特別支援教育コーディネーターの役割について、事前の学習をしておくこと
事後 授業内で学んだことやグループワークを通じて気が付いたことなどを記録しておく

第 5週 事前 個別の指導計画と個別の教育支援計画の必要性について、事前に学習しておくこと
事後 授業内で学んだことやグループワークを通じて気が付いたことなどを記録しておく

第 6週 事前 教科書の第 6章や、インターネットなどの情報を得て、LD・ADHDについて事前に学習しておくこと
事後 授業内で学んだことやグループワークを通じて気が付いたことなどを記録しておく

第 7週 事前 教科書の第 7章や、インターネットなどの情報を得て、自閉症スペクトラムについて事前に学習しておくこと
事後 授業内で学んだことやグループワークを通じて気が付いたことなどを記録しておく

第 8週 事前 教科書の第 9章や、インターネットなどの情報を得て、知的障害について事前に学習しておくこと
事後 授業内で学んだことやグループワークを通じて気が付いたことなどを記録しておく

第 9週 事前 教科書の第 10 章や、インターネットなどの情報を得て、病弱・身体虚弱について事前に学習しておくこと
事後 授業内で学んだことやグループワークを通じて気が付いたことなどを記録しておく

第10週 事前 教科書の第 10 章やインターネットなどの情報を得て、肢体不自由・重複障害について事前に学習しておくこと
事後 授業内で学んだことやグループワークを通じて気が付いたことなどを記録しておく

第11週 事前 教科書の第 11 章や、インターネットなどの情報を得て、視覚障害・聴覚障害について事前に学習しておくこと
事後 授業内で学んだことやグループワークを通じて気が付いたことなどを記録しておく

第12週 事前 教科書の第 12 章や、インターネットなどの情報を得て、多様な状態の子どもについて事前に学習しておくこと
事後 授業内で学んだことやグループワークを通じて気が付いたことなどを記録しておく

第13週 事前 教科書の第 13 章を読んで、保護者との連携について事前に学習しておくこと
事後 授業内で学んだことやグループワークを通じて気が付いたことなどを記録しておく

第14週 事前 教科書の第 14 章・15 章・16 章や、インターネットなどの情報を得て、専門機関との連携について事前に学習しておくこと
事後 授業内で学んだことやグループワークを通じて気が付いたことなどを記録しておく

第15週 事前 今まで学習したことを確認し、不明な箇所や質問事項などを明らかにしておく
事後 授業内で学んだことやグループワークを通じて気が付いたことなどを記録しておく
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【授業計画コメント】
① Pholly での授業内レポートの提出を求めることがある。
②授業の進捗状況に応じて、授業計画を変更することがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 柘植雅義・渡邊匡隆他 はじめての特別支援教育 有斐閣アルマ 2018年
参考書・参考資料等 必要に応じて紹介する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 60％ 講義内容を理解した上で設問に対して的確に解答しているかを評価する。

小テスト・授業内レポート 20％ 講義内容に関連する提示したテーマに対して、適切な内容・記述になっているかについて評価する

授業への参加意欲・態度 20％ 授業への参加意欲や態度、グループワーク等への取り組みを総合的に評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
授業内レポートは、確認後、全体もしくは必要に応じて個別にフィードバックする。

【オフィスアワー】
火曜日のお昼休み。場所は、石岡研究室にて。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1214 基礎演習 演習 2 1年次 前後期 必修 保育士資格選択 山中 早苗・杉山 宗尚・田中麻紀子
幸田 瑞穂・山本 正顕 他、全専任教員

【実務経験】

【授業の概要】
課題を発見・解決する力としてのリサーチリテラシー「聞く力」「発見する力」「調べる力」「まとめる力」「発表する力」の育成。主体的・共同的な探究活動を通して獲得する、乳幼
児に対する理解と諸課題解決への姿勢の育成。

【キーワード】
課題発見及び解決、リサーチリテラシー、探究活動、子ども理解、情報処理、コミュニケーション

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①自らの考えを言葉や文章表現によって的確に伝えるとともに、多様性を重んじ協働することができる。 DP3

②子どもに関する内容から課題を見つけ、それらの解決を図ることができる。 DP4

③情報処理機器を用いるなど多様な手法によりリサーチリテラシーについて理解し、レポート等に活用することができる。 DP3

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション：リサーチリテラシーについて（山中・田中・幸田）

第 2週 ジェネリックスキル測定（山中）

第 3週 課題発見について（1）：入学前課題の振り返りを通して（各担当教員）

第 4週 ジェネリックスキル測定の結果の分かち合い（各担当教員）

第 5週 ソーシャルメディアネットワークについて（山本）

第 6週 パソコン等の情報処理機器およびネットワークの仕組みと基本ソフト（Windows）の理解（山本）

第 7週 情報検索と活用のモードについて（1）：ネットを通じた書誌情報端末検索（山本）

第 8週 情報検索と活用のモードについて（2）：図書館の書誌情報端末検索と書架検索 ＜フィールドワーク＞（山本・布村）

第 9週 文書資料の活用（1）：ワープロでの文字表現とファイル管理（山本）

第10週 文書資料の活用（2）：ワープロでの表と画像の表現（山本）

第11週 ネットワーク上の情報収集（1）：データ利用の基本と留意点（山本）

第12週 ネットワーク上の情報収集（2）：データの活用（山本）

第13週 文書資料の活用（3）：収集資料を用いた多様な表現（山本）

第14週 文書資料の活用（4）：ページの構成と印刷レイアウト（山本）

第15週 テーマ別探究活動についてー後期の活動に向けてー ＜対話・議論型＞（全教員）

第16週 後期オリエンテーション：グループ活動について（山中・杉山・田中・幸田）

第17週 探究テーマを考える（各担当教員）

第18週 探究テーマとプロジェクト（1）＜対話・議論型＞（各担当教員）

第19週 探究テーマとプロジェクト（2）＜対話・議論型＞（各担当教員）

第20週 プロジェクト計画と役割（各担当教員）

第21週 プロジェクトグループワーク（1）（各担当教員）

第22週 プロジェクトグループワーク（2）（各担当教員）

第23週 プロジェクトグループワーク（3）（各担当教員）

第24週 プロジェクトグループワーク（4）（各担当教員）

第25週 プロジェクト発表 ＜グループワーク＞（全教員）

第26週 プロジェクト事後ワーク（各担当教員）

第27週 グループ内まとめ ＜プレゼンテーション＞（各担当教員）

第28週 プロジェクト報告 ＜プレゼンテーション＞（全教員）

第29週 全体の振り返り ＜対話・議論型＞（各担当教員））

第30週 2 年次の個人研究に向けて ＜双方向アンケート＞（各担当教員）
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回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 使用テキストの序文と目次に目を通し、リサーチリテラシーについて予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 リサーチリテラシーについての復習。（所要時間 60 分程度）

第 2週 事前 ジェネリックスキルとは何か、基本的なことを予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 測定を受けた印象を振り返り、面談指導に備える。（所要時間 60 分程度）

第 3週 事前 入学前課題に提出したレポート内容について、見直しを行う。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で分かち合った内容を整理し、課題を発見することについて復習する。

第 4週 事前 入学前課題に提出したレポート内容について、見直しを行う。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で分かち合った内容を整理し、課題を発見することについて復習する。（所要時間 60 分程度）

第 5週 事前 テキストでソーシャルメディアネットワークについて予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 ソーシャルメディアネットワークについてのポイントを整理する。（所要時間 60 分程度）

第 6週 事前 情報処理機器とネットワークについて予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業内容を実際の機器を扱い復習する。（所要時間 90 分程度）

第 7週 事前 情報検索についての基本について予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 実際に書誌情報等の検索を試して復習する。（所要時間 60 分程度）

第 8週 事前 図書館での情報検索について、基本的な操作について予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 図書館で具体的な書誌情報検索を実践し、方法を習得する。（所要時間 60 分程度）

第 9週 事前 文書作成ソフトについて入学前に学んだレベルのことを見直しておく。（所要時間 60 分程度）
事後 ワープロ機能について復習し、実際の文書作成を試み、復習する。（所要時間 90 分程度）

第10週 事前 ワープロで表や図を作成する方法について、自分なりに試しておく。（所要時間 60 分程度）
事後 授業での実践が身につくよう、十分に復習する。（所要時間 90 分程度）

第11週 事前 ネットワーク上の情報検索について、周囲すべきことを自分なりに考え整理して授業に備える。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で学んだネットワーク上での検索の留意点をまとめ、復習する。（所要時間 60 分程度）

第12週 事前 ネットワーク上の情報収集を前回学んだ留意点を踏まえ、試しながら予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 ネットワーク上の情報収集についてそれをいかに活用するか、ポイントをまとめておく。（所要時間 90 分程度）

第13週 事前 これまでの授業で学んだ情報収集方法を活かし、実際の文書資料活用を試してみる。（所要時間 90 分程度）
事後 収集資料を用いた表現について、自分なりに展開して学びを深める。（所要時間 90 分程度）

第14週 事前 文書資料を自分なりに作成し、他の人が見てもわかるように整える練習をする。（所要時間 90 分程度）
事後 ページ構成を復習し、印刷レイアウトについても理解を深めるよう復習する。（所要時間 60 分程度）

第15週 事前 テキストによりリサーチリテラシーについて見直し、探究活動の説明を受けやすくなるよう準備する。（所要時間 60 分程度）
事後 後期の授業において、円滑に探究活動に臨めるよう、前期の学習内容全体を確認する。（所要時間 90 分程度）

第16週 事前 前期最後の授業を振り返り、探究活動について、それぞれの展望を整理しておく。（所要時間 60 分程度）
事後 グループ活動の概要を踏まえ、さらに探究活動について自分なりの展望を明確にしていく。（所要時間 60 分程度）

第17週 事前 グループとしての探究テーマについて、自分なりの案を作っておく。（所要時間 90 分程度）
事後 グループで協議した内容を整理し、自分の役目などについて考え、次回の授業でどのように共同するか考えていく。（所要時間 60 分程度）

第18週 事前 グループの探究テーマについて、意見を出せるよう、準備する。（所要時間 60 分程度）
事後 グループで討議した内容を整理し、プロジェクトとの関係を理解する。（所要時間 60 分程度）

第19週 事前 前回の授業内容について、さらに掘り下げて議論できるよう、調査し備える。（所要時間 90 分程度）
事後 グループ全体で探究テーマの理解ができていたか振り返る。（所要時間 60 分程度）

第20週 事前 グループのプロジェクト計画をまとめるための準備と自分の役割について検討をする。（所要時間 90 分程度）
事後 プロジェクト計画を理解し、その中での自分の役割を十分に理解できるよう整理する。（所要時間 60 程度）

第21週 事前 グループワークに積極的に参加できるよう、前回の授業を十分に踏まえ、意見を述べられるよう備える。（所要時間 60 分程度）
事後 グループワークの見通しを確認し、自分がこれからどのようにかかわればよいか考えておく。（所要時間 60 分程度）

第22週 事前 グループワークでの役割を確認し、どのように参加したらよいか考え必要な備えを行う。（所要時間 60 分程度）
事後 グループワークの取り組みについて振り返りを十分行い、予習内容を確認する。（所要時間 60 分程度）

第23週 事前 グループワークでの役割を具体的に考え、メンバーとの協働についての課題等を整理する。（所要時間 60 分程度）
事後 グループワークでの取り組み内容を整理し、次回までに準備が必要な事柄をまとめる。（所要時間 60 分程度）

第24週 事前 プロジェクトの発表に向けた取り組みに積極的に参加できるよう、自らの役割を再確認し、準備する。（所要時間 60 分程度）
事後 発表直前のグループワークを振り返り、適切な準備ができるように整理する。（所要時間 60 分程度）

第25週 事前 プロジェクト発表のために準備の必要なことを確認し、取り組む。（所要時間 60 分）
事後 自らの発表と他のグループの発表を振り返り、次回の意見準備のための資料を整える。（所要時間 60 分程度）

第26週 事前 事後ワークでの自らの役割を明確にし、準備する。（所要時間 60 分程度）
事後 事後ワークでのメンバーのやり取りを整理し、グループとしての報告をまとめていく準備をする。（所要時間 60 分程度）

第27週 事前 プロジェクトの振り返りに積極的に参加するため、意見をまとめておく。（所要時間 60 分程度）
事後 グループでまとめた内容を振り返り、再度、自分の関わり方や取り組みを通して学んだことを整理する。（所要時間 60 分程度）

第28週 事前 グループ報告での役割を確認し、適切にかかわれるよう準備する。（所要時間 60 分程度）
事後 グループでのプレゼンテーションのほか、他のグループの報告の内容から学び取ったことを整理する。（所要時間 60 分）

第29週 事前 前期も含め、授業全体の振り返りについて、グループで分かち合えるよう、意見をまとめる。（所要時間 60 分程度）
事後 グループで分かち合った振り返り内容も踏まえ、振り返りのレポートをまとめる。（所要時間 90 分程度）

第30週 事前 次年度の「現代保育・教育問題演習」で取り組むテーマについて検討を始める。（所要時間 60 分程度）
事後 次年度の「現代保育・教育問題演習」で取り組むテーマについて、助言を参考にして具体的に絞り込み、春休み中の取り組みの計画を立てる。（所要時間 90 分程度）

【授業計画コメント】
ゼミの進捗状況により、授業計画を変更することがある。
ゼミのアクティブ・ラーニングの種別はゼミの進捗状況により変更することがある。
情勢や授業の進捗状況により、Pholly を用いることがある。
授業内容により、グループ活動の場合と、小グループ・個人の活動の場合とがある。
グループワークの形態により、指導教員を変更する場合がある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 山田剛史／林創著 『大学生のためのリサーチリテラシー入門』 ミネルヴァ書房 2011年
参考書・参考資料等 授業の中で紹介する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

レポート・成果物 50％ 授業やテキストの内容を理解した上で作成されているかを評価する。

情報リテラシー 30％ 学修した作成方法に沿った成果物、課題提出状況。

その他 授業態度 20％ 毎回の授業における参加態度及び課題等の提出状況。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
各ゼミで提示する課題については、原則的に次回のゼミにおいてフィードバックを行う。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、山中研究室または授業後に各担当教員が質問を受け付ける。

【その他】

64

保
育
科
⚑年次

保
育
科
⚒年次

実

習

専
攻
科
⚑年次

専
攻
科
⚒年次

修
了
研
究



科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1213 キャリアへのアプローチⅠ 演習 1 1年次 前後期 必修 布村 志保・森田 麗子・川島 直子 他、専任教員

【実務経験】

【授業の概要】
社会で活躍するためには、自らの使命感に基づき主体的に行動し、様々な問題にも対応できる能力が必要となります。自分自身の生き方や働き方を考えていくキャリアデザインの基
本を理解し、自分自身のキャリアについて考えながら、情報収集やコミュニケーション・社会生活のスキルを高め、社会人としての視点の醸成を目指します。

【キーワード】
職業観、社会的視野、自己理解、主体性

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①進路選択に向け、自らの職業観と社会的視野を育み、キャリア形成に向けて主体的な行動をとることができる。 DP1，3，4

②自分自身を理解し、他者に伝わるように自己を表現できる。 DP3，4

③キャリア形成のために必要な意識と知識、社会人のマナーやルールを習得し、社会へ踏み出す力を養うことができる。 DP3，4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション（布村）

第 2週 保育職への就職について：公立・私立の違い（布村）

第 3週 幼稚園見学（森田・山中・田中・幸田・布村）

第 4週 保育職の魅力について（布村）

第 5週 園長先生のお話を聞こう―現場から（布村）

第 6週 現場が求める人物像（森田・布村）

第 7週 自己分析①自分について考える（森田・布村）

第 8週 社会生活とマナー①マナー編（水島・山中）

第 9週 社会生活とマナー②コミュニケーション編（森田・川島）

第10週 敬語の使い方・話し言葉と書き言葉（幸田）

第11週 手紙・はがき・メールの書き方（上村）

第12週 作文を書こう（藤本・田中）

第13週 社会を知る①社会人としてのルール、働くための制度（川島）

第14週 社会を知る②保育現場での常識、自己分析②自分を表現する（森田）

第15週 授業のまとめ：現場からの話・体験談（布村・森田）

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスを読んで内容を理解し、今後の取り組みについてイメージを持つ。（30 分）
事後 授業時に活用した『就職の手引き』を読み直し、理解する。本時の学習内容についてわかったことや考えたことだけでなく、わからなかった点や疑問点も記しておき、質問等をして確認しておく。（60 分）

第 2週 事前 保育職の職務について他の科目で学んだことをもとに改めてイメージする。公立と私立の違いを考えてみる。（30 分）
事後 本時の学習内容を振り返り、新たに理解したこと、気づいたことや考えたことを整理し、期限までに提出する（60 分）

第 3週 事前 4月以降、頌栄幼稚園の子どもたちの生活を見聞きして気づいたことや考えたこと等をメモしておく。（30 分）
事後 幼稚園見学をして、新たに理解したこと、気づいたことや考えたこと、さらに知りたいと思ったことなどをまとめ、期限までに提出する。（60 分）

第 4週 事前 保育職の魅力を自分なりに考えておく。（30 分）
事後 外部講師のお話を聞いて、新たに理解したこと、気づいたことや考えたこと、さらに知りたいと思ったことなどをまとめ、期限までに提出する。（60 分）

第 5週 事前 社会で「働く」こと、社会のなかでの自分について、自分なりに考えてみる。（30 分）
事後 園長先生のお話から新たに理解したことや気づいたこと、就職活動へのアドバイスなどをまとめ、期日までに提出する。（60 分）

第 6週 事前 第 5週までの学習内容を再確認し、現場が求める人物像について自分なりに考えておく。（30 分）
事後 本時の学習内容を振り返り、新たに理解したこと、気づいたことや考えたことを整理し、自分の将来について考える。（60 分）

第 7週 事前 自分の強みとそれを裏付けるエピソードを思い出しておく。（30 分）
事後 本時の学習内容を振り返り、自分自身について気づいたことや考えたことをまとめ、期限までに提出する。（60 分）

第 8週 事前 実習や社会で求められるマナーや振る舞いについて考えるとともに、なぜそれが必要なのかを考えておく。（30 分）
事後 配布資料と『就職の手引き』の該当部分を読んで本時の学習内容を確認する。（60 分）そのうえで、実生活で自然な所作や表現ができるよう、継続的に取り組んでおく。

第 9週 事前 第 8週での学習内容を踏まえて、実生活の様々な場面や相手での適切な表現や伝達方法について考えておく。（30 分）
事後 配布資料と『就職の手引き』の該当部分を読んで本時の学習内容を確認し、日常生活で実践できるよう練習しておく。（60 分）

第10週 事前 大学入学前までに学んできた敬語について復習しておく。（30 分）
事後 配布資料と『就職の手引き』の該当部分をもとに、本時の学習内容を確認する。（60 分）そのうえで、学習内容を実生活の様々な場面で意識的に活用していく。

第11週 事前 これまで学んできた手紙やはがきとメールの書き方について、見直しておく。（30 分）
事後 配布資料と『就職の手引き』の該当部分をもとに、本時の学習内容を確認する。（60 分）

第12週 事前 作文の基本的な書き方を復習し、確認しておく。（30 分）
事後 返却された作文を見直し、修正点や課題を確認する。（60 点）

第13週 事前 これまで学んできた社会人としてのルールや働くための制度を思い出しておく。（30 分）
事後 『就職の手引き』の該当部分を読んで本時の学習内容を確認する。（60 分）

第14週 事前 第 13 週までの学習内容を再確認し、保育現場で働くために求められることを考えておく。
事後 本時の学習内容を振り返るとともに、第 7週と本時の自己分析をもとに、現在の自己 PRを考えてみる。（60 分）

第15週 事前 第 14 週までの授業で得た学習内容をヒントに今後の職業選択と就職活動について考えてみる。（30 分）
事後 体験談を踏まえて、気づいたことや考えたこと、自分の目標や課題についてまとめ、期限までに提出する。（60 分）
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【授業計画コメント】
・さまざまな課題を通じて、社会人となることへの自覚と責任を理解しながら各自の進路について考えることを求めます。また、グループワークなどアクティブラーニングの手法を
取り入れますので、積極的な参加を求めます。
・授業内容を理解して就職活動に取り組むことが求められます。やむを得ず欠席した場合は、各回の担当教員に確認し、授業内容を理解しておいてください。
・外部講師の都合により、授業計画を変更することがあります。
・遠隔で授業を実施する際は、Pholly を使用して行うことがあります。また、Pholly への授業内レポートの提出を求めることがあります。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 頌栄短期大学編 『就職の手引き』
参考書・参考資料等 適宜資料を配布します。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート

小テスト・授業内レポート

課題提出 60％ 提出課題については授業内容を理解し、適切かつ論理的に考察し、目的に適った記述を評価する。

授業内活動への参加 40％ 授業内の活動については、積極的な取り組み姿勢やグループワークでの参加度・貢献度で評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出された課題は確認し、返却時に全体に向けてフィードバックします。提出期限を守ってください。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、布村研究室にて。

【その他】
授業に必要なものだけを机上においてください。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2109 子どもと人権 講義 2 2 年次 前期 必修 保育士資格選択 相澤 弘典・水島 祥子

【実務経験】

【授業の概要】
本学の建学の精神である「キリスト教主義」に立って、人間の尊厳性について理解を深め、子どもと人権をめぐる諸問題について、その現実と課題を知り、主体的に学ぶことを目的
とする。他者を尊重するためには、自己を理解し、受容する必要がある。自分自身を愛する姿勢を養い、他者を尊重する力、多様性を持つ隣人と共に生きる力を身につける。

【キーワード】
人間の尊厳性、人権、聖書の人間観、多様性、子どもの権利条約、貧困、障がい、LGBT、カルト宗教、家族と宗教

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①聖書の人間観と土台を共有する人間の尊厳性や人権思想について理解し、説明することができるできるようになる。 DP1

②子どもの権利の歴史的背景と「子どもの権利条約」の概要を理解し、説明することができるようになる。 DP2

③わたしたちの社会にある差別の現実について理解し、子どもの人権を守る役割を担うものとしての自覚を持ち、自らの言葉と行動で表現することができる
ようになる。 DP3，4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 「人権」と聖書～人間の尊厳性（相澤）

第 2週 わたしといのちの歴史～自分自身を愛するように（水島）

第 3週 「ちがいのちがい」＜グループワーク＞（相澤）

第 4週 多様性と人権～隣人を愛する（水島）

第 5週 子どもにとっての人権～「子どもの権利条約」（水島）

第 6週 「貿易ゲーム」＜グループワーク＞（相澤）

第 7週 子どもと人権をめぐる課題① 「貧困」（水島）

第 8週 子どもと人権をめぐる課題② 「障がい」（水島）

第 9週 子どもと人権をめぐる課題③ さまざまな差別問題 その 1～「アンコンシャス・バイアス」って何だ？～（相澤）

第10週 子どもと人権をめぐる課題④ さまざまな差別問題 その 2～身のまわりにある差別問題～（水島）

第11週 子どもと人権をめぐる課題⑤ 「生と性」 その 1～LGBTQ基礎知識～（相澤）

第12週 子どもと人権をめぐる課題⑥ 「生と性」 その 2～「わたしの性」を生きるために～（水島）

第13週 子どもと人権をめぐる課題⑦ 「子どもと宗教」 その 1～「カルト宗教」基礎知識～（相澤）

第14週 子どもと人権をめぐる課題⑧ 「子どもと宗教」 その 2～マインド・コントロールの実際～（水島）

第15週 まとめ～自分自身を愛するように、隣人を愛するために～（相澤）

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 「人間の尊厳性」に関する記事や情報を収集し、学びに備える。（45 分）
事後 リアクションシートを Pholly で提出し、授業にて配付された資料や配信された資料に基づいて復習する。（30 分）

第 2週 事前 次回予告で示された書籍や作品を観る、あるいは鑑賞して学びに備える。（90 分）
事後 リアクションシートを Pholly で提出し、授業にて配付された資料や配信された資料に基づいて復習する。（30 分）

第 3週 事前 次回予告で示された書籍や作品を観る、あるいは鑑賞して学びに備える。（90 分）
事後 リアクションシートを Pholly で提出し、授業にて配付された資料や配信された資料に基づいて復習する。（30 分）

第 4週 事前 次回予告で示された書籍や作品を観る、あるいは鑑賞して学びに備える。（90 分）
事後 リアクションシートを Pholly で提出し、授業にて配付された資料や配信された資料に基づいて復習する。（30 分）

第 5週 事前 次回予告で示された書籍や作品を観る、あるいは鑑賞して学びに備える。（90 分）
事後 リアクションシートを Pholly で提出し、授業にて配付された資料や配信された資料に基づいて復習する。（30 分）

第 6週 事前 「格差」や「不均衡」など事前に示されたキーワードについて情報を収集し、学びに備える。（45 分）
事後 リアクションシートを Pholly で提出し、授業にて配付された資料や配信された資料に基づいて復習する。（30 分）

第 7週 事前 次回予告で示された書籍や作品を観る、あるいは鑑賞して学びに備える。（90 分）
事後 リアクションシートを Pholly で提出し、授業にて配付された資料や配信された資料に基づいて復習する。（30 分）

第 8週 事前 次回予告で示された書籍や作品を観る、あるいは鑑賞して学びに備える。（90 分）
事後 秋研で配付された資料などをもとに復習し、レポートを Pholly で提出する。（30 分）

第 9週 事前 次回予告で示された書籍や作品を観る、あるいは鑑賞して学びに備える。（90 分）
事後 リアクションシートを Pholly で提出し、授業にて配付された資料や配信された資料に基づいて復習する。（30 分）

第10週 事前 次回予告で示された書籍や作品を観る、あるいは鑑賞して学びに備える。（90 分）
事後 リアクションシートを Pholly で提出し、授業にて配付された資料や配信された資料に基づいて復習する。（30 分）

第11週 事前 次回予告で示された書籍や作品を観る、あるいは鑑賞して学びに備える。（90 分）
事後 リアクションシートを Pholly で提出し、授業にて配付された資料や配信された資料に基づいて復習する。（30 分）

第12週 事前 次回予告で示された書籍や作品を観る、あるいは鑑賞して学びに備える。（90 分）
事後 リアクションシートを Pholly で提出し、授業にて配付された資料や配信された資料に基づいて復習する。（30 分）

第13週 事前 次回予告で示された書籍や作品を観る、あるいは鑑賞して学びに備える。（90 分）
事後 リアクションシートを Pholly で提出し、授業にて配付された資料や配信された資料に基づいて復習する。（30 分）

第14週 事前 次回予告で示された書籍や作品を観る、あるいは鑑賞して学びに備える。（90 分）
事後 リアクションシートを Pholly で提出し、授業にて配付された資料や配信された資料に基づいて復習する。（30 分）

第15週 事前 次回予告で示された書籍や作品を観る、あるいは鑑賞して学びに備える。（60 分）
事後 全体を振り返り、期末レポートに向けて準備をする。（60 分）
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【授業計画コメント】
遠隔授業のスケジュールや、共同担当で授業することから、授業計画を変更することがある。また、Pholly による資料の配付を行ったり、授業内レポートの提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない
参考書・参考資料等 授業中に適宜資料を配付する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 60％ 到達目標に基づいて、授業で取り扱った内容に関する理解度で評価する。

小テスト・授業内レポート 25％ Pholly による授業内レポートが適切であるか（15％）、秋研レポートの内容が適切であるか（10％）について評価する。

その他 15％ グループワークなどでの取り組みや発表（10％）、受講態度（5％）によって評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
Pholly にて提出されたリアクションシートの質問に対して、次回の授業でとりあげ解説する。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、相澤、水島の各研究室にて。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2106 心理学 演習 2 2 年次 前期 選択 保育士資格選択 上村 有平

【実務経験】

【授業の概要】
保育者として子どもを理解・援助する上で、子どもの発達・学習に関する心理学的知識にくわえ、保育に携わる自己の理解が重要となる。そこで、保育に関わる問題を中心としながら、
日常で自己や周囲に起こる様々な現象を心理学的観点から考えることを通して、自己や他者の理解を深める。

【キーワード】
心理学、発達、学習、認知、性格、集団心理

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①子どもの発達と学習に関わる心理学的知識について理解することができる DP1

②心理学的知識をもとに、保育実践や自己理解につなげることができる DP1，2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション：心理学とは

第 2週 社会情動的発達（1）：愛着の形成

第 3週 社会情動的発達（2）：愛着の個人差

第 4週 発達と環境

第 5週 認知の発達

第 6週 社会性の発達

第 7週 集団の心理

第 8週 パーソナリティ

第 9週 感情の発達

第10週 感情の発達と自己意識

第11週 学習のメカニズム

第12週 発達理論と発達理解

第13週 生涯発達の心理学

第14週 記憶のメカニズム

第15週 まとめ

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスに目を通し、授業の概要、到達目標、授業計画等を把握する。次回の授業テーマについて情報を収集する。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 2週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 3週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 4週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 5週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 6週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 7週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 8週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 9週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第10週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第11週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第12週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第13週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第14週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 初回からの授業プリントを整理し、授業全体をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第15週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 初回からの授業プリントを整理し、授業全体をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）
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【授業計画コメント】
・受講者の理解度に応じて、授業計画を変更することがある。
・Pholly で授業内レポートの提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 青木紀久代 編著 『保育の心理学』シリーズ・知のゆりかご みらい 2019年
参考書等 浅井拓久也 『マンガでわかる！保育所保育指針：2017年告示対応版』 中央法規出版 2018年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 内閣府 『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

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 50％ 講義内容を理解した上で設問に対して的確に解答しているかを評価する。

期末レポート

授業内レポート・課題 40％ 講義内容に関連する提示したテーマに対して、適切な内容・記述になっているかについて評価する。

その他 授業への参加意欲・態度 10％ 授業への参加意欲や態度、グループワーク等への取り組みを総合的に評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
授業内で課したレポート・課題に関しては、評価後に授業内で全体に向けてフィードバックを行う。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は上村研究室

【その他】
配付プリントをファイルにまとめ、毎回持参すること。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2108 体育（講義） 講義 1 2 年次 前期 必修 幼二種免必修
保育士資格必修 藤本 千草

【実務経験】

【授業の概要】
体育・スポーツの意義を理解し、運動の必要性について考える。また幼児期の運動あそびはどうあるべきかについて理論的に学ぶ。

【キーワード】
体育・スポーツの意義、運動あそび

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①体育・スポーツの意義を深く理解できる。 DP2

②心身の健康の維持増進のための課題解決に向け行動できる。 DP4

③子どもの身体的特徴を学び、幼児期に適した運動の種類や方法を理解する。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 体育・スポーツの意義と心身の健康について

第 2週 幼児期の年齢の特徴を理解し運動あそびを考える①用具を使わない運動あそび

第 3週 「用具を使わない運動あそび」の発表 ＜グループワーク＞

第 4週 幼児期の年齢の特徴を理解し運動あそびを考える②用具を使う運動あそび

第 5週 「用具を使う運動あそび」の発表 ＜グループワーク＞

第 6週 運動あそびや体操の図解や記録について

第 7週 保育現場での運動会・園庭・遊具について

第 8週 全体振り返りとまとめ

第 9週

第10週

第11週

第12週

第13週

第14週

第15週

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 運動の必要性と心の健康について予習する。（30 分）
事後 幼児期運動指針により子どもの運動の必要性も併せて学ぶ。（60 分）

第 2週 事前 用具を使わない運動あそびにはどんな種類があるか予習する。（30 分）
事後 学んだ遊びを振り返り将来実践できるよう復習する。（60 分）

第 3週 事前 グループ発表のための事前準備と練習。（30 分）
事後 他のグループが紹介した運動あそびについて理解し復習する。（60 分）

第 4週 事前 用具を使う運動あそびについて、調べ学習をし予習する。（30 分）
事後 様々な用具を分類し各用具の遊びについて調べる。（60 分）

第 5週 事前 グループ発表に備えて準備と練習をする。（30 分）
事後 それぞれの用具の様々な運動あそびについて理解し復習する。（60 分）

第 6週 事前 体の動きを図や絵で示す方法を調べて予習し練習する。（30 分）
事後 動きを図解で示したものが実際にわかりやすいか確認と修正を行う。（60 分）

第 7週 事前 運動会を開催するためにどのような業務があるか調べリストを作る。（30 分）
事後 運動会の業務・遊具や園庭の安全について復習し理解を深める。（60 分）

第 8週 事前 授業内で学んだ内容を理解しているか、質問等がないか再度確認し復習する。（30 分）
事後 運動あそびについて図解で記録し今後の実践に備える。（60 分）

第 9週

第10週

第11週

第12週

第13週

第14週

第15週
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【授業計画コメント】
Pholly で課題レポートの提出を求めることがある。社会情勢により内容を変更する場合がある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない。
参考書・参考資料等 必要に応じ適宜資料配布する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 実施しない。

発表 30％ 発表の成果・内容・理解度で評価する。

課題 40％ テーマに適した内容であるかと提出状況で評価する。

受講態度 30％ 授業内での意見や質問等の積極的な授業参加度により評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
課題の確認後、授業内でフィードバックを行う。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は藤本研究室にて。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2107 保育と情報 演習 2 2 年次 前期 選択 幼二種免必修
保育士資格選択 横島 三和子

【実務経験】

【授業の概要】
現代社会では、あらゆる分野や場面で ICT が活用されている。保育現場においても様々な形態で ICT の導入が進み、その活用方法が提案されている。そうした保育現場に対応する
ために、本授業では 3つの力の修得を目指す。まず、保育の中で求められる ICT活用に関する基礎的な知識・技術を修得する。そして、保育を想定した課題の演習を通じて、保育に
おける ICT活用の可能性を自ら考えられる力を培う。さらに、実際に ICTを活用した保育業務や保育実践ができる力を修得する。

【キーワード】
ICT の特性と活用の可能性・保育業務及び保育実践における ICTの活用方法と実践・安全な ICTの活用

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

① ICTの特性や安全な活用について理解し、保育における ICT活用例・実践例を踏まえて、自分の考えを説明することができるようになる。 DP1，2，3

②デジタル機器の基礎的な操作スキルを高め、簡単なコンテンツが作成できるようになる。 DP1，2

③コンピュータを活用した制作物を、保育で活用できる程度のレベルで仕上げ、評価することができるようになる。 DP3，4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション 保育の場における ICTの導入・活用の現状

第 2週 ICTの活用について考える① 総論（「安全な ICTの活用」を含む）

第 3週 ICTの活用について考える② ICT機器の基本操作 ＜グループワーク＞

第 4週 ICTの活用について考える③ 表現活動のツールとしての活用 ＜グループワーク＞

第 5週 ICTの活用について考える④ 業務支援ツールとしての活用

第 6週 保育における情報共有・振り返り① 情報共有の意義と方法 ＜対話型授業、グループワーク＞

第 7週 保育における情報共有・振り返り② 情報の蓄積と意味づけ

第 8週 保育における情報共有・振り返り③ 情報の整理

第 9週 保育における情報共有・振り返り④ 情報の振り返り ＜対話型授業＞

第10週 ICT機器の活用と制作① 制作物・動画コンテンツの作成 ＜グループワーク＞

第11週 ICT機器の活用と制作② 制作物・動画コンテンツの仕上げ、発表 ＜グループワーク＞

第12週 保育教材の作成① デジタル絵本のテーマとシナリオ構想 ＜グループワーク＞

第13週 保育教材の作成② デジタル絵本の原画作成 ＜グループワーク＞

第14週 保育教材の作成③ デジタル絵本の動画編集 ＜グループワーク＞

第15週 保育教材の作成④と授業全体の振り返り デジタル絵本の発表会と評価 ＜対話型授業、グループワーク＞

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 授業内容の理解を深めるために、シラバスを熟読し、授業の概要や到達目標、授業計画等を把握し、本科目を受講する心構えや準備を整えておくこと。（所要時間 60 分）
事後 授業内で提示した資料等を見直し、授業内容を振り返る。また、自宅の PC等でタイピングの練習に取り組む。（所要時間 120 分）

第 2週 事前 授業内容の理解を深めるために、シラバスを確認したり、前回の授業内容を振り返ったりし、次回の受講する準備を整えておくこと。（所要時間 90 分）
事後 授業内で提示した資料等を見直し、授業内容を振り返る。また、自宅の PC等でタイピングの練習に取り組む。（所要時間 90 分）

第 3週 事前 授業内容の理解を深めるために、シラバスを確認したり、前回の授業内容を振り返ったりし、次回の受講準備を整えておくこと。（所要時間 90 分）
事後 授業内で提示した資料等を見直し、授業内容を振り返る。また、自宅の PC等でタイピングの練習に取り組む。（所要時間 90 分）

第 4週 事前 授業内容の理解を深めるために、シラバスを確認したり、前回の授業内容を振り返ったりし、次回の受講準備を整えておくこと。（所要時間 90 分）
事後 授業内で提示した資料等を見直し、授業内容を振り返る。また、自宅の PC等でタイピングの練習に取り組む。（所要時間 90 分）

第 5週 事前 授業内容の理解を深めるために、シラバスを確認したり、前回の授業内容を振り返ったりし、次回の受講準備を整えておくこと。（所要時間 90 分）
事後 授業内で提示した資料等を見直し、授業内容を振り返る。また、自宅の PC等でタイピングの練習に取り組む。（所要時間 90 分）

第 6週 事前 授業内容の理解を深めるために、シラバスを確認したり、前回の授業内容を振り返ったりし、次回の受講準備を整えておくこと。（所要時間 90 分）
事後 授業内で提示した資料等を見直し、授業内容を振り返る。次回の授業内容のための情報収集を行うこと。（所要時間 90 分）

第 7週 事前 授業内容の理解を深めるために、シラバスを確認したり、前回の授業内容を振り返ったりし、次回の受講準備を整えておくこと。（所要時間 90 分）
事後 授業内で提示した資料等を見直し、授業内容を振り返る。次回の授業内容のための情報収集を行うこと。（所要時間 90 分）

第 8週 事前 授業内容の理解を深めるために、シラバスを確認したり、前回の授業内容を振り返ったりし、次回の受講準備を整えておくこと。（所要時間 90 分）
事後 授業内で提示した資料等を見直し、授業内容を振り返る。次回の授業内容のための情報収集を行うこと。（所要時間 90 分）

第 9週 事前 授業内容の理解を深めるために、シラバスを確認したり、前回の授業内容を振り返ったりし、次回の受講準備を整えておくこと。（所要時間 90 分）
事後 授業内で提示した資料等を見直し、授業内容を振り返る。次回の制作に向けて情報収集や構想を練っておくこと。（所要時間 90 分）

第10週 事前 授業内容の理解を深めるために、シラバスを確認したり、前回の授業内容を振り返ったりし、次回の受講準備を整えておくこと。（所要時間 90 分）
事後 授業内で提示した資料等を見直し、授業内容を振り返る。次回の制作の仕上げに向けて課題を進めておくこと。（所要時間 90 分）

第11週 事前 授業内容の理解を深めるために、シラバスを確認したり、前回の授業内容を振り返ったりし、次回の受講準備を整えておくこと。（所要時間 90 分）
事後 授業内で提示した資料等を見直し、授業内容を振り返る。次回の制作に向けて情報収集や構想を練っておくこと。（所要時間 90 分）

第12週 事前 授業内容の理解を深めるために、シラバスを確認したり、前回の授業内容を振り返ったりし、次回の受講準備を整えておくこと。（所要時間 90 分）
事後 授業内で提示した資料等を見直し、授業内容を振り返る。次回に向けて制作を進めておくこと。（所要時間 90 分）

第13週 事前 授業内容の理解を深めるために、シラバスを確認したり、前回の授業内容を振り返ったりし、次回の受講準備を整えておくこと。（所要時間 90 分）
事後 授業内で提示した資料等を見直し、授業内容を振り返る。次回に向けて制作を進めておくこと。（所要時間 90 分）

第14週 事前 授業内容の理解を深めるために、シラバスを確認したり、前回の授業内容を振り返ったりし、次回の受講準備を整えておくこと。（所要時間 90 分）
事後 授業内で提示した資料等を見直し、授業内容を振り返る。次回に向けて制作を進めておくこと。（所要時間 90 分）

第15週 事前 授業内容の理解を深めるために、シラバスを確認したり、前回の授業内容を振り返ったりし、次回の受講準備を整えておくこと。（所要時間 90 分）
事後 これまで授業内で提示した資料等を見直し、授業内容全体を振り返る。今後保育の場において ICTを活用するための自己課題を見出しておくこと。（所要時間 90 分）
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【授業計画コメント】
・ほぼ毎回パソコン等のデジタル端末を使った演習があり、各授業の終わりに振り返り小レポートや演習の成果の提出がある。
・Pholly での授業内課題の提出を求めることがある。
・受講者の理解度や課題の進捗に応じて、授業計画を変更することがある。
・欠席や遅刻は授業から遅れる原因となるため、原則として、無遅刻・無欠席を目指してほしい。授業中は、私語を慎むこと。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない
参考書・参考資料等 必要に応じて適宜資料を配布する

著者・編集者名 書名 出版社 発行年
参考書等 秋田喜代美・宮田まり子・野澤祥子 ICTを使って保育を豊かに ワクワクがつながる＆広がる28の実践 中央法規 2022年
参考書等 アンドレアス・シュライヒャー［著]／経済協力開発機構（OECD）[編]／一見真理子／星三和子［訳] デジタル社会に向けた幼児教育・保育 人生初期の学びと育ちを支援する 明石書店 2020年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート

授業内レポート 45％ 講義・演習の内容を理解した上で、これまでに蓄積された知見を考えに入れてながら客観的な考察ができているかを評価
する。

授業参加度 20％ 授業への取り組み姿勢や振り返りコメントの内容、共同作業における貢献度で評価する。

授業内の制作物 35％ 提出された制作物が実際に保育の場で活用できるかという視点から評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出された課題は、次回の授業の冒頭で解説・コメントを行う。また、Pholly 等から個別にコメントを行う。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
やむを得ず欠席した場合は、次回の授業で担当教員に申し出て、指示を仰ぐこと。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2112 英語Ⅱ 演習 2 2 年次 後期 選択 ジュノン・クラウディア

【実務経験】

【授業の概要】
国際化が進む中で、保育園・幼稚園における外国籍の子どもたち及び保護者とのよりよい英語のコミュニケーションとるための英語力を習得する。

【キーワード】
キリスト教、アメリカの行事と文化、祈り、思いやり、ロールプレイ、ゲーム。

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①外国籍の子どもたち及び保護者との信頼を築くための最低限必要な英語力を身につける。 DP1

②初歩的な英会話能力を身につけることができる。 DP3

③外国籍の子どもたちがわかるような英語の表現能力を習得することができる。 DP4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 Introduction オリエンテーション

第 2週 Field Trip キリスト教社会福祉と保育園見学

第 3週 Communication Skills 子どもとの英会話表現

第 4週 Holidays‒Halloween アメリカの文化と行事ハロウィーン

第 5週 English Games ゲームで楽しみながら覚える

第 6週 Discussing Illnesses 子どもたちの病気の名前

第 7週 Holidays‒Christmas アメリカの文化と行事クリスマス

第 8週 Dances and Songs 身体を動かす表現力

第 9週 American Customs アメリカの習慣と伝統

第10週 Learning to pray in English 祈ることと思いやること

第11週 Story telling 物語を楽しむ

第12週 Nursery Rhymes and Chants 保育でのリズムと詩

第13週 Bible stories in English 聖書を読む

第14週 Role Playing ロールプレイとドラマ

第15週 Review 振り返りと展望

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 英語で自己紹介ができるように準備する。
事後 日本に住む外国籍の子どもたちについて調べておく。

第 2週 事前 賀川豊彦について調べておく。
事後 外国籍の子どもたちのニーズについて調べる。

第 3週 事前 子どもとの会話に使う表現を英語で調べてみる。
事後 子どもが使う挨拶など英語で表現してみる。

第 4週 事前 ハロウィーンの歴史を調べてくる。
事後 ハロウィーンで使われる英語表現を復習する。

第 5週 事前 好きなゲームを英語で考えておく。
事後 ゲームを英語で指導できるように復習する。

第 6週 事前 子どもがかかりやすい病気の英語名を考えて見る。
事後 子どもの病気を英語で保護者に伝える練習をする。

第 7週 事前 クリスマスについて調べておく。
事後 クリスマスの歌や讃美歌を英語で覚える

第 8週 事前 子どものための英語の歌や踊りについて調べる。
事後 学習した英語の歌や踊りを復習する。

第 9週 事前 アメリカの習慣や伝統について調べてみる。
事後 アメリカの祭日について調べてみる。

第10週 事前 子どもたちへの祈りについて考えてみる。
事後 子どもたちや保護者への祈りを英語でどう表現するかを復習する。

第11週 事前 好きな英語の物語について調べてみる。
事後 好きな英語の物語を英語で読んでみる。

第12週 事前 英語の好きな詩があればそれを読んでくる。
事後 英語の詩のライム（韻）について調べてみる。

第13週 事前 聖書の言葉で好きな箇所があればそれを箇条書きしてみる。
事後 英語の聖書で好きな箇所を読んでみる。

第14週 事前 ドラマや映画を自分で演じるとしたら何が大切かを考えておく。
事後 何かを演じた時に感じたことをノートなどに書き留めておく。

第15週 事前 授業全体で学んだことを箇条書きでメモしておく。
事後 保育の様々な場面で英語で表現することを心がけ、実践してみる。
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【授業計画コメント】
受講者の理解度に応じて授業内容を変更することがある。各回、質問やコメント、積極的に参加することが望ましい。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 各自英和辞典を用意しておくこと
参考書・参考資料等 特に定めない。授業の中で紹介する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

プロジェクト課題 20％

インタビューテスト 30％ 期末定期試験の代わりにインタビューテストを行う

小テスト・宿題 30％ 小テスト：20％、宿題：10％

授業への参加態度 20％

合計 100％ 総合的に判断する

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
授業は、原則全て英語で行う。
新しい語彙をしっかりと学ぶ気概を持ってクラスに参加すること。1対 1や小グループでの会話の活動に積極的に参加する意思を持つこと。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2110 社会学 講義 2 2 年次 後期 選択 保育士資格選択 木村 弘之

【実務経験】

【授業の概要】
毎回の講義で紹介する事例を通じて、「社会学的なものの見方」について理解することです。
「社会学的なものの見方」とは、常識とされている事柄に、時代、年代、階層などのさまざまな社会的変数から焦点を当てることで、そこに意外な視点を発見してくことです。講義
では、子育て、母親の役割、恋愛、結婚、うわさ話などできるだけ具体的な事象を通じて「社会学なものの見方」について紹介していきます。

【キーワード】
ジェンダー、配偶者選択、少子高齢化、児童虐待、格差、社会階層、社会性

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①「社会学的なものの見方」を踏まえて、授業内容について、それを説明する具体例をあげられるようになること。 DP1

②「社会学的なものの見方」を踏まえて、日常生活において、授業で説明した様々な事柄の応用できる例をあげられるようになること。 DP2

③「社会学的なものの見方」を踏まえて、そのように捉えることの、メリットとデメリットについて考察できるようになること。 DP3

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 社会学的な見方について

第 2週 親子関係における社会性（1）母性は本能か

第 3週 親子関係における社会性（2）3歳児神話と社会の受け入れ

第 4週 親子関係における社会性（3）育児の知識と思い込み

第 5週 夫婦関係における社会性（1）ジェンダーと性別

第 6週 夫婦関係における社会性（2）恋愛結婚と社会階層

第 7週 夫婦関係における社会性（3）恋愛結婚と結婚戦略

第 8週 家族と社会（1）少子化社会とスウェーデン幻想

第 9週 家族と社会（2）高齢者の役割と居場所

第10週 家族と社会（3）児童虐待と社会の注目

第11週 家族と社会（4）公園デビューとコミュニティ

第12週 メディアと社会（1）食育とフードファディズム

第13週 メディアと社会（2）都市伝説とメディア世間

第14週 メディアと社会（3）ナンバ歩行とお遊戯

第15週 メディアと社会（4）印象操作と社会学的リテラシー

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 Pholly 上に公開された、次回の資料に目を通しておいて下さい。（90 分程度）
事後 今回の講義内容を、小テスト等を利用して、整理しておいてください。（90 分程度）

第 2週 事前 Pholly 上に公開された、次回の資料に目を通しておいて下さい。（90 分程度）
事後 今回の講義内容を、小テスト等を利用して、整理しておいてください。（90 分程度）

第 3週 事前 Pholly 上に公開された、次回の資料に目を通しておいて下さい。（90 分程度）
事後 今回の講義内容を、小テスト等を利用して、整理しておいてください。（90 分程度）

第 4週 事前 Pholly 上に公開された、次回の資料に目を通しておいて下さい。（90 分程度）
事後 今回の講義内容を、小テスト等を利用して、整理しておいてください。（90 分程度）

第 5週 事前 Pholly 上に公開された、次回の資料に目を通しておいて下さい。（90 分程度）
事後 今回の講義内容を、小テスト等を利用して、整理しておいてください。（90 分程度）

第 6週 事前 Pholly 上に公開された、次回の資料に目を通しておいて下さい。（90 分程度）
事後 今回の講義内容を、小テスト等を利用して、整理しておいてください。（90 分程度）

第 7週 事前 Pholly 上に公開された、次回の資料に目を通しておいて下さい。（90 分程度）
事後 今回の講義内容を、小テスト等を利用して、整理しておいてください。（90 分程度）

第 8週 事前 Pholly 上に公開された、次回の資料に目を通しておいて下さい。（90 分程度）
事後 今回の講義内容を、小テスト等を利用して、整理しておいてください。（90 分程度）

第 9週 事前 Pholly 上に公開された、次回の資料に目を通しておいて下さい。（90 分程度）
事後 今回の講義内容を、小テスト等を利用して、整理しておいてください。（90 分程度）

第10週 事前 Pholly 上に公開された、次回の資料に目を通しておいて下さい。（90 分程度）
事後 今回の講義内容を、小テスト等を利用して、整理しておいてください。（90 分程度）

第11週 事前 Pholly 上に公開された、次回の資料に目を通しておいて下さい。（90 分程度）
事後 今回の講義内容を、小テスト等を利用して、整理しておいてください。（90 分程度）

第12週 事前 Pholly 上に公開された、次回の資料に目を通しておいて下さい。（90 分程度）
事後 今回の講義内容を、小テスト等を利用して、整理しておいてください。（90 分程度）

第13週 事前 Pholly 上に公開された、次回の資料に目を通しておいて下さい。（90 分程度）
事後 今回の講義内容を、小テスト等を利用して、整理しておいてください。（90 分程度）

第14週 事前 Pholly 上に公開された、次回の資料に目を通しておいて下さい。（90 分程度）
事後 今回の講義内容を、小テスト等を利用して、整理しておいてください。（90 分程度）

第15週 事前 Pholly 上に公開された、次回の資料に目を通しておいて下さい。（90 分程度）
事後 今回の講義内容を、小テスト等を利用して、整理しておいてください。（90 分程度）
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【授業計画コメント】
資料のプリントは、Pholly 上にも公開します。
また、毎回、参考文献などを提示するので、それらを利用し積極的に知見を広げることを意識して受講して下さい。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない。毎回プリントを配布する。
参考書・参考資料等 講義の中で、適宜紹介する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 40％ 「社会学的なものの見方」についての理解度を評価する。

小テスト・授業内レポート 60％ 授業毎に行う。基本的な項目についての理解度と、具体例や応用例をあげられるかについて評価する。

その他

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
毎回の小テストについては、次回の講義でフィードバックを行います。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2232 教育原論 講義 2 2 年次 前期 必修 幼二種免必修
保育士資格必修 戸江 茂博

【実務経験】

【授業の概要】
「原論」というのは、ある事柄についての根本となる理論ということです。したがって「教育原論」とは、教育について考えたり思ったりするときに根本となる考え方、見方を提示
しよう、その根本的な考え方や見方について一緒に考えよう、ということです。授業は、教育とは何か、教育の本質は何かということ絶えず問いながら、進めていきます。すなわち、
教育とは何だろうという問題意識を通奏低音のように、常に響かせていきながら授業を進めていきます。授業では、おもに教育の歴史と思想、教育実践の構造、教育の制度、現代の
教育問題等を論じますが、つねに教育の対象である子供の姿に思いをはせながら授業を展開していきます。

【キーワード】
教育の本質、教育の目的・内容・方法、教育の歴史と思想、教育の制度

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①教育とは何かという問いに対して自分なりに答えることができる。 DP3

②教育と福祉の関連性について理解することができる。 DP1

③教育実践の姿や構造を総合的に理解することができる。 DP2

④近代の子供中心的な子供観の重要性を理解することができる。 DP1

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 教育の本質Ⅰ（教育とは何か）

第 2週 教育の本質Ⅱ（教育の意義、教育と子ども家庭福祉）

第 3週 教育の歴史と思想Ⅰ（古代・中世・近世の教育）

第 4週 教育の歴史と思想Ⅱ（近代・現代の教育）

第 5週 教育の歴史と思想Ⅲ（欧米近代の教育思想家・実践家）

第 6週 教育の歴史と思想Ⅳ（欧米現代の教育思想家・実践家）

第 7週 教育の実践Ⅰ（教育実践の構造①―教育の目的と目標―）

第 8週 教育の実践Ⅱ（教育実践の構造②―教育の内容と方法―）

第 9週 教育の実践Ⅲ（学力問題）

第10週 教育の実践Ⅳ（カリキュラム・マネジメントとアクティブ・ラーニング）

第11週 教育の制度と学校教育Ⅰ（教育の法規）

第12週 教育の制度と学校教育Ⅱ（学校とは何か）

第13週 教育の制度と学校教育Ⅲ（就学前教育の制度）

第14週 現代の教育問題・教育課題Ⅰ（子供の問題、家庭教育と子育て支援）

第15週 現代の教育問題・教育課題Ⅱ（国際教育・人権教育・環境教育・インクルーシブ教育・生涯学習）

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 授業回 1，2，3，4，7～12 については、テキスト理解の予習及び学習事項の復習を行う。（各回 150 分）
授業回 5，6，13～15 については、予習的に調べ学習を行う。（各回 240 分）

第 2週

第 3週

第 4週

第 5週

第 6週

第 7週

第 8週

第 9週

第10週

第11週

第12週

第13週

第14週

第15週
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【授業計画コメント】
この授業は講義とノート筆記を中心に展開します。そして自らの学びの証明として、「教育原論ノート」を作成します。各授業では、授業ＰＲ（授業プリント）を配布しますので（授
業の流れと授業で扱う項目に関する基本的な説明付きです）、授業を聴いて学んだこと、習得したことをそのプリントに書き込んでいって、場合によっては自分で調べたことを加筆
していきます。そして、最終的に自分の「教育原論ノート」を完成させます。5，6，13，14，15 回の授業ノートについては、あなた方が調べたことが中心となるノートとして作成さ
れると思います。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 戸江茂博編著 教育原理 あいり出版 2013年
参考書等 児童育成協会監修 教育原理 中央法規 2016年
参考書等 大嶋恭二ほか編 保育者のための教育と福祉の事典 建帛社 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 50％ 授業内容の理解度を評価する。

期末レポート 30％ 教育について深い洞察ができているかどうかを評価する。

小テスト・授業内レポート

その他 受講態度 20％ すすんで授業に参加し、能動的に学び取ろうとしているかを評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
期末レポートについては、確認の上、適宜フィードバックする。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2241 キリスト教保育 講義 2 2 年次 前期 必修 保育士資格選択 藤原 睦子

【実務経験】

【授業の概要】
キリスト教保育とは何かを感じ、学ぶ。
キリスト教保育の理念、目的、内容などを具体的に経験する。
キリスト教保育を展開する準備として、キリスト教保育の行事を理解し幼児礼拝を企画する。

【キーワード】
キリスト教保育、キリスト教保育の歴史、聖書、礼拝、讃美歌、キリスト教の行事

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①日本のキリスト教保育の歴史を通して、頌栄の歴史について知ることができる。 DP1

②キリスト教保育の実践に触れ保育観、子ども観を知ることができる。 DP2

③キリスト教保育の中で大切にされる行事について知り、体験することができる。 DP1

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 キリスト教保育って何？

第 2週 キリスト教保育の歴史

第 3週 キリスト教保育のねらい

第 4週 聖書のお話、聞いてみよう

第 5週 聖書のお話、話してみよう ＜グループワーク＞

第 6週 祈りについて

第 7週 子どもの祈りについて ＜グループワーク＞

第 8週 礼拝しよう

第 9週 礼拝してみよう。保育の中の礼拝 ＜グループワーク＞

第10週 保育の中で① イースター ＜グループワーク＞

第11週 保育の中で② 花の日・子どもの日 ＜グループワーク＞

第12週 保育の中で③ 収穫感謝祭 ＜グループワーク＞

第13週 保育の中で④ クリスマス ＜グループワーク＞

第14週 保育の中で⑤ 卒園式 ＜グループワーク＞

第15週 キリスト教保育って何？ 講義内容総括

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 第 1週～第 15 週：授業内で簡単な振り返りレポートの提出を求めます。

第 2週

第 3週

第 4週

第 5週

第 6週

第 7週

第 8週

第 9週

第10週

第11週

第12週

第13週

第14週

第15週
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【授業計画コメント】
様々な状況により、対面の授業が出来ない場合は、計画の変更が生じます。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 日本聖書協会 聖書 新共同訳
テキスト キリスト教保育誌2023年⚔月号 キリスト教保育連盟 2023年
テキスト キリスト教保育ハンドブック キリスト教保育連盟 2003年
参考書等 幼児さんびか キリスト教保育連盟
参考書等 おひさまおはよう
参考書等 今さらひとに聞けないキリスト教

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート

授業内レポート 70％ 講義内容に関する内容や課題について、授業内に提出するレポートや制作への取り組みを評価する。

その他 発表・受講態度等 30％ 参加意欲や態度など積極的に取り組む姿勢を評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
各回でのレポートに対して、次回の授業でフィードバックします。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2234 子ども家庭支援論 講義 2 2 年次 前期 選択 保育士資格必修 大城 亜水

【実務経験】

【授業の概要】
現代のわが国は少子化や無縁社会の渦中にあり、親の育児不安・負担による子育て機能の低下が問題視され、改めて「家庭支援」のあり方が問われています。
また、家庭支援は将来保育者になった時、子どもだけでなく多様な保護者（家族）とかかわり、そのニーズに合わせて柔軟に支援するために必要不可欠な知識でもあります。
そこで、本授業は制度論を中心に以下の授業内容に沿って、子ども家庭支援の基礎的な枠組みを学修します。

【キーワード】
子育て家庭支援の理念・意義、子育て家庭への支援体制、保育の専門性を活かした子育て支援、子ども家庭支援の活動・関係機関との連携

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①まず、「子ども家庭支援」が求められる背景やその意義と、わが国の支援体制の現状について理解することができる。 DP2

②そして、具体的に①が「子ども家庭支援」の各論（第 7～11 回）とどのように関わっているのかについて把握することができる。 DP2

③最後に、将来保育者となる時、どのようなスタイルで子ども家庭支援を行うのか、自分自身の考えをまとめることができる。 DP4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション（子ども家庭支援とは何か）

第 2週 「家族」支援から「家庭」支援、そして「子育て」支援へ（子ども家庭支援のあゆみ）

第 3週 子育て支援の意義と役割（今日の子育て支援に求められているもの）

第 4週 子育て支援の技術とその形態（子育て支援に有効な社会資源）

第 5週 子育て支援に関わる法・制度①（家庭、保護者（家族）、子ども、など各々の有効な法制度）

第 6週 子育て支援に関わる法・制度②（わが国の子育て支援政策）

第 7週 ケース別子育て支援①（保育者による子育て支援）

第 8週 ケース別子育て支援②（保育所・幼稚園における子育て支援）

第 9週 ケース別子育て支援③（地域における子育て支援）

第10週 ケース別子育て支援④（要保護児童およびその家庭への支援）

第11週 ケース別子育て支援⑤（障がいをもつ子どもがいる家庭への支援）

第12週 諸外国の子育て支援①（欧米と北欧を中心に）

第13週 諸外国の子育て支援②（東アジアを中心に）

第14週 ワークで学ぶ子育て支援（広報誌から読み解く子育て支援）

第15週 まとめ（学修のふり返りと共有）

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスに目を通し、授業の流れ、学修の到達目標を把握する。（120 分）
事後 第 1回の課題を Pholly に提出（120 分）

第 2週 事前 テキストの指定箇所を読み込み、次回の授業の予習をしておく。（120 分）
事後 第 2回の課題を Pholly に提出（120 分）

第 3週 事前 テキストの指定箇所を読み込み、次回の授業の予習をしておく。（120 分）
事後 第 3回の課題を Pholly に提出（120 分）

第 4週 事前 テキストの指定箇所を読み込み、次回の授業の予習をしておく。（120 分）
事後 第 4回の課題を Pholly に提出（120 分）

第 5週 事前 テキストの指定箇所を読み込み、次回の授業の予習をしておく。（120 分）
事後 第 5回の課題を Pholly に提出（120 分）

第 6週 事前 テキストの指定箇所を読み込み、次回の授業の予習をしておく。（120 分）
事後 第 6回の課題を Pholly に提出（120 分）

第 7週 事前 テキストの指定箇所を読み込み、次回の授業の予習をしておく。（120 分）
事後 第 7回の課題を Pholly に提出（120 分）

第 8週 事前 テキストの指定箇所を読み込み、次回の授業の予習をしておく。（120 分）
事後 第 8回の課題を Pholly に提出（120 分）

第 9週 事前 テキストの指定箇所を読み込み、次回の授業の予習をしておく。（120 分）
事後 第 9回の課題を Pholly に提出（120 分）

第10週 事前 テキストの指定箇所を読み込み、次回の授業の予習をしておく。（120 分）
事後 第 10 回の課題を Pholly に提出（120 分）

第11週 事前 テキストの指定箇所を読み込み、次回の授業の予習をしておく。（120 分）
事後 第 11 回の課題を Pholly に提出（120 分）

第12週 事前 テキストの指定箇所を読み込み、次回の授業の予習をしておく。（120 分）
事後 第 12 回の課題を Pholly に提出（120 分）

第13週 事前 テキストの指定箇所を読み込み、次回の授業の予習をしておく。（120 分）
事後 第 13 回の課題を Pholly に提出（120 分）

第14週 事前 テキストの指定箇所を読み込み、次回の授業の予習をしておく。（120 分）
事後 第 14 回の課題を Pholly に提出（120 分）

第15週 事前 テキストの指定箇所を読み込み、次回の授業の予習をしておく。（120 分）
事後 今まで行った授業内容をふり返る（120 分）
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【授業計画コメント】
本授業は双方向授業型として、グループワークを行うことがあります。また Pholly での授業内レポートの提出や小テストを実施することがあります。
ただし、受講者の理解度に応じて、授業計画を変更することがあります。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 橋本好市・直島正樹 保育実践に求められる子ども家庭支援 ミネルヴァ書房 2019年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『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
参考書等 内閣府 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 60％ 15 回の学修を踏まえ、レポート試験を課す。

小テスト・授業内レポート 25％ Pholly に提出する課題を中心に評価する。

その他 15％ 正課内におけるグループワークや課題について、正課内の学修内容の範囲に留まらず、自発的に課題を発見し、掘り下げ
て研究するなど主体的・能動的に取り組んでいたかどうかを評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
Pholly で提出した課題に対して、以下のいずれかの方法でフィードバックします。
①授業の初めに、課題内容の解説を行う。
②提出課題にコメントを返す。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
特になし
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2237 子どもの保健 講義 2 2 年次 前期 必修 保育士資格必修 堀川 絵実

【実務経験】

【授業の概要】
子どもの心身の健康を守り促進させることは私たち大人（保育者）の重要な責務である。保育・教育施設に通う子どもや療育センターや病院で過ごす子どもたちの健康を保健活動を
通じて支援することの意義について学ぶ。実際に、子どもの健康状態の評価や子どもに起こりやすい病気、体調不良時のケアや予防についての知識を習得する。また、子どもの健康
を守るため、保護者との情報交換や連携の重要性を学ぶ。さらに、地域の母子保健担当窓口、病院やクリニック、療育センターなどの資源を知り保育現場との連携の在り方について
知ることができる。

【キーワード】
子どもの発育・発達 保健活動、子どもの疾患・予防

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①子どもにとって最善の利益になることを考え、子どもの心身の健康増進をはかる保健活動の意義を理解できる。 DP2

②子どもの健康状態の観察方法を習得し、体調不良児のケアにについて説明できる。 DP2

③保護者や母子保健、学校保健、地域の専門機関などの連携や協働についての必要性を述べることができる。 DP4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション 子どもの健康と保健（1） 保健活動の意義と目的 講義と、実際の保育現場に即したエピソードに関連したミニレポートを行う

第 2週 子どもの健康と保健（2） 子どもの出生と母子保健・いのちの始まり

第 3週 子どもの健康と保健（3） 子どもの健康に関する現状と課題

第 4週 子どもの発育・発達と保健（1） 身体発育と運動機能の発達

第 5週 子どもの発育・発達と保健（2） 生理機能の発達と生活習慣

第 6週 地域医保健活動と虐待防止

第 7週 健康観察と体調不良時のケア・保育現場における感染症予防の実際

第 8週 子どもの病気（1） 免疫と感染症の特徴

第 9週 子どもの病気（2） 感染経路と対策／予防接種

第10週 子どもの病気（3） 救急疾患とその対応（AEDの説明と心肺蘇生）

第11週 子どもの病気（4） 新生児の病気と先天性疾患

第12週 子どもの病気（5） アレルギー疾患の特徴と対応

第13週 子どもの病気（6） 慢性疾患の特徴・支援制度

第14週 保護者との情報共有と家族の支援

第15週 健康診断と関連機関との連携

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 次回の授業に該当する部分のテキストを読み、わからない語句は調べておく。（30 分）
事後 返却した小レポートの内容も含め授業内容を振り返り理解できていない部分はピックアップしてオフィスアワーで質問する。（15 分）

第 2週 事前 次回の授業に該当する部分のテキストを読み、わからない語句は調べておく。（30 分）
事後 返却した小レポートの内容も含め授業内容を振り返り理解できていない部分はピックアップしてオフィスアワーで質問する。（15 分）

第 3週 事前 Pholly にて課題提出のため、内容を確認し該当する部分のテキストを読みわからない語句は調べておく。自分の母子健康手帳を準備しておく。（30 分）
事後 課題の内容で理解できていない部分はピックアップしてオフィスアワーで質問する。（15 分）

第 4週 事前 次回の授業に該当する部分のテキストを読み、わからない語句は調べておく。（30 分）
事後 返却した小レポートの内容も含め授業内容を振り返り理解できていない部分はピックアップしてオフィスアワーで質問する。（15 分）

第 5週 事前 次回の授業に該当する部分のテキストを読み、わからない語句は調べておく。（30 分）
事後 返却した小レポートの内容も含め授業内容を振り返り理解できていない部分はピックアップしてオフィスアワーで質問する。（15 分）

第 6週 事前 次回の授業に該当する部分のテキストを読み、わからない語句は調べておく。（30 分）
事後 返却した小レポートの内容も含め授業内容を振り返り理解できていない部分はピックアップしてオフィスアワーで質問する。（15 分）

第 7週 事前 次回の授業に該当する部分のテキストを読み、わからない語句は調べておく。（30 分）
事後 返却した小レポートの内容も含め授業内容を振り返り理解できていない部分はピックアップしてオフィスアワーで質問する。（15 分）

第 8週 事前 次回の授業に該当する部分のテキストを読み、わからない語句は調べておく。（30 分）
事後 返却した小レポートの内容も含め授業内容を振り返り理解できていない部分はピックアップしてオフィスアワーで質問する。（15 分）

第 9週 事前 次回の授業に該当する部分のテキストを読み、わからない語句は調べておく。（30 分）
事後 返却した小レポートの内容も含め授業内容を振り返り理解できていない部分はピックアップしてオフィスアワーで質問する。（15 分）

第10週 事前 次回の授業に該当する部分のテキストを読み、わからない語句は調べておく。（30 分）
事後 返却した小レポートの内容も含め授業内容を振り返り理解できていない部分はピックアップしてオフィスアワーで質問する。（15 分）

第11週 事前 次回の授業に該当する部分のテキストを読み、わからない語句は調べておく。（30 分）
事後 返却した小レポートの内容も含め授業内容を振り返り理解できていない部分はピックアップしてオフィスアワーで質問する。（15 分）

第12週 事前 次回の授業に該当する部分のテキストを読み、わからない語句は調べておく。（30 分）
事後 返却した小レポートの内容も含め授業内容を振り返り理解できていない部分はピックアップしてオフィスアワーで質問する。（15 分）

第13週 事前 次回の授業に該当する部分のテキストを読み、わからない語句は調べておく。（30 分）
事後 返却した小レポートの内容も含め授業内容を振り返り理解できていない部分はピックアップしてオフィスアワーで質問する。（15 分）

第14週 事前 次回の授業に該当する部分のテキストを読み、わからない語句は調べておく。（30 分）
事後 返却した小レポートの内容も含め授業内容を振り返り理解できていない部分はピックアップしてオフィスアワーで質問する。（15 分）

第15週 事前 次回の授業に該当する部分のテキストを読み、わからない語句は調べておく。（30 分）
事後 返却した小レポートの内容も含め授業内容を振り返り理解できていない部分はピックアップしてオフィスアワーで質問する。（15 分）
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【授業計画コメント】
皆さんの理解度に応じて授業計画を変更することがある。必ず予習をして授業に取り組むこと。
遅刻・欠席および私語は厳禁とする。
対面授業時は、最終回を除きミニレポートを実施する。（合計 13 回）

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 小林美由紀 編著 森脇浩一 編集協力 授業で現場で役に立つ！子どもの保健テキスト（改訂第⚒版) 診断と治療社 2021年
参考書・参考資料等 必要に応じて指示する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 48％ 講義の内容に関する設問を通し、理解しているかを評価する。（48 点満点）

期末レポート

小テスト・授業内レポート 52％ 毎回授業の終盤に作成し提出するミニレポート。（4点満点× 13 回 52 点満点）
授業内容に説明したキーワードの説明がなされたうえで自分の考えをを論理的に記述出来ているかどうかを評価する。

その他

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
対面授業時の小レポートは次回授業時にフィードバックする。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2233 子ども理解と相談援助 演習 2 2 年次 前期 選択 幼二種免必修
保育士資格必修 川島 直子

【実務経験】

【授業の概要】
子ども一人ひとりを理解するという視点を身につけ、発達課題に応じた関わりや、特別な配慮が必要な子どもとの関わり、保護者や就職先との情報共有などに対応できるよう実践を
踏まえて説明する。また、子どもの理解を深めるために観察や記録に関する具体的な方法を用いる意義や目的を学び、保育者の基本的態度や援助について説明する。

【キーワード】
子ども理解、教育相談、相談援助、カウンセリングマインド

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①子どもの心身の発達や発達課題を把握する意義について理解し説明できる。 DP2

②子どもを理解するために必要な基礎的知識を理解した上で、保育者としての対応や援助、基本的態度を身に付ける。 DP1

③保護者や家庭の把握と情報共有の意義が説明でき、カウンセリングマインドを基本とした対応を身に付ける。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション、保育・教育現場における今日の課題

第 2週 保育・教育現場における子どもの発達理解①（子どもの観かた）

第 3週 保育・教育現場における子どもの発達理解②（障害のある子ども・気になる子ども）

第 4週 保育・教育現場における子どもの発達理解③（被虐待児・子どもの貧困など）

第 5週 保育・教育現場とカウンセリング①（基礎理論）

第 6週 保育・教育現場とカウンセリング②（カウンセリング技法の活用）

第 7週 子どもの変化と保育者の気づき

第 8週 障害のある子どもや特別な配慮が必要な子どもとカウンセリングマインド

第 9週 保育者とカウンセリングマインド

第10週 保育・教育現場におけるカウンセリングの実態①（集団活動が苦手な子ども）

第11週 保育・教育現場におけるカウンセリングの実態②（子どもの SOSへの対応）

第12週 保育・教育現場におけるカウンセリングの実態③（保護者の様々な心情）

第13週 相談計画の作成と園内の連携体制

第14週 医療、福祉、司法等の専門機関との連携

第15週 一人ひとりの心理的特質や保育・教育の課題に応じた支援

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスを熟読する。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 2週 事前 テキスト p 18～p 27 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 3週 事前 テキスト p 44～p 52 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 4週 事前 被虐待児・子どもの貧困について調べておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 5週 事前 テキスト p 65～p 68 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 6週 事前 テキスト p 83～p 88 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 7週 事前 前回授業で提示したテキストや資料の範囲に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 8週 事前 テキスト p 52～p 57 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 9週 事前 テキスト p 104～p 111 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第10週 事前 テキスト p 136～p 139 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第11週 事前 テキスト p 148～p 151 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第12週 事前 テキスト p 168～p 183 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第13週 事前 テキスト p 111～p 113 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第14週 事前 テキスト p 90～p 102 に目を通しておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第15週 事前 今までの授業で学んだことを振り返っておく。（120 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）
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【授業計画コメント】
・保育者を目指すものとして、実習や就職した時の自身の姿や子どもの姿を想定して、意欲的に授業に参加すること。
・授業内容によって配布プリントをもとに授業を実施する。
・Pholly でレポートの提出を求める場合がある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 小田豊・秋田喜代美 編者 『子どもの理解と保育・教育相談［第⚒版]』 ㈱みらい 2022年
参考書・参考資料等 授業中に適宜資料を配布する

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 60％ 講義内容を理解した上で設問に対して的確に解答しているかを評価する。

期末レポート

小テスト・授業内レポート 20％ 講義内容に関連する提示したテーマに対して、適切な内容・記述になっているかについて評価する。

その他 授業への参加意欲・態度 20％ 授業への参加意欲や態度、グループワークへの取り組みを総合的に評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
レポートに関するフィードバックは、授業内で全体的に行う。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、川島研究室にて。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2235 社会的養護Ⅱ 演習 1 2 年次 前期 選択 保育士資格必修 川島 直子

【実務経験】

【授業の概要】
社会的養護Ⅰで教授したことをふまえ、施設養護や家庭養護における子どもの生活の実際を説明し、子どもの自立を支援するための方法について理解できるようにしていく。また、
実践事例を通して、保育者に求められる役割や実践力を身に付けられるようになることを目指して展開していく。

【キーワード】
ソーシャルワーク、アドミッションケア、インケア、リービングケア、アフターケア

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①社会的養護の現状を理解し、説明することができる。 DP2

②社会的養護における現場の実際を理解し、具体的な支援内容について説明することができる。 DP2

③様々な環境におかれた子どもに関して、自らの考えを述べることができる。 DP3

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション、社会的養護について考える

第 2週 社会的養護の理念と機能、法制度と枠組み

第 3週 社会的養護を必要とする子どもの理解と権利

第 4週 社会的養護にかかわる保育士の役割

第 5週 保育士の倫理および責務

第 6週 保育士の専門性

第 7週 施設における支援の実際①～アドミッションケアについて～

第 8週 施設における支援の実際②～インケアについて～

第 9週 施設における支援の実際③～リービングケア・アフターケアについて～

第10週 社会的養護にかかわる相談支援①～家庭・家族への支援～

第11週 社会的養護にかかわる相談支援②～里親への支援・自立支援について～

第12週 記録および評価①～社会的実践における記録～

第13週 記録および評価②～社会的実践における評価～

第14週 記録および評価③～事例から学ぶ～

第15週 社会的養護実践に関する課題と振り返り

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスを熟読する。（60 分）
事後 授業内容を振り返る。（60 分）

第 2週 事前 テキスト p 14～p 26 に目を通しておく。（60 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（60 分）

第 3週 事前 テキスト p 28～p 41 に目を通しておく。（60 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（60 分）

第 4週 事前 テキスト p 44～p 47 に目を通しておく。（60 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（60 分）

第 5週 事前 テキスト p 47～p 51 に目を通しておく。（60 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（60 分）

第 6週 事前 テキスト p 51～p 54 に目を通しておく。（60 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（60 分）

第 7週 事前 テキスト p 56～p 60 に目を通しておく。（60 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（60 分）

第 8週 事前 テキスト p 60～p 63 に目を通しておく。（60 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（60 分）

第 9週 事前 テキスト p 63～p 65 に目を通しておく。（60 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（60 分）

第10週 事前 テキスト p 70～p 74 に目を通しておく。（60 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（60 分）

第11週 事前 テキスト p 74～p 77 に目を通しておく。（60 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（60 分）

第12週 事前 テキスト p 80～p 84 に目を通しておく。（60 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（60 分）

第13週 事前 テキスト p 84～p 95 に目を通しておく。（60 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（60 分）

第14週 事前 テキスト p 120～p 128 に目を通しておく。（60 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（60 分）

第15週 事前 これまでの授業を振り返っておく。（60 分）
事後 テキストやプリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（60 分）
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【授業計画コメント】
・授業内容によって配布プリントをもとに授業を実施する。
・Pholly でレポートの提出を求める場合がある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 橋本好市・原田旬哉 編者 『演習・保育と社会的養護実践』―社会的養護Ⅱ― ㈱みらい 2019年
参考書等 杉山宗尚・原田旬哉 編者 『社会的養護Ⅱ』 萌文書林 2021年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 70％ 授業で学んだ社会的養護における支援の内容に関する問題で評価する。

期末レポート

小テスト・授業内レポート 30％ 提出状況と課題テーマに対する記述内容で評価する。

その他

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
レポートに関するフィードバックは、授業内で全体的に行う。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、川島研究室にて。

【その他】
社会的養護施設での実習を希望する学生や就職を目指す学生にとっては、さらに学びを深めることができる科目である。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2257 キャリアへのアプローチⅡ 講義 1 2 年次 前期 必修 布村 志保・森田 麗子・川島 直子
水島 祥子 他、専任教員

【実務経験】

【授業の概要】
「キャリアへのアプローチⅠ」を踏まえ、卒業後の進路選択に向け、キャリア形成を探求していきます。自らのキャリアと仕事へのアプローチのために必要なことを考えながら、情
報収集やコミュニケーション・社会生活のスキルを高め、社会人としての視点の醸成を目指します。

【キーワード】
職業観、社会的視野、自己理解、主体性

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①自らの職業観と社会的視野を育み、進路を自ら選択し、キャリア形成に向けて主体的な行動をとることができる。 DP1，3，4

②自分自身を理解し、他者に伝わる自己表現ができるとともに他者との双方向性のコミュニケーションをとることができる。 DP3，4

③キャリア形成のために必要な意識と知識を習得し、活用できる。 DP3，4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 就職活動について 就職の現状とルール、進路登録（布村）

第 2週 就職先の選択、情報収集の方法について（森田）

第 3週 採用試験対策①履歴書の書き方（布村・水島）

第 4週 保育士試験：作文（水島）

第 5週 採用試験対策②面接試験の内容、受け方と面接者の視点（川島）

第 6週 自己分析、個人面談（各担当教員）

第 7週 就職先でのコミュニケーション（森田・川島）

第 8週 授業のまとめ：社会人としての成長を考える（布村・厨子）

第 9週

第10週

第11週

第12週

第13週

第14週

第15週

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスを読んで内容を理解し、今後の取り組みについてイメージを持つ。（30 分）
事後 授業時に活用した『就職の手引き』のページを再読し、期日までに正しく履修登録の手続きをする。（60 分）

第 2週 事前 『就職の手引き』の該当部分を読んでおく。（30 分）
事後 配布資料などで本時の学習内容を振り返り、自分の進路と就職活動の流れを確認して計画を立てる。（60 分）

第 3週 事前 『就職の手引き』の該当部分を読む。自分の強みを考えた自己 PRやこれまでの出来事を思い出してメモしておく。（30 分）
事後 本時の学習内容を振り返って文章化し、期限までに下書きを提出する。（60 分）

第 4週 事前 作文の基本的な書き方を確認しておく。（30 分）
事後 返却された作文を見直し、修正点や課題を確認する。（60 点）

第 5週 事前 『就職の手引き』の該当部分を読んでおく。（30 分）
事後 本時の学習内容やアドバイスを活用し、担当教員との面接練習に向けて準備する。（60 分）

第 6週 事前 個人面談に向けて自分の志望動機や就職活動について伝えられるように準備する。（30 分）
事後 個人面談で明確になった現状を見直し、今後の計画を再確認する。（60 分）

第 7週 事前 『就職の手引き』の該当部分を読んでおく。（30 分）
事後 本時の学習内容を振り返り、気づいたことや課題を整理する。（60 分）

第 8週 事前 就職後の自分の成長について考えてみる。（30 分）
事後 本時の学習内容を振り返って気づいたことや考えたことを期限までに文章にまとめ、自分なりのキャリア形成について考える。（60 分）

第 9週

第10週

第11週

第12週

第13週

第14週

第15週
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【授業計画コメント】
・さまざまな課題を通じて、社会人となる自覚と責任を自覚しながら各自の進路について考えることを求めます。授業内容を理解して就職活動に取り組むことが求められます。やむ
を得ず欠席した場合は、各回の担当教員に確認し、授業内容を理解しておいてください。
・外部講師の都合により、授業計画を変更することがあります。
・遠隔で授業を実施する際は、Pholly を使用して行うことがあります。また、Pholly への授業内レポートの提出を求めることがあります。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 頌栄短期大学 『就職の手引き』 2023年
参考書・参考資料等 適宜資料を配布します。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート

小テスト・授業内レポート 20％ 適切かつ論理的に考察し、目的に適った記述で提出期限を守ったものを評価する。

能動的参加 30％ 積極的な取り組みによる授業への参加度・貢献度で評価する。

提出課題 50％ 提出課題は授業内容を理解し、適切かつ論理的に考察し、目的に適った記述で提出期限を守ったものを評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出された課題は確認し、返却時に全体に向けてフィードバックします。提出期限を守ってください。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、布村研究室にて。

【その他】
・授業に必要なものだけを机上においてください。
・第 6回は各担当教員による面談になります。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2260 表現の指導法Ａ 演習 2 2 年次 前期 選択 幼二種免必修
保育士資格必修 藤本 千草・関田 良

【実務経験】

【授業の概要】
乳幼児の実態や育みたい感性に結びつけつつ、幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に示されている「表現」のねらい及び内容について理解を
深める。音やリズム、身体の動き、五感の働きなど多彩な表現要素を用いた活動を展開するため、子どもの表現に共感し、応答する力を養う。その上で、子どもの育つ道筋を意識し、
主体的・対話的で深い学びを実現する保育を具体的に構想し、実践する方法を身に付ける。

【キーワード】
領域、表現、子どもの育ち、感性、保育内容

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①乳幼児の認識・思考・動き等を視野に入れた表現活動のための、保育の構想の重要性を理解できる。 DP2

②領域「表現」の特性と乳幼児の体験とのつながりを視野に入れた情報機器及び教材の活用法を理解し、保育構想に反映できる。 DP2

③具体的な表現場面を想定した指導案を作成し、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。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 保育における表現～領域「表現」のねらいと内容の理解～（藤本）

第 2週 育みたい子どもの感性と表現（藤本）

第 3週 乳幼児の発達と表現活動①身体表現と環境構成 ＜グループワーク＞（藤本）

第 4週 領域「表現」と保・幼・小の接続～協働のなかの表現～（藤本）

第 5週 遊びや生活における表現①日常の動きと表し～ICT機器を用いた遊び～ ＜グループワーク＞（藤本）

第 6週 行事への取り組みと表現①運動とリズム表現 ＜ロールプレイ＞（藤本）

第 7週 身体表現の教材と指導法～わらべうたの動きから～ ＜ロールプレイ＞（藤本）

第 8週 指導案の作成と模擬保育① 3歳未満児の身体表現活動 ＜グループワーク・ロールプレイ＞（藤本）

第 9週 乳幼児の発達と表現活動②音楽表現と環境構成 ＜グループワーク＞（関田）

第10週 保育者の音楽的援助～伴奏楽器と ICT機器の活用～ ＜ロ～ルプレイ＞（関田）

第11週 音楽表現の教材と指導法～楽器と楽器以外のモノを通して～ ＜グループワーク＞（関田）

第12週 遊びや生活における表現②音・動きから音楽へ ＜フィールドワーク＞（関田）

第13週 行事への取り組みと表現②うたう活動と歌唱指導 ＜ロールプレイ＞（関田）

第14週 指導案の作成と模擬保育② 3歳～5歳児の音楽表現活動 ＜グループワーク・ロールプレイ＞（関田）

第15週 乳幼児の心情や思考、表現の理解と保育構想の向上（関田）

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 1年次前期に学んだ領域「表現」について振り返り、指導法の理解に向けて準備する。（所要時間 60 分程度）
事後 テキスト pp. 100～106 をまとめ、復習する。（所要時間 60 分程度）

第 2週 事前 テキスト pp. 119～120 を予習しておく。（所要時間 60 分程度）
事後 育みたい子どもの資質について学んだことを整理する。（所要時間 60 分程度）

第 3週 事前 テキスト pp. 125～127 を予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 子どもの身体表現を引き出す環境構成について復習する。（所要時間 60 分程度）

第 4週 事前 テキスト pp. 111～115 を予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 幼児期と学童期をつなぐ課題について整理する。（所要時間 60 分程度）

第 5週 事前 テキスト pp. 147～154 を予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業内容を振り返り、要点をまとめ、実践に活かせるようにする。（所要時間 60 分程度）

第 6週 事前 テキスト pp. 155～158 を予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業内容を振り返り、要点をまとめ、実践に活かせるようにする。（所要時間 60 分程度）

第 7週 事前 テキスト pp. 205～208 を予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業内容を振り返り、要点をまとめ、実践に活かせるようにする。（所要時間 60 分程度）

第 8週 事前 指導案の下書きを行い、グループワークに備える。（所要時間 60 分程度）
事後 模擬保育を通し学んだことを指導案作成に活かせるよう復習する。（所要時間 60 分程度）

第 9週 事前 テキスト pp. 125～127 の音楽表現に関わる部分を予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 子どもの音楽表現を引き出す環境構成について復習する。（所要時間 60 分程度）

第10週 事前 律動の授業を復習し、どのような援助が必要か検討しておく。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で実践したことを繰り返し復習する。（所要時間 60 分程度）

第11週 事前 生活にある様々な道具やモノの音を聴くなど、教材を探す。（所要時間 60 分程度）
事後 楽器の特性や鳴らし方、楽器以外のモノの活かし方等を整理する。（所要時間 60 分程度）

第12週 事前 テキスト pp. 147～154 を予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業内容を振り返り、要点をまとめ、実践に活かせるようにする。（所要時間 60 分程度）

第13週 事前 テキスト pp. 155～158 を予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業内容を振り返り、要点をまとめ、実践に活かせるようにする。（所要時間 60 分程度）

第14週 事前 指導案の下書きを行い、グループワークに備える。（所要時間 60 分程度）
事後 模擬保育を通し学んだことを指導案作成に活かせるよう復習する。（所要時間 60 分程度）

第15週 事前 テキスト pp. 221～229 を予習する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業全体を振り返り、表現の指導法についての学びを通して身に付けたことを確認する。（所要時間 90 分）
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【授業計画コメント】
受講者の取り組み状況や理解度に応じて、授業計画を変更することがある。
Pholly での授業内レポートを求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 小林紀子・砂上史子・刑部育子 保育内容「表現｣ ミネルヴァ書房 2019年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『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
参考書等 内閣府 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

レポート 50％ 講義内容を理解した上で設問に対して的確に解答しているかで評価。

受講態度・発表等 30％ 授業の取り組み 10％・発表 20％で評価。

小テスト・課題等 20％ 授業の前後半に 1回ずつ小テストを実施する。

その他

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
レポートや課題は原則、次の授業内で全体にフィードバックする。

【オフィスアワー】
金曜日のお昼休み。場所は、藤本研究室または関田研究室にて質問等を受け付ける。

【その他】
授業は動きやすい服装で参加し、体育館または小体育室の時は上履きを持参すること。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2261 表現の指導法Ｂ 演習 2 2 年次 前期 選択 幼二種免必修
保育士資格必修 幸田 瑞穂

【実務経験】

【授業の概要】
幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、保育所保育指針における「表現」に関するねらいと内容について理解する。また乳幼児期の豊かな表現が自己認識を育み、
感性や創造性・生きる力を培う上で重要な意味を持つことを理解する。さらに、教材研究や模擬授業などのアクティブラーニングにより、子どもの表現に共感しその活動を援助でき
る保育者の視点を養い、実践力を培う。

【キーワード】
領域表現、表現と環境、発達と表現、造形活動

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①乳幼児の発達の姿を捉えた上で、表現活動の重要性を理解できる。 DP2

②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視点を身につける。 DP2

③乳幼児が安心して表現活動ができる環境について実践的に考察し実施することができる。 DP1,3

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション／乳幼児期における表現と遊び ＜対話・議論型授業＞

第 2週 生活や遊びの中にある子どもの多様な表現 ＜ロールプレイ＞

第 3週 表現の楽しさを広げる① 生活の中にある素材を使って ＜ロールプレイ＞

第 4週 表現の楽しさを広げる② 屋外の表現活動 ＜フィールドワーク学内＞

第 5週 表現の楽しさを広げる③ 保育室の表現活動 ＜フィールドワーク学内＞

第 6週 保育内容「表現」をめぐる保育の構想と情報機器 ICTの活用 ＜プレゼンテーション＞

第 7週 3歳未満児の領域「表現」の指導方法及び保育の構想 ＜グループワーク＞

第 8週 3歳以上児の領域「表現」の指導方法及び保育の構想 ＜グループワーク＞

第 9週 造形表現の教材と指導法 ＜対話・議論型授業＞

第10週 指導計画案に基づく模擬保育① 0歳児 ＜ロールプレイ＞

第11週 指導計画案に基づく模擬保育② 1～2歳児 ＜ロールプレイ＞

第12週 指導計画案に基づく模擬保育③ 3～5歳児 ＜ロールプレイ＞

第13週 地域•行事における表現 ＜調査学習・ロールプレイ＞

第14週 「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」と保幼小接続 ＜対話・議論型授業＞

第15週 保育内容「表現」をめぐる現代的諸問題のまとめ ＜対話・議論型授業＞

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 要領・指針における領域「表現」の箇所をよく読んでおくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 45 分程度）

第 2週 事前 事前課題のキーワードを用いて領域「表現」について説明できるようにしておくこと。（所要時間 60 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 60 分程度）

第 3週 事前 事前課題を通して身の回りにある素材を準備する。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の振り返りを通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 45 分程度）

第 4週 事前 要領・指針における領域「表現」の（内容の取り扱い）箇所をよく読んでおくこと。（所要時間 60 分程度）
事後 授業内容の振り返りを通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 45 分程度）

第 5週 事前 要領・指針における領域「表現」の（内容の取り扱い）箇所をよく読んでおくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 授業内容の振り返りを通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 45 分程度）

第 6週 事前 事前課題を通して ICTを活用するにあたっての準備をする。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で取り組んだ内容のまとめと振り返りを行う。（所要時間 90 分程度）

第 7週 事前 テキスト第 9章 1節（子どもが感じていることを感じる）を読み事前課題に取り組んでおくこと（所要時間 60 分）
事後 授業で取り組んだ内容のまとめと振り返りを行う。（所要時間 45 分程度）

第 8週 事前 テキスト第 10 章 1 節（遊びや生活もおける「表現」）を読み事前課題に取り組んでおくこと（所要時間 60 分）
事後 授業で取り組んだ内容のまとめと振り返りを行う。（所要時間 45 分程度）

第 9週 事前 テキスト第 11 章を読み予習しておくこと（所要時間 60 分）
事後 授業内容の振り返りを通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 60 分程度）

第10週 事前 事前課題に取り組み、模擬保育の準備をしておくこと（所要時間 60 分）
事後 授業で取り組んだ内容のまとめと振り返りを行う。（所要時間 60 分程度）

第11週 事前 事前課題に取り組み、模擬保育の準備をしておくこと（所要時間 90 分）
事後 授業で取り組んだ内容のまとめと振り返りを行う。（所要時間 60 分程度）

第12週 事前 事前課題に取り組み、模擬保育の準備をしておくこと（所要時間 90 分）
事後 授業で取り組んだ内容のまとめと振り返りを行う。（所要時間 60 分程度）

第13週 事前 事前配布の資料をよく読んでおくこと（所要時間 45 分）
事後 授業で取り組んだ内容のまとめと振り返りを行う。（所要時間 60 分程度）

第14週 事前 事前配布の資料をよく読んでおくこと（所要時間 45 分）
事後 授業で取り組んだ内容のまとめと振り返りを行う。（所要時間 60 分程度）

第15週 事前 これまでの授業を踏まえて自分なりの意見をまとめておくこと（所要時間 60 分）
事後 授業で取り組んだ内容のまとめと振り返りを行う。（所要時間 90 分程度）
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【授業計画コメント】
・受講生の理解度に応じて、授業計画を変更する場合がある。
・グループワークや事前学習などを含め、積極的な授業参加を求める。
・Pholly で配布された資料を読み、予習・復習をしておく。
・Pholly での授業内レポートの提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 小林紀子・砂上史子・刑部育子 『保育内容「表現｣』 ミネルヴァ書房 2019年
参考書等 吉永早苗 『子どもの活動が広がる・深まる保育内容「表現｣』 中央法規 2022年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『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
参考書等 内閣府 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 30％ 基礎事項を理解し保育を総合的に行なうための理解度を評価する。

課題・授業内レポート 10％ 授業内容を理解し論理的に記述しているかを評価する。

その他 制作・発表 30％ 提出状況と課題に対して適切な内容となっているかを評価する。

その他 授業への取り組み 30％ 協働性をもって話し合いや実践に取り組んでいたかにより評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
レポートや課題は、授業または適宜、解説を含めたフィードバックをする。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
作品の完成度を求めることはありません。失敗を恐れず、表現することにチャレンジすること、仲間と協働して取り組むことを楽しみましょう。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2247 教育社会学 講義 2 2 年次 後期 選択 幼二種免必修 藤本 隆

【実務経験】

【授業の概要】
近代の保育・教育を歴史的、社会的な視点からとらえ、近代保育・教育の社会的機能・役割、社会への影響などについて理解を深める。また、子ども・女性・家庭・社会について社
会学的に理解することを目指す。なお、授業では、グループワークにより、学校や子どもを巡る様々な社会状況の変化及び、そこから派生してくる課題などについて考える。

【キーワード】
学校、地域社会、協働、教育格差、アリエス、教師

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①わが国および諸外国における近年の教育事情、およびその動向を理解し説明できる。 DP1

②保育・教育の歴史、社会的変遷とその位置づけを理解し説明できる。 DP2

③子どもの生活の変化を踏まえ、指導上の課題を理解し説明できる。 DP4

④現在の保育および教育に関する社会的期待や批判事について理解し、それに応える方法について考えられる。 DP4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション―教育社会学とは― ＜グループワーク＞

第 2週 教育社会学的思考法と保育・教育 ＜Pholly 使用＞

第 3週 教育と社会化―隠れたカリキュラム― ＜グループワーク＞

第 4週 近代以前の子どもと保育 ＜グループワーク＞

第 5週 学校の始まり：―教育の原理及び理念とは― ＜グループワーク＞

第 6週 今日の学校を巡る状況と課題 ＜グループワーク＞

第 7週 教師をとりまく状況―教師の多忙化を考える― ＜グループワーク＞

第 8週 子どもと貧困 ＜グループワーク＞

第 9週 教育社会学から見た学級経営の課題 ＜グループワーク＞

第10週 地域との連携協働による保育・教育の現状 ＜グループワーク＞

第11週 現代の家庭教育の課題 ＜グループワーク＞

第12週 能力と学歴 ＜グループワーク＞

第13週 子どもの安全への対応 ＜グループワーク＞

第14週 ジェンダーと保育・教育 ＜グループワーク＞

第15週 幼児教育をめぐる教育政策の動向 ＜グループワーク＞

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 2週 事前 小レポート＆ミニ発表のためのフィールドワークと資料準備（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 3週 事前 小レポート＆ミニ発表のためのフィールドワークと資料準備（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 4週 事前 小レポート＆ミニ発表のためのフィールドワークと資料準備（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 5週 事前 小レポート＆ミニ発表のためのフィールドワークと資料準備（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 6週 事前 小レポート＆ミニ発表のためのフィールドワークと資料準備（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 7週 事前 小レポート＆ミニ発表のためのフィールドワークと資料準備（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 8週 事前 小レポート＆ミニ発表のためのフィールドワークと資料準備（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 9週 事前 小レポート＆ミニ発表のためのフィールドワークと資料準備（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第10週 事前 小レポート＆ミニ発表のためのフィールドワークと資料準備（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第11週 事前 小レポート＆ミニ発表のためのフィールドワークと資料準備（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第12週 事前 小レポート＆ミニ発表のためのフィールドワークと資料準備（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第13週 事前 小レポート＆ミニ発表のためのフィールドワークと資料準備（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第14週 事前 小レポート＆ミニ発表のためのフィールドワークと資料準備（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）

第15週 事前 小レポート＆ミニ発表のためのフィールドワークと資料準備（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題を通して内容を復習しておくこと。（所要時間 90 分程度）
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【授業計画コメント】
Pholly での中間・期末レポートの提出を求めることがある。
受講者の理解度に応じて、授業計画を変更することがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない

著者・編集者名 書名 出版社 発行年
参考書等 苅谷剛彦ほか 『教育の社会学 新版―〈常識〉の問い方、見直し方』 有斐閣アルマ 2010年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

授業期間内中間・期末レポート 50％ レポート課題に対して、引用と自らの意見・考え方を整理し適切に論述できる。

小テスト・授業内小レポート 10％ レポート課題に対して、自ら調べた結果をわかりやすく整理し説明できる。

その他 授業時のグループワーク時の
発表内容及び参加態度 40％ グループワーク時の課題に対し、グループメンバーと協働しながら、グループの見解・考え方をまとめられる。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
グループワークの内容については、毎回の授業の講評の中で解説する。また、レポートについては、課題の中の特徴的な見解や誤解について解説する。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
グループワーク時に、教室の前面にグループで討議したワークシートを貼り出し説明を行うので、各自、マジックインキ（色は自由、太さは細字より太いもの）を 1本用意すること。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2236 教育心理学 講義 2 2 年次 後期 選択 幼二種免必修
保育士資格選択 上村 有平

【実務経験】

【授業の概要】
保育者として実践に関わる際に、子どもの発達・学習の過程を理解し、発達に応じた援助のあり方を身につける必要がある。そこで、子どもの心身の発達及び学習の過程について基
礎的な知識を身につけ、養護と教育の一体性や発達に応じた援助の基礎となる考え方を理解する。また、保育・教育における人との相互的関わりや体験、環境の意義を理解する。

【キーワード】
教育心理学、発達、学習

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①子どもの心身の発達の過程・特徴を理解することができる。 DP1

②子どもの学習に関する基礎的な知識を身につけ、養護と教育の一体性や発達に応じた援助について基礎的な考え方を理解することができる。 DP1，2

③保育・教育における人との相互的関わりや体験、環境の意義を理解することができる。 DP1

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 教育心理学とは：子どもの発達と学習の援助

第 2週 子どもの学びの過程と特性

第 3週 子どもの学びに関わる理論

第 4週 子どもの学びを支える保育

第 5週 子どもの発達と環境

第 6週 認知の発達

第 7週 言語の発達

第 8週 社会性の発達

第 9週 クラス集団の心理

第10週 パーソナリティの発達

第11週 特別な配慮を要する子どもの理解と援助

第12週 評価について

第13週 発達の基礎理論と発達理解

第14週 共感的理解

第15週 まとめ

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスに目を通し、授業の概要、到達目標、授業計画等を把握する。次回の授業テーマについて情報を収集する。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 2週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 3週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 4週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 5週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 6週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 7週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 8週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 9週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第10週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第11週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第12週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第13週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第14週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 初回からの授業プリントを整理し、授業全体をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第15週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 初回からの授業プリントを整理し、授業全体をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）
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【授業計画コメント】
・受講者の理解度に応じて、授業計画を変更することがある。
・Pholly で授業内レポートの提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 青木紀久代 編著 『保育の心理学』シリーズ・知のゆりかご みらい 2019年
参考書・参考資料等 授業中に適宜紹介する。
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 内閣府 『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

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 50％ 講義内容を理解した上で設問に対して的確に解答しているかを評価する。

期末レポート

授業内レポート・課題 40％ 講義内容に関連する提示したテーマに対して、適切な内容・記述になっているかについて評価する。

その他 授業への参加意欲・態度 10％ 授業への参加意欲や態度、グループワーク等への取り組みを総合的に評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
授業内で課したレポート・課題に関しては、評価後に授業内で全体に向けてフィードバックを行う。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は上村研究室

【その他】
・配付プリントをファイルにまとめ、毎回持参すること。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2248 教職・保育職概論 講義 2 2 年次 後期 選択 幼二種免必修
保育士資格必修 相澤 弘典・水島 祥子

【実務経験】

【授業の概要】
保育・教育の重要性を知り、教職者・保育者の働きの意義、役割、資質能力、職務内容などについて理解を深める。また、学びを通して教職・保育職への意欲を高め、それぞれの理
想とする教職者・保育職像の確立を目指す。

【キーワード】
保育・教育とは、教職・保育職の職務内容、資質・専門性、子ども理解、クラス経営、メンタルヘルス、連携と協働、研修

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①教職・保育職の社会的意義、制度的な位置づけ、役割、倫理について説明できるようになる。 DP2

②職・保育職の職務内容の全体像を理解し、専門職として適切に職務を遂行するための生涯にわたる学びの継続を理解することができるようになる。 DP2，4

③教職・保育職同士のチームとしての連携、協働に加え、子ども、保護者を支援するために、多様な専門性を持つ人材や組織と連携・協働することの大切さ
を理解し、説明することができるようになる。 DP2，3

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 ガイダンス（相澤）

第 2週 教職・保育職とは（相澤）

第 3週 教職・保育職の資格・免許（相澤）

第 4週 教職観の変遷と保育・教育の歴史（相澤）

第 5週 教職・保育職の一日（水島）

第 6週 教職・保育職に必要な資質・専門性（相澤）

第 7週 子どもの成長と発達（水島）

第 8週 子どもの理解とクラス（集団）づくり（相澤）

第 9週 環境をいかした教職者・保育者（水島）

第10週 教職者・保育者に必要な様々な保育技術（水島）

第11週 さまざまな子どもや保護者を支援する教職者・保育者（相澤）

第12週 教職者・保育者のメンタルヘルス（相澤）

第13週 教職者・保育者に必要な連携・協働（相澤）

第14週 教職者・保育者に必要な研修（水島）

第15週 ここから未来へ～教職者・保育者となる君たちへ～（相澤）

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 事前に学修する内容を提示するので、次回授業までにその内容を予習（テキストの該当箇所を確認）しておく。（60 分）
事後 授業で配付された資料や紹介された文献、Pholl で配付された資料などを読み、復習すること。（45 分）

第 2週 事前 事前に学修する内容を提示するので、次回授業までにその内容を予習（テキストの該当箇所を確認）しておく。（60 分）
事後 授業で配付された資料や紹介された文献、Pholl で配付された資料などを読み、復習すること。（45 分）

第 3週 事前 事前に学修する内容を提示するので、次回授業までにその内容を予習（テキストの該当箇所を確認）しておく。（60 分）
事後 授業で配付された資料や紹介された文献、Pholl で配付された資料などを読み、復習すること。（45 分）

第 4週 事前 事前に学修する内容を提示するので、次回授業までにその内容を予習（テキストの該当箇所を確認）しておく。（60 分）
事後 授業で配付された資料や紹介された文献、Pholl で配付された資料などを読み、復習すること。（45 分）

第 5週 事前 事前に学修する内容を提示するので、次回授業までにその内容を予習（テキストの該当箇所を確認）しておく。（60 分）
事後 授業で配付された資料や紹介された文献、Pholl で配付された資料などを読み、復習すること。（45 分）

第 6週 事前 事前に学修する内容を提示するので、次回授業までにその内容を予習（テキストの該当箇所を確認）しておく。（60 分）
事後 授業で配付された資料や紹介された文献、Pholl で配付された資料などを読み、復習すること。（45 分）

第 7週 事前 事前に学修する内容を提示するので、次回授業までにその内容を予習（テキストの該当箇所を確認）しておく。（60 分）
事後 授業で配付された資料や紹介された文献、Pholl で配付された資料などを読み、復習すること。（45 分）

第 8週 事前 事前に学修する内容を提示するので、次回授業までにその内容を予習（テキストの該当箇所を確認）しておく。（60 分）
事後 授業で配付された資料や紹介された文献、Pholl で配付された資料などを読み、復習すること。（45 分）

第 9週 事前 事前に学修する内容を提示するので、次回授業までにその内容を予習（テキストの該当箇所を確認）しておく。（60 分）
事後 授業で配付された資料や紹介された文献、Pholl で配付された資料などを読み、復習すること。（45 分）

第10週 事前 事前に学修する内容を提示するので、次回授業までにその内容を予習（テキストの該当箇所を確認）しておく。（60 分）
事後 授業で配付された資料や紹介された文献、Pholl で配付された資料などを読み、復習すること。（45 分）

第11週 事前 事前に学修する内容を提示するので、次回授業までにその内容を予習（テキストの該当箇所を確認）しておく。（60 分）
事後 授業で配付された資料や紹介された文献、Pholl で配付された資料などを読み、復習すること。（45 分）

第12週 事前 事前に学修する内容を提示するので、次回授業までにその内容を予習（テキストの該当箇所を確認）しておく。（60 分）
事後 授業で配付された資料や紹介された文献、Pholl で配付された資料などを読み、復習すること。（45 分）

第13週 事前 事前に学修する内容を提示するので、次回授業までにその内容を予習（テキストの該当箇所を確認）しておく。（60 分）
事後 授業で配付された資料や紹介された文献、Pholl で配付された資料などを読み、復習すること。（45 分）

第14週 事前 事前に学修する内容を提示するので、次回授業までにその内容を予習（テキストの該当箇所を確認）しておく。（60 分）
事後 授業で配付された資料や紹介された文献、Pholl で配付された資料などを読み、復習すること。（45 分）

第15週 事前 事前に学修する内容を提示するので、次回授業までにその内容を予習（テキストの該当箇所を確認）しておく。（60 分）
事後 授業で配付された資料や紹介された文献、Pholl で配付された資料などを読み、復習すること。（45 分）
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【授業計画コメント】
受講者の理解度に応じて、授業計画を変更することがある。
Pholly による資料の配付や、授業内レポートの提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 田中卓也、松村齋、小島千恵子 子どもと共に未来をデザインする保育者論・教育者論 わかば社 2020年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 60％ 講義の内容を理解した上で、設問に対して的確に回答している答案を評価する。

期末レポート

小テスト・授業内レポート 20％ Pholly や授業で配布するリアクションシートなどの提出

その他 平常点 20％ 参加意欲や態度など、積極的に授業に取り組む姿勢などを総合的に評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
Pholly にて提出されたリアクションシートの質問に対して、次回の授業でとりあげ、解説する。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、相澤・水島研究室にて。

【その他】
現代の教育問題、保育問題の新聞記事などに関心を持ち、読み、考えること。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2259 芸術表現 演習 1 2 年次 後期 選択 保育士資格選択 関田 良・藤本 千草・森田 麗子・田中麻紀子
幸田 瑞穂 他（【その他】欄に記載）

【実務経験】

【授業の概要】
領域「表現」を核として、他の領域との有機的なつながりを意識しつつ、学生が個々に選択したアプローチで総合的な表現活動を行う。子どもは見聞きし、興味や関心を持った事に
対して、自分が感じたことや、考えたことを多様な形で表現する。その心を大切に育てるために、多角的に表現活動が展開されるよう工夫する。そのために、学生自身が総合的表現
活動に意欲的に取り組み、発表する楽しさ、面白さを学ぶ。また、本授業での経験をとおし、表現活動の発表に至るまでの過程を大切にし、保育の現場で実践できるような取り組み
を指導法と共に学んでいく。

【キーワード】
総合的表現、表現技術、協同的活動

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①自ら主体的に選択した表現方法をとおして、改めて表現世界の奥行を体感し、子どもの表現を理解し受け止め、応答できる感性を養う。 DP2

②個々の表現活動に加え、他者との協働をとおして、より多様で対話的な表現を行うことができる。 DP3

③アプローチの異なる表現をお互いに感受し、認め合い、それぞれの表現に活かすことができる。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション：総合表現を通した学びと領域「表現」の理解
右記のコースに分かれて実施する ＜造形・児童文化財と遊び・薙刀と身体表現・ギター・保育のピアノ・ピアノ演奏・ハンドベル・器楽合奏＞

第 2週 イメージと表現

第 3週 表現の動機と方法

第 4週 表現のための計画立案 ＜対話・講義型＞

第 5週 個人の表現 1表現のイメージ

第 6週 個人の表現 2表現の具現化

第 7週 個人の表現 3表現の発表

第 8週 協働による表現 1イメージの融合 ＜グループワーク＞

第 9週 協働による表現 2イメージの具現化 ＜グループワーク＞

第10週 協働による表現 3対話とメッセージ ＜グループワーク＞

第11週 協働による表現 4発表と分かち合い ＜グループワーク＞

第12週 表現と鑑賞 1カテゴリー①（造形表現・身体表現・児童文化財）＜プレゼンテーション・双方向アンケート＞

第13週 表現と鑑賞 2カテゴリー②（音楽表現）＜プレゼンテーション・双方向アンケート＞

第14週 表現と鑑賞 3カテゴリー③（ハンドベル、器楽合奏）＜プレゼンテーション・双方向アンケート＞

第15週 全体の振り返りとまとめ

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 選択したコースでの取り組みについて、展望を描き、準備を始めておく。（所要時間 60 分程度）
事後 領域「表現」と、選択コースでの取り組みとの関わりについて、復習する。（所要時間 60 分程度）

第 2週 事前 表現したいイメージを描き、予習に反映させる。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で分かち合った内容を踏まえ、復習する。（所要時間 60 分程度）

第 3週 事前 表現することについて、自分なりにそのきっかけとなる要素を捉えることを試みる。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で共有した表現の動機について振り返り、自分の表現の動機との接点や違いについて考える。（所要時間 60 分程度）

第 4週 事前 明確にしたイメージで、演奏や制作の内容を検討する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業での助言内容を整理し、復習する取り組みを計画する。（所要時間 60 分程度）

第 5週 事前 表現活動のベースとなるイメージを持つ。（所要時間 60 分程度）
事後 クラス内での様々なイメージに触れたことを振り返り、復習に生かせるようにする。（所要時間 60 分程度）

第 6週 事前 イメージしたことが他者に伝わる表現について検討し、自分なりに試してみる。（所要時間 60 分程度）
事後 授業でお互いの表現とイメージを受け止め合ったことを振り返り、感じたことを整理する。（所要時間 60 分程度）

第 7週 事前 積み重ねたことをまとめ、発表性のある表現の準備を行う。（所要時間 60 分程度）
事後 お互いに分かち合った表現を振り返り、さらに磨きをかけることに活かしていく。（所要時間 60 分程度）

第 8週 事前 個人で取り組んだ表現活動を振り返り、協働的な表現に活かせるようにする。（所要時間 60 分程度）
事後 クラスで協働的に表現を行うためにお互いのイメージを融合させたことを振り返る。（所要時間 60 分程度）

第 9週 事前 イメージの融合を具体的な表現に反映できるよう、多様な取り組みを試す。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で実践した協働による表現活動を振り返り、次につなげる手立てを検討する。（所要時間 60 分程度）

第10週 事前 より充実した協働的表現となるよう、アイデアを吟味する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業の中でのやりとりを振り返り、次回の発表の準備のためのポイントを整理する。（所要時間 60 分程度）

第11週 事前 グループでの発表と個人の発表のための準備を行う。（所要時間 60 分程度）
事後 グループまたは個人で行った発表内容を振り返り、次のアクションを検討する。（所要時間 60 分程度）

第12週 事前 表現または鑑賞が充実した内容となるよう備える。（所要時間 60 分程度）
事後 体験した表現または鑑賞について、振り返りを行う。（所要時間 60 分程度）

第13週 事前 表現または鑑賞が充実した内容となるよう備える。（所要時間 60 分程度）
事後 体験した表現または鑑賞について、振り返りを行う。（所要時間 60 分程度）

第14週 事前 表現または鑑賞が充実した内容となるよう備える。（所要時間 60 分程度）
事後 体験した表現または鑑賞について、振り返りを行う。（所要時間 60 分程度）

第15週 事前 授業全体の振り返りを行い、授業で伝え合うことができるよう備える。（所要時間 60 分程度）
事後 クラスで分かち合った授業全体の振り返りを整理し、今後の表現活動に反映させることができるよう復習する。（所要時間 60 分程度）
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【授業計画コメント】
・表現をめぐる内容で、個々の感性や表現方法が異なるため、授業内容を変更することがある。また、コースについては、編成の過程で、変更することがある。
・Pholly を活用して、レポート等の提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない
参考書・参考資料等 必要に応じて資料を配布する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

作品または実技発表 50％ 個々に選択したコースでの成果が学習した内容に沿っているかで評価する。

授業参加態度 30％ 参加意欲や態度など、積極的に授業に取り組む姿勢等を総合的に評価する。

まとめレポート 20％ 授業で取り組んだ内容に対する理解度で評価する。

その他

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
課題・レポート等を課した場合は、原則、次の授業回で全体にフィードバックする。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、関田研究室、または各コースの授業終了後、教室において各担当教員が質問を受け付ける。

【その他】
・担当者：山﨑由規、堤聡子、野尻智子、橋本由子、羽田規代、松葉恵、松本素矢子
・作品や実技の発表日に欠席する場合は、必ず教務課に連絡し、後日欠席届を提出の上、担当教員の指示に従い、追発表を行うこと。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2249 保育方法論 講義 2 2 年次 後期 選択 幼二種免必修
保育士資格選択 布村 志保

【実務経験】

【授業の概要】
保育・幼児教育のあらゆる営みの基本であり、保育方法の土台でもある子どもの発達と子どもの理解を踏まえ、場面や子どもの育ちに応じて多様な保育方法の発想ができるよう、基
礎的な理論と実践の理解を目指す。子どもの理解から発達や学びを捉える原理を理解するとともに、保育者としてのかかわり方や子どもの関係性を捉える方法を含めて具体的に理解
し、活用につなげる。さらに情報機器をはじめ教材の活用に関する基礎的な知識や技能を身につけ、場面に適した保育方法を考えていく。

【キーワード】
子どもの理解、保育環境、教材・教具・遊具、あそび、保育者の援助

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①子どもの思いや願いを読み取ろうとする保育の思考方法を理解することができる。 DP2

②子どもの育ちを援助する保育の方法を実践場面につなげて考え、説明することができる。 DP2

③保育の内容や方法を子どもに即した教材や環境などを含めて自分なりに根拠をもって考え、説明することができる。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 幼児期にふさわしい保育方法―保育方法の基礎理論― ＜グループワークあり＞

第 2週 子ども理解からはじまる保育方法と保育の計画・実践・評価

第 3週 子ども理解の方法―観察や記録の意義と方法―

第 4週 発達に応じた援助の方法―子どもの発達の過程・個と集団の発達― ＜事前学習型授業・グループワーク＞

第 5週 子どもと発達と援助との関係―個・集団のかかわりについて事例を通して考えよう― ＜事例研究＞

第 6週 環境を通しての保育（1）保育を構成する要件、保育環境と保育の方法

第 7週 環境を通しての保育（2）教材・遊具の考え方と活用 ＜対話・議論型授業＞

第 8週 情報機器・教育メディア等の種類と機能、活用

第 9週 保育者の情報機器の活用と課題・情報モラルを含めた子どもの情報活用能力の育成

第10週 あそびを通しての総合的な指導（1）あそびとは

第11週 あそびを通しての総合的な指導（2）「あそびあつめ」をしよう ＜事前学習型授業＞

第12週 あそびのなかの学びを育む保育方法（1）さまざまなあそびの具体的な援助を考える ＜グループワーク＞

第13週 あそびのなかの学びを育む保育方法（2）あそびの発展過程を考える ＜グループワーク＞

第14週 さまざまな工夫が求められる保育（1）行事の展開や園生活への援助

第15週 さまざまな工夫が求められる保育（2）主体的な活動を支える多様な保育形態と教材の工夫

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスを読んで授業到達目標や概要などを確認し、今後の学習内容を見通す。（30 分）
事後 グループワークを振り返るとともに、配布資料や課題で本時の学習内容を確認する。（60 分）

第 2週 事前 既習科目での該当箇所を「幼稚園教育要領」等で確認しながら復習しておく。（30 分）
事後 配布資料や課題で本時の学習内容を確認し、新たに理解できたことを整理する。（60 分）

第 3週 事前 実習での取り組みを振り返るとともに既習科目での該当箇所を確認し、復習をしておく。（30 分）
事後 配布資料や課題で本時の学習内容を確認し、新たに理解できたこと、考えたことを整理する。（60 分）

第 4週 事前 事前課題に取り組む。（45 分）
事後 グループワークの振り返りをし、新たに理解できたこと、考えたこと、疑問点を整理する。（45 分）

第 5週 事前 実習記録を読み返し、子どもたちの姿を思い浮かべながら「幼稚園教育要領」をはじめとする参考図書で「個と集団のかかわり」について自分なりに整理しておく。（45 分）
事後 本時の学習内容について、新たに理解できたこと、考えたこと、疑問点を整理する。（45 分）

第 6週 事前 既習科目での該当箇所を「幼稚園教育要領」等で確認しながら復習する。（30 分）
事後 本時の学習内容について、新たに理解できたこと、考えたこと、疑問点を整理する。（45 分）

第 7週 事前 これまでの実習を振り返りながら、事前課題に取り組む。（30 分）
事後 本時の学習内容について、新たに理解できたこと、考えたこと、疑問点を整理する。課題に取り組み、期限までに提出する。（60 分）

第 8週 事前 前時の授業内容を確認する。そのうえで、実習を振り返って保育現場での情報機器・教育メディア等の活用状況を考えてみる。（20 分）
事後 本時の学習内容について、新たに理解できたこと、考えたこと、疑問点を整理する。課題に取り組み、期限までに提出する。（70 分）

第 9週 事前 前時の授業内容を確認したうえで、情報機器のメリット・デメリットを自分なりに考える。（30 分）
事後 本時の学習内容について、新たに理解できたこと、考えたこと、疑問点を整理する。（60 分）

第10週 事前 実習記録や作成した指導案を見返し、子どもたちがどのような「あそび」をしていたのか思い出す。（30 分）
事後 本時の学習内容について、新たに理解できたこと、考えたこと、疑問点を整理する。（60 分）

第11週 事前 事前課題に取り組む。（45 分）
事後 本時の学習内容について、新たに理解できたこと、考えたこと、疑問点を整理する。（45 分）

第12週 事前 前時の授業内容を確認したうえで、事前課題に取り組む。（45 分）
事後 グループワークの振り返りをし、新たに理解できたこと、考えたこと、疑問点を整理する。（45 分）

第13週 事前 前時の授業内容を確認したうえで、事前課題に取り組む。（45 分）
事後 グループワークの振り返りをし、新たに理解できたこと、考えたこと、疑問点を整理する。（45 分）

第14週 事前 実習記録等を確認しながら、事前課題に取り組む。（30 分）
事後 本時の学習内容について、新たに理解できたこと、考えたこと、疑問点を整理する。（60 分）

第15週 事前 事前課題に取り組む。（30 分）
事後 本時の学習内容について、新たに理解できたこと、考えたこと、疑問点を整理する。（60 分）
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【授業計画コメント】
・受講生の理解度に応じて、授業計画を変更する場合があります。さまざまな課題を通じて、保育者の役割や責任を自覚して考えることを求めます。
・グループワークや事前学習などを含め、積極的な授業参加を求めます。授業に必要なものだけを机上においてください。
・遠隔で授業を実施する場合は、Pholly を使用して行うことがあります。また、Pholly への授業内レポートの提出を求めることがあります。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない
参考書・参考資料等 授業中に適宜資料を配布する

著者・編集者名 書名 出版社 発行年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『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
参考書等 内閣府 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 60％ 期末定期試験は講義の内容を理解したうえで、設問に対して的確に解答している答案を評価する。

期末レポート

小テスト・授業内レポート

受講態度・提出物 40％ グループワークなど授業中の活動への積極的な参加と課題への取り組みおよび提出の状況で判断する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出された課題は確認し、返却時に全体に向けてフィードバックします。提出期限を守って下さい。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、布村研究室にて。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2250 子ども家庭支援の心理学 講義 2 2 年次 後期 選択 保育士資格必修 人見 禎昭

【実務経験】

【授業の概要】
保育者として、子どもを理解するということや子ども一人ひとりを大切にする教育・保育を心掛けなければならない。また、人間の生涯発達について理解した上で保育者が多く関わ
る乳幼児期の発達課題を理解しておくことが必要である。この授業では、人間の生涯発達に関する心理学の基礎知識を説明する。子どもや保護者、家庭と向き合う際に基本姿勢であ
るカウンセリングマインドを活かした実践的な教育・保育等について具体例を踏まえて説明する。また驚の家族や家庭の意義・機能を考えながら、子育て家庭をめぐる現在の社会状
況と課題について解説する。

【キーワード】
生涯発達、子どもの精神保健、家庭支援

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①生涯発達に関する心理学の基礎知識や発達課題等について理解できる。 DP2

②各発達時期の課題や移行を理解した上で、子どもの精神保健について理解できる。 DP2

③家族や家庭の意義や機能を理解した上で、子どもとその家庭を包括的にとらえる視点を身に付けることができる。 DP4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション、生涯発達とは何か

第 2週 乳児期の発達（愛着形成の理解）

第 3週 幼児期前期～幼児期後期の発達

第 4週 学童期前期～学童期後期の発達

第 5週 思春期／青年期の発達

第 6週 子どもの精神保健

第 7週 成人期・老年期における発達

第 8週 子育てを取り巻く社会的状況

第 9週 家族・家庭の意義と機能

第10週 親子・家族関係の理解と心理的視点

第11週 子育ての経験と親としての育ち（ライフコースと仕事・子育て）

第12週 多様な家庭形態とその理解

第13週 特別な配慮を必要とする家庭

第14週 発達支援の必要な子どものいる家庭（発達障がい・医療的ケア児）

第15週 まとめ（生活環境と生育歴）

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスに目を通し、“生涯発達”とは何かを調べておく（1.5 時間）。
事後 子ども家庭支援の心理学における要点をまとめておく（1.5 時間）。

第 2週 事前 テキストの課題に取り組む（1.5 時間）。
事後 乳児期の発達の要点をまとめておく（1.5 時間）。

第 3週 事前 幼児期の発達についてテキストを基に事前に調べておく（1.5 時間）。
事後 幼児期の発達の要点をまとめておく（1.5 時間）。

第 4週 事前 学童期の発達についてテキストを基に事前に調べておく（1.5 時間）。
事後 学童期の発達の要点をまとめておく（1.5 時間）。

第 5週 事前 思春期／青年期の発達についてテキストを基に事前に調べておく（1.5 時間）。
事後 思春期／青年期の発達の要点をまとめておく（2.0 時間）。

第 6週 事前 子どもの精神保健についてテキストを基に事前に調べておく（1.5 時間）。
事後 それぞれの精神疾患に関しての要点をまとめておく（2.0 時間）。

第 7週 事前 成人期・老年期における発達についてテキストを基に事前に調べておく（1.5 時間）。
事後 成人期・老年期の発達の要点をまとめておく（1.5 時間）。

第 8週 事前 社会の変化に伴う現代の子育ての難しさについて考えをまとめておく（1.5 時間）。
事後 現代の子育てにおける保育士の役割をまとめておく（3.5 時間）。

第 9週 事前 家族と家庭の違いを調べ、家庭の 3つの機能を調べておく（1.5 時間）。
事後 家庭の機能について要点をまとめる（2.0 時間）。

第10週 事前 テキストの該当箇所を事前に読み、内容を把握しておく（2.0 時間）。
事後 ジェノグラム・エコマップ、家族療法的視点についてまとめる（3.5 時間）。

第11週 事前 『親が親になる』とはどういうことか自分の意見をまとめておく（2.0 時間）。
事後 親が親になっていく中で、保育士はどのような役割でいる必要があるか自分の意見をまとめておく（3.5 時間）。

第12週 事前 多様な家庭形態について昨今の情勢を踏まえて、関心のある内容について調べておく（1.5 時間）。
事後 それぞれの家庭背景と支援のポイントをまとめておく（2.0 時間）。

第13週 事前 特別な配慮を必要とする家庭の背景についてテキストを事前に読み、調べておく（1.5 時間）。
事後 特別な配慮が必要な家庭の支援のポイントをまとめておく（2.0 時間）。

第14週 事前 発達支援の必要とする家庭とはどのような家庭かテキストを事前に読み、調べておく（1.5 時間）。
事後 発達支援の必要とする家庭の支援のポイントをまとめておく（3.0 時間）。

第15週 事前 これまでの内容について資料を整理して、まとめておく（3.0 時間）。
事後 講義全体の内容を振り返り、それぞれの内容におけるポイントを整理しておく（4.0 時間）。
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【授業計画コメント】
・保育者を目指すものとして、実習や就職先で出会う子どもたちを想定して意欲的に授業に参加すること。＜グループワーク＞
・家庭支援を行っていく際、保育者自身の考えや価値観だけで支援の判断をしたりすることは非常に危険である。その為、本授業では自身の意見を他人に伝える力、相手の意見を聞
き入れる力、相互の意見を大事にできる感覚などを養えるようグループワークも取り入れた授業を展開していく予定である。

・適宜、Pholly で授業内課題や課題の提出を求めることもある。
・授業計画は授業の内容により変更する可能性がある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 青木紀久代編 『シリーズ知のゆりかご 子ども家庭支援の心理学』 ㈱みらい 2019年
参考書・参考資料等 授業の中で紹介する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 50％ 講義内容を理解した上で設問に対して的確に解答しているかを評価する。

小レポート課題 30％ 講義内容に関連するテーマについて適切な内容・記述になっているかについて評価する。

授業への参加意欲／態度 20％ 授業への参加意欲、態度、グループワークなどへの取り組み、授業内の課題への取り組みなどを総合的に評価する。

その他

合計

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
授業内で課したレポート・課題に関しては、Pholly 等を用いて個々に回答したり、授業内で取り上げて全体で共有出来るようにする。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2251 子どもの健康と安全 演習 1 2 年次 後期 選択 保育士資格必修 久岡 亜希子

【実務経験】

【授業の概要】
・テキストや保育保健に関するデータ、ガイドライン等を用いた講義で子どもの健康や安全に関する知識を深める。
・保育現場で必要な保健的な援助の基本手技を習得するため、デモンストレーションやグループワークを行う。

【キーワード】
保育環境、健康管理、安全管理、危機管理、災害、事故、応急処置、救急処置、感染症予防、疾患、障害、保健計画、連携

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①保育における保健的対応の基本を理解し、エビデンスに基づいた手技を習得できる DP2

②保育保健に関連するガイドラインや近年のデータ等に基づいた衛生管理・事故防止および安全対策・危機管理・災害対策が理解できる DP2

③子どもの健康及び安全の管理に関わる取り組みや保健活動の計画、評価について理解できる DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 子どもの健康と安全とは／子どもの健康と保育環境

第 2週 子どもの保健に関する個別対応と集団の健康

第 3週 子どもの健康状態を知る【演習：生理機能の測定】

第 4週 子どもがよくかかる感染症への対応と拡大予防

第 5週 保育における衛生管理【演習：衛生的な手洗い、嘔吐処理】

第 6週 体調不良児への対応

第 7週 3歳未満児への対応①【演習：抱っこ・オムツ交換・衣類の着脱・口腔衛生など】

第 8週 3歳未満児への対応②【演習：沐浴・清拭など】

第 9週 事故防止および安全対策【演習：チャイルドビジョン・チャイルドマウスの作成と活用】

第10週 保育中に出会う怪我とその対応

第11週 災害への備えと危機管理

第12週 個別配慮が必要な子どもへの対応（慢性疾患等）／障害のある子どもへの対応

第13週 アレルギー疾患のある子どもへの対応【演習：エピペンの使用】

第14週 重大事故等の発生を想定した対応【演習：救急蘇生法・気道内異物除去法】

第15週 保健活動における職員間の連携・協働、保護者との連携、関係機関との連携／授業の総括

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 授業内容の理解を深めるため、授業開始までに教科書の該当ページ・資料を読んでおくこと（所要時間 90 分程度）
事後 毎回授業内で事後学修の内容を提示する（所要時間 90 分程度）

第 2週 事前 授業内容の理解を深めるため、授業開始までに教科書の該当ページ・資料を読んでおくこと（所要時間 90 分程度）
事後 毎回授業内で事後学修の内容を提示する（所要時間 90 分程度）

第 3週 事前 授業内容の理解を深めるため、授業開始までに教科書の該当ページ・資料を読んでおくこと（所要時間 90 分程度）
事後 毎回授業内で事後学修の内容を提示する（所要時間 90 分程度）

第 4週 事前 授業内容の理解を深めるため、授業開始までに教科書の該当ページ・資料を読んでおくこと（所要時間 90 分程度）
事後 毎回授業内で事後学修の内容を提示する（所要時間 90 分程度）

第 5週 事前 授業内容の理解を深めるため、授業開始までに教科書の該当ページ・資料を読んでおくこと（所要時間 90 分程度）
事後 毎回授業内で事後学修の内容を提示する（所要時間 90 分程度）

第 6週 事前 授業内容の理解を深めるため、授業開始までに教科書の該当ページ・資料を読んでおくこと（所要時間 90 分程度）
事後 毎回授業内で事後学修の内容を提示する（所要時間 90 分程度）

第 7週 事前 授業内容の理解を深めるため、授業開始までに教科書の該当ページ・資料を読んでおくこと（所要時間 90 分程度）
事後 毎回授業内で事後学修の内容を提示する（所要時間 90 分程度）

第 8週 事前 授業内容の理解を深めるため、授業開始までに教科書の該当ページ・資料を読んでおくこと（所要時間 90 分程度）
事後 毎回授業内で事後学修の内容を提示する（所要時間 90 分程度）

第 9週 事前 授業内容の理解を深めるため、授業開始までに教科書の該当ページ・資料を読んでおくこと（所要時間 90 分程度）
事後 毎回授業内で事後学修の内容を提示する（所要時間 90 分程度）

第10週 事前 授業内容の理解を深めるため、授業開始までに教科書の該当ページ・資料を読んでおくこと（所要時間 90 分程度）
事後 毎回授業内で事後学修の内容を提示する（所要時間 90 分程度）

第11週 事前 授業内容の理解を深めるため、授業開始までに教科書の該当ページ・資料を読んでおくこと（所要時間 90 分程度）
事後 毎回授業内で事後学修の内容を提示する（所要時間 90 分程度）

第12週 事前 授業内容の理解を深めるため、授業開始までに教科書の該当ページ・資料を読んでおくこと（所要時間 90 分程度）
事後 毎回授業内で事後学修の内容を提示する（所要時間 90 分程度）

第13週 事前 授業内容の理解を深めるため、授業開始までに教科書の該当ページ・資料を読んでおくこと（所要時間 90 分程度）
事後 毎回授業内で事後学修の内容を提示する（所要時間 90 分程度）

第14週 事前 授業内容の理解を深めるため、授業開始までに教科書の該当ページ・資料を読んでおくこと（所要時間 90 分程度）
事後 毎回授業内で事後学修の内容を提示する（所要時間 90 分程度）

第15週 事前 授業内容の理解を深めるため、授業開始までに教科書の該当ページ・資料を読んでおくこと（所要時間 90 分程度）
事後 毎回授業内で事後学修の内容を提示する（所要時間 90 分程度）
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【授業計画コメント】
・授業終わりに、その日の学びを小レポートにまとめて提出すること
・Pholly で授業後の小レポート提出を求めることがある
・「子どもの命を預かっている」という意識の下、講義及び演習には集中して取り組むこと
・疑問、質問などはそのままにせず、速やかに自主的に確認し、解決すること

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 小林美由紀 編著／榊原洋一 編集協力／森脇浩一 編集協力 授業で現場で役に立つ！子どもの健康と安全 演習ノート 改訂第⚒版 医学書出版 診断と治療社 2021年
参考書・参考資料等 適宜プリントを配布する

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 50％ 講義および演習中に伝える重要箇所を中心に出題、その理解度を評価する

レポート

小テスト・授業内レポート 30％ 授業後の小レポート

その他 授業参加度 20％ 講義及び演習内容に関連する積極的な発言や意欲的な行動、グループワークでの貢献を評価する

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
小レポートに記載された質問、意見等には次回授業時に返答します。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
演習科目ですので、子どもに関わる準備として身なりを整えて挑むこと（髪を束ねる・爪を切るなど）。詳細は授業内で説明する。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2252 子育て支援 演習 1 2 年次 後期 選択 保育士資格必修 福田 孝子

【実務経験】

【授業の概要】
保育士としての専門性とは何でしょうか？ 通常、専門性とは価値、倫理、専門知識、専門技術により構成されています。
子育てをする保護者等への支援を実践現場にて展開するには、座学での専門的知識を生かし、日々、現場で常に子どもの最善の利益を軸に模索しながらも経験値を積み上げる事が必
要となります。その為には、子どもと保護者へのきめ細やかな関わりの中、信頼関係を構築し、課題や環境の変化にいち早く気づき、適切な対応が求められます。
本授業では、前半は、子育て支援の専門性を学びます。後半は、実践現場を想定し、多くに事例に取り組み、考察を深めたいと考えています。そして、多岐にわたる保護者等の価値
観に寄り添い、対応できる力を養うことを目標とします。

【キーワード】
子育て支援の基礎的知識、技術、方法、事例による実践的学び、支援への展開過程

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①保育相談支援を展開する上で、理念、基本的な考え方と展開過程を身につけることができる。 DP1

②保育相談支援を展開する上で、保護者の理解や接し方の基本と信頼関係の構築への技術や方法を身に着けることができる。 DP4

③保育相談支援の展開に必要な記録、評価の方法を身に着けることができる。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 保育と保護者への支援

第 2週 保育の専門性と保育と保育相談支援

第 3週 保育相談支援における保育者の倫理と展開過程

第 4週 子どもの最善の利益と保育相談支援
演習編：保育相談支援の基本

第 5週 保護者との信頼関係の構築

第 6週 保護者の養育力向上

第 7週 地域資源の活用と関係機関との連携・協力

第 8週 保育相談支援の計画・記録・評価
ショート事例編：保育相談支援の実際

第 9週 保育所の特性を生かした保護者への支援

第10週 特別な支援を必要とする保護者への支援

第11週 問題・課題のある保護者への支援
プロセス事例編：児童福祉施設における保育相談支援

第12週 保育所における保育相談支援

第13週 児童養護施設における保育相談支援

第14週 児童発達支援センター（障がい児施設）における保育相談支援

第15週 母子生活支援施設における保育相談支援

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 事前に予定の章を読む。専門用語等を調べ理解しておく。課題に目を通す
事後 授業で取り組んだ課題について再考する。まとめる

第 2週 事前 事前に予定の章を読む。専門用語等を調べ理解しておく。課題に目を通す
事後 授業で取り組んだ課題について再考する。まとめる

第 3週 事前 事前に予定の章を読む。専門用語等を調べ理解しておく。課題に目を通す
事後 授業で取り組んだ課題について再考する。まとめる

第 4週 事前 事前に予定の章を読む。専門用語等を調べ理解しておく。課題に目を通す
事後 授業で取り組んだ課題について再考する。まとめる

第 5週 事前 事前に予定の章を読む。専門用語等を調べ理解しておく。課題に目を通す
事後 授業で取り組んだ課題について再考する。まとめる

第 6週 事前 事前に予定の章を読む。専門用語等を調べ理解しておく。課題に目を通す
事後 授業で取り組んだ課題について再考する。まとめる

第 7週 事前 事前に予定の章を読む。専門用語等を調べ理解しておく。課題に目を通す
事後 授業で取り組んだ課題について再考する。まとめる

第 8週 事前 事前に予定の章を読む。専門用語等を調べ理解しておく。課題に目を通す
事後 授業で取り組んだ課題について再考する。まとめる

第 9週 事前 事前に予定の章を読む。専門用語等を調べ理解しておく。課題に目を通す
事後 授業で取り組んだ課題について再考する。まとめる

第10週 事前 事前に予定の章を読む。専門用語等を調べ理解しておく。課題に目を通す
事後 授業で取り組んだ課題について再考する。まとめる

第11週 事前 事前に予定の章を読む。専門用語等を調べ理解しておく。課題に目を通す
事後 授業で取り組んだ課題について再考する。まとめる

第12週 事前 事前に予定の章を読む。専門用語等を調べ理解しておく。課題に目を通す
事後 授業で取り組んだ課題について再考する。まとめる

第13週 事前 事前に予定の章を読む。専門用語等を調べ理解しておく。課題に目を通す
事後 授業で取り組んだ課題について再考する。まとめる

第14週 事前 事前に予定の章を読む。専門用語等を調べ理解しておく。課題に目を通す
事後 授業で取り組んだ課題について再考する。まとめる

第15週 事前 事前に予定の章を読む。専門用語等を調べ理解しておく。課題に目を通す
事後 授業で取り組んだ課題について再考する。まとめる
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【授業計画コメント】
基礎編：保育士として子育てを実践するための理論や基本的な考え方展開過程を学ぶ
演習編：基礎編の学びを基盤とし、保護者理解や接し方の基本と子育て支援を展開する基本的技術や方法を学ぶ
ショート事例編：ショート事例を用いて、ここまで学んだ知識や技術、方法実践的に使用し、子育て支援のケースを疑似的に体験する
プロセス事例編：児童福祉施設の種別ごとの子育て支援のプロセスと他機関との連携を学ぶ

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 小原敏郎 橋本好市 三浦主博 演習・保育と保護者への支援 みらい 2019年⚓月
参考書・参考資料等 授業中に適宜資料を配布する

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 60％ 100 点満点の採点

期末レポート

小テスト・授業内レポート 25％ レポート等の内容により評価

その他 発表・受講態度等 15％ 発表、受講態度により評価

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
課題については適宜、講評を配布する。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2258 教職・保育実践演習（幼） 演習 2 2 年次 後期 選択 幼二種免必修
保育士資格必修

杉山宗尚・布村志保・上村 有平
森田麗子・東郷由香・松本由紀子

【実務経験】

【授業の概要】
各受講生が保育者としての自己課題を認識し、実習経験を活かしながら、教育・保育実践に必要な知識、資質能力、実践力を向上できるように授業を実施する。また、これまでに修
得した専門的知識と技能をふまえて、教育・保育現場で求められる実践的側面（ICTの活用を含む）を補強しつつ、保育者としての円滑なスタートに繋げられるように授業を展開し
ていく。

【キーワード】
保育者としての資質・専門性、教育・保育実践、ICTの活用

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①教育・保育実践現場での様々な課題について主体的に考え、説明することができる。 DP4

②保育内容などの指導力に関して理解を深め、指導案について多角的に討議したり、模擬保育を通じて指導力を高めたりできる。 DP2

③保育者としての専門性、資質能力について理解し、説明することができる。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション（履修カルテの作成）（杉山、他）

第 2週 運営と危機管理①災害、不審者対策（上村、他）

第 3週 運営と危機管理②消火訓練・応急手当（杉山、他）

第 4週 模擬保育に向けた指導案の作成① ICTを用いた指導案の検討（布村、他）

第 5週 模擬保育に向けた指導案の作成② ICTを用いた指導案の作成（布村、他）〈グループワーク〉

第 6週 模擬保育による実践と省察① 1回目（授業担当者、他）＜ロールプレイ＞ ＜対話・議論型授業＞

第 7週 模擬保育による実践と省察② 2回目（授業担当者、他）＜ロールプレイ＞ ＜対話・議論型授業＞

第 8週 教育実習をふまえた指導案改良版の作成①グループでの意見交換（布村、他）＜グループワーク＞

第 9週 教育実習をふまえた指導案改良版の作成②個人での改良版作成（布村、他）

第10週 家庭との連携、保護者対応①保護者対応の基本的姿勢、等（上村、他）

第11週 家庭との連携、保護者対応②教育・保育現場から（森田）

第12週 教育・保育現場と子育て支援（外部講師）

第13週 特別な支援を要する子どもへの支援（外部講師）

第14週 新任保育士として現場に出るにあたって（外部講師）

第15週 保育者としての倫理、授業全体のふり返り、自己到達点と課題の再確認（杉山、他）

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 参考図書の通読（45 分）
事後 シラバスの通読（45 分）

第 2週 事前 次回の授業のための調べ学習（45 分）
事後 課題シート記入（45 分）

第 3週 事前 次回の授業のための調べ学習（45 分）
事後 課題シート記入（45 分）

第 4週 事前 指導案の見直しと準備（45 分）
事後 模擬保育に向けた指導案の作成（45 分）

第 5週 事前 指導案作成のための調べ学習（45 分）
事後 模擬保育のための準備物シートの作成（45 分）

第 6週 事前 模擬保育の準備（45 分）
事後 ふり返りシート記入（45 分）

第 7週 事前 模擬保育の準備（45 分）
事後 ふり返りシート記入（45 分）

第 8週 事前 参考書の通読（45 分）
事後 授業内課題のまとめ（45 分）

第 9週 事前 参考書の通読（45 分）
事後 指導案の作成（45 分）

第10週 事前 次回の授業のための調べ学習（45 分）
事後 課題シート記入（45 分）

第11週 事前 次回の授業のための調べ学習（45 分）
事後 課題シート記入（45 分）

第12週 事前 次回の授業のための調べ学習（45 分）
事後 課題シート記入（45 分）

第13週 事前 次回の授業のための調べ学習（45 分）
事後 課題シート記入（45 分）

第14週 事前 次回の授業のための調べ学習（45 分）
事後 課題シート記入（45 分）

第15週 事前 次回の授業のための調べ学習（45 分）
事後 課題シート記入（45 分）

113



【授業計画コメント】
幼稚園教諭二種免許状および保育士資格の取得のための総まとめの科目と位置付けられ、特に各実習及び実習事前事後指導の科目と密に関連する。そのため、教育実習・保育実習両
方が未了の者は原則履修できない。
15 回を通して、演習課題や討議への積極的参加を強く求める。
授業運営上（外部講師の日程調整）、15 回の授業内容の順番が前後する場合がある。その場合は随時、連絡する。
Pholly を用いた遠隔授業や Pholly でレポートの提出を求める場合がある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト テキストは使用しない
参考書・参考資料等 適宜紹介する。

著者・編集者名 書名 出版社 発行年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 内閣府 『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

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート

小テスト・授業内レポート

その他 各回の授業で示す課題と提出物 100％ 各回の授業で示す課題は、各授業内容をふまえて教育・保育実践と関連付けて自ら問題意識をもって考え、主体的に情報
収集や既習事項の復習を行っているものを評価する。提出物は、提出状況を評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
課題については、授業内で全体にもしくは返却時にフィードバックを行う。

【オフィスアワー】
火曜日のお昼休み。場所は、杉山研究室にて。

【その他】
模擬保育関連の回は、次の 4名：藤本千草・山中早苗・田中麻紀子・幸田瑞穂を加えて担当する場合がある。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2262 保育指導法 演習 2 2 年次 後期 選択 幼二種免必修
保育士資格選択 山中 早苗・田中 麻紀子

【実務経験】

【授業の概要】
「幼稚園教育要領」と「保育所保育指針」に示された保育の基本的な考え方をふまえ、保育内容（5領域）の相互の関連性について理解を深めながら総合的な指導のあり方を学ぶ。特に、
遊びのなかで育つ乳幼児の発達過程と養護・教育が一体となった保育の特性に鑑み、子どもが主体となった活動を構想し、保育者の援助・配慮について考える。

【キーワード】
乳幼児期の発達、主体性、子ども理解、生活と遊び

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①保育の基本的な考えをふまえ、保育内容（5領域）の関連が説明できる。 DP2

②乳幼児の発達過程を理解し、子どもが主体となった活動を構想することができる。 DP2，3

③子どもの主体性を育む保育者の援助・配慮について考えることができる。 DP2，3

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 乳幼児期の発達と幼稚園教育要領・保育所保育指針（田中・山中）

第 2週 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿と 5領域（山中）

第 3週 子どもの姿から見える 5領域（田中）

第 4週 環境を通した主体的な生活と遊び（山中）

第 5週 子ども理解を深める①事例から保育者の援助を考える（山中）

第 6週 子ども理解を深める②子どもの気づきを活かす保育（田中）

第 7週 遊びの援助と指導（田中）

第 8週 基本的生活習慣の形成に向けた援助と指導（山中）

第 9週 生活と遊びの援助と指導（田中・山中）

第10週 主体性を育てる遊び（ICTを用いた教材研究）（田中・山中）

第11週 指導計画の作成と展開（山中）

第12週 指導計画の評価と改善（田中・山中）

第13週 保育の中の行事（田中）

第14週 個と集団の育ちと保育者の役割（田中）

第15週 子どもの主体性を育む保育のまとめ（田中・山中）

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスの「保育指導法」を読む。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第 2週 事前 幼稚園教育要領の「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」に目を通しておく。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第 3週 事前 幼稚園教育要領の「第 2章 ねらい及び内容」に目を通しておく。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第 4週 事前 幼児の生活と遊びを豊かにする環境について考える。（30 分）
事後 幼児期にふさわしい環境についてまとめる。（60 分）

第 5週 事前 子ども理解に必要な保育者の資質と援助を考える。（30 分）
事後 子ども理解につながる援助についてまとめる。（60 分）

第 6週 事前 幼稚園教育要領の「幼稚園教育において育みたい資質・能力」に目を通す。（30 分）
事後 子どもの気づきを活かす保育についてまとめる。（60 分）

第 7週 事前 幼児期の発達と遊びを考える。（30 分）
事後 遊びのなかで発達を支える保育者の援助をまとめる。（60 分）

第 8週 事前 基本的生活習慣の発達と重要性を調べる。（30 分）
事後 基本的生活習慣の形成を支える援助についてまとめる。（60 分）

第 9週 事前 幼児期の成長を支える生活や遊びを考える。（30 分）
事後 幼児期の生活と遊びにおける保育者の援助をまとめる。（60 分）

第10週 事前 幼児の主体性を育む遊びを調べる。（30 分）
事後 調べた遊びについてワークシートにまとめる。（60 分）

第11週 事前 幼児の主体性を育む遊びの指導計画を作成する。（60 分）
事後 作成した指導計画を改善する。（30 分）

第12週 事前 模擬保育の準備をする。（30 分）
事後 模擬保育の振り返りを行う。（60 分）

第13週 事前 保育の中で取り入れられている行事について考える。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第14週 事前 個と集団の育ちのつながりを考える。（30 分）
事後 配布資料をもとに、授業内容を振り返る。（60 分）

第15週 事前 第 1回から 14 回までの授業配布資料および取り組んだ課題を見直す。（30 分）
事後 全授業内容を振り返る。（60 分）
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【授業計画コメント】
遠隔授業の際、Pholly を用いることがある。また、Pholly への課題提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
テキスト 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『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
参考書等 内閣府 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 60％ 授業内容を理解したうえで設問に対して的確に回答しているかを評価する。

期末レポート

課題への取り組み 20％ 授業内容に関連した課題の提出状況および適切な内容・記述になっているかを評価する。

授業への参加意欲・態度 20％ グループでの話し合いや発表等における参加状況を評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出された課題に対して、授業内で必要な解説を行う。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、山中研究室にて。

【その他】
特になし
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2253 現代保育・教育問題演習 演習 1 2年次 前後期 必修 保育士資格選択 山中 早苗・杉山 宗尚・田中麻紀子
幸田 瑞穂 他、全専任教員

【実務経験】

【授業の概要】
保育・教育の担い手として、必要になる課題解決力を身につけるために、幼児教育・家庭と福祉・効果的な保育・教育環境・文化と表現・宗教と生活といったキーワードを意識した
探究活動を行う。1年時の「基礎演習」での学びを生かし、主体的に研究テーマを設定し、ゼミ形式により取り組んでいく。

【キーワード】
現代社会、保育、教育、福祉、文化、宗教、課題解決、研究、探究

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

① 1年次の学びや体験を踏まえ、主体的に研究テーマを設定できる。 DP4

②蓄積した知識・技能・思考力を用いて、新たな調査・分析・考察を通した探究活動ができる。 DP4

③自分の研究結果や理解した内容を聴衆の反応に合わせて伝えることができる。 DP3

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション（概要、授業形態、スケジュール、評価基準等の説明）及び共通講義（山中・田中・幸田）

第 2週 グループゼミ（1）研究テーマの確認 ＜対話・議論型授業＞（全教員）

第 3週 グループゼミ（2）研究目的と方法について ＜対話・議論型授業＞（全教員）

第 4週 グループゼミ（3）研究計画について ＜対話・議論型授業＞（全教員）

第 5週 ゼミ（1）論文指導① ＜対話・議論型授業＞（全教員）

第 6週 ゼミ（2）論文指導② ＜調査学習＞（全教員）

第 7週 ゼミ（3）論文指導③ ＜調査学習＞（全教員）

第 8週 ゼミ（4）中間報告ポスター作成（全教員）

第 9週 中間報告ポスター発表 ＜プレゼンテーション＞（全教員）

第10週 ゼミ（5）プレゼンテーションの振り返り ＜対話・議論型授業＞（全教員）

第11週 ゼミ（6）論文指導④ ＜対話・議論型授業＞（全教員）

第12週 ゼミ（7）発表の準備 ＜グループワーク＞（全教員）

第13週 ゼミ（8）講座内での研究発表 ＜プレゼンテーション＞（全教員）

第14週 全体発表会～各講座代表者の研究発表～ ＜プレゼンテーション＞（全教員）

第15週 全体のふり返り：ルーブリックによる自己評価と分かち合い（全教員）

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 関連科目である 1年次の「基礎演習」の研究レポートを読み返し、学んだことや課題を整理しておく（所要時間 60 分程度）
事後 オリエンテーションで提示された授業計画の詳細を理解し、自分なりのレポート執筆の見通しを立てる。（所要時間 60 分程度）

第 2週 事前 希望する研究テーマを準備していく。また、「基礎演習」で取り組んだ研究テーマとの関連の有無を確認しておく。（所要時間 60 分程度）
事後 担当教員の助言やゼミ生同士で検討し合った事柄を振り返り、テーマの絞り込みを行う。（所要時間 60 分程度）

第 3週 事前 選定したテーマに適切な問を立て、研究目的と研究方法について整え、受講に備える。（所要時間 90 分程度）
事後 担当教員の助言やゼミ生同士で検討し合った事柄を振り返り、研究目的と方法がより適切な内容になるよう整えていく。（所要時間 60 分程度）

第 4週 事前 第 2、第 3週の授業内容を見直し、研究目的と方法を踏まえた研究計画を立てる。（所要時間 90 分程度）
事後 担当教員の助言やゼミ生同士で検討し合った事柄を振り返り、より適切な研究計画となるよう見直しを図る。（所要時間 60 分程度）

第 5週 事前 実際にどのような段取りで調査を行なっていくか、自分なりに調査対象についての展望を述べられるよう準備する。（所要時間 60 分程度）
事後 担当教員の助言やゼミ生同士で検討し合った事柄を振り返り、資料やデータ、先行研究等の文献を集め始める。（所要時間 60 分程度）

第 6週 事前 集めた資料や文献等の内容について、その要点をまとめ、ゼミで担当教員や他のゼミ生に伝える準備をする。（所要時間 90 分程度）
事後 ゼミで伝えた調査内容について、担当教員の助言に応じて要点のまとめ直しをしたり、他のゼミ生から受け取った情報の整理をする。（所要時間 60 分程度）

第 7週 事前 さらに研究を進めるため、前回調査した内容を踏まえ、対立する意見を他の文献等に求めるなどして考察を深める。（所要時間 90 分程度）
事後 考察内容に対して受けた助言について整理し、中間発表につなげるよう全体構成を検討する。（所要時間 60 分程度）

第 8週 事前 これまでの学びを振り返り、それを踏まえた論文の章立てを試み、ポスター作成の構想を練る。（所要時間 90 分程度）
事後 担当教員の助言やゼミ生からの意見を踏まえ、ポスターの構成を見直す。（所要時間 60 分程度）

第 9週 事前 発表のためのポスターを仕上げ、プレゼンテーションの予行演習を行う。（所要時間 90 分程度）
事後 プレゼンテーションで受けた質問や感想を十分振り返り、課題の整理を行う。（所要時間 60 分程度）

第10週 事前 自分と他のゼミ生のプレゼンテーションから得た学びを整理し、発表できるように準備する。（所要時間 60 分程度）
事後 研究レポートの仕上げに活かせるよう、ゼミで分かち合ったプレゼンテーションでの学びを確認する。（所要時間 60 分程度）

第11週 事前 プレゼンテーションでの学びを具体的にレポートに反映させ、指導を受ける準備をする。（所要時間 60 分程度）
事後 レポート全体について受けた助言を踏まえ、仕上げの執筆を行なっていく。（所要時間 90 分程度）

第12週 事前 ゼミでの研究発表に備え、レジュメの下書きを行う。（所要時間 90 分程度）
事後 レジュメ下書きに対して受けた助言を整理し、修正する。（所要時間 60 分程度）

第13週 事前 レジュメを仕上げ、研究発表の準備を行う。（所要時間 90 分程度）
事後 ゼミでの研究発表を振り返り、仕上げ段階の課題を整理する。（所要時間 60 分程度）

第14週 事前 代表者は発表準備を行い、他のゼミ生は協力したり、自らのレポートの仕上げを進める。（所要時間 90 分程度）
事後 代表者発表で得た学びを振り返り、自らのレポートに反映させていく。（所要時間 90 分程度）

第15週 事前 仕上げたレポートについて、ライティングルーブリックにより自己評価を行う。（所要時間 90 分程度）
事後 ゼミで行なった全体の振り返り内容を整理し、学修成果について Pholly 課題を通して確認する。（所要時間 90 分程度）

117



【授業計画コメント】
ゼミの進捗状況により、授業計画を変更することがある。
ゼミのアクティブ・ラーニングの種別はゼミの進捗状況により変更することがある。
情勢や授業の進捗状況により、Pholly を用いることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 山田剛史／林創著 『大学生のためのリサーチリテラシー入門』 ミネルヴァ書房 2011年
参考書等 授業の中で紹介する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

卒業研究レポート・成果物 50％ ライティング・ルーブリックにより評価

プレゼンテーション 20％ 発表ルーブリックにより評価

その他 授業態度 30％ 毎回の授業における参加態度及び振り返り課題等の提出状況

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
各ゼミで提示する課題については、原則的に次回のゼミにおいてフィードバックを行う。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、山中研究室、あるいは各ゼミ実施教室にて各担当教員が質問を受け付ける。

【その他】
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1225 教育・保育基礎実習 実習 1 1 年次 後期 選択 布村 志保・杉山 宗尚・山中 早苗・森田 麗子・田中麻紀子
幸田 瑞穂・川島 直子・東郷 由香・松本由紀子

【実務経験】

【授業の概要】
本科目は、教育実習および保育実習の基礎に位置づけられる実習の履修条件科目である。実際の保育を 9回観察することを通して、子どもをみる眼を養いながら保育の現場や保育者
の援助について、基礎を学ぶ。また、保育者になるための基本的態度や姿勢を身につける。9回の観察実習を終えた後、観察を通した学びと経験を振り返り、今後の学外実習に向け
た自己課題を見出す。

【キーワード】
学内観察実習、観察記録、子ども理解、保育者の援助、保育環境

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①学外観察実習を通して子どもの活動を捉え、保育者の援助・配慮、環境構成の意図を理解できる。 DP1，2

②保育者となるための自覚と責任をもって、主体的に取り組むことができる。 DP1

③観察記録の書き方を理解し、保育についての考えを文章表現や保育者への質問等によって的確に伝えることができる。 DP2，3

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 実習においては次の内容を学び、理解する。
1．子ども理解
一人ひとりの動きや表情
子ども同士のやりとり

2．子どもの活動と保育者の援助
園庭・保育室内などでの活動
一人ひとりの活動と集団での活動
子どもの活動と保育者の活動
子どもの活動と保育者の援助・配慮

3．保育環境
人的環境、物的環境、環境としての空間・時間
健康および安全に留意した環境

第 2週

第 3週

第 4週

第 5週

第 6週

第 7週

第 8週

第 9週

第10週

第11週

第12週

第13週

第14週

第15週

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 教育・保育基礎実習記録ファイルに示された観察記録の書き方①～③を読む。（60 分）
事後 観察記録①を作成する。（90 分）

第 2週 事前 添削指導をもとに、観察記録①の見直し・修正を行う。（60 分）
事後 観察記録②を作成する。（90 分）

第 3週 事前 添削指導をもとに、観察記録②の見直し・修正を行う。（60 分）
事後 観察記録③を作成する。（90 分）

第 4週 事前 添削指導をもとに、観察記録③の見直し・修正を行う。（60 分）
事後 観察記録④を作成する。（90 分）

第 5週 事前 添削指導をもとに、観察記録④の見直し・修正を行う。（60 分）
事後 観察記録⑤を作成する。（90 分）

第 6週 事前 添削指導をもとに、観察記録⑤の見直し・修正を行う。（60 分）
事後 観察記録⑥を作成する。（90 分）

第 7週 事前 添削指導をもとに、観察記録⑥の見直し・修正を行う。（60 分）
事後 観察記録⑦を作成する。（90 分）

第 8週 事前 添削指導をもとに、観察記録⑦の見直し・修正を行う。（60 分）
事後 観察記録⑧を作成する。（90 分）

第 9週 事前 添削指導をもとに、観察記録⑧の見直し・修正を行う。（60 分）
事後 観察記録⑨を作成する。（90 分）

第10週 事前 添削指導をもとに、観察記録⑨の見直し・修正を行う。（60 分）
事後 全観察実習の経験を振り返り、今後の実習に向けた自己課題を明確にする。（90 分）

第11週

第12週

第13週

第14週

第15週
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【授業計画コメント】
・園のスケジュールおよび受講生の状況により授業計画を変更する場合がある。
・遠隔授業の際、Pholly を用いることがある。また、Pholly への課題提出を求める場合がある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
テキスト 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
テキスト 内閣府 『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
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート

小テスト・授業内レポート

提出物 80％ 課題に対して適切な内容となっているかおよび期限を守って提出しているかを評価する。

参加状況 20％ 準備物の不備なく参加しているかを評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出された課題（観察記録）は担当教員が添削を行う。

【オフィスアワー】
前後期とも水曜日のお昼休み、実習指導室にて受け付ける。

【その他】
・本科目は全実習の基礎科目であり、実習科目を履修するためには必ず受講し、単位を修得しなければならない。
・教育・保育基礎実習事前事後指導と教育・保育基礎実習は同時に履修しなければならない。
・事前事後指導を正当な理由なく欠席した者、課題・手続きが未了の者、指示・指導に従わない者は、実習の履修あるいは単位を認めない場合がある。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1215 教育・保育基礎実習事前事後指導 演習 1 1年次 前後期 選択 布村 志保・杉山 宗尚・山中 早苗・森田 麗子・田中麻紀子
幸田 瑞穂・川島 直子・東郷 由香・松本由紀子

【実務経験】

【授業の概要】
全実習の基礎科目となる教育・保育基礎実習のための事前事後指導である。事前指導では全実習の概要や教育・保育基礎実習の意義と心得、学内観察記録の基本的な書き方を理解す
る。実習期間中および事後指導での話し合いを通して、保育への理解を深める。

【キーワード】
観察実習、学内観察記録の書き方、子ども理解、保育者の援助、保育環境

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①基本的な実習記録の書き方を理解し、観察実習を通して学んだことや気づいたことを言葉や文章表現によって的確に伝えることができる。 DP3

②実習を踏まえた話し合いを通して保育について考え、理解を深めることができる。 DP2，3

③全実習のスケジュールと学習内容を理解し、次の実習に向けて課題や学習目標を明確にできる。 DP4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 教育・保育基礎実習について（実習の種類とスケジュール、本科目の位置づけ）

第 2週 実習に関する指導事項

第 3週 保育所・幼稚園配属調査

第 4週 施設実習の概要

第 5週 学内観察実習について

第 6週 学内観察実習日程と指導事項

第 7週 施設配属調査

第 8週 記録の書き方① 1回目～3回目まで

第 9週 記録の書き方② 4回目～6回目まで

第10週 記録の書き方③ 7回目～9回目まで

第11週 テーマに基づく話し合い（保育者の援助を中心に）＜グループワーク＞

第12週 学内観察実習 6回目に関する話し合い（子ども理解を中心に）＜グループワーク＞

第13週 記録の見直し

第14週 メッセージアワー

第15週 自己評価と振り返り

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスの「教育・保育基礎実習事前事後指導」を読み、授業内容を把握する。（30 分）
事後 授業時に配布した資料を読み、授業内容の振り返りを行う。（60 分）

第 2週 事前 便覧の「実習について」を読む。（30 分）
事後 配布資料の内容を熟読し、理解する。（60 分）

第 3週 事前 保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の「総則」の⚑を読む。（30 分）
事後 保育実習・教育実習配属調査書類を作成する。（60 分）

第 4週 事前 児童福祉施設について、施設の種類や保育士の業務の多様性・専門性について調べる。（30 分）
事後 授業の内容をふまえ、児童福祉施設での保育士の役割を振り返り施設での実習の意義を考える。（60 分）

第 5週 事前 シラバスの「教育・保育基礎実習」を読み、内容を把握する。（30 分）
事後 授業時に配布した資料を読み、授業内容の振り返りを行う。（60 分）

第 6週 事前 教育・保育基礎実習の自己目標を考える。（30 分）
事後 授業時に配布した資料を読み、授業内容の振り返りを行う。（60 分）

第 7週 事前 居住地近くの児童福祉施設を調べ、地域性と施設の数や施設種別（種類）について把握する。（60 分）
事後 施設実習配属調査書類を作成する。（30 分）

第 8週 事前 保育で使用する基本漢字を調べる。（30 分）
事後 観察記録の書き方①～③を復習する。（60 分）

第 9週 事前 観察記録の書き方④～⑥に目を通す。（30 分）
事後 観察記録の書き方④～⑥を復習する。（60 分）

第10週 事前 観察記録の書き方⑦～⑨に目を通す。（30 分）
事後 観察記録の書き方⑦～⑨を復習する。（60 分）

第11週 事前 観察記録の書き方に示された「保育者の配慮」の部分を熟読する。（30 分）
事後 授業の振り返り課題に取り組む。（60 分）

第12週 事前 観察記録⑥を見直し、グループワークで発表する内容を考える。（30 分）
事後 グループワークの振り返り課題に取り組む。（60 分）

第13週 事前 これまでに記した観察記録の添削指導内容を確認する。（30 分）
事後 添削指導をもとに、観察記録の修正を行う。（60 分）

第14週 事前 実習について保育科 2年生に質問したいことを考える。（30 分）
事後 授業の振り返り課題に取り組む。（60 分）

第15週 事前 全観察記録の修正を確認し、記録ファイルにまとめる。（30 分）
事後 観察実習の振り返り課題に取り組む。（60 分）

121



【授業計画コメント】
・園のスケジュールおよび受講生の状況により授業計画を変更する場合がある。
・Pholly を用いた授業や Pholly への課題提出を求める場合がある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
テキスト 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
テキスト 内閣府 『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
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート

小テスト・授業内レポート

提出物 80％ 課題に対して適切な内容となっているかおよび期限を守って提出しているかを評価する。

参加状況 20％ 準備物の不備なく参加しているかを評価する。

合計 100％ 「教育・保育基礎実習」と「教育・保育基礎実習事前事後指導」は同時に履修する相互関連科目であるため、いずれか 1科目での単位認定は行わない。したがって一方の単位が認定されない場合は両方とも認定されない。「学
生便覧」等に示された実習の履修要件を満たさない場合には単位修得を認めない。また、この科目は実習の基礎科目としているため、単位修得が見込めない場合は、担当教員から学外実習に参加する前に成績を通知する。

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出された課題に対し、授業内で全体に向けたフィードバックを行う。

【オフィスアワー】
前後期とも水曜日のお昼休み。実習指導室にて受け付ける。

【その他】
・本科目は全実習の基礎科目であり、実習科目を履修するためには必ず受講し、単位を修得しなければならない。
・教育・保育基礎実習事前事後指導は教育・保育基礎実習と同時に履修しなければならない。
・事前事後指導を正当な理由なく欠席した者、課題・手続きが未了の者、指示・指導に従わない者は、実習の履修あるいは単位を認めない場合がある。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1226 保育実習Ⅰａ（保育所） 実習 2 1 年次 後期 選択 保育士資格必修 布村 志保・森田 麗子・山中 早苗・田中麻紀子
幸田 瑞穂・東郷 由香・松本由紀子

【実務経験】

【授業の概要】
保育実習Ⅰａ（保育所）は 1年次 1月下旬～2月上旬にかけて 2週間、実習協力保育所（園）での保育の実際に即して学ぶ科目である。保育所の意義と役割、保育所保育の内容と方法、
保育所保育士としての保育業務や職務内容を体験的に学び、理解する。また、実習記録や指導案の書き方についても実践を通して習得する。

【注意】保育実習Ⅰａに参加するためには、次のA群およびB群の中からそれぞれ 1科目以上、合計 3科目以上単位を修得しなければならない。
A群〔「保育原論」「乳児保育Ⅰ」「保育の心理学」〕・B群〔「社会福祉概論」「社会的養護Ⅰ」〕また、実習に参加するまでに「特別支援教育・保育概論」「乳児保育Ⅱ」「教育
課程の意義と編成」の 4科目のうち 2科目以上において欠席が 1/3 を超える場合は、保育実習Ⅰａに参加することができない。

【キーワード】
子ども理解、子どもの最善の利益、保育士の職務、職業倫理、実習記録

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①保育所保育の基本的なあり方および保育士の職務内容について、体験を通して具体的に理解し、自らも行動できる。 DP2

②既習科目で習得した知識や技術を基礎とし、これらを総合的に実践する力を養いながら、子どもの理解を深める。 DP2

③実習記録の書き方について実践を通して理解し、自己課題を省察して取り組むことができる。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 1．保育所保育の基本的あり方について
・保育所の意義、役割、課題
・養護的機能と教育的機能
・乳児保育のあり方
・地域の子育て支援

2．保育所保育の具体的な内容、方法および子ども理解
・保育所の生活と一日の流れ
・基本的生活習慣とその援助・指導
・遊びとその援助・指導
・発達過程に応じた保育内容と乳幼児への個別のかかわり方
・保育環境
・子どもの健康と安全

3．保育士の役割と職業倫理
・保育士の職務内容
・保育士の役割と職業倫理
・職員間の役割分担や協力連携

4．実習記録や指導案の書き方
5．自ら設定した保育上の課題についての考察

第 2週

第 3週

第 4週

第 5週

第 6週

第 7週

第 8週

第 9週

第10週

第11週

第12週

第13週

第14週

第15週

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 ①実習先の保育について、HPやオリエンテーションで頂いた資料などから理解しておくこと。
②既習科目で学習した内容を確認し、実習に向けて準備をすること。
③実習先で事前に示された課題について、十分な準備を行うこと。
④実習前には教材研究、保育の計画、指導案の作成などを行うこと。特に指導案の作成については積極的に教員の助言を求めて取り組むこと。また、実習記録の書き方を
を理解しておくこと。わからない点は必ず実習指導室にて指導・助言を受けてから実習に臨むこと。
⑤実習に向けて保育関係の図書を読み、子どもの発達等や保育者の役割についての理解を深めること。また、保育に関する社会的課題や子育て支援等についても新聞や
ニュースなどから情報を収集し、理解しておくこと。
⑥実習期間中は日々の課題に取り組むこと。
⑦実習後には実習記録の見直しをすること。

第 2週

第 3週

第 4週

第 5週

第 6週

第 7週

第 8週

第 9週

第10週

第11週

第12週

第13週

第14週

第15週
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【授業計画コメント】
・実習日程は実習所（園）の都合により変更する場合がある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
テキスト 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
テキスト 内閣府他 『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
テキスト 内閣府他 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート

小テスト・授業内レポート

実習先による評価 60％ 実習先による評価は実習態度と実習内容をふまえて行われる。

大学による評価 40％ 大学による評価は、実習記録と実習レポートと実習に必要な資料の提出状況および内容の適切さで評価する。

合計 100％ 「保育実習Ⅰａ」と「保育実習Ⅰａ事前指導」は同時に履修する相互関連科目であるため、いずれか 1科目での単位認定は行わない。したがって、
一方の単位が認定されない場合には両方とも認定されない。『学生便覧」に示された実習の履修要件を満たさない場合には単位取得を認めない。

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出された課題に対し、授業内で全体に向けたフィードバックを行う。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、実習指導室にて。

【その他】
・すべての科目と関連するが、保育実習Ⅱはもちろんのこと保育実習Ⅰｂ、施設実践演習、教育実習とそれぞれの実習事前事後指導、教職・保育実践演習（幼）と特に関わる科目で
ある。
・保育実習Ⅰａは保育実習Ⅰａ事前事後指導と同時に履修しなければならない。
・保育士資格を取得するための必修科目の履修状況が不十分な者、事前事後指導を正当な理由なく欠席した者、課題・手続きが未了な者、指示・指導に従わない者は、実習の履修あ
るいは単位を認めない場合がある。
・本科目の成績は翌年度前期科目の成績と同時に確定する。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1228 保育実習Ⅰａ（保育所）事前事後指導 演習 1 1 年次 後期
2年次 前期 選択 保育士資格必修 布村 志保・森田 麗子・山中 早苗・田中麻紀子

幸田 瑞穂・東郷 由香・松本由紀子

【実務経験】

【授業の概要】
保育士資格に必要な保育所での実習に向けて学びを深めるための科目である。特に保育実習Ⅰａ（保育所）事前事後指導は、保育実習Ⅰａ（保育所）を充実するために行う学内での
学習である。事前指導では実習に向けて基本的な知識や技能を学習し、事後指導ではグループ討議・個人面談等を通して実習への反省と評価を行う。

【キーワード】
保育所の役割・機能、子ども理解、保育者の職務・倫理、実習記録

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①保育実習の意義・目的、保育所の役割を理解するとともに、実習に必要な知識や技能を理解し、習得する。 DP2

②実習での自らの目標や課題を明確にし、実習後には次の実習への課題と学習目標を明確にできる。 DP2

③実習に取り組むために必要な姿勢や態度を身につけるとともに、保育者としての職務に関する基本的な知識と職業倫理について理解できる。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 事前指導① 保育所の意義と役割、保育所実習の概要

第 2週 事前指導② 実習の内容および保育実習Ⅰａ（保育所）での課題

第 3週 事前指導③ 保育園見学① 頌栄保育園

第 4週 事前指導④ 保育園見学② 西鈴蘭台頌栄保育園

第 5週 事前指導⑤ 実習の内容と園でのオリエンテーションについて

第 6週 事前指導⑥ 保育所実習に向けた自己課題の明確化

第 7週 事前指導⑦ 実習記録の書き方① 園の概要などについて

第 8週 事前指導⑧ 実習記録の書き方② 日々の記録について

第 9週 事前指導⑨ 指導計画について

第10週 事前指導⑩ 実習に向けて話し合い ＜グループワーク＞

第11週 事前指導⑪ 保育士との話し合い ＜グループワーク＞

第12週 事前指導⑫ 実習に際しての留意事項

第13週 事後指導① 実習自己評価

第14週 事後指導② 初めての実習を経験して ＜グループワーク＞

第15週 事後指導③ レーダーチャートによる振り返り、個人面談

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスを読んで内容を理解し、今後の取り組みについてイメージを持つ。（30 分）
事後 授業時に配布した資料を読み、授業内容と実習までのスケジュールを確認する。「保育所保育指針」総則の指定箇所を確認する。（60 分）

第 2週 事前 保育所（園）の一日をイメージしながら、実習生と子どもたちのかかわりを考えてみる。（30 分）
事後 授業時に配布した資料を読み、授業内容の振り返りを行う。期日までに課題を提出する。（60 分）

第 3週 事前 見学に向けて、頌栄保育園について調べ、自分なりの課題を持つ。（30 分）
事後 授業の振り返り課題に取り組み、期限までに提出する。（60 分）

第 4週 事前 見学に向けて、西鈴蘭台頌栄保育園について調べ、自分なりの課題を持つ。（30 分）
事後 授業の振り返り課題に取り組み、期限までに提出する。（60 分）

第 5週 事前 実習園について調べる。（30 分）
事後 オリエンテーションに持参する書類を完成させるとともに、オリエンテーションの準備を整える。（60 分）

第 6週 事前 実習の目標を提出できるよう、実習内容と園の取り組みとを合わせて確認しておく。（30 分）
事後 授業時に配布した資料を読み、授業内容の振り返りを行う。期日までに個人票の下書きを作成する。（60 分）

第 7週 事前 教育・保育基礎実習での観察記録の書き方を確認し、不明な点がないようにしておく。不明な点があれば質問できるようにしておく。（30 分）
事後 授業時に配布した資料を読み、授業内容の振り返りを行う。（60 分）

第 8週 事前 第 6週の学習をもとに、学内観察記録と実習記録の同異を確認しておく。（30 分）
事後 授業時に配布した資料を読んで授業内容の振り返りを行い、実習記録の書き方を復習する。（60 分）

第 9週 事前 実習で担当予定となった年齢の子どもたちについて、発達や遊びを考えてみる。（30 分）
事後 授業の振り返り課題に取り組み、期限までに提出する。（60 分）

第10週 事前 実習への準備過程でアドバイスを求めたいこと、一緒に検討したいことなどを具体的に記しておく。（30 分）
事後 話し合いや検討を通して理解したことや修正点を整理し、準備すべき点を明確にする。（60 分）

第11週 事前 ワークシートを用いて実習に向けて話し合いたいこと、質問したいことを考えておく。（30 分）
事後 話し合いを通して理解したこと、考えたこと等をまとめ、期限までに提出する。（60 分）

第12週 事前 実習に向けた準備事項を再確認しておく。（30 分）
事後 実習に向けた準備を万全にし、わからない点は質問して確認したり、アドバイスを受けたりする。実習後に行うことを確認する。（60 分）

第13週 事前 保育実習Ⅰａの課題を確認し、自分の体験を課題にそって振り返っておく。（30 分）
事後 実習での学びや反省、疑問、課題の達成状況について、整理する。（60 分）

第14週 事前 実習で体験した事例のなかで共有したい学びを整理する。（30 分）
事後 他の学生との話し合いの内容を整理し、自分の学びと課題を改めて考える。（60 分）

第15週 事前 第 13・14 週での授業内容を再確認し、客観的に自分の実習を振り返って、説明できるようにしておく。（30 分）
事後 保育実習Ⅱに向けた課題を整理し、具体的な準備を計画する。（60 分）
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【授業計画コメント】
・外部講師の都合により、授業計画を変更することがある。
・遠隔で授業を実施する場合は、Pholly を使用して行うことがある。また、Pholly への授業内レポートの提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
テキスト 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
テキスト 内閣府他 『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
テキスト 内閣府他 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート

小テスト・授業内レポート

提出物 70％ 提出物は課題に対して適切な内容になっているかおよび期限を守って提出しているかを評価する。

参加状況 30％ 参加状況は準備物の不備なく積極的に授業に参加しているかを評価する。「保育実習Ⅰａ事前・事後指導」と「保育実習Ⅰａ」とは同時に履修する相互関連科目であるため、いずれか 1
科目での単位認定は行わない。したがって一方の単位が認定されない場合は両方とも再履修となる。『学生便覧』に示された実習の履修要件を満たさない場合には単位取得を認めない。

合計 100％ 「保育実習Ⅰａ事前指導」と「保育実習Ⅰａ」は同時に履修する相互関連科目であるため、いずれか 1科目での単位認定は行わない。したがって、
一方の単位が認定されない場合には両方とも認定されない。『学生便覧」に示された実習の履修要件を満たさない場合には単位取得を認めない。

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出された課題に対し、授業内で全体に向けたフィードバックを行う。提出期限を守ること。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、実習指導室にて。

【その他】
・すべての科目と関連するが、保育実習Ⅱはもちろんのこと保育実習Ⅲ、教育実習とそれぞれの実習事前事後指導、保育実践演習ととくに関わる科目である。
・保育実習Ⅰａ事前事後指導は保育実習Ⅰａと同時に履修しなければならない。
・保育士資格を取得するための必修科目の履修状況が不十分な者、事前事後指導を正当な理由なく欠席した者、課題・手続きが未了の者、指示・指導に従わない者は、実習の履修あ
るいは単位を認めない場合がある。
・提出された課題に対し、授業内に全体に向けてフィードバックを行う。
・本科目の成績は翌年度前期科目の成績と同時に確定する。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1227 保育実習Ⅰｂ（施設） 実習 2 1 年次 後期 選択 保育士資格必修 杉山 宗尚・川島 直子・東郷 由香・松本由紀子

【実務経験】

【授業の概要】
児童福祉施設またその他の施設において、基本的に 10 日間の実習を行う。施設において子どもや利用者の理解を深めるとともに、保育士や施設職員の業務内容を体験的に学び理解
する。さらに施設での生活、施設の機能と役割についても学び理解する。

【注意】保育実習Ⅰｂ（施設）を履修するためには、次のＡ群およびＢ群の中からそれぞれ 1 科目以上、合計 3 科目以上単位を修得しなければならない。Ａ群〔「保育原論」「乳児保
育Ⅰ」「保育の心理学」〕・Ｂ群〔「社会福祉概論」「社会的養護Ⅰ」〕また、実習に参加するまでに、「保育内容総論」「特別支援教育・保育概論」「乳児保育Ⅱ」「教育課程の意
義と編成」の 4科目のうち 2科目以上において欠席回数が 1/3 をこえる場合は、保育実習Ⅰｂに参加できない。

【キーワード】
施設の機能・役割、子ども・利用者の理解、職員の業務

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①施設現場での直接的な関わりを通して、子どもや利用者の理解を深めることができる。 DP2

②施設の保育士や職員の職務内容、援助・支援のあり方について理解することができる。 DP3

③施設の多様な役割や機能について理解を深めることができる。 DP1

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 実習においては、次のような内容を理解し、学んでいく。
※ 1年次 2月下旬～3月末の期間（この期間内で基本的に各自 10 日間）、児童福祉施設等の実習協力施設で実習を行う（宿泊実習の場合もある）。
1．児童福祉施設等の役割や機能を理解する。
①施設の生活と一日の流れ、②施設の役割と機能

2．子どもや利用者の理解を深める。
①子どもや利用者の観察とその記録、②個々の状況に応じた関わりと援助・支援

3．養護・支援内容、生活環境について学ぶ。
①計画に基づく活動や援助・支援、②子どもや利用者の心身の状況に応じた対応、③子どもや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．計画と記録の作成について実践的に学ぶ。
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理解する。
①保育士の業務内容、②職員間の役割分担や連携、③保育士の役割と職業倫理

第 2週

第 3週

第 4週

第 5週

第 6週

第 7週

第 8週

第 9週

第10週

第11週

第12週

第13週

第14週

第15週

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 1．実習先から示された課題等に取り組む。
2．実習に関わる書類等の準備を適切に行う。
3．実習先施設について事前に十分な情報収集（最新の動向やニュースも含む）を行い理解を深める。
4．実習後には実習記録の見直しを行い作成をする。適宜、指導・助言を受けた内容をふまえて改善すること。

第 2週

第 3週

第 4週

第 5週

第 6週

第 7週

第 8週

第 9週

第10週

第11週

第12週

第13週

第14週

第15週
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【授業計画コメント】
実習日程は、配属施設と共に発表する。ただし、配属施設の都合により変更する場合がある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない。
参考書・参考資料等 授業中に適宜資料を配布する

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート

小テスト・授業内レポート

実習施設による評価 60％ 実習先による評価は、実習態度と実習内容をふまえて行われる。

大学による評価 40％ 大学による評価は、実習記録の提出状況および内容の適切さで評価する。

合計 100％ 「保育実習Ⅰｂ」と「保育実習Ⅰｂ事前事後指導」は同時に履修する相互関連科目であるため、いずれか 1科目での単位認
定は行わない。したがって、一方の単位が認定されない場合は両方とも認定されない。

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出された課題に対して、必要に応じてフィードバックを行う。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、実習指導室にて。

【その他】
・保育実習Ⅰｂは「保育実習Ⅰｂ事前事後指導」と同時に履修しなければならない。
・保育士資格を取得するための必修科目であることから、保育士資格を取得するための必修科目の履修状況が不十分な者、事前・事後指導を正当な理由なく欠席した者、課題・手続
きが未了の者、指示・指導に従わない者は、実習の履修あるいは単位を認めない場合がある。
・すべての科目と関連するが、保育実習Ⅰａはもちろんのこと、保育実習Ⅱ、教育実習とそれぞれの事前事後指導、保育実習Ⅲ（2021 年度生）、施設実践演習（2022 年度生）と特に
密接にかかわる科目である。
・可能であれば、ボランティア活動等に参加し、施設について及び子どもや利用者に対する理解を深めてもらいたい。
・本科目の成績は 2年次前期に確定する。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1229 保育実習Ⅰｂ（施設）事前事後指導 演習 1 1 年次 後期
2年次 前期 選択 保育士資格必修 杉山 宗尚・川島 直子・東郷 由香・松本由紀子

【実務経験】

【授業の概要】
児童福祉施設またその他の施設における実習を充実させるための事前事後指導である。事前指導では、子どもや利用者の生活等の場における実習であることの重みを十分理解し、実
習までに修得した知識や技能と合わせ、高い倫理意識をもって実践現場に出られるよう準備を行う。事後指導では、実習の総括を通して各自が今後の課題設定をするほか、グループ
でも学びを共有する。

【キーワード】
施設の機能・役割、子ども・利用者の理解、職員の業務

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①施設実習の意義・内容を理解することができる。 DP1

②様々な実習先施設種別とその役割について学び、理解することができる。 DP1

③実習の総括を行い、新たな課題や学習目標を明確にすることができる。 DP4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 事前指導①障害について

第 2週 事前指導②施設の理解を深める

第 3週 事前指導③施設現場より①児童養護施設

第 4週 事前指導④施設現場より②乳児院

第 5週 事前指導⑤施設現場より③障害関係施設

第 6週 事前指導⑥実習先に関する事前学習、配属先施設ごとの情報共有

第 7週 事前指導⑦施設実習に向けた個人目標の明確化

第 8週 事前指導⑧障害児者への支援について

第 9週 事前指導⑨実習施設での事前オリエンテーションのための準備

第10週 事前指導⑩養護系施設についての実践事例、Q&A

第11週 事前指導⑪心理的支援について

第12週 事前指導⑫実習記録の書き方

第13週 事前指導⑬倫理と諸注意

第14週 事後指導①施設実習のふり返り（個人）、事務手続き

第15週 事後指導②施設実習のふり返り（グループ）、事務手続き ＜グループワーク＞

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 障害に関すること（障害の種類や関連する施設や制度）について調べる。（30 分）
事後 授業での学びを振り返り、自身の体験を踏まえてレポートにまとめる。（60 分）

第 2週 事前 児童福祉施設について各施設の役割や職員の専門性を調べる。（30 分）
事後 授業での学びを振り返り、新たな学びや疑問点をレポートにまとめる。（60 分）

第 3週 事前 児童養護施設の役割や入所児童の背景、職員の専門性について調べる。（30 分）
事後 現場で働く職員の話を振り返り、新たな学びや疑問点をレポートにまとめる。（60 分）

第 4週 事前 乳児院の役割や入所児童の背景、職員の専門性について調べる。（30 分）
事後 現場で働く職員の話を振り返り、新たな学びや疑問点をレポートにまとめる。（60 分）

第 5週 事前 障害関係施設の役割や利用者（子ども）の背景、職員の専門性について調べる。（30 分）
事後 現場で働く職員の話を振り返り、新たな学びや疑問点をレポートにまとめる。（60 分）

第 6週 事前 自身の実習配属先についてどのような施設か調べる。（30 分）
事後 実習配属先の方針や関連するキーワードについて文献等で調べてレポートにまとめる。（60 分）

第 7週 事前 実習に向けて個人の目標を立て、学びを深めたいことを明確にしておく。（30 分）
事後 個人票の作成（下書き・清書）をする。（60 分）

第 8週 事前 障害児者について、障害の種類や特性について調べる。（30 分）
事後 授業での学びを振り返り、新たな学びや疑問点をレポートにまとめる。（60 分）

第 9週 事前 オリエンテーションに行くために必要な情報収集や準備をする。（30 分）
事後 オリエンテーションに持参する書類の作成（清書）をする。（60 分）

第10週 事前 社会的養護施設について、どのような背景で入所し生活をしているのか調べる。（30 分）
事後 授業での学びを振り返り、新たな学びや疑問点をレポートにまとめる。（60 分）

第11週 事前 施設に関わる子どもや利用者に心理的支援が必要な理由を調べる。（30 分）
事後 授業での学びを振り返り、新たな学びや疑問点をレポートにまとめる。（60 分）

第12週 事前 実習先の 1日の生活の流れを調べて把握しておく。（30 分）
事後 実習記録に関して必要事項を記入する。また、必要であれば指導案の作成をする。（60 分）

第13週 事前 実習に関する誓約内容を思い返し、実習の心得を熟読しておく。（30 分）
事後 実習に向けて必要書類の準備と確認を行う。（60 分）

第14週 事前 実習で得た学びをまとめ、自身の課題や新たな発見を見出しておく。（30 分）
事後 振り返りシートの記入をする。（60 分）

第15週 事前 実習で得た学びを他者へ伝えられるよう、発表準備をする。（30 分）
事後 様々な施設の役割や職員の業務について学んだことをまとめる。（60 分）
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【授業計画コメント】
・外部講師の都合により、授業計画を変更することがある。
・遠隔授業を行う際に、Pholly を用いることがある。
・本科目で取り組む内容には、実習先へ提出する書類作成も含まれる。そのため、提出の滞りがないようにすること。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない。
参考書・参考資料等 授業中に適宜資料を配布する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート

小テスト・授業内レポート

提出物 70％ 提出物は、課題に対して適切な内容となっているか、および期限を守って提出しているかを評価する。

参加状況 30％ 参加状況は、準備物の不備なく積極的に授業に参加しているかを評価する。

合計 100％ 「保育実習Ⅰｂ事前事後指導」と「保育実習Ⅰｂ」は同時に履修する相互関連科目であるため、いずれか 1科目での単位認
定は行わない。したがって一方の単位が認定されない場合は両方とも認定されない。

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出された課題に対し、授業内に全体に向けてフィードバックを行う。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、実習指導室にて。

【その他】
・保育実習Ⅰｂ事前事後指導は。「保育実習Ⅰｂ」と同時に履修しなければならない。
・保育士資格を取得するための必修科目であることから、保育士資格を取得するための必修科目の履修状況が不十分な者、事前・事後指導を正当な理由なく欠席した者、課題・手続
きが未了の者、指示・指導に従わない者は、実習の履修あるいは単位を認めない場合がある。
・すべての科目と関連するが、保育実習Ⅰａはもちろんのこと、保育実習Ⅱ、教育実習とそれぞれの事前事後指導、施設実践演習と特に密接にかかわる科目である。
・可能であれば、ボランティア活動等に参加し、施設について及び子どもや利用者に対する理解を深めてもらいたい。
・本科目の成績は 2年次後期に確定する。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2245 保育実習Ⅱ 実習 2 2 年次 前期 選択 保育士資格必修 布村 志保・森田 麗子・山中 早苗・田中麻紀子
幸田 瑞穂・東郷 由香・松本由紀子

【実務経験】

【授業の概要】
保育実習Ⅱの応用編にあたる実習であり、2 年次 5 月下旬から 6 月上旬にかけての 2 週間、保育実習Ⅰａ（保育所）と同じ保育所（園）において実習を行う。責任実習（部分実習、
全日実習）を中心に、保育所（園）の実務を幅広く、かつ深く体験する。
保育実習Ⅰａ（保育所）での学習を活かし、さらに保育の全体的なあり方、乳幼児への具体的な接し方はもちろん多様な支援の実際、保育士の職務内容について、学びを深めること
により、保育士としての専門的な知識、技能、態度を身につけていくことを目指す。

【注意】保育実習Ⅱに参加するためには「子ども家庭福祉」「保育内容総論」「特別支援教育・保育概論」「乳児保育Ⅱ」「教育課程の意義と編成」の 5 科目のうち 3 科目以上単位を取
得しておくことが求められる。

【キーワード】
責任実習（部分実習、全日・半日実習）、保育所保育の内容、保育士の役割と職務内容、職業倫理、保育士の連携、子育て支援、保護者支援

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①保育所保育の内容と方法、多様な支援の実際について、具体的に理解することができる。 DP2

②保育士の業務内容、職業倫理を実践のなかで具体的に学び、規範意識をもって行動できる。 DP2

③実習記録や指導案の作成、教材研究を行い、責任実習を含めた取り組みを工夫しながら実践できる。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 1．保育所保育の内容と方法について
・養護と教育が一体となって行われる保育と保育士の役割
・保育環境の望ましいあり方
・個別指導、集団指導、グループ指導などのポイント
・乳児保育のあり方
・生活や遊びを通して総合的に行う保育と保育士の役割
・設定的な保育活動の展開について
・たてわり保育の実際

2．子どもの保育および保護者・家庭への支援と地域社会等の連携
・子育て家庭への支援の実際や地域社会との連携
・保育事業（延長保育、障害児保育、一時保育など）の実際

3．保育所職員の役割と職業倫理
・多様な保育の展開と保育士の役割
・保育士間のチームワークや保育士と他の職員との協力体制

4．指導計画の作成、実践、概要、記録、評価
5．自ら設定した保育上の課題についての考察

第 2週

第 3週

第 4週

第 5週

第 6週

第 7週

第 8週

第 9週

第10週

第11週

第12週

第13週

第14週

第15週

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 ①保育実習Ⅰａ（保育所）および保育実習Ⅰａ（保育所）事前事後指導での学習について再確認をし、理解を深めておくこと。
②保育実習Ⅰａ（保育所）での実習記録や実習で用いた資料を活用し、実習先の保育について改めて理解を深めておくこと。また、実習記録の書き方を十分なものとして
おくこと。わからない点は必ず実習指導室にて指導・助言を受けてから実習に臨むこと。
③実習先で事前に示された課題について、十分な準備を行うこと。
④実習前には教材研究、保育の計画、指導案の作成などを行うこと。特に指導案の作成については積極的に教員の助言を求めて取り組むこと。
⑤実習に向けて保育関係の図書を読み、子どもの育ちや保育者の役割、保育のあり方について学習すること。また、保育に関する社会的課題や子育て支援等についても新
聞やニュースなどから情報を収集し、理解を深めておくこと。
⑥実習後には実習記録の見直しをすること。

第 2週

第 3週

第 4週

第 5週

第 6週

第 7週

第 8週

第 9週

第10週

第11週

第12週

第13週

第14週

第15週
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【授業計画コメント】
・保育士資格を取得するためには、保育実習ⅡあるいはⅢのいずれかの履修が必要であるが、本学では 4週間の教育実習に対応して、保育実習Ⅱと必須とし、保育実習Ⅰと合わせて
4週間の保育所実習を課している。
・保育実習Ⅱは保育実習Ⅱ事前事後指導と同時に履修しなければならない。
・保育士資格を取得するための必修科目の履修状況が不十分な者、事前・事後指導を正当な理由なく欠席した者、課題・手続きが未了の者、指示・指導に従わない者は、実習の履修
あるいは単位を認めない場合がある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
テキスト 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
テキスト 内閣府他 『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
テキスト 内閣府他 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート

小テスト・授業内レポート

実習先による評価 60％ 実習先による評価は実習態度と実習内容をふまえて行われる。

大学による評価 40％ 大学による評価は、実習記録と実習レポートと実習に必要な資料の提出状況および内容の適切さで評価する。

合計 100％ 「保育実習Ⅱ」と「保育実習Ⅱ事前指導」は同時に履修する相互関連科目であるため、いずれか 1 科目での単位認定は行わない。したがって、
一方の単位が認定されない場合には両方とも認定されない。『学生便覧」に示された実習の履修要件を満たさない場合には単位取得を認めない。

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出された課題に対し、授業内で全体に向けたフィードバックを行う。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、実習指導室にて。

【その他】
・すべての科目と関連するが、保育実習Ⅰａはもちろんのこと保育実習Ⅰｂ、施設実践演習、教育実習とそれぞれの実習事前事後指導、教職・保育実践演習（幼）と特に関わる科目
である。
・保育士資格を取得するための実習として、本学は保育実習Ⅰ（ａ、ｂ）と保育実習Ⅱの履修が必須である。幼稚園教諭免許状を取得するための 4週間の教育実習に対応して、保育
実習Ⅱと保育実習Ⅰａを合わせて 4週間の保育所実習を課している。
・保育実習Ⅱは保育実習Ⅱ事前事後指導と同時に履修しなければならない。
・保育士資格を取得するための必修科目の履修状況が不十分な者、事前・事後指導を正当な理由なく欠席した者、課題・手続きが未了の者、指示・指導に従わない者は、実習の履修
あるいは単位を認めない場合がある。
・本科目の成績は 2年次後期に確定する。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2246 保育実習Ⅱ事前事後指導 演習 1 2年次 前後期 選択 保育士資格必修 布村 志保・森田 麗子・山中 早苗・田中麻紀子
幸田 瑞穂・東郷 由香・松本由紀子

【実務経験】

【授業の概要】
保育実習Ⅱ事前事後指導は、保育実習Ⅱを充実させるために行う学内での学習である。保育実習Ⅰでの学習経験と既習科目の学習をふまえ、保育実習Ⅱでより実践的な学びと総合的
な学びを深め、より豊かな保育実践力を身につけるための知識と技能の習得と倫理意識をもって実習に向かえるよう準備を行う。事前指導においては、子どもに対するより深い援助
を図り、保育者の援助の在り方について学習を深める。事後指導においては、グループ討議及び個別面談を通して実習を振り返り、実習体験を確かなものにする。

【キーワード】
子ども理解、指導計画の理解と立案、自己課題

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①保育実習Ⅱの意義と目的を理解し、保育の計画や指導案の作成に関する知識を蓄える。 DP2

②子どもに対するより深い理解を図り、保育者の援助のあり方について学習を深め、保育士の専門性と職業倫理の理解を深める。 DP2

③実習前には、保育実習Ⅰａ（保育所）を通して捉えた自己課題に向けて準備を整えるとともに、保育実習Ⅱでの自己の目標を明確化できる。実習後には、
保育所（園）の実習を総括し、次の実習あるいは保育現場にむけて自己課題を明確化できる。 DP4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 事前指導① 乳児の生活と遊び（外部講師）

第 2週 事前指導② 幼児の生活と遊び（外部講師）

第 3週 事前指導③ 指導案の立案について① ねらいと内容を中心に ＜双方向型授業＞

第 4週 事前指導④ 指導案の立案について② 指導案の 3本柱を中心に ＜事前学習型授業＞

第 5週 事前指導⑤ 書類の配布と説明

第 6週 事前指導⑥ グループ討議① 保育実習Ⅰａを振り返り、保育実習Ⅱに向けて ＜グループワーク＞

第 7週 事前指導⑦ グループ討議② 各年齢の発達とあそび ＜グループワーク＞

第 8週 事前指導⑧ 子どもの育ちとカリキュラム（外部講師）

第 9週 事前指導⑨ 教材研究 ＜事前学習型授業＞

第10週 事前指導⑩ 実習記録について、実習に際しての留意事項

第11週 事後指導① 実習の自己評価

第12週 事後指導② グループ討議① 保育実習Ⅱを振り返って ＜グループワーク＞

第13週 事後指導③ グループ討議② 子どもの育ち ＜グループワーク＞

第14週 事後指導④ グループ討議③ 指導案の改良 ＜グループワーク＞

第15週 事後指導⑤ レーダーチャートによる振り返り、個別面談

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 乳児の生活と遊びについて、既習科目での学びをもとに整理しておく。（30 分）
事後 授業の振り返り課題に取り組み、期限までに提出する。（60 分）

第 2週 事前 幼児の生活と遊びについて、既習科目での学びをもとに整理しておく。（30 分）
事後 授業の振り返り課題に取り組み、期限までに提出する。（60 分）

第 3週 事前 他の科目で学んだ指導案の書き方を確認する。（30 分）
事後 配布資料を読み、授業内容を確認しながら課題に取り組む。責任実習で実践したい内容について調べてみる。（60 分）

第 4週 事前 第 3週での学習内容の確認と、他の科目で作成した指導案をもとに作成に際してわからない点をまとめておく。（30 分）
事後 配布資料を読み、授業内容を確認しながら課題に取り組む。責任実習で実践したい内容について指導案に記してみる。（60 分）

第 5週 事前 保育実習Ⅰａ事前指導で学習した書類作成の留意点を確認しておく。（30 分）
事後 オリエンテーションに持参する書類を完成させるとともに、オリエンテーションの準備を整える。（60 分）

第 6週 事前 保育実習Ⅱの意義・目的と内容を再確認しておく。（30 分）
事後 グループでの話し合いをもとに授業の振り返り課題に取り組み、期限までに提出する。（60 分）

第 7週 事前 予定される担当年齢の子どもたちの発達とあそびを中心に、既習科目での学習内容を確認する。（30 分）
事後 グループでの話し合いをもとに授業の振り返り課題に取り組み、期限までに提出する。（60 分）

第 8週 事前 カリキュラムについて既習科目での学習内容を確認する。外部講師への質問事項をまとめておく。（30 分）
事後 授業の振り返り課題に取り組み、期限までに提出する。（60 分）

第 9週 事前 さまざまな授業と第 3・4・7・8週での学習を活かして、予定される担当年齢の子どもたちに向けた教材研究の計画をする。（60 分）
事後 授業での検討によるアドバイスや修正点等を整理し、教材研究を進める。（30 分）

第10週 事前 保育実習Ⅰａの記録を見直し、実習先の書き方を確認するとともに、記録の内容を深めるための課題を整理する。（30 分）
事後 授業時に配布した資料を読み、授業内容の振り返りを行う。（60 分）

第11週 事前 保育実習Ⅱの課題を確認し、自分の体験を課題にそって振り返っておく。（30 分）
事後 実習での学びや反省、疑問、課題の達成状況について、整理する。（60 分）

第12週 事前 保育実習ⅠａとⅡについての学びの同異についてまとめておく。（30 分）
事後 他の学生との話し合いの内容を整理し、自分の学びと課題を改めて考える。（60 分）

第13週 事前 実習で体験した事例のなかで子どもたちの育ちについて共有したい学びを整理する。（30 分）
事後 他の学生との話し合いの内容を整理し、自分の学びと課題を改めて考える。（60 分）

第14週 事前 作成した部分実習の指導案を見直し、課題を整理しておく。（30 分）
事後 他の学生との話し合いの内容を整理し、新たな修正点や気づきなどを記しておく。（60 分）

第15週 事前 事後指導時の授業内容を再確認しながら、客観的に自分の実習を振り返って、説明できるようにしておく。（30 分）
事後 今後の課題を整理し、具体的な準備を計画する。（60 分）
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【授業計画コメント】
・外部講師の都合により、授業計画を変更することがある。
・遠隔で授業を実施する場合は、Pholly を使用して行うことがある。また、Pholly への授業内レポートの提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
テキスト 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
テキスト 内閣府他 『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
テキスト 内閣府他 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

筆記試験

期末レポート

小テスト・授業内レポート

その他 提出物 70％ 提出物は課題に対して適切な内容になっているかおよび期限を守って提出しているかを評価する。

その他 参加状況 30％ 参加状況は準備物の不備なく積極的に授業に参加しているかを評価する。

合計 100％ 「保育実習Ⅱ事前指導」と「保育実習Ⅱ」は同時に履修する相互関連科目であるため、いずれか 1 科目での単位認定は行わない。したがって、
一方の単位が認定されない場合には両方とも認定されない。『学生便覧」に示された実習の履修要件を満たさない場合には単位取得を認めない。

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出された課題に対し、授業内で全体に向けたフィードバックを行う。提出期限を守ること。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、実習指導室にて。

【その他】
・すべての科目と関連するが、保育実習Ⅰ（ａ、ｂ）はもちろんのこと施設実践演習、教育実習とそれぞれの実習事前事後指導、教職・保育実践演習（幼）と特に関わる科目である。
・保育士資格を取得するため保育実習Ⅱは必ず履修しなければならない。また保育実習Ⅱ事前事後指導は保育実習Ⅱと同時に履修しなければならない。
・保育士資格を取得するための必修科目の履修状況が不十分な者、事前事後指導を正当な理由なく欠席した者、課題・手続きが未了な者、指示・指導に従わない者は、実習の履修あ
るいは単位を認めない場合がある。
・提出された課題に対し、授業内で全体に向けたフィードバックを行う。
・本科目の成績は 2年次後期に確定する。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2243 教育実習 実習 4 2 年次 前期 選択 幼二種免必修 布村 志保・山中 早苗・森田 麗子・田中麻紀子
幸田 瑞穂・東郷 由香・松本由紀子

【実務経験】

【授業の概要】
教育実習は、春季教育実習（1 週間）と秋季教育実習（3 週間）の 2 回に分けて行い、新年度開始時期の幼児期の子どもの姿と教師の役割、クラスの活動や秋の運動会の行事を含め
たクラス運営について学ぶ。また、実習を通して、幼稚園教諭としての知識、態度、専門性を身につけることを目的とする。
【注意】・春季教育実習を履修するためには、次のＡ群の中から 1科目以上およびＢ群の中から 2科目以上、合計 3科目以上単位を修得しなければならない。

Ａ群【「子どもと健康（領域）」「子どもと人間関係（領域）」「子どもと環境（領域）」「子どもと言葉（領域）」「子どもと表現（領域）」】
Ｂ群【「健康の指導法」「人間関係の指導法」「環境の指導法」「言葉の指導法」】
・秋季教育実習を履修するためには、「教育原論」「子ども理解と相談援助」「教育課程の意義と編成」「表現の指導法A」「表現の指導法 B」の 5 科目から 3 科目以上単位を修
得しなければならない。

【キーワード】
幼児期の教育、幼稚園教諭・保育教諭、専門性、実践力

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①幼児期の子どもの発達と教育について理解できる。 DP2

②幼児期の子どもの発達をふまえた指導案を立案し、実践することができる。 DP2，3

③常に課題意識をもち、幼稚園教諭としての専門性を身につけることができる。 DP1，4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 ・春季教育実習（1週間）
1．新年度開始時期の幼稚園・認定こども園の環境について知る。
2．新年度開始時期の子どもの姿から教師としてのかかわり、配慮について学ぶ。
3．入園式、始園式の準備などを通して、園行事の実際について学ぶ。
4．クラス担任の補助的な役割を担い、クラス担任の役割と職務内容について理解する。

・秋季教育実習（3週間）
1．大学で学んだ領域や教職に関する専門的な知識・理論・技術などを用い、保育を実践するための力を身につける。
2．日々の保育、運動会や遠足などからクラス運営について理解を深める。
3．幼稚園教育要領と子どもの姿をふまえた適切な指導案を作成し、責任実習や研究保育を行い、幼児期の子どもの発達および教師の役割について考察を深める。
4．幼稚園教諭の専門性について理解を深める。

第 2週

第 3週

第 4週

第 5週

第 6週

第 7週

第 8週

第 9週

第10週

第11週

第12週

第13週

第14週

第15週

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 実習前および実習中は、次の取り組みと学習が求められる。
＜実習前＞
・実習に向けた自己課題を明確にし、個人票を作成する。
・実習園でのオリエンテーションを通して把握した内容をまとめる。
・幼稚園教育要領および幼保連携型認定こども園教育・保育要領を熟読する。
・部分実習や責任実習に向けた準備を行う。
・実習の心得を熟読し、実習生の心得を理解して実習に臨む。
＜実習中＞
・毎日の活動を記録し、印象に残った出来事、幼児の姿、教師の援助について考察を行う。反省をもとに明日への課題を明確にし、作成した記録を実習担当教諭に提出する。
・実習担当教諭から指導を受け、部分実習や責任実習の準備を進める。
・実習全体を振り返って学んだことを記録に記し、すべての記録をファイルに綴じて実習園に提出する。

第 2週

第 3週

第 4週

第 5週

第 6週

第 7週

第 8週

第 9週

第10週

第11週

第12週

第13週

第14週

第15週
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【授業計画コメント】
・実習日程は園の都合により変更となる場合がある。
・遠隔授業の際、Pholly を用いることがある。また、Pholly への課題提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
テキスト 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『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
参考書等 内閣府 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート

小テスト・授業内レポート

実習先による評価 60％ 実習態度と実習内容をふまえて行われる。

大学による評価 40％ 実習記録と実習レポートの提出状況および内容の適切さを評価する。

合計 100％ 「教育実習事前事後指導」と「教育実習」は同時に履修する相互関連科目であるため、いずれか 1 科目での単位認定は行わない。したがって
一方の単位が認定されない場合は両方とも認定されない。『学生便覧』等に示された実習の履修要件を満たさない場合には単位を認めない。

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
実習記録等は園から個別に指導を受け、大学でも確認を行う。

【オフィスアワー】
実習期間中、必要に応じて実習担当教員から指導を受けることができる。

【その他】
・教育実習は教育実習事前事後指導を同時に履修しなければならない。
・幼稚園教諭免許状を取得するための必須科目であることから、幼稚園教諭免許状を取得するための必須科目の履修が不十分な者、事前事後指導を正当な理由なく欠席した者、課題・
手続きが未了の者、指示・指導に従わない者は、実習の履修あるいは単位を認めない場合がある。
・すべての科目と関連するが、保育実習Ⅰａ・ｂ、保育実習Ⅱの各実習科目とその事前事後指導、教職・保育実践演習（幼）と特に密接にかかわる科目である。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H2244 教育実習事前事後指導 演習 1 2年次 前後期 選択 幼二種免必修 布村 志保・山中 早苗・森田 麗子・田中麻紀子
幸田 瑞穂・東郷 由香・松本由紀子

【実務経験】

【授業の概要】
教育実習に向けての事前指導および実習後の振り返りを行う。
事前指導では、教育実習の目的および実習生の心得、遵守すべき義務などについて理解する。また、実習に向けての教材研究、指導案の作成、模擬保育を行うなかで、子どもの発達
をふまえた実践力を培う。
事後指導では、実習の振り返りを通して子ども理解を深めると同時に、自らの課題を明確にし、自己の子ども観と教育・保育観を一人ひとりが見出すことを目指す。

【キーワード】
幼児期の教育、幼児の発達、指導計画、模擬保育

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①幼児教育の基本と幼稚園教諭の職務について説明できる。 DP2

②幼児期の子どもの姿について理解を深め、指導計画を立案し、実践することができる。 DP2，3

③教育実習を振り返り、自己の子ども観・教育観を意識しながら今後の課題を明確にできる。 DP2，4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 春季教育実習 事前指導①幼稚園見学：環境構成と保育者の意図

第 2週 事前指導②春季教育実習の目的と自己課題の設定

第 3週 事前指導③記録の書き方と実習生の心得

第 4週 事後指導①春季教育実習の振り返り ＜グループワーク＞

第 5週 秋季教育実習 事前指導①秋季教育実習の目的と自己課題の設定

第 6週 事前指導②秋季教育実習に向けた教材研究 ＜グループワーク＞

第 7週 事前指導③子どもの姿に応じた活動および援助

第 8週 事前指導④模擬保育に向けて：あそびと指導計画 ＜グループワーク＞

第 9週 事前指導⑤模擬保育の実践①

第10週 事前指導⑥模擬保育の振り返りと指導計画の改善

第11週 事前指導⑦模擬保育の実践②と振り返り

第12週 事前指導⑧秋季教育実習に向けた実習生の心得

第13週 事後指導①秋季教育実習の自己評価と実習レポートの作成

第14週 事後指導②秋季教育実習の振り返り：子ども理解について ＜グループワーク＞

第15週 事後指導③レーダーチャートによる振り返り・個人面談

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 頌栄幼稚園の教育方針、環境について調べる。（30 分）
事後 幼稚園見学レポートを作成する。（60 分）

第 2週 事前 シラバスを読み、春季教育実習に向けた自己課題を考える。（30 分）
事後 春季教育実習園でのオリエンテーションに必要な書類を準備する。（60 分）

第 3週 事前 実習記録の書き方を見直しておく。（30 分）
事後 春季教育実習に向けた実習生の心得を熟読し、内容を理解する。（60 分）

第 4週 事前 春季教育実習での学びをレポートにまとめる。（30 分）
事後 グループワークの振り返りを行う。（60 分）

第 5週 事前 シラバスを読み、秋季教育実習に向けた自己課題を考える。（30 分）
事後 秋季教育実習園でのオリエンテーションに必要な書類を準備する。（60 分）

第 6週 事前 幼児期の発達をふまえた遊びを調べる。（60 分）
事後 グループワークの振り返りを行う。（30 分）

第 7週 事前 幼児期の遊びについて指導計画を作成する。（60 分）
事後 作成した指導計画の改善を行う。（30 分）

第 8週 事前 作成した指導計画についてねらい、内容や進め方、援助をまとめておく。（60 分）
事後 模擬保育に向けてグループで必要な話し合いや準備を行う。（30 分）

第 9週 事前 模擬保育①に向けた準備を行う。（30 分）
事後 模擬保育①の振り返りを行う。（60 分）

第10週 事前 模擬保育で見つけた課題や反省を自分なりにまとめる。（30 分）
事後 指導計画の改善を行う。（60 分）

第11週 事前 模擬保育②に向けた準備を行う。（30 分）
事後 模擬保育②の振り返りを行う。（60 分）

第12週 事前 自己課題をもとに秋季教育実習に向けた準備を進める。（30 分）
事後 秋季教育実習に向けた実習生の心得を熟読し、内容を理解する。（60 分）

第13週 事前 秋季教育実習で取り組んだ内容を振り返っておく。（30 分）
事後 実習レポートを作成する。（60 分）

第14週 事前 子ども理解につながるエピソードを記す。（60 分）
事後 グループワークの振り返りを行う。（30 分）

第15週 事前 秋季教育実習を通した自己の成長と課題を見出しておく。（30 分）
事後 園評価をふまえ、今後取り組むべき課題を明確にする。（60 分）
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【授業計画コメント】
・外部講師の都合により、授業計画を変更する場合がある。
・遠隔授業の際、Pholly を用いることがある。また、Pholly への授業課題およびレポートの提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
テキスト 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『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
参考書等 内閣府 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート

小テスト・授業内レポート

提出物 70％ 課題に対して適切な内容となっているかと期限を守って提出しているかを評価する。

参加状況 30％ 準備物の不備なく積極的に授業に参加しているかを評価する。

合計 100％ 「教育実習事前事後指導」と「教育実習」は同時に履修する相互関連科目であるため、いずれか 1 科目での単位認定は行わない。したがって
一方の単位が認定されない場合は両方とも認定されない。『学生便覧』等に示された実習の履修要件を満たさない場合には単位を認めない。

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出された課題に対し、授業内で全体に向けたフィードバックを行う。

【オフィスアワー】
前後期とも水曜日のお昼休み。実習指導室にて受け付ける。

【その他】
・本科目で取り組む内容には、実習先へ提出する書類作成も含まれる。そのため、提出の滞りがないようにすること。
・教育実習は教育実習事前事後指導を同時に履修しなければならない。
・幼稚園教諭免許状を取得するための必須科目であることから、幼稚園教諭免許状を取得するための必須科目の履修が不十分な者、事前事後指導を正当な理由なく欠席した者、課題・
手続きが未了の者、指示・指導に従わない者は、実習の履修あるいは単位を認めない場合がある。
・すべての科目と関連するが、保育実習Ⅰａ・ｂ、保育実習Ⅱの各実習科目とその事前事後指導、教職・保育実践演習（幼）と特に密接にかかわる科目である。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1243 施設実践演習 実習 2 2 年次 前期 選択 保育士資格選択 杉山 宗尚・川島 直子・東郷 由香・松本由紀子

【実務経験】

【授業の概要】
施設実践演習は、保育実習Ⅰｂで習得した知識や技術をふまえ、保育所以外の児童福祉施設またその他の社会福祉施設で行う実習である（基本的に 10 日間）。既習の実習や科目の内
容とその関連性をふまえ、実践力を養うことを目的としている。また、子どもや利用者の理解に加えて、一人ひとりの背景や取り巻く環境、施設が有する多様な役割や地域・関係機
関との連携等も含め、より幅広い知識と理解を得ることを目指す。さらに、各実習生の個別の目標とテーマについても深く学び考え、各々がもつ資質や課題を明確化していく。

【注意】施設実践演習を履修するためには、「子ども家庭福祉」「保育内容総論」「特別支援教育・保育概論」「乳児保育Ⅱ」「教育課程の意義と編成」の 5科目から 3科目以上単位を修
得しなければならない。

【キーワード】
施設の機能・役割、子ども・利用者の理解、職員の業務

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①施設の多様な役割や機能について理解を深めることができる。 DP2

②子どもや利用者に加えて家庭や地域に対する援助や支援についても理解を深めることができる。 DP2

③援助・支援計画や記録、職員間の連携等を具体的に学び理解することができる。 DP3

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 実習においては次の内容を学び、理解する。
※ 2年次 8月上旬～9月上旬にかけての期間（この期間内で基本的に各自 10 日間）に、児童福祉施設等の実習協力施設において実習を行う（宿泊実習の場合もある）。
1．保育所以外の児童福祉施設やその他の社会福祉施設の役割と機能を理解する。
2．施設における援助・支援の実際に触れ理解を深める。
3．子どもや利用者の状態に応じた対応を学ぶ。
（1）受容し、共感する態度を養う。
（2）個人差や生活環境に伴う子どもや利用者のニーズを把握し、理解を深める。
（3）個別支援計画の作成を試みる。
（4）子どもや利用者、また家族への支援と対応を学ぶ。
（5）多様な専門職との連携について理解を深める。
（6）地域社会との連携を学ぶ。
4．児童福祉施設等における保育士またその他の施設職員の多様な業務を理解する。
5．保育士またその他の施設職員の職業倫理について考える。
6．実習を通して保育士としての自己課題を明確化する。

第 2週

第 3週

第 4週

第 5週

第 6週

第 7週

第 8週

第 9週

第10週

第11週

第12週

第13週

第14週

第15週

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 1．実習先から示された課題等に取り組む。
2．実習に関わる書類等の準備を適切に行う。
3．実習先施設について事前に十分な情報収集（最新の動向やニュースも含む）を行い理解を深める。
4．実習前に子どもや利用者の特性（背景）を十分理解し、倫理的配慮を怠らず適切に関われるよう準備する。
5．実習後には実習記録の見直しを行い作成をする。適宜、指導・助言を受けた内容をふまえて改善すること。

第 2週

第 3週

第 4週

第 5週

第 6週

第 7週

第 8週

第 9週

第10週

第11週

第12週

第13週

第14週

第15週
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【授業計画コメント】
実習先は個別面談で丁寧に話し合った上で調整し決定する。実習日程は、実習先との調整の上、決定する。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない。
参考書・参考資料等 授業中に適宜資料を配布する

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート

小テスト・授業内レポート

実習施設による評価 60％ 実習先による評価は、実習態度と実習内容をふまえて行われる。

大学による評価 40％ 大学による評価は、実習記録の提出状況および内容の適切さで評価する。

合計 100％ 「施設実践演習」と「施設実践演習事前事後指導」は同時に履修する相互関連科目であるため、いずれか 1科目での単位認
定は行わない。したがって、一方の単位が認定されない場合は両方とも認定されない。

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、実習指導室にて。

【その他】
・施設実践演習は、「施設実践演習事前事後指導」と同時に履修しなければならない。
・保育所以外の児童福祉施設やその他の社会福祉施設等への就職を志す学生は履修することが望ましい。
・保育士資格取得のための選択必修科目であるが、保育士資格を取得するための必修科目の履修状況が不十分な者、事前・事後指導を正当な理由なく欠席した者、課題・手続きが未
了の者、指示・指導に従わない者は、実習の履修あるいは単位を認めない場合がある。
・すべての科目と関連するが、保育実習Ⅰｂはもちろんのこと、保育実習Ⅰａ、保育実習Ⅱ、教育実習とそれぞれの事前事後指導と特に密接にかかわる科目である。
・可能であれば、ボランティア活動等に参加し、施設について及び子どもや利用者に対する理解を深めてもらいたい。
・本科目の成績は 2年次後期に確定する。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

H1244 施設実践演習事前事後指導 演習 1 2年次 前後期 選択 保育士資格選択 杉山 宗尚・川島 直子・東郷 由香・松本由紀子

【実務経験】

【授業の概要】
この授業では実践力を養うとともに、子どもや利用者、施設についてより幅広い知識と理解を得るという目的を達成するために行う事前事後指導である。保育実習Ⅰｂ（施設）での
経験や学び（事前事後指導を含む）、また既習科目の内容とその関連性を十分踏まえて、実践的な学びを深める。できる限り受講生の関心に沿い、その後の学びや進路に十分活かさ
れるような形で展開する。

【キーワード】
施設の機能・役割、子ども・利用者の理解、職員の業務

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①実習先種別の役割と機能、子どもや利用者についての援助・支援の理念やあり方について、文献等から知識を深め、説明することができる。 DP1

②援助・支援計画や記録、職員間の連携等について、理解することができる。 DP1

③実習生各自が課題意識をもって実習に参加し、今後の課題を明確化することができる。 DP3

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 施設実践演習の概要、保育実習Ⅰｂ（施設）をふまえた個人目標の確認

第 2週 配属についての話し合い

第 3週 実習先施設種別に関わるテーマの事前学習①グループごとのテーマ設定、情報収集

第 4週 実習先施設種別に関わるテーマの事前学習②グループごとの話し合い、まとめ ＜グループワーク＞

第 5週 施設現場より（外部講師による講義、学生との話し合い）

第 6週 施設における支援の実際

第 7週 行政・関係機関について

第 8週 施設現場での実践的学び（現場訪問）＜フィールドワーク＞

第 9週 現場訪問をふまえての話し合い ＜グループワーク＞

第10週 事前オリエンテーション準備

第11週 記録の書き方

第12週 支援計画等についての学び

第13週 実習に向けての諸注意

第14週 事後指導 1個別のふり返り、自己評価

第15週 事後指導 2個人面談とまとめ

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 保育実習Ⅰｂ（施設）で得たことと個人の目標について発表できるよう準備する。（30 分）
事後 授業での学びを振り返り、新たな学びや疑問点をまとめる。（60 分）

第 2週 事前 実習を希望する施設について調べ、自身が希望する理由を発表できるよう準備する。（30 分）
事後 希望する施設について、種別だけではなく場所についても調べ具体化しておく。（60 分）

第 3週 事前 自身の実習配属先についてどのような施設か調べる。（30 分）
事後 実習配属先の方針や関連するキーワードについて文献等で調べてレポートにまとめる。（60 分）

第 4週 事前 実習配属先に関連するキーワードについて調べたものを発表する準備を行う。（60 分）
事後 授業での学びを振り返り、新たな学びや疑問点をまとめる。（60 分）

第 5週 事前 これまでの実習経験を振り返り、施設現場での疑問点や知りたいことをまとめる。（30 分）
事後 授業での学びを振り返り、新たな学びや疑問点をレポートにまとめる。（60 分）

第 6週 事前 これまでの実習経験において、支援で困ったことや疑問点をまとめる。（30 分）
事後 授業での学びを振り返り、新たな学びや疑問点をまとめる。（60 分）

第 7週 事前 施設が連携または協働する行政・関係機関について調べる。（30 分）
事後 授業での学びを振り返り、新たな学びや疑問点をまとめる。（60 分）

第 8週 事前 現場訪問に備えて事前学習をする。（30 分）
事後 現場訪問で学んだことや、新たな発見、疑問点をレポートにまとめる。（60 分）

第 9週 事前 現場訪問で感じたことを発表できるよう準備する。（30 分）
事後 他の意見も踏まえて、訪問した施設についてレポートにまとめる。（60 分）

第10週 事前 オリエンテーションに行くために必要な情報収集や準備をする。（30 分）
事後 オリエンテーションに持参する書類の作成（清書）をする。（60 分）

第11週 事前 実習先の 1日の生活の流れを調べて把握しておく。（30 分）
事後 実習記録に関して必要事項を記入する。また、必要であれば指導案の作成をする。（60 分）

第12週 事前 支援計画等について既習している科目を復習し、支援計画の必要性について考える。（30 分）
事後 授業での学びを振り返り、新たな学びや疑問点をまとめる。（60 分）

第13週 事前 実習に関する誓約内容を思い返し、実習の心得を熟読しておく。（30 分）
事後 実習に向けて必要書類の準備と確認を行う。（60 分）

第14週 事前 実習で得た学びを他者へ伝えられるよう、発表準備をする。（30 分）
事後 振り返りシートの記入をする。（60 分）

第15週 事前 実習で感じたことと、自身の将来像を照らし合わせてまとめておく。（30 分）
事後 施設の実態や業務について学んだことをまとめ、自身の将来像をまとめる。（60 分）
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【授業計画コメント】
・外部講師の都合により、授業計画を変更することがある。また、受講者の希望実習先によって、授業内容を変更することがある。
・遠隔授業を行う際に、Pholly を用いることがある。
・本科目で取り組む内容には、実習先へ提出する書類作成も含まれる。そのため、提出の滞りがないようにすること。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない。
参考書・参考資料等 授業中に適宜資料を配布する

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート

小テスト・授業内レポート

提出物 70％ 提出物は、課題に対して適切な内容となっているか、および期限を守って提出しているかを評価する

参加状況 30％ 参加状況は、準備物の不備なく積極的に授業に参加しているかを評価する。

合計 100％ 「施設実践演習」と「施設実践演習事前・事後指導」は同時に履修する相互関連科目であるため、いずれか 1科目での単位
認定は行わない。したがって一方の単位が認定されない場合は両方とも認定されない。

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出された課題に対し、授業内に全体に向けてフィードバックを行う。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、実習指導室にて。

【その他】
・施設実践演習事前・事後指導は、「施設実践演習」と同時に履修しなければならない。
・施設実践演習の実習先は個別面談で丁寧に話し合った上で調整し決定する。保育所以外の児童福祉施設やその他の社会福祉施設等への就職を志す学生は履修することが望ましい。
・保育士資格取得のための選択必修科目であるが、保育士資格を取得するための必修科目の履修状況が不十分な者、事前事後指導を正当な理由なく欠席した者、課題・手続きが未了
の者、指示・指導に従わない者は、実習の履修あるいは単位を認めない場合がある。
・すべての科目と関連するが、保育実習Ⅰｂはもちろんのこと、保育実習Ⅰａ、保育実習Ⅱ、教育実習とそれぞれの事前事後指導と特に密接にかかわる科目である。
・可能であれば、ボランティア活動等に参加し、施設について及び子どもや利用者に対する理解を深めてもらいたい。
・本科目の成績は 2年次後期に確定する。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S1301 キリスト教保育特論 講義 2 1 年次 前期 必修 森田 喜基

【実務経験】キリスト教団の運営に関わり、小学校、中学校、高等学校における宗教科教諭としてキリスト教教育に携わってきた経験から、現代の教育、保育の現状において、子ど
もの生活を視野に入れて、キリスト教保育を行うことへの専門的、実践的な視座と意義を教授する。

【授業の概要】
キリスト教の行事や幼児礼拝について、聖書に基づいた理解を深め、実際の保育現場において生かせる学びをする。現場においてどのようなキリスト教保育が展開されているかも学
び、各自が幼児礼拝やキリスト教視覚教材を創っていく作業にも取り組む。

【キーワード】
キリスト教、キリスト教保育、聖書

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①頌栄短期大学の建学の精神であるキリスト教に対する主体的な学びを深め、キリスト教保育とは何かについて説明することが出来る。 DP1

②幼児礼拝やキリスト教行事に対する理解を深め、実際の保育現場で活かす事が出来る。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション 保育現場におけるキリスト教行事の展開（1）イースター

第 2週 キリスト教保育とは（1）「愛」をキーワードに〈プレゼンテーション〉

第 3週 キリスト教保育とは（2）「希望」をキーワードに〈プレゼンテーション〉

第 4週 キリスト教保育とは（3）「信じること」をキーワードに〈プレゼンテーション〉

第 5週 キリスト教保育とは（4）「委ねる」をキーワードに〈プレゼンテーション〉

第 6週 キリスト教保育と聖書（1）創世記

第 7週 保育現場におけるキリスト教行事の展開（2）ペンテコステ

第 8週 キリスト教保育と聖書（2）ヨナ書

第 9週 キリスト教保育と聖書（3）新約聖書

第10週 保育現場におけるキリスト教行事の展開（3）クリスマス

第11週 子どもと共に聖書物語を親しむために（1）お話の準備

第12週 子どもと共に聖書物語を親しむために（2）お話の展開

第13週 キリスト教保育視覚教材を創る（1）図書館にて

第14週 キリスト教保育視覚教材を創る（2）制作

第15週 キリスト教保育視覚教材を創る（3）発表

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスを事前に読み、自分なりの興味や関心を整理しておく
事後 学んだ内容から、保育者となる上で、大事だと思うことをまとめておくこと（所要時間 90 分程度）

第 2週 事前 指示されたテキストの箇所を読み、内容を理解し、簡単に説明ができるようにしておくこと（所要時間 90 分程度）
事後 学んだ内容から、保育者となる上で、大事だと思うことをまとめておくこと（所要時間 90 分程度）

第 3週 事前 指示されたテキストの箇所を読み、内容を理解し、簡単に説明ができるようにしておくこと（所要時間 90 分程度）
事後 学んだ内容から、保育者となる上で、大事だと思うことをまとめておくこと（所要時間 90 分程度）

第 4週 事前 指示されたテキストの箇所を読み、内容を理解し、簡単に説明ができるようにしておくこと（所要時間 90 分程度）
事後 学んだ内容から、保育者となる上で、大事だと思うことをまとめておくこと（所要時間 90 分程度）

第 5週 事前 指示されたテキストの箇所を読み、内容を理解し、簡単に説明ができるようにしておくこと（所要時間 90 分程度）
事後 学んだ内容から、保育者となる上で、大事だと思うことをまとめておくこと（所要時間 90 分程度）

第 6週 事前 指示されたテキストの箇所を読み、内容を理解し、簡単に説明ができるようにしておくこと（所要時間 90 分程度）
事後 学んだ内容から、保育者となる上で、大事だと思うことをまとめておくこと（所要時間 90 分程度）

第 7週 事前 指示されたテキストの箇所を読み、内容を理解し、簡単に説明ができるようにしておくこと（所要時間 90 分程度）
事後 学んだ内容から、保育者となる上で、大事だと思うことをまとめておくこと（所要時間 90 分程度）

第 8週 事前 指示されたテキストの箇所を読み、内容を理解し、簡単に説明ができるようにしておくこと（所要時間 90 分程度）
事後 学んだ内容から、保育者となる上で、大事だと思うことをまとめておくこと（所要時間 90 分程度）

第 9週 事前 指示されたテキストの箇所を読み、内容を理解し、簡単に説明ができるようにしておくこと（所要時間 90 分程度）
事後 学んだ内容から、保育者となる上で、大事だと思うことをまとめておくこと（所要時間 90 分程度）

第10週 事前 指示されたテキストの箇所を読み、内容を理解し、簡単に説明ができるようにしておくこと（所要時間 90 分程度）
事後 学んだ内容から、保育者となる上で、大事だと思うことをまとめておくこと（所要時間 90 分程度）

第11週 事前 指示されたテキストの箇所を読み、内容を理解し、簡単に説明ができるようにしておくこと（所要時間 90 分程度）
事後 学んだ内容から、保育者となる上で、大事だと思うことをまとめておくこと（所要時間 90 分程度）

第12週 事前 指示されたテキストの箇所を読み、内容を理解し、簡単に説明ができるようにしておくこと（所要時間 90 分程度）
事後 学んだ内容から、保育者となる上で、大事だと思うことをまとめておくこと（所要時間 90 分程度）

第13週 事前 指示されたテキストの箇所を読み、内容を理解し、簡単に説明ができるようにしておくこと（所要時間 90 分程度）
事後 キリスト教保育視覚教材作成に取り組み、発表準備をしておくこと（所要時間 90 分程度）

第14週 事前 キリスト教保育視覚教材作成に取り組み、発表準備をしておくこと（所要時間 90 分程度）
事後 キリスト教保育視覚教材作成に取り組み、発表準備をしておくこと（所要時間 90 分程度）

第15週 事前 キリスト教保育視覚教材作成に取り組み、発表準備をしておくこと（所要時間 90 分程度）
事後 本科目を通して学んだ内容をまとめ、期末レポートの準備をすること（所要時間 90 分程度）
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【授業計画コメント】
受講生の理解度に応じて、授業計画を変更することがある
Pholly で授業内レポートの提出を求めることがある
Pholly で提出されたものは、Pholly 上でフィードバックする

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 日本聖書協会 『聖書 新共同訳』 日本聖書協会
テキスト 『ともに育つ保育 入門』 キリスト教保育連盟 2018年
参考書等 日本基督教団出版局 『讃美歌21』 日本基督教団出版局

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 60％ 授業で取り扱った内容に対する理解度で評価する。

小テスト・授業内レポート

その他 発表・受講態度 40％ 授業での発表（20％）、コメントシート（10％）やグループ討議への参加状況（10％）により評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
Pholly 上でフィードバックする。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S1302 保育学研究 講義 2 1 年次 前期 選択 幼一種免選択 布村 志保

【実務経験】

【授業の概要】
日本における保育・幼児教育理論や思想及びそれに基づく取り組みを歴史的な視点で読み取りながら、これまでの保育・幼児教育の営みがどのように捉えられてきたのか、その変遷
とともに理解する。代表的な保育・教育思想や多様な理念と現代の保育・幼児教育とのつながりを踏まえて、現代の保育・教育をめぐる諸課題について考えることができるようにな
る。

【キーワード】
現代の保育・教育の諸課題、歴史的視点、理論・思想

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①保育・幼児教育の歴史的な展開と特質を理解し、説明できる。 DP2

②保育・幼児教育の現状を理解し、さまざまな課題について歴史的な視点を踏まえながら主体的に考え、説明できる。 DP4

③保育・幼児教育の基本的な概念や理論を理解し、保育・幼児教育のあり方を考察することができる。 DP4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 日本における伝統的幼児教育論―江戸時代の「子育て」論― ＜対話・議論型授業＞

第 2週 日本の教育制度と集団保育施設のはじまりと展開 ＜対話・議論型授業＞

第 3週 大正自由教育期の取り組み―子どもの自主性・主体性へのまなざし― ＜事前学習型授業＞

第 4週 倉橋惣三らの幼児教育論と現代の教育理論の連関 ＜プレゼンテーション＞

第 5週 戦時下・戦後における幼児教育 ＜対話・議論型授業＞

第 6週 「教育家族」の誕生と早期教育への期待―戦後教育改革期から高度経済成長期における教育の様相― ＜対話・議論型授業＞

第 7週 情報過多と孤立化のなかでの子育てと保育・教育施設―子どもをとりまく現状と課題― ＜プレゼンテーション＞

第 8週 フレーベルの幼児教育論―あそびと環境の重要性及び保育者の役割― ＜事前学習型授業＞

第 9週 アガッツィー姉妹による教育 ＜対話・議論型授業＞

第10週 モンテッソーリの教育 ＜事前学習型授業＞

第11週 シュタイナー教育 ＜事前学習型授業＞

第12週 A.L.ハウ及び頌栄幼稚園・頌栄保姆伝習所が取り組んできた幼児教育―『幸福なる可能事』などを読み解く― ＜調査学習＞

第13週 実践と理論をつなげて学ぶ（1）キリスト教主義に基づく園から学ぶ ＜事前学習型授業＞

第14週 実践と理論をつなげて学ぶ（2）子どもの育ちとあそび、環境について学ぶ ＜事前学習型授業＞

第15週 日本及び海外で展開される現代の幼児教育と教育課題を読み解く―歴史的視点を踏まえて― ＜対話・議論型授業＞

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスを読んで授業到達目標や概要などを確認し、今後の学習内容を見通す。（30 分）
事後 配布資料や提示した参考資料、先行研究等から学習内容を復習する。（60 分）

第 2週 事前 テーマについて先行研究を読んでおき、授業内での議論に活かせるように準備すること。（60 分）
事後 配布資料や提示した参考資料、先行研究等から学習内容を復習する。（30 分）

第 3週 事前 先行研究と事前に配布した資料を読んでおき、授業内での議論に活かせるように準備すること。（60 分）
事後 配布資料や提示した参考資料、先行研究等から学習内容を復習する。（30 分）

第 4週 事前 それぞれ担当するテーマについて、発表できるよう準備すること。（60 分）
事後 発表をもとに、学習内容を整理する。（30 分）

第 5週 事前 テーマについて先行研究を読んでおき、授業内での議論に活かせるように準備すること。（30 分）
事後 配布資料や提示した参考資料、先行研究等から学習内容を復習する。（30 分）

第 6週 事前 テーマについて先行研究を読んでおき、授業内での議論に活かせるように準備すること。（60 分）
事後 配布資料や提示した参考資料、先行研究等から学習内容を復習する。（30 分）

第 7週 事前 テーマについて先行研究を読んでおき、授業内での議論に活かせるように準備すること。（60 分）
事後 配布資料や提示した参考資料、先行研究等から学習内容を復習する。（30 分）

第 8週 事前 それぞれ担当するテーマについて、発表できるよう準備すること。（60 分）
事後 視聴したDVDの内容から理解したこと、考えた事を整理する。配布資料や提示した参考資料、先行研究等から学習内容を復習する。（30 分）

第 9週 事前 テーマについて先行研究を読んでおき、授業内での議論に活かせるように準備すること。（60 分）
事後 配布資料や提示した参考資料、先行研究等から学習内容を復習する。（30 分）

第10週 事前 それぞれ担当するテーマについて、話し合いが出来るよう準備すること。（60 分）
事後 視聴したDVDの内容から理解したこと、考えた事を整理する。話し合いをもとに、学習内容を整理する。（30 分）

第11週 事前 それぞれ担当するテーマについて、話し合いができるよう準備すること。（60 分）
事後 視聴したDVDの内容から理解したこと、考えた事を整理する。話し合いをもとに、学習内容を整理する。（30 分）

第12週 事前 それぞれ担当するテーマについて、発表できるよう準備する。（60 分）
事後 発表をもとに、学習内容を整理する。（30 分）

第13週 事前 それぞれ担当するテーマについて、話し合いが出来るよう準備する。（60 分）
事後 話し合いをもとに、学習内容を整理する。（30 分）

第14週 事前 それぞれ担当するテーマについて、話し合いが出来るよう準備する。（60 分）
事後 話し合いをもとに、学習内容を整理する。（30 分）

第15週 事前 話し合いが出来るように、各自がテーマをもって準備する。（60 分）
事後 話し合いをもとに、学習内容を整理する。（30 分）
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【授業計画コメント】
・受講生の理解度に応じて、授業計画を変更する場合があります。
・園の許可が得られた場合、13・14 回についてフィールドワークとする場合があります。その場合、園との日程調整のために授業内容の順番が変更となる場合があります。
・積極的な授業参加を求めます。机上に置くものは授業に必要なものに限ります。
・Pholly への授業内レポートの提出を求めることがあります。提出課題は授業時に使用するほか、必要な解説を行います。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない
参考書・参考資料等 授業中に適宜資料を配布する

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 50％ 提出期限を守り、課題に対して自らの視点を論述し、適切な内容であるものを評価する。

小テスト・授業内レポート

その他 課題提出 20％ 課題提出は提出期限を守り、授業内容を踏まえた上で、課題に対して自らの視点を論述し、適切な内容であるものを評価
する。

その他 発表・討議 30％ 発表と討議は参加状況と内容で評価する。発表は参考文献・資料を適切に用いたレジュメを準備していること、発表の方法にも工夫を加
え、受講生同士の話し合いに貢献する内容であるものを高く評価する。討議は目的を理解し、論議を深めようとするものを高く評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
予習課題（ワークシート）は授業時に用いたうえで提出、返却時に全体に向けて解説します。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、布村研究室にて。

【その他】
・新聞やテレビなどで取り上げられる保育・教育問題がどのように論じられているのか、その歴史的な経緯はどのようなものであったか、自分なりに考えながら情報を収集し、授業
のなかで活かしてください。
・各回のテーマに関する先行研究や著作を積極的に読み、授業内での議論に活かせるよう準備して下さい。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S1304 子どもの権利と社会 講義 2 1 年次 後期 選択 相澤 弘典

【実務経験】

【授業の概要】
本学の建学の精神である「キリスト教主義」を踏まえて、子どもと人権に関わる人として、子どもの権利と社会におけるその現状と課題について主体的に学ぶことを目的とする。子
どもの生きる力を信じ、子どもの権利を尊重することは、これからの幼児教育・保育に関わる専門職にとって必要不可欠である。本科目は子どもの権利に関する総合的な理解を図り、
諸課題についてどのように向き合っていくべきかについて考察する。

【キーワード】
子どもの権利条約、「貧困」と「貧乏」、低学力、障がい、賀川豊彦、LGBTQ＋、カルト宗教、信仰＝依存

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①キリスト教・聖書に基づく人間観、子ども観についてその概要を理解し、説明することができるようになる。 DP1

②子どもの権利を形成する思想や「子どもの権利条約」の概要を理解し、説明することができるようになる。 DP2

③子どもの権利擁護者としての幼稚園教諭・保育士などの役割を理解し、自らが権利擁護実践を担う者である自覚を持ち、人間の尊厳性や多様性、人権など
の諸課題について自らの言葉と行動で表現することができるようになる。 DP3，4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 聖書の人間観、子ども観

第 2週 子どもの権利の概要 その思想的形成過程と「子どもの権利条約」

第 3週 「子どもの権利条約」を子どもにわかる言葉に ＜グループワーク＞

第 4週 貧困と宗教① 日本における貧困

第 5週 貧困と宗教② 貧困の連鎖を断ち切るために

第 6週 秋季キリスト教研修会 第一日目

第 7週 秋季キリスト教研修会 第二日目

第 8週 生と性と宗教① 性差別と LGBTQ＋（外部講師）

第 9週 生と性と宗教② 保育現場におけるジェンダー（外部講師）

第10週 賀川記念館フィールドワーク ＜フィールドワーク＞

第11週 「共に生きる」ために幼児教育が出来ること（外部講師）

第12週 「共に生きる」ために幼児教育が出来ること

第13週 子どもと宗教① カルト宗教をめぐる問題

第14週 子どもと宗教② 家族と宗教の問題

第15週 授業全体の振り返り

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 保育科 2年で学んだ「子どもの権利」の資料を読み返しておく。（45 分）
事後 Pholly にて配信された授業スライド、当日配布された資料をもとに復習し、Pholly にてリアクションシートを記入し、提出する。（30 分）

第 2週 事前 「子どもの権利条約」について事前に目を通しておく。（45 分）
事後 Pholly にて配信された授業スライド、当日配布された資料をもとに復習し、Pholly にてリアクションシートを記入し、提出する。（30 分）

第 3週 事前 授業で紹介された「子どもの権利条約「関連の絵本などを読んでおく。（45 分）
事後 Pholly にて配信された授業スライド、当日配布された資料をもとに復習し、Pholly にてリアクションシートを記入し、提出する。（30 分）

第 4週 事前 授業で紹介された「貧困」をテーマにした書籍を読んでおく。（45 分）
事後 Pholly にて配信された授業スライド、当日配布された資料をもとに復習し、Pholly にてリアクションシートを記入し、提出する。（30 分）

第 5週 事前 授業で紹介された「貧困」をテーマとしたいくつかの映画作品のうち、一本は見ておく。（45 分）
事後 Pholly にて配信された授業スライド、当日配布された資料をもとに復習し、Pholly にてリアクションシートを記入し、提出する。（30 分）

第 6週 事前 フードバンクに寄付する食料を集めたり、こども食堂について調べておく。（45 分）
事後 Pholly にて課題レポートに記入し、提出する。（30 分）

第 7週 事前 プログラムの主題に沿って事前学習をしておく。（45 分）
事後 Pholly にて課題レポートに記入し、提出する。（30 分）

第 8週 事前 LGBTQ +に関する最近の報道などを調べておく。（45 分）
事後 Pholly にて配信された授業スライド、当日配布された資料をもとに復習し、Pholly にてリアクションシートを記入し、提出する。（30 分）

第 9週 事前 保育現場におけるジェンダーについて事前に学習をしておく。（45 分）
事後 Pholly にて配信された授業スライド、当日配布された資料をもとに復習し、Pholly にてリアクションシートを記入し、提出する。（30 分）

第10週 事前 賀川豊彦の生涯について事前学習をしておく。（45 分）
事後 Pholly にて配信された授業スライド、当日配布された資料をもとに復習し、Pholly にてリアクションシートを記入し、提出する。（30 分）

第11週 事前 「釜ヶ崎」「日雇い労働者」について事前に調べておく。（45 分）
事後 Pholly にて配信された授業スライド、当日配布された資料をもとに復習し、Pholly にてリアクションシートを記入し、提出する。（30 分）

第12週 事前 授業で紹介された書籍などを事前に読んでおく。（45 分）
事後 Pholly にて配信された授業スライド、当日配布された資料をもとに復習し、Pholly にてリアクションシートを記入し、提出する。（30 分）

第13週 事前 カルト宗教に関する最近の報道などを調べておく。（45 分）
事後 Pholly にて配信された授業スライド、当日配布された資料をもとに復習し、Pholly にてリアクションシートを記入し、提出する。（30 分）

第14週 事前 授業で紹介されたカルト宗教に関するいくつかの映画作品のうち、1本以上鑑賞しておく。（45 分）
事後 Pholly にて配信された授業スライド、当日配布された資料をもとに復習し、Pholly にてリアクションシートを記入し、提出する。（30 分）

第15週 事前 授業全体を振り返り、保育者として子どもの権利を守るために何が出来るのか、どのような関わりをしたいのかを考え、説明できるようにする。（45 分）
事後 Pholly にて配信された授業スライド、当日配布された資料をもとに復習し、Pholly にてリアクションシートを記入し、提出する。（30 分）
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【授業計画コメント】
フィールドワークや外部講師の都合により、日程や内容の変更をする可能性がある。
Pholly による資料の配付や、授業内レポートの提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない。
参考書・参考資料等 授業中に適宜配布する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 50％ 到達目標①～③に示されている内容に基づいて、子どもの権利について説明できていること、子どもの権利擁護者として
の役割を説明できていることを評価基準とする。

小テスト・授業内レポート 30％ 授業内でリアクションシートなどを課すが、授業内容の理解が表現できていることを評価する。

その他 発表・受講態度等 20％ 授業中における積極的な発言やプレゼンテーションが出来ることを評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
Pholly にて提出されたリアクションシートの質問に対して、次回の授業でとりあげ、解説する。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、相澤研究室にて。

【その他】
レポートについては、授業内でフィードバックを行う。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S1303 保育心理学 講義 2 1 年次 後期 選択 幼一種免選択 上村 有平

【実務経験】

【授業の概要】
保育者には一般的な子どもの心理的特性の理解と同時に、個々の子どもに応じた理解・援助が求められる。そこで、子どもの心身の発達及び学習の過程について基礎的な知識を身に
つけ、各発達段階における心理的特性を踏まえた援助の基礎となる考え方を理解する。

【キーワード】
発達心理学、教育心理学、発達、学習

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連
①子どもの心身の発達の過程・特徴を理解するとともに、発達の代表的理論を踏まえ、発達の概念及び保育・教育における発達理解の意義を理解することが
できる。 DP1

②子どもの学習の過程を理解するとともに、発達を踏まえた主体的学習を支える援助について基礎的な考え方を理解することができる。 DP1，2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 保育と心理学について

第 2週 子どもの学びに関わる理論

第 3週 子どもの発達と環境

第 4週 認知と言語の発達

第 5週 子どもの学習のメカニズム

第 6週 動機づけの発達

第 7週 子どもの学びを支える保育

第 8週 社会性の発達

第 9週 クラス集団の心理

第10週 特別な配慮を要する子どもの理解と援助

第11週 評価について

第12週 身体と情動の発達

第13週 発達理論と発達理解

第14週 共感的理解

第15週 まとめ

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスに目を通し、授業の概要、到達目標、授業計画等を把握する。次回の授業テーマについて情報を収集する。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 2週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 3週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 4週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 5週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 6週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 7週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 8週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第 9週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第10週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第11週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第12週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第13週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 授業プリントを整理し、授業をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第14週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 初回からの授業プリントを整理し、授業全体をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）

第15週 事前 次回の授業テーマについて情報を収集する。前回授業で提示したテキストや資料の範囲を読む。（90 分程度）
事後 初回からの授業プリントを整理し、授業全体をふり返る。授業に関連する情報や疑問点について調べる。（90 分程度）
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【授業計画コメント】
・受講者の理解度に応じて、授業計画を変更することがある。
・Pholly で授業内レポートの提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
参考書・参考資料等 授業中に適宜紹介する。

著者・編集者名 書名 出版社 発行年
テキスト 青木紀久代 編著 『保育の心理学』シリーズ・知のゆりかご みらい 2019年
テキスト 石井正子・中村徳子 編著 『教職に生かす教育心理学』 みらい 2019年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 内閣府 『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

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 50％ 講義内容を理解した上で設問に対して的確に解答しているかを評価する。

授業内レポート・課題 30％ 講義内容に関連する提示したテーマに対して、適切な内容・記述になっているかについて評価する。

その他 授業への参加意欲・態度 20％ 授業への参加意欲や態度、グループワーク等への取り組みを総合的に評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
授業内で課したレポート・課題に関しては、評価後に授業内で全体に向けてフィードバックを行う。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、上村研究室

【その他】
配付プリントをファイルにまとめ、毎回持参すること。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S1401 ICT 教育演習 演習 2 1 年次 前期 選択 山本 正顕

【実務経験】

【授業の概要】
デジタル化社会の中、モバイル（情報機器）を使用することはもはや日常である。インターネット上ではデータは様々な形で提供されるが、その与えられたデータを正しく理解する
ための知識は現代社会における必須の能力といえる。本演習では、データの性質を理解することから始め、それを踏まえて心理学研究におけるデータ処理の方法について学ぶことを
目的とする。具体的には、調査や資料を通して得られたデータについて表計算ソフトを使用した統計処理を通して、データの属性や様式、数値要約やその相互間の関係を理解する。
さらにレポートとしてまとめることで、データに関する科学的思考を修得し、卒業論文の作成や今後の社会生活に活用できるようになることをめざす。

【キーワード】
科学的思考、研究法、統計、質的・量的データ

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①パソコンの基本ソフトを使用したデータの集計・分析の基礎を理解できる。 DP4

②研究法や統計の知識を学ぶことで、研究における分析データに基づいた理解が可能になる。 DP4

③調査アンケートを通じた行動・心理に関わるデータの収集から、その数値要約、相関関係について分析し、統計的検定について理解できる。 DP4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション （講義概要、講義スケジュール、成績評価基準等の説明）

第 2週 データの理解と分類 （科学的思考の要素としてのデータの意味について説明）

第 3週 心理学研究法①調査研究法 （心理学の調査研究法の基礎を学習）

第 4週 心理学研究法②その他の研究法 （日常生活の行動を検討する様々な非実験的研究法を概観）

第 5週 リサーチクエスチョン （研究における目的や仮説を考える）

第 6週 調査項目作成① （研究テーマと構成概念の明確化）

第 7週 調査項目作成②－ 1 （質問項目の作成）

第 8週 調査項目作成②－ 2 （ブレーンストーミング）

第 9週 調査項目作成③ （質問表の作成）

第10週 記述統計① （代表値・分布図・標準偏差 分布や基礎統計）

第11週 記述統計② （グラフ・表の作成［レポートでデータ提示する方法］）

第12週 データ処理 （相関関係・散布図［データの関係性の測定、および結果の考察］）

第13週 レポート書類作成の知識 （データを使用した研究レポートの書き方）

第14週 結果考察およびレポート作成 （作成した質問紙データを利用してレポートを作成する。）

第15週 まとめ

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスを参照し授業内容や参考文献を調べる（所要時間 30 分程度）
事後 Pholly に up された課題に取り組む（所要時間 30 分程度）

第 2週 事前 データの定義について調べる（所要時間 30 分程度）
事後 授業内容の復習および課題に取り組む（所要時間 30 分程度）

第 3週 事前 心理学研究で使用される尺度について調べる（所要時間 30 分程度）
事後 授業内容の復習および課題に取り組む（所要時間 30 分程度）

第 4週 事前 日記をつける効果について調べる（所要時間 30 分程度）
事後 授業内容の復習および課題に取り組む（所要時間 30 分程度）

第 5週 事前 研究テーマに関する記事を探す（所要時間 30 分程度）
事後 授業内容の復習および課題に取り組む（所要時間 30 分程度）

第 6週 事前 調査研究の仮説を立てる（所要時間 30 分程度）
事後 授業内容の復習および課題に取り組む（所要時間 30 分程度）

第 7週 事前 質問項目を作成する⑴（所要時間 30 分程度）
事後 授業内容の復習および課題に取り組む（所要時間 30 分程度）

第 8週 事前 質問項目を作成する⑵（所要時間 30 分程度）
事後 授業内容の復習および課題に取り組む（所要時間 30 分程度）

第 9週 事前 質問文作成ルールに関する配付資料を参照しておく（所要時間 30 分程度）
事後 授業内容の復習および課題に取り組む（所要時間 30 分程度）

第10週 事前 記述統計量について調べておく（所要時間 30 分程度）
事後 授業内容の復習および課題に取り組む（所要時間 30 分程度）

第11週 事前 グラフの種類とグラフ化のメリット/デメリットを調べる（所要時間 30 分程度）
事後 授業内容の復習および課題に取り組む（所要時間 30 分程度）

第12週 事前 相関関係のある事象を調べる（所要時間 30 分程度）
事後 授業内容の復習および課題に取り組む（所要時間 30 分程度）

第13週 事前 配付資料を参照し課題に取り組む（所要時間 30 分程度）
事後 授業内容の復習および課題に取り組む（所要時間 30 分程度）

第14週 事前 配付資料を参照し課題に取り組む（所要時間 30 分程度）
事後 授業内容の復習および課題に取り組む（所要時間 30 分程度）

第15週 事前 配付資料を参照し課題に取り組む（所要時間 30 分程度）
事後 チェック項目を参照し、レポート提出の最終確認をする（所要時間 30 分程度）
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【授業計画コメント】
・各授業回において当日の資料（ファイル・印刷物等）を配付する。Pholly にアップロードした資料に関しては各自で授業前に印刷しておくこと。
・受講者の理解度に応じて、授業計画を変更することがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキストは使用しない。
参考書・参考資料等 授業中に適宜資料を配布する

著者・編集者名 書名 出版社 発行年
参考書等 三浦麻子 なるほど！ 心理学研究法 北大路書房 2017年
参考書等 大竹恵子 なるほど！ 心理学調査法 北大路書房 2017年
参考書等 村井潤一郎 心理学研究法 サイエンス社 2012年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 60％ ・「到達目標」として設定した内容を評価する。
・100 点満点で採点を行い、その得点の 60％を得点化する。

小テスト・課題（授業内を含む） 40％ ・1 つの課題の提出につき 5 点。提出が遅延した場合は減点（翌週まで提出可能とする）。全ての課題および小テスト得点
を合計したものを 40 点満点で得点化する。

その他

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出された課題に対して適宜授業内で解説、あるいは Pholly 等を用いてフィードバックを行う。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
各授業回における課題は、その場で個別に評価、およびフィードバックを行う。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S1405 保育実践学習Ⅰ 演習 2 1 年次 前期 選択 森田 麗子・幸田 瑞穂

【実務経験】

【授業の概要】
保育士資格・幼稚園教諭二種免許状を有している立場で、実習協力園での保育参入を行い、記録を基にした討議を通して相互学習を行う。また、通常の実習では経験できない様々な
保育関係の現場を参観・体験することにより、視野を広げ、保育観や指導観を深め実践力を培うことを目的とする。保育園への参入では、個々の子供の育ちと集団の育ちを捉える力
や保育者の援助と子供の成長を一体として捉える力をつける。さらに夏季インターンシップにおいて、保育園で連続した参入を行い、子供との信頼関係を築きながら、保育者として
の資質を身につける。

【キーワード】
乳幼児の育ちと保育者の援助

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①保育者の援助や環境構成の工夫、子供の主体的な活動や保育の連続性を実際の保育から理解することができる。 DP2

②保育を観る力をつけて適切に記録するとともに、自らの課題を探求し、他者に伝えることができる。 DP3

③意見を聴く力、実践を語る力をつけ、質の高い保育について考えることができる。 DP3

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 1 オリエンテーションと参入についての事前学習
（1）保育実践学習の目的と意義・専攻科生としての実習への取り組みについて。
（2）実践記録の書き方や事例の見方・取り方について。
2 専攻科 1年生全員による保育関係機関への参観・参入
（1）保育園の参観・参入と園長先生との懇談。
（2）その他の施設等の参観・参入・体験、質疑。
3 協力園での保育参入・実習実践ごとに記録をまとめ、提出する。
（1）保育園において週 1回、各 10 回の参入・実習を行う。
（2）夏季休業中：保育園におけるインターンシップを 7日間行う。
4 討議
（1）提出した各自の記録を授業までに交換し、目を通しておく。
（2）記録を基に討議し、保育を観る視点や考察の内容について相互学習をする。
（3）参入した保育施設での参入・実習体験の学びについて意見交換をする。

＊子供の育ちとは何か、どのような場面で捉えるか。 ＊子供の発達の道すじについて。
＊保育者の言葉や援助の方向性について。 ＊保育者の存在や役割について。
＊安全を考慮した環境について。 ＊食育や生活習慣の形成について。
＊環境の構成と再構成について。 など

5 実習に応じた演習（必要に応じて）随時
（1）指導案の作成、絵本の選択と読み聞かせ、造形活動、律動、表現活動など

第 2週

第 3週

第 4週

第 5週

第 6週

第 7週

第 8週

第 9週

第10週

第11週

第12週

第13週

第14週

第15週

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 参考図書の通読 45 分
事後 課題プリントの記入 45 分

第 2週 事前 配布資料の通読 45 分
事後 記録の作成 45 分

第 3週 事前 提出された実習記録の通読 45 分
事後 記録の見直し 45 分

第 4週 事前 レポート作成 45 分
事後 討議のまとめ 45 分

第 5週 事前 提出された実習記録の通読 45 分
事後 記録の作成 45 分

第 6週 事前 提出された実習記録の通読 45 分
事後 記録の作成 45 分

第 7週 事前 提出された実習記録の通読 45 分
事後 記録の作成 45 分

第 8週 事前 提出された実習記録の通読 45 分
事後 記録の作成 45 分

第 9週 事前 提出された実習記録の通読 45 分
事後 記録の作成 45 分

第10週 事前 提出された実習記録の通読 45 分
事後 記録の作成 45 分

第11週 事前 提出された実習記録の通読 45 分
事後 記録の作成 45 分

第12週 事前 提出された実習記録の通読 45 分
事後 記録の作成 45 分

第13週 事前 提出された実習記録の通読 45 分
事後 児童館での実習準備 45 分

第14週 事前 児童館での実習準備 45 分
事後 レポート課題 45 分

第15週 事前 前期授業についてのまとめ 45 分
事後 レポート課題 45 分
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【授業計画コメント】
・必ず全員の実習記録を読み、討議の準備をしておく。
・園のスケジュールやその他の状況により授業計画を変更あるいは遠隔授業になる場合がある。
・Pholly へのレポート提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 適宜資料を配布する。

著者・編集者名 書名 出版社 発行年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『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

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート

レポート 40％ 内容の適切性、考察の深化を評価する。

その他 実習状況と記録、受講態度 60％ 参入実習の状況記録の内容、乳幼児への理解や保育者の援助に対する理解、討議への参加状況を評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
作成した記録などの提出物は、コメントを付けて返却する。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、森田・幸田研究室にて。

【その他】
保育士資格・幼稚園教諭二種免許状を取得していることを原則とする。やむをえず欠席をする場合は、事前に必ず届け出ること。
授業で配布する実習に関する内容を守り、園に迷惑をかけないように十分留意する。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S1404 保育指導法演習 演習 2 1 年次 前期 選択 幼一種免選択 柏原 栄子

【実務経験】

【授業の概要】
キリスト教保育に基づいた子ども理解への既習の学修や幼稚園等での実習経験を活かして、「幼稚園教育要領」に示されている保育者の援助、指導のあり方を中心に学修を深める。

【キーワード】
保育者の援助、指導法、遊び、環境、発達、指導計画作成

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①「日本国憲法」「教育基本法」「学校教育法」の法令や教育課程の基準である「幼稚園教育要領」の概要を学修し理解できる。 DP2

②保育の実践経験を通して「環境を通した教育、遊びを通しての指導」の意義と教師の役割を理解して、その援助や指導方法について説明できる。 DP2，4

③幼児期にもとめられている資質・能力の理解を深め、これらを培うことのできる保育者としての指導、援助のあり方を考えることができる。 DP2

④「幼稚園教育要領」第 1章 3，4 の指導計画作成に関する事項を中心に、幼稚園教諭としての援助、指導の適切な方法を理解し、子どもの主体的な活動を促
すことのできる指導計画の意義を理解できる。 DP2，4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 授業計画、内容、評価の方法について理解し、本講義における自らの学びの課題を明らかにする。
今までの実習をふりかえり、保育者としての保育の援助のあり方や指導の方法についての課題を明らかにする。

第 2週 幼稚園の基本となる「日本国憲法」「教育基本法」「学校教育法」を理解する。制度における幼稚園の位置づけを理解し、幼稚園教育の基礎基本を学修する。

第 3週 「幼稚園教育要領」第 1章の総則の理解を深め、環境による教育について理解を深める。

第 4週 「幼稚園教育要領」第 1章の総則の理解を深め、遊びを通しての指導について理解を深める。

第 5週 遊びを通しての援助、指導法を検証し、適切な環境の構成についてのあり方を学修する。

第 6週 実習期間中の幼児の遊びとその援助についてのエピソードを提示し、情報機器（OHC、PC）を用いてその内容を共有し、幼児の理解を深める。

第 7週 遊びを総合的に指導することの意味と重要性について学修する。

第 8週 5領域の具体的内容を理解し、遊びを通しての指導法について学修を深める。

第 9週 遊びを促す教材研究に取り組み、子どもの発達を援助する指導の方法を学修する。

第10週 幼児期において育みたい資質、能力について遊びの事例を通して学修を深める。

第11週 「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」について遊びの事例を通して学修を深める。

第12週 実習の体験を通して、年間指導計画を見通した保育の指導のあり方について学修する。

第13週 幼稚園教育において、情報機器の取り扱いとその活用方法について理解を深める。

第14週 情報機器（OHC、PC）を活用して、自らの保育経験について提示し、学修者相互の学修を深める。

第15週 保育者としての自らの援助や指導法をふりかえり、幼稚園教諭として求められる資質、能力を理解する。

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 「幼稚園教育要領」第 1章総則、及び「幼稚園教育要領解説書」第 1章総則を、受講前、また受講後に熟読して、理解を深める。
既習の実習日誌、保育の指導計画等を整理し、その内容を確認し、それらを通して今後の学修の課題を明確にする。

第 2週

第 3週

第 4週

第 5週

第 6週

第 7週

第 8週

第 9週

第10週

第11週

第12週

第13週

第14週

第15週
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【授業計画コメント】
シラバスの内容に沿って授業は展開しますが、学修者の興味、関心によっては多少変更することがあります。
原則、対面で授業を実施します。新型コロナ感染拡大に伴い、遠隔授業に変更となる可能性もあります。その場合は Pholly を活用して、てオンデマンド（ズーム）授業を実施します。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 「平成 29 年告示幼稚園教育要領」は毎回、持参下さい。
参考書・参考資料等 授業内において、適宜必要な資料を配布します。

著者・編集者名 書名 出版社 発行年
参考書等 内閣府 『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

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

課題レポート 60％ 1）保育用語を自分の言葉で説明できる（30％）
2）保育における援助や方法について理解し、その内容を明確に文章で説明できる（30％）

小テスト

その他 平常点 40％ 1）授業への参加態度（20％） 2）授業内実施の確認テストの評価（10％） 3）授業内課題のレポート提出（10％）

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
・提出された課題・レポートは、次週に確認して返却します。
・課題のテーマによっては、学生同士で内容を共有し学修を深めます。
・授業内の確認テストは、原則自己採点とします。

【オフィスアワー】
授業開始前に講義室に在室しています。また講義終了後も喜んで質問等に応じます。授業内での質問も歓迎です。

【その他】
短期大学で修得してきた保育に関する理論と実習における実践を融合しながら、幼稚園教育における援助や指導の方法についてより学修を深めていきます。
演習科目ですので、積極的な授業参加を期待しています。実践の経験を活かした学生相互の対話を大切に、学生が学びの共同体を形成していけるように努めます。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S1411 幼児と表現 演習 2 1 年次 前期 選択 幼一種免選択 関田 良

【実務経験】

【授業の概要】
領域「表現」に示されているねらいと内容に基づきこれまでに経験した実習での実践等、実際の子どもたちの姿を通した学びを土台として、子どもたちの感性や創造性を豊かにし、
主体的な表現を引き出し育むために必要な知識と感性、表現力を身につける。他の領域との接点を意識し、表現を細分化せず、子どもの生活と密着した営みとしてとらえることがで
きる広い視野としなやかな感覚を体得し、幼児期の表現活動を支援するための知識・技能、表現力を身につけていくことを目指す。

【キーワード】
幼児、領域「表現」、感性、生活、子ども理解

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①領域「表現」のねらいと内容を実際の子どもの姿を十分に想像しつつ理解し、乳幼児期から就学後までを見通して、子どもの表現を捉えることができる。 DP2

②造形的、身体的、音楽的な表現を他領域との関連をふまえて総合的に感得し、適切に援助することができる。 DP2

③子どもの表現の展開について、五感を通したイメージでとらえ、遊びの視点をもって理解し、表現者である子どもが必要としている体験を考え機会を提供
するため、自らも多様な表現に触れ、また表現活動を積極的に行うことができる。 DP2

④協働的な表現を通し、他者の表現を受け止め、共感し合いながら、保育ならではの表現世界に発展させることができる。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 子どもの表現の世界と保育～領域「表現」のねらいと内容を通して～

第 2週 保育における表現―子どもの創造性の理解

第 3週 多様な感覚における表出と表現①五感の覚醒を通して

第 4週 多様な感覚における表出と表現②すべての感覚を通して

第 5週 子どもの育ちと感覚

第 6週 子どもの表現を支える要素 ＜調査学習＞

第 7週 子どもの表現を支える環境 ＜調査学習＞

第 8週 子どもの生活にある表現①素材と空間との対話

第 9週 子どもの生活にある表現②出来事による展開

第10週 表現によるつらなり―表現のためのウェッブの作成

第11週 プロジェクト保育と ICTを活用したドキュメンテーション作成

第12週 プロジェクト・アプローチの実践①テーマの探求 ＜グループワーク＞

第13週 プロジェクト・アプローチの実践②展開と深化 ＜グループワーク＞

第14週 芸術表現を通した子ども理解 ＜プレゼンテーション＞

第15週 振り返りとまとめ

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 領域「表現」に示されているねらいと内容を読み返しておく。（所要時間 60 分程度）
事後 オリエンテーションの内容を整理し、学習の見通しを立てる。（所要時間 60 分程度）

第 2週 事前 子どもの表出・表現場面についての発表内容を準備しておく。（所要時間 60 分程度）
事後 授業で分かち合った子どもの表現場面を通して新たに気づいたことを整理する。（所要時間 60 分程度）

第 3週 事前 五感のワークを集中して行いワークシートの予習をする。（所要時間 60 分程度）
事後 授業での取り組みについて復習し、他の感覚についても積極的に用いて鍛錬する。（所要時間 60 分程度）

第 4週 事前 五感ワークの準備のため、対象物を選択しておく。（所要時間 60 分程度）
事後 授業での取り組みについて復習し、表現活動につなげることをさらに試す。（所要時間 60 分程度）

第 5週 事前 子どもの発達と感覚の変化について、これまでの学びを振り返りまとめておく。（所要時間 60 分程度）
事後 授業での取り組みについて復習し、さらに展開できる表現について、試しておく。（所要時間 60 分程度）

第 6週 事前 子どもの表現を形作る多様な要素を見出し、どのように結びつくのか探究する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業での取り組みについて復習し、子どもの表現の背景について整理する。（所要時間 60 分程度）

第 7週 事前 子どもの表現をとりまく環境及び他の領域との接点について、考察する。（所要時間 60 分程度）
事後 表現に結びつきのある様々な感覚について、学んだことを整理し、考察を深める。（所要時間 60 分程度）

第 8週 事前 日常の空間にある素材と表現の関わりを考察する。（所要時間 60 分程度）
事後 授業での取り組みを振り返り、素材と表現の関わりについて理解を深める。（所要時間 60 分程度）

第 9週 事前 日常のヒト・モノ・コトと表現の関わりについて考察する。（所要時間 60 分程度）
事後 保育における表現のテーマについて復習する。（所要時間 60 分程度）

第10週 事前 保育における表現のウェッブについて予習を行う。（所要時間 60 分程度）
事後 授業での取り組みを振り返り、次回に繋げていく準備を行う。（所要時間 60 分程度）

第11週 事前 ウェッブとプロジェクト保育の関わりについて整理しておく。（所要時間 60 分程度）
事後 プロジェクト・アプローチにおける支援について復習する。（所要時間 60 分程度）

第12週 事前 ドキュメンテーションについて予習を行う。（所要時間 60 分程度）
事後 グループワークの進捗状況を整理する。（所要時間 60 分程度）

第13週 事前 グループワークでの自らの役割を確認し、次回の取り組みに備えておく。（所要時間 60 分程度）
事後 授業での取り組みについて、次回の準備のための課題整理を行う。（所要時間 60 分程度）

第14週 事前 発表のために必要な事柄を整理し、準備を行う。（所要時間 60 分程度）
事後 グループ発表の振り返りを行い、学び取った内容を整理する。（所要時間 60 分程度）

第15週 事前 プロジェクト・アプローチにおけるポイントを整理し、全体の振り返りに備える。（所要時間 60 分程度）
事後 授業全体を振り返り、習得した内容と今後の課題を明らかにする。（所要時間 60 分程度）
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【授業計画コメント】
表現をめぐる内容は個々に異なるため、進度に応じて授業内容を変更することがある。
Pholly において、レポートの提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない。
参考書・参考資料等 必要に応じて資料を配布する。

著者・編集者名 書名 出版社 発行年
参考書等 石井玲子編著 表現者を育てるための保育内容「音楽表現｣ 教育情報出版 2020年
参考書等 磯部錦司・福田泰雅編著 保育のなかのアート 小学館 2015年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 内閣府 『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

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 60％ 授業内容を理解した上で設問に対して的確に解答しているかで評価する。

成果物・小レポート 20％ リアクションシートや授業で課したレポートの内容を評価する。

その他 発表・授業参加態度 20％ 参加意欲や態度など、積極的に授業に取り組む姿勢等を総合的に評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出課題等のフィードバックは授業にて全体に向けて行う。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、関田研究室にて。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S1414 教育相談 演習 2 1 年次 後期 選択 石岡 由紀

【実務経験】

【授業の概要】
教育・保育現場における「教育相談」は、子どもの健やかな発達を支援するために必要不可欠な業務である。本講義では、教育・保育現場における「教育相談」の必要性や意義を正
しく理解し、その方法やあり方について学ぶ。

【キーワード】
アセスメントカウンセリング、いじめ、不登校、虐待、非行、発達障害、特別支援教

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①教育相談の実際について知り、その内容について説明できるようになることを目的とする。 DP2

②教育相談の方法（あり方）について理解し、その内容について説明できるようになることを目的とする。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 学校・保育現場における教育相談の必要性と意義

第 2週 教育相談を支える心理学の理論

第 3週 教育相談におけるアセスメント

第 4週 心理検査とその応用

第 5週 カウンセリングの基本的技法

第 6週 幼児期・児童期の発達課題に応じた教育相談

第 7週 いじめ問題の理解と対応

第 8週 不登校問題の理解と対応

第 9週 虐待・非行問題の理解と対応

第10週 特別な支援を必要とする子どもの理解と対応

第11週 保護者支援のあり方

第12週 教育・保育現場における教育相談のあり方

第13週 専門機関との連携のあり方

第14週 教師のメンタルヘルス

第15週 教育相談のあるべき姿とは

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 教科書の第 1章を読み、教育相談の必要性と意義について事前の学習をしておく
事後 授業で学んだことやディスカッションの内容などをまとめて記録しておく

第 2週 事前 教科書の第 2章を読み、教育相談における心理学の理論について事前の学習をしておく
事後 授業で学んだことやディスカッションの内容などをまとめて記録しておく

第 3週 事前 教科書の第 3章を読み、教育相談におけるアセスメントについて事前の学習をしておく
事後 授業で学んだことやディスカッションの内容などをまとめて記録しておく

第 4週 事前 教科書の第 4章を読み、心理検査について事前の学習をしておく
事後 授業で学んだことやディスカッションの内容などをまとめて記録しておく

第 5週 事前 教科書の第 5章を読み、カウンセリングの基本技法について事前の学習をしておく
事後 授業で学んだことやディスカッションの内容などをまとめて記録しておく

第 6週 事前 教科書の第 6章を読み、幼児期・児童期の発達課題について事前の学習をしておく
事後 授業で学んだことやディスカッションの内容などをまとめて記録しておく

第 7週 事前 教科書の第 8章を読み、いじめ問題について事前の学習をしておく
事後 授業で学んだことやディスカッションの内容などをまとめて記録しておく

第 8週 事前 教科書の第 9章を読み、不登校問題について事前の学習をしておく
事後 授業で学んだことやディスカッションの内容などをまとめて記録しておく

第 9週 事前 教科書の第 10 章を読み、虐待・飛行問題について事前の学習をしておく
事後 授業で学んだことやディスカッションの内容などをまとめて記録しておく

第10週 事前 教科書の第 11 章を読み、特別な支援を必要とする子どもについて事前の学習をしておく
事後 授業で学んだことやディスカッションの内容などをまとめて記録しておく

第11週 事前 教科書の第 12 章を読み、保護者支援について事前に学習しておく
事後 授業で学んだことやディスカッションの内容などをまとめて記録しておく

第12週 事前 教科書の第 13 章を読み、教育・保育現場における教育相談の在り方について事前の学習をしておく
事後 授業で学んだことやディスカッションの内容などをまとめて記録しておく

第13週 事前 教科書の第 14 章を読み、専門機関との連携について事前の学習をしておく
事後 授業で学んだことやディスカッションの内容などをまとめて記録しておく

第14週 事前 教科書の第 15 章を読み、教師・保育者のメンタルヘルスについて事前の学習をしておく
事後 授業で学んだことやディスカッションの内容などをまとめて記録しておく

第15週 事前 今まで学んだことをふまえて、教育相談のあるべき姿について事前に考えをまとめておく
事後 授業で学んだことやディスカッションの内容などをまとめて記録しておく
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【授業計画コメント】
① Pholly での、授業内レポートの提出を求めることがある。
②授業の進捗状況に応じて、授業計画を変更することがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 藤原和政／谷口弘一編著 『学校現場で役立つ教育相談 教師をめざす人のために』 北王大寺書房 2020年
参考書・参考資料等 必要に応じて紹介する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 60％ 講義内容を理解した上で。設問に対して的確に回答していることを評価する。

小テスト・授業内レポート 20％ 講義内容に関連するテーマに対して、適切な内容記述になっているかを評価する

その他 発表・受講態度等 20％ 授業への参加意欲、態度、グループワークへの取り組みを総合的に評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
授業内レポートは確認後、全体もしくは必要に応じて個別にフィードバックする。

【オフィスアワー】
火曜日のお昼休み。場所は、石岡研究室にて。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S1409 子育て支援論 演習 2 1 年次 後期 選択 山中 早苗

【実務経験】保育士としての勤務経験を活かし、子育て支援において保育者がもつべき姿勢や果たす役割について指導を行う。また、他機関との連携の重要性についても解説する。

【授業の概要】
今日の社会において子育て支援が必要となる背景を理解し、政府による施策および子育て支援活動の実際を学ぶ。保育者として子育て支援を行うにあたっての実践的な力を高めるた
め、地域における子育て支援活動に参加し、保護者や子ども達と実際にかかわる機会をもつ。そのなかで、地域のさまざまな機関と連携して子育て支援を行うことの意義を考察する。

【キーワード】
子育て支援、保護者、地域、実践

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①子育て中の家族を取り巻く社会状況を理解し、どのような子育て施策が進められているかを述べることができる。 DP1，2

②子育て支援の実際について、どのような主体、場、活動内容があるのかを具体的に説明することができる。 DP2

③保育者が子育て支援を行うことの意義および役割を理解し、具体的な支援方法を考えることができる。 DP2，3，4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 子育て支援とはなにか

第 2週 女性の社会進出と子育て支援

第 3週 父親の育児参加

第 4週 子育て支援施策の動向

第 5週 保育所・幼稚園における子育て支援

第 6週 子育て支援に必要な技術と姿勢

第 7週 乳児と保護者を対象にした子育て支援活動 ＜フィールドワーク＞

第 8週 子育て支援にふさわしい環境

第 9週 地域における子育て支援活動①―実践計画の作成― ＜グループワーク＞

第10週 地域における子育て支援活動②―実践に向けた準備― ＜グループワーク＞

第11週 地域における子育て支援活動③―実践内容の発表― ＜グループワーク＞

第12週 地域の子育て支援現場への訪問 ＜フィールドワーク＞

第13週 地域の子育て支援現場での実践 ＜フィールドワーク＞

第14週 外国につながりをもつ家庭への子育て支援

第15週 全体のまとめと振り返り

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスを読み、授業の概要を把握する。（30 分）
事後 子育て支援が求められる背景について資料を読む。（60 分）

第 2週 事前 子育て支援が求められる背景をまとめる。（30 分）
事後 女性の社会進出と子育て支援についてまとめる。（60 分）

第 3週 事前 父親の育児参加状況を調べる。（30 分）
事後 父親の育児参加を促進する方策をまとめる。（60 分）

第 4週 事前 日本における子育て支援施策を調べる。（30 分）
事後 子育て支援施策についてまとめる。（60 分）

第 5週 事前 保育所、幼稚園における子育て支援の取り組みを調べる。（30 分）
事後 子育て支援にかかわる保育者の専門性をまとめる。（60 分）

第 6週 事前 地域子育て支援活動のなかで学びたいことを考える。（30 分）
事後 子育て支援に求められる技術と姿勢をまとめる。（60 分）

第 7週 事前 地域子育て支援活動への参入に向けた準備をする。（30 分）
事後 地域子育て支援活動に参入して学んだことをレポートにまとめる。（60 分）

第 8週 事前 地域子育て支援の場で観察した環境をまとめる。（30 分）
事後 子育て支援に必要な環境を考察する。（60 分）

第 9週 事前 地域子育て支援の場で実践したい活動を考える。（30 分）
事後 実践したい活動について指導計画を作成する。（60 分）

第10週 事前 作成した指導計画にそって準備を行う。（30 分）
事後 作成した指導計画を改善する。（60 分）

第11週 事前 実践内容の発表に向けた準備をする。（30 分）
事後 実践内容の発表について振り返りを行う。（60 分）

第12週 事前 地域子育て支援活動での実践に向けて自己課題を明確にする。（30 分）
事後 地域子育て支援活動での親子とのかかわりを振り返る。（60 分）

第13週 事前 親子のかかわりをふまえて実践に向けて準備をする。（30 分）
事後 地域子育て支援活動での実践を通した学びをレポートにまとめる。（60 分）

第14週 事前 外国につながりを持つ子どもと家庭について調べる。（30 分）
事後 他機関との連携や個別支援についてまとめる。（60 分）

第15週 事前 第 1回から 14 回までの授業配布資料を見直し、取り組んだ内容を振り返る。（30 分）
事後 全授業内容を振り返り、子育て支援における保育者の役割と責務について考える。（60 分）
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【授業計画コメント】
子育て支援現場への見学等の日程により、授業の順番が変更になる場合がある。
遠隔授業の際、Pholly を用いることがある。また、Pholly への課題提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
テキスト 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
テキスト 内閣府 『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
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 50％ 課題にそって調べ、授業内容をふまえて問題意識をもって考察を行っているかを評価する。

発表および実践 30％ 地域子育て支援現場における活動の計画、実践、実践後の振り返りを役割や課題にそって適切に行っているかを評価する。

授業への参加意欲・態度 20％ 話し合いや実践準備、現場参入の際の参加状況を評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出された課題に対して、授業内で必要な解説を行う。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、山中研究室にて。

【その他】
・日頃からニュース等の子育て情報に関心をもち、授業に臨むこと。
・話し合いやグループ活動に積極的に参加することが求められる。
・子育て支援現場への参入と実践に関する振り返りレポートの作成は、期限を守って行うこと。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S1410 保育実践学習Ⅱ 演習 2 1 年次 後期 選択 森田 麗子・幸田 瑞穂

【実務経験】

【授業の概要】
保育士資格・幼稚園教諭二種免許状を有している立場で、実習協力園での保育参入を行い、記録を基にした討議を通して相互学習を行う。また、通常の実習では経験できない様々な
保育関係の現場を参観・体験することにより、視野を広げ、保育観や指導観を深め実践力を培うことを目的とする。幼稚園教育での保育のねらいと環境の関連性、指導計画の意義、
個々の幼児の育ちと集団の育ち、教師の援助のあり方などを実践的に学ぶ。

【キーワード】
幼児の育ちと教師の援助

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①保育者の援助や環境構成の工夫、幼児の主体的な活動や保育の連続性を体得することができる。 DP2

②保育を観る力をつけて適切に記録するとともに、自らの課題を探求し、他者に伝えることができる。 DP3

③意見を聴く力、実践を語る力をつけ、質の高い保育について考えることができる。 DP3

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 1 オリエンテーションと参入についての事前学習
（1）保育実践学習の目的と意義・専攻科生としての実習への取り組みについて。
（2）実践記録の書き方や事例の見方・取り方について。
2 専攻科 1年生全員による保育関係機関への参観・参入
（1）保育園の参観・参入と園長先生との懇談。
（2）その他、行事の参観・参入。
3 協力園での保育参入・実習実践ごとに記録をまとめ、提出する。
（1）幼稚園において週 1回、各 10 回の参入・実習を行う。
4 討議
（1）提出した各自の記録を授業までに交換し、目を通しておく。
（2）記録を基に討議し、保育を観る視点や考察の内容について相互学習をする。
（3）参入した保育施設での参入・実習体験の学びについて意見交換をする。

＊保育の中での行事の意義について。 ＊環境の構成と再構成について。
＊保育者の言葉や援助の方向性について。 ＊保育者の存在や役割について。
＊一人ひとりの成長と集団の成長について。 ＊学級活動の意義について。
＊特別支援教育の意義について。 ＊実践的な防災教育について。
＊幼児の表現の豊かさについて。 など

5 実習に応じた演習（必要に応じて）随時
（1）指導案の作成、絵本の選択と読み聞かせ、造形活動、律動、表現活動など

第 2週

第 3週

第 4週

第 5週

第 6週

第 7週

第 8週

第 9週

第10週

第11週

第12週

第13週

第14週

第15週

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 参考図書の通読 45 分
事後 課題プリント記入 45 分

第 2週 事前 授業のための調べ学習 30 分
事後 レポート課題 60 分

第 3週 事前 参考資料の通読 45 分
事後 レポート課題 45 分

第 4週 事前 授業のための調べ学習 45 分
事後 記録の作成 45 分

第 5週 事前 提出された実習記録の通読 45 分
事後 記録の作成 45 分

第 6週 事前 提出された実習記録の通読 45 分
事後 記録の作成 45 分

第 7週 事前 提出された実習記録の通読 45 分
事後 授業のための調べ学習 45 分

第 8週 事前 提出された実習記録の通読 45 分
事後 記録の作成 45 分

第 9週 事前 配布資料の通読 45 分
事後 レポート課題 45 分

第10週 事前 授業のための調べ学習 45 分
事後 レポート課題 45 分

第11週 事前 提出された実習記録の通読 45 分
事後 記録の作成 45 分

第12週 事前 提出された実習記録の通読 45 分
事後 記録の作成 45 分

第13週 事前 提出された実習記録の通読 45 分
事後 記録のまとめ 45 分

第14週 事前 授業内発表の準備 45 分
事後 レポート課題 45 分

第15週 事前 授業内容のまとめ 30 分
事後 レポート課題 60 分
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【授業計画コメント】
・必ず全員の実習記録を読み、討議の準備をしておく。
・園のスケジュールやその他の状況により授業計画を変更あるいは遠隔授業になる場合がある。
・Pholly へのレポート提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない。

著者・編集者名 書名 出版社 発行年
参考書等 文部科学省 『幼児理解に基づいた評価』 チャイルド社 2019年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『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

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート

レポート 40％ 内容の適切性、考察の深化を評価する。

その他 実習状況と記録、受講態度 60％ 参入実習の状況記録の内容、乳幼児への理解や保育者の援助に対する理解、討議への参加状況を評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
作成した記録などの提出物は、コメントを付けて返却する。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、森田・幸田研究室にて。

【その他】
保育士資格・幼稚園教諭二種免許状を取得していることを原則とする。やむをえず欠席をする場合は、事前に必ず届け出ること。
授業で配布する実習に関する内容を守り、園に迷惑をかけないように十分留意する。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S1413 幼児と健康 演習 2 1 年次 後期 選択 幼一種免選択 小野 昌二

【実務経験】

【授業の概要】
領域「健康」のねらいと内容・内容の取扱いについて理解し健康なこころと体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養うために必要な知識・技術を身に付ける。
乳幼児期の健康に関わる生活習慣や心身の発達の特徴の理解を深め、適切な指導方法を身に付ける。

【キーワード】
健康、発育・発達、安全

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①領域「健康」のねらい及び内容を理解することができる。 DP1

②子どもの心身の発育・発達について理解し、乳幼児期の運動遊びと遊び環境について理解することができる。 DP2，4

③乳幼児期の安全な活動について理解するとともに、健康を育む社会や外部環境について理解することができる。 DP4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション 健康に生きるために必要なものを考える

第 2週 保育における健康・安全の概念

第 3週 現代社会における乳幼児の健康課題について

第 4週 保育環境における保健・衛生について 子どもの発育・発達

第 5週 幼稚園・保育園における乳幼児の健康管理（1）子どもの健康状態の特性

第 6週 幼稚園・保育園における乳幼児の健康管理（2）子どもの生活習慣と健康

第 7週 幼稚園・保育園における乳幼児の健康管理（3）健康と遊び・運動について

第 8週 幼稚園・保育園における乳幼児の健康管理（4）感染症・衛生、疾患と障害を持つ子供の保育

第 9週 子どもと子育て支援

第10週 子どもの環境と健康

第11週 乳幼児の健康・安全について幼稚園教育要領・保育所保育指針を参考に

第12週 保育における危険・事故について

第13週 危険予知とその対応・リスクとハザード

第14週 子どもの健康と今日的課題：グループワークを通じて課題を抽出し現状を理解する

第15週 子どもと健康についてのまとめ「小テスト」

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスに目を通しておくこと（⚒時間）
事後 配布資料に目を通し、理解できなかったところを調べておく（⚒時間）

第 2週 事前 健康や安全の定義について調べておくこと（⚒時間）
事後 配布資料に目を通し、理解できなかったところを調べておく（⚒時間）

第 3週 事前 事前に配布する資料に目を通しておくこと（⚒時間）
事後 授業で演習した内容をまとめておくこと（⚒時間）

第 4週 事前 事前に配布する資料に目を通しておくこと（⚒時間）
事後 授業で演習した内容をまとめておくこと（⚒時間）

第 5週 事前 事前に配布する資料に目を通しておくこと（⚒時間）
事後 授業で演習した内容をまとめておくこと（⚒時間）

第 6週 事前 事前に配布する資料に目を通しておくこと（⚒時間）
事後 授業で演習した内容をまとめておくこと（⚒時間）

第 7週 事前 事前に配布する資料に目を通しておくこと（⚒時間）
事後 授業で演習した内容をまとめておくこと（⚒時間）

第 8週 事前 事前に配布する資料に目を通しておくこと（⚒時間）
事後 授業で演習した内容をまとめておくこと（⚒時間）

第 9週 事前 事前に配布する資料に目を通しておくこと（⚒時間）
事後 授業で演習した内容をまとめておくこと（⚒時間）

第10週 事前 事前に配布する資料に目を通しておくこと（⚒時間）
事後 授業で演習した内容をまとめておくこと（⚒時間）

第11週 事前 事前に配布する資料に目を通しておくこと（⚒時間）
事後 授業で演習した内容をまとめておくこと（⚒時間）

第12週 事前 事前に配布する資料に目を通しておくこと（⚒時間）
事後 授業で演習した内容をまとめておくこと（⚒時間）

第13週 事前 子どもに関する事故について新聞等で調べておくこと（⚒時間）
事後 配布資料に目を通し、理解できなかったところを調べておく（⚒時間）

第14週 事前 子どもを取り巻く社会や環境についての課題を調べておくこと（⚒時間）
事後 配布資料に目を通し、理解できなかったところを調べておく（⚒時間）

第15週 事前 授業の内容を復習しておくこと（⚒時間）
事後 振り返りやまとめを復習しておくこと（⚒時間）
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【授業計画コメント】
対面授業が実施できない場合は、Pholly を活用し、オンライン授業（オンデマンド型または同時双方向型）で実施する。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキストなし
参考書・参考資料等 授業中に適宜資料を配布する・事前資料を配信する。

著者・編集者名 書名 出版社 発行年
参考書等 勝木洋子・日坂歩都恵・大和晴行 編 子どもと健康 みらい 2014年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 内閣府 『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

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 50％ 保育内容「健康」、授業内容にについての理解度

期末レポート

小テスト・授業内レポート 30％ 課題の達成度、表現の適切さ及び理解度

その他 態度 10％ 授業、グループワークへの参与度

その他 リフレクション等提出物 10％ 記述物については記述内容・構成

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
小テストについてはその都度フィードバックを行う。リフレクションシートの内容や質問項目については、必要に応じて全体にフィードバックを行う。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S1412 幼児と言葉 講義 2 1 年次 後期 選択 幼一種免選択 田中 麻紀子

【実務経験】幼稚園教諭としての経験を活かし、保育現場において必要な知識や技術を様々な演習を通して身に付けられるように教授する。また子どもや保護者とのかかわりについ
ても、具体的な事例を通して考えられるよう解説する。

【授業の概要】
全員がストーリーテリングの実践を行い、実践についての振り返りを行う。またクラスだよりやドキュメンテーションの作成を行う。言葉遊びや文字を取り入れた遊びを考え、模擬
保育を行う等、保育現場においてすぐに応用できるよう、演習を中心に進める。

【キーワード】
領域「言葉」、言葉の発達、保育者のかかわり、ストーリーテリング

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

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、幼児期の領域「言葉」のねらい及び内容を理解できる。 DP2

②幼児の言葉の発達や学びの過程を理解し、具体的に保育者が幼児とどのようにかかわっていくのかを想定し、保育を構想する方法を身に付ける。 DP2

③幼児の話す・聞く態度を養うために必要な経験を学び、理解を深めることができる。 DP3

④実践を通して領域「言葉」の理解を深め、保育現場で活かせる「言葉」を身に付け活用することができる。 DP3

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション・保育科「言葉」の振り返り

第 2週 幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領における領域「言葉」

第 3週 言葉でのかかわりに配慮を必要とする子どもへの支援

第 4週 ごっこ遊びと劇遊び（劇遊び脚本づくり）―単焦点プロジェクター等の情報機器の活用―

第 5週 ストーリーテリング（教材研究）

第 6週 ストーリーテリング（実践）

第 7週 クラスだよりの作成（ねらいと留意点・作成）―PC 等の情報機器の利用を含む―

第 8週 ドキュメンテーション（ねらいと留意点・作成）

第 9週 言葉遊びを考える（指導案作成）

第10週 言葉遊びを考える（模擬保育第 1グループ・振り返り）―遊びを通した言葉―

第11週 言葉遊びを考える（模擬保育第 2グループ・振り返り）―文字や数字への興味・関心―

第12週 言葉遊びを考える（模擬保育第 3グループ・振り返り）―生活の中から自然に取り入れる―

第13週 言葉遊びを考える（模擬保育第 4グループ・振り返り）―友だちの刺激を受けて―

第14週 言葉遊びを考える（模擬保育第 5グループ・振り返り）―無理なく取り入れるために―

第15週 まとめ・振り返り

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 領域「言葉」での授業内容を振り返る（0.5 時間）
事後 授業を受けたうえで改めて「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」を読み、理解を深める。（1.0 時間）

第 2週 事前 「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」を読む。（0.5 時間）
事後 授業を受けたうえで改めて「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」を読み、理解を深める。（1.0 時間）

第 3週 事前 これまでに出会った言葉でのかかわりに配慮が必要な子どもについて考える。（0.5 時間）
事後 自分ならどのような配慮をしたり、かかわりの工夫をしたりすることができるのかを考える。（0.5 時間）

第 4週 事前 園ではどのようなごっこ遊びや劇遊びが行われているのかを調べておく。（0.5 時間）
事後 自分がごっこ遊びや劇遊びをするならどのように行うかを考え、まとめる。（1.0 時間）

第 5週 事前 ストーリーテリングをしたいと思うお話を見つけておく。（0.5 時間）
事後 授業内容を踏まえ、ストーリーテリング発表の準備をする。（1.0 時間）

第 6週 事前 ストーリーテリングを発表できるよう、十分に練習する。（1.0 時間）
事後 反省点を踏まえ、改めてストーリーテリングを練習する。（0.5 時間）

第 7週 事前 どのようなクラスだよりがあるかなど、クラスだよりについて事前に調べておく。（0.5 時間）
事後 クラスだよりの仕上げをする。（0.5 時間）

第 8週 事前 ドキュメンテーションについて事前に調べておく。（0.5 時間）
事後 ドキュメンテーションの仕上げをする。（0.5 時間）

第 9週 事前 どのような言葉遊びがあるかを調べておく。（0.5 時間）
事後 指導案に基づいた保育の流れをシミュレーションする。（1.0 時間）

第10週 事前 模擬保育の準備を行う。（1.0 時間）
事後 反省を踏まえ、指導案の見直しを行う。（0.5 時間）

第11週 事前 模擬保育の準備を行う。（1.0 時間）
事後 反省を踏まえ、指導案の見直しを行う。（0.5 時間）

第12週 事前 模擬保育の準備を行う。（1.0 時間）
事後 反省を踏まえ、指導案の見直しを行う。（0.5 時間）

第13週 事前 模擬保育の準備を行う。（1.0 時間）
事後 反省を踏まえ、指導案の見直しを行う。（0.5 時間）

第14週 事前 模擬保育の準備を行う。（1.0 時間）
事後 反省を踏まえ、指導案の見直しを行う。（0.5 時間）

第15週 事前 これまでの授業内容を振り返り、疑問、質問を考える。（0.5 時間）
事後 これまでの授業内容や配布資料を振り返り、理解を深める。（1.0 時間）
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【授業計画コメント】
・グループワークや実践発表など積極的に参加すること。
・受講者の理解度によって授業内容を変更することがあります。
・遠隔授業の際、Pholly を用いることがあります。
・必要に応じて Pholly を通じて資料を提示します。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキストは特に使用せず、授業内に適宜資料を配布する。

著者・編集者名 書名 出版社 発行年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 内閣府 『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

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート

小テスト・授業内レポート 30％ 講義内容を理解し、課題に対する適切な内容・記述になっているかについて評価する。

実践発表 70％ グループワーク、実践発表（ストーリーテリング、模擬保育）など。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
課題、実践発表については、授業内で全体にコメントする。

【オフィスアワー】
火曜日のお昼休み。場所は、田中研究室にて。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S1408 幼児の造形表現 演習 2 1 年次 後期 選択 幼一種免選択 幸田 瑞穂

【実務経験】

【授業の概要】
造形活動を通して、様々な材料や用具、表現方法に触れ、多様な表現活動に生かすことのできる基礎的な知識や技能を習得し、領域「表現」における子どもの造形について理解する。
また、活動を通して描いたり、つくったり、見たりすることの楽しさを味わい、造形を愛好する心情や感性を豊かにする。授業での活動を写真などで記録していくことで、ポートフォ
リオにまとめたり、伝えたりする力を養う。

【キーワード】
造形表現、幼児の造形活動

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①様々な素材や道具に触れ、その特性を生かし、乳幼児期における多様な表現活動の知識や技能を身につける。 DP1

②制作活動を他者の考え方や造形に触れながら、自分とは異なる表現を認め、楽しむことができる。 DP3

③領域「表現」のねらいや内容について活動を通して理解し保育を実践できる。 DP2

④授業で行った活動について、自分なりに記録としてまとめることができる。 DP1

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション／領域「表現」の意義と幼児の造形活動について考える

第 2週 子どもの表現について考える／ポートフォリオの作成について ＜対話・議論型授業＞

第 3週 遊びを楽しむ造形活動の体験①線で遊ぶ ＜ロールプレイ＞

第 4週 遊びを楽しむ造形活動の体験②絵遊びを楽しむ ＜ロールプレイ＞

第 5週 技法を楽しむ造形活動の体験①絵の具を用いた技法を試す ＜ロールプレイ＞

第 6週 技法を楽しむ造形活動の体験②絵の具を用いた技法で描く ＜ロールプレイ＞

第 7週 「切る・折る」を楽しむ造形活動の体験 ＜ロールプレイ＞

第 8週 子どもにとっての描くことの意味について考える ＜グループワーク＞

第 9週 素材「紙」を楽しむ造形活動の体験①薄紙や新聞紙を使って ＜ロールプレイ＞

第10週 素材「紙」を楽しむ造形活動の体験②画用紙を使って ＜ロールプレイ＞

第11週 素材「紙」を楽しむ造形活動の体験③ダンボールを使って ＜ロールプレイ・グループワーク＞

第12週 感触を楽しむ造形活動の体験①粘土と遊ぶ ＜ロールプレイ・グループワーク＞

第13週 感触を楽しむ造形活動の体験②粘土と遊ぶ ＜ロールプレイ・フィールドワーク学内＞

第14週 感触を楽しむ造形活動の体験③粘土と遊ぶ ＜ロールプレイ＞

第15週 子どもと素材の出会いとつくることについて考える ＜対話・議論型授業＞

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 要領・指針における領域「表現」の箇所をよく読んでおくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）

第 2週 事前 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 60 分程度）

第 3週 事前 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）

第 4週 事前 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）

第 5週 事前 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）

第 6週 事前 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）

第 7週 事前 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）

第 8週 事前 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 授業内容の課題を通して次回の授業までに内容を復習しておくこと。（所要時間 60 分程度）

第 9週 事前 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）

第10週 事前 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）

第11週 事前 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）

第12週 事前 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）

第13週 事前 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）

第14週 事前 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）

第15週 事前 活動の記録（気付いたことや考えたこと、作品や活動の写真など）の整理をしておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 授業で取り組んだ内容のまとめと振り返りを行う。（所要時間 60 分程度）
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【授業計画コメント】
・受講生の理解度に応じて、授業計画を変更する場合がある。
・実技が中心となるため、汚れを気にしない服装で受講すること。また、制作活動に関して、授業内に作品が仕上がらなかった場合は、次の授業までに仕上げておくこと。
・Pholly で配布された資料を読み、予習・復習をしておく。
・Pholly での授業内課題の提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない
参考書・参考資料等 授業中に適宜資料を配布する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート

授業内レポート 20％ 授業内容を理解し論理的に記述しているかを評価する。

その他 制作・発表 40％ 協働性をもって話し合いや実践に取り組んでいたかにより評価する。

その他 ポートフォリオの作成・内容 40％ 活動の記録を視覚的にわかりやすくまとめられているかを評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
レポートや課題は、授業または適宜、解説を含めたフィードバックをする。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、幸田研究室にて。

【その他】
活動については、作品の完成度で評価をすることはありません。失敗を恐れず、表現することにチャレンジすること、仲間と協働して取り組むことを楽しみましょう。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S1406 保育研究演習 演習 4 1年次 前後期 必修 布村 志保・杉山宗尚・山中早苗・藤本千草・上村有平
田中麻紀子・幸田瑞穂・川島直子・森田麗子・水島祥子

【実務経験】

【授業の概要】
保育科（短期大学）において学習した理論、および実習を通じて確認した実践的課題をふまえ、基本的な保育研究の方法と倫理を理解し、これまでに行われてきた研究を概観するこ
とを目指す。その上で、保育にかかわる課題への自らの問題意識と関心を育み、自分のとるべき保育研究の目的と方法とを見定めることを基本的な目的とする。

【キーワード】
課題探究、調査研究、報告・討議、研究レポート作成

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連
①保育にかかわる研究を進める上での自己の問題意識を確認する方法を適用できる。
②レポート・論文の基本的な書き方を適用できる。 DP3

③研究テーマに向けた質的アプローチと量的アプローチについて説明できる。
④研究事例と研究協力者とのかかわりで適用すべき研究倫理について説明できる。 DP2

⑤論文などの文献検索に際して、図書館利用と学術情報検索を実施できる。
⑥研究資料の収集過程とそのまとめについてレポートを作成することができる。 DP3

⑦集団での研究内容の紹介の場において自己の研究を報告し、討議に参加することができる。 DP6

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 「保育研究」をすすめるにあたって ＜合同ゼミ＞

第 2週 研究テーマに向けた様々なアプローチ（専攻科生の論文紹介）＜合同ゼミ＞

第 3週 文献検索と論文を読む：図書館利用と学術情報検索 ＜合同ゼミ＞

第 4週 興味ある文献・資料の検索 ＜合同ゼミ＞

第 5週 研究テーマに向けた様々なアプローチ：質的アプローチと量的アプローチ ＜合同ゼミ＞

第 6週 検索を通して研究テーマを探索する ＜合同ゼミ＞

第 7週 研究テーマの探究と文献・資料の収集

第 8週 同

第 9週 研究テーマにかかわる文献・資料の整理と議論

第10週 同

第11週 同

第12週 専攻科 2年生修了研究共同討議会への参加

第13週 保育研究演習中間報告会に向けた準備

第14週 保育研究演習中間報告会における探究成果の発表・議論

第15週 前期のまとめと今後の課題の確認

第16週 後期の研究計画の報告

第17週 研究調査の倫理について ＜合同ゼミ＞

第18週 研究論文の基本の形を知る ＜合同ゼミ＞

第19週 専攻科 2年生修了研究中間報告会への参加

第20週 研究資料収集・まとめの経過報告と議論

第21週 同

第22週 同

第23週 同

第24週 保育研究演習共同討議会に向けた準備

第25週 保育研究演習共同討議会における発表・議論

第26週 保育研究演習レポートの作成と批評

第27週 同

第28週 同

第29週 専攻科 2年生修了研究発表会への参加

第30週 保育研究演習報告会における調査成果の発表・議論
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回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスの「保育研究演習」を読み、授業内容を把握する。（30 分）
事後 研究テーマを考える。（60 分）

第 2週 事前 「論文作成マニュアル」に目を通し、概要をつかむ。（30 分）
事後 教員のゼミ紹介を読み、自身の研究テーマを検討する。（60 分）

第 3週 事前 論文作成マニュアルの「13．本文中の引用の方法」を読む（30 分）
事後 探した文献を読み、レポートにまとめる。（60 分）

第 4週 事前 論文作成マニュアルの「14．参考文献一覧の提示の仕方」を読む。（30 分）
事後 探した文献について、リストを作成する。（60 分）

第 5週 事前 論文作成マニュアルの「5．保育学の研究のタイプとその留意点」を読む。（30 分）
事後 研究したいテーマにそった調査方法を考える。（60 分）

第 6週 事前 研究したいテーマと内容をまとめる。（60 分）
事後 教員との対話のなかで、研究したいテーマを検討し、深める。（60 分）

第 7週
第 8週

事前 図書館やインターネット等で文献・資料を収集する。（30 分）
事後 指導教員の助言をもとに、文献・資料を読み進める。（60 分）

第 9週
第10週
第11週

事前 文献・資料の内容を、研究テーマにそって整理し、まとめる。（60 分）
事後 指導教員の助言をもとに、まとめた内容を見直し、加筆・修正を行う。（60 分）

第12週 事前 専攻科 2年生の修了研究共同討議会レジュメを読む。（60 分）
事後 修了研究共同討議会での学びをレポートにまとめる。（90 分）

第13週 事前 保育研究演習中間報告会のレジュメを作成する。（120 分）
事後 指導教員の助言をもとに、レジュメを修正する。（120 分）

第14週 事前 保育研究演習中間報告会に向けた発表準備をする。（60 分）
事後 保育研究演習中間報告会での学びをまとめる。（60 分）

第15週 事前 前期の学びを振り返り、後期に向けた課題を考える。（30 分）
事後 後期の研究計画を考え、まとめる。（60 分）

第16週 事前 夏季休暇中の取り組みをまとめる。（90 分）
事後 後期の研究計画を見直し、具体的な取り組みを考える。（60 分）

第17週 事前 論文作成マニュアルの「7．研究倫理」、「8．専攻科修了研究に係る倫理審査」を読む。（60 分）
事後 論文作成マニュアルの「16．フォーマット集」、「17．資料」に目を通す。（60 分）

第18週 事前 論文作成マニュアルの「6．論文の展開」、「9．一般的注意」、「10．表現の注意」を読む。（60 分）
事後 論文作成マニュアルの「11．図・表の提示の仕方」、「12．注の書き方」を読む。（30 分）

第19週 事前 専攻科 2年生の修了研究中間報告会レジュメを読む。（60 分）
事後 修了研究中間報告会での学びをレポートにまとめる。（90 分）

第20週
第21週
第22週
第23週

事前 指導教員の助言をもとに、文献・資料の収集および各自必要な事前学習を行う。（60 分）
事後 指導を受けた事項や各自が適当と判断した事項について、必要な事後学習を行う。（60 分）

第24週 事前 保育研究演習共同討議会に向けたレジュメを作成する。（120 分）
事後 指導教員の助言をもとに、レジュメを修正する。（120 分）

第25週 事前 保育研究演習討議会に向けた発表準備をする。（60 分）
事後 保育研究演習共同討議会での学びをまとめる。（60 分）

第26週
第27週
第28週

事前 保育研究演習レポートの作成を進める。（120 分）
事後 指導教員の助言をもとに、レポートの内容を見直し、加筆・修正を行う。

第29週 事前 専攻科 2年生の修了研究発表会レジュメを読む。（60 分）
事後 修了研究発表会での学びをレポートにまとめる。（90 分）

第30週 事前 保育研究演習報告会に向けたレジュメ作成および発表準備をする。（180 分）
事後 1年間の取り組みを振り返り、次年度の研究の方向性を考える。（60 分）

【授業計画コメント】
論文作成に関する基本的知識を共有する時間をもつ。ゼミは、各自の研究テーマに応じて配属する。ゼミ配属後は、各ゼミで研究を進め、共同討議会や報告会においてさらに研究を
深めること。
Pholly は「保育研究演習」として、また各ゼミごとに使用できるので活用すること。報告会等のレジュメ様式は Pholly を通じて配信する。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト ゼミ等で担当教員が適宜指示する。
参考書・参考資料等 修了研究のための論文作成マニュアル（頌栄短期大学教務課作成）
参考書・参考資料等 ゼミ等で担当教員が適宜指示する。

著者・編集者名 書名 出版社 発行年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『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
参考書等 内閣府 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

レポート 70％ レポートは演習内容の理解について、「到達目標」として設定した事項を適切に理解しているかを評価する。

研究報告・議論参加に示される取り組み状況 30％ 各回のゼミや討議会、報告会等に向け、研究目的に即して主体的かつ計画的に研究を進めているかを評価する。

その他

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
原則、各ゼミごとに個別にフィードバックを行う。

【オフィスアワー】
担当教員により異なるため、掲示を見ること。

【その他】
テーマは主体的に探究し、ゼミや共同討議会において対話、確認を繰り返し、論文作成に向けて課題を明確にしていくこと。
報告会等のレジュメやレポート等の提出物は、期限までに滞りなく提出すること。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S2305 自然研究 講義 2 2 年次 前期 選択 野嵜 玲児

【実務経験】

【授業の概要】
自然を理解し、幼児教育の場でその知識を活かすために、生物の分類や生態に関する基礎的知識の修得をめざす。生物の形態や分類法に関する教室内での学修とともに、キャンパス
内の路傍や庭園、樹林等における実際の生物の行動や生態の観察を通じて、相互に関わりながら生きている生態系としての自然の姿を理解する。また、花、どんぐり、野鳥、キノコ
などの身近な生物について、命の大切さを含めて、こどもたちにその魅力を正しく、わかりやすく伝えることができるような知識と技能を養う。

【キーワード】
植物、キノコ、昆虫、野鳥

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①キャンパス内に生育・生息する草花や樹木、野鳥、昆虫、キノコなど、身近な生物の形態や分類、生活史、多様性が理解できる。 DP3

②図鑑を用いて植物の検索、同定が行え、また、身近な野鳥の識別法を修得し、その生態や行動の観察ができる。 DP2

③様々な生物の観察を通じて、自然や生命の大切さを理解し、子供たちに具体的な知識として伝えることができる。 DP1

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 植物の種類と多様性（1） 春の路傍雑草 ＜フィールドワーク＞

第 2週 植物の種類と多様性（2） 花のかたちと機能

第 3週 植物の種類と多様性（3） 植物分類の歴史

第 4週 植物の採集法 ＜フィールドワーク＞

第 5週 植物標本の作製法

第 6週 図鑑を用いた植物同定法 ＜調査学習＞

第 7週 キャンパスの森と生態系のしくみ ＜フィールドワーク＞

第 8週 野鳥の生態と観察（1） 鳥類の季節区分

第 9週 野鳥の生態と観察（2） 身近な野鳥とその生態 ＜フィールドワーク＞

第10週 野鳥の生態と観察（3） 行動観察法 ＜フィールドワーク＞

第11週 植物の種類と多様性（4） 帰化植物と在来種 ＜フィールドワーク＞

第12週 植物の種類と多様性（5） 果実のでき方―どんぐりを題材に―

第13週 キノコの生態 ＜フィールドワーク＞

第14週 標本同定：目録づくり ＜調査学習＞

第15週 キャンパスの自然についての総括と期末レポートの説明

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 身の回りの路傍雑草を観察し写真等を撮っておく（所要時間 90 分程度）
事後 授業で得た知識をもとに身の回りの雑草の多様性について観察する（所要時間 90 分程度）

第 2週 事前 身の回りの植物の花を観察し写真等を撮っておく（所要時間 90 分程度）
事後 授業で得た知識をもとに身の回りの花の機能や多様性を考察する（所要時間 90 分程度）

第 3週 事前 植物分類の歴史や分類体系について事前に調べておく（所要時間 90 分程度）
事後 授業で得た知識をもとに身の回りの植物を綱のレベルで区別してみる（所要時間 90 分程度）

第 4週 事前 植物の採集法について事前に調べておく（所要時間 60 分程度）
事後 授業で得た知識をもとに身の回りの植物を採集する（所要時間 120 分程度）

第 5週 事前 植物標本の作製法について事前に調べておく（所要時間 60 分程度）
事後 授業で得た知識をもとに身の回りの植物で押し葉標本を作成する（所要時間 120 分程度）

第 6週 事前 図書館等で事前に植物図鑑に目を通しておく（所要時間 60 分程度）
事後 授業で得た知識をもとに作成した押し葉標本を図鑑で同定してみる（所要時間 120 分程度）

第 7週 事前 「生態系」という概念について事前に調べておく（所要時間 90 分程度）
事後 授業で得た知識をもとにキャンパスの生態系について考察する（所要時間 90 分程度）

第 8週 事前 図書館等で事前に野鳥図鑑に目を通しておく（所要時間 90 分程度）
事後 授業で得た知識をもとに身近な野鳥と季節との関係について考える（所要時間 90 分程度）

第 9週 事前 通学路やキャンパス内にどのような野鳥がいるか観察する（所要時間 60 分程度）
事後 授業で得た知識をもとに身近な野鳥の生活の様子を観察する（所要時間 120 分程度）

第10週 事前 特定の身近な野鳥についてその行動を観察しておく（所要時間 90 分程度）
事後 授業で得た知識をもとに身近な野鳥の行動を観察し記録する（所要時間 90 分程度）

第11週 事前 帰化植物や外来種の問題について事前に調べておく（所要時間 60 分程度）
事後 授業で得た知識をもとに身近な外来種を捜し種名や来歴を調べる（所要時間 120 分程度）

第12週 事前 果実や種子のでき方について事前に調べておく（所要時間 90 分程度）
事後 授業で得た知識をもとに家庭で食べる果実類の構造を観察する（所要時間 90 分程度）

第13週 事前 菌類の分類やキノコの生態について事前に調べておく（所要時間 60 分程度）
事後 授業で得た知識をもとにキャンパス内でキノコを捜し、種名を調べる（所要時間 120 分程度）

第14週 事前 以前の授業で作成した植物標本を、分類順に整理しておく（所要時間 60 分程度）
事後 授業で得た知識をもとに各種の植物標本の種名を図鑑で調べる（所要時間 120 分程度）

第15週 事前 授業で使用した自然観察の際の野帳に目を通しておく（所要時間 30 分程度）
事後 キャンパスの生物目録および自然についての期末レポートを作成する（所要時間 150 分程度）
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【授業計画コメント】
教室を出て、キャンパス内の植物や野鳥を観察したり、植物を採集したりすることが多いので、活動しやすい服装で出席すること。
シラバスの順序は実施の目安であり、季節の推移、天候の状況等によって前後する。
Pholly での授業内レポート提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない
参考書・参考資料等 授業中に適宜資料を配布する

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 50％ 講義内容を踏まえた上でキャンパスの自然をどれくらい理解できたかを評価する。

小テスト・授業内レポート 20％ 野外観察や室内実験等における取り組みとその成果を評価する。

その他 参加度等 30％ 野外観察や室内実験等での受講態度を評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
レポートに成績とコメントを付けて返却する。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S2312 教育哲学特論 演習 2 2 年次 前期 選択 朝岡 翔

【実務経験】

【授業の概要】
「遊びをとおして子どもの発達を…」、「子どもの個性を重視して…」、「コミュニケーション能力を育み…」。人々が教育について語るとき、しばしばこのような常套句を用います。し
かし、多く場合「発達」や「個性」や「コミュニケーション」とはいったい何かが不明確なまま用いられています。このような表層的な理解のもとで教育実践が作られてよいのでしょ
うか。本授業はこうした疑問に正面から取り組むものです。具体的には、本授業は次の二つの課題に取り組みます。第一に、数篇の教育思想のテクストに基づいて教育に関する諸概
念について、第二に、数篇の哲学思想のテクストに基づいて人間に関する諸概念について、それぞれ理解を深めます。そのうえで魅力的な教育実践について考えます。

【キーワード】
遊び、発達、経験、カリキュラム、自己、他者

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①教育思想や哲学思想を手がかりにして、常套句や通念にとらわれない自立的で現実的な思考を体験する。 DP4

②そのために、学術的なテクストに忍耐強く向き合う姿勢と、それを読み解く基本的なリテラシーを身につける。 DP4

③自分なりに論理を組み立てる思考と、それを他者と共有する基本的なリテラシーを身につける。 DP4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 身がまえないで教育哲学を。

第 2週 遊び 1：「遊び」は教育効果のためにある？ ＜対話・議論型授業＞

第 3週 遊び 2：教育思想から考える「遊び」＜プレゼンテーション＞

第 4週 発達 1：「発達」は達成すべき課題？ ＜対話・議論型授業＞

第 5週 発達 2：教育思想から考える「発達」＜プレゼンテーション＞

第 6週 経験 1：「経験」を積めば成長する？ ＜対話・議論型授業＞

第 7週 経験 2：教育思想から考える「経験」＜プレゼンテーション＞

第 8週 カリキュラム 1：「カリキュラム」は授業計画のこと？ ＜対話・議論型授業＞

第 9週 カリキュラム 2：教育思想から考える「カリキュラム」＜プレゼンテーション＞

第10週 自己 1：ひとり歩きする「個性」＜対話・議論型授業＞

第11週 自己 2：哲学思想から考える「自己」＜プレゼンテーション＞

第12週 他者 1：ひとり歩きする「コミュニケーション」＜対話・議論型授業＞

第13週 他者 2：哲学思想から考える「他者との関わり」＜プレゼンテーション＞

第14週 「遊びの経験によって健やかな発達を促す」という教育観を超えて ＜対話・議論型授業＞

第15週 「個性を伸ばしコミュニケーション能力を育む」という教育観を超えて ＜対話・議論型授業＞

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 授業で扱うテクストの指定範囲を通読して論旨を把握し、自分なりの問いや論点を提出できるようにしておくこと。（60 分）
事後 授業で共有した問いや論点、それに関する議論の趣旨を振り返ると同時に、前後週の授業との関連を確認すること。（30 分）

第 2週 事前 授業で扱うテクストの指定範囲を通読して論旨を把握し、自分なりの問いや論点を提出できるようにしておくこと。※発表者は、発表に向けて視覚資料を作成して授業で提示できるようにすること。（60 分 ※ 650 分）
事後 授業で共有した問いや論点、それに関する議論の趣旨を振り返ると同時に、前後週の授業との関連を確認すること。（30 分）

第 3週 事前 授業で扱うテクストの指定範囲を通読して論旨を把握し、自分なりの問いや論点を提出できるようにしておくこと。（60 分）
事後 授業で共有した問いや論点、それに関する議論の趣旨を振り返ると同時に、前後週の授業との関連を確認すること。（30 分）

第 4週 事前 授業で扱うテクストの指定範囲を通読して論旨を把握し、自分なりの問いや論点を提出できるようにしておくこと。※発表者は、発表に向けて視覚資料を作成して授業で提示できるようにすること。（60 分 ※ 650 分）
事後 授業で共有した問いや論点、それに関する議論の趣旨を振り返ると同時に、前後週の授業との関連を確認すること（30 分）

第 5週 事前 授業で扱うテクストの指定範囲を通読して論旨を把握し、自分なりの問いや論点を提出できるようにしておくこと。（60 分）
事後 授業で共有した問いや論点、それに関する議論の趣旨を振り返ると同時に、前後週の授業との関連を確認すること。（30 分）

第 6週 事前 授業で扱うテクストの指定範囲を通読して論旨を把握し、自分なりの問いや論点を提出できるようにしておくこと。※発表者は、発表に向けて視覚資料を作成して授業で提示できるようにすること。（60 分 ※ 650 分）
事後 授業で共有した問いや論点、それに関する議論の趣旨を振り返ると同時に、前後週の授業との関連を確認すること（30 分）

第 7週 事前 授業で扱うテクストの指定範囲を通読して論旨を把握し、自分なりの問いや論点を提出できるようにしておくこと。（60 分）
事後 授業で共有した問いや論点、それに関する議論の趣旨を振り返ると同時に、前後週の授業との関連を確認すること。（30 分）

第 8週 事前 授業で扱うテクストの指定範囲を通読して論旨を把握し、自分なりの問いや論点を提出できるようにしておくこと。※発表者は、発表に向けて視覚資料を作成して授業で提示できるようにすること。（60 分 ※ 650 分）
事後 授業で共有した問いや論点、それに関する議論の趣旨を振り返ると同時に、前後週の授業との関連を確認すること（30 分）

第 9週 事前 授業で扱うテクストの指定範囲を通読して論旨を把握し、自分なりの問いや論点を提出できるようにしておくこと。（60 分）
事後 授業で共有した問いや論点、それに関する議論の趣旨を振り返ると同時に、前後週の授業との関連を確認すること。（30 分）

第10週 事前 授業で扱うテクストの指定範囲を通読して論旨を把握し、自分なりの問いや論点を提出できるようにしておくこと。※発表者は、発表に向けて視覚資料を作成して授業で提示できるようにすること。（60 分 ※ 650 分）
事後 授業で共有した問いや論点、それに関する議論の趣旨を振り返ると同時に、前後週の授業との関連を確認すること（30 分）

第11週 事前 授業で扱うテクストの指定範囲を通読して論旨を把握し、自分なりの問いや論点を提出できるようにしておくこと。（60 分）
事後 授業で共有した問いや論点、それに関する議論の趣旨を振り返ると同時に、前後週の授業との関連を確認すること。（30 分）

第12週 事前 授業で扱うテクストの指定範囲を通読して論旨を把握し、自分なりの問いや論点を提出できるようにしておくこと。※発表者は、発表に向けて視覚資料を作成して授業で提示できるようにすること。（60 分 ※ 650 分）
事後 授業で共有した問いや論点、それに関する議論の趣旨を振り返ると同時に、前後週の授業との関連を確認すること（30 分）

第13週 事前 授業で扱うテクストの指定範囲を通読して論旨を把握し、自分なりの問いや論点を提出できるようにしておくこと。（60 分）
事後 授業で共有した問いや論点、それに関する議論の趣旨を振り返ると同時に、前後週の授業との関連を確認すること。（30 分）

第14週 事前 事前に提示する議論の主題について、自分の見解を説明できるよう準備すること。（60 分）
事後 レポートを執筆することで 15 週の授業全体の趣旨を確かめること。（700 分）

第15週 事前 事前に提示する議論の主題について、自分の見解を説明できるよう準備すること。（60 分）
事後 レポートを執筆することで 15 週の授業全体の趣旨を確かめること。（700 分）
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【授業計画コメント】
受講生の理解度や関心、要望に応じて、授業で扱うテーマを差し替えたり全 15 週の構成を組み替えたりして授業計画の適正化を図る場合がある。
※学習支援システム「Pholly」の活用方法
発表で提示する資料の原稿は Pholly を通じて事前に提出してもらい、授業担当者から受講者全員に Pholly を通じて共有する。またレポートの答案も Pholly 上で提出してもらう。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない
参考書・参考資料等 これ以外のものは授業中に適宜紹介する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 40％ 本授業の趣旨と到達目標を理解しているか、与えられた問いに対して論理的に考え記述する学術的コミュニケーションの
基礎が身についているかを評価する。

小テスト・授業内レポート

その他 発表 40％ 教育思想や哲学思想のテクストを読解する学術的リテラシーの基礎が身についているか、テクストのなかに自分なりの論点を見いだしたりテクス
トに対して自分なりの問いを立てたりすることができるか、言語を介して自分が考えたことを他者と共有することができるか、などを評価する。

その他 授業への参与 20％ 授業中の発言やコメントシートへの記入をつうじて、各週の授業の主題や論点を共有し、それらについて積極的に考えて
いるかを評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
期末レポートについては、草稿を授業に持参してもらい授業内に個別にコメントします。発表に対しては、発表後の議論のなかでコメントします。授業への参与については、コメン
トシートの内容について次週授業内に応答します。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S2307 現代保育・教育問題特論 講義 2 2 年次 後期 選択 幼一種免選択 戸江 茂博

【実務経験】

【授業の概要】
現代の幼児教育や保育において問題となっていることや課題として取り上げられることを集中的に議論していきます。子供に関わる問題（少子化や子育て支援あるいは子どもの権利
問題など）、幼児教育・保育の中心的問題である、遊びの教育、環境を通して行う教育、そして接続教育などです。これからの幼児教育・保育のあり方を左右する問題や課題につい
て向き合っていきます。受講生の皆さんにも、幼児教育や保育の領域では、今これが大いに問題だと感じられるようなことを提案してもらい、その解決策やこれからの課題について
思いめぐらせてほしいと考えています。

【キーワード】
少子化と子育て支援、子供の権利、子供理解、遊びと環境、接続教育、プレゼンテーション

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①現代の幼児教育や保育における問題や課題について知ることができる。 DP1

②子供をめぐる諸問題について考えることができる。 DP1

③遊びと教育の関係、環境と教育の関係について深く理解することができる。 DP1，2

④自ら幼児教育や保育に関わる現代的な問題や課題を掘り起こし、問題解決の道筋を考えることができる。 DP3

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 授業オリエンテーション＆子供をめぐる問題Ⅰ（少子化と子育て支援）

第 2週 子供をめぐる問題Ⅱ（子供中心主義の問題）

第 3週 子供をめぐる問題Ⅲ（子供の権利問題）

第 4週 子供をめぐる問題Ⅳ（子供とは何か）

第 5週 子供をめぐる問題Ⅴ（子供理解、子供観、子供像）

第 6週 プレゼンテーションⅠ（子供をめぐる諸問題）

第 7週 幼児教育の基本原則をめぐる問題Ⅰ（養護と教育問題）

第 8週 幼児教育の基本原則をめぐる問題Ⅱ（21 世紀幼児教育のモデル）

第 9週 幼児教育の基本原則をめぐる問題Ⅲ（接続教育の問題）

第10週 幼児教育の内容・方法をめぐる問題Ⅰ（遊びとは何か）

第11週 幼児教育の内容・方法をめぐる問題Ⅱ（遊びと教育）

第12週 幼児教育の内容・方法をめぐる問題Ⅲ（遊びを指導することは出来るか）

第13週 幼児教育の内容・方法をめぐる問題Ⅳ（環境とは何か）

第14週 幼児教育の内容・方法をめぐる問題Ⅴ（環境を通して行う教育の問題点）

第15週 プレゼンテーションⅡ（幼児教育保育の基本や幼児教育の内容・方法の諸問題）

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 授業回 1～5，7～14 については、学習事項の復習を行う。（各回 160 分）授業回 6，15 については、調べ学習やプレゼンテーションを行う。（6回：300 分、15 回：320 分）

第 2週

第 3週

第 4週

第 5週

第 6週

第 7週

第 8週

第 9週

第10週

第11週

第12週

第13週

第14週

第15週
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【授業計画コメント】
この授業は講義とノート筆記を中心に展開します。そして自らの学びの証明として、「現代保育・教育問題特論ノート」を作成します。各授業では、授業 PR（授業プリント）を配布
しますので（授業の流れと授業で扱う項目に関する基本的な説明付きです）、授業を聴いて学んだこと、習得したことをそのプリントに書き込んでいって、場合によっては自分で調
べたことを加筆していきます。そして、最終的に自分の「教育原論ノート」を完成させます。6回目及び 15 回目の授業は、受講生のプレゼンテーションとします。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない
参考書・参考資料等 授業中に適宜資料等を配布する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

課題レポート 50％ 授業内容の理解度を評価する。

プレゼンテーション 30％ 問題提起や解決策の内容を評価する。

小テスト・授業内レポート

その他 受講態度 20％ すすんで授業に参加し、能動的に学び取ろうとしているかを評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
課題レポート及びプレゼン内容については、確認の上適宜フィードバックする。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S2308 社会福祉研究 講義 2 2 年次 後期 選択 辻井 善弘

【実務経験】

【授業の概要】
保育科や専攻科での学びを基盤として、社会福祉に関する知識・理解を深める内容としている。その中でも、近年、保育所や児童養護施設では、障がいのある子どもの数は増加して
いる。保育実践において、子どもの日常でみられる障がいについて学ぶとともに、発達障がいに関する生活上の困難への支援方法と取組みを研究し、討議及び発表を持って知識の共
有を図る。

【キーワード】
社会福祉、インクルージョン、障害、自閉症、ソーシャルワーク

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①社会福祉・障害児者福祉・ソーシャルワークの専門的事項を理解できる。 DP2

②社会福祉・障害児者福祉・ソーシャルワークの意義や必要性について、自らの意見を述べることができる。 DP4

③障害児・者福祉の歴史的背景と、制度及び支援実践における現状と課題について説明することができる。 DP2

④保育が社会福祉の領域である事の意味を理解し、それを活かす実践ができる力を養う。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション・ライフステージと社会福祉

第 2週 社会福祉の歴史的背景について（福祉国家とは）

第 3週 社会福祉の対象について（社会福祉六法と子どもの福祉）

第 4週 社会福祉法人について（社会福祉事業・福祉サービス）

第 5週 障害児・者の福祉について①（インクルージョン）

第 6週 障害児・者の福祉について②（障害者の暮らし～歴史背景～）

第 7週 障害児・者の福祉について③（障害児者支援施設）

第 8週 障害児・者の福祉について④（三大障害）

第 9週 発達障害について①（基礎知識）

第10週 発達障害について②（3人の研究者）

第11週 発達障害について③（10 の特徴）

第12週 ソーシャルワークについて①（支援の展開過程）

第13週 ソーシャルワークについて②（2大視点の実践）

第14週 ソーシャルワークについて③（援助の原理）

第15週 講義内容の総括（保育実践に向かって）

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 ・講義型授業に関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 50 分程度）
事後 ・発表に関する準備や討議について、講義型授業の内容をまとめ、必要な事項を文献等で調べ、レポートを作成する。（各 90 分程度）

第 2週 事前 ・講義型授業に関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 50 分程度）
事後 ・発表に関する準備や討議について、講義型授業の内容をまとめ、必要な事項を文献等で調べ、レポートを作成する。（各 90 分程度）

第 3週 事前 ・講義型授業に関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 50 分程度）
事後 ・発表に関する準備や討議について、講義型授業の内容をまとめ、必要な事項を文献等で調べ、レポートを作成する。（各 90 分程度）

第 4週 事前 ・講義型授業に関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 50 分程度）
事後 ・発表に関する準備や討議について、講義型授業の内容をまとめ、必要な事項を文献等で調べ、レポートを作成する。（各 90 分程度）

第 5週 事前 ・講義型授業に関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 50 分程度）
事後 ・発表に関する準備や討議について、講義型授業の内容をまとめ、必要な事項を文献等で調べ、レポートを作成する。（各 90 分程度）

第 6週 事前 ・講義型授業に関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 50 分程度）
事後 ・発表に関する準備や討議について、講義型授業の内容をまとめ、必要な事項を文献等で調べ、レポートを作成する。（各 90 分程度）

第 7週 事前 ・講義型授業に関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 50 分程度）
事後 ・発表に関する準備や討議について、講義型授業の内容をまとめ、必要な事項を文献等で調べ、レポートを作成する。（各 90 分程度）

第 8週 事前 ・講義型授業に関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 50 分程度）
事後 ・発表に関する準備や討議について、講義型授業の内容をまとめ、必要な事項を文献等で調べ、レポートを作成する。（各 90 分程度）

第 9週 事前 ・講義型授業に関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 50 分程度）
事後 ・発表に関する準備や討議について、講義型授業の内容をまとめ、必要な事項を文献等で調べ、レポートを作成する。（各 90 分程度）

第10週 事前 ・講義型授業に関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 50 分程度）
事後 ・発表に関する準備や討議について、講義型授業の内容をまとめ、必要な事項を文献等で調べ、レポートを作成する。（各 90 分程度）

第11週 事前 ・講義型授業に関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 50 分程度）
事後 ・発表に関する準備や討議について、講義型授業の内容をまとめ、必要な事項を文献等で調べ、レポートを作成する。（各 90 分程度）

第12週 事前 ・講義型授業に関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 50 分程度）
事後 ・発表に関する準備や討議について、講義型授業の内容をまとめ、必要な事項を文献等で調べ、レポートを作成する。（各 90 分程度）

第13週 事前 ・講義型授業に関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 50 分程度）
事後 ・発表に関する準備や討議について、講義型授業の内容をまとめ、必要な事項を文献等で調べ、レポートを作成する。（各 90 分程度）

第14週 事前 ・講義型授業に関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 50 分程度）
事後 ・発表に関する準備や討議について、講義型授業の内容をまとめ、必要な事項を文献等で調べ、レポートを作成する。（各 90 分程度）

第15週 事前 ・講義型授業に関する内容について、テキストや参考文献で調べておく。（各 50 分程度）
事後 ・発表に関する準備や討議について、講義型授業の内容をまとめ、必要な事項を文献等で調べ、レポートを作成する。（各 90 分程度）
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【授業計画コメント】
各授業共に、教員によるテキストや資料等を用いた解説や課題等へのフィードバック及び、学生による調査研究とプレゼンテーション。
諸事情により、遠隔授業となる場合は、Pholly を用いて動画ファイルのアップロードやそれについての課題を Pholly 上で行う。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない
参考書・参考資料等 授業中に適宜資料を配布する

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 50％ 定期試験の代わりに、期末評価レポートを作成する。講義内容に関するテーマに対して自身の考えを論述し、それを評価
する。

授業内レポート（受講所感） 20％ 小レポート、課題

その他 発表・受講態度等 30％

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
各回の講義において受講所感を作成する。次回の講義にその所感を基に改善点について助言や評価を行う。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S2309 子ども家庭福祉論 講義 2 2 年次 後期 選択 杉山 宗尚・川島 直子

【実務経験】児童養護施設の現場職員としての経験を活かし、社会的児童養護施設の現場職員としての経験を活かし、社会的養護を含む子ども家庭福祉分野に関連する内容について、
学生の理解を深められるように説明し、教授する。特に、学生による発表・討議の場では、学生にとって理解が難しい内容や疑問・質問に対する解説をわかりやすく行う。

【授業の概要】
保育科での学びを基盤として、子ども家庭福祉に関する知識・理解を深める内容としている。その中でも、社会的養護を中心に取り上げ、現代社会における子どもや家庭を取り巻く
環境をふまえ、家庭での生活が難しい子どもやその家庭への支援のあり方について、議論を深め、学びへとつなげられるようにしていく。また、テーマに基づく内容を調べ、発表し、
それをもとに討議を行っていく授業を展開する。

【キーワード】
社会的養護実践、子ども虐待防止、ひとり親家庭支援

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①子ども家庭福祉に関する諸施策の理解を深めることができる。 DP1

②子どもとその家庭を取り巻く様々な現状と課題について説明することができる。 DP4

③保育者としての福祉の視点を身に付け、それを活かした意見を述べて、討議に参加することができる。 DP3

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション、子ども家庭福祉の理解を深めるにあたって（杉山）

第 2週 子どもの貧困について①生活困窮と生活保護（川島）

第 3週 子どもの貧困について②貧困の現状 ＜対話・議論型授業＞（川島）

第 4週 ひとり親家庭の現状（川島）

第 5週 ひとり親家庭への支援 ＜対話・議論型授業＞（川島）

第 6週 社会的養護に関する発表と討議①児童養護施設、乳児院 ＜調査学習＞ ＜プレゼンテーション＞ ＜対話・議論型授業＞（杉山）

第 7週 社会的養護に関する発表と討議②児童自立支援施設、母子生活支援施設 ＜調査学習＞ ＜プレゼンテーション＞ ＜対話・議論型授業＞（杉山）

第 8週 社会的養護に関する発表と討議③児童心理治療施設、障害児入所施設 ＜調査学習＞ ＜プレゼンテーション＞ ＜対話・議論型授業＞（杉山）

第 9週 社会的養護に関する発表と討議④里親・ファミリーホーム、児童相談所、自立援助ホーム ＜調査学習＞ ＜プレゼンテーション＞ ＜対話・議論型授業＞（杉山）

第10週 社会的養護に関する発表と討議⑤自立援助ホーム、その他 ＜調査学習＞ ＜プレゼンテーション＞ ＜対話・議論型授業＞（杉山）

第11週 子ども虐待①定義・現状・対応 ＜対話・議論型授業＞（杉山）

第12週 子ども虐待②事例検討（杉山）

第13週 子ども虐待③まとめ（杉山）

第14週 母子保健 ＜対話・議論型授業＞（杉山）

第15週 子ども家庭福祉の展望と全体の振り返り（杉山）

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスを熟読し、保育科における福祉系科目の学びを振り返っておく。（120 分）
事後 今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 2週 事前 生活保護について各自で調べておく。（120 分）
事後 プリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 3週 事前 子どもの貧困について各自で調べておく。（120 分）
事後 プリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 4週 事前 ひとり親家庭について各自で調べておく。
事後 プリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 5週 事前 前回の授業内容を振り返っておく。（120 分）
事後 プリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 6週 事前 発表担当者はパワーポイントの作成、それ以外の者は保育科の社会的養護Ⅰ、Ⅱの授業内容を振り返っておく。（120 分）
事後 配布資料を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 7週 事前 発表担当者はパワーポイントの作成、それ以外の者は保育科の社会的養護Ⅰ、Ⅱの授業内容を振り返っておく。（120 分）
事後 配布資料を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 8週 事前 発表担当者はパワーポイントの作成、それ以外の者は保育科の社会的養護Ⅰ、Ⅱの授業内容を振り返っておく。（120 分）
事後 配布資料を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第 9週 事前 発表担当者はパワーポイントの作成、それ以外の者は保育科の社会的養護Ⅰ、Ⅱの授業内容を振り返っておく。（120 分）
事後 配布資料を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第10週 事前 発表担当者はパワーポイントの作成、それ以外の者は保育科の社会的養護Ⅰ、Ⅱの授業内容を振り返っておく。（120 分）
事後 配布資料を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第11週 事前 子ども虐待について各自で調べておく。（120 分）
事後 プリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第12週 事前 前回の授業内容を振り返っておく。（120 分）
事後 今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第13週 事前 前々回と前回の授業内容を振り返っておく。（120 分）
事後 今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第14週 事前 母子保健について各自で調べておく。
事後 プリント等を用いて、今回の授業内容を振り返る。（120 分）

第15週 事前 これまでの授業を振り返っておく。（120 分）
事後 プリント等を用いて、今回の授業を振り返る。（120 分）
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【授業計画コメント】
・発表に伴うテーマや資料作成については、授業中に提示する。最終レポートにおいても授業内で、課題テーマや期日について提示する。
・授業計画については、受講生の人数や受講生の関心のある内容により変更となる可能性がある。
・状況によって授業担当者を変更することがある。
・Pholly でレポートの提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト テキストなし
参考書・参考資料等 保育科で使用した福祉系科目のテキスト

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 50％ 提出状況と課題テーマに対して的確に記述できているかを評価する。

発表 40％ 資料作成を含め、発表の仕方や内容について評価する。

その他 討議への参加状況 10％ 討議への参加意欲・態度（積極的発言や質問）を評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
発表に対するフィードバックは授業内に行う。

【オフィスアワー】
火曜日のお昼休み。場所は、杉山研究室にて。

【その他】
受講生による発表をもとに討議を行ったり、授業内容をもとに討議を行ったりするため、積極的に参加してもらいたい。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S2313 保育施設運営論 演習 2 2 年次 後期 選択 厨子 直子

【実務経験】

【授業の概要】
保育・教育の質の向上・充実を図り、子どもの最大限の育ちを保障することができる保育施設の設置や運営の在り方を、制度・法令、園務、安全、研修、地域など様々な視点から学
び考察する。また、施設見学や現場での実践事例などから学びを深め、保育者の専門性を高める。

【キーワード】
幼児教育の質、園運営、地域連携、危機管理

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①保育・教育制度の仕組みを理解し、保育施設の役割について説明できる。 DP1，2

②保育施設の運営に関する様々な専門知識を学び、理解できる。 DP2，4

③保育施設の機能や全体構造を捉え、チームの中での自己の果たす役割を考察できる。 DP3，4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション・保育施設の果たす役割

第 2週 保育教育制度・法令

第 3週 保育施設の運営① 方針と教育課程

第 4週 保育施設の運営② クラス運営や園務

第 5週 保育・教育の充実にむけた環境 （施設見学）

第 6週 学び合い育ち合う組織

第 7週 家庭、保護者との連携 「共に育つ」

第 8週 地域の中の保育施設 「地域とのきずな」

第 9週 安全教育と危機管理 「安全を安心に」

第10週 防災教育 「いのちをまもる」（外部講師）

第11週 学校評価と情報公開 「評価とコミュニケーション」

第12週 保育施設運営の実際 1 （外部講師 子ども園・保育所）

第13週 保育施設運営の実際 2 （外部講師 幼稚園）

第14週 保育施設運営の実際 3 （外部講師 施設または行政関係）

第15週 まとめ：これからの幼児教育の在り方

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 「保育施設運営論」のシラバスを読み概要を知る。（30 分）
事後 授業内容を振り返りまとめておく。（30 分）

第 2週 事前 日本と海外の保育教育制度について調べる。（60 分）
事後 授業内容を振り返りまとめておく。（30 分）

第 3週 事前 配布資料に目を通しておく。（30 分）
事後 学んだことや考えたことをレポートにまとめる。（60 分）

第 4週 事前 配布資料に目を通して自分なりのクラス運営を考える。（60 分）
事後 授業内容を振り返りまとめておく。（30 分）

第 5週 事前 配布資料に目を通しておく。（30 分）
事後 学んだことや考えたことをレポートにまとめる。（60 分）

第 6週 事前 保育者に必要な資質能力を考える。（60 分）
事後 授業内容を振り返りまとめておく。（30 分）

第 7週 事前 家庭や保護者との連携について予習する。（60 分）
事後 授業内容を振り返りまとめておく。（30 分）

第 8週 事前 地域との交流について事例を調べる。（60 分）
事後 授業内容を振り返り関連資料を収集する。（30 分）

第 9週 事前 リスクマネジメントについて調べる。（30 分）
事後 授業内容を振り返り関連資料を収集する。（60 分）

第10週 事前 配布資料に目を通しておく。（30 分）
事後 学んだことや考えたことをレポートにまとめる。（60 分）

第11週 事前 職場コミュニケーションについて考える。（30 分）
事後 授業内容を振り返りまとめておく。（30 分）

第12週 事前 配布資料に目を通しておく。（30 分）
事後 学んだことや考えたことをレポートにまとめる。（60 分）

第13週 事前 配布資料に目を通しておく。（30 分）
事後 学んだことや考えたことをレポートにまとめる。（60 分）

第14週 事前 配布資料に目を通しておく。（30 分）
事後 学んだことや考えたことをレポートにまとめる。（60 分）

第15週 事前 施設運営についてどうあるべきかについて資料を読み考える。（60 分）
事後 授業内容を振り返りまとめておく。（30 分）
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【授業計画コメント】
外部講師の都合により、授業計画を変更することがあるので柔軟に対応すること。
遠隔で行う場合は Pholly を用いる場合がある。また、Pholly への授業内レポートを求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない。
参考書・参考資料等 授業中に適宜資料を配布する

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 50％ 課題に対する適切な内容・記述になっているかで評価する。

小テスト・授業内レポート 30％ 内容を理解し、適切な内容になっているか等で評価する。

その他 授業への意欲や発言 20％ 積極的な学習意欲や、発言・取り組みにより評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出されたレポート課題については授業内でフィードバックする。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、厨子研究室にて。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S2411 幼児の身体表現 演習 2 2 年次 前期 選択 幼一種免選択 藤本 千草

【実務経験】

【授業の概要】
この授業は講義と実技の両方が含まれます。保育者は子どもの豊かな表現を援助するための知識・技能・感性を身に身に付けることが求められるため、自ら身体で表現することを体
験し、子供に表現の魅力を伝えることができるようにする。また、作品を創作していくプロセスにおいて、積極的に仲間と関わりコミュニーション力を高め協働できる力を育むこと
を目指す。

【キーワード】
身体表現、豊かな感性、子ども

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①保育内容「表現」領域の中の「身体表現」について理解できるようになる。 DP2

②身体表現を実施するための基礎的な技術と豊かな感性と表現力を身に付けることができることを目的とする。 DP2

③作品作りの過程に積極的に他者を関わり協働することができるようになる。 DP3

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 「身体表現」とは。「型のある表現」「型のない表現」

第 2週 世界の伝統的な身体表現を学ぶ。

第 3週 伝統文化の表現について調べたことを発表。＜プレゼンテーション＞

第 4週 絵本、映画、バレエ、ミュージカルなどの表現の魅力と言葉（セリフ）のある表現について。

第 5週 子どもの身体表現に適するストーリーを考える。

第 6週 身体表現の発表に向けての企画立案。

第 7週 登場人物や演出及び構成と制作物を考える。

第 8週 制作物の具体的計画及び配役・作業役割を決める。

第 9週 小道具・衣装・音源などの制作。

第10週 音声や環境音楽の部分録音及び録画。

第11週 リハーサルと動画撮影。

第12週 発表。動画撮影。

第13週 舞台及び映像鑑賞 ＜フィールドワーク＞

第14週 与えられたテーマに対して調べ学習 ＜フィールドワーク・調査学習＞

第15週 発表動画の鑑賞、全体振り返り。

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 「型のある表現」と「型のない表現」とはどのようなものか予習。（30 分）
事後 身体表現にはどのように分類されるのかノートにまとめる。（60 分）

第 2週 事前 世界にはどのような伝統文化や身体表現があるのかを予習。（30 分）
事後 色々な国の身体表現の体験を復習。（60 分）

第 3週 事前 世界の身体表現について一つ取り上げプレゼンの準備を行う。（30 分）
事後 他者の発表を振り返り体験した身体表現を復習する。（60 分）

第 4週 事前 絵本、映画、バレエ、ミュージカル等の様々な表現に触れ事前学習をする。（30 分）
事後 言葉のある表現と言葉のない表現での伝え方の違いについて復習する。（60 分）

第 5週 事前 子どもに適したストーリーについて予習し、あらすじを作る。（30 分）
事後 受講生で出し合ったストーリーを再考し気づきをまとめる。（60 分）

第 6週 事前 舞台や発表会などに必要な役割について予習する。（30 分）
事後 授業内で出された役割の他にどのようなことが必要か考える。（60 分）

第 7週 事前 子どもに適した内容にするための登場人物や名前を考え、授業で提案できるようにする。（30 分）
事後 授業内で出された意見をまとめ次回授業に必要な準備物をまとめる。（60 分）

第 8週 事前 演出に必要な用具を確認し準備しストーリーを復習する。（30 分）
事後 演出に必要な製作物の作成。（60 分）

第 9週 事前 ストーリーに合わせた動きや小道具を確認する。（30 分）
事後 衣装・小道具の製作。担当する役の反復練習。（60 分）

第10週 事前 適した音楽を提案できるように色リオな音楽を聴いて予習する。（30 分）
事後 決定した音楽がストーリーとあるか確認し編集も行う。（60 分）

第11週 事前 リハーサルに向けての反復練習。（30 分）
事後 リハーサルの動画を確認し、修正箇所をまとめる。（60 分）

第12週 事前 発表本番に向けての反復練習。衣装やセットの確認。（45 分）
事後 本番を終えての振り返り。（45 分）

第13週 事前 実際に見る舞台表現の内容を予習。（45 分）
事後 鑑賞後、表現の魅力について振り返る。（45 分）

第14週 事前 子どもにはどのような舞台や映像が適しているのか考える。（45 分）
事後 他の学生が感じた子どもの身体表現についての魅力をまとめる。（45 分）

第15週 事前 実際に自分たちが行った発表と外部で見た表現とを比較し感想をまとめる。（45 分）
事後 将来保育者として身体表現を行うことを想定し大切な点をまとめておく。（45 分）
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【授業計画コメント】
Pholly で授業内レポートを求めることがある。受講者の理解度に応じて授業計画を変更する場合がある。社会情勢の状況により内容を変更することがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない。
参考書・参考資料等 必要に応じて適宜資料配布する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験 実施しない。

発表及び制作 40％ 授業目的に適した発表と制作ができているかを評価。

課題・授業内レポート 30％ 内容の理解度と提出状況で評価。

受講態度 30％ 積極的な学習意欲と他者と協働しているかを総合的に評価。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
課題は確認後授業内でフィードバックを行う。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、藤本研究室にて。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S2422 幼児と人間関係 演習 2 2 年次 前期 選択 幼一種免選択 山中 早苗

【実務経験】

【授業の概要】
領域「人間関係」のねらいと内容をふまえ、幼児期にどのような力を育むことが必要かについて理解を深める。幼児が遊びや生活のなかで心を安定させ、自立心や自律心、協同性を
育む保育に触れ、人間関係の発達を促す環境や援助のあり方を考える。そのなかで、幼児期の人とかかわる力が学童期へとつながることを意識しながら、幼児の人とかかわる力を育
てるための活動を構想し、実践する力を高める。

【キーワード】
幼児、人間関係、発達、援助、活動計画

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①幼児期の人間関係を取り巻く環境と課題について述べることができる。 DP2，4

②幼児期の人間関係の発達について理解を深め、個々の課題に配慮した援助を考えることができる。 DP2

③生活や遊びのなかで人間関係を育む環境や援助を考察し、実践につなげることができる。 DP2，3

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 幼稚園教育の基本と幼稚園教育要領における領域「人間関係」

第 2週 子どもを取り巻く環境と人とかかわる力の発達― ICT を活用した保育―

第 3週 保育者との信頼関係と園生活への安定感を形成する援助

第 4週 自立心を育む援助と環境構成

第 5週 他者の気持ちに気づき、自分の気持ちを調整する力を育む援助

第 6週 幼児同士の関わり合いと集団の育ち

第 7週 人とかかわる力を育てる保育― ICT を用いた活動調べ―

第 8週 人とかかわる力を育てる保育―活動計画の作成― ＜グループワーク＞

第 9週 人とかかわる力を育てる保育―活動計画の発表と振り返り― ＜グループワーク・プレゼンテーション＞

第10週 幼児期に育みたい資質・能力と幼小連携

第11週 幼小の交流活動の工夫と展開

第12週 人とのかかわりが難しい子どもへの援助

第13週 外国につながりをもつ子どものコミュニケーションと援助

第14週 保護者と保育者の人間関係

第15週 領域「人間関係」をめぐる諸課題・まとめ

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスを読み、授業の概要を把握する。（30 分）
事後 子どもを取り巻く環境の変化に関する資料を読む。（60 分）

第 2週 事前 子どもを取り巻く環境についてまとめる。（30 分）
事後 ICTを活用した保育についてまとめる。（60 分）

第 3週 事前 移行期の子どもが安心できる保育環境について考える。（30 分）
事後 移行期に重要となる環境や援助についてまとめる。（60 分）

第 4週 事前 幼稚園教育要領の「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を読む。（30 分）
事後 社会情動的スキル（非認知能力）についてまとめる。（60 分）

第 5週 事前 自己発揮と自己抑制について調べる。（30 分）
事後 自己発揮と自己抑制の発達についてまとめる。（60 分）

第 6週 事前 協同性を育む活動を考える。（30 分）
事後 協同性を育む保育者の援助をまとめる。（30 分）

第 7週 事前 プロジェクト活動について調べる。（30 分）
事後 幼児期に人とかかわる力を育てる活動を調べる。（60 分）

第 8週 事前 人とかかわる力を育てる活動の環境や援助について考える。（30 分）
事後 人とかかわる力を育てる活動計画をグループでまとめる。（60 分）

第 9週 事前 活動計画の発表準備をする。（30 分）
事後 発表の振り返りを行う。（60 分）

第10週 事前 幼稚園教育要領の「幼稚園教育において育みたい資質・能力」を読む。（30 分）
事後 幼小連携と接続についてまとめる。（60 分）

第11週 事前 幼小の交流活動について調べる。（30 分）
事後 幼小の交流活動の内容や工夫についてまとめる。（60 分）

第12週 事前 人とのかかわりが難しい子どもがもつ課題を考える。（30 分）
事後 人とのかかわりが難しい子どもに対する援助をまとめる。（60 分）

第13週 事前 日本で生活する外国人の状況について調べる。（30 分）
事後 外国につながりをもつ子どもに対する援助をまとめる。（60 分）

第14週 事前 子育て支援について幼稚園教育要領、保育所保育指針に記された内容を確認する。（30 分）
事後 保護者と関係を築くための保育者の姿勢や取り組みについてまとめる。（60 分）

第15週 事前 第 1回から 14 回までの授業配布資料や取り組んだ課題を見直す。（30 分）
事後 全授業内容を振り返り、幼児期の人間関係の発達と援助についてまとめる。（60 分）
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【授業計画コメント】
遠隔授業の際、Pholly を用いることがある。また、Pholly への課題提出を求める場合がある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 50％ 授業内容について理解していることを示し、問題意識をもって自らの課題を述べているものを評価する。

課題への取り組み 30％ 課題の提出状況および課題に対して適切な内容・記述になっているかを評価する。

授業への参加意欲・態度 20％ 話し合いや発表等における参加状況を評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
提出された課題に対して、授業の中で必要な解説を行う。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、山中研究室にて。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S2421 幼児と環境 演習 2 2 年次 前期 選択 幼一種免選択 森田 麗子

【実務経験】

【授業の概要】
幼稚園教育要領や保育所保育指針の領域「環境」が意図するねらい、内容を踏まえ、身近な環境の特性を理解し、環境とのかかわりにより、幼児の内面に育つものは何か、また何を
期待するのかについて、創造的な保育の環境デザインを通して、その活用方法を考察する。さらに、充実した保育環境を創造する専門性を身につけることを目指す。

【キーワード】
領域「環境」、発達、環境デザイン

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①領域「環境」のねらいと内容について理解し、説明することができる。 DP2

②実践と理論のつながりを理解し、環境の持つ意味を明確にすることができる。 DP2，3

③保育者の専門性としての環境を見る目を養うことができる。 DP2，4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 オリエンテーション 授業の概要、目標、評価方法等の確認

第 2週 保育における領域の意義と領域「環境」のねらいと内容

第 3週 領域「環境」と幼児理解

第 4週 好奇心、探求心の育ち

第 5週 思考力の芽生えの育ち

第 6週 人的環境としての友だちと保育者

第 7週 物的環境とのかかわり

第 8週 自然環境としての動植物① 動植物の飼育と栽培（ICTを用いた調べ学習）

第 9週 自然環境としての動植物② 動植物との出会い

第10週 日常生活における興味や関心① 数量・図形・文字・標識とのかかわり（ICTを用いた調べ学習）

第11週 日常生活における興味や関心② 情報・文化とのかかわり

第12週 地域、行事の在り方と保育の意義

第13週 「環境」からみる道徳性の芽生え

第14週 乳幼児期の安全な環境

第15週 「環境」からみる実践的課題とまとめ

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 配布資料の通読 45 分
事後 幼稚園教育要領の通読 45 分

第 2週 事前 課題プリント記入 45 分
事後 幼稚園教育要領の通読 45 分

第 3週 事前 配布資料の通読 45 分
事後 次回の授業のための調べ学習 45 分

第 4週 事前 レポート課題 60 分
事後 レポート課題の見直し 30 分

第 5週 事前 授業のための調べ学習 30 分
事後 レポート課題 60 分

第 6週 事前 プリントの整理 45 分
事後 配布資料の通読 45 分

第 7週 事前 次回の授業のための調べ学習 30 分
事後 レポート課題 60 分

第 8週 事前 授業のための調べ学習 30 分
事後 レポート課題 60 分

第 9週 事前 授業のための調べ学習 45 分
事後 レポート課題 45 分

第10週 事前 次回の授業準備 45 分
事後 製作物の作成 45 分

第11週 事前 次回の授業準備 30 分
事後 製作手順を記したドキュメンテーション作成 60 分

第12週 事前 授業のための調べ学習 45 分
事後 レポート課題 45 分

第13週 事前 配布資料の通読 45 分
事後 レポート課題 45 分

第14週 事前 配布資料の通読 45 分
事後 授業内容のまとめ 45 分

第15週 事前 これまでの授業の内容の見直し 45 分
事後 授業内容の振り返りと整理 45 分

189



【授業計画コメント】
受講生の理解度に応じて、授業計画を変更することがある。
Pholly で授業内レポートの提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない。

著者・編集者名 書名 出版社 発行年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 60％ 授業内容を踏まえ、課題意識を持って考えを述べているものを評価する。

授業内レポート 20％ 提出状況と課題に対して適切な内容となっているかを評価する。

受講態度 20％ 授業への参加意欲や態度、取り組む姿勢等により総合的に判断する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
レポートや課題については評価した後、授業の中で、あるいは適宜、解説を含めたフィードバックをする。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、森田研究室にて

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S2415 特別支援教育・保育総論 講義 2 2 年次 前期 選択 幼一種免選択 石岡 由紀・岩越 美恵

【実務経験】

【授業の概要】
近年の保育・教育現場では多様な子どもたちが在籍しており、発達や障害について理解しておく必要がある。そのため、この授業では様々な障害や、病児・重症心身障害等の子ども
たちの基本的な特性を深く理解をした上で、それぞれに必要となる教育・保育と支援の知識や技術を説明する。また、その他特別な教育・保育ニーズのある子どもの園生活および日
常生活上の困難を明らかにし、十分に理解した上で、保護者その他専門機関との連携の在り方につて学ぶ。

【キーワード】
特別支援教育・保育、インクルーシブ教育・保育、特別な支援、発達障害

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①障害（発達障害）のある子どもの特性を深く理解し、子ども一人ひとりに合わせた配慮や支援方法を考えることができる。 DP1

②特別支援教育の歴史や制度、関係機関との連携・協働や支援体制の構築について説明できる。 DP2

③障害のある子どもや、特別な配慮が必要な子どもの家庭への支援や関係機関との連携について、具体的な方法を説明できる。 DP4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 特別支援教育・保育の歴史的経緯と現状と今後の方向性（石岡）

第 2週 インクルーシブ教育・保育に関する制度・理念・方法の理解（石岡）

第 3週 特別支援教育コーディネーターの役割（石岡）

第 4週 個別の指導計画と個別の教育支援計画の理解と作成（石岡）

第 5週 発達障害の定義と支援方法の理解（1）LD児の特性理解と支援の方法（石岡）

第 6週 発達障害の定義と支援方法の理解（2）ADHD児の特性理解と支援の方法（石岡）

第 7週 発達障害の定義と支援方法の理解（3）自閉症スペクトラム児の特性理解と支援の方法（石岡）

第 8週 知的障害の特性理解と支援の方法（石岡）

第 9週 長期入院を必要とする子どもの理解と支援方法（岩越）

第10週 重症心身障害児の定義と支援方法の理解と支援の方法（岩越）

第11週 保護者や専門機関との連携（石岡）

第12週 早期発見・早期療育の実際（石岡）

第13週 進学支援・進路支援の実際（石岡）

第14週 まとめ① 特別支援教育・保育の意義について ＜グループワーク＞（石岡）

第15週 まとめ② 特別支援教育・保育の意義について（発表）（石岡）

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 教科書の第 1章を読み、特別支援教育の歴史的背景や方向性について事前に学習しておくこと
事後 授業内で学んだことやグループワークを通して理解したことを記録しておく

第 2週 事前 教科書の第 1章を読み、インクルーシブ教育について事前に学習しておくこと
事後 授業内で学んだことやグループワークを通して理解したことを記録しておく

第 3週 事前 教科書の第 4章を読み、特別支援教育コーディネーターについて事前に学習しておくこと
事後 授業内で学んだことやグループワークを通して理解したことを記録しておく

第 4週 事前 教科書の第 5章やインターネットなどの情報を得て、支援計画について事前に学習しておくこと
事後 授業内で学んだことやグループワークを通して理解したことを記録しておく

第 5週 事前 教科書の第 6章やインターネットなどの情報を得て、LDについて事前に学習しておくこと
事後 授業内で学んだことやグループワークを通して理解したことを記録しておく

第 6週 事前 教科書の第 6章やインターネットなどの情報を得て、ADHDについて事前に学習しておくこと
事後 授業内で学んだことやグループワークを通して理解したことを記録しておく

第 7週 事前 教科書の第 7章やインターネットなどの情報を得て、自閉症スペクトラムについて事前に学習しておくこと
事後 授業内で学んだことやグループワークを通して理解したことを記録しておく

第 8週 事前 教科書の第 9章やインターネットなどの情報を得て、知的障害について事前に学習しておくこと
事後 授業内で学んだことやグループワークを通して理解したことを記録しておく

第 9週 事前 教科書の第 10 章やインターネットなどの情報を得て、長期入院を必要とする子どもの理解と支援方法（岩越）
事後 授業内で学んだことやグループワークを通して理解したことを記録しておく

第10週 事前 教科書の第 10 章やインターネットなどの情報を得て、重症心身障害児について事前に学しておくこと（岩越）
事後 授業内で学んだことやグループワークを通して理解したことを記録しておく

第11週 事前 教科書の第 13 章や第 14 章インターネットなどの情報を得て、保護者や専門機関との連携について事前に学習しておくこと
事後 授業内で学んだことやグループワークを通して理解したことを記録しておく

第12週 事前 教科書の 15 章やインターネットなどの情報を得て、早期発見・早期療育について事前に学習しておくこと
事後 授業内で学んだことやグループワークを通して理解したことを記録しておく

第13週 事前 教科書の 16 章やインターネットの情報などを得て、進学支援・進路支援について事前に学習しておくこと
事後 授業内で学んだことやグループワークを通して理解したことを記録しておく

第14週 事前 今までに学んだことを振り返り、不明な個所や質問事項を明らかにしておく
事後 授業内で学んだことやグループワークを通して理解したことを記録しておく

第15週 事前 今までに学んだことを振り返り。不明な箇所や質問事項などを明らかにしておく
事後 授業内で学んだことやグループワークを通して理解したことを記録しておく
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【授業計画コメント】
① Pholly での、授業内レポートの提出を求めることがある。
②授業の進捗状況に応じて、授業計画を変更することがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
著者・編集者名 書名 出版社 発行年

テキスト 柘植雅義・渡部匡隆他 はじめての特別支援教育 有斐閣アルマ 2018年
参考書・参考資料等 必要に応じて紹介する。

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 60％ 講義内容を理解した上で設問に対して的確に解答しているかを評価する。

小テスト・授業内レポート 20％ 講義内容に関連する提示したテーマに対して、適切な内容・記述になっているかについて評価する。

授業への参加意欲や態度 20％ 授業への参加意欲や態度、グループワーク等への取り組みを総合的に評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
授業内レポートは確認後、全体もしくは必要に応じて個別にフィードバックする。

【オフィスアワー】
火曜日のお昼休み。場所は、石岡研究室にて。

【その他】
特になし。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S2416 保育実践学習Ⅲ 演習 2 2 年次 前期 選択 森田 麗子 川島 直子

【実務経験】

【授業の概要】
保育実践学習Ⅰ・Ⅱで身につけた保育実践力を土台として、保育力をさらに高める。自分が最も関心を持った実践現場を、幼稚園、保育所、社会福祉施設のなかから 1つ選び、連続
した 2週間（うち 10 日）の実習を通して学習する。事前指導では、自らの課題をもとに総合的な学びとなるよう準備を行う。事後指導においては、振りかえりを通して自らの保育観・
福祉観を深める。

【キーワード】
保育実践、保育力、専門性向上

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①子ども理解、保育環境の構成、援助・支援のあり方などを中心に自らの学びを文章にしてまとめ、発表することができる。 DP2

②現場での実践から保育・福祉への関心・問題意識を明確にし、説明できる。 DP4

③実践を通して自らの保育観・福祉観を振り返り、今後の保育のあり方について考えることができる。 DP4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

事前指導 1 それぞれの課題を明確にし、準備、学習をする。
事前指導 2 実習目標について話し合う。
事前指導 3 実習で特に学びたいことをまとめ、事前学習プランを立てる。
実習 1～10 2 年次の 8月または 9月の連続した 2週間（うち実習は 10 日間）で行う。
事後指導 1 実習ノートを整理し、実践した内容についてディスカッションする。
事後指導 2 全体のまとめと振り返り

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

事前指導 1：事前 これまでの実習を振り返っておく。（60 分）
事後 今回の授業内容を振り返る。（60 分）

事前指導 2：事前 実習の目標について考えておく。（60 分）
事後 今回の授業内容を振り返る。（60 分）

事前指導 3：事前 実習での学びについて、考えておく（60 分）
事後 今回の授業内容を振り返る。（60 分）

実習 1～10：事前 実習先に関する情報収集を行い、実習先から出された課題等に取り組む。（60 分）
事後 記録をもとに日々の実習での反省や学びを振り返っておく。（60 分）

事後指導 1：事前 実習について振り返っておく。（60 分）
事後 今回の授業内容を振り返る。（60 分）

事後指導 2：事前 これまでの授業全体について振り返っておく。（60 分）
事後 今回の授業内容を振り返る。（60 分）
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【授業計画コメント】
受講者の希望実習種別により、授業内容を変更することがある。
Pholly でレポートの提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキストは使用しない。
参考書・参考資料等 授業中に適宜資料等を配布する。

著者・編集者名 書名 出版社 発行年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『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
参考書等 内閣府 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

実習施設からの評価 50％ 実習態度と実習内容をふまえて行われる。

大学による評価 50％ 実習記録やレポートの提出状況および内容の適切さ、準備物の不備なく積極的に授業へ参加しているかで評価する。

その他

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
レポート等に関するフィードバックは、授業内で全体的に行う。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み、場所は、森田・川島研究室にて

【その他】
実習先は、保育科での実習協力園・施設を中心に、担当教員と話し合って決定・依頼する。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S1403 子どもの生活と環境 演習 2 2 年次 前期 選択 幼一種免選択 岡田 朱世

【実務経験】

【授業の概要】
領域「環境」のねらい及び内容を理解した上で、幼児を取り巻く環境や、幼児と環境の関わりについての専門的事項における感性を養い、知識を深める。情報機器の活用についても
学び、グループワークやレポートの発表を通して利用する。こうした学習を通して、保育実践のイメージを体験的に広げる。

【キーワード】
領域「環境」、幼児期に関わる自然事象、幼児期に関わる社会事象、幼児期の思考・科学的概念の発達

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①幼稚園教育要領に示された幼稚園教育の基本や保育所保育指針に示された保育の基本等を踏まえ、領域「環境」のねらいおよび内容を理解することができる｡ DP1

②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身につけることができる。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 本科目の目的と内容／幼児期に親しむ環境

第 2週 領域「環境」のねらいと内容

第 3週 情報機器及び教材を活用した保育実践

第 4週 幼児期における自然体験活動 ＜フィードワーク＞

第 5週 幼児期の栽培活動 ＜調査学習＞

第 6週 幼児期の飼育活動 ＜グループワーク＞

第 7週 幼児期に親しむ社会事象 ＜調査学習＞

第 8週 幼児期における数量との関わり ＜グループワーク＞

第 9週 幼児期における図形との関わり ＜グループワーク＞

第10週 乳幼児期における文字との関わり ＜グループワーク＞

第11週 幼児期における物の性質との関わり ＜グループワーク＞

第12週 環境と絵本 ＜プレゼンテーション＞

第13週 知的好奇心を育てる保育者の関わり

第14週 持続可能な開発目標（SDGs）

第15週 小学校以降の教育内容とのつながり

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 授業内容の理解を深めるために、参考資料の領域「環境」に関する部分を読んでおく。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容について次回の授業までに復習をしておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 2週 事前 授業内容の理解を深めるために、参考資料の領域「環境」に関する部分を読んでおく。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容について次回の授業までに復習をしておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 3週 事前 授業内容の理解を深めるために、次回の講義で取り扱う資料を読んでおく。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容について次回の授業までに復習をしておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 4週 事前 授業内容の理解を深めるために、次回の講義で取り扱う資料を読んでおく。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題作成に取り組み、発表の準備を行う。（所要時間 90 分程度）

第 5週 事前 授業内容の理解を深めるために、次回の講義で取り扱う資料を読んでおく。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題作成に取り組み、発表の準備を行う。（所要時間 90 分程度）

第 6週 事前 授業内容の理解を深めるために、次回の講義で取り扱う資料を読んでおく。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容について次回の授業までに復習をしておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 7週 事前 授業内容の理解を深めるために、次回の講義で取り扱う資料を読んでおく。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容の課題作成に取り組み、発表の準備を行う。（所要時間 90 分程度）

第 8週 事前 授業内容の理解を深めるために、次回の講義で取り扱う資料を読んでおく。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容について次回の授業までに復習をしておくこと。（所要時間 90 分程度）

第 9週 事前 授業内容の理解を深めるために、次回の講義で取り扱う資料を読んでおく。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容について次回の授業までに復習をしておくこと。（所要時間 90 分程度）

第10週 事前 授業内容の理解を深めるために、次回の講義で取り扱う資料を読んでおく。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容について次回の授業までに復習をしておくこと。（所要時間 90 分程度）

第11週 事前 授業内容の理解を深めるために、次回の講義で取り扱う資料を読んでおく。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容について次回の授業までに復習をしておくこと。（所要時間 90 分程度）

第12週 事前 プレゼンテーションの準備を行う。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容について次回の授業までに復習をしておくこと。（所要時間 90 分程度）

第13週 事前 授業内容の理解を深めるために、次回の講義で取り扱う資料を読んでおく。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容について次回の授業までに復習をしておくこと。（所要時間 90 分程度）

第14週 事前 授業内容の理解を深めるために、次回の講義で取り扱う資料を読んでおく。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容について次回の授業までに復習をしておくこと。（所要時間 90 分程度）

第15週 事前 授業内容の理解を深めるために、次回の講義で取り扱う資料を読んでおく。（所要時間 90 分程度）
事後 授業内容について次回の授業までに復習をしておくこと。（所要時間 90 分程度）
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【授業計画コメント】
・Pholly で事前に配布された資料を読み、予習しておく
・Pholly での課題提出を求めることがある

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない
参考書・参考資料等 授業中に適宜資料を配布する

著者・編集者名 書名 出版社 発行年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート

小テスト・授業内レポート

発表 20％ 課題に対する適切な内容であり、聞き手にわかりやすい説明になっているかについて評価する

課題提出 35％ 課題に対する適切な内容・記述になっているかについて評価する

授業態度 45％ 積極的に授業に参加し、発言や質問を行ったかについて評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
課題のフィードバックは授業内で行います。

【オフィスアワー】
授業の前後、教室にて質問を受け付ける。

【その他】
特になし
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S2417 幼児教育課程特論 講義 2 2 年次 後期 選択 幼一免選択 柏原 栄子

【実務経験】

【授業の概要】
今までの子ども理解への学修を基盤に、実践に応用できる幼稚園の全体的な計画、及び教育課程の編成、指導計画作成の理論的基礎の理解を深める。アクティヴラーニングの手法を
用いて学生同士の学びを共有化を図り、保育を多角的に取り組むことのできる資質、能力を培う。
さらにキリスト教保育の理念を基盤に、カリキュラム編成について学修し、カリキュラムマネジメントについての理解を深める。

【キーワード】
全体的な計画、教育課程、指導計画の作成、カリキュラムマネジメント、幼児期に育みたい資質、能力、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（10 の姿）

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連
①「日本国憲法」「教育基本法」「学校教育法」の法令を中心に、学校教育体系における幼稚園の位置づけを理解し、そのうえでカリキュラムマネジメントの
意味を修得することができる。 DP2

②保育内容の歴史的変遷とアニー・L.・ハウ氏の活躍を理解し、現在社会における保育内容のあり方を探究することができる。 DP4

③「幼稚園教育要領」第 1章総則を通して幼稚園教育の原則及び基礎基本を学修し、幼児期に求められる資質・能力、10 の姿の理解を深めることができる。 DP2

④「環境を通した教育、遊びを通しての指導、発達過程に応じた指導」を柱とした教育課程の編成について理解することができる。
⑤「教育課程」に求められる保育者の社会的使命について学修する。 DP4

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 15 回の授業計画、内容、評価の方法を理解し、本講義の自らの学修課題を明確にする。
幼稚園における教育課程を学ぶ意義を理解する。

第 2週 幼稚園の支えている法令等を理解し、幼稚園教育の役割及び幼稚園における教育課程の位置づけについて学修する。
学校教育におけるカリキュラム・マネジメントについて理解する。

第 3週 学校教育体制における教育課程の意義を理解する。幼稚園教育における「教育課程」の具体的な内容を理解する。

第 4週 小学校以上の教育とは異なる幼稚園に特化した教育課程の意義と特色を理解する。

第 5週 「幼稚園教育要領」第 1章総則に記されている「全体的な計画」の意義と役割について学修する。

第 6週 「幼稚園教育要領」第 1章総則に記されている指導計画作成における留意点を明確にし、実践に応用できる知識を修得する。

第 7週 保育内容の変遷を通して、現在の幼稚園教育における保育内容の課題を明確にする。

第 8週 教育課程を編成する上で求められる幼児期に育みたい資質・能力について理解する。

第 9週 教育課程を編成する上で求められる「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（10 の姿）」について理解する。

第10週 遊びを通して総合的に指導することの意味を理解する。

第11週 教育課程編成と長期指導計画との関連を学修し、1年間を見通した指導計画指導計画の作成を理解する。

第12週 小学校との接続の観点から小学校指導要領を理解し、関連する事項を学修する。

第13週 文部科学省が求めている教育改革に触れ、そこから今後の幼稚園教育のあり方を探究する。

第14週 海外の幼児教育に興味・関心をもちながら、改めてわが国に求められるこれからの幼稚園教育の方向性ついて学修する。

第15週 4 年間の実践や理論の学修の構築を通して、幼稚園教員の社会的使命を自覚し、合わせてこれからの自己課題を明確にする。

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 「幼稚園教育要領」第 1章総則、及び「幼稚園教育要領解説書」第 1章総則を、受講前、また受講後に熟読し、教育課程の意義と役割を理解する。
小学校の教育内容に興味、関心を持ち、幼稚園教育との円滑な接続の問題意識を持ち合わせておく。
文部科学省の教育改革の動向を探り、幼稚園教育の展望を自己の課題としての学修目標を明らかにしようとする。第 2週

第 3週

第 4週

第 5週

第 6週

第 7週

第 8週

第 9週

第10週

第11週

第12週

第13週

第14週

第15週
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【授業計画コメント】
シラバスの内容に沿って授業は展開しますが、学修者の興味、関心によっては多少変更することがあります。
原則、対面で授業を実施します。新型コロナ感染拡大に伴い、遠隔授業に変更となる可能性もあります。その場合は Pholly を活用しながら授業はオンデマンド、またはズームで実施
します。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 「平成 29 年告示幼稚園教育要領」は毎回、持参下さい。
参考書・参考資料等 授業内において、適宜必要な資料を配布します。

著者・編集者名 書名 出版社 発行年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『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

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

課題レポート 60％ 1）保育用語を自分の言葉で説明できる（30％）
2）保育における援助や方法について理解し、その内容を明確に文章で説明できる（30％）

小テスト

その他 平常点 40％ 1）授業への参加態度（20％） 2）授業内実施の確認テストの評価（10％） 3）授業内課題のレポート提出（10％）

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
・提出された課題・レポートは、次週に確認して返却します。
・課題のテーマによっては、学生同士で内容を共有し学修を深めます。
・授業内の確認テストは、原則自己採点とします。

【オフィスアワー】
授業開始前に講義室に在室しています。また講義終了後も喜んで質問等に応じます。授業内での質問も歓迎です。

【その他】
保育に関する理論的な学修と実習での多様な体験を融合しながら、保育を多角的、総合的、高次的に理解する力を構築していきます。主体的、対話的に授業に参画し、学生相互の学
修がより深化することを期待します。保育者としての社会的使命と自らの課題を共に明らかにしてきましょう。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S2418 子どもと絵本の愉しみ 演習 2 2 年次 後期 選択 幼一種免選択 布村 志保

【実務経験】

【授業の概要】
絵本の特質と活用について、理論と実践から学ぶ。児童文化財の一つである絵本の基本知識を歴史的な流れも踏まえて提供し、子どもたちはどのような物語に触れてきたのかをたど
りつつ、絵本の特質への理解を通して、絵本の表現はもちろん絵本の持つさまざまな視点やテーマ、子どもへと視点を開いて考察していくことを目指す。乳幼児期から小学校低学年
にいたる「ことば」の発達の道筋を踏まえた言語環境や具体的な活動及び援助のあり方を考えていく。

【キーワード】
絵本の特質、絵本の活用、表現

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①絵本の特質や表現をもとに作品を理解し、選択することができる。 DP2

②領域「言葉」への理解をもとに絵本と子どもとのかかわりを考え、実践的な活動を考えることができる。 DP2

③子どもと絵本を結びつける意義と方法を理解し、援助や環境構成を考えることができる。 DP2

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 絵本とは―ことばを育む児童文化財の概要と絵本の特徴― ＜対話・議論型授業＞

第 2週 絵本の表現と読み合う環境構成や保育者の援助を考える ＜対話・議論型授業＞

第 3週 赤ちゃん絵本から広がることばの認識を考える ことばはどのように育つのか（1）乳児期 ＜調査学習＞

第 4週 知識・科学の絵本と子どもの認識・思考とことばの役割 ことばはどのように育つのか（2）乳児期から幼児期 ＜調査学習＞

第 5週 ことばあそびの絵本、詩の絵本やナンセンス絵本から受け取ることばの感覚を考える ＜プレゼンテーション＞

第 6週 ストーリーがある絵本と子どもの育ち ＜対話・議論型授業＞

第 7週 物語絵本と文字なし絵本、昔話絵本の活用を昔話の絵本化の検討を通して考える ＜プレゼンテーション＞

第 8週 絵本の歴史（1）絵本の開花と黄金期―イギリス・アメリカ絵本を中心に― ＜プレゼンテーション＞

第 9週 絵本の歴史（2）絵本の多様化―アジア・アフリカ絵本を中心に― ＜プレゼンテーション＞

第10週 絵本の歴史（3）日本と世界の絵本界の現在―ユニバーサル絵本やしかけ絵本、日本語以外の言語絵本と子どもの出合いを考える― ＜プレゼンテーション＞

第11週 絵本を伝え合う（1）お話し会やブックトークによる方法と子ども同士の伝え合い ＜事前学習型授業＞

第12週 絵本を伝え合う（2）文章での紹介やワークショップによる出合いの構想 ＜事前学習型授業＞

第13週 絵本の世界から広がる活動・あそび（1）主に 0．1．2歳児 ＜グループワーク＞

第14週 絵本の世界から広がる活動・あそび（2）主に 3．4．5歳児 ＜グループワーク＞

第15週 絵本の世界から広がる活動・あそび（3）絵本と保育の環境・小学校との接続 ＜対話・議論型授業＞

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 シラバスを読んで授業到達目標や概要などを確認し、今後の学習内容を見通す。（30 分）
事後 本時の学習内容を整理してまとめておく。（60 分）

第 2週 事前 これまでの実習を振り返りながら、絵本を読む環境や保育者の援助について考えてみる。（30 分）
事後 絵本表現の分析視点を確認するとともに、学習内容について新たに理解できたこと、考えたこと、疑問点等を整理しておく。（60 分）

第 3週 事前 子どものことばの発達について、特に乳児期に着目して既習科目での学習内容を確認する。また、授業で検討・話し合いをしたい作品を選ぶ。（45 分）
事後 「赤ちゃん絵本」についての知識を整理し、改めて図書館等で実際に選んで読む。（45 分）

第 4週 事前 子どものことばの発達について、特に幼児期に着目して既習科目での学習内容を確認する。また、自分の知っている知識絵本・科学絵本の特徴を考えておく。（45 分）
事後 学習内容を踏まえて、新たに理解できたこと、考えたこと、疑問点等を整理しておく。（45 分）

第 5週 事前 第 3・4週で整理したことばの発達を考え、紹介したいことばあそびの絵本を選んで読む練習とプレゼンテーションの準備をする。（60 分）
事後 授業内で紹介された絵本についてまとめるとともに、関心を持った絵本を図書館等で読む。（30 分）

第 6週 事前 ストーリーに魅力を感じる絵本を選書し、話し合いができるよう準備する。（60 分）
事後 新たに理解できたこと、考えたこと、疑問点等を整理しておく。（30 分）

第 7週 事前 それぞれ担当するテーマについて、発表できるよう準備する。（60 分）
事後 新たに理解できたこと、考えたことを整理する。紹介された絵本について、関心を持った作品を図書館等で読む。（30 分）

第 8週 事前 それぞれ担当するテーマについて、発表できるよう準備する。（60 分）
事後 新たに理解できたこと、考えたことを整理する。紹介された絵本について、関心を持った作品を図書館等で読む。（30 分）

第 9週 事前 それぞれ担当するテーマについて、発表できるよう準備する。（60 分）
事後 新たに理解できたこと、考えたことを整理する。紹介された絵本について、関心を持った作品を図書館等で読む。（30 分）

第10週 事前 それぞれ担当するテーマについて、発表できるよう準備する。（60 分）
事後 新たに理解できたこと、考えたことを整理する。紹介された絵本について、関心を持った作品を図書館等で読む。（30 分）

第11週 事前 おはなし会やブックトークに用いたい絵本を選書し、読み込んでおく。（60 分）
事後 検討とミニ実践を通してえられた内容を整理し、紹介された絵本で関心を持った作品を図書館等で読む。（30 分）

第12週 事前 ワークショップで使用する絵本を用意し、活用方法について検討しておく。（45 分）
事後 選書した作品の文章紹介を作成する。授業内で検討した活用方法を整理する。（45 分）

第13週 事前 各グループで実施にむけて練習や準備を行う。（60 分）
事後 実践を通じて得られた内容を整理し、各グループへの感想やアドバイスをまとめる。自分たちのグループの計画を改良する。（30 分）

第14週 事前 各グループで実施にむけて練習や準備を行う。（60 分）
事後 実践を通じて得られた内容を整理し、各グループへの感想やアドバイスをまとめる。自分たちのグループの計画を改良する。（30 分）

第15週 事前 幼児期から学童期へとつながる作品の魅力と絵本を活かす保育の環境を考える。（30 分）
事後 学習内容を踏まえて、新たに理解できたこと、考えたこと、疑問点等を整理する。（60 分）
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【授業計画コメント】
・学生の活動をもとに授業を進めていきますので積極的な授業参加が要件となります。
・受講生の理解度に応じて、授業計画を変更する場合があります。
・園の許可が得られた場合、13・14 回についてフィールドワークとする場合があります。その場合、園との日程調整のために授業内容の順番が変更となる場合があります。
・授業に必要なものだけを机上においてください。
・遠隔で授業を実施する場合は、Pholly を使用して行うことがあります。また、Pholly への授業内レポートの提出を求めることがあります。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない
参考書・参考資料等 授業中に適宜資料を配布する

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート 50％ 提出期限を守り、課題に対して自らの視点を論述し、適切な内容であるものを評価する。

小テスト・授業内レポート

課題提出 20％ 課題提出は提出期限を守り、授業内容を踏まえた上で、課題に対して自らの視点を論述し、適切な内容であるものを評価
する。

発表・討議 30％ 発表と討議は参加状況と内容で評価する。発表は参考文献・資料を適切に用いたレジュメを準備していること、発表の方法にも工夫を加
え、受講生同士の話し合いに貢献する内容であるものを高く評価する。討議は目的を理解し、論議を深めようとするものを高く評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
課題（ワークシート）は授業時に用いたうえで提出、返却時にコメントします。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、布村研究室にて。

【その他】
「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」およぼいそれぞれの解説について、各回のテーマや絵本・物語に関係する部分の記載内容を読んで理解を深めて下さい。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 卒業要件 免許・資格要件 担当教員名

S2423 子どもとアート 演習 2 2 年次 後期 選択 幸田 瑞穂

【実務経験】

【授業の概要】
様々な素材や方法を通して「表現」の拡がりを体験的に理解し、その自由さや楽しさに気付くとともに「表現」を鑑賞することの喜びを味わう。また、子どもの主体性を大切にし、
子どもが自分なりの思いを楽しみながら表現できる造形活動を支えられるようになるため、代表的な素材や行為による、子どもの発達に応じた造形表現活動を実践的に学ぶ。特に、
保育者として、「受容－共感－反応」する力量を養うことに重点を置く。なお、グループ活動を基本とし、他者との関わり合いの中での発見を大切にする。

【キーワード】
アート、子どもと造形、造形表現

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①乳・幼児期における造形指導の展開についての知識や技術、発想や構想の能力を身につける。 DP1

②制作活動や鑑賞活動を通して感性を育み、他者の考え方や造形に触れながら、自分とは異なる表現について受容、共感、賞賛の姿勢を持つことができる。 DP3

③造形活動へのイメージを広げて、その楽しさを見出すことができる。 DP2

④授業で行った活動について、自分なりに体験を分析し、記録としてまとめることができる。 DP3

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 造形表現における子どもの活動や保育者の役割について考える。＜対話・議論型授業＞

第 2週 表す・伝える 造形活動の展開 ①ゆめ色えのぐ ＜ロールプレイ＞

第 3週 表す・伝える 造形活動の展開 ②墨と筆の私の世界 ＜ロールプレイ＞

第 4週 触る・試す 造形活動の展開 ①まどにつくって楽しく飾って ＜ロールプレイ＞

第 5週 触る・試す 造形活動の展開 ②光をつかまえて ＜ロールプレイ＞

第 6週 オノマトペから始まる造形活動の展開 ＜ロールプレイ＞

第 7週 交わる・広がる 造形活動の展開 ①造形ワークショップの企画 ＜ロールプレイ・グループワーク＞

第 8週 交わる・広がる 造形活動の展開 ②造形ワークショップの準備 ＜ロールプレイ・グループワーク＞

第 9週 子どもの表現の未分化性について分析する ＜ロールプレイ・グループワーク＞

第10週 自然の中における造形活動の展開 ①ゆらゆらモビールをつくろう ＜ロールプレイ・グループワーク＞

第11週 自然の中における造形活動の展開 ②森のコラージュ ＜ロールプレイ・グループワーク＞

第12週 国内外のアートに基づく保育実践の試み ＜フィールドワーク：川井公園等＞

第13週 幼児の作品からみる造形表現の発達と特徴について ＜対話・議論型授業＞

第14週 鑑賞体験から子どもとアートを考える ＜フィールドワーク：兵庫県立美術館＞

第15週 造形遊びにおける子どもの姿や展開方法、環境構成について分析する ＜対話・議論型授業＞

回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

第 1週 事前 子どもとアートについて自分の考えをまとめておくこと。（所要時間 45 分程度）
事後 活動の記録とポートフォリオの整理（所要時間 45 分程度）

第 2週 事前 活動の記録とポートフォリオの整理（所要時間 45 分程度）
事後 活動の記録とポートフォリオの整理（所要時間 45 分程度）

第 3週 事前 活動の記録とポートフォリオの整理（所要時間 45 分程度）
事後 活動の記録とポートフォリオの整理（所要時間 45 分程度）

第 4週 事前 活動の記録とポートフォリオの整理（所要時間 45 分程度）
事後 活動の記録とポートフォリオの整理（所要時間 45 分程度）

第 5週 事前 活動の記録とポートフォリオの整理（所要時間 45 分程度）
事後 活動の記録とポートフォリオの整理（所要時間 45 分程度）

第 6週 事前 活動の記録とポートフォリオの整理（所要時間 45 分程度）
事後 活動の記録とポートフォリオの整理（所要時間 45 分程度）

第 7週 事前 活動の記録とポートフォリオの整理（所要時間 45 分程度）
事後 活動の記録とポートフォリオの整理（所要時間 45 分程度）

第 8週 事前 活動の記録とポートフォリオの整理（所要時間 45 分程度）
事後 活動の記録とポートフォリオの整理（所要時間 45 分程度）

第 9週 事前 事前配布の資料をよく読んでおくこと（所要時間 45 分）
事後 活動の記録とポートフォリオの整理（所要時間 45 分程度）

第10週 事前 活動の記録とポートフォリオの整理（所要時間 45 分程度）
事後 活動の記録とポートフォリオの整理（所要時間 45 分程度）

第11週 事前 活動の記録とポートフォリオの整理（所要時間 45 分程度）
事後 活動の記録とポートフォリオの整理（所要時間 45 分程度）

第12週 事前 活動の記録とポートフォリオの整理（所要時間 45 分程度）
事後 活動の記録とポートフォリオの整理（所要時間 45 分程度）

第13週 事前 事前配布の資料をよく読んでおくこと（所要時間 45 分）
事後 活動の記録とポートフォリオの整理（所要時間 45 分程度）

第14週 事前 鑑賞する場のHPや展示作品について事前に調べておくこと。（所要時間 60 分程度）
事後 活動の記録とポートフォリオの整理（所要時間 45 分程度）

第15週 事前 活動の記録とポートフォリオの整理（所要時間 45 分程度）
事後 授業で取り組んだ内容のまとめと振り返りを行う。（所要時間 60 分程度）
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【授業計画コメント】
・受講生の理解度に応じて、授業計画を変更する場合がある。
・実技が中心となるため、汚れを気にしない服装で受講すること。また、制作活動に関して、授業内に作品が仕上がらなかった場合は、次の授業までに仕上げておくこと。
・Pholly で配布された資料を読み、予習・復習をしておく。
・Pholly での授業内課題の提出を求めることがある。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト 使用しない
参考書・参考資料等 授業中に適宜資料を配布する。

著者・編集者名 書名 出版社 発行年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領』 フレーベル館 2017年
参考書等 文部科学省 『幼稚園教育要領解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針』 フレーベル館 2017年
参考書等 厚生労働省 『保育所保育指針解説』 フレーベル館 2018年
参考書等 内閣府 『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
参考書等 内閣府 『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 フレーベル館 2018年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

期末レポート

授業内レポート 20％ 授業内容を理解し論理的に記述しているかを評価する。

制作・発表 40％ 協働性をもって話し合いや実践に取り組んでいたかにより評価する。

ポートフォリオの作成・内容 40％ 活動の記録を視覚的にわかりやすくまとめられているかを評価する。

合計 100％

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
レポートや課題は、授業または適宜、解説を含めたフィードバックをする。

【オフィスアワー】
水曜日のお昼休み。場所は、幸田研究室にて。

【その他】
活動については、作品の完成度で評価をすることはありません。失敗を恐れず、表現することにチャレンジすること、仲間と協働して取り組むことを楽しみましょう。
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科目コード 科目名 授業形態 単位数 開講時期 修了要件 免許・資格要件 担当教員名

S2420 修了研究 演習 6 2年次 前後期 必修 グループＡ 布村志保・杉山宗尚・上村有平・相澤弘典・川島直子・水島祥子
グループＢ 関田 良・山中早苗・藤本千草・田中麻紀子・幸田瑞穂・森田麗子

【実務経験】

【授業の概要】
保育科において学習した理論および実習を通じて確認した保育・教育現場での実践的課題を、専門的な知識を深め、実践経験を積むなかで相互に照らし合わせ、自己の問題意識を明
確にするとともに、その総合として本科目において論文としてまとめていく。子どもの社会・文化と教育に関する論文作成を目的とした学生各自の研究に関して、各自の研究テーマ
にかかわる論文のレビュー、研究方法の紹介、データの整理方法と分析結果および考察などを、プレゼンテーションの資料をもとにして報告を行う。内容についてグループ内で討議
することを通じて、テーマの独自性と論理性を明確にしていく機会とする。

【キーワード】
（全体）テーマ探究、論文作成、報告・討議 （グループA）保育・幼児教育、発達、心理、福祉、文化、歴史、理念、社会、法制度
（グループB）保育・幼児教育、発達、言葉、人間関係、表現、音楽、身体、造形、環境、健康、心理

【授業の到達目標（目的・ねらい）】 学位授与方針との関連

①学生各自がテーマにとして設定した子どもの発達と福祉に関わる文化、社会、教育に関する事項について、その問題点を理解し説明できる。 DP1，4

②設定した研究目的に関して、観察・調査、文献検索等、研究者として探究の眼を向ける際、問題の視点設定と倫理性、探究の思考方法を身につけている。 DP1，4

③得られた具体的な資料に基づきながら対象となる課題に取り組むための、資料収集・整理、データ分析、文献解読などの方法を身につけている。 DP1

④得られた研究結果について、独自の思考を展開し、問題点について集団で議論する姿勢を示し、論文を通して他者に適切に表現できる。 DP1，3

【授業計画】

回数 授業計画・内容・方法

第 1週 テーマに応じた研究のまとめ方

第 2週 資料整理と論文執筆にかかわる手法・方法の紹介

第 3週 研究資料収集・整理の経過報告と議論

第 4週 同

第 5週 同

第 6週 同

第 7週 同

第 8週 同

第 9週 同

第10週 研究の報告と批評：共同討議会資料の準備作業

第11週 修了研究共同討議会における発表と相互批評・議論

第12週 研究の報告と批評：共同討議会の反省と今後の研究打ち合わせ

第13週 研究成果の共有のための中間発表会の準備作業

第14週 研究成果の共有のための中間発表会の準備作業

第15週 前期のまとめと今後の課題の確認

第16週 各自の前期成果の確認と後期研究計画の報告

第17週 修了研究履修計画書の確認

第18週 研究資料収集・まとめの経過報告と議論

第19週 同

第20週 同

第21週 同

第22週 同

第23週 同

第24週 同

第25週 同

第26週 論文まとめの作成経過報告と批評

第27週 同

第28週 同

第29週 提出された論文の演習内での報告と評価

第30週 論文の発表・批評と今後の展望
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回数 授業外における学修方法について（内容・時間）

事前・各指導教員の助言に基づき、各自必要な事前学習をゼミの前に行うこと。
・参考文献などの資料について、ゼミ発表前に図書館やインターネット等で積極的に収集すること。（600 分）

事後・各ゼミにおいて指導を受けた事項や各自が適当と判断した事項について、必要な事後学習をゼミの後に行うこと。
・参考文献などの資料について、ゼミ後に図書館やインターネット等で積極的に収集すること。（600 分）

【授業計画コメント】
各ゼミで修了研究の作成をすすめ、共同討議会 2回、修了研究中間報告会で報告することで研究を深めること。また、2月には修了研究報告会がある。各種様式は Pholly を通じて配
信する。

【テキスト、参考書・参考資料等】
テキスト テキストは使用しない
参考書・参考資料等 参考文献・参考資料等については演習のなかで担当教員が適宜指示する。

著者・編集者名 書名 出版社 発行年
参考書等 頌栄短期大学専攻科 『修了研究のための論文作成マニュアル』 頌栄短期大学 2023年

【成績評価の方法・基準】

評価種別 割合 基準

筆記試験

修了研究論文 70％ 論文は演習内容の理解について、「到達目標」として設定した評価基準を達成しているかを評価する。

研究報告・議論参加に示される取り組み状況 30％ 各回のゼミや報告会等に向け、研究目的に即して主体的かつ計画的に研究を進めているかを評価する。

その他

合計 100％ 総合的に評価し、60 点以上を合格とする（次ページ参照）。
ただし、修了研究論文としての評価単独でも、60％以上を得なければならない。

【課題（試験・レポート等）のフィードバック】
原則、各ゼミごとに個別にフィードバックを行う。

【オフィスアワー】
各指導教員により異なるので掲示を見ること。

【その他】
原則として「保育研究演習」を履修していること。テーマによりA、Bの 2グループに分かれるが、グループについては、変更する場合がある。
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「修了研究」の成績評価について
演習の時間における提出物、発表、議論等を通じて表 1に該当する項目についての評価を行い、得点の合計点を換算して「研究報告・議論参加に示される
取り組み状況 30％」として評定に加える。
また、修了研究論文を表⚒に該当する項目について評価し、合計点を換算して「論文得点 70％」として評定に加える。

「修了研究」の成績評価の方法
・主査は下記①と②について評価する。副査は下記②について評価する。
・各評価項目において、最低基準に満たない場合、その項目の得点は 0点とする。
・配点と評価基準
①学修・研究の過程、論文作成、修了研究発表（表 1）
（各項目の得点の合計／ 33）× 30（満点 30 点）

②論文（表 2）
各項目の得点の合計（（主査と副査の平均点）／ 15）× 70（満点 70 点）
①と②の合計にもとづいて成績を評価する。
Ｓ：90 点以上、Ａ：80 点以上、Ｂ：70 点以上、Ｃ：60 点以上、Ｄ：60 点未満。

・主査、副査いずれかの論文得点（表 2）が満点の 60％に満たない（ 9点未満）場合は、再提出を求める。

表⚑ 評価項目（学修・研究の過程、論文作成、修了研究発表）および評価得点の基準

評価項目 3点 2点 1点 0点

1-1 研究の背景もしくは問
題・目的が記述されているか

研究の背景もしくは問題・目
的が具体的で明確に記述され
ている

研究の背景もしくは問題・目
的がある程度記述されている

研究の背景もしくは問題・目
的の記述があいまいである

研究の背景もしくは問題・目
的が記述されていない

1-2 目的を達成するうえで
十分な努力がなされたか

目的を達成するうえで、必要
となる資料を得ることから考
察に至るまで、十分な努力が
なされた

目的を達成するうえで、ある
程度の努力がなされた

目的を達成するうえで十分に
努力がなされていない点があ
る

目的を達成するうえで十分な
努力がなされなかった

1-3 採用された手法・手段
は適切であるか

目的に見合った適切な手法・
手段が採用されている

採用された手法・手段は概ね
適切である

採用された手法・手段は、必
ずしも適切であるとは言えな
い

目的に合致しない不適切な手
法・手段が採用されている

1-4 資料もしくは結果の表
記・提示方法は適切か

資料もしくは結果には論旨を
明示するうえで適切な表記・
提示方法がとられている

資料もしくは結果の表記・提
示方法は概ね適切である

資料もしくは結果には必ずし
も適切な表記・提示方法がと
られているとはいえない

資料もしくは結果が説得力を
持った表記・提示方法である
とはいえず不適切である

1-5 文章表現は適切になさ
れているか

文章表現は適切になされてい
る

文章表現は概ね適切である 文章表現に不適切な点が散見
される

文章表現は適切になされたと
は言い難い

1-6 考察は妥当かつ適切に
行われているか

考察は、設定された問題・目
的を解決するものとして十分
に妥当かつ適切に行われてい
る

考察は、設定された問題・目
的にたいしてなんらかの示唆
を示すものとして行われてい
る

考察は、設定された問題・目
的にたいして必ずしも妥当で
ない点がみうけられる

考察は、設定された問題・目
的に照らして妥当かつ適切に
行われているとはいえない

1-7 論理展開が合理的であ
るか

論理展開は精緻かつ堅固で、
合理的に行われている

論理展開は概ね合理的である 論理展開に、推測もしくは飛
躍がみられ、合理的でない面
が目立っている

論理展開に合理的な面が認め
られない

1-8 倫理性は確保されてい
るか

問題設定、研究対象（協力
者）、方法、内容、結果の処
理等について高い倫理性が確
保されている

問題設定、研究対象（協力
者）、方法、内容、結果の処
理等について倫理性への一定
の配慮はみられる

問題設定、研究対象（協力
者）、方法、内容、結果の処
理等について倫理性に対する
配慮が希薄な面が散見される

問題設定、研究対象（協力
者）、方法、内容、結果の処
理等について倫理性が確保さ
れているとはいえない

1-9 学修の経験が適切に生
かされているか

学修の経験が問題設定から研
究方法、解釈にいたるまで随
所に盛り込まれ、適切に生か
されている

学修の経験が一定程度、研究
のなかに生かされている

学修の経験が研究の中に認め
られるが、必ずしも適切に生
かされているとはいえない

学修の経験が研究活動に生か
されていない

1-10 修了研究発表の場にお
いて適切なコミュニケーショ
ン能力が示されたか

修了研究発表の場において、
研究内容への質問に対してそ
の趣旨を汲んで要領を得た回
答がなされるなど、適切なコ
ミュニケーション能力が示さ
れた

修了研究発表の場において、
質問に対して最低限必要な対
応を示すコミュニケーション
能力が示された

修了研究発表の場において、
質問者の問いに十分答え得る
適切なコミュニケーション能
力が示されない面があった

修了研究発表の場において、
質問者に対して対応がかみ合
わず、適切なコミュニケー
ション能力が示されなかった

1-11 「学修総まとめ科目履
修計画書」に記述した計画・
内容と一貫性が保たれている
か
大きな変更が生じた場合に
は、その理由、解決策等が明
記されているか

「学修総まとめ科目履修計画
書」に記述した計画・内容と
一貫性が保たれている
大きな変更が生じた場合に
も、その理由、解決策等が説
得力をもって明記されている

「学修総まとめ科目履修計画
書」に記述した計画・内容と
ある程度の一貫性が保たれて
いる
大きな変更が生じた場合
に、その理由、解決策等への
言及がみられる

「学修総まとめ科目履修計画
書」に記述した計画・内容と
の間に一貫性に欠ける面が随
所にみられる
大きな変更が生じた場合に
も、その理由、解決策等が十
分には明記されていない

「学修総まとめ科目履修計画
書」に記述した計画・内容と
一貫性が保たれていない
大きな変更が生じた場合に
も、その理由、解決策等が
まったく明記されていない
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表⚒ 論文の評価項目および評価得点の基準

3 点 2 点 1 点 0 点

2-1 背景・問題 研究の背景となる全体像が理
解され、そこから問題が適切
に導き出されている

研究の背景から、問題点が導
き出される道筋がある程度示
されている

研究の背景が曖昧で、そこか
ら問題点が明確に提起されて
いるとは言い難い

研究の背景が示されておら
ず、また問題点も明確に提起
されていない

2-2 目的 研究目的が問題に対して適切
に設定されている

研究目的が問題に対してある
程度関連付けられて設定され
ている

研究目的が適切に示されてい
るとはいえない

研究目的が曖昧で不明確であ
る

2-3 手法・手段 使用されている手法・手段が
目的に見合ったものである

使用されている手法・手段
は、ある程度目的に合ったも
のが選ばれている

使用されている手法・手段が
必ずしも適切なものばかりで
はない

使用されている手法・手段が
適切に目的に合致していると
はいえない

2-4 得られた結果・資料内
容

研究・調査の結果や資料内容
は考察を進める上で適切なも
のである

研究・調査の結果や資料内容
は考察を進める上で最低限必
要なものである

研究・調査の結果や資料内容
は、考察を進める上で不十分
な点を含んでいる

必要とされる研究・調査の結
果や資料内容が得られている
とは言い難い

2-5 考察と展望 データや資料をもとに考察が
適切に展開され、それに基づ
いて明確な展望が示されてい
る

データや資料が考察に利用さ
れ、一定の展望が示されてい
る

データや資料をもとに展開さ
れる考察やそれに基づいて示
された展望に不十分な点を含
んでいる

データや資料をもとに展開さ
れる考察が曖昧で的を得たも
のとは言い難く、展望が示さ
れていない
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