
H1701 日本語表現

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2
A水

B木
第Ⅱ講 柴田 昇 4-412 188 火第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・言語・日本語の特質を総合的・歴史的に理解する。

・理解・使用可能な日本語の語彙を増やす。

・日本語を用いた文章の読解・作成能力を向上させる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
今期の授業の概要と受講上の注意

点

・今期のプログラムの概要と受講上の注意点

２
１ 言語の特質（１） ・言語とは何か

・世界の言語状況

３
２ 言語の特質（２） ・日本の言語状況

・方言

４
３ 敬語（１） ・口語と文語

・敬語の基本

５

４ 敬語（２） ・敬語の応用

・注意すべき敬語

【小テスト１】

６
５ 文字と文法（１） ・日本語の文字

・字形と表記、あて字

７
６ 文字と文法（２） ・日本語文法の特質

・品詞と活用

８

７ 文字と文法（３） ・「かかり」と「うけ」

・語順と修飾語

・句読点と記号

９

８ 文章表現（１） ・文章表現のツール

・文体

【小テスト２】

１０

９ 文章表現（２） ・「は」と「が」

・接続詞

・ねじれた文

１１
10 文章表現（３） ・手紙の基本形式

・慣用表現

１２
11 文章作成（１）リサーチ ・調査の方法と資料

・引用

１３
12 文章作成（２）

レポートと小論文

・レポート

・小論文

１４

13 文章作成（３）論文 ・論証と論文

・構成

【小テスト３】

１５ まとめ ・講義全体のまとめ

【履修要件】

・必要に応じて資料を配布するので各自整理保存すること。

【評価方法・基準】

・最終課題 50点。受講態度（小テストを含む）50点。



【教科書・参考図書】

・参考図書は必要に応じて紹介する。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・事前学習の必要な小テストを複数回おこなう。

【担当教員からのメッセージ】

日本語はすべての学問・仕事の基本になります。しっかり身につけましょう。



H1703 日本社会史

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 火 第Ⅴ講 柴田 昇 4-412 188 火第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・日本史の展開過程を東アジア諸地域との関連を含めて把握する。

・日本史上の主要事項を具体的文化遺産と結び付けて把握する。

・生活・労働の観点から歴史を学ぶことで、生活者・労働者の現状を歴史的にみる方法を身につける。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

今期の授業の概要と受講上の注意

点

・今期のプログラムの概観

・なぜ「社会史」か？

・日本史の基本構造

２

第１部 世界史と日本史の始まり

１ 人間と文明の始まり ・サルからヒトへ

・人間社会の拡大

・古代文明の多様性と独自性

３
２ 日本列島における文明の始ま

  り

・縄文時代における日本列島の特質

・弥生時代における日本列島の変動

４

３ 古墳時代から飛鳥時代へ ・邪馬台国と東アジア

・前方後円墳とは何か

・「日本」と「天皇」の成立

５

４ 奈良・平安時代人の生活と意

  識

・中国文明と日本

・家族の構造

・陰陽師の世界

６

第２部 中世から近世へ

１ 鎌倉幕府と武士 ・「武士」とは何か？

・武士の実態

・家父長制家族と中世の子ども

７

２ 室町～戦国時代の社会変動 ・戦国武将の実像

・地域国家と信長政権

・「三英傑」と「天下統一」

８

３ 江戸社会の特質（１） ・関ヶ原の合戦と大阪の陣

・徳川王権の性格と幕藩体制

・「大奥」の構造と女性生活

９

４ 江戸社会の特質（２） ・「不自由」の時代

・江戸の子どもと生活

・寺子屋

１０

第３部 近代・現代

１ 幕末の社会変動 ・ヨーロッパとアジアの接触

・幕府の崩壊

・明治国家と近代教育

１１

２ 大日本帝国の時代 ・明治～大正期の生活構造

・廃仏毀釈運動

・４つの戦争

１２
３ 第二次世界大戦 ・総動員体制の成立

・戦時下の生活

１３

４ 敗戦と復興 ・第二次世界大戦の結末

・戦後日本の国際的位置

・大戦後のアジア

１４

５ 高度成長期の日本 ・冷戦体制

・高度成長とバブル時代

・サラリーマン社会の成立



１５
まとめ ・現代日本社会の課題。

・講義全体の復習とまとめ。

【履修要件】

・必要に応じて資料を配布するので各自整理保存すること。

【評価方法・基準】

・課題 50点。受講態度 50点。

【教科書・参考図書】

・教科書は使用しない。

・参考図書は必要に応じて紹介する。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・次回の授業内容に関するレジュメを事前配布する場合があるので熟読の上講義に臨むこと。

【担当教員からのメッセージ】

歴史の授業ですが暗記は重視しません。

といっても何も覚えなくてもいいわけではありません。

知っていることが増えると人生はそれだけおもしろくなります。

好奇心旺盛な方の受講を期待しています。



H1709 海外英会話研修

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2 月 第Ⅴ講 広川由子 2－204 138 火第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・英語という言語の背後にある異文化を知ることによって、英語を総合的に理解する。

・日常生活で求められる実践的な英語力を高めることを目指す。

・海外へ出ることにより、視野を広げ、自身を相対化する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
カナダ・セルカーク大学語学研修

説明会

・語学研修の概要

２
第 1 回オリエンテーション ・パスポートの取得等、海外留学のための手続き

３
ホームステイについて ・ホームステイアンケート、英文申込書の記入

・生活習慣の違い、ホームステイのルール

４
カナダの基本データ① ・カナダの気候や文化、多民族国家の特徴、習慣、

通貨

５
カナダの基本データ② ・カナダの気候や文化、多民族国家の特徴、習慣、

通貨

６
ホストファミリーへの E メール ・英語での手紙・メールの書き方

７
安全についての心がけ ・危ない地域のこと、交通事故、暴力、薬物につ

いて

８
空港と飛行機の中で ・インフライトサービス、入国審査、税関

９
第 2 回オリエンテーション ・旅行代金の支払いについて

・海外旅行保険やクレジットカードについて

１０
会話のきっかけ ・ホストファミリーや友達との会話を学ぶ

１１
日常会話① ・様々な場面を想定した英語表現を学ぶとともに

自分のことを表現するための英語力を身につける

１２
日常会話② ・様々な場面を想定した英語表現を学ぶとともに

自分のことを表現するための英語力を身につける

１３
持ち物について ・必要なものについての確認

・ホストファミリーへのおみやげ

１４
最終説明会 ・出発にあたって何が必要かを最終的に確認し、

英語力の更なるスキルアップを行う

１５
まとめ

【履修要件】

・遅刻、授業中の私語は厳禁。

・カナダ・セルカーク大学における語学研修に参加することはもちろん、前提となる江南短大の所定の

授業 15 回に毎回、出席すること。

・英和・和英辞書を用意すること（できれば電子辞書がよい）。

【評価方法・基準】

・授業への積極性（50%）

・研修修了後の課題（50%）



【教科書・参考図書】

・授業時に適宜、プリントや資料を配布する。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・英語および英会話力を高めるためには、個人の努力が不可欠です。授業以外でも日々、音声を聞き、

英語のリズムに慣れておくなどの工夫をしましょう。

【担当教員からのメッセージ】

  ・海外語学研修に関連するさまざまな疑問や不安をこの授業で解消しましょう。



H1710 情報活用演習Ⅰ

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 木
A第Ⅱ講

B第Ⅲ講
大島康司 3-101-2 169 金第Ⅲ講

【到達目標と学習成果】

・ マイクロソフトウインドウズ上でファイル操作ができる

・ ワープロソフトを使用して PC検定（文書作成）3級程度の文書処理能力を身につける

・ 電子メールソフトを使用して情報（ファイル添付などを含む）の授受ができる

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

授業の注意点とオペレーティング

システムの基礎

・半期の授業全体の流れと重要事項

・コンピュータの使用に関する注意事項

・本学のシステムの使用に関する注意事項

・ログオン・オフの方法

・電子メールソフトウェアの設定

２
タイピングの基礎

タイピングの練習 1
・ワープロソフトウェアの初歩的な使用方法

・タイピングの技術と理論

３

ファイル操作

タイピングの練習 2
・修飾キー

・ファイルの作成・複製・削除・修正

・簡単な文書の作成

４

画面の構成と GUIの基礎

タイピングの練習 3
・画面の構成と機能

・クリック・ダブルクリック・ドラッグ

・プレス・ドラッグ＆ドロップ

・メタファ

５

ワードと文字入力の基礎

タイピングの練習 4
・ワードの画面構成

・ポインタ形状の意味

・日本語入力システムの使用方法

６
選択・移動・複製

タイピングの練習 5
・オブジェクト

・オブジェクトの選択・移動・複製

７

文章の入力とページ設定

タイピング試験 1
タイピングの練習 6

・プリンタと印刷・プレビュー

・ページ設定

・余白

８

インデント、タブとタブストップ

タイピングの練習 7
・段落と字下げ

・ルーラー

・タブとタブストップ

９

編集機能

タイピングの練習 8
・フォントの種類・サイズ・修飾

・書式のコピー＆貼り付け

・選択の方法

１０

編集機能その 2
タイピングの練習 9

・段落・行間の設定

・段組み

・縦書きと横書き

・ルビ・複合文字

１１

表の編集

タイピングの練習 10
タイピング試験 2

・表・罫線の作成方法

・罫線の追加・削除

・行・列の追加・挿入・削除

１２

表の編集その 2
タイピングの練習 11

・罫線の種類

・セルの結合・分割

・表の各種書式設定

１３

図の描画

タイピングの練習 12
・図の挿入

・図形の作成・削除

・図形の重なり方

・図形の調整方法



2

１４

検索・置換とヘルプ

タイピングの練習 13
・文書内での検索・置換

・様々な検索の方法

・ヘルプの使用方法

１５

確認とまとめ

タイピングの練習 14
タイピング試験 3

・全体の復習

・今後の学習の方法

【履修要件】

・授業についての詳細な情報は授業のウェブページに掲載するので毎回確認する

・課題の提出方法を厳守し、指定の期日までに提出する

・タイピング練習を指示の通りに行い、確実に記録をとり、必ず毎回検認を受ける

・タイピング練習を省略する場合は、タイピング試験で合格点をとる必要がある

・質問等がある場合は、授業中に直接聞くことが望ましいが、授業中にできなかった質問については、

電子メールでも受け付ける

【評価方法・基準】

・課題（授業で課された課題を完成できたかどうか）40点

・タイピング練習（指示の通りに練習し、記録をつけ、検認を受けたかどうか）10点

・授業内容の理解（フィードバックへの記述内容・質問などが適切であったかどうか）10点

・期末試験と小テスト（問題の指示を実行できたかどうか）40点

【教科書・参考図書】

・30時間アカデミック情報リテラシー Office2016、実教出版

・図書室、4-202号室などに様々な資料が用意されている

・インターネットで検索すれば様々な資料を見つけられる

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・課題の修正等を必要に応じて授業時間外で実施する

・授業を欠席した場合には、授業時間外で欠席した授業の内容を確認し、不明な点などを担当教員に問い合

わせ、課題を完成させ、次の授業に備えておく

【課題の提出方法】

・原則として、課題は電子メールに添付して提出する

・課題のファイル名は学生番号と課題番号を組み合わせて「17820??-01」のようにする（??は各自の学生番

号とし、ファイル名で使用する文字は半角英数のみとする）

・電子メールの送付先は、taskpost@konan.ac.jpとする

・電子メールの表題（件名）は指示にしたがって正確に付ける

【担当教員からのメッセージ】

コンピュータの使用技術は難しくありませんが、複雑なことがたくさんあります。しかし、複雑なこ

とは単純なことの積み重ねにしか過ぎません。一つひとつのことに丁寧に取り組めば、とても複雑なこ

ともできるようになります。すべてのことに丁寧に取り組むようにしてください。



H1714 基礎セミナー

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 金 第Ⅱ講

大島康司

冨貴田智子

夏目佳子

3-101
1-405(1)
2-401(1)

169
136
147

金第Ⅲ講

火第Ⅱ講

木第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・この授業では，大学での学習・生活・対人関係において知識や技術を獲得することを目的としている．

特に次の 2 点についての力を獲得することを目標とする．1 点目は，大学生として，また保育者とし

て必要である「良好な人間関係」を築く力をつけることである．2 点目は，さまざまな行事を通して

主体的に取り組む力をつけることである．

【授業内容】「○」は合同（3-403），「・」は各ゼミでの授業となる

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

1 ○合同ガイダンス（ゼミ発表）

・各ゼミでの自己紹介

・基礎セミナーについて知る．大学でのさまざま

な行事や実習についての見通しを持つ．

2

・図書館ガイダンス（10:50～11:30
大島ゼミ）

・カレッジパスポート 2-1「ノート

の取り方」について学ぶ（夏目ゼ

ミ・冨貴田ゼミ）

○オリエンテーションセミナーに

向けて合同ガイダンス（11:40~）
○新入生アンケート

・図書館の利用方法について知る

・ノートの取り方を中心に大学での学び方につい

て理解する

・オリエンテーションセミナーの概要を知る

3

・図書館ガイダンス（10:50～11:30
夏目ゼミ・冨貴田ゼミ）

・カレッジパスポート 2-1「ノート

の取り方」について学ぶ（大島ゼ

ミ）

・遠足に向けて各ゼミごとに企画

を考える

・図書館の利用方法について知る

・ノートの取り方を中心に大学での学び方につい

て理解する

・遠足の概要を知り，学年全体で楽しむことが出

来る集団遊びを考える

4 ・オリエンテーションセミナーの

振り返りをする

・遠足でのゼミ企画の準備をする

・オリエンテーションセミナーでの感想を話し合

う

・当日の運営・企画の準備をする

5 ○長期履修コースと遠足（フラワ

ーパーク江南）に行く

・遠足に行き，各ゼミが企画した遊びを全力で楽

しむ

6

・遠足の振り返りをする（レポー

ト課題①）

・カレッジパスポート 2-2「レポー

トの書き方」および 5-1-3「原稿

用紙の使い方」について理解する

・遠足の感想を話し合う（レポート締切：6/3）

・レポートの書き方や原稿用紙の使い方について

確認し，今後のレポート課題に役立てる

7

・カレッジパスポート 4-2「インタ

ーネット利用のルールとマナー」

について理解する（レポート課題

②）

・インターネットを利用する際のルールやマナー

を理解し，インターネットの上手な活用法を習

得する

・インターネットの利用とマナーについてのレポ

ート作成の準備をする（レポート締切：6/10）

8
・保育教材についての調べ学習

Ⅰ：実習で読み聞かせたい絵本に

ついて（レポート課題③）

・自分が実際に読み聞かせを考えている絵本を 1
冊取り上げ，その絵本の紹介や読み聞かせのね

らい，読み聞かせで工夫したい点などをまとめ，

提出する（レポート締切：6/17）
9 ・手遊びや絵本の読み聞かせを実

践しゼミ内で評価し合う

・他者の実践に対する評価（批判ではない）を通

じて，自身の実践の改善点を明らかにする．
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(6/24)

・保育教材についての調べ学習

Ⅱ：実習で行いたい手遊びについ

て（レポート課題④）

・実習で行いたい手遊びを 1つ取り上げ，その手

遊びを行うねらいや楽しませ方などをまとめ，提

出する（レポート締切：7/1）

11

・保育教材についての調べ学習

Ⅲ：実習で経験した集団遊びにつ

いて（レポート課題⑤）

・実習で自分自身が経験した集団遊びを 1つ取り

上げ，その遊びのねらいやルールについての説

明の仕方などをまとめ，提出する（レポート締

切：7/8）
12 ・実習での体験を共有する

○大学祭について知る（11:40~）
・付属幼稚園実習での感想を伝え合い，共有する

・大学祭の概要を知りイメージを持つ

13

・大学祭のゼミ企画立案をする

・プレゼンテーションの準備をす

る（カレッジパスポート 2-3「プ

レゼンテーションのしかた」参

照）

・大学祭でのゼミ企画について議論し，立案する

・企画の経緯や具体的な案についてプレゼンテー

ションできるよう準備をする

14 ○大学祭企画についてのプレゼン

テーション（レポート課題⑥）

・大学祭の企画について各ゼミでプレゼンテーシ

ョンする（レポート締切：7/29）
・オーディエンスとしてのマナーを身につける

15 ・大学祭企画の準備をするⅠ

・基礎セミナー全体を振り返る

（レポート課題⑦）

・大学祭の企画の準備をする

・基礎セミナー全体を振り返りまとめる（レポー

ト締切：8/5）

【履修要件】

・「話し合い」に積極的に取り組むこと．

・日にちによって授業を行う教室が異なるため，事前のアナウンスに注意すること．

【評価方法・基準】

・受講態度・貢献度（発言，提案，アドバイスなど）：40点，レポート（6回分）60点．

・レポートについては以下の表を参照のこと．必修のレポートが 4回・選択のレポートが 2回ある．選

択レポートは実習期間によって異なるので，どのテーマのレポートが提出できるのかを各自で必ず確認

して提出すること．

出題回 レポートテーマ 必修/選択 締切

6 遠足を振り返って 必修 6/3

7 インターネットマナーについて学んだこと 必修 6/10

8 保育教材調べ学習Ⅰ（絵本） 選択 6/17

10 保育教材調べ学習Ⅱ（手遊び） 選択 7/1

11 保育教材調べ学習Ⅲ（集団遊び） 選択 7/8

14 大学祭にどのように取り組むか 必修 7/29

15 基礎セミナーを振り返って 必修 8/5

【教科書・参考図書】

・カレッジパスポート

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・行事前は授業時間以外にも積極的にゼミ活動に取り組むこと．

【担当教員からのメッセージ】

短大での 2年間の学生生活を楽しく送ることが出来るよう，ゼミ活動は大切な授業として位置づいて

います．仲間づくりをしながらゼミも楽しみましょう！



H1716 保育原理

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 月 第Ⅱ講 青山佳代 1-403(1) 179 月第Ⅲ講

【到達目標と学習成果】

・保育所や幼稚園で保育をするうえで必要な基本的事項（保育の方法、環境、計画など）について理解

できるようになる。

・保育の意義や目的、子どもの発達の特性を学び、そのよりよい育ちのためにどのような援助が必要か、

保育者の役割を理解できるようになる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
ガイダンス／保育とは何か 授業の進め方、評価について

２
子どもを取り巻く環境の変化とは 都市化、核家族化、少子化

多様な保育ニーズ

３
保育の歴史に何を学ぶか 「子ども」の捉え方

日本・世界の保育思想・保育施設の歴史

４
子どもを理解するために 「子ども理解」とは、カウンセリングマインド

「要領」・「指針」における発達の捉え方

５
保育環境とは 環境による保育

人的環境としての保育者

６
保育の内容 「ねらい」、「内容」、「領域」とは

「要領」・「指針」の構成と特徴

７
保育の方法・形態 保育の形態、遊びによる総合的な指導

８
保育の計画 教育課程・保育課程の編成

指導計画の作成

９
保育の評価 保育の記録と評価

苦情対応

１０
家庭援助と子育て支援 子育て支援の背景、子育て支援センター

１１
家庭・小学校との連携 保幼小の連携、指導要録

１２
子どもの安全・虐待・障がい 虐待対応の基本、障がいのある子どもへの対応

１３
保育者の専門性 保育者の倫理観、さまざまな研修の機会

１４
保育の現状と課題 幼保一体化、幼稚園・保育園の現状と課題

認定こども園

１５
この授業のまとめ 最終レポートの提出

【履修要件】

・とくにありませんが、遅刻・授業中の私語は厳禁とします（出席番号の最終の学生の出席を取り終え

た時点でいなかった学生は欠席扱いとなります。）

・この授業は、毎回レポートを提出する BRD(Brief Report of the Day)方式で行います。期末テストは

行いませんが、その代わり、毎回の授業に確実に出席することが求められます。



【評価方法・基準】

○授業への貢献・参加度（予習の状況）：20%
○毎回の小レポート：50%
○最終レポート：30%
・この授業は、毎回ブリーフレポートを書いてもらいます。それらを最終的にまとめて提出してもらい、

それを評価します（BRD 方式）。

・受講態度の悪い学生は「失格」となることがあります。人の迷惑になること、人が不愉快と感じるこ

とはしないように。

【教科書・参考図書】

・島田ミチコ監修・上中修編著（2016）『最新 保育原理―わかりやすく保育の本質に迫る－〔第 4 版〕』、保

育出版社

※この授業はテキストをもっていないと「失格」となります。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・授業中に、次回読んでおくべきテキストの箇所を指示しますので、必ず事前に該当箇所を読んでから授業

に参加すること。

【担当教員からのメッセージ】

この授業は、保育者になるために必要な基本の事項を学びます。しっかり学習してください。



H1718 児童家庭福祉

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 金 第Ⅲ講 岸田紀子 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・福祉を必要とする児童と家庭について、その背景や課題について理解できる。

・児童家庭福祉に関する制度、機関、専門職の役割について説明できる。

・福祉現場の実践例をもとに、児童、家庭への支援について自分なりの意見を持つことができる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション

児童家庭福祉とは何か

児童を取り巻く社会環境の変化、少子化の進行と

関連する社会情勢等について

２
児童の権利とは何か 世界、わが国の児童の権利保障について

３
児童家庭福祉の歴史 児童家庭福祉の理念とあゆみ

４
子どもを取り巻く福祉問題 学校等で起きている社会問題、貧困問題

５
児童家庭福祉の法体系 児童福祉法を中心とした関連法

６
児童家庭福祉の機関と施設 児童福祉の実施機関、児童福祉施設の種類や役割、

機能、担い手について

７
母子保健サービス 母子保健サービスの内容について

８
保育と子どもの健全育成 保育サービス、健全育成サービスの現状と課題

９
社会的擁護とは何か 要保護児童への対応

貧困問題、社会的排除、ひとり親家族への支援等

１０
非行を考える 非行の現状、課題、支援

１１
障害児福祉サービス 障害福祉サービスの現状と課題

１２
児童虐待の防止と対応① 児童虐待の定義、実態、児童虐待防止法の理解

１３
児童虐待の防止と対応② 被虐待児への支援について

１４
ソーシャルワークの基礎を学ぶ バイステックの７原則

ソーシャルワークのプロセス

１５
まとめと課題 まとめと課題の発表

【履修要件】

・特にありませんが、授業中の私語、スマートフォンの使用は厳禁とします。

この授業では、可能な限り一方的な授業形式ではなく、事例をもとにグループワーク等を取り入れてい

きたいと思います。そのため主体的に授業に臨んでください。

【評価方法・基準】

・授業への貢献・受講態度：20％

・毎回のリアクションペーパー、小テスト：40％

・最終課題レポート：40％



【教科書・参考図書】

・福田公教・山縣文治編著（2015）『児童家庭福祉 第 4版』、ミネルヴァ書房

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・各種メディアの児童・家庭福祉関連の報道や記事に関心を持ち、日頃から問題意識を養ってください。

【担当教員からのメッセージ】

この授業では、みなさんが将来専門職として、一人の人間として、「児童家庭福祉」を必要とする人た

ちに真摯に向き合い、的確な支援ができるよう、子どもや家族等をとりまく社会環境に目を向け、社会問

題を自分たちの身近な問題、課題として考える姿勢を大切にしていきたいと思います。事例等をもとに、

互いを尊重し合いながら共感力を持って自由に楽しく意見を交換することで、みなさん一人ひとりにとっ

て新たな学びの視点が得られることを期待しています。



H1721 社会的養護

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 金 第Ⅰ講 荒井和樹 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・講義や演習形式によって、社会的養護のあり方、要保護児童の援助実践について学習し、社会的養護

の基本を理解する。

・施設実習等で具体的に実践できるような力を身につける。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション

保育と社会的養護（第 1 章）

授業内容と授業計画の説明

社会的養護の意義と保育士の役割を知る

２
児童家庭福祉と社会的養護

（第 2 章）

子どもを取り巻く環境を知り、児童養護問題が発

生した過程を学ぶ

３
社会的養護の歩み

（第 3 章）

日本と欧米諸国の社会的養護の変遷を学ぶ

４
子どもの権利

（第 4 章）

子どもの人権、権利について知る

５

社会的養護にかかわる法令の理解

  （第 5 章）

社会的養護のしくみの理解（第 6 章）

社会的養護に関係する法律をまとめる

社会的養護の形態を学ぶ

６
施設養護の特質と基本原則

（第 7 章）

施設養護の展開過程を学ぶ

７
施設養護の実態①

（第 8 章）

乳児院・母子生活支援施設の目的、現状と課題を

学ぶ

８
施設養護の実態②

（第 8 章）

児童養護施設の目的、現状と課題を学ぶ

９
施設養護の実態③

（第 9 章）

障害児施設の目的、現状と課題を学ぶ

１０
施設養護の実態④

（第 10 章）

情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設・自

立援助ホームの目的、現状と課題を学ぶ

１１
里親養育の基本原則

（第 11 章）

里親制度・ファミリーホームの目的、現状と課題

を学ぶ

１２
社会的養護にかかわる専門職・専

門機関（第 12 章）

いろいろな専門職の専門性を知る

専門機関との連携を考える

１３
社会的養護とソーシャルワーク

（第 13 章）

ソーシャルワークの原則を知り、社会的養護での

必要性を知る

１４
施設の運営管理

（第 14 章）

施設運営のしくみ、理念や基本原理を学ぶ

１５
社会的養護の動向と方向性

まとめ（第 15 章）

社会的養護の今後の在り方を考える

【履修要件】

・興味を持って講義に臨んでください。

・講義中の私語を慎み、時間を守ってください。（遅刻厳禁です）

・講義終了時、コメントカード（授業の感想・疑問・質問等）を記入していただきます。

【評価方法・基準】

・授業の参加度（コメントカード等）、授業態度、小テスト（レポート）等 30％  ・期末試験 70％



【教科書・参考図書】

・大竹智・山田利子編『保育と社会的養護原理』、株式会社みらい

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・授業テーマに沿ったプリントや資料を配布することがあります。

・授業テーマに沿ったキーワードを出題することがあります。各自辞書等で調べてから授業に参加して

ください。

・社会的養護に関する報道、新聞記事等、読んでおくことをお勧めします。

【担当教員からのメッセージ】

授業の進行状況により、内容を変更することがあります。

専門職の一員としての自覚を持てるように、いろいろな角度から社会的養護を考えていきましょう。

わからないこと、気になることをそのままにせず、積極的に質問をしてください。



H1724 保育の心理学

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 木 第Ⅰ講 森山雅子 2－206 139 水第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・保育者として必要不可欠な子どもの発達に関する基礎的な知識や概念を習得する。

・人の発達に関して、客観的な視点、観察的な態度について理解する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
授業オリエンテーション 保育の心理学の考え方

２
胎児期 胎児の成長と発達、出産

３
新生児期 身体発達、反射、授乳

４
乳児期の身体発達と認知発達 身体の発達、指先の発達、感覚運動期

５
乳児期の情動発達 二項関係、三項関係、人見知り

６
愛着（１）愛着の基本概念 愛着とは、愛着の重要性

７
愛着（２）保育における愛着 愛着の調べ方、愛着のその後の影響

８
言語発達（１）乳児 音声表出の発達、喃語、言語理解

９
言語発達（２）幼児 一語文発話、語彙爆発、表象形成

１０
幼児期の認知発達 前操作期、自己中心性、アニミズム

１１
幼児期の情動発達 第一次反抗期、自己主張、情動制御

１２
幼児期の対人関係の発達 心の理論、他者への思いやり、道徳性

１３
遊びの発達 遊びの意味、遊びの分類

１４
発達障害とは 自閉症スペクトラム障害、ADHD、学習障害など

１５
子どもの心の問題 被虐待児、心身症、習癖など

１６
期末試験

【履修要件】

・この授業では、子どもを理解する上でのさまざまな理論を紹介する。これらの理論は、論理的思考を

していない人にとってはとても難しい。集中して受講しなければ、理解できない。集中して受講し、

子どもを目にして論理的にむすびつけることを望む。

・担当教員の話に耳を傾け、授業プリントに「重要だ」と思ったことを適宜メモすると良い。

・授業内容に関する積極的な質問や意見を歓迎する。

・毎回授業の終わりにブリーフレポートを実施する。このブリーフレポートは、各回における受講者の



理解を促すために行うため、しっかりとブリーフレポートに取り組むようにすること。

・最終試験は、A4の「持ち込み用紙」1枚のみを持ち込み受験することができる。各回の情報量は非常

に多いため、すべての内容を持ち込み用紙に書き写すことはできない。そのため、しっかりと授業を

聞き、授業の要点を自分なりに整理できるように心がけるひつようがある。

【評価方法・基準】

・受講態度およびブリーフレポートの内容（40％）、期末試験（60％）にて評価する。

【教科書・参考図書】

・７

参考図書

・岡本依子・菅野幸恵・塚田-城みちる「エピソードで学ぶ乳幼児の発達心理学―関係のなかでそだつ子

どもたち」新曜社

・青木紀久代（編）「実践・発達心理学」（株）みらい

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・予習よりも復習に心がけてほしい。

・授業内容を復習し、発達理論を理解することが望ましい。復習の際に疑問に思ったことは、遠慮なく担当

教員に質問し、解決を図ることが望ましい。

・期末試験は大変難しい。また、授業内容も膨大であるため、勤勉に学習することが望まれる。

【担当教員からのメッセージ】

保育の心理学は、保育者のもっとも重要な基礎となる科目です。この授業を受けることで、子どもの

理解がめざましく進みます。子どもたちの不思議な行動、子どもたちのおかしな言動などが、なぜ起き

るのか、この授業を受講することでわかるようになるでしょう。しっかりと学習し、子どもの心が分か

る保育者になってください！



H1730 家庭支援論

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 火 第Ⅲ講 冨田奈津子 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・家庭支援の基本的な考え方について理解する。

・現代社会における子育てをめぐる現状とその背景を理解する。

・保護者とともに子どもの成長を育む重要性と保護者への援助や連携の方法を学び理解する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
ガイダンス／家庭支援論とは ・家庭の定義

・家族の定義

２
家庭の機能とは何か ・家庭の４大機能

・社会環境と家庭

３
家庭の変化 ・家族関係の変化

・経済活動と家庭

４
家庭支援の理念 ・家庭支援の枠組み

・親としての役割

５
保育現場における家庭支援 ・子育て支援施策

・保育者が行う家庭支援の原理

６
家庭における人間関係 ・コミュニケーションと子育て

・家族のコミュニケーション

７
社会における家庭支援 ・地域社会の変容と家庭支援

・地域社会の子育て支援活動

８
ワークライフバランスと家庭支援 ・男女共同参画社会

・子育て家庭のワークライフバランス

９
子育て家庭の支援体制 ・公的な社会資源と家庭

・地域における子育て支援

１０
子育て支援施策・次世代育成支援

施策の推進

・子育て支援施策

・次世代育成支援と家族

１１
子育て支援サービスの概要 ・保育サービス

・多様な子育て支援

１２
保育所による家庭支援 ・保育所の子育て支援機能

・家庭の課題への対応

１３
子育て支援と保護者の関係づくり

への支援

・プログラム型子育て支援活動

・保護者の関係づくりの支援

１４
地域の子育て家庭への支援

子育て支援サービスの課題

・ノンプログラム型子育て支援活動

・要保護児童およびその家庭に対する支援と連携

１５
この授業のまとめ ・これまでの授業のまとめ



【履修要件】

・遅刻、私語、携帯電話類の使用・飲食の厳禁。

・課題意識をもった学習姿勢を望みます。

【評価方法・基準】

・授業態度及び参加姿勢 ：20 点

・小テスト及び提出物 ：30 点

・期末試験      ：50点

【教科書・参考図書】

・吉田眞理著 (2016)『児童の福祉を支える家庭支援論』萌文書林

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・ 授業中に、次回までに読んでおくべき教科書の箇所を指示しますので、必ず事前に該当箇所を読ん

でから授業に出席すること。

・ 授業に関連するニュースや新聞記事に目を通して、子育てをめぐる現代社会の実際に関心を深め、

自分なりの考えや意見をもつこと。

【担当教員からのメッセージ】

現代社会において、子どもたちが健やかに成長していくためには、子どもだけでなく子どもを取り巻

く環境について理解を深めることがとても重要です。そのためにも『家庭支援論』はとても大切な科目

です。

事例を多く取り入れて、受講生のみなさんとともに考えていけるような授業を展開していきたいと思

います。



H1733 保育内容総論

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2 月 第Ⅳ講 冨貴田智子 1-405(1) 136 火第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・保育をする上で必ずふまえなければならない 5つの領域（健康・人間関係・環境・言葉・表現）の概

要を理解する。

・保育内容が保育計画にどのように反映されるかについて実際の保育計画に基づいて考えられるように

する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

ガイダンス ・この授業の目的，進め方を理解する

・学修する上での「保育内容総論」の位置を理解

する

２
「保育内容」とは：保育における

遊びの意味①

・「保育内容」が作られた歴史を知る

・保育内容と学習指導の違いを理解する

３
「保育内容」とは：保育における

遊びの意味②

・子どもにとっての遊びの意味：「領域」（保育）

と「教科」（学校）の共通点を学ぶ

４

保育内容：環境① ・子どもの生活空間を「保育」の視点で眺める

・子どもが身の回りの環境を自分のものにしてい

くことの重要性を理解する

５
保育内容：環境② ・保育実践から：年少児の栽培活動を題材に実際

の記録を通して学ぶ

６
保育内容：人間関係① ・幼児期における人と関わる力の育ちを実感する

（保育者と子ども，子どもの友だち関係）

７
保育内容：人間関係② ・保育実践から：子どもにとっての「けんか」の

必要性についてクラスだよりを通して学ぶ

８

保育内容：健康① ・子どもが健康で安全な生活を送るために必要な

ことを理解する

・身体面のみではなく心理的にも健康な状態が重

要であることを認識する

９
保育内容：健康② ・保育実践から：園外保育（遠足）を安全に行う

ための留意点や配慮点を学ぶ

１０
保育内容：言葉① ・言葉の発達の仕方を理解する（喃語～一語文～

二語文へ）

１１

保育内容：言葉② ・保育実践から：①年中児の「異議申し立て」②

年長児の「劇づくり」の 2 点についてクラスだ

よりや映像から学ぶ

１２

保育内容：表現① ・子どもの表現力はどのように育つのか理解する

・「レッジョ・エミリア・アプローチ」という保育

のあり方を知る

１３
保育内容：表現② ・保育実践から：年長児の作品展に向けての取り

組みを記録や映像を通して学ぶ

１３

「ちょっと気になる子」の保育 ・保育をする上でちょっと気になる「友だちと遊

べない」「落ち着いて過ごせない」「友だちに手

が出てしまう」といった姿を見せる子どもにつ

いての考え方を，事例を通して学ぶ



１４

子育て支援と保育内容 ・預かり保育，長時間保育と保育内容との関係を

理解する

・保護者との信頼関係を築くために大切な点を知

る

・天白区子育て支援グループ「天白子ネット」の

活動を通して学ぶ

１５
まとめ ・これまでのまとめをする

・試験対策を立てる

【履修要件】

・正当な理由のない遅刻は欠席とみなす。

・この科目用のファイルを必ず準備すること。

【評価方法・基準】

・以下の 3点から評価する。

①授業態度・貢献度（話題提供や発言，授業内での質問等）：15点

②毎回のミニレポートの内容：15点

③期末試験：70点

【教科書・参考図書】

○参考図書

・大豆生田啓友・渡辺英則・柴崎正行・増田まゆみ編．（2011）．最新保育講座４ 保育内容総論．ミネルヴァ

書房．

・ワタリウム美術館編，田辺敬子・木下龍太郎・辻昌宏・志茂こづえ訳．（2012）．レッジョ・エミリアの幼

児教育実践記録：子どもたちの 100の言葉．株式会社日東書院本社．

○資料等

・授業中適宜資料を配布する。また，ビデオや写真等の映像も使用する。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・課題が出された場合は翌週までに必ず済ませておくこと。

【担当教員からのメッセージ】

本講義は，履修することによってピアノや手遊び・読み聞かせなどの実技を，保育の中に「効果的に」

取り入れることができるようになることを目指している。またこの科目は，健康・人間関係・環境・言

葉・表現といった各領域についての理解を深める役割もある。したがって授業では，保育者の実際の保

育計画（指導案）や保育場面の映像を見ながら，領域が現場でどのように取り入れられているかを考え

る機会を設け，実際に指導案を作成する際の主な材料となるようにする。理論を学ぶ授業ではあるが，

実践的に展開する予定である。



Ｈ1737 保育内容：言葉

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2 火
A 第Ⅰ講

B 第Ⅱ講
御手洗和子 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・「言葉」で考え、「言葉」で表現することの重要性について事例を通して理解する。

・子どもの思いに寄り添い、子どもの「ことば」の世界を拡げること、「言葉」で創られる世界に子どもが浸

ること、また子どもが考えを巡らせる「プロセス」などの援助や指導方法について学ぶ。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション/  領域「言葉」

とは

・言葉の存在について

２
保育の基本、保育の専門性 ・保育の基本的な考え方

３
領域「言葉」と保育内容 ・幼稚園教育要領、保育所保育指針

４
乳幼児の言葉の発達（１） ・言葉以前の言葉とコミュニケーション

（喃語、一語文、質問期，吃音など）

５
乳幼児の言葉の発達（２） ・友だち関係のなかで育つもの

６
乳幼児の言葉の発達（３） ・幼児期の言葉と保育者の関わり

・生活の中のあいさつなど

７
乳幼児の言葉の発達（４） ・保育者の役割、援助のあり方

８
児童文化財を学ぶ （１） ・児童文化財の必要性、

・児童文化財とは何か

９
児童文化財を学ぶ （２） ・保育実践に活かす

（伝承遊び、手遊び、紙芝居、ペープサートなど）

１０
児童文化財を学ぶ （３） ・児童文化財の子どもへの効果

・絵本について

１１
児童文化財を学ぶ （４） ・絵本をつくってみよう

１２
幼児にとっての文字と環境構成

         （１）

・聞くこと話すことから、読むこと書くことへ

１３
幼児にとっての文字と環境構成

         （２）

・カルタあそび

１４
領域「言葉」と保育の整合性 ・「生活発表会」の取り組みから

１５
この授業のまとめ ・これまでの授業のまとめ



【履修要件】

・毎回の授業に確実に出席し、遅刻・授業中の私語は厳禁とします。

・この授業は、毎回小レポートを実施し提出を求めます。

【評価方法・基準】

・授業への参加度（予習の状況） ： ２０％

・毎回の小レポート       ： ３０％

・最終レポート         ： ３０%
・授業での作品         ： ２０％

【教科書・参考図書】

・柴崎正行・戸田雅美・秋田喜代美 編著 （2010）『最新保育講座-保育内容―｢言葉｣―』ミネルヴァ書房

･保育所保育指針、幼稚園教育要領

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・教科書を事前に読んでおくと、授業がより理解でき面白くなります。

・授業は自ら学ぶ姿勢で臨む。

【担当教員からのメッセージ】

・楽しく学ぶ授業を皆さんと一緒にしていきましょう。

・



H1747 音楽Ⅰ（基礎理論）

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2
A火 第Ⅱ講

藤田桂子・夏目佳子

中山恵理子

藤田 2-403(2) 194
藤田：金Ⅱ講

夏目：木Ⅱ講

夏目 2-401(1) 147

B水 第Ⅰ講
夏目佳子・中山恵理子

奥野靖子

中山 2-401(2) 178
奥野 1-303 ―

【到達目標と学習成果】

･音楽の基礎的な理論を理解し、正しく読譜、記譜を行うことができる。

･子どもの歌を、無理のない明るい発声で歌唱表現できる。

･音楽理論で得た知識を生かし、初歩的なピアノ曲を、正しいタッチ、指づかいで感性豊かに演奏できる。

･簡単な子どもの歌のピアノ伴奏を行うことができる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

全体のガイダンス

授業の目的と内容について

レベル分けと具体的な到達目標設定

･授業を受ける際の注意事項、音楽設備の使用方法

を理解する。

･授業の目的を理解し各自の到達目標を設定する。

２

子どもの歌の歌唱法①

ピアノ演奏法①

･歌唱時の正しい姿勢、複式呼吸について。

生活の歌の歌唱

･バイエル課題から選曲。一例として、楽譜を読み、

ピアノの鍵盤との正しい位置関係を理解する。

３

子どもの歌の歌唱法②

ピアノ演奏法②

･歌詞の表現について。季節の歌（春）の歌唱。

･バイエル課題から選曲。一例として、正しい姿勢、

適切な指の形で演奏することを学ぶ。

４

子どもの歌の歌唱法③

ピアノ演奏法③

･母音と子音。季節の歌（夏）の歌唱

･バイエル課題から選曲。一例として、指使いの大

切さを知り、正しい指番号で演奏する。

５

子どもの歌の歌唱法④

ピアノ演奏法④

･行事の歌の歌唱

･バイエル課題から選曲。一例として、正確に読譜

し、音符の長さに留意して演奏する。

６

音楽理論①

ピアノ演奏法⑤

･譜表と音名、音符と休符

･バイエル課題から選曲。一例として、レガート奏

法、手首や肩の脱力について学ぶ。

７

音楽理論②

ピアノ演奏法⑥

･拍子とリズム

･一例として、子どもの歌から選曲。簡単な伴奏を

学習する。

８

音楽理論③

ピアノ演奏法⑦

･音楽の標語と記号、これまでの復習

･バイエル課題、または子どもの歌から選曲。子ど

もの歌唱を支えるピアノ伴奏について考える。

９

音楽理論④

ピアノ演奏法⑧

･音程と音階

･バイエル課題から選曲。一例として、フレーズ感

を持ったきめ細やかな表現を目指す。

１０

音楽理論⑤

ピアノ演奏法⑨

･調、和音とコードネーム

･バイエル課題から選曲。一例として、曲の形式を

知り、表情豊かな演奏を目指す。

１１
音楽理論⑥

ピアノ演奏法⑩

･まとめと復習

･発表曲を決め、前期の到達目標を達成する。

１２
子どもの歌の歌唱法⑤

ピアノ演奏法⑪

･さまざまな歌の歌唱、歌唱発表の準備。

･発表準備。課題曲の完成度を高める。

１３
ピアノ演奏発表 ･発表曲を演奏する。

･前期のまとめとしての成果を発表する。

１４
音楽理論まとめテスト ･基礎的な音楽理論の理解度を測るため、授業内で

筆記試験をおこなう。

１５
子どもの歌の歌唱発表 ･既習の歌唱課題をクラス内で発表し、人前で歌唱

することに慣れる。



【履修要件】

・演習の授業形態であるため、欠席をしては意味がないことを認識し、授業時間内においても技能向上に努め、

こつこつと努力すること。

・テキスト（楽譜等）の貸し借りは禁止する。授業には必ず自分の楽譜を持参すること。

・理解できなかったところは教員に質問するなどして、次週までに必ずわかるようにしておくこと。

・個人レッスンには、マナーを守って臨むこと（爪を切る・手を清潔にする・挨拶をする・練習室の使用方法を

守る、など）。

・レベル別ピアノ課題の到達目標を達成すること。

【評価方法・基準】

・意欲・受講態度 40％、音楽理論 30％、歌とピアノの演奏技能 30％による総合評価

・発表までに到達目標に達していることを、評価の最低規準とする。

・発表時の欠席は、定期試験の欠席に準ずる。

（学生便覧：教育課程と履修要項 「試験、成績評価および単位認定」を参照のこと）

【教科書・参考図書】

・バイエルピアノ教則本／全音楽譜出版社

・こどもとたのしく「弾き歌い」幼稚園・保育園のうたピアノ伴奏曲集／本廣明美・加藤照恵共著／ドレミ楽譜

出版社

・保育者のための楽典と和声 音楽の約束ごと／辻本健市著／サーベル社

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・実技科目は練習の積み重ねが大切であるから、必ず毎日練習して授業を受けること。

・音楽理論は予習復習をおこない、理解できないことがないようにしておく。

・特にピアノ初心者に対しては、必要に応じて授業外での指導もおこなうので、積極的に指導を受けること。

【担当教員からのメッセージ】

音楽科目は、授業を受けているだけでは目標を達成することができません。日々の努力の積み重ねによって技

能が向上しますから、ピアノの練習、音楽理論の予習復習を習慣づけてください。また、子どもの歌の歌唱では、

積極的に声を出し、子どもの手本となるような歌唱表現を目指してください。

保育現場で、子どもによりそい、子どもの表現を引き出す音楽的援助、指導ができるためには、まず自身の音

楽実践能力を高めることが大切です。自分の音楽技能を向上させるべく努力しましょう。

わからないことがあれば何でも教員に質問し、積極的に授業に望んでください。



H1751 図画工作Ⅰ

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2
A月

B水

A第Ⅲ講

B第Ⅱ講
亀澤朋恵 2－202 137 月第Ⅳ講

【到達目標と学習成果】

・この授業では造形表現の基礎的な知識と技能を学びます。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
ガイダンス 授業の説明を行います。

２
鉛筆デッサン 美術・造形表現の基礎の一つである鉛筆デッサン

を学びます。

３
○△□を使って 基本的な図形である○△□を使って画面を構成

し、表現することを学びます。

４
水彩えのぐを使った表現 水彩えのぐの特性を理解し、表現技法を学びます。

５
ねんどを使った造形Ⅰ ねんどを使った造形表現を学びます。

６
ねんどを使った造形Ⅱ 小麦粉ねんどを使った製作をします。

７
色彩についてⅠ 色彩について基礎的な理論を学びます。

８
美術館に行こうⅠ 実際に美術館や博物館などに足を運び、美術や造

形作品を鑑賞します。

９
平面構成 次回以降のポスター制作に向け、平面構成の基礎

的な知識・技能を学びます。

１０
大学祭へ向けたポスター制作Ⅰ 10 月に開催される大学祭へ向けて、ポスターの構

想を練ります。

１１
大学祭へ向けたポスター制作Ⅱ Ⅰの下描きをします。

１２
大学祭へ向けたポスター制作Ⅲ Ⅱに引き続いて制作します。

１３
大学祭へ向けたポスター制作Ⅳ Ⅲに引き続いて制作します。

１４
大学祭へ向けたポスター制作Ⅴ Ⅳに引き続いて作品を完成させます。

１５
まとめ 授業のまとめを行います。

【履修要件】

・道具・材料は適宜指示しますので、各自で準備して下さい。

◎常備する道具・材料 鉛筆、消しゴム、はさみ、のり、折り紙、セロハンテープ、色鉛

筆

○必要な道具・材料 水彩えのぐ（第４回）、小麦粉（第６回）、ポスターカラーセット

（第９回〜第 14回）

・６月以降はポスターカラー（またはアクリルガッシュ）を使いますので、必ず準備すること。

・原則的に道具・材料の貸し出しはできません

・指示した道具・材料を持参しなかった場合受講できません。



・時間内に完成しなかった場合は課外時間で完成に努めて下さい。

【評価方法・基準】

・受講態度 30％（授業への積極性、道具・材料の準備状況など）、提出物 60％（作品およびレポート）、

試験 10％とし、総合的に評価します。

・提出物の最終〆切は授業の最終日です。

・レポートは最低限指定の枠内の 80％まで記入すること。

【教科書・参考図書】

・なし。

・参考書は教員が適宜紹介します。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・授業時に必要な道具・材料は各自で準備して下さい。

・動きやすく汚れても差し支えない服装で受講してください。

【担当教員からのメッセージ】

将来は保育者として指導する立場となる皆さんが、作品を作るための基礎的な技術やプロセスを身に

つけられるように一緒に学んで行きたいと考えています。いろいろな材料に触れ、まずは楽しんで作っ

てみてください。

★「製作」と「制作」について

どちらも「つくる」という意味ですが、保育現場では「製作」とすることが多いようです。諸説あり

ますが、「制作」は作品をつくること、「製作」はつくる行為自体を指すとの解釈もあります。

子どもたちの造形表現はつくる行為そのものが重視されることが多く、皆さんにもつくる行為そのも

のを大切にしてほしいと考えていますので、先述の解釈に沿って基本的に「製作」と表記します。

ただし、ポスターについては、皆さん自身の作品をつくる意味合いが強いので、「制作」と表記しま

す。



H1754 体育Ⅰ

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2
B月

A木
第Ⅲ講 脇坂康彦 体―202 159 月第Ⅳ講

【到達目標と学習成果】

・体育の授業を通し、保育者にとっての子供の運動能力や、楽しく遊ばせる力を養う。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

1 ガイダンス・体育とは何か ・体育の基本的な考え方

・こどもと、大人の運動能力の違い

2 平均台を使っての運動遊び ・最後まで落ちないで渡る

・友達をアシストする

3 表現遊び ・音楽にのって、いろいろな表現ができる

4 表現遊び ・歌を聴いて、いろいろな表現ができる

5 パオパオバルーン ・バルーンを使って、皆で協力し、様々な形を作

る

6 新聞フリスビーを作る ・新聞紙でフリスビーを作り、いろいろな絵を描

いて上手に飛ばす

7 フリスビーを使っての運動遊び ・フリスビーを使い、様々な飛ばし方を経験する

8 フープを使っての運動遊び ・フープを使い、子供の運動能力を伸ばす

9 ビーチボールを使っての運動遊び ・ビーチボールを使い、子供の運動能力を伸ばす

10 小さなボールを使っての運動遊び ・小さなボールを使い、子供の運動能力を伸ばす

11 風船を使っての運動遊び ・風船を使い、子供の運動能力を伸ばす

12 羽のついた遊具を使っての運動遊

び

・羽のついた遊具を使い、子供の運動能力を伸ば

す

13 縄を使っての運動遊び ・長さの違う縄を使い、子供の運動能力を伸ばす

14 棒とリングを使っての運動遊び ・棒とリングを使い、子供の運動能力を伸ばす

15 この授業のまとめ ・これまでの授業のまとめ

【履修要件】

・運動服を着用し、体育館シューズを使用すること。

【評価方法・基準】

・ 授業への参加・貢献度：５０％

・ 最終レポート：５０％

【教科書・参考図書】



・幼児の運動あそびの新しい進め方、浅田隆夫編、学術図書出版

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・授業が終了してから、そのつど反復して練習し、こどもたちに指導ができるようにする。

【担当教員からのメッセージ】

この授業は、いろいろな教材を使い、運動能力を伸ばしていく内容ですので、繰り返し練習して

運動の達人になってください。



H1758 レクリエーション指導

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2
8 月 21・

23・25・

28・30 日

第ⅠⅡⅢ講 口野孝典 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・保育におけるレクリエーション指導の基礎的な理論を深める。

・保育に生かすゲームやマジックなどの学習を通して、技術、表現力、創意工夫の能力を向上させる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
ガイダンス：講義内容、評価

レクリエーションの意義

・評価法の説明

・レクリエーションの基本的な考え方   8/21

２
アイスブレーキングの意義と基
本技術 紙ひこうきづくり

・アイスブレーキングの理解・基本的なゲーム

・距離や滞空時間               8/21

３
交流ゲーム(体力向上) ・幼児向け交流ゲーム

・ジャンケンを使ったゲーム              8/21

４
地域とレクリエーション

少子化の課題とレクリエーション

・コミュニティとリージョンの課題と解決

・少子化の状況や課題についての支援      8/23      

５
素材・アクティビティの選択

ボールを使ったゲーム

・目的に合わせたレクリエーション支援

・ボールを活用したゲーム       8/23
６ ライフステージとレクリエーション

マジック 1
・年代ごとの特徴を知り、課題について支援        

・カードや紙コップを使ったマジック      8/23

７
アイスブレーキングのプログラム

安全管理

・プログラムの作成のポイント

・安全管理の必要性と方法        8/25

８
アイスブレーキングのプログラム ・プログラムの作成

・                              8/25

９
高齢化の課題とレクリエーション

マジック 2
・高齢化の状況や課題についての支援

・新聞紙やバルーンを使ったマジック      8/25   

１０
対象者に合わせたレクリエーション

ゲームの発表

・対象者にふさわしい提供の仕方

・ゲームの発表をする               8/28

１１
アレンジの技術

ゲームの発表

・段階的なアレンジ手法

・ゲームの発表をする          8/28

１２
マジック 3 ・マジックのまとめ

・                            8/28

１３
ホスピタリティとは

新聞紙を使ったゲーム

・レクリエーションにおけるホスピタリティとは

・新聞紙を使ったゲーム         8/30

１４
ホスピタリティの示し方

グループワーク

・良好なコミュニケーションを築くための方法

・グループワークトレーニング      8/30

１５
段階的アレンジの応用

グループ対抗

・上付け方式、分割方式

・グループ対抗ゲーム          8/30
【履修要件】

・期末テストは行いませんが、毎時間の実技を大切にしますので、授業に出席することが求められます。

・運動ができる服装と靴で参加ください。

【評価方法・基準】

・実技の発表：30％
・レポート 1 回：30％
・授業への貢献・参加度：40％

【教科書・参考図書】

・レクリエーション支援の基礎 －楽しさ・心地よさを活かす理論と技術－



財団法人 日本レクリエーション協会

・教科書には、理論・実技や事例が掲載されており、卒業後も活用できます。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・特になし

【担当教員からのメッセージ】

・レクリエーションの理論を理解し、技術を身に付け更にアレンジして活用してほしい。

・アイスブレーキングのプログラムを作成し、その中の一つを全員に発表してもらいます。



H1766 教育実習

  H1767 教育実習指導

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

実習

演習

4
1

集中

月

―

第Ⅰ講

青山・森山

笹瀬・冨貴田

1-403・2-206

2-301・1-405

179・139
104・136

月第Ⅲ講・水第Ⅱ講

火第Ⅲ講・火第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・保育実習に必要な知識やスキルと習得する。

・実習生としてふさわしい心構えや知識を身に付ける。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション「実習とは」

SNSに関する注意喚起

授業のルール（進め方）、評価の方法

実習について知る

２
実習日誌の書き方① 付属幼稚園の概要

３
実習日誌の書き方② 付属幼稚園実習での実習日誌の書き方（必要な

要素）

４
個人票指導 実習生個人票（個票）の書き方

５
観察実習①（１A）
手遊び・リズム

観察実習

手遊び・リズム遊び

６
観察実習①（１B）
手遊び・リズム

観察実習

手遊び・リズム遊び

７
先輩に学ぶ 実習計画を立てる

８
付属幼稚園実習直前指導 実習中のさまざまな事象（インフルエンザ、気

象など）についての対応を知る

９
付属幼稚園実習（１A）
保育実践講演①

保育の技術について学ぶ①（パネルシアター等）

１０
付属幼稚園実習（１B）
保育実践講演②

保育の技術について学ぶ②（パネルシアター等）

１１
付属幼稚園実習（２C）
保育実践講演③

保育の技術について学ぶ③（パネルシアター等）

１２
付属幼稚園実習（２D）

保育実践講演④

保育の技術について学ぶ④（パネルシアター等）

１３
これからの実習について① 保育実習 I（保育園）・保育実習 I（施設）につ

いての説明

１４
これからの実習について② 教育実習についての説明

１５
付属幼稚園実習のふりかえり① 実習におけるリテラシーの再検討

１６
付属幼稚園実習のふりかえり② 実習におけるエピソード記録の再検討

【履修要件】

・遅刻・欠席・早退は厳禁。

・遅刻・欠席・早退が 4回になった時点で実習取りやめとなります。



【評価方法・基準】

○授業への参加度：50%
○課題の提出状況：50%
・受講態度の悪い学生は「失格」となり、実習に行くことができません。人の迷惑になること、人が不

愉快と感じることはしないように。

【教科書・参考図書】

・KONAN式ステップワークシート（保育・教育実習の手引き）

・開仁志編著（2012）『これで安心！保育指導案の書き方』、北大路書房

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・授業中に、次回までにやっておくべきことを指示します。提出物も多いです。きちんと締切を守りましょ

う。

【担当教員からのメッセージ】

とにかくルールを遵守してください。この授業には謙虚な態度で臨んでください。





H1772 子育て支援インターンシップ I

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 水 第Ⅲ講

青山佳代

森山雅子

笹瀬ひと美

冨貴田智子

1-403(1)
2-206
2-301(1)
1-405(1)

179
139
104
136

月第Ⅲ講

水第Ⅱ講

火第Ⅲ講

火第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・本学が運営する２つの施設（保育園・子育て支援センター）にて保育実践を行い、保育者としての実

践力を身に付けることを目標とする。

・手遊び・絵本の読み聞かせといった保育技術を獲得することにより、保育者としての実践力を培うこ

とを目標とする。

・この授業の前半では、保育現場におけるマナーや望ましい態度などを座学にて学ぶ。後半では、２つ

の施設における保育実践に向けての準備・計画、実践練習および実践後の反省会を実施する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション 授業の進め方、評価について

２
保育現場におけるマナーや望まし

い態度について知る

実習生としてのマナーを知る。

３
保育計画の立て方・絵本の読み方

を学ぶ。

実践計画を立案する。

４
現場を知る①（子育て支援センタ

ーの見学）／実践グループの発表

子育て支援センターでの保育実践について知る。

５
ねらいの立て方について学ぶ。 保育における「ねらい」について知り、その立て方を学

ぶ。

６
現場を知る②（古知野西保育園の

見学）

保育園での保育実践について知る。

７

「現場での実践に向けてのリハー

サル」と「実践計画の立案」

次週、保育現場で実践するグループはリハーサルを行

う。それ以外のグループは実践計画を立て、準備を行う。

８

「保育実践」、「リハーサル」、

「実践計画の立案」

２つの施設での保育実践を行う。

次週、保育現場で実践するグループはリハーサルを行

う。それ以外のグループは実践計画を立て、準備を行う。

９

「保育実践」、「リハーサル」、

「実践計画の立案」、「反省会」

２つの施設での保育実践を行う。

前週に保育実践を行ったグループは反省会を実施する。

次週、保育現場で実践するグループはリハーサルを行

う。それ以外のグループは実践計画を立て、準備を行う。

１０

「保育実践」、「リハーサル」、

「実践計画の立案」、「反省会」

２つの施設での保育実践を行う。

前週に保育実践を行ったグループは反省会を実施する。

次週、保育現場で実践するグループはリハーサルを行

う。それ以外のグループは実践計画を立て、準備を行う。

１１

「保育実践」、「リハーサル」、

「実践計画の立案」、「反省会」

２つの施設での保育実践を行う。

前週に保育実践を行ったグループは反省会を実施する。

次週、保育現場で実践するグループはリハーサルを行

う。それ以外のグループは実践計画を立て、準備を行う。

１２

「保育実践」、「リハーサル」、

「実践計画の立案」、「反省会」

２つの施設での保育実践を行う。

前週に保育実践を行ったグループは反省会を実施する。

次週、保育現場で実践するグループはリハーサルを行

う。それ以外のグループは実践計画を立て、準備を行う。



１３
「保育実践」、「反省会」 ２つの施設での保育実践を行う。

前週に保育実践を行ったグループは反省会を実施する。

１４
「反省会」 前週に保育実践を行ったグループは反省会を実施する。

１５

まとめ 子育て支援インターンシップ I全体のふりかえり

後期の子育て支援インターンシップ II にむけての説明

会

【履修要件】

・保育の現場で積極的に実践したい人の履修が望ましい。

・素直で謙虚な姿勢で授業に臨むことが望ましい。

【評価方法・基準】

○毎回の授業の感想レポート 20％
○実践計画の作成（グループワーク） 20％
○最終レポート（子育て支援インターンシップ I 用のノート（A4 判）を準備し、それを最終回に提出

する）60%

【教科書・参考図書】

・教科書は特に指定しません。

・参考図書については、保育実践に関するテキストを適宜紹介します。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・授業中に、次回読んでおくべきテキストの箇所を指示しますので、必ず事前に該当箇所を読んでから授業

に参加すること。

【担当教員からのメッセージ】

1年生の前期から現場に入り保育実践が経験できる科目です。保育者として不可欠な「PDCAサイク

ル」を回す技術を学べる絶好のチャンスです。多くの学生が受講することを期待しています。



H1705 子どもの健康と食育

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 月 第Ⅴ講 丸田星子 1-211 170 月第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・自身の食生活について振り返り、健康を考えて生活することができる。

・「食育」の基本的知識を学び、発達に応じた食育活動ができるようになる。

・楽しく食べるための工夫を学び、こどもの食生活を援助するための知識を習得する。

・「おいしさ」に関わる要素とその特徴を学ぶ。

・食物アレルギーの基礎的な知識を学ぶ。

・遊びの中に食育を取り入れることができるようになる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

1 オリエンテーション

食育の意義

・ シラバス等説明

2 身近な食の問題を考える
・ 普段の食生活を振り返る

・ 食の問題について知る

3 食育計画の考え方
・ 保育の中で進める食育活動について

・ 発達に応じた食育活動について

4 楽しく食べるための工夫①
・ 食べ物に親しむための工夫について

・ 遊びを通して食べものに親しむ

5 楽しく食べるための工夫②

・ 食事環境について

・ 食事中のマナーについて

・ 手洗いについて

6 楽しく食べるための工夫③
・ 手の運動機能の発達を知る

・ 食具の使い方について

7 楽しく食べるための工夫④
・ 幼児のおやつについて

・ 調理体験と食べる意欲の関係

8 おいしさの要素を知る①

「におい」「味わい」

・ 「五味」について

・ 「におい」とおいしさの関係ついて

9 おいしさの要素を知る②

「色彩」「温度」「口当たり」

・ 「色彩」「温度」とおいしさの関係ついて

・ 「口当たり」と味の関係について

10 食育あそびのための媒体①
・ 食育あそびのための媒体について知る

・ 食育あそびのための媒体を考案する

11 食育あそびのための媒体② ・ 食育あそびのための媒体を作製する

12 食育あそびのための媒体③ ・ 食育あそびのための媒体を仕上げる

13 食育あそびのための媒体④
・ 作製した媒体を使って遊び、改善点や問題点を

考察する。

14 食物アレルギーを知る
・ 食物アレルギーの症状、原因食品について

・ 保育所におけるアレルギー対応について

15 食育活動の立案 ・ 保育所における食育活動を計画する



【履修要件】

・遅刻及び早退は 3回で欠席 1回の扱いとする。また 20分以上の遅刻は欠席とする。

・レポートや課題の提出期限を守ること。

【評価方法・基準】

・レポート・課題：85点

・受講態度：15点  私語、居眠り、内職等授業態度が悪い場合は減点とする。

【教科書・参考図書】

＜教科書＞

・保育者のための食育サポートブック  高橋 美保著 ひかりのくに

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・毎回の授業の内容を復習し、理解しておくこと。

【担当教員からのメッセージ】

乳幼児期の食育のねらいは、望ましい生活習慣や食生活を営む力を身につけることにあり、それらは

子どもたちの「生きる力」となります。「生きる力」は自然と身につくものではなく、幼い頃から、生

活の中で保護者や保育者からの適切な援助があって習慣化されていくものです。

この授業は子どもの「食」に関わる保育士・栄養士としてどのように「食育」の実践を進めていけば

いいのかを具体的に学び、子どもへの適切な援助のためのスキルを身につけるための授業です。また、

「食育」を実践するには、保育士と栄養士の連携が不可欠です。この授業は学科共通科目なので、他専

攻の学生ともコミュニケーションをとり、「食育」の共通理解に努めましょう。

そして子どもに関わる保育者自身が「健康」であることが何より大切です。自分の食生活について振

り返り、毎日の食生活が豊かになるよう心がけましょう。



H1709 海外英会話研修

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2 金 第Ⅴ講 広川由子 2-204 138 火第Ⅲ講

【到達目標】

・ミクロネシア短大における語学研修を通して異文化への理解を深める。

・渡航・研修参加にあたって必要となる基本知識・基本英会話を習得する。

・ミクロネシア短大の学生さんとの親睦・交流を深める。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

旅行会社の説明会①（9/26）
英文書類の作成

・ミクロネシア連邦とミクロネシア短大

・海外旅行に関する注意点

・旅程・旅行申込書・パスポート申請・旅行代金

の支払い・クレジットカード・傷害保険について

２

異文化体験の意義と心得

研修内容と授業予定の説明（9/ ）

・ミクロネシア連邦とミクロネシア短大

・海外旅行に関する注意点

・英文書類記入（入寮申込書） ・持ち物

３
滞在時の行動について

ミクロネシア基本情報（10/ ）

・滞在時の諸注意

・ミクロネシアの歴史・文化・生活

４
海外旅行英会話の練習（10/ ） ・イミグレーション ・機内

・自己紹介 ・日本文化の紹介

５
日本の保育実践の紹介①（11/ ） ・発表内容の決定 ・分担決定

６
日本の保育実践の紹介②（11/ ） ・日本語授業と幼稚園で披露する紙芝居、歌、リ

ズム遊び、手遊び、集団遊びを英語で練習

７
日本の保育実践の紹介③（11/ ） ・同上

８
日本の保育実践の紹介④（12/ ） ・同上

９
日本の保育実践の紹介⑤（12/ ） ・同上

１０
日本の保育実践の紹介⑥（12/ ） ・同上

１１
日本の保育実践の紹介⑦（1/ ） ・同上

１２
保育実践リハーサル（1/ ） ・リハーサル

１３
基本英会話の練習（1/ ）

帰国後の課題について

・COMの学生さんとの会話を想定した練習

１４
旅行会社の説明会②（2/ ） ・旅行会社による最終説明会

・出発当日の集合場所、時間の最終確認

１５
最終打ち合わせ

基本英会話の練習（2/ ）

・あらゆる場面で使えるフレーズを練習

１６
まとめ（3/ ） ・帰国後の反省会

・感想文とコラージュの提出

【履修上の注意】

・2018年 2月 18日出発 ～ 2月 28日帰国 （11日間）

・旅行会社説明会① 9月 26日（火）12：20～
・旅行会社説明会② 決定次第、アナウンスします。

・「授業＝海外旅行」ではないことを十分理解してください。



・英語、日本語に限らず積極的な発話、活動、コミュニケーション、協力を求めます。

・遅刻や欠席は厳禁。

・授業中の私語は慎むこと。

・渡航関係の書類は、提出期限を厳守すること。

・旅行会社の説明は聞き漏らしのないようにし、不明な点はその都度、解消すること。

・授業には毎回、辞書を持参すること（スマホ・英和和英辞書・電子辞書可）。

・英会話の練習は授業でも実施するが、語学研修への参加を決定したらすぐに各自で始めること。

・幼稚園訪問時とミクロネシア短大の日本語授業参加時に、日本の保育実践を英語で紹介する予定です。

今年度は紙芝居、おりがみ、手遊びなどを披露する予定です。これに関連する制作・練習は授業外にお

いても行なうことを求めます。

【評価方法】

・受講態度（30）
・現地での研修態度（40）
・研修後の感想文（1200字以上）（20）
・研修後の作品（写真コラージュ）（10）

【テキスト】

・必要に応じて資料やプリントを配布します。

【参考文献】

・外務省ウェブページ：http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/micronesia/data.html
・在ミクロネシア日本国大使館：http://www.micronesia.emb-japan.go.jp/index_j.html
・ミクロネシア連邦大使館：http://fsmemb.or.jp/images/top/image01.jpg



H1710 情報活用演習Ⅰ

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 木 第Ⅴ講 大島 康司 3-101-2 169 金第Ⅲ講

【到達目標と学習成果】

・ マイクロソフトウインドウズ上でファイル操作ができる

・ ワープロソフトを使用して PC検定（文書作成）3級程度の文書処理能力を身につける

・ 電子メールソフトを使用して情報（ファイル添付などを含む）の授受ができる

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

授業の注意点とオペレーティング

システムの基礎

・半期の授業全体の流れと重要事項

・コンピュータの使用に関する注意事項

・本学のシステムの使用に関する注意事項

・ログオン・オフの方法

・電子メールソフトウェアの設定

２
タイピングの基礎

タイピングの練習 1
・ワープロソフトウェアの初歩的な使用方法

・タイピングの技術と理論

３

ファイル操作

タイピングの練習 2
・修飾キー

・ファイルの作成・複製・削除・修正

・簡単な文書の作成

４

画面の構成と GUIの基礎

タイピングの練習 3
・画面の構成と機能

・クリック・ダブルクリック・ドラッグ

・プレス・ドラッグ＆ドロップ

・メタファ

５

ワードと文字入力の基礎

タイピングの練習 4
・ワードの画面構成

・ポインタ形状の意味

・日本語入力システムの使用方法

６
選択・移動・複製

タイピングの練習 5
・オブジェクト

・オブジェクトの選択・移動・複製

７

文章の入力とページ設定

タイピング試験 1
タイピングの練習 6

・プリンタと印刷・プレビュー

・ページ設定

・余白

８

インデント、タブとタブストップ

タイピングの練習 7
・段落と字下げ

・ルーラー

・タブとタブストップ

９

編集機能

タイピングの練習 8
・フォントの種類・サイズ・修飾

・書式のコピー＆貼り付け

・選択の方法

１０

編集機能その 2
タイピングの練習 9

・段落・行間の設定

・段組み

・縦書きと横書き

・ルビ・複合文字

１１

表の編集

タイピングの練習 10
タイピング試験 2

・表・罫線の作成方法

・罫線の追加・削除

・行・列の追加・挿入・削除

１２

表の編集その 2
タイピングの練習 11

・罫線の種類

・セルの結合・分割

・表の各種書式設定

１３

図の描画

タイピングの練習 12
・図の挿入

・図形の作成・削除

・図形の重なり方

・図形の調整方法

１４ 検索・置換とヘルプ ・文書内での検索・置換



タイピングの練習 13 ・様々な検索の方法

・ヘルプの使用方法

１５

確認とまとめ

タイピングの練習 14
タイピング試験 3

・全体の復習

・今後の学習の方法

【履修要件】

・授業についての詳細な情報は授業のウェブページに掲載するので毎回確認する

・課題の提出方法を厳守し、指定の期日までに提出する

・タイピング練習を指示の通りに行い、確実に記録をとり、必ず毎回検認を受ける

・タイピング練習を省略する場合は、タイピング試験で合格点をとる必要がある

・質問等がある場合は、授業中に直接聞くことが望ましいが、授業中にできなかった質問については、

電子メールでも受け付ける

【評価方法・基準】

・課題（授業で課された課題を完成できたかどうか）40点

・タイピング練習（指示の通りに練習し、記録をつけ、検認を受けたかどうか）10点

・授業内容の理解（フィードバックへの記述内容・質問などが適切であったかどうか）10点

・期末試験と小テスト（問題の指示を実行できたかどうか）40点

【教科書・参考図書】

・30時間アカデミック情報リテラシー Office2016、実教出版

・図書室、4-202号室などに様々な資料が用意されている

・インターネットで検索すれば様々な資料を見つけられる

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・課題の修正等を必要に応じて授業時間外で実施する

・授業を欠席した場合には、授業時間外で欠席した授業の内容を確認し、不明な点などを担当教員に問い合

わせ、課題を完成させ、次の授業に備えておく

【課題の提出方法】

・原則として、課題は電子メールに添付して提出する

・課題のファイル名は学生番号と課題番号を組み合わせて「17820??-01」のようにする（??は各自の学生番

号とし、ファイル名で使用する文字は半角英数のみとする）

・電子メールの送付先は、taskpost@konan.ac.jpとする

・電子メールの表題（件名）は指示にしたがって正確に付ける

【担当教員からのメッセージ】

コンピュータの使用技術は難しくありませんが、複雑なことがたくさんあります。しかし、複雑なこ

とは単純なことの積み重ねにしか過ぎません。一つひとつのことに丁寧に取り組めば、とても複雑なこ

ともできるようになります。すべてのことに丁寧に取り組むようにしてください。



H1711 情報活用演習Ⅱ

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1
A金

B木

A第Ⅲ講

B第Ⅰ講
大島康司 3-101-2 169 水第Ⅲ講

【到達目標と学習成果】

・ ワープロソフトを使用して PC検定（文書作成）3級程度の文書処理能力を身につける

・ 表計算ソフトを使用して簡単な表計算ができる

・ プレゼンテーションソフトを使用してプレゼンテーションを実行できる

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

表計算ソフトの基礎

タイピング課題 1
・半期の授業全体の流れと重要事項

・エクセルの画面構成

・セル、アクティブセル、列、行

２
データの作成

タイピング課題 2
・アクティブセルの移動

・数字、文字、式の入力・クリア

３
表の編集

タイピング課題 3
・セルの書式設定

・罫線の作成・削除

４

グラフの作成

タイピング課題 4
タイピング試験 1

・データの選択方法

・棒グラフの作成

・グラフの書式設定

５
計算式・関数の利用

タイピング課題 5
・関数

・SUM関数、AVERAGE関数、MAX関数

６
関数の利用その 2
タイピング課題 6

・その他の関数

・条件判断とネスティング

７
関数の利用その 3
タイピング課題 7

・LOOKUP関数、INDEX関数

・リスト

８

データベースの活用

タイピング課題 8
タイピング試験 2

・データベースと表の関係

・並べ替えと検索

９
データベースの活用その 2
タイピング課題 9

・フィルター

・ピボットテーブル、ピボットグラフ

１０
プレゼンテーションの基礎

タイピング課題 10
・パワーポイントの画面構成

・アウトライン

１１

プレゼンテーションの作成

図形の挿入

タイピング課題 11

・テーマの作成

・アウトラインの作成

・図形の挿入、描画、削除

１２

プレゼンテーションの作成 2
オブジェクトの挿入

タイピング課題 12

・図形の順序、グループ

・アウトラインから詳細作成

・画面切替の効果

１３

プレゼンテーションの実行

効果の追加と支援機能

タイピング課題 13

・プレゼンテーションの準備

・プレゼンテーションの実行方法

・アニメーション効果

１４
プレゼンテーションの作成 3
タイピング課題 14

・プレゼンテーションの修正

・修正方法

１５

プレゼンテーションの実行 2
タイピング課題 15
タイピング試験 3

・全体の復習

・今後の学習の方法



【履修要件】

・授業についての詳細な情報は授業のウェブページに掲載するので毎回確認する

・課題の提出方法を厳守し、指定の期日までに提出する

・タイピング課題を指示の通りに行い、確実に記録をとり、必ず毎回検認を受ける

・タイピング課題を省略する場合は、タイピング試験で合格点をとる必要がある

・質問等がある場合は、授業中に直接聞くことが望ましいが、授業中にできなかった質問については、

電子メールでも受け付ける

【評価方法・基準】

・課題（授業で課された課題を完成できたかどうか）40点

・タイピング課題（指示の通りに練習し、記録をつけ、検認を受けたかどうか）10点

・授業内容の理解（フィードバックへの記述内容・質問などが適切であったかどうか）10点

・期末試験と小テスト（問題の指示を実行できたかどうか）40点

【教科書・参考図書】

・30時間アカデミックOffice 2016、実教出版

・図書室、4-202号室などに様々な資料が用意されている

・インターネットで検索すれば様々な資料を見つけられる

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・課題の修正等を必要に応じて授業時間外で実施する

・授業を欠席した場合には、授業時間外で欠席した授業の内容を確認し、不明な点などを担当教員に問い合

わせ、課題を完成させ、次の授業に備えておく

【課題の提出方法】

・原則として、課題は電子メールに添付して提出する

・課題のファイル名は学生番号と課題番号を組み合わせて「17820??-01」のようにする（??は各自の学生番

号とし、ファイル名で使用する文字は半角英数のみとする）

・電子メールの送付先は、taskpost@konan.ac.jpとする

・電子メールの表題（件名）は指示にしたがって正確に付ける

【担当教員からのメッセージ】

コンピュータの使用技術は難しくありませんが、複雑なことがたくさんあります。しかし、複雑なこ

とは単純なことの積み重ねにしか過ぎません。一つひとつのことに丁寧に取り組めば、とても複雑なこ

ともできるようになります。すべてのことに丁寧に取り組むようにしてください。



H1715 キャリアデザイン

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 水 第Ⅱ講 青山佳代 1-403(1) 179 いつでも

【到達目標と学習成果】

・「自分の生涯を通し、修得した専門知識や技術を活かして社会の中で働く」ことの意義を把握する。

・希望の職種に就くために、社会人として守るべき基本的ルール及び公的な場所で自信を持って行動する

ためのマナーを身につける。

・「希望職種で就職する」もしくは「キャリアアップ目指して進学する」ための具体的行動方法を理解する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
キャリアデザインとは

ハローワーク職員講話

「キャリアデザイン」の意味を理解する

「正規雇用と非正規雇用」「専門職種での就職」

２
就職模擬試験

自己分析

就職試験（一般常識・専門分野）の模擬問題

「自分自身」を文章で具体的に表現する

３
【テスト①】

保育職採用試験対策 ①

専門職種就職試験で問われる社会人としての基礎

的実力レベルを把握する

４
【テスト②】

保育職採用試験対策 ②

就職試験で問われる専門職としての知的実力レベ

ルアップをはかる

５
【テスト③】

保育職採用試験対策 ③

就職試験で問われる専門職としての知的実力レベ

ルアップをはかる

６
【テスト④】

小論文対策講座

就職試験で課されることの多い小論文の書き方を

修得する

７

働くということ

（パネルデイスカッション）

専門職種に就いて活躍している卒業生との対話

専門職として職場で働き続ける意識の高さを学ぶ

８

【テスト⑤】

就職活動の流れ

保育・幼児教育分野で目指す専門職種に就くため

の就職活動方法を把握する

９
業界研究

（パネルデイスカッション）

専門分野各業界で組織を統轄される方々との対話

－専門各分野において求められる人物像とは－

１０
【テスト⑥】

就職活動におけるマナー講座

就職希望先に好印象を残す、社会人としての作法

を学ぶ

１１
【テスト⑦】

面接の受け方とポイント

就職活動時の面接を勝ち抜いていくための話し方

及び立ち居振る舞いのポイントをつかむ

１２

就職活動体験発表 積極的な就職活動により、希望職種に就職が決ま

った卒業年次生の体験から活動方法を学び取る

１３
就職特別講演 経験豊かな特別講師の講話から、専門職業人とし

てのキャリアの積み方を学ぶ

１４

【テスト⑧】

履歴書/エントリーシート対策講座

－書類選考突破のために－

就職活動において好印象を与える履歴書及びエン

トリーシートの書き方を学ぶ

１５
キャリアデザインまとめ

【期末試験】

これまで学んできたキャリアデザインについての

総括・筆記試験

【履修要件】

・毎回授業開始時には、講義室入り口の掲示に従い、学籍番号順に指定された座席へ着席していること。

・受講に際しては学生らしい清潔感ある身だしなみを心がけ、社会人としてのマナーを守ること。



【評価方法・基準】

・期末筆記試験（100点）＋出席を含む受講態度（25点）＋小テスト（40点）＋各回レポート（75点）

＝240点

として総合評価する。

秀＝240～210点 優＝209～180点 良＝179～150点 可＝149～120点《以上合格》 119点≧不可

【教科書・参考図書】

・「カレッジパスポート」（1年生前期「基礎セミナー」時テキスト）

・「これだけは知っておきたい わかる・書ける・使える 保育基本用語」  （わかば社）

・「わかる・話せる・使える 保育マナーと言葉」  （わかば社）

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・3回目以降実施する小テストは、サブテキストの問題集から出題する。初回に、サブテキスト中の各回出題範

囲を提示するので、必ず事前に予習しておくこと。

【担当教員からのメッセージ】

本講義は、あなたがこれからの人生をどのように生きていくか、真剣に考えていくための時間です。

あなたが本学で学んだことを活かすためには、どのように就職活動していけばよいのか具体的に示して

いきます。自分自身の人生を、いきいきと歩んでいけるよう、毎回の授業に真摯に取り組みましょう。



H1719 社会福祉

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 木 第Ⅱ講 平松 誠 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・現代社会における社会福祉の制度や実施体系について学び、社会福祉の意義を理解する。

・社会福祉の歴史的変遷を学び、児童福祉及び児童の人権や家庭支援との関連性を理解する。

・社会福祉におけるソーシャルワークや利用者の権利擁護にかかわる仕組みについて理解する。

・現在の福祉課題について理解する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
ガイダンス／保育と社会福祉 ・人権尊重、ノーマライゼーションの視点

２
社会福祉の意味と考え方 ・社会福祉の理論と概念

・生存権、社会福祉法、福祉六法

３
子どもと家庭の福祉① ・児童の人権擁護

・子どもと家族のための福祉サービス

４
子どもと家庭の福祉② ・少子化と次世代育成支援

５
障害のある人の福祉① ・障害のとらえ方とその定義

・障害のある児童の福祉

６
障害のある人の福祉② ・障害のある人の福祉サービスと施策

・障害者総合支援法について

７
高齢者の福祉 ・介護保険制度

・最近の高齢者福祉の動向について

８
地域福祉 ・地域福祉の推進機関・団体と担い手

・地域福祉計画・地域福祉支援計画

９
社会福祉の専門職／

保育とソーシャルワーク

・社会福祉専門職に求められる資質

・ソーシャルワークの種類、機能

１０
利用者の権利擁護とサービスの質 ・成年後見制度と日常生活自立支援事業

・苦情解決制度

１１
社会福祉の実施体制と財源 ・社会福祉サービスの種類と実施方法

・社会福祉の財源

１２
社会福祉の道すじ(歴史的展開)① ・戦前、戦後の社会福祉・保育の道すじ

・高度経済成長と社会福祉

１３
社会福祉の道すじ(歴史的展開)② ・低成長と社会福祉に見直し

・社会福祉の改革

１４
暮らしを支える社会保障制度① ・年金保険・医療保険

１５
暮らしを支える社会保障制度② ・生活保護制度の意味と内容

【履修要件】

・遅刻・授業中の私語は厳禁とします。

・１５回の講義のうち、2 回の小テストを実施します。小テストの実施については授業中に案内をする

ため、毎回の授業に確実に出席することが求められます。

【評価方法・基準】

・期末テスト 60％



・小テスト 40％

【教科書・参考図書】

・相澤譲治 編集 (2015) 『七訂 保育士をめざす人の社会福祉』、(株)みらい

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・毎回の授業内容を復習するように心がけてください。

【担当教員からのメッセージ】

様々な社会問題の噴出する現代社会においては、『社会福祉』という科目の知識や考え方は、保育

者を目指す人のみならず、すべての人が学び、考え、議論しなければならないものだと考えます。

15回と短い期間の講義ですが、一緒に『社会福祉』について学び、深めていきましょう。



H1720 相談援助

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2 月 第Ⅲ講 中川友章 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・グループワークを中心に現場ですぐ使えるような相談援助技術を学習し、保育者として子どもや子ど

もを取り巻く家族を支援できるようにする。

・相談援助の対象とさまざまな実践モデルを理解する。

・相談援助過程とそれに関わる知識や技術を習得する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

ガイダンス

相談援助の理論と方法(1)
相談援助の理論

相談援助の歴史

グループワーク

２

相談援助の理論と方法(2) 保育士の専門性

相談援助の役割

グループワーク

３
相談援助の理論と方法(3) 相談援助の方法

４
相談援助の過程 ケース発見からアセスメントまで

５
相談援助に必要な姿勢 聴き方・話し方についてのグループワーク

６
相談援助に必要な技術 理論的に学ぶ

７
相談援助の記録 記録方法

守秘義務

８
地域における社会資源 活用できる社会資源について

どんな職業の人が働いているか

９
他職種との連携 連携の仕方

１０
保育者が主に関わる他職種 保健所・保健センター・療育センター・児童相談

所の役割や連携について

１１
事例を通して学ぶ 特殊な状況下での子どもの変化

１２
事例を通して学ぶ 発達障害(自閉症スペクトラム)児への対応

１３
事例を通して学ぶ 発達障害(ADHD)児への対応

１４
事例を通して学ぶ 被虐待児への対応

１５
まとめ 14回の講義のまとめ

【履修要件】

・遅刻・私語は厳禁

【評価方法・基準】

・授業への意欲・態度 50点、提出物・テスト 50点

・グループワークもおこなうため、無断欠席や遅刻をしないこと



【教科書・参考図書】

教科書の使用はなし。当日、プリントを配布 (無断欠席をした場合は配布なし)
なお、以下の図書を参考図書として推薦する

保育者養成シリーズ「相談援助」 林邦雄・谷田貝公昭監修 高玉和子・和田上貴昭編著

一藝社

保育実践を深める相談援助・相談支援 西尾祐吾監修 立花直樹・安田誠人・波田埜英治編 晃洋書房

【授業外学習の指示（準備学習等）】

一般的に、相談という行為は自分もするし、他者からもされる。その時に、「人の話に耳を傾ける」と

いうことをまずは実践する。他者との間に信頼関係が築けるよう日頃から鍛錬しておく。

自分の地域の社会資源について、調べておく。

【担当教員からのメッセージ】

昨今の社会状況の変化により、多様で複雑な環境の中で生活する子どもたちが増えてきました。保育現

場で相談を受ける機会も多くなることと思います。しっかりとした倫理観を持ち、誰からも信頼される

保育者になることを目指してください。



H1726 子どもの保健Ⅰ

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 火 第Ⅰ講 石原雅代 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

１．子どもについて誕生から成功まで、多方面にわたり学習し理解を深める

・命の大切さについて再認識し、子どもを一人の人間として尊重できる

  ・親の役割、大人の役割、家族に絆について自分の考えを持つことができる

  ・子どもの成長発達について理解する

２．子どもの健康な状態を理解し、日常生活支援ができる

３．自己の健康管理ができる  

   ・自分の健康について考え、健康管理ができる

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション 子どもについてイメージし、これから学ぶ子ども

とは？について考える

２
子どもの健康と保健について 児童の定義と区分

健康とはどのような状態なのか再確認する

３
命の大切さについて 生命の誕生について考えてみる

自己肯定感を考えてみる

４
家族について 親、大人の役割、家族の絆について

５
各期の成長発達 発達の原則、胎児期の発育について

６
身体の発育と保健 身体的発育を年齢別に理解する

発育の個人差について理解する

７
生理機能の発達と保健 生理機能の発達を年齢別に理解する

８
運動機能の発達と保健 運動機能の発達を年齢別に理解する         

発達の個人差について理解する         

９
精神機能の発達と保健 精神機能の発達を年齢別に理解する

発達の個人差について理解する         

１０
生活支援：子どもの食事 消化吸収と子どもの食事について

月齢別の食事の違い、援助方法について

１１
生活支援：排泄 排泄の仕組みと排泄自立の援助方法について

オムツの仕組みと交換法

１２
生活支援：睡眠 子どもの睡眠のメカニズム

子どもの睡眠と健康、成長、発達の関係について

１３
生活支援：衣生活・清潔 清潔習慣と健康

発達段階別の衣類の必要性、選び方

１４
自分の健康観察 健康について考える

健康観察ができる

１５
この授業のまとめ これまでの授業のまとめ

【履修要件】

・疑問点などは積極的に質問し、主体的に臨んでほしい。

・講義中は飲食・携帯電話・私語禁止

【評価方法・基準】



・受講態度、出席状況：２０％

・内容ごとの小テスト：２０％

・最終テスト：６０％

【教科書・参考図書】

・子どもの保健第３版   巷野悟朗

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・特になし

【担当教員からのメッセージ】

・この授業は子どもの健康を守るために、子どもの成長・発達過程を学んでいきます。子どもの成長には

個人差があることを理解したうえで、支援できるよう知識を深めていきます。

成長・発達の過程には、子どもを取り巻く環境からも影響があることを知り、そのことに対して子ども

の健康を守るために必要なことを学びます。

教科書だけの情報ではなく、社会的に問題となっていることも取り上げていきたいと思います。

また、子どもだけではなく、自分自身の健康も考え、健康に対する自己管理を意識づけられるよう進め

ていきたいと思います。



H1735 保育内容：人間関係

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2 火
B第Ⅱ講

A第Ⅲ講
冨田奈津子 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・領域「人間関係」のねらいと内容を理解する。

・保育実践の様々なエピソードから、乳幼児期における人とのかかわりの発達を具体的に理解する。

・人とのかかわりを育てる保育者の役割について理解する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
ガイダンス

保育内容「人間関係」とは

・授業の進め方について

・保育内容「人間関係」に求められること

２

保育の基本と領域「人間関係」 ・「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」のしくみ

・「保育内容」、「ねらい」、「内容」及び

「内容の取扱い」とは

３
「人とのかかわり」の発達 ・0 歳児の事例から学ぶ…アタッチメントの形成

                    など

４

「人とのかかわり」の発達 ・1 から２歳児の事例から学ぶ…言葉の発達と

           コミュニケーションなど

                  

５

「人とのかかわり」の発達 ・3 歳児の事例から学ぶ…友達とのかかわりや

             仲間意識の育ちなど

６

「人とのかかわり」の発達 ・4 歳児の事例から学ぶ…自己主張、自己抑制など

・5 歳児の事例から学ぶ…規範意識、協同性など

７

遊びの中で育つ「人とのかかわり」 ・保育における遊びの大切さ

・遊びの中での人とのかかわり

・遊びの中で育つものとは

８

「人とのかかわり」を育てる

保育の実践

・人とかかわれない、かかわらない子ども

・人とかかわる力が育つプロセスとは

９

「人とのかかわり」を育てる

保育の実践

・ロールプレイを通して保護者への対応を考える

・子どもの気持ちに向き合うとは

・事例を通して学ぶこと

１０

「人とのかかわり」を育てる

保育者の役割

・共に生活するモデルとしての役割とは

・対話者としての役割とは

１１

「人とのかかわり」を育てる

保育者の役割

・子どもを理解し、援助する者としての役割とは

１２

「人とのかかわり」が難しい

子どもへの支援

・「人とのかかわりが難しい子ども」への

支援の仕方

・悩む親の支え方と様々な機関との連携

１３

園、家庭、地域の生活と

「人とのかかわり」

・子どもと家族をつなぐコミュニケーション

・子どもの成長を支える地域の人との交流

・現在の子育て支援施設や園の役割

１４

領域「人間関係」の発達における

諸問題

・自我の育ちと自己抑制、社会化と個性化、自由

と管理、自律と他律、依存と自立、「個人」とし

ての自立と、「集団」としての自立

１５
まとめ ・これまでの授業のまとめ



【履修要件】

・あたり前のことですが、遅刻、私語、携帯電話類の使用、飲食等を厳禁とします。

・教科書を忘れてこないように気をつけてください。

・レポートなどの提出物は必ず期限内に提出しましょう。

【評価方法・基準】

・授業への参加態度 ３０点、レポート・小テスト等提出物 ７０点

・様々な実践例(エピソード)をもとに、演習しながら学んでいきます。やむを得ない事情がない限り

出席することを重視します。

【教科書・参考図書】

・森上史朗・小林紀子・渡辺英則編『最新保育講座８ 保育内容「人間関係」』(2009) ミネルヴァ書房

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・教科書の中に出てくる保育の実践例(エピソード)を何度も読み、人とのかかわりを育てる保育者の

援助で大切なことは何かを考え、自分の考えを文章で明らかにできるようにしておきましょう。

毎回、レポートにまとめて提出していただきます。

【担当教員からのメッセージ】

・教科書の各章末に、『さらに学びたい人のために』という項目があり、さまざまな保育書を紹介して

います。興味をもった本があればどんどん読んでみてください。

・教科書の実践例(エピソード)にはいろいろな絵本が出てきますので、ぜひ、読んでみてください。

また、このほかにも、この授業に関連する絵本はいっぱいあります。授業の中で紹介していきますが、

みなさんもぜひ、探してみてください。

・いろいろなところ(公園、スーパーマーケット、電車やバスの中、ファミリーレストランなど)で見か

ける乳幼児を連れた親子の様子をさりげなく観察し、子どもはどのような経験をしているのかについて

考えてみましょう。



H1739 保育内容：造形表現

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2
A金

B月

A第Ⅰ講

B第Ⅱ講
亀澤朋恵 ２−202 137 月第Ⅲ講

【到達目標と学習成果】

・生活の中にあるさまざまなものの美しさや面白さを味わう。

・身近にある様々な画材や素材に触れ、自ら楽しみながら素材の特性を学ぶ。

・感じたことや考えたことを、イメージをふくらませながら、造形作品を通して表現する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
ガイダンス 授業の概要を説明する。

２
クレパスを使って Ⅰ

〜スクラッチ〜

クレパスの特性を活かした表現技法を学ぶ。

３
クレパスを使って Ⅱ

〜指を使って〜

クレパスの特性を活かした表現技法を学ぶ。

４
クレパス・絵の具を使った表現

〜はじき絵〜

クレパスと水彩えのぐ、それぞれの素材の特性を

活かした表現技法を学ぶ。

５
クレパス・水彩えのぐを使ってⅠ

～オリジナル作品を作る～

クレパスと水彩えのぐを用い、前回までに学んだ

ことを活用して自ら作品を創作する。

６
折り紙による製作 Ⅰ

〜折り紙の基本形をつくる〜

折り方の基礎形をまなび、それを踏まえて折り紙

の作品を作る。

７
折り紙による製作 Ⅱ

～折り紙パッチワーク１～

折り紙で作ったパーツを組み合わせて一つの画面

を完成させる。

８
折り紙による製作 Ⅲ

～折り紙パッチワーク２～

Ⅱに引き続いて作品を完成させる。

９
壁面製作 Ⅰ（グループ製作）

〜壁面の構想を練る〜

季節や行事をテーマとした壁面製作の構想（構図、

材料など）を練る。

１０
壁面製作 Ⅱ（グループ製作）

〜製作〜

前回考えた構想を元に材料を準備し、壁面を製作

する。

１１
壁面製作 Ⅲ（グループ製作）

〜作品の完成〜

Ⅱに引き続いて作品を完成させる。

１２
牛乳パックを使った造形 Ⅰ

〜織機製作〜

牛乳パックでリリアン編みの織機をつくる。

１３
牛乳パックを使った造形 Ⅱ

〜マフラーを編む〜

前回作った織機を使って、リリアン編みでマフラ

ーをつくる。

１４
教材研究 これまで学んだ技法のなかから保育現場に相応し

い造形実践を構想し、作品を製作する。

１５
まとめ 授業のまとめを行う。

【履修要件】

・持ち物は必ず用意して持参すること。忘れた場合は受講できません。次回の持ち物は授業終了前に連

絡しますが、以下の表を確認してください。

◎常備するもの 鉛筆、はさみ、のり、カッターナイフ、折り紙、色鉛筆

○必要なもの クレパス（第 2回〜第 5回）、水彩えのぐ（第 4回〜第 5回）、

牛乳パック 500mlサイズ（第 12回〜第 13回）、毛糸（第 12回〜第 13回）

☆その他 各自、製作上必要なもの（第 9回〜第 11回）



・時間内に完成しなかった場合、課外時間で完成に努めて下さい。

・欠席等で製作できなかった場合も課外で完成させること。または代替の課題を課すことがある。

・授業妨害に相当する行為（頻繁な忘れ物、無許可での携帯電話の使用、大声での私語、音楽をかけな

がらの作業、飲食、無断退室など）は注意します。指示に従わない、または改善が見られない場合は

欠席扱いとします。

【評価方法・基準】

・授業への積極性（持ち物の準備、事前調査、製作に対する創意工夫への意欲）40％と提出物（作品、

レポート）60％により総合的に評価します。提出物（作品・レポート）は全て提出すること。

・レポートは原則的に枠内の 80％まで書くこと。基準に満たない場合は減点対象とします。

・提出物（作品およびレポート）の提出状況は学期末に提示するので、各自確認すること。

【教科書・参考図書】

・特定の教科書はありません。

・参考書や資料は適宜教員が指示します。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・動きやすく、汚れても差し支えない服装で来くること。

・普段から図書館でこまめに保育や造形関係の雑誌や書籍を調べること。

・掲示物（先輩の作品）をよく見ておいて、製作の参考にすること。

【担当教員からのメッセージ】

身近で親しみのある画材や材料のもつ特性や面白さをあらためて感じたり考えたりしながら、表現活

動を楽しんで下さい。

今期は共同作業も行いますので、協力して製作することの楽しさと難しさを学んで下さい。

★「製作」と「制作」について

どちらも「つくる」という意味ですが、保育現場では「製作」とすることが多いようです。諸説あり

ますが、「制作」は作品をつくること、「製作」はつくる行為自体を指すとの解釈もあります。子どもた

ちの造形表現はつくる行為そのものが重視されることが多く、皆さんにもつくる行為そのものを大切に

して欲しいと考えていますので、先述の解釈に沿って、この授業では「製作」と表記します。



H1740 保育内容：音楽表現

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフ ィ ス アワ ー

演習 2
A木

B金
第Ⅰ講 藤田桂子 2-403（2） 194 水第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・子どもの育ちと音楽とのかかわりについて学習し、年齢や発育に沿った音楽の選択をする。

・ダルクローズのリトミックについて理解し、保育における実践能力を養う。

・簡単な打楽器の種類、奏法を理解し、演奏する。

・総合的な音楽表現としての小規模なオペレッタを制作し、グループ発表を行う。

・保育の様々な場面において必要となる音楽面での適切な指導法を身につけ、子どもの伸びやかで創造

的な音楽表現を援助することができる力を育む。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

ガイダンス・音楽表現とはなにか ・授業の進め方について

・5領域における「表現」について

・子どもの育ちと音楽

２

リトミックによる表現指導法① ・リトミックとは

・3歳児のリトミック

・具体的な指導法

３

リトミックによる表現指導法② ・4歳児のリトミック

・5歳児のリトミック

・具体的な指導法

４
リトミックによる表現指導法③ ・リトミック指導案の作成

・グループ活動・発表

５
リズムを用いた音楽表現① ・リズムで作るアンサンブルとは

・ヴォイスアンサンブルの実践

６
リズムを用いた音楽表現② ・ボディーパーカッションの実践

・グループ活動・発表

７
楽器を用いた音楽表現① ・打楽器について知る・奏法

・打楽器について知る・活用法

８
楽器を用いた音楽表現② ・リズム楽器を用いた表現

・グループ活動・発表

９
歌唱を用いた音楽表現 ・身体を使った歌遊びの制作

・アカペラによる歌遊びの発表

１０
総合的な音楽表現① ・保育実践における劇遊びとは何か

・小規模オペレッタの制作について

１１

総合的な音楽表現② ・グループ活動

・ストーリーを決めて台本を作る・配役

・道具の計画・楽器使用の計画

１２

総合的な音楽表現③ ・グループ活動

・歌唱表現

・演技演出法

・道具の製作

１３

総合的な音楽表現④ ・グループ活動

・通し練習

・発表準備

１４

総合的な音楽表現⑤ ・グループによる発表

・自己評価

・指導案の作成（細案）

１５
これまでのまとめ ・子どもの豊かな表現を引き出すために

・自身の音楽表現能力を高めるには



【履修要件】

・演習の授業形態であり、グループ活動を多くおこなうため、毎回の授業に必ず出席すること。

【評価方法・基準】

・授業への貢献度・受講態度 60％
・提出物・発表 40％

【教科書・参考図書】

・「こどもと楽しく弾き歌い 幼稚園・保育園のうた ピアノ伴奏曲集」本廣明美・加藤照恵共編：ドレミ楽

譜出版社（2013）
・「続こどものうた 200」 小林美実編：チャイルド社（2012）
・文部科学省「幼稚園教育要領解説」

・厚生労働省「保育所保育指針解説書」

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・多様な音楽を知り、演奏を含めたレパートリーをふやす。

・授業内で必要な資料・楽譜等は授業外で準備しておく。

【担当教員からのメッセージ】

保育をする上で、子どもの豊かな音楽表現を引き出すための援助は欠かすことができません。その

ためにはまず、保育者を目指す皆さん自身が豊かな創造性や表現力を培い、楽しんで音楽を実践する

ことが重要です。音楽表現の指導方法を身につけながら、自身の表現力も養ってください。



H1741 乳児保育

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2
A月

B金

A第Ⅱ講

B第Ⅲ講
笹瀬ひと美 2-301（1） 104 火第Ⅳ講

【到達目標と学習成果】

・人間の生きる土台づくりともいえる乳幼児期（0～2歳）について、それぞれの発達理解と保育の

内容・方法について明らかにしていきます。

・歳児の発達をしっかり理解し、適切な援助の仕方について学び実践で活かせるようにしていきます。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
子育ての基本は乳児期 ・乳児期の保育の大切さ

・乳児のための保育環境

２
0～3ヵ月

肌で安心・愛情を感じる

・体と心の発達、生活リズム、大人の配慮

例えば、授乳をする時の配慮、環境のあり方

３
4～6ヵ月

あやす大人、聴く子ども

・体と心の発達、生活リズム、大人の配慮

あやす時の声のかけ方、おもちゃの示し方など

４

7～9ヵ月

自分で広げる外界

・体と心の発達、生活リズム、大人の配慮

寝返りを促すやり方

腹這いでの遊びの必要性など

５
10～12ヵ月

信頼する大人との共同

・体と心の発達、生活リズム、大人の配慮

子どもの意思を受け取り段取りを大切にする

６

13～15ヵ月

私を見ていて

アタッチメントの形成

・体と心の発達、生活リズム、大人の配慮

・歩行時の注意点、

・感情表現が豊かになる時期の関わり方

・離乳食完了移行期の食事のすすめ方など

７

16～24ヵ月

少しぼくにまかせてー母子分離

・体と心の発達、生活リズム、大人の配慮

・歩行の安定期、この時期の環境設定の仕方

・食事・排泄等の注意点・必要事項

８

25～36ヵ月

ひとりでできるよ

～自立から自律へ

・体と心の発達、生活リズム、大人の配慮

自我の芽生えの対処法

ひとり遊びの必要性を知る

９
流れる日課と担当制 ・子どもが安心して遊べる環境つくり

・流れる日課で保育士に求められる資質を知る

１０

乳児のあそびと環境づくり

－子どもの発達に応じた空間

玩具・遊具等の整備

・乳児期のあそびの大切さ

・子ども自身が遊べる環境づくり

・あそびの空間づくり

遊具・玩具を考える

１１

乳幼児が好むおもちゃづくり

0歳児

・0歳児のおもちゃをつくる

・発達にふさわしい玩具をつくる

・口に入れても危なくない材質など

１２
乳幼児が好むおもちゃづくり

1歳児

・1歳児のおもちゃをつくる

・安全性を考え、耐久性のある物

１３
乳幼児が好むおもちゃづくり

2歳児

・2歳児のおもちゃをつくる

・子どもがわくわくする物、耐久性のある物

１４
乳幼児が好むおもちゃづくり

作品提出をする

・おもちゃづくりの予備日

１５
授業のまとめ ・テスト



【履修要件】

・特にありませんが、遅刻・授業中の私語・私用は厳禁とします。

・作品をしっかり製作し完成すること。提出していただきます。

【評価方法・基準】

・授業への姿勢・態度およびレポート 40%
・試験 30%
・おもちゃ製作提出 30%

【教科書・参考図書】

・「乳児の発達と保育」 エイデル研究所

・吉本 和子 著者  「乳児保育 一人ひとりが大切に育てられるために」 エイデル研究所

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・作品をつくる時に、自分で参考となる本から事前に考えて授業に参加すること。

【担当教員からのメッセージ】

人間の土台ともいえる乳児期、幼児期のそれぞれの発達理解と保育の内容・方法を学ぶ大切な科目です。

長年保育の現場に携わってきた者として、この時期の重要性を感じていますのでそれを分かりやすく

伝えて実践に使える内容の授業をしていきたいと思います。

乳幼児における関わり方の大切さ、楽しさを伝えていきます。



H1743  社会的養護内容

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2 木 第Ⅲ講 加藤 潤 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・社会的養護について映像資料を始め、事例検討やグループワークをとおして、具体的に学ぶ。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１ ガイダンス ・ 講義の進め方、評価方法など

２ 社会的養護の振り返り ・社会的養護の全体像を振り返る

３

施設の種別と関連機関・グループ

分け

・ 施設の種別を整理し、グループワークの説明

・ 各施設の仕組みや違いについてグループで調

べ、B紙にまとめて発表を行う。

４ グループワーク① グループに分かれて、発表準備・資料作成

５ グループワーク② 〃

６ グループワーク③ 発表練習

７ 発表① グループ発表

８ 発表② グループ発表

９ 社会的養護の変革について 近年の社会的養護の変革・将来図について学ぶ

１０ 事例検討① 社会的養護に関わる事例を通して理解を深める

１１ 事例検討② 〃

１２ 事例検討③ 〃

１３ 事例検討④ 〃

１４
施設での実習について 実習生あるある・気をつけて欲しいことや期待

すること

１５
授業の振り返り 授業を振り返るとともに、社会的養護の現場での

やりがいや苦悩、展望について考える

【履修要件】

・ 遅刻、授業中の私語は厳禁です。

・ この授業は、リアクションペーパー（授業の感想及びレポート）をとおしての評価に加え、最終の

課題レポートを提出していただきます。

【評価方法・基準】

・ 出席：30点

・ リアクションペーパー：20点

・ 発表準備の姿勢・内容：20点

・ 最終レポート：30点



【教科書・参考図書】

・教員が準備したレジュメ・パワーポイントに沿って進めます。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・ニュース、新聞、インターネット等から社会的養護の動向について注視すること。

・事例をとおして学んだこと、また意見は一人ひとり違うと思います。その事例の内容や、学んだこと、

社会問題等を家族にも話し、色々な世代の人の意見を聞いてください。

【担当教員からのメッセージ】

みなさんこんにちは。担当教員の加藤潤です。私は現在、名古屋市の児童養護施設に勤めながら、児

童養護施設の子どもと職員の集団づくりをテーマに研究をしています。演習の内容には、ドキュメンタ

リーや報道の特集のビデオを使いながら、私自身が経験した現場の視点を大切にしています。演習とい

うことで、講義という形ではなく、事例検討やグループワークを多く取り入れていきたいと思っていま

す。特にグループワークでは、発表を目指してグループで力を合わせて欲しいと思います。社会的養護

だけでなく保育の現場は、職員集団づくりをベースとしたチームワークが子どもたちの支援・関わりに

大きく影響します。集団で目標に向かい具現化することを通して、社会的養護への理解につなげてもら

えればと思います。また、後半では事例検討をとおして、施設実習に取り組む前の、必要最低限の知識

だけではなくプラス@の学びをしてもらえるように展開していきたいと思っています。よろしくお願い

します。



  

H1748 音楽Ⅱ（うたとピアノ）

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2
A火 第Ⅳ講 藤田桂子・夏目佳子・中山恵里子 藤田 2-403(2)

夏目 2-401(1)
中山 2-401(2)

194
147
178

藤田：水Ⅱ講

夏目：木Ⅱ講B火 第Ⅲ講 夏目佳子・中山恵里子・鯰江令子

【到達目標と学習成果】

・「音楽Ⅰ」で培った基礎的な音楽力を発展させ、実践の場で活用できる能力を養う。

・ピアノ演奏課題では楽譜を読む力、正しい演奏法について学習し、基礎的な技能を取得する。

・弾き歌い課題では伴奏法と歌唱法の基礎を学習し、子どもの自然な歌声を引き出す演奏をめざす。

・季節の子どもの歌について学習し、レパートリーを増やすとともに、明るい自然な発声、美しい日本語の発音

で歌唱できる力を身につける。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
ガイダンス

ピアノ演奏課題①

・自身の進度を確認し、授業終了時の目標を定める。

・課題表にしたがって技能向上の計画をたてる。

２
ピアノ演奏課題② ・バイエル課題（課題表にしたがう）

・（一例として）強弱記号にしたがった奏法の学習

３

子どもの歌の歌唱 －秋のうた－

ピアノ演奏課題③

・季節のうた（秋）を、フレーズ感を持ち、表情豊か

に歌唱する。

・バイエル課題（課題表にしたがう）

・（一例として）レガートとスタッカート奏法の学習

４

ピアノ演奏課題④ ・バイエル課題（課題表にしたがう）

・（一例として）調子記号を正しく理解した演奏の学

習

５

ピアノ演奏課題⑤ ・バイエル課題（課題表にしたがう）

・（一例として）臨時記号による音の変化を理解した

演奏の学習

６

ピアノ演奏課題⑥ ・バイエル課題（課題表にしたがう）

・（一例として）音のミスに自分で気づき修正する力

を身につける。

７

子どもの歌の歌唱 －冬のうた－

ピアノ演奏課題⑦

・季節のうた（冬）を正しい発音、美しい日本語で歌

唱する。

・バイエル課題（課題表にしたがう）

・（一例として）曲としてのまとまり、完成度を高め

る。

８

ピアノ演奏課題⑧ ・バイエル課題（課題表にしたがう）

・ミスのない演奏を目指す。

・次週の発表に向けて模擬発表をおこなう

９
ピアノ演奏課題 「発表」 ・バイエル課題を、正しく、豊かな音楽的表現で演奏

する。

１０ 子どもの歌の伴奏課題① ・歌いやすい伴奏を心がけて演奏する。

１１ 子どもの歌の伴奏課題② ・曲のイメージを捉え、表情豊かに演奏する。

１２ 子どもの歌の伴奏課題③ ・曲に合った伴奏の方法について学習する。

１３
子どもの歌の弾き歌い課題① ・ピアノ伴奏のみに気を取られず、歌声との両立を心

がける。

１４

子どもの歌の弾き歌い課題② ・子どもの前での模範となる弾き歌いをめざし、完成

度を高める。

・次週の発表にむけて模擬発表をおこなう。

１５

子どもの歌の弾き歌い課題「発表」 ・正確な伴奏と明るい歌声で模範唱をおこなう

・子どもの自然な歌唱表現を引き出す弾き歌いができ

ていたか、自己評価する。



【履修用件】

・実技を学ぶ授業であるため、1回の欠席の影響が大きい。極力欠席しないよう心がけること。

・課題の到達目標を達成することが単位認定の最低必要条件である。

・楽譜等は自分のものを使用する。原則として貸し借りは禁止する。

・授業内の自習時間を有効に活用し、意欲的に授業に参加すること。

【評価方法・基準】

・授業への取り組み姿勢・意欲・態度（60点）、実技発表（40点）の総合評価とする。

・到達目標に達していない場合は、評価基準に達していないものとする。

・発表日の欠席は定期試験の欠席に準ずる（病気、その他特別な事情のみ再発表を認める）。

【教科書・参考図書】

・標準バイエルピアノ教則本：全音楽譜出版社

・こどもとたのしく「弾き歌い」幼稚園・保育園のうたピアノ伴奏曲集：ドレミ楽譜出版社

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・この授業は、授業時の学習のみでは目標に到達できないため、必ず予習して授業に臨むこと。

・復習も大切であるから、毎日の練習習慣を身につけること。

・わからないことはそのままにせず、教員に質問すること。

【担当教員からのメッセージ】

  前期に続く授業ですが、入学時とくらべて、個人差が出てきています。それは、練習の習慣が身につ

いているかいないかに大きく左右されているように感じます。初心者も経験者も同様に、毎日の積み重

ねがなくては、音楽の実践能力は決して高まりません。このことを各自、自分自身に確認してみてくだ

さい。

   本授業では、ピアノだけでなく子どもの歌の伴奏や弾き歌いもおこないます。子どもの豊かな感性を

育むための音楽的援助ができることは、保育者にとって必須です。努力を怠らず、それぞれの現状から

の向上を目指してください。



H1755 体育Ⅱ

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2
A月

B火  

A第Ⅰ講

B第Ⅳ講
脇坂康彦 体―202 159 水第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・ 運動や遊びを体験しながら、幼児期における身体活動の意義や重要性について理解を深める。

・ 子どもの運動発達ステージに応じた指導法を身に着ける。

・ 子どもの動きを引き出し、子どもが自発的に楽しく遊ぶことができる保育技術を養う。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
ガイダンス・運動と遊びについて ・この授業の基本的な考え方

・こどもの自発性を促す

２
跳び箱を使っての運動遊び ・跳び箱のいろいろな活用法を学ぶ

３
跳び箱を使っての運動遊び ・縦や、横や、高さを変えて、挑戦する

４
マットを使っての運動遊び ・前回り、後ろ回り、倒立などの種目を指導でき

るようにする

５
運動会(ポンポンダンス) ・ポンポンを使って隊形変化を学ぶ

６
運動会(組み立て運動) ・曲に合わせて、色々な組み立て運動を学ぶ

７
運動と遊び ・目玉焼き、洗濯ばさみ、地雷を踏むな

８
集団遊び ・氷わたり、やみ夜の剣士、大根ぬき

９
集団遊び ・肺活量、しっぽとり、キャッチ

１０
集団遊び ・バリケード、じゃんけん剣道、輪くぐり

１１
集団遊び ・結んでほい、力くらべ、２人の関係は

１２
集団遊び ・丸鬼、仲良し家族、リング渡り

１３
集団遊び ・靴さがし競争、へびの皮むき、雷落とし

１４
集団遊び ・カラー歌合戦、好きですか嫌いですか、やった

るで

１５
この授業のまとめ ・これまでの授業のまとめ

【履修要件】

・運動服を着用し、体育館シューズを使用すること。

【評価方法・基準】

・ 授業への参加・貢献度：５０％

・ 最終レポート：５０％



【教科書・参考図書】

・幼児の運動あそびの新しい進め方、浅田隆夫編、学術図書出版

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・授業が終了してから、そのつど反復して練習し、こどもたちに指導ができるようにする。

【担当教員からのメッセージ】

この授業は、いろいろな教材を使い、集団での遊び方を勉強していく内容ですので、

次回に行う内容をグループでよく話し合い、円滑に授業が進むようにシミュレーションし

ておいてください。



H1756 子どもと文化

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2 水
A第Ⅲ講

B第Ⅳ講
西浦万里子 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・ 人形劇の楽しさを実感しこどもの文化の楽しさと必要性を体験する。

・ コミュニケーション能力を養いながら、集団で作品を創り、人前で上演する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
人形劇を楽しもう １５回のガイダンス。人形劇を観る。簡単な人形

を作って楽しむ。次回の人形劇の上演と説明。

２
手袋人形 人形劇「なかよし」の人形製作

３

手袋人形 即興演劇の導入の手法を用いて自己表現の楽しさ

を実感する。人形劇「なかよし」の実演を通して

人形劇表現を学ぶ

４
手袋人形 同上

５
手袋人形 同上

６
手袋人形 同上

７
人形作り（フラット君） 板ウレタンを張り合わせ立体にすることを学ぶ。

自分が作りたいキャラクターの追求。

８
小作品作り グループに分かれて、小作品の練習。

９
発表 発表会を通して表現を学ぶ。

１０
ペープサートで劇を創る。 既成の脚本で、役を演じ自己表現の楽しさを実感

する。

１１
ペープサートで劇を創る。発表。 同上

１２
紙コップで人形劇を創る。 グループに分かれ、小作品を創ることにより集団

創造を体験。

１３

新聞紙であそぼう 新聞紙で人形を作ったり、音を鳴らしたり、チャ

ンバラしたり、いろんなあそびを考案する。

１４
新聞紙のファッションショー。 グループでモデルを一人きめて、新聞紙で服を作

り、ファッションショーを開く。

１５

新聞紙パフォーマンス 新聞紙でできた人形や服を使ってパフォーマンス

を考え、グループごとに発表する。

【履修要件】

・ 教室内での飲食はやめましょう。

・ ハイヒール、スカート不可。

・ 汚れても良い、動きやすい服装で来てください。

・ 各自持ってくる物があります。前の授業で連絡しますので、必ず持参してください。

・ 欠席の場合、配布物（テキスト、人形材料）は次回になります。友人に頼むなど工夫して



受け取ってください。

・ 制作物は大切に扱いましょう。必ず、名前をかきましょう。

・ 遅刻しないでください。授業のはじめに、人形の作り方やグループ分けがあります。

・ 補講も出席してください。発表や、大切な表現の学習があります。補講の日程に注意してください。

【評価方法・基準】

・実技試験 ２０点    ・授業態度 ８０点

【教科書・参考図書】

・脚本（その都度 渡します）

・人形のつくりかたのテキスト（その都度 渡します）

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・ 創った人形で遊びましょう。

・ 実習に持っていって、こどもとおしゃべりしたり、遊んだりしてみましょう。

・ 授業で身につけた、人形劇などを、実習などで、こどもたちにみせてあげましょう。

・ お芝居や人形劇など生の舞台を、観に行きましょう。

【担当教員からのメッセージ】

・ 文化は人を豊かにします。

・ 毎回の授業が、豊かさへの一歩一歩です。



H1760 保育実習Ⅰ

H1761 保育実習指導Ⅰ

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

実習

演習

4
2

集中

水

―

第Ⅰ講

青山佳代

森山雅子

冨貴田智子

1-403(1)
2-206
1-405(1)

179
139
136

金第Ⅱ講

水第Ⅱ講

水第Ⅲ講

【到達目標と学習成果】

○保育実習に向けて必要となる心構えを学ぶ。

・実習の目標の立て方を学ぶ。

・実習日誌の書き方を学ぶ。

・実習に向けて、保育学生として求められる心構えを学ぶ。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション

付属幼稚園実習評価

授業の進め方、評価の方法

施設実習希望調査

２
付属幼稚園実習のふりかえり① 実習日誌から付属幼稚園実習をふりかえる①

３
付属幼稚園実習のふりかえり② 実習日誌から付属幼稚園実習をふりかえる②

４
付属幼稚園実習のふりかえり③

※実習用写真の撮影会

実習日誌から付属幼稚園実習をふりかえる③

社会人としての身だしなみを学ぶ

５
付属幼稚園実習のふりかえり④と

個票の書き方

実習日誌のふりかえり（まとめ）

保育実習 Iに向けての個人票の書き方を学ぶ

６
スモールステップで実習の目標を

立てる①

スモールステップで目標を定めることを学ぶ

７
スモールステップで実習の目標を

立てる②

保育実習 I の目標をスモールステップで立ててみ

る

８
事前訪問について知る 事前訪問のやり方

９
保育実習 Iに向けての講演会 保育実習 I において求められることを現場の先生

方から学ぶ

１０
実習日誌の書き方① 保育実習 I における実習日誌の書き方のポイント

を学ぶ

１１
指導案（部分実習案）の書き方① 指導案の書き方を学ぶ

１２
指導案（部分実習案）の書き方② 指導案の書き方を学ぶ

１３
模擬保育 保育実習の実際について模擬保育から学ぶ

１４
実習直前指導 実習中のさまざまな事象（インフルエンザ、気象

など）についての対応を知る

１５

保育実習 I（保育園）の振り返り

保育実習 I（施設）に向けて

振り返りシート、お礼状の書き方を学ぶ

施設実習における日誌の書き方を学ぶ

【履修要件】

・遅刻・欠席・早退は厳禁。

遅刻・欠席・早退が 3回になった時点でイエローカード（保護者に連絡をします）となり、4回にな

った時点で実習取りやめとなります。



【評価方法・基準】

○授業への参加度：50%
○課題の提出状況：50%
・受講態度の悪い学生は「失格」となることがあります。人の迷惑になること、人が不愉快と感じるこ

とはしないように。

【教科書・参考図書】

・KONAN式ステップワークシート（保育・教育実習の手引き）

・開仁志（2008）『これで安心!保育指導案の書き方―実習生・初任者からベテランまで』、北大路書房

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・授業中に、次回までにやっておくべきことを指示します。提出物も多いです。きちんと締切を守りましょ

う。

【担当教員からのメッセージ】

この授業では、初めて学外で行う実習（保育園ならびに施設）に向けての心構えを学び、準備をして

いきます。社会人の卵、保育者の卵としての自覚を強く持って、この授業に臨んでください。課題の提

出期限については厳しく対応します。





H1769 現代幼児演習

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 教室 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 金 第Ⅱ講

大島康司

夏目佳子

冨貴田智子

2-303
2-402
1-302

3-101
2-403(2)
1-405(1)

169
147
136

木第Ⅱ講

水第Ⅲ講

【到達目標と学習成果】

1．江大祭への取り組みを通してコミュニケーション力をさらに磨く。

2．江大祭に向けて、当日までの準備計画や仕事内容の把握・役割分担ができるようにする。

3．各ゼミで独立したテーマを設けテーマに向かって主体的にゼミ活動を進める。

【授業内容】「○」は合同（1-302），「・」は各ゼミでの授業となる

授業計画 学習のポイント

（学習成果、キーワードなど）

1 ○10:40-11:00合同ガイダンス

・11:10-江大祭の準備①

○現代幼児演習の授業内容を理解する

・ゼミ企画に沿って今後の計画を確認する

2
・江大祭の準備② ・計画に沿って作業を進める

・仲間や教員と連携をとり、ゼミ全体の進行

状況を各自が把握する

3
・江大祭の準備③ ・計画に沿って作業を進める

・・当日の運営について予測し、不備な点を

修正する

4 ・江大祭の準備④ ・計画に沿って作業を進める

・リハーサルを行う

5 ・江大祭の準備⑤ ・当日の参加者の動線や安全面に配慮した環

境設定を考える

6

・江大祭の準備⑥ ・当日のシフトや役割分担の確認をし、情報

の共有をする

・リハーサルを振り返り、流れや役割などを

再考して当日に臨む

7
・江大祭の振り返り ・各ゼミで江大祭を振り返る

※レポート課題①：「江大祭の振り返りを通

して来年度の江大祭はどのように取り組

みたいか」※

8
・ゼミテーマ活動① ・今後のゼミで取り組む活動について情報の

共有を行う。

・今後の計画を含めた見通しを持つ。

9 ・ゼミテーマ活動② ・テーマが達成できるように手順を考えて取

り組む。

10 ・ゼミテーマ活動③ ・テーマが達成できるように手順を考えて取

り組む。

11
○「AJU自立の家」職員による

講演

・重度障害者施設の職員の方の講演を聞き，

障害者施設の認識を深め，施設実習のイメ

ージをもつ

12
・ゼミテーマ活動④ ・テーマが達成できるように手順を考えて取

り組む。

13
・ゼミテーマ活動⑤ ・テーマが達成できるように手順を考えて取

り組む。



14
・ゼミテーマ活動⑥ ・テーマが達成できるように手順を考えて取

り組む。

※レポート課題②：「こどもまつりに参加し

て」

15
・後期のゼミの振り返り ・後期のゼミでの取り組みを振り返る。

・次年度の自分の姿をイメージする。

※レポート課題③：「来年度の抱負」

【履修要件】

・「話し合い」や「協働作業」に積極的に取り組むこと。

【評価方法・基準】

1．江大祭企画の製作や練習，当日の貢献度：40％
  ・当日を迎えるまでの取り組みの全過程や江大祭当日の貢献度，「報告・連絡・相談」のコミュニ

ケーションスキル，協調性について評価する．あまりにも参加態度が悪い場合，単位取得は不

可能。

2．各ゼミのテーマに沿った活動への取り組み：30％
  ・江大祭の取り組みを通して身についた力を発揮しているかについて評価する。「知らないからや

らない」「やったことないからやらない」といった消極的な態度や取り組む前から放棄するよう

な態度は評価できない。

3．レポート（3回分）：30％
  ・原稿用紙に 400字程度にまとめて各担任まで提出のこと。レポート内容や丁寧に記述されてい

るかについて評価する。再提出が求められたレポートが提出されないと 10点マイナスになってしまう

ので要注意。

出題回 レポートテーマ 締切

7回
江大祭の振り返りを通して来年度の江大祭はどのように取り組み

たいか
11/10（金）

13回 「こどもまつり」に参加して学んだこと 12/15（金）

15回 来年度の抱負 1/12（金）

【教科書・参考図書】

・カレッジパスポート

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・イベント前は授業時間以外にも積極的にゼミ活動に取り組むこと．

【担当教員からのメッセージ】

・後期は江大祭やゼミテーマなど仲間と協働して取り組む活動が多くあります．自分の考えを相手

に分かるように伝える力，疑問点を解決する力，創造する力が十分養えるよう取り組みましょう．



H1602 日本国憲法

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 月 第Ⅱ講 大矢武史 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・日本国憲法の意義と役割を理解している。

・日本国憲法の理念を理解している。

・人権に関する基礎知識を習得している。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１ イントロダクション 憲法ってどんな内容のルール？

２ 憲法の意義と役割 ① 日本の政治のしくみはどうなっているの？

３ 憲法の意義と役割 ② 憲法はなぜ国民の権利や自由を定めているの？

４ 日本国憲法の理念と基本原理 日本国憲法の基本原理は何のためにあるの？

５ 基本的人権の原理 人権を獲得するために人類が払った犠牲とは？

６ 理解度確認テスト① 第１講～第５講までの理解度は？

７ 人権保障が及ぶ範囲 外国人にはどの程度権利や自由が認められるの？

８ 人権の制約原理 権利や自由はどんな場合にも絶対に保障されるの？

９ 平等権 平等とは、「みんな同じ」という意味？

１０ 自由権 自由であることは当たり前？

１１ 社会権 人間らしい生活を送るために必要な権利とは？

１２ 幸福追求権と新しい人権 憲法に定められていない権利も認められるの？

１３ 理解度確認テスト② 第７講～第１２講までの理解度は？

１４ 憲法９条と平和主義の原理 憲法９条の改正が議論される理由とは？

１５ 講義のまとめ 国民が果たさなければならない責務とは？

【履修要件】

講義中の私語や携帯電話・スマートフォンの使用は厳禁です。

講義中は、教員の指示に従い、大学生としてふさわしい言動をとること。

【評価方法・基準】

小テスト 50％  定期試験 50％ で総合的に判断する

【教科書・参考図書】

・大矢武史 「日本国憲法 講義ノート」

・Webページ  http://ralfeel.web.fc2.com/reference.html

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・講義の中で指示する

・新聞やテレビで取り上げられる人権問題や政治課題に関心を払うこと

【担当教員からのメッセージ】

憲法を学ぶことは、国や社会のしくみについて学ぶことでもあります。社会に出て１人の国民として

生きていくうえで必要な知識を学ぶ大切な機会ですので真剣に取り組んでもらえればと思います。



H1607 英語演習 I

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1
B 月

A 水
第Ⅰ講 広川由子 2－204 138 火第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・保育や子どもに関連する英会話を通して英語の基礎・基本を身につけることを目標とする。

・保育だけでなく、身近なことを英語で表現できる力も養うことを目指す。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション

Hi, I’m Yuri Tanaka
・授業の概要、進め方、評価方法を理解しよう。

・英語で自己紹介してみよう。

２
Where Is the Multi-purpose 
Room ?

・場所案内、道順の伝え方に挑戦しよう。

３
Good Morning. How Are You 
Today?

・体調や調子をたずねたり、答えたりしてみよう。

４
What Color Do You Like ? ・好きなもの・嫌いなものを聞いてみよう。

５
There’s a Ladybug on the Leaf ・集団活動や場所を表す表現を身につけよう。

６
It’s Time to Play Outside ・遊具の名前を覚えよう。

７
She Is Allergic to Eggs ・食に関する好き嫌い、アレルギーの有無を伝え

てみよう。

８
You Should Go to the Bathroom ・・「〜しなさい」を英語で表現してみよう。

９
We Made Masks Today ・１日の活動と様子を伝えてみよう。

１０
If It Rains, What Happens ? ・「もし〜なら」という仮定の表現に挑戦しよう。

１１
What Shall We Do Today ? ・ネイティブとの打ち合わせに挑戦しよう。

１２
I Feel Feverish 病気やけがの症状を伝える表現を身につけよう。

１３
This Is Yuri  from Cosmos Day 
Care  Center

・保護者との電話対応を身につけよう。

１４
Thank You Very Much for 
Everything

・最後の日の会話やお礼の表現を身につけよう。

１５
期末試験 ・14 回の授業を通して身につけた英語力を確認し

ます。

【履修要件】

・遅刻、授業中の私語は厳禁。教科書は毎回持参すること（教科書を忘れた人は欠席とします）。

【評価方法・基準】

・積極性（40%）、歌やオーラル・テスト（30%）、期末テスト（30%）

【教科書・参考図書】

・土屋麻衣子（2015）『Happy English for Childcare：保育のための基礎英語』金星堂

・英語の絵本、歌、手遊びなど、適宜、プリントを配布する。



【授業外学習の指示（準備学習等）】

・歌やオーラル・テストをグループで行なうため、授業外でも練習しておくこと。

・会話を中心とするが、会話に必須となる中学校卒業程度の文法は各自、復習しておくこと。

・またこれまでの学習に不安がある人は、相談してください。

【担当教員からのメッセージ】

・英語の歌や手遊び、絵本の読み聞かせを通じて、楽しく英語を身につけます。

・保育の現場ですぐに使える英語表現を通して、職場や学校、海外旅行でも役立つ英語力を身につけま

しょう。



H1609 海外英会話研修

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2 月 第Ⅴ講 広川由子 2－204 138 火第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・英語という言語の背後にある異文化を知ることによって、英語を総合的に理解する。

・日常生活で求められる実践的な英語力を高めることを目指す。

・海外へ出ることにより、視野を広げ、自身を相対化する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
カナダ・セルカーク大学語学研修

説明会

・語学研修の概要

２
第 1 回オリエンテーション ・パスポートの取得等、海外留学のための手続き

３
ホームステイについて ・ホームステイアンケート、英文申込書の記入

・生活習慣の違い、ホームステイのルール

４
カナダの基本データ① ・カナダの気候や文化、多民族国家の特徴、習慣、

通貨

５
カナダの基本データ② ・カナダの気候や文化、多民族国家の特徴、習慣、

通貨

６
ホストファミリーへの E メール ・英語での手紙・メールの書き方

７
安全についての心がけ ・危ない地域のこと、交通事故、暴力、薬物につ

いて

８
空港と飛行機の中で ・インフライトサービス、入国審査、税関

９
第 2 回オリエンテーション ・旅行代金の支払いについて

・海外旅行保険やクレジットカードについて

１０
会話のきっかけ ・ホストファミリーや友達との会話を学ぶ

１１
日常会話① ・様々な場面を想定した英語表現を学ぶとともに

自分のことを表現するための英語力を身につける

１２
日常会話② ・様々な場面を想定した英語表現を学ぶとともに

自分のことを表現するための英語力を身につける

１３
持ち物について ・必要なものについての確認

・ホストファミリーへのおみやげ

１４
最終説明会 ・出発にあたって何が必要かを最終的に確認し、

英語力の更なるスキルアップを行う

１５
まとめ

【履修要件】

・遅刻、授業中の私語は厳禁。

・カナダ・セルカーク大学における語学研修に参加することはもちろん、前提となる江南短大の所定の

授業 15 回に毎回、出席すること。

・英和・和英辞書を用意すること（できれば電子辞書がよい）。

【評価方法・基準】

・授業への積極性（50%）

・研修修了後の課題（50%）



【教科書・参考図書】

・授業時に適宜、プリントや資料を配布する。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・英語および英会話力を高めるためには、個人の努力が不可欠です。授業以外でも日々、音声を聞き、

英語のリズムに慣れておくなどの工夫をしましょう。

【担当教員からのメッセージ】

  ・海外語学研修に関連するさまざまな疑問や不安をこの授業で解消しましょう。



H1611 情報活用演習Ⅱ

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 火 第Ⅴ講 大島康司 3-101-2 169 金第Ⅲ講

【到達目標と学習成果】

・ ワープロソフトを使用して PC検定（文書作成）3級程度の文書処理能力を身につける

・ 表計算ソフトを使用して簡単な表計算ができる

・ プレゼンテーションソフトを使用してプレゼンテーションを実行できる

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

表計算ソフトの基礎

タイピングの練習 1
・半期の授業全体の流れと重要事項

・エクセルの画面構成

・セル、アクティブセル、列、行

２
データの作成

タイピングの練習 2
・アクティブセルの移動

・数字、文字、式の入力・クリア

３
表の編集

タイピングの練習 3
・セルの書式設定

・罫線の作成・削除

４

グラフの作成

タイピングの練習 4
タイピング試験 1

・データの選択方法

・棒グラフの作成

・グラフの書式設定

５
計算式・関数の利用

タイピングの練習 5
・関数

・SUM関数、AVERAGE関数、MAX関数

６
関数の利用その 2
タイピングの練習 6

・その他の関数

・条件判断とネスティング

７
関数の利用その 3
タイピングの練習 7

・LOOKUP関数、INDEX関数

・リスト

８

データベースの活用

タイピングの練習 8
タイピング試験 2

・データベースと表の関係

・並べ替えと検索

９
データベースの活用その 2
タイピングの練習 9

・フィルター

・ピボットテーブル、ピボットグラフ

１０
プレゼンテーションの基礎

タイピングの練習 10
・パワーポイントの画面構成

・アウトライン

１１

プレゼンテーションの作成

図形の挿入

タイピングの練習 11

・テーマの作成

・アウトラインの作成

・図形の挿入、描画、削除

１２

プレゼンテーションの作成 2
オブジェクトの挿入

タイピングの練習 12

・図形の順序、グループ

・アウトラインから詳細作成

・画面切替の効果

１３

プレゼンテーションの実行

効果の追加と支援機能

タイピングの練習 13

・プレゼンテーションの準備

・プレゼンテーションの実行方法

・アニメーション効果

１４
プレゼンテーションの作成 3
タイピングの練習 14

・プレゼンテーションの修正

・修正方法

１５

プレゼンテーションの実行 2
タイピングの練習 15
タイピング試験 3

・全体の復習

・今後の学習の方法



【履修要件】

・授業についての詳細な情報は授業のウェブページに掲載するので毎回確認する

・課題の提出方法を厳守し、指定の期日までに提出する

・タイピング練習を指示の通りに行い、確実に記録をとり、必ず毎回検認を受ける

・タイピング練習を省略する場合は、タイピング試験で合格点をとる必要がある

・質問等がある場合は、授業中に直接聞くことが望ましいが、授業中にできなかった質問については、

電子メールでも受け付ける

【評価方法・基準】

・課題（授業で課された課題を完成できたかどうか）40点

・タイピング練習（指示の通りに練習し、記録をつけ、検認を受けたかどうか）10点

・授業内容の理解（フィードバックへの記述内容・質問などが適切であったかどうか）10点

・期末試験と小テスト（問題の指示を実行できたかどうか）40点

【教科書・参考図書】

・30時間アカデミックOffice 2013、実教出版

・図書室、4-202号室などに様々な資料が用意されている

・インターネットで検索すれば様々な資料を見つけられる

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・課題の修正等を必要に応じて授業時間外で実施する

・授業を欠席した場合には、授業時間外で欠席した授業の内容を確認し、不明な点などを担当教員に問い合

わせ、課題を完成させ、次の授業に備えておく

【課題の提出方法】

・原則として、課題は電子メールに添付して提出する

・課題のファイル名は学生番号と課題番号を組み合わせて「16820??-01」のようにする（??は各自の学生番

号とし、ファイル名で使用する文字は半角英数のみとする）

・電子メールの送付先は、taskpost@konan.ac.jpとする

・電子メールの表題（件名）は指示にしたがって正確に付ける

【担当教員からのメッセージ】

コンピュータの使用技術は難しくありませんが、複雑なことがたくさんあります。しかし、複雑なこ

とは単純なことの積み重ねにしか過ぎません。一つひとつのことに丁寧に取り組めば、とても複雑なこ

ともできるようになります。すべてのことに丁寧に取り組むようにしてください。



H1613 体育実技

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

実技 １
A月

B火

A第Ⅰ講

B第Ⅱ講
脇坂康彦 体―202 159 月第Ⅳ講

【到達目標と学習成果】

・バレーボールの授業を通して、チームワークの大切さと、互いのコミュニケーション能力を養う。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

1 ガイダンス・バレーボールの歴史

とルール

・バレーボールのルールと歴史について学ぶ

2 基本技術練習：オーバーハンドパ

ス

・オーバーハンドパスの技術の習得

3 基本技術練習：アンダーハンドパ

ス

・アンダーハンドパスの技術の習得

4 基本技術練習：アタック、サーブ ・アタックとサーブの技術の習得

5 基本技術を用いての、試合の進め

方の解説

・サ－ブ、サーブレシーブ、トス、アタックの一

連の動作を習得する

6 ゲームと審判法を学ぶ ・ゲームを進めながら、審判の方法を身に着ける。

7 ゲーム ・各チームに分かれて、相互に審判を行いながら、

ゲームを進めていく。

8 ゲーム ・各チームに分かれて、相互に審判を行いながら、

ゲームを進めていく。

9 オーバーハンドの実技試験 ・これまでの経験を踏まえて、オーバーハンドパ

スの習熟度をテストする。

10 ゲーム ・各チームに分かれて、相互に審判を行いながら、

ゲームを進めていく。（ブロックに挑戦）

11 ゲーム ・各チームに分かれて、相互に審判を行いながら、

ゲームを進めていく。（ブロックに挑戦）

12 アンダーハンドの実技試験 ・これまでの経験を踏まえて、アンダーハンドパ

スの習熟度をテストする。

13 ゲーム ・各チームに分かれて、相互に審判を行いながら、

ゲームを進めていく。（アタックコースを考える）

14 ゲーム ・各チームに分かれて、相互に審判を行いながら、

ゲームを進めていく。（アタックコースを考える）

15 サーブの実技試験 ・これまでの経験を踏まえて、サーブの習熟度を

テストする。

【履修要件】

・運動服を着用し、体育館シューズを使用すること。

【評価方法・基準】

・授業への参加度：２０％

・３回の実技試験：８０％

【参考図書】

・2015年度版バレーボールルールブック・公益財団法人日本バレーボール協会



【授業外学習の指示（準備学習等）】

・テレビで放映される、春の高校バレーや、Vリーグなどの試合を見て、ゲームの戦術や、

進め方を勉強する。

・昼などの空き時間を利用して、個人練習をし、技術の習熟度を増す。

【担当教員からのメッセージ】

バレーボールの授業を通して、チームワークの大切さと、互いのコミュニケーション能力を

養いましょう。また、バレーボールが苦手な人は、参加することに努力して、少しでも上達

しましょう。



H1617教育原理

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 木 第Ⅳ講 広川由子 2－204 138 火第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・ 保育者になるにあたって知っておくべき基本知識を身につける。

・ 保育・教育に関する身近な問題を通して、一人ひとりが考えをもち、発信できるようにする。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
ガイダンス この授業の概要、進め方、評価方法等を理解する。

２
教育を実践する者になるために 自分自身に問いかけながら、保育者とは何かを探

ってみよう。

３
子どもへの理解 「子ども」を理解するために、自分の視野を広げ

てみよう。

４
教育の意義と目的 そもそも「教育」とは何かを考えてみよう。

５
保育者の役割 今日の保育者に求められているものとは何かを探

ろう。

６
教育の歴史（Ⅰ）

―諸外国における教育の展開―

ルソー、フレーベルを中心に諸外国での教育思想

の歩みを知ろう。

７
教育の歴史（Ⅱ）

―日本の教育の歴史―

日本の学校教育の誕生と現代までの移り変わりを

たどろう。

８
教育の制度

―幼稚園と保育所―

権利としての教育について学びつつ、幼稚園と保

育所の違いについて理解しよう。

９
教育課程・保育課程

―保育のカリキュラム①―

乳幼児期にふさわしい生活と育ちを実現するため

のカリキュラムの基本的な考え方を学ぼう。

１０
教育課程・保育課程

―保育のカリキュラム②―

同上。

１１
遊びと指導・援助のあり方

―保育方法①―

幼稚園教育要領と保育所保育指針を通して、遊び

とは何かを見つめよう。

１２
遊びと指導・援助のあり方

―保育方法②―

同上。

１３
自己評価から第三者評価まで

―保育の評価―

子どもの学習権をまもるための適切な評価を考え

よう。

１４
今日の教育を考える 現代社会の問題点を見つめ、保育者としての教養

を身につけよう。

１５
この講義のまとめ 14 回の授業を通して、考えたことやわかったこと

を整理しよう。

【履修要件】

・遅刻厳禁。

・教科書は必ず購入すること。

・授業時には必ず教科書を持参すること。

【評価方法・基準】

・小レポート（30点）、期末試験（70点）



【教科書・参考図書】

・菱田・菱田隆昭編著（2011）『幼児教育の原理』（第 2版）、みらい。

・その他、適宜、資料を配布する。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・毎回、前回の授業内容を問う小テストから始めます。前回の内容を復習しておくこと。

【担当教員からのメッセージ】

・他の人の学習をさまたげるような行為があったときは、失格とする。



H1623 教育制度論

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 木 第Ⅰ講 青山佳代 1-403(1) 179 月第Ⅲ講

【到達目標と学習成果】

・幼稚園を取り巻く政策・法制度・教育要領について理解できるようになる。

・子どもの成長を支援できるための、環境や体制について理解できるようになる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
教育経営の意義 子どもは保護者の現実に向き合う「経営」の意義

について学ぶ。

２
幼稚園経営の基本 児童観の変遷をとらえたうえで、今必要な保育の

目標を探る。

３
幼稚園の組織と役割 幼児期にふさわしい場所を展開する意味と体制づ

くりについて学ぶ。

４
保育内容の充実 関係する法令・教育要領にそった指導と環境のポ

イントについて学ぶ。

５
専門職としての幼稚園教諭 教職免許・職務・研修制度について学ぶ。

６
園長の役割 園長のリーダーシップと具体的なマネジメントに

ついて学ぶ。

７
幼稚園教諭の役割 教職員相互の信頼に基づく職務について学ぶ。

８
担任の職務 園児の成長を促すための環境づくりと保護者対応

について学ぶ。

９
クラス運営の基礎 歳児別保育・異年齢保育など、条件に応じたクラ

ス運営について学ぶ。

１０
幼稚園のクラス運営

（クラスづくり）

「協同的な活動による学びの成立」を学ぶ。

１１
表簿の作成と管理 指導要録・指導計画等について学ぶ。個人情報保

護の大切さについて確認する。

１２
保育評価の活用 自己評価・学校評価の意義と方法について学ぶ。

１３
物的環境の管理と安全 保育施設・設備の管理と危険性について学ぶ。

１４
園児と教員の健康管理 健康診断、食育・アレルギー、メンタルヘルスに

ついて学ぶ。

１５
家庭・地域とのかかわりと今後の

課題

園児の家庭環境と、地域連携の重要性について学

ぶ。

【履修要件】

・とくにありませんが、遅刻・授業中の私語は厳禁とします（出席番号の最終の学生の出席を取り終え

た時点でいなかった学生は欠席扱いとなります。）

・この授業は、毎回レポートを提出する BRD(Brief Report of the Day)方式で行います。期末テストは

行いませんが、その代わり、毎回の授業に確実に出席することが求められます。

【評価方法・基準】

○授業への貢献・参加度（予習の状況）：20%
○毎回の小レポート：50%



○最終レポート：30%
・この授業は、毎回ブリーフレポートを書いてもらいます。それらを最終的にまとめて提出してもらい、

それを評価します（BRD 方式）。

・受講態度の悪い学生は「失格」となることがあります。人の迷惑になること、人が不愉快と感じるこ

とはしないように。

【教科書・参考図書】

・谷田貝公昭・高橋弥生編著（2015）『幼稚園の教育経営』、一藝社

※この授業はテキストをもっていないと「失格」となります。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・授業中に、次回読んでおくべきテキストの箇所を指示しますので、必ず事前に該当箇所を読んでから授業

に参加すること。

【担当教員からのメッセージ】

この授業は、幼稚園教諭（もちろん保育士にとっても）にとって、重要な制度について学習します。

きっと現場に出てからは学ぶ時間がなくなってしまう事柄ばかりです。学生のうちにしっかり理解して

おきましょう！



Ｈ1625 教育心理学

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2 木 第Ⅲ講 森山雅子 2－206 139 水第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・子どもに教えるために必要となる教育心理学についての基礎的な知識・概念を習得する。

・子どものやる気を促すこと、子どもの居心地の良い環境を作ることについて学ぶ

・教育を行うものとしての多角的な視点を教育心理学の理論から学び獲得する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
授業ガイダンス

発達理論

授業の説明

遺伝と環境

２
子どもの育ち（１）認知発達 認知発達・道徳発達

３
子どもの育ち（２）社会性の発達 社会性の発達

４
子どもの学び（１）学習 条件づけ、強化

５
やる気を促す保育（１）動機づけ 欲求、マズロー、内発的動機づけ、外発的動機づ

け

６
やる気を促す保育（２）行動の強

化

賞賛と罰、原因帰属、無力感、適切なほめ

７
適応と不適応 ストレスの理解

８
子どもの学び（２）記憶 記憶の理論、初頭効果、新近性効果

９
子どもの学び（３）知能 知能の理論、知能検査

１０
子どもの学びの援助 教育方法、一斉学習、グループ学習、個別学習

１１
子どもの能力の理解 教育評価、相対評価、絶対評価

１２
クラス運営 集団への理解 集団ではたらく心理、社会的促進・抑制、リーダ

ーシップ

１３
子どもの個性の理解 類型論、特性論、パーソナリティ検査

１４
配慮が必要な子どもの対応 配慮の必要な子ども、適切な対応

１５
まとめ

【履修要件】

・担当教員の話に耳を傾け、授業プリントに、重要だと思ったことを適宜メモすると良い。

・授業内容に関する積極的な質問や意見を歓迎する。

・毎回授業の終わりにブリーフレポートを実施する。このブリーフレポートは、各回における受講者の

理解を促すために行うため、しっかりとブリーフレポートに取り組むようにすること。

・試験は、これまでのように A4 の「持ち込み用紙」1 枚のみを持ち込み行う。そのため、しっかりと

授業を聞き、授業の要点を自分なりに整理できるように心がけること。



【評価方法・基準】

・受講態度およびブリーフレポートの内容（40％）、期末試験（60％）にて評価する。

【教科書・参考図書】

・「保育のためのやさしい教育心理学」高村和代・安藤史高・小平英志、ナカニシヤ出版

参考図書は、適宜紹介する

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・予習よりも復習に心がけてほしい。

・授業内容を復習し、発達理論を理解することが望ましい。復習の際に疑問に思ったことは、遠慮なく担当

教員に質問し、解決を図ることが望ましい。

・期末試験は大変難しい、また、授業内容も膨大であるため、勤勉に学習することが望まれる。

【担当教員からのメッセージ】

教育心理学は、1年生の保育の心理学よりも、より「心理学」的な思考が必要な科目です。しかし、

この授業を学ぶことによって、子ども理解が進むだけでなく、皆さん自身や皆さんの友達についての理

解も進みます。面白い理論がたくさん出てくるので、よく理解し、自分自身の理解も進めましょう。



H1627 子どもの保健Ⅱ

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 火 第Ⅰ講 石原雅代 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・子どもの事故について理解を深め、事故を未然に防ぐことができる

・子どもの生活支援について理解し、実践できる

・子どもの病気を理解しその予防法や手当てができる

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

子どもの事故と事故防止 子どもの発達の特徴と起こりやすい事故との関係

を知る

子どもの年齢と事故死の特徴を知る

２
応急処置 保育活動中に起こりうる事故・応急処置方法を知

る

３
救命処置 乳幼児の身体的特徴を理解し、救急時に必要な救

命処置方法を知る

４
子どもの健康観察 子どもの健康に対する定義を知り、日常の観察ポ

イントを学ぶ

５

子どもの病気の特徴・症状と看護

①

子どもの病気の特徴を理解する①

症状に合わせた看護の方法を理解する

６

子どもの病気の特徴・症状と看護

②

子どもの病気の特徴を理解する②

症状に合わせた看護の方法を理解する

７
乳幼児期の病気① 小児期に多い病気の感染経路・潜伏期間・症状・

感染しやすい時期・登園の目安を知る

８
乳幼児期の病気② 小児期に多い病気の種類・特性を知る

呼吸器系・泌尿器系・代謝系・皮膚疾患など

９
乳幼児期の病気③ 乳幼児期の病気①②のまとめ

１０
感染症と予防接種① 感染経路を知り、感染経路別の対策を知る

予防接種の種類・接種時期を学ぶ

１１
感染症と予防接種② 予防接種の種類・目的を学ぶ

１２
児童虐待 児童虐待の種類・原因を知り、対策方法を考える

１３

ほけんだより作成① 季節や行事、周囲の病気の流行に合わせた健康に

関する情報をまとめることですぐに実践できる知

識を身に着ける

１４
ほけんだより作成② ほけんだより作成のまとめ

１５
この授業のまとめ 期末テスト

【履修要件】

・疑問点などは積極的に質問し、主体的に臨んでほしい。

・講義中は飲食・携帯電話・私語禁止



【評価方法・基準】

・受講態度：１０％

・内容ごとの小テスト：１０％

・ほけんだより：２０％

・期末テスト（筆記）：６０％

【教科書・参考図書】

・子どもの保健第３版   巷野悟朗

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・特になし

【担当教員からのメッセージ】

・この授業は子どもの健康を守るために、保育者として、将来の親として知っておく必要がある大切な科

目です。急病の対処の仕方、日々の感染予防の方法、子どもの事故についての理解を深め、写真やイラ

スト、ＤＶＤなど目で見て学べるようにしていきたいと思います。



H1628 子どもの保健演習

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2
A火

B木
第Ⅱ講 石原雅代 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・子どもの健康を守るための、必要な技術を身につけることができる

・子どもの安全・安楽を第一に考え実践できる

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション

子どもの移動

安全・安楽を考えた移動法が実践できる

抱っこ・おんぶの利点、欠点、注意点を理解する

２
生活支援：衣生活 衣類の必要性を理解する

子どもの身体の特徴、衣類の特徴を理解する

３
生活支援：排泄 布・紙おむつの違いを理解し、交換できる

排泄物の観察ができる

４
生活支援：栄養 調整乳の作り方、与え方の注意点を理解する

離乳食の調理形態について理解する

５
計測・観察の演習 発育評価に必要な身体計測の方法を理解する

安全・安楽・正確に計測が実践できる

６
消防署による救急法① 心肺蘇生法の手順を学び実践できる

７
消防署による救急法② ＡＥＤの使い方を学び実践できる

８
応急手当の演習 応急手当とは何かを理解する

包帯の巻き方、三角巾の使い方を学ぶ

９

健康を守る演習：歯磨き 歯磨きの大切さ、子どもに合わせた磨き方、指導

方法を理解する

正しい歯磨きの仕方、ポイントを理解する

１０
病気の時の手当て：服薬 子どもに合わせた方法で実践できる

飲ませ方の注意点を理解する

１１
生活支援：清潔① 清潔の必要性を理解する

発達に合わせた方法を知る

１２
生活支援：清潔② 安全・安楽な沐浴の方法、全身観察のポイントを

知り、実践できる

１３
身の回りの援助・まとめ 必要な技術のまとめ、確認

１４
実技確認 これまでの授業のまとめ

１５
実技確認 これまでの授業のまとめ

【履修要件】

・遅刻厳禁（講義開始後３０分以降は入室禁止、欠席扱いとします）

・必要物品を忘れた場合は授業に参加できません（欠席扱い）

・授業中の私語・飲食禁止

・赤ちゃん人形・物品は丁寧に扱い、後片付けまですること

【評価方法・基準】

・授業への参加度（出席状況、忘れ物、レポート）３０％



・実技７０％

【教科書・参考図書】

・子どもの保健―理論と実際―

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・特になし

【担当教員からのメッセージ】

・年齢別に合わせた援助が「安全・安楽」にできるよう又、母親に対しての教育ができるよう、１つ１

つの授業を大切に積極的に学んでほしい。

演習は個々の作業ではなく、学生同士で意見しあったり、教えあったりして協調性をもって臨んでほ

しい。

“わかりやすく”、“丁寧に”をモットーに教えていきたいと思います。



の

H1636 保育内容：環境

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2 火 第Ⅲ講 御手洗和子 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・子どもにとって身近な「環境」とは何か、環境について基本的なことを学ぶと共に、保育内容を構成

する環境のねらいと内容について理解する。

・子どもの育ちにおける環境との関わりの重要性を学びながら、保育の環境や環境構成の在り方につい

て理解する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション/ 領域「環境」 ・「環境」って何？

・保育の基本と保育内容「環境」

２
子どもの育ちと環境に関わる力 ・保育内容「環境」と幼児理解

・領域「環境」の特徴

３
「環境に関わる力について知る」  

（１）

・人と関わる力の必要性

４
「環境に関わる力」について知る

           （２）

・自然に関わる力の必要性

５
「環境に関わる力」について知る  

           （３）

・物や道具に関わる力の必要性

６
「環境と関わる力」について知る

           （４）  

・日常生活の中での興味や関心の必要性

７
「環境構成の実際」   （１） ・環境構成とは

・人的環境としての友だち、保育者

８
「環境構成の実際」   （２）

   

･ 物的環境としての園具、遊具、素材

・園具、遊具、素材の特性と配慮事項

９
「環境構成の実際」   （３） ・環境の再構成とは

・自然環境としての動植物

１０
具体的な活動の方法の在り方

（１）

･ 子どもにとっての安全な環境づくり

１１
具体的な活動の方法の在り方

            （２）

・身近な植物・小動物との関わり

・自然と出会う環境をつくる

１２
具体的な活動の方法と在り方

（３）

・「食と農」について

・地域、行事との関わり

１３
保育者の実践力を高めるために

（１）

・保育者の質を高める

（子どもを見る、理解すること）

１４
保育者の実践力を高めるために

（２）

・保育者の存在としての姿勢、感性

１５
この授業のまとめ これまでの授業のまとめ



【履修要件】

・毎回の授業には必ず出席し、遅刻・私語は厳禁とします。

・毎回の授業に小レポートを実施し、提出を求めます。

【評価方法・基準】

・授業への貢献・参加度（予習状況） ：２０％

・毎回の小レポート         ：５０％

・最終レポート           ：３０％

【教科書・参考図書】

・上中 修編  保育実践に生かす 保育内容「環境」  保育出版社  2014 年

・保育所保育指針   幼稚園教育要領

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・授業中に次回読んでおくべきテキストの箇所を指示しますので、必ず事前に該当箇所を読んでから授業に

参加すること。

・また授業テーマに身近な資料を配布することがあります。事前に読んでおくこと。

【担当教員からのメッセージ】

・楽しく学ぶ授業を、みなさんと一緒にしていきましょう。



H1638 保育内容：表現の理解と方法

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2
金

火

第Ⅱ講

第Ⅳ講
笹瀬ひと美 2-301 104 火第Ⅲ講

【到達目標と学習成果】

・幼児の「表現」について論じながら、幼児の「感性」の育成の中で、五感等を通して幼児が感じ

考えたことを自発的に豊かに表現する大切さを身につける。

・保育者が幼児の表現をしっかり受け止めるには、保育者自身も感性を豊かにし、しなやかな心を

もって幼児にどう応答していくか。そのための音楽的表現・造形的表現・身体的表現を実践し

身に付けていく。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

表現ってなんだろう？ ・幼稚園・保育所における表現

・表現することと生きること

・幼稚園教育要領・保育所保育指針が示す表現の

ねらいとは

２

豊かな感性を育てる ・感性ってなんだろう？

・保育の中で感性を育てる

・絵をかく活動はどのように発達するか

３

子どもの造形活動の発達と特徴 ・幼児の造形活動の発達を考える

・児童期以降の造形活動

・絵をかく活動はどのように発達するか

４
子どもの絵に特徴的な表現を見る ・歳児ごとの絵の表現の仕方

・特徴的な構図・描写の技法等を知る

５
表現を育てる環境

その 1
・0,1,2歳児の造形環境

・作ってみよう

６
子どもの絵に特徴的な表現を見る ・歳児ごとの絵の表現の仕方

・特徴的な構図・描写の技法等

７
表現を育てる環境

その 2
・3歳児の造形活動

・作ってみよう

８

表現を育てる環境

その 3
作品提出をする

・4歳児の造形環境

・作ってみよう

９

表現を育てる環境

その 4

・5 歳児の造形環境

・作ってみよう

１０

子どもの特徴的な表現と

芸術のつながり

・立体造形の発達を見る

・造形活動の展開

・造形活動の発達

１１
表現を育てる保育者の援助

その 1

・0,1,2 歳児の造形援助

・援助の仕方

１２
表現を育てる保育者の援助

その 2

・3,4,5 歳児の造形援助

・援助の仕方

１３
幼児造形表現教育の広がり ・小学校との連携

・小学校図画工作科教育を知る

１４
美術館と保育現場の連携 ・全国の美術館の取り組み

・幼児期に本物を見せる・触れさせる必要性

１５
授業のまとめ ・テストと授業のまとめ



【履修要件】

・特にありませんが、遅刻・授業中の私語・私用・飲食は厳禁とします。

・指定した数の作品をしっかり製作し完成して、提出していただきます。

【評価方法・基準】

・毎回の授業レポート：40％
・作品提出・テスト：40％
・授業への姿勢・態度：20％

【教科書・参考図書】

・中川 香子・清原 知二編 「保育内容 表現」 （株）みらい

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・次回読んでおく箇所を指示するときがありますので、必ず事前に読んでから授業に参加すること。

・作品づくりで、自分で参考となる本から事前に考えて授業に参加すること。

【担当教員からのメッセージ】

  歳児ごとにあった関わり方・造形の環境を知って、子どもがもっている「感性」をどう保育者が

  受け止め、伸ばしてあげるかを学ぶ大切な科目です。

  長年保育の現場に携わってきた者として、事例等を取れ入れながら実践の現場に活かせる授業内容に

  していきたいと思います。「保育の楽しさ」を伝えさせていただきます。



H1642 障がい児保育

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2 月 第Ⅲ講 坂田英津子 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・専門職としての自覚を持ち、講義に能動的に参加することができる

・障がいに対する正しい知識を持てるよう学習し理解を深める

・今の自分にはどのような支援が可能かを考え、その支援方法を他者に説明することができる

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

オリエンテーション

保育指針、発達障害者支援法より

・保育士は専門職である。

  子どもはどんな存在か、どう守られ育って

いくべきか・・・

２
発達について

その中での障がいのわかりにくさ

・子どもは発達する存在である。

  発達課題と障害特性を理解する。

３

障害児保育のあゆみ ・各障害の支援の歴史

  早期療育プログラムの発達、発達障害者支援

法による変遷

４

保育者の対応、統合保育 ・保育者として、どう対応すべきか、

  子ども達、保護者、地域など理解し、子ども

達の可能性を信じ、統合し支援

５
障害児の理解と援助

肢体不自由児、視覚聴覚障害

・障害の特性、困難さを体験等し理解し、必要な

援助を学ぶ

６

障害児の理解と援助

知的障害、発達障害（自閉スペク

トラム）

・障害の特性、困難さを体験等し理解し、必要な

援助を学ぶ。

７
障害児の理解と援助

発達障害（ADHD、LD、DCD等）

・障害の特性、困難さを体験等し理解し、必要な

援助を学ぶ。

８

保護者支援 ・保護者の立場を理解し支援する。

  保護者とは、子どもを生涯にわたり援助する

支援者である。

９

インクルージョン保育 インクルージョン保育の思想を知り、「地域の中

で、どの子も当たり前の生活を目指す保育」を学

ぶ。

１０
肢体不自由児、視覚障害、聴覚障

害児の保育

障害をもつ子どもの保育に必要な支援を具体的に

取り上げ、演習する。

１１

発達障害児の保育 障害をもつ子どもの保育に必要な支援を具体的に

取り上げ、演習する。

（感覚統合訓練、応用行動分析など）

１２
保育計画、記録 個別支援計画を立案し、グループ討議する。

１３
専門機関の連携 障害をもつ子、保護者家族を、連携して支援する。

（事例を通して）

１４
福祉、教育、特別支援教育 専門機関について（事例を通して）

１５

気になる子どもをどう支援するか

特性を理解し、取り組んでいく姿

勢

いろいろな事例に取り組み、子ども達の発達を支

援するには～

保育者としての心持ちを確認していく。



【履修要件】

・講義中の私語は迷惑になるので慎む自覚をもつこと

・講義に関係のない作業をしている学生は退室

・１５分以上の遅刻・早退は欠席と判断

・オリエンテーション時に決定した講義参加の条件遵守

【評価方法・基準】

・受講態度 50点 課題提出等 20点 最終レポート 30点

【教科書・参考図書】

・「よくわかる障害児保育」 尾崎康子、小林真、水谷豊和、安倍美穂子編・・・ミネルヴァ書房

・参考書～「障害のある乳幼児の保育方法」 伊勢田亮、小川英彦、倉田新編・・明治図書

     「発達障害のある子と家族のためにサポート BOOK」岡田俊著・・・ナツメ社

【授業外学習の指示～準備学習など】

・準備などが必要な場合は、早めに講義内で、お知らせします。

【担当教員からのメッセージ】

・保育者としての学習を進める中で、専門職として持つべき正しい知識を持ち、現場で、子ども達その

保護者に、愛情をもち、しっかり支援しよう！と、スキルを高めて欲しく思います。

・１５回と、限られた講義時間では、障がいのある子ども、気になる子ども達がたくさんいる現実を受

け止めるだけで精一杯かもしれません。しかし、現実には、多くの子ども達、その子の保護者の方達

が、皆さんの支援を待っている！と、切り替えて、欲しいのです。

・自分たちにできることを、まずやってみよう！と前向きになり、どこを学べば良いのか、どう受け止

めるのか、どう行動しようか？・・・等、現場の出て、すぐ、何かをはじめられる保育者に、成長し

てほしい！と、願います。



H1649 音楽Ⅲ（伴奏と弾き歌い）

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2
A火 第Ⅳ講 藤田桂子・夏目佳子・奥野靖子

藤田 2-403(2)

夏目 2-401(1)

中山 2-401(2)

194
147
178

藤田：金Ⅱ

夏目：木ⅡB水 第Ⅲ講 藤田桂子・中山恵里子・鯰江令子

【到達目標と学習成果】

・音楽Ⅰ・Ⅱで学習したことを生かし、さらに技能を高めるための課題に取り組む。

・ピアノでは、表現を重視した応用課題を学習し、子どもの表現活動を支える演奏を目指す。

・子どもの歌の伴奏及び弾き歌いでは、子どもが歌いやすい伴奏や子どもの手本となる歌唱とはどうあ

るべきかを考え、的確な音楽的援助をすることのできる技術を身につける。

・間近に迫る就職試験に備え、自信を持って演奏できるレパートリーを増やす。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

ガイダンス

授業の内容・目標について

ピアノ基本課題①

・授業の目的を理解し、到達目標を定める。

・ピアノの基本課題から選択し、学習を進める。

２
ピアノ基本課題② ・基礎的な演奏技術を身につける。

・指使いやタッチなどを再確認する

３
ピアノ基本課題③ ・ピアノ基本課題のまとめ

・演奏の技能について自己評価する。

４
伴奏課題①

「子どものうた」より選択

・「生活の歌」から選曲

・歌いやすい伴奏を心がけて演奏する。

５
伴奏課題②

「子どものうた」より選択

・「季節の歌」から選曲

・曲のイメージを捉え、表情豊かに演奏する。

６
伴奏課題③

「子どものうた」より選択

・「行事の歌」「色々な歌」から選曲

・園の行事に欠かせない歌を正しく演奏する。

７

伴奏課題④

「子どものうた」より選択

・伴奏課題から弾き歌い曲を選び、歌とピアノの

バランスを考えて演奏する。

・発表準備として模擬発表をおこなう。

８
「子どもの歌」の弾き歌い発表 ・模範唱となる演奏を目指す

９
弾き歌い課題①

「子どものうた」より選択

・実習で使用した歌など、各自が必要と思う曲を

学習する。

１０

弾き歌い課題②

「子どものうた」より選択

・弾き歌いのまとめとして、自信を持って演奏で

きるレパートリーを確立する。

・応用課題から学習する曲を選択する。

１１
ピアノ応用課題① ・タイトルからイメージした曲の雰囲気を表現す

る方法を学ぶ。

１２
ピアノ応用課題② ・強弱・タッチ・音色。速さなどにも注意を向け、

細やかな表現を心がける。

１３

ピアノ応用課題③ ・色々な曲を知り、表現の幅を広げる。

・保育現場での具体的な活用に向けて、音楽活動

の場面を想定して演奏する。

１４
ピアノ応用課題④ ・発表曲の完成度を高める。

・発表準備として模擬発表をおこなう。

１５
ピアノ応用課題発表 ・子どもに聞かせることを考え、豊かな音楽表現

としての演奏を目指す。



【履修要件】

・欠席をしない努力をし、必ず予習、復習をする。

・個人レッスンにはマナーを守って臨む。（爪を切る・手を清潔にする・挨拶をする・練習室等の使用

上の注意を守る、など）

・授業時間内においても技能の向上に努め、努力をおこたらない。

・テキストの貸し借りは禁止する。

・課題の到達目標を達成する。

【評価方法・基準】

・意欲・受講態度・取り組みの姿勢 60％、実技発表 40％の総合評価

・発表までに課題が到達目標に達していることを、評価の最低基準とする。

・発表時の欠席は、定期試験の欠席に準ずる。（病気、その他特別な事情のみ再発表を認める）

【教科書・参考図書】

教科書

・こどもと楽しく弾き歌い－幼稚園・保育園のうたピアノ伴奏曲集－ 本廣明美・加藤照恵共著：ドレ

ミ楽譜出版社

・続こどものうた 200 小林美実編：チャイルド社

・保育の現場で聴かせたい ピアノ名曲でこどもと遊ぼう 本廣明美・加藤照恵共著：ドレミ楽譜出版

社

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・日々の積み重ねによってのみ技能はレベルアップしていくので、毎日の練習が非常に大切であることを認

識し、必ず練習をしてから授業に臨むこと。

・保育者を目指す者は自身が音楽を楽しむことも大切であるから、様々な曲に意欲的に触れ、多用な音楽を

知ることを心がける。

・実習、就職試験等の課題については授業内外でも指導するので、積極的に教員に声をかけること。

【担当教員からのメッセージ】

  音楽Ⅰ・Ⅱで学習したことをさらに発展させ、保育者として必要な音楽的技能を身につけてください。

就職試験に対応したレパートリーを少しでも増やし、自信を持って演奏できることを目指しましょう。

  また、保育者自身が音楽を楽しむことも大切です。苦手意識を持たず、色々な音楽に触れてください。



H1653 子ども造形

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2 水
A第Ⅲ講

B第Ⅰ講
亀澤朋恵 2-202 137 月第Ⅳ講

【到達目標と学習成果】

・前学年で学んだことを踏まえ、より発展的な造形表現を学びます。

・共同作業による製作を学びます。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
ガイダンス 授業の説明を行います。

２
フロッタージュ 色鉛筆やクレパスを使ってフロッタージュの素材を集め

ます。

３
コラージュ 前回集めた素材を使ってコラージュ作品を製作します。

４

美術館へ行こうⅡ 保育やこどもまつり（後期）につなげる観点から、作品鑑

賞にとどまらず、館内サービスや展示方法を観察し、考察

を行います。

５
新聞紙を使った造形Ⅰ

～物語の衣装を作る～

グループに分かれてディスカッションを行い、作品の構想

を練ります。

６
新聞紙を使った造形Ⅱ

～物語の衣装を作る～

作品を製作します。

７
新聞紙を使った造形Ⅲ

～発表・鑑賞～

作品を発表し、お互いに鑑賞します。

８
紙を使った玩具の製作Ⅰ 紙を材料とした玩具を作ります。

９
紙を使った玩具の製作Ⅱ Ⅰに引き続いて作品を完成させます。

１０
ステンシル制作Ⅰ 童話をモチーフとして構想を練り、作品の下描きをしま

す。

１１
ステンシル制作Ⅱ ステンシルの型紙を作ります。

１２
ステンシル制作Ⅲ Ⅱで制作した型紙を使って着彩します。

１３
ステンシル制作Ⅳ Ⅲに引き続いて作業し、作品を完成させます。

１４
教材研究 各自興味のある題材について調べ、実際に製作し、作品に

ついて検討する。

１５
まとめ 授業のまとめをします。

【履修要件】

・道具や材料は適宜指示しますので、各自で準備して下さい。

◎常備するもの 鉛筆、消しゴム、はさみ、のり、折り紙、セロテープ、色鉛筆

○必要なもの クレパス（第２回）、ポスターカラーセット（第 10 回〜第 13 回）、カ

ッターナイフ（第 10回〜第 13回）、スポンジ（第 10回〜第 13回）

☆各自必要なもの 適宜。

・原則的に道具の貸し出しはできません。



・持ち物を持参しない場合、受講できません。

・時間内に完成しなかった場合は課外時間で完成に努めて下さい。

【評価方法・基準】

・受講態度 30％（授業への積極性、持ち物の準備など）、提出物 70％（作品およびレポート）とし、総

合的に評価します。ただし、未提出が３点以上あった場合、出席状況に関わらず不可となります。

・提出物の最終〆切は授業の最終日です。

・レポートは最低限枠内の 80％まで記入すること。

【教科書・参考図書】

・なし。

・参考書は教員が適宜指示します。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・授業時に必要な道具や材料は各自で準備して下さい。

・動きやすく、汚れても差し支えない服装で受講してください。

【担当教員からのメッセージ】

美術・造形作品は一人でも共同でも制作が可能です。それぞれの違いや良さ、そして保育者として題

材をどのように生かすのか一緒に考えていきましょう。机にじっと座って作業するだけでなく、歩き回

ったり、演じてみたり、造形表現を通してさまざまな活動をしたいと考えています。

★「製作」と「制作」について

どちらも「つくる」という意味ですが、保育現場では「製作」とすることが多いようです。諸説あり

ますが、「制作」は作品をつくること、「製作」はつくる行為自体を指すとの解釈もあります。

子どもたちの造形表現はつくる行為そのものが重視されることが多く、皆さんにもつくる行為そのも

のを大切にしてほしいと考えていますので、先述の解釈に沿って基本的に「製作」と表記します。

ただし、ステンシル作品については、皆さん自身の作品をつくる意味合いが強いため「制作」と表記

します。



H1661 保育実習指導 I

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2 金 第Ⅰ講

青山佳代

森山雅子

笹瀬ひと美

冨貴田智子

1-403(1)
2-206
2-301(1)
1-405(1)

179
139
104
136

月第Ⅲ講

水第Ⅱ講

火第Ⅲ講

火第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・保育実習に必要な知識やスキルと習得する。

・実習生としてふさわしい心構えや知識を身に付ける。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション

保育実習 Iの評価の開示

授業のルール（進め方）、評価の方法

２ 保育実習 IIまたは IIIの個票作成① 保育実習 Iの反省を踏まえた目標の設定

３ 保育実習 IIまたは IIIの個票作成② 保育実習 Iの反省を踏まえた目標の設定

４ 指導案作成① 指導案作成の基本を学ぶ

５ 指導案作成② 45分間の指導案をつくる

６ 模擬保育① 45分間の模擬保育

７ 指導案作成③ 指導案の練り直し

８ 実習直前指導

９ 保育実習 IIまたは IIIのふりかえり① 保育実習 Iからこれまでを踏まえた反省①

１０ 保育実習 IIまたは IIIのふりかえり② 保育実習 Iからこれまでを踏まえた反省②

１１ 保育実習 IIまたは IIIのふりかえり③ 保育実習 Iからこれまでを踏まえた反省③

１２ 保育実習日誌の検討 グループで日誌を検討する

１３ 模擬保育② 45分間の模擬保育

１４ 模擬保育③ 45分間の模擬保育

１５ 保育者としてのキャリア形成 現場の保育者との対話

【履修要件】

・遅刻・欠席・早退は厳禁。

遅刻・欠席・早退が 4回になった時点で実習取りやめとなります。

【評価方法・基準】

○授業への参加度：50%
○課題の提出状況：50%
・受講態度の悪い学生は「失格」となり、実習に行くことができません。人の迷惑になること、人が不

愉快と感じることはしないように。

【教科書・参考図書】

・KONAN式ステップワークシート（保育・教育実習の手引き）

・開仁志編著（2012）『これで安心！保育指導案の書き方』、北大路書房

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・授業中に、次回までにやっておくべきことを指示します。提出物も多いです。きちんと締切を守りましょ

う。

【担当教員からのメッセージ】

とにかくルールを遵守してください。この授業には謙虚な態度で臨んでください。



H1662 保育実習Ⅱ

  H1663 保育実習指導Ⅱ

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

実習

演習

2
1

集中

金

―

第Ⅲ講

青山佳代

笹瀬ひと美

1-403(1)
2-301(1)

179
104

月第Ⅲ講

火第Ⅲ講

【到達目標と学習成果】

・保育実習に必要な知識やスキルと習得する。

・実習生としてふさわしい心構えや知識を身に付ける。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１ オリエンテーション 授業のルール（進め方）、評価の方法

２ 保育実習 Iのふりかえり① 保育実習 IIもしくは IIIの目標設定①

３ 保育実習 Iのふりかえり② 保育実習 IIもしくは IIIの目標設定②

４ 保育実習 Iのふりかえり③ 保育実習 IIもしくは IIIの目標設定③

５ ビデオカンファレンス① ビデオカンファレンスについて知る

６ ビデオカンファレンス② ビデオをみながら、自身の保育観を深める①

７ ビデオカンファレンス③ ビデオをみながら、自身の保育観を深める②

８ キャリア支援① 就職活動をしての実習のあり方①

９ 保育実習 IIのふりかえり グループで実習日誌を検討する

１０ ビデオカンファレンス④ ビデオをみながら、自身の保育観を深める③

１１ キャリア支援② 就職活動をしての実習のあり方②

１２
現場の保育者との交流① 実習中のさまざまな事象（病気、気象など）に

ついての対応を知る。

１３ 現場の保育者との交流② 現場の保育者との対話①

１４ 現場の保育者との交流③ 現場の保育者との対話②

１５ 現場の保育者との交流④ 現場の保育者との対話③

【履修要件】

・遅刻・欠席・早退は厳禁。

遅刻・欠席・早退が 4回になった時点で実習取りやめとなります。

【評価方法・基準】

○授業への参加度：50%
○課題の提出状況：50%
・受講態度の悪い学生は「失格」となり、実習に行くことができません。人の迷惑になること、人が不

愉快と感じることはしないように。

【教科書・参考図書】

・KONAN式ステップワークシート（保育・教育実習の手引き）

・開仁志編著（2012）『これで安心！保育指導案の書き方』、北大路書房

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・授業中に、次回までにやっておくべきことを指示します。提出物も多いです。きちんと締切を守りましょ

う。

【担当教員からのメッセージ】

とにかくルールを遵守してください。この授業には謙虚な態度で臨んでください。



27保－64 保育実習Ⅲ

27保－65 保育実習指導Ⅲ

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

実習

演習

2
1

集中

月

―

第Ⅲ講

森山雅子

冨貴田智子

2-206
1-405(1)

139
136

水第Ⅱ講

火第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・この授業では、保育実習Ⅲにおける基礎的な知識や、実習における理解を助けるスキルについて習得

することを目的とする。

・保育実習Ⅲについては、さまざまな児童福祉施設における保育に欠ける児童を対象としている。さま

ざまな形態の施設について学び、その施設において必要な養護について理解する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション 授業の進め方、評価の方法

２
保育実習Ⅰのふりかえり（１）個

別の反省

保育実習Ⅰ（施設）における個別の反省

３
保育実習Ⅰのふりかえり（２）記

録の反省

保育実習Ⅰにおける全体での反省から記録の取り

方を学ぶ

４
保育実習Ⅰの記録の書き直し 保育実習Ⅰの記録を書き直しふりかえる

５
ビデオカンファレンス(1) ビデオカンファレンスについて知る

６
ビデオカンファレンス(2) ビデオカンファレンスを通し、自身の保育観を深め

る。

７
保育実習Ⅲの準備（１） 保育実習Ⅲに向けて実習の計画を立てる

８
保育実習Ⅲの準備（２） 保育実習Ⅲに向けて記録の整理について学ぶ

９
保育実習Ⅲの振り返り 保育実習Ⅲ野実習の振り返り

１０
施設就職に向けてのキャリア教育 施設への就職に向けて自身を振り返り学ぶ

１１ ビデオカンファレンス（３） ビデオカンファレンスを実施

１２ ビデオカンファレンス（４） ビデオカンファレンスを通し保育観を養う

１３
現場の保育者から学ぶ(1) 保育現場の現役保育者から保育の仕事に就いて学

ぶ。

１４ 現場の保育者から学ぶ（２） 現場の保育者と共に保育の計画を立ててみる。

１５ まとめ まとめ

【履修要件】

・保育実習Ⅲを希望している学生



【評価方法・基準】

・受講態度、レポートにて評価する。

・受講態度 30％、レポート 70％

【教科書・参考図書】

・指定なし

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・福祉施設について自ら調べ、予習すること

【担当教員からのメッセージ】

・施設に就職したい学生は必ず受講してください。



H1670 幼児保育研究

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 水 第Ⅱ講
青山佳代

脇坂康彦

1-403(1)
体-202

179
159

月第Ⅲ講

月第Ⅳ講

【到達目標と学習成果】

・子どもの感性と創造性をはぐくむ上で保育者に求められる技術や知識を身に着ける。

・企画や運営を通して、自己表現力やコミュニケーション力を身につける

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

オリエンテーション

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝｾﾐﾅｰの企画説明

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝｾﾐﾅｰの企画を考える

授業の内容を理解する。

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝｾﾐﾅｰの企画について理解する。

新たなゼミにて企画を立ち上げる

２

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝｾﾐﾅｰの企画準備①小道

具づくり

企画の準備を行う

３

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝｾﾐﾅｰの企画準備②大道

具づくり【補講】

企画の準備を行う

４

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝｾﾐﾅｰのリハーサル 他のゼミの学生の前でリハーサルを行う

５

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝｾﾐﾅｰの最終準備

【補講】

リハーサルをふまえ、企画を改善する

６

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝｾﾐﾅｰの振り返り

「こどもまつり」の説明

レポート①ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝｾﾐﾅｰで学ん

だこと（締切 4／30）

オリエンテーションセミナーで学んだことを振り

返る。

「こどもまつり」について理解する。

７

「こどもまつり」の大テーマにつ

いて考える

「こどもまつり」の大テーマについて検討する

８

「こどもまつり」のゼミ企画につ

いて考える

「こどもまつり」のゼミ企画について検討し案を

あげる

９

「こどもまつり」のゼミ企画の企

画書を作成する①プログラム検討

「こどもまつり」のゼミ企画のプログラムを作成

する。

１０

「こどもまつり」のゼミ企画の企

画書を作成する②工程表の作成

レポート②「こどもまつり」に向

けての私が貢献したいこと

「こどもまつり」のゼミ企画の工程表を作成する。

１１

「大学祭」のゼミ企画について考

える

「大学祭」のゼミ企画について計画をたてる

１２

「大学祭」のゼミ企画の企画書を

作成する

「大学祭」のゼミ企画について企画書をつくる。

１３

「大学祭」の準備①材料集め 「大学祭」に向けて準備を行う

１４

「大学祭」の準備②制作

全体像の把握

「大学祭」に向けて準備をする



１５

「大学祭」の準備③制作

夏休みの制作についての計画

レポート③前期のゼミを通しての

反省

「大学祭」に向けて、夏休みの計画をたてる。

【履修要件】

・この授業では、ゼミ内での積極的活動、積極的なコミュニケーション、協力性を求めます。

【評価方法・基準】

・3 回のレポート（30）、ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝｾﾐﾅｰ企画の貢献度（20）、ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝｾﾐﾅｰ企画の得点（10）、こども

まつりへの企画貢献度（20）、大学祭の準備への貢献度（20）の合計点数から評価する。

・3回のレポートについては、400字詰め原稿用紙 3枚以上とする。

回 タイトル 締切

１ ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝｾﾐﾅｰで学んだこと 4／30

２ 「こどもまつり」に向けての私が貢献したいこと 7／1

３ 前期のゼミを通しての反省 8／3

【教科書・参考図書】

・カレッジパスポート

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・さまざまな企画において、授業外での貢献を求める。



H1604 国際文化

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 木 第Ⅴ講 広川由子 2-204 138 木第Ⅲ講

【到達目標】

・映像を通して世界の多様な文化に触れ、私たちと文化が異なる人々と共生するために必要となる態度と

スキルを習得する。

・自己の価値観を見つめ直し、広い視野を獲得する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション（9/26） ・授業の説明

２
文化という課題①(10/3) ・映画『長くつ下のピッピ』（1969 年）の視聴

３
文化という課題②(10/17) ・固定観念についてのディスカッション

４
文化という課題③(10/31) ・第 2,3,4 回講義のまとめ

５
異文化との接触①(11/7) ・映画『ナポラ』（2004 年）の視聴

６
異文化との接触②(11/14) ・偏見・先入観についてのディスカッション

７
異文化との接触③(11/21) ・第 5,6,7 回講義のまとめ

８
異文化の警告①(11/28) ・映画『インドへの道』（1984 年）の視聴

９
異文化の警告②(12/5) ・カルチャー・ショックについてのディスカッシ

ョン

１０
異文化の警告③(12/12) ・第 8,9,10 回講義のまとめ

１１
見えない文化①(12/19) ・映画『エリン・ブロコビッチ』（2000 年）の視聴

１２
見えない文化②(12/26) ・非言語コミュニケーションについてのディスカ

ッション

１３
見えない文化③(1/16) ・第 11,12,13 回講義のまとめ

１４
総合ディスカッション①(1/23) ・学生によるプレゼンテーション

１５
総合ディスカッション②(1/30) ・総括

【履修上の注意】

・遅刻・欠席は厳禁。

・ディスカッション形式をとるため、受講者は全員、テーマに添って積極的に発言すること。

・指定した映画とは別の、受講者の関心ある映画を 1 つ取り上げ、その内容についてのプレゼンテーシ

ョンを課す。映画は邦画・洋画のどちらでもよい。アニメも可。

【評価方法】

・授業中のディスカッション（40）
・プレゼンテーション（20）



【テキスト】

・必要に応じてプリントを配布する。

【参考図書】

・青木保『異文化理解』岩波新書、2001 年。

・青木保『多文化世界』岩波新書、2003 年。

・エドワード・T・ホール著、國弘正雄他訳『沈黙のことば』南雲堂、1966 年。

・浜本隆志『文化共生学ハンドブック』関西大学出版部、2008 年。

・八代京子他『異文化トレーニング : ボーダレス社会を生きる』改訂版、三修社、2009 年。



＿

H1608 英語演習Ⅱ

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 水
A 第Ⅰ講

B 第Ⅲ講
広川由子 2－204 138 木第Ⅲ講

【到達目標と学習成果】

・前期に引き続き、保育や子どもに関連する英会話を通して英語の基礎・基本を身につけることを目標

とする。

・保育の現場だけでなく、身近なことを英語で表現できる力も養うことを目指す。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
Unit 8 You Should Go to the 
Bathroom①

・しなければならないこと

・する必要があることを伝える表現

２
Unit 8 You Should Go to the 
Bathroom②

・同上

３
Unit 9 We Made Masks Today① ・１日の活動と様子を伝える表現（動詞の過去形）

４
Unit 9 We Made Masks Today② ・同上

５
Unit 10 If It Rains, What 
Happens ?①

・「もし〜なら」という仮定の表現

・園行事の英語名

６
Unit 10 If It Rains, What 
Happens ?②

・同上

７
Unit 11 What Shall We Do 
Today ?①

・ネイティブとの打ち合わせ

・Shall I/We…?と Will you…?の表現

８
Unit 11 What Shall We Do 
Today ?②

・同上

９
Unit 12  I Feel Feverish① ・病気やけがの症状を伝える表現

・医療品の英語名

１０
Unit 12  I Feel Feverish② ・同上

１１
Unit 13  This Is Yuri  from 
Cosmos Day Care  Center ①

・保護者との電話

・電話対応に便利な表現

１２
Unit 13  This Is Yuri  from 
Cosmos Day Care  Center  ②

・同上

１３
Unit 14 Thank You Very Much 
for Everything①

・最後の日の会話

・お礼の表現・動きの表現

１４
Unit 14 Thank You Very Much 
for Everything②

・同上

１５
まとめ ・14 回の授業を通して、身につけた表現を振り返

ってみよう。

【履修要件】

・遅刻、授業中の私語は厳禁。

・英和・和英辞書を持参すること（スマホ・電子辞書可）。

・携帯電話・スマートフォンは担当教員の指示がある時を除き、いかなる理由においても使用禁止とす

る（使用が見つかったときは退席を命じ、その日は欠席扱いとする）。



【評価方法】

・オーラル・テスト（20）
・プレゼンテーション（20）
・期末テスト（60）

【評価基準】

・インタラクションとしての会話

① 明瞭な発音と適切なイントネーションで話ができる。

② 人前ではっきりと発話できる。

・語彙・文法

① コミュニケーションを行なうための最低限の語彙を有している。

② コミュニケーションを行なうための最低限の文法力を有している。

・積極的態度

① コミュニケーション活動に積極的に取り組むことができる。

② 表現が難しい場面でもコミュニケーションを継続させようと努力できる。

オーラル・テスト、プレゼンテーション、期末テストに上記の基準を勘案して総合的に判断する。

【教科書・参考図書】

・土屋麻衣子（2015）『Happy English for Childcare：保育のための基礎英語』金星堂

・映画のリスニング。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・事前に英単語の意味を調べておくこと。

・会話練習をしておくこと。

・プレゼンテーションの練習など、授業外での努力を求める。

【担当教員からのメッセージ】

どのような職に就くのかにかかわらず、英語による発信力があったほうが今後の人生を考える上で有利な

ことは疑いのないことです。そのことを踏まえつつ、この授業は英語という一言語に限定することなく、

広い意味での「ことばの教育」として行ないます。保育者・栄養士に関係なく、この授業を通してことば

による発信力を養いましょう。



H1609 海外英会話研修

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2 金 第Ⅴ講 広川由子 2-204 138 火第Ⅲ講

【到達目標】

・ミクロネシア短大における語学研修を通して異文化への理解を深める。

・渡航・研修参加にあたって必要となる基本知識・基本英会話を習得する。

・ミクロネシア短大の学生さんとの親睦・交流を深める。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

旅行会社の説明会①（9/26）
英文書類の作成

・ミクロネシア連邦とミクロネシア短大

・海外旅行に関する注意点

・旅程・旅行申込書・パスポート申請・旅行代金

の支払い・クレジットカード・傷害保険について

２

異文化体験の意義と心得

研修内容と授業予定の説明（9/ ）

・ミクロネシア連邦とミクロネシア短大

・海外旅行に関する注意点

・英文書類記入（入寮申込書） ・持ち物

３
滞在時の行動について

ミクロネシア基本情報（10/ ）

・滞在時の諸注意

・ミクロネシアの歴史・文化・生活

４
海外旅行英会話の練習（10/ ） ・イミグレーション ・機内

・自己紹介 ・日本文化の紹介

５
日本の保育実践の紹介①（11/ ） ・発表内容の決定 ・分担決定

６
日本の保育実践の紹介②（11/ ） ・日本語授業と幼稚園で披露する紙芝居、歌、リ

ズム遊び、手遊び、集団遊びを英語で練習

７
日本の保育実践の紹介③（11/ ） ・同上

８
日本の保育実践の紹介④（12/ ） ・同上

９
日本の保育実践の紹介⑤（12/ ） ・同上

１０
日本の保育実践の紹介⑥（12/ ） ・同上

１１
日本の保育実践の紹介⑦（1/ ） ・同上

１２
保育実践リハーサル（1/ ） ・リハーサル

１３
基本英会話の練習（1/ ）

帰国後の課題について

・COMの学生さんとの会話を想定した練習

１４
旅行会社の説明会②（2/ ） ・旅行会社による最終説明会

・出発当日の集合場所、時間の最終確認

１５
最終打ち合わせ

基本英会話の練習（2/ ）

・あらゆる場面で使えるフレーズを練習

１６
まとめ（3/ ） ・帰国後の反省会

・感想文とコラージュの提出

【履修上の注意】

・2018年 2月 18日出発 ～ 2月 28日帰国 （11日間）

・旅行会社説明会① 9月 26日（火）12：20～
・旅行会社説明会② 決定次第、アナウンスします。

・「授業＝海外旅行」ではないことを十分理解してください。



・英語、日本語に限らず積極的な発話、活動、コミュニケーション、協力を求めます。

・遅刻や欠席は厳禁。

・授業中の私語は慎むこと。

・渡航関係の書類は、提出期限を厳守すること。

・旅行会社の説明は聞き漏らしのないようにし、不明な点はその都度、解消すること。

・授業には毎回、辞書を持参すること（スマホ・英和和英辞書・電子辞書可）。

・英会話の練習は授業でも実施するが、語学研修への参加を決定したらすぐに各自で始めること。

・幼稚園訪問時とミクロネシア短大の日本語授業参加時に、日本の保育実践を英語で紹介する予定です。

今年度は紙芝居、おりがみ、手遊びなどを披露する予定です。これに関連する制作・練習は授業外にお

いても行なうことを求めます。

【評価方法】

・受講態度（30）
・現地での研修態度（40）
・研修後の感想文（1200字以上）（20）
・研修後の作品（写真コラージュ）（10）

【テキスト】

・必要に応じて資料やプリントを配布します。

【参考文献】

・外務省ウェブページ：http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/micronesia/data.html
・在ミクロネシア日本国大使館：http://www.micronesia.emb-japan.go.jp/index_j.html
・ミクロネシア連邦大使館：http://fsmemb.or.jp/images/top/image01.jpg



H1612 スポーツ健康論

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 1 木 第Ⅱ講 脇坂康彦 体―202 159 水第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・保健は、環境を改善し、生活を調整することによって健康の維持増進に寄与しようとするものであり、

体育は、身体活動を通して、健康を維持増進するものである。この点をふまえ、将来保育者になった

ときに、すばらしい未来の後継者を育て上げられるように、これを学び取っていくことを目標とする。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
ガイダンス、ビデオ｢しなやかなポ

ンプ心臓｣

ビデオを見て、感想文をまとめる。

２
人間生活と健康 健康の意義、健康の範囲、社会と健康を学ぶ

３
身体運動の生理 身体の構造(筋肉、呼吸・循環器、神経)について学

ぶ。

４
体力とトレーニング 体力と健康との関係、運動処方、トレーニング方

法について学ぶ。

５
スポーツ障害の予防 スポーツ障害の予防について学ぶ。

６
救急処置 救急処置における諸注意、人工呼吸法について学

ぶ。

７
女子の特性と保健体育 女子の身体とはたらき、妊娠中の健康について学

ぶ。

８
まとめと試験 試験

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

【履修要件】

・遅刻をせずに、授業中は私語を慎み、他の受講者の邪魔をしない。

【評価方法・基準】

・ 出席状況を加味した平常点と、期末試験の成績とで総合的に評価する。

受講態度２０点、筆記テスト８０点



【教科書・参考図書】

・プリントを配布

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・プリントを中心に授業を進めるので、授業後に各自のノートにまとめること。

【担当教員からのメッセージ】

授業中に様々のトレーニング法を勉強するので、各自で自分にあったトレーニングを実践して、シェ

イプアップを図ってください。又、救急処置も勉強するので、卒業後に現場で対処できるように身に着

けてください。



H1613 体育実技

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

実技 1 木
A第Ⅲ講

B第Ⅱ講
脇坂康彦 体―202 159 水第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・バドミントンの競技を通して、瞬発力や持久力を養い、チームワークの向上に努める。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
ガイダンス、基本実技練習 ネットフライ、ドライブの技術を学ぶ。

２
基本技術練習 ハイクリヤー、ドリブンクリヤーの技術を学ぶ。

３
ルールと、ゲームの進め方の説明 ルールーを学び、ゲームの進め方について学ぶ。

４
ゲーム(ダブルス) ２人１組のチームに分かれて、ダブルスの試合を

行う。

５
ゲーム(ダブルス) 相手の取りにくいサーブを学び、ゲームに取り入

れてみる。

６
ゲーム(ダブルス) 相手の攻撃に即した守備方法を学び、ゲームに取

り入れてみる。

７
実技試験 狙ったところにサーブを入れる。２人で打ち合う。

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

【履修要件】

・運動服を着用し、体育館シューズを使用すること。

【評価方法・基準】

・ 受講態度４０点、技能テスト(基礎的な技能と知識の理解度･実践能力)６０点、

  その他(３分の２以上の出席を有効評価の基礎条件とする)

【教科書・参考図書】

・図解コーチ･バドミントン、相馬武美著、成美堂出版



【授業外学習の指示（準備学習等）】

・授業が終了してから、次の授業までに基礎練習を反復して行い、成長して参加する。

【担当教員からのメッセージ】

なるべく自分よりも上手な人と組になり、技術の向上を図ってください。



H1622 保育者論

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 金 第Ⅱ講 青山佳代 1-403(1) 179 いつでも

【到達目標と学習成果】

・子どもの育ちや家族を支援する専門職である保育者の専門性とは何かを考える。

・保育者に求められる専門性を、制度や法令、保育者養成の歴史、ならびに具体的な保育の実際から知

る。

・みずからの「保育者像」の把握、ならびに将来的なキャリア形成について考える。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション 授業の進め方、評価について

２
働く目的と保育哲学 なぜ人は働くのか

「せんせい」と呼ばれる条件

３
保育現場が求める保育者像 「気働き」、保育者倫理

４
園での保育者の役割と信頼 クラス担任、「信頼される」保育者とは

５
保育者の仕事内容と留意点 自由保育、主活動、安全に対する配慮

６
ケーススタディからみた保育者の

仕事①

職員会議、保育者観、守秘義務

７

ケーススタディからみた保育者の

仕事②

集団生活のなかでの保育者、クレーム対応

８
保護者・地域社会と保育者の役割 地域社会における保育者の役割、虐待の実態

９
行事に対する保育者の取り組み 行事がもつ意味や意義

行事の計画と指導

１０
保育環境の課題と問題点 保育需要の多様性

早期教育、幼小連携、幼保一元化

１１
諸外国の保育の現状と課題 諸外国の保育を知る

保育の国際化、保育者養成システム

１２
プロとしての保育者の資質 プロフェッショナルとは何か

職業人として、成長する保育者

１３
保育者と子ども―ビデオ鑑賞「さ

ようならぼくたちのようちえん」

自らの保育観について考える

１４
この授業のまとめ① 「保育者論」の授業についてまとめる①

１５
この授業のまとめ② 最終レポートの提出

【履修要件】

・とくにありませんが、遅刻・授業中の私語は厳禁とします（出席番号の最終の学生の出席を取り終え

た時点でいなかった学生は欠席扱いとなります。）

・この授業は、毎回レポートを提出する BRD(Brief Report of the Day)方式で行います。期末テストは

行いませんが、その代わり、毎回の授業に確実に出席することが求められます。



【評価方法・基準】

○授業への貢献・参加度（予習の状況）：20%
○毎回の小レポート：50%
○最終レポート：30%
・この授業は、毎回ブルーフレポートを書いてもらいます。それらを最終的にまとめて提出してもらい、

それを評価します（BRD 方式）。

・受講態度の悪い学生は「失格」となることがあります。人の迷惑になること、人が不愉快と感じるこ

とはしないように。

【教科書・参考図書】

・上野恭裕（2011）『プロとしての保育者論』、保育出版社

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・授業中に、次回読んでおくべきテキストの箇所を指示しますので、必ず事前に該当箇所を読んでから授業

に参加すること。

【担当教員からのメッセージ】

この授業は、保育者の仕事や役割について学びます。保育技術だけに長けた保育者ではなく、自己を

確立させた「プロフェッショナル」な保育者になってもらえるような授業を展開していきたいと思いま

す。自らの職業観や保育哲学などが語れる保育者を目指しましょう！



Ｈ1629 子どもの食と栄養

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2 月
A第Ⅲ講

B第Ⅳ講
福岡 恩 1-213 171 月第Ⅰ講

【到達目標と学習成果】

・ 子どもの発達と食事の関係、またそれらを取り巻く現状について理解する。

・ 栄養に関する基礎的知識を習得する。

・ 自身の食生活について振り返り、改善策を考えることが出来る。

・ 基本的な調理技術を習得する。

・ 献立を考えることが出来る。

・ 子どもや保護者を支援できるような食育教室を計画することが出来る。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

概要説明 班編成

調理技術と食生活に関するアンケ

ート

子どもの健康と食生活の意義

調理実習ガイダンス

子どもの発達と食事の関係について理解する。

自身の調理技術と食生活について確認する。

実習で感じた子どもと食の問題について振り返る。

２
調理の基本１ 炊飯

幼児期の心身の発達と食生活

調理上の心得 適正な味付けについて理解する。

３ 調理の基本２ 切り方 加熱調理 調理器具の取り扱いについて理解する。

４

栄養と食品に関する基礎知識

献立作成

栄養に関する基礎知識を習得する。

幼児向けの弁当の献立作成について理解し、献立作成を

する。

５

調理の基本３ お菓子作り

幼児期の間食

製菓材料の取り扱いを習得する。

幼児期の間食について理解する。

保育現場での実践について検討する。

６
子どもの発育・発達と栄養生理 子供の発育と発達、栄養と生理について理解する。

７

授乳期の意義と食生活 乳汁栄養について理解する。

特殊用途粉乳について

冷凍母乳の取り扱い

８ 離乳期の意義と食生活 離乳食の献立と調理について理解する。

９
妊娠・授乳期の栄養と食生活 妊娠期・授乳期の食生活について理解し、摂取したい栄

養素を効率的に摂れる料理を調理・試食してみる。

１０

特別な配慮を要する子どもの食と

栄養

食物アレルギーについて

エピペン演習・アレルギー対応食品について

体調不良時の対応、障害があるこどもへの対応

１１

学童期の発育・発達と食生活

家庭や児童福祉施設における食事

と栄養

学童期・思春期における栄養と食生活について理解す

る。行事にちなんだ食事を子どもたちと一緒につくった

り食べたりすることについて検討する。

１２ 食育の基本と内容 食育基本法 食育基本計画 食育の実際

１３

自主献立調理

食育指導計画の作成

あらかじめ提示された食品で献立作成し、調理をする。

年間を通した食育指導計画を作成する。

栄養士・調理スタッフとの連携について考える。

１４

自主献立調理

食育指導計画の作成

あらかじめ提示された食品で献立作成し、調理をする。

年間を通した食育指導計画を作成する。

栄養士・調理スタッフとの連携について考える。

１５
食育だよりの作成 家庭の保護者に食への意識を高めてもらうために、保護

者向けの食に関する便りを作成する。



【履修要件】

・ 調理実習の班編成はくじ引きとする。

・ 授業時間外の作業が必要となる場合がある。

【評価方法・基準】

・ 授業態度 15点、レポート等提出物 45点、期末試験 40点

秀（90点以上）優（80点以上）良（70～79点）可（60～69点）不可（59点以下）

【教科書・参考図書】

・ 子どもの食と栄養演習書第 3版 建帛社

・ 授業に関連する絵本（授業時に紹介します。）

・ その他関連書籍等授業時に紹介します。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・ 幼稚園実習、保育実習でのこどもの食に関わる様子について思い出しておいてください。その内容と授

業で学んだことから食育計画を立て、課題作成をします。

・ 一食分の料理の組み合わせ（主食・主菜・副菜・汁物などの献立）について、今まで意識したことが無

かった人は意識してみてください。

【担当教員からのメッセージ】

食育は幼児教育や保育の一環として現場で実践されています。普段の生活の中に自然に食育を取り入

れられるよう、まずは自分自身の食生活について振り返り、食の大切さについて理解しましょう。

また、現場ではアレルギーの誤対応や誤嚥など命に関わる重大事項が発生することがあります。この

授業をきっかけに更に知識を深めてください。



H1631 幼児教育方法

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 火 第Ⅳ講 冨貴田智子 1-405（1） 136 水第Ⅲ講

【到達目標と学習成果】

・１．子どもの姿を適切に捉える力を養う

・２．自分が捉えた子どもの姿について「他者（同僚・保護者）が分かるように」に伝えることができ

るようにする

・３．上記を踏まえ，実際にクラス便りを作成する

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

・ガイダンス①

・ガイダンス②

① この科目を受講する意味，受講する上でのマナー

やルール，評価の仕方について

② 保育の専門性/PDCAサイクル

２

幼児理解と保育者の援助 ・幼児を理解するとは

・幼児理解はどのように行われるのか

・保育実践と子ども理解との関係について

３

保育の計画と環境構成 ・保育計画の特徴

・幼児の主体性の保障と保育計画の関係

・保育計画と環境構成の関係

４

幼児の遊びと発達 ・遊びとは何か

・遊びを通して発達するもの

・幼児期の遊びの展開過程（例：「いないいないば

あ！」から「鬼ごっこ」への展開）

５

発達段階に合った鬼ごっ

こと対応について（テキス

ト外）

・鬼ごっこが保育上重要と考えられる意味

・鬼ごっこから見える子どもの心身の発達

・鬼ごっこにまつわる保育の悩み

６

幼児の遊びの発展と保育

者の援助（１）

・遊びの発展に関わる者としての保育者

・遊びに見られる「思考の芽」と「知的好奇心」

・子どもが遊びだすことができる環境構成

７

幼児の遊びの発展と保育

者の援助（２）

・「遊びの発展」を PDCAサイクルに沿って考える

・遊びが発展するための保育者の役割、保育者に求め

られるもの

８

登降園場面における保育

者の援助と保護者対応

・登降園場面で求められる保育者の援助と役割

・保護者対応で配慮すべきこと

・登降園場面から見る幼児理解の実践

９

協同する経験と保育者の

援助

・幼児の発達過程と仲間関係の変化

・子どもの遊びの充実と保育者の省察との関係

・協同する経験とは

１０

子ども同士のトラブルと

保育者の援助

・トラブルについての考え方

・幼児のトラブルを理解する保育者の目

・トラブルをいかに保護者に伝えるか

１１

食育に関する活動と保育

者の援助

・子どもが園で食事をすることの意味

・食育に関する活動の特徴

・食育に関する活動に取り組む際に必要な援助や配慮

点

１２

障害児への理解と援助の

方法

・障害の捉え方

・友だち，家族，保育者との関係性としての障害

・障害理解と援助力を高めるには

１３

家庭との連携と保育者の

援助

・家庭との連携のための基本的な考え方

・家庭との連携と保護者に対する支援との関係

・実践例から



１４

クラスだよりの作り方

（テキスト外）

・クラスだよりを作る目的

・クラスだよりの構成

・「エピソード記述」でクラスだよりを作る

１５

まとめ ・PDCA サイクルを軸とした保育の進め方の確認をす

る

【履修要件】

・正当な理由のない遅刻は欠席とみなす。

・指定された時間以外の私語は厳禁。

・毎回必ず自分のテキストを持参のこと。忘れた場合は欠席とする。

【評価方法・基準】

・受講態度と毎回のワークシートの内容（30％）

・クラス便り（期末試験に相当）（70％）

【教科書・参考図書】

・小田豊・中坪史典 編著．上田敏丈・岡田たつみ・奥山優佳・香曽我部琢・後藤範子 編集協力・著．（2009）．
幼児理解からはじまる保育・幼児教育方法．建帛社．

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・テキストを読み合わせながら授業を進めるので，必ず下読みをしてくること。その際，分からない言

葉は調べておくこと。

・授業内でテキスト全てを学習することは不可能なので，授業で触れられなかったところについては各

自時間を見つけて読むことが望ましい。

【担当教員からのメッセージ】

保育は子どもを理解することから始まります。理解されていないと明日の保育を組み立てることはで

きません。では，「子どもを理解する」ためには具体的にどのような力が保育者に求められるのでしょ

う。「○歳には△△という発達の特徴がある」といった発達心理学的な理解はもちろん必要です。しか

し，保育実践に生かすためには発達理解だけではなく，自分自身の保育観や子ども観が必要です。15
回の授業が終わった後は，「私は○○という保育をしたいと思う」と語ることができるようになってい

ることを期待します。それを土台に，日々変わる子どもの姿を適切に理解し，同僚や保護者に伝えるこ

とができる保育者となってほしいと考えています。



H1632 カリキュラム論

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 火 第Ⅱ講 青山佳代 1-403(1) 179 いつでも

【到達目標と学習成果】

・カリキュラムの歴史的変遷が理解できるようになる。

・保育におけるカリキュラム・マネジメントが理解できるようになる。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション 授業の進め方、評価のポイント

２
保育の基本と保育課程・教育課程

①

児童福祉法と学校教育法にみる保育の基本

保育の特性とカリキュラム

３
保育の基本と保育課程・教育課程

②

保育の質の向上を図る

カリキュラムの編成

４
日本における保育・教育課程の歩

み

保育課程と教育課程の歴史的変遷

５
子どもをめぐる環境の変化と指導

計画①

最近の子どもを取り巻く環境

家庭環境の変化と子どものあそび

６
子どもをめぐる環境の変化と指導

計画②

環境の変化に対応した指導計画の作成

７
子どもの発達・人格形成と保育・

教育課程

子どもの育ちと発達の連続性

８
保育・教育課程と保育の計画① 長期指導計画

短期指導計画

９
保育・教育課程と保育の計画② 支援を必要とする子どもの保育・教育課程

１０
指導計画と保育の再構成① 子どもの思いを生かす指導計画

１１
指導計画と保育の再構成②

保育の指導計画と偶発性

記録する意義、評価・省察

１２
小学校との連続性と連携 小学校入学への準備と連携

保育所児童保育要録、幼稚園幼児指導要録

１３
多様な保育施設に対応できる保

育・教育課程

幼保一体化とカリキュラム

認定こども園とカリキュラム

１４
食に関する保育・教育課程 食育基本法から考える「食育」

地域性と生かした食と保育・教育課程

１５
この授業のまとめ 最終レポートの提出

【履修要件】

・とくにありませんが、遅刻・授業中の私語は厳禁とします（出席番号の最終の学生の出席を取り終え

た時点でいなかった学生は欠席扱いとなります。）

・この授業は、毎回レポートを提出する BRD(Brief Report of the Day)方式で行います。期末テストは

行いませんが、その代わり、毎回の授業に確実に出席することが求められます。

【評価方法・基準】

○授業への貢献・参加度（予習の状況）：20%
○毎回の小レポート：50%
○最終レポート：30%



・この授業は、毎回ブリーフレポートを書いてもらいます。それらを最終的にまとめて提出してもらい、

それを評価します（BRD 方式）。

・受講態度の悪い学生は「失格」となることがあります。人の迷惑になること、人が不愉快と感じるこ

とはしないように。

【教科書・参考図書】

・大橋喜美子編著（2012）『保育のこれからを考える 保育・教育課程論』、保育出版社

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・授業中に、次回読んでおくべきテキストの箇所を指示しますので、必ず事前に該当箇所を読んでから授業

に参加すること。

【担当教員からのメッセージ】

この授業は、保育の全体計画である保育課程（幼稚園においては教育課程）を中心として、計画→実

践→評価→改善というサイクルを通じて、保育を進めていくことができることを目指すものです。これ

までの授業や実習での学びを生かしてください。



H1634 保育内容：健康

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講習 2 水 第Ⅱ講 鈴木和子 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・保育所や幼稚園で保育をするうえで必要な健康面について理解する。

・保育の意義や目的、子どもの発達の特性を学び、そのよりよい育ちのためにどのような援助が必要か、

保育者の役割を理解する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
健康とは何か ・領域『健康』の考え方

  幼少年期の発達特性と運動経験

２
身体諸機能の発育と子供の発達 ・生涯発達という捉え方

３
身体諸機能の発育と子供の発達 ・乳幼児期の運動発達と特性について

     －遊びをとおして－

４
運動能力とは ・運動能力の育ちと保育者の役割について

５
運動能力の育ちがもたらすもの ・運動能力が育つことにより、子供の変化を情緒、

知的面などから観る。－遊びをとおして－

６
運動遊びの意義 ・運動遊びのとらえ方について

７
運動遊びの中で育つもの ・運動遊びすることにより、何が育つか

     －実践記録の分析－

８
運動遊びの実際 ・運動遊びの実践から考察するもの  

     －実践記録の分析－               

９
運動遊びにおける保育者の役割 ・運動遊びの実践から保育者の役割を探る

１０
安全への配慮の基本 ・子どもの事故の特徴と指導・援助

１１
安全への配慮 ・事故とその処置

      －想定できる事故－

１２
幼児期における生活習慣 ・基本的な生活習慣について

１３
生活習慣獲得の指導 ・基本的な生活習慣の獲得、形成についてとその

指導

１４
乳幼児の疾病と保育者の援助 ・乳幼児期の健康状態と園での対応

１５
この授業のまとめ ・これまでの授業のまとめ

     －保護者との連携－

【履修要件】

・特にありませんが、遅刻・授業中の私語は厳禁とします。

・この授業は、毎回レポートを提出する BRD(Brief Report of theDay)方式で行います。期末テストは

行いませんが、その代わり、毎回の授業に確実に出席することが求められます。



【評価方法・基準】

・授業への貢献・参加度（予習の状況）：20％
・毎回の小レポート：50％
・最終レポート 30%

【教科書・参考図書】

・河邉貴子 編著（2008） 『保育内容 健康の探究』、スペース新社保育研究室 企画・編集

・保育所保育指針、幼稚園教育要領

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・授業中に、次回読んでおくべきテキストの箇所を指示しますので、必ず事前に該当箇所を読んでから授業

に参加すること。

・また授業テーマに身近な資料を配布することがあります。事前に読んでおくこと。

【担当教員からのメッセージ】

この授業は、保育の基礎理論を学ぶ、とても重要な科目です。原理系の科目は、退屈なイメージを持

たれがちです。ですが、保育者として生きていくうえでとても大切な科目です。

退屈な授業にならないように、事例を多く取り入れ、受講生のみなさんに「一日でも早く保育者とし

て世に出たい！」と思ってもらえるような授業を展開していきたいと思います。



H1644 保育相談支援

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2 金 第Ⅱ講 福田晶子 ― ― ―

【到達目標と学習成果】

・保育相談支援の意義を理解する。

・子どもの利益を守り、保護者の問題解決を図る支援の実際を学ぶ。

・児童福祉施設全般の保育相談への対応ができるよう、関係機関との連携について知る。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション

保育相談支援とは何か

・保育相談支援の定義

２
保育相談支援の原理 ・子ども家庭福祉の原理と保育士の役割

・保育相談支援の原則と基本

３
保育相談支援の構造・展開と保育

相談支援との関係

・保育相談支援の構造と展開

・子ども子育て支援制度の創設と保育相談支援

４
保育相談支援の価値と倫理 ・保育相談支援における倫理

・保育所保育指針での保護者支援の価値と倫理

５
保護者との信頼関係の構築 ・受容や自己決定の尊重

・子どもの最善の利益

６
社会資源との連携 ・保育相談支援の特性と限界

・地域資源や関係機関との協働

７
保育の専門性を基盤とした支援 ・保育の特性に基づく保育相談支援

８
保育相談支援の方法と技術 ・保育相談支援で活用される保育技術

・保育相談支援の技術

９
保育相談支援の展開 ・保育相談支援の展開過程の実際

１０
環境を通した保育相談支援（１） ・保護者との信頼関係を形成する環境

・保護者の日常生活を支える環境

１１
環境を通した保育相談支援（２） ・保護者の子ども理解を促す環境

・家庭の暮らしを支える環境

１２
保育所における保育相談支援 ・保育相談支援の手段と評価

・特別な対応を必要とする家庭への保育相談支援

１３
地域子育て支援における保育相談

支援

・地域子育て支援の特性と限界

・保育相談支援の手段と評価

１４
児童福祉施設における保育相談支

援  

・施設での保育相談支援の特性

・施設を利用する保護者の特性

１５
総括 ・これまでの授業のまとめ



【履修要件】

・遅刻、授業中の私語、携帯電話類の使用、飲食は厳禁とします。

【評価方法・基準】

・授業への貢献・参加などの受講態度：30点

・小レポート：30点

・期末テスト：40点

【教科書・参考図書】

・（教科書）柏女霊峰・橋本真紀著（2016）『新・プリマーズ／保育 保育相談支援［第 2版］』、ミネルヴァ

書房

・（参考書）厚生労働省編（2008）『保育所保育指針解説書』、フレーベル館

・（参考書）福丸由佳・安藤智子・無藤隆編著（2011）『新 保育ライブラリ 保育の内容・方法を知る 保

育相談支援』、北大路書房

・（参考書）小林育子著（2010）『演習 保育相談支援』、萌文書林

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・授業中にテキストの箇所を伝えますので、該当箇所を読んで授業に参加してください。

【担当教員からのメッセージ】

保育相談支援は、保育者が保護者とかかわる様々な場面で対応が求められます。保護者とともに子ど

もを育てる信頼関係づくりや、なぜ保護者に対する相談支援が必要なのかを感じとれるよう、事例演習

を通して学んでいきます。



H1645 幼児理解の理論と方法

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 金 第Ⅳ講 冨貴田智子 1-405（1） 136 水第Ⅲ講

【到達目標と学習成果】

１．子どもを理解するための方法について学び，保育の場において「私の」「その子理解」ができるよ

うな力を養う

２．エピソード記述で子どもの姿を描くことを通して，その子の心の中で起きている事を正負の側面で

理解する基礎を養う

３．他者の描いたエピソードについて感想や考えたことを伝えることが出来るようにする

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
ガイダンス ・この科目を受講する意味，受講する上でのマナ

ーやルール，評価の仕方について

２
子どもを理解する方法①：実

験法（テキスト外）

・「実験法」という方法を知る

３

子どもを理解する方法②：観

察法（テキスト外）

・「観察法」という方法を知る

【演習①：これまでの実習で出会った子どもたちの姿

から印象に残っている姿を書く】

４

「エピソード記述」という方

法について①

・保育の場でエピソード記述が必要とされる意味を理

解する

・「経過記録」と「エピソード記録」，「エピソード記述」

の違いを理解する

５
「エピソード記述」という方

法について②

・保育者が主体となってエピソードを綴ることの重要

性を理解する

６

子どものかわいらしい姿が

描かれたエピソードから

・エピソード 6＜ぼくも抱っこして＞，エピソード 10
＜アリさん，いたいいたい＞を読み合い，感じたこと

や考えたことを伝え合う

・エピソード記述の形式を学ぶ

７

保育者の対応について描か

れたエピソードから

・エピソード 16＜おれたち親友だから！＞を読み合い，

感じたことや考えたことを伝え合う

・エピソード記述に必要な態度について学ぶ

８

保育者の反省が描かれたエ

ピソードから

・エピソード 19＜もう，Kくんダメでしょう！＞，エ

ピソード 21＜Rちゃんごめんね＞を読み合い，感じた

ことや考えたことを伝え合う

９

難しい保育場面が描かれた

エピソードから

・エピソード 30＜お母さん，すみません・・・＞，を

読み合い，感じたことや考えたことを伝え合う

・エピソード記述の形式やエピソード記述に必要な態

度を再確認し，自分のエピソードを綴る

【課題：対象年齢を決め，第 12回講義までにエピソー

ド記述を 1本描く】

１０

事例をエピソードで描く① ・エピソード 2A～2C の＜ぶんぶん＞のエピソードを

読みあい，エピソードを重ねることで一つの事例が深

まることを実感する

１１

事例をエピソードで描く② ・岐阜市/加納幼稚園＜A 子さん＞の４月～５月のエピ

ソードを読みあい，A 子さんの A 子さんが主体とし

て動き出す様子を感じる



１２

事例をエピソードで描く③ ・障碍児施設でのエピソードを読み合い，親子が変化

していく過程を実感する

【エピソード記述の提出】

１３
エピソード記述を用いた保

育ケース会議の展開

・あるエピソード記述を通して子ども理解が深まって

いく過程を理解する

１４

模擬ケース会議 ・各自で描いたエピソード記述を読み合い模擬ケース

会議を行う

１５

まとめ ・模擬ケース会議の振り返りをし，保育の場でのエピ

ソード記述の有効性を確認する

【ノート提出→成績発表時に返却】

【履修要件】

・正当な理由のない遅刻は欠席とみなす。

・指定された時間以外の私語は厳禁。

・毎回必ず自分のテキストと，この科目用のノート（A4 サイズのもの）を持参のこと。忘れた場合は

欠席とする。

・配布された資料はノートに貼り，いつでも見返す事が出来るようにすること．

【評価方法・基準】

・受講態度とのミニレポートの内容（30％）

・ノートの内容（20％）

・エピソードの内容（期末試験に相当）（50％）

【教科書・参考図書】

・鯨岡峻・鯨岡和子（2007）．保育のためのエピソード記述入門．ミネルヴァ書房．

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・保育現場は文字を書くことが多い．子どもの作品への名前書きや出席ノートへの毎月のメッセージ，連絡

帳など自分の文字がそのまま人の目に触れる機会が圧倒的に多いので，普段から文字は丁寧に書くように心

がけること．

・エピソードは描けば描くほど生き生きした内容が綴れるようになる．これまで関わった子どもについて自

主的に描いてみるとよい（必要があれば添削にも応じる）．

【担当教員からのメッセージ】

  保育現場では，降園時に「○○ちゃん，今日は△△でしたよ」と迎えに来た保護者に子どもの様子を

伝えます．また子どもが降園した後は「今日○○ちゃんがこんなことしてね，」と同僚や先輩保育者に話

したりします．毎日の記録も書きます．あらゆる場面でエピソードを語る力があることが求められます．

「○○ちゃんの心の動き」，「その時の自分自身の心の動き」が言語化できるよう，学習しましょう．



H1646 教育相談（ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを含む）

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講義 2 木 第Ⅰ講 森山雅子 2-206 139 水第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・さまざまな子どもの特徴やニーズと発達を知る

・相談やコンサルテーションを行うための具体的な方法を習得する

・実際に保育の場でよくある相談内容を知り考えることで、保育・教育相談の基礎知識を身につける

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

1 オリエンテーション

（9/28）
教育相談の授業内容について知る

2
保育の場における相談ニーズとカ

ウンセリングマインド

（10/5）

相談ニーズ・カウンセリングマインド

3 子どもの発達理解と相談・支援

（10/12）
教育相談の観点からの発達の理解

4 保護者への対応―子育て視点から

（10/19）
保護者対応についての理論、子育て支援

5
発達障がいや気になる子どもへの

かかわり

（10/26）

発達障がいや気になる子どもへのかかわり

6
発達障がいや気になる子どもの保

護者へのかかわり

（11/2）

発達障がいをもつ保護者の心理、そのアプローチ

方法

7
保育者として職場の同僚とのかか

わり

（11/9）

職場の対人関係、同僚とのかかわり

8
保育場面でのカウンセリング技法

の活用

（11/16）

カウンセリング技法の具体的活用法、事例から学

ぶ

9 保育者の専門性と相談活動

（11/30）
保育者の相談活動

10
園・地域における専門家との連携

による相談・支援

（12/7）

事例から学ぶ

11 基本的対人関係のトレーニング

（12/14）
対人関係トレーニング

12 模擬カウンセリング（１）傾聴

（12/21）
傾聴を体験する

13 模擬カウンセリング（２）共感・

促し（1/11）
共感・促しを体験する。

14 模擬カウンセリング（３）焦点化

（1/18）
焦点化を体験する

15 まとめ（1/25）

【履修要件】

・この授業では、授業のはじめに、グループで当日の授業の内容のキーワードについて討論し、基礎知

識をもったうえで授業に入る。そのため、討論には必ず積極的に参加すること。



・毎回講義の授業の終わりにブリーフレポートを実施する。このブリーフレポートは、各回における受

講者の理解を促すために行うため、しっかりとブリーフレポートに取り組むようにすること。

・12回から 14回については、模擬カウンセリングを体験する。体験後のレポートは、本授業の評価に

大きく関わるため必ず出席すること。

【評価方法・基準】

・授業討論への参与度とブリーフレポート、模擬カウンセリングレポート、期末試験の総合評価とする。

・期末テストは従来通り、持ち込み用紙のみ持ち込める。

・授業討論への参与度およびブリーフレポート（30％）、模擬カウンセリングレポート（30％）、期末試

験（40％）とする。

・上記の成績により、90点以上を秀、80~89点を優、70~79点を良、60点~69点を可、59点以下を不

可とする。

【教科書・参考図書】

<参考図書>
・子どもの理解と保育・教育相談 小田豊・秋田喜代美（編） (株)みらい

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・授業後の復習を必ずすること。その際に、これまでの実習での体験を振り返り結びつけることが望ましい。

・従来のテストと同様持ち込み用紙のみ、期末テストで持ち込むことが出来る。復習をしっかり行い、持ち

込み用紙をしっかり準備できるようにすること。

【担当教員からのメッセージ】

この授業では、現場で、とくに保護者とのやり取りを行う上での基礎的な知識および、カウンセリン

グ技法を学ぶ。受講者にとって、「真剣に」他者の話を聞く、という技術はおそらく難しく、苦労も多

いと思うが、授業を通して技術を磨いてほしい。



H1650 音楽Ⅳ（ピアノと器楽）

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフ ィ ス アワ ー

演習 2
A 水 第Ⅲ講 藤田・夏目・中山 藤田 2-403(2)

夏目 2-401(1)
藤田 194
夏目 147

藤田：水第Ⅱ講

夏目：木第Ⅱ講B 木 第Ⅲ講 夏目・中山・奥野

【到達目標と学習成果】

・幼児の歌唱に対して適格な援助ができる。

・簡単な初見演奏、コードによる伴奏付けができる。

・ピアノ奏法のまとめとして、表現力豊かな演奏をおこなうことができる。

・打楽器を中心とした器楽合奏の基礎を学び、保育現場で必要とされる総合的な音楽実践力のさらな

る向上を目指す。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

1
ガイダンス
実践的な子どもの歌の弾き歌い
①

・授業の目的について理解する
・実践的な演奏能力とは何か
・保育の現場を想定した、子どもの歌唱を支える伴奏の学
習

2
実践的な子どもの歌の弾き歌い
②

・子どもを前にして歌唱する際の注意事項とは
・役割を交代しながら歌唱と伴奏の実践をおこなう

3 初見演奏 ・「こどものうた」の初見演奏をおこない、読譜力と即興
的な演奏能力を養う。

4
簡単な和音（コード）伴奏 ・旋律にコード（和音）による伴奏付けをおこない、アレ

ンジして演奏することにより、音楽実践の力を高める。
・ピアノ応用課題曲を選択する。

5 ピアノ応用課題① ・「音楽Ⅲ」からさらに学習を進め、幅広い課題に取り組
む。

6 ピアノ応用課題② ・様々な音楽をピアノで表現し、子どもの音楽活動に生か
す技術を身につける。

7 ピアノ応用課題③ ・曲のテーマやタイトルに合った奏法について学習し、表
情豊かな演奏能力を培う。

8 ピアノ応用課題④ ・発表曲の完成度を高める。
・発表に向けての模擬発表をおこなう。

9 ピアノ応用課題 「発表」 ・ピアノ演奏のまとめとして、芸術性の高い演奏を目指す。
・自身の演奏について振り返る。

10 器楽合奏① ・音程のある打楽器やピアノ以外の鍵盤楽器の奏法を学習
し、グループ内での合奏に取り組む。

11 器楽合奏② ・グループ内で各自演奏する楽器を決め、発表に向けて曲
を完成させる。

12 器楽合奏③ 「クラス発表」 ・グループでの学習を生かし、クラス全体での発表を試み
る。

13 総合的な音楽活動① ・園での音楽発表会等を想定し、楽器や歌唱を用いた音楽
活動を企画制作する。

14 総合的な音楽活動② ・まとまりのある活動となるよう、グループ内でリハーサ
ルをおこなう。

15 総合的な音楽活動③
      「グループ発表」

・グループごとに総合的な音楽活動を発表する。
・自身の発表への取り組み、成果について振り返る。



【履修要件】

・演習の形態での授業であるから、毎回必ず出席すること。

・テキストの貸し借りは禁止する。

【評価方法・基準】

・意欲・受講態度・グループ活動への取り組みの姿勢 60％、実技発表 40％の総合評価

・到達目標を達成することを評価の最低基準とする。

・発表の欠席は定期試験の規程に準ずる（急な病気など）。無断で欠席した者は失格とする。

【教科書・参考図書】

・本廣明美・加藤照恵共編「幼稚園・保育園のうた ピアノ伴奏曲集」（2013）ドレミ楽譜出版社

・小林美実編「続こどものうた 200」（2014）チャイルド本社

・本廣明美・加藤照恵共編「ピアノ名曲でこどもと遊ぼう」（2015）ドレミ楽譜出版社

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・必ず練習をしてから授業に臨むこと。

・学習内容がどのように保育の現場等で活用できるかを考え、常に実践的な応用力を養う努力をする。

【担当教員からのメッセージ】

本授業は卒業前の音楽の授業のまとめとして位置づけられています。就職試験と同時進行で受講

することになるかと思いますが、実技の能力だけでなく、音楽実践の総合的な力を養い、卒業後に

は自信を持って実践をおこなうことができるようになってほしいと思います。

また、就職実技試験の相談は授業外でも応じますので、積極的に質問等をしてください。



H1652 図画工作Ⅱ

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 2 月 第Ⅴ講 亀澤朋恵 ２−202 137 月第Ⅲ講

【到達目標と学習成果】

・自ら感じたことや考えたことを表現し、創作することを楽しむ。

・様々な技法や材料を使って表現する。

・今まで学んだことを踏まえながら、より美的完成度の高い作品の製作をめざす。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
ガイダンス 授業の概要を説明します。

２
伝統的な玩具を作る Ⅰ

〜凧の製作〜

ビニール袋を使って凧を製作する。

３
伝統的な玩具を作る Ⅱ

〜凧を飛ばす〜

凧を実際に飛ばして遊び、保育実践において留意

する点を考察する。

４
ペーパークイリング Ⅰ

~基本形の練習~
ペーパークイリングの基本形を学ぶ。

５
ペーパークイリング Ⅱ

~デザイン、製作～

ペーパークイリングを使ったメッセージボードの

構想を練る。

６
ペーパークイリング Ⅲ

～製作、完成～

Ⅱに引き続いて製作を続け、作品を完成させる。

７
デッサン Ⅰ

~鉛筆~
好きなモチーフや写真を選び、鉛筆でデッサンを

する。

８
鉛筆デッサン Ⅱ

~鉛筆・水彩~
好きなモチーフや写真を選び、鉛筆と水彩を使っ

てデッサンする。

９
絵本製作 Ⅰ

~構想~
絵本の構想（内容、表現技法、しかけ）を練る。

１０
絵本製作 Ⅱ

~製作①~
前回の構想に沿って製作をはじめる。

１１
絵本製作 Ⅲ

～製作②～

前回に引き続いて製作を続ける。

１２
絵本製作 Ⅳ

〜完成〜

作品の完成を目指す。

１３
自由研究 Ⅰ いままで学習してきたことを踏まえながら、自ら

つくってみたい作品の構想を練り、制作する。

１４
自由研究 Ⅱ 前回に引き続いて作品を完成させる。

１５
まとめ 授業のまとめを行います。

【履修要件】

・持ち物は必ず用意して持参すること。忘れた場合は受講できません。次回の持ち物は授業終了前に連

絡しますが、以下の表を参考にしてください。

◎常備するもの 鉛筆、はさみ、のり、カッターナイフ、折り紙、色鉛筆

○必要なもの マーカー（第 2回）、木工用ボンド（第 4回～第 6回）、写真（第 7～8回）、

水彩えのぐ〈透明水彩のみ〉（第 8 回）、水彩えのぐ〈ポスターカラー・

アクリルガッシュ可〉（第 9回〜第 12回）

☆その他 各自必要なもの（第 12回〜第 14回）



・時間内に完成しなかった場合、課外時間で完成に努めて下さい。

・欠席等で製作できなかった場合も課外で完成させること。または代替の課題を課すことがある。

・授業妨害に相当する行為（頻繁な忘れ物、無許可での携帯電話の使用、大声での私語、音楽をかけな

がらの作業、飲食、無断退室など）は注意します。指示に従わない、または改善が見られない場合は

欠席扱いとします。

【評価方法・基準】

・授業への積極性（持ち物の準備、事前調査、製作に対する創意工夫への意欲）40％と提出物（作品、

レポート）60％により総合的に評価します。提出物（作品・レポート）は全て提出すること。

・レポートは原則的に枠内の 80％まで書くこと。基準に満たない場合は減点対象とします。

・提出物（作品およびレポート）の提出状況は学期末に提示するので、各自確認すること。

【教科書・参考図書】

・特定の教科書はありません。

・参考書や資料は適宜教員が指示します。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・動きやすく、汚れても差し支えない服装で受講して下さい。

・普段からこまめに保育や造形関係の雑誌や書籍をチェックしてみてください。

【担当教員からのメッセージ】

今期は今まで学んできたことを活かして主体的に作品をつくることが大きな目標です。今までより自由

度が高くなりますので、やってみたいこと、作ってみたいことに積極的に挑戦しましょう。

★「製作」と「制作」について

どちらも「つくる」という意味ですが、保育現場では「製作」と表記することが多いようです。諸説あ

りますが、「制作」は作品をつくること、「製作」はつくる行為自体を指すとの解釈もあります。子どもた

ちの造形表現はつくる行為そのものが重視されることが多く、皆さんにもつくる行為そのものを大切にし

て欲しいと考えていますので、先述の解釈に沿って、この授業では基本的に「製作」と表記します。

ただし、自由研究（第 12～14回）については自ら構想して作品をつくりあげることを重視したいので、

「制作」と表記します。



H1657 国語

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

講議 2
B月

A木

B第Ⅲ講

A第Ⅳ講
柴田 昇 4－412 188 月第Ⅳ講

【到達目標と学習成果】

・日本語で書かれたさまざまな種類の文章にふれることで、日本語表現の多様性を理解する。

・日本と世界の児童文学史の基礎を身につける。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
今期の授業の概要と受講上の注意

点

・今期のプログラムの概要

・受講上の注意点

２
１ 世界の童話と文学（１） ・古代の伝承と神話

・イソップ童話

３
世界の童話と文学（２） ・中世から近世へ

・ペローの童話（1）

４
世界の童話と文学（３） ・ペローの童話（2）

・ペローとグリム

５
世界の童話と文学（４） ・グリム童話

・メルヘンとは何か

６
  世界の童話と文学（５） ・近代社会とこども

・アンデルセン童話と創作童話

７
２ 日本の童話と文学（１） ・日本の歴史の概観

・『竹取物語』

８
日本の童話と文学（２） ・古代・中世社会と伝説

・『浦島太郎』

９
日本の童話と文学（３） ・お伽草紙と昔話

・『桃太郎』

１０
  日本の童話と文学（４） ・昔話の諸類型

・『花咲じじい』等

１１
  日本の童話と文学（５） ・江戸から明治へ

・福沢諭吉

１２
  日本の童話と文学（６） ・近代の児童文学

・巌谷小波

１３
  日本の童話と文学（７） ・童心主義と大正デモクラシー

・小川未明

１４
日本の童話と文学（８） ・戦争と児童文学

・戦後の児童文学

１５
４ 今期のまとめ ・講義全体のまとめ

・課題

【履修要件】

・必要に応じて資料を配布するので各自整理保存すること。

【評価方法・基準】

・最終課題 40点、朗読課題 30点、受講態度 30点

【教科書・参考図書】

・教科書は使用しない



・参考文献は必要に応じて紹介する

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・事前準備の必要な発表を課す。

【担当教員からのメッセージ】

保育者は子どもたちへの文化の伝承者でもあります。この授業を様々な物語にふれる機会にしてくだ

さい。



H1659 レクリエーション実習

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

実習 1 ―

1 年次後・2
年次前・後

（集中）

脇坂康彦 体―202 159 水第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・レクリエーション協会主催の事業、地域の子供会活動、高齢者やハンディのある人々への福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨ

ｱ活動などに積極的に参加するリーダーの育成を目指す。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
ガイダンス：レクリエーションの

基礎理論①

人を支える支援者にとってのレクリエーションを

学ぶ。

２
レクリエーションの基礎理論② レクリエーション支援の考え方を学ぶ。

３
レクリエーションの基礎理論③ レクリエーション・インストラクターに期待され

る役割を学ぶ。

４
レクリエーションの支援論① 一般的なライフステージ上の課題とレクリエーシ

ョンのかかわりを学ぶ。

５
レクリエーションの支援論② 学科の特性として想定される、主な対象の生活課

題とされるレクリエーションの関わりを学ぶ。

６
レクリエーションの事業論① レクリエーション事業の考え方、及び展開方法を

学ぶ。

７
レクリエーションの事業論② 学科の特性として想定されるプログラム・事業の

計画を学ぶ。

８
レクリエーションの事業論③ 学科の特性として想定されるプログラム・事業に

関わる安全管理を学ぶ。

９
チャレンジ・ザ・ゲーム普及審判

員養成講習会

愛知県レクリエーション協会主催の審判員養成講

習会に参加し、ゲームの進め方と、審判法を学ぶ。

１０
江南市こどもﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 江南市主催のこどもフェスティバルに参加し、親

子のふれあい体験を、支援する。

１１
愛知県ラダーゲッター選手権大会 愛知県レク主催のラダーゲッター大会に参加し、

ゲームの進め方と、審判法を学ぶ。

１２
ニュースポーツフェスティバル

201７
愛知県レク主催のニュースポーツﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙに参加

し、ゲームの進め方と、審判法を学ぶ。

１３
201７生き生き長寿フェアウォー

クラリー大会

愛知県・（福）愛知県社会福祉協議会主催のウォー

クラリー大会で、運営方を学ぶ。

１４
福祉レクリエーション講習会 愛知県レク主催の講習会に参加し、福祉レクリエ

ーションを習得する。

１５
まとめ これまでの経験をグループ別に、ディスカッショ

ンをし、まとめる。

【履修要件】

・積極的に学外の行事に参加し、研修を積むこと。

【評価方法・基準】

・｢事業参加｣記録カードに１５時間以上の参加記録を記入。

【教科書・参考図書】

・レクリエーションガイドブック２９楽しいアイスブレーキングゲーム集、三浦一郎著、（財）日本レ



クリエーション協会

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・愛知県レクリエーション協会の主催する年間行事を検索し、各自で参加申し込みをする。

・江南市における年間行事を検索し、各自で申し込みをする。

【担当教員からのメッセージ】

・短大のクラブ活動にも参加し、仲間作りも意欲的に行い、レクリエーションインストラクターの資格

に挑戦し、就職に必要な現場で即戦力となるように、自分を磨いてください。



C1667 教育実習指導

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 金 第Ⅲ講
青山佳代

森山雅子

1-403(1)
2-206

179
139

金第Ⅱ講

水第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・教育実習（幼稚園）の意義や目標を再確認する。

・実習を振り返り、自己課題を把握し、みずからの保育者像を確立する。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
オリエンテーション 授業の進め方、評価について

教育実習の評価の開示

２
実習のふりかえり 教育実習についてのふりかえり（ワールドカフェ）

３ 教育実習と実践の統合① 協同する力、時間管理

４ 教育実習と実践の統合② 下級生への伝達能力、協同する力、時間管理

５ 教育実習と実践の統合③ 協同する力、時間管理

６ 教育実習と実践の統合④ 協同する力、時間管理

７ 教育実習と実践の統合⑤ 協同する力、時間管理

８ 教育実習と実践の統合⑥ 協同する力、時間管理、下級生への伝達能力

９ 教育実習と実践の統合⑦ 協同する力、時間管理、コミュニケーション能力

１０ 教育実習と実践の統合⑧ 協同する力、時間管理、コミュニケーション能力

１１ 教育実習と実践の統合⑨ 協同する力、時間管理、コミュニケーション能力

１２ 教育実習と実践の統合⑩ 協同する力、時間管理、コミュニケーション能力

１３ 教育実習と実践の統合⑪ 協同する力、時間管理、コミュニケーション能力

１４ 教育実習と実践の統合⑫ 協同する力、時間管理、コミュニケーション能力

１５ 教育実習と実践の統合⑬ 協同する力、時間管理、コミュニケーション能力

【履修要件】

・とくにありませんが、遅刻は厳禁とします（出席番号の最終の学生の出席を取り終えた時点でいなか

った学生は欠席扱いとなります。）

・この授業は、期末テストは行いませんが、その代わり、毎回の授業に確実に出席することが求められ

ます。

【評価方法・基準】

○授業への貢献・参加度（予習の状況）：30%
○大学祭、こどもまつりといった学内行事における動き：50%
○レポート：20%
・受講態度の悪い学生は「失格」となることがあります。人の迷惑になること、人が不愉快と感じるこ

とはしないように。



【教科書・参考図書】

・特に定めません。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・幼稚園教諭免許を取得するものとしての自覚を忘れないように。

・ゼミの仲間と協力することの大切さ、時間管理の重要性を心に刻んで置くように。

【担当教員からのメッセージ】

この授業は、これまでの 5 回にわたる実習の総まとめを行います（前半）。後半からは、みなさんに

とって 2年間の学びの集大成となる「卒業制作」の準備のために行われる授業です。価値ある幼稚園教

諭免許保持者になれるよう、自覚ある行動をとってください。



/）

H1668 保育・教職実践演習（幼稚園）

種別 単位 曜日 開講時間 担当者

演習 2 月 第 I・II 講 青山・森山・冨貴田

【到達目標と学習成果】

・履修カルテを作成し、これまでの学びを振り返る。

・現任研修（＝保育者として働きだしてからの研修会）において、プレゼンテーションができるような能

力を培う。

・仲間と協力して発表に向けての準備をする力を培う。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１

オリエンテーション 授業の進め方、評価について

○「年間を通じての子どもの姿」のプレゼンにつ

いて理解する

２

グループで年間を通じての子ども

の姿について話し合う【準備①】

チームで協力して「年間を通じての子どもの姿」

について検討する。

３

「年間の子どもの姿について」

【プレゼンテーション①】

チームで協力して「年間を通じての子どもの姿」

について発表する。

４

教材研究【準備②】

＊レジュメの書き方の説明

自由あそびから任意の教材を考え、チームで協力

して検討する。

５
教材研究【プレゼンテーション②】 チームで協力して、教材について発表する。

６
週案の構想と作成「1学期」

【準備③】（チーム替え）

チームで協力して 1 学期における週案について検

討する。

７
週案の構想と作成「1学期」

【プレゼンテーション③】

チームで協力して、1学期における週案について発

表する。

８
「2 学期の園行事」【準備④】

（チーム替え）

チームで協力して園行事を企画・検討する。

９
「2 学期の園行事」

【プレゼンテーション④】

チームで協力して園行事を発表する。

１０
「生活発表会」（月案＋α）

【準備⑤】（チーム替え）

チームで協力して、生活発表会の月の月案を検討

する。

１１
「生活発表会」（月案＋α）

【プレゼンテーション⑤】

チームで協力して、生活発表会の月の月案を発表

する。

１２
プレゼンテーションの方法に関す

るリフレクション

これまでのプレゼンテーションに関する振り返り

１３

履修カルテをつくるポートフォリ

オの作り方と実際

履修カルテを作成し、これまでの短大生活の学び

の軌跡を振り返るポートフォリオとは何かを知

り、これまでの短大生活の学習をまとめる

１４
ポートフォリオの作り方と実際 ポートフォリオとは何かを知り、これまでの短大

生活の学習をまとめる

１５

この授業のまとめ【テスト】 授業の振り返りと、今後の保育実践について考え

る。（持ち込み可）

※ポートフォリオの提出

【履修要件】

・授業の時間がタイトであり、グループで進めていく作業が多いため、遅刻・欠席・早退は認めません。

・プライバシーに配慮するような内容を含むため、事例や環境図などの授業資料の取り扱いには十分に留

意すること。



【評価方法・基準】

○授業への貢献・参加度（プレゼンテーションの準備や発表態度、オーディエンスとしての態度）：40%

○履修カルテ、ポートフォリオ：20%

○最終のテスト：40%

・受講態度の悪い学生（＝他者と協力できない人を含む）は「失格」となることがあります。人の迷惑に

なること、人が不愉快と感じることはしないように。

【教科書・参考図書】

・幼稚園教育要領（平成 29年告示）

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・授業中に、次回までにやっておくべきことを指示します。宿題も多く課される授業ですので、覚悟してくだ

さい。

・チームで協力してやってください。協力できない学生については単位を付与しません（＝確実に留年し

ます） ※やっていない学生については教員に報告してください。

【担当教員からのメッセージ】

この授業は、保育士・幼稚園教諭になるうえでの課題を自覚し、保育者としての資質能力の最終的な形

成と確認を目的としています。将来、ステキな保育者・社会人になるためにも、プレゼンテーションやチ

ームワークを身に付けるためにも、自分を律して授業に臨むとよいでしょう。



H1671 こどもまつり

種別 単位 曜日 開講時間 担当者 研究室 内線番号 オフィスアワー

演習 1 火 第Ⅲ講
青山佳代

脇坂康彦

1-403(1)
体-202

179
159

金第Ⅱ講

水第Ⅱ講

【到達目標と学習成果】

・こどもまつりを企画・運営しながら、コミュニケーション能力、企画遂行能力、想像力をはぐくみ、未来

の保育者としてふさわしい資質能力を養う。

・子どもについて考え、創造し、子どもが心から楽しめるような企画を立ち上げ実行する力をつける。

【授業内容】

授業計画 学習のポイント（学習成果、キーワードなど）

１
大学祭・こどもまつりの

計画・準備

協同する力

２
大学祭に向けての制作① 企画実行力、廃物利用能力

３
大学祭に向けての制作② 企画実行力、協同する力

４
大学祭の当日の運営 時間管理、協同する力、コミュニケーション能力

５
「こどもまつり」の準備 企画実行力、廃物利用能力

６
「こどもまつり」のゼミ企画の

制作①

協同する力、時間管理

７
「こどもまつり」のゼミ企画の

制作②

協同する力、時間管理

８
「こどもまつり」のゼミ企画の

制作③

協同する力、時間管理

９
「こどもまつり」全体企画の制作 下級生への伝達能力、協同する力、時間管理

１０
「こどもまつり」全体企画の確認 協同する力、時間管理

１１
「こどもまつり」の直前作業① 協同する力、時間管理

１２
「こどもまつり」の直前② 協同する力、時間管理

１３
「こどもまつり」リハーサル 協同する力、時間管理、下級生への伝達能力

１４
「こどもまつり」の本番の遂行 協同する力、時間管理、コミュニケーション能力

１５
「こどもまつり」反省会 省察する力、評価する力、文章表現能力

【履修要件】

・とくにありませんが、欠席・遅刻のないようにしましょう。

・この科目は、「卒業制作」にあたります。2年間の学びの集大成という心構えを忘れないようにしましょう。



【評価方法・基準】

○授業への貢献・参加度（予習の状況）：20%
○「こどもまつり」での動き：50%
○最終レポート：30%
・受講態度の悪い学生は「失格」となることがあります（＝確実に留年します）。人の迷惑になること、人が

不愉快と感じることはしないように。

【教科書・参考図書】

・特に定めません。

【授業外学習の指示（準備学習等）】

・予定よりも間に合わないと判断したら、ゼミの仲間で話し合いをして自分たちで時間をつくり、間に合わ

せる努力をすること。

【担当教員からのメッセージ】

この授業は、みなさんにとっての 2年間の学びの集大成となる「卒業制作」を準備するために行われます。

協力する気持ち、計画を実行する能力が試されます。楽しく、そして時間には厳しく。素敵な保育者になる

ための心構えを養いましょう。


