
授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

ＰＯＰ 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

藤尾富子 

授業の回数 

      ８回 

時間数（単位数） 

15時間（1単位） 

配当学年・時期 

   １年 前期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

 掲示物、配布物、行事などの製作準備、メッセージカードやプレセントなど保育現場において保

育士に求められる工作技術の向上と、マーカーやマジックなどの特徴を知り、素材や目的、発色に

合わせて使い分けることができる。 

こどもの製作活動やこどもの育ちにふさわしい教材研究の方法を身につける。 

〔授業全体の内容の概要〕 

マーカー特性を知り、書き方練習、マーカーを使った作品づくりなどを通し、演習形式で学びを

深める。また作品を見せ合い、アイデアや技術の向上を図れるようにする。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 マーカーに慣れる カタカナのレッスン(大文字) 

２コマ目 マーカーに慣れる ひらがなのレッスン(大文字) 

３コマ目 マーカーに慣れる 漢字のレッスン(大文字) 

４コマ目 マーカーに慣れる カタカナ・ひらがな・漢字・数字のレッスン(小文字) 

５コマ目 マーカーに慣れる 漢字のレッスン(小文字) 

６コマ目 似顔絵(自画像) 表情４パターン 

７コマ目 自己紹介  文字・似顔絵 

８コマ目 自己紹介  文字・似顔絵 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

課題ごとに必要資料、プリントを配布する。

    

    

〔単位認定の方法及び基準〕 

授業態度、アイデア・表現、提出期日の厳守などを

総合的に判断し、評価する。 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

ＰＯＰ 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

藤尾富子 

授業の回数 

    ８ 回 

時間数（単位数） 

15時間（1単位） 

配当学年・時期 

   ２ 年 前期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

 掲示物、配布物、行事などの製作準備、メッセージカードやプレセントなど保育現場において保

育士に求められる工作技術の向上と、マーカーやマジックなどの特徴を知り、素材や目的、発色に

合わせて使い分けることができる。 

こどもの製作活動やこどもの育ちにふさわしい教材研究の方法を身につける。 

〔授業全体の内容の概要〕 

マーカー特性を知り、書き方練習、マーカーを使った作品づくりなどを通し、演習形式で学びを

深める。また作品を見せ合い、アイデアや技術の向上を図れるようにする。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 パンの販売 POP制作 

２コマ目 ボランティア募集 POP制作 

３コマ目 めだかの里親募集 POP制作 

４コマ目 学園祭のイメージ画 

５コマ目 学園祭のイメージ画 

６コマ目 学園祭のプライスカード 

７コマ目 おばけ大会 

８コマ目 ミニコンサート POP制作 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

課題ごとに必要資料、プリントを配布する。

    

    

〔単位認定の方法及び基準〕 

授業態度、アイデア・表現、提出期日の厳守などを

総合的に判断し、評価する。 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

こどもとうた 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

名島嘉津栄 

授業の回数 

    ８回 

時間数（単位数） 

１５時間（１単位） 

配当学年・時期 

   １年 前期 

必修  

〔授業の目的・ねらい〕 

明るく伸びやかな声で歌うことができる/季節（春夏秋冬）の歌・行事の歌・アニメソングなどの

弾き歌いができる/個々の音楽経験や能力に応じ 1曲でも多くのレパートリーを持つ。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

１．声楽の基礎教養及び音楽表現の基礎を演習を通して概説する。 

２．乳幼児保育・教育におけるうた活動の実践方法を演習を通して概説する。 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 発声法①（姿勢と呼吸）秋の歌を歌う 歌のメロディーを弾く 

２コマ目 発声法②（呼吸と発声）へ長調の音階と基本コード歌の弾き歌い 

３コマ目 発声法③（発声と発音）ハ・へ長調の基本のコード伴奏を付け弾き歌い 

４コマ目 カノンや簡単な部合唱を楽しみながら歌唱力とソルフェージ力を高める 

５コマ目 歌唱力を高めるために独唱歌曲にも取り組む 

６コマ目 メロディーを弾きながら歌う 

７コマ目 合唱曲の各パートを弾く歌いしながら美しいハーモニーを作ることを学ぶ 

８コマ目 行事の歌・アニメソングの弾き歌い（暗譜） 

９コマ目  

１０コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

『こどものうた 100 』  1944円 

『やさしい弾き歌い 75』  1944円 

『いろいろな伴奏で弾けるこどものうた

100』  1728円 

 

〔単位認定の方法及び基準〕 

（試験やレポートの評価基準などを％で記入） 

実技試験 80％  

授業中の取り組み姿勢・発表内容・自主練習など 20％ 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

こどもとうた 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

名島 嘉津栄 

授業の回数 

    ８回 

時間数（単位数） 

15時間（1単位） 

配当学年・時期 

   １年 後期 

必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

正しい音程と明るく美しく伸びやかな声で歌うことができる。 

歌の内容に合った身振り、手ぶりをつけながら歌うことができる。 

季節や行事に応じた歌を歌うことができ、また弾き歌いができる。 

個々の音楽経験や能力に応じて童謡・アニメソングなど 1曲でも多くレパートリーを持つ。 

〔授業全体の内容の概要〕 

1．音楽の基礎知識及び声楽の基礎を演習を通して概説する。 

2．乳幼児保育・教育におけるうた活動の表現方法・実践方法を演習を通して概説する。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 
楽典の知識④（和音とコードについて） 

ハ長調の音階と基本コード 和音を弾きながら歌う 

２コマ目 
楽典の知識④の復習 

ヘ長調の音階と基本コード 和音を弾きながら歌う 

３コマ目 
楽典の知識⑤（メロディと和音の関係） 

メロディとコード伴奏を弾きながら歌う 

４コマ目 
ニ長調・変ロ長調の音階と基本コード 

和音を弾きながら歌う 

５コマ目 メロディとコード伴奏を弾きながら歌う 

６コマ目 曲の前奏・後奏をつけて弾きながら歌う 

７コマ目 歌に合った身振り・手ぶりをつけながら歌をより表現する演習 

８コマ目 歌に合った身振り・手ぶりをつけながら歌をより表現する演習 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

『こどものうた 100』 

『保育用ピアノマーチ集』 

〔単位認定の方法及び基準〕 

実技試験 70％ 

授業中の取り組み姿勢・発表内容、練習、授業へ

の取り組み 30％ 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

こどもと自然 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

榮井睦・藤尾富子 

授業の回数 

     ８回 

時間数（単位数） 

15時間（１単位） 

配当学年・時期 

   １年 後期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

自然と触れ合う経験を通して、身近な自然に興味を持ち、自然に対する感性を養い、こどもの発

見や驚き、喜びに共感したり、認めたりする姿勢を身につける。 

こどもにとっての自然の重要性を理解し、保育者として必要な援助と配慮について考える力を身

につける。 

〔授業全体の内容の概要〕 

 草花、栽培物に集まってくる身近な昆虫や虫に親しみを持ち、生き物が集まる場所を考えたり、

作ったりする。 

 栽培活動を通して、種のまき方や水の与え方などを学ぶ。 

 育てて収穫したものを調理する、食べるという喜びや感動を体験する。 

 栽培物でできる遊びや製作活動などを考え、実践する。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 
オリエンテーション(こどもと自然の概要・講義)  

夏野菜収穫・試食体験、土づくり、だいこん・ミズナ種まき 

２コマ目 サツマイモ収穫方法とレシピの考案  

３コマ目 サツマイモ収穫、調理 

４コマ目 サツマイモ料理試食 

５コマ目 
野菜づくり（玉ねぎの種植え）、 

だいこん間引き、大根の葉試食体験 

６コマ目 観察記録のとり方（講義） 

７コマ目 夏野菜かたづけ、えんどう種まき 

８コマ目 
ペットボトルプランターで栽培（ミズナ、サニーレタス） 

だいこん収穫 

〔使用テキスト・参考文献〕 

テキストなし、必要に応じてプリント資料を

配布 

〔単位認定の方法及び基準〕 

講義への積極的参加、レポート等の提出状況と成果

によって総合的に評価する。 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

こどもと自然 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

榮井睦・藤尾富子 

授業の回数 

     ８ 回 

時間数（単位数） 

15時間（１単位） 

配当学年・時期 

   ２年 前期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

自然と触れ合う経験を通して、身近な自然に興味を持ち、自然に対する感性を養い、こどもの発

見や驚き、喜びに共感したり、認めたりする姿勢を身につける。 

こどもにとっての自然の重要性を理解し、保育者として必要な援助と配慮について考える力を身

につける。 

〔授業全体の内容の概要〕 

 草花、栽培物に集まってくる身近な昆虫や虫に親しみを持ち、生き物が集まる場所を考えたり、

作ったりする。 

 栽培活動を通して、種のまき方や水の与え方などを学ぶ。 

 育てて収穫したものを調理する、食べるという喜びや感動を体験する。 

 栽培物でできる遊びや製作活動などを考え、実践する。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 オリエンテーション（こどもと自然の概要）水生生物の観察・姫路市立水族館 

２コマ目 
野菜と花づくり①(野菜と花の敵期・栽培する種類と場所の決定、土と肥料、用具の使い

方について) 

３コマ目 
野菜と花づくり②畝づくり(耕す、30㎝ほどの畝を作る、ふるいにかけ小石等を取り除く、

苦土石灰をまく) 

４コマ目 野菜と花づくり③土づくり(有機肥料をまぜる、土の表面を整地する) 

５コマ目 
野菜と花づくり④種、苗植え(マルチの使い方、支柱の立て方、水やりの方法、害虫予防

の工夫など) 

６コマ目 野菜と花づくり⑤観察記録の取り方・間引き・脇芽の枝の折り方 

７コマ目 野菜収穫後のレシピ作りと畑、花壇で害虫駆除と小さな虫さがし 

８コマ目 調理と試食、ふりかえり、まとめ 

  

  

〔使用テキスト・参考文献〕 

テキストなし、必要に応じてプリント資料を

配布 

〔単位認定の方法及び基準〕 

講義への積極的参加、レポート等の提出状況と成果

によって総合的に評価する。 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 
こどもの家庭支援の心理学 

授業の種類 
講義 

授業担当者名 
西本 佳子 

授業の回数 
   １５    回 

時間数（単位数） 
３０時間（２単位） 

配当学年・時期 
   ２年 後期 

必修  

〔授業の目的・ねらい〕 
 初期経験の発達とこどもの生活や生育環境とその影響について理解する。 
幼児期の子どもの心理面での発達および対応について理解し行えるようになる。 

〔授業全体の内容の概要〕 
生涯発達に関する心理学の基礎知識、初期経験の重要性と発達課題、親子関係や家族関係等の理

解、現代の子育て家庭をめぐる社会的状況と課題、同時に、こどもの生活・生育環境が及ぼす影響

と心の健康に関わる問題理解について概説する。 
 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 乳幼児から学童期にかけての発達 

２コマ目 学童期後期の発達 

３コマ目 青年期の発達 

４コマ目 老年期の発達 

５コマ目 家族・家庭の意義 

６コマ目 家族・家庭の機能 

７コマ目 親子関係の理解 

８コマ目 家族関係の理解 

９コマ目 子育ての経験と親としての育ち 

１０コマ目 子育てを取り巻く社会的状況 

１１コマ目 ライフコースと仕事・子育て 

１２コマ目 多様な家庭とその理解 

１３コマ目 子どもの生活・成育環境とその影響 

１４コマ目 子どの心の健康 

１５コマ目 子どの心の健康にかかわる問題 

〔使用テキスト・参考文献〕 

新井邦二郎『図でわかる発達心理学』 

  福村出版 2,200円 

〔単位認定の方法及び基準〕 

（試験やレポートの評価基準などを％で記入） 

本試験 70％ 

小テスト・30％  

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

こどもの健康と安全 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

藤田 美知枝 

授業の回数 

    ８ 回 

時間数（単位数） 

15時間（１単位） 

配当学年・時期 

   ２ 年 前期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

 保育における保健的観点を踏まえた保育環境や援助の方法を習得する。 

保育に関連するガイドラインや近年のデーター等を踏まえ、保育における衛生管理・事故防止及

び安全対策・危機管理・災害対策、感染症対策について具体的に理解し、こどもの発達や状態等に

即した適切に対応する力を身につける。 

〔授業全体の内容の概要〕 

保育に関連するアレルギー対応ガイドライン、感染症対策ガイドライン、事故防止及び事故発生

時の対応のためのガイドラインなどを参考に、具体的な事例を紹介する。また健康及び安全の管理

についての理解を深めるための学習を演習形式で行い、保育者に求められる援助法を概説する 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 保健的観点を踏まえた保育環境及び援助 

２コマ目 保育における健康及び安全の管理 

３コマ目 こどもの体調不良等に対応する適切な対応 

４コマ目 救急処置及び救急蘇生法 

５コマ目 感染症対策 

６コマ目 保育における保健的対応 

７コマ目 健康及び安全の管理と実施体制 

８コマ目 職員間の連携と協働の組織的取り組み 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

『子どもの健康と安全』青踏社 

〔単位認定の方法及び基準〕 

定期試験：筆記試験 60％ 

平 常 点：学習意欲、授業態度、レポートなど総合的に

判断する 40％ 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

こどもの食と栄養 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

藤田 裕子 

授業の回数 

      15 回 

時間数（単位数） 

30時間（ ２単位） 

配当学年・時期 

    ２年 前期 

必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

乳幼児期の健康な生活の基本である「食」の重要性を理解し、栄養に関する基本的な知識を習得す

る。アレルギーなど特別な配慮を要するこどもの食と栄養の実際を理解する。 

「楽しく食べるこども」に成長できるよう、保育における食育の意義・目的・考え方・内容を理解

し、支援ができる能力を身につける。 

〔授業全体の内容の概要〕 

健康と食生活の関連、栄養に関する基本的知識、こどもの発達段階における食生活、食育の基本と

その内容、特別な配慮を要するこどもの食と栄養などを概説する。調理保育模擬実習や調乳実習、

嚥下演習などを取り入れながら学習する。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 特別な配慮を要するこどもの食と栄養（食物アレルギー） 

２コマ目 食育の基本と内容 

３コマ目 栄養に関する基本的知識（５大栄養素） 

４コマ目 家庭や児童福祉施設における食事と栄養 

５コマ目 こどもの健康と食生活の意義 

６コマ目 こどもの発育・発達と食生活 

７コマ目 栄養に関する基本的知識（食品分類） 

８コマ目 栄養に関する基本的知識（食事バランスガイド） 

９コマ目 乳児期の授乳・離乳の意義と食生活 

１０コマ目 幼児期の心身の発達と食生活 

１１コマ目 乳児期の授乳・離乳の意義と食生活（調乳実習） 

１２コマ目 幼児期の心身の発達と食生活（調理実習） 

１３コマ目 特別な配慮を要するこどもと栄養（疾病・体調不良） 

１４コマ目 特別な配慮を要するこどもと栄養（障がい） 

１５コマ目 妊娠期・授乳期の食生活 

〔使用テキスト・参考文献〕 

堤ちはる編『子育て・子育ちを支援するこど

もの食と栄養』萌文書林 新版 

〔単位認定の方法及び基準〕 

筆記試験：50％ 提出物：45％ 発表態度：5％ 

※提出物期限遅延、忘れ物、私語、居眠り等の 

受講態度が悪い場合は減点 

 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

こどもの保健 

授業の種類 

講義 

授業担当者名 

藤田 美知枝 

授業の回数 

（前期８・後期 8コマ）通年 

時間数（単位数） 

30時間（２単位） 

配当学年・時期 

  １年 通年 
必修  

〔授業の目的・ねらい〕 
こどもの心身の健康と発育・発達を支援する保育の専門職として必要な基礎的知識を習得し疾病

予防、健康及び安全について求められる保健活動ができる力を身につけること。 
 

〔授業全体の内容の概要〕 
子どもの心身の健康と保健の意義と子どもの身的発育・発達と保健、子どもの心身の健康状態と

その把握の方法、子どもの疾病の予防及び適切な対応、そして、子どもの疾病と予防における他職

種間の連携・協働の下での適切な対応について概説する。 
 

前 期 

１コマ目 生命の維持に係る保健活動の意義 

２コマ目 保健活動の目的 

３コマ目 健康の概念 

４コマ目 現代社会におけるこどもの健康に関する現状 

５コマ目 現代社会におけるこどもの健康に関する課題 

６コマ目 こどもの虐待防止 

７コマ目 生理機能の発達 

８コマ目 前期まとめ 

後 期 

１コマ目 健康状態の観察 

２コマ目 心身の不調等の早期発見 

3コマ目 健康診断 

4コマ目 保護者との情報共有 

5コマ目 主な疾病の予防 

6コマ目 主な疾病の対応 

7コマ目 母子保健対策と保育 

8コマ目 総括 

〔使用テキスト・参考文献〕 

中根敦子他 『新版 子どもの保健』 

ななみ書房 2700円 

〔単位認定の方法及び基準〕 

（試験やレポートの評価基準などを％で記入） 

筆記試験 70％ 

小テスト・提出物 30％ 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

こどもの理解と援助 

授業の種類 

演習 

授業担当者名 

小河 晶子 

授業の回数 

    ８   回 

時間数（単位数） 

１５時間（１単位） 

配当学年・時期 

   ２年 後期 

必修 

〔授業の目的・ねらい〕 

乳幼児期の子どもの発達と環境に基づく保育士の援助について理解し発達・発育に応じた援助を

保育の場で行うことができる。 

〔授業全体の内容の概要〕 

こどもの実態に応じた発達や学びを把握することの意義、生活、遊び、体験や学びの基本的考え

方を概説する。さらに、保育施設のこどもの遊び動画により、こども理解のための具体的方法、発

達と環境に基づく保育士の援助や態度について概説し、考察する。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 保育における子どもの理解の意義 

２コマ目 子どもの生活や遊び 

３コマ目 子どもの発達 

４コマ目 集団における経験 

５コマ目 葛藤とつまずき 

６コマ目 職員間の連携 

７コマ目 発達に応じた援助と関わり 

８コマ目 発達の連続性と就学への支援 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト〕 

『保育の心理学を学ぶ』ななみ書房 2205円 

〔単位認定の方法及び基準〕 

（試験やレポートの評価基準などを％で記入） 

本試験 70％ 小テスト・発表 30％ 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

こども家庭支援論 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

西本 佳子 

授業の回数 

     15  回 

時間数（単位数） 

30時間（2単位） 

配当学年・時期 

   2年 後期 

必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

子育て支援に対する支援の意義・目的を理解する。 

保育の専門性を活かした子ども家庭支援の意義と基本について理解し、子育て家庭に対する支援の

必要性と子ども家庭支援の現状と体制、課題について理解する。 

子育て家庭のニーズに応じた多様な支援の展開と方法を理解し、保育士として現場で実践する力を

身につける。 

〔授業全体の内容の概要〕 

家庭支援の意義と役割を概説する。さらに今日の家庭生活を取り巻く社会状況を理解したうえで、

子育て家庭の支援体制を理解させる。多様な支援展開と関係機関との連携の重要性とその方法を概

説し、子育て家庭にあった支援・援助の方法を考察する。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 家族と家庭 

２コマ目 家族機能の変化 

３コマ目 現代家族・家庭を取り巻く社会状況(1) 

４コマ目 現代家族・家庭を取り巻く社会状況(2) 

５コマ目 多様な家庭に生きる子どもと家族 

６コマ目 家庭支援の目的と対象 

７コマ目 現代社会の子育てと支援の必要性 

８コマ目 保育者に求められる役割と課題 

９コマ目 保育所入所児とその家庭への支援 

１０コマ目 保育所入所児の地域における家庭支援 

１１コマ目 発達障がい児を持つ家族のストレス 

１２コマ目 発達障がい児の家庭支援の実際と今後の課題 

１３コマ目 父親のための子育て支援(1) 

１４コマ目 父親のための子育て支援(2) 

１５コマ目 まとめ 

〔使用テキスト・参考文献〕 

橋本裕子他『家庭支援論』光生館  

必要に応じて随時、資料配布 

〔単位認定の方法及び基準〕 

試 験：定期試験 60％ 

平常点：出席態度・小テスト 40％ 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

こども家庭福祉 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

井出 沙里 

授業の回数 

   １５ 回 

時間数（単位数） 

30時間（2単位） 

配当学年・時期 

   ２年 前期 

必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

こども家庭福祉の歴史的変遷から現代社会におけるこども家庭福祉の意義について理解する。 

こどもの人権擁護について概説し、保育士の役割と責任を自覚し、子どもの権利擁護の視点を習

得する。こども家庭福祉の制度や実施体系等について理解する。 

こども家庭福祉の現状と課題についての理解を深め、こども家庭福祉の動向や展望について興味

を持って調べ、考え、考察する力を身につける。 

〔授業全体の内容の概要〕 

 こども家庭福祉の歴史的変遷を概説する。現行の家庭福祉制度や実施体系、現状と課題について

概説する。「児童の権利に関する条約」について概説する。こども家庭福祉の現状と課題について概

観する。 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 こども家庭福祉の理念と概念 

２コマ目 こども家庭福祉の歴史的変遷 

３コマ目 こどもの人権擁護の歴史 

４コマ目 児童の権利に関する条約とこどもの権利擁護 

５コマ目 こども家庭福祉の専門職と専門性 

６コマ目 少子化と地域子育て支援 

７コマ目 母子保健とこどもの健全育成 

８コマ目 多様な保育ニーズへの対応 

９コマ目 こども虐待とその防止 

１０コマ目 社会的養護 

１１コマ目 障がいのあるこどもへの対応 

１２コマ目 少年非行問題とその対応 

１３コマ目 貧困家庭とその家庭への対応 

１４コマ目 こども家庭福祉の動向と展望 

１５コマ目 まとめ 

〔使用テキスト・参考文献〕 

櫻井奈津子編『学ぶ・わかる・みえる保育と

子ども家庭福祉』みらい 

『保育福祉小六法 2019年版』 みらい 

〔単位認定の方法及び基準〕 

試 験：定期試験 50％ 

平常点：参加意欲、学習意欲等 30％ 

その他：提出物など 20％ 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

ボランティア活動 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

榮井睦 井出沙里 

授業の回数 

        

時間数（単位数） 

80時間（ 5単位） 

配当学年・時期 

 1・2年前期後期通年 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

 ボランティアの意義・目的を理解し、保育者にとって必要な知識や技術を実践的に習得する。 

 日常生活の支援や行事のボランティア参加を通して、施設職員との連携や協働の力を身につける。 

 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

 ボランティア依頼のあった近隣社会福祉施設のボランティアに参加したり、各自が学びたい各分

野の施設等に自主的に参加する。先方とのアポイントの取り方、連絡方法、報連相についても概説

し、実践的に学ぶ。 

 

〔使用テキスト・参考文献〕 

必要に応じて、資料、プリントを配布する。 

〔単位認定の方法及び基準〕 

参加意欲、態度、参加時間などを総合的に判断し、

評価する。 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

レクリエーション概論 

授業の種類 

（講義） 

授業担当者名  

柳 典子 

授業の回数 

     １５ 回 

時間数（単位数） 

30時間（2単位） 

配当学年・時期 

   １年 前期 
必 修 

〔授業の目的・ねらい〕 

レクリエーションの意義・運動の歴史、使命、仕組み、制度について理解を深め、支援者としての

役割を身につける。個人のライフスタイルや家族、地域社会のおかれている状況、少子高齢化の課

題を確認し、レクリエーション支援が必要とされる具体的な場面について理解する。事業の計画、

実施、評価の方法、安全管理について学び、主体的に活動するための方法を身につける。 

〔授業全体の内容の概要〕 

レクリエーションの意義を理解し、日常生活にレクリエーションを定着させ、生きる活力につなげ

る。講義だけでなく、演習やグループワークを多く取り入れ、同時に「楽しさ」を体験しながら、

主体的に学ばせる 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 レクリエーションの意義 

２コマ目 レクリエーション運動を支える制度 

３コマ目 レクリエーションインストラクターに期待される役割 

４コマ目 人を支える支援者にとってのレクリエーション・レクリエーション支援の考え方 

５コマ目 レクリエーション事業論 レクリエーションの考え方・展開方法・安全管理 

６コマ目 レクリエーション事業論 レクリエーション活動の実践Ⅰ 

７コマ目 レクリエーション事業論 レクリエーション活動の実践Ⅱ 

８コマ目 レクリエーション事業論 プログラムの組み立て方 

９コマ目 レクリエーション支援論 ライフステージごとの課題とレクリエーション 

１０コマ目 レクリエーション支援論 高齢社会の課題とレクリエーション 

１１コマ目 レクリエーション支援論 少子化の課題とレクリエーション 

１２コマ目 レクリエーション支援論 家族とレクリエーション 

１３コマ目 レクリエーション支援論 事業計画Ⅰ 

１４コマ目 レクリエーション支援論 事業計画Ⅱ 

１５コマ目 事業実施と安全管理・評価と継続の重要性 まとめ 

〔使用テキスト・参考文献〕 

レクリエーション支援の基礎 

〔単位認定の方法及び基準〕 

（試験やレポートの評価基準などを％で記入） 

定期試験：筆記試験 70％ 

平 常 点：受講態度 30％ 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

レクリエーション実技 

授業の種類 

（実技） 

授業担当者名 

柳 典子 

授業の回数 

    １５回 

時間数（単位数） 

30時間（2単位） 

配当学年・時期 

  １年 後期 
必 修  

〔授業の目的・ねらい〕 

レクリエーション活動の基本的コミュニケーション手法（アイスブレーキング・ホスピタリティト

レーニング）の展開方法を理解する。レクリエーション支援を展開していく視点、姿勢について理

解する。さまざまなレクリエーション・アクティビティを体験し、提供者としての意識・視点を身

につける。 

〔授業全体の内容の概要〕 

様々なレクリエーションゲームやニュースポーツ、クラフトの体験を通して、生涯スポーツについ

て考える。ゲームやスポーツを考えたり、アレンジする力を身につける。スポーツを自らも楽しみ、

自分の生活を豊かにすることにつなげる。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 コミュニケーション・ワーク（アイスブレーキングとは） 

２コマ目 コミュニケーション・ワーク（アイスブレーキングに技法） 

３コマ目 コミュニケーション・ワーク（ホスピタリティとは） 

４コマ目 コミュニケーション・ワーク（ホスピタリティに示し方） 

５コマ目 対象にあわせたアレンジ方法① 

６コマ目 対象にあわせたアレンジ方法② 

７コマ目 レクリエーション支援プログラム作成① 

８コマ目 ゲーム・ソング・ダンス 

９コマ目 ニュースポーツ 

１０コマ目 チャレンジ・ザ・ゲーム 

１１コマ目 レクリエーション支援プログラム作成② 

１２コマ目 レクリエーション支援プログラム作成③ 

１３コマ目 レクリエーション活動支援の実際 Ⅰ 

１４コマ目 レクリエーション活動支援の実際 Ⅱ 

１５コマ目 レクリエーション活動支援の実際 Ⅲ まとめ 

〔使用テキスト・参考文献〕 

レクリエーション支援の基礎 

〔単位認定の方法及び基準〕 

（試験やレポートの評価基準などを％で記入） 

  実技試験 50％ 

受講態度 30％ 

提出物  20％ 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

一般教養 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

前田真吾・齋藤淳子 

授業の回数 

    ８ 回 

時間数（単位数） 

15時間（ 1単位） 

配当学年・時期 

   １年 前期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

多様化する福祉ニーズに対応するため、保育者として知っておくべき用語や教養事項 

を身につける。 

保育現場で求められる美文字、国語力、文章力を身につける。 

 福祉現場の最前線を知り、好ましい学生生活の考え方・過ごし方を考える力を身につける。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

保育者に求められる姿を概説し、学校生活の過ごし方、学習への取り組み方について、演習形式

で学び、意欲的に学ぶ意義と体験が活きることの喜びについて、体感できるようにする。 

美しい文字のなりたち、基本を概説し、演習形式で行う。 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 正しく美しい文字の書き方①ひらがな、カタカナ 

２コマ目 正しく美しい文字の書き方②数字、漢字 

３コマ目 手紙の書き方 

４コマ目 保育者になるために 

５コマ目 保育の基本と学生生活の過ごし方 

６コマ目 子どもの育ちを支える援助とは 

７コマ目 授業をおもしろくするために 

８コマ目 自主学習はおもしろい 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

必要に応じて、資料を配布する。 

〔単位認定の方法及び基準〕 

授業態度、実技試験、レポート等総合的に判断し、

評価する。 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

一般教養 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

前田真吾・齋藤淳子 

授業の回数 

    ８ 回 

時間数（単位数） 

15時間（ 1単位） 

配当学年・時期 

  ２年 前期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

 自らの就職活動についてのイメージを明確に持ち、進路の決定、学内オリエンテーションへの積

極的な参加、就職に必要な書類の整え方、求人票の見方、受験計画の立案など、就職活動に必要な

知識を身につける。 

〔授業全体の内容の概要〕 

就職に向けての心構え、進路を決めるとき考えたい事、就職活動に向けて概説し、自らの将来を

自らの力で切り開いていく実践力を養えるように面接、履歴書の書き方などの実践も交えながら演

習形式で学ぶ。 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 人間としての自分を高めよう 

２コマ目 日記・新聞・テレビを利用しよう 

３コマ目 パソコン・インターネットの練習と活用 

４コマ目 就職にむけての心構え 

５コマ目 進路は自分が責任を持ってきめる 

６コマ目 志望先を決めるにあたって必ず考えたいこと 

７コマ目 保育者にとっての感性とは何か 

８コマ目 なぜ保育者の仕事を選んだのか明確にしよう 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

必要に応じて、資料を配布する。 

〔単位認定の方法及び基準〕 

授業態度、実技試験、レポート等総合的に判断し、

評価する。 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

英語コミュニケーション 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

小河 尚子 

授業の回数 

    ８ 回 

時間数（単位数） 

15時間（１単位） 

配当学年・時期 

  １ 年 前期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

保育、幼児教育に関連する英語を多様なアクティビティを通してバランスよく身につけ、 基本英語
力で表現可能な英語力を獲得する。  

〔授業全体の内容の概要〕 

保育に関連する内容を簡単な英語で表現し、さらに、英語の発音、発声、表現練習を後期の英語の絵

本の読み聞かせを目的に演習形式で行う。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 

オリエンテーション: 授業の進め方、授業への臨み方など，授業で必要とされる英語の

フレーズなど。英語の絵本の紹介と授業最終回の英語の絵本読み聞かせ発表に向けて絵

本を選択。テキスト Lesson 1 (保育所の職員と仕事) 

２コマ目 
選択した英語の絵本の試読。 

テキスト Lesson ２(保育所の園舎)、Lesson 3 (挨拶・園児の基本調査) 

３コマ目 
選択した絵本の音読①  

テキスト Lesson 4 (保育室の中)、Lesson ５ (時間と数字) 

４コマ目 
選択した絵本の試訳① 

テキスト Lesson ６ (園児の持ち物)、Lesson ７ (保育所の周辺) 

５コマ目 
選択した絵本の音読② 

テキスト Lesson ８ (道順)、Lesson ９ (園児の遊び) 

６コマ目 
選択した絵本の試訳② 

テキスト Lesson 10(園庭の遊具)、Lesson 11 (天気) 

７コマ目 
英語の絵本読み聞かせ① 

テキスト Lesson 12 (感情と体調)、Lesson 13 (日課・５歳児クラス) 

８コマ目 
英語の絵本読み聞かせ② 

テキスト Lesson 14 (日課・乳幼児クラス)、Lesson 15 (ランチタイム) 

９コマ目 

 

〔使用テキスト・参考文献〕 

高橋妙子、『保育英語の練習帳 単語＆フレ

ーズを覚えよう！』萌文書林 

読み聞かせ用の英語の絵本（800 円〜1,200

円）のリストから各自が選択、購入 

 

〔単位認定の方法及び基準〕 

「試 験」：定期試験（筆記試験）30% 

「平常点」：予習確認テスト 30% 

            授業中の発言を含む参加意欲、学習意 

欲等 10% 

「その他」：絵本の音読 30% 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

英語コミュニケーション 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

小河 尚子 

授業の回数 

    ８回 

時間数（単位数） 

15時間（ 1単位） 

配当学年・時期 

    １年 後期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

英語を読む、書く、聞く、話す力を簡単で多様なアクティビティを通してバランスよく身につけ、

基本英語力で表現可能な英語力を身につける。 

身近なトピックを簡単な英語で表現できる力を身につける。保育現場で子どもの意欲を高める英語

活動としての絵本の読み聞かせに挑戦することで子どもに英語の楽しさを伝える力を身につける。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

身近なトピックに基づく内容を発展させた英会話、英語の絵本の読み聞かせに挑戦する。毎回、予

習復習の確認小テストなどで授業参加度を細かく評価、さらに英語の絵本の読み聞かせの発表を最

終評価の対象とする。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 オリエンテーション：英語の絵本の読み聞かせ用絵本紹介 

２コマ目 選択した絵本の音読① 

３コマ目 健康についての会話 選択した絵本の音読② 

４コマ目 世界の国々について(1)、絵本の読み聞かせに向けて 

５コマ目 世界の国々について(2)、選択した絵本の読み聞かせ① 

６コマ目 道順の尋ね方、教え方、選択した絵本の読み聞かせ② 

７コマ目 英語の絵本読み聞かせ発表① 

８コマ目 英語の絵本読み聞かせ発表② 

９コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

高橋妙子、『保育英語の練習帳 単語＆フレ

ーズを覚えよう！』萌文書林 

読み聞かせ用の英語の絵本（800 円〜1,200

円）のリストから各自が選択、購入 

 

 

〔単位認定の方法及び基準〕 

「試 験」：定期試験（筆記試験）30% 

「平常点」：予習確認テスト 30% 

  授業中の発言を含む参加意欲、学習意欲等 10% 

「その他」：絵本の音読 30% 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

音楽Ⅰ(基礎) 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

福本 聖美 

授業の回数 

    １５回 

時間数（単位数） 

30時間（２単位） 

配当学年・時期 

   １年 前期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

ピアノの基礎演奏法を習得する。 

  

〔授業全体の内容の概要〕 

進度表に沿って、各自個人演習形式で行う。 

毎授業時、個人レッスンを受ける。 

  

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 進度表に沿って各自の課題を決め、各自個人練習と個人レッスン 

２コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

３コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

４コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

５コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

６コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

７コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

８コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

９コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

１０コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

１１コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

１２コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

１３コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

１４コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

１５コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

〔使用テキスト・参考文献〕 

バイエル・ブルグミュラー・ソナチネ等 

「こどものうた 100」（チャイルド本社出版） 

「ピアノマーチ集」（全音楽賦出版社） 

 

〔単位認定の方法及び基準〕 

（試験やレポートの評価基準などを％で記入） 

実技テスト    90％ 

出席状況と平常点 10％ 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

   音楽Ⅰ(基礎) 

授業の種類 

演習 

授業担当者名 

福本 聖美 

授業の回数 

    ８ 回 

時間数（単位数） 

15時間（1単位） 

配当学年・時期 

  １年 後期 
必修 

〔授業の目的・ねらい〕 

ピアノの基礎演奏技術を実践的に習得する。 

コード伴奏法を含めた演奏技術を実践的に習得する。 

〔授業全体の内容の概要〕 

バイエル・ブルグミュラー・ソナチネ等を個人の演奏レベルに応じて進めていく。保育現場で使わ

れることの多い、マーチ・こどもの歌を各自の演奏レベルに応じて練習する。 

 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 夏休み課題チェック 

２コマ目 課題演習（進度に応じて練習・指導） 

３コマ目 課題演習（進度に応じて練習・指導） 

４コマ目 課題演習（進度に応じて練習・指導） 

５コマ目 課題演習（進度に応じて練習・指導） 

６コマ目 課題演習（進度に応じて練習・指導） 

７コマ目 課題演習（進度に応じて練習・指導） 

８コマ目 課題演習（進度に応じて練習・指導） 

９コマ目 試験 

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

バイエル・ブルグミュラー・ソナチネ等 

こどもの歌 100 やさしい弾き歌い 75、マ

ーチ集 

〔単位認定の方法及び基準〕 

試 験：80％ 

平常点：20％ 

 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

音楽Ⅰ(応用) 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

福本聖美 

授業の回数 

    15  回 

時間数（単位数） 

30時間（２単位） 

配当学年・時期 

  ２年 前 期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

ピアノ演奏法応用編として、より豊かな表現力を身につける。 

 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

進度表に沿って、各自個人演習を行う。 

毎授業時、個人レッスンを受ける。 

 

〔授業終了時の達成課題（達成目標）〕 

２年次達成必須課題バイエル 90番終了を見込める、またはそれ以上の課題達成のこと。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 1年次進度表から継続し、進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

２コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

３コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

４コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

５コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

６コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

７コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

８コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

９コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

１０コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

１１コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

１２コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

１３コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

１４コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

１５コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

〔使用テキスト・参考文献〕 

バイエル・ブルグミュラー・ソナチネ等 

「こどものうた 100」（チャイルド本社出版）

「ピアノマーチ集」（全音楽譜出版社） 

 

〔単位認定の方法及び基準〕 

（試験やレポートの評価基準などを％で記入） 

出席状況と平常点 10％ 

実技テスト    90％ 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

音楽Ⅰ(応用) 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

福本聖美 

授業の回数 

    ８ 回 

時間数（単位数） 

15時間（１単位） 

配当学年・時期 

  ２年  後期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

鍵盤楽器（ピアノ）の応用編として、より難易度の高い曲を弾くことができる。保育の現場を想定

し、こどもの歌やマーチを人前でのびのびと弾くことができる。こどもの歌を暗譜で演奏できる。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

進度表に沿って、各自個人演習を行う。毎授業時、個人レッスンを受ける。 

バイエル・ブルグミュラー・ソナチネ等を個人の演奏レベルに応じて進めていく。 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 夏休み課題チェック、進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

２コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

３コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

４コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

５コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

６コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

７コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

８コマ目 進度表に沿って各自個人練習と個人レッスン 

９コマ目 試験 

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

バイエル・ブルグミュラー・ソナチネ等 

「こどものうた 100」（チャイルド本社出版）

「ピアノマーチ集」（全音楽譜出版社） 

 

〔単位認定の方法及び基準〕 

（試験やレポートの評価基準などを％で記入） 

出席状況と平常点 20％ 

実技テスト    80％ 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

音楽実技 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

西木場 美賀 

授業の回数 

    15 回 

時間数（単位数） 

30時間（２単位） 

配当学年・時期 

  １年 前期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

ピアノの基礎演奏法を取得する。 

課題曲のこどものうたの弾き歌いができる。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

各自個人演習形式、自主学習で行う。 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 自主練習 

２コマ目 自主練習 

３コマ目 自主練習 

４コマ目 自主練習 

５コマ目 自主練習 

６コマ目 自主練習 

７コマ目 自主練習 

８コマ目 自主練習 

９コマ目 自主練習 

１０コマ目 自主練習 

１１コマ目 自主練習 

１２コマ目 自主練習 

１３コマ目 自主練習 

１４コマ目 自主練習 

１５コマ目 自主練習 

〔使用テキスト・参考文献〕 

バイエル・ブルグミュラー・ソナチネ等 

「こどものうた 100」（チャイルド本社出版） 

「ピアノマーチ集」（全音楽賦出版社） 

 

〔単位認定の方法及び基準〕 

（試験やレポートの評価基準などを％で記入） 

学習意欲、参加態度などを総合的に評価する。 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

音楽実技 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

西木場 美賀 

授業の回数 

    ８ 回 

時間数（単位数） 

１５時間（１単位） 

配当学年・時期 

  １年 後期 

必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

ピアノの基礎演奏法を取得する。 

課題曲のこどものうたの弾き歌いができる。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

各自個人演習形式、自主学習で行う。 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 自主練習 

２コマ目 自主練習 

３コマ目 自主練習 

４コマ目 自主練習 

５コマ目 自主練習 

６コマ目 自主練習 

７コマ目 自主練習 

８コマ目 自主練習 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

バイエル・ブルグミュラー・ソナチネ等 

「こどものうた 100」（チャイルド本社出版） 

「ピアノマーチ集」（全音楽賦出版社） 

 

〔単位認定の方法及び基準〕 

（試験やレポートの評価基準などを％で記入） 

学習意欲、参加態度などを総合的に評価する。 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

音楽実技 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

   柳 典子 

授業の回数 

      15 回 

時間数（単位数） 

30時間（ ２単位） 

配当学年・時期 

  ２年 前期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

ピアノの基礎演奏法を取得する。 

課題曲のこどものうたの弾き歌いができる。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

各自個人演習形式、自主学習で行う。 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 自主練習 

２コマ目 自主練習 

３コマ目 自主練習 

４コマ目 自主練習 

５コマ目 自主練習 

６コマ目 自主練習 

７コマ目 自主練習 

８コマ目 自主練習 

９コマ目 自主練習 

１０コマ目 自主練習 

１１コマ目 自主練習 

１２コマ目 自主練習 

１３コマ目 自主練習 

１４コマ目 自主練習 

１５コマ目 自主練習 

〔使用テキスト・参考文献〕 

バイエル・ブルグミュラー・ソナチネ等 

「こどものうた 100」（チャイルド本社出版） 

「ピアノマーチ集」（全音楽賦出版社） 

 

〔単位認定の方法及び基準〕 

（試験やレポートの評価基準などを％で記入） 

学習意欲、参加態度などを総合的に評価する。 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

音楽実技 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

   柳 典子 

授業の回数 

    ８ 回 

時間数（単位数） 

15時間（1単位） 

配当学年・時期 

  ２年 後期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

ピアノの基礎演奏法を取得する。 

課題曲のこどものうたの弾き歌いができる。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

各自個人演習形式、自主学習で行う。 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 自主練習 

２コマ目 自主練習 

３コマ目 自主練習 

４コマ目 自主練習 

５コマ目 自主練習 

６コマ目 自主練習 

７コマ目 自主練習 

８コマ目 自主練習 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

バイエル・ブルグミュラー・ソナチネ等 

「こどものうた 100」（チャイルド本社出版） 

「ピアノマーチ集」（全音楽賦出版社） 

 

〔単位認定の方法及び基準〕 

（試験やレポートの評価基準などを％で記入） 

学習意欲、参加態度などを総合的に評価する。 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

保育内容演習 音楽表現法 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

福本 聖美 

授業の回数 

    ８回 

時間数（単位数） 

15時間（１単位） 

配当学年・時期 

  １年 後期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

楽器を正しく扱うことができ、チューニングをすることができる。種類の異なる楽器の特性を理

解し演奏する力を身につける。合奏や創作活動で、完成に向けて自分の意見を持ち，発言すること

ができる。グループワークでは自分と異なる意見も理解し、役割を果たすことができる。即興音あ

そびでは失敗を恐れず楽しむことができ、他者の音も聞きながら客観的な全体の評価をすることが

できる。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

保育現場で使われることの多い楽器の演奏法や、チューニングを含めた楽器のメンテナンス方法

を習得する。基礎的な鍵盤ハーモニカの演奏法を習得する。合奏や創作活動において、グループワ

ークの中で主体的に関わる態度や、互いに協力する姿勢を養う。創作活動では、豊かな想像力を持

って意欲的に関わり、またそれを表現できる演奏技術を実践的に習得する。即興音あそびでは、楽

譜にとらわれない自由な表現感覚を体験し、その表現方法や演奏技術を学び実践的に習得する。 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 様々な楽器について（奏法とメンテナンスについて） 

２コマ目 鍵盤ハーモニカ演習 ・ 合奏演習（ミュージックベル） 

３コマ目 鍵盤ハーモニカ演習 ・ 合奏演習（ミュージックベル） 

４コマ目 鍵盤ハーモニカ演習 ・ 打楽器を用いた即興音あそび 

５コマ目 鍵盤ハーモニカ演習 ・ 打楽器を用いた即興音あそび 

６コマ目 鍵盤ハーモニカ演習 ・ グループワーク（創作～絵本を使った音楽劇） 

７コマ目 鍵盤ハーモニカ演習 ・ グループワーク（創作～絵本を使った音楽劇） 

８コマ目 鍵盤ハーモニカ演習 ・ グループワーク（創作～絵本を使った音楽劇） 

９コマ目 テスト 

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

必要に応じて資料配布 

〔単位認定の方法及び基準〕 

定期試験：実技試験 60％ 

平 常 点：受講態度、復習、個人課題への取り

組みなど 40％ 

 



授 業 概 要  

 

授業のタイトル（科目名） 

課題研究 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

   柳 典子・西木場美賀 

授業の回数 

    １５ 回 

時間数（単位数） 

３０時間（２単位） 

配当学年・時期 

   ２年  前期 

必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

・子どもの発達に即して指導や援助ができる実践力を身につける。 

・子どもの発達の特性を理解し、コミュニケーション力を身につける。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

・子どもの発達段階について概説する。 

・子どもの発達に即し、保育の現場と総合的に結び付け、演習を行う。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 絵本の題材観について・パネルシアターについて 

２コマ目 絵本の読み聞かせ演習① 

３コマ目 絵本の読み聞かせ演習② 

４コマ目 絵本の読み聞かせ発表会           

５コマ目 パネルシアター演習            

６コマ目 パネルシアター実践発表  

７コマ目 文書の書き方  

８コマ目 手遊びについて 

９コマ目 手遊び演習                 

１０コマ目 子どもの遊ぶ遊具について 

１１コマ目 手遊び演習               

１２コマ目 子どもの遊ぶ遊具作成 

１３コマ目 子どもの遊ぶ遊具演習           

１４コマ目 手遊び・子どもの遊ぶ遊具模擬保育 

１５コマ目 手遊び・子どもの遊ぶ遊具模擬保育 

〔使用テキスト・参考文献〕 

「新楽しい子どものうたあそび」 

       木村鈴代監修（同文書院） 

  

〔単位認定の方法及び基準〕 

「試 験」：定期試験（実践発表）70％ 

「平常点」：学習意欲 15％ 

「その他」：作品 15％ 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

課題研究 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

   柳 典子・西木場美賀 

授業の回数 

    ８ 回 

時間数（単位数） 

１５時間（１単位） 

配当学年・時期 

  ２年 後期 

必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

・子どもの発達に即して指導や援助ができる実践力を身につける。 

・子どもの発達の特性を理解し、コミュニケーション力を身につける。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

・子どもの発達段階を理解して、子どもの気持ちを引き出す援助のあり方について概説する。 

・子どもの発達に即し、保育の現場と総合的に結び付け、演習を行う。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 保育実習Ⅱにおける研究保育の振り返り 

２コマ目 子どもの遊ぶ遊具作成 

３コマ目 子どもの遊ぶ遊具指導案作成 

４コマ目 子どもの遊ぶ遊具模擬保育 

５コマ目 ニコニコ・わくわく ミニ運動会について 

６コマ目 ニコニコ・わくわく ミニ運動会、指導案作成 

７コマ目 ニコニコ・わくわく ミニ運動会、演習 

８コマ目 ニコニコ・わくわく ミニ運動会、模擬保育 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

「新楽しい子どものうたあそび」 

       木村鈴代監修（同文書院） 

 

〔単位認定の方法及び基準〕 

「試 験」：定期試験（実践発表）70％ 

「平常点」：学習意欲 15％ 

「その他」：レポート 15％ 

 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

介護職員初任者研修 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

長谷川邦子 

授業の回数 

        

時間数（単位数） 

175時間（12単位） 

配当学年・時期 

   １ 年 後期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

年齢や障がいの有無にかかわらず、小規模・多機能型、地域密着・共生の社会福祉が求められる

現在社会のニーズに対応するため、介護職として働く上で基本となる知識や技術の基礎を習得する。 

 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

介護職員初任者研修のテキストをもとにした講義、介護実習室での演習、ペーパームーン 1日実

習など講義、演習、実習等を取り入れ、介護職として働く上で基本となる知識や技術の基礎を学ぶ。 

 

〔使用テキスト・参考文献〕 

介護職員初任者研修テキスト  

中央法規 1巻・2巻 

〔単位認定の方法及び基準〕 

試験：介護職員初任者研修修了試験 100％ 

 

 



授 業 概 要  

 

授業のタイトル（科目名） 

器楽合奏 

授業の種類 

演習 

授業担当者名 

福本 聖美 

授業の回数 

    ８ 回 

時間数（単位数） 

15時間（1単位） 

配当学年・時期 

   ２年後期 
必修 

〔授業の目的・ねらい〕 

性質の異なる様々な楽器の特徴を捉え、より美しく演奏できる。鍵盤ハーモニカに親しみ、より

音楽的な演奏ができる。打楽器アンサンブルでは、拍子感覚やリズムパターンを体感でき、状況に

応じた奏法で演奏をすることができる。合奏活動では、グループ内で自分の役割を果たすことがで

き、協力することができる。他者の音もよく聞いて、客観的に合奏状態についての感想や意見を発

言できる。 

〔授業全体の内容の概要〕 

素材や形、音色、奏法の異なる楽器に慣れ親しみ、保育現場で必要とされる演奏技術を実践的に

習得する。鍵盤ハーモニカをより表現豊かに演奏するための呼吸法や演奏技術を実践的に習得する。

打楽器アンサンブルでは様々なリズムパターンを実践的に習得する。合奏演習では、グループごと

に曲を決め自分たちで編曲し、より効果的な音の出し方や楽器の選び方などについて学び実践的に

習得する。またその記譜法を習得する。 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 鍵盤ハーモニカ・打楽器アンサンブル（リズム演習） 

２コマ目 鍵盤ハーモニカ・打楽器アンサンブル（リズム演習） 

３コマ目 鍵盤ハーモニカ・打楽器アンサンブル（リズム演習） 

４コマ目 グループワーク(合奏演奏) 

５コマ目 グループワーク(合奏演奏) 

６コマ目 グループワーク(合奏演奏) 

７コマ目 グループワーク(合奏演奏) 

８コマ目 グループワーク(合奏演奏) 

９コマ目 試験 

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

プリント配布 

〔単位認定の方法及び基準〕 

試験 60％、平常点 40％ 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

基礎演習 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

西木場 美賀・井出 沙里 

授業の回数 

    １５回 

時間数（単位数） 

30時間（２単位） 

配当学年・時期 

   １年 前期 

必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

・保育実習に必要な実習生としての心得・マナーを身につける。 

・保育実習に必要な正しい文書の書き方を身につける。 

・子どもの発達の理解を深め、保育実践力を獲得する。 

〔授業全体の内容の概要〕 

保育実習の目的、実習生としての心得・マナーを概説し、保育実習に必要な書類の書き方、お礼

状・封筒の宛名書きなどの実践を演習形式で行う。さらに子どもの発達について概観し、保育の技

として手遊び、絵本の読み聞かせを演習形式で行う。 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 オリエンテーション 実習生としての心得・マナー         （井出・西木場） 

２コマ目 正しい文書の書き方 ①実習個人票の書き方            （井出・西木場） 

３コマ目 正しい文書の書き方 ②実習の心構え、実習課題の書き方      （井出・西木場）  

４コマ目 実習直前オリエンテーションの受け方               （井出・西木場） 

５コマ目 実習用名札制作                         （栄井） 

６コマ目 基礎観察実習 観察の視点・保育環境               （井出・西木場）  

７コマ目 お礼状、封筒宛名の書き方                    （井出・西木場） 

８コマ目 保育実習日誌の書き方・書き直し                 （井出・西木場） 

９コマ目 実習用小物入れ袋制作                      （栄井） 

１０コマ目 保育の技 手遊び１                       （西木場・井出） 

１１コマ目 保育の技 手遊び２                       （西木場・井出） 

１２コマ目 絵本の読み聞かせ 絵本の選び方                 （西木場・井出） 

１３コマ目 絵本の読み方 1                    ｸﾞﾙｰﾌﾟ２班（井出・西木場） 

１４コマ目 絵本の読み方２                     ｸﾞﾙｰﾌﾟ２班（西木場・井出） 

１５コマ目 手遊びと絵本の読み書かせ発表                   

〔使用テキスト・参考文献〕 

必要に応じて資料を配布し、随時参考文

献の紹介を講義時間内に行う。 

〔単位認定の方法及び基準〕 

試 験：実技発表 50％ 

平常点：参加意欲、学習意欲等 30％ 

その他：提出物など 20％ 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

基礎演習 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

西木場 美賀・井出 沙里 

授業の回数 

    ８ 回 

時間数（単位数） 

15時間（１単位） 

配当学年・時期 

  １年 後期 

必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

・子どもの発達の理解を深め、保育実践力を獲得する。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

子どもの発達について概観し、保育の技としてわらべうたの練習、製作、絵本の読み聞かせ練習

を演習形式で行い、保育実習で実践する。実践後は、振り返り、自己課題を明確化にし、保育実習

Ⅱにむけての実践的な子どもの歌、製作等を演習形式で学び、保育実践力を磨く。 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 わらべうた 

２コマ目 製作（３つの扉（仮）） 

３コマ目 季節に即した絵本選びと読み聞かせ 

４コマ目 エプロンシアター用腰巻エプロン制作① 

５コマ目 エプロンシアター用腰巻エプロン制作② 

６コマ目 こどものうた１５選 

７コマ目 折り紙（ごほうびメダル（仮）） 

８コマ目 こどものうた１５選 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

必要に応じて資料を配布し、随時参考文献

の紹介を講義時間内に行う。 

〔単位認定の方法及び基準〕 

試 験：実技発表 50％ 

平常点：参加意欲、学習意欲等 30％ 

その他：提出物など 20％ 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

教育原理 

授業の種類 

（講 義） 

授業担当者名 

成山文夫 

授業の回数 

   １５回 

時間数（単位数） 

３０時間（２単位） 

配当学年・時期 

  １年前期 

必 修 

〔授業の目的・ねらい〕 

 保育者になるための基礎の習得を目指す。人間にとって、教育が何であるのか、とくに子ど

もに教育が必要で可能なのかを、まず人間の本質を押さえて考察する。加えて教育の理念なら

びに教育に関する歴史及び社会的・制度的側面と思想に関する基礎的知識を習得する。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

実践学としての教育の位置づけを明確にし、次に人間の生物学的特徴（欠陥性・未熟性）に

人間の本質である自由性を見出し、そこに教育の必要性、可能性があることを理解する。この

人間の本質ゆえに生じる失敗・誤りの受容と忍耐こそが教育には、とくに発達途上の子どもに

は必要不可欠であることを習得する。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 オリエンテーション。自己の教育体験を踏まえ教育に生きた関心を持つ。 

２コマ目 教育の語義から、教育を考える。 

３コマ目 人間と教育の関わりを人類の進化と教育の歴史を通して考える。 

４コマ目 教育が目指すものを探る。 

５コマ目 

教育観の類型：①工作のモデル、②有機体のモデル、③文化伝達のモデル、④覚醒のモ

デルをもとに教育を考える。 

６コマ目 教育の可能と限界①：遺伝と環境から考察する。 

７コマ目 教育の可能と限界②：人間の自然本能としての「努力」から考察する。 

８コマ目 教育の可能と限界③：失敗と誤りの受容から考察する。 

９コマ目 教育の目的①：個人と社会の面から探る。 

１０コマ目 教育の目的②：人間観と教育観の変遷から探る。 

１１コマ目 子どもへの愛と信頼と希望、そして忍耐について。 

１２コマ目 教育の場所①：家庭、学校、社会。 

１３コマ目 教育の場所②：世界、自然、宇宙。 

１４コマ目 教育の内容と教育の方法。 

１５コマ目 まとめ。 

〔使用テキスト・参考文献〕 

教科書：武安宥監修 

『教育のイデア』昭和堂 

 

〔単位認定の方法及び基準〕 

筆記試験と授業態度により総合的に評価する。 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

保育内容の理解と方法(言語表現法) 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

井出 沙里 

授業の回数 

   ８ 回 

時間数（単位数） 

15時間（ 1単位） 

配当学年・時期 

  ２年  後期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

 こどもの生活と遊びを豊かに展開するために必要な知識や技術を実践的に身につける。 

 保育における教材等の活用及び作成と、保育の環境構成及び具体的展開のための技術実践力を身

につける。 

〔授業全体の内容の概要〕 

児童文化財（絵本、紙芝居、人形劇、ストーリーテリング等）の特徴を知り、子どもが主体的に

取り組んだり、興味を持って生活や遊びの中に取り入れる環境構成と必要な援助の方法を演習形式

で行う。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 言葉と表現力を育む児童文化について 児童文化と児童文化財の意味 

２コマ目 わらべうたあそび （ことばから歌へ わらべうたのはじまり） 

３コマ目 
ことばあそび①ことばの面白さ、美しさを感じる(詩、しりとり、かるたあそびなぞ

なぞなど） 

４コマ目 おはなし 

５コマ目 絵本と童話 

６コマ目 紙芝居 

７コマ目 
シアタースタイルの児童文化財(人形劇、ペープサート、パネルシアター、エプロン

シアターなど) 

８コマ目 こどもの遊び体験とおもちゃの役割、保育者の役割と援助 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

随時、資料配布する。 

必要に応じて講義内で紹介する。 

〔単位認定の方法及び基準〕 

定期試験：筆記試験 50％ 

平 常 点：演習取り組みの意欲、態度、提出物等か

ら総合的に判断する。50％ 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

子育て支援 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

西本 佳子 

授業の回数 

    ８ 回 

時間数（単位数） 

15時間（1単位） 

配当学年・時期 

   ２ 年 後期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

 保育所における保育士の専門性としての保育相談支援の重要性について理解し、保護者に対する

相談、助言、情報提供、行動見本等の支援方法を習得する。 

ワークショップを体験し、実際の保育現場において特別な配慮を必要とする子どもと保護者を援

助するうえで有効な手立てや手法を身につける。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

保育相談支援の具体的な手法についてテキスト基に理解を深める。 

ワークショップを体験し、実際に保育現場において子育て支援に必要な各手法の働きを知り、保

育現場において取り入れる方法を演習形式で体感し、学びを深める。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 保育士の行う子育て支援の特性と意義 

２コマ目 保育士の行う子育て支援の展開①（こども及び保護者の状況・状態の把握） 

３コマ目 保育士の行う子育て支援の展開②（支援の計画と環境構成） 

４コマ目 保育士の行う子育て支援の展開③（支援の実践・記録・評価・カンファレンス） 

５コマ目 
保育士の行う子育て支援の展開④（職員間の連携・協働、関係機関・専門職との連携・

協働） 

６コマ目 保育士の行う子育て支援とその実際①（保育所における支援） 

７コマ目 保育士の行う子育て支援とその実際②（地域の子育て家庭における支援） 

８コマ目 
保育士の行う子育て支援とその実際③（要保護児童、特別な配慮を要するこどもおよび

その家庭に対する支援） 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

古川繁子編『保育相談支援ワークブック』学

文社 

〔単位認定の方法及び基準〕 

定期試験：筆記試験 90％ 

平 常 点：授業態度、ワークショップ 10％ 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

社会的養護Ⅰ 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

井出 沙里 

授業の回数 

    15 回 

時間数（単位数） 

30時間（2単位） 

配当学年・時期 

   １年  後期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

社会的養護の歴史的変遷から現代社会における社会的養護の意義と必要性について理解する。 

児童憲章、子どもの権利条約、社会的養護の基本的理念と原理を説明するでき、専門職としての専

門性を活かして現場に役立てることができる力を身につける。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

社会的養護の実践の大きな部分を占める児童福祉施設の機能を理解するとともに、児童養護の体系

を概説する。 

保育士として子どもと向き合い、子どもの自立を支援するための対人援助の方法を理解するととも

に子どもの権利擁護の視点から児童養護における養育のあり方について考え、社会的養護の将来像

と保育士に求められる専門性について考察する。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 社会的養護の現状(子どもを取り巻く環境、社会的養護を必要としている子ども) 

２コマ目 児童養護の定義について、児童虐待問題について 

３コマ目 SIDS(｢喪の営み」、｢喪の過程｣)について、捨てられ体験について 

４コマ目 社会的養護の歴史と今日的課題について 

５コマ目 社会的養護の基本理念と原理について、子どもの権利条約について 

６コマ目 施設養護の原理について 

７コマ目 施設養護実践における専門性と課題について 

８コマ目 施設養護の実践と方法(日常生活、自立支援) 

９コマ目 施設養護の実践と方法(治療的援助、親子関係、学校・地域との関係) 

１０コマ目 地域の社会的養護機関(相談機関、援助機関)について 

１１コマ目 次世代育成支援と地域の子育て支援について 

１２コマ目 地域の子育て家庭支援策について 

１３コマ目 施設養護の職員に求められる倫理について 

１４コマ目 児童養護における養育のあり方について 

１５コマ目 社会的養護の将来像(新しい社会的養育ビジョン)について 

〔使用テキスト・参考文献〕 

神戸賢次・喜多一憲編『シリーズ 福祉新

時代を学ぶ 新選・児童の社会的養護原

理』 みらい 

〔単位認定の方法及び基準〕 

平常点：出席状況、授業態度、学習意欲  

試  験 ：筆記による定期試験 

上記を総合評価する。 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

社会的養護Ⅱ 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

清原 知映 

授業の回数 

    ８回 

時間数（単位数） 

15時間（1単位） 

配当学年・時期 

   ２年 後期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

 施設養護及び家庭養護の実際、こどもの虐待防止について理解し、社会的養護にかかわる専門的

な相談援助の方法・技術を習得する。社会的養護の計画・記録・自己評価の実際について理解し、

保育士として、常に自己研鑽を図る重要性を認識し、またその実践力を身につける。 

〔授業全体の内容の概要〕 

社会的養護を必要とするこどもの現状を具体例をあげながら概説する。要保護児童、要支援児童

の存在を知り、多様性のある支援が実践できるように演習形式で学びを深める。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 社会的養護におけるこどもの理解 

２コマ目 社会的養護の内容（日常生活、治療的支援、自立支援） 

３コマ目 社会的養護の実際（施設養護の生活特性及び実際） 

４コマ目 社会的養護の実際（家庭養護の生活特性及び実際） 

５コマ目 社会的養護における個別支援計画の作成 

６コマ目 社会的養護に関わる相談援助の知識と技術とその実践 

７コマ目 社会的養護の課題と展望 

８コマ目 まとめ・レポート 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

随時、資料を配布する。 

必要に応じて、参考文献、DVD等を講義内で

紹介する。 

〔単位認定の方法及び基準〕 

定期試験：筆記試験 60％ 

平 常 点：レポート、受講態度等 40％ 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

社会福祉 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

井出 沙里 

授業の回数 

     15 回 

時間数（単位数） 

30時間（ 2単位） 

配当学年・時期 

   １年 前期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

・社会福祉における意義、法制、実施体系等についての理解を深め、あわせて現代社会福祉におけ

る子ども家庭支援の視点について理解する。 

・社会福祉における対人援助の必要性について概説し、保育者に求められる相談援助の専門的知識

と技術を身につける。 

・社会福祉の動向と課題について理解を深め、自ら社会福祉の課題と展望について考える力を身に

つける。 

〔授業全体の内容の概要〕 

社会福祉の歴史的変遷から社会福祉の理念と概念について理解を深め、現代社会福祉の制度と実

施体系、社会福祉の専門職と専門性について概説する。 

 社会福祉における相談援助の対象、方法、技術について概説する。 

 社会福祉の動向と課題について概説する。 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 社会福祉の理念と概念 

２コマ目 日本における社会福祉の歴史的変遷 

３コマ目 欧米における社会福祉の歴史的変遷 

４コマ目 現代社会福祉と子ども家庭支援の必要性 

５コマ目 社会福祉の制度と法体系 

６コマ目 社会福祉行財政と実施機関 

７コマ目 社会福祉施設 

８コマ目 社会福祉の専門職と専門性 

９コマ目 社会保障及び関連制度の概要 

１０コマ目 公的扶助（生活保護制度） 

１１コマ目 相談援助の理論 

１２コマ目 相談援助の方法と技術 

１３コマ目 利用者保護、第三者評価の仕組み 

１４コマ目 社会福祉の動向と課題 

１５コマ目 まとめ 

〔使用テキスト・参考文献〕 

橋本好市編『学ぶ・わかる・みえる 保育と社会福祉(第 3

版)』みらい 

『保育福祉小六法 2020年版』 みらい 

〔単位認定の方法及び基準〕 

試 験：定期試験 50％ 

平常点：参加意欲、学習意欲等 30％ 

その他：提出物など 20％ 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

障がい児保育 

授業の種類 

（演習） 

授業担当者名 

    小河 晶子 

授業の回数 

    １５ 回 

時間数（単位数） 

３０時間 ２単位 

配当学年・時期 

    １年 後期  
必修 

〔授業の目的・ねらい〕 

障がい児やその他の特別な配慮を要する子ども特徴を理解し関係機関と連携しながら個々の子ど

もに適した保育を保育の現場で行うことができる。 

〔授業全体の内容の概要〕 

１.合理的配慮の理解と障がい保育の基本について概説する。 

２.障がい児保育等の理解と保育における発達の援助について概説する。 

３．障がい児その他の特別な配慮を要する子どもの保育計画を実際に作成し考察について概説する。 

４.特別な配慮を要する子どもと実際に関わり、集団保育で相互に配慮すべきことについて概説す

る。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 「障がい」とは 

２コマ目 障がい児保育の歴史的変遷 

３コマ目 インクルージョンとは 

４コマ目 合理的配慮について 

５コマ目 肢体不自由児の理解と援助 

６コマ目 知的障がい児の理解と援助 

７コマ目 視覚障がい・聴覚障がい・言語障がい等の理解と援助 

８コマ目 発達障がい児の理解と援助 ①注意欠陥多動性障がい 

９コマ目 発達障がい児の理解と援助 ②広汎性発達障がい 

１０コマ目 発達障がい児の理解と援助 ③学習障がい等 

１１コマ目 医療的ケア児の理解と援助 

１２コマ目 その他の特別な配慮を要する子どもの理解と援助 

１３コマ目 個々の発達を促す遊びと環境 

１４コマ目 子ども同士の関わり 

１５コマ目 まとめ 

〔使用テキスト・参考文献〕 〔単位認定の方法及び基準〕 

（試験やレポートの評価基準などを％で記入） 

試 験：定期試験 60％ 

平常点：出席態度・小テスト 40％ 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

図画工作 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

藤尾 富子 

授業の回数 

     ８ 回 

時間数（単位数） 

15時間（1単位） 

配当学年・時期 

   １ 年 後期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

 こどもの生活と遊びを豊かに展開するために必要な制作遊びの知識や技術を実践的に習得する。 

保育士としての感性と表現力を身につける。 

 保育教材の研究方法を身につける。 

〔授業全体の内容の概要〕 

課題説明・制作指導・提出、課題の展示からこどもの興味、関心を踏まえて、こどもの遊びへの

展開までを考察、実践する。できた作品は、校内の子育てひろば「ひめちゃんくらぶ」で遊んだり、

展示したりする。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 手のデッサン 4パターン 

２コマ目 秋のイメージ切り絵 

３コマ目 エコ材で手作りおもちゃ 

４コマ目 絵の具で製作あそび 

５コマ目 紙をつかった製作あそび 

６コマ目 新聞紙でコラージュ作品製作 

７コマ目 折り紙 

８コマ目 画用紙で立体干支置物づくり 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

随時資料を配布する。 

〔単位認定の方法及び基準〕 

アイデア・表現などの評価 80％ 

受講態度 20％ 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

図画工作 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

藤尾 富子 

授業の回数 

    ８回 

時間数（単位数） 

15時間（１単位） 

配当学年・時期 

    ２年 後期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

 こどもの生活と遊びを豊かに展開するために必要な制作遊びの知識や技術を実践的に習得する。 

保育士としての感性と表現力を身につける。 

 保育教材の研究方法を身につける。 

〔授業全体の内容の概要〕 

課題説明、制作指導、提出と提出後の自己評価、振り返りの方法を概説する。またこどもの発達・

興味関心などを概説し、こども理解を深める。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 デッサン 筆記用具 

２コマ目 紙コップで動くおもちゃ 

３コマ目 動物のお面づくり 

４コマ目 架空動物を描く 

５コマ目 風船アート 

６コマ目 風船アート 

７コマ目 風船アート 

８コマ目 壁面構成 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

随時、資料を配布する。 

〔単位認定の方法及び基準〕 

アイデア・表現などの評価 80％ 

授業態度 20％ 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

生活 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

榮井 睦 

授業の回数 

    ８ 回 

時間数（単位数） 

15時間（1単位） 

配当学年・時期 

   １年 前期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

家事の基本に関する技術（裁縫・洗濯・掃除等）を身につけ、保育士として保育現場で活用でき

る力を身につける。 

フェルト、布、ふきんなど様々な素材や特性を理解し、用途に応じた素材を選び、考え、制作物

を作成する能力を習得する。 

保育における手作り保育教材の活用及び作成と具体的保育展開のための実践力を身につける。 

〔授業全体の内容の概要〕 

家事の基本に関する技術（裁縫・洗濯・掃除等）について概説し、こどもの興味・発達、生活や

遊びをテーマにした制作物を作成するなど、校内の清掃活動に取り組むなど実践的に学びを深めて

いく。実践が保育実習に活かせるようにこども理解を深める。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 家庭生活のあり方（家族の役割、衣服の役割） 

２コマ目 実習着の名札付け、フェルト作品（実習用名札制作） 

３コマ目 ミシン練習（ロックミシンを含む） 

４コマ目 まつり縫い、ボタン付け 

５コマ目 まつり縫い、ボタン付け 

６コマ目 刺し子ふきん・お手玉づくり 

７コマ目 刺し子ふきん・お手玉づくり 

８コマ目 洗濯について（アイロンがけ） 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

随時、実習用資料を配布する。 

〔単位認定の方法及び基準〕 

作品提出、受講態度などを総合的に判断し、評価す

る。 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

生 活 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

榮井 睦 

授業の回数 

    ８回 

時間数（単位数） 

15時間（1単位） 

配当学年・時期 

   １年 後期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

家事の基本に関する技術（裁縫・洗濯・掃除等）を身につけ、保育士として保育現場で活用でき

る力を身につける。 

家事援助に関する基礎的な知識を習得する。 

保育における手作り保育教材の活用及び作成と具体的保育展開のための実践力を身につける。 

〔授業全体の内容の概要〕 

家事の基本に関する技術（裁縫・洗濯・掃除等）について概説し、こどもの興味・発達、生活や

遊びをテーマにした制作物を作成したり、校内の清掃活動に取り組むなど実践的に学びを深めてい

く。実践が保育実習に活かせるようにこども理解を深める。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 調理のプロセス(献立・食材準備・調理・味付け・盛り付け・配膳・後片付け)について 

２コマ目 洗濯のプロセス(洗濯方法・洗剤の選び方・干す・たたむ・収納する)について 

３コマ目 掃除のプロセス(整理整頓・掃く・ふく)について 

４コマ目 ゴミの分別（可燃、不燃、リサイクル）・捨て方について 

５コマ目 衣服の補修・裁縫について 

６コマ目 衣服・寝具の衛生管理について 

７コマ目 防虫・かびの予防について 

８コマ目 身支度への関心と工夫について 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

随時、実習用資料を配布する。 

〔単位認定の方法及び基準〕 

作品提出、受講態度などを総合的に判断し、評価

する。 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

保育内容の理解と方法（造形表現法） 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

坂田 多江子 

授業の回数 

    ８ 回 

時間数（単位数） 

15時間（1単位） 

配当学年・時期 

    １ 年 後期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

幼児の造形表現の特質と活動内容を理解し、保育の場における指導法と援助方法を身につける。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

幼児の造形表現について発達段階に応じた活動の内容と指導・援助のあり方と手助けを研究し、

理解を深める。 

学習内容の理解と技量が保育士として実践の場で幼児に対応して生かせるのか自己分析し、保育

の質の向上のために自己研鑽する方法を概説する。 

 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 遊びの原理から造形活動へ 

２コマ目 つくる活動の発達段階①探索期 ②無作意期 

３コマ目    〃      ③象徴期 ④創造活動期 

４コマ目 造形表現活動の題材と内容・援助と指導（プリント） 

５コマ目 表現材料と用具・粘土の種類と特徴 

６コマ目 実技研修のための作品づくり 

７コマ目 実技研修のための作品づくり 

８コマ目 学習のまとめ 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

造形表現（理論、実践編） 三晃書房 

プリントを配布 

（造形表現活動の題材と内容） 

〔単位認定の方法及び基準〕 

定期試験：筆記試験 60％ 

平 常 点：課題作品 40％ 

 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

体育 講義 

授業の種類 

（講義） 

授業担当者名 

柳 典子 

授業の回数 

    ８回 

時間数（単位数） 

15時間（1単位） 

配当学年・時期 

  ２年  前期 
必修 

〔授業の目的・ねらい〕 

乳幼児における運動遊びの必要性・重要性について理解する。 

乳幼児の発達段階、興味・関心に応じた運動遊びプログラムの計画・実践・記録・評価・改善ま

での一連の過程を理解する。 

保育活動における保育者の留意、配慮すべき事項を理解し、安全な活動を展開できる力を身につ

ける。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

乳幼児期の発育・発達を学び、運動遊びプログラムの作成、評価を行う。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 オリエンテーション 

２コマ目 特別活動における大型遊具について 

３コマ目 体力とは何か 

４コマ目 乳幼児の発達・発育 

５コマ目 運動能力測定の意義 

６コマ目 運動遊びの意義とねらい 

７コマ目 運動遊びの実際 

８コマ目 安全教育 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

すこやか子どもの心と体を育む運動あそび 

〔単位認定の方法及び基準〕 

（試験やレポートの評価基準などを％で記入） 

受講態度 20％、提出物 20％、筆記試験 60％ 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

体育 実技 

授業の種類 

（実技） 

授業担当者名 

   柳 典子 

授業の回数 

    １５ 回 

時間数（単位数） 

30時間（ １単位） 

配当学年・時期 

  ２年  前期 
必修 

〔授業の目的・ねらい〕 

自身の体力向上や子どもの運動遊びの必要性を理解し、指導力を身につける 

運動を楽しみ、運動遊びプログラムの指導、実践力を身につける。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

様々な運動を体験し、運動遊びプログラムの作成・実施・評価を行う。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 特別活動における運動遊びプログラムの実践① 

２コマ目 特別活動における運動遊びプログラムの実践② 

３コマ目 徒手運動① 

４コマ目 徒手運動② 

５コマ目 鉄棒遊び 

６コマ目 マット運動① 

７コマ目 マット運動② 

８コマ目 跳び箱運動① 

９コマ目 跳び箱運動② 

１０コマ目 ボール運動 

１１コマ目 フープ遊び 

１２コマ目 運動指導法① 

１３コマ目 運動指導法② 

１４コマ目 プログラム実践・振り返り 

１５コマ目 幼児体育現場見学 

〔使用テキスト・参考文献〕 

必要に応じて適宜資料を配布する。 

〔単位認定の方法及び基準〕 

（試験やレポートの評価基準などを％で記入） 

受講態度 50％ 実技試験 50％ 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

乳児保育Ⅰ 

授業の種類 

講義 

授業担当者名 

西本 佳子 

授業の回数 

     １５  回 

時間数（単位数） 

３０時間（２単位） 

配当学年・時期 

  １年  前期 
必修 

〔授業の目的・ねらい〕 

乳児の基本的な発達を知り、新しい理論と技術を結びつけ乳幼児を正しく理解する力を身に付け

る。同時に家庭や地域等との連携の重要性を理解し現場で、行えるようになる。 

〔授業全体の内容の概要〕 

保育所や乳児院等の役割と乳児保育担当保育者としての役割、３歳未満児の発育・発達を踏まえ

た乳児を集団保育することの意義と愛着形成の重要性について概説する。さらに、乳児保育におけ

る保育実践現場での問題と解決方法には、職員間の連携と・協働や地域との連携の不可欠性につい

て概説する。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 乳児保育の意義・目的 

２コマ目 乳児保育の役割 

３コマ目 乳児保育における養護及び教育 

４コマ目 保育所における乳児保育 

５コマ目 保育所以外の児童福祉施設 

６コマ目 3歳未満児の発育・発達を踏まえた保育 

７コマ目 3歳未満児の生活と環境 

８コマ目 子どもと養育者との愛着形成 

９コマ目 子どもと保育者との愛着形成 

１０コマ目 3歳未満児の遊び 

１１コマ目 3歳未満児の発育・発達を踏まえた保育士等による援助 

１２コマ目 3歳未満児の発育・発達を踏まえた保育における配慮 

１３コマ目 気になる子どもの発達 

１４コマ目 職員間の連携・協同 

１５コマ目 地域との連携 

〔使用テキスト・参考文献〕 

保育所保育指針解説書 320円 

大橋喜美子編『乳児保育』みらい 

 

〔単位認定の方法及び基準〕 

（試験やレポートの評価基準などを％で記入） 

本試験 70％   小テスト・提出物 30％ 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

乳児保育Ⅱ 

授業の種類 

演習 

授業担当者名 

宮本 和行 

授業の回数 

    ８  回 

時間数（単位数） 

１５時間（１単位） 

配当学年・時期 

  １年  後期 

必修  

〔授業の目的・ねらい〕 

乳児の基本的な発達を知り、新しい理論と技術を結びつけ乳幼児を正しく理解する力を身に付ける。

同時に家庭や地域等との連携の重要性を理解し現場で、行えるようになる。 

〔授業全体の内容の概要〕 

３歳未満児の発育・発達の連続性を踏まえた援助や関わり方、養護と教育の一体性を踏まえた乳

児保育の内容とその配慮について概説する。さらに、事例等を通し３歳未満児の遊びと環境を考察

し保育計画作成、自己評価を行う。さらに、ロールプレー等を行い、乳児保育の連携・協働の理解

について概説する。 

 

１コマ目 乳児保育の基本 

２コマ目 子どもの生活と環境 

３コマ目 乳児保育における発育・発達を踏まえた遊びの環境 

４コマ目 3歳未満児の発育・発達を踏まえた玩具作りの計画 

５コマ目 3歳未満児の発育・発達を踏まえた玩具作り 

６コマ目 3歳未満児の発育・発達を踏まえた玩具発表 

７コマ目 乳児保育における配慮の実際 

８コマ目 乳児保育における計画の実際 

９コマ目  

１０コマ目  

⒒コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト〕 

 なし 

 適宜資料を配布し、進めていく。 

〔単位認定の方法及び基準〕 

 授業開始時から 30分は遅刻、30分以降は欠席とする。 

 遅刻２回で欠席１回とし、欠席３回以上で単位取得資

格を失う。 

（試験やレポートの評価基準などを％で記入） 

授業の参加意欲 60％ 

小テスト・提出物等 40％ 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

福祉と情報 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

山根聡子・前田真吾 

授業の回数 

    ８ 回 

時間数（単位数） 

15時間（ 1単位） 

配当学年・時期 

 ２年 前期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

多様化する福祉ニーズに対応するため、色々なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの手段・方法があることを知り、様々な

場や対象に即した支援の内容と方法及び技術を身につける。 

 福祉現場の最前線を知り、福祉の課題と展望を考察する力を身につける。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

手話や指文字を使ったｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの方法があることを概説し、演習形式で実践する。また、今後さ

らに多様化する福祉ニーズに対応するため、現場の前線で活躍される方々の実践を DVD等で学習し、

福祉の課題と展望を考察する。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 手話、指文字の意義・目的 

２コマ目 手話ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

３コマ目 手話ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

４コマ目 手話試験 

５コマ目 手話試験 

６コマ目 福祉と情報社会について 

７コマ目 福祉の専門性について 

８コマ目 保育者の仕事について 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

必要に応じて、資料を配布する。 

〔単位認定の方法及び基準〕 

授業態度、実技試験、レポート等総合的に判断し、

評価する。 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

福祉と情報 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

山根聡子・下林五技 

授業の回数 

    ８ 回 

時間数（単位数） 

15時間（ 1単位） 

配当学年・時期 

   ２年 後期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

多様化する福祉ニーズに対応するため、色々なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの手段・方法があることを知り、様々な

場や対象に即した支援の内容と方法及び技術を身につける。 

 福祉現場の最前線を知り、福祉の課題と展望を考察する力を身につける。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

手話や指文字を使ったｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの方法があることを概説し、演習形式で実践する。また、今後さ

らに多様化する福祉ニーズに対応するため、現場の前線で活躍される方々の実践を DVD等で学習し、

福祉の課題と展望を考察する。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 手話、指文字の意義・目的 

２コマ目 手話ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

３コマ目 手話ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

４コマ目 手話試験 

５コマ目 手話試験 

６コマ目 深津子どもの家の一年 

７コマ目 富山型デイサービス、白衣を着た天使たちの戦い 

８コマ目 白衣を着ない天使たち（働く人その②） 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

必要に応じて、資料を配布する。 

〔単位認定の方法及び基準〕 

授業態度、実技試験、レポート等総合的に判断し、

評価する。 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 
保育の計画と評価 

授業の種類 
（講義・演習・実習） 

授業担当者名 
西木場 美賀 

授業の回数 

     15 回 

時間数（単位数） 

30時間（２単位） 

配当学年・時期 

  ２年 前期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 
保育の内容の充実と質の向上に資する保育の計画及び評価について理解する。 
全体的な計画と指導計画の作成について、その意義と方法を理解し、こどもの理解に基づく保育

の過程(計画・実践・記録・省察・評価・改善)について全体構造を理解し、保育現場で実践する力

を身につける。 
〔授業全体の内容の概要〕 
 保育の計画と評価の基本について概説し、保育の計画と指導計画の作成の意義についての理解を

深める。保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こどもの園教育・保育要領の内容につ

いての理解を深め、指導計画の作成、実践、記録、省察、評価、改善までの一連の保育課程につい

て概観する。年齢ごとのこどもの発達や様子を理解し、保育の連続性について学習する。 
 
各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 保育の基本について (ふさわしい生活の展開と保育の連続性) 

２コマ目 教育課程、保育課程と指導計画① (教育課程、保育課程とはなにか) 

３コマ目 
教育課程、保育課程と指導計画② (なぜ計画を立てるのか、認定こども園における全体

的な計画) 

４コマ目 保育所の理解①「保育所の基本」 

５コマ目 保育所の理解②「保育所における保育課程と保育の実際」 

６コマ目 指導計画の作成の基本とその方法①「指導計画の形式」 

７コマ目 指導計画の作成の基本とその方法②「指導計画の作成方法」 

８コマ目 保育所の部分指導計画 

９コマ目 乳児の特徴と指導計画①「0歳児の特徴と保育」 

１０コマ目 乳児の特徴と指導計画②「1・2歳児の特徴と保育」 

１１コマ目 幼児の特徴と指導計画①「3歳児の特徴と保育」 

１２コマ目 幼児の特徴と指導計画②「4・5歳児の特徴と保育」 

１３コマ目 保育の実践と評価①「保育の評価」 

１４コマ目 保育の実践と評価②「保育所の要録の理解」 

１５コマ目 保育所の全日の指導計画 

〔使用テキスト・参考文献〕 

岩崎純子編 

『教育・保育課程論 

～書いて学べる指導計画～』 萌文書林 

〔単位認定の方法及び基準〕 

定期試験：筆記試験 80％ 

平 常 点：講義内提出レポート 20％ 

 



 

授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

保育の心理学 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

小河 晶子 

授業の回数 

    15 回 

時間数（単位数） 

30時間（２単位） 

配当学年・時期 

  ２年 前期 

必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

保育および教育現場において乳幼児の仕事を専門にする人は子どもの能力を最大限に引き出す役

割を担っている。そのため子どもの発達理論の心理学的知識を踏まえ、乳幼児期の子どもの学びの

過程や特性と保育における人との相互的関わりや体験、環境とを子どもの発達の視点からとらえ保

育の心理学についての知識を獲得する。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

 受精から死に至るまでの変化全体を概観する。特に出生から青年期までの子どもの発達について

焦点を当て、解説する。 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 オリエンテーション、発達とは 

２コマ目 発達の規定因 

３コマ目 発達課題 

４コマ目 愛着と親子関係 

５コマ目 身体と運動能力の発達① 脳の発達 

６コマ目 身体と運動能力の発達② 運動発達 

７コマ目 知覚機能の発達 

８コマ目 知的機能の発達 

９コマ目 ことばとコミュニケーションの発達 

１０コマ目 自己概念、自己コントロールの発達 

１１コマ目 感情の発達 

１２コマ目 社会性、道徳性の発達 

１３コマ目 発達障がいについて 症状理解 

１４コマ目 発達障がいについて 支援 

１５コマ目 これまでの復習、まとめ 

〔使用テキスト・参考文献〕 

図でわかる発達心理学 新井邦二朗編著 

福村出版 

〔単位認定の方法及び基準〕 

試験：定期試験 60％ 

平常点：授業態度 20％ 

その他：レポートなど 20％ 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

保育原理 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

西本 佳子 

授業の回数 

    15 回 

時間数（単位数） 

30時間（２単位） 

配当学年・時期 

   １年  前期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 
 保育の意義及び目的について理解する。保育に関する法令及び制度、保育所保育指針における保

育の基本を理解する。 
 保育の思想と歴史的変遷について理解し、保育の原点を考え、あわせて保育の現状と課題につい

て理解を深め、保育の現場で質の高い保育を提供する力を身につける。 
〔授業全体の内容の概要〕 
保育の意義、目的・目標、保育に関する諸法令、保育所保育指針における保育内容と保育の方法、

保育計画などの保育者としての基本を概説する。オーウェン、ルソー、フレーベルなどの保育学、

幼児教育の先駆者たちの保育思想から保育の原点を概説し、あわせて歴史的変遷についての理解を

深め、諸外国の保育の現状、さらに日本の保育の現状と課題について考察する。現代に求められる

「保育」の意味や役割を考察する。 
 
各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 保育の基本 

２コマ目 保育の理念 

３コマ目 保育の場 

４コマ目 幼稚園と保育所 

５コマ目 養護と教育の一体化 

６コマ目 子どもを理解する 

７コマ目 保育の場を考える 

８コマ目 保育施設の誕生 

９コマ目 日本における幼稚園の歴史 

１０コマ目 日本における保育所の歴史 

１１コマ目 保育の目的を理解する 

１２コマ目 保育の方法を学ぶ 

１３コマ目 保育課程・教育課程の意味 

１４コマ目 保育の制度と課題 

１５コマ目 これからの保育 

〔使用テキスト・参考文献〕 
井上孝之編『シリーズ 知のゆりかご つな

がる保育原理』 株式会社みらい 

保育所保育指針 保育所保育指針解説書 

〔単位認定の方法及び基準〕 
試験：定期試験 70％ 

平常点：出席態度・小テスト 30％ 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

保育実習Ⅰ 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

西木場美賀・井出沙里 

授業の回数 

        

時間数（単位数） 

160時間（4単位） 

配当学年・時期 

 １年 前期・後期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

保育所、児童福祉施設等の役割や機能を具体的に理解する。 

観察やこどものとのかかわりを通してこども理解を深める。 

保育の現場、施設の現場で実習を行うことにより、既習の教科目の内容とこどもの保育、保護者

への支援、要保護児童への対応について理解する。 

 保育の計画・観察・記録の方法を習得し、あわせて自己評価、自己課題の明確化する力を身につ

ける。 

 保育士の業務内容、職業倫理について具体的に理解する。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

保育所 10日間、児童福祉施設等 10日間の保育実習を行う。 

 

 

〔使用テキスト・参考文献〕 

実習のしおり(本校作成) 

保育実習日誌(本校作成) 

その他、保育実習指導Ⅰの講義内で紹介した

書籍、DVDなど 

〔単位認定の方法及び基準〕 

実習先からの評定、実習、記録等から総合的に評価

する。 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

保育実習ⅡまたはⅢ 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

西木場美賀 井出沙里 

授業の回数 

        

時間数（単位数） 

120時間（ 3単位） 

配当学年・時期 

   ２年 前期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

保育所または児童福祉施設等の役割や機能について、具体的実践を通して理解する。 

こども（利用者）の観察や関わりから保育理解を深める。 

実習における自己課題を明確にし、保育士の職務内容を深く学び、充実した保育観と専門的な保

育技術を体得する。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

保育所または児童福祉施設等で 15日間の保育実習を行う。 

 

〔使用テキスト・参考文献〕 

保育実習のしおり（本校作成） 

保育実習日誌 

その他保育実習ⅡまたはⅢの講義内で紹介

する書籍、DVDなど 

〔単位認定の方法及び基準〕 

実習先からの評定、実習、記録等から総合的に評価

する。 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

 保育実習指導Ⅰ 

授業の種類  

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

   久米 裕紀子 

授業の回数  

15 回 

時間数（単位数）  

30 時間（2 単位） 

配当学年・時期  

１年 前期 

 

必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

保育所と施設での現場実習を円滑に実施し、学びを深めるために必要な基礎的な知識、技術、および 

姿勢・態度を理解し、習得することを目的とする。 

〔授業全体の内容の概要〕  

保育実習の意義や目的、子どもと関わる上での配慮事項や、保育者の専門性について、視聴覚教材を適

宜用いながら、講義形式で理解を深めていく。加えて、実習中に作成する実習記録の意義やその作成方

法についても学んでいく。また、実習前に実際に子どもと関わる上で自己課題を明確化すると共に、子

ども理解の方法を体験的に学ぶため、保育実習Ⅰに向けて、民間保育所 1 日見学（模擬保育実施）、公

立保育所 2 日間実習体験等に参加し、保育実ついての具体的なイメージを持てるようにする。 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 保育実習とは（実習の目的・目標・意義・心構えなど） 

２コマ目 実習に向けての学び（健康管理・安全への視点、保育者の責務・職業倫理など） 

３コマ目 保育実習の流れ（事前オリエンテーション） 

４コマ目 実習の目標の立て方 

５コマ目 公立保育所参観実習（姫路市立保育所）予定 

６コマ目 実習記録の書き方① 

７コマ目 指導計画の作成方法 

８コマ目 子どもの生活や遊びと保育環境（実習中の安全について） 

９コマ目 実習後の学び（お礼状の書き方） 

10 コマ目 実習日誌の書き方②（実習段階に添って） 

11 コマ目 0・1・2 歳児、年齢別の実習のポイント 

12 コマ目 3・4・5 歳児、年齢別の実習のポイント 

13 コマ目 私立保育所での観察実習・保育実践（明石市ハンプティダンプティ保育園） 

14 コマ目 保育観察・保育実践の振り返り 

15 コマ目 保育所の役割と機能・こども理解・保育理解 

〔使用テキスト・参考文献〕 

保育所保育指針解説書（平成 29年 3月告示 厚生労働省）/

厚生労働省/フレーベル館 幼保連携型認定こども園教育・保

育要領（平成 29年 3月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働

省）/内閣府・文部科学省・厚生労働省/フレーベル館 

〔単位認定の方法及び基準〕  

定期試験：筆記試験 50％ 

平 常 点：レポート(作品含む)50％ 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

 基礎演習 

授業の種類  

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

   久米 裕紀子 

授業の回数  

15 回 

時間数（単位数）  

30 時間（2 単位） 

配当学年・時期  

１年 前期 

 

必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

保育所・児童福祉施設等での現場実習を円滑に実施し、学びを深めるために必要な基礎的な知識、 技

術、および姿勢・態度を理解し、習得する。 

  

〔授業全体の内容の概要〕  

保育現場や施設内での 1 日の生活の流れを知り、こどもとのかかわりの中で必要なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力を 

学ぶ。乳幼児、児童の発達段階を理解して、こどもの気持ちを引き出す援助のあり方を学ぶ。 

社会的養護、障がい児支援に対する理解を深め、保護者支援、家庭支援のための知識、技術、判 

断力を概説し、保育士の業務内容や職業倫理について具体的な実践に結びつけて学びを深める。 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 保育者になるためのラーニング・ティップス 

２コマ目 実習生としての心得・マナー 

３コマ目 観察実習オリエンテーションの受け方 

４コマ目 保育の技①  手遊び・折り紙 

５コマ目 保育の技②  リズムステップ・紙皿シアター 

６コマ目 保育の技③  絵本の読み聞かせ ・体操 

７コマ目 基礎観察実習 観察の視点・保育環境 

８コマ目 実習の目標の立て方 

９コマ目 実習記録の書き方 

10 コマ目 部分保育の指導計画作成① 

11 コマ目 部分保育の指導計画作成② 

12 コマ目 保育実践の指導案作成（ハンプティダンプティ保育園） 

13 コマ目 保育実践（ハンプティダンプティ保育園） 

14 コマ目 保育実習個人票作成・遊びのシート作成 

15 コマ目 実習直前オリエンテーションの受け方 

〔使用テキスト・参考文献〕 

保育所保育指針解説書（平成 29年 3月告示 厚生労働省）/

厚生労働省/フレーベル館  幼保連携型認定こども園教育・

保育要領（平成 29年 3月告示 内閣府・文部科学省・厚生労

働省）/内閣府・文部科学省・厚生労働省/フレーベル館 

〔単位認定の方法及び基準〕  

実技発表・作品・レポート： 50％ 

平 常 点：参加意欲、学習意欲など 30％ 

その他；提出物など 20％ 



 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

保育実習指導Ⅰ 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

西木場美賀・井出沙里 

授業の回数 

     15 回 

時間数（単位数） 

30時間（2単位） 

配当学年・時期 

  １年 後期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

 保育所・児童福祉施設等での現場実習を円滑に実施し、学びを深めるために必要な基礎的な知識、

技術、および姿勢・態度を理解し、習得する。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

保育現場や施設内での 1日の生活の流れを知り、こどもとのかかわりの中で必要なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力を

学ぶ。乳幼児、児童の発達段階を理解して、こどもの気持ちを引き出す援助のあり方を学ぶ。 

社会的養護、障がい児支援に対する理解を深め、保護者支援、家庭支援のための知識、技術、判

断力を概説し、保育士の業務内容や職業倫理について具体的な実践に結びつけて学びを深める。 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 実習日誌の書き方 

２コマ目 実習日誌の書き方 

３コマ目 実習前の事前準備・確認 

４コマ目 実習報告会 

５コマ目 保育の計画に基づく保育内容①(保育所での生活や遊び・保育の計画) 

６コマ目 保育の計画に基づく保育内容②(保育の計画と保育内容) 

７コマ目 こどもの発達過程に応じた保育内容 こどもの発達過程 

８コマ目 こどもの生活や遊びと保育環境① 保育の基本「環境を通して行う保育」 

９コマ目 こどもの生活や遊びと保育環境② こどもの遊びが充実する環境 

１０コマ目 実習のまとめと今後の課題 

１１コマ目 児童養護施設におけるこどもの生活と社会的養護の役割と機能 

１２コマ目 入所児童とのかかわりとこども理解 

１３コマ目 支援計画の理解と活用、計画と記録 

１４コマ目 記録に基づく省察・自己評価の方法 

１５コマ目 専門職としての保育士の役割と倫理 

〔使用テキスト・参考文献〕 

全国社会福祉協議会編『新保育士養成講座 

保育実習』 

保育所保育指針、保育所保育指針解説書 

     

〔単位認定の方法及び基準〕 

定期試験：筆記試験 70％ 

平 常 点：レポート（作品含む）30％ 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

保育実習指導ⅡまたはⅢ 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

   西木場 美賀 

授業の回数 

     ８ 回 

時間数（単位数） 

１５時間（１単位） 

配当学年・時期 

   ２年 前期 

必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

・保育所の役割や機能について、具体的な実践を通して理解を深める。 

・子どもの観察や関わりの視点を明確にすることを通して、保育の理解を深める。 

・実習における自己の課題を明確化する。 

・保育の全体的なあり方、子どもとの具体的な接し方、保育士の職務内容等をより深く学ぶことに

よって、充実した保育観と専門的な保育技術を体得する。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

・保育実習や既習教科の内容をふまえ、保育所の役割や機能について、具体的に概説する。 

・応用観察に基づく保育の理解について、概説する。 

・指導計画作成や保育記録の取り方を知り、指導計画作成について演習形式で行う。 

・実習における自己の課題について明確化できるよう、演習を行う。 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 保育実習ⅡまたはⅢの概要、目標の理解、自己課題について 

２コマ目 観察に基づく保育の理解 

３コマ目 指導計画の作成・実践・観察・記録・評価 

４コマ目 パネルシアター指導案作成    

５コマ目 観察実習をとおしての振り返りとまとめ 

６コマ目 部分実習保育指導案作成 

７コマ目 模擬保育 

８コマ目 模擬保育 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

「実習日誌 

・実習指導案パーフェクトガイド」    

（わかば社） 

 

〔単位認定の方法及び基準〕 

「試 験」：定期試験 

（筆記試験）40％ 

      （模擬保育）50％ 

「その他」：提出物 10％ 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

保育実習指導ⅡまたはⅢ 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

  西木場 美賀 

授業の回数 

    ８ 回 

時間数（単位数） 

１５時間（ １単位） 

配当学年・時期 

  ２年 後期 

必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

・既習の教科目や保育実習Ⅰの経験を踏まえ、子どもの保育及び子育て支援について総合的に学び

理解する。 

・保育の計画・実践・観察・記録及び自己評価等について、実際に取り組み、理解を深める。 

・保育士の業務内容や職業倫理について、具体的な実践に結びつけて理解する。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

・子どもの理解を深め、保育に関する興味や関心を広げられるよう、年齢・発達・興味に合った保 

育教材を準備し、演習を行う。  

・指導案や記録等の作成、教材研究を具体的な活動にそって立案できるよう概説し、指導方法等を

工夫しながら保育の演習を行う。 

・保育及び保護者・家庭への支援と地域社会等との連携や、保育士の業務と職業倫理について概説

する。 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 保育実習Ⅱ又はⅢをとおしての振り返りとまとめ 

２コマ目 子どもの発達過程の理解 保育所保育指針の発達の区分による発達の姿・特徴 

３コマ目 模擬保育指導案作成 

４コマ目 模擬保育指導案作成 

５コマ目 模擬保育 

６コマ目 模擬保育 

７コマ目 子どもの保育及び保護者・家庭への支援と地域社会等との連携 

８コマ目 保育士の業務と職業倫理 

９コマ目  

１０コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

「実習日誌 

・実習指導案パーフェクトガイド」    

（わかば社） 

〔単位認定の方法及び基準〕 

「試 験」：定期試験 

（筆記試験）50％ 

      （模擬保育）40％ 

「その他」：提出物 10％ 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

保育実践演習 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

井出 沙里 ・ 西本 佳子 

授業の回数 

    ８ 回 

時間数（単位数） 

15時間（ 1単位） 

配当学年・時期 

   ２年 前期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

保育に関する専門的知識及び技術、及び判断力と考察力を身につける。 

子どもの興味・発達を捉えた題材選びと制作を通して保育教材研究を行い、実際に子どもの前で

演じ、自ら分析、考察、検討（振り返り）を行い、自己課題を明確にする力を習得する。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

保育士養成課程の教育課程の総合的な保育に関する専門的知識及び技術、及び判断力と考察力を

取得するため、エプロンシアターの制作を行う。子どもの興味・発達を捉えた題材選びと制作を通

して保育教材研究を行い、実際に子どもの前で演じ、自ら分析、考察、検討（振り返り）を行い、

自己課題を明確化する。題材選び、制作、振り返りの際には、グループ討議を行いながら発表技術

等についても演習し概説する。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 絵本の題材観を探る 

２コマ目 エプロンシアターの題材選び 

３コマ目 エプロンシアターの制作計画 

４コマ目 各ゼミごとにエプロンシアターの制作 

５コマ目 各ゼミごとにエプロンシアターの制作 

６コマ目 各ゼミごとにエプロンシアターの制作 

７コマ目 各ゼミごとにエプロンシアターの制作 

８コマ目 中間発表準備 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

エプロンシアター制作に必要な絵本、その他

ゼミの教員に指定されたもの 

〔単位認定の方法及び基準〕 

受講態度、計画の立案、進行状況、提出期限の有無、

発表内容、発表方法などから総合的に評価する。 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

保育実践演習 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

井出 沙里 ・ 西本 佳子 

授業の回数 

    ８ 回 

時間数（単位数） 

15時間（ 1単位） 

配当学年・時期 

   ２年 後期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

保育に関する専門的知識及び技術、及び判断力と考察力を身につける。 

子どもの興味・発達を捉えた題材選びと制作を通して保育教材研究を行い、実際に子どもの前で

演じ、自ら分析、考察、検討（振り返り）を行い、自己課題を明確にする力を習得する。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

保育士養成課程の教育課程の総合的な保育に関する専門的知識及び技術、及び判断力と考察力を

取得するため、エプロンシアターの制作を行う。子どもの興味・発達を捉えた題材選びと制作を通

して保育教材研究を行い、実際に子どもの前で演じ、自ら分析、考察、検討（振り返り）を行い、

自己課題を明確化する。題材選び、制作、振り返りの際には、グループ討議を行いながら発表技術

等についても演習し概説する。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 エプロンシターの脚本づくり 

２コマ目 エプロンシアターの作品提出、脚本提出、ナレーションとせりふの吟味 

３コマ目 演技練習（登場人物の出し方、動き、退場の仕方） 

４コマ目 演技練習（ナレーションとセリフ）、総仕上げ 

５コマ目 保育所、実習園等でのエプロンシアター実践 

６コマ目 卒業論文原稿作成（エプロンの制作にあたって） 

７コマ目 卒業論文原稿作成（演じてみて） 

８コマ目 卒業論文原稿作成（おわりに）まとめ 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

エプロンシアター制作に必要な絵本、その他

ゼミの教員に指定されたもの 

〔単位認定の方法及び基準〕 

受講態度、計画の立案、進行状況、提出期限の有無、

発表内容、発表方法などから総合的に評価する。 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

保育者論 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

西木場 美賀 

授業の回数 

     １５ 回 

時間数（単位数） 

30時間（２単位） 

配当学年・時期 

   ２年 後期 

必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

保育対象者である乳幼児の発達を学び、保育者の資質と能力とは何かを理解し、保育者の責任の

重大さを理解する。さらに今後の保育者の資質向上について考え、保育の現場で常に自己を研鑽し、

保育現場で保育実践する力を習得する。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

保育原理に基づいた保育のあり方、あわせて保育士の専門性、保育者の連携・協働、保育者の資質

向上とキャリア形成についての理解を深め、保育現場での子どものかかわり方について概観する。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 保育者とは 

２コマ目 保育者の社会的位置づけ 

３コマ目 保育者の哲学 

４コマ目 保育者の資質 

５コマ目 保育者の専門性 

６コマ目 保育者の養成 

７コマ目 保育の展開 

８コマ目 保育者の業務 

９コマ目 保育者間の連携と協働 

１０コマ目 保育者の実践能力 

１１コマ目 保護者に対する理解と支援 

１２コマ目 専門機関との連携 

１３コマ目 現代の望ましい保育者像 

１４コマ目 保育者の成長 

１５コマ目 これからの保育者に求められるもの 

〔使用テキスト・参考文献〕 

随時、資料を配布する。参考文献は、講義

内で紹介する。 

〔単位認定の方法及び基準〕 

試験：定期試験 60％ 

平常点：出席態度・小テスト 40％ 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

保育特別講座 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

榮井睦 西木場美賀 柳典子 

授業の回数 

    ８ 回 

時間数（単位数） 

15時間（１単位） 

配当学年・時期 

  ２年 後期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

 様々な社会的課題に興味、関心を持ち、それに対応するために保育者に求められる専門的知識・

技術の習得、あわせて保育者の倫理性、資質、キャリア形成について理解する。 

〔授業全体の内容の概要〕 

地域交流・防災・安全・まちづくり・環境・教育・文化・倫理・こどもの人権など様々な分野に

おける社会課題を認識するため、それぞれの分野の専門職による講習会やフェスティバルボランテ

ィアに参加する。これらの活動を通して、保育者に求められる専門性について幅広い視野で考察で

きるようにする。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 兵庫県立こどもの館 こどもフェスティバル 参加 

２コマ目 ばんたん親善運動会 参加 

３コマ目 劇団プーク 人形劇鑑賞 

４コマ目 社会福祉法人 あいむ あいむフェスタ参加 

５コマ目 姫路こども家庭センター 里親講座 

６コマ目 姫路西消防署 普通救命講習会 

７コマ目 エール株式会社 カプラワークショップ 

８コマ目 まとめ 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

必要に応じて随時プリント等を配布する。 

〔単位認定の方法及び基準〕 

受講態度、参加意欲、レポート等総合的に判断し、

評価する。 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

保育内容の理解と方法・運動表現法 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

柳 典子 

授業の回数 

     ８  回 

時間数（単位数） 

15時間（ １単位） 

配当学年・時期 

   ２年 後期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

 様々な運動遊びを通じて身体表現法を身につける。曲に合わせた身体表現を発表・指導できる。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

様々な運動を体験し、運動会を想定したリズム身体表現をグループごとにプログラムの作成・発

表のプロセスを学ぶ。さらに環境構成、教材や遊び等の活用と工夫など保育の具体的展開の実践力

を身につけるための振り返り、自己課題の明確化を演習形式で行う。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 オリエンテーション 

２コマ目 リズム体操体験① 

３コマ目 リズム体操体験② 

４コマ目 グループ分け・選曲 

５コマ目 プログラム立案① 

６コマ目 プログラム立案② 

７コマ目 発表準備 

８コマ目 発表・振り返り 

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 

必要に応じて資料を配布する。 

参考文献は随時講義内で紹介する。 

〔単位認定の方法及び基準〕 

定期試験：筆記試験 50％ 

平 常 点：受講態度・意欲、発表内容等 50％ 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 
    保育内容・環境 

授業の種類 
（講義・演習・実習） 

授業担当者名 
   宮本 和行 

授業の回数 
     ８ 回 

時間数（単位数） 
１５時間（１単位） 

配当学年・時期 
１年 前期 

必 修 

〔授業の目的・ねらい〕 
・養護及び教育に関する保育内容・環境の内容が、他の領域と関連性をもつことを理解し、総合的

に保育を展開していくための知識・技術・判断力を習得する。 
・子どもの発達を、保育所保育指針における乳児保育の３つの視点と保育内容・環境を通して捉え、 

子どもに対する理解を深めながら、身近な環境の特性を具体的に理解する。 
 

〔授業全体の内容の概要〕 
・保育における子どもの生活や遊びを総合的に捉え、保育を展開していくための方法や技術、環境

構成の内容やその重要性について具体的に概説する。 
・子どもが、周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって関わり、それらを生活に取り入れていこ

うとする力を養えるよう、保育現場で必要な環境についての演習を行う。 
 
各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 子どもをとり巻く環境 

２コマ目 乳幼児の教育・保育の基本 

３コマ目 領域「環境」のねらいと内容   

４コマ目 教育・保育思想と領域「環境」    

５コマ目 身近な環境の構成（人的・物的・自然的環境）  

６コマ目 身近な環境の構成（社会的・文化的環境） 

７コマ目 乳幼児の発達（乳児が周囲の環境とかかわりをもちながら発達していく姿）     

８コマ目 乳幼児の発達（幼児が周囲の環境とかかわりをもちながら発達していく姿）     

９コマ目  

１０コマ目  

１１コマ目  

１２コマ目  

１３コマ目  

１４コマ目  

１５コマ目  

〔使用テキスト・参考文献〕 
「生活事例からはじめる 保育内容 環境」 
      近藤幹生監修 (青踏社) 

〔単位認定の方法及び基準〕 
「試 験」：定期試験（筆記試験）50％   

「平常点」：授業中の発言を含む参加意欲 10％ 

「その他」：提出物（レポート） 40％ 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 
保育内容・環境 

授業の種類 
（講義・演習・実習） 

授業担当者名 
      宮本 和行 

授業の回数 

    ８ 回 

時間数（単位数） 

１５時間（１単位） 

配当学年・時期 

  １年 後期 
必 修  

〔授業の目的・ねらい〕 
・保育内容・環境の内容の視点及び領域を踏まえて、子どもが生活や遊びにおいて体験してい

ることを捉えるとともに、保育にあたって保育士が留意、配慮すべき事項を理解する。 
・子どもの発達過程に即して具体的な保育現場を想定しながら、環境の構成、教材や遊具等の

活用と工夫、保育の過程の実際について理解する。 
・環境と関わる力を育てる保育内容を考え、内面を育てる豊かな環境の構成ができる保育力を

身につける。 
 
〔授業全体の内容の概要〕 
・保育における子どもの生活や遊びを総合的に捉え、保育を展開していくための方法や技術、環境

構成の内容やその重要性について具体的に概説する。 
・子どもが、周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって関わり、それらを生活に取り入れていこ

うとする力を養えるよう、保育現場で必要な環境についての演習を行う。 
・温かな価値観をもつ保育者をめざし、自ら進んで日常から「環境を観る目」を育てられるよ

う演習を行う。 
各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 さまざまな環境との出会い （数・形） 

２コマ目 さまざまな環境との出会い （標識・文字） 

３コマ目 動植物との出会い（生き物の育て方について） 

４コマ目 動植物との出会い（花と野菜のカレンダー作成） 

５コマ目 環境地図を通して気づきを広げる  オリジナル植物図鑑 

６コマ目 小学校との連携 

７コマ目 ESDについて 

８コマ目 安全のための環境 

  

  

〔使用テキスト・参考文献〕 

「生活事例からはじめる 保育内容 環境」 

    近藤幹生監修 (青踏社) 

〔単位認定の方法及び基準〕 

「試 験」：定期試験（筆記試験）50％   

「平常点」：授業中の発言を含む参加意欲 10％ 

「その他」：提出物（レポート） 40％ 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

保育内容 言葉 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

井出 沙里 

授業の回数 

     15  回 

時間数（単位数） 

30時間（2単位） 

配当学年・時期 

   １年 後期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

・養護及び教育に関わる保育内容の関連性を理解し、保育実践のための知識・技術・判断力を習得

する。 

・子どもの発達過程に即した子どもの生活や遊びにおける体験の中の主に子どもの言葉の発達に着

目し、保育に当たって保育士が留意、配慮すべき事項の理解を深める。 

〔授業全体の内容の概要〕 

保育所保育指針に示す養護と教育について及び乳児保育における３つの視点、１歳以上３歳未満

児及び３歳以上児の保育における言葉を概説し、子どもの生活や遊びの事例から保育を展開してい

く方法や技術、子どもの事態や状況に即した援助や関わり、環境構成や教材・遊具等の活用と工夫、

保育課程の実際について演習形式で具体的に学べるようにする。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 

幼児教育の基本 

幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領 

２コマ目 0歳～2歳児の保育 

３コマ目 環境を通しての保育 

４コマ目 保育者のさまざまな役割 

５コマ目 乳幼児期の発達と領域「言葉」 

６コマ目 乳幼児期のことばの発達と大人の存在 

７コマ目 多様な感情体験とことば 

８コマ目 信頼関係から生み出されることば 

９コマ目 ことばにならない表現を受け止める 

１０コマ目 自分の考えや思いを伝えることば 

１１コマ目 相手の思いを理解する、みんなと伝え合うことば 

１２コマ目 「いま、ここ」を越えて広がる世界とことば 

１３コマ目 ごっこ遊びとことば 

１４コマ目 幼児教育の現代的課題と領域「言葉」 

１５コマ目 まとめ 

〔使用テキスト・参考文献〕 

武藤隆監『事例で学ぶ保育内容 領域言葉』 

萌文書林 

〔単位認定の方法及び基準〕 

試 験：定期試験 50％ 

平常点：参加意欲、学習意欲等 30％ 

その他：提出物など 20％ 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

保育内容演習・人間関係 

授業の種類 

（演習） 

授業担当者名 

    西本 佳子 

授業の回数 

前期８回・後期８回 

時間数（単位数） 

15時間×２ （１×２単位） 

配当学年・時期 

 ２年前期・後期 

必修 

〔授業の目的・ねらい〕 

1.子どもの心身の発達や子どもが取り巻かれている環境等と保育所保育指針に示されている保育内

容「人間関係」の理解を深めることができる。 

２.子どもの発達に応じた人間関係の環境構成及び具体的展開を行うことができる。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

1.子どもの生活と遊びにおける他者との関係や集団の中での育ちの理解と援助にかかわる知識及び

技術について概説する。 

2.子どもの生活と遊びにおける様々な遊具等、素材教材等の特性について概説する。 

 

各回のテーマ・テキスト 

前期  

１コマ目 人間とは 

２コマ目 人間と人間関係 

３コマ目 社会環境の変化と子ども 

４コマ目 領域人間関係 

５コマ目 胎児期と愛着 

６コマ目 3歳児未満の発達と人間関係 

７コマ目 3歳児以上の人間関係の発達 

８コマ目 幼児期に育てたい力 

後期  

１コマ目 自律と自立 

２コマ目 保育の中で育てる自立の力 

３コマ目 保育の中で培われる力 

４コマ目 感謝の気持ちを育む保育 

５コマ目 道徳性の発達 

６コマ目 特別な配慮を必要とする保育と連携 

７コマ目 保育者と人間関係 

８コマ目 まとめ 

〔使用テキスト・参考文献〕 

講義中に紹介 

〔単位認定の方法及び基準〕 

（試験やレポートの評価基準などを％で記入） 

試験 70％、小テスト 20％、 提出物等 10％ 

 



授 業 概 要  

授業のタイトル（科目名） 

保育内容演習・表現 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

宮本 和行 

授業の回数 

   ８回×２ 

時間数（単位数） 

15時間×２（１単位×２） 

配当学年・時期  

２年 前期・後期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

・５領域である「表現」についての基礎を理解する。 

・保育における「表現」の重要性を理解する。 

・「表現」における保育者の援助方法を知り、保育実践に行かせる力を獲得する。 

〔授業全体の内容の概要〕 

・「表現」の基礎を概説する。 

・単元ごとに演習形式で行う。 

各回のテーマ 前期 

１コマ目 オリエンテーション・授業の概要 

２コマ目 幼児教育と領域「表現」 

３コマ目 乳幼児の発達と表現 

４コマ目 保育者が支える表現 

５コマ目 身体表現とその援助 

６コマ目 砂遊び・泥遊び 

７コマ目 色水づくりとごっこ遊び 

８コマ目 まとめと前期定期テスト 

各回のテーマ 後期 

１コマ目 言語表現とその援助 

２コマ目 造形表現とその援助 

３コマ目 音楽表現とその援助 

４コマ目 「表現」の評価 

５コマ目 劇遊び 構成 

６コマ目 劇遊び 構成・制作 

７コマ目 劇遊び 制作 

８コマ目 劇遊び 披露（評価対象） 

〔使用テキスト・参考文献〕 

特になし 

必要に応じて、プリントを配布する 

〔単位認定の方法及び基準〕 

授業開始から 30分以内は遅刻とし、30分以降は欠席と

する。遅刻２回で欠席１回とし、欠席６回以上で単位取

得資格を失う。 

・授業への参加意欲…70% 

・定期試験・課題…30% 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

保育内容・健康 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

柳 典子 

授業の回数 

     15 回 

時間数（単位数） 

30時間（2単位） 

配当学年・時期 

   ２年 前期 
必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

 保育所保育指針を基に幼児の健康の意義と身体諸機能の発達について理解し、病気の予防や事故

の防止など、幼児の健康・安全に対する配慮・指導・援助についての具体的内容や方法を習得する。 

幼児の健康教育に携わる教育者・保育者として求められる基本的態度及び能力を身につける。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

幼児の身体諸機能の発達を理解し、発達段階に応じた遊びの意義や内容について具体的に概説する。

また、幼児が日常生活における身の回りのことを自分でする習慣や、集団生活を通して友だちや教

育者・保護者との関わり方、健康で安定した生活を送れるような態度や習慣を培う指導方法につい

て概観する。 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 オリエンテーション 

２コマ目 健康の概念 

３コマ目 幼児の健康 

４コマ目 幼児の発達理解① 発育と発達 

５コマ目 幼児の発達理解② 運動機能の発達 

６コマ目 幼児の発達理解③ 心の発達と人間関係・社会性の発達 

７コマ目 幼児と運動遊び① 運動遊びの意義 

８コマ目 幼児と運動遊び② 保育者の役割と環境づくり 

９コマ目 幼児と運動遊び③実技１ 

１０コマ目 幼児と運動遊び④実技２ 

１１コマ目 幼児の生活スタイル 

１２コマ目 幼児の体格・運動能力測定 

１３コマ目 幼児の安全管理と安全教育 

１４コマ目 応急処置法 

１５コマ目 まとめ 

〔使用テキスト・参考文献〕 

民秋言編『保育内容 健康』北大路書房 

〔単位認定の方法及び基準〕 

定期試験：筆記試験 70％  

平 常 点：小レポート・提出物 30％ 

 



授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

保育内容総論 

授業の種類 

（講義・演習・実習） 

授業担当者名 

西木場 美賀 

授業の回数 

    １５ 回 

時間数（単位数） 

30時間（2単位） 

配当学年・時期 

   ２年 後期 

必修 ・ 選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

 保育所保育指針における「保育の目標」「育みたい資質・能力」「幼児期の終わりまでに育ってほ

しい姿」と「保育の内容」の関連を理解する。こどもの発達や実態に即した具体的な保育の過程を

理解し、保育現場で実践できる力を身につける。保育の多様な展開について具体的に理解する。 

 

〔授業全体の内容の概要〕 

保育の全体構造を捉え、こどもの発達の特性と保育の内容の理解を深めるために、具体的な保育実

践事例を用いながら演習形式で行う。 

 

各回のテーマ・テキスト 

１コマ目 保育所保育指針に基づく保育の全体構造と保育内容 

２コマ目 保育の内容の歴史的変遷とその社会的背景 

３コマ目 こどもの発達や生活に即した保育内容の基本 

４コマ目 養護と教育が一体的に展開する保育 

５コマ目 こどもの主体性を尊重する保育 

６コマ目 環境を通して行う保育 

７コマ目 生活や遊びによる総合的な保育 

８コマ目 個と集団の発達を踏まえた保育 

９コマ目 家庭や地域、小学校等との連携を踏まえた保育 

１０コマ目 乳児保育 

１１コマ目 長時間保育 

１２コマ目 特別な配慮を要するこどもの保育 

１３コマ目 病児・病後児童保育 

１４コマ目 多文化共生の保育 

１５コマ目 まとめ 

〔使用テキスト・参考文献〕 

咲間 まり子編 

『コンパス 保育内容総論』建帛社 

保育所保育指針、 保育所保育指針解説書、 

幼保連携型認定こども園 教育・保育要領解説 

〔単位認定の方法及び基準〕 

定期試験：筆記試験 80％ 

平 常 点：受講態度 20％ 

 


