
《専門科目》

科目名 　保育者・教職原論

担当者氏名 　中村　敏男

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

◎ 2-2 知識・技能

○ 3-3 汎用的技能

○ 4-4 態度・志向性

《授業の概要》 《テキスト》

本科目では、保育所保育士・幼稚園教諭・保育教諭など多様な
職場で活躍する保育者の実態について理解し、それを見据えて
、子どもの育ちと保護者の子育てを支援する保育者の専門性に
ついて学習する。それを踏まえて、保育者としてキャリア形成
について自ら考える力を培う。

石川昭義・小原敏郎(編著)『保育者のためのキャリア形成論』
平成27年2月、建帛社

《参考図書》
森上史朗・柏女霊峰(編)『保育用語辞典第8版』、平成27年4月
、ミネルヴァ書房
子どもと保育総合研究所『最新保育資料集2017』、平成29年4
月発行、ミネルヴァ書房

《授業の到達目標》
①保育者の役割と制度的な位置づけについて理解し、説明する
ことができる。
②保育者の倫理と専門性について理解し、説明することができ
る。
③保育者の専門職的成長の重要性について理解し、それを踏ま
えて自らのキャリアの展望を描くことができる。

《授業時間外学習》
次の授業回で扱うテーマについて、教科書の該当ページを精読
した上で、文献・インターネット等を用いて自己学習する。
教員からのフィードバックを基に、小レポートを修正し、最終
レポートに備える。

《成績評価の方法》
授業中の小レポート：60%
最終レポート：40% 《課題に対するフィードバック等》

毎授業回で実施する小レポートは、コメントを付してフィード
バックする。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
オリエンテーション
保育者とキャリア形成

保育者のキャリア形成における養成校で学ぶことの意義と自らのキャリア形成
(自分が保育者を志した契機を思い出し、まとめる。)

2
保育職を選択するという
こと

保育者としてのキャリア形成の基盤
(第1回小レポートの修正。「なりたい保育者像｣を考え、まとめる。)

3
保育者のロールモデルと
キャリア形成

職業を持つことの重要性と保育者となることの意義と意味
(第2回小レポートの修正。教科書を基に日本の保育内容の基準の特徴をまとめる。)

4
日本の保育観と保育者の
役割

｢幼稚園教育要領｣｢保育所保育指針｣等に示された保育内容の特徴
(第3回小レポートの修正。教科書を基に保育士と幼稚園教諭の違いをまとめる。)

5
保育職の多様性 保育所や幼稚園・社会福櫛施設等、多様な場で活躍する保育者の姿

(第4回小レポートの修正。保育者と省察について資料を精読する。）

6
保育者の専門性(1)
子ども理解・環境構成

保育の基礎となる子ども理解とそための省察の重要性
(第5回小レポートの修正。教科書を基に子育て支援における保育者の役割をまとめる｡)

7
保育者の専門性(2)
子育ての支援者

現代社会における子育てに対する支援の重要性と保育者の役割
(第6回小レポートの修正。実習等で観察した保育者の協働の場面をノートにまとめる。
)

8
保育者の専門性と倫理観 保育者の専門性と専門職としての倫理観と資質向上

(第7回小レポートの修正。保育における評価についてまとめる。）

9
保育における評価 保育の評価とPDCAサイクル、自己評価、外部評価、第三者評価

(第8回小レポートの修正。保幼小の連携について身近な事例を調べる。)

10
保育者と保幼小の連携 保幼小連携の重要性、専門機関との連携、保幼小連携における指導要録

(第9回小レポートの修正。実習での経験をふりかえり、まとめる。)

11
実習とキャリア形成 保育者養成における実習の意義と役割

(第10回小レポートの修正。海外の保育について調べる。)

12
海外の保育に学ぶ 海外の保育を学ぶことの意義、諸外国の保育動向

(第11回小レポートの修正。保育者を対象とする研修について調べる。)

13
保育職のキャリアパスと
職能開発

保育職のキャリアパス、就職後の学び(研修制度)、保育記録の作成
(第12回小レポートの修正。保育者が抱える悩みについて調べる。)

14
保育者としてのアイデン
ティティ

アイデンティティとキャリア形成、保育者のメンタルヘルス
(第13回小レポートの修正。)

15
保育者としてのキャリア
形成

保育者としてのキャリア形成を支える仕組み、自己のキャリア形成



《専門科目》

科目名 　児童家庭福祉

担当者氏名 　佐野　裕子

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 1-1 教養

○ 2-2 知識・技能

◎ 3-3 汎用的技能

○ 4-4 態度・志向性

○ 5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

《授業の概要》 《テキスト》

近年、児童を取り巻く社会環境・生活環境は激変し、児童虐待
や貧困問題など子ども・家庭を取り巻く課題が山積している。
授業では、「児童の最善の利益」「子どもの幸せ」について、
児童家庭福祉に関わる法制度や機関、施設などの社会的支援の
現況を理解し、児童の健全な発達と育成、保護者支援を行う保
育者となるための児童福祉の基本を修得する。

公益財団法人児童育成協会監修, 新保幸男・小林　理編，
基本保育シリーズ『児童家庭福祉３』, 中央法規

《参考図書》
保育所保育指針(Ｈ29年3月告示厚生労働省)・幼保連携型認定
こども園教育・保育要領(Ｈ29年3月告示内閣府・文部科学省・
厚生労働省)

《授業の到達目標》
現代社会における子ども、家庭の問題に対応する児童福祉施策
が説明できる。また、保育者としての役割と責任を自覚し、子
どもの健全育成や保護者支援等、地域の子育て家庭全般に対す
る最新の児童家庭福祉サービスについて、概要と活用方法を述
べることができる。

《授業時間外学習》
専門用語の意味を理解し、正確に覚えるよう復習すること。
児童に関わるニュース、新聞掲載記事をよく読んでおくこと。

《成績評価の方法》
評価の方法は筆記試験(70％)，レポート(20％)，グループ討議
・発表(10％) 《課題に対するフィードバック等》

提出物の期限を厳守すること。また、提出課題はフィードバッ
クを行いますので、確認を怠らないようにしてください。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
現代社会における児童家
庭福祉の理念

現代社会における児童福祉の理念・児童の特徴
復習：「児童の最善の利益」・基本構造についてまとめ、自分ノートを作成

2
児童家庭福祉の歴史的変
遷と諸外国の動向

児童家庭福祉の歴史的展開と社会支援、諸外国の動向
復習：諸外国の動向についてまとめる

3
児童家庭福祉と保育 児童家庭福祉と保育、子育て支援、保育サービスの課題

復習：児童福祉施設における保育士の役割についてまとめる

4
児童家庭福祉と児童の人
権擁護

児童の人権擁護、保育指針と子どもの権利
復習：児童福祉法での子どもの定義を把握する

5
児童家庭福祉の実施体制 児童家庭福祉の法制度と実施体制・改正の流れ

復習：児童福祉法第１条、２条、３条を確認しておく

6
児童家庭福祉施設と専門
職

児童家庭福祉施設の設置・運営と専門職
復習：児童家庭福祉施設の種類とその専門職を理解する

7
少子化と子育て支援サー
ビス

少子化における子育て支援サービス・子どもの発達の保障
復習：子ども子育て支援制度についてまとめる

8
母子保健サービスと子ど
もの発達の保障

母子保健サービスの現状と児童の健全育成
復習：子どもの発達保障への取り組みと保育士の役割

9
多様な保育ニーズと子ど
もの発達の保障

多様な保育ニーズへの対応
予習：子ども・子育て支援新制度についてまとめる

10
児童虐待防止 児童虐待の定義と概要、現状、虐待防止対策

ＤＶ・ひとり親家庭の実状、支援のありかた　復習：虐待の定義を把握する

11
少年非行への対応 少年非行の状況、非行対応と児童福祉法、少年法

復習：対象年齢の定義を把握する

12
貧困児童の学習保障と家
庭福祉

貧困児童の現状と支援、学習保障への取り組み
復習：貧困の現状をまとめる

13
障害のある児童への対応 障害のある児童の福祉と近年の障害児支援

予習：グループワークのテーマを決定し調べ学習を行う

14
次世代育成支援と児童家
庭福祉の推進

次世代育成の支援としての児童家庭福祉
予習：グループワークの発表に向けてテーマに沿って調べ学習を行う

15
児童家庭福祉と地域の連
携・グループ発表

児童家庭福祉と地域におけ連携・ネットワークの必要性
復習：これまでの授業で記述したノートの整理　重要な箇所の把握



《専門科目》

科目名 　子どもの食と栄養

担当者氏名 　塩原　明世、古俣　智江、大　雅世

授業方法 演習 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 1-1 教養

◎ 2-2 知識・技能

○ 3-3 汎用的技能

○ 4-4 態度・志向性

《授業の概要》 《テキスト》

（１）幼児保育者として、小児期における心身の発育･発達過
程を知り、離乳期からの食事支援ができるよう小児栄養学の基
本的知識を身につける。
（２）幼児保育者として、小児の栄養特性や、正しい食生活を
理解するために、小児栄養学の基本的知識を身につける。

飯塚美和子編著「最新　子どもの食と栄養　第７版」学建書院
最新刊

《参考図書》

《授業の到達目標》
ミルクの調整ができる。
離乳食について理解している。
小児の栄養特性や、正しい食生活を理解している。
喫食時のマナーを指導する事ができる。
食生活を楽しく演出する事ができる。

《授業時間外学習》
各回のノートを作成し、講義・実習内容をわかりやすくまとめ
ること。あらかじめ示されたページを予習しておくこと。

《成績評価の方法》
評価は、授業態度(30%)、ノート・レポート提出(50%)、確認試
験(20%)を行い総合的に評価する。 《課題に対するフィードバック等》

実習時は、エプロン･三角巾・名札･指定靴を着用し、爪は短く
切り、装飾品は外し、安全面、衛生面に十分注意して臨むこと

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
小児栄養学とは 小児栄養学の意義と目的について学ぶ

2
小児の発育・発達と栄養 １）味覚・嗜好・消化器官の発達　２）食事バランスガイド　３）からだの構成成分に

ついて学ぶ　　　*バランスガイドで自分の食事を点検してみる。

3
栄養に関する基本的知識 １）食事摂取基準　２）基礎代謝　３）望ましい食生活　　４）食事計画の立て方　に

ついて学ぶ　*事前に行動記録、摂取記録を付けて臨むこと

4
乳児の栄養（１） １）母乳栄養と授乳の仕方　２）人工栄養と調乳の仕方

３）混合栄養　について学ぶ　　*課題プリントを仕上げて臨むこと

5
乳児の栄養（２） １）離乳の基本　　　２）離乳食とその与え方　について学ぶ

*「授乳と離乳の支援ガイド」についてノートにまとめる。

6
小児の摂食機能療法 １）摂食機能障害　　２）摂食訓練のための食事形態　について学ぶ

7
妊婦･授乳期の栄養特性 １）妊娠期の栄養と食事管理　２）妊娠・授乳期の食事　について学ぶ

*栄養素の働きについてまとめる。

8
幼児期の栄養（１） １）食事の仕方としつけ(箸の使い方)　２）１～２歳児の食事　について学ぶ

*和食のテーブルセッティング、箸の使い方など、ノートにまとめる。

9
幼児期の栄養（２） １）食事のマナー　　２）３～５歳児の食事　について学ぶ

*子どもの体格に合わせた栄養量についてノートにまとめる。

10
幼児期の栄養（３） お弁当箱の選び方、詰め方、適切な量について学ぶ

*お弁当の計画図を作成し、当日に臨むこと

11
幼児期の栄養（４） 行事食（お誕生日）について学ぶ　　*行事食にはどのようなものがあるか、誕生日を

祝うことの意義についてノートにまとめる。

12
幼児期の栄養（５） 行事食（クリスマス会）について学ぶ　　*クリスマス、お正月などの行事についてま

とめる。

13
幼児期の栄養（６） １）間食の意義　　　２）間食の基本　について学ぶ

*テキストの間食の項を学習し、ノートにまとめる。

14
小児期の疾病と食生活（
１）

風邪・発熱・下痢・嘔吐など、疾患のある時の食事について学ぶ
*テキストで体調不良時の食事について学習し、ノートにまとめる。

15
小児期の疾病と食生活（
２）

食物アレルギー児の食生活について学ぶ
*食物アレルギーについてノートにまとめる



《専門科目》

科目名 　図画工作Ⅱ

担当者氏名 　大野　琴絵

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 2-2 知識・技能

○ 3-3 汎用的技能

◎ 5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

《授業の概要》 《テキスト》

演習を通して保育者が幼児の造形活動を活発にするために必須
な知識と技能を学ぶ授業である。
Ⅱにおいては、特に立体造形(紙工作、粘土や身近な材料を使
いながら「つくる」「造形遊び」）の指導を行うための、基礎
技能を身につける。

「幼児教育法講座　新造形表現　理論・実技編」
「幼児教育法講座　新造形表現　実技編」　花篤　實　他編　　
三晃書房　２００９

《参考図書》
文部科学省「幼児教育要領」フレーベル館
厚生労働省「保育所保育指針」フレーベル館
内閣府（文部科学省・厚生労働省）
「幼児連携型認定こども園教育・保育要領」フレーベル館
学び合い高め合う「造形遊び」東洋館出版社
小学校教科用図書｢ずがこうさく1・2上下｣開隆堂出版社

《授業の到達目標》
幼児の造形表現活動を活発にするため、造形表現の意義、目的
や幼児の造形的発達段階を理解するとともに、基礎的な造形技
法や造形表現に関する指導法を身につける。 《授業時間外学習》

各時間ごとに掲載した「準備学習」の教科書を事前に読んでお
き、材料を準備しておく。

《成績評価の方法》
制作の取り組み３０％、制作した作品４０％、課題レポート３
０％を資料とし、学期末に総合的に評価する。 《課題に対するフィードバック等》

図画工作セット（水彩絵の具、筆、水入れ、ぞうきん、パレッ
ト、クレヨン、色鉛筆、カラーペン、スケッチブック、カッタ
ー、はさみ、接着剤等）必要な材料を毎回持参する。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
幼児の造形活動と造形的
発達

造形表現内容の構成・幼児の立体造形の発達段階的特徴を学ぶ。
〔準備学習〕教科書（理論・実践編）のP35～P36を事前に読んでおくこと。

2
新聞紙を使った造形遊び 新聞紙の特徴を知り、その特徴を活かし造形遊びを体験

〔準備学習〕教科書（実技編）のP35～P50を事前に読んでおくこと。

3
新聞紙を利用した粘土づ
くり

新聞を原料とした紙粘土の制作
〔準備学習〕教科書（実技編）のP155～P156を事前に読んでおくこと。

4
絵具の種類と着色のしか
た

様々な粘土の種類と特徴を知り、紙粘土に着色方法を体験
〔準備学習〕教科書（実技編）のP34を事前に読んでおくこと。

5
「紙コップ」を使った紙
工作

素材の特徴を活かした幼児のおもちゃの制作〔準備学習〕紙コップを使った造形活動の
実践例を調べておくこと。教科書（実技編）のP62～P82を事前に読んでおくこと。

6
「紙皿」を使った紙工作 材料の特徴を活かしたおもちゃや掲示物の制作

〔準備学習〕紙皿を使った造形活動の実践例を調べておくこと。

7
「ハッポスチロール」を
使った工作

ハッポスチロールの特徴を生かした掲示物および立体作品の制作
〔準備学習〕家電販店等から不要なハッポスチロールを２個以上準備しておくこと。

8
「封筒」を使った紙工作 封筒を使ってゆらゆら揺れるおもちゃの制作

〔準備学習〕封筒をどのように活用するか試しておくこと。

9
「色水」を使った造形遊
び

色の三原色を使い、その特徴を活かした造形遊びを体験する。
〔準備学習〕参考図書　学び合う高め合う「造形遊び」を読んでおくこと。

10
「紙」を使って① クリスマスカードの制作

〔準備学習〕グリーティングカードの種類や特徴をまとめておくこと。

11
「紙」を使って② 年賀状の制作

〔準備学習〕干支やお正月を意識して、年賀状のデザインを考えておくこと。

12
「紙」を使って③ カレンダーの制作　

〔準備学習〕年中行事や季節ごとの特徴的なモチーフについてまとめておくこと。

13
「ペットボトル」を使っ
て

ペットボトルを利用したおもちゃの制作
〔準備学習〕ペットボトルを使った造形活動の実践例を調べておくこと。

14
多様な粘土を使って① 様々な粘土の種類と特徴を知り、発達段階に合った造形遊びを体験

〔準備学習〕参考図書　学び合う高め合う「造形遊び」を読んでおくこと。

15
多様な粘土を使って② 土粘土の特徴を活かし、多様な技法で立体作品を制作



《専門科目》

科目名 　幼児体育

担当者氏名 　佐野 ゆかり

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

◎ 2-2 知識・技能

○ 3-3 汎用的技能

○ 5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

《授業の概要》 《テキスト》

幼児期における身体運動を「こころ」と「からだ」の健康維持
・発達を促す教育として幼児体育の意義と指導方法を理解する
。実技をとおして、運動あそびの援助・指導・安全管理・観察
力などの実践力を養う。

適宜資料を配布。

《参考図書》
前橋　明「０～５歳児の運動あそび指導百科」ひかりのくに　
2004
日本幼児体育学会編　「幼児体育 理論と実践[初級] 第5版」
大学教育出版 2016
文部科学省　「幼児期運動指針ガイドブック　毎日、楽しく体
を動かすために」2012

《授業の到達目標》
幼児の発達特性と運動の内容を理解し、創造性豊かな運動遊び
を展開するために必要な知識、技術、指導力を習得する。

《授業時間外学習》
授業で学び体験習得した内容を復習すること。

《成績評価の方法》
授業態度（３０％）、実技試験（３０％）、課題レポート（４
０％）で総合的に評価する。 《課題に対するフィードバック等》

筆記用具持参。体操服、指定の上履き（可能であれば裸足）で
受講することが望ましい。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
ガイダンス、幼児体育の
意義と役割

学習の進め方、幼児体育の指導内容

2
発育・発達と運動（１） 発達の順序性と運動あそび

3
発育・発達と運動（２） 親子のふれあい遊び・リズム運動

4
用具を使わない運動あそ
び

かけっこ遊び・鬼あそび

5
身近な物や廃材を使った
あそび

新聞紙を使った運動あそび

6
用具を使った体育あそび
（１）

ボールを使った体育あそび

7
用具を使った体育あそび
（２）

フープを使った体育あそび

8
移動遊具を使った体育あ
そび（１）

平均台を使った体育あそび

9
移動遊具を使った体育あ
そび（２）

マットを使った体育あそび

10
集団あそび バルーンあそび

11
リズム・表現あそび リズム表現あそび、組み立て体操を通した表現あそび

12
体育あそび指導・環境設
営の事例

コーナーあそび、障害物あそび、サーキットあそびの環境つくり

13
運動会種目 競技種目、表現・リズム種目、レクリエーション種目

14
安全と応急手当 安全への配慮の学習、現状と対策

15
模擬実践 実技試験、課題レポートの提出、講評



《専門科目》

科目名 　子どもの保健ⅠB

担当者氏名 　高橋　沙希

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 1-1 教養

◎ 2-2 知識・技能

○ 3-3 汎用的技能

○ 4-4 態度・志向性

○ 5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

《授業の概要》 《テキスト》

「子どもの保健」は、子どもの心身の健康を守ると同時に、そ
の健康を保持・増進させるために行うすべての活動を指してい
る。その活動を行うためには、心身の発育・発達に関する知識
、子どもの栄養、子どもに起こりやすい疾病とその予防方法、
子どもに多い事故とそれを予防するための保育環境等、多岐に
わたる知識を必要とする。一年を通してそれらの基礎的な知識
を身につける。

鈴木美枝子編著「これだけはおさえたい！保育者のための「子
どもの保健Ⅰ」」[第3版]、創成社

《参考図書》
・授業時間内に適宜紹介する。

《授業の到達目標》
(1)子どもの心身の発育・発達を学び、「子どもの保健」の意
義を理解することができる。
(2)子どもの健康を守るために、疾病の予防と安全管理体制を
考えることができる。
(3)子どもを取り巻く社会的背景を学び、時代に即した育児を
支援することができる。

《授業時間外学習》
・指定された予習を行っておくこと。
・子どもの健康について関心をもち、幅広い知識を蓄えておく
こと。

《成績評価の方法》
・筆記試験＝60％　・授業への参加態度＝15％　・提出物＝25
％
総合評価60点以上を合格とする。

《課題に対するフィードバック等》
可能な限り講義に出席すること。基本的にはシラバスの通り講
義を進めていくが、受講者の状況によって変更する場合がある
。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
子どもの病気と保育(1) 子どもの健康状態の把握の仕方、体調が優れない子どもへの対応

(予習)自分の体温を一日分(朝・昼・晩)計測してくること

2
子どもの病気と保育(2) ウイルス性感染症(突発性発疹症、麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎等)

(予習)教科書81ページから87ページを読んでおくこと

3
子どもの病気と保育(3) ウイルス性感染症(インフルエンザ等)、細菌性感染症(百日咳、溶連菌感染症等)

(予習)教科書87ページから88ページを読んでおくこと

4
子どもの病気と保育(4) 呼吸器・循環器の病気(上気道炎、咽頭炎、扁桃炎、気管支炎、先天性心疾患等)

(予習)教科書89ページから91ページを読んでおくこと

5
子どもの病気と保育(5) 消化器の病気(ウイルス性胃腸炎、細菌性胃腸炎、腸重積症等)

(予習)教科書93ページから95ページを読んでおくこと

6
子どもの病気と保育(6) 泌尿器、生殖器、皮膚の病気(汗疹、尿路感染症、ネフローゼ症候群等)

(予習)教科書96ページから97ページ、98ページから99ページを読んでおくこと

7
子どもの病気と保育(7) 歯、耳、目、鼻の病気(齲歯、急性中耳炎、結膜炎、麦粒腫等)

(予習)教科書92ページ、97ページから98ページを読んでおくこと

8
子どもの病気と保育(8) 先天異常(ダウン症症候群、口唇裂・口蓋裂等)

(予習)教科書116ページから118ページを読んでおくこと。

9
子どもの病気と保育(9) アレルギー疾患とその対応

(予習)教科書101ページから113ページを読んでおくこと

10
子どもの病気と保育(10) 脳・神経系、血液の病気、小児がん

(予習)教科書99ページから100ページを読んでおくこと

11
子どもの障害と保育 脳性麻痺、知的障害、発達障害等

(予習)発達障害について調べておくこと

12
感染症とその予防 学校感染症とその予防

(予習)学校感染症の種類と第三種感染症の出席停止期間を調べておくこと

13
子どもの事故と安全管理
(1)

学校健康診断、子どもに多い事故
(予習)教科書136ページから143ページを読んでおくこと

14
子どもの事故と安全管理
(2)

不慮の事故、救急処置
(予習)教科書144ページから154ページを読んでおくこと

15
健康とは 一年を通して学んだことから健康とは何かを考える

(予習)後期全14回分の内容を振り返っておくこと



《専門科目》

科目名 　保育内容　表現

担当者氏名 　古木　竜太、佐野 ゆかり、越智　光輝

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 1-1 教養

◎ 2-2 知識・技能

○ 4-4 態度・志向性

《授業の概要》 《テキスト》

表現活動の３領域である「音楽表現」、「造形表現」、「身体
表現」の基礎的な知識を学ぶ。特に幼稚園教育要領や保育所保
育指針の領域「表現」に示されている、ねらいおよび内容を理
解し、保育現場で実践されている表現活動について理解を深め
る。

①文部科学省「幼稚園教育要領」フレーベル館
②厚生労働省「保育所保育指針」フレーベル館

《参考図書》
①井口太代表編者：「新・幼児の音楽教育」朝日出版社
②花原幹夫編著：「保育ライブラリ 保育の内容・方法を知る 
保育内容 表現」北大路書房．2006年
③花篤實、岡田憼吾編著：「新造形表現理論・実践編」三晃書
房．2009年《授業の到達目標》

本科目は、領域「表現」のねらいおよび内容を理解するための
基礎科目として位置づけている。本科目を通じて、保育現場に
おける表現活動の具体的な実践方法や保育者の配慮事項につい
て学び、実習や他科目で応用できる。また、本科目の学習内容
を踏まえ、「保育内容音楽表現」、「保育内容造形表現」、「
保育内容身体表現」の専門技能と保育実践力を修得できる。

《授業時間外学習》
参考図書①のpp56-61（第3次）、pp62-67（第4次）を読んでお
くこと。第10～14次は参考図書②の該当頁を読んでおくこと。

《成績評価の方法》
学習記録（30%）、レポート（20%）、筆記試験（50%）により
総合的に評価する。 《課題に対するフィードバック等》

毎回の授業終了後に内省記録を提出する。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
乳幼児期における
　　　　表現活動の意義

幼稚園教育要領、保育所保育指針に基づいた乳幼児期における表現活動の意義
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（古木竜太）

2
音楽的表現活動（１） 子どもの音楽的発達段階と保育現場における歌唱導入法について（越智光輝）

3
音楽的表現活動（２） オルフの音楽教育について（越智光輝）

4
音楽的表現活動（３） コダーイの音楽教育について、ハンガリーの実践ビデオの視聴、「わらべうた」の学習

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（越智光輝）

5
歌唱指導における導入 歌唱導入の注意点について、先行研究を通じて学ぶ。

6
幼児絵画展の準備（１） 幼児絵画展の目的や過去の受賞作品について（　　　　　）

7
幼児絵画展の準備（２） 年少児の絵画の特徴について（　　　　）

8
幼児絵画展の準備（３） 年中児の絵画の特徴について（　　　　　）

9
幼児絵画展の準備（４） 年長児の絵画の特徴について（　　　　）

10
幼児絵画展の振り返り 保育現場における絵画指導・援助の留意点（　　　　）

11
子どもの発達と身体表現 乳幼児の発達段階における身体表現の出現、表現の発達（古木竜太）

12
身体表現活動の実践 身体表現活動を実践する際の導入、援助・指導、留意点について（古木竜太）

13
通常保育の身体表現活動 保育現場の日常における身体表現活動の導入、援助指導計画について（古木竜太）

14
園行事の身体表現活動 運動会遊戯や表現発表会における身体表現活動の指導・援助法（古木竜太）

15
保育現場における
　　望ましい表現活動

これまでの学習を踏まえた保育現場における望ましい表現活動の考察（古木竜太）



《専門科目》

科目名 　乳児保育Ⅱ

担当者氏名 　小澤　美鈴

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

◎ 2-2 知識・技能

○ 3-3 汎用的技能

○ 4-4 態度・志向性

○ 5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

《授業の概要》 《テキスト》

・乳児保育Ⅰで学んだ内容に基づき、乳児を育てる知識・技術　
を習得する。
・乳幼児の死亡事故の発生状況を理解し、事故を予防するため　
の対策を学ぶ。
・乳幼児の保育を担当するために職員、保護者、地域、他機関　
などとの連携の重要性を学ぶ。

志村聡子編著　「はじめて学ぶ 乳児保育」　同文書院
「乳児の発達と保育」　　エイデル研究所
「保育所保育指針と解説書」

《参考図書》
松本園子編著　 乳児の生活と保育　　 ななみ書房
今井和子監修　０歳児の育ちの辞典　　小学館
今井和子監修　１歳児の育ちの辞典　　小学館
今井和子監修　２歳児の育ちの辞典　　小学館
藤田浩子編著　赤ちゃんのあやし方育て方　　一声社《授業の到達目標》

・保育士として必要な乳児保育の知識・技術を獲得し、安全で　
適切な環境を整えることができる。
・保育士として保護者への援助・職員との連携を学び配慮でき　
る。

《授業時間外学習》
・授業計画に明記してある内容を事前に予習する
・授業の中で小テストを実施するので、復習を行う

《成績評価の方法》
定期試験（６０％）演習課題（提出物・発表３０％）
小テスト（１０％）
授業の取り組みを含め総合的に評価する

《課題に対するフィードバック等》
必要に応じて授業内でフィードバックを行います。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
お手玉・手作りおもちゃ
の発表

夏休み課題のおもちゃの工夫した点・遊び方の発表
準備　おもちゃの発表の練習

2
保育所保育指針について 保育所保育指針解説書にみる乳児保育の留意点

予習　教科書P32～35　P40～48 読む

3
母子健康手帳と予防接種 母子健康手帳の概要、予防接種の知識と重要性

予習　自分の母子健康手帳を見る

4
健康と安全（１） 乳幼児揺さぶられ症候群・保育所と薬

予習　教科書P147～149 読む

5
健康と安全（２） 日常生活における危険

予習　教科書P150～152 読む

6
健康と安全（３） 保育所での死亡事故を防ぐ

予習　教科書P152～155 読む

7
乳児保育における複数担
任制

職員の連携の重要性と複数担任としての配慮
予習　教科書P78～81 読む

8
家庭との連携（１） 保護者とのコミュニケーションの取り方・トラブルの対応（かみつき・ひっかきなど）

予習　教科書P94～100 P144～145 読む

9
家庭との連携（２） 連絡帳の目的と書き方　連絡帳の記入

予習　教科書P156～159 読む

10
地域・専門機関との連携 保護者支援と地域子育て支援センターの活動　

園医・役所・保健センターなどの機関との連携

11
保育計画と評価 保育過程に基づく指導計画、実施及び評価　保育目標

予習　教科書P83～90 読む

12
乳児保育担当者の役割 乳幼児への関わり・家庭や職員間の連携などのテーマでグループ討議

予習　一年間の学習を振り返り、自分の子育て観の変化を考える

13
乳児の養護と技術（１） 抱っこ・おんぶの仕方

予習　教科書P114～117 読む

14
乳児の養護と技術（２） 乳児の排泄への対応　おむつ交換

予習　教科書P124～127 読む

15
乳児の養護と技術（３） 衣服の着せ方・脱がせ方

予習　教科書P120～123 読む



《専門科目》

科目名 　保育実習Ⅰ（保育所）

担当者氏名 　越智　光輝

授業方法 実習 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 2-2 知識・技能

○ 4-4 態度・志向性

◎ 5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

《授業の概要》 《テキスト》

保育所において保育に参加する中で、乳幼児を理解し、保育所
の機能やそこで働く保育士の職務について学び、日常の生活や
遊びを通して、保育に必要な知識や技能を修得する。

必要に応じて資料を配布する。

《参考図書》
・汐見稔幸編著『平成29年告示 保育所保育指針 まるわかり
　ガイド』チャイルド本社
・汐見稔幸監修『保育所保育指針 ハンドブック 2017年告
　示版』学研

《授業の到達目標》
・保育に関する基本的知識について説明できる。
・コミュニケーション能力、創造的表現力、論理的思考力、問
題解決能力、保育技術など、保育士として必要な技能を身につ
けて表現できる。

《授業時間外学習》
・名札、自己紹介グッズを作成する。
・絵本や紙芝居、素話の練習をする。 ・指導案を作成する。

《成績評価の方法》
実習先の評価25％、実習日誌50％、提出物25％で総合的に評価
し、60％以上を合格とする。 《課題に対するフィードバック等》

専門科目の単位取得状況、保育実習指導Ⅰ（保育所）評価結果
により、校外実習への参加の是非を決定する。保育所での実習
は、1年次2月に12日間行う。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
保育所理解 実習施設の理解

2
デイリープログラム 保育所の状況や１日の流れの理解

3
発達過程 乳幼児の発達の理解

4
乳幼児理解 かかわり、遊びへの参加を通した乳幼児理解

5
保育技術の習得 生活や遊びの中での保育技術の試行

6
保育課程 保育課程の意義と保育の実態の理解

7
指導計画の概要 指導計画の理解

8
指導計画立案 部分実習における指導計画立案

9
協働 職員間の役割分担とチームワークの理解

10
家庭・地域社会との連携 記録や保護者とのコミュニケーション理解

11
保育方法 子どもの最善の利益の具現化の理解

12
倫理観 保育士の倫理観の理解

13
安全・健康 安全及び疾病予防への配慮

14
部分実習 立案した指導計画に基づいた保育活動

15
ふりかえり・今後の課題 実習経験の総括



《専門科目》

科目名 　保育実習Ⅰ（施設）

担当者氏名 　永田　真吾

授業方法 実習 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 2-2 知識・技能

○ 4-4 態度・志向性

◎ 5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

《授業の概要》 《テキスト》

　保育士は保育所のみでなく，児童養護施設・児童発達支援セ
ンター等の児童福祉施設での保育士として，障害者支援施設等
におけるケアワーカーとしての活躍が求められている。そのた
め資格取得には，保育所での実習と保育所以外の福祉施設での
実習が定められている。本実習においては，施設の役割・機能
，利用児者の理解と支援とその計画，職員間連携等について実
践と記録に基づく省察を通し，保育実践力を高めていく。

施設実習パーフェクトガイド　守巧他　わかば社　2014

《参考図書》
松本峰雄監修「より深く理解できる施設実習ー施設種別の計画
と記録の書き方」萌文書林，2015
上原千寿子・松田泰「新・事例で学ぶ知的障害者ガイドヘルパ
ー入門―行動援護・移動支援のために」中央法規出版,2009

《授業の到達目標》
①施設の役割・機能を具体的に説明することができる。
②実際の支援から一人ひとりの支援計画を理解・把握すること
ができる。
③個の状態に応じた関わりや支援を考え実践することができる
。
④実習における観察・記録・省察を通して保育実践を改善する
ことができる。

《授業時間外学習》
保育実習指導（施設）履修が必須となります。
実習までに，学修する全ての科目を振り返るようにしてくださ
い。実習終了後は、振り返りシートや自己評価票作成を行い，
各自が実習を振り返り，2年次実習に向けて準備を進めてくだ
さい。

《成績評価の方法》
実習施設による評価50％，実習後の提出物の状況・実習への参
加状況・実習日誌の記述内容（上記到達科目を観点とする）
50%とする。
総合評価60点以上を合格とする。

《課題に対するフィードバック等》
実習先の評価と自身の評価を比較し，今後の学修に役立つよう
にします。また，実習中は訪問担当教員からの取組についての
フィードバックも行います。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
施設実習 居住型施設・通所型施設等における実習の実施

2
施設の役割と機能①
一日の流れの理解

施設での生活、一日の流れ（生活の流れやプログラム・活動の流れ）について実践を通
して理解する

3
施設の役割と機能②
施設の役割・機能の理解

実習での具体的取り組みを通して、実習施設の役割は何か、どのような機能を有してい
るのかについて理解する

4
利用児・者の理解①
観察と記録を通した理解

実習施設の利用児・者の観察と記録を通して、実際のくらしや活動といった実態を把握
し、将来を見据えた支援について考察を深める

5
利用児・者の理解②個々
の状態に応じた関わり

実習施設の利用児・者との関わりと支援を通して、それぞれの施設の役割・機能、個々
の対象に対する支援方法や技術について理解を深める

6
計画に基づく活動や援助
・支援

実習施設の理念・目的、個々の支援計画に基づく活動や援助・支援がどのように実践さ
れているのかを理解し、自らもその活動・支援を実行して理解を深める

7
利用児・者の心身の状態
に応じた対応

日々の生活を通して健康状態や心理状態、疾病の状態は変化する。そのような状態に応
じて施設職員はどのように関わっているのかを理解し、自らも実践する

8
利用児・者の活動と生活
の環境

実習施設の利用児・者の活動・生活環境はどのような目的で構成・構築されているか、
実践を通して理解する

9
健康管理・安全対策
の理解

実習施設において、利用児・者及び職員の健康管理や安全対策はどのように実行されて
いるか、職員との関わりや聞き取り等によって理解し、実践する

10
支援計画の理解と活用 個人情報の取り扱いについて十分配慮されたうえで、利用児・者の状態と（個別）支援

計画について理解し、どのように支援計画が活用されているかを実践を通して理解する

11
記録に基づく省察・自己
評価

実習日誌へ日々記録していくなかで、自らの関わりや考えを言語化し整理することを通
して、実習施設及び利用児・者への理解を深めることや支援の改善に努める

12
保育士・生活支援員の業
務内容の理解

実習施設における保育士及び生活支援員等はどのような役割・業務内容を担っているか
、観察や実践を通して理解する

13
職員間の役割分担と連携
についての理解

様々な専門職が配置されている施設において、各職員がどのような役割を担い、また利
用児・者のためにどのような連携が行われているかを実習を通して理解を深める

14
保育士の役割と職業倫理
についての考察

施設実習を通して、社会福祉領域の専門職である「保育士」の役割とは、職業倫理とは
何か、具体的な説明を試みる

15
施設実習の振り返りと自
己課題の明確化

実習施設での観察・実践、実習日誌への記録による振り返りを通して、保育士としての
自己評価及び今後の新たな課題について明確にする



《専門科目》

科目名 　保育実習指導Ⅰ（保育所）

担当者氏名 　越智　光輝

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

◎ 2-2 知識・技能

○ 4-4 態度・志向性

《授業の概要》 《テキスト》

　「保育実習Ⅰ」の意義、目的、内容を理解し、自らの課題を
明確にする。「保育実習Ⅰ」を円滑に進めていくための知識・
技術を修得し、事前準備について学ぶ。また、実習終了後、学
びのふりかえりを行い、今後の学習課題を明確化する。

・汐見稔幸『保育所保育指針ハンドブック2017年告示版』学研
、『平成29年告示保育所保育指針まるわかりｶﾞｲﾄﾞ』ﾁｬｲﾙﾄﾞ本
社

《参考図書》
・開仁志編著『これで安心!保育指導案の書き方』北大路書房
・小櫃智子編、田中君枝他『実習日誌・実習指導案 パーフェ
クトガイド』わかば社
・開仁志編著『保育指導案大百科事典』一藝社

《授業の到達目標》
・「保育実習Ⅰ」の意義・目的・内容について説明できる。
・創造的表現力、問題解決能力等、保育士として乳幼児と
　関わる上で必要な技能を身につける。 
・子どもやその家族を支援する専門職として責務について
　説明できる。

《授業時間外学習》
・名札、自己紹介グッズを作成する。
・絵本や紙芝居、素話の練習をする。 
・指導案を作成する。

《成績評価の方法》
保育技術等の発表50％、提出物50％で総合的に評価し、60％以
上を合格とする。 《課題に対するフィードバック等》

「保育実習Ⅰ」を履修するためには本授業を履修する必要があ
る。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
実習の意義 実習の意義・ねらい・内容の理解、実習施設の理解

2
課題設定 実習課題の明確化

3
実習での態度 人権尊重、守秘義務、社会人としての態度等

4
実習先事前訪問（ｵﾘｴﾝﾃｰｼ
ｮﾝ）の概要

実習先事前訪問（オリエンテーション）の意義、目的、内容、事務的手続き

5
乳児の発達や実際の生活 乳児に対する衛生面・養護面の理解

6
１・２歳児の発達や実際
の生活

１・２歳児に対する養護・教育の理解

7
３歳以上児の発達や実際
の生活

３歳以上児に対する養護・教育の理解

8
自己紹介 自己紹介の発表

9
保育技術 保育技術の発表

10
保育課程 保育課程の理解

11
記録 記録の意義と記録の取り方

12
部分実習の構想 部分実習についての検討

13
部分実習の指導計画 部分実習の指導計画作成

14
事後指導 お礼状の書き方等

15
今後の学習課題の明確化 実習体験の振り返り、今後の学習課題の明確化



《専門科目》

科目名 　保育実習指導Ⅰ（施設）

担当者氏名 　永田　真吾

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 2-2 知識・技能

◎ 5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

《授業の概要》 《テキスト》

保育士は保育所のみでなく，児童養護施設・児童発達支援セン
ター等の児童福祉施設での保育士として，障害者支援施設等に
おけるケアワーカーとしての活躍が求められている。そのため
資格取得には，保育所での実習と保育所以外の福祉施設での実
習が定められている。本科目では「保育実習I（施設）」に向
けて，福祉施設で実習を行う目的・意義・内容について学び，
実践的な知識・技術，保育士としての姿勢を修得する。

守　巧「施設実習　パーフェクトガイド」わかば社,2014
国際学院埼玉短期大学幼児保育学科「実習の手引き」2017

《参考図書》
西川ひろ子・山田修三・中原大介編「施設実習の手引き」溪水
社,2017
松崎行代監修「実例でわかる実習の日誌&指導案作成マニュア
ル」成美堂出版,2016
岸井慶子監修「3つのカベをのりこえる! 保育実習リアルガイ
ド」学研プラス,2017

《授業の到達目標》
①施設実習の意義と目的を理解し，施設実習における必要な手
続きを実行できる。②施設の概要や福祉サービスについて調査
・整理し説明することができる。③実習計画，実習時の観察・
実践，実習日誌への記録，評価方法や内容，利用児者の人権・
守秘義務について理解し，自己課題を明確にして実習に備える
ことができる。④施設実習の総括と自己評価から，新たな課題
や学習目標を明確にすることができる。

《授業時間外学習》
前期科目「社会福祉概論」の復習・後期科目「障害児保育I」
・「児童家庭福祉」等の科目を積極的に受講し，学修を深めて
ください。保育実習指導I（保育所）・保育実習I（保育所）と
同時に進みますので，実習手続き・提出物を忘れず期限には余
裕を持って遂行してください。

《成績評価の方法》
実習前試験60%，グループワーク・発表20%，実習書類・ワーク
シート20%で評価する。
総合評価60点以上を合格とする。

《課題に対するフィードバック等》
グループワーク・発表は受講者同士・教員で相互評価します。
実習書類等は記載方法や書類作成時のマナー・ルールについて
フィードバックします。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
施設での実習の意義と目
的

福祉施設での実習の意義と目的，実習全体のプロセスの説明

2
福祉施設の調査①
グループワーク

実習対象となる福祉施設についての調査・発表資料作成
予習：教科書p8-27　復習：グループでの発表資料作成

3
福祉施設の調査②
発表：養護系

福祉施設についての調査結果の発表（１）
予習：発表資料作成・発表役割分担　復習：発表内容の整理

4
福祉施設の調査③
発表：障害系

福祉施設についての調査結果の発表（２）
予習：発表資料作成・発表役割分担　復習：発表内容の整理

5
各種施設での実践と指導
案の書き方①テーマ設定

施設実習における部分実習の計画立案
予習：テーマの想定　復習：実施リハーサル

6
各種施設での実践と指導
案の書き方②模擬実践

施設実習における部分実習指導案の発表・実践
予習：実践のリハーサル　復習：指導案の修正

7
実習関係書類の作成につ
いて

実習における実習施設や大学へ提出する書類の作成方法の学修
予習：実習の手引の熟読　復習：実習書類下書き作成

8
実習計画と記録方法①
目標の立て方

実習における自己課題の明確化と目標の設定：日々の実習における目標の立て方
予習：教科書96-101　復習：教科書該当箇所

9
実習計画と記録方法②
実習日誌の書き方

自己の目標を達成するための実習での取組・実習日誌の記録方法
予習：教科書102-159　復習：教科書該当箇所・目標の修正

10
実践家による実習ガイダ
ンス

福祉施設の実践家からの，施設の現状や実習の内容・取り組み方についての説明
予習：実習計画の振り返り　復習：説明内容の整理

11
施設実習における実習生
事例分析

実習中に遭遇する可能性のあるトラブルやその対処法の分析
予習：実習の手引の熟読　復習：事例の分析結果の整理

12
施設実習連絡会 1・2年生による施設実習連絡会：実際の実習について先輩から調査する

予習：質問事項の整理　復習：体験談の整理と実習へ向けての準備

13
実習前試験 施設実習実習に関する知識・手続き等，準備事項の確認

予習：これまでの学修の復習　復習：試験結果の振り返り

14
実習直前学修 実習後の施設への提出物と提出・受取方法，大学への提出物，お礼状の書き方

予習：実習の手引き・教科書162-165　復習：該当箇所の再読

15
実習の総括と自己評価 実習先評価や実習日誌・自己評価から見る自己課題の明確化：今後の学修計画の検討

予習：実習日誌・自己評価の振り返り　復習：自己課題の明文化



《専門科目》

科目名 　障害児保育Ⅰ

担当者氏名 　永田　真吾

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

◎ 2-2 知識・技能

○ 4-4 態度・志向性

○ 5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

《授業の概要》 《テキスト》

保育者には，障害のある幼児の自立や社会参加のために，子ど
も一人ひとりのニーズを把握し，支援を行うことが求められて
いる。そのため本授業では，これまでの障害児保育の変遷と障
害の客観的・科学的な捉え方を学ぶ。そして，保育の場で出会
う様々な障害の定義・特性等の基礎的知識を修得する。さらに
，実際の支援場面についての映像視聴や体験を通して，保育を
行う上での障害に対する配慮や基本的な支援法を修得する。

尾崎康子・小林真・水内豊和・阿部美穂子編「よくわかる障害
児保育　第二版」ミネルヴァ書房,2018

《参考図書》
坂爪一幸・湯汲英史「知的障害・発達障害のある人への合理的
配慮」かもがわ出版,2015
酒井幸子・中野圭子「ケース別気になる子の保育サポート実例
集」ナツメ社,2014
鴨下賢一「発達が気になる子へのスモールステップではじめる
生活動作の教え方」中央法規出版,2017

《授業の到達目標》
①障害児保育の歴史や障害に関連する制度の変遷から、障害と
は何か考え，論じることができる。
②各障害の定義と特性について説明することができる。
③障害の特性に合わせた支援法や配慮，環境構成について論じ
ることができる。

《授業時間外学習》
教科書，ノート，授業中配布するワークシートを用いて，授業
計画に沿って予習復習に取り組んでください。
障害がテーマとなっているTV番組や映画等の映像を視聴したり
，絵本や漫画，書籍について自ら探して読んだりして積極的に
学修に取り組んでください。
授業中にICTを活用した学習についても説明します。《成績評価の方法》

授業の到達目標に基づき，ワークシート・小レポート20%，グ
ループワーク・発表20％、定期試験60％で評価する。
総合評価60点以上を合格とする。

《課題に対するフィードバック等》
授業内容は保育実習I（施設）とリンクします。障害のある子
ども達の保育や障害児・者の生活を考えるために，グループで
の話し合いに積極的に参加してください。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
「障害」とはなにか 障害児保育の授業目的と内容、学習の進め方の説明。自分の障害の捉え方の認識

予習：教科書「はじめに」・p4-5を読む。

2
障害をどう捉えるか 保育・教育の法制度や世界的な流れから考える従来の障害観と新しい障害観

予習：教科書p22-25　復習：教科書の該当箇所・ノートで振り返る。

3
視覚障害児の理解と支援 視覚障害児の特徴と配慮，支援法についての理解

予習：教科書p106－111　復習：教科書該当箇所・ノート

4
聴覚障害児の理解と支援 聴覚障害児の特徴と配慮，支援法についての理解

予習：教科書p111－115　復習：教科書該当箇所・ノート

5
重複障害児の理解と支援 視覚障害と聴覚障害を併せ有する重複障害児の特徴と配慮，支援法についての理解

予習：視覚障害・聴覚障害での既習事項の復習　復習：小レポート作成

6
肢体不自由児の理解と支
援

脳性まひを中心とした肢体不自由児の特徴と配慮，支援法についての理解
予習：教科書p116－121　復習：教科書該当箇所・ノート

7
知的障害児の理解と支援
①知的障害の捉え方

診断基準・定義からの知的障害の概念の理解
予習：教科書p40－43　復習：教科書該当箇所・ノート

8
知的障害児の理解と支援
②認知的特徴からの支援

知的障害児の認知特性・認知発達についての理解と支援法
予習：教科書p44-48　復習：教科書該当箇所・ノート

9
知的障害児の理解と支援
③基本的生活習慣の支援

知的障害児の基本的生活習慣確立の重要性と保育現場での支援法
予習：教科書p50-55　復習：教科書該当箇所・ノート

10
発達障害①：
LD児の理解と支援

LD（学習障害）児の特性と配慮，支援法の理解
予習：教科書p90－103　復習：教科書該当箇所・ノート

11
発達障害②：
ADHD児の理解と支援

ADHD（注意欠如/多動性障害）児の特性と配慮，支援法の理解
予習：教科書p74-88　復習：教科書該当箇所・ノート

12
発達障害③：
ASD児の理解

ASD（自閉症スペクトラム障害）の定義と，認知特性についての理解
予習：教科書p56-63　復習：教科書該当箇所・ノート

13
発達障害③：
ASD児の支援

ASDの認知特性を踏まえた支援法の理解
予習：教科書p64-73　復習：教科書該当箇所・ノート

14
保育現場での「気になる
子」

保育現場での「気になる子」とは何かー誰が「気になる」のか・何が背景にあるのかー
予習：教科書p8-13　復習：教科書該当箇所・ノート

15
保育現場での「気になる
子」への支援

保育現場での「気になる子」の事例検討とその分析ー問題の抽出と支援法の検討ー
予習：既習事項の復習



《専門科目》

科目名 　器楽ⅠB

担当者氏名 　宮本　智子、越智　光輝、山田　真澄、根岸　恭子、平峯　章生、渡邉　公実子

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 1-1 教養

◎ 2-2 知識・技能

○ 5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

《授業の概要》 《テキスト》

個別レッスンによる指導を中心に、ピアノ曲と童謡伴奏を隔週
で交互に学ぶ。ピアノ曲及び童謡伴奏の課題曲はレッスンカー
ドを参照すること。

・奥村恵美子ほか「子どもとたのしむ童謡カレンダー」
　Vol.1･2 音楽之友社

《参考図書》
・進捗状況に応じて次の①～④より各自で用意する。
　①全訳バイエル　全音楽譜出版社
　②ブルクミュラー25練習曲　全音楽譜出版社 
　③ソナチネアルバムⅠ巻 全音楽譜出版社 
　④その他の楽譜
・井口太ほか「新・幼児の音楽教育」朝日出版社

《授業の到達目標》
・保育の場で求められる鍵盤楽器演奏能力における基本的な表
現を身につける。
・後期終了までに童謡弾き歌いを5曲習得する。(レッスンカー
ド器楽Ⅰ参照)

《授業時間外学習》
教員から提示された次回の授業までの課題曲を、練習しておく
。

《成績評価の方法》
後期末のピアノ曲実技試験50%、童謡弾き歌いの合格数50%で総
合的に評価し、60％以上を合格とする。 《課題に対するフィードバック等》

レッスンカードと楽譜を毎回持参する(コピー譜は不可)。
「お願いします」「ありがとうございました」等、平常の礼を
つくした礼儀のある授業態度を重要視する。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
童謡伴奏またはピアノ曲
の習得

1・2班：童謡伴奏の習得(レッスンカード器楽Ⅰ⑦～⑰より提示された課題曲)
3・4班：ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)

2
童謡伴奏またはピアノ曲
の習得

1・2班：ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)
3・4班：童謡伴奏の習得(レッスンカード器楽Ⅰ⑦～⑰より提示された課題曲)

3
童謡伴奏またはピアノ曲
の習得

1・2班：童謡伴奏の習得(レッスンカード器楽Ⅰ⑦～⑰より提示された課題曲)
3・4班：ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)

4
童謡伴奏またはピアノ曲
の習得

1・2班：ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)
3・4班：童謡伴奏の習得(レッスンカード器楽Ⅰ⑦～⑰より提示された課題曲)

5
童謡伴奏またはピアノ曲
の習得

1・2班：童謡伴奏の習得(レッスンカード器楽Ⅰ⑦～⑰より提示された課題曲)
3・4班：ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)

6
童謡伴奏またはピアノ曲
の習得

1・2班：ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)
3・4班：童謡伴奏の習得(レッスンカード器楽Ⅰ⑦～⑰より提示された課題曲)

7
童謡伴奏またはピアノ曲
の習得

1・2班：童謡伴奏の習得(レッスンカード器楽Ⅰ⑦～⑰より提示された課題曲)
3・4班：ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)

8
童謡伴奏またはピアノ曲
の習得

1・2班：ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)
3・4班：童謡伴奏の習得(レッスンカード器楽Ⅰ⑦～⑰より提示された課題曲)

9
童謡伴奏またはピアノ曲
の習得

1・2班：童謡伴奏の習得(レッスンカード器楽Ⅰ⑦～⑰より提示された課題曲)
3・4班：ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)

10
童謡伴奏またはピアノ曲
の習得

1・2班：ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)
3・4班：童謡伴奏の習得(レッスンカード器楽Ⅰ⑦～⑰より提示された課題曲)

11
童謡伴奏またはピアノ曲
の習得

1・2班：童謡伴奏の習得(レッスンカード器楽Ⅰ⑦～⑰より提示された課題曲)
3・4班：ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)

12
童謡伴奏またはピアノ曲
の習得

1・2班：ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)
3・4班：童謡伴奏の習得(レッスンカード器楽Ⅰ⑦～⑰より提示された課題曲)

13
童謡伴奏またはピアノ曲
の習得

1・2班：童謡伴奏の習得(レッスンカード器楽Ⅰ⑦～⑰より提示された課題曲)
3・4班：ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)

14
ピアノ曲の実技成果発表
またはピアノ曲の習得

1・2班：ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)
3・4班：ピアノ曲の実技演奏(ノーカット リピートなし)及び演奏の振り返り

15
ピアノ曲の実技成果発表
または童謡伴奏の習得

1・2班：ピアノ曲の実技演奏(ノーカット リピートなし)及び演奏の振り返り
3・4班：童謡伴奏の習得(レッスンカード器楽Ⅰ⑦～⑰より提示された課題曲)


