
《専門科目》

科目名 　社会的養護

担当者氏名 　田中　久子

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 2年・前期

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》

 家庭以外の場所での子どもの養育、保護を果たすために生ま
れてきたのが、社会的養護の制度である。制度は時代ととも
に変化して来ている。その歴史、伝統、しくみ、それを支え
る理念や考え方、子どもを取り巻く社会的課題や変化、専門
職と人材、援助技術についての知識を修得する。

①小田由佳他編「社会的養護」ミネルヴァ書房、2016.3
②杉山春著「ルポ虐待：大阪二児置き去り死事件」ちくま新
書
③猪熊弘子著「死を招いた保育」ひとなる書房《参考図書》
小口尚子・福岡鮎美著「子どもによる子どものための子ども
の権利条約」小学館

《授業の到達目標》
　社会的養護の歴史や仕組みを説明できる。
　子どもの権利を守りながら、子どもの成長、発達、生活援
助を担っていくために必要な基本的な考え方を身につける。 《授業時間外学習》

事前にテキストである本の予習をし、専門用語や制度につい
て学習しておくこと。
毎回のテーマについての疑問点や課題を意識すること。
テキスト②③は後期「社会的養護内容」で使用する。後期の
授業までに読了しておくこと。

《成績評価の方法》
リアクションペーパー評価（30％）
定期試験（70％）
総合して60点以上を合格とする。

《課題に対するフィードバック等》
リアクションペーパーのコメントは翌週授業内で実施します
。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
「社会的養護」とは 社会的養護の基礎概念、基本原則、体制

準備学習：テキスト「社会的養護」第1章を読んでおくこと。

2
現代の子どもと子どもの
権利

現代社会に暮らす子供とその家族の実態。こどもの権利とは何か。
準備学習：テキスト「社会的養護」第2,3章を読んでおくこと。

3
子どもの養護と子ども観
の変遷

子どもの養護と子ども観の変遷及び社会構造の変化との関係
準備学習：テキスト「社会的養護」第4章を読んでおくこと。

4
日本と諸外国の社会的養
護の歴史と現状

日本及び諸外国の社会的養護の歴史と現状
準備学習：配布資料を読んでおくこと。

5
社会的養護の体系とそれ
ぞれの役割

「家庭養護」「施設養護」「在宅養護」の体系及びそれぞれの役割や特徴
準備学習：テキスト「社会的養護」第5,6章を読んでおくこと。

6
施設養護の特質と基本原
理

運営指針における社会的養護の基本理念
準備学習：テキスト「社会的養護」第7,8章を読んでおくこと。

7
施設養護の実際と自立支
援

子どもの生活の場としての施設の役割、日常支援の内容と意味、自立支援
準備学習：テキスト「社会的養護」第9章を読んでおくこと。

8
児童虐待とケアの現状 児童相談所が取り扱う虐待の現状や法制度及び虐待の影響やケアの方法

準備学習：配布資料を読んでおくこと。

9
施設養護の治療的・支援
的援助

施設養護の治療的・支援的援助が必要とされる背景及びその専門職と役割
準備学習：テキスト「社会的養護」第10章を読んでおくこと。

10
親子・地域との関係調整 家族、地域への支援及び親子、地域との関係調整とその実際

準備学習：テキスト「社会的養護」第11章を読んでおくこと。

11
社会的養護とソーシャル
ワーク

ソーシャルワークの基本及びファミリーソーシャルワークの業務と援助
準備学習：テキスト「社会的養護」第12章を読んでおくこと。

12
児童福祉施設の運営管理 児童福祉施設の運営管理の仕組み、基準、措置費制度、苦情解決や施設内虐待の防止

準備学習：テキスト「社会的養護」第13章読んでおくこと。

13
援助者としての資質とそ
の支援

関わる人々の資格やスーパービジョン、資質向上にむけての取り組み
準備学習：テキスト「社会的養護」第14章を読んでおくこと。

14
社会的養護の実践 個別対応、グループワーク、ケース会議、評価、自立支援計画作成

準備学習：テキスト「社会的養護」第15章を読んでおくこと。

15
社会的養護の今後の課題 社会的養護の今後の課題と保育者としてのテーマ



《専門科目》

科目名 　保育内容　総論

担当者氏名 　本多　舞、大橋　伸次

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 2年・前期

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》

　幼稚園、保育所、認定こども園において展開する保育の基
礎的知識として保育内容の歴史的変遷や保育内容と計画につ
いて学び、保育の意義とその重要性について学修する。

塩美佐枝編著「保育内容総論」同文書院　2019

《参考図書》
文部科学省「幼稚園教育要領」フレーベル館　2017
厚生労働省「保育所保育指針」フレーベル館　2017
内閣府・文部科学省・厚生労働省「幼保連携型認定こども園
教育・保育要領」フレーベル館　2017《授業の到達目標》

①保育者に求められる実践的な知識を歴史的変遷や具体事例
か
　ら説明できる。
②幼稚園、保育所、認定こども園における保育計画を作成で
き
　る。

《授業時間外学習》
・準備学習としてテキストを予め読み、事後学習として専門
用
　語についての理解を深めておく。予習、復習（概ね3時間）
　の自己学習が望ましい。
・課題についてレポートを作成する。

《成績評価の方法》
小テスト（40％）、レポート（60％）により評価し、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》

小テストは実施後に解答を行う。
レポートは適宜フィードバックする。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
保育内容の考え方（本多
）

保育内容を考える時の基本
準備学習：予めテキストのP.1～20を読んでおくこと。

2
幼稚園の保育内容の変遷
（本多）

幼稚園における保育内容の変遷
準備学習：予めテキストのP.21～35を読んでおくこと。

3
保育所の保育内容の変遷
（本多）

保育所における保育内容の変遷
準備学習：予めテキストのP.35～37を読んでおくこと。

4
認定こども園の保育内容
の変遷（本多）

認定こども園における保育内容の変遷
準備学習：予めテキストのP.37～42を読んでおくこと。

5
幼稚園の保育内容（本多
）

「幼稚園教育要領」にみる保育内容
準備学習：予めテキストのP.43～66を読んでおくこと。

6
保育所の保育内容（本多
）

「保育所保育指針」にみる保育内容
準備学習：予めテキストのP.67～80を読んでおくこと。

7
認定こども園の保育内容
（本多）

「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」にみる保育内容
準備学習：予めテキストのP.83～96を読んでおくこと。

8
環境を通して行う教育（
本多）

保育環境と保育内容の関連性について
準備学習：予めテキストのP.97～114を読んでおくこと。

9
保育内容と計画（大橋） 子どもの主体性と保育者の意図性

準備学習：予めテキストのP.117～125を読んでおくこと。

10
経験の組織化（大橋） 遊びや生活の中での経験の組織化

準備学習：予めテキストのP.125～136を読んでおくこと。

11
幼稚園の教育課程と指導
計画（大橋）

教育課程の意義と編成について
準備学習：予めテキストのP.137～165を読んでおくこと。

12
保育所の保育課程と指導
計画（大橋）

教育と養護の視点と保育の計画
準備学習：予めテキストのP.167～193を読んでおくこと。

13
認定こども園における計
画（大橋）

認定こども園における全体的な計画と指導計画
準備学習：予めテキストのP.195～223を読んでおくこと。

14
一人ひとりの幼児にとっ
ての保育（大橋）

保育者の役割、保育のしくみと幼児理解
準備学習：予めテキストのP.225～238を読んでおくこと。

15
教育課程外の教育活動（
大橋）

教育課程以外の教育活動の意義と目的
準備学習：予めテキストのP.239～251を読んでおくこと。



《専門科目》

科目名 　保育内容　音楽表現

担当者氏名 　宮本　智子、越智　光輝

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 2年・前期

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》

コードネームを使った弾き歌いと歌唱導入の模擬授業及びグ
ループ毎にアンサンブルを作成し発表する。
自由な表現を用いて、オリジナルの独奏曲、合奏曲を作曲し
発表する。

幼児表現教育研究会編著「うたって、つくって、あそぼう」
音楽之友社　2014

《参考図書》
井口　太「新・幼児の音楽教育」朝日出版社　2014
課題プリント

《授業の到達目標》
子どもの音楽表現活動を援助するために基本となるコードネ
ームによる伴奏付けを行える。
歌唱の導入方法、展開方法、歌唱表現方法を身につける。
ことばや楽器等を使ったアンサンブルの指導方法を身につけ
る。

《授業時間外学習》
・毎回の課題曲をマスターして次の授業にのぞむ。
・模擬授業のための歌唱導入法の活動案を作成する。
・楽譜を作成する。

《成績評価の方法》
グループ発表(40%)、課題提出(60%)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》

五線紙ノートを用意する。
グループでの発表が多いため、極力欠席をしない。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
和音とコードネームにつ
いて

①基本的な３和音を中心にコードネームでの理解（ハ長調の調性とコードネームを理
解）　②歌唱導入法について 教科書pp10～15を予習・復習しておく     （宮本智子
）

2
ハ長調のコードネームに
よる伴奏及び弾き歌い

ハ長調の調性とコードネームを理解（「先生とおともだち」「お誕生月なかま」他）
　p18、p21をマスターしておくこと。　　　　　　　　　　　　　　　　（宮本智子
）

3
ハ長調のコードネームに
よる伴奏及び弾き歌い

ハ長調の調性とコードネームを理解（「はをみがきましょう」「そうだったらいいの
にな」他）p44、p32をマスターしておくこと。　　　　　　　　　　　　　（宮本智
子）

4
ヘ長調のコードネームに
よる伴奏及び弾き歌い

ヘ長調の調性とコードネームを理解（「まつぼっくり」「バスごっこ」他）
　p96、p98をマスターしておくこと。　　　　　　　　　　　　　　　　（宮本智子
）

5
ヘ長調のコードネームに
よる伴奏及び弾き歌い

①ヘ長調の調性とコードネームを理解（「南の島のハメハメハ大王」他）（宮本智子
）
②ことばのアンサンブルについて理解し、各グループで言葉のアンサンブル作成

6
ト長調のコードネームに
よる伴奏及び弾き歌い

①ト長調の調性とコードネームを理解（「水あそび」「山の音楽家」他）
②ことばのアンサンブル発表　p63、p72をマスターしておくこと。　　　（宮本智子
）

7
ニ長調のコードネームに
よる伴奏及び弾き歌い

①ニ長調の調性とコードネームを理解（「あくしゅでこんにちは」「きらきら星」他
）②わらべ歌について　p18、p112をマスターしておくこと。　　　　　　（宮本智子
）

8
グループ毎に歌の導入か
ら弾き歌いの模擬授業

グループ毎に発表し、講評し合う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宮本智子
）

9
いろいろな「音」の収集 自然界に存在する様々な「音」や、異なる素材をこすったり叩いたりしたときに発す

る「音」をモバイル端末を用いて収集する。　　　　　　　　　　　　　　（越智光
輝）

10
収集した「音」のまとめ 収集した「音」について、発表用資料を作成する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（越智光輝
）

11
収集した「音」について
の発表

発表用資料を用いて、収集した「音」について発表する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（越智光輝
）

12
音符を用いない楽譜の作
成（独奏）

五線譜に音符以外の表記方法をもちいて、ピアノを用いたオリジナルの独奏曲を、個
人で作成する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（越智光
輝）

13
作曲した独奏曲の発表 作曲したオリジナルの独奏曲を1人ずつ発表する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（越智光輝
）

14
音符を用いない楽譜の作
成（合奏）

五線譜に音符以外の表記方法をもちいて、紙を用いたオリジナルの合奏曲を、グルー
プで作成する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（越智光
輝）

15
作成した合奏曲の発表 作曲したオリジナルの合奏曲をグループで発表する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（越智光輝
）



《専門科目》

科目名 　保育実習指導Ⅱ

担当者氏名 　有原　穂波、越智　光輝

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 2年・前期

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》

「保育実習Ⅱ」の意義、目的、内容を理解し、自らの課題を
明確にする。実習や既習の教科の内容やその関連性を踏まえ
、保育実践力を培う。また、実習終了後、実習の総括と自己
評価を行い、保育に対する課題や認識を明確にする。

・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Ⅱ」の意義・目的・内容について説明できる。
・創造的表現力等保育士として乳幼児と関わる上で必要な
　技能　を身につけて表現できる。 
・保育士の専門性と職業倫理について説明できる。 
・保育に対する課題が説明できる。

《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。 
・保育所の社会的役割について整理する。

《成績評価の方法》
模擬保育・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Ⅱ」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
保育実習Ⅰの振り返り エピソード、学んだこと、残された課題等グループ討議

2
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

3
実習での学び 乳幼児の最善の利益を考慮した保育の理解

4
子育て支援 保護者支援の理解

5
乳幼児理解 乳幼児の状態に応じた適切なかかわり

6
保育実践 保育の表現技術を生かした保育実践

7
保育課程の理解 保育の全体計画の理解

8
観察と記録 観察の視点と記録の取り方

9
指導計画立案（部分実習
）

部分実習における指導計画立案

10
指導計画立案（責任実習
）

責任実習における指導計画立案

11
模擬保育（３歳未満児の
クラス）

３歳未満児のクラスの模擬保育の実施

12
模擬保育（３歳以上児の
クラス）

３歳以上児のクラスの模擬保育の実施

13
保育所の役割、職業倫理 保育所の役割、保育士の専門性と職業倫理の理解

14
実習の振り返りと評価 お礼状の書き方の理解、実習の総括と自己評価

15
今後の課題 卒業後の進路の展望と自己課題の明確化



《専門科目》

科目名 　保育実習Ⅱ

担当者氏名 　有原　穂波

授業方法 実習 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 2年・前期

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》

「保育実習Ⅱ」は「保育実習Ⅰ」での学びを基礎として、保
育所での実践を通して保育士として必要な資質・能力・技術
を修得し、実習経験の集大成である責任実習を行う。さらに
、家庭と地域の生活実態に触れて、子ども家庭福祉ニーズに
対する理解力、判断力を養うとともに、子育てを支援するた
めに必要とされる能力を養う。

必要に応じて資料を配付する。

《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、その意味を自らの将来
とも関連づけて説明できる。
・乳幼児やその家族を支援する保育士として責務について説
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Ⅱの評価結果により
、校外実習への参加の是非を決定する。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
デイリープログラム 保育所の状況や１日の流れの理解

2
保育技術の習得 生活や遊びの中での保育技術の試行

3
発達過程 乳幼児の発達の理解

4
乳幼児理解 個人差・対応方法の理解

5
特別な配慮を要する子ど
も

対応方法の観察と理解

6
多様な保育サービス 延長保育等多様な保育サービスの体験

7
指導計画立案
（部分実習）

部分実習における指導計画立案

8
指導計画立案
（責任実習）

責任実習における指導計画立案

9
家庭との連携 保護者とのコミュニケーション方法の理解

10
地域社会との連携 地域社会との連携方法の理解

11
乳幼児の最善の利益 乳幼児の最善の利益への配慮

12
倫理観 保育士としての職業倫理の理解

13
責任実習 立案した指導計画に基づいた保育活動

14
ふりかえり 実習経験の総括

15
今後の課題 卒業後の進路の展望と自己課題の明確化



《専門科目》

科目名 　保育実習指導Ⅲ

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 2年・前期

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》

　保育士には，保育所以外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支援員としての活躍が求められ
ている。本科目では「保育実習III」に向けて，対人援助職と
しての保育士の基礎的知識・技術，施設保育士の業務内容や
職業倫理，利用児者の個別支援計画，保護者支援・家庭支援
についての基礎的事項，他職種との連携の基本について学ぶ
。そして対人援助職・社会福祉職としての自己課題を明確化
する。

松本峰雄監修/藤京子,増南太志,中島健一朗「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
守　巧「施設実習　パーフェクトガイド」わかば社　2014
開仁志「幼稚園・保育所・施設実習完全対応　実習日誌の書
き方」,2012

《授業の到達目標》
①福祉施設の役割と機能を体験を基に具体的に説明できる｡
②児童家庭福祉と社会的養護，障害者福祉に関する理解を基
に，家庭や地域での生活実態に即した保護者/家庭支援のため
の知識，技術について論じることができる｡
③保育士や支援員の業務内容・職業倫理について具体的に理
解し，実践に適用できる｡
④専門職としての自己の課題を明確に述べることができる｡

《授業時間外学習》
社会福祉概論，教育心理学，乳児保育，児童家庭福祉，社会
的養護，障害児保育I等学修してきた多岐に渡る知識について
復習し，更に保育実習指導I（施設）及び保育実習I（施設）
で体得した内容を振り返り，それらを統合できるように学修
を進めてください。

《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》
現場では他職種連携のためにコミュニケーションが必須です
。授業ではグループワーク等積極的に参加してください。教
員は実習に臨む姿勢や様々な知識の統合や技術を支援します
。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
実習の意義と目的 保育実習IIIの意義と目的，実習全体のプロセスの説明

予習・復習：実習の手引き，教科書該当箇所の熟読

2
保育実習I（施設）振り返
り：発表資料作成

保育実習I（施設）での学修内容のまとめ：発表資料作成
予習：実習日誌等の振り返り　復習：各自発表資料作成・発表練習

3
保育実習I（施設）発表① 保育実習I（施設）での学修内容発表：施設の機能・役割，保育士の業務内容・役割，

実習経験と今後の自己課題　復習：発表内容についての整理

4
保育実習I（施設）発表② 保育実習I（施設）での学修内容発表：施設の機能・役割，保育士の業務内容・役割，

実習経験と今後の自己課題　復習：発表内容についての整理・レポート作成

5
実践演習①
受容と共感

対人援助における受容的態度・共感的態度（理解）についての演習
復習：ワークシートによる振り返り

6
実践演習②
ニーズの把握

利用児・者のニーズを把握する意義とその方法についての演習
復習：ワークシートによる振り返り

7
実践演習③
個別支援計画

利用児・者の個別支援計画の目的と計画立案・支援実施の演習
復習：ワークシートによる振り返り

8
実践演習④
家庭支援

家庭に対するアセスメントと支援方法についての演習
復習：ワークシートによる振り返り

9
実践演習⑤
他職種・地域連携

利用児・者を取り巻く社会資源の理解とその活用についての検討
予習：教科書102-159　復習：教科書該当箇所・目標の修正

10
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

11
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
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

13
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

14
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

15
実習報告会 実習施設の概要や機能・役割，施設保育士の業務内容とその役割，実習総括と自己評

価のまとめと発表



《専門科目》

科目名 　保育実習Ⅲ

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 2年・前期

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，児童福祉施設での保育士として
，障害者支援施設等における支援員としての活躍が求められ
ている。本実習では保育実習Iでの学びを更に深めるため，施
設実習を通して，対人援助技術の基礎を身に付けること，利
用児者の個別支援計画を理解した上で実際の支援を行うこと
，他職種・地域連携という視点から利用児者を様々な角度で
支援することを学ぶ。

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
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
高橋亜美・早川悟司・大森信也「子どもの未来をあきらめな
い施設で育った子どもの自立支援 」明石書店,2015
遠山真世・二本柳覚・鈴木裕介「これならわかる〈スッキリ
図解〉障害者総合支援法 第2版」翔泳社,2018

《授業の到達目標》
①施設の役割と機能について具体的に説明することができる
。
②個別支援計画から利用児者の個人差やニーズを把握し，個
々に応じた支援を実践できる。
③家庭支援や他職種との連携について具体的方法を論じるこ
とができる。
④保育士としての自己課題を明確にし，対人援助職としての
専門性を高める計画を立案することができる。

《授業時間外学習》
「保育実習指導III」履修が必須となります。
実習までに，これまでの学修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，自己の課題を明確にしてください。

《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》
実習先による中間評価や最終評価や，訪問担当教員による実
習中におけるフィードバックを実施します。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
施設実習 児童福祉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：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を高める

5
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・支援を実行し改善を図る

6
利用児・者の心身の状態
に応じた対応

国際生活機能分類：ICFの考え方に基づいた利用児・者の理解を不断に試み、障害に対
する合理的配慮および発達的側面からの支援についての専門性を高める

7
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
、実践を通して理解し、自らも環境構成に努める

8
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・実践し、専門性を高める

9
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考察を深める

10
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、日々の支援方法の改善に努める

11
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、実践を通して理解し、対人援助職としての保育士について考察を深める

12
職員間の役割分担と連携
についての理解

様々な専門職がどのような役割を担い、利用児・者のためにどのような連携が行われ
ているかを可能な限り観察・共に実践し、連携についての理解を深める

13
利用児・者の家庭への支
援についての理解

可能な限り、利用児・者の家庭の実態に触れ、児童家庭福祉、社会的擁護、障害児・
者支援に対する理解を基に、家庭支援の知識・技術・判断力を養うよう努める

14
地域社会との連携につい
ての理解

実習施設の地域活動や地域サービスに参加して、施設の地域における役割や機能、地
域のニーズについて理解を深める

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
の役割と職業倫理、自らの今後の新たな課題について明確にする



《専門科目》

科目名 　教育実習Ⅱ

担当者氏名 　佐野 ゆかり、本多　舞

授業方法 実習 単位・必選 4・選択 開講年次・開講期 2年・前期

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

○ 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》

本科目は、幼稚園教諭免許を取得するにあたり不可欠となる
教育実習である。１年次には観察実習、２年次には責任実習
を実施し、子どもの成長を支え、適当な環境を与えることの
できる専門職として必要な理論と実践について学習する。ま
た、社会人としてのマナーを身につけ、「育てたい保育者像
」の具現化を目指す。

必要に応じて授業担当者がプリントを配布する

《参考図書》
授業時に適宜紹介する。

《授業の到達目標》
本学内規（授業時配布）に則り、所定期間の実習において真
摯に現場指導者及び幼児から学び取ろうとする姿勢を育むと
共に、幼稚園教諭に求められる記録力、考察力、実践力を培
い、社会性、協調性をもって愛情豊かに子どもを見つめるこ
とのできる専門性を獲得する。

《授業時間外学習》
講義で学んだことをもう一度しっかりと読み、事前準備をし
ておくこと

《成績評価の方法》
実習日誌50％　実習先評価　25％　提出物　25％で１年次、
２年次の各教育実習を総合的に評価し、60％以上を合格とす
る。

《課題に対するフィードバック等》
提出物は内容を確認し、講評などでフィードバックする他、
返却時にコメントする。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
観察実習 約１週間；幼稚園の役割・子どもの生活・遊びの様相・発達理解・保育者の援助・部

分実習・適切な記録・考察

2
責任実習 約３週間；保育者の援助・意図・環境構成・子ども同士の関わり・保育者との協働・

専門性・行事と保育・責任実習・保育計画と省察・適切な記録

3
- -

4
- -

5
- -

6
- -

7
- -

8
- -

9
- -

10
- -

11
- -

12
- -

13
- -

14
- -

15
- -



《専門科目》

科目名 　乳幼児の心理学

担当者氏名 　沓名　桂子

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 2年・前期

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》

・発達心理学の中で特に乳幼児期に焦点を当て，運動面・認
知面の発達や遊びの特徴について学ぶ。
・授業では，心理学的視点を解説し，子どもと関わりながら
もその行動を客観的に捉える方法を説明する。
・乳幼児の心理発達を概観し，さらに，気になる乳幼児の行
動を取り上げ，事例検討を行う予定である。
・講義内容に関する映像を適宜視聴し，学生に考察を求める
。

・毎回の授業で穴埋めプリントを配布します。(試験はプリン
トから出題)
・下記の参考図書以外にも推薦図書を適宜紹介します。

《参考図書》
・川島一夫(編著)　「図で読む心理学　発達　改訂版」福村
出版　2014
・新井邦二郎(編著)　「図でわかる発達心理学」福村出版　
2014《授業の到達目標》

・発達心理学の諸理論について理解し，用語を用いて論じる
ことができる。
・乳幼児期の発達における諸側面を指摘できる。
・乳幼児期の発達の諸側面に基づいた行動上の特徴を理解し
，保育現場における対応の工夫を自分なりに考え、提案する
ことができる。

《授業時間外学習》
・毎回の授業において，予習・復習を指示します。
・授業テーマに合わせて自身の体験や実習先の気づきなどを
まとめる課題を予定しています。

《成績評価の方法》
・受講態度と発表(20%)，提出物(20%)，試験の結果(60%)を予
定しています。上記の総合評価60点以上を合格とします。 《課題に対するフィードバック等》

・講義の最後に授業で興味を持ったこと，疑問に思ったこと
などについて，リアクションペーパーを配布します。
・授業に関する質問については適宜返答します。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
ガイダンス 授業の進め方の説明

心理学的な物の考え方，乳幼児の心理学とは，発達とは

2
発達の諸理論① フロイト，エリクソンの理論

3
発達の諸理論② ピアジェ，ヴィゴツキーの理論

4
身体の発達 身体の発達について

5
愛着と親子関係 愛着について(ボウルビィの理論)

6
認知の発達 認知の発達について

7
自己の発達 自己の発達について

8
情緒の発達 情緒の発達について

9
遊びの発達 遊びの発達について

10
社会性の発達 社会性の発達について

11
発達障害 知的発達症，自閉スペクトラム症，注意欠如・多動症など神経発達症群について

12
発達検査と知能検査 代表的な発達検査と知能検査を紹介する

13
乳幼児保育と子育て支援 主に保育現場における保護者への対応等を取り上げる

14
グループワーク① テーマに沿ったグループディスカッション①

15
グループワーク② テーマに沿ったグループディスカッション②



《専門科目》

科目名 　子どもの保健Ⅱ

担当者氏名 　並木由美江

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 2年・前期

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》

・乳幼児期の子どもの健康及び成長発達は著しい。しかし、
乳
　幼児期は抵抗力も免疫力も未熟で未発達な時期であり、感
染　症など病気、怪我など健康を阻害しやすい時期でもある
。保　育士として、子どもの健康と生命の保持・安全を保障
するた　めの基本的な知識・技術を講義・演習を通じて学ぶ
。

1.子どもの保健演習　大西文子著　中山出版
２．子どもの病気とホームケア　日本保育保健協議会

《参考図書》
１．「保育のなかの事故」全国保育園保健師看護師連絡会
　　「保育のなかの保健」全国保育園保健師看護師連絡会

《授業の到達目標》
・保育者として必要となる保健の基本的知識を学び、子ども
の
　心身の健康の保持・増進が図れる実践力を身につける。
・子どもの生命を預かっている責任ある重要な仕事であるこ
と
　を自覚する。
・子どもを取り巻く環境（保護者・地域の子育て支援・学校
と
　の連携・医療や療育との連携）への取り組みの重要性を身
に
　つける。

《授業時間外学習》
・授業で示される課題学習
・復習（翌週の授業の際には、前週のポイントの質問・
　を行う）

《成績評価の方法》
・最終筆記試験（50％）
・毎回の授業のワークシート作成提出（30％）
・グループ学習での取り組み（（協力・連携）姿勢（20％）

《課題に対するフィードバック等》
《学習上の注意》
・演習では、Baby人形を使うが、常に真摯に向き合うこと

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
子どもの保健演習を学ぶ
ことの意義と目的

子どもの保健を学びにあたり、保育士として身につけるべき心構えや保健の意義と目
的を確認する。

2
子どもの発育と評価 母子健康手帳の見方と記載の仕方。身体発育の計測の仕方・評価の仕方を身体発育曲

線にプロットして実践で学ぶ。

3
子どもの発達と評価 子どもの運動機能発達・精神機能の発達及び評価の仕方を学ぶ。

4
子どもの発達と評価 子どもの生理機能の発達と評価の仕方を学ぶ。

5
子どもの養護の方法 抱っこ・おんぶ・移動の仕方を学ぶ。

6
子どもの養護の方法 沐浴・着脱・おむつ交換の仕方を学ぶ。

日常の注意（睡眠・あそび）

7
子どもの養護の方法 食事介助の仕方（哺乳・離乳食・冷凍母乳）

口腔衛生

8
子どもに多くみられる病
気（１）

子どもがかかりやすい病気（症状の見方とケアの仕方）

9
子どもに多く見やれる病
気（２）

子どもがかかりやすい病気（感染症と予防接種）

10
保育室の環境と衛生管理 日々の保育室の衛生と管理と環境整備

11
慢性疾患や障がいをもつ
子の保育

慢性疾患児、アレルギー児（食物アレルギー、エピペン）障害児の対応の仕方を学ぶ

12
子どもの事故・安全対策 子どもの事故の特徴と留意点、事故防止・安全対策、災害への備え及び危機管理

13
子どもの一次救命処置 緊急時の救命の処置（異物除去・心肺蘇生・AED)

14
集団保育と健康管理・地
域支援の在り方

健康診断の方法と評価、健康管理や保健計画の作成
地域支援（被虐待児への対応と早期発見、他機関との連携）

15
学習のまとめ 総合試験（グループワーク）と解説



《専門科目》

科目名 　保育・教育課程論

担当者氏名 　本多　舞

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 2年・前期

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》

保育現場での指導計画に関する知識を学び、長期・短期の指
導計画の立案方法を学ぶ。実際に「幼稚園教育要領」「保育
所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」の
理解に基づいて、保育課程および教育課程の編成と展開につ
いて理解する。

岩崎淳子・及川留美・粕谷亘正「教育課程・保育の計画と評
価　書いて学べる指導計画」萌文書林　2018

《参考図書》
「幼稚園教育要領解説」フレーベル館〈平成29年告示〉　 
「保育所保育指針解説書」フレーベル館 〈平成29年告示〉
「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」〈平成29年告示
〉
　育・保育要領」フレーベル館　2017

《授業の到達目標》
①保育における計画の意義を説明できる。
②保育における指導計画の立案を提案できる。
③保育課程および教育課程を編成することができる。
④保育課程および教育課程を評価することができる。

《授業時間外学習》
・準備学習としてテキストを予め読んでおく。
・事後学習として専門用語についての理解を深めておく。
・まとめワークや指導計画を作成する。

《成績評価の方法》
指導計画50％、観察記録50％とし、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》

授業内で必要に応じてフィードバックを行う。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
保育の基本について オリエンテーション、保育とは何か、保育で重視していること、子どもの育ちと保育

準備学習：テキストP.7～9をよく読んでおくこと。

2
「教育課程」「全体的な
計画」と指導計画

教育課程と指導計画の意義について
準備学習：テキストP.19～20をよく読んでおくこと。

3
幼稚園の理解 幼稚園の基本と指導計画

準備学習：テキストP.35～45をよく読んでおくこと。

4
幼稚園における教育課程 幼稚園における教育課程と指導計画の実際

準備学習：テキストP.46～51をよく読んでおくこと。

5
保育所の理解 保育所の基本と保育計画

準備学習：まとめワークをやっておくこと。

6
保育所における保育計画 全体的な計画から指導計画へ

準備学習：テキストP.78～79をよく読んでおくこと。

7
保育所における保育計画
作成①

保育目標、指導計画（年間、月、週、日）
準備学習：テキストP.80～84をよく読んでおくこと。

8
保育所における保育計画
の作成②

指導計画のピアレビュー
準備学習：指導計画を完成させておくこと。

9
幼稚園における教育計画
の作成①

指導計画の作成
準備学習：観察実習した園の教育課程についてまとめておくこと。

10
幼稚園における教育計画
の作成②

指導計画のピアレビュー
準備学習：指導計画を完成させておくこと。

11
部分指導計画① 幼稚園もしくは部分指導計画の作成について

準備学習：テキストP.127～128をよく読んでおくこと。

12
部分指導計画② 幼稚園もしくは部分指導計画の作成

準備学習：部分実習でやりたいことをまとめておくこと。

13
部分指導計画③ 幼稚園もしくは部分指導計画のピアレビュー

準備学習：部分指導計画を完成させておくこと。

14
年齢による特徴と指導計
画

乳児から５歳児までの特徴と指導計画
準備学習：テキストP.135～150をよく読んでおくこと。

15
保育の実践と評価 保育の評価、指導計画と教育課程の評価

準備学習：テキストP.151～153をよく読んでおくこと。



《専門科目》

科目名 　保育内容　造形表現

担当者氏名 　有原　穂波

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 2年・前期

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

○ 3-3 汎用的技能

◎ 4-4 態度・志向性

《授業の概要》 《テキスト》

造形活動は幼児期の子供にとって重要な表現方法である。図
画工作Ⅰ・Ⅱで学んだことを基に季節や行事にあった造形活
動の指導内容及び方法についての指導案を作成し、模擬授業
での実践を通して基礎知識と具体的な指導技術を身につける
。

「幼児教育法講座　新造形表現　理論･実践編」
「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　『幼稚園教育要領』　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） 幼保連携型認定こども園教育・保育
要領』
学び合い高め合う｢造形遊び｣　岡田京子　編　東洋館出版社

《授業の到達目標》
子どもの表現活動を理解し、発達にそった活動を指導者の立
場で計画できる。また、模擬授業での実践において、援助を
工夫することができる。 《授業時間外学習》

参考書及び保育雑誌等を参考に、自分の担当となった月の指
導内容の検討と、教材研究・事前準備をしっかりと行うこと
。また、他の学生の模擬授業では、指定された持ち物や用具
を持参し、子どもになりきって授業に参加すること。

《成績評価の方法》
模擬授業の取り組み（役割に応じた動き・指導案等）60%、学
期末レポート40%を資料にして総合的に評価する 《課題に対するフィードバック等》

制作に必要なもの（水彩絵具、筆、クレパス、墨、スケッチ
ブック、セロテープ、糊、接着材、はさみ、カッター、材料
等）を毎回持参すること。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
表現活動・造形活動の位
置づけ

「幼稚園教育要領」や「保育所保育指針」における表現活動・造形活動の意義や位置
づけ、様々な造形活動や教材研究の方法について

2
４月の行事と自然をテー
マとした表現方法

例：こいのぼり、子どもの日、母の日
年中行事等を踏まえ、指導内容の検討と、教材研究・事前準備をしっかりと行うこと
。

3
５月の行事と自然をテー
マとした表現方法

例：こいのぼり、子どもの日、母の日
年中行事等を踏まえ、指導内容の検討と、教材研究・事前準備をしっかりと行うこと
。

4
６月の行事と自然をテー
マとした表現方法

例：父の日、梅雨、あじさい、かたつむり
年中行事等を踏まえ、指導内容の検討と、教材研究・事前準備をしっかりと行うこと
。

5
７月の行事と自然をテー
マとした表現方法

例：夏祭り、七夕、ひまわり、花火、かきごおり、プール
年中行事等を踏まえ、指導内容の検討と、教材研究・事前準備をしっかりと行うこと
。

6
８月の行事と自然をテー
マとした表現方法

例：夏休み、水遊び、すいか割り、うちわ、プール、海
年中行事等を踏まえ、指導内容の検討と、教材研究・事前準備をしっかりと行うこと
。

7
９月の行事と自然をテー
マとした表現方法

例：敬老の日、菊祭り、運動会
年中行事等を踏まえ、指導内容の検討と、教材研究・事前準備をしっかりと行うこと
。

8
１０月の行事と自然をテ
ーマとした表現方法

例：運動会、ハロウィン、おいも掘り、お月見
年中行事等を踏まえ、指導内容の検討と、教材研究・事前準備をしっかりと行うこと
。

9
１１月の行事と自然をテ
ーマとした表現方法

例：秋・紅葉、秋の味覚（ぶどう、桃、梨、きのこ、さんま、いも等）
年中行事等を踏まえ、指導内容の検討と、教材研究・事前準備をしっかりと行うこと
。

10
１２月の行事と自然をテ
ーマとした表現方法

例：クリスマス、年賀状、てぶくろ、マフラー
年中行事等を踏まえ、指導内容の検討と、教材研究・事前準備をしっかりと行うこと
。

11
１月の行事と自然をテー
マとした表現方法

例：お正月、雪だるま、凧、干支
年中行事等を踏まえ、指導内容の検討と、教材研究・事前準備をしっかりと行うこと
。

12
２月の行事と自然をテー
マとした表現方法

例：節分・豆まき、スイセン・梅の花・うぐいす、雪
年中行事等を踏まえ、指導内容の検討と、教材研究・事前準備をしっかりと行うこと
。

13
３月の行事と自然をテー
マとした表現方法

例：ひなまつり、卒園式
年中行事等を踏まえ、指導内容の検討と、教材研究・事前準備をしっかりと行うこと
。

14
自由制作および造形遊び 年間の一行事をテーマした表現、または、素材を選び造形遊びの指導案を各自作成す

る。指導案の内容を事前に検討し、参考作品に必要な材料等も準備しておくこと。

15
指導における留意点の確
認

幼児の造形表現の指導方法について、重要事項の確認を行う。



《専門科目》

科目名 　保育内容　身体表現

担当者氏名 　古木　竜太

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 2年・前期

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

◎ 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、全15回の授業を通して「こころ」と「からだ」
を用いた表現について学ぶ。それは、自由な発想やイメージ
による自己表現を体験する授業であり、あらゆる自己表現を
互いに認め合う態度を養う。保育者が子どもの表現を引き出
すためには、保育者自身が豊かな感性を磨いていく必要があ
る。そのために、自由に身体を動かす楽しさを学び、他者の
表現を尊重しながらグループで協力して身体表現を創作する
。

テキストは特に定めない。

《参考図書》
荒木恵美子、磯島紘子、井上邦江編著：「『身体表現』の学
習」．遊戯社．2003年．再版
松本千代栄編著：「こどもと教師でひらく表現の世界」．大
修館書店．1993年．３版《授業の到達目標》

保育現場で実践できる身体表現技能を身につけるため、次の
目標達成を目指す。①自らの体験を通して身体表現活動の楽
しさを味わい、身体表現技能を修得する。②保育活動の視点
から、身体表現活動への展開方法について学び、保育現場で
実用できる。③幼児の感性・創造性を尊重し、共感できる態
度を身につけ、幼児の表現を評価できる。

《授業時間外学習》
準備学習では、幼稚園教育要領・保育所保育指針の領域「表
現」を事前に読んでおくこと。また、毎回の授業で学習した
特徴的な動きについて復習し、実技試験や最終発表会に備え
ること。

《成績評価の方法》
毎時および最終発表会の観察記録（30%）、中間実技試験（
70%）により評価を行う。 《課題に対するフィードバック等》

毎回の授業では筆記用具持参。体操服、指定の上履き（可能
であれば裸足が望ましい）で受講すること。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
幼児期における
身体表現活動の意義

幼稚園教育要領・保育所保育指針に基づいた幼児期における身体表現活動の意義

2
ふ～わり・ひらひら
舞うからだ

柔らかい、流れるような身体の使い方

3
リズム遊びを楽しもう 音楽に合わせてリズミカルに身体を動かす楽しさの体験

4
表現遊びを楽しもう
　　　（スポーツ編）

スポーツを題材とした即興的な身体表現の創作

5
からだで窓をつくろう 個の表現から群の表現へと発展する身体の使い方

6
ドタバタ・ピタッ！ 動く・止まるなど、メリハリのある動きやイメージによる表現

7
シュルシュル・モクモク 身体を極限まで伸ばす・縮める動きやイメージによる表現

8
パチパチ・ドッカーン！ ダイナミックな動きやイメージを主題とした表現

9
ぐ～っと・グルグル 捻る・回る動きやイメージを主題とした表現

10
いろいろなならだ 既習の動きをつなげた小作品の創作

11
小作品発表（１） 創作した小作品の発表（実技試験）

12
小作品発表（２） 創作した小作品の発表（実技試験）

13
表現遊びを
　　　楽しもう（夏編）

夏を題材とした即興的な身体表現の創作

14
最終発表会に
　　　　　向けて（１）

作品創作、リハーサル

15
最終発表会に
　　　　　向けて（２）

作品発表



《専門科目》

科目名 　保育・教育指導法

担当者氏名 　白石　京子

授業方法 講義・演習 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 2年・前期

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》

近年、様々な課題が保育現場に押し寄せている。この授業で
は、保育内容について理解を深めるとともに、子どもたちが
どのように成長発達していくのかを踏まえた保育方法の基本
を修得する。また、保育者として必要なスキル等の基本を修
得する。そのために、事例を通してグループ討議や発表等も
行う。

大豆田啓友・森上史郎編「保育方法・指導法」最新保育講座6
ミネルヴァ書房　2012

《参考図書》
・松村和子・近藤幹生著「就学前教育の計画を学ぶ」ななみ　　
書房　2017
・師岡章　「保育指導法」　同文書院　2007
・金谷京子編著　「発達と保育を支える巡回相談」金子書房
　2018《授業の到達目標》

(1) 保育方法・評価の基本的な考え方を理解できる。
(2) 子どもの姿を想像し、ねらいを立て、活動・内容を考え
た　　指導計画を立案することができる。
(3) 保育者として必要なスキルを理解し応用できる。
(4) 保育者としての課題を述べることができる。

《授業時間外学習》
・準備学習として授業計画に示した準備内容について文献等
を　検索し、他者にも説明できるようにまとめてくる。
・事後学習として学習について理解を深め、まとめてくる。
・指導計画の作成・提出をする際等、グループ内で事前に議
論　しまとめてくる。

《成績評価の方法》
全体で100％（総点100点）とし、「定期試験における筆記試
験50％」、「小テスト15％」、「レポート（指導案を含む）
15％％」、「授業への関心・意欲・態度20％」の各評価の割
合で評価し、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》
提出されたレポート等は、コメントを記載して翌週以降の授
業内に返却する。さらに、保育の方法について意欲をもって
取組んで欲しい。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
保育方法とはなにかを学
ぶ

事例やエピソードからみえる保育方法のポイントを説明できる。
〔準備学習〕あなたが目指す、保育者像をまとめてくる。

2
子ども理解からはじまる
保育方法を学ぶ

子どもの発達の道筋やしくみを理解し、子どもの発達を述べることができる。。
〔準備学習〕幼稚園教育要領に示されている趣旨や特質についてまとめてくる。

3
環境を活かした保育方法
を学ぶ

子どもの自ら育とうとする力や環境調整のあり方と多様な保育方法を説明できる。
〔準備学習〕発達の原理、発達理論と多様な保育方法についてまとめてくる。

4
遊びを通しての総合的な
指導方法を学ぶ

遊びを通しての保育指導や遊びが豊かになるための保育方法を論じることができる。
〔準備学習〕遊びを養う保育方法についてまとめてくる。

5
個と集団を生かした保育
方法を学ぶ

集団の育ち、個の育ち、育ち合う保育方法を説明できる。
〔準備学習〕集団保育の学びとは何か。幼児は、遊びで何を学んでいるかまとめくる
。

6
子どもにふさわしい園生
活と保育形態を学ぶ

子どもの実態に即した相互的で柔軟な保育形態を論じることができる。
〔準備学習〕保育形態において課題となる指導についてまとめてくる。

7
3・4・5歳児の発達時期に
応じた保育方法を学ぶ

入園当初から卒園前の時期までに必要な保育方法や配慮を指摘できる。
〔準備学習〕3・4・5歳児の発達の特徴や遊びについてまとめてくる。

8
0.1．2歳児の発達時期に
応じた保育方法を学ぶ

乳児が園で過ごす1日の保育実践を説明できる。
〔準備学習〕乳児に必要な環境構成をする上での留意点についてまとめてくる。

9
保育の計画・実践・評価
を学ぶ

保育の指導計画の作成を子どもの発達と関連づけることができる。。
〔準備学習〕保育の場で見られる指導計画を収集し、まとめてくる。

10
指導計画－日案の作成を
学ぶ－

新幼稚園教育要領を踏まえた日案の計画を適用できる。
〔準備学習〕埼玉県から示された「参考となる学習指導案集」を読んでくる。

11
指導計画－環境構成を学
ぶ－

新保育所保育指針をふまえた日案の計画を適用できる。
〔準備〕前時の課題をグループで協働してまとめ、発表できるよう整理してくる。

12
安全への配慮を踏まえた
指導計画を学ぶ

日案をもとに考えられた模擬保育についてグループで討議し、発表できる。
〔準備学習〕日案をグループで協働してまとめ、発表できるよう整理してくる。

13
家庭・地域との連携を生
かした保育方法を学ぶ

事例を通して、家庭との連携や地域拠点としての園の役割を予測できる。
〔準備学習〕園を取り巻く地域資源をグループで協働してまとめてくる。

14
学びの連続性をふまえた
保育方法を学ぶ

事例を通して、小学校教育との連携の大切さをふまえた保育方法を予測できる。
〔準備学習〕交流活動の推進、学びの連続性の大切さをまとめてくる。

15
配慮を要する子どもへの
保育方法を学ぶ

気になる子どもや外国と関わりがある子どもへの保育方法を説明できる。
〔準備学習〕統合保育についてまとめてくる。



《専門科目》

科目名 　ことばとあそび

担当者氏名 　中村　敏男

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 2年・前期

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

《授業の概要》 《テキスト》

子ども達が自分の思いを表現し合うことに喜びを感じ、相手
の話に耳を傾ける態度を身につけるために、保育者には日常
のあらゆる場面で豊かな言葉で接する態度が求められる。本
演習では、子どもの言葉の発達と児童文化財の関わりに注目
し、保育における絵本や絵本の読み聞かせ、手遊びなどの役
割を学び、その効果的な活用等を修得する。

テキストは特に定めず、資料を適宜配布する

《参考図書》
デビッド・Ａ・カーター「実物で学ぶしかけ絵本の基礎知識
ポップアップ」大日本絵画、2000
成美堂出版編集部「絵本をつくりたい！」成美堂出版、2007

《授業の到達目標》
乳幼児の言葉の発達を支える保育者となるために、乳幼児の
言語発達について理解することができ、絵本の種類や特徴、
発展の歴史に習熟し、保育現場における絵本の効果的な活用
法を身につけることができる。

《授業時間外学習》
授業で行う赤ちゃん絵本やしかけ絵本の製作準備を入念に行
うこと。普段から読者である子ども、読み聞かせの対象とし
ての子どもの存在を意識しながら、より多くの絵本を鑑賞す
るよう心がけ、作品の特徴や効果的な活用方法について研究
すること。

《成績評価の方法》
評価の内訳は筆記試験を70％、課題を30％とし、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》

赤ちゃん絵本やしかけ絵本の製作にあたり、用紙や画材、道
具類の準備が必要となる。振り返りシートや課題レポートは
、コメントをつけ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
子どもと絵本 言語発達と絵本、子どもの好むキャラクターと言語発達

〔時間外学習〕ミッフィー、ハローキティ、スヌーピーから一つ選び調べておくこと

2
赤ちゃん絵本 赤ちゃん絵本の歴史と特徴

〔時間外学習〕せなけいこ作の赤ちゃん絵本を鑑賞しておくこと

3
赤ちゃん絵本の製作①
（構想）

ダミー本（赤ちゃん絵本）の製作
〔時間外学習〕「貼り絵」技法を用いた絵本を調べて鑑賞しておくこと

4
赤ちゃん絵本の製作②
（製作・完成）

赤ちゃん絵本の製作
〔時間外学習〕赤ちゃん絵本を完成させること

5
赤ちゃん絵本の製作③
(相互評価・振り返り)

製作した赤ちゃん絵本の相互評価と振り返り
〔時間外学習〕製作した赤ちゃん絵本の読み聞かせの練習をしておくこと

6
アンデルセン童話 アンデルセンの生涯、作品の特徴、読み聞かせの工夫

〔時間外学習〕アンデルセン童話を鑑賞しておくこと

7
昔話、イソップ寓話 昔話の特徴、イソップ寓話の特徴、あらすじを使った作品の再構築

〔時間外学習〕イソップ寓話を鑑賞しておくこと

8
グリム童話 昔話の再話、グリム童話の特徴、劇の脚本づくり

〔時間外学習〕グリム童話を鑑賞しておくこと

9
しかけ絵本
（素材収集）

しかけ絵本の歴史、ロバート・サブダの技法
〔時間外学習〕ロバート・サブダの作品を鑑賞しておくこと

10
しかけ絵本の製作①
（構想・製作）

しかけ内容の検討、しかけ絵本の製作
〔時間外学習〕しかけの種類を研究しておくこと

11
しかけ絵本の製作②
（完成・振り返り）

しかけ絵本の製作と振り返り
〔時間外学習〕しかけ絵本の完成に向けて作業を進めておくこと

12
作家論 林明子、長新太、エリック・カールの研究、作家論の執筆

〔時間外学習〕上記３名の作家から1人を選び、作品を熟読しておくこと

13
作品論 作品論の執筆

〔時間外学習〕作家論で取り上げた作家の作品を1点取り上げよく調べておくこと

14
絵本の読み聞かせ 絵本の読み聞かせに関する様々な情報の収集、よりよい読み聞かせの研究

〔時間外学習〕絵本の読み聞かせに関するサイトを検索する準備をしておくこと

15
ことばあそび ことば遊びを用いた保育活動

〔時間外学習〕様々な言葉遊びの種類を調べておくこと



《専門科目》

科目名 　障害児保育Ⅱ

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 2年・前期

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》

この科目は「障害児保育I」で修得した内容を応用し，インク
ルーシブ保育の能力を育成することを目的とする。子どもの
実態把握，支援計画の立案を通して保育の展開を想定し，個
別支援・合理的配慮や他者との関わりを通して育ち合う保育
実践について理解を深める。また，保護者支援や他機関連携
について事例やツールの使用を通して学び，障害のある子ど
もの保育の現状と課題について理解する。

A）障害児保育Iで使用した教科書　B）藤田和弘監修/熊谷恵
子・高畑芳美・小林玄編「長所活用型指導で子どもが変わる
Part4(幼稚園・保育園・こども園用)」図書文化社2015

《参考図書》
●藤原義博・柘植雅義「特別支援教育のとっておき授業レシ
ピ」学研,2015 ●西村修一・久田信行「知っておきたい教師
のための合理的配慮の基礎知識」明治図書出版,2018 ●藤原
里美「多様な子どもたちの発達支援園内研修ガイド」学研教
育みらい,2015 ●宍戸幽香里「障害児者の音楽療法」百年書
房,2018●藤原里美「多様な子どもたちの発達支援」学研教育
みらい,2015

《授業の到達目標》
①子どもの多様なニーズを把握することができる。
②事例から支援計画を立案することができる。
③支援計画から保育展開を想定することができる。
④保護者への支援方法を論じることができる。
⑤他機関との連携について説明することができる。

《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。
指導案作成に関する書籍や，実習時に作成した指導案も振り
返ると良いでしょう。

《成績評価の方法》
授業の到達目標に基づき，ワークシート20%，グループワーク
と発表30％、定期試験50％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》
子どもの支援は専門知識・技術が必要ですが，重要なのは他
者との連携・協働による支援です。授業では将来を想定し，
他者と積極的に対話し，より良い支援について考えてくださ
い。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
実習で出会った子ども
障害児保育Iの振り返り

これまでの実習でどのような子どもが「気になった」か・障害児保育Iの振り返り
予習：障害児保育Iについて復習しておくこと　復習：これまでの実習日誌の読み返し

2
子どもの運動発達とアセ
スメント・支援法

運動発達と評価・支援方法の理解
予習：教科書A）p14-15,p210-215　復習：ワークシートによる振り返り

3
子どもの認知発達とアセ
スメント・支援法

認知発達（視覚/聴覚認知・記憶・認知処理等）と評価・支援法の理解
予習：教科書A）p188-189,教科書B　復習：ワークシート

4
子どもの言語発達とアセ
スメント・支援法

言語発達と評価・支援法の理解
予習：教科書A）P18-19　復習：ワークシート

5
子どもの数概念の発達と
アセスメント・支援法

数概念の発達と評価・支援法の理解
予習：配布資料　復習：ワークシート

6
子どもの社会性の発達と
アセスメント・支援法

定型発達児の社会性発達と評価・支援法の理解
予習：教科書A）p10-13,196,216,218-229　復習：ワークシート

7
ユニバーサルデザインと
合理的配慮

ユニバーサルデザインの概念と合理的配慮についての理解及びICTを含めた合理的配慮
についての検討　予習：教科書A・B,参考図書　復習：ワークシート

8
個別支援計画①「個別の
支援計画」の書き方

事例を基に,個別の支援計画を作成：支援計画における目標・手立て
予習：教科書p142-147　復習：ワークシート

9
個別支援計画②「個別の
保育計画」の立て方

個別の保育計画を作成・個別の支援計画を基にした保育場面での計画立案
予習：教科書A）p148-151　復習：ワークシート

10
指導案・教材作成①制作 障害のある子どもを含む,クラスの制作活動における指導案・教材作成・発表

予習：教科書B・指導案・教材作成　復習：小レポート

11
指導案・教材作成②遊び 障害のある子どもを含む,クラスの遊び場面における指導案・教材作成・発表

予習：教科書B・指導案・教材作成　復習：小レポート

12
指導案・教材作成③行事 障害のある子どもを含む,園行事等における指導案・教材作成,発表

予習：教科書B・指導案・教材作成　復習：小レポート

13
指導案・教材作成④基本
的生活習慣

障害のある子どもを含む,基本的生活習慣の指導案・教材作成,発表
予習：教科書B・指導案・教材作成　復習：小レポート

14
保護者の理解と支援 障害のある子どもの保護者及び家庭への支援法の理解と実践

予習：教科書A）第4部p158-172　復習：ワークシート

15
他機関との連携 主に就学前後における他機関（医療機関・福祉機関・小学校等）連携における支援の

検討・分析　予習：教科書A）p32-35，p152-155　復習：ワークシート



《専門科目》

科目名 　数とあそび

担当者氏名 　柿崎　登

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 2年・前期

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》

　小学校の算数を先取りした教科としての早期教育ではなく
、遊びや日常生活を通してどのようにして幼児に数学的なも
のの見方や考え方を身につけさせるかをテーマにする。授業
では、指導理論だけでなく、保育の現場で役立つ「ゲーム」
や「遊び｣などの体験活動を、演習を通して身につけられるよ
うにする。また、保育現場ですぐに使える折り紙や教具づく
りも行う。

グループこんぺいと（編著）「あそんで学ぶ数・形」（黎明
書房）2009

《参考図書》
幼稚園教育要領解説（文部科学省）
保育所保育指針
小学校算数教科書

《授業の到達目標》
(1) 就学前教育の重要性を理解するとともに、数学的なもの
の　見方･考え方を養うための「遊び」や「ゲーム」を体験的
に　習得する。
(2) 幼児期の数や図形の理解について学び、数や図形概念を
豊　かにするための教材･教具を創作するなど、保育者として
の　資質･指導力の向上を図る。

《授業時間外学習》
(1) 分担されたテキストの中の実践例をプリントにまとめ、
　わかりやすく発表できるようにする。
(2) 人類が数学を発見してきた歴史を調べる。
(3) 小学校の算数の教科書を調べる。

《成績評価の方法》
筆記試験（５０％）、レポート・発表等（５０％）

《課題に対するフィードバック等》
課題レポートは、その都度評価し返却するとともに、課題レ
ポートと試験を連動させる。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
早期教育は必要か否か (学習内容) 就学前教育の重要性と非認知スキルの育成

(事前学習) 認知スキルと非認知スキルについて調べる。

2
幼児期における数や形の
学び

(学習内容) 幼児期での数概念の芽生えと就学前に必要な基礎教育
(事前学習) 保育所保育指針、幼稚園教育要領を読む。

3
ピアジェの保存課題の実
験とは

(学習内容) ピアジェの保存課題の実験と幼児期での量概念の芽生え
(事前学習) ピアジェの保存課題の実験について調べる。

4
量概念と数の理解 (学習内容) 量概念の芽生えから数の理解へ認識過程

(事前学習) 日常や遊びの中で「仲間集め」「分類」を調べる。

5
数を理解するとは (学習内容) １対1対応から、数え方、読み方、数の理解

(事前学習) 数の数え方、読み方について問題点を考える。

6
幼児期における図形概念
の芽生え

(学習内容) 幼児期での図形概念の芽生えから小学校での算数指導
(事前学習) 幼児期の図形課題について調べる。

7
数や形の感覚を身につけ
る遊びと活動(1)

(学習内容) 毎日の生活の中で、数や形の概念を育む活動の工夫
(事前学習) 担当する「遊びや活動」についてまとめ、発表できるようにする。

8
数や形の感覚を身につけ
る遊びと活動(2)

(学習内容) 毎日の生活の中で、数や形の概念を育む活動の工夫
(事前学習) 担当する「遊びや活動」についてまとめ、発表できるようにする。

9
楽しく数や形を学ぶ室内
あそび

(学習内容) 遊びや製作あそびで数･形を学ぶ。
(事前学習) 担当する「室内あそび」についてまとめ、発表できるようにする。

10
楽しく数や形を学ぶ外あ
そび

(学習内容) 遊びや製作あそびで数･形を学ぶ。
(事前学習) 担当する「外あそび」についてまとめ、発表できるようにする。

11
楽しく数や形を学ぶ手･歌
･言葉あそび(1)

(学習内容) 遊びや製作あそびで数･形を学ぶ。
(事前学習) 担当する「手･歌・言葉あそび」についてまとめ、発表できるようにする
。

12
楽しく数や形を学ぶ手･歌
･言葉あそび(2)

(学習内容) 遊びや製作あそびで数･形を学ぶ。
(事前学習) 担当する「手･歌・言葉あそび」についてまとめ、発表できるようにする
。

13
保育で使える簡単手づく
り教材「折り紙」

(学習内容) 保育の場で使える「折り紙」を習得する
(事前学習) 保育の場で使える「折り紙」について調べてくる。

14
保育で使える簡単手づく
り教材製作

(学習内容) 保育の場で使える手づくり教材を製作する
(事前学習) 保育の場で使える手づくり教材について調べてくる。

15
保育で使える簡単手づく
り教材製作

(学習内容) 保育の場で使える手づくり教材を製作する
(事前学習) 保育の場で使える手づくり教材について調べてくる。



《専門科目》

科目名 　器楽ⅡA

担当者氏名 　越智　光輝、宮本　智子、山田　真澄、根岸　恭子、平峯　章生

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 2年・前期

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、童謡伴奏、マーチの課題曲はレ
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
「マーチアルバム」音楽之友社《参考図書》
（1）進捗状況に応じて次の①～③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 
（2）幼稚園、保育所等の実習で演奏する曲

《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
　構造を理解した表現を身につけることができる。
・前期終了までに童謡弾き歌いを4曲習得できる。
・前期終了までにマーチ1曲を習得できる。
・参考図書②もしくは③のピアノ曲を1曲演奏できる。

《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、自己学習し
ておく。

《成績評価の方法》
前期末のピアノ曲実技試験50%、童謡弾き歌いの合格数40%、
マーチ10%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》

授業（個人レッスン）は練習の場ではなく、事前・事後学習
で見つかった課題を解決する場と捉えてもらいたい。レッス
ンカード、楽譜、筆記用具は毎回忘れずに持参すること。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
童謡伴奏及びマーチまた
はピアノ曲の習得

初級・童謡伴奏の習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得
上級・ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)

2
童謡伴奏及びマーチまた
はピアノ曲の習得

初級・ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)
上級・童謡伴奏の習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得

3
童謡伴奏及びマーチまた
はピアノ曲の習得

初級・童謡伴奏の習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得
上級・ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)

4
童謡伴奏及びマーチまた
はピアノ曲の習得

初級・ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)
上級・童謡伴奏の習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得

5
童謡伴奏及びマーチまた
はピアノ曲の習得

初級・童謡伴奏の習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得
上級・ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)

6
童謡伴奏及びマーチまた
はピアノ曲の習得

初級・ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)
上級・童謡伴奏の習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得

7
童謡伴奏及びマーチまた
はピアノ曲の習得

初級・童謡伴奏の習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得
上級・ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)

8
童謡伴奏及びマーチまた
はピアノ曲の習得

初級・ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)
上級・童謡伴奏の習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得

9
童謡伴奏及びマーチまた
はピアノ曲の習得

初級・童謡伴奏の習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得
上級・ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)

10
童謡伴奏及びマーチまた
はピアノ曲の習得

初級・ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)
上級・童謡伴奏の習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得

11
童謡伴奏及びマーチまた
はピアノ曲の習得

初級・童謡伴奏の習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得
上級・ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)

12
童謡伴奏及びマーチまた
はピアノ曲の習得

初級・ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)
上級・童謡伴奏の習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得

13
童謡伴奏及びマーチまた
はピアノ曲の習得

初級・童謡伴奏の習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得
上級・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

初級・ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)
上級・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
童謡伴奏及びマーチ習得

初級・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
上級・童謡伴奏の習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得


