
《専門科目》

科目名 　相談援助

担当者氏名 　高田　豊

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 2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》

現在、保育者には子どもの保育と保護者に対する支援が求め
られている。保護者支援には、入所している子どもの保護者
に対する支援のみでなく、地域における子育て支援や関係機
関・他職種との連携も含まれており、高い専門性が要求され
ている。そこで本科目では、グループによる面接技術の実践
・ロールプレイ・事例検討を通して、保育者としての相談援
助の理論と技術を習得する。

当日配布資料

《参考図書》
中蔦洋・園川緑編著「保育・社会福祉学生のための相談援助
演習入門」萌文書林　2015
小林育子・小舘静枝・日高洋子「保育者のための相談援助」
萌文書林　2015《授業の到達目標》

①対人援助職としての相談援助の理論的枠組が理解できる。
②基礎的な面接技術を理解し実践できる。
③専門的な面接技術を理解し試みることができる。
④事例分析を通して対象を理解することができる。
⑤事例分析を通して相談援助の具体的展開を説明できる。

《授業時間外学習》
・事後学習としてノートの整理及び専門用語等についての理
解　を深めておく。
・前回配布資料により専門用語等予習をしておく。
・課題についてレポートを作成する。

《成績評価の方法》
レポート（15回終了時50％）、観察記録（50％）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》

レポートは添削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
相談援助の理論 相談援助技術の基礎・専門性について

授業後、ノート・配布資料を整理し、重要な内容について復習を行い理解を深めるこ
と

2
相談援助技術の共通基盤
と自己覚知

相談援助における価値とコミュニケーションにおける自己覚知について
授業後、ノート・配布資料を整理し、重要な内容について復習を行い理解を深めるこ
と

3
価値観と他者理解 価値観の違いとさまざまな他者理解について

授業後、ノート・配布資料を整理し、重要な内容について復習を行い理解を深めるこ
と

4
受容と共感 ケースワーク（個別援助技術）について

授業後、ノート・配布資料を整理し、重要な内容について復習を行い理解を深めるこ
と

5
傾聴とストレングス視点 グループワーク（集団援助技術）とコミュニティワーク（地域援助技術）について

授業後、ノート・配布資料を整理し、重要な内容について復習を行い理解を深めるこ
と

6
敬意と背景理解 援助者の基本姿勢（バイスティックの原則等）について

授業後、ノート・配布資料を整理し、重要な内容について復習を行い理解を深めるこ
と

7
基礎理論（１） クライエント中心理論アプローチとエコロジカル理論アプローチについて

授業後、ノート・配布資料を整理し、重要な内容について復習を行い理解を深めるこ
と

8
基礎理論（２） 行動理論アプローチと認知理論アプローチについて

授業後、ノート・配布資料を整理し、重要な内容について復習を行い理解を深めるこ
と

9
基礎理論（３） エンパワメント理論アプローチとシステム（家族療法）理論アプローチについて

授業後、ノート・配布資料を整理し、重要な内容について復習を行い理解を深めるこ
と

10
保護者支援（1） 発達に偏りがある幼児の理解と保護者支援について

授業後、ノート・配布資料を整理し、重要な内容について復習を行い理解を深めるこ
と

11
保護者支援（2） 多様な環境における幼児の発達理解と保護者支援について

授業後、ノート・配布資料を整理し、重要な内容について復習を行い理解を深めるこ
と

12
保護者支援（3） 就学を控えた保護者支援と小学校の現状理解について

授業後、ノート・配布資料を整理し、重要な内容について復習を行い理解を深めるこ
と

13
マッピング技法 マッピング技法の基礎と実践について

授業後、ノート・配布資料を整理し、重要な内容について復習を行い理解を深めるこ
と

14
記録の書き方 記録の意義と実践について

授業後、ノート・配布資料を整理し、重要な内容について復習を行い理解を深めるこ
と

15
生涯学習 学び続けることの意義について

授業後、ノート・配布資料を整理し、重要な内容について復習を行い理解を深めるこ
と



《専門科目》

科目名 　家庭支援論

担当者氏名 　氏家　博子

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 2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

◎ 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》

　子どもの最善の利益を保障するために、保育者としてどの
ような家庭支援が出来るかを学び説明することが出来る。
子育てにおける家庭支援の背景、ニーズに応じた多様な支援
の展開、関係機関との連携などについて理解を深め、具体的
な家庭支援の方法と技術を習得する。
子どもと家庭を支える機関や人について学び修得する。

橋本真紀・山縣文治　よくわか家庭支援論　２版
ミネルヴァ書房

《参考図書》
保育所保育指針、幼稚園教育要領

《授業の到達目標》
・現代社会における子育て環境の実態を踏まえた子育て支援
の必要性を説明できる。
・子育てにおけるさまざまな課題に対する国の方針や施策に
ついて学び説明できる。　　　
・子どもの貧困について、保育者として支援の方法や解決策
を学び論じることが出来る。

《授業時間外学習》
毎授業後にはレポート・課題を提出すること。

《成績評価の方法》
小テスト（10％）レポート(20%) 定期試験(70%)

《課題に対するフィードバック等》
時事問題、新聞、ニュースに関心をもってみる。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
家庭とは、家族とは何か 家庭の意義とその機能　　

（事前学習）家庭の変化を調べる。

2
子どもと家庭 家庭の変容の背景と家庭生活を取り巻く社会的状況　　

（事前学習）各自の家庭生活の状況をまとめる。

3
家族と子育て 現代家族をめぐる子育て環境　　

（事前学習）子育て環境の変化を調べ、現実の課題をまとめる。

4
保育士による家庭支援①
（子育てのストレス）

子育てにおける不安、負担感とストレス　　
（事前学習）子育て家庭の問題を調べる。

5
保育士による家庭支援②　
（虐待について）

児童虐待の実態とその対応⑴　　
（事前学習）虐待の実態を調べる。

6
家庭支援に関わる法・制
度

子ども・子育てに関する法律や制度　　
（事前学習）子育て支援に関する法律や制度を調べる。

7
配慮の必要な家庭の支援 特別な配慮を必要とする子どもをもつ親への支援とひとり親家庭への支援　　

（事前学習）特別配慮を必要とする子ども、家庭について調べる。

8
子どもと家庭を支える政
策

子ども家庭福祉の政策と課題について
（事前学習）自分の住んでいる地域のこども家庭政策を調べる。

9
子どもと家庭を支援する
サービス

子育て支援と保育者の役割、専門機関と地域活動　　
（事前学習）住んでいる地域の子育て支援について調べる。

10
子どもと家庭支援のニー
ズ

多様化する家庭支援のニーズと家庭支援の方法を学ぶ。　
（事前学習）行政で行っている家庭支援について調べる。

11
保育所における子育て家
庭への支援

保育所における乳幼児期の子どもをもつ家庭ニーズの実際（事例検証)
（事前学習）待機児童の状況を調べる。

12
幼稚園における子育て家
庭への支援

幼稚園における乳幼児期の子どもをもつ家庭ニーズの実際（事例検証)　　
（事前学習）家庭のニーズを調べる。

13
在宅子育て家庭への支援 地域子育て支援センターにおける乳幼児期の子どもをもつ家庭ニーズの実際（事例検

証)（事前学習）地域のこども家庭支援センターの状況を調べる。

14
要保護児童とその家庭へ
の支援

要保護児童とその家庭への支援のおける課題、　　
（事前学習）児童相談所の機能や役割を調べる

15
保育現場における保護者
とのかかわり

保育者のカウンセリング・マインドの重要性　　
（事前学習）保育者の専門性についてまとめてくる。



《専門科目》

科目名 　子ども理解

担当者氏名 　森下　剛

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 2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》

本授業では、子ども理解のために、様々な心理学に関する基
礎的な理論を理解し、子どもの問題行動や発達障害等の特徴
とその指導法について理解を深め、子どもの理解の方法につ
いて、心理検査法や知能検査法を通して具体的な知識と技術
と知識を身につける。本授業を通して、適切な子ども理解が
できる保育者としての資質を習得する。

毎回プリントは配布し、テキストとします。

《参考図書》
新井英靖「『気になる子ども』の教育相談ケースファイル」
ミネルヴァ書房2008
久我利孝「発達障害の教育相談」同成社　2008

《授業の到達目標》
①今日の子どもの問題行動について分類・説明できる。
②子ども理解のための性格検査法について実施できる。
③障害等の特徴とその指導法について分類・説明できる。 《授業時間外学習》

授業に積極的に参加し，演習内容を実践できる能力を身につ
けるように努力する。適宜，実生活で本授業内容を活かすよ
うな課題を提示する。

《成績評価の方法》
定期試験の得点を60％、授業内のレポート内容を40％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》

レポートについては最終回に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
子ども理解とは 子ども理解の重要性と心理学が果たす役割の理解

2
いじめ・不登校の理解 いじめ・不登校の現状と心理的背景の理解

〔準備学習〕「教育心理学」の「適応と不適応」を復習しておくこと

3
非行の理解 非行の現状と心理的背景の理解

〔準備学習〕「教育心理学」の「適応と不適応」を復習しておくこと

4
いじめ・不登校への対応 いじめ・不登校への対応と保護者支援の理解

〔準備学習〕いじめに関する新聞記事検索の課題を行うこと

5
非行への対応 非行への対応と保護者支援の理解

〔準備学習〕非行に関する新聞記事検索の課題を行うこと

6
子どもの性格面の理解（
１）

質問紙法による心理検査の実施と解釈
〔準備学習〕「教育心理学」の「性格検査法」を復習しておくこと

7
子どもの性格面の理解（
２）

投影法による心理検査の実施と解釈
〔準備学習〕「教育心理学」の「性格検査法」を復習しておくこと

8
子どもの性格面の理解（
３）

描画法による心理検査の実施と解釈
〔準備学習〕「教育心理学」の「性格検査法」を復習しておくこと

9
幼児の気になる行動の抽
出

実習中に気になった子どもの行動の抽出と解釈
〔準備学習〕実習日誌を見返しておくこと

10
知的能力障害・学習障害 知的能力障害・学習障害の特徴と指導法の理解

〔準備学習〕「障害児保育」の関連する部分を復習しておくこと

11
注意欠如多動症・場面緘
黙

注意欠如多動症・場面緘黙の特徴と指導法の理解
〔準備学習〕「障害児保育」の関連する部分を復習しておくこと

12
自閉スペクトラム症 自閉スペクトラム症の特徴と指導法の理解

〔準備学習〕「障害児保育」の関連する部分を復習しておくこと

13
吃音・チック症・性別違
和

吃音・チック症・性別違和の特徴と対応の理解
〔準備学習〕「障害児保育」の関連する部分を復習しておくこと

14
障害のある子どもの家庭
への支援

障害のある家庭の保護者、きょうだいに対する支援の理解

15
子ども理解と保育者の役
割

子どもの理解者としての保育者の資質についての省察



《専門科目》

科目名 　社会的養護内容

担当者氏名 　田中　久子

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 2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》

前期授業の内容をより深めるため、子どもの権利、制度、政
策の実際を理解する。
実際にあった事件や事故について書物を通じて認知し、その
問題、課題を考察し対応を考える。
以上を踏まえ、社会的養護の必要性や課題を意識し、保育者
としての土台を培うことを目的とする。

「子どもによる子どものための子どもの権利条約」小学館（
小口尚子・福岡鮎美（１～3週）

《参考図書》
①「ルポ虐待：大阪二児置き去り死事件」ちくま新書（4～7
週に使用）
②「死を招いた保育」ひとなる書房（8～10週に使用）
（前期の「社会的養護」のテキストとしているのは、演習時
までに読了する必要があるため。）

《授業の到達目標》
（１）子どもの権利を守る重要性を説明できる。
（２）児童虐待の実際を知り保育者としての役割を修得する
。
（３）施設養護や里親制度の必要性と役割及び課題を説明で
き
　　る。

《授業時間外学習》
（1）社会的養護に関わるニュースや身近な事象を常に意識し
ておくこと。
（2）各授業に参加するにあたって、事前に提示された課題を
学習しておくこと。
（3）授業に必要な書物は問題意識をもって読了し、疑問点や
検討事項をまとめておくこと。《成績評価の方法》

グループ活動・発表及びリアクションペーパーの評価50％、
定期試験50％とし、総合的に評価する。
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、翌週の授業内で実施し
ます。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
児童の権利条約と保育士
の倫理

「子どもによる子どものための子どもの権利条約」（小学館）　内容理解

2
児童の権利条約と保育士
の倫理（討議）

「子どもによる子どものための子どもの権利条約」（小学館）　グループ討議

3
児童の権利条約と保育士
の倫理（発表）

「子どもによる子どものための子どもの権利条約」（小学館）　グループ発表

4
児童虐待の実際（法律、
役割）

児童虐待にかかわる法律、制度、行政、社会的養護を担う施設、保育者の役割

5
児童虐待の実際（実例内
容理解）

児童虐待、ソーシャルワークの方法と技術
「ルポ虐待：大阪二児置き去り死事件」（ちくま新書）の内容理解

6
児童虐待の実際（討議） 児童虐待、ソーシャルワークの方法と技術

「ルポ虐待：大阪二児置き去り死事件」（ちくま新書）グループ討議

7
児童虐待の実際（発表） 児童虐待、ソーシャルワークの方法と技術

「ルポ虐待：大阪二児置き去り死事件」（ちくま新書）グループ発表

8
社会的養護としての保育
所（実例理解）

子どもの命と生活、権利を守る集団としての保育所の役割、保育者の専門性
「死を招いた保育」（ひとなる書房）の内容理解

9
社会的養護としての保育
所（討議）

子どもの命と生活、権利を守る集団としての保育所の役割、保育者の専門性
「死を招いた保育」（ひとなる書房）グループ討議

10
社会的養護としての保育
所（発表）

子どもの命と生活、権利を守る集団としての保育所の役割、保育者の専門性
「死を招いた保育」（ひとなる書房）グループ発表

11
里親制度の特徴と実際 社会的養護の実施体制としての里親制度の実際と課題

12
里親制度の展望と課題 社会的養護の実施体制としての里親制度の普及と展望

13
児童養護施設の実際 児童養護施設の役割や特性、小規模化、地域とのかかわり

14
乳児院の実際 乳児院の役割や特性、地域とのかかわり、保育者の倫理

15
社会的養護の課題と展望 社会的養護の今後の課題と展望、保育者の役割と専門性との関連



《専門科目》

科目名 　保育・教育相談支援

担当者氏名 　森下　剛

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 2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》

保育・教育場面における相談の意義と目的について理解し、
保育・教育相談における今日の課題について理解し、保育・
教育相談に関する基礎的知識と技法を身につけることによっ
て、保育者として相談に臨む基礎的態度を養う。

毎回プリントは配布し、テキストとします。

《参考図書》
伊藤嘉余子「保育教育相談支援」青踏社2013
小田豊・秋田喜代美編「子どもの理解と保育・教育相談」み
らい2008

《授業の到達目標》
①心理療法の基礎的な理論を説明できる。
②保護者が抱えうる心の問題について分類・説明できる。
③カウンセリングの考え方・基礎的な技法を適用できる。
④保育者として保護者相談の基本的な心構え・留意点を説明
できる。

《授業時間外学習》
これまでの学校生活や教育・保育実習で学んだこと・体験し
たことを教育相談の観点から振り返るような課題を提示する
。

《成績評価の方法》
定期試験の得点を60％、授業内のレポート内容を40％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》

レポートについては最終回に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
保育における相談 保育場面における相談の意義と目的の理解

2
精神分析療法 精神分析療法の基礎理論の理解

3
行動療法 行動療法の基礎理論の理解

〔準備学習〕「教育心理学」の「学習と動機づけ」を復習しておくこと

4
来談者中心療法・認知療
法

来談者中心療法・認知療法の基礎理論の理解

5
交流分析・家族療法 交流分析・家族療法の基礎理論の理解

6
保護者・子どもの精神疾
患の理解と対応（１）

抑うつ障害の理解と対応についての考察

7
保護者・子どもの精神疾
患の理解と対応（２）

不安症・強迫症の理解と対応についての考察

8
保護者・子どもの精神疾
患の理解と対応（３）

心的外傷とストレスに関する障害などの理解と対応についての考察

9
カウンセリングの基礎 カウンセリングの基本事項・過程の理解

〔準備学習〕本授業の2－5回の内容を復習しておくこと

10
カウンセリング演習（１
）

ノンバーバルコミュニケーションの重要性の理解

11
カウンセリング演習（２
）

カウンセリングについてロールプレイを通しての理解
〔事後学習〕「関わり技法」の実施課題を提示する

12
保護者の不安と相談 保護者の不安と保護者対応の基礎の理解

〔準備学習〕実習中の保護者との関わりについての課題を提示する

13
保護者とのコミュニケー
ション

連絡帳等による保護者支援の在り方の理解

14
保育者のメンタルヘルス 保育者のメンタルヘルスの諸問題と維持・予防についての考察

15
これからの保育者の相談
支援

これからの保育者による相談支援の課題展望



《専門科目》

科目名 　保育・教職実践演習

担当者氏名 　中村　敏男、森下　剛、本多　舞

授業方法 演習 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 2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

○ 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》

保育者としての基本的な資質能力が形成されたかについて確
認するために、保育者としての自分のあり方について考え、
不足する部分を補い、課題を見出し、保育者に求められる実
践力を高める。

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》
小田豊監修　中坪史典編著「保育・幼児教育方法論」建帛社　
2009
埼玉県幼稚園教育課程編成要領　2009

《授業の到達目標》
①実習をもとに幼児理解の方法について考察を深める
②保育者に求められる資質について深く考察できる。
③実習中に行った実践について改善点を把握できる。
④実際の園行事等に参加し、保育実践力を身につけることが
できる。
⑤幼児を対象とした実践的活動の企画・立案・実践から応用
力を身につけることができる。

《授業時間外学習》
準備学習として参考文献を読んでくる。
意欲的な発言・探究活動を重視する。

《成績評価の方法》
観察記録（授業内に行う演習・発表50％）及びレポート（中
間、終了時50％）などに見られる学習成果を総合的に評価す
る。

《課題に対するフィードバック等》
本授業を履修できるのは、教育実習Ⅱ・保育実習Ⅱ・保育実
習Ⅲのいずれかを完了した者とする。
レポートについて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
保育者としての使命（中
村）

社会が求める保育者としての資質

2
幼児理解（森下） 実習中の子どもの行動についてのケーススタディー（事例検討）

3
保護者との連携（森下） 保護者との連携の在り方、具体的方法についてのロールプレイ

4
保育における危機管理（
森下）

実習の経験をもとに保育における危機管理の省察

5
クラス経営における担任
の役割（本多）

実習の経験をもとに担任の集団指導・個人指導の省察（2回に相当）

6
保育者間の連携（本多） 日常の連携、園行事における保育者同士の連携のあり方

7
幼保小連携の意義（本多
）

幼保小連携の意義と小1プロブレムへの対応

8
実習全体の再検討と討議
（中村・森下・本多）

実習全体の中で気づいた自らの今後の課題についての討議と発表（3回に相当）

9
部分実習の再検討と討議
（中村・森下・本多）

実習中に作成した指導案を基に部分実習について模擬保育の実施、改善点についての
討議（4回に相当）

10
フィールドワークⅠ園行
事の実際（森下）

行事の進め方、保護者・地域社会・保育者同士の連携の省察（園での行事見学・ボラ
ンティア）（4回に相当）

11
フィールドワークⅡ子ど
もの遊びの準備（森下）

子どもが楽しめる活動を行うための準備を行う（五峯祭準備期間2日間）（4回分に相
当）

12
フィールドワークⅢ子ど
もの遊びの実際（森下）

子どもが楽しめる活動を実際に運営する（五峯祭2日間）（4回分に相当）

13
フィールドワークⅡⅢ報
告会（森下）

フィールドワークⅡⅢの内容のまとめと報告

14
履修カルテ入力（森下） 履修カルテの意味を理解し、履修カルテを入力する

15
学び、成長し続ける保育
者（中村）

自らの課題と解決方法



《専門科目》

科目名 　身体表現指導法

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・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

○ 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「保育内容身体表現」の学習内容を発展させ、保育
現場で求められる身体表現活動の指導・援助法について学ぶ
。特に運動会遊戯や生活発表会など園行事に焦点をあて、保
育者の立場から選曲、振付、言葉がけや示範など実践的に学
ぶ。

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》

保育現場で活用できる身体表現技能を身につけるため、下記
目標の達成を目指す。１．自ら積極的に身体を動かし、身体
表現活動における仲間との関わり方・コミュニケーション能
力を修得できる。２．「保育内容身体表現」の学習内容を基
礎として、身体表現の発展的実践方法を実用できる。３．保
育者としてふさわしい身体表現の技能・態度および保育現場
で応用できる。

《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、幼稚園や保育所の実習
で観察した子どもの動きや保育者の言葉がけなど、保育現場
における身体表現活動の様子を記録すること。

《成績評価の方法》
毎時および最終発表会の学習態度（20%）、中間実技試験（
80%）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
領域「表現」から考える
身体表現のねらい

領域「表現」に基づいた身体表現の特性や他領域との関連性について

2
リズミカルな動き（１） 身体部位や動詞（動きを表現する言葉）から連想される動きを題材として、リズムに

合わせて踊る

3
リズミカルな動き（２） 動物やスポーツなどイメージから連想される動きを題材として、リズムに合わせて踊

る

4
リズムダンスの
　　基本的な作品構成

運動会の遊戯種目を想定した隊形移動のヴァリエーションについて

5
リズムダンスの
　　　　　　創作（１）

リズムダンスの作品構成、選曲、演出について

6
リズムダンスの
　　　　　　創作（２）

運動会の遊戯種目を想定し、グループでリズムダンスを創作する

7
リズムダンスの
　　　　　　創作（３）

リズムダンスの衣装・小道具などの製作

8
リズムダンス発表会 創作したリズムダンスの発表会（実技テスト）

9
個と群の表現法 「集まる－離れる」から連想される動きやイメージを主題とした表現

10
イメージと身体表現 冬を題材とした即興的な表現

11
身体表現の創作（１） 保育現場の表現発表会を想定し、身体表現を創作する

12
身体表現の創作（２） 保育現場の表現発表会を想定し、身体表現を創作する

13
表現発表会 創作した身体表現の発表（実技テスト）

14
身体表現活動の
　　　　　鑑賞・評価

表現発表会を題材とした身体表現活動の鑑賞・評価

15
身体表現活動の
　　　　指導・援助法

保育現場における望ましい身体表現活動の指導・援助法について



《専門科目》

科目名 　生活とあそび

担当者氏名 　本多　舞

授業方法 講義・演習 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 2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》

保育現場における生活を通して、環境を通して行う教育を実
践する能力を高めるために、幼児の生活に必要とされる基本
的な生活習慣について学ぶ。

鈴木みゆき監修・永井裕美著「０～５歳児の生活習慣　身に
つけbook」ひかりのくに　2010

《参考図書》

《授業の到達目標》
①保育者として幼児期の基本的な生活習慣を理解し、説明で
　きる。
②あそびを豊かにするような環境設定を提案できる。 《授業時間外学習》

授業で扱った内容について文献で調べる。

《成績評価の方法》
レポート50％、発表や積極的な意欲・態度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
基本的な生活習慣－食事
とあそび①

オリエンテーション、０歳児の食事と保育者のかかわり
準備学習：保育実習で０歳児とかかわった時の体験をまとめておく。

2
基本的な生活習慣－食事
とあそび②

１～２歳児の食事と保育者のかかわり
準備学習：保育実習で１～２歳児とかかわった時の体験をまとめておく。

3
基本的な生活習慣－食事
とあそび③

３～５歳児の食事と保育者のかかわり
準備学習：テキスト第１章をよく読んでおくこと。

4
基本的な生活習慣－排泄
とあそび①

１歳児の排泄と保育者のかかわり
準備学習：p.48～55をよく読んでおくこと。

5
基本的な生活習慣－排泄
とあそび②

２歳児の排泄と保育者のかかわり
準備学習：p.56～61をよく読んでおくこと。

6
基本的な生活習慣－排泄
とあそび③

３歳児の排泄と保育者のかかわり
準備学習：p.62～76をよく読んでおくこと。

7
基本的な生活習慣－睡眠
とあそび①

３歳未満児の睡眠と保育者のかかわり
準備学習：p.78～81をよく読んでおくこと。

8
基本的な生活習慣－睡眠
とあそび②

３～５歳児の睡眠と保育者のかかわり
準備学習：p.82～96をよく読んでおくこと。

9
基本的な生活習慣－着脱
とあそび①

３歳未満児の着脱と保育者のかかわり
準備学習：p.98～111をよく読んでおくこと。

10
基本的な生活習慣－着脱
とあそび②

３～５歳児の着脱と保育者のかかわり
準備学習：p.112～120をよく読んでおくこと。

11
基本的な生活習慣－清潔
とあそび①

３歳未満児の清潔と保育者のかかわり
準備学習：p.122～129をよく読んでおくこと。

12
基本的な生活習慣－清潔
とあそび②

３～５歳児の清潔と保育者のかかわり
準備学習：p.130～148をよく読んでおくこと。

13
基本的な生活習慣－挨拶
とあそび

乳幼児の挨拶と保育者のかかわり
準備学習：p.150～159をよく読んでおくこと。

14
乳幼児の生活とあそび① 絵本や紙芝居などと保育者のかかわり

準備学習：子どもの生活習慣にかかわる絵本や紙芝居を探しておくこと。

15
乳幼児の生活とあそび② 乳幼児の生活習慣に関する環境構成

準備学習：子どもの生活環境に関する環境構成について考えておくこと。



《専門科目》

科目名 　保育と安全

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・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

◎ 3-3 汎用的技能

○ 4-4 態度・志向性

《授業の概要》 《テキスト》

子どものこころとからだの健康を保持・増進するための保健
活動について「子どもの保健Ⅰ」および「子どもの保健Ⅱ」
で学習したことを踏まえ、保育の健康と安全のためのガイド
ラインを理解し、知識と技術を具体的な行動に移すことを目
標とする。

適宜プリント・ワークシートを配付する

《参考図書》
・「保育の中の事故」全国保育園保健師看護師連絡会編
・「保育保健における感染症の手引き」「保育園におけるア
レルギー対応の手引き」「保育保健における食育実践の手引
き」「子どもの病気とホームケア」日本保育保健協議会編《授業の到達目標》

（１）保育と安全のためのガイドラインについて理解する
（２）保育施設における安全管理や事故防止対策等について
の知識と技術を身につける
（３）事故や病気の際、的確な判断に基づいて応急手当がや
ケアができる技術を身につける
（４）子ども達の健やかな成長のために健康教育を製作する

《授業時間外学習》
・配布するプリンやワークシートに適宜メモを取り、毎時間
の自己評価をしていくこと
・授業中に扱った実技ついて、各自生活の中で復習しておく
こと

《成績評価の方法》
授業時間内の発言・意欲
各項目ごとの内容をワークシート・レポートにまとめ提出
毎時間始めに前回授業のポイントを確認する（実技含む）

《課題に対するフィードバック等》
・受講時の服装は演習に適した動きやすい衣服を着用し、授
業に必要な持参物については、指示されたものを各自準備す
る。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
保育と安全 本講義の目的と保育の安全のためのガイドライン（厚生労働省）について理解する

講義最終時に健康教育として保育現場で活用できる教材製作に向けた目標設定

2
事故防止と対応 「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」

について理解する

3
子どもの発達と事故（１
）一次救命処置

子どもの命に関わる事故と発達・発育との関係について理解を深める
「保育の救急訓練」の視聴と子どもの一次救命処置

4
子どもの発達と事故（２
）気道内異物除去

保育の現場で命に関わる事故場面を想定し、事故予防と対応についてシミュレーショ
ン
誤飲・誤嚥の理解と緊急時対応の実際

5
子どもの発達と事故
（３）応用包帯

保育園でよくある事故についての理解し、身近にある物を利用した応急手当を学ぶ
三角巾・ハンカチ・ストッキング等を使った手当の実際　絵本「ふろしきばあちゃん
」

6
保育現場の感染症対策 「保育所における感染症対策ガイドライン」について理解する

スタンダードプリコーションと感染症発症時の対応

7
血液で感染する病気への
対策

血液や体液で感染するB型肝炎についての正しい理解と対応
予防接種の重要性について理解する

8
子どもの病気とホームケ
ア

子どもに良くある症状について理解する　
病院に行く前・行った後にすること　知っておきたいホームケア（ホットタオル）

9
保育園におけるアレルギ
ー対応

「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」について理解する
アレルギーについての正しい理解と対応の実際

10
アナフィラキシーショッ
クへの対応

食物アレルギー児の誤食を想定し「エピペン」を使用した一連の緊急時対応をシミュ
レーションで学ぶ

11
保育園における食育実践 「保育所における食事の提供ガイドライン」について理解する

　生きる根源である食を楽しく豊かにするための取組を考える

12
子どもが大切にされる国 「先人に学ぶ」ことにより今後の子どもの生育環境について必要なことを理解する

乳児死亡率が少ない日本で、こどもの貧困や虐待の現状を知る

13
育児支援 子育て中の保護者とのフリートークや情報誌から求められる支援について理解する

コミュニケーションスキルとしてハンドセラピー実技体験

14
災害時の安全 事故や災害における精神的支援の重要性について理解を深める

知っておくと便利な新聞紙のスリッパ・毛布のガウン等実技

15
健康教育 健康教育のために製作した教材の発表と相互評価



《専門科目》

科目名 　器楽ⅡB

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・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、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、保育所等の就職試験で演奏する曲

《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
　構造を理解した豊かな音楽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、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



《専門科目》

科目名 　体育と健康

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 2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》

幼児期においては、遊びを中心とする身体活動を十分に行う
ことにより、多様な動きの獲得や体力・運動能力等を培うこ
とが重要である。本科目では、 運動遊びや運動の楽しさを体
験するとともに、指導に必要な、身体能力・運動技能・運動
活動への意欲を高め、合わせて自らの体力の向上と健康の保
持増進を行う。各自が教材（動きや運動遊び、ルール）のア
イディアを持ち寄り、紹介し合い、体験する。

テキストは特に定めない。

《参考図書》
幼稚園教育要領・保育所保育指針
池田裕恵編：子どもの元気を取り戻す保育内容「健康」．杏
林書院 2011
前橋明著：0〜5歳児の運動遊び指導百科．ひかりのくに．
2016．17版

《授業の到達目標》
①幼児期の運動文化（運動遊び）を体験することにより、多
様な幼児体育の活動について修得する。同時に、②主体的な
運動遊びの工夫と創造により柔軟な発想力や応用力を培う。 《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「健
康」を事前に読んでおくこと。また、各回の学習内容につい
て、自分なりのアイディアをノートに書いてくること。復習
として、授業で学んだことをノートにまとめること。

《成績評価の方法》
 毎時の授業ノート（40％）、平常点(60％)。平常点は、学習
意欲、主体性、積極性、運動量等をもとに、総合的に評価す
る。

《課題に対するフィードバック等》
毎回の授業では筆記用具持参。体操服、指定の上履きで受講
すること。また、浴衣・半幅帯が用意できることが望ましい
（数に限りはあるが、貸与も可能である）。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
遊具を使わない遊び（１
）

ムーブメント遊び、他

2
遊具を使わない遊び（２
）

鬼ごっこ、他

3
身近な物を使った遊び 紙皿、ペットボトル、他

4
小さい遊具を使った遊び
（１）

ボール、フープ、他

5
小さい遊具を使った遊び
（２）

縄、新聞紙、風呂敷、他

6
大きい遊具を使った遊び
（１）

マット、平均台、跳び箱、他

7
大きい遊具を使った遊び
（２）

マット、平均台、跳び箱、他

8
固定遊具を使った遊び（
１）

ブランコ、滑り台、他

9
固定遊具を使った遊び（
２）

ジャングルジム、雲梯、他

10
伝承遊び（１） 釘差し、めんこ、ビー玉、他

11
伝承遊び（２） 缶けり、けん玉、こま、他

12
浴衣の着方 浴衣の着方、畳み方を知る。

13
日本舞踊の基礎（１） わらべうたを用いて、日本舞踊の基本動作を学ぶ。拍子の稽古。すべり方など。

14
日本舞踊の基礎（２） わらべうたを用いて、日本舞踊の基本動作を学ぶ。手と腰の稽古。女の歩き方など。

15
日本舞踊の基礎（３） わらべうたを用いて、日本舞踊の基本動作を学ぶ。扇子の稽古。男の歩き方など。



《専門科目》

科目名 　教育方法論

担当者氏名 　中平　浩介、本多　舞

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 2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》

教育方法の現実を対象にして研究し、教育実践を合理的で効
果的なものにしようとする学問である。教育は家庭、学校、
社会のさまざまな場で行われることから、そのいずれでも教
育方法が問題とされることに鑑みて、保育者及び教育者とし
て必要な方法論について授業デザイン、保育方法の理論、具
体的な保育場面において活用できる情報機器の操作技術につ
いて学ぶ。

必要に応じてプリントを配布する。

《参考図書》
師岡章（編）「保育指導法－幼児のための保育・教育の方法
」同文書院　2007

《授業の到達目標》
表現力豊かで的確な「お便り通信（園だより）」を作成でき
る。ペイント、パワーポイント、インターネットを使い、表
現力豊かな子供向け電子紙芝居を作成できる。授業デザイン
、保育方法の理論、具体的な保育場面において活用できる情
報機器の操作技術の基本を修得する。

《授業時間外学習》
授業に積極的に参加するとともに、完成度の高い作品が作成
できるよう努力すること。
毎回の授業について予習、復習（概ね2時間）の自己学修が望
ましい。

《成績評価の方法》
課題提出(30%)、発表(30%)、レポート(40%)により評価する。

《課題に対するフィードバック等》
作成した作品につい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
お便り通信（園だより）
の作成（中平）

イラスト、写真などを用いた表現力豊かな、お便り通信（園だより）（計画・作成）
準備学習：どのような通信にするのかデザインを作成しておくこと。

2
お便り通信（園だより）
の完成・提出（中平）

イラスト、写真などを用いた表現力豊かな、お便り通信（園だより）（完成・提出）
準備学習：園だよりを完成できるよう準備しておくこと。

3
電子紙芝居の計画・作成
（中平）

童謡や童話を題材とした子供向け電子紙芝居作成（案作成、画面作り）
準備学習：どのような作品にするのかデザインを作成しておくこと。

4
電子紙芝居の作成
（中平）

童謡や童話を題材とした子供向け電子紙芝居作成（画面作り）
準備学習：作品のデザインや色彩などを決めておくこと。

5
電子紙芝居の作成・提出
（中平）

童謡や童話を題材とした子供向け電子紙芝居作成（完成・提出）
準備学習：提出のため、ある程度作品を完成させておくこと。

6
電子紙芝居の読み聞かせ(
準備)（本多）

3～5回に作成した電子紙芝居の読み聞かせを行うための指導案作成（指導案の完成）
準備学習：発表のための指導案を考えておくこと。

7
電子紙芝居の読み聞かせ(
実践)（本多）

指導案に基づいた電子紙芝居の読み聞かせ実践（実践を踏まえた反省点をまとめる）
準備学習：発表のための準備をしておくこと。

8
電子紙芝居の読み聞かせ(
ふりかえり)（本多）

電子紙芝居の読み聞かせ実践とピアレビュー
準備学習：発表に関する評価規準をよく読んでおくこと。

9
食育について（本多） 保育現場における食育の方法

準備学習：自分が通った保育園や幼稚園で行っていた食育についてまとめておくこと
。

10
様々な保育方法（本多） 保育方法の種類や実践方法の特徴

準備学習：どのような保育方法があるか調べておくこと。

11
保育方法の実践例（本多
）

様々な保育方法の実践例
準備学習：自分が良いと思う保育方法の実践例を１つ選んでまとめておくこと。

12
海外の保育方法（本多） 海外の特徴的な保育について（グループワーク）

準備学習：海外にはどのような保育方法があるか調べておくこと。

13
海外の保育方法（本多） 海外の特徴的な保育方法について（発表）

準備学習：グループで話し合ったことをまとめておくこと。

14
多様性に対する保育方法
（本多）

多様な子どもに対する保育方法（グループワーク）
準備学習：多様な子どもに対する保育方法について、自分の考えをまとめておくこと
。

15
多様性に対する保育方法
（本多）

多様な子どもに対する保育方法（発表とまとめ）
準備学習：多様な子どもに対する保育方法の事例をまとめておくこと。


