
《専門科目》

科目名 　教育実習Ⅰ

担当者氏名 　佐野 ゆかり、本多　舞

授業方法 講義 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 2年・通年(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》

あそびを通して豊かな人間性を培う幼児教育の特性をふまえ
、幼稚園教諭に求められる保育実践について学ぶ。また、幼
稚園教育実習のために必要な記録力、考察力を養うと同時に
社会性を身につけ、本学の「育てたい保育者像」を目標に本
科目を学ぶ。

武藤隆「幼稚園教育要領ハンドブック」学研　2017 小櫃智子
「幼稚園・保育所・認定こども園実習パーフェクトガイド」
わかば社　2017　植田光子「手あそび百科」ひかりのくに　
2006《参考図書》
授業の中で適宜紹介する。

《授業の到達目標》
「育てたい保育者像」に基づき、資質、保育技術の向上及び
自己研鑽への意識を習得し、幼稚園教諭免許取得を目指す。

《授業時間外学習》
①実習指導用ファイルを用意し、授業内で配布されたプリン
トを全て綴じて復習に活用すること。②実習用エプロン、名
札は適宜指示された期間内に作成し、提出すること。③ペー
プサートやエプロンシアター等、積極的に各自用意すること
が望ましい。

《成績評価の方法》
提出物50％　振り返りシート50％で１年次及び２年次の学習
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》

提出物類は内容を確認し、講評などでフィードバックする。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
教育実習の意義 教育実習の意義と実施要件〜本学内規より

2
観察実習の実際 実習生の１日と観察の観点

3
実習生調書及びオリエン
テーションについて

実習生調書の作成・オリエンテーションに向けて

4
日誌の書き方（１） 日誌の目的・記録方法

5
日誌の書き方（１） 保育用語と望ましい表現

6
実習事前準備 マナー・実習前試験・部分実習について

7
実習直前指導 実習中のQ&A　実習後の手続き

8
実習事後指導（１） 観察実習振り返り（子どもから学んだこと）

9
実習事後指導（１） 観察実習振り返り（保育者から学んだこと）

10
実習報告会 １年次実習報告会

11
責任実習の実際 指導案の書き方

12
日誌の書き方 記録方法〜エピソード記述

13
実習事前準備 実習前試験・実習後の手続き

14
実習事後指導（１） 責任実習指導案の計画と実際・子どもから学んだこと・保育者から学んだこと

15
実習事後指導（２） ２年次実習報告会



《専門科目》

科目名 　教育実習Ⅰ

担当者氏名 　佐野 ゆかり、本多　舞

授業方法 講義 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 2年・通年(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》

あそびを通して豊かな人間性を培う幼児教育の特性をふまえ
、幼稚園教諭に求められる保育実践について学ぶ。また、幼
稚園教育実習のために必要な記録力、考察力を養うと同時に
社会性を身につけ、本学の「育てたい保育者像」を目標に本
科目を学ぶ。

武藤隆「幼稚園教育要領ハンドブック」学研　2017　小櫃智
子「幼稚園・保育所・認定こども園実習パーフェクトガイド
」わかば社　2017　植田光子「手あそび百科」ひかりのくに　
2006
《参考図書》
授業の中で適宜紹介する。

《授業の到達目標》
「育てたい保育者像」に基づき、資質、保育技術の向上及び
自己研鑽への意識を習得し、幼稚園教諭免許取得を目指す。

《授業時間外学習》
①実習指導用ファイルを用意し、授業内で配布されたプリン
トを全て綴じて復習に活用すること。②実習用エプロン、名
札は適宜指示された期間内に作成し、提出すること。③ペー
プサートやエプロンシアター等、積極的に各自用意すること
が望ましい。

《成績評価の方法》
提出物50％　振り返りシート50％で１年次及び２年次の学習
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》

提出物類は内容を確認し、講評などでフィードバックする。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
教育実習の意義 教育実習の意義と実施要件〜本学内規より

2
観察実習の実際 実習生の１日と観察の観点

3
実習生調書及びオリエン
テーションについて

実習生調書の作成・オリエンテーションに向けて

4
日誌の書き方（１） 日誌の目的・記録方法

5
日誌の書き方（２） 保育用語と望ましい表現

6
実習事前準備 マナー・実習前試験・部分実習について

7
実習直前指導 実習中のQ&A　実習後の手続き

8
実習事後指導（１） 観察実習振り返り（子どもから学んだこと）

9
実習事後指導（２） 観察実習振り返り（保育者から学んだこと）

10
実習報告会 １年次実習報告会

11
責任実習の実際 指導案の書き方

12
日誌の書き方 記録方法〜エピソード記述

13
実習事前準備 実習前試験・実習後の手続き

14
実習事後指導（１） 責任実習指導案の計画と実際・子どもから学んだこと・保育者から学んだこと

15
実習事後指導（２） ２年次実習報告会



《専門科目》

科目名 　卒業研究

担当者氏名 　中村　敏男、専任教員

授業方法 その他 単位・必選 2・必修 開講年次・開講期 2年・通年(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

○ 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》

各学科の研究班、研究領域から各々がテーマを定めて論文を
書く。各領域の指導教員が論文の調査や研究指導を行う。電
子文書により作成を行い、４月のテーマ設定から、中間発表
、領域内での発表を行い、論文と抄録を提出する。優秀な論
文は学会発表のスタイルで行われる卒業研究発表会において
発表となる。

必要に応じプリント等を配布する。

《参考図書》
本学の「卒業研究抄録集」
本学の「研究紀要」
ほか、各領域の指導教員が指示する。

《授業の到達目標》
教養教育やその基礎の上に立った専門教育の集大成として、
問題発見・解決能力、情報活用能力、プレゼンテーション能
力、コンピテンシーを養うために、研究課題を設け、研究内
容、方法、計画を考えて調査や実験を行い、その結果を論文
にまとめる力を身につける。

《授業時間外学習》
各人が課題を追究するため、積極的に指導教員と議論するよ
う心がけること。
毎回の授業について参考文献等を用いて概ね１時間の自己学
習をすることが望ましい。

《成績評価の方法》
1)論文取組みへの真摯さ、研究心、研究の進め方、論文の内
容と書き方等総合的に評価する。 
2)学内審査により優秀な論文に推薦されたものは卒業研究発
表会で発表する。

《課題に対するフィードバック等》
各領域の指導教員により実施日が変更となることがあるため
、日程は十分に把握すること。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
卒業研究・卒業論文概要 卒業研究の取り組み方　卒業論文の構成　卒業研究・卒業論文作成の倫理

2
卒業研究課題の設定(1) 卒業研究課題候補の提示とディスカッション

3
卒業研究課題の設定(2) 卒業研究課題の選定

4
卒業研究方法の設定(1) 卒業研究課題に沿った研究方法の選定と参考文献の収集

5
卒業研究方法の設定(2) 卒業研究課題と研究方法の検討とディスカッション

6
卒業研究方法の設定(3) 卒業研究課題と研究方法の研究班でのプレゼンテーション

7
研究計画 研究計画の作成

8
調査・研究準備(1) 研究資料の収集　研究準備　アンケート内容などの検討

9
調査・研究準備(2) 研究資料の収集　実験などの準備　アンケート用紙などの構成と作成

10
調査・研究活動(1) 実験・調査・アンケート集計などの研究

11
調査・研究活動(2) 実験・調査・アンケート集計などの研究

12
調査・研究活動(3) 実験・調査・アンケート集計などの研究

13
調査・研究活動(4) 実験・調査・アンケート集計などの研究

14
調査・研究データの解析
(1)

実験・調査・アンケート集計などの解析

15
調査・研究データの解析
(1)

実験・調査・アンケート集計などの解析



《専門科目》

科目名 　卒業研究

担当者氏名 　中村　敏男、専任教員

授業方法 その他 単位・必選 2・必修 開講年次・開講期 2年・通年(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》

各学科の研究班、研究領域から各々がテーマを定めて論文を
書く。各領域の指導教員が論文の調査や研究指導を行う。電
子文書により作成を行い、４月のテーマ設定から、中間発表
、領域内での発表を行い、論文と抄録を提出する。優秀な論
文は学会発表のスタイルで行われる卒業研究発表会において
発表となる。

必要に応じてプリント等を配布する。

《参考図書》
本学の「卒業研究抄録集」
本学の「研究紀要」
ほか、各領域の指導教員が指示する。

《授業の到達目標》
教養教育やその基礎の上に立った専門教育の集大成として、
問題発見・解決能力、情報活用能力、プレゼンテーション能
力、コンピテンシーを養うために、研究課題を設け、研究内
容、方法、計画を考えて調査や実験を行い、その結果を論文
にまとめる力を身につける。

《授業時間外学習》
各人が課題を追究するため、積極的に指導教員と議論するよ
う心がけること。
毎回の授業について参考文献等を用いて概ね１時間の自己学
習をすることが望ましい。

《成績評価の方法》
1)論文取組みへの真摯さ、研究心、研究の進め方、論文の内
容と書き方等総合的に評価する。 
2)学内審査により優秀な論文に推薦されたものは卒業研究発
表会で発表する。

《課題に対するフィードバック等》
各領域の指導教員により実施日が変更となることがあるため
、日程は十分に把握すること。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
調査・研究データの解析 実験・アンケート集計・調査等のデータの解析

2
卒業論文の作成(1) 卒業論文の構成を考える

3
卒業論文の作成(2) 卒業論文序論の作成

4
卒業論文の作成(3) 卒業論文　研究方法と材料・結果の作成

5
卒業論文の作成(4) 卒業論文　研究方法と材料・結果の作成

6
卒業論文の作成(5) 卒業論文　研究方法と材料・結果の作成

7
卒業論文の作成(6) 卒業論文　研究方法と材料・結果の作成

8
卒業論文の作成(7) 卒業論文　考察の作成　参考文献等の抄読

9
卒業論文の作成(8) 卒業論文　考察の作成　参考文献等の抄読

10
卒業論文の作成(9) 卒業論文　考察等の作成

11
抄録作成(1) 抄録作成

12
抄録作成(2) 抄録作成

13
発表準備(1) 発表媒体の作成　発表原稿の作成

14
発表準備(2) 発表媒体の作成　発表原稿の作成

15
発表 発表媒体を用いてのプレゼンテーション


