
《専門科目》

科目名 　教育原理

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 1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

○ 4-4 態度・志向性

《授業の概要》 《テキスト》

保育者として必要な教育の基礎理論である、教育の理念・歴
史・思想、教育の制度や経営について修得し、教育の本質や
目的について学ぶ。

「幼稚園教育要領」〈平成29年告示〉

《参考図書》
大豆生田啓友・三谷大紀編著『最新保育資料集2017』ミネル
ヴァ書房　2017

《授業の到達目標》
①保育者として必要な教育の基礎理論を修得し、説明できる
。②教育の理念・歴史・思想や、教育に関する社会的・制度
的・経営的な基本事項を理解し、説明することができる。 《授業時間外学習》

・各授業の最後に振り返りシートを記入するため、各授業で
何を習得したのか、何が理解できなかったのかについて整理
しておく。
・幼稚園教諭採用試験の過去問題を確認し、傾向を把握する
。

《成績評価の方法》
定期試験50％、小テスト30％、グループ発表10%、振り返りシ
ート10%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》

小テストや振り返りシートの内容を確認し、理解が不足して
いる項目については翌週の授業で再度説明する。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
教育とは何か オリエンテーション、人間形成と教育について

準備学習：教育とはどのようなものか、自分の考えをまとめておく。

2
生涯学習とは何か 発達段階と学習

準備学習：発達段階にはどのような過程があるか、自分の考えをまとめておく。

3
幼稚園と保育所の歴史 幼稚園と保育所の歴史および制度

準備学習：幼稚園と保育所の歴史について、事前に調べておく。

4
教育課程について 幼稚園教育要領

準備学習：「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を読んでおく。

5
教育課程と指導計画 指導計画作成のポイント

準備学習：各自、参考になると思う指導計画表を探して印刷しておく。

6
保育者の指導方法 援助と指導の基本的な理解

準備学習：幼児教育の指導方法にはどのようなものがあるか、まとめておく。

7
保育の評価について 幼稚園における幼児理解と評価の考え方

準備学習：幼稚園における評価について、自分の意見をまとめておく。

8
教師の役割 保育者としての教師の役割

準備学習：幼稚園教諭の役割について、自分の意見をまとめておく。

9
諸外国の教育思想① 古代～中世の教育、コメニウス、ルソー等

準備学習：諸外国の教育思想に関わった人物を１人選び、詳細について調べておく。

10
諸外国の教育思想② デューイ、フレーベル、ペスタロッチ等

準備学習：諸外国の教育思想に関わった人物を１人選び、詳細について調べておく。

11
日本の教育思想 倉橋惣三、城戸幡太郎等

準備学習：日本の教育思想に関わった人物を１人選び、詳細について調べておく。

12
世界の様々な教育方法 モンテッソーリ教育、シュタイナー教育、レッジョ・エミリア・アプローチ等

準備学習：興味を持った幼児教育における教育方法について調べてくる。

13
理想の教育とは① グループワーク（討議）

準備学習：各グループで、発表するテーマを設定する。

14
理想の教育とは② グループワーク（発表）

準備学習：各グループで、発表する資料を準備しておく。

15
多文化共生社会への対応 外国にルーツを持つ子どもへの対応

準備学習：外国にルーツを持つ子どもへの援助方法について、事例を調べておく。



《専門科目》

科目名 　社会福祉概論

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 1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》

「子ども・子育て支援新制度」が2015年に施行され、待機児
童・虐待・貧困等、子育てに関する様々な問題解決が社会全
体で求められている。保育士を目指す者は、その専門性をよ
り一層高めるために、社会福祉について深く理解する必要が
ある。この授業では、保育に関連する社会福祉および子ども
家庭支援に関する事項について様々な視点から学び、保育の
理念を理解することで保育士としての土台を修得する。

新基本保育シリーズ４　
松原康雄他編集「社会福祉」中央法規

《参考図書》
①福祉教育カレッジ「イラストでみる社会福祉用語事典（第2
版）」（テコム 2017）　
②「子どもによる子どものための子どもの権利条約」
　小口尚子・福岡鮎美著（小学館）《授業の到達目標》

①社会福祉の歴史的変遷・動向を踏まえて、社会福祉におけ
る
　こども家庭支援の視点について述べることができる。
②社会福祉の制度・実施体系等について説明できる。
③社会福祉における相談援助について述べることができる。
④社会福祉における利用者の保護に関わる仕組みについて説
明
　できる。
⑤社会福祉の動向と課題について述べることができる。

《授業時間外学習》
①社会福祉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。

《成績評価の方法》
授業の到達目標に基づき、ワークシート30%、
定期試験70％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》
毎回の授業で提出されたワークシートに対してフィードバッ
クを行います。疑問点や質問は授業内、授業後に受け付けま
す。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
社会福祉の理念と歴史的
変遷

社会福祉とは何か、理念と実践とは、人々の命や生活に果たす役割の理解
予習：教科書p2-12　復習：教科書該当箇所・ワークシート・ノート

2
子ども家庭支援と社会福
祉

家庭支援の重要性と子ども家庭支援の具体的役割の理解
予習：教科書p14-24　復習：教科書該当箇所・ワークシート・ノート

3
社会福祉の制度と法体系 社会福祉の法体系、制度法律の位置づけと役割の理解及び具体的支援を学ぶ

予習：教科書p26-36　復習：教科書該当箇所・ワークシート・ノート

4
社会福祉行政と実施機関
社会福祉施設等

制度の整備、相談機関の役割、社会福祉財政、社会福祉施設の理解
予習：教科書p38-52　復習：教科書該当箇所・ワークシート・ノート

5
社会福祉の専門職 社会福祉分野（対人援助）における専門職及び児童福祉施設の専門職についての理解

予習：教科書p54-64　復習：教科書該当箇所・ワークシート・ノート

6
社会保障および関連制度
の概要

社会保障制度の対象、役割、具体的対応の理解
予習：教科書p66-76　復習：教科書該当箇所・ワークシート・ノート

7
相談援助の理論 相談援助の成り立ち、発展の概略及び現場実践での留意点を学ぶ

予習：教科書p78-88　復習：教科書該当箇所・ワークシート・ノート

8
相談援助の意義と機能 専門職として相談援助を行う意義や態度、あり方、価値・倫理、原則の理解

予習：教科書p90-100　復習：教科書該当箇所・ワークシート・ノート

9
相談援助の対象と過程 相談援助の対象、過程、援助者の態度や視点の理解

予習：教科書p102-112　復習：教科書該当箇所・ワークシート・ノート

10
相談援助の方法と技術 相談援助技術の特性及び環境や社会資源との関連、関係機関との連携や課題の理解

予習：教科書p114-126　復習：教科書該当箇所・ワークシート・ノート

11
社会福祉における利用者
の保護にかかわるしくみ

利用者保護制度の背景や法的根拠、しくみ、今後の課題について学ぶ
予習：教科書p128-138　復習：教科書該当箇所・ワークシート・ノート

12
少子高齢化社会における
子育て支援

少子化の現状及び対策の展開、保育所の役割についての理解
予習：教科書p140-150　復習：教科書該当箇所・ワークシート・ノート

13
共生社会の実現と障害者
施策

障害のとらえ方及び現状、障害者福祉施策の展開過程、保育所の役割を学ぶ
予習：教科書p152-162　復習：教科書該当箇所・ワークシート・ノート

14
在宅福祉・地域福祉の推
進

地域福祉の考え方や実践方法、地域住民、隣接領域の専門職とのかかわり方を学ぶ
予習：教科書p164-174　復習：教科書該当箇所・ワークシート・ノート

15
諸外国の社会福祉の動向 福祉国家とは何か、先進諸国の現状及び歴史的な経緯について理解する

予習：教科書p176-186　復習：教科書該当箇所・ワークシート・ノート



《専門科目》

科目名 　教育心理学

担当者氏名 　髙橋　淳一郎

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1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》

①幼児、児童及び生徒の発達に関する代表的な理論を踏まえ
て、発達の概念及び教育における発達理解の意義を理解する
。②乳幼児期から青年期の各時期における運動・言語・認知
・社会性の発達について学ぶ。③学習に関する代表的な理論
の基礎を理解する。④主体的学習を支える動機づけや集団作
りなどのあり方について、発達の特徴と関連付けて理解する
。⑤発達を踏まえた学習活動を支える指導の基礎的知識を学
ぶ。

適宜、プリントを配布します。

《参考図書》
谷口明子・廣瀬英子　2017　育ちを支える教育心理学　学文
社
石井正子・松尾直博　2004　教育心理学―保育者をめざす人
へ　樹村房
服部環　2012　「使える」教育心理学＜増補改訂版＞　北樹
出版

《授業の到達目標》
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程について基
礎的な知識を身につけ、各発達段階における心理的特性を踏
まえた学習活動を支える指導の基礎となる考え方を説明でき
る。

《授業時間外学習》
予習として、毎回の授業で次週の内容に関する1時間程度の課
題を出します。
また、毎回の授業内容は必ず復習すること。

《成績評価の方法》
筆記試験70％、毎時間の授業で提出するリアクションペーパ
ーの記載内容30％で総合評価する。
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》
リアクションペーパーの記載内容については次週の授業で振
り返りを行ないます。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
教育心理学とは 教育心理学とはどのような学問か。保育・幼児教育における教育心理学の関わりにつ

いて学ぶ。＜予習＞シラバスの内容を確認しておく。

2
乳幼児期の身体的発達 乳幼児期における身体面・運動面の発達を理解する。

＜予習＞自分の母子手帳を用いて成長曲線を書く、運動機能発達を確認する。

3
乳幼児期の認知的発達 乳幼児期における言語および認知面の発達を理解する。

＜予習＞言語発達のキーワードを調べる。認知発達理論の概要を読む。

4
アタッチメントの形成 アタッチメントの形成過程を学ぶとともに、生涯発達の観点からアタッチメントの意

味を理解する。＜予習＞心理社会的発達理論の概要を調べる。

5
児童期・青年期の発達 児童期から青年期の身体的、認知的発達を理解し、成熟の過程を学ぶ。

＜予習＞「自分史(小学校～高校編)」を記入してくる。

6
道徳性と社会性の発達 親子関係を出発点とした社会性の発達過程と道徳性の発達過程について学ぶ。

＜予習＞「道徳的ジレンマ」の課題について自分の考えをまとめてくる。

7
学習のしくみ 条件づけの概要を学び、ヒトが行動を身につける過程を理解する。

＜予習＞身近な条件づけの事象を調べてくる。

8
記憶のメカニズム 記憶の過程と情報処理について学ぶ。

＜予習＞「忘却曲線を体験しよう」を実施し、まとめる。

9
動機づけ 動機づけの定義と動機の種類を学び、やる気を育てる方法について理解する。

＜予習＞動機の種類と内容について調べる。

10
学級集団の理解と活用 リーダーシップ理論を学ぶ。学級集団に対する教師の影響について理解する。

＜予習＞自分のリーダーシップのあり方についてまとめる。

11
知能・教育評価 知能の定義について学ぶ。教育評価の方法や長所・短所について理解する。

＜予習＞「頭がいいとは？」について調べる。

12
パーソナリティの理解 代表的なパーソナリティ理論について学ぶ。

＜予習＞自分のパーソナリティについてまとめる。

13
パーソナリティ理解の方
法

パーソナリティ検査の概要について理解する。
＜予習＞パーソナリティの理解の方法を考えてくる。

14
適応と不適応 ヒトの適応のしかたを理解する。不適応の状態を理解する。

＜予習＞不適応の表現について調べる。

15
保育者にとっての教育心
理学

教育心理学の視点から望ましい保育の在り方について理解する。
＜予習＞「これまでの授業の振り返り」をまとめる。



《専門科目》

科目名 　子どもの保健

担当者氏名 　吉田　幸子

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1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》

「子どもの保健」は、子どもの心身の健康を守ると同時に、
子どもの健康を保持・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
の予防方法等、多岐にわたる知識を必要とする。前期を通し
てそれらの基礎的な知識を身につける。

鈴木美枝子編著「これだけはおさえておきたい！保育者のた
めの「子どもの保健Ⅰ」」[第4版]、創成社

《参考図書》
・鴨下重彦「こどもの病気の地図帳」講談社、2002年
・川上一恵「園・学校でみられる子どもの病気百科」少年写
真新聞社、2013年
その他は、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)子どもの心身の健康状態を丁寧に把握することができる。
(3)子どもの健康を守るために、疾病の予防と適切な対応を考
えることができる。
(4)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》
・毎回の受講後に不明点や疑問点をプリントにまとめて次回
の講義で提出すること。
・次回の講義の予習として、該当箇所の教科書を読み、予習
プリントを完成させておくこと。
・子どもの健康について関心をもち、幅広い知識を身につけ
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％以上を合格とする。

《課題に対するフィードバック等》
・不明点や疑問点については、講義内でフィードバックする
。
・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
「子どもの保健」 ・「子どもの保健」の意義と概要、小児保健統計

(予習)小児保健統計に含まれるグラフを一つあげて、内容を理解しておくこと

2
身体の発育発達(1) ・身体の発育の特徴、発育と発達の違い、身体の測定と評価方法

(予習)スキャモンの発育曲線について調べ、その特徴を見つけておくこと

3
身体の発育発達(2) ・運動機能と生理機能の発達

(予習)原始反射、粗大運動、微細運動には何が含まれるのか調べておくこと

4
身体の発育発達(3) ・感覚器(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚)の発達

(予習)教科書44ページから47ページを事前に読んでおくこと

5
子どもの食と栄養 ・乳汁栄養、離乳食、幼児食、食習慣の形成

(予習)教科書61ページから70ページを事前に読んでおくこと

6
精神機能の発達と精神保
健

精神機能の発達と特別な配慮が必要な子どもたち
(予習)教科書34ページから37ページを事前に読んでおくこと

7
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

8
子どもの病気と保育(2) ウイルス性感染症と細菌性感染症

（予習）ウイルス性感染症と細菌性感染症について、自分の既往歴を調べておくこと

9
子どもの病気と保育(3)  呼吸器・循環器・消化器の病気

（予習）発熱、腹痛、頭痛など体調不良の際に飲む医薬品について調べておくこと

10
子どもの病気と保育(4) 泌尿器、生殖器、皮膚、歯、耳、目、鼻の病気

（予習）教科書92ページから99ページを事前に読んでおくこと

11
子どもの病気と保育(5) 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

12
子どもの病気と保育(6) 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

13
子どもの障害と保育 先天異常、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

14
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

15
近年の子どもの健康課題 保育・教育現場で問題となっている健康課題

(予習)保育・教育現場で取り上げられる健康課題について調べておくこと



《専門科目》

科目名 　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 1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

《授業の概要》 《テキスト》

保育所保育指針、幼稚園教育要領、認定こども園教育・保育
要領に示す領域「健康」の「健康な心と体を育て、自ら健康
で安全な生活をつくり出す力」について以下を中心に理解す
る。
①領域「健康」の位置づけ、ねらい、②乳幼児期の健康な体
と心、③幼児期の運動発達課題、④戸外遊び・自然遊びの意
義、、⑤子どもの安全な生活とケガや事故

池田裕恵編：子どもの元気を取り戻す保育内容「健康」第二
版 杏林書院 2018

《参考図書》
保育所保育指針、幼稚園教育要領、認定こども園教育・保育
要領
その他、授業の中で適宜紹介する。

《授業の到達目標》
①保育所保育指針、幼稚園教育要領、認定こども園教育・保
育要領における領域「健康」のねらい及び内容並びに全体構
造を理解している。　②領域「健康」のねらい及び内容を踏
まえ、幼児が経験し身に付けていく内容と指導上の留意点を
理解している。　③幼稚園教育における評価の考え方を理解
している。　④領域「健康」において幼児が経験し身に付け
ていく内容の関連性や小学校の「体育」等とのつながりを理
解している。

《授業時間外学習》
「準備学習」として、テキストの該当頁を事前に読んでおく
こと。また、「復習」として、ノートおよびテキストを読み
返しておく他、授業に関連する学習を自発的に行うこと。

《成績評価の方法》
学習記録用紙（40％）、筆記試験（60％）で評価し、60％以
上を合格とする。 《課題に対するフィードバック等》

毎回の授業後に提出する学習記録用紙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
近年の子どもの健康課題 近年の子どもたちの育ちにみる変化と実態、幼児期とはどのような時期なのか

 [準備学習]テキストのP1-P10を事前に読んでおくこと

2
領域「健康」の位置づけ
、ねらい、内容

要領および指針の意義と改訂の趣旨、領域「健康」の位置づけ、「ねらい」、「内容
」
 [準備学習]テキストのP11-P20を事前に読んでおくこと

3
健康なからだとこころ 乳幼児期のからだとこころ、基本的信頼、自己の発達・自己制御、社会的発達

 [準備学習]テキストのP21-P32を事前に読んでおくこと

4
健康な生活リズム 健康な生活リズムを身に付ける、子どもの睡眠のメカニズム、食育の取り組み、家庭

との連携  [準備学習]テキストのP33-P42を事前に読んでおくこと

5
基本的な生活習慣 基本的生活習慣の形成とその意義、食べること、排泄の習慣、衣服の着脱、清潔の習

慣
 [準備学習]テキストのP43-P56を事前に読んでおくこと

6
園での生活と見通しを持
った行動

幼稚園・保育園という場、園生活の流れ，時間認知や空間認知、片付けの意味、空間
や遊具の配置  [準備学習]テキストのP57-P66を事前に読んでおくこと

7
からだの発育・動作や運
動の発達

身体諸機能の発達、動作や運動能力の発達
 [準備学習]テキストのP67-77を事前に読んでおくこと

8
幼児期の運動発達課題と
指導の留意点

幼児期の運動発達課題、運動指導の留意点、多様な動きを獲得することの意義
 [準備学習]テキストのP77-79を事前に読んでおくこと

9
遊びの意味、遊びの発達 遊びの意味、子どもの遊びの発達、遊びの中での経験、運動遊びの心身の発達への影

響
 [準備学習]テキストのP81-P90を事前に読んでおくこと

10
いろいろな遊び からだで遊ぶ、遊具や用具を用いる遊び、リズミカルな運動遊び、表現あそび、伝承

遊び  [準備学習]テキストのP91-P107を事前に読んでおくこと

11
戸外遊び・自然遊び 戸外遊び・自然遊びの意義、園内・園庭で遊ぶ、自然の中で遊ぶ

 [準備学習]テキストのP109-P128を事前に読んでおくこと

12
自分のからだや健康への
関心

健康観察、健康診断、健康や病気への関心と予防、からだの意識を高める
  [準備学習]テキストのP129-P138を事前に読んでおくこと

13
子どもの生活とケガや事
故、リスクとハザード

ケガや事故－発生状況、頻度、特徴、子どもの安全に対する態度や能力、園具や遊具の
安全管理・点検  [準備学習]テキストのP139-P147を事前に読んでおくこと

14
子どもの安全管理と安全
指導

水遊び・散歩・遠足における安全に関する指導と対策、交通安全、避難訓練、災害対
策、事故対応  [準備学習]テキストのP149-P157を事前に読んでおくこと

15
家庭との連携、保護者理
解と支援

子育てをめぐる今日の状況、保護者との連携、子育て支援に対する園側・保護者側そ
れぞれの意識  [準備学習]テキスト全体の該当頁を事前に読んでおくこと



《専門科目》

科目名 　人間関係

担当者氏名 　森田　満理子

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1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》

生涯にわたる人間形成の基礎としての乳幼児期、子ども達の
人間関係の発達や機微を理解できるようにする。DVDの視聴や
事例を読み、意見交換を行うことを通して、保育現場で子ど
もの姿と保育者の役割について理解する。

無藤隆・古賀松香　社会情動的スキルを育む「保育内容　人
間関係」―乳幼児期から小学校へつなぐ非認知能力とはー　
北大路書房　2016

《参考図書》
幼稚園教育要領（文部科学省）平成29年
保育所保育指針（厚生労働省）平成29年
幼保連携型認定こども園教育・保育要領（内閣府、文部科学
省、厚生労働省）平成29年
文部科学省特別選定DVD ３年間の保育記録　岩波映像株式会
社

《授業の到達目標》
・「人と関わる力」の発達過程を事例を通して学び説明する
こ　とが出来る。あそびにおける集団活動の意義について学
び説明できる。　
・乳幼児期の教育の重要性について人間関係の視点から理解
し説明できる。
・気になる子ども、多様な子どもとのかかわりを説明できる
。
・小学校、保護者、地域と連携について説明できる。

《授業時間外学習》
・授業内で指示された内容について、復習や予習を行う。
・授業の中で小テストを実施することがあるので復習してお　　
く。

《成績評価の方法》
授業内の確認レポートおよび提出物（３0％）、定期試験（70
％）により総活的に評価する。 《課題に対するフィードバック等》

授業内で実施する、学習内容の理解を確認する小テストおよ
び提出物については、授業内にフィードバックする。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
社会情動的スキルの育成 幼児教育の効果と社会情動的スキルの指導

（準備学習）教科書序章を予習する。

2
領域「人間関係」とは何
か

保育の基本と領域「人間関係」
（準備学習）教科書　第1章　p.21まで予習する。

3
現在に求められる保育内
容「人間関係」

21世紀型スキルと我が国の保育の基準における保育内容
（準備学習）教科書　pp．22－ 25　を予習する。

4
身近な人とのかかわりの
中で育つ

愛着の形成　　
（準備学習）教科書　pp．26－ 33　を予習する。

5
身近な人とのかかわりの
中で育つ

自己の育ち
（準備学習）教科書　pp．34－ 41　を予習する。

6
自己の育ちを支える 保育者の役割を考える　　

（準備学習）教科書　pp．34－ 41　を予習する。

7
喜んで登園する 自己発揮　　

（準備学習）教科書　pp．42－ 47　を予習する。

8
気の合う友達と一緒に遊
ぶ

気持を表す、友達の思いに気づく
（準備学習）教科書　pp．48－ 52　を予習する。

9
いろいろな友達の中で生
活する

自己主張、葛藤の体験
（準備学習）教科書　p.53　を予習する。

10
仲間と一緒に遊びや生活
を進める

集団の中で育ちあう個と集団　
（準備学習）教科書　pp．98－ 117　を予習する。

11
気になる子どもにどうか
かわるか

「気になる」ことの本質　　
「準備学習）教科書　pp121－ 141　を予習する。

12
多様な子どもにどうかか
わるか

発達に躓きのある子ども、外国籍の子ども、共感
（準備学習）配布プリントを予習する。

13
小学校教育との連続性 子どもの育ちと連携

（準備学習）教科書　pp．142－ 147　を予習する。

14
育ちに関わる保育者集団 徹底的に子どもの側に立って考える保育者集団として育つ

（準備学習）教科書　pp．160－ 169　を予習する。

15
育ちにかかわる人間関係
としての保護者、地域

保護者、地域との連携
（準備学習）教科書　pp．148－ 152，p．159　を予習する。



《専門科目》

科目名 　環境

担当者氏名 　清水　誠

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1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》

本科目では、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うため
、幼稚園教育要領や保育所保育指針に示された領域「環境」
のねらいや内容・教材・遊び等について背景となる各専門領
域と関連させて理解を深める。また、保育者として必要なコ
ミュニケーションスキル等の汎用的技能を修得するとともに
他者と協働して生涯にわたり自律・自立して学習できる能力
を養う。

・「幼稚園教育要領ハンドブック」武藤隆監修、学研
・「保育所保育指針ハンドブック」汐見稔幸監修、学研

《参考図書》
・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：平成29年告示/文部科学省/厚生労働省/
　内閣府
・事例で学ぶ保育内容　領域「環境」新訂　無籐隆監修、紀
伊
　國屋書店
・「保育内容 環境」神長 美津子他著、光生館

《授業の到達目標》
(1) 幼児教育の基本、領域「環境」のねらい及び内容並びに
　全体構造を説明できる。
(2) 領域「環境」のねらい及び内容を踏まえ、幼児が経験し
　身に付けていく内容と取扱い上の留意点を説明できる。
(3) 「環境」で扱う教材や遊びについて熟知し、説明できる
。
(4) 周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって関わるとと
　もに、小学校以降の教科等とのつながりを説明できる。

《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や
　実践を検索し、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の理解を深めておく。
・毎回の授業について予習、復習（授業を含み3時間）の自　
　己学習が望まれる。

《成績評価の方法》
　全体で100％とし、「定期試験における筆記試験60％」、「
レポート（30％」、「学習に対する関心・意欲・態度10％」
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》
領域「環境」のねらい・内容・教材について見直し、豊かな
取組のできる保育者となれるよう学習履歴表を作成する。学
習履歴表は、翌週以降の授業内で返却する。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
幼児期の教育の基本と全
体構造

幼稚園教育要領や保育所保育指針が示す幼児期の教育の基本と領域「環境」の全体構
造
〔準備〕幼稚園教育要領や保育所保育指針に目を通してくる。（テ：幼32-55）

2
領域「環境」のねらいと
内容・教材や遊び

幼稚園教育要領や保育所保育指針が示す領域「環境」のねらいと内容・教材や遊び
〔準備〕領域「環境」のねらいと内容についてまとめてくる。（テ：幼116-119）

3
自然への気付き 自然の大きさ、美しさ、不思議さなどへの気付きを育む教材と遊びの工夫・留意点

〔準備〕園で取り組んでいる自然と触れ合う事例について調べてくる。（保92）

4
動植物との関わりと気付
き

身近な動植物との関わりと気付き、生命の尊重を育む教材と遊びの工夫・留意点
〔準備〕園で取り組んでいる動植物と触れ合う事例について調べてくる。(幼123）

5
自然や人間生活の変化へ
の気付き

季節による自然や人間生活の変化への気付きを育む教材と遊びの工夫・留意点
〔準備〕季節による自然や人間生活の変化についてまとめてくる。（テ：保121）

6
身近な事象への関心と遊
び

身近な事象への関心を育む教材と遊びの工夫・留意点
〔準備〕身近な事象と幼児の遊びについてまとめてくる。（テ：幼120、121）

7
物の性質や仕組みへの興
味や関心

物に触れ、物の性質や仕組みに対する興味や関心を育む教材と遊びの工夫・留意点
〔準備〕幼児が興味や関心を示す物の性質や仕組みについて調べてくる。（保120）

8
物や遊具と遊び 身近な物や遊具との関わり、比べたり、関連付けたりしながら考えたり、試したりす

る教材と遊びの工夫・留意点　〔準備〕幼児が遊ぶ、物や遊具について調べてくる。

9
身近な物を大切にする 身近な物を大切にすることと取扱い上の工夫・留意点

〔準備〕実習園で取り組んでいる物を大切にする指導について調べてくる。（保121）

10
数量や図形などへの関心 日常生活の中での数量や図形などへの関心を育む教材と遊びの工夫・留意点

〔準備〕幼児の数量や図形への関心について調べてくる。（テ：幼125）

11
標識や文字などへの関心 日常生活の中での簡単な標識や文字などへの関心を育む教材と遊びの工夫・留意点

〔準備〕実習園で取り組んでいる標識や文字の指導について調べてくる。（保121）

12
情報や施設などへの興味
や関心

生活に関係の深い情報や施設などへの興味や関心と取扱い上の留意点
〔準備〕幼児が関心を示す情報や施設について調べてくる。（テ：幼119）

13
様々な文化や伝統、行事
、国旗に親しむ

様々な文化や伝統、行事、行事において国旗に親しむ教材と遊びの工夫・留意点
〔準備〕実習園で取り組んでいる行事について調べてくる。（テ：幼124）

14
領域「環境」における教
材や遊び

領域「環境」における教材や遊びの考え方
〔準備〕幼児期に扱われる教材や遊びの基本についてまとめてくる。

15
内容の関連性と連続性 各領域の内容の関連性と小学校以降の教科等とのつながり

〔準備〕学びの連続性の確保がどのように行われているか調べてくる。（テ：p.64）



《専門科目》

科目名 　言葉

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 1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》

幼稚園教育要領に示された幼稚園教育の基本を踏まえ、幼稚
園教育において育みたい資質・能力の一つである「経験した
ことや考えたことなどを自分なりの言葉で表現し、相手の話
す言葉を聞こうとする意欲や態度を育て、言葉に対する感覚
や言葉で表現する力」を養うため、領域「言葉」の背景とな
る専門的な事項と関連させて理解を深める。

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（平成29年告示）
「新訂　事例で学ぶ保育内容＜領域＞言葉」2018萌文書林

《参考図書》

《授業の到達目標》
幼稚園教育要領における幼稚園教育の基本、領域「言葉」の
ねらい及び内容並びに全体構造を理解し、領域「言葉」のね
らい及び内容を踏まえ、幼児が経験し身に付けていく内容と
指導上の留意点を理解している。また、幼稚園教育における
評価の考え方を理解し、領域ごとに幼児が経験し身に付けて
いく内容との関連性や小学校の教科等とのつながりを理解し
ている。

《授業時間外学習》
次の授業回で扱うテーマについて、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、テキス
ト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。

《成績評価の方法》
筆記試験を60％、小レポートを40％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》

授業中のレポートにはコメントをつけて返却し、全体で解説
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
幼稚園教育の基本 幼稚園教育要領における幼稚園教育の基本と全体構造の理解

〔時間外学習〕幼稚園教育要領に目を通しておくこと

2
領域「言葉」（１） 幼稚園教育要領における領域「言葉」のねらいと内容の理解

〔時間外学習〕幼稚園教育要領の第2章の「言葉」を読んでおくこと

3
領域「言葉」（２） 領域「言葉」と「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」との関わり

〔時間外学習〕「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を読んでおくこと

4
言語能力の特性と言語発
達の過程

幼児が経験を通して身に付けていく言語能力の特性及び言語発達の過程に対する理解
〔時間外学習〕テキスト第2章§1を読んでおくこと

5
幼児の言語能力の育成 幼児の言語能力を育てるための保育者としての姿勢及び指導上の留意点

〔時間外学習〕テキスト第2章§2を読んでおくこと

6
幼児の言語発達と保育者
の役割

幼児の言語発達を支えるための大人の存在、保育者の果たす役割と留意点
〔時間外学習〕前時の復習を入念にし、テキスト第2章§2を確認しておくこと

7
幼児の言葉の実際 遊びの中における幼児の言葉の実際と指導上の留意点

〔時間外学習〕テキスト第2章§3を読んでおくこと

8
気持ちを表現する幼児の
言葉（快・不快の感情）

様々な感情体験の中で生まれる言葉の実際と指導上の留意点
〔時間外学習〕テキスト第3章§1を読んでおくこと

9
気持ちを表現する幼児の
言葉（自分の思い）

自分の考えを表現する幼児の言葉の実際と指導上の留意点
〔時間外学習〕前時の復習を入念にし、テキスト第3章§1を読んでおくこと

10
幼児の言葉の理解を促す
指導

数量、大きさ、位置、順序、色彩等を表す言葉の理解を促す指導とその留意点
〔時間外学習〕数量、大きさ、位置、順序等の理解を促す工夫を考えておくこと

11
文字に対する幼児の興味 文字に対する興味、文字で伝えることの楽しさを味わわせる工夫と指導上の留意点

〔時間外学習〕テキスト第6章を読んでおくこと

12
言葉遊びと幼児の言語発
達

言葉遊びと幼児の言語発達の理解及び指導上の留意点
〔時間外学習〕幼児が楽しめる言葉遊びを考えておく

13
絵本の読み聞かせと幼児
の言語発達

絵本の読み聞かせと幼児の言語発達の理解及び指導上の留意点
〔時間外学習〕幼児に読み聞かせたい絵本を選び、読み聞かせの練習をしておくこと

14
「ごっこ遊び」幼児の言
語発達

様々な「ごっこ遊び」の中で育つ幼児の言葉の実際と指導上の留意点
〔時間外学習〕テキスト第7章を読んでおくこと

15
領域「言葉」と他領域及
び小学校の教科との関連

他領域と領域「言葉」との関連性や小学校以降の教科等とのつながりに対する理解〔
時間外学習〕テキスト第8章§4読んでおくこと



《専門科目》

科目名 　表現

担当者氏名 　古木　竜太、越智　光輝、山下　佳香

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1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

○ 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ぶ。また、本科目の学習
内容を踏まえ、「音楽表現領域指導法」、「造形表現領域指
導法」、「身体表現領域指導法」の専門技能と保育実践力に
繋げる知識を身に付ける。

《授業時間外学習》
参考図書①のpp26-31（第2次）、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%）、筆記試験（70%）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
「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」の「表現」の箇所を読んでおく　（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）

参考図書①のpp26-31を読んでおく

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）

参考図書①のpp56-61を読んでおく

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
参考図書①のpp62-67を読んでおく　　　　　　　　　　　　　　　　　（越智光輝）

5
歌唱指導における導入 歌唱導入の留意点について、先行研究を通して学ぶ（越智光輝）

6
幼児の視座に立った造形
教育

幼児の視座に立った造形教育を行うための環境と援助について

7
幼児造形表現の理解 乳幼児の造形表現の特質、発達段階における特徴、個人差、作品の見方について

8
幼児造形表現の目標と内
容　教育内容の変遷

年中児の絵画の特徴について

9
幼児造形教育の方法 年長児の絵画の特徴について

10
造形表現活動の指導上の
留意点

保育現場における絵画指導・援助の留意点

11
身体表現の特性 日本と他国の民族性から考える身体表現の特徴について（古木竜太）

12
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、表現の発達について（古木竜太）

13
身体表現活動の実践 季節や行事に関連する手遊びの実践、動き・見せ方の工夫について（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・援助法について（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Ⅰ

担当者氏名 　小澤　美鈴

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1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》

乳児保育が求められる社会的背景を理解する。
乳幼児期は人間形成の基礎であり、特に人格形成には まわり
の人のかかわりが大切である事を学ぶ。
乳児が健康で安全に生活できるような環境を学び、発達に応
じた遊びやかかわり方を身につける。

「はじめて学ぶ 乳児保育」　志村聡子編著　　同文書院
「乳児保育Ⅰ・Ⅱ」　中央法規
保育所保育指針と解説書

《参考図書》
乳児の生活と保育　　　　　ななみ書房
０歳児の育ちの事典　　　　小学館
１歳児の育ちの事典　　　　小学館
２歳児の育ちの事典　　　　小学館
赤ちゃんのあやし方育て方　一声社

《授業の到達目標》
乳児保育が必要とされる社会の変化、背景を理解する。
乳児の成長発達を理解する。
乳児はまわりの人から手厚い世話を受け、応答的な関わりの
中で、人への信頼感を獲得することを理解する。

《授業時間外学習》
授業予定の内容を事前に読んで予習をする。
毎回の授業について、復習の自己学習を行うことが望ましい
。
専門用語については、参考書等を用いて事前調べを行うこと
が望ましい。

《成績評価の方法》
筆記試験（７０％）
演習課題・授業への取り組み（３０％）を総合的に評価する
。

《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
乳児保育の意義 乳児保育の意義、目的、歴史的背景

予習　教科書　第1講を読む

2
乳児保育の歴史と現状、
制度

乳児保育、子育て家庭に対する支援をめぐる社会的状況と課題
予習　教科書　第2講を読む

3
保育所の乳児保育の現状
を知る

保育所における乳児保育
予習　教科書　第3講を読む

4
児童福祉施設を知る 保育所以外の児童福祉施設における乳児保育

予習　教科書　第4講を読む

5
家庭的保育所、小規模保
育所について学ぶ

家庭的保育、小規模保育における乳児保育
予習　教科書 第5講を読む

6
乳児を抱える家庭の環境 3歳未満児とその家庭をとりまく環境

予習　教科書　第6講を読む

7
乳児の生活リズムと環境 3歳未満児の生活と環境

予習　教科書 第7講を読む

8
乳児の遊びと環境 3歳未満児の遊びと環境

予習　教科書　第8講を読む

9
幼児保育への移行の保育 3歳以上児の保育に移行する時期の保育

予習　教科書　第9講を読む

10
幼児保育をふまえた援助
と関わり

3歳以上児の発育、発達をふまえた保育者による援助と関わり
予習　教科書 第10講を読む

11
幼児保育を踏まえた保育 3歳以上児の発育、発達をふまえた保育の配慮

予習　教科書 第11講を読む

12
職員間の連携について 乳児保育の職員間の連携、協働

予習　教科書 第13講を読む

13
保護者との連携の大切さ 保護者との連携、協働

予習　教科書 第14講を読む

14
地域との連携 自治体や地域の関係機関等との連携、協働

予習　教科書　第15講を読む

15
乳児の遊びと環境整備 遊びの場の環境整備

布や紙、牛乳パック等を利用して、玩具を作成する



《専門科目》

科目名 　保育のピアノ基礎Ⅰ

担当者氏名 　越智　光輝、山田　真澄、根岸　恭子、平峯　章生、肱岡　龍耶

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1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》

個人レッスンによる指導を中心に、ピアノ曲と童謡の弾き歌
いを隔週で交互に学ぶ。ピアノ曲及び童謡の弾き歌いの課題
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》
（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）入学前教育及び授業内で配布されたプリント

《授業の到達目標》
・保育の現場で求められる鍵盤楽器演奏能力における基礎技
能を身につけることができる
・1年次の教育実習までに挨拶曲①～⑤（レッスンカード参照
）の習得を目指し、前期終了までに童謡の弾き歌いを5曲習得
することができる。
・参考図書①～③より1曲のピアノ曲を、決められた小節数を
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％、童謡の弾き歌いの合格数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》

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
学修の進め方について 授業内容と方法の説明、受講グループ及びピアノ曲の決定

2
童謡伴奏またはピアノ曲
の習得

1・2班:ピアノ曲の習得（バイエル100番）
3・4班:童謡の弾き歌いの習得（①「おはようのうた」）

3
童謡伴奏またはピアノ曲
の習得

1・2班: 童謡の弾き歌いの習得（①「おはようのうた」）
3・4班:ピアノ曲の習得（バイエル100番）

4
童謡伴奏またはピアノ曲
の習得

1・2班:ピアノ曲の習得（バイエル100番・102番）
3・4班:童謡の弾き歌いの習得（①「おはようのうた」②「おはよう」）

5
童謡伴奏またはピアノ曲
の習得

1・2班: 童謡の弾き歌いの習得（①「おはようのうた」②「おはよう」）
3・4班:ピアノ曲の習得（バイエル100番・102番）

6
童謡伴奏またはピアノ曲
の習得

1・2班:ピアノ曲の習得（バイエル100番・102番・104番）
3・4班:童謡の弾き歌いの習得（②「おはよう」③「おかえりのうた」）

7
童謡伴奏またはピアノ曲
の習得

1・2班: 童謡の弾き歌いの習得（②「おはよう」③「おかえりのうた」） 
3・4班:ピアノ曲の習得（バイエル100番・102番・104番）

8
童謡伴奏またはピアノ曲
の習得

1・2班:ピアノ曲の習得（バイエルもしくはブルグミュラーより提示された課題曲）
3・4班:童謡の弾き歌いの習得（③「おかえりのうた」④「さよならのうた」）

9
童謡伴奏またはピアノ曲
の習得

1・2班: 童謡の弾き歌いの習得（③「おかえりのうた」④「さよならのうた」）
3・4班: ピアノ曲の習得（バイエル、ブルグミュラーより提示された課題曲）

10
童謡伴奏またはピアノ曲
の習得

1・2班:ピアノ曲の習得（バイエル、ブルグミュラーより提示された課題曲）
3・4班:童謡の弾き歌いの習得（④「さよならのうた」⑤「おべんとう」）

11
童謡伴奏またはピアノ曲
の習得

1・2班:童謡の弾き歌いの習得（④「さよならのうた」⑤「おべんとう」） 
3・4班:ピアノ曲の習得（バイエル、ブルグミュラーより提示された課題曲）

12
童謡伴奏またはピアノ曲
の習得

1・2班:ピアノ曲の習得（バイエル、ブルグミュラーより提示された課題曲）
3・4班:童謡の弾き歌いの習得（⑤「おべんとう」⑥～⑰「季節のうた」等より1曲）

13
童謡伴奏またはピアノ曲
の習得

1・2班:童謡の弾き歌いの習得（⑤「おべんとう」⑥～⑰「季節のうた」等より1曲）
3・4班:ピアノ曲の習得（バイエルもしくはブルグミュラーより提示された課題曲）

14
ピアノ曲の実技成果発表 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
童謡伴奏の習得 （①～⑰「生活のうた」「季節のうた」等より提示された課題曲）

定期試験は実施しない。


