
《専門科目》

科目名 　子ども家庭支援論

担当者氏名 　牧野　和江

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

◎ 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。

井村圭壯・今井慶宗　≪保育と子ども家庭支援」勁草書房

《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　学び論じることができる。

《授業時間外学習》
毎時事問題、新聞、ニュースに関心をもってみる。
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（５０％）レポート(３０%)授業態度（２０％） 
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回答を行う。
レポートはコメントを記載し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
子ども家庭支援の意義と
必要性

家庭の意義とその機能　　
事前学習：家庭の変化を調べる。

2
子育て家庭における諸問
題子どもと家庭

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
子ども家庭支援の目的と
機能

子どもの健やかな育ちの支援
事前学習：テキストＰ９～１０を読んでおくこと。

4
保育の専門性を生かした
子ども家庭支援

子ども家庭支援における保育者の役割　　
事前学習：テキストＰ１７～２４を読んでおくこと

5
子育て支援と子供の育ち
を支える保育者の役割

保護者が子育てに自信を持つために（ワークショップ）
事前学習：テキストＰ１７～２４を読んでおくこと

6
保育士による家庭支援① 児童虐待の実態とその対応（事例検証）　　

事前学習：虐待の実態を調べる

7
保育士による家庭支援② 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（事例検証

）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
地域の資源の活用・関係
機関との連携

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
自治体との連携協力 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
子育て家庭の福祉を図る
ための社会資源祉を

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
子ども家庭支援の内容と
対象

子ども家庭支援におけるサポート形態
事前学習：テキストＰ８９～９６を読んでおくこと

12
保育所における子育て家
庭支援

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。

13
地域の子育て家庭支援 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

事前学習：テキストＰ１０５～１１１を読んでおくこと

14
要保護児童等及びその家
庭に対する支援

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
子ども家庭支援の課題 保育者のカウンセリング・マインドの重要性とチーム支援　　

（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 　子ども家庭支援の心理学

担当者氏名 　友澤　加代

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

◎ 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》

目の前の子どもを理解する時に、その子を取り巻く最も身近
な環境である家庭の影響を無視することはできない。この授
業では、まず乳幼児期から老年期にかけての生涯発達に関す
る基礎知識をふまえ、家族それぞれのライフステージを想像
できるようにする。その上で、現代社会における家族・家庭
の意義や機能、子どもの心身の健康と保健、精神疾患や障害
について学び、保育者としての家庭支援を考える力を身につ
ける。

毎回の授業で穴埋めプリントを配布。(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する。

《参考図書》
・本郷一夫・神谷哲司(編著)「シードブック　子ども家庭支
援の心理学」建帛社　2019
・岡本祐子・深瀬裕子(編著)「シリーズ生涯発達心理学①　
エピソードでつかむ　生涯発達心理学」ミネルヴァ書房　
2013

《授業の到達目標》
子どもの現在の姿を形づくっている発達や家庭環境を理解し
、子どもや子どもを取り巻く人々の発達と健康を支援する手
立てを考えつく力をつけることを目標とする。生涯発達、家
族機能、心身の健康と保健の知識を総合して活用し、議論で
きるようになることが望ましい。基礎知識の習得だけではな
く、事例をもとに多様な家庭支援の在り方を述べられるよう
に視点を養い、他職種との連携にも応用できるようにする。

《授業時間外学習》
予習：次回のテーマに関連する資料を読み、疑問点をあげる
。
復習：授業で使用したプリントやワークシートを振り返る。
レポート：講義した内容と自身の体験や身近な出来事を結び
つけて考え、発達的視点や家庭支援に応用できることをレポ
ートにまとめる。《成績評価の方法》

平常点（小テスト、リアクションペーパー）20％、レポート
20％、定期試験60％を予定している。上記の総合評価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、リアクションペーパーについては次回授業時にフ
ィードバックを行う。
レポートはコメントを付与して返却する。

《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　心理学的なものの考え方　家庭支援とは

2
生涯発達①乳幼児期から
児童期

乳幼児期から学童期にかけての発達の特徴

3
生涯発達②思春期から青
年期

思春期から青年期の発達の特徴

4
生涯発達③成人期から高
齢期

成人期から高齢期の発達の特徴

5
家庭支援の心理学① 家族システムと家族発達

6
家庭支援の心理学② 親としての養育スタイルの形成過程と世代間伝達

7
家庭支援の心理学③ 子育て環境の社会状況的変化

8
家庭支援の心理学④ ライフコースとワーク・ライフ・バランス

9
家庭支援の心理学⑤ 多様な子育て家庭への支援

10
家庭支援の心理学⑥ 子どもを取り巻く生活環境と心身の健康

11
家庭支援の心理学⑦ 子どもの心と健康

12
家庭支援の心理学⑧ 障害のある子どもの理解と対応

13
家庭支援の心理学⑨ 災害と子ども

14
家庭支援の心理学⑩ 事例にもとづくディスカッション

15
まとめ 講義内容の振り返り　定期試験に関するガイダンス



《専門科目》

科目名 　保育内容　総論

担当者氏名 　牧野　和江

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

○ 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。

随時プリント配布

《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」フレーベル館《授業の到達目標》

・保育者の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。
・幼稚園・保育所・認定こども園に置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。
・予習復習の自己学習が望ましい。
・課題についての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（４０％）発表（２０％）
、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回答を行う。
レポートはコメントを記載し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
保育の全体構造と保育の
内容

保育の基底（こども観・こどもの生活）
準備学習：予めテキストのP１～２０を読んでおくこと

2
幼稚園の保育内容の変遷 幼稚園の保育内容の変遷

準備学習：予めテキストのP２１～３５を読んでおくこと

3
保育所の保育内容の変遷 保育所の保育内容の変遷

準備学習：予めテキストのP３５～３７を読んでおくこと

4
認定こども園の保育内容
の変遷

認定こども園の保育内容の変遷
準備学習：予めテキストのP３７～４２を読んでおくこと

5
保育内容を捉える基本 保育内容についてICT活用によるグループ討議

準備学習：予めテキストのP４３～６６を読んでおくこと

6
保育内容を捉える基本 保育内容についてICT活用によるグループ討議

準備学習：予めテキストのP６７～８０を読んでおくこと

7
保育内容を捉える基本 保育内容について

準備学習：予めテキストのP８３～９６を読んでおくこと内容について

8
保育内容の展開 環境を通して行う教育について

準備学習：予めテキストのP９７～１１４を読んでおくこと

9
保育内容の展開 行事の教育的価値の検討

準備学習：園行事について調べておくこと

10
幼稚園の教育課程と指導
計画

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P１３７～１６５を読んでおくこと

11
保育所・認定子ど園の指
導計画

教育と保育の視点と保育計画
準備学習：予めテキストのP１６７～１９３を読んでおくこと

12
一人ひとりの幼児にとっ
ての保育

保育者の役割
準備学習：予めテキストのP２２５～２３８を読んでおくこと

13
子ども理解と計画 保育者の役割（特別な配慮を必要とする子供の保育）

準備学習：発達障害児への理解を深めておくこと

14
個の指導と学級経営 個の指導と学級経営のありかたについて

準備学習：子ども達の好きな絵本を準備しておくこと

15
小学校連携 １０の姿と小学校連携について・ＤＶ視聴を通して小学校教育を知る

準備学習：幼稚園教育要領を読んでおくこと



《専門科目》

科目名 　子どもの健康と安全

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

○ 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》

　乳幼児期の子どもの成長発達は著しい。しかし乳幼児期は
抵抗力や免疫力も未熟で未発達であり、感染症などの病気や
怪我などで健康を阻害されやすい。災害や虐待への対応も含
めて、保育士として、子どもの健康と生命の保持・安全を保
障するために必要な知識・技術を講義・演習を通して修得す
る。

１．「保育者のための　子どもの健康と安全」
　　　　　　　　　　　　　　鈴木美枝子編著　創成社
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「保育のなかの保健」全国保育園保健師看護師連絡会
２「保育のなかの事故」全国保育園保健師看護師連絡会

《授業の到達目標》
・保育者として必要な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自
覚する。

《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、前週のポイントの確認を行う）

《成績評価の方法》
・最終試験は、グループごとの総合演習試験（30％）
・毎回の授業内に作成したレポート提出（50％）
・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人形を使用するが、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
子どもの健康と保健活動
の意義

子どもの保健演習を学ぶにあたり、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。（保健計画・多職種連携）

2
望ましい保育環境と安全
対策

先人に学ぶ、子どもの成育環境とは。
（事前学習）教科書の関連個所を読み、望ましい環境について調べておく

3
子どもの発育の計測と評
価

母子健康手帳の見方を学ぶ。身体計測を行い、測定結果を身体発育曲線にプロットし
て評価する。（事前学習）自分の母子手帳の記載内容を見ておく

4
子どもの発達の観察と評
価

子どもの運動・精神機能の発達をデンバー式発達スクリーニング記録用紙に記入（事
前学習）発達スクリーニング記録用紙の発達チェック項目を読んでおく

5
子どもの健康観察 日常生活における健康観察のポイント　子どもの保健情報の管理と利用

（事前学習）体温測定、脈拍測定、呼吸確認の仕方を調べておく

6
子どもの養護と教育 子どもの養護の仕方　こどもの生活習慣への援助と教育

（事前学習）おむつ交換　排泄の自立　衣服の着脱　摂食について読んでおく

7
子どもの体調不良
症状の見方と対応

子どもの主な症状への対応について学ぶ
（事前学習）下痢、嘔吐処理の方法を調べておく

8
子どもの体調不良
感染症対策

感染症対策　　予防接種
（事前学習）教科書のワークシートに自分の予防接種記録を記入してくる

9
個別の配慮を必要とする
子どもへの対応

慢性疾患や障がいを持つ子、アレルギー疾患のある子どもへの配慮
（事前学習）アナフィラキシー症状とエピペンの使用について調べておく

10
子どもによくあるケガの
応急手当

よくある子どものケガと対応
（事前学習）子どもに多いけがとその理由について調べておく

11
子どもの重大事故への対
策

（事前学習）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（厚生労働省）を読んでおく

12
子どもの一次救命処置 保育現場での心肺蘇生とAEDの使用をシミュレーションで実施

（事前学習）乳幼児の心肺蘇生とAEDの使用方法を調べておく

13
災害への対策と危機管理 ハザードマップ　避難計画　保育現場での配慮

（事前学習）自分の居住地のハザードマップ、家族の避難計画を確認しておく

14
子育て支援のためのネッ
トワーク

施設を中心とした地域活動と、住民による子育て支援活動
（事前学習）自分の居住地にはどんな子育て支援があるか調べておく

15
総合演習
グループ発表

演習課題に対して、グループで役割を分担して発表
（事前学習）今までの授業で実施した演習の振り返りをしておく



《専門科目》

科目名 　社会的養護Ⅱ

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

○ 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》

　社会的養育の方向性が明確化され、2017年の「新しい社会
的養育ビジョン」は、改正された児童福祉法の理念を具体化
している。授業では、子どもが権利の主体であることを理解
し、家庭養育優先の理念のもと、代替として社会的養育を推
進していくことを学ぶ。前期授業の内容をより深めるため、
子どもの権利、制度、政策の実際を討議、発表を通じて具体
的に修得する。

新基本保育シリーズ１８
相沢仁他編集「社会的養護Ⅱ」中央法規

《参考図書》
①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・福岡鮎美著）
②「ルポ虐待：大阪二児置き去り死事件」ちくま新書
　（杉山春著）
③「死を招いた保育」ひとなる書房（猪熊弘子著）
④福祉教育カレッジ「イラストでみる社会福祉用語辞典」

《授業の到達目標》
（１）社会的養護の基礎的内容について具体的に説明できる
（２）施設養護及び家庭養護の実際について説明できる。
（３）社会的養護における計画・記録・自己評価の実際を述
　　べることができる。
（４）相談援助の方法・技術について説明できる。
（５）子どもの虐待防止と家庭支援について述べることがで
　　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・発表及びワークシートの評価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》
毎回の授業内で提出されたワークシートに対しフィードバッ
クを行います。疑問点、質問については授業内及び授業後に
受け付けます。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
子どもの権利擁護 子どもの権利擁護の基本、演習を通して施設や養育者としての取り組み、運営の理解

予習：教科書p2-12　復習：教科書該当箇所・ワークシート

2
社会的養護における子ど
もの理解

子どもの理解を深めていくためのアプローチを学び、子ども及び家庭環境を理解する
予習：教科書p14-24　復習：教科書該当箇所・ワークシート

3
社会的養護の内容①
日常生活支援

日常生活支援の実際を理解した上で、事例分析を通じて支援の在り方の討議及び理解
予習：教科書p26-36　復習：教科書該当箇所・ワークシート

4
社会的養護の内容②
心理的支援

心理的支援の目的と特徴、視点、実際を学び、その後、演習や事例を通しての理解
予習：教科書p38-48　復習：教科書該当箇所・ワークシート

5
社会的養護の内容③
自立支援

自立支援の基本及び事例分析を通じて「自分の常識」だけでない視点での対策を学ぶ
予習：教科書p50-60　復習：教科書該当箇所・ワークシート

6
施設養護の生活特性およ
び実際①乳児院等

各施設の特性や施設における生活や援助方法を調べグループ内で討議し理解を深める
予習：教科書p62-72　復習：教科書該当箇所・ワークシート

7
施設養護の生活特性と実
際②障害児施設等

児童心理施設、児童自立支援施設、障害児施設の特性や実際を演習形式で学ぶ
予習：教科書p74-84　復習：教科書該当箇所・ワークシート

8
家庭養護の生活特性およ
び実際

家庭養護とは、保育に求められる役割を理解し演習形式で実際を学ぶ
予習：教科書p86-96　復習：教科書該当箇所・ワークシート

9
アセスメントと個別支援
計画の作成

アセスメントとは何か、自立とは何かを理解した上で自立支援計画作成の演習を行う
予習：教科書p98-108　復習：教科書該当箇所・ワークシート

10
記録および自己評価 記録の意義と役割、自己評価を学ぶ。演習を通して理解を深める

予習：教科書p110-120　復習：教科書該当箇所・ワークシート

11
保育の専門性にかかわる
知識・技術・実践

保育士の位置づけを学び、演習形式で問題のある子どもへの対応方法を学ぶ
予習：教科書p122-132　復習：教科書該当箇所・ワークシート

12
相談援助の知識・技術と
その実践

ソーシャルワークの知識や技術を理解した上で演習を通して対応方法を学ぶ
予習：教科書p134-144　復習：教科書該当箇所・ワークシート

13
社会的養護におけるソー
シャルワーク

「ソーシャルワーク」の意味、具体的に用いる知識・技術を演習を通して理解する
予習：教科書p146-156　復習：教科書該当箇所・ワークシート

14
社会的養護における家庭
支援

社会的養護の持つ「代替養育」以上の機能を学び、演習形式で実際を理解する
予習：教科書p158-170　復習：教科書該当箇所・ワークシート

15
社会的養護の課題と展望 「社会的養護の課題と将来像」「新しい社会的養育ビジョン」を参考に未来への展望

を考察。　予習：教科書p172-182復習：教科書該当箇所・ワークシート



《専門科目》

科目名 　保育・教育相談支援

担当者氏名 　髙橋　淳一郎

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ディスカッショ
ン等を通じて理解し、保育・教育相談に関する基礎的知識と
技法を演習によって身につけ、保育者として相談に臨む基礎
的態度を養う。また、保育者として職務を継続するためのメ
ンタルヘルス向上のスキルを養う。

桜井美加・齋藤ユリ・森平直子　2019　教育相談ワークブッ
ク―子どもを育む人になるために［改訂版］　北樹出版

《参考図書》
小橋明子(監修)　2020　子育て支援　中山書店
黒田祐二　2014　実践につながる教育相談　北樹出版

《授業の到達目標》
①保育・教育相談の意義と理論を説明できる。
②カウンセリングの基本的な知識について説明し、技法を用
いて相談援助の実践ができる。
③保育・教育相談の具体的な進め方を説明できる。
④チーム援助の具体的な方法を説明できる。
⑤自らのメンタルヘルス向上のスキルを身に付ける。

《授業時間外学習》
予習としてテキストの次回授業該当ページを精読し、自らの
興味関心および疑問点を整理する「予習ノート」を作成する
こと(30分)。授業後は「予習ノート」と授業内容を照らし合
わせて理解を深める復習をすること(30分)。本授業は合計15
時間の時間外学習が必要です。

《成績評価の方法》
定期試験の得点を40％、授業内のワーク内容を40％、リアク
ションペーパーの記載内容を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》
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
り返りをおこなう。

《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を理解する。＜授業外＞予習としてシラバスを確

認し、本授業の内容と到達目標を把握する(30分)。復習をする(30分)。

2
3段階の援助サービス 学校心理学における3段階の援助サービスについて理解する。＜授業外＞テキストの第

1章を精読し予習する(30分)。復習をする(30分)。

3
多様な家族形態と子育て
支援

現代の家族のあり方を学び、必要な子育て支援について理解する。＜授業外＞配布資
料を精読し予習する(30分)。復習をする(30分)。

4
子育て支援における保育
者の役割

子育て支援において保育者が果たすべき役割を理解する。＜授業外＞配布資料を精読
し予習する(30分)。復習をする(30分)。

5
カウンセリングの基本理
論

主要なカウンセリングの理論について理解する。＜授業外＞テキストの第3章第1～3節
を精読し予習する(30分)。復習をする(30分)。

6
援助者に求められる基本
的態度

援助者に求められる基本的な態度について理解する。＜授業外＞テキストの第3章第4
～5節を精読し予習する(30分)。復習をする(30分)。

7
カウンセリング演習 3つの聴き方を実践し、応答技法について学ぶ。＜授業外＞配布資料を精読し予習する

(30分)。復習をする(30分)。

8
連携と協働 校内・園内での連携のあり方、外部専門機関との連携のあり方を理解する。＜授業外

＞テキストの第4章を精読し予習する(30分)。復習をする(30分)。

9
危機介入 保育現場で遭遇する危機を学び、危機介入のレベルと外部連携について理解する。＜

授業外＞テキストの第9章を精読し予習する(30分)。復習をする(30分)。

10
保護者理解 保護者との関係作りの方法を学び、家庭への支援のあり方を理解する。＜授業外＞テ

キストの第11章を精読し予習する(30分)。復習をする(30分)。

11
不適応とは 適応と不適応について理解し、不適応の子どもの理解を深める。＜授業外＞配布資料

を精読し予習する(30分)。復習をする(30分)。

12
虐待の理解と対応 虐待が子どもに及ぼす影響について理解し、被虐待児への対応を学ぶ。＜授業外＞テ

キストの第5章を精読し予習する(30分)。復習をする(30分)。

13
子育て支援の現状と課題 現代における子育て支援および保育・教育相談の課題を考える。＜授業外＞配布資料

を精読し予習する(30分)。復習をする(30分)。

14
保育者のメンタルヘルス ストレスとのつき合い方を学び、メンタルヘルス向上のための方策を身に付ける。＜

授業外＞テキストの第12章を精読し予習する(30分)。復習をする(30分)。

15
現場で求められる保育・
教育相談とは

これまで学んだことを振り返り、子育て支援および保育・教育相談のあり方を考える
。＜授業外＞これまでの授業ノートを振り返り整理する(30分)。復習をする(30分)。



《専門科目》

科目名 　保育・教職実践演習

担当者氏名 　中村　敏男、武内　道郎

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》

保育者として必要な基本的資質や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》
準備学習を十分に行い、必要に応じて参考文献を読んでおく
。
意欲的な発言・探究活動を重視するとともに、事後学習とし
て省察内容の定着を目指す。

《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 社会が求める保育者としての資質

準備学習：1年次「保育者・教職原論」の関連項目を見直しておくこと

2
幼児理解 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）

準備学習：実習中の子どもの様子で、気になった事案を抽出しておくこと

3
子どもの健康 実習の経験をもとに、こどもの健康についてどう考え、どのように対応するかを考え

る
準備学習：実習先の園の健康指導の状況を発表できるように準備しておくこと

4
遊びと発達 実習の経験をもとに、遊びの中での子どもの発達について考える

準備学習：具体的な遊びの中で、子どもの発達に影響する部分について考えておくこ
と

5
保育における食育 食育の大切さや、指導上の留意点について考える

準備学習：実習中に行った食育の状況を発表できるようにしておくこと

6
障害児への理解と援助 実習の経験をもとに、障害児への対応や援助について学ぶ

準備学習：特別な配慮が必要な子どもへの支援の実態について報告の準備をすること

7
ことばを育てる 実習の経験をもとに、言葉の発達についてどう考え、どのように対応するかを考える

準備学習：言葉の発達を促すための実習園の様々な工夫について発表の準備をするこ
と

8
保護者との連携 保護者との連携の在り方、具体的方法についてロールプレイを通して学ぶ

準備学習：実習中、保護者との連携で気づいたことを発表できるように準備すること

9
保育における危機管理 実習の経験をもとに、保育における危機管理について考える

準備学習：具体的な「危機」の例を３つ考え、保育者の動きについて考えておくこと

10
クラス経営における担任
の役割

実習の経験をもとに、担任の集団指導・個人指導の在り方について考える
準備学習：担任となることを想定して、不安に感じることを書き出しておくこと

11
保育者間の連携 実習の経験をもとに、日常の連携の在り方や、園の行事における保育者同士の連携の

在り方について考える　準備学習：実習園での連携の状況を報告できるよう準備する
こと

12
幼保小連携の意義 幼保小連携の意義と小１プロブレムへの対応について学ぶ

準備学習：「小1プロブレム」の具体的内容をインターネット等で調べておくこと

13
ストレスへの対応 専門職業人として、ストレスへの対応方法を学ぶ

準備学習：自分にとってどのような状況がストレスとなるか想像して書き出すこと

14
履修カルテ入力 履修カルテの意味を理解し、履修カルテを入力する

事前学習：これまでの履修科目、現在履修中の科目をすべて書き出しておくこと

15
学び、成長し続ける保育
者

自らの課題について省察し、その解決方法を考える
準備学習：「ＳＷＯＴ分析」とは何か、調べておくこと



《専門科目》

科目名 　保育・教職実践演習

担当者氏名 　中村　敏男、武内　道郎

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》

保育者として必要な基本的資質や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　2018

《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》
準備学習を十分に行い、必要に応じて参考文献を読んでおく
。
意欲的な発言・探究活動を重視するとともに、事後学習とし
て省察内容の定着を目指す。

《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
履修カルテ 履修カルテの意味を理解し、内容を省察し、今後の学習を見直す

準備学習：これまで履修したすべての科目について入力を済ませておくこと

2
保育実習の再検討と討議 保育実習・施設実習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

準備学習：保育実習・施設実習で感じた課題等についてまとめておくこと

3
教育実習の再検討と討議 教育実習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

準備学習：教育実習で感じた課題等についてまとめておくこと

4
遠足引率実習の計画 園児を遠足で校外施設に引率するケースを想定した計画を作成する

準備学習：グループで検討するための内容を準備しておくこと

5
遠足引率実習(学びの内容
)

遠足場面を想定し、実際に校外施設に行き、幼児の学びの場の観点で考える
準備学習：どんな学びの場面が実施可能かについて準備しておく

6
遠足引率実習(安全の確保
)

遠足場面を想定し、実際に校外施設に行き、幼児の健康管理・安全確保の観点で考え
る
準備学習：想定される危機管理等について準備しておく

7
遠足引率実習訓練(まとめ
)

遠足引率実習のまとめと報告
準備学習：校外施設で感じた課題等についてまとめておく

8
実習報告会(発表資料の作
成)

実習全体で気づいた点をグループでまとめ、１年生に伝える資料について検討する
準備学習：できるアドバイスについて考えておく

9
実習報告会(その１) 実習全体で気づいた点をテーマごとにグループでまとめ１年生に伝える（その１）

準備学習：効果的なプレゼンの方法、物品などを準備しておく

10
実習報告会(その２) 実習全体で気づいた点をテーマごとにグループでまとめ、１年生に伝える（その２）

準備学習：前回報告会の反省をもとに、プレゼン方法の改良を準備する

11
フィールドワーク・園行
事（運営の実際）

園での行事・ボランティへの参加し、行事等の運営の実際について学ぶ
準備学習：園へのアポイント、必要な準備を整えてくこと

12
フィールドワーク・園行
事(保育者の動き)

園での行事・ボランティへの参加し、保育者間の連携の様子等について学ぶ
事後学習：反省点などをまとめておくこと

13
フィールドワーク・園行
事(まとめ)

行事の進め方、保護者・地域・保育者同士の連携の省察（園での行事・ボランティア
）
準備学習：気付いた事、反省点などをまとめておくこと

14
部分実習の再検討(課題の
気づき）

実習ノート・指導案を基に討議し、指導者からの指導、記録をもとに課題を出し合う
事前学習：改善点などを事前に考えておくこと

15
部分実習の再検討(課題解
決に向けて)

実習ノート・指導案を基に、グループで話し合うことにより、課題解決の方策を探る
事後学習：今後の改善点などをまとめておく



《専門科目》

科目名 　教育課程及び教育方法・技術論

担当者氏名 　中平　浩介、倉澤　俊夫

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

○ 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》

これからの社会を担う子どもたちに求められる資質・能力を
育成するために必要な、教育の方法、教育の指導技術、情報
機器及び教材の活用に関する基礎的な知識、技術を身に付け
る。学校教育における教育課程が有する役割・機能・意義を
理解し、教育課程編成の方法を理解し、教科・領域・学年を
またいでカリキュラムを把握し、学校教育課程全体をマネジ
メントすることの意義を理解するための授業である。

必要に応じてプリントを配布する。

《参考図書》

《授業の到達目標》
子供たちの興味・関心を高めたり、学習内容をふりかえった
りするために、幼児の体験との関連を考慮しながら情報機器
を活用して効果的に教材等を作成・提示することができる。
学習指導要領・幼稚園教育要領の性格及び位置づけ並びに教
育課程編成の目的を説明できる。教育課程編成の基本原理を
説明できる。幼稚園教育要領に規定するカリキュラム・マネ
ッジメントの意義や重要性を説明できる。

《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。
毎日の授業について予習、復習（概ね１時間程度）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%)、グループ発表（10%）、レポート
(30%)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》

作成した作品や発表内容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：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。

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ども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ども向け電子紙芝居作成（案作成・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ども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)（倉澤）

3～5回に作成した電子紙芝居の読み聞かせ活動の指導案作成
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)（倉澤）

3～5回に作成した電子紙芝居の読み聞かせ活動（実践）
準備学習：発表準備をしておくこと。

8
電子紙芝居の読み聞かせ　
(討議)（倉澤）

電子紙芝居の読み聞かせ実践と評価
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
幼稚園におけるクリスマ
スの活動（倉澤）

幼稚園におけるクリスマスの活動について
準備学習：母園で行っていたクリスマスに関する活動についてまとめておくこと。

10
クリスマスの活動①　　
（倉澤）

幼稚園で実践したいクリスマスの活動（実践）
準備学習：グループで考えた活動について発表準備をしておくこと。

11
クリスマスの活動②　　
（倉澤）

幼稚園で実践したいクリスマスの活動（実践）
準備学習：グループで考えた活動について発表準備をしておくこと。

12
食育について（倉澤） 保育現場における食育の方法

準備学習：母園で行っていた食育についてまとめておくこと。

13
諸外国の教育方法　　　
（倉澤）

幼稚園における諸外国の特徴ある教育方法
準備学習：諸外国の教育方法を１つ選び、その内容について調べておくこと。

14
カリキュラム・マネジメ
ントについて①（倉澤）

カリキュラム・マネジメントの重要性（討議）
準備学習：カリキュラム・マネジメントについて調べておくこと。

15
カリキュラム・マネジメ
ントについて②（倉澤）

効果的なカリキュラム・マネジメントについて（発表）
準備学習：グループでまとめたことを発表できるよう、準備しておくこと。



《専門科目》

科目名 　保育のピアノ応用Ⅱ

担当者氏名 　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 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》

音楽を通して子供達の生活にリズムを与え、豊かな感受性を
養う事が出来る様に、童謡の弾き歌いやピアノ曲を学び、人
前で演奏する技量を身に付ける。

・奥村恵美子他「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技術を習得し豊かな表
現　ができる。
・前期終了までに童謡4曲の弾き歌いができる。
・前期終了までにマーチ1曲が演奏できる。
・参考図書②もしくは③のピアノ曲が1曲演奏できる。

《授業時間外学習》
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である。教員から提示された
課題は自己学習して次回の授業に備える。

《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》

毎授業の小テスト結果に対してその場で口頭によりフィード
バックする。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
童謡弾き歌い及びマーチ
またはピアノ曲の習得

1・2班：童謡弾き歌いの習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得
3・4班:ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)

2
童謡弾き歌い及びマーチ
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:童謡弾き歌いの習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得

3
童謡弾き歌い及びマーチ
またはピアノ曲の習得

1・2班：童謡弾き歌いの習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得
3・4班:ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)

4
童謡弾き歌い及びマーチ
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:童謡弾き歌いの習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得

5
童謡弾き歌い及びマーチ
またはピアノ曲の習得

1・2班：童謡弾き歌いの習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得
3・4班:ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)

6
童謡弾き歌い及びマーチ
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:童謡弾き歌いの習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得

7
童謡弾き歌い及びマーチ
またはピアノ曲の習得

1・2班：童謡弾き歌いの習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得
3・4班:ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)

8
童謡弾き歌い及びマーチ
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:童謡弾き歌いの習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得

9
童謡弾き歌い及びマーチ
またはピアノ曲の習得

1・2班：童謡弾き歌いの習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得
3・4班:ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)

10
童謡弾き歌い及びマーチ
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:童謡弾き歌いの習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得

11
童謡弾き歌い及びマーチ
またはピアノ曲の習得

1・2班：童謡弾き歌いの習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得
3・4班:ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)

12
童謡弾き歌い及びマーチ
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:童謡弾き歌いの習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得

13
童謡弾き歌い及びマーチ
またはピアノ曲の習得

1・2班：童謡弾き歌いの習得(①～⑮)、ピアノ課題曲に応じたマーチの習得
3・4班:ピアノ曲課題の習得(提示された課題曲)

14
ピアノ曲実技試験
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
ピアノ曲実技試練または
童謡弾き歌い及びマーチ

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:童謡弾き歌いの習得(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 　子どもの体育

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 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」第二
版 杏林書院 2018．
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
岩崎洋子編：保育と幼児期の運動あそび．萌文書林．2018

《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 　子どもと遊び

担当者氏名 　牧野　和江

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

○ 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》

幼児一人一人の発達段階や育ちを知り、幼児を支えていくた
めの知識や技術を身に付ける。
幼児の遊びは学びであることを理解し、その遊びの中で幼児
が何を学んでいるのかを見極め、環境設定を考えることがで
きる。

文部科学省　幼児理解に基づいた評価　チャイルド本社

《参考図書》
幼稚園教育要領　保育所保育指針

《授業の到達目標》
・幼児一人一人の遊びの中にどのような学びがあるかを読み
取　ることができる。
・幼児が遊びを通して充実できる個や集団遊びを生み出すこ　　
とができる。

《授業時間外学習》
幼児の遊びについて、調べておく。
　・子ども達の発達を促す遊び（技能を育てる遊び・知識を
育　　てる遊び・手遊・わらべ歌遊び
　・集団遊び（室内・戸外）
　・自然とのかかわり遊び

《成績評価の方法》
レポート（３０％）発表（５０％）　小テスト（２０％）
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》

発表・レポートについてはコメントを記載し適宜フィードバ
ックを行うとともに学習者との協議を深める。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
幼児の遊び 発達段階に応じた幼児の遊びについて

事前学習：自身の幼児時代の遊びをピックアップしておく

2
幼児理解 発達や遊びの連続性

事前学習：教科書Ｐ１～１３を音読しておくこと

3
よりよい保育を作り出す 活動の意味を例解する

事前学習：教科書Ｐ１４～２６を音読おくこと

4
保育における幼児理解と
評価

保育者の姿勢と評価の実施
事前学習：教科書３０～６３を音読しておくこと

5
よりよい指導につながる
記録

保育者のかかわりを振り返る
事前学習：教科書Ｐ３０～６３を音読しておくこと

6
０歳児の遊び ０歳児の発達を知る

事前学習：裁縫道具を準備しておくこと

7
１歳児・２歳児の遊び １・２歳児の発達を知る

事前学習：手遊び歌を調べておくこと

8
３歳児の遊び ３歳児の発達を知る

事前学習：新聞紙を準備しておくこと

9
４歳児び遊 ４歳児の発達を知る

事前準備：戸外遊びについて調べておく

10
５歳児の遊び ５歳児の発達段階を知る。

事前学習：集団遊びを調べておく

11
保育を構想する」 幼児の遊びのビデオ視聴から読み取る

事前学習：教科書Ｐ６６を音読しておくこと

12
環境構成 環境厚生を再構成する

事前学習：教科書９１～９５を音読しておくこと

13
発達段階や興味に応じた
絵本指導」

絵本指導をする。
事前学習：年齢・興味にあった絵本を準備しておくこと

14
協力して遊びを深める ５歳児の集団遊びについて

事前学習：指導案作成を行い準備しておく

15
保育者としての資質向上 幼児からあこがれを抱かれる保育者

事前学習：１０の姿について音読しておくこと



《専門科目》

科目名 　保育のための調理基礎

担当者氏名 　田中　祐作、武藤　隆、田中　辰也

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

《授業の概要》 《テキスト》

1年次に学習した基本的な料理をベースにした、より特色の
ある西洋料理の知識及び技能を身につける。

「調理師養成教育全集　必修編５　調理実習」2015
　全国調理師養成施設協会編　オールフォト食材図鑑

《参考図書》
日仏料理協会編　　「新フランス料理用語辞典」
町田　亘・吉田　正国編　「イタリア料理用語辞典」

《授業の到達目標》
調理実技グレード１の復習しグレート2習得しコンクール地区
大会の予選課題を規定の時間内に仕上げる事が出来る。

《授業時間外学習》
1年次の実習で習ったものの復習をしておく。西洋料理で使用
する基本的な食材のイタリア語・フランス語をまとめておく
こと。

《成績評価の方法》
前期の授業終了後、実技試験５０％・実習ノート４０％・
観察記録１０％等により総合的に評価し、６０点以上合格と
する。

《課題に対するフィードバック等》
必要に応じ習得した技術の確認を行う。実習中の調理器具の
扱い方についてフィードバックを行うので、自主練習を
行うこと。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
卵料理 卵を使って基本的な調理法

〔準備学習〕調理師養成施設教育全集　必修編５巻　料理実習のP140を読んでおく。

2
小麦粉料理 小麦粉を使い多様化の調理法

〔準備学習〕調理師養成施設教育全集｝必修編５巻　調理実習のP166を読んでおく。

3
野菜料理 野菜を使って基本的な調理法

〔準備学習〕調理師養成施設教育全集　必修編５巻　料理実習のP166を読んでおく。

4
魚料理 魚の扱い方と下処理：調理法

〔準備学習〕調理師養成施設教育全集　必修編５巻　料理実習のP143を読んでおく。

5
エスニック料理 各国の特徴・香辛料の調理法

〔準備学習〕調理師養成施設教育全集〕必修編５巻　料理実習のP213を読んでおく。

6
イースト料理 生地の発酵・オーブンの温度

〔準備学習〕調理師養成施設教育全集〕必修編５巻　料理実習のP168を読んでおく。

7
フルーツソース 果汁を使用したソースと材料の切り方

〔準備学習〕調理師養成施設教育全集〕必修編５巻　料理実習のP121を読んでおく。

8
肉料理 鶏肉のおろし方と骨を使用してソースを作り

〔準備学習〕調理師養成施設教育全集｝必修編５巻　料理実習のP132を読んでおく。

9
野菜ソース 野菜を使用してソースを作る

〔準備学習〕調理師養成施設教育全集｝必修編５巻　料理実習のP135を読んでおく。

10
甲殻類ソース 甲殻類を使用してソースを作る

〔準備学習〕調理師養成施設教育全集｝必修編５巻　調理実習のP135を読んでおく。

11
ベシャメルソース ベシャメルソースで作り色々な調理法

〔準備学習〕本学HPより「ベシャメルソース」の動画を視聴しておくこと。

12
冷製オードブル 色彩を意識した食材の取り扱い

〔準備学習〕調理師養成施設教育全集｝必修編５巻調理実習のP121：P138を読んでお
く

13
温製オードブル 色彩を意識した食材の取り扱い

〔準備学習〕調理師養成施設教育全集〕必修編５巻調理実習のP121・P138を読んでお
く

14
スープの分類 各種スープの調理法・食材の取り扱い方

〔準備学習〕調理師養成施設教育全集〕必修編５巻　調理実習のP141を読んでおく

15
前期の技術習得の確認 調理技術の試験

【準備学習】実習ノートをまとめ、調理技術の確認


