
科目名 幼児の健康 担当 堤裕美 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 1年前期 

必修 卒業：必修  幼免：必修  保育士：選択必修 

授業 

概要 

領域「健康」の指導に関する、幼児の心身の発達、基本的な生活習慣、安全な生活、運動発

達などの専門的事項についての知識を身に付ける。 

到達 

目標 

１．幼児期の身体機能の発達的特徴と生活習慣の形成過程を理解し、大人の関わりや環境構

成の影響について説明できる。 

２．幼児期の運動発達の特徴と現代的な課題について討議を通して理解を深め、怪我や病気

の予防としての安全教育の在り方について様々な角度から考察する。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 健康とは 健康の定義と乳幼児期の健康の意義について学ぶ。 

2 乳幼児の発達理解① 乳幼児の身体発達の特徴を学ぶ。 

3 乳幼児の発達理解②  乳幼児の運動機能の発達的特徴を学ぶ。 

4 子どもの体力・運動能力をめぐる現状 乳幼児の体力・運動能力の実態を知り、現代的な課題を討議する。 

5 生活習慣の形成 幼児の生活習慣とその獲得過程について学ぶ。 

6 幼児の生活スタイルの現状と問題点 乳幼児の生活スタイルの現状と健康への影響について討議する。 

7 生活習慣の獲得過程における配慮 0-2歳児の生活習慣の獲得過程について視聴覚教材を用いて学ぶ。 

8 生活習慣の獲得過程における配慮 以上児の生活習慣の獲得過程についてグループワークを行う。 

9 食育 乳幼児期に培いたい「食を営む力」について調べ、教材研究を行う。 

10 子どもの健康と安全指導① 子どもの事故の原因と特徴について知る。 

11 子どもの健康と安全指導②  リスクとハザードの考え方の違いを学ぶ。 

12 様々な場面での安全管理・安全教育  子どもの主体的な遊びを保障する安全教育の重要性について理解を深める。 

13 運動遊びの意義と環境構成  幼児期において多様な動きを獲得することの意義を学ぶ。 

14 幼児期の運動発達と身体活動 幼児の多様な動きの獲得を促す環境づくりについて教材研究を行う。 

15 幼児期運動指針の実践に向けて 幼児期運動指針の内容理解と実践に向けた教材研究を行う。 

評価 

基準 

１．幼児期の身体機能の発達的特徴と生活習慣の形成過程を理解し、大人の関わりや環境構

成の影響について説明できるか。 

２．幼児期の運動発達の特徴と現代的な課題について討議を通して理解を深め、さらに怪我

や病気の予防としての安全教育の在り方についても自身の意見を説明できるか。 

評価 

方法 

授業態度        ％ レポート      ％ 期末試験     ６０ ％ 

その他   ４０％（ 各授業後の小レポート ２０％、授業内課題 ２０％ ） 

教科書 

保育内容「健康」（河邉貴子・柴崎正行・杉原隆編、ミネルヴァ書房） 

『幼保連携型認定こども園教育・保育要領 幼稚園教育要領 保育所保育指針原本』（平成2

9年6月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

参考書 授業後に適宜資料を配布する 

履修 

条件 

子どもたちがおかれているさまざまな状況を日常生活の中で目にする子どもたちの姿から想像

し、現代の子どもたちの健やかな心身の発達について各自の考えをもっていること。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：自身の幼少期の発育の特徴を母子手帳から確認しておくこと。 

事後学習：授業内での教材研究や討議を通して友人の考えや意見を聞くことで、自身の保育観を

広げられるよう、整理し記録しておくこと。 

オフィス 

アワー 

掲示板に掲示します。 

 



科目名 幼児の環境と人間関係 担当 市東賢二・上原貴夫 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：必修  幼免：必修  保育士：選択必修 

授業 

概要 

 幼児を取り巻く人間関係や環境と、幼児の発達の意義や現代的課題を理解する。幼児期の人間関係の発達

について、幼稚園生活における関係発達論的視点から理解し、幼児期の思考・科学的概念の発達を理解する。

同時に幼児期の標識・文字等、情報・施設とのかかわりの発達を理解する。 

到達 

目標 

・乳児期に育つ人と関わる力の発達について、家族や地域との関係と育ちについて、発達の姿と合わせて説明できる 

・幼児期の遊びや生活の中で育つ人と関わる力の発達について、教師との関係、幼児との関係、集団の中での育ちを

観点として説明できる。 

・自立心や協同性、道徳性・規範意識の芽生えや育ちについて、発達の姿と合わせて説明できる。 

・幼児を取り巻く環境の諸側面(物的環境、人的環境、社会的環境、安全等)と、幼児の発達におけるそれらの重要性を

理解し、それらとの関わり方について、専門的概念(能動性、好奇心、探求心、有能感等)を用いて説明できる。 

・乳幼児期の認知的発達の特徴と筋道を理解し、乳幼児の物理的、数量・図形との関わりの事象や、乳幼児を取り巻

く標識・文字等の環境と、それらへの興味・関心、理解の発達とそれらとの関わり方を説明できる。 

・乳幼児の生活に関係の深い情報・施設と、それらへの興味・関心、それらとの関わり方について説明できる。 

・知識基盤社会及び持続可能な開発のための教育(ESD)などの幼児を取り巻く環境の現代的課題について説明できる。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 
乳幼児を取り巻く人間関係や環境

の現代的特徴とその社会的背景 
乳幼児を取り巻く人間関係や環境の現代的特徴とその社会的背景につい

て学ぶ。 

2 人と関わる力の発達① 家族や地域とのかかわりについて学ぶ。 

3 人と関わる力の発達② 遊びや生活のなかでのかかわりについて学ぶ。 

4 
乳幼児期の発達における自立や協

同の芽生えと育ち 
乳幼児期の発達における自立や協同の芽生えと育ちについて学ぶ。 

5 
乳幼児期の発達における道徳性・

規範意識の芽生えと育ち 
乳幼児期の発達における道徳性・規範意識の芽生えと育ちについて学ぶ。 

6 乳幼児を取り巻く環境の諸側面① 物的環境について学ぶ。 

7 乳幼児を取り巻く環境の諸側面② 人的環境について学ぶ。 

8 乳幼児を取り巻く環境の諸側面③ 社会的環境と安全等について学ぶ。 

9 乳幼児期の発達の関係論的意味 乳幼児期の発達の関係論的意味について学ぶ。 

10 乳幼児期の認知的発達 乳幼児期の認知的発達について学ぶ。 

11 乳幼児期の思考・科学的概念の発達① 物理的事象への興味・関心について学ぶ。 

12 乳幼児期の思考・科学的概念の発達② 生物・自然への興味・関心について学ぶ。 

13 乳幼児期の発達の社会的側面①  標識や文字等の環境への興味・関心について学ぶ。 

14 乳幼児期の発達の社会的側面② 生活に関連する情報や施設への興味・関心について学ぶ。 

15 
乳幼児を取り巻く人間関係と環境

の現代的課題 
乳幼児を取り巻く人間関係と環境の現代的課題について学ぶ。 

評価基準  到達目標の 7つの点について理解し、説明できることが「可」の条件である。 

評価 

方法 

授業態度        ％ レポート        ％ 期末試験       80％ 

その他   20％（ 授業内で指示する課題の内容を評価 ） 

教科書 
『幼保連携型認定こども園教育・保育要領 幼稚園教育要領 保育所保育指針原本』（平成 29年 6月告示 内

閣府・文部科学省・厚生労働省） 

参考書 随時、紹介または配布する。 

履修条件 本講義を受講するにあたって必要となる基礎知識を有すること。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：授業計画で示された事項について、日常的に好奇心をもち、読書（教科書関連箇所含む）や友人

との討議の機会をつくり思考を深めること。 

事後学習：授業で扱われた事項に関する学びと自己の課題を考察すること。 
オフィス 

アワー 
掲示板に掲示します。 

 



科目名 幼児の言葉 担当 佐 藤 厚 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：必修  幼免：必修  保育士：選択必修 

授業 

概要 

領域「言葉」の指導の基盤となる、幼児が豊かな言葉を身につける大切さと、幼児期の言葉の発

達について理解する。こどもが自分の気持ちを言葉で表現できることを育くむにあたり、言葉遊

びや児童文化財などの教材研究を通じ具体的な知識と技術を実践的に学び、言葉の保育力を身に

つける。 

到達 

目標 

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・保育要領における内容領域「言

葉」の意義、言葉がこどもの発達に与える影響について理解する。他の領域との関係を理解し幼

児期の言葉の獲得過程・発達に応じた保育教材の研究と実践ができるようになる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 領域「言葉」 領域「言葉」のねらいと内容についての解説 

2 幼児期の言葉の獲得 こどもの言葉の発達過程について 

3 言葉に対する感覚 言葉の美しさ、言葉の表現について 

4 言葉に対する感覚を豊かにするとは？ 様々な言葉遊びについて 

5 言葉に対する感覚を豊かにする実践 保育に活かす言葉遊びについて 

6 言葉を育てる環境 こどもの言葉に対する興味関心の深め方について 

7 言葉の獲得（話す） 伝達することにおける言葉の獲得について  

8 言葉の獲得（読む） 
こどもが絵本などを読むことにおける言葉の獲得につ

いて 

9 言葉の獲得（文字） 文字に対する興味や理解を示す実践方法について  

10 領域「言葉」と児童文化財① 文化財の理解と保育への活かし方について 

11 領域「言葉」と児童文化財② 絵本、童話、民話、素話などの実践と言葉について 

12 領域「言葉」と児童文化財③ 文化財や文字を用いた教材研究と指導案の作成 

13 言葉の指導計画の実践① 指導案に基づく児童文化財を用いた実践発表 

14 言葉の指導計画の実践② 言葉の獲得と模擬保育の実践について 

15 言葉の獲得をめぐる課題 模擬保育の省察と小学校教育への連携について 

評価 

基準 

領域「言葉」の保育内容を十分理解し、保育者としての専門的知識と実践的技術・方法を身につ

けることができたか、また、実践発表までの過程や成果のレポートを評価基準とする。 

評価 

方法 
絵本、紙芝居の読み聞かせ等の実践４０％ レポート４０％ 授業態度２０％ 

教科書 
『幼保連携型認定こども園教育・保育要領 幼稚園教育要領 保育所保育指針原本』（平成 29年

6月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

参考書 授業中、適宜資料を配布する。 

履修 

条件 

保育の言葉に関する基礎知識を得ておくこと。こどもたちが興味関心を持って言葉の獲得ができ

るようにするために、保育者としての知識や指導方法を身につけようとする意識を持って履修す

ること。 

授業外に

おける 

学習 

乳幼児の「言葉」について教科書を予習し授業に臨むこと。グループワークで読み聞かせや朗読

をおこなうので、事前に資料や絵本などをよく読み、内容理解と十分な練習を積んでおくこと。 

オフ ィ ス

アワー 掲示板等で確認すること。 

 



科目名 幼児の表現 担当 町田育弥 吉澤俊 

形態 講義 単位数 2単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：必修  幼免：必修  保育士：選択必修 

授業 

概要 

「表現とは何か？」をテーマとし、１～８回では以下について考察する。 

・幼児が環境との関わりを機に五感を通した認識を経て「表現」に至るプロセスの多様性 

・幼児の様々な表現のあり方とその受容、および、より発展的な表現のための援助 

９～15回では、主として描画・造形に関わる素材の研究を行い、素材との出会いからそれ 

を用いた表現に至るプロセスを学生が自ら体験する。 

到達 

目標 

・「表現」の意味を理解する。 

・幼児の様々な発現を見逃さない視点の持ち方を知る。 

・幼児期の表現活動を支援するための基礎知識と、それを現場での教材作成などに援用する 

センスを身に付ける。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 ガイダンス 授業概要の詳細な説明と質疑応答 

2 「表現」を考える-1 「表現」について現段階での個々の考えを探る（レポート作成） 

3 「表現」を考える-2 「幼稚園教育要領」表現領域の読解と考察 

4 
「表現」を考える-3 「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」 

表現領域の読解と考察 

5 表現の多様性 幼稚園での事例をもとに、子どもの表現の多様性を考察する 

6 自身の行動分析 自身の行動に含まれる「表現」ついて考察する。 

7 「表現」を考える-4 第２回で作成したレポートの見直し 

8 レポート提出に向けて １～７回のまとめとレポート作成ガイダンス／質疑応答 

9 幼児の絵画 幼児の発達段階と絵画様式について 

10 素材と表現の可能性-1 クレヨン、水彩絵の具を使った表現実習 

11 素材と表現の可能性-2 その他の描画画材による表現実習 

12 素材と表現の可能性-3 画用紙、和紙、色紙、新聞紙など紙素材による表現実習-1 

13 素材と表現の可能性-4 画用紙、和紙、色紙、新聞紙など紙素材による表現実習-2 

14 素材と表現の可能性-5 自然物の構造観察から造形に発展させる試み 

15 素材と表現の可能性-6 粘土、布、ICT による表現実習 

評価 

基準 

・「表現」に関する多面的理解ができたか 

・「表現」に関する理解にもとづき、幼児の活動への効果的な援助につき考察できるようになっ 

たか 

・自身の「表現」についての洞察と、それにもとづく表現方法を積極的に模索できたか 

評価 

方法 

授業態度       20％ レポート    ％ 期末試験             ％ 

その他 １～８回授業にもとづくレポート 40％ ９～15回授業で制作した作品とレポート 40％ 

教科書 
平成 29 年告示の「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」（チャイルド社） 

参考書 必要に応じて指示する。 

履修 

条件 

自身を含めた人間観察の目を普段から養っておくこと。 

文学・音楽・美術・演劇など、多様な芸術表現に接する機会を持っておくこと。 

授業外に

おける 

学習 

他授業における記述や論述の機会を大切にし、充分な考察にもとづく自己表現の練習をするこ

と。また、作品制作に関しては、必要に応じて授業外の時間も活用すること。 

オフィス 

アワー 

掲示等で確認のこと。 

 



科目名 教育原理 担当 高田 正哉 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：必修  幼免：必修  保育士：必修 

授業 

概要 

教育の思想・歴史を踏まえて、現代の教育のあり方やその問題、そして問題解決について問

う。具体的には、教育思想・歴史の理解と、公教育の仕組み、そしてこれから教育に求めら

れていくこと、子ども・保護者・地域のつながりという３つのことを教授する。このことを、

単なる講義形式だけでなく、事前課題やワークショップの実施など、学生の主体的な学びに

よって理解する。 

到達 

目標 

本講義では、教育の基本的な理念を学ぶ。主に、以下の３点について理解することを目指す。 

① 教育の歴史・教育の思想を理解することで、教育の成り立ちを理解する。 

② 教育の制度・学校経営についての基本的な事項を理解する。 

③ 学校と地域との関わり・安全面への配慮など、今教育で求められていることを理解する。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 教育原理を学ぶ意味 
教育原理を学ぶ意味を、様々な視点から理解する。 

2 「教育」という言葉の変遷 
教育原理を学ぶ上での基本的な用語を理解する。 

3 教育思想（子どもと家庭） 家庭という概念の変遷について、思想史から理解する。 

4 教育思想（学校と学び） 学校という概念の変遷について、思想史から理解する。 

5 
学校経営のあり方～コミュニ

ティスクールを事例として～ 

学校経営のあり方について、コミュニティスクールの経営と歴史

から理解する。 

6 子どもという存在 
子どもという存在を考えるための基本的な視座を理解する。 

7 日本の教育システム（近代） 日本の教育制度の成り立ちを、その歴史から理解する。 

8 日本の教育システム（現代） 現代の日本の教育制度について、戦後の歴史から理解する。 

9 
ふりかえり・海外の教育の理

念・制度との比較から復習する 
これまでに教育に関する思想と歴史を学んだことを、海外との比

較から振り返る。 

10 地域で子どもを育てる 地域での子育ての考え方と実践を、事例を踏まえて理解する。 

11 
子どもを見守る～大災害

を事例として～ 

子どもを災害等から守るための基本的な視座を、東日本大震災な

どの大災害での事例を通して理解する。 

12 現代の教育課題（学び） 最近の公教育の動向について、事例を踏まえながら理解する。 

13 現代の教育課題（子ども） 子どもの抱える諸問題について、事例を踏まえながら理解する。 

14 
保育者の役割～子どものあ

り方を理解するために～ 

教育の理念、歴史、諸問題から、保育者の役割を理解する。 

15 
これからの教育～主体的な

子どもを育てるために～ 

授業で理解した教育のあり方を通して、自らの「よい教育」の考

えを作り上げる。 

評価 

基準 

・ 教育の理念と歴史を、自分の生きる社会や実践の中に位置付けて説明できるか。 

・ 公教育のシステムを理解して、きちんと説明できるか。 

・ 現代の教育問題を、自分の言葉で考え、説明できるか。 

評価 

方法 

授業態度      20 ％ レポート         ％ 期末試験        50 ％ 

その他  30 ％（  事前学習・コメントシートの実施状況              ） 

教科書 
『よくわかる 教育学原論』（安彦忠彦他編著、ミネルヴァ書房） 

『保育とは何か』（近藤幹生著、岩波書店） 

参考書 
『幼保連携型認定こども園教育・保育要領 幼稚園教育要領 保育所保育指針原本』（平成

29年 6月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

履修 

条件 

・ 高等学校までの基礎学力（現代文、世界史 AB、倫理、現代社会等）を復習しておくこと。 

・ 自学自習に取り組むことができること。 

授業外に

おける 

学習 

『幼稚園教育要領解説』『保育所保育指針解説』『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解

説』を熟読しておくこと。 

オフィス 

アワー 

授業中に適宜支持する。 

 



科目名 子ども家庭福祉 担当 川島 良雄 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：必修  幼免：－  保育士：必修 

授業 

概要 

児童・家庭福祉は、すべての子どもたちが安心して安定した児童期を過ごすことができるよう

に、子どもの生活と権利を護る観点から実践される社会福祉の一分野である。現代の日本におい

ては、育児不安や虐待問題、少年非行、少子化問題等、児童・家庭の問題は多様化しており、福

祉ニーズは拡大している。児童福祉の歴史を踏まえつつ、「子どもの権利条約」を基盤とした児

童福祉の政策の展開と実践について学ぶ。 

到達 

目標 

１．現代社会における子ども家庭福祉の意義と歴史的変遷について理解する。 

２．子どもの人権擁護について理解する。 

３．子ども家庭福祉の制度や実施体系等について理解する。 

４．子ども家庭福祉の現状と課題について理解する。 

５．子ども家庭福祉の動向と展望について理解する。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 オリエンテーション 講義内容・評価等の説明、現代社会と子ども家庭福祉 

2 子ども家庭福祉の意義 子ども家庭福祉の理念と概念 

3 子ども家庭福祉の歴史 社会の変化と子ども家庭福祉の歴史的変遷 

4 子どもの人権擁護 子どもの権利擁護の歴史的変遷と子どもの権利に関する条約 

5 子ども家庭福祉の制度 ① 子ども家庭福祉の法・制度の体系 

6 子ども家庭福祉の制度 ② 子ども家庭福祉の実施体制 

7 子ども家庭福祉の制度 ③ 児童福祉施設と子ども家庭福祉の専門職 

8 少子化と地域子育て支援 少子化対策と子どもの健全育成 

9 母子保健と保育ニーズ 母子保健制度と多様な保育ニーズに対応する保育制度 

10 子どもの社会的養護 子どもの養護の現状と自立支援 

11 子どもの虐待・ＤⅤの防止 子どもの虐待・ＤⅤの現状の理解とその対応 

12 障害のある子どもへの対応 障害の基礎的理解と障害児支援に関する法制度と施設 

13 少年非行等への対応 非行問題への対応と情緒に問題がある児童への対応 

14 貧困・外国籍家庭への支援 貧困家庭と外国籍家庭の子ども現状の理解と支援 

15 子ども家庭福祉の動向 子ども家庭福祉と次世代育成支援の課題と展望 

評価 

基準 

 

授業態度（積極的な参加と発言等）とレポート課題（２回程度実施）の評価と期末試験を通して

確認する到達目標の達成状況の評価を総合して評価する。 

評価 

方法 

授業態度  ２０   ％ レポート  ２０     ％ 期末試験   ６０    ％ 

その他     ％ （ 総合評価であることに留意して下さい。  ） 

教科書 『児童・家庭福祉論』（第３版） みらい 

参考書 講義内で紹介 

履修 

条件 

講義においては、学生に意見を求めます。講義に積極的に参加をして学びを深めましょう。テキ

ストに書いてあることを前提にして、講義ではできるかぎり現状や現場の情報も伝えていきたい

と考えています。しっかり、予習をして講義に臨んでください。 

授業外に

おける 

学習 

講義の内容は教科書に書かれていない内容が中心となります。そのため、事前学習として教科書

内容を把握しておいてください。 

オフィス 

アワー 
授業終了後 

 



科目名 保育者論 担当 千葉直紀 

形態 講義 単位数 2単位 開講時期 1年後期 

必修 卒業：選択  幼免：必修  保育士：必修 

授業 

概要 

前期の学習内容や実習を基盤にしながら、保育者の役割と倫理、幼稚園教諭と保育士の制度的位

置づけ、保育者の協働を学ぶとともに、保育者の専門性について理解を深める。さらに保育者の

専門的成長について学び、自分が目指す保育者像を構築するなかで、自分の課題を分析する。 

到達 

目標 

・保育者の職務と役割および幼稚園教諭と保育士の制度的な位置づけについて理解し、説明でき

る。 

・保育者としてふさわしい倫理観を身に付ける。 

・保育者の専門性及び専門的成長について理解したうえで、自分が目指す保育者像と自分の課題

について考え、述べることができる。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 
「保育者になる」ということ 本授業の概要と目的について概説するとともに、「保育者になる」とはど

ういうことかを説明する。 

2 保育者の仕事内容① 幼稚園教諭と保育士の一般的な職務内容について説明する。 

3 保育者の仕事内容② 保育者の一年間の職務の流れについて説明する。 

4 
保育者に求められるもの① 「なりたい保育者像」と「なりたくない保育者像」について検討から「保

育者の専門性」について考える 

5 
保育者に求められるもの② 『幼稚園教育要領』『保育所保育指針』を参考に、保育者に求められる役

割と倫理について説明する。 

6 保育者の仕事内容③ 教職観の変遷を説明する。そのなかで保育者の専門性について考察する。 

7 
幼稚園教諭と保育士の制度的

な位置づけ 

教育や保育に関する法律や制度をもとに、保育者の義務と権利について説

明する。 

8 子どもと保育者の関係 事例をとおして、子どもが保育者に求めているものについて検討する。 

9 
保護者と保育者の関係 保護者からの手紙などを通して、保護者が保育者に求めていることについ

て検討する。 

10 地域と保育者の関係 事例をとおして、地域社会における保育者の役割について説明する。 

11 
成長する保育者① 保育者が成長するために必要な日々の保育の省察や研修について説明す

る。 

12 成長する保育者② 現在社会における保育者のライフステージについて説明する。 

13 
歴史の中の保育者① 教育・保育に関する歴史上の人物とその功績について説明するなかで、受

講者は自分が目指す保育者像と自分の課題について検討する。 

14 歴史の中の保育者② 受講者が目指す保育者像と自分の課題について発表する。 

15 
「私が目指す保育者像」の再構

築 

受講者が保育者の職務及び役割について再考し、受講者自身の「私が目指

す保育者像」を構築する。 

評価 

基準 

・保育者の職務と役割および幼稚園教諭と保育士の制度的な位置づけについて理解し、説明でき

るか。 

・保育者としてふさわしい倫理観を身に付けているか。 

・保育者の専門性及び専門的成長について理解したうえで、自分が目指す保育者像と自分の課題

について考え、述べることができるか。 

評価 

方法 

授業態度        ％ レポート  ８０   ％ 期末試験         ％ 

その他   ２０％（ 課題レポートの提出               ） 

教科書 
特になし 

参考書 特になし 

履修 

条件 

講義用ノートを整理し、聞いたこと適宜メモをとる意識を持つこと。 

授業外に

おける 

学習 

自分が目指す保育者像や自分の課題について考えられる力を持つこと。 

オフィス 

アワー 

オフィスアワーの時間は、掲示板に掲示します。 

 



科目名 社会福祉 担当 市東賢二 

形態 講義 単位数 2単位 開講時期 1年前期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：必修 

授業 

概要 

 この講義では、社会福祉学の基礎的な概念や、人間に対する援助について原理的に学ぶ。

その上で、①社会福祉の意義や歴史的変遷、社会福祉における子ども家庭支援の視点を学ぶ

とともに、②社会福祉制度の実施体系等について学ぶ。さらに③社会福祉における相談援助

や④利用者の保護に関わる仕組みについて学び、福祉先進国の取り組みなどの⑤諸外国の動

向について学ぶ。 

到達 

目標 

・現代社会における社会福祉の意義と歴史的変遷及び社会福祉における子ども家庭支援の視

点について理解する。 

・社会福祉の制度や実施体系等について理解する。 

・社会福祉における祖団援助について理解する。 

・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理解する。 

・社会福祉の動向と課題について理解する。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 
現代社会における社会福祉

の意義と歴史的変遷① 

社会福祉の理念と概念について学ぶ。 

2 
現代社会における社会福祉

の意義と歴史的変遷② 

社会福祉の歴史的変遷について学ぶ。 

3 
現代社会における社会福祉

の意義と歴史的変遷③ 

子ども家庭支援と社会福祉のかかわりについて学ぶ。 

4 社会福祉の制度と実施体系① 社会福祉の制度・法体系と行財政及び実施機関について学ぶ。 

5 社会福祉の制度と実施体系② 社会福祉施設と専門職の役割や機能について学ぶ。 

6 社会福祉の制度と実施体系③ 社会保障及び関連制度の概要について学ぶ。 

7 社会福祉における相談援助① 相談援助の理論について学ぶ。 

8 社会福祉における相談援助② 相談援助の意義と機能について学ぶ。 

9 社会福祉における相談援助③ 相談援助の対象と過程について学ぶ。 

10 社会福祉における相談援助④ 相談援助の方法と技術について学ぶ。 

11 
社会福祉における利用者の

保護に関わる仕組み① 

社会福祉における情報提供と第三者評価について学ぶ。 

12 
社会福祉における利用者の

保護に関わる仕組み② 

利用者の権利擁護と苦情解決について学ぶ。 

13 社会福祉の動向と課題① 少子高齢化社会における子育て支援について学ぶ。 

14 社会福祉の動向と課題② 共生社会の実現と在宅福祉・地域福祉の推進について学ぶ。 

15 諸外国の動向 諸外国の動向について学ぶ。 

評価 

基準 

 到達目標の 5つの点について理解し、説明できることが「可」の条件である。 

評価 

方法 

授業態度        ％ レポート      80％ 期末試験         ％ 

その他   20％（ 授業内で指示する課題の内容を評価 ） 

教科書 
『保育士のための社会福祉』相澤譲治編／㈱みらい 

『保育福祉小六法』㈱みらい 

参考書 
『What’s social case work?』Richmond,M.E. 小松源助訳 中央法規 1991 

『福祉の思想』糸賀一雄 NHK ブックス 1968 

履修 

条件 

本講義を受講するにあたって必要となる基礎知識を有すること。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：授業計画で示された事項について、日常的に好奇心をもち、読書（教科書関連箇所含

む）や友人との討議の機会をつくり思考を深めること。 

事後学習：授業で扱われた事項に関する学びと自己の課題を考察すること。 

オフィス 

アワー 

  3 階第 9 研究室  citeaux@uedawjc.ac.jp 

 



科目名 保育原理 担当 千葉直紀 

形態 講義 単位数 2単位 開講時期 1年前期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：必修 

授業 

概要 

保育原理では、子どもをめぐる環境をふまえながら、「保育とは何か」を広い視野から捉えて保

育全般を学ぶ。具体的には、保育の意義と目的、保育所保育指針における保育の基本について理

解し、保育の内容と方法の基本を学ぶ。さらに、保育の思想と歴史的変遷について学んだ上で、

保育の現状と課題について考察する。 

到達 

目標 

１．保育の意義について理解する。 

２．保育所保育指針の保育の基本について理解する。 

３．保育の内容と方法について理解する。 

４．保育所の歴史的発展過程を理解する。 

５．保育の現状と課題について考察する。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 保育とは 「保育」とはなにか、「保育士」とはなにか 

2 子ども観 「子ども」とは？について考える 

3 各国の保育 諸外国の保育思想や制度を概観する 

4 保育の目的および目標（１） 幼稚園・保育所の保育目的および目標について学ぶ 

5 保育の目的および目標（２） 幼稚園・保育所の制度的変遷 

6 戦前の保育と現代の保育（１） 日本における戦前の保育者の思いから学ぶ① 

7 戦後の保育と現代の保育（２） 日本における戦後にかけての保育者の思いから学ぶ② 

8 
さまざまな保育思想から現代

保育を考える 

様々な保育思想を学んだ上で、現代保育との繋がりを考察する 

9 保育の内容 今日の保育内容および遊びの意義について学ぶ 

10 保育の計画  保育における計画の位置づけについて学ぶ 

11 保育の評価、記録 指導結果を評価する観点および記録の重要性を学ぶ 

12 子どもの育ちと環境（１） 子どもが育つ「環境」について広く考える 

13 子どもの育ちと環境（２） 様々な保育形態から子どもが育つ環境を考える 

14 さまざまな保育と課題（１） 多様化する保育ニーズと保育が直面する課題について学ぶ 

15 さまざまな保育と課題（２） 保育の現状と課題について考える 

評価 

基準 

・保育思想や保育制度の変遷について理解できている。 

・保育の内容や方法、保育の現状を理解し、今日的課題について考えを述べることができる。 

評価 

方法 

授業態度      ％ レポート   ８０  ％ 期末試験     ％ 

その他 ２０ ％（    課題レポート                       ） 

教科書 
『新時代の保育双書ともに生きる保育原理』 株式会社 みらい 

参考書 
保育所保育指針解説 

履修 

条件 

「保育とは何か」について自分なりのイメージをもっていること。 

授業外に

おける 

学習 

保育原理で取り上げる内容を十分理解し、保育者になるための基礎的知識を身に付け、それらを

活かした保育実践ができるようにしてください。 

予習・復習：課題レポートへの取り組み  

オフィス 

アワー 
オフィスアワーの時間は、掲示板に掲示します。 

 



科目名 社会的養護Ⅰ 担当 中島 豊 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：必修 

授業 

概要 

本授業では、保育士として身に付けておくべき社会的養護の基本となる事項を教授する。

基本となる事項は、意義、歴史、制度、対象、管理運営、子どもの人権と権利擁護、虐待防

止などである。これらを本授業では概説していく。 

到達 

目標 

1．現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷について理解する。 

2．社会的養護と児童福祉の関連性及び児童の権利擁護について理解する。  

3．社会的養護の制度や実施体系等について理解する。  

4．社会的養護における児童の人権擁護及び自立支援等について理解する。  

5．社会的養護の現状と課題について理解する。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 
現代社会における現代社会における

社会的養護の意義と歴史的変遷① 

社会的養護の理念と概念 

2 同② 社会的養護の歴史的変遷① 

3 同③ 社会的養護の歴史的変遷② 

4 社会的養護の基本① 子どもの人権擁護と社会的養護 

5 同② 社会的養護の基本原則 

6 同③ 社会的養護における保育士等の倫理と責務 

7 社会的養護の制度と実施体系① 社会的養護の制度と法体系 

8 同② 社会的養護の仕組みと実施体系 

9 社会的養護の対象・形態・専門職① 社会的養護の対象 

10 同② 家庭養護と施設養護 

11 同③ 社会的養護に関わる専門職 

12 社会的養護の現状と課題① 社会的養護に関する社会的状況 

13 同② 施設等の運営管理 

14 同③ 被措置児童等の虐待防止 

15 同④ 社会的養護と地域福祉 

評価 

基準 

・授業の最後に時間を取り毎回「ふりかえり用紙」を記入する(6割以上の提出が必要)。 

・期末には客観テストを実施する(得点率 60％以上が必要)。 

・授業態度に集中すること。私語、飲食、無断退室などは減点とする。 

評価 

方法 

授業態度    10  ％ 
レポート(ふりかえり用紙記

入)45％ 
期末試験    45  ％ 

その他         ％（ 試験だけでは単位修得できない点に注意すること。 ） 

教科書 大学図書出版『社会的養護Ⅰ』 

参考書 講義内で提示 

履修条件 
・虐待を受けるなど社会的不利を抱えている子どもに関心を寄せていること。 

・虐待問題などについて新聞やテレビなどを通じて関心を高めておくこと。 

授業外に

おける 

学習 
事前に教科書及び配付資料の指定範囲を読み込んでおく。 

オフィス

アワー 
メールにて受付(nakajima@nagano.a.c.jp) 

 



科目名 発達心理学 担当 赤塚正一 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：必修  幼免：必修  保育士：必修 

授業 

概要 

 本授業では、人の発達について理解を深める。主に乳幼児期から青年期の身体・運動、認知、

言語、社会性の発達過程について学び、発達心理学の視点で理解を進める。また、発達の基礎理

論や学習を支える発達支援や評価のあり方についても学ぶ。 

具体的なイメージを持ちやすくするために、簡単なワークを実施したり、視覚教材を用いたり

しながら授業を進める。 

到達 

目標 

１ 代表的な発達の基礎理論を学ぶことを通して、発達の概念や学習における発達理解の意義を

理解する。 

２ 胎児期から青年期に至る心身の発達の過程及び特徴について理解する。 

３ 発達に偏りのある子どもの特徴や基本的な支援方法について理解する。 

４ 主体的な学びを支える発達支援と評価のあり方について理解する。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 発達過程の基礎理論① ・本授業の目的と概要 ・発達とは ・保育と発達 ・発達観 

2     〃    ② ・発達の原理、原則 ・個人差 ・発達の基礎理論 

3 学習過程と基礎理論 ・代表的な理論と発達を踏まえた学習指導の意義 

4 子どもの発達理解① ・胎児期、新生児期（身体、運動、認知、社会性の発達） 

5    〃    ② ・乳児期（身体、運動、認知、言語、社会性の発達） 

6    〃    ③ ・幼児期（身体発育、運動機能の発達） 

7    〃    ④ ・幼児期（認知、言語、社会性の発達） 

8    〃    ⑤ ・児童期（認知、思考、社会性の発達） 

9    〃    ⑥ ・青年期（身体発育、こころの変容） 

10 子どもの学習過程と指導法① ・やる気を引き出す動機づけ ・遊びを通した学びの過程 

11      〃      ② ・学びの過程と評価のあり方 ・集団づくりのあり方     

12      〃      ③ ・主体的学習を支える指導と評価 ・子どもの発達と親の心理   

13 発達に偏りのある子ども理解① ・愛着に課題のある子の理解と支援 

14      〃       ② ・発達障がいの理解と支援 

15 発達を踏まえた学習指導と評価 ・ＰＤＣＡサイクル     ・本授業のまとめ 

評価 

基準 

１ 代表的な発達の基礎理論を中心に発達心理学の基礎的な知識を身につけることができたか。 

２ 胎児期から青年期に至る心身の発達の過程及び特徴について理解することができたか。 

３ 発達に偏りのある子どもの特徴や基本的な支援方法について理解することができたか。 

４ 主体的な学びを支える発達支援と評価のあり方について理解することができたか。 

評価 

方法 

授業態度       ２０％ レポート      ％ 期末試験       ８０％ 

その他     ％（                                ） 

教科書 

『理論と子どもの心を結ぶ保育の心理学』（大橋喜美子編、保育出版社） 

必要に応じて授業内に資料を配布する。 

参考書 

『幼保連携型認定子ども園 保育要領 幼稚園教育要領 保育所保育指針原本』（平成 27年 6月

告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

 

履修 

条件 

基礎知識を確実に身につけることができるよう、意欲を持って受講することを望む。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：各授業の終わりに示す教科書の範囲を必ず読んでおくこと。 

事後学習：授業で使用したプリントを中心に復習すること。 

オフィス 

アワー 

初回授業で説明する。 

 



科目名 子どもの食と栄養Ⅰ 担当 春日とし子 

形態 演習 単位数 1単位 開講時期 1年後期 

必修 卒業：選択   幼免：－   保育士：必修 

授業 

概要 

栄養に関する基礎知識を習得してもらうとともに、小児期（成長期）の食事の重要性や特徴を理

解して、その食生活指導を適切に行うことができる力を養ってもらうことを目標として講義す

る。また、講義で得た知識・能力を具体的に活用できるようにするために、事例研究・教材作成・

食事指導の実習等を行う。 

到達 

目標 

・健康な生活の基本としての食生活の意義や栄養に関する基本的知識を習得する。 

・子どもの発育・発達と食生活の関連について理解する。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 
子どもの健康と食生活の意義 子どもの食と栄養を学ぶ目的を説明し、保育者として食育に取り

組む必要性を解説する。 

2 子どもの発育発達と食生活 子どもの発育の特徴を学び、栄養状態の評価の仕方を解説する。 

3 
子どもの食べる機能・消化吸

収機能の発達と栄養 

食べる機能の発達と栄養との関わりを知らせ、食欲、味覚、嗜好

の発達に結びつくことを説明する。 

4 栄養に関する基本的知識① 栄養の意味と主な栄養素の働きについて説明する。 

5 栄養に関する基本的知識② 食物の体内での代謝と栄養素の機能について説明する。 

6 
「日本人の食事摂取基準」の

意義とその応用 

食事摂取基準作成の背景と活用について説明し、自分の必要栄養

量を算出する。 

7 
献立作成・調理の基本 献立作成・調理の基本について及び、食材の選択等について説明

する。 

8 
食育媒体の作成 子どもの健康と栄養・食生活について考察し、食育媒体を作成す

る。 

9 
妊娠のメカニズムと正常な妊

婦の食生活 

妊娠の経緯、胎児の栄養。妊娠前の健康状態の妊娠・出産への影

響、妊娠に伴う母体の変化と食生活について説明する。 

10 
妊娠期・授乳期の食生活 妊娠期の食生活及び妊娠期の食生活の留意点について説明する。 

11 
妊娠期の主なトラブルと食生

活 

妊娠期における食に起因するトラブル（つわり、貧血、低栄養、

やせ、肥満、高血圧、糖尿病等）につて解説する。 

12 乳児期の心身の特徴と食生活 乳児期の生理的特徴を説明し、食生活との関係を理解させる。 

13 乳汁栄養 母乳栄養と人工栄養について比較し、その違いをまとめる。 

14 
離乳の意義とその実践及び調

理実習（離乳食） 

離乳食の意義や調理形態・方法・留意点を理解させる。 

15 まとめ 授業で扱った内容の総括・振り返り。 

評価 

基準 

小児栄養の基礎の習得と食が生涯の健康の基礎を作ることを理解し、保育士として実践、説明が

できる。 

評価 

方法 

授業態度      ２０％ レポート      ２０％ 期末試験       ６０％ 

その他     ％（                                ） 

教科書 『子どもの食と栄養』堤ちはる・土井正子編著／萌文書林     

参考書 必要に応じて授業内で指示する。 

履修 

条件 

本講義を受講するにあたって必要な基礎知識・実習能力を有すること 

授業外に

おける 

学習 

教科書、資料に目を通し、疑問点等をまとめ解決できるようにする 

オフィス 

アワー 

授業終了後 

 



科目名 子どもの保健 担当 中山和子 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：必修 

授業 

概要 

子どもの心身の健康増進を図る保健活動の意義や子どもの身体的な発育・発達と保健について

理解する。又、子どもの心身の健康状態とその把握の方法について理解し、疾病とその予防及

び他職種間の連携、協働の下での適切な対応について理解する。 

到達 

目標 

1.子どもの心身の健康増進を図る保健活動の意義を理解する。 

2.子どもの身体的な発育・発達と保健について理解する。 

3.子どもの心身の健康状態とその把握について理解する。 

4.子どもの疾病とその予防法及び他職種間の連携・協働の下での適切な対応について理解する。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 オリエンテーション 授業概要・目的を確認 子どもの保健とは 

2 
子どもの健康と保健の意義 保育指針による生命の保持・情緒の安定 発育・発

達とは 

3 健康の概念と健康指標 健康とは 母子手帳を知る。 

4 衛生統計から見える現状 現代社会における子どもの健康と課題 

5 保健活動と虐待防止 地域における保健活動と虐待防止 

6 子どもの発育・発達と保健 （１）身体的発育 

7       〃 （２）運動機能の発達 

8 生理機能の発達と生活習慣 （１）体温調節・呼吸器・循環器の発達 

9       〃 （２）体液調節・消化・排泄機能の発達と生活習慣 

10 子どもの健康状態とその把握 （１）健康状態の観察と体調不良の早期発見 

11       〃 （２）健康診断、保護者との情報共有、家族支援 

12 子どもの病気と予防と対応 （１）免疫の発達と感染症 ウイルス、細菌感染 

13       〃 （２）感染予防と対応 感染経路 予防接種 

14       〃 （３）急性、慢性疾患の特徴と対応 

15 まとめ （４）アレルギー疾患 

評価 

基準 

1.子どもの発育・発達を様々な角度から理解し、説明できるか。 

2.保育の専門職として、子どもの心身の健康状態を把握できる力をつけているか。 

評価 

方法 

授業態度    １０  ％ レポート        ％ 期末試験    ８０  ％ 

その他     １０  ％（ 授業内で小テストを実施する ）  

教科書 
授業で現場で役に立つ！子どもの保健テキスト 小林美由紀編著 森脇浩一編集協力 診断と

治療社 

参考書 

・国民衛生の動向 厚生労働統計協会  

・保育所保育指針 

・授業時にプリントを配布 

履修条件 子どもの発育、発達に関心を持ち、子どもを取り巻く環境にも広く目を向けること。 

授業外に

おける  

学習 

事前学習：授業計画で示された事柄について、身近な子どもたちを観察する習慣をつける。 

教科書や配布されたプリントを読んでおく。 
オフィス 

アワー 
木曜日 講師室又は学生支援課 

 



科目名 保育内容総論 担当 酒井真由子 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：必修  幼免：必修  保育士：必修 

授業 

概要 

幼稚園教育要領と保育所保育指針の詳細な読み取りを通し、保育の基本と保育内容を確認するとともに、子

どもの発達の特性、遊びと学び、環境や生活のあり方などを保育内容と関連づけて理解する。具体的な事例

を用いて記録、指導案の作成、模擬保育の実践・考察、話し合う学びを通して、保育を構想する方法を身に

つける。 

到達 

目標 

・幼稚園教育要領と保育所保育指針における幼児教育の基本と保育内容を理解するとともに、保育の全体的

な構造を理解する。 

・子どもの発達の特性、遊びと学び、環境や生活のあり方を保育内容と関連づけて理解する。 

・事例に基づいて具体的な保育実践を構想し、指導案を作成する。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
保育の基本と保育内容① 本授業の概要と目的について概説するとともに、保育の基本に

ついて理解する。 

2     〃     ② 幼児教育の目標と保育内容との関係について理解する。 

3 保育内容と子ども理解① 子どもの発達の特性と保育内容について理解する。 

4     〃   ② 子どもの遊びと学びについて理解する。 

5     〃   ③ 保育における観察・記録・評価について説明する理解する。 

6 保育内容の歴史的変遷 我が国における保育内容の歴史的変遷について理解する。 

7 保育の基本を踏まえた保育内容の展開① 養護と教育が一体的に展開する保育について理解する。 

8     〃   ② 環境や遊びを通して行う総合的な保育について理解する。 

9     〃   ③ 生活や発達の連続性に考慮した保育について理解する。 

10     〃   ④ 地域、家庭、小学校との連携を踏まえた保育について理解する。 

11 
保育の多様な展開① 特別な支援を必要とする子ども及び多文化共生の保育について

理解する。 

12     〃   ② 地域資源を活かした自然保育について理解する。 

13 保育内容の計画と評価① 保育の計画・環境構成・教材研究と保育内容について説明する。 

14     〃   ② 具体的な保育の実践と指導案について説明する。 

15 
    〃   ③ 保育内容をふまえた模擬保育の実践と保育構想の向上に向けた

振り返りについて理解する。 

評価 

基準 

・幼稚園教育要領と保育所保育指針における幼児教育の基本と保育内容、保育の全体的な構造を理解し、説

明できるか。 

・子どもの発達の特性、遊びと学び、環境や生活のあり方を保育内容と関連づけて説明できるか。 

・事例に基づいて具体的な実践を構想し、指導案を作成できるか。 

評価 

方法 

授業態度   ２０  ％ レポート   ２０  ％ 期末試験    ６０  ％ 

その他         ％  

教科書 

『幼保連携型認定こども園教育・保育要領 幼稚園教育要領 保育所保育指針原本』内閣府・文部科学省・

厚生労働省、平成 29年 6月告示 

岸井慶子・酒井真由子編『コンパス保育内容 人間関係 遊び・生活・人間関係』建帛社、2018年 

参考書 特になし 

履修条

件 

講義用ノートを整理し、振り返りシートにその日に学んだことをまとめる力を有すること。 

幼稚園教育要領と保育所保育指針を読み、まとめる能力を有すること。 

授業外に

おける 

学習 

各回の授業で、事前学習と事後学習の内容を指示する。 

オフィス

アワー 
オフィスアワーの時間は、掲示板に掲示します。 

 



科目名 健康の指導法 担当 堤裕美 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  幼免：必修  保育士：必修 

授業 

概要 

領域「健康」のねらい及び内容について理解を深め、幼児の発達に即して、子どもの主体性を重んじ、且つ

対話的な相互の関わり合いの中で幼児自身の深い学びが実現する過程を踏まえた保育を構想する方法を身

に付ける。 

到達 

目標 

乳幼児期の運動発達や身体活動を促すために、保育環境の工夫や保育者が果たす役割について理解を深める

。また、遊びや生活の場面において乳幼児の動きを引き出す様々な工夫や動線に配慮した環境を構成し、模

擬保育の実践を通じて指導上の留意点や保育者の役割について学びを深める。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 領域「健康」のねらいと内容 5領域および領域「健康」の考え方について理解する。 

2 
多様な動きを促す環境構成の意義 幼児期の身体活動及び多様な動きの経験を促すための環境構成の意義を

理解する。 

3 
運動あそびと指導の留意点と保育者の

役割 

幼児期の運動発達に沿った運動あそび指導の留意点と保育者の役割を理

解する。 

4 
幼小連携に配慮した体づくり 幼小連携に配慮した多様な動きの経験を促す環境づくりを考える。（教材

研究Ⅰ） 

5 運動あそびの構想 運動あそびを中心とした保育を構想する。（計画立案Ⅰ） 

6 運動遊びの実践 動機付けや意欲などに配慮した保育を実践する。（模擬保育Ⅰ） 

7 
幼児と保育者の双方向評価 情報機器を活用しながら幼児と保育者の視点に基づいて評価及び省察を

する。（評価Ⅰ） 

8 
発達段階や安全への配慮 様々な活動場面における発達段階や安全への配慮を考える。（教材研究

Ⅱ） 

9 発達段階及び安全に配慮した保育構想 発達段階や安全に配慮した保育を構想する。（計画立案Ⅱ） 

10 
安全指導を伴う運動あそびの実践 幼児（学生）の主体性や相互の関わりを通しての安全指導に配慮した保

育を実践する。（模擬保育Ⅱ） 

11 
発達段階や安全への配慮の評価 情報機器を活用しながら発達段階や安全への配慮について評価及び省察

をする。（評価Ⅱ） 

12 基本的な生活習慣の形成 基本的生活習慣の形成を支える援助について考える。 

13 
運動発達を促す道具（おもちゃ）の意

義 

乳幼児期の運動発達を促す道具（おもちゃ）の意義と保育実践への活用

及び配慮について考察する。 

14 幼児の健康に関わる現代的課題 幼児の健康に関わる現代的課題について考える。 

15 
幼児の健康に関わる現代的課題と援助

及び環境構成の在り方 

幼児の健康に関わる現代的課題に対する保育者の援助や環境構成につい

て考察する。 

評価 

基準 

乳幼児期の運動発達や身体活動を促すための保育環境の工夫や保育者が果たす役割について理解し、保育を

構想することができるか。また、保育実践の評価及び省察から課題意識を持つことができるか。 

評価 

方法 

授業態度      ％ レポート   ４０  ％ 期末試験       ％ 

その他        ６０％ 授業内課題（指導案作成・模擬保育・振り返り） 

教科書 
『幼保連携型認定こども園教育・保育要領 幼稚園教育要領 保育所保育指針原本』 

保育内容「健康」 河邉 貴子・柴崎正行・杉原 隆 編／ミネルヴァ書房 

参考書 適宜紹介する。 

履修 

条件 

日頃から身の回りの環境や教材に関心を持ち、保育構想や保育実践に役立てられるようにしましょう。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：幼児の運動遊びに活用できそうな身の回りの教材（廃材も含む）を研究する。 

事後学習：他者のアイディアを自身の保育実践にも役立てられるよう記録する。 

オフィス

アワー 
掲示板に掲示します。 

 



科目名 環境の指導法 担当 中澤眞弓 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  幼免：必修  保育士：必修 

授業 

概要 

・子どもが環境とのかかわりを通して育つということの意味について理解を深める。 

・保育者の援助の実際について援助の背景にある理論や保育の考え方について学ぶ。 

・保育者になろうとしている学生自身の「心の保育」をていねいにみつめ、環境を通して「育

つ・変わる」とはどういうことかを様々なアクティビティを用い、具体的に感じる。 

到達 

目標 

・子どもが育つために必要な環境の重要性について理解する。 

・幼児期に触れる自然環境は、その人の根っこになるほど影響を及ぼす。学生自身が五感を呼び

起こし自然やいのちの奥深さ、不思議さを体験する。 

・自分を知り、自分の良さに気づき他との違いを知り、周りの人と共に歩む心地好さに気づく。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 ガイダンス 保育内容「環境」のイントロダクションと保育の基本について 知り合う① 

2 保育者という環境 保育の考え方を学ぶ。                知り合う② 

3 子どもの育ちと環境 子どもの発達と環境について知る。          知り合う③ 

4 身近な自然と子ども① 
身近な自然にかかわることの大切さを知る。 

 チャレンジする場をつくる① 

5 身近な自然と子ども② 身近な自然に触れる。       チャレンジする場をつくる② 

6 身近な自然と子ども③ 
身近な自然を様々な素材で表現する。   

  チャレンジする場をつくる③ 

7 身近な自然と子ども④ 自然をテーマにした絵本              伝え合う① 

8 身近な自然と子ども⑤ 安全のモノサシ  危険のモノサシ         伝え合う② 

9 身近なものと子ども① 子どもの遊びについて考える。           伝え合う③ 

10 身近なものと子ども② 物や道具とのかかわり              ともに進む① 

11 身近なものと子ども③ 季節の変化・行事                ともに進む② 

12   模擬指導案作成① 実際にやってみよう。              ともに進む③ 

13 模擬指導案作成② 実際にやってみよう。           信じる 支え合う① 

14 環境のまとめ① 
子どもにとってふさわしい環境と保育者の役割  

   信じる 支え合う② 

15 環境のまとめ② 自分自身の変化、授業のふりかえり     信じる 支え合う③ 

評価 

基準 

・子どもが育つために必要な環境の重要性について理解する。 

・子どもが育つとはどういうことかを理解する。 

・「思いこみ」から解放され、新しいことを知ったり工夫することを楽しめる。 

評価 

方法 

授業態度      ％ レポート   ６０ ％ 期末試験      ％ 

その他    ４０ ％（演習） 

教科書 
・機微を見つめる―心の保育入門 山田眞理子著／エイデル出版 

・必要に応じて授業で資料を配布。 

参考書 

・『幼保連携型認定子ども園教育・保育要領 幼稚園教育要領 保育所保育指針原本』（平成 29

年 6月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省）      

・レイチェルカーソン著「センス オブ ワンダー」新潮社 

・浜田久美子著「森の力」岩波新書  

・小西貴士 ことば「子どもは子どもを生きています」フレーベル館 

履修条件 

・なるべく「野外に出て自然を感じる」方針で授業をすすめるので、野外で活動できる服装、

運動靴で出席してください。 

・10 月の週末に軽井沢の森のようちえんへ行きます。 

交通費 1,500 円程度（しなの鉄道上田―信濃追分）かかります。 

授業外に

おける 

学習 
演習したことのふりかえりをまとめる。 

オフィス

アワー 
授業の際にお伝えします。 



 



科目名 造形表現指導法 担当 吉澤 俊 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  幼免：必修  保育士：必修 

授業 

概要 

描く技法を中心に指導案の作成・制作・模擬授業をとおして年齢に合わせた絵画指導方法

を習得する。また、オリジナル補助教材の制作・発表をとおして教材研究と発表体験をす

る。木の器や、おもちゃの制作をとおして木育、身近なものの教材研究を行う。 

到達 

目標 

１、幼稚園教育及び保育における造形活動の目的と意義を理解する。 

２、年齢に合わせた造形活動の立案と実作品の制作・指導、および補助教材の制作・発表等

をとおして保育者として造形活動指導ができる。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 授業ガイダンス 保育における造形活動の目的と意義について 

2 
描く技法の指導案作成① 描く技法の選択、表現内容および技法の検討、指導案の作成に

ついて 

3 
描く技法の指導案作成② 選択した技法による作品制作、保育者としての指導に必要な教

材等の準備について 

4 
描く技法の指導案作成③ 保育者役となって参加者を集め模擬授業を行う。(プレゼンテー

ション) 

5 
描く技法の指導案作成④ 他者の描く技法に参加し技法研究の幅を広げ、指導案と作品を

まとめて提出する。(グループワーク) 

6 
木育・木皿の制作① 木育の目的、木の皿の制作と教材の活用と教材研究、デザイン

について―視聴覚教材を使って実作品を紹介しながら学ぶ― 

7 木育・木皿の制作② 彫刻、意匠デザインに基づき刃物で大きな形を彫り出す。 

8 木育・木皿の制作③ 彫刻、彫刻刀により細部を仕上げる。 

9 木育・木皿の制作④ 彩色・着色、安全性の高い塗装 

10 現場で使える教材制作① 人形の制作、手遊びや自己紹介等の目的に合う内容を検討する。 

11 現場で使える教材制作② 布素材の楽しみ方を工夫した技法・表現について 

12 現場で使える教材制作③ 布素材による制作の後、目的にあった発表方法を考察する。 

13 
現場で使える教材制作④ 目的に合った動きや言葉を考察後、演じる楽しさを味わいなが

ら発表する。 (プレゼンテーション) 

14 
動くおもちゃの制作① 身近にある材料（紙コップ、洗濯バサミ等）による動くおもち

ゃの制作と教材研究をする。 

15 
動くおもちゃの制作② 身近にある材料（割り箸、厚紙、凧紐等）による動くおもちゃ

の制作と振り返りをする。   ※定期試験実施せず 

評価 

基準 

１、年齢に合わせた教材としての描く技法が理解できる。 

２、各種素材表現のねらいと方法が理解できる。 

３、現場で使える良質な教材を制作し活用できる。 

評価 

方法 

授業態度    ２０  ％ レポート     ２０ ％ 期末試験       ％ 

指導案・作品・発表 ６０％（ 課題、理解確認のための小テストを行うこともあります ） 

材料費 特になし 

教科書 
「幼保連携型認定こども園教育・保育要綱 幼稚園教育要綱 保育所保育指針原本」（平成２

９年６月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

参考書 適宜、資料を配布します。 

履修条件 
子ども達が伸び伸びと造形活動を楽しむ事ができるためには、皆さん自身が「自分なりの表

現」に自信を持っていくことが大切です。表現を楽しむ気持ちで履修して下さい。 

授業外に

おける 

学習 

日頃から図書館等を利用し手遊び、絵本、紙芝居、パネルシアター、エプロンシアターなど

を鑑賞する機会を作ってきて下さい。 

オフィス

アワー 
オフィスアワーの時間は、掲示板に掲示します。 

 



科目名 音楽表現指導法 担当 町田育弥 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  幼免：必修  保育士：必修 

授業 

概要 

音楽をあらためて定義し直し、歌や手遊び、器楽、他身体運動をともなう遊びなど、保育現

場において「音楽」という名のもとに行われる諸活動の詳細な分析や教材研究を通して、そ

れらの活動における真の意味での「音楽」や「表現」発現の可能性を考える。また、指導案

の作成、試行、模擬授業の実施などにより、様々な実践方法を模索する他、歌唱指導におけ

る合理的なピアノの用法、伴奏法などを学ぶ。 

到達 

目標 

音楽は意識の裡にのみ生じる内的体験の一様態であり、必ずしも「音」を契機としないこと

を理解し、幼児との関わりにおいて、その体験や自由かつ主体的な表現を喚起しうる働きか

けと阻む働きかけを峻別できるようになること。その上で、自身の行為に対する分析的・批

判的視座に立って、子どもと「音楽的に」対峙する意識を持てるようになること。それによ

り適切な指導計画の立案や、適正な楽器使用のセンスを身につけること。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
音楽を定義する 上記「到達目標」前半に書かれた内容を、様々な体験を通して実

感する試み。「音楽が起こる」とはどういうことかを考える。 

2 音楽の在処 子どものさまざまな活動の中に「音楽」発現の可能性を見いだす。 

3 
歌唱指導と伴奏法 「歌唱指導と伴奏法」 子どもに対する歌の提示法、提示の際の

留意点、ピアノの適正使用と合理的な伴奏法を学ぶ。 

4 歌唱練習と弾き歌い 必要最低限のピアノ使用を伴う歌唱練習（以後継続実施とする） 

5 言葉・動作・リズム 言葉や動作を契機としたリズム遊びの可能性を考える。 

6 集団音楽遊び 輪遊び、わらべ歌遊びなど、多人数による音楽遊びの試演と分析。 

7 手遊び－１ 様々な手遊びを素材に、それらを分析し、提示法を考える。 

8 手遊び－２ 前回授業をふまえた各自の工夫による「手遊び」試演と講評。 

9 器楽遊び－１ 歌やリズム遊びの発展型として、器楽の導入の可能性を考える。 

10 器楽遊び－２ 「器楽遊び」実例の提示と試演。楽器を扱う際の注意事項など。 

11 ア・カペラコーラス-１ カノン、クオドリベなど、無伴奏の歌を実習し、対子どもにおけ

る実践について考える。12回目に「創作」ガイダンスを行う。 12 ア・カペラコーラス-２ 

13 
「創作」ガイダンス オリジナルの歌あそび、手遊びなどの創作にむけてのガイダン

ス。 

14 グループワーク-１ オリジナルの音楽遊び創作にむけての準備。質疑応答。 

15 
グループワーク-２ オリジナルの音楽遊びの発表と講評。試験にむけてのガイダン

ス。 

評価 

基準 

上記「到達目標」への到達度。 

評価 

方法 

授業態度       ％ レポート       ％ 期末試験   ６０  ％ 

その他  

授業内での発表成果及び指導案などの充実度４０ ％  

教科書 幼稚園教育要領 

参考書 開講後、必要があれば指示する。 

履修条件 自身の身体感覚にみみをすまし、表現者としての自覚と積極性をもった姿勢。 

授業外に

おける 

学習 

必要に応じて各授業毎に指示する。 

オフィス

アワー 
掲示等で確認のこと。 

 



科目名 身体表現指導法 担当 佐 藤  厚 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  幼免：必修  保育士：必修 

授業 

概要 

領域「表現」における幼児の身体表現活動の実際を知り、発達過程（発達段階）について理解を深め、

幼児の身体表現活動の指導法について学習する。保育者として子どもの身体表現への興味、関心、意

欲を高め、創造性のある表現を導き出すためには指導者自身の身体表現が豊かであることが重要であ

る。自らの身体表現力についての課題を把握し、創意工夫を凝らして身体表現を創作することを楽し

み、日常生活の内容や児童文化財などを用いた保育における身体表現の指導方法の知識と技術を身に

つける。 

到達 

目標 

「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｣の領域｢表現」のね

らいと内容を理解する。自らの身体を使い、想像や創造することを十分楽しみ、保育者に必要な表現

力を豊かにすることを実践的に習得する。個人またはグループごとに模擬保育をふまえた身体表現の

発表を行い観察力を培う。発表までのアクティブラーニングと協働的活動の意識を高め合い身体表現

の指導案作成と指導方法を獲得する。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 授業ガイダンス 領域「表現」における身体表現の概要と授業内容について 

2 幼児期における身体の動き 身体のバランス「動作のコントロール」について 

3 幼児の様々な身体の動作 立つ、歩く、走る、跳ねる、転がるなどの身体の動きについて 

4 幼児の身体との対話 
幼児期の身体遊びを用いた個と集団のコミュニケーションについてリズム

あそびを使ったコミュニケーション 

5 日常生活の身体表現① 幼児の日常生活の動作と表現について 

6 日常生活の身体表現② 幼児の豊かな身体表現の実際について 

7 幼児の表現との対話① 身のまわりにあるものへの幼児の模倣表現について 

8 幼児の表現との対話② 見て、感じて、読み取る幼児の姿について 

9 感覚機能と身体表現① 音や音楽のリズム、曲想から想像した身体表現の実践 

10 感覚機能と身体表現② 五感と様々な感情を用いた身体表現の実践 

11 自然物と身体表現 風･雨･雪や草花･石･気温など自然物の身体表現の実践 

12 幼児の文化との対話 幼児の豊かな表現のために、童話、民話等を用いた表現について 

13 創作と身体表現①     童話、民話の身体表現の教材研究と指導案の立案の留意点について 

14 創作と身体表現②    模擬保育をふまえた創作身体表現の計画と保育構想について 

15 
こどもの身体表現を引き

出す手だてについて 

指導案から創作身体表現発表の各自の省察とこどもの身体表現について理 

解を深める。 

評価 

基準 
授業の課題に対して個人およびグループで積極的に身体表現活動に取り組み協働的活動ができたか。 

評価 

方法 
創作身体表現発表 ４０％       授業内課題レポート ４０％ 授業態度 ２０％ 

教科書 
『幼保連携型認定こども園教育・保育要領 幼稚園教育要領 保育所保育指針原本』（平成 29年 6月告示 

内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

参考書 授業中、適宜資料を配布する。 

履修 

条件 

・自己表現することが楽しめるように、他者の表現を認め合う気持ちで参加しよう。 

・運動ができる身支度（運動着・運動靴）で授業に臨むこと。 

授業外に

おける 

学習 
日常生活から体調管理を大切にして、心身ともに健康体を保つ努力を惜しまないこと。 

オフィス 

アワー 
掲示板等で確認すること。 

 



科目名 乳児保育Ⅰ 担当 西澤智恵子 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：必修 

授業 

概要 

乳児保育の意義や目的と歴史的変遷及び役割等を理解し、多様な保育の場における現状と課

題について理解する。また、３歳未満児の発育・発達を踏まえた保育の内容と運営体制を理

解し、職員間の連携や協働及び保護者や地域の関係機関との連携について理解する。 

到達 

目標 

・乳児保育の意義や目的及び役割を理解する。 

・乳児保育の現状と課題を理解する。 

・３歳未満児の発育、発達を踏まえた保育を理解する。 

・乳児保育における連携や協働の重要性を理解する。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 乳児保育の意義・目的と歴史的変遷 乳児保育の意義や目的及び歴史について理解する。 

2 乳児保育の役割と機能 乳児保育に関する基本原則について理解する。 

3 乳児保育における養護及び教育 「養護と教育を一体的に展開する」について理解する。 

4 
乳児保育及び子育て家庭に対する

支援をめぐる社会的状況と課題 

保育所における子育て支援に関する基本的事項につい

て理解する。 

5 保育所及び児童福祉施設における乳児保育 多様な保育の場における保育を理解する。 

6 
家庭的保育と家庭を取り巻く環境と

子育て支援の場 

保護者と分かり合う為に、どのような支援を行うのかを理解

する。 

7 3歳未満児の生活と環境 周囲の環境に好奇心や探究心をもって関わり生活に取り入れ

ていこうとする力について理解する。 

8 
３歳未満児の遊びと環境及び３歳

以上児に移行する時期の保育 

３歳以上児の生活に緩やかにつながるために大切にし

ていきたいことについて理解する。 

9 
３歳未満児の発育・発達を踏まえ

た援助や関わり① 

発育発達を踏まえた乳児期の関わり方やおむつ交換等

についても理解する。 

10 
３歳未満児の発育・発達を踏まえ

た援助や関わり② 

発達を踏まえた乳児期の関わり方や食事についても理

解する。 

11 
３歳未満児の発育・発達を踏まえ

た保育における配慮① 

発育発達を踏まえた乳児期に適した玩具についても理

解する。 

12 
３歳未満児の発育・発達を踏まえ

た保育における配慮② 

発育発達を踏まえた乳児期に適した玩具についても理

解し、グループで話し合いながら学びを深める。 

13 乳児保育の計画・記録・評価とその意義 カリキュラム・マネジメントについて理解する。 

14 職員間や保護者との連携・協働 職員間や保護者との相互理解について理解する。 

15 
自治体や地域の関係機関等との連

携・協働 

地域に開かれた保育所を目指し、人的環境も含めた連携

協働の体制について理解する。 

評価 

基準 

・乳児保育の意義や目的、課題を理解しているか。 

・発育発達を踏まえた保育の内容を理解し、関係機関との連携の重要性を理解しているか。 

評価 

方法 

授業態度   ３０  ％ レポート       ％ 期末試験   ５０  ％ 

その他    ２０ ％ （提出物・課題への取り組み方） 

教科書 『乳児保育』 待井和江・福岡貞子編／ミネルヴァ書房 

参考書 必要に応じて指示する。 

履修 

条件 

保育者を志そうとする初心を忘れず、乳児保育の意義と目的についてしっかりと学び真剣に

取り組むことを望みます。 

授業外に

おける 

学習 

授業計画で示された事項について日常的に好奇心を持ち保育所保育指針を読み深めること。

授業で扱われた事項に関する学びと課題に取り組むこと。 

オフィス

アワー 
授業日に講師室で対応します。 

 



科目名 乳児保育Ⅱ 担当 西澤智恵子 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：必修 

授業 

概要 

3 歳未満児の発育・発達の過程や特性を踏まえた援助や関わりの基本的な考え方について理

解するとともに、養護及び教育の一体性を踏まえ、子どもの生活や遊びと保育の方法及び環

境について理解し、指導計画の実際についても具体的に理解する。 

到達 

目標 

・乳児保育の基本を理解する。 

・乳児保育における子どもの発育発達を踏まえた生活と遊びの実際を理解する。 

・乳児保育における配慮の実際を理解する。 

・乳児保育における計画の実際を理解する。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 子どもと保育士との関係の重要性 「生命の保持」と「情緒の安定」について理解する。 

2 
個々の子どもに応じた援助や受容

的応答的な関わり 

愛情豊かに応答的にかかわることで信頼感を発達させ

ていくことを理解する。 

3 
主体性の尊重と自己の育ち及び体

験と学びの芽生え 

養護の視点から乳児にどうかかわっていくかを考える。 

4 
１日の生活の流れと生活や遊びを

支える環境の構成 

子どもを取り巻く３つの視点について理解する。 

5 
発育発達を踏まえた生活と援助の

実際 

３歳未満児の発育発達について理解する。 

6 授乳・沐浴の演習 粉ミルクの調乳や授乳の仕方・沐浴の仕方を演習する。 

7 
発育発達を踏まえた遊び及び子ど

も同士の関わりと援助の実際 

３歳未満児の遊びの特性について理解する。 

8 
３歳未満児の発育発達に合わせた

遊びと援助の実際① 

子どもの発育発達を踏まえた遊びや玩具を考え製作す

る。 

9 
３歳未満児の発育発達に合わせた

遊びと援助の実際② 

子どもの発育発達を踏まえた遊びや玩具を考え製作す

るとともに、グループで話し合いながら学びを深める。 

10 
心身の健康、安全と情緒の安定を

図るための配慮 

保育と健康支援・安全管理について理解する。 

11 集団での生活における配慮 予防接種・病気・けがなどの対応を理解する。 

12 環境の変化や移行に対する配慮 子どもにとってどのような配慮が必要なのかを考える。 

13 長期的な指導計画と短期的な指導計画 全体的な計画を具体化していく計画について理解する。 

14 個別的指導計画と集団の指導計画 発育発達による計画の違いを理解する。 

15 保育実習に向けて 保育マインドとマナーについて理解する。 

評価 

基準 

・発育発達の過程や特性を踏まえた関わり及び配慮について理解しているか。 

・生活や遊びと保育の方法及び環境について理解し、指導計画についても理解しているか。 

評価 

方法 

授業態度   ３０  ％ レポート       ％ 期末試験   ５０  ％ 

その他    ２０  ％  （提出物・課題への取り組み方） 

教科書 『乳児保育』 待井和江・福岡貞子編／ミネルヴァ書房 

参考書 必要に応じて指示する。 

履修 

条件 

ひとり一人の子どもを深く愛し大切に育てようとする気持ちを高め、授業に真剣に取り組む

ことを望みます。 

授業外に

おける 

学習 

授業計画で示された事項について日常的に好奇心を持ち保育所保育指針を読み深めること。

授業で扱われた事項に関する学びと課題に取り組むこと。 

オフィス 

 アワー 
授業日に講師室で対応します。 

 



科目名 特別ニーズ保育・教育Ⅰ 担当 赤塚正一 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択   幼免：必修   保育士：必修 

授業 

概要 

 特別な支援を必要とする子どもに対して、保育者・教育者はどのような障害観を持ってかかわ

れば良いのかを学びながら考える。また、特別な支援を必要とする子どもの障害特性と心身の発

達について理解する。さらに、特別な支援ニーズを有する子の学習上・生活上の困難さについて

学ぶ。特に、それらの子どもたちへの適切な支援方法については、主にグループワーク・事例検

討を通して考える。 

到達 

目標 

１ 障害について考える過程を通して、保育者・教育者に求められる障害観を理解する。 

２ 様々な障害の特性と心身の発達について理解する。 

３ 障害はないが特別な支援ニーズのある子どもの学習上・生活上の困難さを理解し、支援方法 

  を考える。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 特別な支援を必要とする子ども ・気にかかる子どもとは  ・障害をどのように捉えるか   

2 
特別な支援を必要とする子ども

の保育・教育の基本 

・障害を捉える２つのモデル  ・ICFの理解 

・保育者、教育者に求められるこれからの障害観 

3 
障害児保育・教育のあゆみ ・日本の障害児（者）観について ・特別支援教育制度 

・日本における戦前、戦後の障害児の保育と教育（調べ学習） 

4 発達と障害① ・発達とその原動力   ・乳幼児期の発達特性 

5   〃  ② ・障害が発達に与える影響  ・保育や教育の中での気づき 

6 障害の特性と支援① ・視覚障害の理解と支援     （グループワークも実施） 

7     〃   ② ・聴覚障害の理解と支援           （ 〃 ） 

8     〃   ③ ・肢体不自由及び病弱児の理解と支援     （ 〃 ） 

9     〃   ④ ・知的障害の理解と支援           （ 〃 ） 

10     〃   ⑤ ・発達障（ADHD、LD）の理解と支援      （ 〃 ） 

11     〃   ⑥ ・発達障害（自閉スペクトラム症）の理解と支援（ 〃 ） 

12     〃   ⑦ ・愛着形成に課題のある子の理解と支援    （ 〃 ） 

13 
特別なニーズのある子ども① ・外国にルーツのある子どもの理解と支援   （ 〃 ） 

・関係機関との連携 

14     〃       ② ・子どもの貧困とは   ・家庭及び関係機関との連携 

15 事例検討を通して学ぶ ・発達障害のある幼児への支援（グループワーク） 

評価 

基準 

１ 障害について考える過程を通して、保育者・教育者に求められる障害観を理解することがで 

  きたか。 

２ 様々な障害の特性と心身の発達について理解することができたか。 

３ 障害はないが特別な支援ニーズのある子どもの学習上・生活上の困難さを理解し、支援方法 

  を考えることができたか。 

評価 

方法 

授業態度       １５％ レポート      ％ 期末試験       ６０％ 

その他     ２５％（提出課題） 

教科書 
『演習・保育と障害のある子ども』 野田敦史・林恵 編  出版社：（株）みらい 

 

参考書 

『幼保連携型認定子ども園教育・保育要領 幼稚園教育要領 保育所保育指針原本』（平成 29年

6月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

その他は、必要に応じて授業内に紹介する。 

履修 

条件 

特に、グループワーク等の話し合う場面では、話し合いの体制づくり・相互のやりとり等に積極

的な姿勢で参加すること。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：各授業で提示された課題（宿題）をやり遂げた上で授業に参加すること。 

事後学習：教科書の本文やノートを読み返した上で、演習の振り返りをすること。 

オフィス 

アワー 

初回の授業の際に説明する。 

 



科目名 保育教材と指導計画の研究 担当 酒井真由子 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：－ 

授業 

概要 

本授業は、信州大学教育学部との相互乗入れ授業である。保育の指導計画の作成及び模擬保

育、教材研究について学びを深めるとともに、幼稚園と小学校に共通の課題について、ケー

ス・メソッド、グループワーク、ディスカッションを用いて信州大学の学生とともに考える

ことにより、幼小連携の必要性について理解することを目指す。 

到達 

目標 

・保育における指導計画を作成し、模擬保育を通じて実践する。 

・教材研究の方法を理解し、実践する。 

・信州大学との相互乗入れによる共通課題への取組みを通じ、小学校と幼稚園の教育の違い

を知る。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 イントロダクション 本授業の概要と目的を理解する。 

2 相互乗入れイントロダクション 信州大学教育学部との相互乗入れについて理解する。 

3 ＫＪ法によるワーク① 幼稚園卒園までの課題についてＫＪ法で検討する。 

4 
    〃    ② 両大学の学生のプロダクトを発表・ディスカッション

する。 

5 身近にある素材の研究① 新聞紙を使った遊びを考え、実践する。 

6 ディティールにこだわって物語を作る① 課題に従って物語を制作する（グループワーク）。 

7     〃         ② 両大学の学生のプロダクトを発表する。 

8 ケース・メソッド① ケース・メソッドを用いて、ケースを理解する。 

9     〃   ② ケース・メソッドを用いて、ケースの問題を抽出する。 

10     〃   ③ ケース・メソッドを用いて、問題の解決策を探る。 

11 
身近にある素材の研究② 様々な素材によるスタンプ遊びの展開を考え、実践す

る。 

12 模擬保育準備① 模擬保育の構想を練る。 

13 〃 ② 指導案の作成と教材研究をする。 

14 模擬保育 相互乗入れによる模擬保育をする。 

15 
総括 相互乗り入れの学びをふり返り幼小連携のあり方を考

える。 

評価 

基準 

・保育における指導計画を作成し、模擬保育を通じて実践することができるか。 

・教材研究の方法を理解し、実践することができるか。 

・信州大学との相互乗入れによる共通課題への取組みを通じ、小学校と幼稚園の教育の違い

を理解し、説明できるか。 

評価 

方法 

授業態度     ２０ ％ レポート       ％ 期末試験       ％ 

その他      ５０％（指導計画の作成及び模擬保育の実践） 

         ３０％（相互乗入れによる課題への取組み）  

教科書 資料を授業時に配布する。 

参考書 適宜、紹介する。 

履修条件 
信州大学の学生とテレビ越しに同じ課題について検討を行ったり、作成したプロダクトを発

表したりするなど参加型の授業が中心となるので、積極的に参加する力を有すること。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：教材研究や模擬保育のプランを明確にするために、保育雑誌や図書館の資料に目

を通す。 

事後学習：ディスカッション等を通して得た学びを記述する。 

オフィス

アワー 
オフィスアワーの時間は、掲示板に掲示します。 

 



科目名 
キーボード・ソルフェージュⅠ 

担当 町田育弥・篠澤友子・ 

伊藤あや・堀井園実 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：必修  幼免：－  保育士：選択必修 

授業 

概要 

鍵盤楽器を援用しながら音楽理論の基礎を学ぶ。また、歌唱やリズム練習を鍵盤楽器の基礎奏法の練習と常

に並行して行い、「器楽 Ⅰ」との連動を視野に入れつつ展開していく。 

授業で扱う内容に習熟するためには、授業外の時間の個々の練習が必須である。 

到達 

目標 

「器楽 Ⅰ」の学習にスムーズに移行できる基礎力を身につけること（特に、読譜や鍵盤楽器の扱いに苦手

意識を持っている学生は、それを払拭して欲しい）。 

保育現場の音楽指導において、鍵盤楽器を有効に活用できるセンスを身につけること。 

授
業
計
画 

回   

1 
音名と音高、音名順列 鍵盤との

対応関係 

日・伊・英 各国語の音名と、その順列、五線のしくみや音部記号の意

味を、歌唱や試奏を通して理解する。 

ポジション移動を伴わない片手５指による音列奏練習を行う。 
2 

五線のしくみと音部記号 指番

号と手のポジション 

3 音価・拍子・リズム記譜 ① 音価比率と音符や休符の種類、および、「拍」や「拍子」について学ぶ。

実際の楽譜を観察しながら視唱、試奏、リズム練習、記譜練習を行う。 
4 音価・拍子・リズム記譜 ② 

5 総合演習 ① １〜４回の復習として、様々なサンプルを試奏する。 

6 
音程・変化記号・調性 「音程」の概念を理解し、変化記号を含む譜例を試奏する。また、「調」

の概念を学び、移調奏を試みる。 

7 
ポジション移動と指返し 重音

奏・和音奏 

片手５指の範囲を超える音列、および、重音・和音の奏法を学ぶ。 

8 
両手奏と片手複声奏 両手奏と片手複声奏のサンプルを試奏する。「声部」の概念について学

ぶ。 

9 総合演習 ② ６〜８回の復習として、様々なサンプルを試奏する。 

10 和音とコードネーム 和音の概念と種類、コードネームについて学ぶ。 

11 
コード奏の基礎 音符として書かれたコードの試奏を行う。また、コードネームにもとづ

く合理的なコード連結の基礎を学ぶ。 

12 コード奏を伴う弾き歌い 最も基本的な「弾き歌い」形態として、コード奏を伴う歌唱練習を行う。 

13 様々な記号・楽譜上の指示 楽譜に用いられる様々な記号や、奏法指示について学ぶ。 

14 
総合演習 ③ 試験ガイダンス 10〜13回の復習として、様々なサンプルを試奏する。期末試験の課題発

表およびガイダンスを行う。 

15 
次のステップにむけて 後期からはじまる「器楽 Ⅰ」で扱う内容を概観し、本授業の学習事項

および自身の習熟度を再確認する。 

評価 

基準 

・保育現場で用いる楽曲の楽譜を理解する力がついたか。 

・音楽理論の基礎知識につき、鍵盤との関係において理解できたか。 

・簡単な楽曲を鍵盤で演奏する基礎技術を身に付けられたか。 

評価 

方法 

授業態度       ％ レポート       ％ 期末試験   ４０  ％ 

その他    ６０  ％ 

（総合演習 ① 〜 ③ における習熟度  30％  各回の課題への予習状況 30％ ） 

教科書 開講時に共通課題を配布。 

参考書 担当講師の裁量により副教材を指示することがある。 

履修条件 Ａ４サイズ 30 穴のリングファイルを各自用意のこと。 

授業外に

おける 

学習 

毎回の授業のための予習・復習は必須である。 

オフィス

アワー 
掲示等で確認のこと。 

 



科目名 キーボード・ソルフェージュⅡＡ 担当 町田育弥・篠澤友子 

伊藤あや・堀井園実 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択必修  幼免：－  保育士：－ 

授業 

概要 

習熟度別クラスによるグループレッスン。前期キーボード・ソルフェージュⅠで身に付けた知識

を実際の演奏に活かすための練習を行い、技術の習熟を図る。一つの歌につき複数の伴奏形態で

弾き歌いをするなど、個々の技量にあわせた合理的な方法についての考え方を学ぶ。また、汎用

性のある「カデンツ」奏の練習で応用範囲を広げる他、ピアノ独奏曲の学習を通して楽譜上の記

号や演奏指示についての理解を深める。 

到達 

目標 

・コードネームの理解を深め、自身で合理的なコード奏を考案して弾き歌いに応用できること。 

・多様なリズム記譜から正確にリズムを読み取れるようになること。 

・楽譜を要約的に読み取り、無駄のない練習方法を考案できるようになること。 

・弾くことに夢中にならず、バランス良く正確な弾き歌いができるようになること。 

・個々の技量にあったピアノ小品を、その楽曲のスタイルを理解して演奏できること。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 復習と試演 コードネームにもとづき、自作コード伴奏で弾き歌いする練習 

2 リズム練習 様々なパターンのリズム譜を読みとり表現する練習。 

3 両手奏の練習 歌の断片を用いた両手奏の練習４種 

4 三つの秋の歌-１ 「もみじ」「まっかな秋」による歌唱と旋律奏練習 

5 三つの秋の歌-２ 上記２曲による複数伴奏形態による弾き歌い練習とコード作成 

6 三つの秋の歌-３ 「どんぐりころころ」を素材に合理的な練習計画を考える 

7 三つの秋の歌-４ ４～６回で扱った３曲の弾き歌い仕上げ 

8 シンコペーション 「おかあさん」によるシンコペーション練習と歌唱練習 

9 「おかあさん」弾き歌い 正しいリズムと歌詞のニュアンスにそった奏法の工夫 

10 三つの冬の歌-１ 「たきび」「やきいもグーチーパー」による第６回の復習 

11 三つの冬の歌-２ 上記２曲弾き歌い練習と「ジングルベル」コード奏と歌唱 

12 カデンツ／ピアノ小品提示 カデンツの意味 カデンツ奏練習／ピアノ小品課題の提示 

13 個々の課題克服-１ 試験に向け、既習の歌弾き歌いとピアノ曲練習 

14 個々の課題克服-２ 同上 

15 個々の課題克服-３ 同上 

評価 

基準 

・リズム譜の読解に習熟できたか 

・コード奏を自力で構成する基礎知識を身に付けたか 

・合理的な練習方法を考案する考え方を理解できたか 

・自身の求める音像を表現する工夫について考える力がついたか 

・幼児への提示にふさわしい弾き歌いができるようになったか 

評価 

方法 

授業態度        ％ レポート        ％ 期末試験        50％ 

その他 50％（授業で扱う課題への取り組みと習熟度） 

教科書 

開講時に共通課題を配布 

参考書 
担当講師の裁量により副教材を指示することがある。 

履修 

条件 

Ａ４サイズ 30 穴のリングファイルを各自用意すること。 

授業外に

おける 

学習 

毎回の授業のための予習・復習は必須。授業を受けても毎日の個人練習がなければ何もできるよ

うにはならない。 

オフィス 

アワー 

掲示等で確認のこと。 

 



科目名 キーボード・ソルフェージュⅡＢ 担当 町田育弥・篠澤友子 

伊藤あや・堀井園実 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択必修  幼免：－  保育士：－ 

授業 

概要 

キーボード・ソルフェージュⅡＡと同様の内容。ただし、特に個人レッスンを希望する者を対象

とする。履修生の希望に応じて、復習の徹底、追加課題ほか自由曲を扱うこともある。 

到達 

目標 

・コードネームの理解を深め、自身で合理的なコード奏を考案して弾き歌いに応用できること。 

・多様なリズム記譜から正確にリズムを読み取れるようになること。 

・楽譜を要約的に読み取り、無駄のない練習方法を考案できるようになること。 

・弾くことに夢中にならず、バランス良く正確な弾き歌いができるようになること。 

・個々の技量にあったピアノ小品を、その楽曲のスタイルを理解して演奏できること。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 復習と試演 コードネームにもとづき、自作コード伴奏で弾き歌いする練習 

2 リズム練習 様々なパターンのリズム譜を読みとり表現する練習。 

3 両手奏の練習 歌の断片を用いた両手奏の練習４種 

4 三つの秋の歌-１ 「もみじ」「まっかな秋」による歌唱と旋律奏練習 

5 三つの秋の歌-２ 上記２曲による複数伴奏形態による弾き歌い練習とコード作成 

6 三つの秋の歌-３ 「どんぐりころころ」を素材に合理的な練習計画を考える 

7 三つの秋の歌-４ ４～６回で扱った３曲の弾き歌い仕上げ 

8 シンコペーション 「おかあさん」によるシンコペーション練習と歌唱練習 

9 「おかあさん」弾き歌い 正しいリズムと歌詞のニュアンスにそった奏法の工夫 

10 三つの冬の歌-１ 「たきび」「やきいもグーチーパー」による第６回の復習 

11 三つの冬の歌-２ 上記２曲弾き歌い練習と「ジングルベル」コード奏と歌唱 

12 カデンツ／ピアノ小品提示 カデンツの意味 カデンツ奏練習／ピアノ小品課題の提示 

13 個々の課題克服-１ 試験に向け、既習の歌弾き歌いとピアノ曲練習 

14 個々の課題克服-２ 同上 

15 個々の課題克服-３ 同上 

評価 

基準 

・リズム譜の読解に習熟できたか 

・コード奏を自力で構成する基礎知識を身に付けたか 

・合理的な練習方法を考案する考え方を理解できたか 

・自身の求める音像を表現する工夫について考える力がついたか 

・幼児への提示にふさわしい弾き歌いができるようになったか 

評価 

方法 

授業態度        ％ レポート        ％ 期末試験        50％ 

その他 50％（授業で扱う課題への取り組みと習熟度） 

教科書 

開講時に共通課題を配布 

参考書 
担当講師の裁量により副教材を指示することがある。 

履修 

条件 

Ａ４サイズ 30 穴のリングファイルを各自用意すること。 

授業外に

おける 

学習 

毎回の授業のための予習・復習は必須。授業を受けても毎日の個人練習がなければ何もできるよ

うにはならない。 

オフィス 

アワー 

掲示等で確認のこと。 

 



科目名 ピアノ演習Ⅰ 担当 町田育弥・篠澤友子 

伊藤あや・堀井園実 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択必修  幼免：－  保育士：－ 

授業 

概要 

ピアノ演奏にある程度習熟している学生を対象とする個人レッスン。 

レッスン内容は個々の技量や希望に応じて考慮する。 

ただし、キーボード・ソルフェージュ-Ⅱで扱う内容も並行して行い早期の修得をめざすため、

第５回までにそれが見込めない学生には受講を勧めない。 

到達 

目標 

１）キーボード・ソルフェージュ-Ⅱの達成目標を高い水準でクリアすること。 

２）１）を前提として、個々の希望する演奏水準に達するために必要な事項を理解し、自ら工夫 

し実践できること。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 習熟度の確認 ピアノ演奏の習熟度を確認し、個人目標を設定する 

2 共通課題-１／個人課題① キーボード・ソルフェージュ-Ⅱの課題と個人課題①の実習 

3 共通課題-２／個人課題① 同上 

4 共通課題-３／個人課題① 同上 

5 
共通課題-４／個人課題① 同上 ここまでにキーボード・ソルフェージュ-Ⅱの内容をすべ

てクリアする。個人課題①の仕上げと個人課題②の提示。 

6 個人課題②-１ 個人課題②のレッスン／達成水準の設定 

7 個人課題②-２ 達成水準に向けての個人課題②のレッスン 

8 個人課題②-３ 同上 

9 個人課題②-４ 個人課題②の仕上げ／個人課題③の提示と達成水準の設定 

10 個人課題③-１ 達成水準に向けての個人課題③のレッスン 

11 個人課題③-２ 同上 

12 
個人課題③-３ 

試験曲選定 

同上 

既習の個人課題①②③から期末試験での演奏曲を選定する 

13 試験曲レッスン-１ 試験曲のレッスン 

14 試験曲レッスン-２ 同上 

15 試験曲レッスン-３ 同上 

評価 

基準 

・キーボード・ソルフェージュ-Ⅱの達成目標を高い水準でクリアできたか 

・個人課題への取り組みを通して自身の課題を自覚し、必要な練習方法が身についたか 

・試験曲の演奏クオリティ 

評価 

方法 

授業態度        ％ レポート        ％ 期末試験        50％ 

その他 50％（授業で扱う課題への取り組みと習熟度） 

教科書 
・キーボード・ソルフェージュ-Ⅱの課題集 

・上記の他担当講師の指示による曲集など。 

参考書 担当講師の指示による 

履修 

条件 

キーボード・ソルフェージュⅠの成績が「優」であること。 

その他「授業概要」記載内容を確認のこと。 

Ａ４サイズ 30 穴のリングファイルを各自用意すること。 

授業外に

おける 

学習 

毎回の授業のための予習・復習は必須。授業を受けても毎日の個人練習がなければ何もできるよ

うにはならない。 

オフィス 

アワー 

掲示等で確認のこと。 

 



科目名 声楽基礎 担当 杉山由一 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：必修  幼免：－  保育士：選択必修 

授業 

概要 

歌うことの楽しさを自ら実感しながら、自分の思いを歌に乗せて表現する。 

上手に歌うために必要な基本的な技術や、練習の方法を学び、より美しく歌うことができるよう

になるための演習を行う。 

到達 

目標 

ア・カペラの曲を仕上げていくことを通して、歌うことの楽しさを感得する。 

自分から表現できるように、思いを大切にして歌えるようになる。 

聴く人の心に届く歌声で表現することができる。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 歌うことについて 想いを大切にする自分らしい表現 

2 歌唱演習① 自分の声域を知り、めあてを持って練習する学習方法の理解 

3 歌唱演習② 腹式呼吸法の演習 

4 歌唱演習③ 共鳴腔の理解と演習 

5 歌唱演習④ 子音と母音の発音についての理解と演習 

6 歌唱演習⑤ ア・カペラの簡単な２部合唱におけるハーモニーの感じ取り 

7 鑑賞① 声楽のよさの感受 

8 鑑賞② 音楽的な感性を育む 

9 歌唱演習⑥ 様々な練習形態による学習の理解 

10 歌唱演習⑦ 様々な練習形態による学習の演習 

11 歌唱演習⑧ ３部・４部などより難易度の高い曲の表現 

12 独唱① 自分の個性を生かした歌唱表現 実技試験のための独唱練習 

13 独唱②           〃 

14 各人による成果の確認 個性的表現への挑戦  

15 まとめ 歌う喜びの確認 

評価 

基準 

授業内容を理解し、自分の能力を高める努力をしたか。 

評価 

方法 

授業態度   ２０ ％ レポート        ％ 期末試験         ％ 

その他 ８０％（実技試験） 

教科書 『新・声楽指導教本』／教育芸術社 

参考書 必要に応じて授業内で指示する。 

履修 

条件 

授業計画で示した内容を、基本的に無伴奏の曲（ア・カペラ）を使って学習します。自分から楽

しく歌えるように頑張りましょう。 

授業外に

おける 

学習 
 

オフィス 

アワー 
学生支援課を通して確認のこと。 

 



科目名 図画工作 担当 吉澤 俊 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：必修  幼免：－  保育士：選択必修 

授業 

概要 

作品制作をとおしてさまざまな表現内容や造形素材を経験し、表現の楽しさを知ることで 

自らの表現力を向上させる。同時に基礎的知識と技術を習得する。造形素材は、可能な限り

保育現場で役立つものを使用する。 

到達 

目標 

１、与えられた表現内容に自らの感性と思考で主体的に対応できる。 

２、保育現場で活用するための造形表現に関する基礎的な知識・技術を理解し習得する。 

３、グループワークに積極的に参加し、協力して表現できる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 授業ガイダンス 「表現」の意味について再考する(グループワーク) 

2 造形表現の基礎① 線 ドローイングを通して線表現について 

3 造形表現の基礎② 色彩 色の分類と属性について 色彩構成 

4 造形表現の基礎③ 素材 様々な素材の活用について 

5 造形表現の基礎③ 光 光の特性を活かした表現 (グループワーク) 

6 造形表現の基礎④ 立体 土粘土の特性を活かした表現 

7 造形表現の基礎⑤ グループワーク 土粘土を利用した表現 (グループワーク)  

8 場・空間を活かした表現① 空間を活かした表現 (グループワーク) 

9 場・空間を活かした表現② 壁面制作① (グループワーク) 

10 場・空間を活かした表現③ 壁面制作② (グループワーク) 

11 現場で使える教材制作① 陶芸① 

12 現場で使える教材制作② 陶芸②   

13 現場で使える教材制作③ 版表現①  

14 現場で使える教材制作④ 版表現② 陶芸作品焼成 

15 現場で使える教材制作⑤・まとめ 版表現刷り まとめ (グループワーク) 

評価 

基準 

１、保育現場で活用するための造形表現に関する基礎的な知識・技能を理解し習得できたか。 

２、与えられた表現内容に自らの感性と思考で主体的に対応できたか。 

３、グループワークに積極的に参加し、協力して表現できたか。 

評価 

方法 

授業態度   １０  ％ レポート       ％ 期末試験       ％ 

その他    ９０  ％（ 作品 ） 

材料費 
画材セット購入費 5,000円、材料費 1,000円（ 造形表現指導法の材料費も含む ） 

画材セットは他の授業でも使用します。また、卒業後も使用できるものです。 

教科書 
特になし 

参考書 
『造形表現・図画工作』建帛社 

履修条件 

表現方法にこだわらず広く美術に興味関心を持つように心がける。 

授業外に

おける 

学習 

美術鑑賞の機会を作ること、可能であれば「日曜美術館」「美の巨人たち」などのテレビ番組

も利用して知識を得ておいて下さい。 

オフィス

アワー 

オフィスアワーの時間は、掲示板に掲示します。 

 



科目名 野外活動 担当 堤裕美・千葉直紀 

形態 演習 単位数 1単位 開講時期 1年後期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：－ 

授業 

概要 

信州大学教育学部の年長児を対象とした3泊4日の幼児キャンプ教室に参加し、幼児を対象と

したキャンプの指導・運営方法を学ぶとともに、必要な準備や安全で効果的な指導方法等に

ついて理解を深める。キャンプにおける指導体験に加え、事前説明会，事後報告会にも参画

し、保護者と子どものキャンプへの関わりを理解する。 

到達 

目標 

・幼児を対象としたキャンプにおける基本的なプログラムの指導や生活指導ができるように

なる。 

・幼児を対象としたキャンプの企画・運営の重要事項について理解する。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
事前準備 役割分担、読み聞かせについて、チャレンジゲームに

ついて確認し、準備をする。 

2 
幼児キャンプ教室事前説明会 保護者を対象とした事前説明会へ参加し、子どもとの

関係を作る。 

3 

～ 

14 

幼児キャンプ教室への参加 キャンプ場探検、テント設営、川遊び、森の絵本、チ

ャレンジゲーム、川遊び、野外炊事、ナイトシアター、

登山（瑪瑙山）、クラフト 

15 幼児キャンプ教室報告会 保護者を対象とした報告会へ参加する。 

評価 

基準 

・幼児を対象としたキャンプにおける基本的なプログラムの指導や生活指導ができるか。 

・幼児を対象としたキャンプの企画・運営の重要事項について理解したか。 

評価 

方法 

授業態度       ％ レポート       ％ 期末試験       ％ 

その他（事前準備・事後報告会を含む幼児キャンプへの参加態度）   １００   ％  

教科書 特になし 

参考書 随時指示する。 

履修条件 

・5 月末から 6 月頃に参加者を募集します。履修人数 8 名までのため希望者数が多い場合に

は抽選となります。 

・8 月半ばごろに戸隠キャンプ場での 2 泊 3 日のキャンプとなります。キャンプに必要な個

人装備を整えてください。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：暗いテントの中でも読み聞かせができる絵本を選び、絵本の文を頭に入れましょ

う。また、キャンプに必要な個人装備を準備しましょう（重要な学習の一つです）。 

事後学習：キャンプでのエピソードの振り返りを記録し各自の考察をしましょう。 

オフィス

アワー 
オフィスアワーの時間は、掲示板に掲示します。 

 



科目名 声楽アンサンブル 担当 杉山由一 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：－ 

授業 

概要 

前期学んだ歌い方の基礎を踏まえ、他のパート同士聞き合って歌うことの楽しさを感じながら、

自分の課題を解決していくアンサンブル学習の方法を知り、より美しく合唱できるようになるた

めの演習を行う。 

到達 

目標 

より難易度の高い曲を仕上げていくことを通して、合唱を創り上げていく楽しさを感得する。 

他の声部を聴きながら表現し、ハーモニーを意識しながら、響き合いを大切にして歌えるように

なる。 

曲の背景、歌詞の意味・情景を理解し、聴く人の心に届く表現で合唱することができる。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 前期の学習内容の確認 前期を想起しながら後期学習内容の概観 

2 歌唱演習① ペア学習・グループ学習の練習方法の確認 

3 歌唱演習② ペア学習・グループ学習の演習 

4 歌唱演習③ 自らの課題に応じたペア学習・グループ学習の展開の演習 

5 歌唱演習④        〃 

6 歌唱演習⑤        〃 

7 鑑賞① 合唱のよさの感受 

8 鑑賞② プロの歌い方を学び、表現力を育む。 

9 歌唱演習⑥ 新春コンサートのためのパート練習と合唱練習 

10 歌唱演習⑦       〃 

11 歌唱演習⑧       〃 

12 歌唱演習⑨ 新春コンサートのための全体合唱練習 

13 独唱① 自分の個性を生かした歌唱表現 実技試験のための独唱練習 

14 独唱②       〃 

15 まとめ １年間の振り返りと歌う喜びの確認 

評価 

基準 
授業内容を理解し、自分の能力を高める努力をしたか。 

評価 

方法 

授業態度   ２０ ％ レポート        ％ 期末試験         ％ 

その他 ８０％（実技試験） 

教科書 『新・声楽指導教本』／教育芸術社 

参考書 必要に応じて授業内で指示する。 

履修 

条件 

１年次で声楽の授業は終了です。２年生での学習の基礎をしっかり身につけましょう。 

自分の声の特徴を理解し、他との調和がはかれるように響き合う合唱を作るための演習に挑戦し

ていきましょう。 

授業外に

おける 

学習 

 

オフィス 

アワー 
学生支援課を通して確認のこと。 

 



科目名 声楽演習Ⅰ 担当 高橋喜久子・大畑裕江 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：－ 

授業 

概要 

保育者として身につける内容の一つとして歌がある。 

歌うことの楽しさ、歌うことで表現することを個人レッスンにより学び、レベルの高い歌唱

力で歌う技術を身につけ「豊かな表現力」を目指す。 

到達 

目標 

・ 正しい発声を学び、自然な声の出し方を身につける。 

・ 「歌うこと」を一層楽しく感じる。 

・ 独唱表現が豊かに出来るようになる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 歌うこと。声の力について。 保育者がより専門的に声楽を学ぶ意味を概説。 

2 歌唱演習① 発声の基礎練習。 

3  〃  ② 発声の基礎練習。 

4  〃  ③ 自分の声を見直す。声を磨く。 

5  〃  ④ 自分の声を見直す。声を磨く。 

6  〃  ⑤ 楽曲を歌う。 

7  〃  ⑥ 美しい声で表現する事の大切さを感じる。 

8  〃  ⑦   〃 

9  〃  ⑧ 詩、発音と音楽の関係の重要性を感じる。 

10  〃  ⑨   〃 

11  〃  ⑩ 実技試験曲を選曲する。 

12  〃  ⑪ 歌詩、旋律を確認する。 

13  〃  ⑫ 暗譜を確認する。 

14  〃  ⑬ 暗譜表現を確認する。 

15 まとめ 独唱表現の楽しみを感じる。 

評価 

基準 

授業内容を理解し、自身の能力を高める努力をしたかで判断する。 

評価 

方法 

授業態度   ２０  ％ レポート       ％ 期末試験       ％ 

その他    ８０  ％（ 実技試験 ） 

教科書 

『女子音楽カンターレ』／音楽之友社 

参考書 
必要に応じて授業内で指示する。 

履修条件 

上記の内容を、子どもの歌、季節の歌、クラシック、ポップス等、いろいろな曲を使って練

習しましょう。一番大切なことは、皆さんが歌うことを好きになる事です。そして難易度の

高い曲も楽しめるようになりましょう。 

授業外に

おける 

学習 

必要に応じて指示する。 

オフィス

アワー 

学生支援課を通して確認のこと。 

 



科目名 素描 担当 吉澤 俊 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：－ 

授業 

概要 

素描を通して対象に対する観察力を養い、造形的形態を把握し表現するための基礎的な知

識・技能を習得する。毎時間人体クロッキーを行い、短時間で構造を把握する力をつけてい

く。 

到達 

目標 

１、観察力の大切さを理解しそれを養う。 

２、造形的形態の把握と描画ができる。 

３、素描における質および色彩表現ができる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 授業ガイダンス 素描の概説 

2 幾何形態素描① 形態および自然の道理の理解（鉛筆） 

3 幾何形態素描② 形態および自然の道理の理解（鉛筆） 

4 ガラスビンの素描① 形態と質の理解と把握（鉛筆） 

5 ガラスビンの素描② 形態と質の理解と把握（鉛筆） 

6 人体部分石膏素描① 動きを含む造形的形態の把握（鉛筆） 

7 人体部分石膏素描② 動きを含む造形的形態の把握（鉛筆） 

8 手の素描① 表情を表現するための絵画的形態表現（鉛筆等） 

9 手の素描② 表情を表現するための絵画的形態表現（鉛筆等） 

10 鳥の素描① 動きを含む形態と質と色彩の把握（鉛筆） 

11 鳥の素描② 動きを含む形態と質と色彩の把握（鉛筆） 

12 鳥の素描③ 動きを含む形態と質と色彩の把握（鉛筆） 

13 静物組み合わせ① 構図、形態、質、色彩の把握と描写（鉛筆） 

14 静物組み合わせ② 構図、形態、質、色彩の把握と描写（鉛筆） 

15 静物組み合わせ③・まとめ 構図、形態、質、色彩の把握と描写（鉛筆） 

評価 

基準 

１、造形的形態観察ができる。 

２、形態が正確に把握でき表現につなげる描写力がある。 

３、質や色彩の表現技術を習得できた。 

評価 

方法 

態度   １０  ％ 作品   ９０  ％ 期末試験 

その他 

材料費 １０００円程度（デッサン用鉛筆５本、練けし、スケッチブック） 

教科書 
特になし 

参考書 

「デッサン上達法」視覚デザイン研究所 他（図書館にあり） 

 

履修条件 芸術表現コース（美術）選択必修 

授業外に

おける 

学習 

特になし 

オフィス

アワー 

オフィスアワーの時間は、掲示板に掲示します。 

 



科目名 基礎ゼミナール 担当 

酒井真由子・佐藤厚・市東賢二・高田正哉・ 

千葉直紀・堤裕美・町田育弥・ 

吉澤俊・赤塚正一 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：必修  幼免：－  保育士：－ 

授業 

概要 

基礎ゼミナールは、少人数指導を通して保育者に必要な学びを深めていくことを目的に設置

されている。学生は各担当教員の指導に沿って、保育技術の習得、各自の問題意識に基づい

た研究への取り組み、社会的スキルの向上に努める。 

到達 

目標 

・専門職としての保育者に必要な社会常識を身に付ける。 

・専門職としての保育者に必要な学びの態度を身に付ける。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 オリエンテーション 基礎ゼミナールの進め方と２年間の流れについて理解する。 

2 
保育者に必要な学び 専門職としての保育者に必要となる学びの在り方について理

解する。 

3 
理想の保育者像 自身の理想の保育者をイメージし、そのために必要な学びに

ついて理解する。 

4 基礎的な保育技術① 保育技術を習得する。手遊びなど。 

5 基礎的な保育技術② 保育技術を習得する。絵本・紙芝居など。 

6 実習日誌の書き方① 記録の意味を理解する。 

7 実習日誌の書き方②  子ども理解と観察のポイントを理解する。 

8 実習日誌の書き方③  遊びの場面の観察を通して、記録の取り方を習得する。 

9 実習の目的の立て方 実習の目的の意義を理解し、目的の立て方を習得する。 

10 
保育者に必要な社会常識と 

マナー 

専門職としての保育者に必要となる社会常識とマナーについ

て理解する。 

11 保育者の職務 現職幼稚園教諭の話を聞き、保育者の職務について理解する。 

12 プレ実習 附属幼稚園で遊んだり部分実習をしたりして園児と関わる。 

13 
プレ実習の振り返り 

研究テーマの設定 

プレ実習を振り返る。 

各自の研究テーマを考える。 

14 
研究の進め方 研究を進める上で必要となる資料・情報の収集等について理

解する。 

15 
保育現場での研究の生かし

方 

各自が選んだ研究テーマが保育現場でどう生かせるかを考察

する。 

評価 

基準 

保育者になるために必要な学びのあり方を理解し、その態度が備わったのか。 

社会人として現場に適した社会常識をもってゼミナールに参加することができたのか。 

評価 

方法 

授業態度   ５０  ％ レポート       ％ 期末試験       ％ 

その他    ５０  ％（ ゼミナールで提示された課題 ） 

教科書 『上田女子短期大学実習ガイドブック』、ゼミ教材費 1,500円（画用紙、折り紙等） 

参考書 特になし 

履修条件 各ゼミ担任の指示に従い、積極的にゼミに参加できること。 

授業外に

おける 

学習 

教材研究や保育技術の実践など各ゼミナールで指示された課題について事前学習を行って

おくこと。ゼミナールは高校までのホームルームの時間とは異なり、授業の一つとなります。 

大学での学びの基本は、自分自身で課題を見つけ、積極的に追及していくという姿勢にあり

ます。基礎ゼミナールを通して学びの基本を身に付けましょう。 

オフィス

アワー 
各担当教員のオフィスアワーを確認すること。 

 



科目名 教育実習①  担当 町田育弥・高田正哉 

形態 講義・実習 単位数 ５単位 開講時期 １・２年通年 

必修 卒業：選択  幼免：必修  保育士：－ 

授業 

概要 

幼稚園における２週間の実習である。実習生は、幼児の活動や教員の実践を観察し、保育活動に

部分的に参加しながら、現場の保育者の指導を受け、将来教諭となるべく必要な知識を体験的に

学ぶ、また、日々の活動を正確に記録することや、実際の幼児を想定した適切な保育計画を立案

し、正確に記述する訓練を行う。事後指導においては、現場での体験を振り返り、後期以降の各

種実習に向けての課題意識を高めていく。 

到達 

目標 

・幼稚園における教育内容、教諭の職務と責任、幼児の活動の概要及びそれらの意味を体験的に

理解する。 

・幼児の発達段階ごとの活動の実態や興味関心について、幼児との関わりや観察を通して理解す

る。 

・幼児に接し、その成長の援助を行うことに喜びを感じ、誠意を持ってそれに取り組もうとする

意欲を持つ。 

・事実に則した記録や自身の立案による計画を正確に記述する力を身につける。 

画 

回 タイトル 内容 

1  

主として以下の４点を行う。その他、必要に応じて現場の保育者の指導を受け、実践する。 

① 現場の保育者による保育実践の観察 

② 保育実践への部分的参加（「部分実習」読みきかせ、手遊び、簡単なゲームなど） 

③ 実習日誌、時案の作成（現場保育者の添削指導を受ける） 

④ その他園務への部分的参加 

  以上をもって、上記「到達目標」の達成をめざす。 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

評価 

基準 

実習現地指導、実習園からの評価、実習日誌、指導計画を総合的に評価する。 

評価 

方法 

授業態度       ％ レポート       ％ 期末試験       ％ 

その他 １００ ％（この実習および、事前事後指導の評価をもって行う。 ） 

教科書 
「上田女子短期大学実習ガイドブック」「幼稚園教育要領」 

参考書 
特に指定しない。必要に応じて配布する。 

履修条件 
教育実習- I の事前指導への取り組みが充分であり、その内容を理解していること。 

授業外に

おける 

学習 

他の幼児教育・保育関連科目における学習内容を、つねに現場の実態や子どもの姿に結びつけて

考える習慣をつけておくこと。「幼稚園教育要領」を精読しておくこと。教育実習- I の事前指

導の学習内容を復習しておくこと。その他、事前に実習園からの指示がある場合はそれに従うこ

と。 

オフィス

アワー 
各担当教員のオフィスアワーを確認すること。 

 



科目名 教育実習① 事前指導 担当 町田育弥・高田正哉 

形態 講義・実習 単位数 ５単位 開講時期 １・２年通年 

必修 卒業：選択  幼免：必修  保育士：－ 

授業 

概要 

幼稚園の教育活動の意味や教諭の職務内容と責任、子どもの活動の概要、実習の意義について、他の教科と

の関連を視野に入れつつ学び、子どもと関わる際の姿勢について考察する。また、実習で活用できる「手遊

び」「読みきかせ」などの実技、実習におけるマナー、必要な諸手続き、記録の取り方や指導計画の作成方

法と書式についても学ぶ。プレ実習は、教育活動を実際に子ども達との接触を通して学ぶ機会とする。 

到達 

目標 

幼稚園における教育内容、教諭の職務と責任、幼児の活動の概要及びそれらの意味について理解する。 

幼児教育についての基礎知識を持ち、意欲と誠意をもって実習に臨む態度を身につける。 

実習生として自身が現場で学ぶべきこと、とるべき姿勢について、明確な目的意識と自覚を持つ。 

観察における留意点を理解し、事実に即して正確に記述する力を身につける。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
ガイダンス ２年間の実習の流れ、実習にあたっての心構え、準備段階および 現

場においての注意事項を学ぶ。 

2 
幼稚園の機能と教師(保育者)の役割 幼稚園とはどんなところか? 教師(保育者)は何を行うのか?  実例

に即して学び、具体的なイメージを持つ。 

3 
1）「環境」 観察のポイントと記録の

取り方 2 ）子どもとのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

１)についての講義と記述練習を行う。 子どもに対する話し方、聞

き方、提示の仕方などを考える。 

4 
1）「発達と遊び」 観察のポイントと

記録の取り方   2 ）手遊び 

１)についての講義と記述練習を行う。様々な手遊びを知り試演す

る。 

5 
1 ）「保育者の援助」観察のポイント

記録の取り方   2） 読みきかせ 

１）についての講義と記述練習を行う。 読みきかせの方法、留意点

などを学ぶ。 

6 
1）「目的」作成ガイダンス 2） 手

遊び・読みきかせの指導計画作成 

「目的」の作成手順や考え方、記述の工夫などについて学ぶ。 

手遊びや読みきかせの指導計画を作成する。 

7 

１）幼児教育に関する言葉 

２）手遊び・読みきかせの試演 

幼児教育の現場でよく使われている 「用語」について学び、その意

味を考える。 手遊び、読みきかせを指導計画にもとづいて試演。相

互批評と講評を行う。 

8 自己紹介の練習と試演 プレ実習における「自己紹介」をグループ毎に練習。試演する。 

9 プレ実習オリエンテーション プレ実習に向けた確認事項の徹底。 附属幼稚園水野園長の講義。 

10 プレ実習と相互観察① 観察のポイントについて確認し、実習映像を見て観察記録の記述練

習を行う。 11 プレ実習と相互観察② 

12 
プレ実習振り返り 前２回の観察記録にもとづくグループワークによる発表と質疑応

答、講評を行う。 

13 
１）実習事前打ち合わせについて 

２）書式を学ぶ - ①「日誌」 

これまでに書いた観察記録を、部分実習の「日誌」の書式にまとめ

る。 

14 書式を学ぶ - ②「時案」 これまでに書いた指導計画を、所定の「時案」の書式にまとめる。 

15 
まとめと最終確認 これまでの学習を振り返り、あらためて実習に臨む準備が整ってい

るか確認する。 

評価 

基準 

幼稚園における教育内容、教諭の職務と責任、幼児の活動の概要及びそれらの意味について理解できたか。 

実習生として自身が現場で学ぶべきこと、とるべき姿勢について、明確な目的意識と自覚を持てたか。 

観察における留意点を理解し、事実に即して精確に記述する力を身につけられたか。 

幼児教育についての基礎知識を持ち、意欲と誠意をもって実習に臨む態度を身につけられたか。 

評価 

方法 

授業態度       ％ レポート       ％ 期末試験       ％ 

その他 １００ ％（授業内で課す各種記述課題の内容、実技やグループワークへの取り組み姿勢、実習に

至るまでに必要な諸手続きへの対応などを勘案して評価する。 ） 

教科書 「上田女子短期大学実習ガイドブック」「幼稚園教育要領」 

参考書 特に指定しない。必要に応じて授業内で配布する。 

履修条件 幼稚園教諭免許取得についての意欲と、実習に誠実に取り組む意志があること。 

授業外に

おける 

学習 

他の幼児教育・保育関連科目における学習内容を、つねに現場の実態や子どもの姿に結びつけて考える習慣

をつけておくこと。「幼稚園教育要領」を精読しておくこと。授業内で指示される課題につき、事前準備が

必要なものに関しては、必ず当該授業までに取り組んでおくこと。 

オフィス

アワー 
各担当教員のオフィスアワーを確認すること。 

 



科目名 保育実習Ⅰ（保育所） 担当 幼児教育学科 実習委員会 

形態 実習 単位数 ２単位 開講時期 １年後期・２年前期 

必修 卒業：選択  幼免：選択  保育士：必修 

授業 

概要 

本科目は、実習園（保育所）での実習科目である。実習を行うためには、「保育実習Ⅰ（保

育所）事前指導」に 14 回出席し、幼児教育学科の実習許可会議によって実習を許可される

ことが必要である。 

到達 

目標 

１．保育所の役割や機能を具体的に理解する。 

２．観察や子どもとのかかわりを通して子どもへの理解を深める。 

３．既習の教科の内容を踏まえ、子どもの保育及び保護者への支援について総合的に学ぶ。 

４．保育の計画、観察、記録及び自己評価について具体的に理解する。 

５．保育士の業務内容や職業倫理について具体的に学ぶ。 

授
業
計
画 

  

 

保育所の役割と機能の理解①保育所の生活と一日の流れを知る。 

     〃      ②保育所保育指針の理解と保育の展開を知る。 

観察を通じた子ども理解①子どもの観察とその記録によって子どもを理解する。 

     〃     ②子どもの発達過程を理解する。 

     〃     ③子どもへの援助やかかわりを実践する。 

保育内容・保育環境の理解①保育の計画に基づく保育内容を実施する。 

     〃      ②子どもの発達過程に応じた保育内容を理解する。 

     〃      ③子どもの生活やあそびと保育環境の関連を理解する。 

     〃      ④子どもの健康と安全を守る方法を理解する。 

保育の計画・観察・記録①保育課程と指導計画の理解と活用について学ぶ。 

     〃     ②記録に基づく省察・自己評価について理解する。 

専門職としての保育士の役割と職業倫理①保育士の業務内容を理解する。 

     〃            ②職員間の役割分担や連携について理解する。 

     〃            ③保育士の役割と職業倫理について理解する。 

まとめ 

評価 

基準 

１．保育所の生活に参加し、乳幼児への理解が深まったか。 

２．保育所の機能への理解が深まったか。 

３．保育士としての基礎的な資質・能力・技術を習得することができたか。 

以上の観点から実習園の園長が評価するとともに、実習日誌の内容及び手続き等から、保育

技術及び職業倫理の修得の程度を実習委員会が評価する。 

評価 

方法 

授業態度       ％ レポート       ％ 期末試験       ％ 

その他    １００ ％  

（実習園による評価６０％・実習委員会による評価４０％の割合で点数化し 

総合的に評価する。） 

教科書 『保育所保育指針』、『実習ガイドブック』 上田女子短期大学 

参考書 『教育・保育実習のデザイン』 萌文書林 

履修条件 

「保育実習Ⅰ（保育所）事前事後指導」15 回(事前指導 14 回、事後指導 1 回)を受けること

が実習履修の要件である。 

また、本学幼児教育学科において定める実習実施基準を履修の条件とする。 

授業外に

おける 

学習 

保育実習Ⅰ(保育所)の関連ガイダンスにもれなく出席し、保育士資格取得に必要な手続きを

済ませておくこと 

オフィス

アワー 

実習指導室にて随時対応 

 



科目名 保育実習Ⅰ（保育所）事前事後指導 担当 幼児教育学科 実習委員会 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年後期・２年前期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：必修 

授業 

概要 

本科目は、保育実習Ⅰ（保育所）を実施するために必要な事前の知識・技術の習得を目指す

とともに、実習に必要となる書類の準備や、人権の尊重、守秘義務の厳守等、実習生として

の心構えの確認を行う授業である。15回の事前事後指導すべてに出席することが、保育実習

Ⅰ（保育所）実施の条件である。 

到達 

目標 

１．保育実習の意義・目的を理解する 

２．実習の内容を理解し、自らの課題を明確にする。 

３．実習施設における子どもの人権と最善の利益の考慮、プライバシーの保護、守秘義務等を理解する。 

４．実習の計画、実践、観察、記録、評価の方法や内容について具体的に理解する。 

５．事後指導を通して実習の総括と自己評価を行い、新たな課題や学習目標を明確にする。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 保育実習Ⅰに向けて 教育実習Ⅰの振り返りを行い、自らの課題を確認する。 

2 保育実習の意義 保育実習Ⅰ(保育所)の目的と内容を理解する。 

3 実習の内容と課題の明確化① 実習園の理解 実習課題を明確化(目的作成について) 

4      〃      ② 各自の実習課題を明確にする。（実習目的の添削） 

5 保育所における子どもの理解 子どもの発達段階と保育所における生活（1～3月の姿）を知る。 

6 観察と記録の方法① 観察の種類とその目的 記録の取り方について学ぶ。 

7  〃      ② 実習日誌の書き方について学ぶ。 

8 保育技術① 様々な保育技術について 時案の作成について学ぶ。 

9  〃  ② 絵本の読み聞かせの時案を作成し、実践する。 

10 
実習に際しての留意事項① 子どもの人権と最善の利益への配慮、職業倫理、プラ

イバシーの保護と守秘義務について理解する。 

11      〃     ② 実習園での事前打ち合わせについて学ぶ。 

12      〃     ③ 実習生としての心構え（身だしなみ、健康管理など）を学ぶ。 

13      〃     ④ 訪問地図作成にあたって園周辺の環境について調べる。 

14 実習直前指導 実習に向けた最終確認をする。 

15 事後指導 実習の総括 自己評価と課題を明確化する。（評価伝達） 

評価 

基準 

１．社会人としてふさわしい常識と意欲を持って事前指導に臨めたか。 

２．実習で必要とされる保育技能の修得に取組み、実践できたか。 

３．保育士に求められる職業倫理について説明できるか。 

評価 

方法 

授業態度   ５０  ％ レポート       ％ 期末試験       ％ 

その他    ５０  ％ （ 課題・提出物 ） 

教科書 『実習ガイドブック』上田女子短期大学、『保育所保育指針ハンドブック』学研 

参考書 『教育・保育実習のデザイン』萌文書林 

履修条件 

 

本授業を受講するためには、教育実習Ⅰを履修済みであること。また、本学幼児教育学科に

おいて定める実習実施基準が、保育実習Ⅰ（保育所）実施の条件となります。 

なお、15 回目の実習事後指導は、実習園での 12 日間かつ 90 時間以上の保育実習を行った

学生のみが出席できます。保育実習Ⅰが何らかの事情で中止となった学生は、本科目の単位

認定も行われないので注意すること。 

授業外に

おける 

学習 

保育実習Ⅰ（保育所）の関連ガイダンスにもれなく出席し、保育士資格取得に必要な手続き

を済ませておくこと 

オフィス

アワー 
実習指導室にて随時対応 

 



科目名 保育実習Ⅰ(施設) 担当 幼児教育学科 実習委員会 

形態 実習 単位数 ２単位 開講時期 １年後期・２年前期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：必修 

授業 

概要 

 本科目は、児童福祉施設または知的障害者施設での実習科目である。実習を行うためには、

「保育所実習Ⅰ（施設）事前指導」に 14回出席し、幼児教育学科の実習許可会議によって

実習を許可されることが必要である。 

到達 

目標 

１．児童福祉施設の役割や機能を具体的に理解する。 

２．観察や利用児（者）とのかかわりをとおして利用児（者）への理解を深める。 

３．既習の教科の内容を踏まえ、利用児(者)及び保護者への支援について総合的に理解する。 

４．支援の計画、観察、記録及び自己評価等について具体的に理解する。 

５．保育士の業務内容や職業倫理について具体的に理解する。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 1． 施設の役割と機能 

(1) 施設における利用児(者)の生活と保育士の援助やかかわり 

(2) 施設の役割と機能 

2． 利用児(者)の理解 

(1) 利用児(者)の観察とその記録 

(2) 個々の状態に応じた援助や関り 

3． 施設における利用児(者)の生活と対応 

(1) 計画に基づく活動や援助 

(2) 利用児(者)の心身の状態に応じた生活と対応 

(3) 利用児(者)の活動と環境 

(4) 健康管理、安全対策の理解 

4． 計画と記録 

(1) 支援計画の理解と活用 

(2) 記録に基づく省察・自己評価 

5． 専門職としての保育士の役割と倫理 

(1) 保育士の業務内容 

(2) 職員間の役割分担や連携 

(3) 保育士の役割と職業倫理 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

評価 

基準 

１．社会福祉施設の生活に参加し、施設及び利用児（者）への理解が深まったか。 

２．保育士としての基礎的な資質・能力・技術を習得することができたか。 

以上の観点から実習施設の長が評価するとともに、実習日誌の内容及び手続き等から、保育

技術及び職業倫理の修得の程度を実習委員会が評価する。 

評価 

方法 

授業態度        ％ レポート        ％ 期末試験         ％ 

その他   100％（ 実習園による評価６０％、実習委員会による評価４０％の割合で点数

化し、総合的に評価する。 ） 

教科書 
『実習ガイドブック』上田女子短期大学 

参考書 
授業中に随時提示する。 

履修 

条件 

「保育実習Ⅰ（施設）事前事後指導」15 回を受けることが実習履修の要件である。 

また、本学幼児教育学科において定める実習実施基準を履修の条件とする。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：「保育実習Ⅰ(施設)事前事後指導」の第 1～13 回、施設毎に実施される事前指導を受講

し、実習の目的を具体的に考察すること。 

事後学習：実習での体験や学びを明確化し、自らの課題について考察すること。 

オフィス 

アワー 

  3 階第 9 研究室  citeaux@uedawjc.ac.jp 

 



科目名 保育実習Ⅰ(施設)事前事後指導 担当 幼児教育学科 実習委員会 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年後期・２年前期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：必修 

授業 

概要 

 本科目は、保育実習Ⅰ（施設）を実施するために必要な事前の知識・技術の習得を目指す

とともに、実習に必要となる書類の準備や、人権の尊重、守秘義務の厳守等、実習生として

の心構えの確認を行う授業である。15回の事前事後指導すべてに出席することが、保育実習

Ⅰ（施設）実施の条件である。 

到達 

目標 

１．保育実習の意義・目的を理解する 

２．実習の内容を理解し、自らの課題を明確にする。 

３．実習施設における子どもの人権と最善の利益の考慮、プライバシーの保護、守秘義務等について理解す

る。 

４．実習の計画、実践、観察、記録、評価の方法や内容について具体的に理解する。 

５．事後指導を通して実習の総括と自己評価を行い、課題や学習目標を明確にする。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 保育実習の意義① 実習の目的 

2 保育実習の意義② 実習の概要 

3 実習の内容と課題の明確化① 実習施設の理解 

4 実習の内容と課題の明確化② 利用児（者）の理解 

5 実習の内容と課題の明確化③ 福祉施設の職員の理解 

6 支援計画と家族支援の視点① 支援計画 

7 支援計画と家族支援の視点② 家族支援 

8 実習の内容と課題の明確化④ 施設の支援に必要な専門知識と技術 

9 実習に際しての留意事項① 利用児(者)の人権の尊重 

10 実習に際しての留意事項② プライバシーの保護と守秘義務 

11 実習に際しての留意事項③ 実習生としての心構えと宿泊を伴う実習 

12 実習の計画と記録① 実習における計画と実践 

13 実習の計画と記録② 実習における記録および評価 

14 実習事後指導① 実習の総括と自己評価 

15 実習事後指導② 課題の明確化 

評価 

基準 

１．社会人としてふさわしい常識と意欲を持って事前指導に臨めたか。 

２．実習で必要とされる技能の修得に取組み、実践できたか。 

３．保育士に求められる職業倫理について説明できるか。 

評価 

方法 

授業態度      50％ レポート        ％ 期末試験         ％ 

その他   50％（ 課題・提出物 ） 

教科書 『実習ガイドブック』上田女子短期大学 

参考書 『教育・保育実習のデザイン』萌文書林 

履修 

条件 

 本授業を受講するためには、教育実習Ⅰを履修済みであることが必要である。また、本学

幼児教育学科において定める実習実施基準が、保育実習Ⅰ（保育所）実施の条件となる。 

また 14、15 回目の実習事後指導は、実習園での 11 日間の保育実習を行った学生のみが出席

できる。保育実習Ⅰが何らかの事情で中止となった学生は、本科目の単位認定も行われない

ので注意すること。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：「保育実習Ⅰ(施設)事前事後指導」の第 1～13 回、施設毎に実施される事前指導を受講

し、実習の目的を具体的に考察すること。 

事後学習：実習での体験や学びを明確化し、自らの課題について考察すること。 

オフィス 

アワー 

  3 階第 9 研究室  citeaux@uedawjc.ac.jp 

 




