
科目名 相談援助 担当 市東賢二 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：必修 

授業 

概要 

 社会福祉の実践活動のための対人援助は、「人にかかわることの技術」であることを理解

することを目標に、①相談援助の概要やその②方法や技術、③具体的展開について学ぶ。そ

の上で、④保育におけるソーシャルワークの応用と事例分析を通した対象理解の仕方を学

ぶ。 

到達 

目標 

・相談援助の概要について理解する。 

・相談援助の方法と技術について理解する。 

・相談援助の具体的展開について理解する。 

・保育におけるソーシャルワークの応用と事例分析を通して対象への理解を深める。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 相談援助の概要① 相談援助の理論 

2 相談援助の概要② 相談援助の意義 

3 相談援助の概要③ 相談援助の機能 

4 相談援助の概要④ 相談援助とソーシャルワーク 

5 相談援助の概要⑤ 保育とソーシャルワーク 

6 相談援助の方法と技術① 相談援助の対象 

7 相談援助の方法と技術② 相談援助の過程 

8 相談援助の方法と技術③ 相談援助の技術・アプローチ 

9 相談援助の具体的展開① 計画・記録・評価 

10 相談援助の具体的展開② 関係機関との協働 

11 相談援助の具体的展開③ 多様な専門職との連携 

12 相談援助の具体的展開④ 社会資源の活用、調整、開発 

13 事例分析① 虐待の予防と対応等の事例分析 

14 事例分析② 障害のある子どもとその保護者への支援等の事例分析 

15 事例分析③ ロールプレイ、フィールドワーク等による事例分析 

評価 

基準 

 対人援助職としての態度や役割を理解し、対人援助における社会的生の意味を理解し、 

対人援助・支援の技術の意味について論ずることができること。以上が｢可｣の基準である。 

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 

『保育相談支援の基本と留意点』              坂本健編著／大学図書出版 

参考書 

『ケアの原点 愛する・信頼することへの挑戦』          佐藤俊一著／学文社 

『ケアを生み出す力 傾聴から対話的関係へ』          佐藤俊一著／川島書店 

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 子どもと生涯学習 担当 高田 正哉 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：選択必修 

授業 

概要 

本講義は、子どもの生涯に渡っての学びと成長を支えるための、生涯学習のあり方を学ぶもので

ある。そのために、以下のことを実施する。 

① 生涯学習の理念・実践・政策のあり方を、実例を参考にしながら学ぶ。 

② 長野県内にある生涯学習施設に実際に訪問し、体験からその意義を学ぶ。 

到達 

目標 

 本講義は生涯学習のあり方を理解することが最終目標である。そのために、以下のことを理解

することが求められる。 

① 生涯学習と自らの学びの経験をつなげることで、生涯に渡っての学びのあり方を理解する。 

② 長野県内にある生涯学習施設のことを自ら調べ、自らの学びへの活用法を理解する。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 生涯学習とは何か 生涯学習の概論を学び、全体のあり方に見通しを持つ。 

2 生涯学習の理念 生涯学習の理念を学び、その意義を理解する。 

3 生涯学習の方法 生涯学習の中心的な概念である「学び」について理解する。 

4 生涯学習の実践 「学び」の考え方を深め、保育実践のあり方とつなげて理解する。 

5 生涯学習の実際 長野県を中心とした各自治体の事例を紹介し、その意義を学ぶ。 

6 ワークショップ① 長野県内の生涯学習施設を調べ、実地研修のことを決定する。 

7 ワークショップ② 実地研修のことを、ワークショップを通して詳しく決定する。 

8 

9 

実地研修① ワークショップで企画した生涯学習施設に訪問し、その施設の意

義を理解する。 

10

11 

実地研修② ワークショップで企画した生涯学習施設に訪問し、その施設の意

義を理解する。 

12 

13 

実地研修③ ワークショップで企画した生涯学習施設に訪問し、その施設の意

義を理解する。 

14 実地研修の振り返り 実地研修の振り返りをして、生涯学習の意味を理解し直す。 

15 まとめ  

評価 

基準 

上記で示した到達目標を基にして、以下の評価基準を設ける。 

① 自らの学びと生涯学習のあり方をつなげて、自らのライフデザインをすることができるか。 

② 生涯学習施設で体験したことを振り返り、その意味を記述することができるか。 

評価 

方法 

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

その他  50  ％（ 授業態度から評価する。 ） 

教科書 講義内で資料を配布する。 

参考書 

赤尾勝己編『生涯学習理論を学ぶ人のために』世界思想社、2004 年。 

佐藤一子『子どもが育つ地域社会』東京大学出版会、2002 年。 

長野県教育委員会「美術館・博物館情報」（https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/bunsho/bunka/shisetsu/bijutsukan/） 

履修 

条件 

授業の受講者の人数によって見学を行う施設を決める（受講者が多ければ見学の回数は少な

くなる可能性もあり）。見学先は、受講者の希望を聞きながら調整する。 

 

＊見学にかかる費用（交通費、入館料、食事代等）はすべて受講者負担とする。 

（参考：2017 年度は、交通費・入館料等で、4000 円ほど） 

＊見学は 10 月中（あるいは 11 月）の土曜日か日曜日に実施する予定。 
授業外に

おける 

学習 

長野県内にある生涯学習施設について調べること。その際には、参考書の項目で掲示したホーム

ページ等を活用すること。 

オフィス 

アワー 
授業中に適宜指示する。 

 



科目名 幼児理解と教育相談 担当 金髙茂昭 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  幼免：必修  保育士：選択必修 

授業 

概要 

幼児・親（保護者）・保育者の関係性の中で、幼児の健やかな成長を保障する環境要因とし

ての保育者の力量を培う。幼児や養育者を理解するための心得、幼児の心に寄り添い成長を

促す心得や方法、幼児や養育者からの SOS に対応する心得や方法の基本を学ぶ。 

到達 

目標 

１．幼児の精神的（心理的）特質について述べることができる。 

２．幼児の不調（主に精神・心理的不調）について述べることができる。 

３．幼児や養育者の不調（主に精神・心理的不調）からの回復と成長への支援の心得を述べ

ることができる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 

人を理解するとは（人をみると

は） 

外界からの刺激の本質と脳の情報処理、及び、人のどのよう

な側面をみるとその人の理解につながるかということについて

理解する。 

2 
幼児の生育環境と今日的課

題 

インターネット社会、少子超高齢社会の生活環境について学

ぶ。 

3 幼児を理解する（１） 幼児を人間学的に理解する。（家族の中での幼児の独自性） 

4 幼児を理解する（２）              〃 

5 幼児を理解する（３）              〃 

6 幼児を理解する（４）              〃 

7 子によって成長する親、親子関係 親子関係、家族関係について理解を深める。 

8 
うまく機能する家族・機能し難

い家族 

うまく機能する家族の人間関係の特徴を考える。 

9 
虐待の問題 家族問題であるいわゆる DV・児童虐待・高齢者虐待につい

て考える。 

10 
幼児の SOS、親の SOS、いわ

ゆるﾃﾞｰﾄＤＶ 

幼児や親やこれからの親の精神的不安・混乱・不調の徴候に

ついて学ぶ。 

11 教育相談とは 教育相談の内容について学ぶ。 

12 相談業務の心得（１） 心理学的支援の心得について理解する。 

13 相談業務の心得（２） 社会福祉相談援助的支援の心得について理解する。 

14 教育・福祉・心理相談の実際 施設や学校での教育・福祉・心理相談の現実・実際を学ぶ。 

15 まとめ・これからの課題 当科目の総括と、今後の課題・近未来展望について考える。 

評価 

基準 

専門職としての専門性が培われたかどうかで評価する。 

（専門的知識や概念・考え方を習得し、述べることができるかをみる。） 

評価 

方法 

授業態度  １０  ％ レポート       ％ 期末試験   ６０  ％ 

その他   ３０  ％ 

教科書 『子育てとケアの原理』 北樹出版  必要に応じて資料等を配布する。 

参考書 『幼稚園教育要領』、『保育所保育指針』 

履修条件 

人生で最も重要な意義を持つ乳幼児期に携わる保育者・教育者という専門職に就きたい学

生、保育・教育を通して、人とは・家族とは・社会とはどういうものか 

を理解して行きたい学生諸君の受講を求めます。 

授業外に

おける 

学習 

予・復習及び教場で指示すること。 

オフィス

アワー 

原則として講師室で対応します。ご希望される学生さんには e-mail アドレスをお知らせ致

します。 

 



科目名 教育心理学 担当 上原貴夫 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：必修 

授業 

概要 

幼稚園や保育所、家庭、地域で子どもたちと接する場合に役に立つ知識と技術について学ぶ。

教育心理学の学問的な理解とともに、実際に使える心理学を目指していく。子育て不安や登

園拒否、虐待など現代の子ども達をめぐる問題について考える。 

到達 

目標 

 現場で役立つ力の形成を目指す。観察や心理検査などの評価方法、子ども達に対する受け

止め方など、子どもについての理解力、読み取り力の育成を目指す。レポートなどを作成す

る。保育現場での問題対処力も含め総合的な現場力の形成を目指す。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 教育・保育で果たす心理学の役割 教育・保育と心理学のかかわりについて理解する。 

2 就学前教育・保育の構成 見通しを持った「子ども達の成長を促す教育・保育」 

3 
子ども達の育ち－赤ちゃんが産ま

れる時 

人間の誕生とその後の成長発達について。生命体とし

ての誕生、社会的な誕生について理解する。 

4 
   〃   －子どもが育つ環

境 

家庭、地域を含めた環境形成について。成長発達にお

いて「体験」が果たす意義ついて理解する。 

5 
   〃   －身体発達、心の発

達、言葉の発達 

成長と発達の理論を中心に学ぶ。保育・子育ての現場

に生かす理論を理解する。 

6    〃   －人間関係の発達 成長発達におよぼす人とのかかわりの意義について学ぶ。 

7 
子ども達の学び－人はどのように

学んでいくか 

成長発達や学習におよぼす人とのかかわりの意義につ

いて学ぶ。 

8    〃   －学びを促す指導 教師、親などのかかわりについて学ぶ。 

9    〃   －学習の診断 教育評価などを通して学ぶ。 

10    〃   －学びの障害 発達障害、学習障害などについて学ぶ。 

11 発達と障害  －障害と向き合う 障害についての考え方について学ぶ。 

12    〃 具体的なかかわり方について学ぶ。 

13 現代の子ども達をめぐる諸問題 現代社会における特徴的な課題について学ぶ。 

14 
   〃    虐待、親子関係、

子育て不安など 

具体的な状況を中心にケーススタディを盛り込んで学

ぶ。 

15 まとめ 全体を振り返り、自分自身の考えを形成する。 

評価 

基準 

評価は、「子ども達の心理や行動を保育場面と照らし合わせて理解し、実践力が身についた

か。」を基準とする。 

評価 

方法 

授業態度   20    ％ レポート   30    ％ 期末試験    50   ％ 

その他    

 授業時における質問、意見、発表など授業参加を重視する。 

教科書 
『就学前教育の計画を学ぶ』ななみ書房 

参考書 授業において資料配布や参考書の紹介を随時行う。 

履修条件 
子どもの育ちに積極的に関心を持ち、授業に主体的に取り組む意思があること。 

授業外に

おける 

学習 

日常において見られる子どもの様子に関心を持ち、疑問点を見出しておくこと。 

調べられることは自ら調べておくこと。 

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 子どもの食と栄養Ⅱ 担当 春日とし子 

形態 演習 単位数 1単位 開講時期 ２年前期 

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 

・それぞれのライフステージにおける食と健康について理解するとともに、養護及び教育の一体

性を踏まえた保育における食育の意義・目的・基本的考え方、その内容について理解し、実践で

きる。 

・家庭や児童養護施設における食生活の現状と課題や、特別な配慮を要する子どもの食と栄養に

ついて理解し、保育者として子ども・保護者等に支援ができる。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 
幼児期の心身の発達と食生活 幼児期の身体発育の特徴を説明し、食機能の発達との関わりを解

説する。 幼児期の食生活の特徴について説明する。 

2 
幼児期の栄養上の問題と健康

への対応 

食事と生活リズムの関係や偏食、遊び食べ、小食、咀嚼等につい

て説明する。 

3 調理実習（間食） 間食の役割と調理実習をする。 

4 
学童期・思春期の心身の発達

と食生活 

心身の発達や食生活における問題等について説明する。 

学校給食について説明する。 

5 生涯発達と食生活 生涯発達と加齢変化及び食生活について説明する。 

6 
家庭や児童福祉施設における

食事と栄養 

家庭における食事と栄養、児童福祉施設における食事と栄養につ

いて説明する。 

7 保育所給食の概要と実際 保育所給食の概要を説明し、栄養バランス等を理解する。 

8 
特別な配慮を要する子どもの

食と栄養 ① 

子どもの体調不良と食事について学ぶ。 

9 
特別な配慮を要する子どもの

食と栄養 ② 

子どもの疾病と食事療法について学ぶ。 

10 
特別な配慮を要する子どもの

食と栄養 ③ 

食物アレルギーとは、保育所における食物アレルギーのある子ど

もへの対応について学ぶ。（アレルギー対応ガイドライン） 

11 
特別な配慮を要する子どもの

食と栄養 ④ 

障がいのある子どもの特徴と食生活及び支援について説明する 

12 食育の基本と内容① 食育の意義・目的と基本的考え方について学ぶ。 

13 
食育の基本と内容② 食育における養護と教育の一体性と食育の内容、進め方について

学ぶ。 

14 食育・栄養教育の方法と教材 食育計画を作成する。（「クッキング保育」の保育時案の作成） 

15 まとめ 授業で扱った内容の総括・振り返りをする。 

評価 

基準 

小児栄養の基礎を習得し、保育者として子どもの身体状況や健康状態に応じた食生活の支援がで

きる。保護者に対して食の不安を軽減するための援助ができる。 

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 

「子どもの食と栄養Ⅰ」の単位を修得していること 

授業外に

おける 

学習 

教科書や資料に目を通し、授業で学習したことをまとめる。 

 

オフィス 

アワー 
授業終了後 

 



科目名 家庭支援論 担当 西朋子 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：必修 

授業 

概要 

家族・家庭とは何かを家族の変遷をみながら把握し、そこから生じる子育て不安の内実を理

解する。そして、保育者として家族・家庭への具体的支援を考えることが可能になることを

目標とする。 

到達 

目標 

現代社会の子育て環境について広く理解した上で、子育て家庭を支援する制度や連携につい

ての知識、さらに保育者としてのコミュニケーションの取り方を具体的に身に付ける。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 家族・家庭の意義と機能 家族と家族の機能の変遷を説明する。 

2 家庭支援の必要性 家庭を取り巻く環境と支援の必要性を説明する。 

3 保育者が行う家庭支援の原理 なぜ保育者に家庭支援が求められるのか説明する。 

4 現代の家庭における人間関係 家族を支える制度や結婚の変化を説明する。 

5 地域社会の変容と家庭支援 産業構造の変化と少子高齢化社会の進行を説明する。 

6 男女共同参画社会とﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ 女性就労と、仕事と生活の調和の現状を説明する。 

7 家庭の福祉を図るための社会資源 子育てを支援する制度やサービスの説明をする。 

8 子育て支援施策 子育て支援に関連する施策を説明する。 

9 子育て支援サービスの概要 地域における子育て支援事業を説明する。 

10 保育所入所児童の家庭への支援 保育所における子育て支援を説明する。 

11 地域の子育て家庭への支援 地域の子育て家庭への支援の現状を説明する。 

12 要保護児童と家庭に対する支援 要保護児童への対応を説明する。 

13 関係機関との連携 子育て支援における関係機関を説明する。 

14 子育て支援サービスの課題 虐待への対応と相談援助の方法・原則を説明する。 

15 
まとめ 支援できることの限界を含めて支援とは何かを考え

る。 

評価 

基準 

① 家族の規模や関係性の変化を説明できる。 

② 家庭支援における保育者の役割を説明できる。 

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 

『家庭支援論の基本と課題』井村圭壯・松井圭三編著／学文社 

参考書 
公開されている資料をもとに子育てに関連する情報をパワーポイントでみていく。 

履修条件 特になし。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：自分の家族と友人の家族との間にどんな違いがあるのかを日常会話を通して明ら

かにする。 

事後学習：子育て支援にかかわる様々な人々を具体的にイメージできるように、社会の様子

を注視する。 

オフィス

アワー 

e-mail で対応する。 

 



科目名 子どもの保健Ⅱ 担当 横関 祐子 

形態 講義・演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：必修 

授業 

概要 

 1年次の「子どもの保健Ⅰ」の内容を受け、子どもの尊い生命を守るために、子どもの病気や

看護、応急手当等、実技を交えて学び、実践できることを目標とする。 

到達 

目標 

1. 子どもの成長・発達とその評価について理解する。 

2. 子どもの健康状態・生活習慣について理解する。 

3. 子どもの保育環境づくりを考え、事故予防について理解する。 

4. 子どもの病気と看護について実践的に理解する。 

5. 子どもの応急手当について実践的に理解する。 

6. 慢性疾患や障害をもつ子どもの保育について理解する。 

7. 子どもの災害時の支援について理解する。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 
子どものからだの成長と 

精神・運動機能の発達 

子どもの成長・発達とその評価 

 

2 
子どもの健康状態を知る 子どもの身体発育の測定、生理機能の発達（体温・呼吸・循環・

体液調整） 

3 子どもの生活習慣 生活習慣病の予防、食生活、就寝時刻と起床時刻 

4 子どもの保育環境づくり 施設環境事（衛生管理） 

5 
子どもに起こりやすい事故

の予防 

事故の誘因、事故の予防 

6 子どもの応急手当① 乳幼児の一次救命処置 

7 子どもの応急手当② 乳幼児の一次救命処置 

8 子どもの応急手当③ 乳幼児の傷害時の応急処置 

9 子どもの病気と看護① 病気についての基礎知識、体調不良時の症状別対応 

10 子どもの病気と看護② よくかかる感染症、感染症の予防 

11 子どもの病気と看護③ 薬の投与の仕方、受診時の対応 

12 
慢性疾患や障害をもつ子ど

もの保育 

慢性疾患や障害をもつ子どもの保育 

13 
地域の子育て支援システム

と子どもの虐待防止 

自治体の子育て支援システム、子どもの虐待の防止 

14 災害時の乳幼児支援 災害時の支援の必要性、気をつけたいこころとからだのサイン 

15 
子どものデス・エデュケー

ション まとめ 

絵本から学ぶ死とは  

子どもの健康を守るための保育者のこころ構え 

評価 

基準 

1. 子どもの健康状態・生活習慣について理解できたか。 

2. 子どもの保育環境づくりを考え、事故予防について理解できたか。 

3. 子どもの病気と看護について実践できるか。 

4. 子どもの応急手当について実践できるか。 

5. 子どもの災害時の支援について理解できたか。 

評価 

方法 

授業態度      ％ レポート        ％ 期末試験      100％ 

その他     ％（                                ） 

教科書 
『これならわかる！子どもの保健演習ノート』小林美由紀著（診断と治療社） 

参考書 『乳幼児の一次救命処置』日本赤十字社 

履修 

条件 

「子どもの保健ⅠA・ⅠB」の履修を終えていること。 

授業外に

おける 

学習 

「子どもの保健ⅠA・ⅠB」の内容を復習しておくこと。 

『保育所保育指針』第 5 章「健康及び安全」を精読しておくこと。 

オフィス 

アワー 

授業前後に講師控室にて対応します。 

 



科目名 老人福祉 担当 市東賢二 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：－ 

授業 

概要 

 高齢社会の到来は、介護をはじめとして様々な問題を抱えている。こうした問題を社会的

に認識し、社会的な問題として対応することが求められている。この状況を理解するために

は、誰もが体験する「老い」を理解し、福祉サービスや社会制度を学ぶ。その上で人間が生

活するための地域福祉を理解し、老人福祉の現代的課題を学ぶ。 

到達 

目標 

・人間の体験としての｢老い｣を理解し、人間の生としての「生きがい」を理解する。 

・福祉サービスや介護保険などの社会制度を理解する。 

・様々な社会制度を理解したうえで、人間の生活を支える地域福祉について理解する。 

・老人福祉の現代的課題について論ずることができる。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 現代社会と老人福祉 現代社会と老人福祉の基礎的問題について理解する。 

2 老人福祉と介護 老人福祉と介護の基礎的問題について理解する。 

3 
老人福祉の歴史と介護保

険制度① 

老人福祉の歴史と介護保険制度について理解する。 

4 
老人福祉の歴史と介護保

険制度② 

介護保険の仕組みと機能について理解する。 

5 
老人福祉における生きが

いの意味 

老化と自立や生きがいの意味について理解する。 

6 
介護におけるチームアプ

ローチ 

チームアプローチの意味や具体的方法について理解する。 

7 
チームアプローチとコミ

ュニケーション 

チームアプローチにおけるコミュニケーションの意味と方法に

ついて説明する。 

8 
老化に伴うこころとから

だの変化① 

老化に伴う心身の変化とその特徴について理解する。 

9 
老化に伴うこころとから

だの変化② 

老化に伴う心身の変化と日常生活への影響について理解する。 

10 高齢者と健康① 高齢者の疾病の特徴と留意点について理解する。 

11 高齢者と健康② 高齢者に特有な疾病と生活上の留意点について理解する。 

12 
介護に関するこころとか

らだの基礎理解① 

介護とこころの仕組みについて理解する。 

13 
介護に関するこころとか

らだの基礎理解② 

介護と身体性の基礎的問題について理解する。 

14 
生きることと死ぬことの

意味 

人間の生と死の基礎的問題を考察する。 

15 老人福祉の現代的課題 老人福祉の現代的課題について考察する。 

評価 

基準 

 老人福祉や介護の背景を理解し、介護に伴う技術の意味や健康の意味を理解し、その現代

的課題を明らかにし、それらを論ずることができることを｢可｣の基準とする。 

評価 

方法 

授業態度        ％ レポート      70％ 期末試験         ％ 

その他   30％（ 授業内で指示する課題の内容を評価 ） 

教科書 『新・基礎からの社会福祉３ 高齢者福祉』大塩まゆみ・奥西栄介編著 ミネルヴァ書房 

参考書 『認知症と長寿社会 笑顔のままで』信州毎日新聞取材班 講談社現代新書 2010 

履修 

条件 

本科目は介護職員初任者研修の必修科目であるため、原則欠席は認めない。当該課程を履修

予定者は必ず履修すること。 

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 障害者福祉 担当 市東賢二 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：選択必修   

授業 

概要 

 近年、障碍を持つ人を取り巻く環境は大きく変化してきている。1981年の「国際障害者年」

以降、いくつかの障害者施策が提起され、障碍の概念自体も変容している。これらを理解し、

適切な対応を学ぶ。 

 障害者福祉のみならず、共生社会の実現に向けた地域福祉のありようを学ぶ。 

到達 

目標 

・障害福祉を理解するうえで、その基盤となるノーマライゼーションの思想を理解する。 

・障害者福祉にかかわる歴史や制度を理解する。 

・障害者福祉の基礎概念を学び、理解する。 

・障碍者福祉の動向や現代的課題を学び、今後の障害者福祉のあり方を理解する。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 障碍へのかかわりとケア 障碍へとかかわることの基礎的問題を理解する。 

2 障害者福祉の概念的理解① 人権と尊厳を支えるケアの意味を理解する。 

3 障害者福祉の概念的理解② 自立の意味について理解する。 

4 
障碍概念と体験としての障

碍① 

障碍の基礎的概念を理解する。 

5 
障碍概念と体験としての障

碍② 

障碍の体験的意味を理解する。 

6 障害者福祉の歴史① 障害者福祉の歴史(古代～WWⅡ)を理解する。 

7 障害者福祉の歴史② 障害者福祉の歴史(WWⅡ～現代)を理解する。 

8 
障碍へのかかわりとコミュ

ニケーション① 

障碍へのかかわりの意味とその具体的方法について理解する。 

9 
障碍へのかかわりとコミュ

ニケーション② 

利用者や家族へのかかわりの意味と具体的方法について理解す

る。 

10 
障碍へのかかわりと、ここ

ろとからだの基礎理解① 

知的及び精神的障害の基礎について理解する。 

11 
障碍へのかかわりと、ここ

ろとからだの基礎理解② 

障碍のメカニズムとその基礎について理解する。 

12 
障碍者のアドボカシーと自

己決定 

アドボカシーと自己決定の基礎的概念について理解する。 

13 
障害者自立支援法とその他

の制度① 

障害者自立支援法の基本について理解する。 

14 
障害者自立支援法とその他

の制度② 

個人の権利を守る諸制度について理解する。 

15 障害福祉の現代的課題 障碍に関わる現代的課題について理解する。 

評価 

基準 

 障害者福祉の背景を理解し、障碍の基礎的概念を理解し、障害福祉の現代的課題を明確に

し、それらを論ずることができることが｢可｣の基準である。 

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 
『新・基礎からの社会福祉４ 障害者福祉』竹端寛・山下幸子・尾﨑剛志・園山里子 ミネ

ルヴァ書房 

参考書 『あなたは私の手になれますか』小山内美智子 中央法規 1997 

履修 

条件 

 本科目は介護職員初任者研修の必修科目であるため、原則欠席は認めない。当該課程を履

修予定者は必ず履修すること。 

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 乳幼児心理学 担当 上原貴夫 

形態 講義 単位数 2単位 開講時期 2年前期 

必修 卒業:選択  幼免：－  保育士：選択必修 

授業 

概要 

乳幼児について誕生からの成長発達について具体的な過程に即して学ぶ。誕生後の心理的、身体

的発達および社会的発達などについて新生児期、乳児期、幼児期など発達段階に応じて言語や人

間関係、仲間関係など具体的に理解する。 

また、発達を促す関わりについてその方法と技術を学ぶ。 

到達 

目標 

乳幼児に野発達について具体的に理解する。 

同時に、乳幼児との関わりに役立つ具体的な知識と技術を身につける。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 

生涯発達における乳幼児期

の意義 

乳幼児期は人間の生涯形成の基礎となることを理解する。胎児期

からの成長発達及び幼児期における「体験」が持つ意義について

学ぶ。 

2 親子関係の形成 人間関係・社会的発達の基盤を形成することを学ぶ｡ 

3 
身体的発達 胎児期から誕生後の身体的発達について理解する。生命体として

の幼児の観点から学ぶ。 

4 
言語の発達 言語の発達およびその過程と関わる社会的な関わりが広がること

を学ぶ。言語の発達と思考の発達の関連性について学ぶ。 

5 
社会的発達 仲間関係の形

成 

誕生後、自分以外の他者についての認識、仲間への関心の過程な

どについて学ぶ。 

6 運動能力の発達 身体機能の発達について学ぶ。 

7 遊びの発達 遊びが言語や認知など多様な発達を促すことを学ぶ。 

8 自我の形成・発達 自己に対する気づきと共に他者を認識する過程について学ぶ。 

9 
興味・関心の発達 次第に自己以外の世界に興味や関心および意識が開けていく過程

について学ぶ。 

10 生活圏・行動圏の拡大 心身の発達と生活領域・行動領域の拡大について学ぶ。 

11 
幼稚園・保育園などへの入

園準備 

生活習慣の形成など社会的行動の基礎を身につけながら、家庭か

ら踏み出していく準備の進めについて学ぶ。 

12 
幼稚園・保育所などでの生

活形成 

幼稚園や保育所での円滑な適応を促すための知識と技能を身につ

ける。 

13 
障がいとその対応 障がいについて学ぶと共にインクルーシブ教育・保育について理

解する。 

14 保育支援 家庭や保護者に向けた支援のための知識と方法について学ぶ。 

15 
就学準備に向けて 小学校との接続について就学準備と就学における円滑な適応につ

いて学ぶ。 

評価 

基準 

下記の 2点を重視する。 

乳幼児に関する理解と知識を身につけること。 

同時に具体的に関わることができる実践力を身につけること。 

評価 

方法 

授業態度    20 ％ レポート  10    ％ 期末試験    60    ％ 

その他  10  ％ （意見・発表など                      ） 

教科書 浜崎隆司他編『やさしく学ぶ保育の心理学Ⅰ・Ⅱ』ナカニシヤ出版 

参考書 随時紹介していく。 

履修 

条件 

みずから積極的に学ぶ姿勢で学んでほしい。 

授業外に

おける 

学習 

身近に乳幼児と接する機会を積極的にとらえて子供達の成長について関心を持ってもらいたい。 

関心に基づいた調べ学習を行うこと。 

 

オフィス 

アワー 

掲示板で呈示していく。 

 



科目名 児童心理学 担当 上原貴夫 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：選択必修 

授業 

概要 

児童期について、その前段階である幼児期、児童期に続く青年期、成人期、高齢期といった生涯形成の

観点からとらえていく。児童期を人生移行の観点を軸にしてとらえていく。 

そのため、人生移行において生じる小一プロブレム、中１ギャップ、アダルトチルドレン、ピーターパ

ンシンドロームなど社会事象も取り入れていく。 

到達 

目標 

児童期の心理的特性について理解するとともに、幼児期との接続および青年期への移行に関する理解を

深めると共に、対応や指導の技術を身につける。授業の中での提案や発表など積極的に実践することを通

して、アクティブな態度や姿勢を身につける。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 幼児期と児童期の違いについて 幼児期と児童期の違いについて発達の上で見られる特徴を考える。 

2 
児童期に向けて幼児期で準備してお

きたいこと 

児童期は小学校入学など大きな変化を迎えるときである。児童期に

向けた準備教育・保育はどのようにするか考える。 

3 

幼児期から児童期への移行と小学校

入学にあたって配慮すべき事 

小学校へのスムーズな移行を実現する上で必要な事柄を理解し、そ

れらに配慮した指導について実際に活用できる知識と技術を身に

つける。 

4 
児童期の発達的特徴 児童期の主要な発達的当直を理解する。生涯発達の観点から幼児期

を踏まえ、青年年期の基礎を作る児童期について理解する。 

5 児童期の発達的特徴(身体的発達) 児童期における身体面での発達的特徴について理解する。 

6 児童期の発達的特徴(知的発達) 児童期における知的発達について理解する。 

7 
児童期の発達的特徴(社会的発達) 児童期における社会的発達について理解する。仲間作りなど具体例

を通して学ぶ。 

8 児童期の課題（思春期） 児童期を特徴付ける「思春期」について理解する。 

9 児童期の自我形成 児童期における「自我」について理解する。 

10 
児童期と家族など身近な人間関係の

あり方 

児童期は自己を形成する段階であるとともに、仲間や集団との関係

形成を図る時期でもある。これらの過程について理解する。 

11 児童期の課題事象について 思春期やせ症、不登校、仲間作りなど課題事象について理解する。 

12 
児童期のカウンセリング マザーレス・ドーター、アダルトチルドレン、ピーターパンシンド

ロームなど現代の事象についての理解と対応の知識を深める。 

13 
児童期の発達について社会が抱える

課題 

メディア、家族､ネットなど現代の社会事象のもとでの児童につい

て理解し､対応や指導のあり方について理解する。 

14 
幼児期から小学校入学に向けた課題 学校適応のスムーズな実現に向けた課題を理解し、その指導法を学

ぶ。 

15 
幼児期から小学校入学に向けた教育

支援 

発達障害など、その他に支援・配慮を必要とする子どもたちへの具

体的な対応について理解する。 

評価 

基準 

授業への参加を重視する。出席だけでなく、発言や発表、レポートなど提出物、提案・意見交換など行動

による参加等を評価する。 

評価 

方法 

授業態度   15   ％ レポート   20   ％ 期末試験   60   ％ 

その他 5 ％（提案など主体的な学びや学習仲間・グループなどでのリーダーシップ、協力等） 

教科書 武藤 隆『児童心理学』 2013 放送大学教育振興会 

参考書 参考書、資料を随時示す。 

履修 

条件 

主体的に学習する積極性が必要。本講義では幼児期から児童期、青年期、成人期、高齢期といった人生移

行についての観点を軸として進めていくので、自己の生涯形成と向き合いながら学習していってほしい。 

 

授業外に

おける   

学習 

児童期にかかわる社会事象も随時取り上げていくので、新聞などを通じて現代社会について､自己の関心

に応じた考えを持つようにする。 

オフィス 

アワー 

授業の前後など積極的に活用して下さい。 

 



科目名 幼児教育指導法 担当 千葉直紀 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 2年後期 

必修 卒業：必修  幼免：必修  保育士：－ 

授業 

概要 

子どもの主体的で対話的な育ちを支えるために、保育者に求められる教育の方法や技術を理解す

る。また、教育のねらいを達成するための実践方法を理解し、具体的な教育方法を自分自身で考

え、発展させていく力を身につける。 

到達 

目標 

・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

方法を理解し、身につける。 

・教育の目的に適した指導技術の理解と情報機器を活用した教材の作成・活用に関する基礎

的な能力を身に付ける。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 幼児期の教育（１） 幼稚園教育要領から考える幼児教育 

2 幼児期の教育（２） 「資質・能力」を育成するために必要な教育方法の理解 

3 幼児の発達特性と指導（１） 幼児期の発達特性に応じた教育方法の在り方について 

4 幼児の発達特性と指導（２） 幼児期の発達特性に応じた教育方法の発展性について 

5 幼児の発達特性と指導（３） 幼児期の発達特性に応じた教育方法についての考察 

6 
子どもの育ち合いと保育実践（１）  子どもの主体性や対話を通した集団の育ちに関する教

育方法と技術 

7 子どもの育ち合いと保育実践（２） 集団での育ち合いと保育者の援助についての考察 

8 
幼児教育における保育教材の理解

（１） 

保育教材の選定と教育の目的との関連性について 

9 
幼児教育における保育教材の理解

（２） 

保育教材の活用と実践の発展について 

10 遊びの中での教育と技術  あそびを通して育つとはどのようなことかの考察 

11 
計画に基づいた教育実践  計画に基づいた教育方法の実践と子どもの育ちについ

て 

12 メディアリテラシー 保育者に必要となるメディアリテラシーについて 

13 保育現場における情報機器の活用 視聴覚教材の活用例についての理解 

14 小学校との連携（１） 主体性・自主性を育てる教育方法の考察 

15 
小学校との連携（２） 生涯に渡って生きぬく力を育てるための保育技術や方

法の考察 

評価 

基準 

・幼児の発達特性を理解し、幼児期における指導のあり方について自分の考えを述べられるか。 

・小学校との連携の重要性を理解しているか。 

評価 

方法 

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

その他   ２０  ％（ 振り返りシートの内容・提出 ） 

教科書 必要に応じて授業内にプリントを配布する。 

参考書 
幼稚園教育要領解説 

履修 

条件 

授業を通して子ども理解や子ども一人ひとりに合った保育実践についての考えを深め、現場を意

識した学びを深めること。 

授業外に

おける 

学習 

予習・復習：幼稚園教育要領の熟読。教育要領の文言から現場の子どもの姿がイメージできるよ

うにすること 

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 教育課程の研究 担当 酒井真由子 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  幼免：必修  保育士：必修 

授業 

概要 

『保育所保育指針』『幼稚園教育要領』『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』の読み取りを通して、教

育課程の全体構造、保育所・幼稚園・幼保連携型認定こども園における全体的な計画と指導計画との関係、

指導計画の種類とその内容、指導計画作成の手順と評価の基本を学ぶ。遊ぶ子どもの姿から、豊かな保育を

保障するために有効な指導計画のあり方について考える。 

到達 

目標 

・教育課程及び指導計画の意義について理解する。 

・子どもの姿、発達過程、保育内容をもとに実際に指導計画を作成することを通して、指導計画作成の手順

を理解する。 

・保育記録、評価、指導計画の関係を理解し、指導計画の改善の意義と方法を理解する。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 教育課程と指導計画の意義 教育課程と指導計画の意義について理解する。 

2 教育課程の編成 教育課程の編成原理について理解する。 

3 
幼稚園における教育課程と指

導計画 

幼稚園教育要領を通して幼稚園の役割と幼稚園教育の基本について理解

する。 

4 
指導計画の作成の基本とその

方法① 

幼稚園における指導計画について理解する。 

5 
指導計画の作成の基本とその

方法② 

指導計画の作成の基本とその方法について理解する。 

6 
指導計画の作成の基本とその

方法③ 

教材研究を通して指導計画を立案する。 

7 保育の実践と評価① 計画、実践、評価、改善という一連の流れを理解する。 

8 保育の実践と評価② 保育実践を振り返ることが保育の質の向上につながることを理解する。 

9 保育所の理解 保育所保育指針を通して保育所の役割と保育所保育の基本について理解する。 

10 
乳児の特徴と指導計画 保育所における乳児の特徴を理解して子どもの姿を捉えた指導計画につ

いて理解する。 

11 
幼児の特徴と指導計画 保育所における幼児の特徴を理解して子どもの姿を捉えた指導計画につ

いて理解する。 

12 教育課程の変遷 教育課程、保育内容の変遷について理解する。 

13 
環境と遊びを通しての保育 環境と遊びを通した保育を実践するための教育課程と指導計画のあり方

について理解する。 

14 
自然環境や地域資源を活用し

た保育 

自然環境や地域資源を活用した保育を実践するための教育課程と指導計

画のあり方について理解する。 

15 教育課程をめぐる現状と課題 園における教育課程をめぐる課題について理解する。 

評価 

基準 

・教育課程及び指導計画の意義について理解し、説明できるか。 

・指導計画作成の手順について説明できるか。 

・子どもの姿、発達過程、保育内容をもとに実際に指導計画を作成できるか。 

・保育記録や評価と指導計画の関係を理解し、指導計画の改善の意義と方法について説明できるか。 

評価 

方法 

授業態度        ％ レポート   ４０  ％ 期末試験   ６０  ％ 

その他     ％（                   ） 

教科書 

岩崎淳子他『教育・保育課程論 書いて学べる指導計画』萌文書林、2015年 

『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、2017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。 

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（教科書関連個所含む）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：授業で扱った事項に関する学びと自己の課題を「振り返りシート」に記述する。 

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 保育相談支援 担当 市東賢二 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：必修 

授業 

概要 

 保育実践に必要な対人援助への理解を元に、①保育相談支援の意義と原則について学ぶ。

その際、「援助者‐利用者」関係のみならず、「援助者‐保護者」関係を理解し②保護者支援

の基本を学ぶ。その上で③保育相談支援の実際からその内容や方法を学び、④児童福祉施設

における保護者支援の実際を学ぶ。 

到達 

目標 

・保育相談支援の意義と原則について理解する。 

・保護者支援の基本を理解する。 

・保育相談支援の実際を学び、内容や方法を理解する。 

・保育所等児童福祉施設における保護者支援の実際について理解する。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 保育相談支援の意義① 保護者に対する保育相談支援の意義 

2 保育相談支援の意義② 保育の特性と保育士の専門性を生かした支援 

3 保育相談支援の基本① 子どもの最善の利益と福祉の重視 

4 保育相談支援の基本② 子供の成長の喜びの共有 

5 保育相談支援の基本③ 保護者の養育力の向上に資する支援 

6 
保育相談支援の基本④ 信頼関係を基本とした受容的かかわり、自己決定、秘密保持の尊

重 

7 保育相談支援の基本⑤ 地域の資源の活用と関係機関等との連携・協力 

8 保育相談支援の実際① 保育に関する保護者に対する指導 

9 保育相談支援の実際② 保護者支援の内容 

10 保育相談支援の実際③ 保護者支援の方法と技術 

11 保育相談支援の実際④ 保護者支援の計画、記録、評価、カンファレンス 

12 
児童福祉施設における保育

相談支援① 

保育所における保育相談支援の実際 

13 
児童福祉施設における保育

相談支援② 

保育所における特別な対応を要する家庭への支援 

14 
児童福祉施設における保育

相談支援③ 

児童養護施設等要保護児童の家庭に対する支援 

15 
児童福祉施設における保育

相談支援④ 

障害児施設、母子生活支援施設等における保育相談支援 

評価 

基準 

 対人援助職としての保育者という観点から、保育相談支援を理解し、事例を解釈すること

ができ、課題を明確化し、その意味を論ずることができること。以上が｢可｣の基準である。 

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 『保育相談支援の基本と留意点』              坂本健編著／大学図書出版 

参考書 

『ケアの原点 愛する・信頼することへの挑戦』          佐藤俊一著／学文社 

『ケアを生み出す力 傾聴から対話的関係へ』          佐藤俊一著／川島書店 

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 障害児保育Ⅱ 担当 赤塚正一 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：必修 

授業 

概要 

「障害児保育Ⅰ」に引き続き、障害のある子どもの保育方法を学ぶ。個別の指導計画と個別の

支援計画の意義や作成の仕方、記録の取り方や保育の評価について、個別のワークやグループワ

ークを通しながら学ぶ。また、実際の保育場面で重要な生活や遊びの援助、保護者支援について

も同様にグループワーク等を通しながら考える。 

具体的なイメージが持ちやすいよう、視覚教材も用いる。 

到達 

目標 

１ 障害のある子どもの保育の形態や方法及び記録と評価の大切さを理解する。 

２ 個別の指導計画や個別の支援計画の作成の仕方を理解した上で作成する。 

３ 障害のある子どもの生活や遊びへの援助について具体的に考える。 

４ 保護者への支援、各機関との連携のあり方について理解する。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 学びの振り返り ・障害児保育Ⅰにおける学びの確認   ・授業概要の説明 

2 障害児保育の方法と形態 ・障害児保育の方法   ・障害児保育の形態 

3 保育過程における指導計画① ・統合保育における指導計画 

4     〃       ② ・障害児を支える様々な計画   ・個別の指導計画 

5     〃       ③ ・クラスの指導計画と個別の指導計画（グループワーク） 

6 個別の（教育）支援計画① ・個別の（教育）支援計画とは 

7     〃      ② ・個別の（教育）支援計画の作成 

8     〃      ③ ・個別の（教育）支援計画の活用と効果（グループワーク） 

9 障害児保育の記録と評価① ・記録と評価の考え方   ・ＰＤＣＡサイクルの活用 

10     〃      ② ・様々な記録の方法と活用（グループワーク） 

11 基本的生活習慣獲得の援助① ・基本的生活習慣の意義（グループワーク） 

12     〃       ② ・社会性や協調性を育てる（グループワーク） 

13 集団生活と遊びの援助 ・集団生活での援助 ・子ども同士のかかわり  ・遊びの援助 

14 保護者や家族への支援 ・保護者の感情   ・保護者支援の方法と実際 

15 地域の他機関との連携 ・特別支援教育への移行  ・保健医療機関  ・福祉施設 

評価 

基準 

１ 障害のある子どもの保育の形態や方法及び記録と評価の大切さを理解することができたか。 

２ 個別の指導計画や個別の支援計画の作成の仕方を理解した上で、作成することができたか。 

３ 障害のある子どもの生活や遊びへの援助について具体的に考えることができたか。 

４ 保護者への支援、各機関との連携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       ６０％ 

その他   ２０％（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  みらい 

※1年時に購入済みのため、再購入の必要はない。初回授業に持参すること。 

参考書 

『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』 

その他は、必要に応じて授業内に紹介する。 

履修 

条件 

「障害児保育Ⅰ」の単位を修得していること。 

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 

初回授業の際に説明する。 

 



科目名 社会的養護内容 担当 宮本秀樹 

形態 演習 単位数 1単位 開講時期 2年前期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：必修 

授業 

概要 

社会的養護にかかる大きな枠組みを理解しつつ、社会的養護の対象となっている子どもの自立

支援過程における様々な次元(アドミッションケア、インケア、リービングケア、アフターケ

ア)のなかで、子ども支援を学ぶ。また、子どもを地域の中で育てることの意義も併せて学ぶ。 

さらに子ども支援の重要な担い手である保育士の専門的関わりとは何かについて、事例や映像

等を通じて学ぶ。 

到達 

目標 

1 社会的養護にかかる基本的な考え方を修得できる。 

2 社会的養護の実際について事例等を通じて理解できる。 

3 保育士の専門性とソーシャルワークに関わる知識・技術とを関連付けることができる。 

4 地域の関わり等を通じて、社会的養護の現状と課題を理解できる。 

5 子どもの権利擁護にかかる現状と課題を言語化することができる。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 オリエンテーション、社会的養護の基礎的理解 授業の進め方や評価等、社会的養護にかかる復習 

2 養護系施設養護の実際 児童養護施設等の現状と課題 

3 障害系施設養護の実際 福祉型障害児入所施設等の現状と課題 

4 里親の実際 里親制度の現状と課題 

5 援助方針と自立支援計画 行政と児童福祉施設の関係 

6 子どもの自立支援と事例 1 自立支援過程とインケア１ 

7 子どもの自立支援と事例 2 インケア 2 

8 子どもの自立支援と事例 3 リービングケアと高校卒業等 

9 子どもの自立支援と事例 4 アフターケアと自立援助ホーム等 

10 保育士の専門性とソーシャルワーク１ 行動上の課題を抱えた子どもへの対処 

11 保育士の専門性とソーシャルワーク 2 家族関係と保護者支援 

12 施設養護のこれからについて 施設の小規模化問題 

13 社会的養護と地域との関わり 子どもをめぐる地域の社会資源 

14 子どもの権利擁護 支援者に求められる役割・機能 

15 まとめ 全体の振り返り 

評価 

基準 

 

下記の評価方法を用い、上記の到達目標の修得状況に応じて、総合的に評価する 

評価 

方法 

授業態度     30 ％ レポート     30 ％ 期末試験     40 ％ 

その他     ％（                                ） 

教科書 

小木曽宏・宮本秀樹・鈴木崇之編『よくわかる社会的養護内容第 3版』ミネルヴァ書房、2016年 

参考書 

必要に応じて提示する。 

履修 

条件 

演習に取り組む際には、前提となる基礎知識がある程度必要となります。本科目の場合、「社会的

養護」(1 年後期)がそれにあたります。必要に応じて、「社会的養護」にも触れますが、あらため

て授業進行にあわせて、「社会的養護」の復習をしてください。 

授業外に

おける 

学習 

授業終了時に次の授業までに読んでおくべき教科書の範囲をお伝えします。必ず、該当部分の範

囲を予習してください。また、わからない語句については、各自で予習の一環として辞典等にあ

たって理解しておいてください。 

オフィス 

アワー 

なし 

 



科目名 地域と生活 担当 市東賢二・上原貴夫 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：選択  幼免：必修  保育士：選択必修 

授業 

概要 

 本講義では、一人ひとりの生活は異なることを踏まえ、地域社会を構築する上で必要な協

力関係や支援関係といった点を学び、自己もその一部であることを意識できるような広い視

野を修得する。また、当たり前のように存在する地域の様々な機関を取り上げ、学生自身の

生活を振り返る。 

到達 

目標 

・地域社会の構成要素を理解する。 

・様々な専門機関の役割と連携を理解する。 

・人と支える立場として、必要な助言ができる。 

・自分自身が地域生活の一部であることを意識する。 

 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・評価等を確認する。 

2 生活を捉える 自分自身の生活を振り返る。 

3 地域の捉え方 生活の範囲としての地域を定義する。 

4 地域社会を構成する人々 住民視点から地域を捉える。 

5 世代による生活の違い 世代間の違いを生活視点から分析する。 

6 生活を支える社会資源 地域を構成している様々な機関を捉える。 

7 行政機関と生活の維持 行政機関と生活の関係を整理する。 

8 教育機関による社会化 教育機関が地域に果たす役割を整理する。 

9 医療機関と生涯設計 人生の始まりから終りまでを医療の視点で捉える。 

10 司法機関と訴訟手続き トラブルの解決手段としての司法制度を整理する。 

11 営利企業と経済活動 生活に欠かせない消費と企業の関係を捉える。 

12 
非営利企業と生活インフ

ラ 

社会的責任という役割を果たす企業を捉える。 

13 福祉機関と生活支援 社会的な弱者の発生と対応機関の役割を考える。 

14 生活設計と自立 自分自身の生活と地域の一員としての責任を捉える。 

15 まとめ 全体の振り返りをする。 

評価 

基準 

 講義の参加態度、試験を通して到達目標が修得できているか地域を構成する一社会人とし

ての自覚を持つことが出来たかを評価する。 

評価 

方法 

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

その他     ％（                                ） 

教科書 
必要に応じて資料等を配布 

参考書 
講義内で提示 

履修 

条件 

 学生自身の生活そのものを取り扱いながら進めていきます。専門職を目指す上では自身の

専門領域だけでなく、それが他の領域とどのように関係しているのかを常に意識する必要が

あります。こうした関係こそが生活を構築していることを踏まえ、何事にも主体的に取り組

んでください。 

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 

オフィスアワーの時間は、掲示板に掲示します。 

 



科目名 児童文化演習 担当 佐 藤 厚 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：選択必修 

授業 

概要 

人間形成と表現活動について、こどもの遊び、児童文化財（主に童話、絵本、民話など）の側面

から考える。これらの題材を用いてに読み聞かせやごっこ遊び、劇あそび、朗読劇へ展開し「想

像から創造へ」の表現活動を体験的に学び、実際に幼児との実践演習に取り組む。 

到達 

目標 

 

遊びに夢中になるこどもたちは実にイキイキとしている。そうした子どもたちと積極的に交流で

きる保育者が必要とされている。児童文化財を表現あそびに展開し表現活動の必要性を理解する

とともに、演劇的な表現あそびを通じて自ら指導者としての資質を探り、保育の場において物事

へ即応できる表現力を身につけていく。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 イントロダクション 授業の進め方。表現あそびの基本を探る。 

2 表現あそび 手あそびやことば遊びの表現を楽しむ。 

3 こどもの好奇心と想像力 
こどもにとって表現あそびがなぜ必要か、実践を通して

学ぶ。 

4 こどもの表現の受け止め 空間把握とまわりとの関係性を身につける。 

5 自己表現力の把握 コミュニケーションワークで相互理解を模索する。 

6 劇的表現の必要性 五感を通じたイメージから伝達表現を学ぶ。 

7 劇的表現の実践 シアターゲーム：即自的表現を遊ぶ。 

8 表現教育の実際 
想像から創造へ。イメージを具体的に言葉や身体を使っ

て表現する。 

9 児童文化財を遊ぶ 絵本で遊ぶ。読み聞かせの他、どのように遊ぶか。 

10 児童文化財としての表現活動 童話・民話を遊びにつなぐ方法を探り試行する。 

11 遊びから創造へ 劇あそびや朗読劇にできる題材を探る。 

12 児童文化財を創造活動へ 劇的表現を意識しつつ、自分達で楽しむことを実践する。 

13 劇あそび、朗読劇への展開 
劇あそびをこどもたちが楽しめるような工夫と実践力を

身につける。 

14 劇あそび、朗読劇の実践 実践演習のトータルコーディネイトを考察する。 

15 ふり返りとまとめ 
映像記録をもとに実践演習をふり返り表現活動の必要性

と指導者として各自の指針をレポート化する。 

評価 

基準 
授業に意欲的に取り組み、実践的な発想や創造力を駆使し演習活動できたか。 

評価 

方法 

授業態度       60％ レポート       40％ 期末試験       ％ 

その他        ％ 

教科書 随時資料を配布する。 

参考書 保育・幼児教育シリーズ「表現の指導法」田澤里喜 編著 玉川大学出版部 

履修条件 

授業では身体を動かすことが多いので、動きやすい服装、靴で参加すること。 

表現活動を体験的に学び、“あそび”の本質を楽しみながら、表情豊かな表現力を身につけ、

魅力的な保育者を目標に授業に臨むこと。 

授業外に

おける 

学習 
幼児の表現活動の内容について調べ、授業毎に活動の目標や内容を把握しておくこと。 

オフィス

アワー 
掲示板等で確認すること。 

 



科目名 保育と子育て支援 担当 堤裕美・千葉直紀 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：選択必修 

授業 

概要 

 地域の活動に参加しながら子育て支援について学び、現代社会が求める子育て支援の在り

方を多角的に追求し、子育て支援活動に求められる保育者、子育て支援員としての職員の専

門性について理解することを目的とする。 

到達 

目標 

1. 地域の子育て支援活動への参加を通して様々な子育て支援の形態を学ぶ。 

2. 地域の子育て支援活動での企画、準備、運営を通して、地域が求める子育て支援につい

て理解を深める。 

3. 子育て支援に求められる職員の専門性を理解する。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 ガイダンス 地域の子育て支援の形態を知る。 

2 地域の子育て支援の様子   上田市の子育て支援活動について学ぶ。 

3 職員に求められる専門性 子育て支援に求められる職員の専門性を学ぶ。 

4 地域の子育て支援の見学（教室） グループごとに上田市の子育て支援活動を見学する。    

5 地域の子育て支援の見学（ひろば） グループごとに上田市の子育て支援活動を見学する。    

6 ふり返り   学外授業のふり返りをする。 

7 地域の子育て支援の様子  附属幼稚園「たんぽぽの会」について学ぶ。 

8 地域の子育て支援への参加 附属幼稚園「たんぽぽの会」に参加する。 

9 ふり返り 「たんぽぽの会」の参加についてふり返りをする。 

10 地域の子育て支援活動への参加準備 地域の子育て支援活動の趣旨を理解する。 

11 活動の企画 企画の構想を立てる。 

12 活動の準備① 教材研究を含めて制作を行う。 

13 活動の準備② 企画物を相互に確認する。 

14 
活動への参加と振り返り 企画への参加を通して子育て支援としての企画の意

義を考察する。 

15 
様々な子育て支援の在り方 様々な学外活動を通して地域の子育て支援の在り方

を考察する。 

評価 

基準 

1. 地域における子育て支援活動の実状を理解し、説明できる。 

2. 子育て広場の企画・準備・運営に携わり、能動的な参加ができる。 

3. 子育て支援に求められる職員の専門性を理解し、説明できる。 

評価 

方法 

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

その他  ６０  ％（ 様々な企画への取組 ） 

教科書 特になし 

参考書 特になし 

履修条件 
・積極的に学外学習に参加し、子どもや保護者とコミュニケーションをとってください。 

・学外授業を含むため、交通費の自己負担が発生する場合があります。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：日頃から周囲の 3 歳未満の子どもの姿やその保護者の姿を観察し、必要な子育て

支援について関心を深めておくこと。 

事後学習：企画への準備や振り返りのために、日常的に教材研究や広報誌の確認などを心が

ける。 

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 自然保育Ⅰ 担当 酒井真由子・高田正哉 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：選択必修 

授業 

概要 

自然を活用した実践的な学習を通して、自然体験活動の楽しさや喜びを体験するとともに、

自然保育に関する基本的な知識と技術を習得する。自然体験活動を実施している団体の活動

に参加することを通して、活動内容を考察し、仲間と話し合う学びを通して、自然保育の課

題に取り組む思考力を身につける。 

到達 

目標 

・自然保育の基本的な考え方について説明できる。 

・野外での安全対策や正しい用具の使い方に関する知識と技能を身に付ける。 

・参加した自然活動団体における活動内容とその意図、準備物や用具を理解し報告できる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 オリエンテーション 本授業の概要と目的について理解する。 

2 自然保育の理念と意義 信州型自然保育について学ぶ。 

3 多様な野外保育の展開 野外保育団体や森の幼稚園について調べる。 

4 子どもの遊びと自然体験活動 自然を扱った遊びやゲームを実施する。 

5 
安全管理と安全学習（リスクマネジ

メント） 

野外での安全対策について学ぶ。 

6 
自然体験活動事前学習 自分が参加する自然体験活動団体について調べ理解す

る。 

7 

～ 

10 

自然体験活動への参加① 自然体験活動をする。 

11 

～ 

14 

自然体験活動への参加② 子ども向けの自然体験活動に参加する。 

15 
自然体験活動事の報告会 参加した自然体験活動団体での活動内容等を報告す

る。 

評価 

基準 

・自然保育の基本的な考え方について説明できるか。 

・野外での安全対策や正しい用具の使い方に関する知識と技能を身に付けているか。 

・参加した自然活動団体における活動内容とその意図、準備物や用具を理解し報告できるか。 

評価 

方法 

授業態度   ３５  ％ レポート   ２０  ％ 期末試験       ％ 

その他（最終報告）    ４５    ％  

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 

参考書 授業内で随時指示する。 

履修条件 

・自然体験活動団体の活動に参加する際の交通費等がかかります。 

・野外で活動できる服装、靴で出席してください。 

・授業や体験活動で学んだことをノートにまとめたり記録をとったりしてください。 

・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を望みます。 

・できるだけ自然保育Ⅱも履修してください。 

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 自然保育Ⅱ 担当 酒井真由子・高田正哉 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：選択必修 

授業 

概要 

自然保育Ⅰの学修をもとに、仲間と協力しながら、附属幼稚園の園児を対象とした自然保育

の内容を考え、準備し、実施する。 

実際の自然保育の体験を通して、自然保育の実践者として必要となる自然体験活動の基礎的

知識について理解を深め、保育現場において自然保育を構想し省察する方法を身に付ける。 

到達 

目標 

・自然保育を行うにはどのような準備が必要かを理解し、準備することができる。 

・仲間と協力しながら、自然保育の内容を考え、準備し、行うことができる。 

・保育現場において自然保育を構想し、省察する方法を身に付ける。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 オリエンテーション 本授業の概要と目的について理解する。 

2 

～ 

5 

自然体験活動 裏山で自然体験活動を行う。 

6 
園児向けの自然保育の検討 園児向けの自然保育について検討・企画し役割分担す

る。 

7 自然保育事業の準備 グループごとに自然保育の準備をする。 

8 自然保育の実施① 附属幼稚園の園児と自然保育を行う。 

9 自然保育の省察と改善① 自然保育の活動内容を省察・改善し、準備をする。 

10 自然保育の実施② 附属幼稚園の園児と自然保育を行う。 

11 自然保育の省察と改善② 自然保育の活動内容を省察・改善し、準備をする。 

12 自然保育の実施③ 附属幼稚園の園児と自然保育を行う。 

13 自然保育の省察と改善② 自然保育の活動内容を省察・改善し、準備をする。 

14 自然保育の報告会の準備 自然保育について振り返り、考察し、報告準備をする。 

15 自然保育の報告会 これまでの活動と考察を報告する。 

評価 

基準 

・自然保育を行うにはどのような準備が必要かを理解し、準備することができるか。 

・仲間と協力しながら、自然保育の内容を考え、準備し、行うことができるか。 

・保育現場において自然保育を構想し、省察する方法を身に付けることができるか。 

評価 

方法 

授業態度   ４０  ％ レポート   ２０  ％ 期末試験       ％ 

その他（最終課題）  ４０   ％  

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 

参考書 授業内で随時指示する。 

履修条件 

・自然保育Ⅰを履修した学生のみ履修できる。 

・自然体験活動団体の活動に参加する際の交通費がかかります。 

・野外で活動できる服装、靴で出席してください。 

・授業や体験活動で学んだことをノートにまとめたり記録をとったりしてください。 

・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を望みます。 

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 保育者とことば 担当 長田真紀 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：選択必修 

授業 

概要 

子どもが言葉の獲得過程において、家庭、地域社会、そして保育現場から大きな影響を受け

ることを十分に認識・理解した上で、さまざまな保育の実際的な場面を想定しながら、言葉

の重要性と保育者の適切な言語運用のあり方を考察し学んでいく。これまでの実習の経験等

を踏まえた意見交換も行う。 

到達 

目標 

子どもの成長における言葉の獲得の過程と意味を理解し、保育者として適切な言語運用能力

を身につけることを目標とする。特に、一人ひとりの子どもへの言葉掛け、集団の子どもた

ちへの言葉掛け、保護者との対話、職場での対話について、実際の事例を踏まえて、実践力

を養うことを目標とする。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 保育者の言葉 子どもの成長を促す言葉の働きについての解説 

2 乳幼児期の言語発達と環境 ①家庭 言葉の発達における家庭の存在についての解説 

3        ②地域社会 言葉の発達における地域社会の存在についての解説 

4        ③保育の場 言葉の発達における保育現場の存在についての解説 

5 
人間関係におけるコミュニケーショ

ン 

生涯にわたるさまざまなコミュニケーションの力の

重要性についての考察とディスカッション 

6 言葉によるコミュニケーション 言葉によるコミュニケーションの意味の解説 

7 子ども自身の内的対話 独り言などの内的対話のもつ意味についての解説 

8 子ども間のコミュニケーション 子ども間の対話の重要性についての解説 

9 
子どもに対するコミュニケーション 

① 個人 

一人ひとりの子どもへの言葉掛けについての考察と

ディスカッション 

10 
② 集団 集団の子どもたちへの言葉掛けについての考察とデ

ィスカッション 

11 保護者に対するコミュニケーション 保護者との対話の重要性についての解説 

12 地域社会でのコミュニケーション 地域社会への関わりの重要性についての解説 

13 職場におけるコミュニケーション 職場での保育者間での対話の重要性についての解説 

14 子どもをとりまく環境の変化 環境の大きな変化と今日的問題についての考察 

15 魅力的な保育者 豊かな言葉をもつ保育者についての考察 

評価 

基準 

保育者の専門的力量として、言語運用能力をどう身につけることができたかを評価基準とす

る。実際の場面を想定し、言葉掛けや対話の方法と、その効果や影響についての考察がどの

ようにできるかについても重要な評価基準となる。 

評価 

方法 

授業態度   ２０  ％ レポート   ４０  ％ 期末試験       ％ 

その他    ４０  ％（ 授業内で指示する課題の内容を評価 ） 

教科書 プリント使用 

参考書 
〈改訂新版〉『言葉とふれあい、言葉で育つ』 大越和孝ほか／東洋館出版 

『保育所保育指針』『幼稚園教育要領解説』 

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し、保育者の用いる言葉は、子どもに

大きな影響を与えることの強い自覚をもった上で履修すること。意見交換を積極的に行うこ

と。なお、頻繁に、課題提出を求める。 

授業外 

における 

学習 

事前学習：授業時に提示する資料・文献を事前に必ず読み、理解しておくこと。内容の充実

した課題を仕上げて授業に臨むこと。 

事後学習：授業で扱われた内容を整理し、レポート作成を進めていく。 

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。２階第 17研究室 

 



科目名 介護概論 担当 穂谷かつ江 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年通年 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：－ 

授業 

概要 

社会で介護を支えることの意義を理解し、専門職としての介護実践活動の基本的知識と技

術及び職業倫理を理解していきます。 

また、「障害を持っても、年を重ねても自分らしく生きていく」ということを考えて行き

ます。 

到達 

目標 

〇 介護実践は知識に裏付けられた活動であることが理解できる。 

〇 介護実践活動は、知識と根拠に基づいた適切な介護技術の適用が必要であることを理解

できる。 

〇 自立支援の考え方に基づき、自立支援に資するサービスを多職種と協働して総合的・計

画的に提供できる能力が介護専門職として不可欠であることを理解できる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 職務の理解 介護職とキャリアパス 

2 
介護の多様なサービスと介護専門職 介護職の仕事の内容と働く場の理解 

介護保険と介護サービス 

3 介護における尊厳の保持・自立支援① 人権と尊厳の保持と介護 

4       〃         ② 生活の質と介護、自立支援と介護予防 

5 介護の職の役割と他職種との連携 ① 介護環境、介護の専門性、介護にかかわる職種 

6                 ② 在宅・施設での医療連携と地域包括ケアシステム 

7 老化の理解と高齢期に多い疾患 老年期の発達・心身の変化と病気の特徴 

8 認知症の基礎と健康管理 認知症とは、4大疾患と病態と健康管理、予防対策 

9 認知症の生活支援 認知症に伴う生活の変化とケアの原則・家族支援 

10 エンドオブライフケア 緩和ケア、終末期ケア、尊厳ある死とは 

11 
介護におけるコミュニケーション 利用者・家族・チームとのコミュニケーション 

観察と記録 

12 高齢者虐待と権利擁護事業 高齢者虐待とは、身体拘束禁止、成年後見制度 

13 介護過程とチームアプローチ ケアマネジメント、チームケア、地域連携 

14 
介護における安全管理とリスクマネジ

メント 

事故予防・安全対策、感染予防、 

ヒヤリハットとリスクマネジメント 

15 介護職の職業倫理と健康管理 専門職の倫理、心身の健康管理 

評価 

基準 

介護実践活動が知識に裏付けられた活動であることが理解できれば「可」そして、その知識

が提供する技術に大きく左右することが理解できれば「良」介護実践をするうえで、自らの

介護観を持ち実践に取り組むことが、専門職業人として介護を実践するために必要不可欠で

あることを理解できれば「優」 

評価 

方法 

授業態度     ２０％ レポート    ３０ ％ 期末試験    

その他  修了時の課題 ５０％ 

教科書 『介護職員初任者研修テキスト』第１巻、第２巻（中央法規） 

参考書 講義中にお知らせします。 

履修条件 
本科目は、介護職員初任者研修の必修科目であるため、原則欠席は認めない。当該課程履修

予定者は必ず履修すること。 

授業外に 

おける 

学習 

社会の動きに注目できるように、新聞等での学習をしてください。 

オフィス

アワー 

講義修了後の１５分程度 

 



科目名 介護演習 Ⅰ 担当 穂谷かつ江 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年通年 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：－ 

授業 

概要 

 人間の体を動かすための基本的な考え方を学ぶ。また、食べるための大切な器官である歯

と口の中の健康管理の重要性を学ぶ。そして、生命を維持していくための食を考える。 

到達 

目標 

〇 力だけで人の体を動かすのではないことが理解できる。 

〇 リハビリテーションの役割が理解でき、介護予防の為にも必要なことが理解できる。 

〇 歯と口腔の管理が生命を維持する第一歩であること。また、その方法が理解できる。 

〇 高齢期の食事と栄養管理により健やかな老後を送るために基本であることが理解でき

る。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 介護技術の基本 介護技術の考え方と安全対策 

2   〃 観察の重要性と視点、観る力 

3 医療との連携とリハビリテーション リハビリテーションの意義と理念・目的 

4   〃 医療・介護とリハビリテーション 

5 ボディメカニックスの活用 骨・筋肉・関節の基礎知識 

6   〃 ボディメカニックスとは、その活用で身体を守る。 

7 食事と栄養 高齢者の食事 

8   〃 栄養管理 

9   〃 高齢者の食事形態と調理方法 

10   〃 低栄養予防 

11 口腔ケアの基本 歯科衛生の基本と考え方   幼児 

12   〃               高齢者 

13   〃 口腔衛生の意義と具体的方法 幼児 

14   〃               高齢者 

15 介護の基本（まとめ） 自立した生活を支える 

評価 

基準 

高齢者・障害者の健康な生活を維持するための基本知識が理解できれば「可」 

健康を維持するために、必要な方法論まで理解ができれば「良」 

健康維持。増進及び予防の視点までの理解ができれば「優」 

評価 

方法 

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

その他  修了課題 ８０ ％ 

教科書 

『介護職員初任者研修テキスト』第１巻・第２巻（中央法規） 

参考書 

授業内で資料等提供する。 

 

履修条件 
本科目は、介護職員初任者研修の必修科目であるため、原則欠席は認めない。当該課程履

修予定者は必ず履修すること。 

授業外に

おける 

学習 

  

オフィス

アワー 
 講義終了後 

 



科目名 介護演習Ⅱ 担当 穂谷かつ江 

形態 演習 単位数 ２単位 開講時期 ２年通年 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：－ 

授業 

概要 

介護実践における、衣・食・住・移動・清潔・排泄といった生活場面において、最低限修

得していなければならない生活支援のための技術を学んでいきます。 

「勘やこつ」といったものではなく、知識に裏付けられた技術を提供できることが相手の

身を守りかつ自分の身を守るために必要です。基本的な知識と技術を学んでいきます。 

到達 

目標 

〇 ひとつひとつの動作に必ず根拠があることが理解でき、安全・安楽な動作ができる。 

〇 相手の残されている力を最大限活用した支援方法が理解できる。 

〇 経済性と効率性も必要であることを理解できる。 

授
業
計
画 

回  内容 

1 自立支援と介護技術 介護現場で最低限必要な技術 

2 移動・移乗に関連した技術と自立支援 移動・移乗に関する基礎知識 

3  移動移乗に関する用具と活用方法 

4 住宅改修と福祉用具 住宅環境整備の必要性と留意点 

5  福祉用具とは、その活用方法と留意点 

6 生活と家事 生活支援の基礎知識とその対応方法 

7  快適な生活環境を整える 

8 整容への理解と自立に向けた支援 整容に関する基礎知識 

9  整容の支援技術 

10 排泄への理解と自立に向けた支援 排泄に関する基礎知識 

11  排泄の支援方法 

12 食事への理解と自立に向けた支援 嚥下と誤飲、食事介助の体験 

13  食事介助から自立支援を考える。 

14 清潔の保持と自立に向け方支援 清拭と入浴、ヒートショック予防 

15 総合演習 事例展開 

評価 

基準 

知識に裏づけられた安全な技術が理解できれば「可」、その上で安楽性を考慮できれば「良」、

自立支援と効率性・経済性まで追求できれば「優」 

評価 

方法 

授業態度     ２０ ％ レポート   ３０％ 期末試験       ％ 

その他   実技試験 50％ 

教科書 
『介護職員初任者研修テキスト』第２巻（中央法規） 

参考書 

授業内で資料等提供する。 

履修条件 
本科目は、介護職員初任者研修の必修科目であるため、原則欠席は認めない。当該課程履修

予定者は必ず履修すること。 

授業外に

おける 

学習 

介護技術には、事故も起こります。介護現場での事故等の情報収集をしてください。多い

事故の傾向とその事故を未然に防いでいくために必要なこととは何かを考えてください。 

オフィス

アワー 

 講義終了後 

 



科目名 幼児の体育 担当 吉川美佐子・堤裕美 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：必修  幼免：必修  保育士：必修 

授業 

概要 

保育士として幼児期の身体的・精神的発達段階を理解したうえで、段階に応じた運動の重要

性を学び適切な指導ができる知識・技術・安全性を習得する。また幼児の視点から安全に運

動遊びができる事も理解する。 

到達 

目標 

・幼児期の精神、身体的発達段階を考慮し段階に対応可能な運動量、種目の指導計画、発表

ができる。・運動をする楽しさ、言葉かけ、動きの工夫が実践できる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
ガイダンス 授業内容の確認と運動遊びの実施を通してその楽

しさを味わう。 

2 幼児期の遊びと安全 幼児期の動きの特性と危険について把握する。 

3 
発達段階に応じた運動遊び① 遊具を使用しない遊びの工夫について体験を通し

て学ぶ。 

4 発達段階に応じた運動遊び② 遊具の特性を活かした運動遊びを企画・発表を行う。 

5 発達段階に応じた運動遊び③ 内容の質と運動量を考慮し、再度企画・実践を行う。 

6 
運動器具を使っての動き① 道具の特性を活かした運動遊び（ボール・フープ・

縄）を実施する。 

7 運動器具を使っての動き② 道具を使って室内アスレチックを構成する。 

8 
運動器具を使っての動き③ グループごとに室内アスレチックの動きを実践し、

発表する。 

9 表現（ダンス）とは 様々な表現方法を実践する。 

10 
表現方法 動きの工夫と音の捉え方（リズム・ステップ・イメ

ージ）を実践から理解する。 

11 
幼児対象の創作ダンス① 基本の動き（体の動かし方、リズムの取り方）を検

討する。 

12 〃      ② 選曲・隊形・振付けの企画を行う。 

13    〃      ③ 個人の動きと集団の動きを考慮して企画を行う。 

14    〃      ④ 集団の動きとその展開を考慮して企画を行う。 

15    〃      ⑤ 発表 グループごとに創作した作品の発表し評価する。 

評価 

基準 

・保育士として運動遊びの企画と説明を的確に実践し発表することができる。 

・対象とのコミュニケーションやルールの説明、臨機応変なルール変更をすることができる。  

・幼児の動きが想像でき、危険判断と回避の仕方を配慮できる。 

評価 

方法 

授業態度   ３０  ％ レポート   ４０  ％ 期末試験       ％ 

その他    ３０  ％ （ 実技発表能力とアシスト能力 ） 

教科書 必要に応じて資料を授業内で配布する。 

参考書 必要に応じて指示する。 

履修条件 
保育士として安全に留意し体を動かす事の楽しさを伝え、幼児目線で物事を考えて行動がで

きるようにしましょう。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：日頃から自身の身体状態を良好に保つ生活を心がけるともに、子どもの発達段階

に応じた動きについて身の周りの子どもの姿から学習すること。  

事後学習：授業後の感想（疲労度や楽しさ等）を仲間と共有すること。 

オフィス

アワー 

吉川：学生支援課を通して対応します（授業前後の対応可能）。 

堤：掲示板に掲示します。 

 



科目名 器楽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 ２年前期 

必修 卒業：選択  幼免：選択必修  保育士：選択必修 

授業 

概要 

習熟度別クラスによるグループレッスン。1年次の「器楽ⅠＡ」の発展的内容。保育現場での活

用を視野に、歌などのレパートリーを拡げてゆく。90 分を 2 分割し、全員でのクラス授業

の他、３～４名程度の小グループレッスンを行い、実習や就職試験に関わる個々の課題にも

対応する。 

到達 

目標 

・与えられた楽譜の通りに歌う・弾く、のみならず、対子どもを意識して状況に応じた伴奏法や 

提示法を自ら工夫できるセンスを身に付けること 

・分析的視点を持ち、無駄なく効率的な練習計画が自力で立てられるようになること 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 
前年度末課題-１ ① 「あめふりくまのこ」「きのこ」の弾き歌い 

② カデンツ奏 ③自選ピアノ小品２曲 

2 前年度末課題-２ 同上 

3 前年度末課題-３ 同上 

4 小テストと次課題提示 上記課題①～③の習熟度を確認／次課題の提示と練習法考察 

5 歌課題と Pf.課題（夏）-1 夏に因む歌２曲と新規ピアノ課題２曲 リズム＆コードの復習 

6 歌課題と Pf.課題（夏）-2 同上 

7 歌課題と Pf.課題（夏）-3 同上 

8 伴奏付けの考え方-１ 子どもの歌を素材に自作伴奏を作る練習／カデンツ奏の応用 

9 伴奏付けの考え方-２ 自作伴奏による弾き歌い 

10 歌課題と Pf.課題（秋）-1 秋に因む歌２曲と新規ピアノ課題２曲／子どもへの配慮 

11 歌課題と Pf.課題（秋）-2 同上／コミュニケーションを意識した演奏-１ アインザッツ 

12 
歌課題と Pf.課題（秋）-3 

試験曲の提示 

同上／コミュニケーションを意識した演奏-２ 対話と目線 

前期試験曲の提示と試験ガイダンス 

13 前期試験に向けて-１ 試験に向け個々の課題を克服し、レヴェルアップに努める 

14 前期試験に向けて-２ 同上 

15 前期試験に向けて 同上 

評価 

基準 

・楽譜や鍵盤にしがみつかず、他者を意識した歌唱・演奏態度が身についたか 

・効率的な練習を行うための工夫をする姿勢が身についたか 

・状況に応じた歌い方や伴奏法を選択するセンスが身についたか 

・歌唱や演奏の技術に向上が見られるか 

評価 

方法 

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

その他 授業で扱う課題への取り組みと習熟度（第４回小テストの結果を含む）50％ 

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。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 器楽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 ２年前期 

必修 卒業：選択  幼免：選択必修  保育士：選択必修 

授業 

概要 

器楽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。実習や就職試験に関わる個々の

課題にも対応する。演奏技術に一定以上の習熟度のある学生は、全 15 回の内容（弾き歌い・

伴奏法等）を早期に修了した上で、個々のピアノ選択課題に取り組むこともできる。 

到達 

目標 

・与えられた楽譜の通りに歌う・弾く、のみならず、対子どもを意識して状況に応じた伴奏法や 

提示法を自ら工夫できるセンスを身に付けること 

・分析的視点を持ち、無駄なく効率的な練習計画が自力で立てられるようになること 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 
前年度末課題-１ ① 「あめふりくまのこ」「きのこ」の弾き歌い 

② カデンツ奏 ③自選ピアノ小品２曲 

2 前年度末課題-２ 同上 

3 前年度末課題-３ 同上 

4 問題点の確認 個々の課題や問題点を確認し、以後の取り組み計画をたてる 

5 歌課題と Pf.課題（夏）-1 夏に因む歌２曲と新規ピアノ課題２曲 リズム＆コードの復習 

6 歌課題と Pf.課題（夏）-2 同上 

7 歌課題と Pf.課題（夏）-3 同上 

8 伴奏付けの考え方-１ 子どもの歌を素材に自作伴奏を作る練習／カデンツ奏の応用 

9 伴奏付けの考え方-２ 自作伴奏による弾き歌い 

10 歌課題と Pf.課題（秋）-1 秋に因む歌２曲と新規ピアノ課題２曲／子どもへの配慮 

11 歌課題と Pf.課題（秋）-2 同上／コミュニケーションを意識した演奏-１ アインザッツ 

12 
歌課題と Pf.課題（秋）-3 

試験曲の提示 

同上／コミュニケーションを意識した演奏-２ 対話と目線 

前期試験曲の提示と試験ガイダンス 

13 前期試験に向けて-１ 試験に向け個々の課題を克服し、レヴェルアップに努める 

14 前期試験に向けて-２ 同上 

15 前期試験に向けて 同上 

評価 

基準 

・楽譜や鍵盤にしがみつかず、他者を意識した歌唱・演奏態度が身についたか 

・効率的な練習を行うための工夫をする姿勢が身についたか 

・状況に応じた歌い方や伴奏法を選択するセンスが身についたか 

・歌唱や演奏の技術に向上が見られるか 

評価 

方法 

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

その他 授業で扱う課題への取り組みと習熟度（第４回小テストの結果を含む）50％ 

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。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ⅡＢ 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 ２年前期 

必修 卒業：選択  幼免：選択必修  保育士：選択必修 

授業 

概要 

保育者として身につける歌唱表現を再確認し、個人レッスンによりレベルアップして歌唱力

を身につける。 

到達 

目標 

・ 自然な歌唱法、呼吸法を身につける。 

・ 声の力、歌の力を感じる。 

・ 独唱表現の楽しさを感じる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 “歌”とは？“歌うこと”とは？ 声楽を学ぶ意味の確認、目標作りをする。 

2 歌唱演習① 発声の基礎練習を行う。 

3  〃  ② 発声の基礎練習、歌いたい曲目の選択をする。 

4  〃  ③ 母音唱で声を磨く、美しい声について考える。① 

5  〃  ④     〃                ② 

6  〃  ⑤ 気持ちを表現できる声について考える。   ① 

7  〃  ⑥     〃                ② 

8  〃  ⑦ 詩を歌ってみる。             ① 

9  〃  ⑧     〃                ② 

10  〃  ⑨ 納得、満足できる声を目指す。       ① 

11  〃  ⑩     〃                ② 

12  〃  ⑪ 納得、満足できる表現を目指す。 

13  〃  ⑫ 実技試験曲を選曲する。 

14  〃  ⑬ 暗譜の確認をする。 

15 まとめ･評価 実技試験 独唱表現の楽しみを感じる。 

評価 

基準 

授業内容の理解と自身の歌唱能力を高めるための努力を評価。 

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 

歌うことが好き、あるいは苦手、に関わらず、様々なジャンルの曲を通して歌を楽しむ。 

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 器楽Ⅲ 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 ２年後期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：選択必修 

授業 

概要 

前期の「器楽ⅡＡ」の発展的内容。授業形態も器楽ⅡＡと同じである。季節に因んだ歌や、そ

の他保育場面でよく歌われる歌を素材に、合理的で美しい伴奏法を身に付けながら、歌やピ

アノ曲のレパートリーの拡充を図る。また、伴奏や楽曲演奏以外の場面で有用な即興演奏の

方法を学ぶ。 

到達 

目標 

・保育現場での様々な場面でピアノを効果的に使用するセンスを身に付け、臨機応変に対応でき 

るようになること。 

・保育場面で歌われる曲につき、多くのレパートリーを持つこと。 

・ピアノ曲の練習を通して、様々に応用可能な演奏技術を身に付けること。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 前期末課題-１ 前期末に提示された「こどものうた」２曲と伴奏付け課題 

2 前期末課題-２ 同上 

3 前期末課題-３ 同上 

4 小テストと次課題提示 上記課題①～③の習熟度を確認／次課題の提示と練習法考察 

5 歌（秋・冬）と Pf.課題-1 秋・冬に因む歌２曲／ピアノ選択課題  

6 歌（秋・冬）と Pf.課題-2 同上 

7 即興演奏-／Pf.課題 -1 指定されたコード進行にもとづく即興演奏／ピアノ選択課題 

8 即興演奏-／Pf.課題 -2 同上 

9 歌（その他）と Pf.課題-1 保育場面でよく歌われる歌（歌唱と簡易伴奏）／ピアノ選択課題 

10 歌（その他）と Pf.課題-2 同上 

11 歌（その他）と Pf.課題-3 同上 

12 様々な伴奏法-1 状況に応じた伴奏パターンの使い分けを学ぶ／ピアノ選択課題 

13 様々な伴奏法-2 同上 

14 後期試験に向けて-１ 試験に向け個々の課題を克服し、レヴェルアップに努める 

15 前期試験に向けて-２ 同上 

評価 

基準 

・状況に応じた歌い方や伴奏法を選択し、使い分けられる技術とセンスが身についたか 

・子どもの歌について「いつでも歌える・弾ける」レパートリーを相当数持つに至ったか 

・即興演奏についての基礎的考え方が身についたか。 

・歌唱や演奏の技術に向上が見られるか 

評価 

方法 

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

その他 授業で扱う課題への取り組みと習熟度（第４回小テストの結果を含む）50％ 

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。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 音楽表現演習 担当 町田育弥 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：選択必修 

授業 

概要 

歌、器楽、ダンスなど、学生個々の能力を結集して、発表を前提としたパフォーマンスを作

る授業。他授業との連携も視野に入れて行う。どんなことが出来るかは受講者の顔ぶれによ

る。発表の機会は、学海祭（11 月）、新春コンサート（１月）、附属幼稚園での発表（時期未

定）、その他ボランティア活動などを想定している。３つのレパートリー完成を目標とする。 

到達 

目標 

個々の技術を生かし、互いに共同して対象を考慮した鑑賞に堪える発表を実現すること。 

３つのレパートリー完成を目標とする。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 発表計画 「このメンバーで何ができるか？」を考え発表計画を立てる。 

2 レパートリー①-1 レパートリー①の完成・発表に向けての練習 

3 レパートリー①-2 同上 

4 レパートリー①-3 同上 

5 レパートリー①-4 同上 

6 レパートリー②-1 レパートリー②の完成・発表に向けての練習 

7 レパートリー②-2 同上 

8 レパートリー②-3 同上 

9 レパートリー②-4 同上 

10 レパートリー③-1 レパートリー②の完成・発表に向けての練習 

11 レパートリー③-2 同上 

12 レパートリー③-3 同上 

13 レパートリー③-4 同上 

14 レパートリー③-5 同上 

15 振り返りと今後の展望 授業での経験を振り返り、「表現」経験の意味について考える 

評価 

基準 

・表現に向けて真剣に取り組み、完成度を目指して必要な努力が出来たか 

・全体における自身の役割を理解し、責任をもってパートを全う出来たか 

・自身の「表現」経験を保育現場などでの活動に活かす可能性について考察出来たか 

評価 

方法 

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

その他 個々の技術的クオリティの向上度 20％ 

教科書 
使用しない 

参考書 
必要に応じて指示する 

履修 

条件 

演奏、歌唱、ダンス、演劇など、音楽および身体表現において何らかの経験、スキルを持っ

ていること（中学高校でそれらに関連する部活動を行っていた、など）。または舞台発表や

パフォーマンスに類することに興味があること。またはそれらに関して「こんなことやりた

い」などの希望を強く持つ者。 

授業外に

おける 

学習 

個人練習は授業時間外に行うこと。その他発表に関わる準備も必要に応じて授業時間外に行わざ

るを得ない場合がある。 

オフィス 

アワー 

掲示等で確認のこと。 

 



科目名 図画工作演習 担当 吉澤 俊 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：選択必修 

授業 

概要 

 

保育現場で使えるパネルシアター・エプロンシアター・大型紙芝居等のいずれかを制作し発

表する。素材倉庫「（例）レミダ」等を活用し、短時間で効果的な制作が可能になる方法を

探る。発表では、プロジェクターや舞台装置を活用した効果的な発表方法を考えていく。 

到達 

目標 

１、現場で使用可能な作品を完成させる。 

２、制作した作品を使って効果的な発表ができるようにする。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 授業ガイダンス 海外を含めた様々な造形実践を学ぶ。 

2 
制作準備① レミダを参考に協力して素材倉庫を整備する。（グルー

プワーク） 

3 
制作準備② 素材を活かした効果的な制作・発表方法を考える。(調

べ学習) 

4 制作① 題材を決め、絵コンテを作る。 

5 制作② それぞれの素材に合わせた下描きを完成させる。 

6 制作③ 着彩および素材の加工をする。 

7 制作⑥ 着彩および素材の加工をする。 

8 制作⑦ 発表方法の計画および制作をする。 

9 制作⑧ 発表方法の計画および制作をする。 

10 
制作⑨ リハーサルおよび改良 (プレゼンテーション、グルー

プワーク)をする。 

11 制作⑩ 発表仕上げをする。 

12 自作教材の発表① 発表 （グループワーク、プレゼンテーション） 

13 自作教材の発表② 発表  (グループワーク、プレゼンテーション) 

14 自作教材の発表③ 発表 (グループワーク、プレゼンテーション) 

15 
自作教材の発表④ 発表・まとめ(グループワーク、プレゼンテーション)

をする。 

評価 

基準 

１、自分なりに工夫し、保育現場での使用を想定した作品を完成させることができたか。 

２、他の学生の前で効果的な発表ができたか。 

評価 

方法 

授業態度   10  ％ 作品   60  ％ 期末試験 

その他 発表技術   30  ％ 

材料費 

材料費各自負担：エプロンシアター（エプロンは各自用意）、大型紙芝居（アクリル絵の具

代１０００円程度必要） パネルシアター（パネル布、ペーパー、アクリル絵の具代２００

０円程度必要 その他素材倉庫のための材料費２００円程度 

教科書 特になし 

参考書 「エプロンシアター」「パネルシアター」「紙芝居」小学館 いずれも図書館にビデオあり。 

履修条件 上手い下手ではなく、「子どもを楽しませる!」という意気込みを持って履修して下さい。 

授業外に

おける 

学習 

保育現場において鑑賞者（子ども達）を楽しませ、感動させるための総合芸術として制作し

ます。事前に音楽、演劇等を含めた様々な舞台芸術に触れておいて下さい。素材倉庫準備の

ために近隣の工場等に行く場合があります。 

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 レクリエーション概論 担当 堤 裕美 

形態 講義 単位数 2単位 開講時期 2年前期 

必修 卒業：選択   幼免：－  保育士：－ 

授業 

概要 

自分自身の自由時間活用能力を見極め、社会の一員としての自己の持つ力を発揮していくこと

が、自身の自由時間を充実させ健康な生活を送るのに有効であることを理解する。 

到達 

目標 

レクリエーション・インストラクターとして、レクリエーションの基礎的な知識の習得と対象に

応じたレクリエーション内容の立案、実現を目標とする。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 レクリエーションとは レクリエーションの主旨と手段を理解する。 

2 
レクリエーション支援 レクリエーション支援の目的とレクリエーション・インストラク

ターの役割を理解する。 

3 
楽しさと心の元気づくり① レクリエーション活動の楽しさを感じる心の仕組み又、その仕組

みを根拠にした支援について学ぶ。 

4      〃     ② 対象によって異なる心の元気づくりの課題を理解する。 

5      〃     ③ 地域の絆づくりへのレクリエーションの貢献について学ぶ。 

6 
コミュニケーションと信頼

関係づくり 

信頼関係が築かれる心理的な仕組みを理解する。 

7 
良好な集団づくり レクリエーション活動を通した良好な集団づくりと集団内のコミ

ュニケーションの促進について実践を通して学ぶ。 

8 
レクリエーション活動の展

開 

自主的、主体的にレクリエーション活動を楽しむためのレクリエ

ーション活動の展開について実践を通して学ぶ。 

9 
動機づけの心理的な仕組み

について 

やる気の変化とやる気が生じる心の仕組みを理解し、成功体験を

支え合う対象者の関わり合いについて実践を通して学ぶ。 

10 
グループワークを通しての

自己課題の明確化 

グループワークを通して自身を客観視し、自らの課題や役割を認

識する。 

11 

レクリエーション支援を実

施する上でのリスクマネジ

メント 

レクリエーション支援を実施する上での対象ごとのリスクマネジ

メントについて理解を深める。 

12 
レクリエーションプログラ

ムの立案① 

幼児・児童を対象としたレクリエーションプログラムを立案する。 

13 
レクリエーションプログラ

ムの発表と実践① 

幼児・児童を対象としたレクリエーションプログラムの発表及び

実践と評価を通してプログラムを再考する。 

14 
レクリエーションプログラ

ムの立案② 

高齢者（様々な状況を想定して）を対象としたレクリエーション

プログラムを立案する。 

15 
レクリエーションプログラ

ムの発表と実践② 

高齢者を対象としたレクリエーションプログラムの発表及び実践

と評価を通してプログラムを再考する。 

評価 

基準 

地域の様々な世代にとってのレクリエーション活動の意義を理解し、レクリエーション活動がも

たらす地域貢献について自分なりの考えを説明できるか。 

評価 

方法 

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

その他   ７０％ 

（対象者理解とレク企画の実践４０％ 対人関係スキル（ホスピタリティ）に対する理解度３０％） 

教科書 必要に応じて資料を配布する。 

参考書 
『楽しさをとおした心の元気づくり』より適宜参考資料を配布する。 

履修 

条件 

レクリエーション・インストラクター資格取得のための必修科目です。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：自身の体調管理や生活（余暇時間の過ごし方）について意識しましょう。 

事後指導：自身の生活に活かせることは取り入れましょう。 

オフィス 

アワー 

掲示板に掲示します。 

 



科目名 ニュースポーツ 担当 吉川美佐子 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：選択必修 

授業 

概要 

参加者全員が楽しむことを目的とした「スポーツ・フォア・オール」の実現を目指し、幼児

から高齢者まで全ての世代に向け、スポーツを媒介とした楽しさを伝えられるスポーツ観を

養う。 

到達 

目標 

全ての年齢層、障害の有無に関わらずスポーツを楽しむ方法を実践し知識を習得する。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 ニュースポーツをどう捉えるか スポーツとホスピタリティの関係性 

2 
チャレンジ・ザ・ゲーム①ルールと審判 チャレンジ・ザ・ゲーム種目と実践 

（キャッチ・ザ・スティック、ドリブルリレー） 

3 
   〃       ② （ロープ・ジャンピング、ネット・パス・ラリー、他）

実践から状況に応じた工夫 

4 ティーボール① 歴史と基本ルール・審判 

5    〃  ② ゲーム（状況に応じた工夫） 

6 ペタンク① 歴史と基本ルール・審判（状況に応じた工夫） 

7   〃 ② ゲーム（１対１、チーム対抗戦） 

8 インディアカ①基本の動き 歴史とルール、審判 

9    〃  ②ルール ゲーム（Ｗ、バトミントンコート使用） 

10       ③ゲーム大会  〃 （４×４） 

11 ワンバウンドテニス① 基本動作とルール 

12 ワンバウンドテニスゲーム② 1×1のゲーム 

13 ニュースポーツ大会① 楽しいスポーツ大会の企画と実践 

14    〃     ②      〃 

15 まとめ スポーツ大会企画レポート 

評価 

基準 

・スポーツ本来の「楽しむ」を創り出し、人間の行動や集団内に起こる相互作用に気づくこ

とができる。 

・スポーツ大会の企画・発表・実践ができる。 

評価 

方法 

授業態度   ４０  ％ レポート   ３０  ％ 期末試験       ％ 

その他    ３０  ％（ 対人関係能力 ） 

教科書 
各種目のルールブックなど、適宜授業内で配布する。 

参考書 
必要に応じて指示する。 

履修条件 
レクリエーション・インストラクター資格取得のための必修科目です。 

積極的に他者との関わりをもち、企画能力を身につけましょう。 

授業外に

おける 

学習 

支援者として他者との関わり方、アプローチの仕方、またアシストをどの様に出来るかを考

えましょう。 

オフィス

アワー 

学生支援課を通した対応（授業前後の対応可能） 

 



科目名 レクリエーション実技 担当 吉川美佐子 

形態 実技 単位数 1単位 開講時期 2年後期 

必修 卒業：選択  幼免：選択  保育士：選択 

授業 

概要 

スポーツ活動を通して心身共に健康である事の重要性、社会性、余暇活動の充実を目標にできる

事を習得する。 

到達 

目標 

スポーツを楽しむ事による達成感、健康観、人との関わりを理解する。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 
ガイダンス 授業内容と体慣らしを用い、アイスブレーキングの効果を高める

支援技術を体験する。 

2 

チャレンジ・ザ・ゲーム① キャッチング・ザ・スティック、バンブーダンス、ロープジャン

ピングなどを通し、一つの活動の中で複数回の成功体験を楽しむ

ための目標設定の方法を理解する（ハードル設定）。 

3 
チャレンジ・ザ・ゲーム② ドリブルリレー、ネット・パスリレーを通して段階的な成功体験

を味わいやすいアレンジの基本と応用を学ぶ。 

4 
風船バレー① 基本の動き、ルール（2×2、4×4）を理解し、集団がまとまる仕

組みを理解する。 

5 
風船バレー② ゲーム（審判）を通して、対象者の相互作用を促進するコミュニ

ケーション技術を学ぶ（CSS） 

6 
インディアカ① 種目の紹介と基本動作の習得を通して、対象者との意思疎通のた

めの技術を磨く。 

7 インディアカ② ルールの理解とゲーム（2×2、4×4） 

8 インディアカ③ ゲーム（審判） 

9 フライングディスク 基本動作、種目の紹介をする。 

10 
ダブルダッヂ 基本動作の習得を通して、目標設定と言葉や表情の活用方法など

を理解する。 

11 
子どもを対象としたレクリ

エーション活動の実践① 

子どもを対象としたゲームなどの運動遊びを通して、対象者との

信頼関係の構築のための技術を学ぶ。 

12 
子どもを対象としたレクリ

エーション活動の実践② 

子どもを対象とした運動遊びを通して、アイスブレーキング・モ

デルを理解する。 

13 
子どもを対象としたレクリ

エーション活動の実践③ 

子どもを対象とした歌や音楽を用いた身体活動の実践をする。 

14 
子どもを対象としたレクリ

エーション活動の実践④ 

子どもを対象とした伝承遊びなど様々な活動の実践をする。 

15 
プログラムの実施と評価及

び改善 

子どもを対象としたレクリエーション活動を実施し、自己評価と

他者評価から改善点を整理する。 

評価 

基準 

スポーツレクリエーションの意義を理解し、自主性、積極性、協調性を判断する。 

評価 

方法 

授業態度     ４０ ％ レポート     ２０ ％ 期末試験         ％ 

その他   ４０％（   実技   ） 

教科書 
授業内で適宜資料を配布する。 

参考書 
必要に応じて指示する。 

履修 

条件 

スポーツを積極的に楽しみ、取り組めるようにしましょう。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：日頃から健康管理を心がけ、授業に臨むこと。 

事後学習：授業で実践した活動の感想を仲間と共有して次の授業に臨むこと。 

オフィス 

アワー 

学生支援課を通した対応（授業前後の対応可能） 

 



科目名 基礎音楽Ⅱ 担当 町田育弥 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：－ 

授業 

概要 

楽譜の読み書き、リズム練習、初見視唱・初見演奏（初めて見る楽譜から音像をイメージし

て歌ったり弾いたりすること）などの実技のほか、調、音程、コード等、理論についての理

解を深める。キーボード・ソルフェージュⅠ、Ⅱにおいて、上記の内容の修得に不安があっ

た学生（「楽譜があっても独りでは弾けません」の人）、または器楽Ⅱの学習と並行して基礎

力の向上を目指したい学生に履修を勧める。 

到達 

目標 

・歌唱や演奏を読譜から実践まで自力で行う基礎力を身に付ける 

・保育現場での教材作成などに理論的知識を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 読譜練習-１ ト音記号、ヘ音記号の譜表に書かれた音符の速読練習 

3 読譜練習-２ 同上 

4 リズム読解-１ 様々なパターンのリズム譜から実際のリズムを読みとる練習 

5 リズム読解-２ 同上 

6 初見視唱と初見奏-２ １～５の成果を前提とした総合練習 

7 初見視唱と初見奏-２ 同上 

8 音程とコード 音程とコードについての復習 

9 調と音階 調性の仕組みや調号についての理論を学ぶ 

10 記譜練習-１ 楽譜の書き方の基礎を学び、簡単な楽案を記譜する練習。 

11 記譜練習-２／小テスト 同上／８～11回で扱った事項についての筆記テスト 

12 
教材作成-１ 歌、手遊び、小アンサンブルなど、保育現場での実践を前提とし

た楽案を作り、自力で楽譜にする練習。 

13 教材作成-２ 同上 

14 教材作成-２ 前回授業で作成したものが第三者に理解可能か検証する 

15 まとめ 学習事項を他の音楽関係科目に活かす方法を考察する。 

評価 

基準 

・自力で楽譜を読み、演奏できる能力が身についたか。 

・読譜に関する知識を応用して正確な楽譜（他者に解読可能なもの）を書けるようになったか 

・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 （歌唱と演奏の実技）50％ 

その他 50％（11回目授業時の小テスト） 

教科書 
指定しない 

参考書 
キーボード・ソルフェージュ、器楽Ⅰ,Ⅱの授業資料 

履修 

条件 

 

高校までに学習した「分数」の内容を復習しておくこと。 

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 
ピアノ表現 

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 ２年後期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：－ 

授業 

概要 

器楽Ⅲ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。実習や就職試験に関わる個々の課

題にも対応する。演奏技術に一定以上の習熟度のある学生は、全 15 回の内容（弾き歌い・

伴奏法等）を早期に修了した上で、個々のピアノ選択課題に取り組むこともできる。 

到達 

目標 

・保育現場での様々な場面でピアノを効果的に使用するセンスを身に付け、臨機応変に対応でき 

るようになること。 

・保育場面で歌われる曲につき、多くのレパートリーを持つこと。 

・ピアノ曲の練習を通して、様々に応用可能な演奏技術を身に付けること。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 前期末課題-１ 前期末に提示された「こどものうた」２曲と伴奏付け課題 

2 前期末課題-２ 同上 

3 前期末課題-３ 同上 

4 小テストと次課題提示 上記課題①～③の習熟度を確認／次課題の提示と練習法考察 

5 歌（秋・冬）と Pf.課題-1 秋・冬に因む歌２曲／ピアノ選択課題  

6 歌（秋・冬）と Pf.課題-2 同上 

7 即興演奏-／Pf.課題 -1 指定されたコード進行にもとづく即興演奏／ピアノ選択課題 

8 即興演奏-／Pf.課題 -2 同上 

9 歌（その他）と Pf.課題-1 保育場面でよく歌われる歌（歌唱と簡易伴奏）／ピアノ選択課題 

10 歌（その他）と Pf.課題-2 同上 

11 歌（その他）と Pf.課題-3 同上 

12 様々な伴奏法-1 状況に応じた伴奏パターンの使い分けを学ぶ／ピアノ選択課題 

13 様々な伴奏法-2 同上 

14 後期試験に向けて-１ 試験に向け個々の課題を克服し、レヴェルアップに努める 

15 後期試験に向けて-２ 同上 

評価 

基準 

・状況に応じた歌い方や伴奏法を選択し、使い分けられる技術とセンスが身についたか 

・子どもの歌について「いつでも歌える・弾ける」レパートリーを相当数持つに至ったか 

・即興演奏についての基礎的考え方が身についたか。 

・歌唱や演奏の技術に向上が見られるか 

評価 

方法 

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

その他 授業で扱う課題への取り組みと習熟度（第４回小テストの結果を含む）50％ 

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。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 声楽表現 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 ２年後期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：－ 

授業 

概要 

歌唱表現力のレベルアップを様々なジャンルの歌（子どもの歌、季節の歌、ミュージカル、

クラシック他）を通して個人レッスンにより行う。 

到達 

目標 

・ 様々なジャンルの曲を自然に歌える歌唱法を身につける。 

・ 独唱表現の楽しさを感じる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 “声の力”“歌の力”について 個人レッスンで歌を学ぶ意味を確認する。 

2 歌唱演習 ① 歌唱表現の基本を曲を通して学ぶ。① 

3   〃  ②       〃         ② 

4 〃  ③ 各自楽曲を選び、楽しんで歌う。 ① 

5 〃  ④ 〃         ② 

6 〃  ⑤ 詩の理解について考える。    ① 

7 〃  ⑥ 〃         ② 

8   〃  ⑦ 試験曲の設定をする。 

9 〃  ⑧ 納得、満足できる声を目指す。  ① 

10 〃  ⑨       〃         ② 

11   〃  ⑩ 納得、満足できる表現を目指す。 ① 

12 〃  ⑪       〃         ② 

13   〃  ⑫ 暗譜の確認をする。 

14 〃  ⑬ 表現力の確認をする。 

15 まとめ 授業を振り返りながら自分の歌唱力の変化を感じる。 

評価 

基準 

自身の歌唱能力を高めるための努力を評価。 

評価 

方法 

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

その他    ７０  ％ 

教科書 
特になし。個々の能力、好みに応じて指示する。 

参考書 
特になし。 

履修条件 
歌唱力のレベルアップや、様々な歌への興味から表現力を磨き、楽しむ。 

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 絵画Ⅰ 担当 吉澤 俊 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：－ 

授業 

概要 

絵画制作演習を通して油彩、アクリル絵の具、ペン、水彩絵の具等の基本的な技術を習得す

る。毎演習開始時に人体クロッキーを継続して行う事を通して、人体の基本的な構造の理解

と描写力を高める。 

到達 

目標 

１、表現主題を明確にできる。 

２、表現主題に適した表現方法が選択できる。 

３、油彩画、アクリル画、テンペラ画、水彩画等の基本的な技術を習得できるようになる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 授業ガイダンス 絵画の歴史と様々な表現方法の解説 

2 制作 A① ※基礎 構図、素描、手頃な描画材で下絵(エスキース)を作成 

3 制作 A② 下地作り  

4 制作 A③ 下塗り、下描き 

5 制作 A④ 着彩、アクリルメディウムについての解説 

6 制作 A⑤ 着彩、油画メディウムについての解説 

7 制作 A⑥ 着彩、テンペラ技法についての解説 

8 制作 A⑦ 着彩 講評 

9 制作 B① ※応用 表現主題、表現方法設定 

10 制作 B② 下地作り 

11 制作 B③ 下塗り、下描き 

12 制作 B④ 着彩 

13 制作 B⑤ 着彩 

14 制作 B⑥ 着彩 

15 制作 B⑦ 着彩 講評 (プレゼンテーション) 

評価 

基準 

１、表現内容が明確か。 

２、表現方法および表現技術に優れているか。 

評価 

方法 

態度   ３０  ％ 作品   ５０  ％ 期末試験 

その他 記録を取り、制作レポートにまとめる ２０％ 

材料費 希望の材料により実費がかかる場合があります。 

教科書 特になし 

参考書 

「油絵初級レッスン」「水彩初級レッスン」視覚デザイン研究所（いずれも図書館にありま

す）。 

履修条件 
芸術コース（美術）必修 

授業外に

おける 

学習 

できるだけ多く美術鑑賞の機会を作るようにしておいて下さい。 

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 絵画Ⅱ 担当 吉澤 俊 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：－ 

授業 

概要 

絵画 Iで習得した様々な技術を活かしながら大作を制作し、自己の表現をより高めることを

目指す。全員で協力して展示企画・運営を行い、展示発表(展覧会)を行う。 

到達 

目標 

１、油彩画、アクリル、テンペラ、ペン画等から自分に合った表現メディアを選択し、主題

をもとに作品としてまとめる力を習得する。 

２、展覧会を企画・運営することを通して、展示発表の実践的な力をつけられるようになる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 ガイダンス 現代における絵画について 

2 制作① イメージスケッチ(エスキース) 

3 制作② 下地作り  

4 制作③ 下地作り、下塗り 

5 制作④ 下描き、アクリルメディウムについての解説 

6 制作⑤ 着彩、油画メディウムについての解説 

7 制作⑥ 着彩 

8 制作⑦ 着彩、テンペラ技法についての解説 

9 制作⑧ 着彩 

10 制作⑨ 着彩 

11 制作⑩ 着彩 

12 制作⑪ 着彩、展示計画 (グループワーク) 

13 制作⑫ 仕上げ、展示準備(グループワーク) 

14 制作⑬ 仕上げ、展示準備(グループワーク) 

15 展示・まとめ 展示、まとめ(グループワーク、プレゼンテーション) 

評価 

基準 

１、絵画作品において表現内容を深めることができたか。 

２、協力して展示の企画運営ができたか。 

評価 

方法 

態度   ３０  ％ 作品   ５０  ％ 期末試験 

その他 記録を取り、制作レポートにまとめる ２０％ 

材料費 材料費実費および展示に関わる必要経費がかかる場合があります。 

教科書 特になし 

参考書 

特になし 

履修条件 芸術コース（美術）必修 「絵画Ⅰ」を習得している者 

授業外に

おける 

学習 

展示に関わる活動（打ち合わせ、搬入出、展示、当番等）に関わる場合、授業外での活動が

必要になります。 

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 陶芸 担当 吉澤 俊 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：－ 

授業 

概要 

保育現場での活用をふまえ、幼児も楽しめる陶芸制作に向けた基本的な表現技術を制作体験

により習得する。その上でより発展的な技術習得に向けて、電気ろくろの使い方や様々な釉

薬の活用法について学ぶ。 

到達 

目標 

１、制作を通して陶芸の成形から焼成までの知識・技能を習得する。 

２、土粘土の特性を理解し、自分なりに工夫しながら意匠性を取り入れた作品制作ができる

ようになる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 授業ガイダンス 陶芸の基本と幼児教育における役割についての概説 

2 陶芸① テラコッタ粘土を使った土鈴作り 

3 陶芸② 楽器作り  

4 陶芸③ 楽器作り (グループワーク) 

5 陶芸④ たたら作りを利用したキャンドルスタンド作り 

6 陶芸⑤ 焼成の基礎体験（窯入れ、素焼き） 

7 陶芸⑥ 仕上げ 絵付けと施釉  

8 陶芸⑦ ひも作りによる器作り 

9 陶芸⑧ ひも作りによる器作り 

10 陶芸⑨ たたら作りによるマグカップの制作 

11 陶芸⑩ たたら作りによるマグカップの制作 

12 陶芸⑪ 電気ろくろによる器作り 

13 陶芸⑫ 電気ろくろによる器作り 

14 陶芸⑬ 電気ろくろによる器作り 窯入れ、素焼き 

15 陶芸⑭ 絵付けと施釉  まとめ  

評価 

基準 

１、陶芸の表現方法および技術を習得できたか。 

２、土粘土の特性を活かしながら、自分なりに工夫しながら意匠性も取り入れた作品制作 

ができたか。 

評価 

方法 

態度   １０  ％ 作品   ９０  ％ 期末試験 

その他 

材料費 概ね１５００円程度の材料費実費がかかります。 

教科書 
特になし 

参考書 

「はじめての陶芸」日本文芸社   

履修条件 芸術コース（美術）必修 

授業外に

おける 

学習 

焼成の際に温度管理等交代で立ち会う場合があります。 

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 木育教材研究 担当 吉澤 俊 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：－ 

授業 

概要 

フィールドワークや先行する実践研究についての学習を通して木育の意義を理解する。その

上で自然素材やリユース素材の特性を理解し、造形演習を通して木育に必要な基礎的な知

識・技能を学ぶ。 

到達 

目標 

１、木育の意義と活用方法を理解し、作品に反映できるようになる。 

２、様々な木の特徴を理解し造形物に工夫できる。 

３、製図の書き方や道具の使い方等の基本的技術を習得する。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 授業ガイダンス 木育の意義と課題について  

2 フィールドワーク 近隣の山を歩き、自然素材を探す(体験学習) 

3 リユース素材について リユース素材活用に関わる演習(グループワーク) 

4 木育教材の制作① 自然素材を活かした木育教材作り① 

5 木育教材の制作② 自然素材を活かした木育教材作り② 

6 木育教材の制作③ 自然素材を活かした木育教材作り③ 

7 木育教材の制作④ 小鳥の巣の制作・製図 

8 木育教材の制作⑤ 製図する・必要な板の切り出し 

9 木育教材の制作⑥ 板を切り出し・加工 

10 木育教材の制作⑦ 板を切り出し・加工 

11 木育教材の制作⑧ 組立 

12 木育教材の制作⑨ 組立 

13 木育教材の制作⑩ 細部の工作 

14 木育教材の制作⑪ 細部の工作・着彩 

15 まとめ 今後の木育について (グループワーク) 

評価 

基準 

１、木育の意義と活用方法を理解し、作品に反映できたか。 

２、様々な木の特徴を理解し造形物に工夫が見られるか。 

３、製図の書き方や道具の使い方等の基本的技術を習得できたか。 

評価 

方法 

態度   ３０  ％ 作品   ７０  ％ 期末試験 

その他  ％ 

材料費 材料費実費１５００円程度 

教科書 
特になし 

参考書 

特になし 

 

履修条件 工作室スペース、道具数などにより履修出来ない場合があります。 

授業外に

おける 

学習 

事前に里山や日本の林業等について関心を持つようにしておいて下さい。 

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 卒業研究ゼミナールⅠ 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 

 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期  

必修 卒業：必修  幼免：－  保育士：必修  

授業 

概要 

保育にかかわるテーマを中心に、教育、福祉、心理、音楽、美術、体育などの分野について

自分自身の研究テーマを決め、個人あるいはグループにより研究を進める。研究の方法、研

究に対する姿勢を身につける。 

 

到達 

目標 

・自分自身の研究テーマを設定し、そのテーマに沿って研究を進めることができる。 

・テーマに沿った適切な資料収集・情報収集ができる。 

・調べた内容を所定の形式にまとめることができる。 

 

授

業

計

画 

回 タイトル 内容  

1 
研究を行う意義 自ら学び研究を進めることの意義を確認しつつ、卒業研究ゼ

ミナールの進め方について理解する。 

 

2 
保育にかかわるテーマ群への

理解 

保育にかかわるテーマにはどのようなものがあるのか、情報

媒体やディスカッションを通して理解する。 

 

3 研究テーマの設定① 自分自身が進めていく研究テーマを設定する。  

4 研究テーマの設定② 自分自身が進めていく研究テーマを設定し、発表しあう。  

5 研究を進める上でのモラル 研究を進める上で求められるモラルについて理解する。  

6 研究方法の理解① 文献や資料の収集の仕方について学び、実際に調べる。  

7 研究方法の理解② 調査した内容のまとめ方について理解し、実際にまとめる。  

8 研究方法の理解③ アンケートや聞き取り調査の方法について学ぶ。  

9 研究方法の理解④ 数値や統計の処理の仕方について学ぶ。  

10 論文の構成① 論文の構成について基本的な理解を得る。  

11 論文の構成② 自分自身のテーマを論文の形式にあてはめ、構成を考える。  

12 
発表・ディスカッション① 各自が調べまとめた内容を発表し、ディスカッションを行

う。 

 

13 
発表・ディスカッション② 各自が調べまとめた内容を発表し、ディスカッションを行

う。 

 

14 
発表・ディスカッション③ 各自が調べまとめた内容を発表し、ディスカッションを行

う。お互いに評価しあう。 

 

15 
研究テーマの省察 授業を通して深めた研究テーマについて省察を行い、よりよ

いものにする。 

 

評価 

基準 

①目的をもって意欲的に研究に取り組めたか。 

②研究を進める上での基本的事項を理解し発表資料を作成できたか。 

 

評価 

方法 

授業態度       ％ レポート       ％ 期末試験        

その他        ％ 

（研究への意欲・態度 40％、提出物 30％、発表 30％の割合で点数化し、評価を行う。） 

 

教科書 ゼミ担当教員の指示する書籍・資料  

参考書 ゼミ担当教員の指示に従うこと。  

履修条件 

前年度の卒業研究集を一読し、自分が卒業研究で取り組みたいテーマを明確にしておくこ

と。研究によって新しい知識を得て、よりその知識を深め、充実した卒業研究にしましょ

う。また、その研究を通して一つの問題をあらゆる角度から考える方法を学び、普遍的立場

から物事を判断する能力を身につけましょう。 

 

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 
各担当教員のオフィスアワーを確認すること。  

 



科目名 卒業研究ゼミナールⅡ 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 

 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年後期  

必修 卒業：必修  幼免：－  保育士：必修  

授業 

概要 

「卒業研究ゼミナールⅠ」に引き続き、各自の研究テーマを深化させ、その成果を論文に

まとめる。論文の作成を通して、研究の方法、研究に対する姿勢を学び、調査・分析・考

察によって明らかにしたことを適切な表現方法を用いて発表する。 

 

到達 

目標 

・研究テーマを論文にまとめることができる。 

・研究テーマをプレゼンテーションすることができる。 

 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容  

1 
オリエンテーション 卒業研究を論文にまとめ発表するまでの道筋につ

いて確認する。 

 

2 
研究指導① 各自研究テーマを確認し、論文作成・発表までの

展望を構想する。 

 

3 研究指導② 活用する資料についての理解を深める。  

4 
研究指導③ 設定したテーマと現代社会とのかかわりについて

考察する。 

 

5 研究指導④ 先行研究の視点について理解を深める。  

6 
研究指導⑤ 先行研究の視点について理解を深め、各自の視点

と比較する。 

 

7 研究指導⑥ データ資料の見方について理解を深める。  

8 研究指導⑦ 論文のまとめ方について理解を深める。  

9 
研究指導⑧ 各自の研究テーマをもとに論文の構成について省

察する。 

 

10 
グループワーク・ディスカッション① お互いの研究内容について理解を深め、意見を交

換する。 

 

11 
グループワーク・ディスカッション② お互いの研究内容について理解を深め、意見を交

換する。 

 

12 プレゼンテーションの方法 プレゼンテーションの方法について学ぶ。  

13 研究発表① 研究テーマについて発表を行う。  

14 研究発表② 研究テーマについて発表を行う。  

15 
総評 研究発表を振り返り、各自の研究テーマについて

再度省察を行う。 

 

評価 

基準 

①目的を持って意欲的に研究に取り組めたか。 

②研究テーマを追究し、その結果を論文としてまとめることができたか。 

③適切な方法で発表を行えたか。 

 

評価 

方法 

授業態度       ％ レポート      ％ 期末試験      ％ 

その他         ％ 

（研究への意欲・態度４０％、論文３０％、発表３０％で点数化し、評価を行う。） 

 

教科書 ゼミ担当教員の指示する書籍・資料  

参考書 ゼミ担任の指示に従うこと。  

履修条件 
夏季休暇の間に、研究に必要な文献を読了しておくこと。 

充実した卒業研究を作成しましょう。また、研究を通して一つの問題を多角的に考える方法を学び、広い

視野から物事を判断する能力を身につけましょう。 

 

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 

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・教職実践演習（幼） 担当 酒井真由子・千葉直紀・高田正哉 

形態 演習 単位数 ２単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：選択  幼免：必修  保育士：－ 

授業 

概要 

2 年間の保育・幼児教育に関する学習を振り返ることを通して、保育者として必要な保育に関する専門

的知識及び技術、教養及び総合的な判断力、専門職としての倫理観等が習得、形成されたかを確認し、

自己の課題を明確化する。模擬保育を通して計画・実践・省察・改善を行なう中で、さらなる実践力の

定着に努める。保育に関する現代的課題について、行政職員等の講話や事例を通して理解し、多様な視

点から考察する力を習得する。 

到達 

目標 

１．履修カルテに記録された学習の履歴を通じて、自己の課題を明確に理解する。 

２．実践可能な指導計画を立案し、模擬保育を実践する。 

３．保育の現代的課題について、行政職員や現職教諭の講義等を通じて理解する。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

１・２ 
イントロダクション/これま

での学修の評価 

本授業の概要・目的を理解する。履修カルテを用いて自分の課題を知

る。 

３・４ 対人関係・社会性について 職場における様々な対人関係について理解する（グループワーク）。 

５・６ 
保育者としての使命感や職務

の理解 
保育者の職務について理解する（行政職員・保育者の講義）。 

７・８ 保育の現代的課題について 
保育の現代的課題について検討し、これからの保育者（幼稚園・保育所）

に求められることを考える。 

9・10 クラス経営について クラスをまとめることと個性を尊重することについて理解する。 

11・12 
保育内容についての理解と模

擬保育の準備① 

園生活と保育内容との関連について検討する。模擬保育の実施方法を説

明する。あわせてグループごとに模擬保育のねらいや内容について検討

する。 

13・14     〃  ② グループごとに指導案を作成し、教材研究を行う。 

15・16     〃  ③ グループごとに模擬保育を実践、省察、改善を行う。 

17・18 模擬保育実践① 第 1グループが模擬保育を実践する。 

19・20     〃 ② 第 2グループが模擬保育を実践する。 

21・22 模擬保育の振り返り 模擬保育を振り返り、グループおよび自身の課題を知る。 

23・24 子どもの学び・成長の理解① 子ども同士のトラブルと保育者の関わりについて検討する。 

25・26     〃       ② 子どもの様子を保護者へ伝える方法について理解する。 

27・28 
安全対策・危機管理・災害対

策について 
具体的事例をもとに保育における子どもの安全について理解する。 

29・30 自己課題の明確化 履修カルテに記録された学習の履歴を通して自己課題を明確にする。 

評価 

基準 

１．履修カルテに記録された学習の履歴を通じて、自己の課題を説明できるか。 

２．実践可能な指導計画を立案し、模擬保育を実践することができたか。 

３．保育の現代的課題について、理解し説明できるか。 

評価 

方法 

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

その他    １００  ％ 

（ 提出課題４０％・模擬保育の指導計画立案及び実践４０％・平常点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』内閣府・文部科学

省・厚生労働省 

参考書 参考資料は、授業時に配布する。 

履修条件 
これまでに記録した履修カルテにもとづいて、自己の課題を明確にし、苦手分野についての振り返りを

行います。また、模擬保育を通して、実践的指導力の最終的な確認を行います。履修カルテを必ず持参

し、模擬保育においては園児役、保育者役、評価者役としてそれぞれ真剣に取り組むことを望みます。 

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（教科書関連個所含む）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：「振り返りシート」に授業で扱った事項に関する学びと自己の課題を記述する。 

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 教育実習② 担当 酒井真由子・吉澤俊 

形態 実習 単位数 教育実習①②事前事後指導および

教育実習①②で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。前半は、見学、観察実習、参加実習等を通して、子ど

もや幼稚園の様子を体験的に理解する。後半は、参加実習、指導実習（部分実習・半日実習・

一日実習）等を通して、幼稚園および幼稚園教諭の役割や子どもへの理解を深め、幼稚園教

諭としての資質を伸ばす。 

到達 

目標 

・教職の意義を理解し、責任をもって教育を行うことができる。 

・十分な教材理解を行い、適切な教育指導を行うことができる。 

・授業で学んだ知識・技術を現場で活用することができる。 

内容 

① 幼稚園教育の実際を体験し、幼稚園の機能及び幼稚園教諭の役割を理解する。 

② 一人ひとりの子どもに対する理解を深め、適切な対応と指導を体験する。 

③ 子どもの安全・衛生面に対する理解を深め、適切な対応と環境への配慮を学ぶ。 

④ 幼児の実態に応じた指導計画を立案し、その指導を行う。 

⑤ 幼稚園教諭としての責任感を持って行動し場面に応じた指導のあり方を学ぶ。 

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（実習）    １００ ％ 

＊以上が教育実習Ⅱ事前事後指導の評価である。教育実習は、教育実習Ⅰ・Ⅱ事前事後指導、

教育実習ⅠⅡで構成されるため、それぞれの評価の総合点を抽出したものが教育実習の評価

となる。 

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」 

岩崎淳子他『教育・保育課程論 書いて学べる指導計画』萌文書林、2015年 

参考書 担当教員の指示に従うこと。 

履修条件 
教育実習Ⅱ事前指導すべてに出席することが、教育実習Ⅱ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：事前指導で指示される課題（読みきかせの実技、指導計画の立案、日誌の書き方

等）について、各自取り組むこと。 

事後学習：丁寧に記録をとること。 

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②事前事後指導 担当 酒井真由子・吉澤俊 

形態 講義 単位数 教育実習①②事前事後指導および

教育実習①②で５単位 

開講時期 １・２年前期 

必修 卒業：選択  幼免：必修  保育士：－ 

授業 

概要 

幼稚園及び幼稚園教諭の役割、実習日誌の意義、部分指導計画及び全日の指導計画について理解

を深める。幼稚園での実習で学んだ事柄は事後指導で振り返りを行う。 

本授業のなかで、教育実習Ⅱを実施するために必要となる書類の準備、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。 

到達 

目標 

・十分な教材研究を行い、部分指導計画を立案することができる。 

・安全・衛生面と環境構成に留意した全日の指導計画の書き方を理解する。 

・子どもの課題を把握し、適切に子どもと関わるために記録が必要であることを理解する。 

・幼稚園教諭としての自己の課題を明確化する。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
教育実習Ⅱの意義 教育実習Ⅱの意義・目標・内容について理解する。 

自己の課題の明確化を図る。 

2 
幼稚園及び幼稚園教諭の役割 幼稚園の役割と教育課程、幼稚園教諭の職務について理解を

深める。 

3 
子ども理解と子どもへの援助 子どもの課題を把握する必要性を理解する。 

実習記録について理解を深める。 

4 
安全・衛生面と環境構成 安全・衛生面と環境構成について理解する。 

情報機器の活用について理解する。 

5 

指導計画の立案と全日（責任）

実習 

具体的な指導計画を立案する。 

基礎的技術（話法、保育形態、保育展開、環境構成）を実地

に即して身に付ける。 

6 教育実習Ⅱ事後指導① 実習によって得られた知識と経験を振り返る 

7 
教育実習Ⅱ事後指導② 幼稚園での教育実習についてふりかえりを行い、園からの評

価をもとに担当教員の指導を受ける。 

評価 

基準 

・十分な教材研究を行い、部分指導計画を立案することができたか。 

・安全・衛生面と環境構成に留意した全日の指導計画の書き方を理解することができたか。 

・子どもの課題を把握し、適切に子どもと関わるために記録が必要であることを理解することができたか。 

・幼稚園教諭としての自己の課題を明確化し、実習に結びつけることができたか。 

評価 

方法 

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

その他    １００ ％ 

（ ガイダンスおよび事前事後指導への参加態度と課題    ） 

＊以上が教育実習Ⅱ事前事後指導の評価である。教育実習は、教育実習Ⅰ・Ⅱ事前事後指導、教育実習ⅠⅡ

で構成されるため、それぞれの評価の総合点を抽出したものが教育実習の評価となる。 

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」 

岩崎淳子他『教育・保育課程論 書いて学べる指導計画』萌文書林、2015年 

参考書 担当教員の指示に従うこと。 

履修条件 

本授業を履修するためには、原則として教育実習Ⅰをすべて履修済みであることが必要で

す。また、本学幼児教育学科において定める実習実施基準が、教育実習Ⅱ実施の条件となり

ます。事前指導すべてに出席することで、教育実習Ⅱの実施が可能となります。 

授業外に

おける 

学習 

各回の授業で、予習と復習の内容を指示する。 

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：－  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・自己評価について学ぶ。 

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を理解する。 

     〃        ③保育士の役割と職業倫理を理解する。 

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、自らの課題の確認 

2 保育実習の意義 保育実習Ⅰ(保育所)の目的と内容理解 

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

4      〃      ② 各自の実習課題の明確化（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） 

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 

7  〃      ② 実習日誌の書き方について 

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 

9  〃  ② 絵本の読み聞かせの時案作成・実践 

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 

11      〃     ② 実習園での事前打ち合わせについて 

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

13      〃     ④ 訪問地図の作成 

14 実習直前指導 実習に向けた最終確認 

15 事後指導 実習の総括 自己評価と課題の明確化（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 

 



科目名 保育実習Ⅱ 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 ２年通年  

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：選択必修  

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、原則として「保育

所実習Ⅰ」をすべて履修済みであるとともに、「保育実習Ⅱ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について具体的な実践を通して理解を深める。 

２．子どもの観察や関わりの視点を明確にすることを通して保育の理解を深める。 

３．既習の教科や保育実習Ⅰの経験を踏まえ、子どもの保育及び保護者支援について総合的に学ぶ。 

４．保育の計画、実践、観察、記録及び自己評価等について実際に取り組み、理解を深める。 

５．保育士の業務内容や職業倫理について具体的な実践に結びつけて理解する。 

６．保育士としての自己の課題を明確化する。 

 

授
業
計
画 

 

 

１．保育所の役割や機能の具体的展開 

①養護と教育が一体となって行われる保育の理解 

 ②保育所の社会的役割と責任の理解 

 

 

 

２．観察に基づく保育理解 

①子どもの心身の状態や活動の観察 

 ②保育士等の援助や関わり 

 ③保育所の生活の流れや展開の把握 

３．子どもの保育及び保護者・家庭への支援と地域社会等との連携 

①環境を通して行う保育、生活・あそびを通して総合的に行う保育の理解 

 ②入所している子どもの保護者に対する子育て支援及び地域の保護者等に対する子育て支援 

 ③関係機関や地域社会との連携・協働 

４．指導計画の作成・実践・観察・記録・評価 

①全体的な計画に基づく指導計画の作成・実践・省察・評価と保育の過程の理解 

②作成した指導計画に基づく保育の実践と評価 

５．保育士の業務と職業倫理 

①多様な保育の展開と保育士の業務 

 ②多様な保育の展開と保育士の職業倫理 

６．自己の課題の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

基準 

１．実習を通して保育の理論と技術を総合的に学ぶことによって、保育士としての資質・能

力・技術を習得することができたか。 

２．子育て支援に関する基礎的知識及び技能を身につけることができたか。 

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Ⅱ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 

保育所保育指針を精読し、保育者に求められる資質・能力について、自分なりの考えをまと

めておくこと。 

 

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 保育実習Ⅱ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 ２年通年  

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：選択必修  

授業 

概要 

本科目は、保育実習Ⅱ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Ⅱ

実施の条件である。 

 

到達 

目標 

１．保育実習の意義と目的を理解し、保育について総合的に学ぶ。 

２．実習や既習の教科の内容やその関連性を踏まえ、保育実践力を培う。 

３．保育の観点、記録及び自己評価を踏まえた保育の改善について実践や事例を通して学ぶ。 

４．保育士の専門性と職業倫理について理解する。 

５．実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、保育に対する課題や認識を明確

にする。 

 

授

業

計

画 

回 タイトル 内容  

1 保育実習Ⅱの意義① 実習の意義・目的・内容の理解について学ぶ。  

2     〃   ② 自己の課題の明確化を図る。  

3 
保育実習による総合的な学び① 子どもの最善の利益を考慮した保育を具体的に理解す

る。 

 

4     〃        ② 子どもの保育と保護者支援 地域における子育て支援につい

て学ぶ。 
 

5 保育実践力の育成①       子どもの状況に応じた適切なかかわりについて学ぶ。  

6 
    〃   ② 特別な支援の必要な子どもに対するかかわりについ

て学ぶ。 

 

7 計画と観察、記録、自己評価①          保育の全体計画に基づく具体的な計画と実践をする。  

8     〃        ② 保育の観察と記録について学ぶ。  

9     〃        ③ 日誌の書き方について実践的技術を身に付ける。  

10     〃        ④ 時案の書き方について実践的技術を身に付ける。  

11 保育実践力の育成①             時案に基づき模擬保育を行う。①  

12     〃   ②         〃     ②  

13 
    〃   ③ 他者の保育の観察、記録及び視聴覚教材を使用した

自己評価に基づいて自己の課題を明確にする。     

 

14 
保育士の専門性と職業倫理 保育所の役割と機能から見た保育士の専門性と職業倫

理を理解する。 

 

15 事後指導 自己評価に基づく保育の改善と評価伝達を受ける。  

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 
『保育所保育指針』、『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、原則として保育実習Ⅰをすべて履修済みであることが必要で

す。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Ⅱ実施の条件となり

ます。また 15 回目の実習事後指導は、実習園での 12 日間の保育実習を行った学生のみが

出席できます。保育実習Ⅱ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 

保育所保育指針を精読し、保育者に求められる資質・能力について、自分なりの考えをまと

めておくこと。 

 

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 保育実習Ⅲ 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 2年通年 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：選択必修 

授業 

概要 

 本科目は、児童福祉施設等での実習科目である。実習を行うためには、原則として「保育

所実習Ⅰ」をすべて履修済みであるとともに、「保育所実習Ⅲ事前指導」に 13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．保育実習としての実践を通して、保育士の役割に関する理解を深める。 

２．保育士としての保護者支援、家庭支援のための知識、技術、判断力を養う。 

３．保育士としての職業倫理と利用児・者の最善の利益について理解する。 

４．実習を通して自己の課題を明確化する。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 保育士の職業倫理① 利用者の最善の利益への配慮 

2 保育士の職業倫理② プライバシーの保護と守秘義務 

3 保育士の職業倫理③ 利用者の人権の尊重 

4 実習施設等の役割と機能① 施設の役割の理解 

5 実習施設等の役割と機能② 施設の機能の理解 

6 施設における支援の実際① 利用児・者への身体的ケア 

7 施設における支援の実際② 利用児・者への精神的ケア 

8 施設における支援の実際③ 受容し、共感する態度 

9 施設における支援の実際④ 個人差や生活環境に伴うニーズの把握と理解 

10 保育士の多様な業務の理解① 多様な専門職との連携 

11 保育士の多様な業務の理解② 利用者の家族への支援と対応 

12 保育士の多様な業務の理解③ 地域社会との連携 

13 保育士の多様な業務の理解④ 個別支援計画の作成と実践 

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。 

３．保育士の専門性と倫理について具体的に理解し、自らの課題を理解できたか。 

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Ⅲ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 ２年通年 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：選択必修 

授業 

概要 

 本科目は、保育実習Ⅲ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。14回の事前事後指導すべてに出席することが、保育実習Ⅲ実施の条件である。 

到達 

目標 

１．保育実習の意義と目的を理解する。 

２．実習内容を理解し、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 保育実習Ⅲ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 利用児の最善の利益と保育 

4 実習の内容と課題の明確化② 実習施設の理解と福祉施設における保育士の役割 

5 実習の内容と課題の明確化③ 知的障害・発達障害について 

6 実習の内容と課題の明確化④ 知的障害児・者とのかかわり 

7 実習に際しての留意事項① 実習で何を学ぶのか 

8 実習に際しての留意事項② 実習テーマの設定 

9 実習に際しての留意事項③ 実習の目的・課題の明確化 

10 実習の計画と記録① 実習計画 

11 実習の計画と記録② 実習記録 

12 支援計画と家族支援の視点① 支援計画 

13 支援計画と家族支援の視点② 家族支援 

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。 

以上の観点から評価し、実習実施の可否について実習委員会で審議し、学科会議で実習実施を許

可する。 

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、原則として保育実習Ⅰをすべて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Ⅲ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Ⅲ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：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。また、授業中に提示する事前課題を完了

すること。 

事後学習：授業中に示した内容を振り返り、自らの行う実習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 

 




