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人権を学ぶ 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

講・2 単位・15 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

黒田 浩継 1 年・春夏   DP1:情熱・使命感  DP3:探究・主体性 

 DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

・社会に現実に存在する人権問題の具体的な事例

を当事者の視点から考察し、人権尊重の重要性・

必要性について理解を深める。 

・人権問題を自らの生き方につなげ、人権を尊重

する人間として、他者との関わりについて考え、

実践する力を身に付けることをねらいとする。 

・人権に関わる様々な問題についての理解を深め、課題解決に向けた実践力を身に付ける。 

・様々な人権問題を自分事としてとらえ、将来の教育・保育実践に役立つ力を身に付ける。 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

・本学の 1 回生を対象の選択必修科目です。 

・２回生、他大学の学生も希望者は受講できます。 

授業中に適宜指示する。 

[オフィスアワー]:授業終了後可能な限り対応します。 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 ６０ 
筆記試験を実施する(配布資料、ノート持ち込み可）。 

期末レポート  
 

その他 ４０ 
受講態度、授業への参加・取り組み姿勢、ミニレポートの提出 

授業計画 

1. ガイダンス「人権を学ぶ」で何を学ぶのか？ 9. 性的マイノリティの人権－性の多様性 

2. 「人権」ってなに？－誰もが幸せに生きていくために 10. 障がい者の人権と合理的配慮－ともに生きる社会とは 

3. 子どもの人権１「子どもの権利条約－子どもは権利の主体」 11. 違いを豊かさに１「在日韓国朝鮮人の人権問題」 

4. 子どもの人権２「児童虐待と体罰」 12. 違いを豊かさに２「多文化共生社会の実現に向けて」 

5. 子どもの人権３「いじめとハラスメント」 13. 同和問題－部落差別の歴史 

6. ＳＤＧｓと人権１「子どもの貧困問題」 14. アサーションー相手を傷つけない自己表現 

7. ＳＤＧｓと人権２「平和と戦争と人権」 15. まとめ－子どもたちの人権を尊重するために 

8. ＳＤＧｓと人権３「ジェンダーと男女平等教育」   

16.  24.  

[教科書]  献本: [参考書] 

講義で配布する資料 授業中に適宜紹介する 

実務経験 

大阪府教育庁、大阪府教育センターにおいて人権教育を担当。この経験をもとに人権についての基本的な内容について指導する。 
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幼児と環境 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

演・1 単位・8 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

坂本 渉 1 年・夏 [幼必][保必]  DP1:情熱・使命感  DP3:探究・主体性 

◎ DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

幼児期の保育は環境を通して行うものである。領

域「環境」について、保育における子どもをとり

まく環境とそのかかわりについて実践的に学ぶ。

保育における環境の意味や重要性について考える

とともに、体験を通して環境への理解を深めるこ

とを目的とする。 

1)子どもと環境とのかかわりについて理解する。 

2)幼稚園教育要領に示された幼児教育の基本や保育所保育指針に示された保育の基本を踏まえ、領域「環

境」のねらいおよび内容を理解する。 

3)人的・物的環境、空間的環境の構成を具体的に考えることができる。 

 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

・ペアワークやグループワーク等に積極的に参加すること。 予習：次回までに予習すべき内容と準備物について授業内で指示する。 

復習：教科書や配布プリント等の内容の整理、演習授業では実践の振り返りを行うこと。 

[オフィスアワー]:火・水・木・金の昼休み 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 70 
筆記試験を行う。 

期末レポート 0 
 

その他 30 
授業内課題〔作品含む〕、課題発表、授業への参加状況 

授業計画 

1. 領域「環境」の意義・ねらい・内容 9.  

2. 子どもをとりまく人的環境－友だち・保育者－ 10.  

3. 子どもをとりまく物的環境①保育室・園庭・遊具 11.  

4. 子どもをとりまく物的環境②身近な素材の特性に気づく 12.  

5. 子どもをとりまく物的環境③人工物と自然物 13.  

6. 子どもをとりまく自然環境－自然を感じとる力－ 14.  

7. 子どもをとりまく社会的環境－地域社会とのかかわり－ 15.  

8. 保育における環境の捉え方－環境構成の方法－   

[教科書]  献本: [参考書] 

田宮 緑 『体験する 調べる 考える 領域「環境」』萌文書

林 ¥2,000+税 

どろだんごキット 

 

実務経験 

幼稚園教諭、主任、また保育所保育士として勤務。 

この経験をもとに保育の基本を指導する。 
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幼児と言葉 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

演・1 単位・8 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

坂本 渉 1 年・秋 [幼必][保必]  DP1:情熱・使命感  DP3:探究・主体性 

◎ DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

三法令(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)に示された領域

「言葉」のねらいおよび内容について背景となる

専門領域と関連させて理解を深める。また、言葉

の育つ道筋と保育者のかかわりや役割について知

る。 

1)保育の基本等を踏まえ領域「言葉」のねらいおよび内容を理解する。 

2)乳幼児が言葉を獲得していく発達過程を理解する。 

3)言葉によって育まれる力を理解し、それらを育むための保育者の指導や支援のあり方について検討す

ることができる。 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

 予習：授業計画に記載されている内容に添って事前に教科書を読んでおくこと。 

復習：教科書や配布資料を再読し、授業内容を整理しておくこと。 

[オフィスアワー]:火・水・木・金の昼休み 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 70 
筆記試験を行う。 

期末レポート 0 
 

その他 30 
授業への参加状況(ペアワーク、グループワーク)、ミニレポート、受講態度による評価 

授業計画 

1. 言葉のもつ機能について 9.  

2. 領域「言葉」の意義・ねらい・内容 10.  

3. 言葉の育つ道筋と保育者のかかわり①言葉の前の言葉(０歳児) 11.  

4. 言葉の育つ道筋と保育者のかかわり②言葉を話せるようになってから

(1・2 歳児) 
12.  

5. 言葉の育つ道筋と保育者のかかわり③3・4 歳児の言葉 13.  

6. 言葉の育つ道筋と保育者のかかわり④5 歳児・1 年生の言葉 14.  

7. 言葉と児童文化財 15.  

8. 模擬保育：児童文化財を活用した保育   

[教科書]  献本: [参考書] 

近藤幹夫ほか 『実践につなぐ ことばと保育』ひとなる書

房 2,000 円+税 

 

授業中に適宜紹介する。 

実務経験 

幼稚園教諭、主任、また保育所保育士として勤務。 

この経験をもとに保育の基本を指導する。 
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表現技術(ピアノⅡ) 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

演・1 単位・15 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

寄 ゆかり,瀬尾 麻巳,ほか 1 年・秋冬 [幼必][保選]  DP1:情熱・使命感  DP3:探究・主体性 

◎ DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

１コマをグループ、個人レッスン、アドバイザー

レッスン（集中練習）に分割し、授業を行う。 

【グループ】幼児の様々な表現方法を豊かにする

ための表現遊びや歌唱、弾き歌い等を総合的に学

ぶ。 

【個人レッスン】ピアノの基本的な演奏法を学び、

その技術を向上させることにより、保育で活用で

きる演奏力を身につける。 

幼稚園教育要領の領域「表現」のねらい及び内容の取扱いについて理解し、 

・保育に必要なピアノの演奏力を身につける。ピアノグレード３修了が単位修得レベル。 

・保育現場で使われる幼児曲等を知り、歌える。 

・保育現場で行われる乳幼児の手遊びができる。 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

・イヤホンは必ず持参すること。 

・表現技術（ピアノⅠ）の単位修得済みであること。 

・ピアノ演奏を行うため、必ず爪は短くし、マニュキア等不要な

ものは取っておくこと。 

・ピアノのテキストは各自、自分のテキストを忘れず持参するこ

と。 

ピアノは日々の練習の積み重ねが大変、重要です。授業時に学んだ予習方法を元に、必

ず毎日、ピアノに触れて練習するようにしてください。 

[オフィスアワー]:お昼休み等（研究室） 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 50 
実技試験（弾き歌い、ピアノ教則本） 

・ただし、グレード３を修了していること。 

期末レポート 0 
 

その他 50 
授業内ミニチェック、手遊び取り組み状況等 

授業計画 

1. 領域「表現」のねらいからみるピアノの弾き歌い/ピアノ進度別個人レッ

スン 
9. 季節の曲の歌唱（冬）とコード奏/ピアノ進度別個人レッスン 

2. 保育現場での音楽遊び/ピアノ進度別個人レッスン 10. 冬の歌唱曲を子どもたちと歌う/ピアノ進度別個人レッスン 

3. 保育現場での手遊び、身体遊び/ピアノ進度別個人レッスン 11. 実習で弾き歌いする/ピアノ進度別個人レッスン 

4. 季節の曲の歌唱（秋）とコード奏/ピアノ進度別個人レッスン 12. 秋冬の歌唱曲を弾き歌いする/ピアノ進度別個人レッスン 

5. コードを使って歌の楽しさを味わう/ピアノ進度別個人レッスン 13. カデンツを用いたコード奏/ピアノ進度別個人レッスン 

6. 秋の歌唱曲を子どもたちと歌う/ピアノ進度別個人レッスあ 14. 四季を通した弾き歌い/ピアノ進度別個人レッスン 

7. 保育で使用するコード習得/ピアノ進度別個人レッスン 15. 子どもと歌を楽しむ、まとめ/ピアノ進度別個人レッスン 

8. コードを用いた弾き歌い/ピアノ進度別個人レッスン   

[教科書]  献本: [参考書] 

平成 29 年度 幼稚園教育要領(最新版)、保育所保育指針(最新

版)、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(最新版) 

表現技術（ピアノⅠ）の教科書、スケッチブックを継続して

使用します。 

 

実務経験 

音楽教室での指導においては、３歳児からピアノ、エレクトーン指導ほか、打楽器、管楽器指導を行う。現役保育者に対しても、音楽表現に関する研修な

どを行っている。 
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教職・保育者論 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

講・2 単位・15 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

板倉 史郎, 葛󠄀目 己恵子 1 年・夏×2 [幼必][保必] 〇 DP1:情熱・使命感  DP3:探究・主体性 

◎ DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

学校教育・保育の目的と教員・保育士養成の変遷

について概説し、現代社会における教職・保育職

について、その意義、役割、資質、職務について

学習する。 

教員、保育者の職務について理解する。 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

 ・配布する資料等を整理し、活用する。 

・授業時に予習、復習について説明する。 

[オフィスアワー]:特に設けないが、必要に応じて研究室を訪ねること。 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 0 
 

期末レポート 0 
 

その他 100 
授業への参加状況、ミニレポート、小テスト等により総合的に評価する。 

 

授業計画 

1. オリエンテーション、授業概要、諸注意（板倉） 9. 教員の職務（３）学級経営（葛目） 

2. 教育とは何か－「教育」と「教師」（板倉） 10. 幼稚園教諭と保育士の職務の相違点、共通点（板倉） 

3. 教職とは何か①－教師にはどのような資質、能力が求められるか（板倉） 11. 教員以外の専門職スタッフとの連携・協働－チーム学校（板倉） 

4. 教職とは何か②－教師・教職の歴史、養成・採用・研修（板倉） 12. 地域社会、保護者との連携・協働（板倉） 

5. 法令から見た教員－教員の種類、身分、服務（板倉） 13. 学校・教員をとりまく現状と課題①－教員評価、法定研修、体罰（板倉） 

6. 幼保連携（一元化）－保育士と幼稚園教員、保育教諭（板倉） 14. 学校・教員をとりまく現状と課題②－いじめ問題、カウンセリングマインド（板倉） 

7. 教員の職務（１）子どものサインに気づく（葛目） 15. 教職・保育職の意義及び教員・保育士の職務のまとめ（板倉） 

8. 教員の職務（２）保護者対応（葛目）   

[教科書]  献本: [参考書] 

・寄ゆかり、伊藤一雄編著『新しい保育基礎』サンライズ出版 

・￥2,000＋税 

 

実務経験 

・小学校教員の経験を活かして、子ども理解や保護者対応、幼小連携等について、知識や対応を説明する。 
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特別支援教育 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

演・1 単位・8 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

宮本 直美 1 年・秋 [幼必][保必]  DP1:情熱・使命感  DP3:探究・主体性 

◎ DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

現代の特別支援教育に至る今日までの歴史的変

遷、基本理念、制度、教育内容や保育内容につい

て理解する。現代社会における特別なニーズを持

つ子どもたちの実態について理解した上で、保育

者として特別支援教育に関するシステム、指導法

の基本的な理解をする。 

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒の特性や心身の発達、及び学習上又は生活上の困難さにつ

いて理解する。特別の支援を必要とする幼児、児童、生徒の教育課程や支援の方法、及び組織的な対応

の必要性について理解する。 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

最初の授業時に指示する。 次回の講義までに、講義内容に対応する教科書の章を読み予習しておくこと。復習して

おくべき課題については授業中に指示する。 

[オフィスアワー]:月・木・金の昼休みと放課後 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 40 
筆記試験 

期末レポート 0 
 

その他 60 
授業への参加状況、確認テストやミニレポート、授業態度による評価。 

授業計画 

1. 特別支援教育の理念と基本的な考え 9.  

2. 特別なニーズを持つ子の理解①身体障がい・病弱・医ケア・重身等 10.  

3. 特別なニーズを持つ子どもの理解②知的障がい・発達障がい等 11.  

4. 特別な配慮を要する子どもの理解と支援 12.  

5. 個別の教育支援計画と個別の指導計画 13.  

6. 特別支援学校と支援学級、通級による指導における教育と自立活動 14.  

7. 幼稚園等・小学校・中学校における特別支援教育と仕組み～園内の支援

体制について～ 
15.  

8. 障がい児支援の制度理解と地域における自治体や専門機関との連携   

[教科書]  献本: [参考書] 

尾野明美・小湊真衣・奥田訓子 編『特別支援 教育・保育概

論』萌文書林 2,000 円＋税 

 

監修 清瀬市子どもの発達支援・交流センターとことこ（岩澤寿美子・西村和久）『「背景」

から考える 気になる子の保育サポートブック』新星出版社 1700 円＋税 

実務経験 

小学校において、特別支援コーディネーターとして、特別な教育的ニーズを持つ児童に対する指導や支援を行った(宮本直美)。 
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教育課程論 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

講・2 単位・15 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

坂本 渉 1 年・冬×2 [幼必][保必]  DP1:情熱・使命感  DP3:探究・主体性 

〇 DP2: 知識・技術 ◎ DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

幼稚園・保育所等における「教育課程」「全体的な

計画」の編成の基本的な考え方を理解し、その必

要性と重要性を認識する。また、「教育課程」「全

体的な計画」の編成および指導計画作成上の留意

点や基本的知識を身につけるとともにカリキュラ

ム・マネージメントと評価ならびに改善について

理解することを目的とする。 

1)「教育課程」「全体的な計画」の意義を理解し、説明できる。 

2)「教育課程」「全体的な計画」の編成方法や手順について説明できる。 

3)カリキュラム・マネージメントの意義について説明できる。 

4)保育・教育の計画、実践、省察、評価の過程について理解、実践していく力を身につける。 

 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

 予習：授業中に指示した内容について、教科書等を熟読しておくこと。 

復習：授業内容を復習し、まとめ整理しておく。その際には、授業で学んだことを自分

で説明できることを意識して行うこと。 

[オフィスアワー]:火・水・木・金の昼休み 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 70 
筆記試験を行う。 

期末レポート 0 
 

その他 30 
授業への参加状況、ミニレポート、受講態度による評価 

授業計画 

1. 保育における計画の意義と必要性 9. 小学校との連携 

2. 長期指導計画と短期指導計画の考え方 10. 「全体的な計画」から「指導計画」へ 

3. 「教育課程」「全体的な計画」編成のための基本的事項と留意点 11. 指導計画作成のための基本的事項と留意点 

4. 幼稚園教育要領と「教育課程」「全体的な計画」の編成方法 12. 0 歳児の発達と生活を踏まえた指導計画作成と展開 

5. 保育所保育指針と「全体的な計画」の編成方法 13. 1～2 歳児の発達と生活を踏まえた指導計画作成と展開 

6. 幼保連携型認定こども園教育・保育要領と「全体的な計画」の編成方法 14. 3～5 歳児の発達と生活を踏まえた指導計画作成と展開 

7. 保育における食育計画と保健計画 15. カリキュラム・マネージメントと保育の評価 

8. 保育における行事の意味と指導計画への位置づけ   

[教科書]  献本: [参考書] 

田中亨胤・三宅茂夫 編 『シリーズ知のゆりかご 教育・

保育カリキュラム論』(株)みらい ¥2,200+税 

内角府・文部科学省・厚生労働省 『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

イルド本社 ¥500+税 

 

授業中に適宜紹介する。 

実務経験 

幼稚園教諭、主任、また保育所保育士として勤務。 

この経験をもとに保育の基本を指導する。 
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教育実習 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

実・4 単位・-回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

板倉 史郎,本田 和隆,ほか 1 年夏・2 年

夏 

[幼必]  DP1:情熱・使命感 ◎ DP3:探究・主体性 

〇 DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

・この実習は、幼稚園教諭 2 種免許を取得するた

めの基礎及び応用的な実習である。実習を通じて、

幼稚園教諭として必要な知識と技術を身につけ、

教員としての資質を向上させることを目的として

いる。  

・教育実習では、幼稚園の教育活動に参加し、幼

稚園教諭の業務と役割について実践的に学ぶ参加

実習、教育活動にかかわる計画を立案し、部分実

習、責任実習に参加する。また、そこでの実習指

導者指導のもと、幼稚園教諭に必要な資質、技能

を習得する。 

・幼稚園の機能、社会的役割および幼稚園教諭の業務内容を理解する。  

・幼稚園教諭の姿から子どもとのかかわり方を理解する  

・子どもの発達に応じた関わり方を学ぶ  

・保育計画(保育指導案)の立案および実施できる  

・幼稚園教諭として必要な資質および知識、技術を身につける  

・幼児教育に対する考え方を深める 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

・1 回生時「観察実習（１週間）」、2 回生時「本実習（３週間）」

を行う。 

・事前指導の出席が 4/5 に満たない者については、本実習への参

加を認めない。 

 

・毎回提示される課題については、提出期日も含めて必ず行うこと 

[オフィスアワー]:特に設けないが、必要に応じて研究室を訪ねること。 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 0 
 

期末レポート 0 
 

その他 100 
・実習施設による評価(75%) 

・実習日誌(25%) 

授業計画 

1. 実習ハンドブック 参照 9.  

2.  10.  

3.  11.  

4.  12.  

5.  13.  

6.  14.  

7.  15.  

8.    

.   <実習に関わる内容> ・訪問指導 ・実習記録、指導案に関わる指導 ・子ど

も理解と関わり方への指導 ・現場にて受けた指導内容の確認 等 

[教科書]  献本: [参考書] 

・小櫃智子ほか『幼稚園・保育所・認定こども園実習 パーフ

ェクトガイド』わかば社 1,400 円＋税 

・本学幼児教育科発行「実習ハンドブック」(幼保共通)600 円 

 

実務経験 

・小学校において実習担当として指導にあたった経験をもとに、実習生として大切にすべきことを中心に知識や対応を指導する。 
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教育実習指導 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

演・1 単位・15 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

板倉 史郎,本田 和隆,ほか 1 年通・2 年

春夏 

[幼必]  DP1:情熱・使命感 ◎ DP3:探究・主体性 

 DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

本授業は、教育実習に参加するための事前・事後

指導を行うことを目的とする。 

講義、演習で学んだ知識や技能を基礎にして、こ

れらを総合的に関連づけ、子ども理解と豊かな実

践力の基礎を養いうこと、及び幼稚園の子どもを

取り巻く環境を理解することを目的としている。

幼稚園の現状の理解やそこで求められる保育者と

しての力量を高めるための講義、演習を行う。 

・幼稚園の教育活動を理解する 

・幼稚園の制度的理解を深める 

・幼稚園教諭として必要とされる保育の内容を学ぶ 

・幼稚園教諭として求められる基礎的な知識・技能を学ぶ 

・子どもの発達の基礎知識に基づき、保育計画(保育指導案)が作成できる 

・実習記録が書けるようになる 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

・事前指導は 4/5 以上の出席が必須。欠席した場合は次回までに

講義配付資料等を受け取りに行くこと（板倉研究室） 

・実習手続きがされない、課題未提出の場合、実習を中止するこ

とがある 

・全 15 回を 2 年間にわたって履修 

・毎時、提示される課題等は必ず行うこと。 

[オフィスアワー]:特に設けないが、必要に応じて研究室を訪ねること。 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 0 
 

期末レポート 0 
 

その他 100 

・授業に取り組む姿勢（受講態度）(30%) 

・授業における参加状況(15%) 

・実習課題提出、到達状況(35%) 

・実習後の振り返り、まとめ、報告(20%) 

授業計画 

1. オリエンテーション（教育実習とは） 9. 参加・観察実習事前指導②～実習での自己課題の確認～ 

2. 幼稚園の役割と機能、幼稚園教諭の職務の理解 10. 実習振り返りによる自己課題の明確化① 

3. 幼稚園の一日の流れ 11. 実習記録の改善点～本実習に向けて～ 

4. 保育技術の習得 12. 教育実習の目標と課題(カード作成) 

5. 教育実習の目標と課題(カード作成) 13. 教育実習事前指導①～本実習の理解～ 

6. 実習記録の構成 14. 教育実習事前指導②～自己課題の確認～ 

7. 実習記録の記述方法 15. 実習振り返りによる自己課題の明確化② まとめ 

8. 参加・観察実習事前指導①～始めての実習に参加すること～   

[教科書]  献本: [参考書] 

・小櫃智子ほか『幼稚園・保育所・認定こども園実習 パーフ

ェクトガイド』わかば社 1,400 円＋税 

・本学幼児教育科発行「実習ハンドブック」(幼保共通)600 円 

授業内で紹介する 

実務経験 

・小学校において実習担当として指導にあたった経験をもとに、実習生として大切にすべきことを中心に知識や対応を指導する。 
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子ども家庭支援論 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

講・2 単位・15 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

宮本 直美 1 年・春×2 [保必]  DP1:情熱・使命感  DP3:探究・主体性 

◎ DP2: 知識・技術 〇 DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

現代の子育て家庭の抱える課題や現状について理

解するとともに、子育て家庭への支援として保育

者として求められているものは何かにつて検討す

る。また、支援体制について理解するとともにニ

ーズに応じた多様な支援の展開について学ぶこと

目的とする。 

１．子育て家庭に対する支援の意義・目的を理解する。 

２．保育の専門性を活かした子ども家庭支援の意義と基本について理解する。 

３．子育て家庭に対する支援の体制について理解する。 

４．子育て家庭のニーズに応じた多様な支援の展開と子ども家庭支援の現状、課題について理解する 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

最初の授業時に指示する 次回の講義までに、講義内容に対応する教科書の章を読み予習しておくこと。復習して

おくべき課題については授業中に指示する。 

[オフィスアワー]:月・木・金の昼休み 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 40 
子ども家庭支援に関わる基礎的な事項に対する筆記試験を行う。 

期末レポート 0 
 

その他 60 
授業への参加状況、確認テストやミニレポート、授業態度による評価。 

授業計画 

1. 子ども家庭支援の意義と必要性 9. 子育て支援施策と次世代育成支援施策の推進 

2. 子どもの家庭支援の目的と機能 10. ワークライフバランスと男女共同参画 

3. 保育の専門性を活かした子ども家庭支援とその意義 11. 子ども家庭支援の内容と対象 

4. 子どもの育ちの喜びの共有 12. 保育所を利用する子ども家庭への支援 

5. 保護者および地域が有する子育てを自ら実践する力の支持 13. 地域の子育て家庭への支援 

6. 保育士に求められる基本的態度 14. 要保護児童等及びその家庭に対する支援 

7. 家庭の状況に応じた支援 15. 子ども家庭支援に関する現状と課題 

8. 子育て家庭の福祉を図るための社会資源   

[教科書]  献本: [参考書] 

「最新 保育士養成講座」総括編纂委員会/編 

『子ども家庭支援 家庭支援と子育て支援』 

全国社会福祉協議会 

￥1900 円＋税 

草野いづみ編「みんなで考える 家族・家庭支援論」同文書院 2100＋税 

実務経験 

子ども・子育て総合センターにおいて、地域における子育て家庭の福祉を図るための取り組みを行う（ゲストティーチャー：新谷紀子）。 
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子どもの保健 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

講・2 単位・15 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

釜島 美智代 1 年・秋冬 [保必]  DP1:情熱・使命感  DP3:探究・主体性 

◎ DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

子どもの身体発育・生理機能の発達の様子と子ど

もによくみられる症状や子どもに多い病気につい

て学習し、病気の早期発見、体調の変化への対応

ができる知識を得ることを目的とする。 

①子どもの身体発育・生理機能の発達の道筋を述べることができる。 

②子どもによくみられる症状とその対応について説明することができる。 

③子どもに多い病気についてその特徴を理解する。 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

 予習：次回のテーマに対するテキストの箇所を提示するのでよく読んで授業に臨むこと 

復習：授業内に配布した資料や行ったワークの内容を整理する。 

 

[オフィスアワー]:授業日の昼休み 非常勤講師室または教室にて 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 60 
筆記試験を行う。 

期末レポート 0 
 

その他 40 
 

授業内の課題 30%、課題レポート 10% 

授業計画 

1. 子どもの心と身体の健康と保健の意義 9. 生理機能の発達（感覚器） 

2. 母子保健サービス 10. 子どものかかりやすい感染症① 

3. 体のつくりと身体発育 11. 子どものかかりやすい感染症② 

4. 身体発育の評価 12. 感染症の予防と対応①（感染症対策） 

5. 生理機能の発達（体温調節） 13. 感染症の予防と対応②（予防接種） 

6. 生理機能の発達（呼吸・血液循環） 14. 子どもに多い病気（アレルギーの病気） 

7. 生理機能の発達（消化吸収） 15. 子どもに多い病気（その他の病気） 

8. 生理機能の発達（排泄・睡眠）   

[教科書]  献本: [参考書] 

鈴木美枝子編著『これだけはおさいたい！保育者のための子

どもの保健』2200 円＋税 

日本外来小児科学会編著『お母さんに伝えたい子どもの病気ホームケアガイド第 4 版』医歯

薬出版株式会社 2,000 円+税 

実務経験 

小児病棟勤務、病児保育室勤務、小児救急電話相談相談員 



大阪千代田短期大学 実務経験を活かした授業のシラバス  

12 / 32   

 

保育実習Ⅰ(保育所) 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

実・2 単位・8 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

板倉 史郎,本田 和隆,ほか 1 年・冬集 [保必] 〇 DP1:情熱・使命感 ◎ DP3:探究・主体性 

 DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

本実習は、保育士資格を取得するための実習であ

る。実習を通じて保育士として必要な知識と技術

を見につけ、その資質を向上させることを目的と

している。 

保育実習Ⅰ(保育所)では、保育士としての保育活

動に参加し、実習指導者の指導のもと、保育士の

業務と役割について実践的に学ぶ。また、活動に

関わる計画、子どもや利用者の発達に応じた関わ

り方を学ぶ。 

・保育所の機能、社会的役割および保育士の業務について理解する 

・保育士の姿から利用者との関わり方の実際を学ぶ 

・保育計画の立案を学ぶ 

・保育士として必要な資質および知識・技術を身につける 

・保育に対する考え方を深める 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

・保育実習指導Ⅰ(保育所）への事前指導の出席が 4/5 に満たな

い者については、本実習への参加を認めない。 

・実習に必要な手続きや書類は期限内に必ず実施、提出すること。 

[オフィスアワー]: 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 0 
 

期末レポート 0 
 

その他 100 

・実習施設による評価(60%) 

・実習日誌(20%) 

・実習報告（実習報告書、報告会での内容）(20%) 

 

授業計画 

1. 実習ハンドブック 参照 9.  

2.  10.  

3.  11.  

4.  12.  

5.  13.  

6.  14.  

7.  15.  

8.    

.   <実習に関わる内容>  

  ・訪問指導 

  ・実習記録、指導案に関わる指導 

  ・子ども理解と関わり方への指導 

  ・現場にて受けた指導内容の確認 等 

[教科書]  献本: [参考書] 

・小櫃智子ほか『幼稚園・保育所・認定こども園実習 パーフ

ェクトガイド』わかば社 1,400 円＋税 

・本学幼児教育科発行「実習ハンドブック」(幼保共通)600 円 

 

実務経験 

・小学校において実習担当として指導にあたった経験をもとに、実習生として大切にすべきことを中心に知識や対応を指導する。 
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保育実習指導Ⅰ(保育所) 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

演・1 単位・15 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

板倉 史郎,本田 和隆 1 年・通 [保必] 〇 DP1:情熱・使命感 ◎ DP3:探究・主体性 

 DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

本授業は、保育実習Ⅰ(保育所)の参加するための

事前・事後指導を行うことを目的とする。 

講義、演習で学んだ知識や技能を基礎にして、こ

れらを総合的に関連づけ、子ども理解と豊かな実

践力の基礎を養うこと、及び保育所の子どもを取

り巻く環境を理解することを目的としている。保

育所の現状の理解やそこで求められる保育者とし

ての力量を高めるための講義、演習を行う。 

・実習の目的を理解し、実習課題を明確にする 

・保育所の制度的理解を深める 

・保育所を利用する子どもと家族の生活を理解し、必要とされる保育・子育て支援の概要を学ぶ 

・保育士として求められる基礎的な知識、技能の活用方法を学ぶ 

・子どもの発達の基礎知識に基づき、保育計画(保育指導案)が作成できる 

・実習記録が書ける 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

・事前指導は 4/5 以上の出席が必須。欠席した場合は次回までに

講義配付資料等を受け取りに行くこと（板倉研究室） 

・実習手続きがされない、課題未提出の場合、実習を中止するこ

とがある 

・全 15 回を 2 年間にわたって履修 

・毎時、提示される課題等は必ず行うこと。 

[オフィスアワー]:特に設けないが、必要に応じて研究室を訪ねること。 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 0 
 

期末レポート 0 
 

その他 100 

・授業での課題提出(20%) 

・課題の到達状況（ボランティア参加を含む）(35%) 

・授業に取り組む姿勢（受講態度）(30%) 

・授業における参加状況(15%) 

授業計画 

1. オリエンテーション（保育実習とは） 9. 実習先の制度的理解 

2. 実習目的を基にした実習生カードの指導、記入 10. 保育士に必要とされる専門性 

3. 実習目的に基づく自己課題の明確化 11. 実習に関わる演習①ー手遊び 

4. ソーシャルスキルに関わる演習 12. 実習に関わる演習②ー絵本の読み聞かせ 

5. 実習記録の書き方①目的とねらい 13. 実習直前指導 

6. 実習記録の書き方②子どもの動きと保育者の動き 14. 実習の振り返りによる自己課題の明確化 

7. 保育計画指導案の立て方① ねらいをもった指導案 15. 実習報告会 

8. 保育計画指導案の立て方② つけさせたい力   

[教科書]  献本: [参考書] 

・小櫃智子ほか『幼稚園・保育所・認定こども園実習 パーフ

ェクトガイド』わかば社 1,400 円＋税 

・本学幼児教育科発行「実習ハンドブック」(幼保共通)600 円 

 

実務経験 

・小学校において実習担当として指導にあたった経験をもとに、実習生として大切にすべきことを中心に知識や対応を指導する。 
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保育実習指導Ⅰ(福祉施設) 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

演・1 単位・15 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

板倉 史郎,本田 和隆 1 年秋冬・2

年春 

[保必] 〇 DP1:情熱・使命感 ◎ DP3:探究・主体性 

 DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

本授業は、保育実習Ⅰ(福祉施設)の参加するため

の事前・事後指導を行うことを目的とする。 

講義、演習で学んだ知識や技能を基礎にして、こ

れらを総合的に関連づけ、子ども理解と豊かな実

践力の基礎を養うこと、及び福祉施設を取り巻く

環境を理解することを目的としている。福祉施設

の現状の理解やそこで求められる保育者としての

力量を高めるための講義、演習を行う。 

・実習の目的を理解し、実習課題を明確にする 

・福祉施設の制度的理解を深める 

・福祉施設を利用する利用者と家族の生活を理解し、必要とされる支援の概要を学ぶ 

・保育士として求められる基礎的な知識、技能の活用方法を学ぶ 

・利用者の発達の基礎知識に基づき、レクリエーション案が作成できる 

・実習記録が書ける 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

・事前指導は 4/5 以上の出席が必須。欠席した場合は次回までに

講義配付資料等を受け取りに行くこと（板倉研究室） 

・実習手続きがされない、課題未提出の場合、実習を中止するこ

とがある 

・毎時、提示される課題等は必ず行うこと。 

[オフィスアワー]:特に設けないが、必要に応じて研究室を訪ねること。 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 0 
 

期末レポート 0 
 

その他 100 

・授業に取り組む姿勢（受講態度）(30%) 

・授業における参加状況(15%) 

・実習課題提出、到達状況(35%) 

・実習後の振り返り、まとめ、報告(20%) 

授業計画 

1. オリエンテーション（福祉施設実習とは） 9. 実習先の制度的理解 

2. 福祉施設実習の必要性 10. 福祉施設での保育士に必要とされる専門性 

3. 実習目的を基にした実習生カードの指導、記入 11. 実習に関わる演習① 

4. 実習目的に基づく自己課題の明確化 12. 実習に関わる演習② 

5. ソーシャルスキルに関わる演習 13. 実習直前指導 

6. 福祉施設実習記録の書き方① 14. 実習の振り返りによる自己課題の明確化 

7. 福祉施設実習記録の書き方② 15. 実習報告会 

8. 保育計画指導案の立て方①   

[教科書]  献本: [参考書] 

・小櫃智子ほか『幼稚園・保育所・認定こども園実習 パーフ

ェクトガイド』わかば社 1,400 円＋税 

・本学幼児教育科発行「実習ハンドブック」(幼保共通)600 円 

 

実務経験 

・小学校において実習担当として指導にあたった経験をもとに、実習生として大切にすべきことを中心に知識や対応を指導する。 
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保育内容の指導法(環境) 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

演・1 単位・8 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

坂本 渉 2 年・春 [幼必][保必]  DP1:情熱・使命感  DP3:探究・主体性 

◎ DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

子どもをとりまく様々な環境において、それらを

生活やあそびに取り入れていく力を育むための知

識を深め、領域「環境」にかかわる具体的な指導

場面を想定した保育を構想する方法を身につける

ことを目的とする。 

1)領域「環境」の特性および子どもの体験との関連を考慮した教材の活用法を理解し、保育構想に活用

することができる。 

2)グループワーク、制作等を通して環境構成および再構成する力を身につける。 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

・ペアワークやグループワーク等に積極的に参加すること。 予習：次回までに予習すべき内容と準備物について授業内で指示する。 

復習：講義授業では配布プリント等の内容の整理、演習授業では実践の振り返りを行う

こと。 

[オフィスアワー]:火・水・木・金の昼休み 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 70 
筆記試験を行う。 

期末レポート  
 

その他 30 
授業内課題〔作品含む〕、課題発表、授業への参加状況 

授業計画 

1. オリンテーション/子どもの感性を育む 9.  

2. 環境構成と保育者の役割 10.  

3. 人とのかかわり－集団でのあそび－ 11.  

4. 自然事象とのかかわり①生命の営みにふれる 12.  

5. 自然事象とのかかわり②風や空気を感じる 13.  

6. 自然事象とのかかわり③土や水にふれる 14.  

7. ものや道具とのかかわり①身近な素材を使ったあそび 15.  

8. ものや道具とのかかわり②科学あそび   

    

[教科書]  献本: [参考書] 

田宮 緑 『体験する 調べる 考える 領域「環境」』萌文書

林 ¥2,000+税 

 

実務経験 

幼稚園教諭、主任、また保育所保育士として勤務。 

これらの実務経験に基づいて指導する。 
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保育内容の指導法(言葉Ⅰ) 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

演・1 単位・8 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

坂本 渉 2 年・秋 [幼必][保必]  DP1:情熱・使命感  DP3:探究・主体性 

◎ DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

領域「言葉」の指導基盤となる、幼児が豊かな言

葉や表現を身につけ、想像する楽しさを広げるた

めに必要な専門的事項に関する知識を修得するこ

とを目的とする。 

1)言葉の意義や機能について理解する。 

2)言葉に対する感覚を豊かにする実践方法を身につける。 

3)乳幼児にとっての児童文化財の意義について理解する。 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

・ペアワークやグループワーク等に積極的に参加すること。 予習：次回までに取り組むべき内容や課題について授業内で指示する。 

復習：授業内容についての振り返りを行うこと。 

[オフィスアワー]:火・水・木・金の昼休み 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 70 
筆記試験を行う。 

期末レポート 0 
 

その他 30 
授業内課題 課題発表、授業への参加状況 

授業計画 

1. オリンテーション/言葉の意義と機能 9.  

2. 言葉による伝え合いと文字の機能 10.  

3. 言葉の感覚を磨く遊び(0・1・2 歳児) 11.  

4. 言葉の感覚を磨く遊び(3・4・5 歳児) 12.  

5. 児童文化財の研究①絵本・紙芝居 13.  

6. 児童文化財の研究②手遊び・うた遊び 14.  

7. 児童文化財の研究③シアター系文化財 15.  

8. 模擬保育：児童文化財を活用した保育実践   

[教科書]  献本: [参考書] 

適宜プリント教材を配布する。  

実務経験 

幼稚園教諭、主任、また保育所保育士として勤務。 

これらの実務経験に基づいて指導する。 
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保育内容の指導法(言葉Ⅱ) 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

演・1 単位・8 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

坂本 渉 2 年・冬 [幼選][保選]  DP1:情熱・使命感  DP3:探究・主体性 

◎ DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

領域「言葉」の指導基盤となる、幼児が豊かな言

葉や表現を身につけ、想像する楽しさを広げるた

めに必要な専門的事項に関する知識を修得するこ

とを目的とする。言葉Ⅱでは、言葉Ⅰでの学びを

踏まえ、言葉の発達を理解したうえで、具体的な

保育場面を想定しながら、言葉の指導法について

実践的に学ぶ。 

1)言葉の意義や機能について理解する。 

2)言葉に対する感覚を豊かにする方法を身につける。 

3)乳幼児にとっての児童文化財の意義について理解する。 

4)児童文化財をもとに教材づくりや実演をすることで、保育実践力を身につける。 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

・ペアワークやグループワーク等に積極的に参加すること。 予習：次回までに取り組むべき内容や課題について授業内で指示する。 

復習：授業内容についての振り返りを行うこと。 

[オフィスアワー]:火・水・木・金の昼休み 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 0 
 

期末レポート 0 
 

その他 100 
授業内課題〔作品含む〕(50％) 課題発表、授業への参加状況(50％) 

授業計画 

1. オリンテーション/保育内容の指導法(言葉Ⅰ)を振り返る 9.  

2. 児童文化財の研究①ペープサート 10.  

3. 児童文化財の研究②ことば遊び 11.  

4. 児童文化財の研究③ストーリーテリング 12.  

5. 児童文化財の研究④文字を遊びにに取り入れる 13.  

6. 児童文化財を用いた保育実践：立案 14.  

7. 児童文化財を用いた保育実践：①模擬保育/振り返り 15.  

8. 児童文化財を用いた保育実践：②模擬保育/振り返り   

[教科書]  献本: [参考書] 

適宜プリント教材を配布する。  

実務経験 

幼稚園教諭、主任、また保育所保育士として勤務。 

これらの実務経験に基づいて指導する。 
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保育内容の指導法(音楽表現Ⅰ) 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

演・1 単位・8 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

寄 ゆかり 2 年・春 [幼必][保選]  DP1:情熱・使命感  DP3:探究・主体性 

◎ DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

・幼児の様々な表現方法を豊かにするための表現

遊びとその環境構成を実践的に学ぶ。 

・表現遊びの中でも、音楽を主体とした展開方法

を身につける。 

・表現遊びに必要な鍵盤演奏力の向上を目指す。 

・鍵盤演奏を用いた音楽表現の指導法を習得す

る。 

・鍵盤楽器以外の楽器の奏法を学びながら、保育

に取り入れる指導法を学ぶ。 

・音楽を取り入れた保育計画の立案について学

ぶ。 

・よりよい保育計画案に改善できることを目指

す。 

・演奏を修得する上で必要な音楽理論も学ぶ。 

・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

い及び内容の取扱いについて理解する。 

・音楽の側面から領域「表現」を捉え、その指導を展開できる。 

・弾き歌いを用いた音楽表現活動を実施できる。 

・ 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

・グループと個人レッスンの併用での授業実施です。両方出席す

ること。 

・グループ授業では、動きやすい服装で出席すること。 

・練習のため、イヤホンを持参すること（スマホ等で使用してい

るものでよい） 

・自分の指導法を確立できるようになるためにも、日常的に様々な方法を見つけられる

ような姿勢で周りを見るようにしましょう。 

・弾き歌いは、日々の積み重ねが大切です。毎日、練習しましょう。 

[オフィスアワー]:お昼休み等（研究室） 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 70 
筆記試験（35 点）と弾き歌いを用いた実技試験（35 点）の両方を実施する。 

期末レポート 0 
 

その他 30 
授業内学習のまとめのレポート内容及び成果と取組状況 

授業計画 

1. 領域「表現」のねらい及び内容の取扱い、音楽の側面から理解する/ピア

ノ弾き歌いレッスン 
9.  

2. 保育現場における音楽表現の方法のあり方/ピアノ弾き歌いレッスン 10.  

3. 幼小接続・学びの連続性における表現の発達を音楽の側面から理解する

/ピアノ弾き歌いレッスン 
11.  

4. 子どもの音楽遊び（楽器の演奏法を中心に）/ピアノ弾き歌いレッスン 12.  

5. 歌の楽しさを味わう（歌唱の指導法）/ピアノ弾き歌いレッスン 13.  

6. 子どもの音楽遊びを取り入れた活動を行う保育計画の立案/ピアノ弾き

歌いレッスン 
14.  

7. 子どもの音楽遊びを取り入れた活動を行う保育計画の実施/ピアノ弾き

歌いレッスン 
15.  

8. 音楽表現のまとめ/ピアノ弾き歌いレッスン   

[教科書]  献本: [参考書] 

平成 29 年度 幼稚園教育要領(最新版)、保育所保育指針(最新

版)、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(最新版) 

在原章子ほか著『幼児の四季とみんなの歌（第２版）』全音楽

譜出版社 2,300 円＋税 

スケッチブック（1 回生時の続きでよい。） 

 

実務経験 

ヤマハでの音楽教育、保育現場への研修講師などの実務経験がある。 
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保育内容の指導法(音楽表現Ⅱ) 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

演・1 単位・8 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

寄 ゆかり 2 年・秋 [幼必][保選]  DP1:情熱・使命感  DP3:探究・主体性 

◎ DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

保育内容の指導法（音楽表現Ⅰ）で学んだことを

もとに、さらに 

・幼児の様々な表現方法を豊かにするための表現

遊びとその環境構成を実践的に学ぶ。 

・表現遊びの中でも、音楽を主体とした展開とそ

の発展方法を身につける。 

・表現遊びに必要な鍵盤演奏力の向上を目指す。 

・様々な楽器を用いた合奏法を学ぶ。 

・情報機器を用いた保育計画の立案について学

ぶ。 

・よりよい保育計画案に改善できることを目指

す。 

・演奏を修得する上で必要な音楽理論も学ぶ。 

幼稚園教育要領の領域「表現」のねらい及び内容の取扱いについて理解し、音楽の側面から表現を捉え、

その指導計画立案、実施を通して、その指導法を身に付ける 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

・グループと個人レッスンの併用での授業実施です。両方出席す

ること。 

・グループ授業では、動きやすい服装で出席すること。 

・練習のため、イヤホンを持参すること（スマホ等で使用してい

るものでよい） 

・自分の指導法を確立できるようになるためにも、日常的に様々な方法を見つけられる

ような姿勢で周りを見るようにしましょう。 

・弾き歌いは、日々の積み重ねが大切です。毎日、練習しましょう。 

[オフィスアワー]:お昼休み等（研究室） 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 70 
筆記試験（35 点）と実技試験（35 点）を行う。 

期末レポート 0 
 

その他 30 
授業内で実施する学習のまとめのレポート内容及び成果と取組状況 

授業計画 

1. 領域「表現」のねらい及び内容の取扱いにおける音楽表現の捉え方/ピア

ノ弾き歌いレッスン 
9.  

2. 音楽の楽しさを様々な楽器から体験する/ピアノ弾き歌いレッスン 10.  

3. 様々な楽器の奏法を学ぶ（いい音色を鳴らす）/ピアノ弾き歌いレッスン 11.  

4. 保育現場での合奏を作る/ピアノ弾き歌いレッスン 12.  

5. 子どもと合奏する場合をイメージして合奏を完成させる/ピアノ弾き歌

い 
13.  

6. 音楽の楽しさを味わうことを目的とした保育計画のための情報機器を用

いた教材研究/ピアノ弾き歌いレッスン 
14.  

7. 合奏を発表による課題と成果を考える/ピアノ弾き歌いレッスン 15.  

8. 保育の中での行事における音楽表現のまとめ/ピアノ弾き歌いレッスン   

[教科書]  献本: [参考書] 

平成 29 年度 幼稚園教育要領(最新版)、保育所保育指針(最新

版)、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(最新版) 

在原章子ほか著『幼児の四季とみんなの歌（第２版）』全音楽

譜出版社 2,300 円＋税 

 

実務経験 

ヤマハ音楽教室ではピアノ、エレクトーンをはじめ、打楽器、管楽器も指導。その後、保育現場への研修も行っている。 
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教育相談 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

講・1 単位・8 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

本田 和隆 2 年・冬 [幼必][保必]  DP1:情熱・使命感 ◎ DP3:探究・主体性 

 DP2: 知識・技術 〇 DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

保育者の業務が社会環境の変化を受けて、施設の

子どもに対する保育からすべての子どもと保護者

に対する子育ち・子育て支援へと広がりを見せて

きた。 

そのような中で、保育者の専門性を活かした保育・

教育相談の意味を理解する必要がある。子どもの

発達状況に即しつつ、心理的特質や教育的課題を

支援するために必要な基礎的事項を身に付け、子

どもとその家庭を包括的に捉えた教育相談につい

て理解できるようになることを目的とする。 

教育相談における心理学の基礎的な知識を身に付ける。 

教育相談の意義と課題について理解するとともに、組織的な取組みや連携の必要性についても理解する。 

家族や家庭について、構成員の相互作用に注視しながら、一つのまとまりとして捉える視点を習得する。 

 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

授業時に指示する。 予習については授業中に指示する。各自、授業で使用したプリントや授業ノート等をを

活用して復習しておくこと。 

[オフィスアワー]:授業後可能な限り対応します。 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 0 
 

期末レポート 0 
 

その他 100 
授業への参加状況、グループワーク、ミニレポート、確認テスト等により総合的に評価する。 

授業計画 

1. 保育・教育相談の意義と基本的視点 9.  

2. 保育・教育相談の流れ・方法 10.  

3. 保育・教育相談を進めるための基礎的な姿勢や技法 11.  

4. 保護者との信頼関係を築くために(本田) 12.  

5. 家族・家庭の意義と機能（本田） 13.  

6. 親子関係・家族関係の理解（本田） 14.  

7. 子育ての経験と親としての育ち（本田） 15.  

8. 家族システムと教育相談   

[教科書]  献本: [参考書] 

  

実務経験 

小学校の通常の学級の担任として、保護者に対する教育相談を行った（宮本直美）。 
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教育実習 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

実・4 単位・-回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

板倉 史郎,本田 和隆 1 年夏集・2

年夏集 

[幼必]  DP1:情熱・使命感 ◎ DP3:探究・主体性 

〇 DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

・この実習は、幼稚園教諭 2 種免許を取得するた

めの基礎及び応用的な実習である。実習を通じて、

幼稚園教諭として必要な知識と技術を身につけ、

教員としての資質を向上させることを目的として

いる。  

・教育実習では、幼稚園の教育活動に参加し、幼

稚園教諭の業務と役割について実践的に学ぶ参加

実習、教育活動にかかわる計画を立案し、部分実

習、責任実習に参加する。また、そこでの実習指

導者指導のもと、幼稚園教諭に必要な資質、技能

を習得する。 

・幼稚園の機能、社会的役割および幼稚園教諭の業務内容を理解する。  

・幼稚園教諭の姿から子どもとのかかわり方を理解する ・子どもの発達に応じた関わり方を学ぶ  

・保育計画(保育指導案)の立案および実施できる ・幼稚園教諭として必要な資質および知識、技術を身

につける  

・幼児教育に対する考え方を深める 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

・1 回生時「観察実習（１週間）」、2 回生時「本実習（３週間）」

を行う。 

・事前指導の出席が 4/5 に満たない者については、本実習への参

加を認めない。 

 

・毎回提示される課題については、提出期日も含めて必ず行うこと 

[オフィスアワー]: 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 0 
 

期末レポート 0 
 

その他 100 
・実習施設による評価(75%) 

・実習日誌(25%) 

授業計画 

1. 実習ハンドブック 参照 9.  

2.  10.  

3.  11.  

4.  12.  

5.  13.  

6.  14.  

7.  15.  

8.    

   <実習に関わる内容> ・訪問指導 ・実習記録、指導案に関わる指導 ・子ど

も理解と関わり方への指導 ・現場にて受けた指導内容の確認 等 

[教科書]  献本: [参考書] 

・小櫃智子ほか『幼稚園・保育所・認定こども園実習 パーフ

ェクトガイド』わかば社 1,400 円＋税 

・本学幼児教育科発行「実習ハンドブック」(幼保共通)600 円 

 

実務経験 

・小学校において実習担当として指導にあたった経験をもとに、実習生として大切にすべきことを中心に知識や対応を指導する。 
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教育実習指導 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

演・1 単位・15 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

板倉 史郎,本田 和隆 1 年通・2 年

春夏 

[幼必]  DP1:情熱・使命感 ◎ DP3:探究・主体性 

 DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

本授業は、教育実習に参加するための事前・事後

指導を行うことを目的とする。 

講義、演習で学んだ知識や技能を基礎にして、こ

れらを総合的に関連づけ、子ども理解と豊かな実

践力の基礎を養いうこと、及び幼稚園の子どもを

取り巻く環境を理解することを目的としている。

幼稚園の現状の理解やそこで求められる保育者と

しての力量を高めるための講義、演習を行う。 

・幼稚園の教育活動を理解する 

・幼稚園の制度的理解を深める 

・幼稚園教諭として必要とされる保育の内容を学ぶ 

・幼稚園教諭として求められる基礎的な知識・技能を学ぶ 

・子どもの発達の基礎知識に基づき、保育計画(保育指導案)が作成できる 

・実習記録が書けるようになる 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

・事前指導は 4/5 以上の出席が必須。欠席した場合は次回までに

講義配付資料等を受け取りに行くこと（板倉研究室） 

・実習手続きがされない、課題未提出の場合、実習を中止するこ

とがある 

・全 15 回を 2 年間にわたって履修 

・毎時、提示される課題等は必ず行うこと。 

[オフィスアワー]:特に設けないが、必要に応じて研究室を訪ねること。 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 0 
 

期末レポート 0 
 

その他 100 

・授業に取り組む姿勢（受講態度）(30%) 

・授業における参加状況(15%) 

・実習課題提出、到達状況(35%) 

・実習後の振り返り、まとめ、報告(20%) 

授業計画 

1. オリエンテーション（教育実習とは） 9. 参加・観察実習事前指導②～実習での自己課題の確認～ 

2. 幼稚園の役割と機能、幼稚園教諭の職務の理解 10. 実習振り返りによる自己課題の明確化① 

3. 幼稚園の一日の流れ 11. 実習記録の改善点～本実習に向けて～ 

4. 保育技術の習得 12. 教育実習の目標と課題(カード作成) 

5. 教育実習の目標と課題(カード作成) 13. 教育実習事前指導①～本実習の理解～ 

6. 実習記録の構成 14. 教育実習事前指導②～自己課題の確認～ 

7. 実習記録の記述方法 15. 実習振り返りによる自己課題の明確化② まとめ 

8. 参加・観察実習事前指導①～始めての実習に参加すること～   

[教科書]  献本: [参考書] 

・小櫃智子ほか『幼稚園・保育所・認定こども園実習 パーフ

ェクトガイド』わかば社 1,400 円＋税 

・本学幼児教育科発行「実習ハンドブック」(幼保共通)600 円 

授業内で紹介する 

実務経験 

・小学校において実習担当として指導にあたった経験をもとに、実習生として大切にすべきことを中心に知識や対応を指導する。 



大阪千代田短期大学 実務経験を活かした授業のシラバス  

23 / 32   

 

保育・教職実践演習 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

演・2 単位・15 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

板倉 史郎,松浦 善満 2 年・秋冬 [幼必][保必]  DP1:情熱・使命感 ◎ DP3:探究・主体性 

 DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

保育・教職に関する科目の学習及び保育実習、教

育実習、学校外の活動などを通して、保育・教職

に関する基礎的知識と技能が獲得できたかを確認

し、保育・教職についての理解と職業意識を深め

る。 

・保育者、教育者として使命感、情熱を持つ姿勢が身についている。 

・保育施設で働く上での社会性や対人関係能力について理解し、実践できる。 

・子ども理解の意味を認識した上で、その取組方法について理解できている。 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

 ・配布する資料等を整理し、活用する。 

・授業時に予習、復習について説明する。 

[オフィスアワー]:特に設けないが、必要に応じて研究室を訪ねること。 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験  
 

期末レポート  
 

その他 100 
授業への参加状況、ミニレポート、小テスト等により総合的に評価する。 

授業計画 

1. 科目「教職実践演習」が設けられた趣旨及び授業の目的と方法について

オリエンテーションを行う。（合同） 
9. 実習において遭遇した場面において、どのような対応が必要であったか検討する。 

2. 学校の種類、教員の研修、服務など教員の使命感、責任感、教育的愛情

に関する事項について教員としての職務を理解しているか。教職論の内

容が定着しているかを確認の講義を行う。 

10. 子どもたちが置かれている現状について、いくつかの視点から検討し、深く学ぶ。 

3. 教員として必要な社会性や対人関係能力に関する事項について、教員の

服務について多様な事例を取り上げ演習方式で学生参加の授業を行う。

世代間、男女間、幼児・教員間、教員間の理解を深めるにはなにが必要

か。行動特性の違いをどう把握するかについて理解を深める。 

11. 保育施設や保育者が置かれている現状を確認し、保育者のやりがいを確認する。 

4. 現実の園や学校で生じている課題についてチームとして教員の協力・協

働を深めるにはどのような態勢が必要か具体的な課題について議論し総

括する訓練を行う。 

12. 保･幼･小連携の必要性と取り組まれている事例、求められる実務について学ぶ。 

5. 社会性や対人関係能力深めるため、自己紹介、父母への園の紹介（自己

表現）、園児の父母の前で伝えたいことを話すために準備しておくことは

なにかなどの役割演技（ロールプレイ）を行う。 

13. 保育者に求められる専門性について、子ども、保護者、社会をキーワードに考える。 

6. 幼児、児童、生徒にはどのような発達上の特徴があるか。コミュニケー

ションをする上での留意点について幼児、児童、生徒理解や学級経営の

視点から問答方式により理解を深める。 

14. 保育者に求められる倫理について、普遍的な観点と現代的な観点から確認する。 

7. 教育実習参加者の報告、実習中で、失敗したこと、感激したことなど、

強く意識したこと等を各自 3 分程度にまとめて発表する。2～6 回までの

内容再確認の小テストを行う。 

15. 保護者対応の考え方について確認するとともに、基本的な姿勢について学ぶ。 

8. 実習等を振り返り、身につけたい自分の課題を明らかにし、そのための

方策を検討する。 
  

[教科書]  献本: [参考書] 

授業時に配布する。  

実務経験 

・小学校教員の経験を活かして、子ども理解や保護者対応、幼小連携等について、知識や対応を説明する。 
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子ども家庭支援の心理学 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

講・1 単位・8 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

宮本 直美 2 年・秋 [保必]  DP1:情熱・使命感  DP3:探究・主体性 

◎ DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

園などの施設で子どもに関わるうえで、子どもの

発達に関する知識と共に、その子どもたちを取り

巻く親なども含めた包括的な理解が求められる。

この科目では、生涯にわたる発達について理解し、

子どもだけではなく周りにいる大人や社会的背景

を含めたうえでの子ども理解を目指す。 

親と子の生涯にわたる発達に関する基礎的な知識を習得し、初期経験の重要性や発達課題等について理

解する。 

子どもの精神保健とその課題について理解する。 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

「幼児と人間関係」で学んだ人とのかかわりに関する発達につい

てよく復習し、理解したうえで受講すること。 

各会の授業内容に相当する教科書の該当箇所を事前に読んで、授業に参加すること。授

業で使用したプリント等を活用して、復習しておくこと。復習課題の提出については授

業中に指示する。 

[オフィスアワー]:月・水の昼休み 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 40 
筆記試験 

期末レポート  
 

その他 60 
授業への参加状況、授業中の振り返りや確認テストで評価する。 

授業計画 

1. 生涯発達の考え方と生涯発達から見た心の問題と家族 9.  

2. 乳幼児期の発達 10.  

3. 学童期前半の発達 11.  

4. 学童期後期から青年期にかけての発達 12.  

5. 成人期・老年期における発達（本田） 13.  

6. 子どもの生活・生育環境とその影響 14.  

7. 子どもの心の健康に関わる問題 15.  

8. 特別な配慮を要する家庭への配慮・支援に当たってのポイント   

[教科書]  献本: [参考書] 

青木紀久代編『シリーズ知のゆりかご 子ども家庭支援の心

理学』みらい 2100 円＋税 

 

実務経験 

小学校において特別支援教育コーディネーターとして、特別な支援を必要とする家庭への援助や支援を行った(宮本)。 
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子育て支援 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

演・1 単位・8 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

宮本 直美 2 年・春 [保必]  DP1:情熱・使命感 ◎ DP3:探究・主体性 

 DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

保育士による子育て支援の特性や実践的な事項

（支援の具体的内容・方法・技術、事例検討の実

際など）について学び、保育の専門性を活かした

子育て支援に関する実践力を養うことを目的とす

る。 

１．保育士の行う保育の専門性を背景とした保護者に対する相談、助言、情報提供、行動見本の提示等

の支援（保育相談支援）について、その特性と展開を具体的に理解する。 

２．保育士の行う子育て支援について、様々な場や対象に即した支援の内容と方法及び技術を、実践事

例等を通して具体的に理解する。 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

「子ども家庭支援論」の内容は学習済みであることを前提に授業

を行う。 

履修上の注意については、最初の授業時に指示する。 

次回の講義までに、講義内容に対応する教科書の章を読み予習しておくこと。復習して

おくべき課題については授業中に指示する。 

[オフィスアワー]:月・木・金の昼休み 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 0 
 

期末レポート 0 
 

その他 100 
授業の内容から課題を設定し、レポートを課す。到達目標の観点から評価を行う。 

授業への参加状況、ミニレポート、確認テスト等により総合的に評価する。 

授業計画 

1. 保育士が行う子育て支援の特性 9.  

2. 子育て支援の計画と環境構成 10.  

3. 子育て支援の具体的手段 11.  

4. 子育て支援の技術 12.  

5. 子育て支援の実際①保育所等における子育て支援 13.  

6. 子育て支援の実際②子どもの虐待の予防と対応 14.  

7. 子育て支援の実際③多様なニーズを抱える子育て家庭の理解と支援 15.  

8. 子育て支援の実際④要保護児童等の家庭に対する支援   

[教科書]  献本: [参考書] 

①「最新 保育士養成講座」総括編纂委員会/編 

『子ども家庭支援 家庭支援と子育て支援』 

全国社会福祉協議会 

￥1900 円＋税（１回生で購入済み） 

②二宮祐子『子育て支援 15 のストーリーで学ぶワークブッ

ク』萌文書林 

¥1800 円＋税 

 

実務経験 

小学校において特別支援教育コーディネーターとして、特別な支援を必要とする家庭への子育ての援助や支援を行った(宮本)。 
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保育実習Ⅰ(福祉施設) 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

実・2 単位・-回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

板倉 史郎,本田 和隆,ほか 2 年・春集 [保必] 〇 DP1:情熱・使命感 ◎ DP3:探究・主体性 

 DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

本実習は、保育士資格を取得するための実習であ

る。実習を通じて保育士として必要な知識と技術

を見につけ、保育士として必要な資質を向上させ

ることを目的としている。 

保育実習Ⅰ(福祉施設)では、福祉施設の活動に参

加し、実習指導者の指導のもと、保育士の業務と

役割について実践的に学ぶ。また、活動に関わる

計画、子どもや利用者の発達に応じた関わり方を

学ぶ。 

・児童福祉施設の機能、社会的役割および保育士の業務について理解する 

・保育士の姿から利用者との関わり方の実際を学ぶ 

・保育計画(自立支援計画)の立案を学ぶ 

・保育士として必要な資質および知識・技術を身につける 

・保育に対する考え方を深める 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

・保育実習指導Ⅰ(福祉施設）への事前指導の出席が 4/5 に満たな

い者については、本実習への参加を認めない。 

・宿泊が伴う場合、宿泊費などは自己負担となる。 

・実習に必要な手続きや書類は期限内に必ず実施、提出すること。 

[オフィスアワー]: 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 0 
 

期末レポート 0 
 

その他 100 

・実習施設による評価(75%) 

・実習日誌(25%) 

 

授業計画 

1. 実習ハンドブック 参照 9.  

2.  10.  

3.  11.  

4.  12.  

5.  13.  

6.  14.  

7.  15.  

8.    

   <実習に関わる内容>  

  ・訪問指導 

  ・記録、指導案に関わる指導 

  ・子ども、利用者理解と関わり方への指導 

[教科書]  献本: [参考書] 

・本学幼児教育科発行「実習ハンドブック」(幼保共通)600 円 

・小櫃智子ほか『幼稚園・保育所実習 パーフェクトガイド』

わかば社 1,400 円＋税 

 

実務経験 

・小学校において実習担当として指導にあたった経験をもとに、実習生として大切にすべきことを中心に知識や対応を指導する。 
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保育実習指導Ⅰ(福祉施設) 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

演・1 単位・15 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

板倉 史郎,本田 和隆 1 年秋冬・2

年春 

[保必] 〇 DP1:情熱・使命感 ◎ DP3:探究・主体性 

 DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

本授業は、保育実習Ⅰ(福祉施設)の参加するため

の事前・事後指導を行うことを目的とする。 

講義、演習で学んだ知識や技能を基礎にして、こ

れらを総合的に関連づけ、子ども理解と豊かな実

践力の基礎を養うこと、及び福祉施設を取り巻く

環境を理解することを目的としている。福祉施設

の現状の理解やそこで求められる保育者としての

力量を高めるための講義、演習を行う。 

・実習の目的を理解し、実習課題を明確にする 

・福祉施設の制度的理解を深める 

・福祉施設を利用する利用者と家族の生活を理解し、必要とされる支援の概要を学ぶ 

・保育士として求められる基礎的な知識、技能の活用方法を学ぶ 

・利用者の発達の基礎知識に基づき、レクリエーション案が作成できる 

・実習記録が書ける 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

・事前指導は 4/5 以上の出席が必須。欠席した場合は次回までに

講義配付資料等を受け取りに行くこと（板倉研究室） 

・実習手続きがされない、課題未提出の場合、実習を中止するこ

とがある 

・毎時、提示される課題等は必ず行うこと。 

[オフィスアワー]:特に設けないが、必要に応じて研究室を訪ねること。 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 0 
 

期末レポート 0 
 

その他 100 

・授業に取り組む姿勢（受講態度）(30%) 

・授業における参加状況(15%) 

・実習課題提出、到達状況(35%) 

・実習後の振り返り、まとめ、報告(20%) 

授業計画 

1. オリエンテーション（福祉施設の実習とは） 9. 実習先の制度的理解 

2. 福祉施設実習の必要性 10. 福祉施設での保育士に必要とされる専門性 

3. 実習目的を基にした実習生カードの指導、記入 11. 実習に関わる演習① 

4. 実習目的に基づく自己課題の明確化 12. 実習に関わる演習② 

5. ソーシャルスキルに関わる演習 13. 実習直前指導 

6. 福祉施設実習記録の書き方① 14. 実習の振り返りによる自己課題の明確化 

7. 福祉施設実習記録の書き方② 15. 実習報告会 

8. 保育計画指導案の立て方①   

[教科書]  献本: [参考書] 

・小櫃智子ほか『幼稚園・保育所・認定こども園実習 パーフ

ェクトガイド』わかば社 1,400 円＋税 

・本学幼児教育科発行「実習ハンドブック」(幼保共通)600 円 

 

実務経験 

・小学校において実習担当として指導にあたった経験をもとに、実習生として大切にすべきことを中心に知識や対応を指導する。 
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保育実習Ⅱ 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

実・2 単位・-回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

板倉 史郎,本田 和隆,ほか 2 年・夏集 [保選] 〇 DP1:情熱・使命感 ◎ DP3:探究・主体性 

 DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

本実習は、保育実習Ⅰ（保育所・福祉施設）の内

容をふまえた応用実習である。乳児、障害児も対

象とした、実習経験の集大成となる責任実習であ

る。実習を通じ、保育士として必要な資質、技能

を習得するだけでなく、家族や地域の生活実態に

ふれて、子ども家庭福祉ニーズに対する理解、判

断力を養い、子育てを支援するために必要な能力

を養うことを目的としている。 

・保育士として必要な資質、技能を習得する 

・子どもの発達に応じた教材選択ができる 

・教材研究の姿勢を身につける 

・保育計画(保育指導案)を立案、実施し、子どもの発達に応じた関わりだけでなく、子ども一人一人へ

の配慮を考えることができる 

・子ども家庭福祉ニーズを知り、子育て支援の実際を理解する 

・子どもの最善の利益についての考察を深め、保育観を養う 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

・保育実習指導Ⅱへの事前指導の出席が 4/5 に満たない者につい

ては、本実習への参加を認めない。 

・実習に必要な手続きや書類は期限内に必ず実施、提出すること。 

[オフィスアワー]: 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 0 
 

期末レポート 0 
 

その他 100 
・実習評価(75%) 

・実習記録の内容(25%) 

授業計画 

1. 実習ハンドブックほか 参照 9.  

2.  10.  

3.  11.  

4.  12.  

5.  13.  

6.  14.  

7.  15.  

8.    

   <実習に関わる内容>  

  ・訪問指導 

  ・実習記録、指導案に関わる指導 

  ・子ども理解と関わり方への指導 

  ・現場にて受けた指導内容の確認 等 

[教科書]  献本: [参考書] 

・小櫃智子ほか『幼稚園・保育所・認定こども園実習 パーフ

ェクトガイド』わかば社 1,400 円＋税 

・本学幼児教育科発行「実習ハンドブック」(幼保共通)600 円 

 

実務経験 

・小学校において実習担当として指導にあたった経験をもとに、実習生として大切にすべきことを中心に知識や対応を指導する。 
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保育実習指導Ⅱ 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

演・1 単位・15 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

板倉 史郎,本田 和隆,ほか 2 年・春夏

秋 

[保選] 〇 DP1:情熱・使命感 ◎ DP3:探究・主体性 

 DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

【授業の目的】 

本授業は、保育実習Ⅱに参加するための事前、事

後指導を行うことを目的とする。 

【授業の概要】 

講義、演習で学んだ知識や技能を基礎にして、こ

れらを総合的に関連付け、 子ども理解と豊かな実

践力の応用を養うこと、子どもを取り巻く環境を

子育て支援、地域支援の立場から観察し、保育実

践を行う。 

・子どもの発達や成長を理解した実習記録が書ける。 

・子どもの発達を見据えた指導計画案が立案できる。 

・実習先の制度的理解、施設の役割が理解できる。 

・子育て支援、地域支援の目的、目標が理解できる。 

・保育者として必要な力を身に着けている。 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

・事前指導は 4/5 以上の出席が必須。欠席した場合は次回までに

講義配付資料等を受け取りに行くこと（板倉研究室） 

・実習手続きがされない、課題未提出の場合、実習を中止するこ

とがある 

・毎時、提示される課題等は必ず行うこと。 

[オフィスアワー]:特に設けないが、必要に応じて研究室を訪ねること。 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 0 
 

期末レポート 0 
 

その他 100 

・授業に取り組む姿勢（受講態度）(30%) 

・授業における参加状況(15%) 

・実習課題提出、到達状況(35%) 

・実習後の振り返り、まとめ、報告(20%) 

授業計画 

1. オリエンテーション（保育実習Ⅱの位置づけと取組） 9. 保育計画案の改善ポイント 

2. 実習目的に合わせた自己課題の明確化 10. 子育て支援と保育環境 

3. 実習手続きと実習生カード作成 11. 保育者に必要とされる専門性 

4. 保育者から見た実習日誌の書き方 12. 保育所の役割と地域支援 

5. 実習生に求められる力 13. 実習直前指導 

6. 多角的に見る実習とその記録の書き方 14. 実習の振り返りによる自己課題の明確化 

7. 応用的な計画(保育案)の立案 15. 実習報告会 まとめ 

8. 保育計画案の実施   

[教科書]  献本: [参考書] 

・小櫃智子ほか『幼稚園・保育所・認定こども園実習 パーフ

ェクトガイド』わかば社 1,400 円＋税 

・本学幼児教育科発行「実習ハンドブック」(幼保共通)600 円 

 

実務経験 

・小学校において実習担当として指導にあたった経験をもとに、実習生として大切にすべきことを中心に知識や対応を指導する。 
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保育実習Ⅲ 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

実・2 単位・-回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

板倉 史郎,本田 和隆,ほか 2 年・夏集 [保選] 〇 DP1:情熱・使命感 ◎ DP3:探究・主体性 

 DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

本実習は、保育実習Ⅰ（保育所）の内容をふまえ

た応用実習である。実習経験の集大成となる指導

実習である。実習を通じ、福祉施設職員に必要な

資質、技能を習得するだけでなく、家族や地域の

生活実態にふれて、子ども家庭福祉ニーズに対す

る理解、判断力を養い、子育てを支援するために

必要な能力を養うことを目的としている。 

・保育士として必要な資質、技能を習得する 

・子どもの発達に応じた教材選択ができる 

・教材研究の姿勢を身につける 

・自立支援計画を立案、実施し、子どもの発達に応じた関わりだけでなく、子ども一人一人への配慮を

考えることができる 

・子ども家庭福祉ニーズを知り、子育て支援の実際を理解する 

・子どもの最善の利益についての考察を深め、保育観を養う 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

・保育実習指導Ⅲの出席が 4/5 に満たない者は実習への参加を認

めない。 

・課題は期日厳守で必ず行うこと 

・児童館実習を行うものは「児童館の機能と運営」「児童館の活動

内容と指導法」を同時に履修すること。 

・実習に必要な手続きや書類は期限内に必ず実施、提出すること。 

[オフィスアワー]: 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 0 
 

期末レポート 0 
 

その他 100 

・実習施設による評価(75%) 

・実習日誌(25%) 

 

授業計画 

1. 実習ハンドブック 参照 9.  

2.  10.  

3.  11.  

4.  12.  

5.  13.  

6.  14.  

7.  15.  

8.    

   <実習に関わる内容>  

  ・訪問指導 

  ・実習記録、指導案に関わる指導 

  ・子ども理解と関わり方への指導 

  ・現場にて受けた指導内容の確認 等 

[教科書]  献本: [参考書] 

・本学幼児教育科発行「実習ハンドブック」(幼保共通)600 円  

実務経験 

・小学校において実習担当として指導にあたった経験をもとに、実習生として大切にすべきことを中心に知識や対応を指導する。 
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保育実習指導Ⅲ 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

演・1 単位・15 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

板倉 史郎,本田 和隆 2 年・春夏

秋 

[保選] 〇 DP1:情熱・使命感 ◎ DP3:探究・主体性 

 DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

【授業の目的】 

本授業は、保育実習Ⅲに参加するための事前、事

後指導を行うことを目的とする。 

【授業の概要】 

講義、演習で学んだ知識や技能を基礎にして、こ

れらを総合的に関連付け、 子どもや障害者理解と

豊かな実践力の応用を養うこと、および学童保育、 

障害者施設などを利用する利用者を取り巻く環境

を理解することを目的と している。 保育実習指

導Ⅲでは、実施される保育実習Ⅲの実習のための

事前・事後 指導を行う。児童館や障害者施設での

現状を理解し、そこで求められる保育の力量を高

めるための講義・演習を行う。 

・保育実習Ⅲの内容に即した事前準備ができる。 

・実習先の制度的理解、施設の役割が理解できる。 

・学童保育や障害児・者施設の制度的理解を深める。 

・学童保育、障害児・者施設を利用する利用者の背景も理解し、必要とされる支援の方法を模索できる。  

・学んだ知識に基づき、保育計画やレクリエーション案が立案できる。 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

・児童館実習者は「児童館の機能と運営」「児童館の活動内容と指

導法」を履修すること 

・本授業は、保育実習Ⅲに参加するための事前、事後指導を行う。

事前指導は 4/5 以上の出席で保育実習Ⅲに参加できる。 

・毎時、提示される課題等は必ず行うこと。 

[オフィスアワー]:特に設けないが、必要に応じて研究室を訪ねること。 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 0 
 

期末レポート 0 
 

その他 100 

・授業に取り組む姿勢（受講態度）(30%) 

・授業における参加状況(15%) 

・実習課題提出、到達状況(35%) 

・実習後の振り返り、まとめ、報告(20%) 

授業計画 

1. オリエンテーション（保育実習Ⅲの位置づけと取組） 9. 実習先の制度的理解 

2. 実習目的に合わせた自己課題の明確化 10. 保育者に必要とされる専門性 

3. 実習手続きと実習生カード作成 11. 実習生として福祉施設で学ぶこと 

4. ソーシャルスキルに関わる演習①グループディスカッション 12. 施設の役割と地域支援 

5. ソーシャルスキルに関わる演習②実習に必要な力 13. 実習直前指導 

6. 実習日誌(記録)の書き方 14. 実習の振り返りによる自己課題の明確化 

7. 実習日誌（記録）に必要なことを書くために 15. 実習報告会 まとめ 

8. 応用的な計画(レクリエーション案や保育案)の立案   

[教科書]  献本: [参考書] 

・本学幼児教育科発行「実習ハンドブック」(幼保共通)600 円  

実務経験 

・小学校において実習担当として指導にあたった経験をもとに、実習生として大切にすべきことを中心に知識や対応を指導する。 
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こども音楽療育演習 
講義/演習/実技実習 ・ 単位数 ・ 回数 

演・1 単位・8 回 

教員 年次・学期  関連資格・必修/選択 ディプロマポリシー(DP)との関連 

茂野 仁美 2 年・夏,夏

集 

[保選] 〇 DP1:情熱・使命感  DP3:探究・主体性 

◎ DP2: 知識・技術  DP4:人権・共感 

授業の目的・内容 

[授業の目的と概要] [到達目標] 

・様々な楽器を演奏し音楽療育プログラム案の中

で活用できる。 

・手遊び、音楽身体遊び、歌唱を音楽療育プログ

ラム案に取り入れ実践できる。 

・音楽療育の対象者に合わせた音楽プログラムが

作成できる。 

・音楽療育の対象者に合わせた音楽プログラムが

実践できる。 

・様々な楽器を演奏し音楽療育プログラム案の中で活用できる。 

・手遊び、音楽身体遊び、歌唱を音楽療育プログラム案に取り入れ実践できる。 

・音楽療育の対象者に合わせた音楽プログラムが作成できる。 

・音楽療育の対象者に合わせた音楽プログラムが実践できる。 

・音楽プログラムの作成と実践において、障がいの種別での配慮する点を理解している。 

履修のルール 

[履修上の注意] [自主学習ガイド] 

・本科目受講にあたっては、こども音楽療育概論の単位を習得済

みであること。 

・本科目は「こども音楽療育実習」と同時開講である。「こども音

楽療育士」資格取得希望の学生は、両方とも受講すること。 

・実際に障がいの子どもたちと関わる場合もあるので、体調管理

には留意すること。 

・授業時には、演奏や教材研究などの課題を提示する。必ず行って、次の授業に臨むこ

と。 

・グループワークも多いため、各人が提示された課題は必ず行っておくこと。 

[オフィスアワー]: 

評価基準・評価方法 

種類 割合(100%) 基準・方法 

期末試験 50 
・筆記試験(音楽プログラム作成)(50%) 

期末レポート  
 

その他 50 

・授業内でのグループ発表達成状況（15%) 

・授業時に提示する課題の提出状況と到達度（20％） 

・チームの一員としてのグループワークへの取り組み状況(15％） 

授業計画 

1. はじめに 9.  

2. 音楽療育での楽器の活用法①-小物楽器を中心に 10.  

3. 音楽療育での楽器の活用法②-音楽療法用楽器 11.  

4. 手遊び・歌遊び・身体遊びを使用した発達援助の方法と実践 12.  

5. 障がい種別による音楽療育の方法 13.  

6. 発達援助をふまえた、音楽プログラムの作成 14.  

7. 障害児者施設での演習セッション① 15.  

8. 障害児者施設での演習セッション②   

[教科書]  献本: [参考書] 

授業時にプリントを配付する。 授業時に紹介する。 

実務経験 

しょうがい児のための音楽療法サークルの運営と実践のほか、小学校の支援学級に在籍の児童を対象に音楽療法のセッションを行ってきた。 

 


